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想像を超えるパフォーマンス
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日々のテストに最適な優れた操作性とレスポンス日々のテストに最適な優れた操作性とレスポンス

オシロスコープに対するテレダイン・レクロイの合
理的思想に基づき、妥協のない優れたフォーム・フ
ァクターを実現しました。詳細な解析と迅速なテ
ストに役立つ強力で豊富な機能を装備しています。

WaveRunner Xi-A/MXi-Aシリーズ
● 帯域：400MHz～1GHz

● メモリ：12.5～25Mポイント
● サンプリングレート：5～10GS/s

1. 明るい大型10.4インチディスプレイ

一度使ったら手放せなくなる大型ディスプレイ。

広い視野角で見やすさも抜群。

2. 奥行きは僅か15cm

スペース効率を最大限に高めました。

3. カーソル専用ノブ

任意のタイプのカーソルを選択し、信号に合わ

せると、メニューを開かなくても値を読み取る

ことができます。

4. ズーム調整ノブ

4個の専用ノブを使用すれば、メニューを開か

なくてもズームや演算トレースを簡単に操作す

ることができます。

5. 内蔵スタイラス付きのタッチ・スクリーン

内蔵のスタイラスでタッチスクリーンがさらに

操作しやすくなりました。

6. ハイインピーダンス・アクティブ・
プローブ（オプション）

帯域幅は1GHzと1.5GHz、入力容量0.9pF、

入力インピーダンス1MΩで、多様なプロー

ブ・チップとグランド・アクセサリが利用可能

なアクティブ・プローブ。
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7. WaveStreamTM高速表示モード

アナログオシロスコープ感覚のリアルタイム表

示機能。フロントパネルのノブを使ってトレー

スの輝度を調整できます。また、テレダイン・

レクロイWaveStreamモードと通常のリアル

タイム・モードを切り替えできます。

8. テレダイン・レクロイの
WaveScanTM詳細検索/解析ツール

20種類を超えるモードを使用して捕捉と検索、

または異常なイベントを数千から数百万回の捕

捉の中から発見する「スキャン」を行います。

ScanHisto（スキャン・ヒストグラム）、または

Scan Overlay（スキャン・オーバーレイ）を使用

するとスキャン結果を直感的に表示できます。

9. シリアル・トリガとデコード（オプション）

WaveRunner Xi-A/MXi-Aシリーズでは、I2C

SPI、UART、RS-232、AudioBus（I2S、

LJ、RJ、TDM）、LIN、CANおよびFlexRay

シリアル・トリガが使用できます。

10. 便利な「プッシュ」ノブ

トリガ・レベル・ノブ、ディレイ・ノブ、およびオ

フセット・ノブは、プッシュすることで各々よく

使用する操作を素早く実行することができます。

11.各国語に対応したユーザー・インタ
フェース

10種類の言語に対応しています。また、各国

語によるフロントパネル・オーバーレイを用意

しています。
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Mシリーズならさらに高機能！
WaveRunner MXi-Aシリーズ標準オプション
WaveRunner 44/64/104 MXi-Aには以下のオプションが標準
搭載されます。

● 拡張演算パッケージ（XMATH）● 高機能カスタマイズ（XDEV）

● ジッタ＆タイミング解析（JTA2）● HDTVトリガ（HDTV-TRIG）



シリアル・データ信号の分析機能
を強化

I2C、SPI、UART、RS-232、Audio

Bus（I2S、LJ、RJ、TDM）、LIN、

CAN、またはFlexRayシリアル・デー

タ・パターンでトリガを実行。デコー

ド･データをオシロスコープの波形上に

直感的に表示します。

高度なトリガでイベントを検出

スマート・トリガ、シリアル・トリガ、

デジタル・トリガ（MSシリーズ）など

の多様なトリガを使用して、目的のイベ

ントをすばやく簡単に検出できます（一

部のトリガはオプション）。

WaveStreamTM

高速表示モード

高速のサンプリング・レートとWave

Stream高速表示モードを使用して、信

号形状、立ち上がり時間、オーバーシュ

ートなどの特性分析を行うほか、高速信

号トレンドやトラック、ジッタなどを確

認します。

拡張捕捉モード

シーケンス・モードでは、捕捉メモリを

複数のセグメントに分割し、特定のイベ

ントを長期的に捕捉できます。各セグメ

ントは個別に表示、解析が行えます。

WaveScanTM

高機能波形検索ツール

WaveScanには、20種類を超える検索

/スキャン・モードを使用して、単一の

捕捉から異常なイベントを検出する機能

と、長時間にわたる数多くの捕捉で一定

のイベントを検索する機能があります。

ScanHisto（スキャン・ヒストグラム）、

またはScanOverlay（スキャン・オー

バーレイ）を使用するとスキャン結果を

直感的に表示できます。

完全なカスタマイズが可能

Excel、MATLAB、またはVBScriポイ

ントを使用して、独自の測定パラメータ

や演算関数をすばやく作成できます（一

部の機能はオプション）。

WaveRunner Xi-
A/MXi-Aシリーズは同
等クラスで最も強力で高
い機能を備えたオシロス
コープです。

基本的なシステム検証に、
拡張トリガ、高速表示モ
ード、測定パラメータ、ま
たはシリアル・デコードを
使用し、簡単で使いやすく
なっています。

WaveRunner Xi-A/
MXi-Aシリーズ独自のツー
ルで、高度なデバッグ、マル
チドメイン解析、波形解析が
可能です。

オプションのアプリケーショ
ン・パッケージは、明確な問
題の理解に役立ちます。

完璧な機能性 －あらゆるテストに対応完璧な機能性 －あらゆるテストに対応
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拡張アプリケーション・パッケージ
多様なアプリケーション・パッケージ

で、特定の問題に詳細で迅速なソリュー

ションを提供します。

フロント・パネルのズーム・コン
トロールを使用したすばやいロン
グ・メモリ操作

WaveRunner Xi-A/MXi-Aシリーズの

ロング・メモリは、フロント・パネルか

らズームと位置調整が簡単に操作できる

だけでなく、他のオシロスコープの10

～100倍速で計算して有用な情報が得

られるように最適化されています。

多様な演算機能と測定機能

多くの標準およびオプション測定機能、

強力な演算機能を用意しており、よりす

ばやく結果を表示することができます。

時間領域解析を超える機能

信号のマルチドメイン解析によって、より詳細な解析が可能です。信号情報を統

計領域（ヒストグラム）、周波数領域（ロング・メモリFFT）、ジッタ、変調、ま

たはその他の測定パラメータ領域（測定パラメータのトラック）に変換します。

（一部の機能はオプション）。

統合ツール・セット

テレダイン・レクロイの演算ツール、測定ツール、および解析ツールは、基本的

なオシロスコープ操作と完全に統合されています。何の制限もなく、簡単に個々

の機能をリンクしてより高度な解析に活用できます。
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完璧なプローブ・ソリューション

アクティブFETプローブ、電流プロ

ーブ、差動プローブ、高電圧プロー

ブなど、完璧に用意されたプローブ･

チップおよびグランド・アクセサリ

を使用して、信号を簡単にプロービ

ングできます。

ミックスド･シグナル･オプション

MSシリーズでは、最大500MHzの

速度でデジタル信号を捕捉できます。

最大50Mポイント/Chのメモリを使

った最大36本のデジタル・チャンネル

表示で、アナログ・イベントとデジタ

ル・イベントを同時に解析できます。

電源と増幅器の測定
卓越したオーバードライブ・リカバ

リとシグナル・インテグリティを実

現したWaveRunner Xi-A/MXi-Aシ

リーズは、高電圧スイッチング損失、

伝導損、リップル、スイッチング電

源、その他の増幅器情報を測定する

のに最適なソリューションです。テ

レダイン・レクロイの差動アンプと

併用すれば、100,000:1という高い

コモンモード除去率が実現できます。

タイミング特性分析

高度なトリガを使用して、イベント

をすばやく解析します。ヒストグラ

ムを使用してタイミングの統計測定

と振る舞いをグラフィック表示して、

不良の根本的な原因を的確に究明し

ます。

低速信号と高速信号が混合し
た回路

ロングメモリ、HFREJトリガ・カッ

プリング、内蔵ノイズ・フィルタな

どを利用し、低速信号（センサー/ア

クチュエータ信号、電源信号、機械

信号など）と高速信号が混合した回

路内における信号の動作を効率的に

デバッグできます。



完全な「問題解決用」オシロスコープ完全な「問題解決用」オシロスコープ
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WaveRunner Xi -A/

MXi-Aシリーズは、400MHz

から1GHzまで卓越した性能、大型

ディスプレイ、コンパクトな筐体、広範な

高速表示、スマート/シリアル・データ・トリガ、

スキャン、および高速信号と低速信号の波形解析機能

を備えた、完全な「問題解決用」オシロスコープです。

WaveRunner Xi-A/MXi-Aシリーズの精度、性能、機能を組み合

わせて多様な設計・開発のご要望に応えます。

卓越した性能

チャンネル当り12.5Mポイント、

5GS/s（WaveRunner 64Xi-A、

104Xi -Aチャンネル接続時は最高

10GS/s）を装備し、高速信号を詳細

に分析したり、低速イベントを長時間

にわたって捕捉したりすることが可能

です。

大型ディスプレイと
コンパクト設計

特に、アナログ信号、デジタル信号、

シリアル・データ信号を組み合わせて

扱う場合、大型ディスプレイは回路動

作の把握に欠かせません。そのため、

ミックスド・シグナルの同一時間軸上

の表示、時間領域以外の解析など、あ

らゆる目的に対応できるよう、大型の

明るい10.4インチカラー・ディスプ

レイを採用しています。視野角が極め

て広く、非常にコンパクトな設計であ

るため、作業場所を選びません。

強力な波形解析機能

WaveRunner Xi-A/MXi-Aシリーズに

は、数千から数百万個のイベントに対

する統計データの収集、異常なイベン

トの詳細な分析のための信号情報の統

計領域、変調領域、または周波数領域

への変換、WaveScanTMを使用した異

常なイベントの検出など、優れた問題

解決機能が搭載されています。さらに、

WaveRunner Xi-A/MXi-Aシリーズに

は、数多くのアプリケーション・パッ

ケージがあり、特定のテストや測定上

の問題解決に役立ちます。
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WaveRunner MXi-Aシリーズ

効率的な検証とデバッグに必須のツール

WaveRunner MXi-Aシリーズは、信号のデバッグと検証に必要な性能とツール

だけでなく、複雑な問題の原因の分析に役立つ機能を備えており、強力な

デバッグ・ツールと解析ツール、さらに高度な演算・測定機能、

ジッタ・タイミング解析、カスタマイズされた演算と測

定がすべて利用できます。

WaveRunner MXi-Aシリーズは、

効率的な検証とデバッグに欠かせない

あらゆるツールを備えています。

主な機能と特長

下記ソフトウエア・オプションが標準装備

・高度な演算機能と測定機能（XMATH）

・ジッタ＆タイミング解析（JTA2）

・カスタマイズされた演算と測定（XDEV）

・HDTVトリガ（HDTV-TRIG）



組み込み型コントローラによる検証とデバッグ組み込み型コントローラによる検証とデバッグ
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高性能のミックスド･シグナル機能

組み込み型コントローラの設計とデバ

ッグは、さまざまな種類の信号の捕捉

と表示を含みます。

通常、信号にはアナログ・センサー、

マイクロ・コントローラ、および周辺

機器からのアナログ波形、デジタル波

形、シリアル・データ波形が混ざり合

っています。

デジタル信号を最高500MHzの速度

で捕捉する機能と50Mポイント/Chの

ロング・メモリを搭載したMS-500

は、ミックスド･シグナルで比類ない

性能を発揮します。柔軟性が増強され

たMS-500は36チャンネルをサポー

トするため、16ビットのマイクロコ

ントローラに数本の制御ラインを追加

されている場合には、全ての信号を捕

捉、表示できます。高度なパフォーマ

ンスが要求されないアプリケーション

には、信号速度最大250MHz、18チ

ャンネル、10Mポイント/ChのMS-

250をお勧めします。

高度なトリガ

MS-500およびMS-250によって、

WaveRunner Xi-A/MXi-Aシリーズの

トリガ機能を強化できます。

通常のオシロスコープのトリガがデジ

タル入力で機能します。クロス･パタ

ーン・トリガ機能を使用すれば、単純

なトリガ・パターンや複雑なトリガ・

パターンをアナログ・チャンネルとデ

ジタル・チャンネルのあらゆる組み合

わせで設定できます。アナログ信号が

条件を満足した後に、デジタル・パタ

ーンでトリガするようにイベント・ト

リガを設定することができます。

すばやいセットアップが可能な
使いやすいミックスド･シグナル

MS-500とMS-250は、従来のロジ

ック・アナライザと違い、使い方がき

わめて簡単です。

オシロスコープとデジタル入力を簡単

な接続でリンクできるため、信号の表

示やデバッグを即座に開始できます。

さらに、すべての標準オシロスコー

プ・ツールもすぐに利用できます。信

号のデバッグは、カーソル、測定パラ

メータ、ズーム機能など、標準的なオ

シロスコープ・ツールを使用して簡単

に実行することができます。∨

テレダイン・レクロイの強力なWaveRunner Xi-A/MXi-Aシリーズは、MS-500またはMS-
250ミックスド・シグナル・オプションを接続すると、高性能ミックスド･シグナル･オシロスコ
ープ（MSO）として利用できます。さらに、オプションのトリガ/デコード機能としてI2C、
SPI、UART、RS-232、AudioBus（I2S、LJ、RJ、TDM）、LIN、CAN、およびFlexRayを
使用すれば、WaveRunner Xi-A/MXi-Aシリーズをアナログ、デジタル、およびシリアル・
データ・トリガ、捕捉、および解析を行う一体型のオシロスコープとして使用できます。

ミックスド・シグナル・オプション
MS-500



I2C、SPI、UART、RS-232、
AudioBus（I2S、LJ、RJ、
TDM）、LIN、CAN、および
FlexRayシリアル・トリガに
対応

より深い洞察と高速デバッグのため

に、組み込みコントローラ上の特定の

シリアル・データ・イベントを迅速に

検出して効率的に分離します。トリガ

条件は、バイナリ形式または16進形

式（CANではシンボリック形式）で設

定できます。

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

ンネルを他の用途で使えます。長いI2C

EEPROM内の特定のメモリ位置にあ

るDATAバイトに対してトリガを設定

する機能があります。デバッグ処理を

詳細に制御して迅速にデバッグを終了

できます。

強力な条件付き

DATAトリガ機能

より深い洞察とデバッグのために、特

定のメッセージ・イベントを完全に分

離します。条件付きDATAトリガ機能

（対応可能なデータはI2C、UART、

RS-232、LIN、FlexRay）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DATA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。

条件付きデータ・トリガは、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、センサー（AD

コンバータなど）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

る作業が容易になります。

色分けされた直感的な

デコード・オーバーレイ

高度なソフトウェア・アルゴリズムに

よって、波形情報から2進形式、16進

形式、またはASCII形式のプロトコル

情報が引き出された後、デコード済み

のデータが波形に重ねられます。プロ

トコルの様々な部分は理解しやすいよ

うに色分けされます。長い捕捉データ

でも高速のデコード処理が可能です。

テーブル・サマリーと検索／
ズーム

プロトコル情報の要約をテーブル形式

で表示する簡易プロトコル・アナライ

ザとしてオシロスコープを使用できま

す。テーブルのカスタマイズ機能や、

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、そのメッセージに関連する波形が

自動的にズーム表示されます。スキャ

ン済みのデータ内で特定のアドレスや

データ値を検索することもできます。
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卓越した捕捉機能卓越した捕捉機能

スマート・トリガでイベントを分離

WaveRunner Xi-A/MXi-Aシリーズは、

あらゆるニーズに対応する、さまざまな

基本的トリガと高度な（スマート）トリ

ガを使用できます。高度なトリガで目的

のイベントを分離して、ロング・メモリ

と組み合わせることによって、イベント

に関係する信号動作を完璧に把握できま

す。WaveRunner Xi-A/MXi-Aシリー

ズは、この点で卓越した機能を備えてい

ます。

予測される内容（幅、グリッチ、ビデオ、

論理パターンなど）や異常な信号（ドロ

ップアウト、インターバル、ラント、ス

ルー・レート）に基づいてトリガを実行

するように設定できます。

テレダイン・レクロイの「エクスクルー

ジョン・トリガ」は、通常の信号を排除

し、異常な信号のみを捕捉するため、回

路とシステムのデバッグを高速化できま

す。信号に対するトリガは、幅1 ns単

位（パルス幅とグリッチ・トリガに対し

ては500 ps）で実行可能で、条件Aに

基づいて、Bでトリガをかけることもで

きます。

TriggerScanTM

TriggerScanは、高速ハードウェア・

トリガ機能で目的の信号のみを捕捉して

パーシスタンス表示することで、他の方

法の100倍もの速さで問題の答を発見

できます。

従来の高速ディスプレイ更新モードは、

遅いエッジ速度で頻繁に発生するイベン

トに最適ですが、TriggerScanは早い

エッジ速度で不定期に発生するイベント

の検出に優れています。

ハードウェア・トリガは希にしか起きな

いイベントだけを捕捉するので、

TriggerScanは単純な表示技術に比べ

て、より効果的にすばやく異常なイベン

トを検出します。

内蔵の自動トリガ学習機能は波形を解析

し、通常の動作を識別してから、異常な

動作に対象を絞って、希なイベントを検

出する多数のスマート・トリガをセット

アップします。

そして、順番に設定された継続時間の間

個々のトリガを試し、トリガ条件を満た

す信号を捕捉して表示します。

シーケンス・モードでロング・メ
モリおよびスマート・トリガ機能
を拡張

シーケンス・モードを使用すると、最大

5,000個のイベントを「セグメント」

としてオシロスコープのメモリに保存で

きます。これは短時間に連続する多数の

高速パルスを捕捉したり（トリガの繰り

返し時間が最も重要な場合）、長時間に

時折発生するイベントの捕捉（最長捕捉

時間が最も重要な場合）に理想的です。

シーケンス・モードでは、4チャンネル

を同時に捕捉して、捕捉を実行するたび

にタイムスタンプ（1nsの分解能）が付

きます。デッド・タイムが最小限に抑え

られ（1μs）、セグメント化された捕捉

データは様々な方法で表示および解析で

きます。

シーケンス・モードと高度なトリガを組

み合わせて希なイベントを分離し、数時

間または数日単位ですべてのイベントを

捕捉してから、各イベントを表示および

解析します。

高速スループットに最適化

X-Stream IIアーキテクチャにより、高速

スループットのデータ処理が可能です。X-

Stream IIは可変長の波形セグメントを使

用して、CPUの高速キャッシュ・メモリ

であらゆる処理を集中的に処理し、計算の

速度と効率性を向上させています。その結

果、他のオシロスコープに比べてより高速

の処理が可能になりました。

ロング・メモリ用に最適化

CPUのキャッシュ・メモリに合わせて波

形セグメントの長さが常に調整されるた

め、X-Stream IIには、解析の種類にかか

わらず、解析のメモリ長に関する実質的な

制限はありません。これは従来のアーキテ

クチャを使用した他のオシロスコープでは

不可能であり、最高の条件下でも、解析メ

モリが捕捉メモリ長の5～20%に制限さ

れることもあります。

応答性への最適化

バッファを動的に割り当てて利用可能なメ

モリを最大化することで、WaveRunner

Xi-A/MXi-Aシリーズは最速のフロント・

パネル応答性を実現しています。

搭載された処理停止機能により、フロン

ト・パネルのノブの変更をすると、現在の

実行中のプロセスを停止するので、時間の

かかる再計算をせずに波形の移動やズーム

をすばやく行うことができます。

計算している間、波形のプレビューで暫定

的な計算結果が表示されます。
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WaveStreamTM高速表示モード

WaveStreamは256階調の輝度レベ

ルを持つ強力なディスプレイであり、

アナログ･オシロスコープの使用感覚

を忠実にシミュレートするように高速

でアップデートされます。

WaveStreamは信号ジッタや信号異

常性を含む信号を表示するとき、ある

いは異常なイベントを検出する高度な

トリガやWaveScanセットアップを作

成する前の目視確認で最も大きな威力

を発揮します。

WaveStreamモードの最高サンプリ

ング速度は10GS/s（他のオシロスコ

ープと比較して最大5倍）であり、ラン

トやグリッチを検出するのに最適で

す。

タイミング･ジッタの概略の動作を把

握するには、通常、視覚的な検査・評

価を行います。

WaveStreamを使用すれば、エッジ上

のジッタまたはアイパターン内のジッ

タを簡単に把握することができます。

WaveSt r eamは、複合トレース

(WaveStream)を単一イベント(リア

ルタイム･サンプリング)に変換する処

理 に も 適 し て い ま す 。 最 初 に

WaveStreamモードで捕捉を行い、

単一トレースの表示またはズームに切

り替えた後、WaveStreamモードに

戻します。

トリガでは検出できないイベントを検出するWaveScanTM 高
機能波形検索ツール

最適なトリガでも異常なイベントのすべてを検出することはできません。より

強力な機能が必要になる場合があります。WaveScanには、単一の捕捉（捕

捉や検索）から異常なイベントを検出する機能と、長時間にわたる数多くの捕

捉で一定のイベントを「スキャン」する機能があります。20種類を超える検

索モード（周波数、立ち上がり時間、ラント、デューティ･サイクルなど）を

選択し、検索条件を指定してスキャンを開始できます。WaveScanのスキャ

ン・モードはハードウェア・トリガの単なる複製ではないため、より多くの機

能と高度なツールがサポートされます。例えば、他の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」を簡単に「スキャ

ン対象」とすることができます。異常なイベントを発生日や時刻で区分してデ

ータセットを蓄積できるため、より高速のデバッグが可能になります。

複数の捕捉で使用すると、WaveScanでは高速データ処理という、テレダイ

ン・レクロイの既存の強力な機能が活用できます。テレダイン・レクロイX-

Streamオシロスコープは、数百万のイベントをすばやく「スキャン」して異

常なイベントを検出するだけでなく、他のオシロスコープより、はるかにすば

やく効率的にスキャンします。

WaveRunner Xi-A/MXi-AシリーズのWaveScanには、ScanHisto（スキャ

ン・ヒストグラム）およびScanOverlay（スキャン・オーバーレイ）機能も

含まれています。例えば、検出されたイベントをScanOverlayビューで重ね

描きモードとして、各イベントの相互比較を簡単かつ効率的に実行できます。

さらに、測定に基づくスキャン・モードの場合は（上記の周波数の例など）、

スキャン・ヒストグラムを使用して検出済みイベントの統計的分布を表示でき

ます。これらの分析ツールによってデータの特性把握が簡素化され、デバッグ

作業が効率化されます。

9
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比類のない測定機能と検証機能比類のない測定機能と検証機能

WaveRunner Xi-A/MXi-
Aシリーズは、日々の特性分
析、検証、デバッグに大きな
威力を発揮し、複雑な問題の
迅速なデバッグに優れた機能
を提供しています。

低速信号と高速信号が混合し
た回路をデバッグする場合、
高速クロックとデータ信号に
対してシグナルインテグリテ
ィのチェックを行う場合、あ
るいは、複雑な問題の高度な
デバッグを行う場合でも、
WaveRunner Xi-A/MXi-
Aシリーズのツールセットを
使用すれば必要な処理を簡単
に実行することができます。

信号を表示するだけでは、設計の検証

に必要な精度は得られません。そのよ

うな場合には、詳細な統計データをす

ばやく提供するWaveRunner Xi -

A/MXi-Aシリーズの機能が重要になり

ます。WaveRunner Xi-A/MXi-Aシリ

ーズは、シングル・ショット捕捉、ま

たは複数の捕捉による数千の測定デー

タをすばやく蓄積することができます

（WaveRunner Xi-A/MXi-Aシリーズ

では、1回の捕捉波形から測定値が複

数個えられるように設計されていま

す）。

ボタンにタッチすると統計情報が表示

されます。別のボタンにタッチすると、

測定値の分布がヒストアイコンでグラ

フィカルに表示されます。この小さな

ヒストアイコンを大きいヒストグラム

に展開することによって、ジッタ解析

に必要な詳細測定が可能になります。

オプションのWRXi-STATパッケージ

を使用すると、最大20億個の測定イ

ベントを蓄積したり、測定可能なパー

シスタンス・トレースで信号を表示し

たりすることができます。

高度な演算による特性分析

ほとんどのオシロスコープでは、波形

を減算したり、短い捕捉レコード長で

粗いFFTを実行するような単純な演算

関数を数個しか使用できません。ロン

グ・メモリが提供されていても、メモ

リの処理機能や詳細な分析と高速デバ

ッグを可能にする波形解析実行機能が

制限されているのです。

WaveRunner Xi-A/MXi-Aシリーズ

は、数十種類の標準演算機能が利用で

きる上、ロング・メモリFFT、トレン

ド、トラッキング（オプション）、間

引き、補間方法の選択、さまざまなパ

ーシスタンス表示、ユーザー独自の設

定が可能な演算機能と測定機能

（MATLABまたはVisual Basic形式）、

およびその他多数の特殊機能（オプシ

ョンのアプリケーション・パッケー

ジ）が利用できます。ツールセットの

内容は豊富かつ詳細で、複雑な問題の

解決に役立ちます。



作業内容の保存とレポート作成のための画期的ツール
LABNOTEBOOKTM
作業内容の保存とレポート作成のための画期的ツール
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WaveRunner Xi-A/MXi-AシリーズのLabNotebookは、
作業内容の保存と文書化を行うためのレポート作成ツールです。
LabNotebookを使用するだけで、表示中の波形データ、
WaveRunner Xi-A/MXi-Aシリーズ機器の設定条件や画面
イメージなどをすべてまとめて一度に保存できるため、複数の
メニューを操作して各ファイルを個別に保存する必要はありま
せん。

画面イメージに、タッチスクリーンと

内蔵スタイラスを使用して手書き感覚

でコメントを付けて保存できるので、

とコメント付きの画面イメージををレ

ポートに取り込むことができます。

WaveRunner Xi-A/MXi-Aシリーズの

タッチスクリーンと内蔵スタイラスを

使用すると、画面に簡単にコメントを

付 け る こ と が で き ま す 。 L a b -

Notebookには、印字されたテキスト

の側に多色のグラフィックや手書きの

テキストを追加する機能、波形や測定

値の重要な部分を強調するための矢印

を追加する機能などがあります。

V/div
T/div

Memory Length
Sample Rate
Measurement

Math

波形

オシロスコープのセットアップ

画面のダンプ表示

プリンタ

E-Ma
il

作業内
容の文書

化 ワンタッチ機能
作業内容の保存

作業情報の呼出し

レポートを簡単に作成してコメントを
伝えることで、重要な分析結果を共有
することが可能

LabNotebookでは、作業内容の文書化と
レポート作成、重要な波形、設定条件、画
面イメージの保存をまとめて簡単に行うこ
とが可能

LabNotebookでは
ボタンを1回押すだ
けで、必要なすべて
のファイルにすばや
くアクセス可能

Flashback機能を使用
して、保存したレポート、
波形データ、設定条件、
画面イメージなどを呼
び出すことが可能

FL
A

SH
B

A
C

K
FL

A
SH

B
A

C
K

FL
A

S
H

B
A

C
K

LABNOTEBOOK

ハードディスク

USBドラ
イブ



マルチドメイン波形解析　─より深い理解のためにマルチドメイン波形解析　─より深い理解のために

12

トレンド表示でオシロスコープ
を擬似ペン・レコーダとして活用

1,000秒/divでゆっくりサンプリング

を実行して、低速信号データを数時間

捕捉します。トレンド表示を使用して、

トランスデューサまたは電圧値など、

低速信号とともに高速信号の測定値を

プロットします。

トラック・ビューでパラメータ値
の時間変動をグラフィック表示

WaveRunner Xi-A/MXi-Aシリーズの

トラック（オプション）は、捕捉した

全ての測定の瞬時値を使用して、Y軸

に測定値、X軸に時間としたプロットを

作成します。その結果作成されるプロ

ットでは、測定値の変化と元のチャン

ネルでの捕捉波形との時間相関が示さ

れるので、直感的に理解することがで

きます。

たとえば、以下のような目的に活用す

ることが可能です。

● 100ms間信号の周波数を測定し、

適切なタイミングで正しい周波数

偏移が行われているかを把握する。

● パルス幅変調（PWM）信号の幅を

1秒間測定し、変調回路がシステム

の変化に正しく応答しているかを

判断する。

● マイクロプロセッサのサイクル間ジ

ッタ値を測定して、サイクル間ジ

ッタのピークと電源ラインのスパ

イクとの相関関係を把握する。

起動時における、電動工具のモーター

速度コントローラのPWM信号が、モ

ニタリングされました。パルス幅パラ

メータが使用されています。捕捉中の

パルス幅の瞬時値は、すべてのパルス

で測定されています。次に、トラック

を適用して、いつ速度が横ばい状態

（つまり、ツールの回転が安定した状

態になった）に達したかを判断します。

電気回路に関する問題の多くは、時間領域だけでは明らかにすることができません。ロング・メ
モリを使用して、ズーム、検索、スキャンを駆使することが問題解決の重要な部分ですが、問題
に真剣に対処している設計のプロフェッショナルは、問題の根本原因にすばやく到達するには、
時間領域情報を統計領域、パラメータ領域、または周波数領域に変換することが重要であること
を理解しています。

WaveRunner Xi-A/MXi-Aシリーズは、複雑な回路の問題を把握し、より早く解決するため
に必要なツールが用意されています。



統計データをグラフィック表示
するヒストグラム

テレダイン・レクロイのオシロスコー

プは、1回の捕捉で他のオシロスコー

プの数百倍から数千倍の測定が可能で

す。単なる平均値、最小値、最大値、

標準偏差のリストにとどまらない情報

を提供するには、この膨大なデータが

大変重要なのです。

ヒストグラムは直感的に理解できる形

で統計的分布を表示するため、根底に

ある問題の詳しい分析に役立ちます。

たとえば、以下のような目的に活用す

ることができます。

● 数秒間に数百万個のジッタ値を測定

し、測定値の分布が正規分布して

いるかどうかを把握し、タイミン

グ・バジェット内に収まるよう、

タイミングの問題を修正する。

● 組み込み型コントローラの応答時間

を測定して、タイミング・バジェ

ットの検証を改善する。タイミン

グ・イベントを数百ではなく、数

十万単位で測定し、実動状態にお

けるタイミングの最悪ケースを簡

単に表示できます。

高度なトラブルシューティング
用の周波数表示を行うFast
Fourier Transform
（FFTs)

テレダイン・レクロイのロング・メモ

リ（最大25Mポイント）FFTを使用す

ると、周波数領域で信号動作をより詳

細に解析できます。ロング・メモリを

使用することで、他のオシロスコープ

で可能なFFTの5倍から100倍の周波

数分解能が得られるため、より正確な

トラブルシューティングが可能になり

ます。内蔵のFFTアベレージングは、

計算からランダムなイベントを取り除

くのに役立ちます。

さらに、テレダイン・レクロイのFFT

は、全てのチャンネル、および全ての

演算関数に適用できるため、有用な情

報を収集する能力が大幅に拡張されて

います。

たとえば、以下のような目的に活用す

ることができます。

● 1kHzの周波数分解能で、電源、ク

ロック、データ信号を捕捉する。電

源ノイズと信号精度を相関付けす

る。

● FFTをサイクル間ジッタのトラック

に適用し、周波数成分とジッタの

根本的原因を詳しく分析する。

● 数百回の捕捉をすばやく実行し、

FFTの平均を求めてS/N比を向上

して、デタミニスティックなイベ

ントとランダムなイベントを区別

する。

13

200MHzのクロック信号を10GS/sで20Mポイント（400,000サイクル）捕捉していま
す。サイクル間ジッタと周期ジッタは、トラックとヒストグラムで測定、解析しています。サ
イクル間ジッタには、顕著なランダムでない分布様式が示されています。ここでは、他の信
号も捕捉して時間相関を見ることで、このヒストグラムの分布様式の原因を解析することが
できます。
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シリアル・データ用コンプライ
アンス・パッケージ

QualiPHYシリアル・データ用コンプ

ライアンス・パッケージでは、使いや

すいステップ・バイ・ステップの手順

で、USB 2.0やイーサネットなど、幅

広いシリアル・データ規格の測定がで

きます。すばやい自動処理、イラスト

による手順の説明、総合的なレポート

作成機能を備えたQualiPHYパッケー

ジは、コンプライアンス・テストに最

も適したソリューションです。

イーサーネット・アプリケーショ
ン・ソフトウェア・パッケージ
（QPHY-ENET）

QPHY-ENETは、テレダイン・レクロ

イのQualiPHY自動テスト/レポート作

成ソフトウェアを使用して、電気的な

コ ン プ ラ イ ア ン ス ・ テ ス ト

（1000Base-T、100Base-TX、

10Base-T規格）を実施します。ジッ

タ・テストとパルス・マスク・テスト

は自動波形位置合わせ機能を使用して

行い、すべてのテスト結果にテスト対

象の規格に応じてパス/フェイルの判

定が示されます。テレダイン・レクロ

スペクトラム・アナライザ解析
パッケージ（WRXi-SPEC-
TRUM）

SPECTRUMを使えば、オシロスコー

プの操作をスペクトラム・アナライザ

の操作に合わせて、周波数スパン、分

解能、中心周波数を調整して行うこと

ができます。

信号にフィルタを適用した場合、周波

数成分の変化をリアルタイムで監視す

ることができます。独自のピーク検索

で、スペクトル成分にラベル付けし、

周波数とレベルをテーブル表示するこ

とができます。テーブルの内容は、

Excelフォーマット(*.csv)で保存する

ことができます。

スイッチング電源解析パッケージ
(WRXi-PMA2)

パワーメジャー（PMA2：Power

Measure Analysis）ソフトウェア・

パッケージには、電力変換機器と電力

変換回路の解析を強化する機能があり

ます。スイッチング損失と伝導損を高

精度で測定します。ロング・メモリを

使用して電源起動時のイベントを捕捉

し、トラックを使用してPWM信号の

変化を表示し、その変化を他の回路信

号と相関付けます。

電源周波数の高調波と皮相電力、有効

電力、力率を測定します。差動増幅回

路、差動プローブ、電流プローブ、デ

スキュー機器などのオプション付属品

を使用すると、より完全な電力解析を

行うことができます。

自 動 車 用 ソ リ ュ ー シ ョ ン
（CANbus TD、CANbus
TDM、WRXi-FlexRay bus
TD/TDP、WRXi-LINbus TD）

CAN、FlexRay、またはLINバス・メ

ッセージに対して柔軟にトリガを設定

します。画面上の信号の上に、16進

にデコードしたデータ値を表示できる

ので、波形とコマンドの関連がすぐに

わかります。

ヒストグラムを使用して性能を統計的

に解析し、タイミングの不規則性の根

本的原因を判断します。ビークルバ

ス・アナライザ（VBA）は、CANシ

ンボリック・レベル・トリガとデコー

ディング、FlexRay TDP、LINトリガ

とデコードも使用できます。



イのテスト・フィクスチャは、IEEE仕

様およびANSI仕様で規定されている3

規格の負荷と条件のすべてに対応して

います。

USB 2.0規格適合性テスト・
ソフトウェア・パッケージ
（QPHY-USB）

QPHY-USBパッケージは、「USB-IF

USB 2.0電気的テスト仕様書（USB-

IF USB 2.0 Electrical Test Specif-

ication）」に規定されたUSB 2.0デバ

イス、ホスト、およびハブ向けの完全な

捕捉および解析システムです。

テスト・ソフトウェアは、Full Speed

およびLow Speedのテストなど、

USB 2.0用の完全な電気的テストを実

装し、テレダイン・レクロイの

QualiPHY自動テストとレポート・ソ

フトウェアですべてサポートされてい

ます。
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EMCソフトウェア・パッケージ
（WRXi-EMC）

EMCソフトウェア・パッケージでは、

立ち上がり時間、立ち下がり時間、パ

ルス幅の各パラメータを柔軟に処理す

ることができます。これらのパラメー

タは、EMCテストでよく使われる

ESDパルス、EFTバースト、サージ、

過渡信号を正確に測定するのに必要で

す。EMCパッケージでは、ヒストグラ

ム機能（最大20億イベント）、パラメ

ータ演算、測定フィルタもサポートさ

れます。

この機能をテレダイン・レクロイの優

れた標準統計機能や測定機能と組み合

わせることで、多くの問題を解決でき

ます。

ジッタ・タイミング解析パッケ
ージ (WRXi-JTA2*)

特殊なタイミング・パラメータを使用

して、周期ジッタ、サイクル間ジッタ、

半周期ジッタ、パルス幅ジッタなど、

さまざまな信号のジッタを測定しま

す。3種類のジッタ表示（統計表示、

時間表示、周波数表示）を使用し、問

題の根本的原因を分析してデバッグし

ます。ヒストグラム（統計表示）では、

統計的分布を把握できます。トラック

（時間表示）では、ジッタを時間関数

としてピークや変調を表示して、他の

信号と相関比較できます。FFT（周波

数表示）には、高い回路内ジッタの根

本的原因をデバッグする機能がありま

す。

* MXiシリーズは標準装備

デジタル・フィルタ・ソフトウェ
ア・パッケージ（WRXi-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、重要な信号要素の

検査機能が強化されます。DFP2パッ

ケージには標準的なFIRフィルタとIIR

フィルタの構成が用意されており、ユ

ーザーがこれらの標準フィルタを選択

できるほか、独自のフィルタを設計す

ることもできます。



プローブプローブ
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高性能プローブは正確な信号捕捉にとって必要
不可欠なツールです。テレダイン・レクロイは
多様なアプリケーションのニーズに合わせて多
種多様なプローブを提供しています。これらの
プローブはテレダイン・レクロイのオシロスコ
ープとともに使用することを前提として最適化
されており、高い波形品質を保証します。

ZS1000、ZS1500
ハイインピーダンス・アクティブ・プローブ

主な機能と特長

● 1GHz（ZS1000）および1.5GHz（ZS1500）の帯域幅
● ハイインピーダンス（1 MΩ//0.9 pF）
● 標準のプローブ・チップを含め、多様なプロ
ーブ・チップとグランド接続アクセサリが利
用可能

● ±12 Vdcオフセット（ZS1500）
● LeCroy ProBusシステム専用

ADP305、ADP300
高圧差動プローブ

主な機能と特長

● 20MHzおよび100MHzの帯域幅
● 1,000Vrmsのコモン・モード電圧
● 1,400Vpeak 差動電圧
● EN 61010 CAT III
● 80 dB CMRR @ 50/60 Hz
● LeCroy ProBusシステム専用

PPE1.2KV、PPE2KV、PPE4KV、
PPE5KV、PPE6KV、PPE20KV
高電圧プローブ

主な機能と特長

● 高電圧測定を安全かつ正確に実行可能
● 1.2 kV～20 kV
● 任意の 1 MΩ入力オシロスコープで使用
可能

CP030、CP031
電流プローブ

主な機能と特長

● 30A rms 直流
● 50MHzおよび100MHzの帯域幅
● 最高50Aピークのパルスを測定
● 小さいジョーでも大型コンダクター
をクランプ可能な形状

● LeCroy ProBusシステム専用

AP031
低価格差動プローブ

主な機能と特長

● 廉価な差動プローブ
● 15MHzの帯域幅
● 700Vの最大入力電圧
● 任意の1 MΩ入力オシロスコープで使用可能

AP033、AP034
広帯域差動プローブ

主な機能と特長

● 500MHzおよび1GHzの帯域幅
● 10,000:1 CMRR (DC)
● 広いダイナミック・レンジ、低いノイズ
● LeCroy ProBusシステム専用

HFP2500
広帯域アクティブ･プローブ

主な機能と特長

● 2.5GHz帯域幅、0.7 pF入力容量
● 各種ニーズに合わせてプローブ･チップを交換
することが可能

● プローブ用ホルダーを装備 － 手ブラでプロービングが可能
● AutoColor ID － チャンネルの表示色に合わせてプローブ先端が発色
● LeCroy ProBusシステム専用



標準機能

演算ツール

最大4つの演算機能トレース（F1～F4）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、各機能トレースについて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。

絶対値 積分
加算平均 反転（Invert）
連続加重平均 自然対数（底e）
カスタム（MATLAB）－ポイント数に制限あり 積（×）
微分 比（÷）
デスキュー(リサンプル） 逆数
減算(－) 新しい単位でのリスケール
分解能向上（垂直方向最大11ビット） ルーフ
エンベロープ (sinx)/x補間
eを底とする指数関数 2乗
10を底とする指数関数 平方根
FFT（最大50kポイントのパワースペクトル、振幅、位相）加算(+)
フロア 1,000イベントのトレンド（データログ）
1,000イベントのヒストグラム ズーム（同一波形）

測定ツール

6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
同時に表示します。ヒストアイコンはパラメータおよび波形の分布特性を高速に動的
表示が可能です。

振幅 最小値
面積 ポイント数
ベース 正のオーバーシュート
サイクル 負のオーバーシュート
カスタム（MATLAB、VBScript） ピーク・ツー・ピーク
－ポイント数に制限あり
遅延 周期
Δ遅延 位相
持続時間 RMS（2乗平均平方根）
デューティー・サイクル
立ち下がり時間 立ち上がり時間
（90～10%、80～20%、@ level） （10～90%、20～80%、@ level）
標準偏差 始点
最上部 任意レベルでの時間
周波数 任意レベルでの時間差
終点 トリガからの任意レベル時間差
任意の位置でのレベル パルス幅 (正および負)
最大値 最大値に対応するX軸上の値
中央値 最小値に対応するX軸上の値

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、背面パネルの補助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）を実行すること
ができます。

ジッタ・タイミング解析パッケージ (WRXi-JTA2)

● ジッタ/タイミング・パラメータとトラック・グラフ表示
－サイクル間ジッタ －周期 －ホールド
－Nサイクル －半周期 －スキュー
－Nサイクル／スタート・ セレクション －幅 －デューティー・サイクル
－タイム・インターバル・エラー －周波数 －デューティー・サイクル・エラー
－セットアップ

● Edge@lvパラメータ （エッジ数を測定）
● 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）

ソフトウェア・オプション - 拡張演算と波形解析

統計解析パッケージ(WRXi-STAT)

このパッケージには、測定情報と解析結果を統計的に表示する追加機能があります。

● 19個のヒストグラム・パラメータとヒストグラムの処理イベントを最大20億個に拡張
● パーシスタンス（重ね書き）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）

マスター解析パッケージ (WRXi-XMAP)

XMAPは最大の機能性と柔軟性を備えたパッケージであり、XMATH、XDEV、
JTA2の既存機能がすべて含まれています。

拡張演算パッケージ (WRXi-XMATH)

このパッケージには、複雑な信号の波形を詳しく調べるための様々なWaveShape解
析ツールが含まれています。解析ツールの例：

● パラメータ演算 - 2つの異なるパラメータの加算、減算、乗算、除算。パラメータ
の反転とパラメータ値のリスケーリング。

● 19個のヒストグラム・パラメータとヒストグラムの処理イベントを最大20億個に
拡張

● 最大100万イベントのトレンド（データログ）
● 任意の測定パラメータのトラッキング・グラフ表示
● さまざまなFFT機能（パワー平均、パワー密度、実数成分と虚数成分、周波数領域
パラメータなど）、FFT演算ポイント数を最大24Mポイントに拡張

● 狭帯域パワー測定 ● 自己相関関数
● 間引き（Sparse）関数 ● キュービック補間関数

高機能カスタマイズ・パッケージ(WRXi-XDEV)

このパッケージは、ユーザーのニーズに合わせてオシロスコープに独自の機能を追加し
てカスタマイズするツールを揃えています。XDEVにより以下の機能を実行できます。

● 他社製ソフトウエア・パッケージを使用して、ユーザー独自の測定パラメータや演
算関数を作成し、その結果をオシロスコープに表示する機能。

● 使用可能な他社製ソフトウェア・パッケージは次のとおり。
－VBScript - MATLAB - Excel

● CustomDSO： オシロスコープのダイアログボックスに独自のユーザー・インタ
フェースを追加する機能

● VBScriptファイルを実行するためのマクロキーを追加する機能
● プラグインのサポート

波形解析パッケージ (WRXi-XVAP)

測定：
● ジッタ/タイミング・パラメータ(period@level、width@level、edge@level、
duty@level、time interval error@level、frequency@level、half period、
setup、skew、Δperiod@level、Δwidth@level)

演算：
● パーシスタンス（重ね書き）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）
● 1 ポイント FFT - パワースペクトル密度、パワー･アベレージ、実数部分/虚数部
分/実数+虚数部分の設定

統計解析とグラフ分析：
● 1ポイント のトレンドとヒストグラム
● 19個のヒストグラム・パラメータ
● 任意の測定パラメータのトラッキング・グラフ表示

中級演算パッケージ (WRXi-XWAV)

演算：
● 1Mポイント FFT─パワースペクトル密度、パワー・アベレージ、実数/虚数部分の
設定

統計解析とグラフ分析：
● 1Mポイントのトレンドとヒストグラム
● 19種類のヒストグラム・パラメータ
● 任意の測定パラメータのトラッキング・グラフ表示
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Mシリーズ標準装備

Mシリーズ標準装備

Mシリーズ標準装備

Mシリーズ標準装備

Mシリーズ標準装備

Mシリーズ標準装備

Mシリーズ標準装備 WaveRunner 44/64/104 MXi-Aは標準装備



仕様仕様
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WaveRunner WaveRunner WaveRunner WaveRunner
44Xi-A 64Xi-A 62Xi-A 104Xi-A

垂直軸の仕様 44MXi-A 64MXi-A 104MXi-A
公称アナログ帯域幅 400MHz 600MHz 600MHz 1GHz
@ 50Ω、10 mV-1V/div 

立上がり時間（代表値） 875ps 525ps 525ps 350ps

入力チャンネル数 4 4 2 4

周波数帯域制限 20MHz, 200MHz

入力インピーダンス 1MΩ//16pF or 50Ω

入力カップリング 50Ω：DC,  1MΩ: AC, DC, GND

最大入力電圧 50 Ω: 5 Vrms, 1 MΩ: 400V max. 50 Ω: 5 Vrms, 1 MΩ: 250V max.
(DC + Peak AC ≦5 kHz) (DC + Peak AC ≦10 kHz)

垂直分解能 8ビット（分解能向上演算（ERES）により11ビット相当まで向上）

感度 50Ω: 2 mV/div～1V/div（連続可変可能）; 1 MΩ:2 mV～10V/div（連続可変可能）

DCゲイン精度 フル・スケール値の±1.0%(代表値)； フル・スケール値の±1.5%、≧10 mV/div (保証値)

オフセット・レンジ 50 Ω: ±1V @ 2～98 mV/div, ±10V @ 100 mV/div～1V/div; 50 Ω: ±400mV@2～4.95 mV/div, ±1V@5～99mv/div,
1 M Ω: ±1V @ 2～98 mV/div, ±10V @ 100 mV/div～1V/div, ±10V @ 100 mV～1V/div
±100V @ 1.02 V/div～10V/div 1 M Ω: ±400 mV @ 2～4.95 mV/div, ±1V @

5～99 mV/div, ±10V @ 100 mV～1V/div,
±100V @ 1.02～10V/div

入力コネクタ ProBus/BNC

タイムベースの仕様
時間軸（タイムベース） 内部のタイムベースはすべての入力チャンネルに共通。外部クロックは補助入力に適用

時間軸/ディビジョン範囲 リアルタイム:200 ps/div～10 s/div; RISモード:200 ps/div～10 ns/div, ロール・モード最高 1,000 s/div

クロック精度 ≦ 5 ppm @ 25 ℃（代表値）（≦ 10 ppm @ 5～40 ℃）

サンプリング・レートと遅延時間の精度 クロック精度と同等

チャンネル間デスキュー範囲 ±9 x time/div、100 ms 最大、各チャンネル

外部サンプル・クロック DC～100MHz；50 Ω、（1 MΩでは制限付きBW）、
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）

ロール・モード 500 ms/div ～ ≦100 kS/s の範囲内でユーザが選択可能

捕捉システム
単発サンプリング速度/Ch 5GS/s
インターリーブ時サンプリング速度(2ch) 5GS/s 10GS/s 10GS/s（1ch時） 10GS/s

ランダム・インターリーブ・ 200GS/s
サンプリング（RIS）

RIS モード 200 ps/div～10 ns/div の範囲内でユーザが選択可能 100 ps/div～10 ns/div の範囲内でユーザが選択可能

最大トリガ・レート 1,000,000波形/秒

シーケンス・タイムスタンプ分解能 1 ns

シーケンシャル・セグメント間の最小間隔 1 μs

捕捉メモリ・オプション 最大捕捉ポイント数（4Ch/2Ch、2Ch/1Ch [62Xi-A]） セグメント数（シーケンスモード）

標準機能 12.5M/25M 5,000

捕捉処理
時間分解能（最小値、シングルショット） 200 ps (5GS/s) 100 ps (10GS/s) 100 ps (10GS/s) 100 ps (10GS/s)

アベレージング 単純平均または連続加重平均（最高100万スイープ）

ERES 8.5～11 ビットの分解能向上

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）

補間関数 直線補間または(Sinx)/x補間

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 External、Ext/10、ラインまたは任意の入力チャネル。各ソース（ラインを除く）ともスロープおよびレベルを個別に設定可能。

トリガ・カップリング DC、AC（通常7.5 Hz）、HF Reject、LF Reject

プリトリガ遅延 メモリ・サイズの0～100%（1%の刻み幅 [100 ns単位]で調整可能）

ポスト・トリガ遅延 最大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 1ns～20s、または1～1,000,000,000イベント



WaveRunner WaveRunner WaveRunner WaveRunner
44Xi-A 64Xi-A 62Xi-A 104Xi-A

トリガ・システム(続き) 44MXi-A 64MXi-A 104MXi-A
内部トリガのレンジ ±4.1div（センタ基準）（代表値）

トリガ&インタポレータ・ジッタ ≦3 ps rms（代表値）

トリガ感度（エッジ・トリガ） 2 div @ < 400MHz 2 div @ < 600MHz 2 div @ < 600MHz 2 div @ < 1GHz
（Ch 1～4 および外部、DC、AC、 1 div @ < 200MHz 1 div @ < 200MHz 1 div @ < 200MHz 1 div @ < 200MHz
およびLFrejカップリング）

スマート・トリガの場合の 400MHz 600MHz 600MHz 1GHz
最大トリガ周波数（Ch1～4 + 外部） @≧10 mV @≧10 mV @≧10 mV @≧10 mV

外部トリガ・レンジ EXT/10 ±4 V; EXT±400 mV

基本トリガ機能
エッジ･トリガ 信号がスロープ（正、負、またはウィンドウ）およびレベル条件に適合した場合にトリガ

TV（コンポジット・ビデオ）トリガ 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CUS
TOMのビデオ信号をトリガ

SMARTトリガ
ステート（エッジ）クオリファイ・トリガ 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できる。

クォリファイ･ファースト・トリガ 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、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。

ドロップアウト･トリガ 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

パターン･トリガ 5つの入力（4つのチャンネルと外部トリガ入力、WaveRunner62Xi-Aのみ- 2Ch + EXT）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。HighレベルとLow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。

エクスクルージョン機能のあるSMARTトリガ
グリッチ・トリガとパルス幅トリガ 500ps～20sの範囲の幅を持つ正または負のグリッチでトリガ、または間欠障害に対してトリガを設定する。

（オシロスコープの帯域制限に従う）。

信号間隔またはパターン間隔トリガ 1ns～20sの範囲の周期でトリガ。

タイムアウト（ステート/エッジ・ 特定のステート（またはトランジッション・エッジ）が別のソースで発生した場合のみトリガ。
クオリファイド）トリガ ソース間の遅延は、1ns ～ 20s、または1～99,999,999イベント。

ラント･トリガ 2つの電圧しきい値と2つの時間しきい値で定義される正または負のラントによってトリガをかける。1 ns ～20 ns の範囲を選択。

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

エクスクルージョン・トリガ 基準の幅または期間を指定することによって断続的なフォルトでトリガ。

テレダイン・レクロイWaveStreamTM高速表示モード
輝度 256の輝度レベル、フロント･パネルのノブで 1-100%調整可能

チャンネルの数 最大4個を同時使用可能

最大サンプリング速度 5GS/s（WR 62Xi-A、64Xi-A/64MXi-A、104Xi-A/104MXi-Aのインタリーブ・モードでは10GS/s）

1秒あたりの波形の数（連続） 最高20,000波形/秒

操作 フロント･パネルのノブを使用して、通常モード、リアルタイム･モード、テレダイン・レクロイWaveStream高速表示モードを
切り替える。

オート・セットアップ
オート・セットアップ タイムベース、トリガ・レベル、感度を自動的に設定し、さまざまな繰り返し信号を表示。

バーチカル・ファインド・スケール 選択したチャネルに垂直感度およびオフセットを自動的に設定して、最大ダイナミック・レンジで波形を表示。

プローブ
プローブ 1つのチャンネルごとに1つのパッシブ・プローブ；オプションによりパッシブ・プローブとアクティブ・プローブを利用可能。

プローブ・システム：ProBus 互換性のある多様なプローブを自動的に認識して測定

倍率 使用するプローブにより自動認識、あるいはマニュアル設定

カラー波形表示
タイプ 高解像度タッチスクリーン付きカラー10.4インチ平面パネルTFT液晶

分解能 SVGA; 800 x 600 ピクセル; 外部モニタ出力の最大分解能は2048 x 1536 ピクセル

トレース数 最大8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

波形 リアルタイム・モードでサンプリング点を補間表示またはドットのみを表示
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ズーム拡大トレース
最大4個のズーム/演算トレースを16ビット/データ点で表示

内部波形メモリ
M1、M2、M3、M4 内部波形メモリ（全波形を16ビット/データ・ポイントで保存）、または（データ・ストレージ・メディアの制限
まで）いくつでもファイルを保存可能。

セットアップ・ストレージ
フロント・パネルと機器の状態 内蔵HDDに保存、ネットワークを通じて送信、またはUSBで接続されている周辺機器に保存。

インタフェース
リモート・コントロール Windowsの Automation機能を通じて実行、またはテレダイン・レクロイのリモート･コマンド・セットを通じて実行

ネットワーク通信規格 VXI-11およびVICP、LXI Class C

GPIBポート（オプション） IEEE－488.2に対応

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)をサポート

USBポート 5個のUSB 2.0ポート（うち1ポートは機器の前面）によってWindows互換装置を接続可能

外部モニタ・ポート 15ピンD型SVGA互換DB-15を標準装備；2番目のモニタを接続してXGA分解能の拡張デスクトップ表示モードを使用可能

補助入力
信号タイプ フロント・パネルで外部トリガまたはクロック入力を選択

カップリング 50Ω:DC、1 MΩ:AC、DC、GND

最大入力電圧 50Ω:5 Vrms、1 MΩ:最大400V 50Ω:5 Vrms、1 MΩ:最大250V 
（DC + ピークAC：≦ 5 kHz） （DC + ピークAC：≦10kHz）

補助出力
信号タイプ Trigger Enabled、Trigger Output、Pass/Fail、Off

出力レベル 0.4 V（50Ω負荷）

コネクタのタイプ BNC、背面パネルに装備

一般仕様
自動校正 指定したDC精度およびタイミング精度が最低1年間維持されることを保証

校正信号 フロント･パネルのコネクタから出力される各種信号は、プローブ校正や補正などに使用可能

電源電圧範囲 90～264 Vrms@ 50/60 Hz; 115 Vrms(±10%)@ 400 Hz；自動AC電圧選択
設置カテゴリ：300V CAT II；最大消費電力：340VA/340 W；290VA/290 W (WaveRunner62Xi-A/MXi-Aの場合)

環境
温度：動作時 +5℃～+40℃

温度：非動作時 -20℃ ～ +60℃

湿度：動作時 +31℃以下では最大相対湿度80%（40℃では相対湿度50%まで直線的に低下）

湿度：非動作時 5% ～95% RH（結露なし）MIL-PRF-28800Fに基づいて検証済み

高度：動作時 最高3,048 m（10,000 ft.）@ ≦25℃

高度：非動作時 最高12,190 m（40,000 ft.）

物理的仕様
寸法（高さx幅x奥行き） 260 mm x 340 mm x 152 mm（アクセサリと突起部分は高さに含まない）

正味重量 7.26 kg

安全規格
CE認可；ULおよびcUL適合；EN 61326、EN 61010-1、UL 61010-1 2nd Edition、CSA C22.2 No. 61010-1-04に準拠

保証期間
3年間保証、校正は年1回を推奨。延長保証、アップグレード、校正、カスタム・サービスについては、サービスセンターまで
お問合せください。
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WaveRunner Xi-A/MXi-Aシリーズ・オシロスコープ
WaveRunner 104Xi-A 1GHz、4Ch；5GS/s、12.5Mポイント/Ch

（インターリーブ・モードでは10GS/s、25Mポイント/Ch）
カラー10.4インチタッチ・スクリーン・ディスプレイを装備

WaveRunner 64Xi-A 600MHz、4Ch；5GS/s、12.5Mポイント/Ch
（インターリーブ・モードでは10GS/s、25Mポイント/Ch）
カラー10.4インチタッチ・スクリーン・ディスプレイを装備

WaveRunner 62Xi-A 600MHz、2Ch；5GS/s、12.5Mポイント/Ch
（インターリーブ・モードでは10GS/s、25Mポイント/Ch）
カラー10.4インチタッチ・スクリーン・ディスプレイを装備

WaveRunner 44Xi-A 400MHz、4Ch；5GS/s、12.5Mポイント/Ch
（インターリーブ・モードでは25Mポイント/Ch）
カラー10.4インチタッチ・スクリーン・ディスプレイを装備

WaveRunner MXi-Aシリーズ・オシロスコープ
WaveRunner 104MXi-A 1GHz、4Ch；5GS/s、12.5Mポイント/Ch

（インターリーブ・モードでは10GS/s、25Mポイント/Ch）
カラー10.4インチタッチ・スクリーン・ディスプレイを装備

WaveRunner 64MXi-A 600MHz、4Ch；5GS/s、12.5Mポイント/Ch
（インターリーブ・モードでは10GS/s、25Mポイント/Ch）
カラー10.4インチタッチ・スクリーン・ディスプレイを装備

WaveRunner 44MXi-A 400MHz、4Ch；5GS/s、12.5Mポイント/Ch
（インターリーブ・モードでは10GS/s、25Mポイント/Ch）
カラー10.4インチタッチ・スクリーン・ディスプレイを装備

標準構成品
÷10, 500MHz、10Ωパッシブ・プローブ(チャンネルごとに1個)

標準ポート；10/100/1000Base-T Ethernet、USB 2.0 (5)、SVGAビデオ出
力、音声入出力

光学式マウス（3ボタン／ホイール／ USB ）、保護用フロントカバー、アクセサリ収
納袋、基本操作マニュアル、クイック・リファレンス・ガイド、アンチウイルス・ソ
フトウェア（試用版）、NISTトレーサビリティ証明書（英語版）、3年間の保証

汎用ソフトウェア・オプション
WRXi-STAT 統計演算パッケージ

WRXi-XMAP マスター解析パッケージ
（Mシリーズでは標準装備）

WRXi-XMATH 拡張演算パッケージ
（Mシリーズでは標準装備）

WRXi-XWAV 中級演算パッケージ
（Mシリーズでは標準装備）

WRXi-XVAP 波形解析パッケージ（XWAVとJTA2を含む）
（Mシリーズでは標準装備）

WRXi-XDEV 高機能カスタマイズ・パッケージ
（Mシリーズでは標準装備）

WRXi-SPECTRUM スペクトル・アナライザと拡張FFTオプション

WRXi-XWEB プロセッシング・ウェブ・エディタ

専用解析ソフトウェア・オプション
WRXi-JTA2 ジッタ・タイミング解析パッケージ

（MXi-Aシリーズでは標準装備）

WRXi-DFP2 デジタル・フィルタ・パッケージ

WRXi-DDM2 ディスク・ドライブ解析パッケージ

WRXi-PMA2 スイッチング電源解析パッケージ

WRXi-SDM シリアル・データ解析パッケージ

QPHY-ENET* QualiPHY対応イーサネット・ソフトウェア・オプション

QPHY-USB**｠ QualiPHY対応2.0 USBソフトウエア・オプション

WRXi-EMC EMC パルス・パラメータ・パッケージ

ET-PMT 通信マスクテスト・パッケージ

* TF-ENET-Bが必要です。｠ **TF-USB-Bが必要です。

シリアル・データ・オプション
WRXi-I2Cbus TD I2Cトリガ/デコード･オプション

WRXi-SPIbus TD SPIトリガ/デコード･オプション

WRXi-UART-RS232bus TD UARTおよびRS-232トリガ／デコード・オプション

WRXi-LINbus TD LINトリガ／デコード･オプション

CANbus TD CANbus TDトリガ／デコード・オプション

CANbus TDM CANbus TDMトリガ／デコード・測定／
グラフ化オプション

WRXi-FlexRaybus TD FlexRay TDオプション

WRXi-FlexRaybus TDP FlexRayトリガ／デコード物理層試験オプション

WRXi-AudioBus TD I2S、LJ、RJおよびTDM用AudioBus
トリガ／デコード・オプション

WRXi-AudioBus TDG I2S、LJ、RJおよびTDM用AudioBusトリガ、
デコード、およびグラフ・オプション

上記のオプションの他に、WaveRunner Xi-Aプラットフォームをベースとしたビー
クル・バス・アナライザ（VBAシリーズ）が用意されています。このビークル・バス･
アナライザには、シンボリックCANトリガおよびデコード（CANbus TDM）が標準
装備されています。

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

ミックスド･シグナル･オプション

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

MS-250 250MHz、18Ch、1GS/s、10Mポイント/Ch 
ミックスド･シグナル･オプション
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プローブと差動アンプ*
ZS1500-QUADPAK ZS1500、1.5GHz、1 MΩ//0.9 pF 4本セット

ハイインピーダンス・アクティブ・プローブ

ZS1000-QUADPAK ZS1000、1GHz、1 MΩ//0.9 pF 4本のセット
ハイインピーダンス・アクティブ・プローブ

HFP2500 2.5GHz、0.7 pF広帯域アクティブ・プローブ

AP034 1GHz 広帯域差動プローブ（÷1、÷10、÷20）

AP033 500MHz 広帯域差動プローブ
（x10、÷1、÷10、÷100）

CP031 30A; 100MHz電流プローブ - AC/DC; 30A rms; 
50A rms パルス

CP030 30A; 50MHz電流プローブ - AC/DC; 30A rms; 
50A rms パルス

AP015 30A; 50MHz電流プローブ - AC/DC; 30A rms; 
50A ピーク・パルス

CP150 150A; 10MHz電流プローブ - AC/DC; 150A rms; 
500A ピーク・パルス

CP500 500A; 2MHz電流プローブ - AC/DC; 500A rms; 
700A ピーク・パルス

ADP305 1,400V、100MHz高圧差動プローブ

ADP300 1,400V、20MHz高圧差動プローブ

DA1855A 1Ch 100MHz差動アンプ

* この他に、さまざまなパッシブ・プローブ、アクティブ・プローブ、差動プローブ
を利用できます。詳細については、テレダイン・レクロイにお問い合わせください。

ハードウェア・アクセサリ*
TF-ENET-B｠** 10/100/1000Base-T

コンプライアンス・テスト・フィクスチャ

TF-USB-B USB 2.0コンプライアンス・テスト・フィクスチャ

USB2-GPIB 外部GPIBインタフェース

WRXi-SOFTCASE 携帯用ソフトケース

WRXi-HARDCASE 持ち運び用ハードケース

WRXi-MS-CLAMP 取り付けスタンド - デスクトップ締め付け型

WRXi-RACK ラックマウント・キット

WRXi-KYBD ミニ・キーボード

WRXi-RHD リムーバブル・ハードディスク・パッケージ
（リムーバブル・ハードディスク・キットおよびハード
ディスク2台込み）

WRXi-RHD-02 追加のリムーバブル・ハードディスク

* さまざまなローカル言語によるフロントパネル・オーバーレイも利用できます

** ENET-2CAB-SMA018とENET-2ADA-BNCSMAを含みます。

顧客サービス
テレダイン・レクロイのオシロスコープとプローブは、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・レクロイのデジタル・オシロスコープには3年間の完全保証が付いており、テ
レダイン・レクロイのプローブには1年間の保証が付いています。

●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させていただくことがあります。

●Windows、Excelは米国Microsoft社の商標または登録商標です。その他、ソフト名は一
般に各メーカーの商標または登録商標です。
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