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デジタル・オシロスコープ

WaveSurfer Series
大型10.4インチタッチスクリーンLCD搭載！

最大8Mワードのロングメモリ

使いやすいユーザ・インタフェース

4ch+32chミックスド・シグナル・オプション



The New WaveSurfer Oscill
大型の10.4インチ LCDタッチスクリーンや省スペースの薄

型設計などの特徴を備えたWaveSurferは、従来のオシロス

コープの基本概念を大幅に覆す革新的な機器です。

Windowsによる最先端の接続機能を実現しています。

WaveSurferでは、従来のオシロスコープ設計を打ち破り、

信号表示機能の大幅向上、約100倍長い捕捉時間、最先端

の接続機能などを実現しています。しかしながら、より重要

な点は、信号を大画面に鮮明に表示する機能、簡単で使いや

すいインタフェース、テストとデバッグ用の強力なツールな

ど、ユーザの作業効率を重視して設計されていることです。

さらに、ユーザの作業環境に適合させるだけではなく、コス

ト面でも最適な選択肢を提供するという設計思想を基盤とし

ています。

WaveSurfer ─ 革新性と独自性

6.4イ

10.4

ワンタッチで23種類のパラメータ
測定にアクセス

WaveSurferは、どの作業スタイルにもぴった
りとフィットし、エンジニアの個性に合わせた
快適な作業を可能にします。23種類の基本パ
ラメータ測定が組み込まれており、求めている
回答をすばやく得ることができます。

カーソルによるスムーズなコントロール

Wavesurfer開発過程
で行ったエンジニアへ
のインタビューで、カ
ーソル測定は最も一般
的な方法の一つでした。
WaveSurferは、この
機能の使いやすさを重
点にフロントパネルの
カーソルつまみを使い、
カーソルをいつでも望
みの位置に移動できる
ようにしました。特別
なメニューを呼び出す必要はありません。カー
ソルの種類は「タイプ」ボタンを使って簡単に
選択できます。続いて、カーソルを信号やズー
ム、あるいは演算トレースに持っていきます。1. フロントパネルから測定にアクセス

2. 測定を（必要ならソースも）選択

3. 測定はグリッドの下に自動的に現れ、信号
を見えにくくすることがありません。

驚異的な省スペース特性─狭い作業机の上に設置可能

WaveSurferの10.4インチディスプレイ
は、他社の一般的なオシロスコープに装
備された6.4インチディスプレイの約2.6
倍のサイズです。一方、厚みは152mm
しかないため、従来のオシロスコープと
違って場所を取る心配がありません。画
面を一目見れば違いが分かります。
800×600のSVGAディスプレイは、
桁違いの明るさや広い表示角度といった
優れた特性を備えています。信号の細部
を従来にない精度で表示することができ
ます。信号を正確に表示できるため、詳
細な解析や即時の問題発見が可能となり
ます。このように、WaveSurferは卓越
した表示性能を備えています。



loscope — It’s an Original
長い捕捉時間（最大8Mワード） 多様なコミュニケーション手段

WaveSurferでは、フロント・パネル

のUSBポート（メモリ・スティック

などに使用可能）から標準的な

10/100Base-Tイーサネット・ポー

トまで、広範な接続オプションが用意

されています。そのため、作業内容を

記録して、グループのメンバーと効率

的に情報を共有することができます。

たとえば、オシロスコープのハードデ

ィスクやネットワーク･ドライブにデ

ータを保存する、他のエンジニアに電

子メールを送信する、画像をプリンタ

に転送するなど、コミュニケーション

の効率的・簡潔な管理に必要な柔軟性

を備えています。

大型スクリーンに詳細データを表示

するためには、十分な量の元データ

を捕捉する必要があります。レクロ

イのWaveSurferでは、詳細データ

を表示できるように、他社の同等の

オシロスコープと比較して、フルサ

ンプリング速度で100倍以上長い捕

捉時間を実現しています。高いサン

プリング速度と長い捕捉時間の間に

あったトレードオフ関係を実質的に

排除しました。時間的に広く分散し

た多様な信号を捕捉するときや、長

いプリトリガ時間が必要なときには、

高いサンプリング速度が特に重要に

なります。したがって、クロック/デ

ータ問題やタイミング・エラーなどの

一般的な回路障害をデバッグする場

合には、WaveSurferのほうが他社の

短いメモリのオシロスコープよりも

格段にうまく信号に隠れている問題

現象を捕捉できます。

シンプルなズームと演算

カーソル測定の次に、エンジニアは波形を詳しく観測したいと思います。
WaveSurferではロングメモリを簡単にズームして詳細を調べることが
できます。方法は簡単、ズームしたいエリアの周りにボックスを描くだ

けです（あるいはフロント
パネルのQuickZoomボタ
ン を 押 し ま す ）。
WaveSurferオシロスコー
プは演算機能も内蔵してお
り、簡単に使用できます。
そのうえ、パワースペクト
ラムFFTも標準で装備して
おり、FFTに慣れていない
人でも簡単に呼び出して設
定できます。

設置面積ゼロも可能

新しいデスクトップ・クランプ型の取り付けシステムを利用すれば、
WaveSurferを作業台の端部に取り付けて、貴重な作業スペースを節約
できます。ビュー位置は最大23インチ（58cm）の範囲で簡単に変更で
きます。スコープを回転して、ビュー角度を最適に調整することも可能
です。あるいは、取り付けブ
ラケットだけを購入して、自
分に合った75mm x 75mm
の取り付けソリューションを
実現することもできます。

アクセサリとして提供されてい
るデスクトップ・クランプ型の
取り付けスタンド

オプション･パッケージでWAVESURFERの機能をさらに拡張

●アドバンスド・トリガ・パッケージ
複数の高度なトリガ（ラント、スリューレー
ト、インターバル（シングル／パターン）、
クオリファイ（ステート／エッジ）ドロッ
プアウト）を追加できます。

●ET-PMT電気的検査
オシロスコープをマスク検査専用デバイス
として使用し、電気通信信号の製造/フィー
ルド検査が行えます。

●メモリ・オプション
最高4Mワード/ch（VLオプション装着時）
のインターリーブ・モードにより、フルサン
プリング速度（2GS/s）で4msの捕捉時間、
それより低いサンプリング速度では4msよ
り長い捕捉時間が実現できます。

●MathSurfer
高度な演算関数、2つの演算関数の連結、単
位の変換、強力なFFT機能を利用できます。

1 msの長い捕捉時間 拡大して細部を表示─
高いサンプリング速度を維持したまま、細部
を拡大表示



「MS-32」4ch+32chミックスド・シグナル・オプション

･ 32本のデジタル・チャンネル

･ 最高500MHzのサンプリング・レート

･ 長い捕捉時間

(1Mワード/chのロジック専用のデジタル・メモリ)

･ 最大125MHzのデジタル・クロック捕捉機能

･ 簡単なオシロスコープのセットアップと使いやすいユー

ザー・インタフェース

レクロイのMS-32はWaveSurferシリーズのオシロスコー

プと組み合わせることにより、4本のアナログ・チャンネル

と32本のデジタル・チャンネルを駆使して、高度な測定が

行えます。

MS-32は、複数のアナログ信号とデジタル信号が混在する

環境における、組み込み型コントローラのテストに最適な

ソリューションです。アナログ信号にはコンパレータ信号、

電圧ソース信号、センサー/アクチュエータ信号などがあり、

デジタル信号にはアドレス･ライン信号やデータ･ライン信

号、制御信号、周辺シリアル・データ信号などがあります。

また、ロング・メモリを使用してあらゆる信号を捕捉した

り、デジタル/アナログ・トリガ条件を設定して、目的のイ

ベントを捕捉したりすることもできます。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。

WaveSurferが32chロジック・アナライザに

1. カーソル
カーソルを用いて、時間情報やバス情報を簡便
に読み取ることができます。

2. パラレル・パスの定義
パラレルアドレス / データ･バス情報の表示に
よって得られたデジタル情報を、バス表示とし
て定義できます。また、特定のバス値について
デジタル・トリガを定義することもできます。
最大4種類のバスを定義できます。

3. ユーザー・インタフェース
使いやすいユーザー・インタフェースにより、
新しいツールの習得に多くの時間を費やす必要
がありません。

4. サイズと位置の変更
フロントパネルのコントロール機能やソフトウ
ェアのメニューを使用して、デジタル・ライン
のサイズを変更したり、オシロスコープ・グリ
ッド上の任意の位置にデジタル・ラインを移動
したりすることができます。

5. 柔軟なトリガ
複数の既成のアナログ・トリガの中から適切な
トリガを選択するか、デジタル・トリガ・パタ
ーン、ロジック・バス値、インターバルを定義
してデジタル・トリガを作成することができま
す。

6. 長いデジタル・キャプチャ時間
チャンネルあたり最大1Mワードのデジタル・
メモリ/チャンネルを使用して、興味のあるエ
リアを確実に捕捉することができます。

7. 簡単なセットアップ
従来のロジック・アナライザと違って、MS-
32は使い方が極めて簡単です。単一のモジュ
ールを使用して、MS-32とオシロスコープ間
のすべての相互接続をセットアップできるた
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。

MS-32は、4本のアナログ・チャンネルに32本のデジタル・
チャンネルを追加する最初のオシロスコープ用ミックスド・シ
グナル・オプションです。このオプションは16ビットの組み
込み型コントローラの効率的なテストに理想的なソリューショ
ンであり、16個のアドレス･ラインと16個のデータ･ラインを
すべて同時に表示してテストを実行することができます。また、
制御ラインと低速シリアル・データ・ライン（SPI, I2Cなど）
のほかに、複数のアドレス･ラインとデータ･ラインを表示でき
ます。さまざまなイベントを測定するために信号の切断と再接
続を連続的に実行する必要がなくなったため、テストとデバッ
グの効率が大幅に向上しました。



MS-32 Specifications

PK400-1/400-2/400-3（別売）

小型、中型、大型のマイクロ・クリッ
プを、アクセサリとして利用できます。
これらのマイクロ・クリップは色分け
されており、さまざまなICピン・ピッ
チのプローブに便利です。１セット10
個単位で購入できます。

※マイクロ・クリップは標準装備品には含ま
れていません。

PK400-1 PK400-2 PK400-3

主な仕様 MS-32

デジタル・チャンネル
チャンネル数 32
メモリ 1Mワード/ch（ロジック専用）
プローブ入力 240 kΩ// 10pF
しきい値レベル TTL、ECL、CMOS（2.5, 3.3, 5 V）、PECL、またはユーザー定義
サンプリング・レート 1 kS/s ～ 500 MS/s
最小入力電圧レンジ 設定されたしきい値電圧を中心に±300 mV
デジタル・チャンネルのグループ化 4本のデジタル・グループを定義可能。各グループでは32本のデジタル・ラインを任意に組み合わせて使用可能。グループは個々の

ラインとして表示するか、1つのバス・ビューにまとめて表示可能
トリガ アナログ・トリガ（オシロスコープに標準のトリガ）またはデジタル・トリガをユーザーが選択可能

デジタル・トリガ
セットアップのタイプ ロジック、ロジック・バス、またはインターバル
ロジックのセットアップ 0、1、X（無条件）を任意に組み合わせて最大32本のデジタル・ラインを定義。また、Rising Edge

（立ち上がりエッジ）、Falling Edge（立ち下がりエッジ）、Either Edgeの条件を設定できる（複数のエッジは論理ORで結合される）
ロジック・バスのセットアップ 最大32本のデジタル・ラインを16進形式で定義
インターバル 単一のデジタル・ライン、勾配、条件、同じデジタル・ラインが次に発生するまでの間隔を定義

定義に使用できる条件は、<（より小さい）、>（より大きい）、In Range（範囲内）、Out of Range（範囲外）
オフセット精度 デジタル・サンプリング・レートを基準として±1デジタル・サンプル
各機関の認可 CE 承認済み。EN61326-1およびEN61010-1に準拠

物理的仕様
ポッドの寸法（幅×高さ×奥行き） 96mm×160mm×30mm
ポッドの重量 397 g

オーダー・インフォメーション
MS-32 4ch+32chミックスド・シグナル・オプション

（標準装備）
32デジタル・チャンネル・ロジック・ポッド、デジタル・リード・セット、USB 2.0ケーブル、オシロスコープ・インタフェース・
モジュールのケーブル、ソフト・アクセサリ・ケース、電源アダプタ、拡大鏡、操作マニュアル（英語）、
クイック・リファレンス・ガイド（英語）、CE 適合証明書

アクセサリ：
MS-32-StdLeads-L デジタル・リード・セット（350mm）、25MHz未満のクロック速度に対応
PK400-1 大型マイクロ・クリップ・セット、2.54mmピン・ピッチ用
PK400-2 中型マイクロ・クリップ・セット、1.02mmピン・ピッチ用
PK400-3 小型マイクロ・クリップ・セット、0.2mmピン・ピッチ用
MS-32-Mictor-S Mictor接続ケーブル（76mm）、38ピン
MS-32-Mictor-L Mictor接続ケーブル（356mm）、38ピン、100MHz未満のクロック速度に対応

MS-32標準装備品

1 32チャンネル・デジタル・ロジック・ポッド（MS-32本体）
2 電源アダプタ
3 USB 2.0ケーブル（１.8m）
4 オシロスコープ・インタフェース・モジュール（1.5m）
5 デジタル・リード・セット（267mm）
6 ソフト・アクセサリ・ケース
7 5倍の拡大鏡 (図示されていません)

1

2

3

4

5

6

※WaveSurfer434/454のみ、MS-32に対応。



WaveSurfer Specifications

メモリ・オプション

WS-VL-2CH 2Ch用:4Mワード/Ch（8Mワード 2Ch接続時）

WS-VL-4CH 4Ch用:4Mワード/Ch（8Mワード 2Ch接続時）

ハードウェア・オプション

WS-GPIB WaveSurfer用のUSB2.0～GP-IBコンバータ

GP-EXT 外部プリンタ

MS-32 4ch+32chミックスド・シグナル・オプション（WS434/454のみ対応）

ソフトウエア・オプション

WS-ADVTRIG アドバンスド・トリガ・パッケージ

WS-MATHSURF 拡張演算パッケージ

WS-ET-PMT 通信マスクテスト・パッケージ

WS-LOCKOUT OSロックアウト・オプション

アクセサリ・オプション

WS-EXTCLK 外部クロック・オプション

WS-BATT-SYS バッテリパック（1）、チャージャー（1）

WS-BATTERY バッテリパック（1）

WS-DCADAP DCアダプタ

WS-MS-CLAMP マウンティング・スタンド（クランプ・スタイル）

WS-MS-PED マウンティング・スタンド（デスク・スタイル）

WS-MB マウンティング・ブラケット

WS-RMA-25 WaveSurfer用のラックマウント・キット

WS-POUCH アクセサリ・ポーチ

WS-SOFT ソフトキャリングケース

WaveSurfer WaveSurfer WaveSurfer WaveSurfer WaveSurfer WaveSurfer

主な仕様 424 422 434 432 454 452
バンド幅 (プローブの先端) 200MHz 350 MHz 500 MHz
立ち上がり時間 1.75 ns 1 ns 750 ps
入力チャンネル 4 2 4 2 4 2
ディスプレイ 10.4インチカラー・フラットパネルTFT-LCD, 800x600 SVGA, タッチスクリーン
サンプリング速度（シングルショット） 最大2GS/s (インターリーブ・モード)、1 GS/s (すべてのチャンネル)
サンプリング速度（RISモード） 50 GS/s
メモリ長（標準） 1Mワード/Ch (すべてのチャンネル)、2Mワード（接続時）
メモリ長（VLオプション） 4Mワード/Ch (すべてのチャンネル)、8Mワード（接続時）
標準捕捉時間 フルサンプリング速度で最長1ms
最長捕捉時間（VLオプション） フルサンプリング速度で最長4ms
垂直分解能 8 ビット
垂直感度 1 mV/div - 10 V/div (1MΩ); 1 mV/div - 2 V/div (50Ω)
垂直（DCゲイン）精度 ±(読み取り値の1.5% + フルスケールの0.5%)
帯域幅の制限 20MHz 20 MHz, 200 MHz
最大入力電圧 ±400 Vpk (CAT I), ±300 Vpk (CAT II)
入力カップリング AC, DC, GND (1MΩ専用AC) 50Ω:DC, GND; 1 MΩ:AC, DC, GND
入力インピーダンス 1MΩ16 pF, または 50Ω +/-1%
プローブ・システム BNC または ProBus
プローブ 1つのチャンネルごとに1つのPP007-WSを標準装備
時間軸/ディビジョン範囲 1 ns ～ 1000 s/div 500 ps ～ 1000 s/div 200 ps/div ～ 1000 s/div 

200 ms ～ 1000 s/divのロール・モード
時間軸精度 10 ppm
外形寸法（高さ×幅×奥行き） 約260mm×340mm×152mm（付属品、突起部除く）
本体重量 約6.8Kg

トリガ
標準 エッジ、グリッチ、パルス幅、ロジック（パターン）、TVコンポジット・ビデオ信号
オプション (WS-ADVTRIG) ラント、スリューレート、インターバル（シングル／パターン）、ドロップアウト、クオリファイ（ステート／エッジ）

測定/ズーム/演算ツール
標準パラメータ測定 Amplitude, Area, Base (Low), Delay, Duty, Fall Time (90%-10%), Fall Time (80%-20%), Frequency, Maximum, Mean, Minimum, Overshoot+, 

Overshoot-, Period, Peak-Peak, Rise Time (10%-90%), Rise Time (20%-80%), RMS, Skew, Standard Deviation, Top (High), Width+, Width -
ズーム機能 フロント・パネルのQuickZoomボタンを使用。あるいは、タッチスクリーンまたはマウスを使用してズーム対象領域の周囲に

ボックスを描画。
標準演算 演算子：加算、減算、乗算、除算、FFT (最大25 kポイント、電力スペクトル出力、矩形ウインドウ/Von Hannウィンドウ/

FlatTopウィンドウ)。一度に１つの演算のみ実行可能。
オプション演算 (WS-MATHSURF) 上記の他に次の演算関数を使用可能：絶対値、加算/連続アベレージング、微積分、エンベロープ、分解能向上（最大11ビット）、

フロア/ルーフ、反転、逆数、自乗/平方根。2つの演算関数の連結、異なる単位への変換、1 MポイントのFFTも実行可能。

オーダー・インフォメーション
標準構成に含まれるコンポーネント
PP007-WS 10:1 パッシブ・プローブ (チャンネルごとに1本)、基本操作マニュアル、クイック・リファレンス・ガイド（QRG）、CD-ROM（基本操作マニュアル、QRG、リモー
ト･コントロール･マニュアルを収録）、10/100Base-T Ethernetポート、USB2.0 ポート(×3)、SVGAビデオ出力ポート、RS232-Cシリアル･ポート、プリンタ・パラレル・ポート、保
護用フロントカバー、標準校正/性能証明書、保証期間1年間（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）
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