オシロスコープのテレダイン・レクロイ

ソリューション・カタログ
2019
テレダイン・レクロイのオシロスコープは、様々な研究・
開発にも活用されています。測定例や機能メリット、波形
観測を行う上での問題点と解決方法などをご紹介しており
ます。科研費申請の際にぜひお役立てください。
測定内容により最適な構成内容は異なりますので、テレダ
イン・レクロイまたは正規代理店まで、まずはお気軽にご
相談ください。
●
●
●
●
●

パルスレーザー測定ソリューション
高速パルスレーザー装置の波形観測ソリューション
テレダイン・レクロイの豊富な解析機能を持つデジタル・オシロスコープで、高速パルスレーザ装置の波形観測で起こ
る問題点・課題を解決いたします。

〈課題〉
● 波形観測を行う際、波形データの保存やその
後PCでの処理など一連の作業が面倒
● パルスレーザー装置からのパルス・エネルギ
ーなどを正確に把握したい
● 補足したパラメータの統計処理

高速パルスレーザー装置の波形観測を行うには、観測
波形に応じた適切な測定帯域の他に、多数の波形を効
率よく取得して、波形特性を表すパラメータを統計的
に分析する必要があります。
もちろん波形データを保存しオフラインPCで処理す
ることも出来ますが、これをオシロスコープ上でリア
ルタイムに処理できることが理想です。

● 波形パラメータの時間変動を確認したい
● 多数の波形を短時間に取得したい。

〈問題点〉
● 波形観測を行う際、波形データの保存、
その後PCでの処理など一連の作業が面倒
● パルスレーザー装置からのパルス・エネ
ルギーなどを正確に把握したい

パルスレーザー測定では通常のシリアル通信における伝送波形
などとは異なり、パルス波形特有のパラメータを用いて特性を
評価する必要があります。
また場合によっては各研究テーマにあわせた特別なパラメータ
が必要となることもあります。波形データ取得後にPCにてデー
タを処理することは出来ますが手間がかかり実験の効率化を妨
げます。

リアルタイムに
すばやく簡単に計測したい！

〈解決法〉
オシロスコープ上でリアルタイムに処理
テレダイン・レクロイのオシロスコープとパルス・パラメー
タ・パッケージ（EMC）を使用すればリアルタイムにオシロス
コープ上で処理することができます。

専用パラメータを選ぶだけで正確に測定
また、パルス波形特有のパラメータを使用し、統計処理をする
ことでパルスレーザー波形の特徴を定量的に把握することがで
きます。

パルスレーザー波形に特有な
パラメータ例

パルス・パラメータ・
パッケージ（EMC）

EMCパルス・パラメータ測定用
パラメータ

カスタマイズ
さらに高機能カスタマイズ・オプション（XDEV）を使用する
ことでユーザーのニーズに合わせたカスタムパラメータ演算を
自由に作成することも可能です。
デジタル・オシロスコープ
WaveRunner 8000シリーズ
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〈課題〉

〈課題〉

● 補足したパラメータの統計処理

多数の波形を短時間に取得したい。

● 波形パラメータの時間変動を確認したい

〈解決法〉
〈解決法〉

シーケンスモード

統計情報表示、ヒストグラム表示とトレンドグラフ
取得したパラメータ値の統計情報表示を行うことができま
す。またヒストグラム表示で分布をみたり、トレンドグラフ
にすることで時間変動を観測することができます。

波形メモリを有効に使い毎秒最大100万波形を取りこぼしな
く取り込みが可能です。取得波形は全てデータとして保存で
き、個々の波形パラメータの統計情報取得、変動の観測が可
能です。

〈構成例〉
高速パルスレーザ測定 構成例
価格帯

品名
1. オシロスコープ本体（4GHz）

300万円〜
700万円未満

2. パルス・パラメータ・パッケージ
3. 高機能カスタマイズオプション

モデル名

価格（税別）

WaveRunner 8404

¥4,240,000

WR8K-EMC

¥220,000

WR8K-XDEV

¥530,000

デジタル・オシロスコープ
WaveRunner 8000シリーズ

合計 ¥4,990,000

150万円〜
300万円未満

1. オシロスコープ本体（1GHz）

WaveRunner 8104

¥2,640,000

合計 ¥2,640,000

1. オシロスコープ本体（200MHz）

HDO4024A

¥1,550,000

150万円未満
合計 ¥1,550,000

デジタル・オシロスコープ
（200MHz〜1GHz、12ビット）
HDO 4000A/6000Aシリーズ

※ 測定内容により最適な構成内容は異なりますので、テレダイン・レクロイまたは正規代理店まで
お問い合わせください。

パルス・パラメータ・パッレージ
EMC
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パワーエレクトロニクス解析ソリューション

パワーエレクトロニクス解析ソリューション
テレダイン・レクロイのオシロスコープと差動アンプで、SiC、GaNパワーデバイス計測で起こる問題点・課題を解決
いたします。

● デバイスの動的なON抵抗（飽和電圧）を計測
できない

SiC、GaNなどの新しい材料を使ったパワー半導体の
開発が進んでいます。これらのデバイスは、より高速
な立ち上がり特性と、より高電圧（6kV以上）に対応
しています。

● 従来のオシロスコープでは、スイッチング時
に発生するオーバーシュートや、微小なノイ
ズを正確に計測できない。

より低損失・高速化するパワーデバイスの計測におい
て実動状態のON領域での損失測定することは非常に
困難になってきています。

〈問題点・課題〉

● 6kV以上の高電圧に対応した差動プローブがない

Vds
( 全体測定 )
Vds
( オーバードライブ測定 )

ON 領域

OFF 領域

ON 領域

OFF 領域

ON 領域

Id

デバイスパワー
=V×1

回路動作状態での
損失を算出できる

〈問題点〉

〈解決法〉

デバイスの動的なON抵抗（飽和電圧）
を計測できない。
通常の測定セットでは動的な飽和電圧Vds(sat)もしくは
ON抵抗Rds(on)が測定できないため、DCカタログ値を使
用して導通損失を推測します。

オシロスコープとアクティブ
プローブだけでは測定に不十分

差動アンプ DA1855Aと差動ペアプローブ DXC100Aを
使用すれば、回路動作状態での実測値を元にした算出が可
能になりデバイスがスイッチング動作している状態で、ON
抵抗を計測できます。（上図はパワー解析ソフトウエア
PWRを使用して測定）

オシロスコープと
差動アンプでON領域の
測定が向上！
差動アンプ
DA1855A

差動ペアプローブ
DXC100
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12ビット・オシロスコープ
HDOシリーズ

〈課題〉

〈課題〉
6kV以上の高電圧に対応した差動プローブ
がない

従来のオシロスコープでは、スイッチング
時に発生するオーバーシュートや、微小な
ノイズを正確に計測できない。

〈解決法〉

〈解決法〉

最大8.4kV（DC+peak AC）の対地間最大定格

高分解能オシロスコープで16倍詳細に表示
分解能12ビットのオシロスコープ（HDOシリーズ）により、
8ビットの16倍の量子化レベルを達成（4,096レベル）。こ
れにより、よりダイナミックレンジの大きな計測ができます。
12ビット

8ビット

電圧対応の高電圧差動プローブ
テレダイン・レクロイの対地間最大定
格 電 圧 8.4kV（ DC+peak AC） 、
100MHzの 高 電 圧 差 動 プ ロ ー ブ
（HVD3605A）ならば、SiCデバイス
にも対応します。

DA1855A
DA1855A
( オーバードライブ測定 )

+12ビット

HVD3605A
高電圧差動プローブ

〈構成例〉
パワーメージャーソリューション
価格帯

300万円〜
700万円未満
SiCデバイス向け

構成例

品名

モデル名

価格（税別）

1. オシロスコープ本体（1GHz）

HDO4104A

¥2,700,000

2. 電源解析ソフトウェア

HDO4K-PWR

¥280,000

HVD3605A

¥550,000

3. 高圧差動プローブ（1KV、120MHz）
4. 電流プローブ（30A、100MHz）

CP031

¥700,000

5. 差動アンプ（100MHz）

DA1855A

¥1,130,00

6. 差動ペアプローブ（最大500V）

DXC100A

¥210,000

デジタル・オシロスコープ
（200MHz〜1GHz、12ビット）
HDO 4000A/6000Aシリーズ

合計 ¥5,570,000

150万円〜
300万円未満
一般的な
MOSFET向け

1. オシロスコープ本体（350MHz）

HDO4034A

¥1,710,000

2. 電源解析ソフトウェア

HDO4K-PWR

¥280,000

CP030

¥520,000

HVD3106A

¥300,000

3. 電流プローブ（30A、50MHz）
4. 高圧差動プローブ（1KV、120MHz）

デジタル・オシロスコープ
（200MHz〜1GHz）
WaveSurfer 3000zシリーズ

合計 ¥2,810,000

150万円未満

1. オシロスコープ本体（350MHz）

WaveSurfer3034z

¥1,020,000

2. 高圧プローブ（4kV、400MHz）

PPE4kV

¥77,000

3. 電流プローブ（30A、50MHz）

CP030

¥520,000

電流プローブ（30A、50/100MHz）
CP030/031

合計 ¥1,617,000

※ 測定内容により最適な構成内容は異なりますので、テレダイン・レクロイまたは正規代理店まで
お問い合わせください。
差動アンプ（100MHz）
DA1855A
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超音波診断／非破壊検査用ソリューション
超音波診断／非破壊検査用ソリューション
オシロスコープは超音波診断／非破壊検査などの研究・開発でも活用されています。 テレダイン・レクロイの高い分解
能12ビット・オシロスコープを使用した測定例とメリットをご紹介します。

1

2

シングルショット
全帯域12ビット分解能

単発（シングルショット）で12ビッ
ト分解能は、テレダイン・レクロイだ
けです。しかも最高で1GHz帯域まで
12ビットで捕捉可能なので、高周波
まで安定して測定可能です。

雑音が少なくセンサの
微小出力もクリアに表示

低雑音設計で、非常にクリーンな波形
が表示されます。従ってセンサの微弱
な出力もクリアに表示できます。

3

繰返すパルス波形を
連続して捕捉

パルス状の信号を連続して高速に捕捉
出来るので、パルス毎の応答特性が評
価できます。

超音波解析に最適な3つの演算を標準搭載
● Average；
平均化処理（最高100万回）
● Interpolation：
不規則な波形の表示に
SinX/x関数
● ERes：
分解能向上関数（最高3ビット向上）

受信回路

送受波器

送信回路
12ビット・オシロスコープ
HDOシリーズ

代表的なアプリケーション
用途・目的
エコー検診装置
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測定の例

機能メリット

超音波診断装置のプローブ部分の検証や、センサの

送振波と受振波を同時に観測し、時間差を求める

特性評価

ことも可能

Mモード
(Motion Mode)

セクタ型、リニア型、ラジアル型などあらゆる電子・
機械掃引センサの動作確認

送受信タイミングと素子選択信号を同時に観測

高周波測定

30MHz程度（細微体腔内用途）の高周波信号の観測

5次高調波までカバーできる広帯域仕様

振動センサ

圧電素材などの高インピーダンス出力型センサの出力
信号を観測が可能

高抵抗入力プローブを組合せて安定した信号捕捉

レーダ装置

パルスレーダのプリトリガ・送信波・受信波を同時に捕捉

距離補正の調整やSTCの調整に利用可能

微弱信号を確実に捕らえる低ノイズ設計
8ビット

12ビット

無入力時のノイズレベルを8ビット
（黄）と12ビット（赤）のオシロス
コープで比較すると、ノイズレベル
が半分以下で、ノイズが低いことが
判ります。

デットタイムを最小、かつメモリを有効活用するシーケンス・トリガ機能

5μsの 現 象 を 1,000
回捕捉するための設定

捕捉処理を集中して
行い、高速に捕捉する

メモリ容量を節約し、
長時間の捕捉も可能

レーザなどの間欠現
象の連続捕捉に最適

最小1µs

画面に捕捉した部分だけを表示
4ch同時サンプリング
最大10,000セグメント捕捉可能
データとして外部へ出力可能

ここを捕捉

ここを捕捉

〈構成例〉
超音波診断/非破壊検査用ソリューション
価格帯

300万円〜
700万円未満

構成例

品名

モデル名

価格（税別）

1. オシロスコープ本体(1GHz)

HDO6104A

¥3,190,000

2. メモリ・オプション（250Mポイント）

HDO6K-XL

¥1,320,000

3. 高機能カスタマイズオプション
4. アクティブ・プローブ

HDO6K-XDEV

¥530,000

ZS1000

¥160,000

デジタル・オシロスコープ
（200MHz〜1GHz、12ビット）
HDO 4000A/6000Aシリーズ

合計 ¥5,200,000

1. オシロスコープ本体（200MHz）

150万円〜
300万円未満

2. アクティブ・プローブ
3. スペクトラム解析オプション

HDO4024A

¥1,550,000

ZS1000

¥160,000

WR4K-SPECTRUM

¥360,000

合計 ¥2,070,000

1. オシロスコープ本体（200MHz）

HDO4024A

アクティブ・プローブ（1GHz）
ZS1000

¥1,550,000

150万円未満
合計 ¥1,550,000

※ 測定内容により最適な構成内容は異なりますので、テレダイン・レクロイまたは正規代理店まで
お問い合わせください。

スペクトラム解析オプション
SPECTRUM
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センサ評価ソリューション
センサ評価ソリューション
テレダイン・レクロイの高い分解能12ビット・オシロスコープで、センサ評価で起こる問題点・課題を解決いたします。

センサーを使用した最近のアプリケーションにおいて、

〈課題〉

高分解能な出力波形を正確に捕らえることは難しくなっ
て来ています。高分解能センサーの実力を把握するには

● ノイズの少ないクリアな波形を表示させたい

微少な電圧変動を観測する必要がありますが、一般的な

● 高分解能センサーを測定するのにオシロスコープ
の分解能が8ビットしかない！

8ビットADCを搭載したオシロスコープでは主に量子化
ノイズやフロントエンド部のノイズの影響によりこうし
た波形の細かいシェイプは埋もれてしまいます。

加速度／AEセンサ
音響センサ
振動センサ
光センサ
その他のセンサ

12 ビット

12ビット・オシロスコープ
HDOシリーズ

オシロスコープを
おすすめします！

1

シングルショット
全帯域12ビット分解能

単発（シングルショット）で12ビット
分解能は、テレダイン・レクロイだけで
す。しかも最高で1GHz帯域まで12ビ
ットで捕捉可能なので、高周波まで安定
して測定可能です。

用途・目的
加速度センサ

2

雑音が少なくセンサの
微小出力もクリアに表示

低雑音設計で、非常にクリーンな波形が
表示されます。従ってセンサの微弱な出
力もクリアに表示できます。

測定の例
衝突などの衝撃や2次衝突までの時間の測定など

AEセンサ
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3

スペクトラム・オプションで
周波数分析も即座に完了

スペクトラム・オプションを使えば、例
えば共振周波数が変動するような現象
も、視覚的に認識でます。

機能メリット
時間分解能が細かく(400ps)、最大で10msの
現象を捉えられる。

音響センサ

マイクロフォンなどを利用した騒音測定など

スペクトラム・オプションで、共振周波数の
揺らぎが観測できる。

振動センサ

モータなどの回転による振動の測定や、ピエゾ素子を
使った非破壊検査など

FFTで高周波(1.25GHz)まで観測できる。

光センサ

光強度の測定や、レーザ変位などの距離測定など

時間分解能が細かく(400ps)、最大で10msの
現象を捉えられる。

微弱信号を確実に捕らえる低ノイズ設計

8ビット

12ビット

無入力時のノイズレベルを8ビット
（黄）と12ビット（赤）のオシロ
スコープで比較すると、ノイズレベ
ルが半分以下で、ノイズが低いこと
が判ります。

周波数分析を強化するスペクトラム・オプション

スペクトラムが時間的
に変化する場合には、
その軌跡が見えます。

スペクトラムのピー
クを検出してリスト
表示します。

波形表示はアベレージ
ン グ 、MAX HOLDな
ども選択可能です。

周波数範囲は、DC〜
1.25GHzです。

〈構成例〉
センサ評価ソリューション
価格帯

300万円〜
700万円未満

構成例
品名

モデル名

価格（税別）

1. オシロスコープ本体（1GHz）

HDO6104A

¥3,190,000

2. メモリ・オプション（250Mポイント）

HDO6K-XL

¥1,320,000

3. 高機能カスタマイズオプション
4. 差動プローブ（200MHz）

HDO6K-XDEV

¥530,000

ZD200

¥280,000

デジタル・オシロスコープ
（200MHz〜1GHz、12ビット）
HDO 4000A/6000Aシリーズ

合計 ¥5,320,000

1. オシロスコープ本体（200MHz）

150万円〜
300万円未満

HDO4024A

¥1,550,000

2. 差動プローブ（200MHz）

ZD200

¥280,000

3. スペクトラム解析オプション

WR4K-SPECTRUM

¥360,000

合計 ¥2,190,000

1. オシロスコープ本体（200MHz）

HDO4024A

差動プローブ（200MHz）
ZD200

¥1,550,000

150万円未満
合計 ¥1,550,000

※ 測定内容により最適な構成内容は異なりますので、テレダイン・レクロイまたは正規代理店まで
お問い合わせください。
高機能カスタマイズオプション
XDEV
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SPM評価ソリューション
SPM評価ソリューション
テレダイン・レクロイの高い分解能12ビット・オシロスコープで、SPM評価で起こる問題点・課題を解決いたします。

SPM（走査型プローブ顕微鏡）評価を行うには微小なプ

〈課題〉

ローブ変移、共振測定に必要な低ノイズ、高分解能のオ
シロスコープでの観測が必要ですが、一般的な8ビット

● ノイズの少ないクリアな波形を表示させたい

ADCを搭載したオシロスコープでは主にセットノイズや

● 単発捕捉でかつ高分解能のオシロスコープがない

量子化誤差の影響から、リアルタイムによるサンプルは
難しいとされています。

SPM
AFM
STM
MFM
KFM

12 ビット

12ビット・オシロスコープ
HDOシリーズ

オシロスコープを
おすすめします！

1

雑音が少なくセンサの
微小出力もクリアに表示

低雑音設計で、非常にクリーンな波形が
表示されます。従ってセンサの微弱な出
力もクリアに表示できます。

2

シングルショット
全帯域12ビット分解能

単発（シングルショット）で12ビット
分解能は、テレダイン・レクロイだけで
す。しかも広帯域かつ2.5GS/sと高速
サンプリングを実現し、高周波まで安定
して測定可能です。

3

スペクトラム・オプションで
周波数分析も即座に完了

スペクトラム・オプションを使えば、例
えばカンチレバーの固有共振周波数が変
動するような現象も、視覚的に認識でき
ます。

代表的なアプリケーション
用途・目的
SPM
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測定の例

機能メリット

カンチレバー位置決めのアナログ信号を12ビットの

X-Y表示モードを使って、カンチレバーの移動軌跡を

精度で観測

表示可能。

AFM

ダイナミック・モードなどの周波数偏移を利用した
モードでの検証

スペクトラムオプションにより周波数変動軌跡の表示が
可能。

振動センサ

熱振動や、カンチレバーの固有振動などのシステム
ノイズのスペクトラムの観測

FFTで高周波(1.25GHz)まで観測できる。

光センサ

レーザ変位などの距離測定に応用可能

変位計出力分解能（10ビット）も十分にサンプル可能。

微弱信号を確実に捕らえる低ノイズ設計

8ビット

12ビット

無入力時のノイズレベルを8ビット
（黄）と12ビット（赤）のオシロ
スコープで比較すると、ノイズレベ
ルが半分以下で、ノイズが低いこと
が判ります。

周波数分析を強化するスペクトラム・オプション

スペクトラムが時間的
に変化する場合には、
その軌跡が見えます。

スペクトラムのピ
ークを検出してリ
スト表示します。

波形表示はアベレージ
ン グ 、MAX HOLDな
ども選択可能です。

周波数範囲は、
DC〜 1.25GHz
です。

〈構成例〉
SPM評価ソリューション
価格帯

300万円〜
700万円未満

構成例
品名

モデル名

価格（税別）

1. オシロスコープ本体（1GHz）

HDO6104A

¥3,190,000

2. メモリ・オプション（250Mポイント）

HDO6K-XL

¥1,320,000

3. 高機能カスタマイズオプション
4. アクティブ・プローブ

HDO6K-XDEV

¥530,000

ZS1000

¥160,000

デジタル・オシロスコープ
（200MHz〜1GHz、12ビット）
HDO 4000A/6000Aシリーズ

合計 ¥5,200,000

1. オシロスコープ本体（200MHz）

150万円〜
300万円未満

2. アクティブ・プローブ
3. スペクトラム解析オプション

HDO4024A

¥1,550,000

ZS1000

¥160,000

WR4K-SPECTRUM

¥360,000

合計 ¥2,070,000

1. オシロスコープ本体（200MHz）

HDO4024A

アクティブ・プローブ（1GHz）
ZS1000

¥1,550,000

150万円未満
合計 ¥1,550,000

※ 測定内容により最適な構成内容は異なりますので、テレダイン・レクロイまたは正規代理店まで
お問い合わせください。

高機能カスタマイズオプション
XDEV
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