WaveSurfer 510
デジタル・オシロスコープ

OneTouch
MAUI

1 GHz

仕様

WaveSurfer510は、ベストセラー機WaveSurferシリーズの解析機能

•
•
•

帯域：1GHz

や使いやすさを強化し、1GHzの帯域と10GS/s高速サンプリング、低価

•

先 進のユーザー・インターフェース

タブレット感覚の操作性

OneTouch MAUIを搭載

•

WaveSurfer510は、OneTouch

メモリ長：16Mポイント/ch

ット端末のように指先で操作することができます。これまで面倒だったチャンネル

（インターリーブ時32Mポイント）

や波形演算、計測パラメータのコピーや設定をワンタッチで行えるため、評価やデ

•

チャンネル数：4ch

バッグ作業を効率よく行うことができます。

10GS/sのサンプリング速度
大画面12.1インチ
タッチパネル・ディスプレイ搭載

特長

•
•

先 進の演算処理と計測

•
•
•
•
•

レポート作成ツール─LabNotebook

•

格を実現したオシロスコープです。12.1インチの大画面タッチパネルと、
タブレット感覚で操作できる「OneTouch

MAUI（ワンタッチマウイ）」

ユーザーインタフェースにより、新次元の操作性を提供します。

MAUI（ワンタッチマウイ）搭載により、タブレ

表示 OFF はフリック

コピーはドラッグ＆ドロップ

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。

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。

高機能波形検索ツール
─WaveScan

シーケンス・モード
ヒストリ・モード
ロジック最大36ch（オプション）

先進の演算処理と計測

シリアルトリガとデコード機能

WaveSurfer 510は、アベレージング

作業内容の保存／レポート作成ツール
─ LabNotebook

処理や、分解能向上処理、FFTを含む

LabNotebookは、作業内容の保存と

24種類の演算機能を搭載しています。

文書化を行うためのレポート作成ツー

また、統計表示が可能な計測メニュー

ルです。LabNotebookを使用するだ

も搭載しています。WaveSurfer 510

けで、表 示中の波 形データ、設 定 条 件

は、単に波形の計測をするだけでなく、

や画 面イメージなどをすべて一括して

計測値の統計値やヒストグラムを表示

保 存できるため、複 数のメニューを操

して、時系列変動を観測することがで

作して各ファイルを個別に保存する必

きます。

要はありません。

（オプション）

スペクトラム・アナライザ（オプション）

ジェスチャ・コントロールでデバッグ時間を短縮！

MAUI ユーザインタフェースは、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
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 定時間を劇的に短

B

縮できます。ドラッグやドロップ、フリック

F

などの一般的なジェスチャ操作により、直

A

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

E

D

G

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

C

すだけです。革新的なワンタッチ操作によ
り、オシロスコープ操作の効率が飛躍的に
向上します。

A

波形の拡大縮小はピンチ

2本指のピンチで
ズーム波 形の拡大 縮
小できます。

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。

B

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。

C

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。

フリックで波形の移動
フリック 操
作で波 形を
ス クロ ール
できます。
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MAUI

OneTouch MAUI

D

E

”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。

F

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。

G

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。

OneTouch
MAUI

1
4
2

5
6

3

7
9
8

1. 12.1インチ・ワイドスクリーン
（16×9）ハイレゾWXGAカラー・
タッチスクリーン・ディスプレイ

5. 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

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. プッシュノブ ─ 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

8. MS-250やMS-500ミックス
ド・シグナル・オプション接続用
のL-Busコネクタ

9. 4つのUSB3.1ポート
6. 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

3つのUSB2.0ポート
イーサネット、DisplayPort、
HDMIを装備

7. 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
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先進の波形解析ツール
組み込みコントローラの設計および
デバッグ（オプション）
WaveSurfer 510に高性能のミックスド・
シグナル機能を追加することで、組み込み
機器の開発期間を短縮します。最大10M
ポイント/chメモリ、1GS/sおよび18チャ
ネル、最大250MHzでデジタル信号を捕
捉します。

以下のオプションを使って、特定のシリア
ルデータ・イベントをすばやく、簡単に特
定します：
I2C、SPI、UART、RS-232 、
USB-1.0/1.1/2.0、USB2-HSIC、
10/100Base-T ENET、Audio
(I2S、LJ、RJ、TDM) 、MIL-STD-1553、
ARINC429、MIPI D-PHY、DigRF、
CAN、CANF FD、LIN 、FlexRay、
SENT、Manchester、NRZトリガおよび
デコード・オプション。

WaveScan高機能波形検索ツール

合否判定マスク・テスト

波 形をすばやく検 索して、ラント、グリッ

作業内容の保存とレポート作成が
できるツール「LabNotebook」

チ、そ の 他 の 異常 なイベントを検 出しま

ボタンを1回押すだけで、すべての測定結

定し、問題の場所を分かりやすくマーキン

す。

果とデータを保存することができ、カスタ

グします。連続してマスク試験した結果の

ム・レポートの作成も可能です。

要約が画面に表示されます。

分解能向上演算

高度な演算と測定

WaveStream 高速波形更新モード

分解能向上演算(Enhanced Resolution)

演 算 関 数（平均を含 む）、分 解 能 向 上 演

WaveStreamは、高速更新した波形を重

とは、移動平均演算を使ったデジタル・フ

算、FFT、そして多彩な測定パラメータを

ね書きして、輝度を段階的(256レベル)で

ィルタリング機能です。この機能を使うこ

用いて、波形のあらゆる要素を測定・解析

表現します。これはアナログ・オシロスコー

とにより、加算平均（Average)機能が使

することができます。

プに非常に近い表示を可能にします。

用することができない単発信号のS/Nを
向上させ、ノイズに埋もれた信号の微小な
電位差を検知、表示をするこができるよう
になります。
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マスク・テストは波形の問題をすばやく特

ユーザーをサポートする多くの機能
LabNotebook ─ データ記録ツール
L a b N o t e b o o k は 波 形 や 設 定、お よ び 画 像 イメー ジ を 一 度

じ設 定で行うことができます。また各プロジェクト・メンバーに

の 操 作 で、ハードディスクに保 存 することが できます。オシロ

LabNotebookのデータを送り、各自がフリーソフトウェアの波

スコープ で 呼 び 出すと、保 存した状 態 を そ のまま再 現 するこ

形ビューアWaveStudioで波形を呼び出すことができます。

とが でき、中 断した 解 析 の 続きを 進 めることや再 実 験 を 同

画像データ
レポート情報

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。

全ての
波形データ

設定データ

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。

WaveStudio ─ オフライン解析ツール
WaveStudioは保存されたアナログ波形やデジタル波

ができます。テレダイン・レクロイのオシロスコープをお持ちで

形、LabNotebookデータをオフラインで表示、または解

ないビジネスパートナーやプロジェクト・メンバーと問題を共有

析することができるWindowsアプリケーションです。フ

し、共同で問題解決にあたることができます。リモート接続に

リーソフトウェアながら、ズーム表示やカーソル、21種類

も対応し、波形データや画像イメージをPCに転送することやタ

の測定パラメータ機能が利用でき、波形を詳細に調べる事

ーミナルモードでリモート・コマンドの確認も可能になります。
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先進の異常波形検出
WaveSurfer 510は、デバック機能が
大幅に強化されます。全4チャネルで

A

10GS/sの高いサンプル速度、32M
ポイントのメモリ、シーケンスモード、
ヒストリ・モ ード波 形 再生、13 の 追
加演算機能、2つの同時演算トレース
が、すべてこのオプションに含まれま
す。WaveSurfer 510は、アナログ帯

B

域に比べ10倍も高速なサンプリング
速度で長時間捕捉して得られた波形を

C

高度に分析して、問題の根本原因を発

D

見することができます。

A

1つのチャネルにつき10GS/sおよび16Mポイントの波形メ
モリを使用できます。最高サンプリング・スピードでは、4チャ

C

標準で用意された演算機能に、さらに13の演算子が加わ
り、より深く分析することが 可能です。追 加機能には、絶

ネル運用において1.6ms、2チャネルモードで3.2msの波形

対値、加算／ 連 続アベレージング、エンベロープ、分解能

データを捕捉することができ、波形の詳細や異常を見逃しま

の向上、exp（base e）、exp（base 10）、フロア、反転、

せん。

log（base e）、log（base 10）、逆数、ルーフおよびトレン
ドが含まれます。

B

同時に2つの演算トレースを表示します。各演算トレースは、
複雑な分析および迅速な問題解決を可能とする2段階の演算
処理を実行可能です。

D

ヒストアイコンは、各測定パラメータの統計分布を表示しま
す。測定データの異常をすばやく確認し、問題の根本原因を
迅速に発見することができます。ヒストアイコンはオートスケ
ールされるため、例外の値を見逃しません。
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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って、最大5,000の
トリガ・イベントを「セグメント」としてメモ
リに保存します。これは、多くの高速パルス
を次々と捕捉したり、長期間離れたイベン
トを捕捉したりする際に最適です。
シーケンスモードは、各捕捉にタイムスタ
ンプを提 供し、トリガ間のデッドタイムを
1μs未満の最小限に抑えます。
シーケンスモードと高度なトリガを組み合
わせて、いつ発生するか分からない稀なイ
ベントを全て捕捉し、後で詳しく分析でき
ます。

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

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

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

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

ができない場合があります。ヒストリ・モードは、直近の捕

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

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

替える必要もなく、波形を見失うこともありません。

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

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。
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WaveSurfer 510のシリアル・トリ

A
B

A
B

ガ／デコード・オプションは、幅広く高
度なシリアル・データ・デバックと検証

A
B

ソリューションを提供します。

•
•

トリガA
B
デコード

A
B

A
B

RS-232
組込み系

2

車載系
航空系
パソコン／ストレージ系
MIPI

○

IC

○

2○

SPI
UART、RS-232

SPI

○

UART

LIN

IC
2

○

USB2-HSIC		
UART
RS-232 ○
CAN

8

○

FlexRay

I2C

IC
SPI

デコード

UART

トリガ

A
B

その他

I 2C

TD

シリアル・トリガ／デコード・オプション

○

CAN
SPI
SPI

CAN FD
I 2C

SPI

UART

UART

RS-232

FlexRay
RS-232
FlexRay I2CLIN

UART

A
B

USB2

RS-232
FlexRay

RS-232

LIN

I 2C

FlexRay

FlexRay
CAN

SPI

LIN

LIN

CAN FD

CAN

USB2

LIN

UART

CAN FD

CAN

CAN
CAN FD USB2
CAN FD
USB2 FlexRay
SPICAN UART
RS-232

RS-232

USB2

LIN

CAN FD
CAN

FlexRay

USB2
CAN FD

○

CAN FD

○

○

FlexRay

○

○

LIN

○

○

SENT		

Trigger ─トリガ

Decode ─デコード

○

強力でフレキシブルなトリガにより稀な

デコードされたプロトコル情報はシリア

ARINC 429		

○

イベントを切り分けます。条件トリガに

ル・データ波 形の特定箇所に対し色分

MIL-STD-1553

○

○

より最大限のフレキシビリティを提供し

けされた透明色で直感的に分かり易く

SPACEWIRE		

○

ます。高度な設定が可能なエラー・フレ

重ねて表示されます。デコードされた全

Ethernet		
(10/100Base-T)

ーム・トリガでエラー条件を切り分けま

てのプロトコルはひとつの時間相関をも

○

す。フレーム定義によりUARTもしくは

つテーブルにまとめて表示されます。対

MDIO		

○

SPIパケットをグルーピングしメッセー

話 型テーブルの 行をタッチすると関連

USB 1.1/2.0

○

○

ジ・フレームをカスタマイズ可能です。

するパケットを簡単にズームでき、内蔵

8b/10b

○

○

D-PHY/
CSI-2/DSI		

○

DigRF 3G		

○

DigRF V4		

○

SPMI		

○

Audio
(I2S, LJ, RJ, TDM)

○

○

Manchester		

○

NRZ

○

○

LIN

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。

USB2

C

組み込みコントローラの設計／デバッグ
汎用性に優れたテレダイン・レクロイのWaveSurfer

さらに、WaveSurfer 510は多くのトリガおよびデコー

510は、ミックスド・シグナル・オプション MSシリー

ド・オプションを備え、アナログ、デジタル、シリアル

ズ（別売）を使用することによりデジタル入力の柔軟性

データ・トリガ、捕捉およびデバッグを1台の機器にま

を組み合わせることが可能です。

とめています。

高性能ミックスド・シグナル機能

広範なトリガ

組み込みコントローラの設 計およびデバ

WaveSurfer 510は、広範なデジタル・

簡単設置の使いやすい
ミックスド・シグナル・セットアップ

ッグには、多種多様な信号を捕捉し、表示

トリガ機能を備えています。通常のオシロ

従 来 の ロ ジ ッ ク・ア ナ ラ イ ザと は 異 な

する機能が求められます。

スコープのトリガは、デジタル入力で運用

り、WaveSurfer 510は使い方が簡単で

します。クロスパターン・トリガを使って、

す。簡単な接続でオシロスコープとデジタ

アナログチャネルとデジタルチャネルをい

ル入力をリンクできるため、ユーザーはす

かようにも組み合わせてセットアップし、

ぐに信号の表示やデバッグを開始できま

簡単な、あるいは複雑なトリガパターンを

す。さらに、すべての標準オシロスコープ

実行可能です。イベント・トリガは、アナロ

ツールに容易にアクセスできます。カーソ

グ信号で準備し、デジタルパターンでトリ

ル、測定 パラメータ、ズームなど、標準オ

ガするよう構成できます。

シロスコープ・ツールを使って、信号デバ

これらの 信号は通常、アナログセン サ、
マイクロコントローラおよび周辺機器から
のアナログ、デジタルおよびシリアルデー
タの波形が混在しています。WaveSurfer
510は、最大500MHzのサンプリング速
度、50Mポイント/chのロングメモリによ
り、デジタル信号を捕捉する機能を備え、

ッグも簡単に実行します。

多種多様な信号を同時に捕捉し、評価する
ことが可能です。WaveSurfer 510は、8
ビット・マイクロコントローラまたは低速
のデジタル信号で通信が行われている組
み込みシステムをテストするのに最適なツ
ールです。
最大500MHz入 力周波数、50Mポイン
ト/chのメモリ、36chのデジタル入 力に
より、WaveSurfer 510は優れた価値を
提供します。組み込みシステムのテスト向
け機能をすべて備えたツールセットです。

ミックスド・シグナル・ソリューション

ミックスド・シグナル・アクセサリ

MS-250

PK400-0

エクストラ大型グリッパー・プローブセット、22プローブ入り

PK400-1

大型グリッパー・プローブセット、0.10インチ
（2.54 mm）ピンピッチ用。10プローブ入り、
色分け導線がついた10個のプローブからなるセット

PK400-2

中型グリッパー・プローブセット、0.04インチ
（1.0 mm）ピンピッチ用。10プローブ入り、
色分け導線がついた10個のプローブからなるセット

PK400-3

小型グリッパー・プローブセット、0.008インチ
（0.2 mm）ピンピッチ用。10プローブ入り、
色分け導線がついた10個のプローブからなるセット

MSO-3M

18チャンネル・インタコネクト・ケーブル
3M社製コネクタ 2520-6002用）

MSO-Mictor

36 チャネル・ミクタ・コネクタ

ミックスド・シグナル・オプション
250MHz、18ch、1GS/s、10Mポイント/ch

MS-500

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

MS-500-36

ミックスド・シグナル・オプション
250MHz、36Ch、1GS/s、25Mポイント/ch
500MHz、18Ch、2GS/s、50Mポイント/ch
（インターリーブ時）
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スペクトラム・アナライザとパワー・アナライザ
FFTパワー・スペクトルの高度解析
WaveSurfer 510のスペクトラム・アナ
ライザ・オプションを使 用することで、信
号の周波数成分の解析が改善されます。
このオプションでは、スペクトラム・アナラ
イザのユーザー・インタフェースと同じよ
うに、開始／終了周波数、中心周波数、お
よび周波数スパンで表示範囲をコントロ
ールできます。分解能帯域 幅は最 適な解
析ができるように自動設定されますが、手
動で選択することもできます。表示と解析
が正しく行えるように、垂直軸スケールを
Bm、dBVrms、dBmVrms、dBuVrms、
Vrmsの中から選択することができます。
また、独自のピーク検索によってピークの
スペクトル成分が自動的にラベル 付けさ

行うことで信号の周波 数 成分をすばやく

れ、周波数とレベルがテーブルに表示され

解析できます。時間経過に伴うスペクトラ

ます。最大20個のマーカーを使って高調

ムの変化を監視するには、スペクトルの履

波を自動的に検出したり、リファレンス･マ

歴を2Dまたは3Dで表 示できるスペクト

ーカーとデルタ・マーカーを使って測定を

グラムがあります。

スイッチング電源解析オプションによる
スイッチング・デバイスの損 失 測定の
自動化
スイッチング電 源 解 析オプションを 使っ
て、電 源やパワーデバイスの動 作 特 性を
すばやく測定・解析することができます。
重要な電力スイッチング・デバイスの測定
も、制御ループ変調の解析も、また電力や
高調波電流のテストも、専用のユーザー・
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。スイッチの
オン／オフおよび 伝導 損の領域は、波 形
上に領域ごとに色分けされたオーバーレ
イ表示により、視覚的に理解することがで
きます。
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スイッチング電 源 解 析オプションを 使う

変調解析機能は、高度な電力損失の測定

と、電圧および電流の入力ソースのセット

ができるだけでなく、重要なイベントに対

アップや測定の操作が簡単に行えます。

するループ応答（電源のソフトスタート・

測定誤差の原因を減らすのに役立つツー

パフォーマンス、ラインおよび負荷の変化

ルを利用することができ、測定パラメータ

に対するステップ応答など）の制御を理

によって、単独周期の詳細情報や、デバイ

解する手がかりにもなります。また、電力

スの電力損失の平均値を知ることができ

解析ツールを使用すると、EN 61000-

ます。

3-2に準拠するためのテストをすばやく簡

単に行うことができます。

プローブ
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。

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

差動プローブ（200MHz～1.5GHz）
ZD200、ZD500、ZD1000、ZD1500

高圧差動プローブ
HVD3102、HVD3102-NOACC
HVD3106、HVD3106-NOACC
HVD3106-6M
HVD3206、HVD3206-6M
HVD3605

高圧パッシブ・プローブ
PPE4KV、PPE5KV、PPE6KV
HVP120

電流プローブ
CP030、CP030A、CP031、CP031A、
CP150、CP500、DCS025

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の入 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 域の 優れたコモン・モード除 去率（CMRR）と低ノイ
ズにより、これらのアクティブ差動プローブは、自動車開発
（FlexRayなど）や障害解析などのアプリケーション、なら
びにワイヤレスおよびデータ通信設計にとって、理想的なも
のとなります。ProBusインタフェースを使って、感度、オフ
セット、およびコモン・モードの範囲を、オシロスコープの画
面に表示することができます。

HVDシリーズ高圧差動プローブは、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。

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。

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。

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
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
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仕様
垂直軸
アナログ帯域幅 @ 50Ω（-3dB）

1GHz（≧ 2mV/div）

アナログ帯域幅 @ 1 MΩ（-3dB）

500MHz（代表値）

立ち上がり時間（10～90%、50Ω）

415 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

感度

50Ω：2mV～1V/div（連続可変）、1MΩ：2mV～10V/div（連続可変）

DC垂直ゲイン精度
（DC精度のゲイン・コンポーネント）

±1% F.S.（代表値）、0Vでオフセット

チャンネル間アイソレーション

定格の帯域まで: 40dB（＞100:1）
（いずれかのProBus入力チャンネル間、同じv/div、規定値）

オフセット・レンジ

50 Ω:
±1.6 V @ 2 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 @ 2 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		

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；

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

50Ω：DC、GND

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

捕捉モード

リアルタイム、ロール、RIS（ランダム・インターリーブ・サンプリング）

時間軸/ディビジョン範囲

200ps/div～1000s/div
ベースラインノイズ 2
、ロール・モード：
100ms/div以上、5MS/s以下の範囲で選択可能
RISモード：10ns/div以下の範囲で選択可能
2 （RMS、
+（サンプル・クロック・ジッタ）
秒、TIE）
≦ 1.5 ppm +（最終校正から0.5
ppm/yr経年劣化）
スルーレート

クロック精度
サンプル・クロック・ジッタ

最大10usの捕捉時間範囲：100fsrms（内部タイムベース・リファレンス）
最大10msの捕捉時間範囲：360fsrms（内部タイムベース・リファレンス）

時間間隔精度

2*
ジッタ測定フロア

ベースラインノイズ 2
スルーレート
ベースラインノイズ 2
スルーレート

チャンネル間デスキュー範囲
捕捉システム

+（サンプル・クロック・ジッタ）2（RMS）+（クロック精度 * 読取り値）
（秒）

2 （RMS、
+（サンプル・クロック・ジッタ）
秒、TIE）

±9 x TIME/DIV設定、100 ms最大、各チャンネル

2*

ベースラインノイズ 2

+（サンプル・クロック・ジッタ）2（RMS）+（クロック精度 * 読取り値）
（秒）

単発サンプリング速度/Ch

スルーレート
4Chで10GS/s

ランダム・インターリーブ・サンプリング（RIS）

50GS/s繰り返し信号に対して（200ps/div～10ns/div)

標準メモリ長 4ch／インターリーブ時
（セグメント数）

16Mポイント／32Mポイント（5,000）

セグメント間隔

1μs

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

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）

補間

直線補間またはSin x/x

トリガ・システム
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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、Ext、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

トリガと補間ジッタ

≦3.5 ps RMS（代表値）

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

1,000,000回/秒（4チャンネルまでシーケンスモード）

トリガ・システム（続き）
トリガ感度（エッジ・トリガ）
（Ch1〜4）

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 ≧10mV/div, 50Ω）

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、スマート・トリガ

1.0GHz @≧10 mV/div （トリガ可能な最小幅750ps）

基本トリガ機能
エッジ

信号がスロープ（正、負、またはいずれか一方）およびレベル条件に適合した場合にトリガ

パルス幅

正または負の設定した時間幅のグリッジに対してトリガ

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
時間またはイベント数によってソース間の遅延を設定

パターン

イベントA（エッジ、ステート、パターン、パターンステート）の条件成立後、イベントB(エッジ、パルス幅、グリッッチ、
インターバル、パターン)の条件でトリガ。イベントAからイベントBは、インターバル時間とベント数の設定が必要。

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

スマート・トリガ
グリッジ

200 psから20 sの範囲の正または負のグリッジに対してトリガ。または間欠的故障に対してトリガ

インターバル

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

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。

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,
AudioBus (I2S, LJ,RJ, TDM), USB1.x/2.0, SATA

測定ツール
振幅、面積、ベース（Low）、遅延、パラメーター・デューティ、立ち下がり時間（90〜10%）、立ち下がり時間
（80〜20%）、周波数、最大値、平均値、最小値、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%）、立ち上がり時間（20〜80%）、RMS、標準偏差、トップ（High）、正の幅、
負の幅、スキュー
演算ツール
2個の演算トレース(F1-F2)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、各演算トレースは、二つの
演算を連続的に結合して設定できます。絶対値、アベレージ（加算,連続）、微分、減算、エンベロープ、分解能向上、
指数 (底 e)、指数 (底 10)、FFT（パワースペクトラム、マグニチュード）、フロア、積分、反転、自然対数、常用対数、
積、除数、逆数、再スケーリング、ルーフ、自乗、平方根、加算、トレンド、ズーム
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仕様
パス／フェイル・テスト（合否テスト）
マスク試験（プリセット、またはユーザー定義マスク）試験結果により波形の保存、アラーム、パルス信号出力、ハードコピー、
LabNotebookへ保存可能
ディスプレイ・システム
ディスプレイのサイズ

高解像度タッチ・スクリーン付きカラー12.1インチ・ワイドスクリーン平面パネルTFTアクティブ・マトリックス

解像度

WXGA；1280×800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）、XY、シングル＋XY

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® i3-6100 Dual Core 3.7GHz以上

プロセッサ・メモリ

標準8GB

オペレーティング・システム

Microsoft Windows® 7 for Embedded Systems 64ビット版

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）×2をサポート

USB

USB3.1 Gen1ポート×4（サイド）、USB2.0ポート×2（サイド）、USB2.0ポート×１（フロント）

GPIBポート（オプション）

IEEE-488.2（外付け）をサポート

外部モニタ・ポート

DisplayPort1.1×1、HDMI×１

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）

プローブ
標準装備

÷10 パッシブ・プローブ（4本）

プローブ・システム

ProBus。プローブの互換性を検証し、自動で認識

動作環境
電圧

100～240VAC ±10% @ 50/60 Hz ±5% ：100～120VAC ±10% @ 400 Hz ±5%
自動AC電圧選択

消費電力

285W/285VA

最大消費電力

375W / 375 VA （すべてのPC周辺機器およびアクティブ・プローブを4つのチャンネルに接続した場合）

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3,048 m（10,000 ft）

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）

316 mm × 417 mm × 238 mm

重量

10.3 kg

安全規格
CE認可；ULおよびcUL適合；
UL 61010-1（第3版）、UL 61010-2-030（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。
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オーダー・インフォメーション
オシロスコープ

プローブ
PP025-1

500 MHz パッシブ・プローブ 10:1、10 MΩ、5mm

AP031

700 V、15 MHz高圧差動プローブ

ZD200

200 MHz、3.5 pF、1 MΩアクティブ差動プローブ

標準構成品

ZD500

500 MHz、1.0 pF、1 MΩアクティブ差動プローブ

÷10パッシブ・プローブ（4本）、フロントカバー、基本操作マニュアル、NISTト
レーサビリティ校正証明書（英文）、電源ケーブル（各国の電気仕様に対応）、
3年間保証

ZD1000

1 GHz、1.0 pF、1 MΩアクティブ差動プローブ

ZD1500

1.5 GHz、1.0 pF、1 MΩアクティブ差動プローブ

DCS025

CP031およびCP030向けデスキュー校正ソース

CP030/CP030A

30 A：50 MHz電流プローブ
AC/DC; 30 Arms; 50 Aピークパルス
CP030Aは感度1mA/div

CP031/CP031A

30 A：100 MHz電流プローブ
AC/DC; 30 Arms; 50 Aピークパルス
CP031Aは感度1mA/div

CP150

シリアル・データ・オプション

150 A：10 MHz電流プローブ
AC/DC; 150 Arms; 500 Aピークパルス

CP500

WS510-ARINC429
bus DSymbolic

ARINC 429シンボリック・デコード・オプション

500 A：2 MHz電流プローブ
AC/DC; 500 Arms; 700 Aピークパルス

ADP300

1,400 V、20 MHz高圧差動プローブ

WS510-Audiobus TD

I2S、LJ、RJ、およびTDM用Audioバス・トリガ／
デコード･オプション

ADP305

1,400 V、100 MHz高圧差動プローブ

DA1855A

1Ch、100 MHz差動アンプ、精密電圧ソース付属

ZS1000

1 GHz、0.9 pF、1 MΩ
ハイ・インピーダンス・アクティブ・プローブ

ZS1500

1.5 GHz、0.9 pF、1 MΩ
ハイ・インピーダンス・アクティブ・プローブ
1kVrms、25MHz、高圧差動プローブ

WaveSurfer 510

1GHz、5GS/s、4ch、16Mポイント/ch、12.1インチ・
タッチスクリーン・ディスプレイ搭載。
10GS/s、32Mポイント（インターリーブ時）

アクセサリ・オプション
USB2-GPIB

外付けUSB-GPIBアダプタ

OC1021-A

台車

WS510-HARDCASE

ハードキャリング・ケース

WS510-RACK

ラック・マウント・キット

WS510-FP-JAPANESE

日本語フロントパネル		

WS510-CANbus TD

CANトリガ／デコード･オプション

WS510-CAN FD bus TD

CANトリガ／デコード・シンボリック・オプション

WS510-DPHYbus D

D-PHYデコード・オプション

WS510-DigRF3Gbus D

DigRF 3Gデコード・オプション

WS510-DigRFv4bus D

DigRF v4デコード・オプション

HVD3102

WS510-ENETbus D

イーサネット・デコード・オプション

HVD3102-NOACC 1kVrms、25MHz、高圧差動プローブ（本体のみ）

WS510-EMB

I2C、SPI、およびUARTトリガ／デコード･オプション

HVD3106

WS510-FlexRaybus TD

FlexRayトリガ／デコード･オプション

HVD3106-NOACC 1kVrms、120MHz、高圧差動プローブ（本体のみ）

WS510-I2Cbus TD

I2Cバス・トリガ／デコード･オプション

HVD3106-6M

WS510-LINbus TD

LINトリガ／デコード･オプション

HVD3206

2kV(DC+peakAC)、120MHz、高圧差動プローブ

WS510Manchesterbus D

Manchesterデコード･オプション

HVD3206-6M

2kV(DC+peakAC)、80MHz、高圧差動プローブ、6mケーブル

HVD3605

WS510-MDIObus D

MDIOデコード･オプション

8.485kV(DC+peakAC)、100MHz
高圧差動プローブ、6mケーブル

WS510-1553 TD

MIL-STD-1553トリガ／デコード･オプション

HVP120

400 MHz 、1kV rms、高圧プローブ

WS510-NRZbus D

NRZデコード･オプション

PPE4KV

100:1、400MHz、50MΩ、4kV、高圧プローブ

WS510-SENTbus D

SENTデコード・オプション

PPE5KV

1000:1、400MHz、50MΩ、5kV、高圧プローブ

WS510SpaceWirebus D

SpaceWireデコード・オプション

PPE6KV

1000:1、400MHz、50MΩ、6kV、高圧プローブ

TPA10

テクトロニクス社TekProbe用アダプタ

WS510-SPIbus TD

SPIバス・トリガ／デコード･オプション

WS510-SPMIbus D

SPMIデコード・オプション

WS510-UARTRS232bus TD

UARTおよびRS-232トリガ／デコード･オプション

WS510-USB2bus D

USB 2.0トデコード･オプション

WS510-USB2
-HSICbus D

USB2-HSICデコード･オプション

1kVrms、120MHz、高圧差動プローブ
1kVrms、80MHz、高圧差動プローブ、6mケーブル

ミックスド・シグナル・ソリューション
MS-500

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

MS-500-36

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

MS-250

ミックスド・シグナル・オプション
250MHz、18ch、1GS/s、10Mポイント/ch

ミックスド・シグナル・アクセサリ
PK400-0

エクストラ大型グリッパー・プローブセット、22プローブ入り

PK400-1

大型グリッパー・プローブセット、0.10インチ
（2.54 mm）ピンピッチ用。10プローブ入り、
色分け導線がついた10個のプローブからなるセット

PK400-2

中型グリッパー・プローブセット、0.04インチ
（1.0 mm）ピンピッチ用。10プローブ入り、
色分け導線がついた10個のプローブからなるセット

PK400-3

小型グリッパー・プローブセット、0.008インチ
（0.2 mm）ピンピッチ用。10プローブ入り、
色分け導線がついた10個のプローブからなるセット

MSO-3M

18チャンネル・インタコネクト・ケーブル
3M社製コネクタ 2520-6002用）

MSO-Mictor

36 チャネル・ミクタ・コネクタ

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。
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