
小型、大画面、高性能
400MHz ～ 2GHz

デジタル・オシロスコープ

WAVERUNNER® Xi / MXi SERIES
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優れた機能が日常業務を効率化

1. 鮮明な大型10.4インチディスプレイ
同等クラスのオシロスコープでは大型で最も明る

いタッチスクリーン・ディスプレイを装備。素晴

らしい視野角を堪能できます。
WaveRunnerシリーズの第4世代です。

卓越した性能、大型ディスプレイ、コンパクト設計、Wave
Stream高速表示モード、強力な標準トリガ機能などさらに
進化したWaveRunnerXi / MXiシリーズは、妥協すること
なく必要なすべてのものを提供します。

●400MHz～2ＧＨzまで7タイプ
●視野角が広い10.4インチカラー・ディスプレイ
●奥行き15cm、重量は7kg以下というコンパクト設計
●サンプリング速度5GS/s（4ch同時）
●メモリは標準で12.5Mワード/ch
●WaveStreamTMによる高速画面更新
●毎秒125万回の高速トリガレート

WaveRunnerXi / MXiシリーズ

WaveRunner 44Xi/44MXi WaveRunner 62Xi WaveRunner 64Xi/64MXi WaveRunner 104MXi WaveRunner 204MXi

奥行き：15.2cm

WaveRunner MXiシリーズ標準オプション
WaveRunner 44MXi, 64MXi, 104MXi, 204MXi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）



4. WaveStreamTM 高速表示モード
高速波形更新と256階調表示の強力なディスプレイ

機能で、ラントやグリッチを検出するのに最適です。

また、この機能を使えば、エッジ上またはアイパタ

ーン内のジッタを簡単に把握することができます。

5. 便利な「プッシュ」ノブ
オフセット・ディレイの調整の他に、Push Zero機

能を搭載。プッシュ式ノブを押すとリセット、再度押

すとUndoを行います。また、トリガ・ノブは押すと

自動的に最適レベルを設定し操作性を向上させます。

6. 簡単なズーム操作と演算
WaveRunnerXiは、拡大したい波形の個所をなぞるか、

フロント・パネルのQuickZoomボタンを押すだけでズ

ームを簡単に実行できます。
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2. 奥行きはわずか15 cm
狭い作業場所にとってスペース効率の良いオシロ

スコープが必要です。パフォーマンスを犠牲にせ

ずに、狭いテストベンチにフィットします。

3. 内蔵スタイラスと高輝度タッチスクリ－ン
標準装備のタッチスクリーンと内蔵スタイラスを装備

し、簡単操作と測定の効率化を実現します。
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レクロイの波形解析機能の特徴

レーザーなどの間欠的に発生する波形を、高速に捕捉(最
高1.25MHz)することが可能です。波形は各グリッド内
に最大80波形まで同時表示できます。また、3次元に重
ねて表示するウオーターフォールも可能で、セグメント
ごとの波形の変化を見やすく表示します。各セグメント
間の発生間隔は、タイム･スタンプ表示で確認できます。

シーケンス・モード

●マルチグリッド
最大8つのグリッドに、8波形を同時に表示することがで
きます。多チャンネルの波形でも、垂直分解能を落すこ
となく表示できます。「波形を重ねて比較」「波形を分け
て見やすく」どちらの表示もメニューで簡単に切り替え
ることができます。（最大8分割）

●マルチズーム
ロングメモリで捕捉した波形の異なる箇所の比較や、異
なる信号の対応する部分の拡大波形を複数同時に表示す
ることがきます。複数の周期が含まれるシリアル通信な
どの信号の前後複数ヶ所を拡大して比較することができ
ます。

マルチグリッド＆マルチズーム

X-Y+Dual（2分割）

Octal（8分割）

Dual（2分割）

ヒストグラム
エンジンやモーターなどの回転体のよう
に、一定速度で回転する非測定物の測定
は、ヒストグラムを使ってばらつきや、安
定度を測定します。ヒストグラムのばら
つきやピークは、パラメータによって自
動的に計算され信号の特性を効率的に判
断できます。

トラック
エンジンやモーターなどの回転変動や周
波数変調を測定する場合は、個々の周期
のパラメータを時間軸に変換したトラッ
ク演算が威力を発揮します。図はモータ
ーの回転変動をトラックを使って演算し
た例で、カーソル部分で周波数が変化し
ているのがわかります。さらに、トラッ
ク波形を微分すればその時の加速度が分
かります。

トレンド
チャートレコーダー機能に非常に似た方
法で、各周期の演算結果（温度や歪みな
どの測定値）を1ポイントづつグラフィッ
ク形式でプロットしていきます。トレン
ドでは、トラックと同様に測定値を垂直
軸に表示していきますが、トリガごとに
ポイントを追加し最高100万イベントま
で累積できます。
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WaveScanを使えばハードウェアのトリガでは出来ない
特定の波形のイベントを検出することができます。
検索モードには、以下の4つが用意されていて、高度な
検索が高速で行えます。

検索して検出された波形イベントは、全体波形に対して
赤いマーカーで示されます。また、個々の波形イベント
は拡大されてズーム・トレースとして表示されます。

検索設定

WaveScanは、ロングメモリを使った単発捕捉信号波
形から波形イベントを検索するだけでなく、長時間に渡
る複数捕捉の波形から異常な波形イベントを検索するこ
とで、ソフトウェア・トリガとして利用することができ
ます。
イベント検出時の動作として、「信号捕捉の停止」、「波

形の保存」、「LabNotebookに保存」、「AUX端子からパ
ルスを出力」、「画面のハードコピー」、「ブザー音」の中
から選ぶことができます。

ソフトウェア・トリガ

表示

計測されたパラメータ値は、左
図のような条件で検索されます。
単に規定の値以上や以下だけで
はなく、範囲を決めて検索でき
ます。

ズーム・トレースは、サーチ機能を使って波
形イベントを個別に確認することができます。 検出された全ての波形イベントは、重ね書き表示することができます。

検出された波形イベントの中に異常な波形が混じっていると簡単に確
認することができます。

また、グリッドの左横に表示されたリストに
は、検出された全ての波形イベントがリスト
アップされ、検索モードに計測を選んだ場合
には、個々の波形イベントの計測値が表示さ
れます。
また、特定のイベントをダブル・クリックす
ると、サーチ機能と連動して、そのイベント
を拡大表示することができます。

検索に使えるパラメ
ータは、標準で15
種類、搭載オプショ
ンにより40種類以
上のパラメータが利
用できます。

エッジ・トリガのように波形のエッジを検索

反射波のように単調増加をしないエッジの検索

規定の振幅に達しないラント波形の検索

パルス・パラメータの計測値を使って検索

また、検出された全ての波形イベントを統計処理をしてヒストグラム
にして表示することができます。検出された波形イベントの中に異常
な波形が混じっていると、ヒストグラムに特異なピークが現れます。
この特異なピークをクリックして検索条件をそのピークに合わせて設
定しなおすことができます。

WaveScan 高機能波形検索
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LabNotebook機能

シリアル・トリガ／デコード機能（オプション）

WaveRunnerシリーズでは、SPI、I2C、UART、RS-
232、CAN、LIN、FlexRay などの主要なシリアル・バ
ス信号のトリガ及びメッセージのデコード機能を搭載す
ることができます。

メッセージの解読は、最大で独立した４つのバスに対し
て可能です。例えば、CANやLINバスと同じタイミング
でFlexRayバスの信号を取り込めば、ゲートウェイを介
して通信されるバスの挙動を解析することができます。

解読されたプロトコル情報は、その内容に応じて波形の
背景がセグメントごとに色分けされて表示されます。ま
た、レクロイ独自のテキスト表示フォーマットにより、
解読されたテキストは時間軸の波形と同期して表示され
るので、メッセージが波形のどの部分に相当するのか一
見して理解できます。

ロングメモリを活かして多数のメッセージ・フレームを
取り込んだ場合には、メッセージ解読情報のテキスト一
覧表を表示させることができます。この一覧表の任意の
行をクリックすれば、そのメッセージを含む波形が拡大
表示されます。IDやデータ、エラーなどの検索機能も装
備されています。

ミックスシグナル・オプション MS-500/250を接続す
れば、デジタルチャンネルをトリガとして使えます。ま
たアナログ・チャンネルを使用しなくてもメッセージの
解読までできるので、アナログ・チャンネルは本来のア
ナログ信号の解析用に使用することができます。

シリアル・トリガ／デコード機能（オプション）

オシロスコープの画面情報を画像ファイルで保存する機
能を、より使いやすく発展させた機能が LabNotebook
機能です。

この機能は、単に画面情報を画像ファイルで保存するだ
けでなく、ユーザが画面上に任意のコメントを書き込む
ことができます。さらに、ハケイデータをバイナリ形式
で保存する機能、そのときのオシロスコープの設定を保
存する機能と連動することが大きな特徴です。

たとえば、過去にHDDに保存してある画像ファイルを
オシロスコープに表示させた場合に、波形データを再度
詳しく解析したい、あるいは同じオシロスコープの設定
条件で波形を取り直したい、という場合がありません
か？そんな時にLabNotebookに含まれる「フラッシュ
バック機能」が役立ちます。フラッシュバック。ボタン
を押せば、瞬時にその両方を実現することができます。
すなわち、画像ファイルと同じオシロスコープの設定が
再現され、生の波形データがメモリに呼び出されます。
この波形データは拡大表示はもちろん、パラメータ解析、
演算機能などを使って高度な解析をすることが可能で
す。

LabNotebook機能で、サポートしている画像形式は
PDF、RTF、HTMLです。

「LeCroy」のロゴが標準でレポートに印刷されますが、
このロゴはユーザで任意のロゴに変更することができま
す。

LabNotebook機能
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QualiPHY コンプライアンス試験（オプション）

レクロイのQualiPHYは、コンプライアンス・テストを
自動的に行い、その結果をまとめてレポートを作成する
ためのフレームワークであり、複数の規格を同一のユー
ザー・インタフェースで実行することができます。

ENET, USB, などの規格に対応していますので、対象の
規格を選ぶと、テスト仕様に準拠した試験が行えます。
試験の実行時には、適宜必要な信号接続を絵で示します
ので、複雑な測定のセットアップも間違いなく行えます。
試験項目は、必要なものだけを選択的に実行することが
できます。

ENET試験で表示される
接続図

メッセージ・ボックス

ENETテスト結果のレポート

USB試験で表示される接続図

TF-ENET-B
TF-USB-B

コンプライアンス・テスト項目のセット・アップ、およびプリセッ
ト・テスト手順の選択メニュー
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専用解析ソフトウェア・オプション

ミックスド・シグナル・オプション

（MS-500/250）

●複数台のオシロスコープで使い回しが可能＊

●最大36本のデジタル入力(MS500-36)

●最高2GS/sのサンプリング･レート

●最大500MHzのデジタル入力周波数

●最大50Mpts/chのロングメモリ

MS-500/250は、WaveRunnerXiシ

リーズおよびWave Surfer Xsシリ

ーズに18本、または36本のデジタル

入力を追加してミックスド・シグナル

解析をサポートします。

CANトリガ/デコーダ解析パッケージ

(CANbus TDM, CANbus TD)

CAN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CAN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、波形と命令が

すぐにわかります。また、ロングメモ

リを使った統計機能により、タイミン

グ値などのデータを測定して統計的に

解析したり、システム性能データをグ

ラフ表示します。CANバス・メッセー

ジまたはエラー・フレーム・データと

電気的なトラブルとの相関関係を効率

的に分析します。

スイッチング電源解析パッケージ

(PMA2)

電力解析（PMA2:PowerMeasure

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

解析を自動化または強化する機能があ

ります。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えます。

EMCパルス・パラメータ・パッケージ

(EMC: ElectroMagnetic

Compatibility)

EMCソフトウェア・パッケージでは、

IEC61000-4-2規格等で定められた

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、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。ヒストグラム機能、パラメー

タ演算、測定フィルタもサポートされ

ます。

ジッタ・タイミング解析パッケージ

(JTA2)

モジュレーション効果と断続信号ジッ

タを検出して、タイミングの変化を追

跡するほか、時間領域、周波数領域、

統計領域でのデバッグを行います。ジ

ッタ・トラックやジッタ・ヒストグラ

ムなどのビューには、システムの状態

と変動性が非常に分かりやすい形式で

表示されます。

デジタル・フィルタ・パッケージ

(DFP2)

DFP2パッケージを使用すると、標準

または独自の有限インパルス応答(FIR)

フィルタ/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。

また、重要な信号要素の検査機能が強

化されます。

シリアル・データ解析パッケージ

(SDM)

SDM(Serial Data Mask)パッケージ

では、WaveRunnerXiロングメモリと

低ジッタ性を活かして、シリアル・バ

スの特性を効率的に評価します。

SDMパッケージを使用すると、様々

な標準アイパターン・マスクのリスト

からマスクを選択するか、ユーザーが

独自のマスクを作成できます。

ディスク・ドライブ解析パッケージ

（DDM2）

DDM2(Disk Drive Measurement)

ソフトウェア・パッケージには、10

種類以上の新しいディスク・ドライブ

測定ツールが含まれています。シーケ

ンス・トリガ(最高レート1.25MHz)

およびSMARTトリガとDDM2を組み

合わせると、ディスク・ドライブを検

査するときに、完全な障害解析ソリュ

ーションが提供されます。

＊L-Bus搭載モデルに対応

Mシリーズ標準装備



7

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（In）

コピー カスタム (MATLAB)

常用対数（log10） 積 (x)

微分 比 (/)

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

高解像度（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ワードのパワースペクトラム、振幅、位相） 加算 (+)

1000イベントのトレンド（データログ） フロア

1000イベントのヒストグラム 拡大・縮小

ズーム

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。ヒストアイコンはダイナミックな高速表示が可能。

振幅 面積

ベース サイクル

カスタム (MATLAB)

遅延 Δ遅延

持続時間 デューティー・サイクル

立ち下がり時間（90-10%, 80-20%, @ level） 始点

周波数 終点

任意のレベル 最大値

平均値 中央値

最小値 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

位相

立ち上がり時間（10-90%, 20-80%, @ level） RMS (2乗平均平方根)

標準偏差 任意レベルでの時間

最上部 任意レベルでの時間差

トリガからの任意レベル時間差 パルス幅 (正および負)

最大値に対応するX軸上の値 最小値に対応するX軸上の値

パラメータと波形特性について上記の測定を実行可能

パス/フェイル・テスト（合否テスト）

合否テストは、選択可能なパラメータ制限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）を開始することができます。

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・パラメータと最大20億個のイベントでのヒストグラ
ムに拡張

・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)

これは最大の機能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再スケーリング。

・19個のヒストグラム・パラメータと最大20億個のイベントでのヒストグラ
ムに拡張

・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演算ポイント数が最大24Mワードに拡張

・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。

・他社製ソフトウェア・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 ─ Mathcad

・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-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) JTA2, XWAVを含む

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, Δ period@level, Δ width@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ワード FFT - 電力スペクトル密度、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ワード 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

波形解析／演算の仕様

WaveRunner 44MXi, 64MXi, 104MXi, 204MXiには標準搭載

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
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仕様

垂直軸の仕様 44Xi/44MXi 64Xi/64MXi 62Xi 104MXi 204MXi

公称アナログ帯域幅 400MHz 600MHz 600MHz 1 GHz 2 GHz

@ 50Ω, 10 mV～1 V/div

立ち上がり時間（標準） 875 ps 500 ps 500 ps 300 ps 180 ps

入力チャンネル 4 4 2 4 4

周波数帯域制限 20MHz; 200MHz

入力インピーダンス 1 MΩ ¦¦ 16pF or 50Ω 1 MΩ ¦¦ 20pF or 50Ω

入力カップリング 50Ω:DC, 1 MΩ:AC, DC, GND

最大入力電圧 50Ω:5 Vrms, 1 MΩ:400 V最大 50Ω:5 Vrms, 1 MΩ:250V最大

(ピーク AC: ≦5 kHz) (DC + ピーク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:2mV/div ～ 1 V/div（連続可変可能）; 1 MΩ:2 mV - 10 V/div（連続可変可能）

DC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%,  ≧10mV/div (保証値)

オフセット・レンジ 50Ω:±1 V @ 2-98mV/div, ±10 V @ 100mV/div - 1 V/div; 

1 MΩ:±1 V @ 2-98mV/div, ±10 V @ 100mV/div - 1 V/div, 

±100 V @ 1.02 V/div - 10 V/div

オフセット精度 ±(オフセット値の1.5% + フルスケール値の+0.5% + 1mV)

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:200ps/div ～ 10 s/div; RISモード:200ps/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～600MHz（104MXi, 204xiではDC～1GHz）；50Ω(1MΩでは制限付きBW)、BNC入力、2Ch動作に限定

(62Xiでは1Ch)、(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でユーザが選択可能

捕捉システム 44Xi/44MXi 64Xi/64MXi 62Xi 104MXi 204MXi

単発サンプリング速度（/Ch） 5GS/s 5GS/s 5GS/s 5GS/s 5GS/s

サンプリング速度（接続時） 5GS/s 10GS/s 10GS/s 10GS/s 10GS/s

ランダム・インタリーブ・サンプリング（RIS） 200GS/s

RIS モード 200ps/div～10 ns/div の範囲内でユーザーが選択可能（104MXi, 204Xiは100ps/div～10 ns/div）

最大トリガレート（シーケンス・モード） 1,250,000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 ≦800 ns

標準メモリ 12.5M/25M(4Ch/2Ch、2Ch/1Ch [62Xi])

セグメント数（シーケンス・モード） 10,000

捕捉処理 44Xi/44MXi 64Xi/64MXi 62Xi 104MXi 204MXi

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

アベレージング 単純平均または連続平均（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（波形外形） 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Sin x/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

内部トリガのレンジ ±4.1 div（センタ基準）（代表値）

トリガ & インタポレータ・ジッタ: ≦ 3ps rms（代表値）

50Ω:±400m V @ 2-4.95mV/div, ±1 V @ 5-99mV/div; 
±10 V @ 100mV/div - 1 V/div, 
1 MΩ:±400m V @ 2-4.95mV/div, ±1 V @ 5-99mV/div; 
±10 V @ 100mV/div - 1 V/div, ±100 V @ 1.02-10 V/div;

NEW NEW NEW

NEW NEW NEW

NEW NEW NEW
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トリガ・システム 44Xi/44MXi 64Xi/64MXi 62Xi 104MXi 204MXi

トリガ感度（エッジ・トリガ） 2 div @ < 400MHz 2 div @ < 600MHz 2 div @ < 600MHz 2 div @ < 1GHz 2 div @ < 2 GHz

(Ch1～4 および外部、DC, AC, およびLFrejカップリング) 1 div @ < 200MHz 1 div @ < 200MHz 1 div @ < 200MHz 1 div @ < 200MHz 1 div @ < 200MHz

スマート・トリガの場合の最大トリガ周波数 400MHz 600MHz 600MHz 1GHz 2GHz

(Ch1～4 + 外部) @ ≧ 10 mV @ ≧ 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

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

トリガする。時間またはイベント数によってソース間の遅延を設定できる。

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 WaveRunner62Xi上の5つの入力（4つのチャンネルと外部トリガ入力 - 2Ch + EXT）に

対する論理演算（AND、NAND、OR、NOR）。各ソースは、ハイ・レベル・トリガ、

ロー・レベル・トリガ、または無条件トリガ。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。

TV（コンポジット・ビデオ） NTSC、PAL、SECAM、または非標準ビデオ（最大1500ライン）に対して、特定のフィールド
（1, 2, 4, 8）、正または負のスロープ、ライン（最大1500）でトリガを設定する。
HDTV（720p、1080i、1080p）対応、特定のフィールド、ラインでトリガ設定可能
（44MXi/64MXi/104MXi/204MXiのみ標準装備、他の機種はオプション設定）

エクスクルージョン機能のあるSMARTトリガ

グリッジ・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ジでトリガ、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 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・クオリファイド） 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。

各ソース間の遅延は、1ns～20s、または1～99,999,999イベント。

ラント 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 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 ns 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。

レクロイWaveStreamTM 高速表示モード

強度 256の強度レベル、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 (WaveRunner62Xi/64Xi/104MXi/204Xi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 8,000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、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PP008を標準装備。 1つのチャンネルごとに1つのPP007を

オプションによりパッシブ・プローブとアクティブ・ 標準装備。オプションによりパッシブ・

プローブを利用可能。 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: 800×600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、

NEW NEW NEW
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カラー波形表示
グリッド・スタイル 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

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、またはレクロイのリモート･コマンド・セットを通じて実行

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)

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互換機器をサポート

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デュアル・モニタ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400 V (ピークAC:≦ 5 kHz + DC)（44Xi/64Xi/62Xi）
50Ω:5 Vrms, 1 MΩ:最大250V（DC + ピークAC:≦10kHz）（104MXi/204Xi）

補助出力

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

出力レベル TTL, ≈3.3 V

コネクタのタイプ BNC, 背面パネルに装備

一般

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

電源要件 90～264 V rms @ 50/60 Hz; 115 V rms (±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/340W；290VA/290W
(WaveRunner62Xi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 30℃以下では5%～80% RH (非結露);上限値は 40℃での50% RH (非結露)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2,000 m

高度：非動作時 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 6.95 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

保証とサービス

1年間保証（レクロイのウェブサイトでプロダクト登録すると、3年間保証に延長）

校正は毎年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。

仕様



各種プローブ

AP033/AP034
広帯域差動プローブ

• AP033:500MHz/AP034:1GHz

• 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

ZS1000/ZS1500
広帯域アクティブ・プローブ

• 1 GHzおよび1.5GHzのプローブ帯域幅

• 1 MΩの入力抵抗

• ＜0.9pFの入力キャパシタンス

• 様々な種類のプローブ・チップを使用可能

ーシャープ・チップ

ーベント・チップ

ーSMDチップ

ーICリード・チップ

• 多様なグランドを使用可能

ーオフセット・リード

ーグランド・ブレード/銅箔

ーソルダー・イングランド

ー折り曲げ可能なポゴグラウンド

• 各種のグランド・リード、スプラング・フック、アダプター

• 連続して並んだスクエア・ピンをプローブできる独自の

フォーム・ファクター

• 広いオフセット・レンジ（ZS1500のみ）

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。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

ADP305, ADP300
高圧差動プローブ

• 20MHzおよび100MHzの帯域幅

• 1,000 Vrmsのコモン・モード電圧

• 1,400 Vpeak 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

• CATI対応

• 1.2 kV ～ 20 kV

• 1 MΩカップリングで使用

CP030/31
電流プローブ

• 30 A rms 直流

• 50MHzおよび100MHzの帯域幅

• 最高50 Aピークのパルスを測定

• 小さいジョーで大型コンダクターを収納可能なフォーム･ファ

クター

• LeCroy ProBusシステム専用

AP031
低価格差動プローブ

• ローコストな差動プローブ

• 15MHzの帯域幅

• 700 Vの最大入力電圧

• 任意の1MΩ入力オシロスコープと

ともに使用可能



オーダー・インフォメーション
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デジタル・オシロスコープ ベースモデル
WaveRunnerXi シリーズ　デジタル・オシロスコープ

WaveRunner 400MHz, 4Ch, 5GS/s, 12.5Mワード/Ch
44Xi/44MXi 5GS/s, 25Mワード/Ch（接続時）

10.4インチ カラー・タッチ画面ディスプレイを装備

WaveRunner 600MHz, 4Ch, 5GS/s, 12.5Mワード/Ch
64Xi/64MXi 10GS/s, 25Mワード/Ch（接続時）

10.4インチ カラー・タッチ画面ディスプレイを装備

WaveRunner62Xi 600MHz, 2Ch, 5GS/s, 12.5Mワード/Ch
10GS/s, 25Mワード/Ch（接続時）
10.4インチ カラー・タッチ画面ディスプレイを装備

WaveRunner104MXi 1GHz, 4Ch, 5GS/s, 12.5Mワード/Ch
10GS/s, 25Mワード/Ch（接続時）
10.4インチ カラー.・タッチ画面ディスプレイを装備

WaveRunner204MXi 2GHz, 4Ch, 5GS/s, 12.5Mワード/Ch
10GS/s, 25Mワード/Ch（接続時）
10.4インチ カラー・タッチ画面ディスプレイを装備

標準装備品
÷10 HiZ 500MHz パッシブ・プローブ (チャンネルごとに1個)
基本操作マニュアル、クイック・リファレンス・ガイド、CD-ROM（ユーティ
リティ・ソフトウェアを収録）、光学式マウス（3ボタン／ホイール／USB）、
標準ポート；10/100 Base-Tイーサネット、USB 2.0 (5)、アクセサリ・ポーチ
SVGAビデオ出力
保護用フロントカバー、出荷試験成績書
１年間の保証（レクロイのウェブサイト上でプロダクト登録を行うと3年に延長）

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　

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　

WRXi-EMC EMCパルス・パラメータ・パッケージ

QPHY-ENET イーサネット・コンプライアンス・テスト・パッケージ

QPHY-USB USB2.0コンプライアンステスト・パッケージ

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（XMATH, XDEV, JTA2を含む）

WRXi-XMATH* 拡張演算パッケージ

WRXi-XWAV 波形解析パッケージ　

WRXi-XVAP 波形解析パッケージ (XWAVとJTA2を含む)

WRXi-XDEV* 高機能カスタマイズ・パッケージ　

WRXi-XWEB プロセッシング・ウェブ・エディタ　

WRXi-HDTV-TRIG 1080i, 1080p, 720pに対応　

* WaveRunner44MXi/64MXi/104MXi/204MXiには標準装備

ハードウェア/ソフトウェア・オプション
MS-500* 500MHz、2GS/s、18チャンネル、50Mpts/Ch

ミックスド・シグナル・オプション

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

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

CANbus TDM CANトリガ/デコーダ解析パッケージ

CANbus TD CANトリガ/デコーダ・パッケージ

I2Cbus TD I2Cトリガ/デコーダ・オプション

SPIbusTD SPIトリガ/デコーダ･オプション

LINbus TD LINトリガ/デコーダ・パッケージ

UART-RS232bus TD UART/RS232トリガ/デコーダ・パッケージ

FlexRaybus TD FlexRay トリガ/デコード・パッケージ

FlexRaybus TDP FlexRay トリガ/デコード/物理層パッケージ

TF-USB-B USBテストフィクスチャ

TF-ENET-B イーサネット・テスト・フィクスチャ
（10Base-T,100Base-TX,1000Base-T用）

* MS-500/250には、PK400シリーズを利用されることをお勧めします。

プローブおよびプローブ用アクセサリ・オプション
ZS1500 1.5GHz, 1MΩ, 0.9pF アクティブ･プローブ

ZS1000 1GHz, 1MΩ, 0.9pF アクティブ･プローブ

ハードウェア・アクセサリ・オプション
WS-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

顧客サービス
レクロイのオシロスコープは、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、レクロイのデジタ
ル・オシロスコープには1年間の完全保証が付いています。（レクロイのウェブ
サイト上でプロダクト登録を行うと3年に延長）

NEW

NEW

NEW

レクロイ・セールス・プロジェクト
東京オフィス

大阪オフィス


