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はじめに 

レクロイの製品をご購入いただき有難うございます。本製品のユニークな機能や特長にご満足いただ

けると確信しております。この基本操作マニュアルでは、WaveMaster 8Zi シリーズ･オシロスコープ（以

下「本製品」または「本オシロスコープ」と表記）の設置と安全性に関する重要な情報を示すほか、本製

品の基本機能（波形の捕捉、表示、解析など）を初めて利用するための操作手順を簡潔に説明します。 

このマニュアルの構成と概要は次のとおりです。 

 「WaveMaster の概要 」では、WaveMaster 8Zi シリーズ･オシロスコープのハードウェア、基

本操作、接続方法などを説明します。 

 「波形の表示 」では、画面のセットアップ、波形のズーム、パーシスタンス表示の設定につい

て説明します。 

 「波形の捕捉 」では、タイムベースの設定、サンプリング･モード、垂直軸の設定について説

明します。 

 「波形の解析 」では、カーソルによる測定、パラメータ測定の設定、演算関数の概要、

WaveScan の概要について説明します。 

 「作業内容の文書化 」では、Lab Notebook 機能の概要を説明します。 

 「保存と呼び出し 」では、オシロスコープ設定と波形の保存と呼び出しのための詳しい手順を

説明します。画面イメージの保存方法とディスク･ユーティリティについても説明します。 
 「プリント 」では、波形のプリント方法やファイルの管理方法を説明します。 

 「ユーティリティ 」では、オシロスコープで利用できる各種ユーティリティについて説明します。 

サポート 

WaveMaster 8Zi シリーズ･オシロスコープを受け取ったら、 初に、梱包物リストまたは請求書写しに

記載されているすべての品目が揃っていることを確認します。欠落しているものや破損しているものが

あった場合は、お近くのレクロイ顧客サービスセンターまたは各国の販売会社にお問い合わせくださ

い。欠落しているものや破損しているものがあった場合に即座にご連絡いただけないと、交換品をお

届けできなくなる可能性があります。レクロイ製品に関して何らかの問題がある場合は、この基本操作

マニュアルの末尾に記載の技術サポート連絡先を参照してください。レクロイ製品に付属のオンライ

ン･ヘルプ･ファイル、または Web サイト（www.lecroy.com）でも、詳細なサポート資料を参照できます。 

ありがとうございます。 

レクロイ製品のご使用時に、これらの資料がお役に立つことを願っております。 

敬 具 

 

David C. Graef 

LeCroy Corporation 

Vice President and Chief Technology Officer 
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安全上のご注意 

このセクションでは、本製品を適切かつ安全な状態で動作させるために注意すべ

き情報や警告を述べています。ここで述べる安全対策だけでなく、一般的な安全

手順にも従う必要があります。 

安全に関する記号 

機器のフロント･パネルまたはリア･パネル、あるいは本マニュアルに、以下の記号

または用語が表示されている場合は、重要な安全上の危険を警告しています。 

 

この記号は警戒が必要なことを示しています。けがや

機器への損傷を防止するために、付属の情報やドキュ

メントを参照してください。 

 

この記号は感電の危険性を警告します。 

 

この記号は測定グランド接続を示します。 

 

この記号は安全グランド接続を示します。 

 

この記号は接地フレームまたはシャシー端子を示しま

す。 
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この記号が付いているスイッチは、スタンバイ（電源）ス

イッチです。このスイッチを押すと、オシロスコー

プの状態が動作モードとスタンバイ･モードの間で

切り替わります。このスイッチは電源を切断するもの

ではありません。オシロスコープの背面にある主電

源スイッチを Off ‘Zero’の位置に切り替えない限

り、機器を完全に電源オフ状態にすることはでき

ません。 

 

この記号は "交流" を示します。 

注意 

「注意」は潜在的な危険を示します。指示に従わないと

機器に損傷を与える可能性がある手順、行為、状態に

対する注意を促します。「注意」が示されている場合

は、現在の状態を完全に理解し、すべての条件に適合

しない限り、先に進んではなりません。 

警告 

「警告」も「注意」と同様に潜在的な危険を示します。た

だし、「注意」が機器への損傷を警告するのとは異なり、

「警告」はけがや死亡を含む人体への被害を警告しま

す。この場合も、現在の状態を完全に理解し、すべて

の条件に適合しない限り、先に進んではなりません。 

CAT I 

EN 61010-1 安全規格に準拠する設置（過電圧）カテゴ

リ定格であり、オシロスコープのフロント･パネルの測定

用端子に適用されます。CAT I 定格端子は、測定値を

取り込んで過渡電圧を適切な低レベルに制限するソー

ス回路にしか接続してはなりません。 
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動作環境 

この機器は屋内での使用が想定されています。清潔で乾燥した、周囲温度 5℃

～40℃の場所で使用してください。 

注意：周囲温度に関しては、直射日光、放射線、その他の熱源に注意してくだ

さい。  

 警告 

このオシロスコープは爆発の可能性のある環境、粉塵の多い環境、湿度の高い

環境では絶対に使用しないでください。 

 注意 

オシロスコープのタッチ･スクリーンに過度な衝撃が加わらないようにしてください。 

 注意 

フロント･パネル端子（CH1, CH2, CH3, CH4, AUX IN, AUX OUT）の 大規定

電圧レベルを超える電圧を接続しないでください。詳細については仕様を参照し

てください。 

設置（過電圧）カテゴリ II は局所配電レベルであり、主電源（AC 電源）に接続さ

れた装置に適用されます。 

設置（過電圧）カテゴリ I は信号レベルであり、測定値を取り込んで過渡電圧を適

切な低レベルに制限するソース回路に接続される装置測定用端子に適用されま

す。 
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汚染度 2 は、通常は乾燥した非導電性の汚染だけが発生する動作環境を指しま

す。場合によっては、結露によって発生する一時的な導電性を予測する必要が

あります。  

保護クラス 1 は保護接地された装置を指します。この装置では、基礎絶縁による

分離とビル配線の保護グランド導体への接続によって感電に対する保護が行わ

れます。 
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次の点に注意してください。 

本製品の設計は、以下の制限事項について EN61010-1 安全基準に適合する

ことが確認されています。 

 設置（過電圧）カテゴリ II（主電源コネクタ）およびカテゴリ I（測定端子） 
 汚染度 2 
 保護クラス I 

冷却 

この機器は内部ファンと通気孔により強制空冷を行っています。オシロスコープの

側面および背面にある通風孔（ファン･ホール）を遮らないよう注意してください。

十分な換気を行うために、機器の側面および背面に 低 10cm（4 インチ）の隙間

が必要です。 

 注意 

オシロスコープの両サイドや背面にある通風孔を遮らないでください。 

この機器は、周囲温度によってファン･スピードを調整する内部ファン制御回路も

備えています。 この機能は機器を起動すると、手動操作なしで自動的に実行さ

れます。 

 注意 

通風孔などからオシロスコープに異物が入らないようにしてください。 

AC 電源 

100～240 Vrms （±10%） AC @ 45/66 Hz; 100～120 Vrms （±5%） AC @ 400 

Hz、自動 AC 電圧選択; 設置カテゴリ: 300V CAT II  

本製品は自動的にライン電圧に対応するため、手動による電圧選択は必要ありま

せん。 
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WaveMaste 8Zi - </= 975 W （975 VA）:4～16GHz モデル。</= 1025 W 

（1025 VA）:20～30GHz モデル。- インストールされているアクセサリ（プローブ、

PC ポート･プラグインなど）によって異なります。 

注意：この機器は、以下の範囲の AC ライン入力に自動的に対応します。 

電圧範囲： 90 ～ 264 Vrms 95 ～ 126 Vrms 

周波数範囲： 45 ～ 66 Hz  440 Hz 

電源接続とグランド接続 

本製品には、ライン電圧および安全グランド接続のために、モールド 3 端子極性

プラグ付き接地コード･セットと標準 IEC320（タイプ C13）コネクタが付属していま

す。AC 入力グランド端子は、本体のフレームに直接接続されています。感電を

防止するために、電源コード･プラグは安全接地端子付き AC コンセントに接続し

なければなりません。 

 警告 - 感電注意！ 

オシロスコープの内側または外側の保護導体が断線するか、あるいは安全接地

端子の接続が切断されると、危険な状態になります。 

意図的な断線は禁止されています。 

スタンバイ･モードでは、オシロスコープがまだ AC 電源に接続されています。AC

電源から物理的に電源コードを抜くか、オシロスコープの背面にある主電

源スイッチを Off ‘Zero’の位置に切り替えない限り、機器を完全に電源オフ

状態にすることはできません。 

オシロスコープは電源ソケットに近い場所に設置してください。AC 電源からオシ

ロスコープを切り離すには、機器をスタンバイ状態にした後で、AC 電源か

ら電源コードを抜いてください。 
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 注意 

フロント･パネルの端子（CH1、CH2、CH3、CH4、AUX IN、AUX OUT）の外郭は、

機器のシャシーに接続されているため安全に接地されています。 

スタンバイ（電源）スイッチとオシロスコープの動作状態 

フロント･パネルのスタンバイ（電源）スイッチによって、オシロスコープの動作状態

を制御します。このトグル･スイッチは、少し押して放せば動作します。スイッチの

下にある LED の色によって、次のとおりオシロスコープの状態を示します。 

 On（LED 緑色）* - オシロスコープの全機能が動作します。 
 Standby（LED オフ）* - オシロスコープは電源オフの状態です（た

だし、一部の状態維持回路は動作しています）。 
 Standby（LED 緑色に点滅）- オシロスコープのコンピュータ･サブ

システム（ハード･ドライブなど）がスタンバイ状態（省電力モー

ド）です。オシロスコープのその他のサブシステムは完全に動作してい

ます。 
*出荷時の設定 

出荷時の設定では、オシロスコープは On（LED 緑色）または Standby（LED

オフ）の 2 つの基本状態にしかなりません。Standby（LED オフ）の状態では、

一部の状態維持回路を除いて、オシロスコープの電源はオフになります（消費電

力は約 12W）。オシロスコープは主電源（AC コンセント）から電源コード

を抜かない限り、完全な電源オフ状態にはなりません。オシロスコープを長

期間使用しない場合は、AC コンセントから電源コードを抜いておくことをお勧め

します。  

Windows の [Control Panel] →  [Power Option] から [Power Options 

Properties] メニューにアクセスすれば、オシロスコープの出荷時の設定

を変更できます。ただし、Windows Power Option の Standby オプションで

は、オシロスコープのコンピュータ･サブシステム（CPU、ハード･ドライ

ブなど）のスタンバイのみ制御でき、オシロスコープの他のサブシステム

は制御できないことに注意してください。通常、これらのサブシステムは動

作状態になったままです。Power Option の設定に関する詳細については、
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Windows の Help メニューまたは他のテクニカル･ドキュメントを参照してください。

このオシロスコープでは、コントロール･ボタンのうち電源ボタン/電源スイッチしか

使用しないため、スリープ･ボタンの説明は適用されません。 

Standby トグル･スイッチを約 5 秒間押したままにすれば、いつでもオシロ

スコープをスタンバイ状態（LED オフ）-電源オフ状態（一部の状態維持回

路を除く）にすることができます。 

校正 

毎年 1 回、校正（キャリブレーション）を実施することをお勧めします。校正は必ず

資格を持った専門スタッフが実施してください。 

クリーニング 

湿った柔らかい布を使って、本体の外側のみ掃除してください。化学物質や研磨

性材料が含まれているものは使用しないでください。本体の内部に絶対に水分が

入らないようにしてください。 

感電防止のため、清掃の前に AC 電源から電源コードを抜いてください。 

 警告 - 感電注意！ 

 オペレータは内部部品に触れてはなりません。 
 カバーを外さないでください。 
 資格のある作業員にサービスを依頼してください。 

異常状態 

本製品は操作マニュアルに従って動作させてください。 

本製品の安全装置が故障している疑いがある場合は、電源コードを抜いて、機器

が誤作動しないようにしてください。 

たとえば、本体に損傷が認められる場合や、輸送中に振動や衝撃を与えた

場合は、安全装置が故障する可能性があります。 

機器を正しく使用するには、すべての指示事項とラベルを注意深く読むことが必

要です。 
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 警告 

製造業者が規定していない方法で使用すると、機器の安全装置が故障する可能

性があります。この機器や付属品を、直接人体に接続したり、患者の検査に使用

しないでください。 
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WaveMaster の概要 

ハードウェア 

フロント･パネル 

次の図の番号付きラベルは、表内の説明に対応しています。 

 
 

番号と説明 番号と説明 番号と説明 

1. 電源ボタン 
2. チャンネル LED イ

ンジケータ 
3. チャンネル入力 

4. 補助入力/出力 

5. ボリューム制御とミ

ュート･ボタン 
6. アース･コネクタ 
7. スピーカー 
8. 高速エッジ、リカバ

リ･クロック、データ

出力 

9. USB ポート 
10. 取外し可能フロン

ト･パネルリモート･

コントロール 
11. フロント･パネル取

外しレバー 
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フロント･パネルの装着と取外し 

 

オシロスコープからフロント･パネルを取り外すには、取外しレバーを左方向にず

らして、右部分を引き出します。 

 

オシロスコープにフロント･パネルを装着するには、 初に下部分を挿入した後、

取外しレバーを左方向にずらして、上部分を定位置に押し込みます。 



WaveMaster 8Zi 

18 WP8Zi-GSM-J-RevA

フロント･パネルをリモート･コントロールとして使用 

取り外したフロント･パネルはリモート･コントロールとして使用できます。USB-

A/USB-Mini B ケーブルを使用して、プラグ&プレイ方式でフロント･パネルをオシ

ロスコープに接続します。  

 

インターフェースパネル 

WaveMaste 8Zi の各種インターフェースは、次のように機器の背面にあります。 
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次の図の番号付きラベルは、表内の説明に対応しています。 

 
 

番号と説明 番号と説明 番号と説明 

1. LBUS （ レ ク ロ イ

Bus） 
2. マウス 
3. キーボード 
4. USB ポート外付け

VGA モニター 

5. イーサネット･ポ

ート 
6. ライン入力スピー

カー 
7. マイクロフォン 

 

8. DVI 用の PCI 拡

張スロット（標準

ディスプレイ･ハ

ードウェア用）、

LSIB 、 そ の 他 の

オプション  （レク

ロイ外部ディスプ

レ イ WMZi-

EXTDISP-15 オ

プション） 

注意: 内部 LAN に接続するときには、システム管理者に相談してください。 
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背面パネル 

次の図の番号付きラベルは、表内の説明に対応しています。 

 
 

番号と説明 番号と説明 番号と説明 

1. 外部クロック入力

（ポートを使用して

いないときは、ア

ースした EMI シー

ルドが必要） 

3. 外部クロック出力 
4. リムーバブル･ハ

ード･ドライブ 
5. DVD-CD + R ドラ

イブ 

5. 電源スイッチ 
6. DC 電源プラグ 
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外付けモニター 

外付けモニターをセットアップするには、ケーブルを接続して、タッチ画面を数回

操作します。これはホットスワップ接続であるため、接続の完了後に機器を再起動

する必要はありません。 

1. オシロスコープの側面にある PCI スロットの DVI 端子と DC 12 端子に外

付けモニター（WMZi-EXTDISP15 オプション）を接続します。オシロスコー

プの側面にある利用可能なポートに USB プラグ（該当の場合）を接続しま

す。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意：標準の VGA モニターを接続する場合は、VGA ポートに接続します。 

2. オシロスコープの電源を入れて起動させた後、メニュー･バーから 

[Display] → [Display Setup...] を選択します。 
3. [Monitor] タブをタッチした後、[Enable External Monitor] ボタンをタッチ

します。 

4. ［Brightness］ フィールドの内部にタッチし、必要に応じて輝度を調整しま

す。 
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次の図は、レイクロイ外付けモニター（WMZi-EXTDISP-15 オプション）を接続し

た WaveMasteｒ 8Zi です。 
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基本コントロール 

ハードウェア/ソフトウェア用コントロール 

基本コントロールに関する以下の節では、オシロスコープのフロント･パネルにある

ハードウェアボタンの一般的な使用方法と、ソフトウェアの画面コントロール･イン

タフェース要素について説明します。 

フロント･パネル上のコントロール 

注意：フロント･パネルの一部のコントロールは、特定の画面メニューと同じ機能

を持っています。たとえば、フロント･パネルの [Print] コントロール･ボタンは、

[Utilities → Utilities Setup → Hardcopy] の [Hardcopy ハードコピー] 機能と

同じです。 

WaveMasteｒ 8Zi の取り外し可能なフロント･パネル 
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フロント･パネルの各セクション 

フロント･パネルは機能に応じて複数のセクションに分けられます。以下の節では、

各セクションを少し詳しく説明します。 

各種セットアップ･コントロール 

 

 Help - これを押すと、LeCroy オンライン･アシスタントが起動します。オン

ライン･ヘルプの目次や索引を表示したり、キーボードを使用してトピックを

検索したりできます。2 つのモニターが設置されている場合、オンライン･

ヘルプは 2 番目のモニター上に表示されます。 
 Default Setup - これを押すと、オシロスコープの設定がデフォルト構成に

リセットされます。画面メニューの [File → Recall Setup → Recall Default 

Setup] を選択するのと同じです。デフォルト設定の一覧については、 

[Save/Recall → Saving and Recalling Scope Settings] を参照してください。 
 Auto Setup - これを一度押すと、[Auto Setup] フライアウト･メニューが画

面右側に表示されます。メニュー上の [Auto Setup] ボタンを押すと、完全

自動セットアップが実行されます。メニュー上の [Channel Find Scale] ボタ

ンを押すと、該当チャンネルのみに対してクイック自動セットアップが実行

されます。フロント･パネル上の [Auto Setup] ボタンを 2 回押すと、 [Auto 

Setup] フライアウト･メニューから 後に選択した処理（デフォルトは完全

自動セットアップ）が実行されます。 
 WaveStream - 捕捉モードが WaveStream に設定されるかを示されます。 
 Intensity - これを押すと、直前に選択した捕捉/サンプリング･モードと

WaveStream モードが切り替わります。WaveStream モードがオンのときに、

このノブを回転させると、WaveStream ディスプレイの輝度が変化します。

WaveStream モードがオフのときに、このノブを回転させると、輝度の設定

が変わります。画面メニューの [Display → Display Setup] を選択するのと

同じです。 
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フロント･パネルのコントロール － TRIGGER セクション 

 

 Level - これを押すと、トリガ･レベルが直前に捕捉された波形に対して

50%の位置に設定されます。回転させると、トリガ･スレッショールド･レベル

が変化します。このレベルは Trigger ラベル上に表示されます。 
 Trigger - トリガの状態（READY または TRIG'D）を示します。トリガの準備

ができたときには、READY が点灯します。トリガの発生時には、TRIG'D が

一時的に点灯します。高速トリガ速度のときには、TRIG'D が点灯したまま

になります。  

 Setup - このボタンを一度押すと、[Trigger Setup] ダイアログが表示されま

す。画面メニューの [Trigger → Trigger Setup] を選択するのと同じです。

[Trigger Setup] ダイアログの表示中にもう一度押すと、ダイアログが閉じま

す。  

 Auto - これを押すと、Auto Trigger モードがオンになります。トリガ条件が

満たされなくても、タイムアウト時間が経過すると、無条件にトリガが発生し

ます。 
 Normal - これを押すと、Normal Trigger モードがオンになります。選択さ

れたトリガの種類に対して設定されているトリガ条件を満たす信号

が入力される度に、トリガを発生させます。 
 Single - これを押すと、Single Trigger モードがオンになります。選択した

トリガの種類で設定されたトリガ条件を満たす信号が入力されるの

を待ち、その信号が入力されると一度だけトリガを発生させます

（シングルショット捕捉）。すでにトリガを待っている状態であれば、

強制的にトリガを発生させます。 
 Stop - これを押すと、信号に対するトリガが発生しません。トリガを

Stop モードにして機器を立ち上げた場合は、"no trace available"というメ

ッセージが表示されます。トレースを表示するには Auto ボタンを押します。 
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フロント･パネルのコントロール － HORIZONTAL セクション 

注意：フロント･パネルの HORIZONTAL セクションの各コントロールは、画面メ

ニュー [Timebase → Horizontal Setup] と同じ機能を持っています。 

 

 Delay - これを押すと、水平ディレイ値がゼロと直前の設定値との間で切り

替わります。回転させると、水平ディレイ値が変化します。 
 Time  - これを回転させると、オシロスコープのタイムベースの"Time/Div"

（捕捉システム）が設定されます。 
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 フロント･パネルのコントロール － Vertical セクション 

注意：フロント･パネルの VERTICAL セクションの各コントロールは、画面メニュ

ー [Vertical → Channel Setup] と同じ機能を持っています。 

 

 チャンネル - フロント･パネル上のチャンネル 1～4 ボタンを押すと、各チ

ャンネルのオン/オフが切り替わります。チャンネル 1～4 ボタンが点灯し

ているとき、VERTICAL セクションの OFFSET ノブと VOLTS/DIV ノブに

よる操作は、オン状態のチャンネルに対してのみ適用されます。  
 Offset - このノブを押すと、オン状態のチャンネルの垂直オフセット値がゼ

ロと直前の設定値との間で切り替わります。ノブを回転させると、その

チャンネルの垂直オフセット値が変化します。  

 Gain - これを押すと、ゲイン調整の変化が事前に設定された刻み幅、又

は微調整の間で切り替わります。回転させると、ゲイン値が変化します。 
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フロント･パネルのコントロール － CURSORS セクション 

注意：フロント･パネルの CURSORS セクションの各コントロールは、画面メニュ

ー [Cursors → Cursors Setup] と同じ機能を持っています。 

 
 Absolute Cursor - これを押すと、使用中のカーソルの種類に応じて、垂

直軸方向または水平軸方向の標準位置（25%）に絶対カーソルが移動しま

す。回転させると、カーソル（絶対カーソル、または 2 つの相対カーソルの

うち 1 つ）の位置が調整されます。 
 Cursor Type - これを一度押すと、 後に選択した種類のカーソルが ON

になります。その後は、押すたびに、カーソルの種類（Off オフ、Abs 
Horizontal 絶対/水平、Rel Horizontal 相対/水平、Abs Vertical 絶対/
垂直、Rel Vertical 相対/垂直）が切り替わります。 

 Relative Cursor - これを押すと、使用中のカーソルの種類に応じて、垂直

軸方向または水平軸方向の標準位置（75%）に相対カーソルが移動します。

回転させると、相対カーソルの位置が調整されます。絶対カーソルには適

用されません。 
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フロント･パネルのコントロール － WAVESCAN セクション 

注意：フロント･パネルの WAVESCAN セクションの各コントロールは、画面メニュ

ー [Analysis → WaveScan] と同じ機能を持っています。 

 
 Scroll - WaveScan が ON のときに、このノブを回転すると、WaveScan でフ

ィルタリングされたイベントの一覧をスクロール表示できます。WaveScan が

OFF のときに回転すると、選択したデータ入力フィールド内の値が調整さ

れます。 
 On/Off - WaveScan の ON と OFF を切り替えます。これは [WaveScan] 

ダイアログの [Enable] をオンにするのと同じです。WaveScan を ON にす

ると、 後に選択されたチャンネルとフィルタ方式が有効な状態になり、

後に有効であったモードで WaveScan が起動されます。また、WaveScan

チャンネルをソースとして Z1 トレースがオンになるほか、選択されたディス

プレイ･グリッドがデュアル･グリッドに変更され、上部のグリッドにはチャン

ネルが表示され、下部のグリッドには WaveScan Z1 トレースが表示されま

す。 
 Setup - このボタンを一度押すと、[WaveScan] ダイアログが表示されます。

画面メニューの [Analysis → WaveScan] を選択するのと同じです。

[WaveScan] ダイアログの表示中にもう一度押すと、ダイアログが閉じます。 
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フロント･パネル上の汎用コントロール 

 

 Print - このボタンを一度押すと、[Print] フライアウト･メニューが表示され

ます。 

メニュー上の [Print Now] ボタンを押すと、[Utilities → Utilities Setup → 

Hardcopy] ダイアログでのプリント設定に基づいて、現在の画面イメージ

が印刷されます。 

メニュー上の [Print Setup... 印刷の設定] ボタンを押すと、[Utilities → 

Utilities Setup → Hardcopy] ダイアログが表示されます。 

メニュー上の [Save Screen to file] ボタンを押すと、[Utilities → Utilities 

Setup → Hardcopy] ダイアログでのファイル仕様に基づいて（ [Save 

Screen to File] ボタンを押すたびに、ファイル名の接尾語が 1 ずつ増加

します）、USB ドライブやハード･ディスクなどの媒体に現在の画面イメージ

が保存されます。 

メニュー上の [Save Screen to Clipboard] ボタンを押すと、現在の画面イメ

ージがクリップボードに保存されます。 

メニュー上の [Send Screen to Email] ボタンを押すと、[Utilities → 

Utilities Setup → Hardcopy] ダイアログでの電子メール設定に基づいて、

現在の画面イメージが電子メールで送信されます。 

メニュー上の [Create Notebook Entry] ボタンを押すと、[Enter Notebook 

Info] ウィンドウを使用して新しい Lab Notebook エントリが作成されます。 

フロント･パネル上の [Print] ボタンを 2 回押すと、[Print] フライアウト･メニ

ューから 後に選択した処理（デフォルトは画面イメージのプリント）が実

行されます。 
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 Touch Screen  - これを押すと、タッチ画面のオン/オフが切り替わります。 
 Clear Sweeps - パーシスタンス･トレース表示、アベレージ･トレー

ス、パラメータ統計、ヒストアイコンなどの複数のスイープ（捕捉）

で蓄積されたデータをクリアします。波形の読み出し中の場合は読

み出しをキャンセルします。これは [Measure → Measure Setup] ダイアロ

グまたは [Math → Math Setup] ダイアログで [Clear Sweeps] を選択する

のと同じです。 

フロント･パネルのコントロール － ZOOM & MATH セクション 

注意：フロント･パネルの ZOOM & MATH セクションの各コントロールは、画面メ

ニュー [Math → Zoom Setup] と同じ機能を持っています。 

 

 Horizontal Position - これを押すと、水平方向のズーム位置がゼロにリセ

ットされます。回転させると、選択した演算トレースまたはズーム･トレ

ースの水平位置が変化します。 
 Horizontal Ratio - これを押すと、水平ズーム比率調整が固定と可変の間

で切り替わります。回転させると、 選択した演算トレースの水平ズーム比

率が変化します。 
 Quick Zoom - これを押すと、 大 4 つの入力信号の拡大ビューがマル

チ･グリッド上に自動的に表示されます。4 つの入力信号の場合、各

信号は 4 つのズーム･トレースに沿って、それぞれ独自のグリッド上に表示

されます。このボタンを押すと、他のすべてのトレースがオフになります。 
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 Vertical Position - これを押すと、垂直方向のズーム位置がゼロにリセット

されます。回転させると、 選択した演算トレースまたはズーム･トレースの

垂直位置が変化します。 
 Vertical Ratio - これを押すと、垂直ズーム比率調整が固定と可変の間で

切り替わります。回転させると、 選択した演算トレースの垂直ズーム比率

が変化します。 
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画面レイアウト、セクション、コントロール 

本オシロスコープの画面は、下記の 3 つのセクションに分けられます。 

 メニュー･バー 
 信号表示グリッド 
 ダイアログ 

注意：フロント･パネルの一部のコントロールは、特定の画面メニューと同じ機能

を持っています。たとえば、フロント･パネルの [Print] コントロール･ボタンは、

[Utilities → Utilities Setup → Hardcopy] の [Hardcopy ハードコピー] 機能と

同じです。 

メニュー･バー 

画面の上部には、頻繁に使われる機能をまとめたメニュー･バーが表示されます。

メニュー･バーのボタンの１つにタッチして、プルダウン･メニューから機能を選択

すると、画面の下部にあるダイアログ･エリアに、選択した機能に対応するダイアロ

グが表示されます。 

メニュー･バーの各機能は、矢印で区切られた選択項目で記載します。たとえば、

[Save Setup] 機能は [File → Save Setup] と記載します。  

クイックアクセス･ツールバー  

メニュー･バーの右側にはクイックアクセス･ツールバーがあります。このツールバ

ー上のボタンを使用すると、トリガ機能にすばやくアクセスできます。 

 
 Auto - これを押すと、Auto Trigger モードがオンになります。トリガ条件が

満たされなくても、タイムアウト時間が経過すると、無条件にトリガが発生し

ます。 
 Normal - これを押すと、Normal Trigger モードがオンになります。選択さ

れたトリガの種類に対して設定されているトリガ条件を満たす信号が入力

される度に、トリガを発生させます。 
 Single - これを押すと、選択したチャンネルについて Single Trigger モー

ドがオンになります。選択したトリガの種類で設定されたトリガ条件を満た
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す信号が入力されるのを待ち、その信号が入力されると一度だけトリガを

発生させます（シングルショット捕捉）。すでにトリガを待っている状態であ

れば、強制的にトリガを発生させます。 
 Stop - これを押すと、信号に対するトリガが発生しません。トリガを Stop モ

ードで機器を立ち上げた場合は、｢no trace available｣というメッセージが

表示されます。  

 Trigger Setup - このボタンを押すと、[Trigger Setup] ダイアログが表示さ

れます。画面メニューの [Trigger → Trigger Setup] を選択するのと同じ

です。   

信号表示グリッド 

メニュー･バーの [Display → Display Setup] をタッチすると、信号表示グリッドを

セットアップできます。[Display] ダイアログでは、グリッドの組み合わせやグリッド

の輝度を設定することができます。  

オシロスコープの使用時には、ラベル表示やポップアップ・メニュー機能

も役立ちます。 

 ディスクリプタ･ラベル - 詳細については、「トレース･ディスクリプタ」を参

照してください。 
 ポップアップ･メニュー － 波形をクリックすると、ポップアップ･メニューが表

示されます。 
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このポップアップ･メニューから、次の機能を実行できます。 
 トレースのセットアップ･ダイアログを開く。 
 トレース･デスクリプタ･ラベルの表示/非表示を切り替える。 
 トレースの演算ダイアログを開く。 
 トレースの測定ダイアログを開く。 
 選択したトレースに注釈を追加する。 
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ダイアログ･エリア 

各種情報が表示される画面の下部では、項目の選択やデータの入力を行います。

通常、画面の下部は、テーブル形式の表示領域、サブテーブル、ポップアップ･

ダイアログからなります。ダイアログ･エリアは、タッチ画面のボタンやフロント･パネ

ルのボタンによって制御されます。 

データの入力時には、ダイアログ･エリアの次のコントロールが役立ちます。 

 スライダー･バー - データ入力フィールドの内部をクリックすると、画面の

下部にスライダー･バーが表示されます。  

左側のスライダーを使用すると、値を微調整できます。右側の値スライ

ダーを使用すると、値を大まかに調整できます。値スライダをクリックす

ると、フィールドが特定の値に設定されます。スライダー･バー上の 

[Default] ボタンをクリックすると、フィールドがデフォルト値にリセットさ

れます。スライダー･バー上のキーパッド･ボタン  をクリックす

ると、ポップアップ数値キーパッドを使用して値を設定できます。 

 フライアウト･メニュー - フロント･パネルの [Print] ボタンまたは [Auto 

Setup] ボタンを押すと、フライアウト･メニューが表示されます。フライアウ

ト･メニューの詳細については、「フロント･パネルの各セクション」を参照し

てください。 



基本操作マニュアル 

WP8Zi-GSM-J-RevA 37

接続 

汎用 ProBus/ProLink インタフェース 

レクロイ社の ProBus プローブ･システムは、プローブで信号をピックアップするとこ

ろから信号を表示するまでを統括した計測ソリューションを提供します。ProBus
を使用すれば、接続したプローブのゲインやオフセットなどをオシロスコ

ープ本体のフロント･パネルから直接調整できます。これは、電圧プローブ、

差動プローブ、電流プローブなどを利用する時に特に有効です。ProBus の

EPROM からゲイン/オフセット補正係数を読み出して、自動補正による完

全校正測定を実現できます。 

機器と幅広いアクセサリとのインテリジェンスな組み合わせは、標準の BNC コネク

タとプローブ･リング接続で提供される機能を越えた便利な機能を提供します。

ProBus は、接続されたプローブの種類を自動認識することで正しい信号の入力

を保証します。これにより、減衰量や増幅定数を手動で設定する際の憶測による

作業やミスを防止します。 

レクロイ WaveMasteｒ 8Zi シリーズのオシロスコープには、汎用 ProBus/ProLink

プローブ･インタフェースが付属しています。次の図に示すように、各チャンネル

には広帯域 ProLink コネクタと 50 Ω/1 MΩ ProBus コネクタがあります。 
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図 1-1. 4 組の ProBus/ProLink プローブ･インタフェースを持つ WaveMaster 8Zi

シリーズ（このオシロスコープはレクロイのすべてのプローブと互換性がある） 

このユニークなインタフェースのおかげで、ユーザーはオシロスコープで使用する

プローブを極めて柔軟に選択できます。ProLink 入力は、SMA ケーブル、レクロ

イ ProLink プローブ、アクセサリーに対して高信頼･広帯域･相互交換可能なイン

タフェースを提供します。ProLink は広帯域プローブで使用されます。  

50 Ωと 1 MΩの入力インピーダンスをサポートする ProBus インタフェースは、ハイ

インピーダンス･パッシブ･プローブ、ハイインピーダンス･アクティブ･プローブ、電

流プローブ、高電圧プローブ、差動プローブなど、広範な種類のプローブに対し

てプローブ電源と制御機能を提供します。ProBus には、パッシブ･プローブを検

出するための感度リングもあります。 

WaveMaster 8Zi の 20GHz～30GHz モデルは、ProBus インタフェースの 2ch、

3ch の位置に 高帯域の入力に対応するための 2.92mm インターフェースがあり

ます。 

次の図に、チャンネルの一般的なセットアップ例を示します。入力はダイアログ･

ボックスの左側で選択します。この例では、入力は A で、ProLink インタフェース
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が選択されています。個々の入力について、プローブの減衰率、帯域幅、カップ

リングがそれぞれ独自に設定されています。 

 

図 1-2. チャンネル画面のレイアウト（入力 A の ProLink インタフェースのセットア

ップ例） 

注記: 入力 A（上側）と B（下側）の 2 列は、WaveMaste 8Zi シリーズ 4～16GHz

のオシロスコープで利用可能です。 
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ProBus インタフェースのセットアップ例を次の図に示します。このインタフェースで

は、入力インピーダンスとして 50Ωまたは 1MΩを選択できます。 

 

図 1-3. チャンネル画面のレイアウト（入力 B の ProBus インタフェースのセットア

ップ例） 

汎用プローブ･インタフェースのもう 1 つの利点は、上下段 2 種類のプローブ･セ

ットアップを切り替えられることです。この機能はリモート･プログラミング可能であ

るため、インタフェースをスイッチのように動作させることができます。 

汎用 ProBus/ProLink/2.92mm インタフェースの特性を次の表に示します。各イン

タフェースはプローブに電源を供給します。I2C インタフェースによるプローブとの

通信では、プローブの認識と対話がサポートされます。これによって、オシロスコ

ープ側で各プローブの検出と制御が可能になるため、システムの柔軟性が増しま

す。 

プローブ･ 

インタフェース 

ProBus 

（帯域幅） 

ProLink 

（帯域幅） 

2.92mm 

(帯域幅、20-30GHz) 

50 Ω 3.5 GHz 4-6 GHz 20-30GHz 

1 MΩ 500 MHz NA NA 

表 1-1. プローブ･インタフェースの特性 

注記: WaveMaster 8Zi の 4-16GHz オシロスコープは ProBus/ProLink インタフ

ェースの搭載により、DC～3.5GHz の入力と 4～16GHz 高帯域入力に対応す

ることが出来ます。さらに、20-30GHz の WaveMaster8Zi モデルは 高帯域幅

入力のための 2.92mm の 2 個のインタフェースを搭載しています。 この 2 個の

コネクタがチャンネル 2 と 3 で ProBus インタフェースと置き換わっています。 
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ProLink インタフェース 

一部の機器については、レクロイ ProLink アダプタ（LPA）を使用して、次の 3 通り

の方法のいずれかで信号を接続できます。 

 BMA コネクタ  
 BMA-to-SMA アダプタを使用した SMA コネクタ （4GHz～8GHz のモデ

ルには 4 個のアダプタを標準装備） 
 BMA-to-BNC アダプタ（オプション）を使用した BNC コネクタ 
 BMA-to-2.92mm アダプタを使用した K コネクタ(2.92mm)。（13GHz～

30GHz のモデルには 4 個のアダプタを標準装備） 

図 1-4  BMA-to-SMA、BMA-to-BNC、BMA-to-2.92mm アダプタ 

図 1-5 （1） BMA コネクタ（メス）、（2） ProLink BMA-to-SMA アダプタ装着、

（3） ProLink BMA-to-BNC アダプタ装着、（４）ProLink BMA-to-2.92mm ア

ダプタ装着 
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注意：アクティブ･プローブを機器に接続するときは、必ず ProLink BMA-to-

BNC アダプタ（上図のアイテム 3）を使用してください。プローブをアダプタなし

で直接フロント･パネル･コネクタ（アイテム 1）に差し込まないでください。 

アダプタの接続 

ProLink アダプタの接合端には、下図に示すとおり、4 個の締付けクリップがあり

ます。 

 

アダプタを機器のコネクタ･パネルに装着するときは、オス型 6 ピン･コネクタをメス

型コネクタに合わせて、アダプタを真っ直ぐ押し込みます。少し抵抗があり、4 本

のクリップがはまるときにカッチという音が聞こえます。クリップがはまったら拘束ネ

ジを締めてください。 

アダプタを取り外すときには、2 個の拘束ネジを緩めます。アダプタを押し下げて

クリップを外します。これには少し力を入れる必要があります。コネクタやメス型

BMA コネクタ、またはピンを結合あるいは分離する際に 初に音がしますが、15

度までの傾きまでは損傷することはありません。 

補助信号出力 

AUX OUTPUT コネクタからは、プローブの校正信号以外に、下記の信号を出力

できます。 
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方形波 

 

トリガ出力 － 別のオシロスコープをトリガするのに使用でき

ます。 

 
直流レベル － 基準レベル （一部の機器では利用不可） 

 

トリガ･イネーブル － オシロスコープが READY（稼動可能

状態）のときに別の機器をトリガするためのゲーティング機

能として使用できます。 

 

Pass/Fail – 1 ms～500 ms のパルス持続時間を設定できます。

合否（Pass/Fail）テストが作動中で、条件に合格するとパル

スを発生します。 

 
補助出力オフ － 補助出力信号をオフにします。 
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補助出力のセットアップ 

1. メニュー･バーの [Utilities → Utilities Setup...] をタッチします。 
2. [Aux Output 補助出力] タブにタッチします。 
3. 1kHz、1V の方形波を出力するには、該当ラベルのボタンにタッチ

します。 
4. 特殊な信号を出力するには、[Use Auxiliary Output For] の下にあるボタ

ンの 1 つにタッチします。 
5. [Amplitude] データ入力フィールドの内部にタッチし、ポップアップ･キー

パッドを使って値を入力します。 
6. 方形波を選択する場合は、[Frequency] データ入力フィールドの内部にタ

ッチし、ポップアップ･キーパッドを使って周波数値を入力します。ここで

は、500 Hz から 5 MHz までの値を設定できます。 
7. [Pass/Fail 合否] を選択した場合は、[Pulse Duration パルス持続時

間] フィールド内部にタッチし、ポップアップ数値キーパッドを使

用して 1 ms から 131 ms の範囲のパルス持続時間値を入力します。
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波形の捕捉 

タイムベース 

タイムベースの設定と制御 

タイムベースを設定するには、フロント･パネルの Horizontal コントロールを使用し

ます。 

タイムベースの詳細な設定 

1. [Timebase → Horizontal Setup] をタッチします。[Timebase] ダイアログが

表示されます。 

2. [Time/Division] データ入力フィールドの内部をタッチし、ウィンドウの下部

にあるスライダー･バーを使用して値を入力します。ポップアップ数値キー

パッドを使用して値を入力する場合は、スライダー･バー上のキーパッド･

ボタン をクリックします。または、上下矢印を使用して値を増

減させます。 

3. [Delay] データ入力フィールドの内部をタッチして値を直接入力します。ま

たは、ウィンドウの下部にあるスライダー･バーを使用して値を増減させま

す。スライダー･バー上のキーパッド･ボタン をクリックし、ポッ

プアップ･キーパッドを使用して値を入力します。ディレイをゼロに設定す

る場合は、[Set To Zero ゼロに設定] ボタンにタッチします。 

オート･セットアップ 

チャンネルがオンになっている場合は、それらのチャンネルに対してオート･セット

アップを実行できます。どのチャンネルもオンになっていない場合は、すべてのチ

ャンネルに対してオート･セットアップが機能します。2 つ以上のチャンネルがオン

になっている場合は、信号が適用されているチャンネルのうち、番号の一番小さ

いチャンネルの信号が自動的にエッジ･トリガのソースとなります。 

オート･セットアップを実行には、フロント･パネル上の Auto Setup を押

すか、垂直軸、タイムベース、トリガプルダウン･

メニュー内の Auto Setup  をタッチします。 
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サンプリング･モード 

選択したタイムベースに基づき、サンプリング･モードとして、シングルショット （リア

ルタイム） 、シーケンス 、または RIS のい

ずれかを選択することができます。 

一部のオシロスコープでは、ロール モードもサポートされます。 

サンプリング･モードの選択 

1. メニュー･バーの [Timebase → Horizontal Setup] をタッチします。 

2. [Timebase] ダイアログ内の [Sample Mode] ボタンをタッチします。 

シングルショット･サンプリング･モード 

基本的な捕捉技法 

シングルショット･モードでは、入力信号を一定の間隔でサンプリングし、デジタル

化された一連の電圧値を得ます。また、単一のトリガ･イベントに関わる一連のデ

ータ値を計測します。通常、トリガ･イベントの発生後に一定数のサンプルが収集

されると、捕捉が停止されます（この一定数は、選択されたトリガ･ディレイによって

決定され、タイムベースに基づいて測定されます）。トリガ･イベントの発生時刻が

時間ゼロとみなされ、波形の水平位置（および波形ウインドウ全体の位置）が決ま

ります。 

トリガ･ディレイには、プリトリガとポストトリガがあります。プリトリガはディスプレイ･グ

リッドの左端からトリガ･イベントの発生時刻までの時間であり、ポストトリガはトリガ･

イベントが発生してから現在までの時間です。プリトリガでは、トリガ･イベントのか

なり前からトリガ･イベントの発生時刻までの範囲で、波形をサンプリングすること

ができます。これは 100%プリトリガと呼ばれ、トリガ条件が満たされてトリガ･イベン

トが発生する時点までの波形を確認することができます（プリトリガ情報について

は、 大レコード長までのポイントがオシロスコープに保持されます）。一方、ポス
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トトリガでは、イベントが発生した後、10,000 div に相当するポイント以降の波形を

サンプリングすることができます。 

本オシロスコープの個々の入力チャンネルには専用の AD コンバータがあるため、

各チャンネルの波形が同時にサンプリングされて計測されます。このようにして、

チャンネル間の時間がきわめて高い精度で計測されます。 

タイムベースを大きい値に設定すると、シングルショット･サンプリング速度の 高

値が使用されます。一方、タイムベースの値が小さい場合は、サンプリング速度が

遅くなり、保持されるサンプルの数が減少します。 

サンプリング速度、メモリ、時間の間には、次式で定義される関係があります。 

 

 
および 

  

シーケンス･サンプリング･モード（セグメントの操作） 

シーケンス･サンプリング･モードでは、 高 15,000 個のトリガー･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。このモードは、数多くの高速パ

ルスを短い間隔で連続的に捕捉するとき、またはイベント間の間隔が長い捕捉すると

きに極めて有用です。本オシロスコープには、各イベント間の重要でない区間を無

視しながら、長時間に渡って複雑なイベント･シーケンスを細かく捕捉する機能が

あります。また、高精度の捕捉タイムベースを使用して、特定のセグメント上にある

イベント間の時間を計測することもできます。 

シーケンス･モードには複数のユニークな機能があります。 

 大 4 個のチャンネルを同時に捕捉できます。 

 連続したセグメントのトリガ･イベント間のデッド･タイムを 小限に抑えるこ

とができます。  

 捕捉のタイム･スタンプを表示できます。 

 個々のセグメントを拡大表示する機能、各セグメントを演算関数の入力とし

て使用する機能があります。 
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 高度なトリガとシーケンス･モードを組み合わせて稀なイベントを検出する

機能、数時間または数日間にわたって全イベントを捕捉する機能、捕捉し

た各イベントを個別に表示･解析する機能があります。 

 遠隔操作によるシーケンス･モードでは、本オシロスコープ固有のデータ

高速転送機能を完全に利用できます。 

シーケンス･モードでは、シングルショット･モードで捕捉された複数の固定長セグ

メントの波形により構成されます（制限値については機器の仕様を参照）。各セグ

メントの捕捉時間は、シーケンス･タイムベースの設定に基づいて決定されます

（10 x time/div）。なお、サンプルまたはセグメントの実際の数、および時間または

ポイントを決めるときには、シーケンス･タイムベースの設定とともに、ユーザーが

指定したセグメント数、セグメントの 大長、利用可能なメモリ総量も考慮されます。  

 

図 3-1 セグメントを捕捉する仕組み 
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シーケンス･モードの設定 

シーケンス･モードを設定するときには、シングルショット･モードで捕捉される固定

長セグメントの個数を指定します（制限値については機器の仕様を参照）。各セグ

メントの捕捉時間は、シーケンス･タイムベースの設定に基づいて決定されます。

なお、サンプルまたはセグメントの実際の数、および時間またはポイントを決める

ときには、シーケンス･タイムベースの設定とともに、ユーザーが指定したセグメント

数、セグメントの 大長、利用可能なメモリ総量も考慮されます。 

 

図 3-2. シーケンス･モードの設定 
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1. メニュー･バーの [Timebase → Horizontal Setup] をタッチします。 

2. [Sampling Mode] で、[Sequence] モード･ボタン にタッチします。 

3. [Sequence] タブをクリックします。 

4. [Acquisition Settings] セクションで、[Num Segments] データ入力フィール

ドの内部をタッチし、ウィンドウの下部にあるスライダー･バー使用して、表

示対象のセグメント数を入力します。スライダー･バー上のキーパッド･ボタ

ン をクリックし、ポップアップ数値キーパッドを使用して値を入

力します。 

注意：表示するセグメント数（ 大 80）は、波形内にあるセグメントの

総数より少なくてもかまいません。たとえば、上記のポップアップ画像

では、表示するセグメント数が 10 個ですが、[タイムベース] ダイアロ

グの [Num Segments セグメント数] フィールドに入力されたセグメント

総数は 100 個です。 

5. [Enable Timeout タイムアウトを有効にする] チェックボックスをオンにしま

す。 

6. [Timeout] データ入力フィールドの内部をタッチし、ウィンドウの下部にあ

るスライダー･バーを使用してタイムアウト値を入力します。スライダー･バ

ー上のキーパッド･ボタン をクリックし、ポップアップ数値キー

パッドを使用して値を入力します。 

注意：有効なトリガが発生しないままタイムアウト値を超えた場合にシーケ

ンス捕捉を自動的に中止するには、シーケンス･モードのタイムアウト条件

を設定します。タイムアウト時間では、何らかの理由でセグメント数が正しく

カウントされず、着信する予定のないセグメントを待機するという無限ルー

プが発生した場合に、捕捉処理を打ち切るまでの時間を指定します。待

機中は（タイムアウト時間が経過するまでは）オシロスコープの各種機能を

利用できません。タイムアウト時間を過ぎると、捕捉が終了して波形が表示

され、オシロスコープの機能を利用できるようになります。 
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7. [Display Settings] セクションで、[Display Mode 表示モード] フィールドの

内部にタッチして、ポップアップ･メニューからシーケンス･モード表示を選

択します。（WaveStream モードでは各セグメントの波形は全て重ね書きさ

れます。） 

8. フロント･パネルの SINGLE トリガ･ボタンをタッチします。 

注意：Single モードによる捕捉が開始された後、フロント･パネルの Single

ボタンをもう一度押すか、フロント･パネルの STOP ボタンを押すと、捕捉

をいつでも中止することができます。その場合、既に捕捉されたセグメン

トはメモリに保持されます。 
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シーケンス･モードでのセグメントのズーム 

フロント･パネルの QUICKZOOM ボタンを使用すると、個々のセグメントを簡単にズ

ームできます。ズーム時のデフォルトのズーム･トレースはセグメント 1 になります。

チャンネル･ディスクリプタには、捕捉されたセグメントの総数が表示されます。ズ

ーム･ディスクリプタには、ズーム内のセグメント数と [Seg #] が表示されます。フロ

ント･パネルの ZOOM 位置ノブを使用すると、セグメント間をスクロールできます。 

 

図 3-3. シーケンス･モードでのセグメントのズーム例 

1. フロント･パネルの QuickZoom ボタン  をタッチします。 

2. セグメント間をスクロールするには、フロント･パネルの ZOOM 位置ノブを回

転します。 

3. 拡大率を調整するには、新たに作成された Zx トレース･ラベルをタッチし

ます。ズーム（Z1～Z4）のセットアップ･ダイアログが開きます。このダイアロ

グ内には、現在の縦横拡大率が表示されます。 

4. 縦横のズーム率を細かい刻み幅で調整する場合は、ダイアログの右側の 

[Var. 可変] チェックボックスをオンにして、可変ズームを有効にします。こ

うすると、ズーム制御ボタン  にタッチするたびに、ズーム率が細か
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い刻み幅で変化するようになります。 

 

または 

 

標準的な刻み幅でズーム率を調整する場合は、[Var. 可変] チェック

ボックスをオフにします。 

 

または 

 

縦横のズーム率を数値で直接指定する場合は、[Horizontal Scale/div 

水平軸/区画] フィールド内部をタッチし、ポップアップ数値キーパッド

を使用して時間分割値を入力します。[Vertical Scale/div 垂直軸/区

画] フィールド内部をタッチして、電圧値を入力します。 

個々のセグメントの表示 

1. メニュー･バーの [Math → Math Setup] をタッチします。 

2. [ファンクション] タブ（F1～Fx）をタッチします。利用可能な演算トレースの

個数は、オシロスコープにインストールされたソフトウェア･オプションに応

じて異なります。詳細については仕様を参照してください。 

3. [Operator1 演算子 1] フィールドの内部をタッチし、ポップアップ･メニュー

から [Segment  セグメント]  を選択します。 

4. 右側のダイアログ内の [Select] タブをタッチします。 

5. [First Selected] データ入力フィールドの内部をタッチし、ウィンドウの下部

にあるスライダー･バーを使用して、表示対象の 初のセグメントを選択し

ます。スライダー･バー上のキーパッド･ボタン  をクリックし、ポップア

ップ数値キーパッドを使用して値を入力します。 

注意：パーシスタンス･モードでは、各セグメントが自動的に相互に重ね合

わされて表示されます。非パーシスタンス･モードでは、各セグメントがグリ

ッド上に別々に表示されます。 



WaveMaster 8Zi 

54 WP8Zi-GSM-J-RevA

タイム･スタンプの表示 

各セグメントのタイム･スタンプを表示できます。  

 

図 3-4. セグメントのタイム･スタンプの表示 

1. メニュー･バーの [Timebase → Acquisition Status] をタッチします。 

 

または 

 

メニュー･バーの [Vertical → Channel Status] をタッチします。 

2. [Trigger Time トリガ時間] タブをタッチします。 

3. [Show Status For] セクションの [Time] ボタンをタッチします。 

4. [Select Segment] フィールドの内部をタッチし、ポップアップ･キーパッドを

使用してセグメントの番号を入力します。または、矢印ボタンを使用して、

セグメント時間をスクロールします。 
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RIS サンプリング･モード -- 高いサンプリング速度を実現 

RIS （Random Interleaved Sampling） は、シングルショット･サンプリング速度の

高値よりも高い有効サンプリング速度を実現するサンプリング手法です。RIS モー

ドは、安定したトリガを持つ繰り返し波形で使用されます。RIS モードでは、100 回

のシングル･ショット捕捉を 500 MS/s で実行することによって、50 GS/s の 大有

効サンプリング速度を実 現します。RIS モードで捕捉される各ビンは、約 20 ポイ

ントの間隔で配置されます。これらのビンは、時間制約を満たしながらランダムに

捕捉されます。サンプリング時間とイベント･トリガ間の相対時間差によって適切な

信号強度変化が発生します（この変化は 5 ポイントの精度のタイムベースで計測

されます）。 

捕捉を実行するには複数のトリガが必要です。必要なトリガの数はサンプリング速

度に応じて異なります（サンプリング速度が高いほど、より多くのトリガが必要にな

ります）。個々の RIS セグメントは互い違いに合成（インターリーブ）され、シングル

ショット･サンプリング速度の 高値の倍数である時間間隔をカバーする波形が形

成されます（下図を参照）。ただし、オシロスコープによって波形データが収集さ

れるリアルタイム間隔は、波形の時間間隔よりもずっと長くなります。また、このリア

ルタイム間隔はトリガ･レートと必要なインターリーブ量に応じて変化します。本オ

シロスコープには、1 秒あたり約 40,000 個の RIS セグメントを捕捉する処理能力

があります。 

 

注記: 固定サンプリング速度モードでオシロスコープを操作するときは、 RIS モ

ードが使用できないことに注意してください。 
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ロール･モード 

オシロスコープで利用可能な場合は、1 div の時間が１00ms 以上になると、ロー

ル･モードを選択することができます。いつでもロール･モードをキャンセルし、リア

ルタイム･モードに戻ることができます。 

ロール･モードは、十分に低いデータ･レートのシングル･ショット捕捉で得た入力

点を、リアルタイムで表示します。オシロスコープの画面には、トリガ･イベントが検

出されて捕捉が終了するまで、入力データが連続的に表示されます。各チャンネ

ルにつながったパラメータや演算関数は、ロール･モードのバッファが更新される

たびに、新たなデータが入った場合のように、再計算されます。有効なロール･モ

ードの各段階で統計が初期化されます。 

注意：処理時間が捕捉時間よりも長い場合は、メモリ内のデータが上書きされま

す。このとき、オシロスコープから「Channel data is not continuous in ROLL 

mode!!!（ロール･モードのチャンネル･データが途切れています。）」という警告が

発行され、ロール表示が 初から開始されます。 
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垂直軸 

感度と垂直位置の調整 

垂直感度の調整 

1. フロント･パネル上のチャンネル･ボタン（たとえば、チャンネル 1 の場合は

）を押します。 

 

または 

 

メニュー･バーの [Vertical → Channel 1] をタッチします。  

2. [Trace On トレースを有効にする] チェックボックス の内部に

タッチして、トレースを表示します。 

3. 選択したチャンネルについて、フロント･パネルの VERTICAL GAIN （垂直ゲ

イン）ノブを回転します。 

 

または 

 

[Volts/Div] （電圧感度）フィールドの内側をタッチし、スライダー･バーを

使用して数値を入力します。ポップアップ数値キーパッドを使用して値を

入力する場合は、スライダー･バー上のキーパッドボタン

エラー! ファイル名が指定されていません。をクリックします。または、上下

矢印を使用して値を増減させます。 

設定した電圧感度は、トレース･ラベル と [Volts/Div] フ

ィールドに表示されます。 

波形位置の調整 

垂直位置を調整する波形のチャンネル･ボタンのすぐ上にある垂直位置調整ノブ

を回します。または、[Offset 垂直位置] フィールド内部にタッチし、ポップアップ･
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キーパッドを使用して値を入力します。垂直位置をゼロにするには、[Offset 垂直

位置] フィールドのすぐ下にある [Zero Offset ゼロ垂直位置]ボタンを押します。 

カップリング 

カップリングの選択肢は次のとおりです 

 DC 50 Ω （すべての入力） 

 GROUND （すべての入力） 

 DC 1 MΩ （ProBus 入力のみ） 

 AC 1 MΩ （ProBus 入力のみ） 

過負荷防止 

大入力電圧は 4 V（ピーク）です。入力電圧がこの制限値を越えると、カップリ

ング･モードが DC 50 オームから GROUND に自動的に切り替わります。その場

合は、次の手順に従い、カップリングを DC 50 オームに手作業で戻す必要があり

ます。 

カップリングの設定 

1. メニュー･バーの [Vertical → Channel X Setup]をタッチします。 

2. [Coupling カップリング] フィールド内部をタッチし、ポップアップ･メニュー

から目的のカップリング･モードを選択します。 

プローブの減衰率 

プローブの減衰率の設定 

レクロイの ProBus システムでは、プローブが自動的に認識され、プローブの減衰

率が設定されます。プローブの減衰率を手作業で設定するには、次の手順を実

行します。 

1. メニュー･バーの [Vertical 垂直軸] をタッチした後、プルダウン･メニュー

からチャンネルを選択します。 

2. [Probe Atten.  プローブの減衰率] フィールド の内

部をタッチした後、メニューから [divide-by 除数] または [Var 変数] を選
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択します。[Var 変数] を選択した場合は、スライダー･バーまたはポップア

ップ数値キーパッドを使用して値を入力します。 

帯域幅の制限 

帯域幅を制限すると、信号とシステムのノイズが低減され、高周波エイリアシング

が防止されます。 

帯域幅制限の設定 

帯域幅制限は次の手順で設定します。 

1. メニュー･バーの [Vertical 垂直軸] をタッチした後、プルダウン･メニュー

からチャンネルを選択します。 

2. [Bandwidth 帯域幅] フィールド内部をタッチし、ポップアップ･メニューから

帯域幅の制限値を選択します。選択肢は次のとおりです。 

 Full （すべてのモデル） 

 25 GHz（一部のモデル） 

 20 GHz（一部のモデル） 

 16 GHz（一部のモデル） 

 13 GHz（一部のモデル） 

 8 GHz（一部のモデル） 

 4 GHz（一部のモデル） 

 1 GHz（すべてのモデル） 

 200 MHz （すべてのモデル） 

 20MHz （すべてのモデル） 

直線補間とサイン（SinX/X）補間 

直線補間はサンプリング･データの間を直線で結ぶため、方形波のようにエッジが

直線である信号の表示に適しています。一方、サイン補間は、曲線的な信号や不

規則な波形の表示に適しています。特にサンプリング速度がシステムの帯域幅の

3～5 倍である場合には、サイン補間が有効です。 

補間の設定 

1. 補間方式を設定するチャンネルのボタン（たとえば、チャンネル 1 であれ

ば ）をタッチします。 
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2. ダイアログ領域の [Pre-Processing プリプロセシング] セクションで、 

[Interpolation 補間] データ入力フィールドの内部をタッチします。「Pre-

Processing プリプロセシング」とは、通常の演算トレースの前に実行する演

算を意味します。 

3. [Interpolation 補間] データ入力フィールド内部をタッチすると、[Linear 直

線] 補間方式または [Sinx/x サイン] 補間方式を選択するためのポップア

ップ･メニューが表示されます。 

4. 目的の補間方式に対応するボタンをタッチします。 

波形の反転 

オシロスコープに該当の機能がある場合、[Invert 反転] チェックボックスをオンに

すると、選択したチャンネルの波形が反転します。 

垂直軸の自動設定 

チャンネル設定ダイアログには [Find Scale 垂直軸自動設定] ボタンがあります。

この機能では、信号のピークからピークまでの電圧を自動的に測定し、波形が完

全に表示されるように垂直軸を自動調整します。 

垂直軸の自動設定方法 

1. 垂直軸を自動調整する波形のトレース･ラベルを選択します。 

2. [Find Scale 垂直軸自動設定] アイコン をタッチします。 

アベレージ 

チャンネル設定ダイアログには [Averaging アベレージ] フィールドがあります。 

この機能は繰り返し波形の計測で S/N 比を改善することができます。 

ノイズフィルタ 

この機能はスムージングや移動平均に似てロー･パス・フィルタのように

動作します。繰り返し信号でなくアベレージを使用できない場合に高域

ノイズを減衰させることができます。 
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ケーブルＤＥ－EMBEDDING 

[Cable De-Embedding ケーブル De-Embedding]チェックボックスをオンにする

と、ダイアログメニューに新たにＣａｂｌｅ Ｄｅ－Ｅｍｂｅｄｄｉｎｇタブが追加されます。

この機能は測定システムで使用しているケーブルの影響を取り除き、本来の波

形に近い状態を再現します。 

 

ケーブルＤＥ－EMBEDDIN の設定 

ケーブル De-Embedding 機能は４チャンネル全てに搭載されており、それぞれ

独立に設定することができます。 

ケーブルの特性を特定するために減衰テーブルへの入力とケーブルの損失モ

デル（ケーブルの製造元から提供）から２つの減衰定数を入力する２つの方法

があります。そしてディレイと物理的なケーブル長を入力する必要があります。 

 
１. チャンネル・ボタンをタッチします。 

２. チャンネル・ダイアログボックスの中で Cable De-Embedding チェックボック

スをタッチします。 

３. Cable De-Embedding タブをタッチします。 

４. Cable Specified by をタッチして[Attenuation Table 減衰テーブル]への入

力か[Attenuation Constants 減衰定数]への入力かを選択します。 
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もし減衰テーブルへの入力を選択されたならば、アッテネーションの値と周波

数を入力して Add を押してアッテネーションテーブルに追加してください。も

しテーブルの中の一部の値を変更したい場合には、リスト中の変更したい値

をタッチしてハイライトにしてアッテネーションの値と周波数を変更して click

を押してください。もし特定の値を削除したい場合には、値にタッチしてハイ

ライトにしてから Delete を押してください。 

５. Delay Specified by をタッチしてディレイを指定します。ディレイは

[Propagation Velocity 伝 播 速 度 ], [Nominal Delay 公 称 デ ィ レ イ ], 

[Dielectric Constant 誘電率]のいずれかを選択できます。 

６. Cable Length にタッチしてケーブル長をインチで入力します。 

７. Apply を押してケーブル De-Embedding を開始します。 

 

ケーブル設定の保存 

ユーザーによりケーブル設定の保存、読み込みができます。ケーブルの設定

情報は保存を行わない限りアプリケーションの終了と共に失われます。 

１． ファイル名 [DefaultCable]フィールドにタッチし、ファイル名をＫｅｙｐａｄを使

って入力します。 

２． Ｓａｖｅボタンを押して保存してください。 
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３． ゲインの微調整 

ゲインの微調整を有効にすると、ゲインを増減するときの刻み幅を変更することが

できます。たとえば、ゲインの微調整が有効になっていない場合は、上下ボタンを

押すたびに、事前に設定された刻み幅（10 mV または 100 mV）でゲインが増減

します。 

一方、ゲインの微調整が有効である場合は、波形のサイズに応じて、 小 1 mV 

の刻み幅でゲインを増減することができます。 

ゲインの微調整を有効にする 

1. ゲインを微調整する波形のトレース･ラベルを選択します。 

2. [Variable Gain ゲインの微調整] チェックボックスをオンにします。 

チャンネルのスキュー補正 

Deskew 演算関数と違って、チャンネルのスキュー補正（Deskew）では再サンプリ

ングが実行されず、ユーザーが入力した値に応じて水平位置が調整されます。有

効な範囲は、現在のタイムベース +/- 9 division です。 

チャンネルのスキュー補正の設定 

1. メニュー･バーの [Vertical 垂直軸] をタッチした後、プルダウン･メニュー

から設定対象のチャンネルを選択します。 

2. [Deskew] データ入力フィールドの内部にタッチし、ポップアップ･キーパッ

ドを使用して値を入力します。 
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群遅延の補正 

群遅延は、デバイスまたは伝送メディア全体の角周波数を基準とした場合の、位

相シフトの変化率として定義されます。群遅延を補正するときに避けられない副

作用として、プレシュートおよびオーバーシュートが信号に追加されます。  

注意：群遅延の補正機能は、すべての DDA/SDA モデルで使用できます。 

 パルス応答 – プレシュートを 小化する遅延補正。この選択肢は、将来

のイベントを予想できない物理学アプリケーションに適しています。 

 

 アイパターン - プレシュートを低減する遅延補正。この選択肢はシリアル･

アイパターンの精度を向上させます。 

 

 平坦化 - アイパターンと類似した遅延補正ですが、平坦な周波数応答を

生成します。 
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トリガ 

トリガのタイプ 

利用可能なトリガのタイプを下記に示します。 

エッジ 

エッジ･トリガは基本的なトリガであり、波形の基本的な特性や条件（正

のスロープ、負のスロープ、ホールドオフなど）に基づいてトリガされます。 

パルス幅 

パルス幅トリガには、電圧レベルによって制限される正方向または負

方向のパルス幅を定義する機能があります。入力電圧がこのパルス幅を上回った

場合または下回った場合に、トリガが発生します。また、パルス幅と電圧の範囲を

指定することもできます。指定した範囲の内側または外側でトリガが発生します。 

グリッジ 

グリッジ（Glitch）トリガはパルス幅トリガを単純にしたものです。一定の

パルス幅またはパルス幅の範囲のみをトリガ条件として指定する場合は、グリッ

ジ･トリガを使用することができます。グリッジ･トリガでは電圧レベルまたはレンジは

考慮されません。 

 



WaveMaster 8Zi 

66 WP8Zi-GSM-J-RevA

 

インターバル 

グリッジ･トリガはパルス幅をトリガ条件としますが、インターバル･トリガ

はパルス間隔（パルス周期）をトリガ条件とします。パルス間隔とは、同じ極性を持

つ 2 つの連続したエッジ（正から正、負から負）を分離する信号間隔を意味します。

インターバル･トリガを使用すると、指定した間隔よりもパルス間隔が小さい場合、

または指定した間隔よりもパルス間隔が大きい場合に、トリガを発生させることが

できます。また、パルス間隔が指定した範囲の内側または外側にある場合に、トリ

ガを発生させることもできます（パルス間隔による除外トリガ）。 
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クォリファイ･ファースト 

クォリファイ・ファースト・トリガはシーケンス捕捉モードにおいて使用

します。事前に定義したパターン、またはエッジ（イベント A）が満た

された場合のみ、イベント B の条件に対して繰り返しトリガし、通常

のシーケンス捕捉モードのように動作します。。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ます。 

クォリファイ 

クォリファイ･トリガは事前に定義したパターン、状態、またはエッジ（イ

ベント A）が満たされた場合のみ、イベント B のトリガ条件を有効にす

ることができます。クォリファイ･トリガでは、トランジションが発生してか

らトリガが発生するまでの遅延時間またはイベント数を指定することもできます。 

ステート 

ステート･トリガは電圧レベル条件で制限されたトリガです。指定さ

れた電圧レベルの上または下に制限信号値がある場合に限り、トリ

ガが発生します。ステート･トリガでは、指定された電圧レベルの上

または下に信号値が変化してからトリガが発生するまでの遅延時間またはイベン

ト数を指定することもできます。 

ドロップアウト 

ドロップアウト･トリガは主にシングルショット･モードで使用されるトリ

ガであり、事前に設定されたトリガ･ディレイに基づいて、損失信号を

検出する機能があります。ドロップアウト･トリガは、 後のトリガ･ソー

ス･トランジションが発生した後、タイムアウト期間の 後に生成されます。 

パターン 

パターン･トリガでは、5 つのチャンネル入力（CH1、CH2、CH3、

CH4、EXT）の論理結合（パターン）に基づいて、トリガを発生させる

ことができます。論理結合を定義するために、4 種類のブール演算

子（AND、NAND、OR、NOR）が用意されています。また、個々のチャンネル入力

ごとに、論理電圧レベルの上限と下限を定義することができます。 
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TV 

TV トリガは、標準またはカスタムの合成ビデオ信号で安定したトリガ

を生成します（一部のオシロスコープでは利用できません）。このトリ

ガは PAL 規格、SECAM 規格、NTSC 規格で使用します。 

スルー･レート 

スルー･レート･トリガは、パルスの立ち上がり、または立ち下がりエッ

ジが上限レベルと下限レベルの 2 つのスレッショールド･レベルを超

えたときに発生します。パルス･エッジは、指定された時間よりも早く

または遅くスレッショールドを超える必要があります。指定できる 2 つのスレッショ

ールドの範囲は、2 ns～20 s です。一部のオシロスコープでは、スルー･レート･ト

リガを使用できません。 

ラント 

ラント･トリガは、パルスが 初のスレッショールド･ラインを超え、 初

のラインを再び超える前に、2 番目のスレッショールド･ラインを超え

なかったときに発生します。2 ns～20 s の時間範囲で 2 つの電圧ス

レッショールドが選択できます。このトリガのその他の定義条件は、エッジ（選択さ

れたものと反対の勾配でトリガ発生）とラント幅です。 

シリアル･トリガとデコード 

シリアル･トリガでは、分かりやすいインタフェースを使用して、オシロ

スコープの内部からシリアル･トリガ条件を設定できます。 

 

シリアル 

デコード機能のない 80 ビットのシリアル･トリガは、SDA モデルのオシロ

スコープのみで使用できます。 

 

ウィンドウ 

調整可能なスレッショールドで定義されるウィンドウから信号が抜け出

た場合に、このトリガが発生します。 
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基本トリガ 

エッジ･トリガと SMART トリガの使い分け 

本オシロスコープには、さまざまな波形捕捉テクニックとトリガが用意されています。

トリガを適切に設定すれば、波形を詳しく分析することができます。これらのトリガ

は主に、次の 2 つのカテゴリに分けられます。 

 エッジ･トリガ － 波形の基本的な特性や条件（正のスロープ、負のスロー

プ、ホールドオフなど）に基づいて起動されます。  

 SMART トリガ － 波形の基本的な特性だけではなく複雑な特性や条件に

基づいて起動できる高度なトリガです。グリッジなどの特殊な属性を持つ

信号については SMART トリガを使用してください。 

トリガの設定 

すべてのトリガ･タイプについて、水平位置または垂直位置を調整する場合は、通

常、オシロスコープのフロント･パネルにある Delay ノブまたは Level ノブを使用す

るか、[Timebase] セットアップ･ダイアログ内の該当のフィールドに値を入力します。 

 水平位置:トリガの水平位置を調整するには、HORIZONTAL コントロー

ル･グループ内の DELAY ノブを回します。または、[TimeBase タイムベー

ス] セットアップ･ダイアログ内の [Delay 遅延] フィールド内部にタッチし、

ポップアップ･キーパッドを使用して値を入力します。 

トリガの位置は、グリッドの下のマーク によって示されます。 

ポストトリガ･ディレイは、グリッドの左下にある左向き矢印 によって

示 さ れ ま す 。 時 間 は 、 グ リ ッ ド の 右 下 に あ る タ イ ム ベ ー ス ラ ベ ル

のタイトル行に表示されます。 
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 垂直位置:トリガの垂直スレッショールド（レベル）を調整するには、

TRIGGER コントロール･グループ内にある [Level レベル] ノブを回します。 

このノブを回すと、トリガ･ソースのレベルまたは強調表示されたトレースの

レベルが調整されます。このレベルは、トリガ回路によってイベントが生成

されるときのソース電圧（トリガ条件を満たす入力信号変化）を意味します。 

トリガのレベルを調整する代替手段として、[Trigger トリガ] ダイアログ内の 

[Level レベル] フィールド内部にタッチし、ポップアップ･キーパッドを使用

して値を入力する方法もあります。 

グリッドの右側の矢印は、スレッショールド･レベルの位置を示します。ただ

し、この矢印が表示されるのは、トリガ･ソースが表示されている場合に限ら

れます。 

エッジ･トリガのセットアップ 

チャンネルのセットアップ 
1. [Trigger トリガ] ディスクリプタ･ラベルにタッチします。 

 

2. Edge トリガ･ボタンにタッチします。   

3. [Trigger Source トリガ･ソース] フィールド内部にタッチして、ポップアップ･

メニューから入力を選択します。   

4. トリガ･カップリング モードを選択します。 
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5. [Level レ ベ ル ] デ ー タ 入 力 フ ィ ー ル ド の 内 部 を タ ッ チ し ま す 。

ポップアップ数値キーパッドを使用してミリボルト

（mV）単位の値を入力するか、上下ボタンを使用して 1 mV 単位で値を増

減します。または、プリセット値ボタンの 1 つにタッチします。 

6. ホールドオフ条件を設定するために、[Time 時間] ボタンまたは [Events

イベント数] ボタンをタッチします。 

 
ポップアップ･キーパッドを使用して値を入力する場合は、ウィンドウの下部

にあるスライダー･バー上のキーパッド･ボタンを押します。プリセット値をそ

のまま使用する場合は、Default ボタンを押します。時間の単位を選択しま

す。または、（上記のステップで示した）上下ボタンを使用して、200ps のス

テップで時間値を増減します。または、（上記のステップで示した）プリセッ

ト値ボタンの 1 つにタッチします。 

7. スロープとして、[Positive]、[Negative]、または [Either] を選択します。 
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注意：Trainer （トリガを設定するウィザード形式のツール）の実行、トリガ設定の

保存と読み込みを行うには、[TriggerScan] タブを使用します。 

ソフトウェア補助トリガ 

ソフトウェア補助トリガはレクロイ SDA 機能を使わずに簡単に Eye 表示をさせるに

は有効な方法です。高速の立ち上がり信号ではハードウェア・トリガの位置とエッ

ジ・トリガで設定したトリガ・ポイントの位置が僅かに一致しないことがあります。ソフ

トウェア補助トリガはエッジトリガで設定したレベルやスロープに合わせて波形の

オフセット位置を調整します。 

 

ソフトウェア補助トリガのセットアップ 

1. Ｅｄｇｅトリガに設定し、[Software Assisted Trigger ソフトウェア補助トリガ]タブ

を開きます。 

2. [Enable]チェックボックスをオンにします。 

3. [Hysteresis]レベルを設定します。この値はノイズの影響を排除するためエッ

ジトリガのレベルに対して上下範囲を設定します。 

4. Auto や Normal ボタンはトリガソース波形の中でトリガクロスポイントが見つ

けられなかった場合の振る舞いを決定します。 

•Auto モードはチェンネルの中で全ての波形に対して適用します。 

•Normal モードは HorizontalGate で設定された範囲だけに適用します。 
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トリガのセットアップに関するガイドライン 

トリガのセットアップに関するガイドライン 

トリガ･モード 

1. Auto（自動）モードでは、トリガが発生しなくても、オシロスコープによる捕

捉が実行されます。信号を通じてトリガが発生しない場合でも、内蔵タイマ

ーによって捕捉処理が起動され、新しい波形が表示されます。 

2. Normal（ノーマル）モードでは、入力信号が事前に設定されたトリガ･ポイ

ントに達した場合のみ、オシロスコープによる捕捉が実行されます。それ

以外の場合は、 後に捕捉された波形が表示されます。 

3. Single（シングル）モードでは、ボタンを押すたびに、捕捉処理が 1 回だけ

実行されます。 

4. Stop（ストップ）モードでは、上記の 3 モードの 1 つが選択されるまで、す

べての捕捉処理が抑止されます。 
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トリガ･レベル、スロープ、ソース、カップリングの設定 

トリガ･レベルは、トリガ回路によってイベントが生成されるときのソース電圧（トリガ

条件を満たす入力信号変化）を意味します。指定されたトリガ･レベルは、特定の

トリガ･ソースと関連付けられます。垂直軸のゲインまたは位置を変更しても、通常、

トリガ･レベルは変わりません。 

トリガ･レベルの振幅と範囲には次のような制限があります。 

 1 つのチャンネルをトリガ･ソースとする場合は画面上で±5 div 

 EXT をトリガ･ソースとする場合は±400 mV 

 EXT/10 をトリガ･ソースとする場合は±4 V 

 LINE をトリガ･ソースとする場合は、ゼロ交差が使用される。 

注意： 指定されたパラメータのうち、各トリガ･ソースの複数のトリガ･モード間で

受け渡されるときに値が変更されないパラメータは、トリガ･レベルとカップリング

のみです。 

カップリングは、トリガ回路の入力における信号カップリングの種類を指します。選

択できるトリガ･カップリングはオシロスコープのモデルに応じて異なります。 

DC カップリングでは、信号のすべての周波数要素がトリガ回路に結合されて高

周波バーストが生成されます。 

特定のトリガ･イベントを生成するときにトリガ電圧が遷移する方

向は、スロープ（Slope）によって決まります。勾配として、

[Positive]、[Negative]、または [Either] を選択します。 

  

カップリングと同様に、指定されたスロープは、特定のトリガ･ソ

ースと関連付けられます。 
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図 3-5. エッジ･トリガは、指定されたレベルに基づき、特定のエッジに対して動作

します。正または負のスロープは、グリッドの右下に常時表示されるトリガ･ラベル

に明示されます。 

特定のオシロスコープではウィンドウ・トリガがサポートされます。ウィンドウはトリ

ガ･レベルの上下のスレッショールド範囲を定義するもので、この範囲から信号が

外れるとトリガが発生します。Positive（正）および Negative（負）の勾配は、トリガ

対象の信号が変化する方向を意味します。 
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トリガ･ソース 

次のいずれかをトリガのソースとして使用できます。 

 捕捉チャンネル信号（CH 1, CH 2, CH 3, CH 4）を電圧ゲイン、カップリン

グ、帯域幅で補正した値 

 オシロスコープに電力を供給するライン電圧（LINE）。ラインと同期させて

信号を安定的に表示する場合は、LINE をトリガ･ソースとして使用してくだ

さい。LINE を使用する場合、カップリングとレベルの設定は無視されます。 

 EXT BNC コネクタに供給される信号（EXT）。有効なトリガ･レベルの範囲

は、EXT をトリガ･ソースとする場合は±400 mV、EXT/10 をトリガ･ソースと

する場合は±4 V になります。 

 論理パターン 

TriggerScan 
TriggerScan は、稀少な波形グリッチや異常性をすばやく検出するためのデバッ

グ･ツールです。TriggerScan では、トリガ･セットアップの一覧を作成し、異常なイ

ベントを検出して各イベントを自動的に連続スキャンすることができます。

TriggerScan では、SMART トリガ（グリッチ、ラントなど）のほかに、エッジ、トリガ幅、

クォリファイなど、使用可能な任意のタイプのトリガ･セットアップを取り扱うことがで

きます。TriggerScan では異常なイベントを検出するときに、次の 2 つのプロセス

が自動化されます。 

1. 捕捉される正常な波形を分析することによって、システムをトレーニング

（Train）します。TriggerScan Trainer によるこのトレーニングでは、捕捉さ

れる波形が自動的に分析され、正常な波形の属性が確定されます。その

情報に基づき、異常な波形を検出するための SMART トリガのセットアップ

の一覧が作成されます。 

2. SMART トリガのセットアップを Trainer から読み込み、各セットアップのトリ

ガ条件を順次適用します。発生したトリガは画面に重ね表示されます。捕

捉 に 関 す る す べ て の 設 定 は 維 持 さ れ 、 オ シ ロ ス コ ー プ の 全 機 能

（WaveScan、ヒストグラム、その他の高度な解析機能）を使用して異常な波

形の根本的原因を究明できます。 
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TRIGGERSCAN のトレーニング機能 

TriggerScan Trainer では、現在捕捉されている波形が分析され 

、異常なイベントを検出するための汎用的なトリガ･セットアップの一覧が自動的に

作成されます。  

次の点に注意してください。 

 Trainer を実行する前に、少なくとも 3 サイクルの信号を捕捉して表示する

必要があります。 

 トリガのタイプを変更した場合や、チャンネルまたは信号を変更した場合

は、Trainer を実行する必要があります。 

 

1. メニュー･バーの [Trigger → Trigger Setup] をタッチします。 

2. [Trigger] ダイアログの [TriggerScan] タブをクリックします。 

3. [Source] データ入力フィールドの内部をタッチし、トレーニングのソースと

してチャンネルを選択します。 

4. [Trainer] ボタンをタッチします。 

5. [TriggerScan Trainer Setup] ウィンドウにおいて、システムのトレーニング

に Trainer で使用されるトリガのタイプを選択し、[Start Training] ボタンを
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タッチします。トレーニングが始まります。トレーニングが完了すると、

SMART トリガのセットアップの一覧が [Trigger] リストに表示されます。 

 

TRIGGERSCAN の開始 

Trainer を実行すると、[Trigger] リストに SMART トリガ･セットアップの一覧が表示

されます。トリガ･セットアップは追加または削除できます。選択した SMART トリガ･

セットアップを変更することもできます。[Trigger] リストの変更が完了すれば、スキ

ャンを開始できる状態になります。 
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1. メニュー･バーの [Trigger → Trigger Setup] をタッチします。 

2. [Trigger] ダイアログの [TriggerScan] タブをクリックします。 

3. 新しいトリガ･セットアップを追加する場合は、[Trigger] タブにタッチして新

しいトリガを設定した後、[Add New] ボタンをタッチして新しいトリガを

[Trigger] リストに追加します。 

4. トリガ･セットアップを削除する場合は、[Trigger] リストから目的のセットアッ

プを選択して [Delete Selected] ボタンにタッチします。 

注意： [Trigger] リスト内のすべてのトリガ･セットアップを削除する場合は、[Delete 

All] ボタンをタッチします。 

5. 選択したトリガ･セットアップで現在のトリガ･セットアップを置き換える場合

は、[Trigger] リストから目的のセットアップを選択して [Update Selected] 

ボタンにタッチします。 

6. [Trigger] リストの変更が完了すれば、[Start Scan] をタッチします。すべて

のトリガ･セットアップが自動的に順次スキャンされます。 

次の点に注意してください。 

 [Dwell Time] データ入力フィールドを使用すると、ドゥエル時間（次

のトリガ･セットアップを読み込む前にオシロスコープが待機する時

間）を調整できます。 

 パーシスタンス表示モードが有効になっている場合は、すべてのト

リガ･イベントがディスプレイ上に記録されます。パーシスタンス表

示モードが有効にする手順については、「パーシスタンスの設定」

を参照してください。 

 次のトリガが発生するときに TriggerScan を一時停止する場合は、 

[Stop On Trigger] チェックボックスをオンにします。こうすると、特

定のトリガ･セットアップを隔離できます。 
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TRIGGERSCAN セットアップの保存 

[Trigger] リストを変更した場合は、TriggerScan セットアップを保存する必要があり

ます。TriggerScan セットアップを保存しない場合、[Trigger] リストに対する変更は

アプリケーションの終了時に失われます。 

1. [TriggerScan] ダイアログの [Setup File Name] データ入力フィールドの内

部をタッチし、ポップアップ･キーボードを使用してファイル名を入力します。 

 

または 

 

[Browse] ボタンにタッチし、フォルダとファイル名を選択します。 

2. [Save Setup] ボタンにタッチします。 

注意：以前に保存した TriggerScan セットアップを読み込むには、[Browse] ボタン

にタッチして目的のファイルを選択した後、[Load Setup] をクリックします。  
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波形の表示 

表示 

ディスプレイのセットアップ 

注意：一部のオシロスコープでは、特定のグリッド･スタイルを使用できません。 

1. メニューバーの [Display → Display Setup] をタッチします。 
2. グリッド組み合わせボタンの 1 つにタッチします。 

  

注意：表示対象として選択する波形の数を増減すると、Autogrid 機能によってグ

リッドの追加または削除が自動的に行われます。 

3. [Intensity] データ入力フィールド の内部をタッチし、ウィンドウの下部にあ

る ス ラ イ ダ ー ･ バ ー を 使 用 し て 0 ～ 100 の 値 を 入 力 し ま す 。

  
スライダー･バー上のキーパッド･ボタンをクリックし、ポップアップ数値キー

パッドを使用して値を入力します。 
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4. 波形の上にグリッドを重ねる場合は、[Grid on top グリッドを手前に表示] 

チェックボックスをオンにします。  

注意：グリッドの輝度によっては、グリッドを手前に表示したときに、波形の一部が

隠される場合があります。この設定を解除するには、[Grid on top グリッドを手前

に表示] チェックボックスをオフにします。 

5. 上部と 下部のグリッド線（volts/div から計算される）および左端と右端

のグリッド線（タイムベースから計算される）を常に表示する場合は、[Axis 

labels 軸のラベル] チェックボックスをオンにします。 

6. トレースの線スタイルとして、 [Line 実線] または 

[Points 点線] を選択します。. 
7. 輝 度 を 変 更 す る 場 合 は 、 [Intensity] デ ー タ 入 力 フ ィ ー ル ド

の内部をタッチし、ウィンドウの下部にあるスラ

イダー･バーを使用して 0～100 の値を入力します。スライダー･バー上の

キーパッド･ボタンをクリックし、ポップアップ数値キーパッドを使用して値を

入力します。 

注意：外付けモニターを設定する場合は、[Monitor] タブを使用します。詳細に

ついては「外付けモニター」 を参照してください。 

シーケンス･モード表示 

シーケンス･モード表示をセットアップするには、 初に [Timebase → 

Horizontal Setup] ダイアログで [Sequence] トリガ･モードを選択しておく

必要があります。また、[Num Segments セグメント数] を入力しておく必要があり
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ます。シーケンス･モードの設定の詳細については、「シーケンス･サンプリング･モ

ード － セグメントの操作」を参照してください。 

1. メニュー･バーの [Display → Display Setup] をタッチします。 
2. [Display Mode 表示モード] フィールド内部にタッチして、ポップア

ップ･メニューから表示モードを選択します。 

グリッド間でのトレースの移動 

移動ボタンにタッチするだけで、複数のグリッド間でトレースを移動することができ

ます。 
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チャンネルまたは演算トレースの移動 
1. 移動する波形のディスプリプタ･ラベル

をタッチします。 

 

2. [Next Grid 移動先のグリッド] ボタン

をタッチします。 
  
 

注意：単一のグリッド上に複数の波形が表示されている場合は、[Next 
Grid 移動先のグリッド] を選択したときに、2 番目のグリッドが自動的に

開きます。 

XY ディスプレイ 

他の属性が同じで位相のみが異なる信号間の位相偏移を測定するには、XY デ

ィスプレイを使用します。軸上の電圧または 2 軸上の周波数を表示することがで

きます。各トレースの X 軸は同じでなければなりません。作成されるパターンの形

状を見ると、位相差と周波数比に関する情報が分かります。 

XY ディスプレイのセットアップ 

1. メニュー･バーの [Display → Display Setup] をタッチします。 

2. XY ディスプレイ･モード･ボタンの１つにタッチして、目的の 

 
XY ディスプレイを選択します。 

XY グリッド上のみに 2 つの波形を表示するか、シングル･グリッド上または

デュアル･グリッド上に入力波形を表示することができます。 
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3. [Input X 入力 X] フィールドと [Input Y 入力 Y] フィールド内部をタッチし、

ポ ッ プ ア ッ プ ･ ウ ィ ン ド ウ か ら 入 力 ソ ー ス を 選 択 し ま す 。  

  

注意：チャンネル、演算関数、メモリ･ロケーションの任意の組み合わせを入力ソ

ースとして選択することができます。 
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カスタム･グリッド 

一部のオシロスコープやソフトウェア･パッケージには、グリッドを縦方向に重ねる

のではなく横並びに表示するオプションがあります。[Display] ダイアログ内では、

これらの横並びグリッドに [Custom] というラベルが付きます。3 グリッド表示、シン

グル表示、デュアル表示、またはクアッド（４分割）表示のいずれかを選択できま

す。 

カスタム･グリッドは、縦方向よりも横方向に収縮した波形を表示するときに有用で

す。 

波形のズーム（拡大表示） 

ズーム機能を使用すると、波形内の選択した領域を拡大表示できます。 大 4

個のズーム･トレース（Z1～Z4）と 大 8 個の演算トレース（F1～F8）を拡大表示で

きます。表示可能な対象は次のとおりです。 

 単一のチャンネル （「単一のチャンネルのズーム」を参照） 
 単一のメモリ･トレースまたは演算トレース （「メモリ･トレースまたは演算ト

レースのズーム」を参照） 
 複数の波形を同時に表示 （「複数の波形のクイック･ズーム」を参照） 
 単一のシーケンスに含まれる複数のセグメント （「サンプリング･モード 

－ シーケンス･サンプリング･モード － セグメントの操作」を参照） 

また、マルチズーム演算機能を使用すると、選択した波形の時間固定ズーム･トレ

ースを作成できます。詳細については「演算→マルチズーム」を参照してください。 

また、入力波形内部の矩形領域にタッチしてドラッグすれば、チャンネル波形また

はメモリ/演算トレースの一部分をズームすることができます。詳細は「タッチとドラ

ッグによるズーム操作」を参照してください。ズーム･トレースのサイズは、グリッド

の全長に合うように自動的に調整されます。したがって、拡大率は描画する矩形

領域のサイズに応じて異なります。 

フロント･パネルの [QUICKZOOM ] ボタンを押すと、複数のズーム

（表示される個々の入力チャンネルごとに 1 つのズーム）が作成さ

れます。詳細については「複数の波形のクイック･ズーム」を参照し

てください。 
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ズームされた波形のプレビュー 

波形をズームすると、ズームされた領域の概観が ［Zx］ ダイアログの [Preview] セ

クションに表示されます。 

 

単一のチャンネルのズーム 

入力波形のズーム･トレースを作成するときは、チャンネルの 

[Cx Vertical Adjust Cx 垂直軸調整] セットアップ･ダイアログ

の下部に [Zoom] という標準ボタンが表示されます。 

1. メ ニ ュ ー ･ バ ー の  [Vertical → Channelx Setup] を タ ッ チ し ま す 。 

 

または 

表示されたチャンネルのトレース･ラベルをタッチしま

す。 

2. [Cx Vertical Adjust Cx 垂直軸調整] ダイアロ

グの下部にある [Zoom ズーム] ボタンにタッチしま

す。選択されたチャンネルのズーム･トレース（Z1～

Z4 の 1 つ）が作成されます。 

3. 拡大率を調整するには、新たに作成された Zx トレース･ラベルをタッチし

ます。ズーム（Z1～Z4）のセットアップ･ダイアログが開きます。このダイアロ

グ内には、現在の縦横拡大率が表示されます。 

4. 縦横のズーム率を細かい刻み幅で調整する場合は、ダイアログの右側の 

[Var. 可変] チェックボックスをオンにして、可変ズームを有効にします。こ
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うすると、ズーム制御ボタン  にタッチするたびに、ズーム率

が細かい刻み幅で変化するようになります。 

 

または 

 

標準的な刻み幅でズーム率を調整する場合は、[Var. 可変] チェック

ボックスをオフにします。 

 

または 

 

縦横のズーム率を数値で直接指定する場合は、[Horizontal Scale/div 

水平軸/区画] フィールド内部をタッチし、ポップアップ数値キーパッド

を使用して時間分割値を入力します。[Vertical Scale/div 垂直軸/区

画]フィールド内部をタッチして、電圧値を入力します。 

次の点に注意してください。 

 拡大率を 1 倍にリセットする場合は、ダイアログ内の [Reset Zoom 拡大率

リセット] にタッチします。  

 なお、フロント･パネルの Zoom ノブと Math ノブを使用すると、水平ズーム

と垂直ズームを調整できます。 

 Horizontal Position - これを押すと、水平方向のズーム位置がゼ

ロにリセットされます。回転させると、選択した演算トレースまたはズ

ーム･トレースの水平位置が変化します。 

 Horizontal Ratio - これを押すと、水平ズーム比率調整が固定と可

変の間で切り替わります。回転させると、 選択した演算トレースの

水平ズーム比率が変化します。 

 Quick Zoom - これを押すと、 大 4 つの入力信号の拡大ビュー

がマルチ･グリッド上に自動的に表示されます。4 つの入力信号の

場合、各信号は 4 つのズーム･トレースに沿って、それぞれ独自の
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グリッド上に表示されます。このボタンを押すと、他のすべてのトレ

ースがオフになります。 

 Vertical Position - これを押すと、垂直方向のズーム位置がゼロに

リセットされます。回転させると、 選択した演算トレースまたはズー

ム･トレースの垂直位置が変化します。 

 Vertical Ratio - これを押すと、垂直ズーム比率調整が固定と可変

の間で切り替わります。回転させると、 選択した演算トレースの垂

直ズーム比率が変化します。 



WaveMaster 8Zi 

90 WP8Zi-GSM-J-RevA

タッチとドラッグによるズーム操作 
1. 入力チャンネルの波形、演算関数トレース、メモリ･トレースをタッチして任

意の部分までドラッグします。ズーム（Z1～Z4）ダイアログが開きます。 

注意：チャンネルおよび演算トレースまたはメモリ･トレースを混合して矩形領域に

含めた場合は、Rectangle Zoom Wizard が起動されます。ズームする波形を選択

してください。 

2. ズーム･トレースをオフにするには、画面の右上隅にあ

る UNDO ボタンにタッチします。 

 

または 
 
各ズーム･トレースのダイアログ内にある [Trace On トレースを有効にする] 

チェックボックスをオフにします。 

複数の波形のクイック･ズーム 

フロント･パネルの [QUICKZOOM ] ボタン  を押します。 

ズームをオフにする 
1. オフにするズームの演算関数トレース･ラベル（または Zx トレース･ラベル）

をタッチします。 
2. [Trace On トレースを有効にする] チェックボックスをオフにして、ズーム･ト

レースを無効にします。 
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パーシスタンス 

パーシスタンス（重ね書き表示）の設定 

パーシスタンス（重ね書き表示）機能を使用すると、波形を表示･分析して反復信

号の特異性や異常性を検出したり、数多くの捕捉処理から時間の経過と信号の

変化の関係を確認したりすることができます。本オシロスコープのパーシスタンス･

モードには、 も頻繁に発生する信号経路を「3 次元形式」で表示させ、輝度の

異なる色や段階的なスペクトルによって信号の特性を表示することができます。 

個々のチャンネル、演算関数、メモリ･ロケーション（M1～M4）ごとに、 大 8 個の

入力に対してパーシスタンス機能を適用することができます。 

パーシスタンスのセットアップ 

1. メニュー･バーの [Display → Persistence Setup] をタッチします。 

2. [Persistence On  パーシスタンスを有効にする] チェックボックスをオンに

します。 

パーシスタンス

の対象 
セットアップ手順 

すべての入力チ

ャンネルに対し

て同時に設定 

1. [All Locked] ボタン  をタッチし

ます。 

2. モード･ボタンの 1 つ にタッチします。 

 
3. 後のトレースを表示する場合は、[Show last trace 

終トレースを表示] チェックボックスをオンにします。 

4. [Saturation] データ入力フィールドの内部をタッチし、ウ

ィンドウの下部にあるスライダー･バーを使用して飽和レ

ベル（整数値）を入力します。スライダ

ー･バー上のキーパッド･ボタンをクリック
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パーシスタンス

の対象 
セットアップ手順 

し、ポップアップ数値キーパッドを使用して値を入力し

ます。飽和レベルの詳細については「飽和レベル」を参

照してください。 

5. [Persistence time パーシスタンスの持続時間] データ

入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップ･メニュ

ーから適切な時間を選択します。 
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各 入 力チ ャ

ン ネ ル に 対

し て 個 別 に

設定 

1. [Per Trace] ボタン をタッチします。 

2. 入力チャンネルの隣にあるパーシスタンスパーシスタンス･

モード･ボタン

の１つにタ

ッチします。個々のチャンネルのパーシスタンスをオフに

する場合は、左端のパーシスタンス･モード･ボタンにタッチ

します。. 

 

または 

個々の入力チャンネルのタブをタッチして、そのチャンネ

ルのパーシスタンスを設定します。 

3. モード･ボタンの 1 つ にタッチします。 

 
4. 後のトレースを表示する場合は、[Show last trace 終ト

レースを表示] チェックボックスをオンにします。 

5. [Saturation] データ入力フィールドの内部をタッチし、ウィ

ンドウの下部にあるスライダー･バーを使用して整数値を入

力します。スライダー･バー上のキーパッド･ボタンをクリック

し、ポップアップ数値キーパッドを使用して値を入力しま

す。飽和レベルの詳細については「飽和レベル」を参照し

てください。 

6. [Persistence time パーシスタンスの持続時間] データ入力

フィールドの内部をタッチし、ポップアップ･メニューから適

切な時間を選択します。 
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7. 入力チャンネルのすべての設定をデフォルト値に戻す場

合は、[Reset All] ボタンをタッチします。 

  

 

WaveStream モード 

 

WaveStream 高速表示モードでは、アナログ画面上の蛍光体の動

作と類似した減衰時間を使用して、段階的な輝度で信号の強度が

表示されます。WaveStream 高速表示モードは 高 40 GS/s で動

作するほか、 大 8000 波形/秒までの更新速度がサポートされる

ため、高周波の異常イベントをより的確に捕捉することができます。 
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トレース強度の調整 

トレースの強度を調整するには、

INTENSITY ノブを使用します。輝度値

は画面の右下隅に表示されます。 

 

このノブを押すと、WaveStream 高速

表示モードとリアルタイム･モードが

切り替わります。 

注 意 ： INTENSITY ノ ブ で は 、

WaveStream トレースの輝度のみ

が調整されます。サンプリング･モ

ー ド が リ ア ル タ イ ム の と き に

INTENSITY ノブを回転させると、変

更された輝度値が画面の下部に

表示されますが、実際にはリアル

タイム･トレースの輝度値は変わり

ません。表示される強度値は、あく

まで WaveStream トレースのもので

す。リアルタイム･トレースの強度を

変更するには、[Display] ダイアロ

グの [Intensity] フィールドの内部

をタッチして、ポップアップ･キーパ

ッドを使用するか、フロント･パネル

の ADJUST ノブを回転します。 
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波形の解析 

測定 

カーソルによる測定 

カーソルは信号値の測定を補助する重要なツールです。カーソルとは、直線、細

い十字線、矢印の形状をしたマーカーであり、グリッドや波形の周囲を移動させる

ことができます。迅速で精密な測定を行う場合や、推測作業を避けたい場合は、

カーソルを使用してください。カーソルには次の 2 つの基本タイプがあります。 

 水平（通常、時間または周波数）カーソルは、波形に沿って水平方向に移

動するマーカーです。たとえば、時間軸の任意の位置に水平カーソルを

置くと、その時点における信号の振幅を読み取ることができます。 

 垂直（電圧）カーソルは、信号の振幅（電圧）を測定するために、グリッド上

を垂直方向に移動する直線です。 

カーソル測定アイコン 

注意：すべてのオシロスコープ･モデルでこれらの測定モードが使用できるわけ

ではありません。 

各カーソルは波形の特定のポイントを示します。カーソルの値を読み取って、トレ

ースのラベル･ボックスに表示することができます。カーソルの位置を正確に指定

するには、ダイアログの右側にある [Position 位置] データ入力フィールドを使用

します。[Readout 読み出し] アイコンは、個々の測定モードで何が計測されてい

るかを示します。 
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アイコン: 説明： 

Y 軸の絶対座標値を表示します。 

Y 軸の座標値のデルタ（差分）を表示します。読み取った値をトレー

スのラベル･ボックスに表示することができます。 

絶対値とデルタの両方のカーソルを表示します。 

2 つのカーソル間の勾配を表示します。 

時間領域波形ではない波形が表示されている場合は、X 軸の単位（s または Hz）

を指定するメニューを使用することができます。 

カーソルのセットアップ 

注意：セットアップ手順は、オシロスコープで利用可能な測定モードに応じて異

なります。 
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簡易セットアップ 

[Cursors Setup カーソルのセットアップ] ダイアログを開かなくても、次の手順に従

って、カーソルのオン/オフの切り替え、カーソルのタイプの変更を簡単に行うこと

ができます。 

1. メニュー･バーの [Cursors カーソル] にタッチし、カーソルのタイプとして、

Off オフ、Abs Horizontal 絶対/水平、Rel Horizontal 相対/水平、Abs 

Vertical 絶対/垂直、Rel Vertical 相対/垂直のいずれかを選択します。 

 

または 

 

フロント･パネルの [Cursor Type] ボタンを繰り返し押して、カーソル･タイ

プを順次切り替えます。カーソルの位置を調整するには、カーソル･ノブを

回します。 

注意：一番下のカーソル･ノブは相対カーソルを調整するものであり、絶対カーソ

ルには適用されません。 

2. カーソルは以前に設定された位置とモードで表示されます。カーソルの位

置または測定モードを変更するには、メニュー･バーの [Cursors カーソ

ル] にタッチし、プルダウン･メニューから [Cursors Setup カーソルのセット

アップ] を選択します。 

絶対カーソルのセットアップ 

1. メニュー･バーの [Cursors → Cursors Setup] をタッチします。[Standard 

Cursors 標準カーソル] ダイアログが表示されます。 

2. ダイアログ･エリア内の [Cursors On カーソルを有効にする] チェックボック

スをオンにして、カーソルを表示します。 

3. モード･ボタン [Horizontal Abs 水平絶対] または [Vertical Abs 垂直絶

対] をタッチします。 

4. [Position 1] データ入力フィールドの内部をタッチしてカーソルの位置を

直接入力します。または、ウィンドウの下部にあるスライダー･バーを使用し

てカーソルの位置を調整します。スライダー･バー上のキーパッド･ボタン

をクリックし、ポップアップ･キーパッドを使用して値を入力しま
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す。 

 

または 

 

フロント･パネルのカーソル･ノブを使用して、カーソルの位置を指定します。 

相対カーソルのセットアップ 

1. メニュー･バーの [Cursors → Cursors Setup] をタッチします。[Standard 

Cursors 標準カーソル] ダイアログが表示されます。 

2. ダイアログ･エリア内の [Cursors On カーソルを有効にする] チェックボック

スをオンにして、カーソルを表示します。 

3. モード･ボタン [Horizontal Rel 水平相対] または [Vertical Rel 垂直相対] 

をタッチします。 

4. 読み出しパラメータ･ボタン（Absolute, Delta, Abs+Delta, または Slope）に

タッチします。 

5. [Position 1] および [Position 2] データ入力フィールドの内部をタッチして

各カーソルの位置を直接入力します。または、ウィンドウの下部にあるスラ

イダー･バーを使用してカーソルの位置を調整します。スライダー･バー上

のキーパッド･ボタン をクリックし、ポップアップ･キーパッドを使

用して値を入力します。 

 

または 

 

フロント･パネルのカーソル･ノブを使用して、カーソルの位置を指定します。 

6. 2 つのカーソルをまったく同じに動かして位置を調整したい場合は、

［Track］ チェックボックスをオンにして、カーソルの同時調整を有効にしま

す。 
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演算関数へのカーソルの配置 

X-軸の次元が時間以外（たとえば、FFT など）であ

る演算関数にカーソルを配置できます。その場合、

[Cursors Setup] ダイアログの [X-Axis] メニューが

使用可能になり、同メニューから単位を選択できま

す。たとえば、ヒストグラムにカーソルを配置する場

合は、V （histo）を選択します。 
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パラメータの概要 

パラメータは広範な波形属性を定義するための測定ツールです。パラメータを使

用すると、波形の数多くの属性（立ち上がり時間、RMS 電圧、ピーク間電圧など）

を自動的に計算することができます。 

振幅と時間軸、カスタム･パラメータ･グループ、合否検査パラメータなどに合わせ

て、複数のパラメータ･モードが用意されています。1 つまたは複数の波形に対し

て共通の測定を実行することができます。 

パラメータをオンにする 

1. メニューバーの [Measure → Measure Setup] をタッチします。 

2. オンにする各パラメータの [On] チェックボックスにタッチします。  

注意：一部のオシロスコープにはパラメータを個別にオンにする機能があ

りません。その場合は、すべてのパラメータが同時に表示されます。 

3. パラメータをグリッドの下に表示する場合は、[Show Table] チェックボック

スにタッチします。 

パラメータ設定ダイアログの簡易表示 

グリッドの下にあるパラメータ一覧ボックスをタッチすると、パラメータ設定ダイアロ

グを即座に表示することができます。 

たとえば、グリッドの下の P1 の内部をタッチす

ると、P1 のセットアップ･ダイアログが表示されます。 
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行のタイトル をタッチすると、[Measure] ダイアロ

グが表示されます。 

注意：一部のオシロスコープには、[Measure] ダイアログが 1 つしかありません。

その場合、パラメータ領域内の任意の箇所をタッチすると、[Measure] ダイアロ

グが表示されます。 

パラメータのセットアップ 
1. 未使用領域または変更対象のパラメータのタブ（Px）をタッチします。 

2. [Type] から測定タイプを選択します。 

 

 

Measure On Waveforms （波形測定） - [Source1] フィールドに表

示された波形を直接測定します。 

 

Math On Parameters （パラメータ演算） - [Source1] フィールドと

[Source2] フィールドに表示されたパラメータに対して演算（加

算、減算、乗算、除算）を実行します。この機能は特定のオプショ

ン演算パッケージで利用できます。 

 

Advanced Web Edit （高度 Web 編集） - レクロイのプロセッシン

グ･ウェブ機能を使用して測定をセットアップします。XWEB オプシ

ョンに備わったこの機能を使用すると、ほぼ無制限の個数の演算

関数を連結して波形測定を操作できます。 

3. [Source1] フィールドの内部をタッチし、チャンネル、演算トレース、メモリ･

トレース、測定対象の他の波形を選択します。 
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4. [Measure On Waveforms] を選択した場合は、[Measure] フィールドの内

部にタッチし、ポップアップ･メニューからパラメータを選択します。 

 
 

または 

[Math On Parameters] を選択した場合は、[Math Operator] データ入力フィール

ドの内部にタッチし、メニューから演算関数を選択します。 

 

. 
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5. 測定の範囲を狭くする場合は、メイン･セットアップ･ダイアログの右側にあ

るミニ･ダイアログ内の [Gate] タブをタッチします。 

6. [Accept] タブをタッチし、測定で使用するパラメータ値を定義します。 

測定モード 

測定モードの各オプションを選択すると、垂直軸と水平軸の標準パラメータ、また

はカスタム･パラメータを簡単に適用することができます。 

垂直軸の標準パラメータ 

垂直軸の標準パラメータを次に示します。 

垂直軸 

mean 

sdev 

max. 

min. 

ampl 

pkpk 

top 

base 
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水平軸の標準パラメータ 

水平軸の標準パラメータを次に示します。 

水平軸 

freq 

period 

width 

rise 

fall 

delay 

duty 

num points 

測定モードの選択 

1. メニュー･バーの [Measure → Measure Setup] をタッチします。 

2. [Measure Mode] セ ク シ ョ ン で 、 [Std Vertical] ボ タ ン ま た は  [Std 

Horizontal] ボタンを選択します。 

注意： [My Measure] をタッチすると、 大 12 個のパラメータを独自にカスタマイ

ズできます。 

3. [Source] データ入力フィールドの内部をタッチし、測定を適用するソース

を選択します。 
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ヘルプ･マーカー 

ヘルプ･マーカーは、移動可能なカーソルをグラフに追加し、測定中のパラメータ

を視覚的に表すことによって、パラメータ測定に関する情報を分かりやすく表示す

るインジケータです。たとえば、 "@level" パラメータの場合は、ヘルプ･マーカー

を見れば、波形が特定のレベルと交差する位置が容易に分かります。特定のレ

ベルで設定されたヒステリシス帯域を表示することもできます。 

[Always On 常に表示] チェックボックスをオンにすれば、ヘルプ･マーカーのセッ

トアップ･ダイアログを閉じた後も、ヘルプ･マーカーを表示したままにすることがで

きます。 

ヘルプ･マーカーの表示形式として、簡易（Simple）形式および詳細（Detailed）形

式の 2 つのオプションが用意されています。 

 [Simple 簡易形式] を選択すると、カーソルと測定ゲート･ポストが

表示されます。測定ゲート･ポストは、個々のパラメータごとに別々

の位置に表示することができます。 

 [Detailed 詳細形式] を選択すると、カーソルと測定ゲート･ポストの

ほかに、測定中のパラメータを示すラベル、レベル･インジケータ、

"@level" パラメータのヒステリシス帯域が表示されます（"@level" 

パラメータは、標準水平軸パラメータまたは標準垂直軸パラメータ

には含まれません）。  
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図 4-1. 水平軸の標準パラメータのヘルプ･マーカー 

  

 

図 4-2. 垂直軸の標準パラメータのヘルプ･マーカー 
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ヘルプ･マーカーのセットアップ 
1. メニュー･バーの [Measure → Measure Setup] をタッチします。 

2. 測定モード（Std Vertical, Std Horizontal, My Measure）の 1 つを選択しま

す。 

3. 表示中の波形に関して測定されたすべてのパラメータにヘルプ･マーカー

を 追 加 す る 場 合 は 、 [Show All す べ て 表 示 ] ボ タ ン

をタッチします（上記の例の C2 を参照）。 

4. 表示される任意のパラメータのタブ（P1～Px）にタッチします（どのパラメー

タを選んでもかまいません）。[Help Markers] フィールドの内部をタッチし、 

[Simple] または [Detailed] を選択します。[Simple 簡易形式] を選択する

と、カーソルと測定ゲート･ポストが表示されます。測定ゲート･ポストは、

個々のパラメータごとに別々の位置に表示することができます。[Detailed

詳細形式] を選択すると、カーソル、測定ゲート･ポスト、測定するパラメー

タを示すラベル、@level パラメータに対するレベル･インジケータおよびヒ

ステレシス･バンドが表示されます。 . 

注意：簡易形式または詳細形式の選択は、すべてのパラメータに同時に適用さ

れます。たとえば、1 つのパラメータについて簡易形式を選択すると、すべてのパ

ラメータが簡易形式で表示されます。 

5. 特定のパラメータについてヘルプ･マーカーを常に表示する場合は、

[Always On 常に表示] チェックボックスをオンにします。 

演算 

演算トレースと関数の概説 

本オシロスコープの演算ツールには、4 個のチャンネル（C1～C4）に表示された

波形、または 4 個の内部メモリ（M1～M4）から呼び出された波形に対して、数学

演算を実行する機能があります。また、P1～Px のパラメータに対して数学演算を

実行するために、F1～Fx の演算トレースを設定することもできます。同時に実行

可能な演算関数の個数は、オシロスコープにインストールされたソフトウェア･オプ

ションに応じて異なります。同時に測定可能なパラメータの個数も、オシロスコー

プにインストールされたソフトウェア･オプションに応じて異なります。 
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複数の演算トレースを提供するオシロスコープは高性能と言えます。例：トレース

F1 をチャンネル 1 とチャンネル 2 の差に設定し、トレース F2 をトレース F1 の平

均に設定し、さらにトレース F3 をトレース F2 の積分に設定します。こうすれば、

チャンネル１とチャンネル２の差の平均値を積分した結果を表示することができま

す。  

また、すべてのトレースと関数は相互に結合して使用することができます。たとえ

ば、トレース F1 をチャンネル 1 の平均に設定し、トレース F2 をトレース F1 の

FFT に設定し、 後にトレース F3 をトレース F2 のズームに設定することができま

す。 

簡単な演算ツール 

本オシロスコープの演算ツールには、4 個のチャンネル（C1～C4）に表示された

波形、または 4 個の内部メモリ（M1～M4）から呼び出された波形に対して、数学

演算を実行する機能があります。また、連続的な演算を実行するために、F1～Fx

の演算トレースを入力波形として使用することができます。P1～Px のパラメータに

対して数学演算を実行することもできます。  

例：トレース F1 をチャンネル 1 とチャンネル 2 の差に設定し、トレース F2 をトレー

ス F1 の平均に設定し、さらにトレース F3 をトレース F2 の積分に設定します。こう

すれば、チャンネル１とチャンネル２の差の平均値を積分した結果を表示すること

ができます。また、すべてのトレースと関数は相互に結合して使用することができ

ます。たとえば、トレース F1 をチャンネル 1 の平均に設定し、トレース F2 をトレー

ス F1 の FFT に設定し、 後にトレース F3 をトレース F2 のズームに設定するこ

とができます。 

個々のオプション･パッケージで利用できる数学ツールの種類については「仕様」

を参照してください。 
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演算関数のセットアップ 

Math Setup（演算のセットアップ） 

次の手順を実行すると、よく使用する演算関数に即座にアクセスできるようになり

ます。 

1. メニュー･バーの [Math → Math Setup] をタッチします。 

2. 演算関数が既にトレース F1 ～Fx に割り当てられている場合は（利用可

能な演算トレースの個数は、オシロスコープにインストールされたソフトウェ

ア･オプションに応じて異なります。「仕様」を参照）、使用する関数のチェ

ックボックスをオンにします。 

3. 演算関数を新たにトレースに割り当てる場合は、目的のトレースの [Fx] ボ

タン（たとえば ）をタッチします。演算関数メニューが表示され

ます。 

4. メニュー項目にタッチします。新しい関数は、Fx 位置の直前の関数と同じ

設定で自動的に割り当てられます。 

5. 他のセットアップ項目（入力波形など）を変更する場合は、適切な [Fx] タ

ブ（たとえば ）にタッチします。その Fx 位置のセットア

ップ･ダイアログが表示されます。 

6. チャンネルに対して単一の演算関数を実行する場合は、単関数ボタン

 をタッチします。演算関数に対して演算関数を実行する場合

は、合成関数ボタン  をタッチします。 

7. [グラフ] ボタンをタッチした後、[Graph with グラフ モード] フィールド内部

をタッチし、適切なグラフ･モードを選択します。グラフ･モードは次のとおり

です。 
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モード: 説明： 

 

パラメータ値のヒストグラム 

 

パラメータの各値のトラック 

 

時間経過に伴うパラメータ値のトレンド

（傾向線） 
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トレンドとトラックは両方とも、測定データをプロットしてデータ変動を時系列的に

観察するためのツールです。トレンドとトラックの相違点を下記の表にまとめます。 

特性 

トレンド 

 

トラック 

 

対象 パラメータ値 対 イベント 
パラメータ値 対 時

間 

傾向 
複数の捕捉にわたって累積。

大イベント数：1,000,000 

累積性なし （捕捉

ごとにリセット）。イ

ベント数：無制限 

他のデータとの時間

相関性 
なし 可能 

周波数領域での変

化のモニタリング 

不可。トレンド･ポイントが時間

軸に均等に分布しないため、

FFT（高速フーリエ変換）には

使用できない。 

可能 

複数の捕捉における

測定パラメータの変

化のモニタリング 

可能 

不可。トラックは捕

捉ごとにリセットされ

る。 

測定データが失われ

ないことの保証 

保証なし。測定データは複数

の捕捉にわたって累積され、

次のトリガが発生する前にオ

シロスコープ内で測定値の計

算とデータの表示を行うのに

時間がかかるため、データが

失われる可能性がある。  

保証あり。捕捉可能

な 大時間は捕捉

メモリとサンプリング

速度によって制限

される。  

一般的に、時間的に近接した連続的なデータ･ストリームを捕捉するためのツー

ルとしては、トラックが適しています。一方、データが広範に分散しており、複数の

捕捉間におけるオシロスコープの「休止時間」よりも長い場合は、トレンドを使用す

るのが適切です。 
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FFT 

FFT のセットアップ 

1. メニュー･バーの [Math → Math Setup] をタッチします。 

2. 演算関数トレース･ボタン（F1 ～ Fx）の 1 つにタッチします。利用可能な

演算トレースの数はインストールするソフトウェア･オプションによって異なり

ます（「仕様」を参照）。ポップアップ･メニューが表示されます。メニューか

ら FFT  を選択します。  

3. 単関数の場合は Single にタッチし、合成 関 数 の 場

合（別の演算関数の結果に FFT を適用する場合）は Dual にタッチします。 

4. [Source1 ソース 1] フィールド内部にタッチし、FFT を適用するソース（チ

ャンネル、演算トレース、メモリ･ロケーション）を選択します。 

5. [Operator1 演 算 子 1] フ ィ ー ル ド の 内 部 を タ ッ チ し ま す 。 

Single 関数を選択した場合は、ポップアップ･メニューから FFT を選択しま

す。合成関数（Dual）を選択した場合は、[Operator1 演算子 1] フィールド

内部にタッチしてポップアップ･メニューから別の演算関数を選択した後、

[Operator2 演算子 2] フィールド内部にタッチしてポップアップ･メニュー

から FFT を選択します。 

 

6. 右側のダイアログ内の [FFT] タブにタッチします。 

7. Trace ディスプレイに対して、切り詰め  を行うのか （FFT 変換

サイズがレコード長と一致しない時には、レコードを切り詰めて短いレコー

ドに対して FFT を実行できます。こうすると、分解能帯域幅が増加しま

す。）、またはゼロ充填  を行うのかを選択します。（ゼロ充填は、

レコード長を短くする数学演算を実行して FFT 用のソースデータを作成

する場合に便利です。このオプションは、分解能向上機能などのフィルタ

リング操作でよく使用されます。このオプションを選択すると、レコード内の

初のサンプル点と 後のサンプル点を補間することによって、欠落した

サンプル点の振幅が計算されます。これによって、レコードから第一種不

連続性が排除されます。レコードの 後にあるサンプル点は「充填された

データ」であるため、矩形窓以外の重み（weight）付け窓関数を選択して、

終スペクトルに対する充填効果を 小限に抑えることをお勧めします。）   
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8. DC ビンをゼロにする場合は、[Suppress DC DC 抑止] チェックボックスを

オンにします。それ以外の場合は、このチェックボックスをオフのままにし

ておきます。 

9. [Output type 出力型] フィールド内部にタッチし、ポップアップ･メニューか

ら出力型を選択します。 

10. [Window 窓関数] フィールド内部にタッチして、窓関数の種類を選択しま

す。 

11. [Algorithm アルゴリズム] フィールドの内部をタッチし、ポップアップ･メニュ

ーから [Least Prime  小素数] または [Power of 2  2 の累乗] を選択し

ます。デフォルトの FFT アルゴリズムは 小素数であり、2N*5K という形式

で表現できるレコード長の変換サイズに対して FFT が計算されます。この

アルゴリズムは、本オシロスコープでよく観察される一般的なレコード長

（通常は 1, 2, 4, 5, 10 の倍数）に も適しています。もう 1 つの 2 の累乗

アルゴリズムでは、レコード長が 2N という形式で表現されます。通常、2 の

累乗アルゴリズムは 小素数アルゴリズムよりも高速ですが、捕捉される

信号の一般的なレコード長とは異なるレコード長が使用されることが弱点

です。2 の累乗アルゴリズムでは、切り詰めが選択された場合は、レコード

長より小さい 大の 2 の累乗値に結果が切り捨てられ、ゼロ充填が選択さ

れた場合は、レコード長より大きい 小の 2 の累乗値に結果が切り上げら

れます。 
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解析 

WaveScan 

WAVESCAN の概要 

WaveScan には、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。20 種類以上の検

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（勾配、レベル、スレッショールド、ヒステリシスなど）を適用した後、ポスト

捕捉環境で検索を開始できます。WaveScan の検索モードはハードウェア･トリガ

の単なる複製ではなく 「ソフトウェア･トリガ」であるため、より高度な機能がサポー

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。各イベントにはタイム･スタンプと索引が付けられてテーブルに保存されます。

そのテーブルからイベントを個別に選択して表示できます。 

異常なイベントが検出されたときに、特定のアクション（捕捉の停止、警告音の出

力、パルスの出力、画面の印刷、波形の保存、LabNotebook™項目の作成など）

を自動的に実行するような設定も可能です。 
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信号の表示 

WaveScan では次の４通りの方法で信号を表示できます。 

 ソース･ビューでは、条件に一致するすべてのエッジがハイライト表示され

ます。 

 スキャン･オーバーレイでは、捕捉された個々のエッジが別々のグリッド内

に相互に重ねられて表示されます。この表示モードではモノクロ･パーシス

タンスを有効にできます。 

 スキャン･ヒストグラムでは、検索条件に一致するエッジに関する統計情報

が表示されます。 

 ズーム･ビューでは、縦方向および横方向に波形図を拡大する、詳細な処

理を適用する 、波形を保存する 、説明ラベルを

波形図に追加する などの操作を実行できます。 
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注意：表示されるグリッドの個数は、どのビューが有効になっているかに応じて、

1～3 個に変化します。WaveScan ではこの機能が自動的に制御され、

WaveScan 以外の通常の操作時と同様に、複数のグリッド間でトレースを移動す

ることはできません。 

検索モード 

検索モードは捕捉の実行中に異常イベントを検出するために使用します。 

 エッジ – 発生するエッジを検出する（勾配とレベルを選択可能） 

 非単調 – スレッショールドの再交差を検出する（勾配、ヒステリシス、レベ

ルを選択可能） 

 ラント – スレッショールドを交差しないパルスを検出する （極性とスレッショ

ールドを選択可能） 

 測定 -- フィルタリングを適用してパラメータ測定を実行する 

パラメータ測定 

捕捉と同時に実行するパラメータ測定のほかに、捕捉の後にパラメータ測定を実

行することもできます。利用可能なパラメータの個数は、オシロスコープにインスト

ールされたオプションに応じて異なります。測定はフィルタ（検索条件）で定義さ

れるイベントのみに対して実行されます。統計条件（±1, 3, 5σなど）を簡単に設

定できるように、フィルタ･ウィザードが用意されています。 

サンプリング･モード 

WaveScan が使用可能になると、オシロスコープは常にリアルタイム･サンプリング･

モードに戻ります。 
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パス/フェイル･テスト（合否テスト） 

 パラメータの比較 

合否テストの入力（Qx）ごとに、パラメータの結果とユーザーが定義した制限（また

は統計範囲）を別々の条件で比較することができます。  

比較基準は次の演算子によって表されます。 

 

また、ボタンにタッチすることで、次の標準的な統計基準値とテスト結果を比較す

ることができます。 

 

 

X-Stream オシロスコープのデュアル･パラメータ比較モードでは、2 つの異なる波

形で測定されたパラメータ値を相互に比較することができます。任意またはすべ

ての波形が比較基準で規定した条件を満たす場合に、テストを真（True）に設定
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することもできます。設定情報は [Qx] ダイアログの [Summary サマリー] ボックス

に次のように表示されます。 

 

 

 マスク･テスト 

既存のマスクまたは実際の波形から作成されたマスクを使用し、事前に定義した

垂直許容値と水平許容値に基づいて、マスク･テストを実行することができます。

既存のマスクはフロッピー･ディスクやネットワークから読み込むことができます。 

All In、All Out、Any In、または Any Out の各条件を満たす波形についてマスク･

テストを真（True）に設定できます。たとえば、All In を選択した場合、波形が 1 つ

でもマスクの範囲外になるとテストは偽（False）になります。 

測定ゲートを使用することにより、波形から作成するマスクをトレースの一部分に

限定できます。（この機能の詳細については、「測定ゲート」を参照）。 

アクション 

事前に指定した回数の捕捉が完了した後で合否テストを終了する場合は、

[Actions アクション] ダイアログの [Stop Test テスト終了] チェックボックス

をオンにします。 

合否条件が成立した場合に実行するアクションを下記から 1 つ以上選択すること

もできます。 

 停止する 

 警報を鳴らす 

 テスト結果を印刷する 
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 パルスを発生させる （可能な場合） 

 波形を保存する 

[Pulse]  を選択すると、オシロスコープの前面にある Aux Out

（補助出力）コネクタからパルスが出力されます。このパルスは別のオシロスコー

プをトリガするのに使用できます。「補助出力信号」の説明に従って、パルスの強

度と幅を設定することができます。 

オシロスコープのモデルに応じて、 大 8 個の合否条件を定義することができま

す。合格を判断する論理条件は次のとおりです。 

すべて真 すべて偽 

いずれかが真 いずれかが偽 

Q1～Q4 のすべてまたは Q5～Q8

のすべて 

Q1～Q4 のいずれかおよび Q5～Q8 のい

ずれか 

パス/フェイル･テストのセットアップ 

初期セットアップ 
1. メニュー･バーの [Analysis →  Pass/Fail Setup...] をタッチします。 

2. [Actions アクション] タブにタッチします。 

3. [Enable Actions アクションを有効にする] チェックボックスをオンにします。

こうすると、波形がテストに合格または不合格したときに実行するアクション

を選択できるようになります。 

4. 後の波形の状態を簡潔に示し、捕捉回数をカウントするテキスト行を有

効にする場合は、[Summary View サマリー表示] チェックボックス

にタッチします。 

5. [Pass If 合格条件] フィールド内部にタッチし、ポップアップ･メニューから

論理条件を選択します。 

6. 一定回数の捕捉が完了した後で合否テストを終了する場合は、[Stop 

Test テスト終了] チェックボックスをオンにした後、[After 完了回数] デー
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タ入力フィールド内部にタッチし、ポップアップ数値キーパッドを使用して

値を入力します。 

7. 入力波形がテストに合格または不合格したときに実行するアクションを設

定する場合は、ダイアログの [If] セクションにある ［Pass 合格］ ボタン

 または ［Fail 不合格］ ボタン  をタッチします。 

8. ダイアログの [Then] セクションで。実行するアクション（stop テストを終了

する、alarm 警報を鳴らす、ｈardcopy テスト結果を印刷する、pulse パルス

を出力する、save 波形を保存する）を選択します。テスト結果を印刷する

場合は、ローカル･プリンタまたはネットワーク･プリンタにオシロスコープが

接続されていることを確認してください。詳細については「印刷」を参照し

てください。 

9. 波形を自動的に保存する場合は、[Save 保存] チェックボックスにタッチし

ます。 [Save Waveform 波形の保存] ダイアログが追加されます。詳細に

ついては「波形の保存と呼び出し」を参照してください。 

10. 合否条件とアクションをテストする場合は、[Force Actions Once アクション

の試行] ボタンにタッチします。条件を変更するときに、すべてのチェック

ボックスを一度にクリアする場合は、[Clear All すべてをクリア] ボタンにタ

ッチします。 

単一パラメータの比較 
1. メニュー･バーの [Analysis →  Pass/Fail Setup...] をタッチします。 

2. [Qx] タブの１つをタッチします。Qx 位置のセットアップ･ダイアログが開き

ます。 

3. [Source1 ソース 1] フィールド内部にタッチし、ポップアップ･メニューから

入力波形を選択します。 

4. メイン･ダイアログ･ボックスの [Condition 条件] フィールド内部にタッチし、

[ParamCompare]  を選択します。 
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5. [Compare Values 値の比較] フィールド内部にタッチし、ポップアップ･メニ

ューから [All] または [Any]  を選択します。[All] を選択すると、

すべての波形が設定した制限範囲内になる場合のみテストが真になりま

す。[Any] を選択すると、1 つの波形でも制限範囲内になればテストは真

になります。 

6. ダイアログの [ParamCompare] セクションにある [Condition 条件] フィー

ルドの内部にタッチし、ポップアップ･メニューから演算子を選択します。 

 
7. [Limit] フィールド内部にタッチし、ポップアップ数値キーパッドを使用して

値を入力します。入力した値には、テスト対象のパラメータに対応する単

位が割り当てられます。たとえば、時間パラメータをテストする場合、単位

は秒です。 

 

[Condition 条件] メニューから [WithinDeltaPct]または [WithinDeltaAbs]を選

択した場合は、[ParamCompare] ダイアログ･ボックスの下部にある統計ボタンを
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使 用 し て 制 限 値 を 設 定 す る こ と も で き ま す 。 

 

デュアル･パラメータの比較 
1. メニュー･バーの [Analysis →  Pass/Fail Setup...] をタッチします。 

2. [Qx] タブの１つをタッチします。Qx 位置のセットアップ･ダイアログが開き

ます。 

3. メイン･ダイアログ･ボックスの [Condition 条件] フィールド内部にタッチし、

[DualParamCompare] を選択します。 

4. [Source1 ソース 1] フィールドと [Source2 ソース 2] フィールド内部にタッ

チし、ポップアップ･メニューから入力波形を選択します。 

5. [ParamCompare] ミニ･ダイアログのフィールド内部をタッチし、ポップアッ

プ･メニューからソースを選択します。 

6. [Compare Values 値の比較] フィールド内部にタッチし、ポップアップ･メニ

ューから [All] または [Any] を選択します。[All] を選択すると、

すべての波形が設定した制限範囲内になる場合のみテストが真になりま

す。[Any] を選択すると、1 つの波形でも制限範囲内になればテストは真

になります。 
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7. [ParamCompare] ミニ･ダイアログ･ボックスの [Condition 条件] フィールド

内部にタッチし、ポップアップ･メニューから演算子を選択します。 

 

8. [Limit] フィールド内部にタッチし、ポップアップ数値キーパッドを使用して

値を入力します。この値によりテストするパラメータの大きさが測定されま

す。たとえば、時間パラメータをテストする場合、単位は秒です。 

9. [Condition 条件] メニューから [WithinDeltaPct]または [WithinDeltaAbs]

を選択した場合は、[Delta] フィールド内部をタッチして値を入力します。  



基本操作マニュアル 

WP8Zi-GSM-J-RevA 125

マスク･テスト 
1. メニュー･バーの [Analysis →  Pass/Fail Setup...] をタッチします。 

2. [Qx] タブの１つをタッチします。Qx 位置のセットアップ･ダイアログが開き

ます。 

3. [Source1 ソース 1] フィールド内部にタッチし、ポップアップ･メニューから

入力波形を選択します。 

4. メイン･ダイアログ･ボックスの [Condition 条件] フィールド内部にタッチし、

[Mask Test マスク･テスト] を選択します。 

5. ダイアログの [Test テスト] セクションで、[Test is True when テストが真と

なる条件] グループ  のいずれかのボ

タンを選択します。たとえば、[All In] を選択した場合、波形が 1 つでもマ

スクの範囲外になるとテストは偽（False）になります。 

6. ダイアログの [Show Markers] セクションで、マスク違反を表示するかどうか

を選択します。 

7. 既存のマスクを読み込む場合は、[Load Mask マスクの読み込み] タブに

タッチし、[File ファイル] ボタンを押します。続いてマスクのファイル名を入

力するか、ファイルの保存先を検索します。 

8. 波形からマスクを作成する場合は、[Make Mask マスク作成] タブにタッチ

します。  

9. [Ver Delta 垂直デルタ] フィールドと [Hor Delta 水平デルタ] フィールド

内部にタッチし、ポップアップ数値キーパッドを使用して各フィールドに境

界値を入力します。 

10. マスクを保存するには、[Browse 参照] ボタンにタッチし、マスクのファイル

名と保存先のフォルダを指定します。 

11. 波形の一部分にマスクを限定する場合は、[Gate ゲート] タブにタッチして 

[Start 開始] フィールドと [Stop 停止] フィールドに値を入力します。ある

いは、デフォルトではグリッドの左端と右端に配置されているゲート･ポスト 

にタッチしてドラッグします。 
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作業内容の文書化 

LabNotebookTM 

LabNotebook の概要 

レクロイの LabNotebook 機能はオシロスコープのドキュメンテーション機能を拡張

するもので、表示された波形のすべてを収録した注釈付き Notebook エントリの作

成、DSO のセットアップ、ユーザー独自の注釈の作成などがサポートされます。

Notebook エントリはハードコピー形式（pdf、rtf、html）に変換して、印刷または電

子メール送信を行うことができます。また、デフォルトのレポート･レイアウトが用意

されているほか、独自のレポート･レイアウトを作成したり、さらにはレポート見出し

に独自の企業ロゴを追加したりすることもできます。 

Notebook エントリは内部データベースに保存され、いつでも呼び出して参照でき

ます。LabNotebook には波形データの保存のほかに、パネル･セットアップ情報

やパラメータ測定情報を保存する機能があります。データベースを外部メディア

にバックアップする機能も利用できます。 

Flashback 機能を利用すると、DSO の状態（保存された波形やセットアップ情報な

ど）を後で参照できるため、追加の測定を簡単に実行できます。キーワード･フィ

ルタを使用すると、目的の Notebook エントリを簡単に検出できます。 

エントリを保存･参照する宛先の Notebook を選択する機能、プロジェクト単位また

はユーザー単位で Notebook にラベルを付ける機能が用意されています。たとえ

ば、複数のユーザー間でオシロスコープを共有する場合や、1 台のオシロスコー

プを別々のプロジェクトで使用する場合には、LabNote のデータベースを切り替

えることによりデータを別々に保守できます。同様に、ハードコピー･レポートは

別々のフォルダに保存できます。 

注意：外付けモニタが接続されている場合、LabNotebook は自動的に外付けモ

ニタ上で起動されます。 
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Notebook エントリの作成 
1. メニュー･バーの [File → Create Notebook Entry] 

 をタッチします。 

表示されるダイアログにエントリの名前（タイトル）とコメントを入力します。

デフォルト設定では、現在の日付と時刻がエントリのタイトルになります。 

 
2. [Title タイトル] フィールド内部をタッチし、ポップアップ･キーボードを使用

してタイトルを入力します。必要に応じて [Description 説明] フィールド内

部をタッチしてコメントを入力した後、[Close 閉じる] をタッチします。 

3. Notebook プレファレンスの [Use Print Colors 白い背景で印刷] チェック

ボックスをオンにした場合は、Notebook エントリ内で波形が「印刷カラー」

で表示されます（つまり、プリンタのインクを節約するために白い背景に表

示されます）。それ以外の場合は、波形が黒い背景に表示されます。 
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画面の上部には描画ツールバーが表示されます。 

アイコン: 説明： 

 

ペン･ツールでは、フリーハンドによる描画やテキストの

追加が可能です。タッチ画面上でマウスまたはスタイラス

を使用して描画できます。マウスを再度クリックした後、

波形上の任意の位置にオブジェクトをドラッグできます。 

 

円形ツールを使用すると、注目させたい波形特性の周

囲に円を描画できます。マウスを再度クリックすると、円

が描画されます。描画された円は画面上の任意の位置

にドラッグできます。 

 

矢印ツールを使用すると、特定の情報を指し示す矢印

付きの直線を描画できます。これらの直線は 360 度回

転でき、画面上の任意の位置にドラッグできます。 

 

テキスト･ツールを使用すると、注意を惹くためのテキスト

をレポートに追加できます。このツールをタッチすると、

ダイアログ･ボックスが開きます。このダイアログ内でポッ

プアップ･キーボードを使用してテキストを入力します。

[Close 閉じる] をタッチすると、入力したテキストがドラッ

グ可能なオブジェクトとしてディスプレイに表示されま

す。 
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アイコン: 説明： 

 

  

これらはオブジェクト、直線、テキストのために選択できる

3 つの標準カラーです。別のカラーを使用する場合は、

[More 次] をタッチします。 

 

More をタッチすると、標準カラーとして黄色が表示され

たカスタム･ボックスが開きます。黄色ボタンをタッチする

と、フルカラー･パレットが開きます。 

独自のカラーを選択できたら、[Add to Custom Colors 

カスタム･カラーに追加] をタッチします。こうすると、その

カラーが [Custom Colors カスタム･カラー] パレットに表

示されます。カスタム･カラーをタッチして選択し、[OK] 

をタッチします。次に作成するオブジェクトは、ここで選

択したカラーになります。 

描画したオブジェクトを消去する場合は、そのオブジェク

トをタッチして選択した後、[Erase Selected 選択したオ

ブジェクトを消去] をタッチします。 
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アイコン: 説明： 

描画したオブジェクトとテキストをすべて消去する場合

は、[Erase All すべて消去] をタッチします。 

後に描画したオブジェクトを破棄する場合は、[Undo  

取り消し] をタッチします。 

 

[Move Toolbar ツールバー移動] ボタンをタッチすると、

画面上の任意の位置にツールバーを配置できます。こ

のボタンを再度タッチすると、ツールバーが元の固定位

置に戻ります。 

 

Notebook エントリに対する注釈の付加が完了したら、

[Done 完了] をタッチします。LabNotebook ダイアログの

リストにエントリの名前が表示されます。このダイアログで

は、Notebook エントリのハードコピー･レポートの作成、

印刷、電子メールでの送信などの操作を実行できます。 
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保存と呼び出し 

オシロスコープのセットアップ情報の保存と呼び出し 

大 6 個のオシロスコープ･パネル設定情報を内部的に保存し、後で簡単に呼

び出すことができます。また、オシロスコープのパネル設定情報をハードディスク、

ネットワーク･ドライブ、USB ドライブなどにファイル（.lss）として保存し、そのファイ

ルを後で読み込むこともできます。  

オシロスコープのセットアップ情報の保存 
1. メニュー･バーの [File →Save Setup] をタッチします。  

2. オシロスコープのセットアップ情報を内部的に保存するには、[Save to 

Internal Setup] セクションの [SetupX] データ入力フィールドの内部をタッ

チし、ポップアップ･キーボードを使用してファイル名を入力します。次に、

[SetupX] データ入力フィールドの隣にある [Save] ボタン 

 をタッチします。ファイルは D:\Internal 

Setups フォルダに保存され、現在の日付と時刻がフィールドの上に表示さ

れます。 

 

または 

 

オシロスコープのセットアップ情報を任意のファイルに保存する場合は、

[Save To File] セクションの [Save panel to file] データ入力フィールドの

内部をタッチし、ポップアップ･キーボードを使用して宛先フォルダのパス

名を入力します。または、[Browse 参照] にタッチして宛先フォルダに移動

した後、[Save Now 今すぐ保存] にタッチします。 
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オシロスコープのセットアップ情報の呼び出し 
1. メニュー･バーの [File →Recall Setup] をタッチします。 

2. 内部的に保存されたセットアップ情報を呼び出す場合は、[Recall from 

Internal Setup] セクションで、目的のファイルの隣にある [Recall 呼び出

し] ボタンにタッチします。 

 

または 

 

オシロスコープのセットアップ情報を任意のファイルから呼び出す場合は、

[Recall From File] セクションの [Recall panel from file] データ入力フィー

ルドの内部をタッチし、ポップアップ･キーボードを使用してソース･フォル

ダのパス名を入力します。または、[Browse 参照] にタッチしてソース･フォ

ルダに移動した後、[Recall Now 今すぐ呼び出し] ボタンにタッチします。  

デフォルトのセットアップ情報の呼び出し 

WaveMaster 8Zi オシロスコープのデフォルトのセットアップ情報は下記のとおりです。 

 チャンネル 1 と 2 はオンに設定され、50 mV/div、0V オフセット、直線補

間が適用される。 

 演算、基準波形、チャンネルに関する他の測定はすべてクリアされる。 

 トリガはチャンネル 1 に設定され、自動（Auto）の正のエッジ、DC カップリ

ング、0V レベルが適用される。 

 時間軸は 50 ns/div、10ks、20 GS/s、ゼロ遅延に設定される。 

 SMART メモリーは 100ks が選択された [Set Max Memory] に設定される。 

 カーソルはオフになる。 

 グリッドは AutoGrid に設定される。 

セットアップ情報をデフォルト設定に戻すには、フロント･パネルの [DEFAULT 

SETUP] ボタンを押します。 

 

または 
 

メニュー･バーの [File →Recall Setup] をタッチし、[Recall Default Setup] セクショ
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ンの [Recall Default] ボタンをタッチします。  
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波形の保存と呼び出し 

波形の保存 
1. メニュー･バーの [File → Save Waveform] をタッチします。 

2. [Save Waveform 波形の保存] ダイアログで、[Save To 保存先] として 

[Memory メモリ]  または [File ファイル]  を選択しま

す。 

3. [Source ソース] フィールド内部にタッチして、[Select Source] ポップアッ

プ･ウィンドウからソースを選択します。たとえば、チャンネル（C1-C4）、演

算関数（F1-F4）、非揮発性 RAM に保存された波形（M1-M4）など、任意

のトレースをソースとして選択することができます。 

4. 波形のデフォルト名を変更する場合は、[Trace Title トレース名] データ入

力フィールドの内部をタッチし、ポップアップ･キーボードを使用して新しい

名前を入力します。 

注意：波形の名前は変更できますが、連続番号は変更できません。 

 注意 

文字ではなく数字で終わる名前を使用すると、名前の末尾の数字が自動的に削

除または変更される可能性があります。これは設計上、 初の波形の番号が 0

になり、2 番目の波形の番号が 1 になる（以下同様に連続番号を使用）という自

動ナンバリング体系が採用されているためです。たとえば "XYZ32" という名前を

波形に付けたときに、その波形の前に XYZ0～XYZ31 という波形が存在しない

場合は、連続番号内で次に利用可能な数字で名前の末尾の数字（32）が置き換

えられます。  

波形の名前に数字を使用する必要がある場合は、たとえば "XYZ32a" のように、

数字の後に英字を追加することをお勧めします。 
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5. 波形をファイルに保存する場合は、[Data Format データ フォーマット] フ

ィールドにタッチし、ポップアップ･メニューからファイルのデータ･フォーマ

ットを選択します。 

 

選択したフォーマットによっては、[SubFormat] フィールドにタッチしてサブ

フォーマットを選択しなければならない場合があります。[ASCII]を選択し

た場合は、[Delimiter] フィールドにタッチし、ポップアップ･メニューから区

切り文字（コンマ、スペース、セミコロン、タブ）を選択します。 

 

注意：デジタル･トレースでは、XML 出力をサポートする WaveML フォーマット

が使用されます。 

6. [Save file in directory 保存先フォルダ] フィールドの隣の [Browse 参照] 

ボタンにタッチし、ファイルを保存するフォルダに移動します。ファイル名

は自動的に割り当てられ、フィールドの下に表示されます。 

7. [Save Now] ボタン  にタッチします。 

自動保存 

Auto Save 機能を使用すると、トリガが新たに発生するたびに波形をディスクに自

動保存できます。自動保存機能を有効にするには、[Save Waveform] ダイアログ

で自動保存ボタン  の 1

つにタッチします。 

自動保存には、Wrap（古いファイルを上書きする）または Fill（ファイルを上書きし

ない）の 2 種類のモードがあります。 
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 注意 

Fill モードを選択すると、ハードディスクの空き領域が短期間で無くなる可能性が

あります。 

 

波形の呼び出し 

オシロスコープに読み込めるファイルは、バイナリ形式で保存された .trc ファイル

に限られています。  

1. メニュー･バーの [File → Recall Waveform] をタッチします。 

2. メモリから波形を呼び出す場合は、[ Recall Waveform 波形の呼び出し] 

ダイアログ内で、[Recall From 波形の呼び出し元] として [Memory] ボタン 

をタッチします。次に、[Source] フィールドの内部にタッチし、波形データ

が保存されたメモリ･ロケーション（M1～M4）を選択します。 

 

または 

ファイルから波形を呼び出す場合は、[ Recall Waveform 波形の呼び出

し] ダイアログ内で、[Recall From 波形の呼び出し元] として [File] ボタン

 をタッチします。次に、[Destination] フィールドの内部にタッ

チし、波形データが保存されたメモリ･ロケーション（M1～M4）を選択しま

す。検索対象範囲をチャンネル、演算関数、メモリだけに絞り込む場合は、

[Show only files ファイルのみを表示] フィールド内部にタッチして検索領

域を選択します。[Recall files from directory 呼び出し元のフォルダ] フィ

ールドの内部にタッチし、ポップアップ･キーボードを使用してパス名を入

力します。または、[Browse 参照] ボタンにタッチして、目的のフォルダを

探します。[Next file will be recalled from 次のファイルを呼び出すフォル

ダ] フィールドの内部をタッチし、ポップアップ･キーボードを使用してパス
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名を入力します。または、[Browse 参照] ボタンにタッチして、目的のフォ

ルダを探します。 

3. [Recall Now] ボタンにタッチします。  

 

 

ディスク･ユーティリティ 

フォルダとファイルの作成や削除を行うには、[Disk Utilities ディスク･ユーティリテ

ィ] ダイアログを使用します。 

注意：ディスク･ユーティリティのすべての機能は、Microsoft Windows®の標準

的なファイル管理ツールを使用して実行することもできます。 

単一のファイルの削除 
1. メニュー･バーの「File → Disk Utilities] をタッチします。 

2. [Disk Utilities ディスク･ユーティリティ] ダイアログ内の [Delete 削除] ボタ

ン  をタッチします。 

3. [Current folder 操作対象フォルダ] フィールドの内部をタッチし、削除す

るファイルが存在するフォルダのパス名をポップアップ･キーボードから入

力します。 

 

または 

 

[Browse 参照] ボタンにタッチして、目的のフォルダに移動します。 

4. [File to be deleted 削除するファイル] フィールドの内部をタッチし、ポップ

アップ･キーボードを使用してファイル名を入力します。 

 

または 



WaveMaster 8Zi 

138 WP8Zi-GSM-J-RevA

 

[Browse 参照] ボタンにタッチして、目的のフォルダに移動します。 

5. 削除するファイルを指定したら、[Delete File ファイルを削除] ボタンにタッ

チします。 
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フォルダ内のすべてのファイルの削除 
1. メニュー･バーの [File → Disk Utilities] をタッチします。 

2. [Disk Utilities ディスク･ユーティリティ] ダイアログ内の [Delete 削除] ボタ

ン  をタッチします。 

3. [Current folder 操作対象フォルダ] フィールドの内部をタッチし、削除す

るファイルが存在するフォルダのパス名をポップアップ･キーボードから入

力します。 

 

または 

 

[Browse 参照] ボタンにタッチして、目的のフォルダに移動します。 

4. 削除するフォルダを指定したら、[Empty Folder フォルダを全消去] ボタン

にタッチします。 

フォルダの作成 
1. メニュー･バーの [File → Disk Utilities] をタッチします。 

2. [Disk Utilities ディスク･ユーティリティ] ダイアログ内の [Create  作成] ボ

タン  をタッチします。 

3. [Current folder 操作対象フォルダ] フィールドの内部をタッチし、新しいフ

ォルダを作成する場所の親フォルダのパス名をポップアップ･キーボード

から入力した後、フォルダ名を入力します。 

4. [Create Folder フォルダの新規作成] ボタンをタッチします。 
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印刷 

印刷、プロット出力、コピー 

本製品には、波形データに対する操作として、プリンタでの印刷、プロッタへの出

力、ファイルへのコピー（出力）、電子メールによる送信などを行う機能があります。

本オシロスコープでは、Microsoft Windows®でサポートされる任意のプリンタを使

用できます。 

印刷 

プリンタの設定 
1. メニュー･バーの [File → Print Setup] をタッチします。[Utilities Hardcopy 

ハードコピー] ダイアログが表示されます。 

 

または 

 

フロント･パネルの [Print 印刷] ボタンを押した後、[Print 印刷] フライアウ

ト･メニューの [Print Setup... 印刷の設定] ボタンをタッチします。 

2. [Hardcopy ハードコピー] ダイアログの [Printer プリンタ] アイコン

 にタッチします。 

3. トレースを白い背景で出力する場合は、[Colors カラー] セクションの [Use 

Print Colors 白い背景で出力] チェックボックスをオンにします。  

注意：白い背景を使用すると、プリンタのトナーが節約されます。（プリンタのカラ

ー設定を変更するには、[Utilities → Preference Setup → Color] ダイアログを使

用します。） 

4. [Select Printer プリンタの選択] フィールドの内部にタッチして、ポップアッ

プ･メニューからプリンタを選択します。  

5. プリンタのセットアップ情報を確認する場合は、[Properties プロパティ] ボ

タンにタッチします。 

6. [Orientation 用紙方向] を指定するために、縦または横を示すアイコンに

タッチします。 
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7. [Hardcopy Area] フ ィ ー ル ド に タ ッ チ し て 、 ポ ッ プ ア ッ プ ･ メ ニ ュ ー

 から印刷対象領域を選択します。ダイアログ領域

を印刷対象から外して、波形とグリッドのみを印刷する場合は、[Grid Area 

Only グリッド領域のみ] を選択します。波形およびグリッドとともにダイアロ

グを印刷する場合は、[DSO window] を選択します。画面全体を印刷する

場合は、[Full Screen] を選択します。 

画面イメージの印刷 

印刷を開始するには次の 3 通りの方法があります。 

 

 フロント･パネルの [Print 印刷] ボタンを押した後、[Print 印刷] フライアウ

ト･メニューの [Print Now 今すぐ出力] ボタンをタッチします。 

 メニュー･バーの [File → Print] をタッチします。 

 [Utilities → Hardcopy] ダイアログ内の [Print Now 今すぐ出力] ボタン

 にタッチします。 

注意：本オシロスコープでは、[Utilities → Hardcopy] ダイアログ内での印刷設

定に基づいて画面イメージが印刷されます。 
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プリンタとドライバの追加 

注意：プリンタを追加する場合は、そのプリンタに対応するドライバを 初にイン

ストールする必要があります。 

1. メニュー･バーの [File → Print Setup] をタッチします。 

 

または 

 

フロント･パネルの [Print 印刷] ボタンを押した後、[Print 印刷] フライアウ

ト･メニューの [Print Setup... 印刷の設定] ボタンをタッチします。  

2. [Hardcopy ハードコピー] ダイアログの [Printer プリンタ] アイコン

 にタッチします。 

3. [Add Printer プリンタの追加] ボタンにタッチします。プリンタの追加を制

御する [Microsoft Windows® Printer] ウィンドウが起動されます。 

ファイルの管理 

USB ドライブやハードディスクなどの記憶媒体に画面イメージをファイルとして保

存するには、本オシロスコープの [Utilities ユーティリティ] メニューを使用します。

ファイルに独自の名前を付けたり、ファイル専用のディレクトリを作成したりすること

ができます。 

ハードディスクのパーティション 

本オシロスコープの内蔵ハードディスクは、ドライブ C: およびドライブ 
D: の 2 つのパーティションに分割されています。ドライブ  C: には 
Windows オペレーティング･システムと本オシロスコープのアプリケーシ

ョン･ソフトウェアが保存されています。ドライブ D: はデータ･ファイル

用に使用されます。 
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ユーティリティ 

ステータス 

[Utilities ユーティリティ] ダイアログの [Status] タブから、本オシロスコープのステ

ータスを表示できます。読み取り専用の [System Status] ダイアログには、シリア

ル番号、ファームウェアのバージョン、インストールされているソフトウェア/ハード

ウエア･オプションなど、各種システム情報が表示されます。 

[System Status] ダイアログの表示 
1. メニュー･バーの [Utilities → Utilities Setup] をタッチします。 

2. [Utilities ユーティリティ] ダイアログの [System Status] をタッチします。 

 

または 

 

[Status ステータス] タブにタッチします。 

リモート通信 

[Utilities ユーティリティ] ダイアログの [Remote リモート] タブから、リモート通信を

設定できます。[Remote リモート] ダイアログでは、ネットワーク通信プロトコルの選

択、ネットワーク接続の設定、Remote Control Assistant のイベント･ログの構成な

どの作業を行うことができます。通信プロトコルとして選択できるのは、TCPIP

（VICP), LXI(VXI11), LSIB(オプション)と GPIB(オプション)に限られています。 

次の点に注意してください。 

 GPIB はオプションであり、本オシロスコープの側面にあるカード･スロットに

GPIB カードを取り付ける必要があります。 

 LSIB はオプションであり、本オシロスコープの側面にあるカード･スロットに

LSIB カードを取り付ける必要があります。 

 本オシロスコープでは、アドレシング･プロトコルとしてダイナミック･ホスト構

成プロトコル（DHCP： Dynamic Host Configuration Protocol）が使用され

るため、ネットワークで DHCP がサポートされる場合は、IP アドレスを設定

する必要がありません。DHCP がサポートされない場合は、Windows 2000

の標準的なネットワーク･セットアップ･メニューを使用して静的な IP アドレ

スを割り当ててください。 

本製品を遠隔操作するときは、PC とオシロスコープ間の通信が Remote Control 

Assistant によって記録･監視されます。ログにはすべてのイベントを記録するか、
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エラーのみを記録することができます。リモート制御アプリケーションの開発やデ

バッグを行うときは、このログが非常に役立ちます。 

リモート通信の設定 

本オシロスコープをネットワークに接続する場合は、 初にインフォメーション･シ

ステムの管理者に連絡してください。本オシロスコープを PC に直接接続する場

合は、GPIB ケーブルまたは Ethernet ケーブルを使用します。 

1. メニュー･バーの [Utilities → Utilities Setup] をタッチします。 

2. [Remote リモート] タブにタッチします。 

3. 通 信 プ ロ ト コ ル （ Port ） と し て TCPIP （ Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol） または GPIB （General Purpose Interface 

Bus） を選択します。GPIB カードがインストールされていない場合は、

GPIB を選択できない状態になっています。 

4. GPIB を選択した場合は、[GPIB Address GPIB アドレス] フィールドの内

部をタッチしてアドレスを入力します。 

 

または 

TCPIP を使用している場合は、[Net Connections ネットワーク接続] ボタ

ンを押します。Windows の [Network Connections ネットワーク接続] ウイ

ンドウが表示されます。本オシロスコープが既にネットワークに接続されて

いる場合は、オシロスコープの接続を設定できます。それ以外の場合は、

新たに接続を確立します。 
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注意：本オシロスコープでは、リモート制御アクセスを特定のクライアントに制限で

きます。アクセスを制限するには、[Security] セクションの [Yes] ボタンにタッチ

し、制限対象の IP アドレスまたはドメイン･サーバー名をコンマで区切って入力し

ます。 

Remote Control Assistant のイベント･ログの構成 
1. メニュー･バーの [Utilities → Utilities Setup] をタッチします。 

2. [Remote リモート] タブにタッチします。 

3. [Remote Control Assistant] セクションの [Log Mode ログ･モード] フィー

ルドの内部にタッチし、ポップアップ･メニューから [Off オフ]、[Errors 

Only エラーのみ]、[Full Dialog すべてのイベント] のいずれかを選択しま

す。 

4. イベント･ログの内容を ASCII テキスト･ファイルにエクスポートする場合は、

[Show Remote Control Log 遠隔制御ログを表示] ボタンにタッチします。

[Event Logs イベント ログ] ポップアップ･ウィンドウが表示されたら、

[DestFilename 宛先ファイル名] データ入力フィールドの内部にタッチし、

ポップアップ･キーボードを使用してファイル名を入力した後、[Export to 

Text File テキスト･ファイルにエクスポート] ボタンにタッチします。 
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ハードコピー 

[Utilities ユーティリティ] ダイアログの [Hardcopy ハードコピー] タブから、画面イ

メージを印刷できます。[Hardcopy ハードコピー] ダイアログでは、プリンタ、クリッ

プボード、ファイルに対して画面イメージを出力できます。印刷出力対象として、

波形とグリッドのみ、波形とグリッドおよびダイアログ、画面全体を選択できます。

画面イメージを電子メールで送信することもできます。 

印刷 

印刷およびプリンタ設定の詳細については、「印刷」を参照してください。 

クリップボード 

[Hardcopy ハードコピー] タブで [Clipboard クリップボード] を選択すると、画面イ

メージ･データをクリップボードに保存した後、そのデータを他のアプリケーション

（Microsoft Word など）に貼り付けることができます。 

画面イメージをクリップボードに保存 
1. メニュー･バーの [Utilities → Utilities Setup] をタッチします。 

2. [Hardcopy ハードコピー] タブにタッチした後、[Clipboard クリップボード] 

アイコンにタッチします。 

3. [Colors] フィールドにタッチした後、画面イメージをそのまま印刷する場合

は [Standard] を選択し、白い背景に波形を印刷する場合は [Print] を選

択し、波形を白黒で印刷する場合は [Black & White] を選択します。 

注意： [Print] を選択すると、プリンタのトナーとインクが節約されます。 

4. [Hardcopy Area] フィールドにタッチして、画面のどの領域を印刷するの

かを選択します。エラー! ファイル名が指定されていません。ダイアログ領

域を印刷対象から外して、波形とグリッドのみを印刷する場合は、[Grid 

Area Only グリッド領域のみ] を選択します。波形およびグリッドとともにダ

イアログを印刷する場合は、[DSO window] を選択します。画面全体を印

刷する場合は、[Full Screen] を選択します。 
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5. [Print Now 今すぐ出力] ボタン  にタッチします。 

注意： [Hardcopy ハードコピー] ダイアログでクリップボード情報を設定すると、フ

ロント･パネルの [Print 印刷]ボタンにタッチして、[Print 印刷] フライアウト･メニュ

ーから [Save Screen to Clipboard] を選択できるようになります。本オシロスコー

プでは、クリップボード設定に基づいて画面イメージがクリップボードに保存され

ます。 

ファイル 

USB ドライブやハードディスクなどの記憶媒体に画面イメージをファイルとして保

存するには、[Hardcopy ハードコピー] タブの [File  ファイル] セクションを使用し

ます。  

画面イメージをファイルに保存 
1. メニュー･バーの [Utilities → Utilities Setup] をタッチします。 

2. [Hardcopy ハードコピー] タブにタッチした後、[File ファイル] アイコンにタ

ッチします。 

3. [File Format ファイル形式] データ入力フィールドの内部にタッチし、ポッ

プアップ･メニューからグラフィック･ファイルの形式を選択します。 

4. [Colors] フィールドにタッチした後、画面イメージをそのまま印刷する場合

は [Standard] を選択し、白い背景に波形を印刷する場合は [Print] を選

択し、波形を白黒で印刷する場合は [Black & White] を選択します。 

注意： [Print] を選択すると、プリンタのトナーとインクが節約されます。 

5. [File Name ファイル名 ] フィールドの内部にタッチし、ポップアップ･キー

ボードを使用して、画面イメージを保存する宛先ファイルの名前を入力し

ます。 

6. [Directory フォルダ] データ入力フィールドの内部にタッチし、ポップアッ

プ･キーボードを使用して、出力先フォルダのパス名を入力します。または、

[Browse 参照] ボタンにタッチして、目的のフォルダに移動します。 
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7. [Hardcopy Area] フィールドにタッチして、画面のどの領域を印刷するの

かを選択します。ダイアログ領域を印刷対象から外して、波形とグリッドの

みを印刷する場合は、[Grid Area Only グリッド領域のみ] を選択します。

波形およびグリッドとともにダイアログを印刷する場合は、[DSO window] を

選択します。画面全体を印刷する場合は、[Full Screen] を選択します。 

8. [Print Now 今すぐ出力] ボタン  にタッチします。 

注意： [Hardcopy ハードコピー] ダイアログでファイル情報を設定すると、フロン

ト･パネルの [Print 印刷] ボタンにタッチして、[Print 印刷] フライアウト･メニュー

から [Save Screen to File] を選択できるようになります。本オシロスコープでは、フ

ァイル設定に基づいて画面イメージがファイルに保存されます。（ [Save Screen 

to File] にタッチするたびに、ファイル名が 1 ずつ増加します。） 



基本操作マニュアル 

WP8Zi-GSM-J-RevA 151

 電子メール 

[Hardcopy ハードコピー] タブの [E-mail 電子メール] セクションには、MAPI プロ

トコルまたは SMTP プロトコルを使用して、画面イメージを電子メールで送信する

オプションがあります。[Utilities ユーティリティ] ダイアログから電子メールを通じ

てデータを送信するには、 初に [Preference Setup プレファレンス] ダイアログ

で電子メール･サーバーと受信用アドレスを設定しておく必要があります。 

画面イメージを電子メールで送信 
1. メニュー･バーの [Utilities → Utilities Setup] をタッチします。 

2. [Hardcopy ハードコピー] タブにタッチした後、[E-mail 電子メール] アイコ

ンにタッチします。 

3. [File Format ファイル形式] データ入力フィールドの内部にタッチし、ポッ

プアップ･メニューからグラフィック･ファイルの形式を選択します。 

4. [Colors] フィールドにタッチした後、画面イメージをそのまま印刷する場合

は [Standard] を選択し、白い背景に波形を印刷する場合は [Print] を選

択し、波形を白黒で印刷する場合は [Black & White] を選択します。 

注意： [Print] を選択すると、プリンタのトナーとインクが節約されます。 

5. 画像にコメントを付ける場合は、[Prompt for message to send with mail 電

子メールとともにコメントを送信] チェックボックスを選択します。 

6. [Hardcopy Area] フィールドにタッチして、画面のどの領域を印刷するの

かを選択します。エラー! ファイル名が指定されていません。ダイアログ領

域を印刷対象から外して、波形とグリッドのみを印刷する場合は、[Grid 

Area Only グリッド領域のみ] を選択します。波形およびグリッドとともにダ

イアログを印刷する場合は、[DSO window] を選択します。画面全体を印

刷する場合は、[Full Screen] を選択します。 

7. [Print Now 今すぐ出力] ボタン  にタッチします。 
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注意： [Hardcopy ハードコピー] ダイアログで電子メール情報を設定すると、フロ

ント･パネルの [Print 印刷] ボタンにタッチして、[Print 印刷] フライアウト･メニュ

ーから [Send Screen to Email] を選択できるようになります。本オシロスコープで

は、電子メール設定に基づいて画面イメージが送信されます。 
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補助信号出力 

[Utilities ユーティリティ] ダイアログの [Aux Output] タブから、補助信号を出力

できます。AUX OUTPUT コネクタからは、プローブの校正信号以外に、下記の

信号を出力できます。 

注意：すべてのオシロスコープ･モデルでこれらのオプションが使用できるわけ

ではありません。 

ボタン: 説明： 

 

方形波 

5.0 Hz から 5 MHz までの周波数を設定できます。 

 
トリガ出力 - 別のオシロスコープをトリガするのに使用できます。 

 
直流レベル - 基準レベル 

 

トリガ･イネーブル - オシロスコープが READY（稼動可能状態）のと

きに別の機器をトリガするためのゲーティング機能として使用できま

す。 

 

Pass/Fail – 1 ms～500 ms のパルス持続時間を設定できます。合

否（Pass/Fail）テストが作動中のときに、条件に合格するとパルスを

発生します。  

 
補助出力オフ - 補助出力信号をオフにします。 
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補助出力の設定 
1. メニュー･バーの [Utilities → Utilities Setup] をタッチします。 

2. [Aux Output 補助出力] タブにタッチします。 

3. 1kHz、1V の方形波を出力する場合は、[Set to 1 kHz, 1 V Square Wave] 

ボタンにタッチします。 

 

または 

 

特殊な信号を出力する場合は、[Use Auxiliary Output For] の下にあるボ

タンの 1 つ（Square Wave, Trigger Enabled, Trigger Out, Pass/Fail, Off）

にタッチします。 

注意： [Pass/Fail 合否] を選択した場合は、[Pulse Duration パルス持続時間] フ

ィールドの内部にタッチし、ポップアップ数値キーパッドを使用して 1 ms から 500 

ms の範囲のパルス持続時間値を入力します。 

4. 該当の場合は、[Amplitude] データ入力フィールドの内部をタッチし、ウィ

ンドウの下部にあるスライダー･バーを使用して値を入力します。スライダ

ー･バー上のキーパッド･ボタン  をクリックし、ポップアップ数

値キーパッドを使用して値を入力します。 

5. [Frequency] データ入力フィールドの内部をタッチし、ウィンドウの下部に

あるスライダー･バーを使用して値を入力します。スライダー･バー上のキ

ーパッド･ボタン  をクリックし、ポップアップ数値キーパッドを

使用して値を入力します。 
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日付と時刻 

[Utilities ユーティリティ] ダイアログの [Date & Time] タブには、日付と時刻を手

作業で設定する機能と、日付/時刻情報をインターネットから取得する機能があり

ます。日付/時刻情報をインターネットから取得する場合は、側面パネルの LAN

コネクタを通じてオシロスコープをインターネットに接続する必要があります。タイ

ムゾーンと夏時間を設定することもできます。 

日付と時刻を手作業で設定するには 
1. メニュー･バーの [Utilities → Utilities Setup] をタッチします。 

2. [Date/Time 日付/時刻] タブにタッチします。 

3. [Hour, Minute, Second, Day, Month, Year 時、分、秒、日、月、年] の各

データ入力フィールドの内部にタッチし、ポップアップ数値キーパッドを使

用して値を入力します。 

4. [Validate Changes 変更を確認] ボタンにタッチします。 

日付/時刻情報をインターネットから取得するには 

注意：Simple Network Time Protocol （SNTP） を使用します。 

1. 側面パネルの LAN コネクタを通じてオシロスコープがインターネットに接

続されていることを確認します。 

2. メニュー･バーの [Utilities → Utilities Setup] をタッチします。 

3. [Date/Time 日付/時刻] タブにタッチします。 

4. [Set from Internet インターネットから情報を取得] ボタンにタッチします。 

日付と時刻を Windows から取得するには 
1. メニュー･バーの [Utilities → Utilities Setup] をタッチします。 

2. [Date/Time 日付/時刻] タブにタッチします。 

3. [Windows Date/Time Windows の日付/時刻] ボタン  を

タッチします。 

4. [Time & Date Properties 日付と時刻のプロパティ] ウィンドウを使用して、

時間（タイムゾーンを含む）を設定します。 
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オプション 

[Utilities ユーティリティ] ダイアログの [Options オプション] タブから、ソフトウェ

ア･オプションを追加または削除できます。ソフトウェア･オプションの詳細につい

ては、レクロイ･ジャパンの販売代理店またはサービスセンターにお問い合わせに

なるか、LeCroy の Web サイト（http://www.lecroy.com/options）にアクセスしてく

ださい。 

ソフトウェア･オプションは、オシロスコープの性能を高める効果があります。たとえ

ば、測定や演算のセットアップを行うときに、新しい演算関数や詳細なパラメータ

を選択することができます。 
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プレファレンス 

音声フィードバックを有効にする 

画面上やフロント･パネル上のコントロールにタッチするたびに、確認用のビープ

音を鳴らすように設定できます。この音声フィードバックを有効にすると、画面上

やフロント･パネル上のコントロールにタッチするたびに、オシロスコープから確認

用のビープ音が出力されます。 

1. メニュー･バーの [Utilities → Preferences] をタッチします。 

2. [Audible Feedback Enable 音声フィードバックを有効にする] チェックボッ

クスにタッチします。こうすると、画面またはフロント･パネルのコントロール

にタッチするたびに、ビープ音が発生するようになります。 

自動キャリブレーションを有効にする 

本オシロスコープには、周囲の温度が急激に変化したときに、自動的にキャリブレ

ーションを実行するオプションが用意されています。このオプションを使用しない

場合は、システムの起動時および特定の操作条件が変更されたときのみ、キャリ

ブレーションが実行されます。 

1. メニュー･バーの [Utilities → Preferences] をタッチします。 

2. [Automatic Calibration Enable] チェックボックスをオンにします。 

パフォーマンスの最適化 

オシロスコープでこのオプションが利用できる場合は、解析計算速度を 適化す

るか、ディスプレイの表示速度を 適化するかを選択することができます。表示更

新速度を重視する場合は [Display ディスプレイ] 指向の 適化を選択し、捕捉と

解析の効率性を重視する場合は [Analysis 解析] 指向の 適化を選択してくださ

い。パーシスタンス表示機能とアベレージ機能を使用する場合は、解析指向の

適化を選択するのが効果的です。こうすれば、表示更新速度を若干犠牲にして、

波形の捕捉と解析が優先的に処理できます。 

パフォーマンスの 適化に関する選択肢は、ディスプレイと解析を両端とするス

ペクトルとして表されます（下図を参照）。 

 

1. メニュー･バーの [Utilities → Preferences] をタッチします。 
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2. 適化アイコンの 1 つにタッチします。 

オフセット･コントロールの設定 

ゲインを変更するときにオフセット･コントロールを使用すると、垂直位置インジケ

ータを一定位置に固定するか（ [Div 区画] を選択した場合）、実際の電圧レベル

とともに移動するか（ [Volts ボルト] を選択した場合）を指定することができます。

[Div 区画] を選択した場合は、ゲインを増加したときに、波形がグリッド上に留ま

るという利点があります。一方、[Volts ボルト] を選択した場合は、波形がグリッド

から離れる可能性があります。 

注意： [Div 区画] を選択した場合も [Volts ボルト] を選択した場合も、チャンネ

ルのセットアップ･ダイアログに表示されるオフセットは常にボルト単位になりま

す。ただし、オフセット単位として [Div 区画] を選択すると、ボルト単位のオフセ

ットがゲインの変化と比例するようにスケーリングされるため、区画が常にグリッド

上に留まります。 

1. メニュー･バーの [Utilities → Preferences] をタッチします。 

2. [Acquisition 捕捉] タブにタッチします。 

3. [Offset Setting constant in オフセット設定に従属] を選択している状態で 

[Div 区画] ボタンまたは [Volts ボルト] ボタンにタッチします。 

遅延コントロールの設定 

タイムベースを変更するときにオフセット/遅延コントロールを使用すると、水平位

置インジケータを一定位置に固定するか（ [Div 区画] を選択した場合）、トリガ･ポ

イントとともに移動するか（ [Time 時間] を選択した場合）を指定することができま

す。[Div 区画] を選択する利点は、タイムベースを増加させてもトリガ･ポイントが

グリッド上に固定されることです。一方、[Time 時間] を選択すると、トリガ･ポイント

はグリッドを離れて移動する可能性があります。 

注意： [Time 時間] または [Div 区画] のどちらを選択しても、タイムベースのセ

ットアップ･ダイアログに表示される [Delay 遅延] は常に時間を示します。ただ

し、[Delay In 遅延対象] に対して [Div 区画] が選択されている場合、遅延時

間はタイムベースの変化に比例してスケール調整されるため、区画はグリッド上

に固定されます。 

1. メニュー･バーの [Utilities → Preferences] をタッチします。 

2. [Acquisition 捕捉] タブにタッチします。 
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3. [Delay Setting constant in 遅延設定に従属] を選択している状態で [Div 

区画] ボタンまたは [Volts ボルト] ボタンにタッチします。 

電子メールの設定 

本オシロスコープから電子メールを送信するためには、 初に次の設定作業を行

う必要があります。 

1. メニュー･バーの [Utilities → Preferences] をタッチします。 

2. [E-mail 電子メール] タブにタッチします。 

3. 電子メール･サーバーのプロトコルを選択します。 

 

MAPI （Messaging Application Programming Interface） は、単一のクライ

アント（Exchange クライアントなど）を通じて複数の異なるメッセージング･ア

プリケーションやワークグループ･アプリケーション（電子メール、ボイス･メ

ール、FAX など）を実行できるようにする Microsoft インタフェース仕様で

す。MAPI では Windows のデフォルトの電子メール･アプリケーション（通

常は Outlook Express）を使用します。 

 

 SMTP （Simple Mail Transfer Protocol） は、ネットワークを通じて複数のコ

ンピュータ間でメッセージを交換するための TCP/IP プロトコルです。この

プロトコルは、インターネット上で電子メールを転送するときに使用されま

す。ほとんどの場合、特別な考慮や変更は不要です。 

 

4. MAPI を選択した場合は、[Originator Address （From:） 送信者アドレス

（From:）] データ入力フィールドの内部にタッチし、ポップアップ･キーボー

ドを使用して本オシロスコープの電子メール･アドレスを入力します。次に、

[Default Recipient Address （To:） 標準の受信者アドレス（To:）] データ入

力フィールドの内部にタッチし、ポップアップ･キーボードを使用して受信

者の電子メール･アドレスを入力します。 

または 

SMTP を選択した場合は、[SMTP Server SMTP サーバー] データ入力フ

ィールドの内部にタッチし、ポップアップ･キーボードを使用して SMTP サ

ーバーの名前を入力します。[Originator Address （From:） 送信者アドレ

ス（From:）] データ入力フィールドの内部にタッチし、ポップアップ･キーボ

ードを使用して本オシロスコープの電子メール･アドレスを入力します。次

に、[Default Recipient Address （To:） 標準の受信者アドレス（To:）] デー
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タ入力フィールドの内部にタッチし、ポップアップ･キーボードを使用して

受信者の電子メール･アドレスを入力します。 

5. テスト用の電子メール･メッセージを送信する場合は、[Send Test Mail テ

スト用メールの送信] ボタンにタッチします。"Test mail from [オシロスコー

プの電子メール･アドレス]" という本文のテスト用メールが送信されます。 

捕捉ステータス 

オシロスコープの操作の一般的なカテゴリごとに、セットアップの状態を示すステ

ータス･ダイアログを表示することができます。これらのステータス･ダイアログを表

示するには、下記のメニュー項目を選択します。 

 メニュー･バーの [Vertical → Channel Status] 

 メニュー･バーの [Timebase → Acquisition Status] 

 メニュー･バーの [Trigger → Acquisition Status] 

 メニュー･バーの [Math → Math Status], [Zoom Status], [Memory 

Status] 

これらのステータス･ダイアログのほかに、XY のセットアップ、メモリ（M1-M4）のセ

ットアップ、シーケンス･モード･サンプリング用のタイム･スタンプのセットアップに

関する状態を示すダイアログも用意されています。 

サービス･ダイアログ 

 [Utilities Setup] ダイアログ内のこのボタンにタッチすると、レク

ロイのサービス担当者専用のサービス･ダイアログが表示されます。このサービス･

ダイアログを表示するには、特別なセキュリティ･コードが必要です。 

Windows デスクトップの表示 

[Utilities Setup] ダイアログの [Show Windows Desktop Windows デスクトップの

表示] ボタン  にタッチすると、オシロスコープ･アプリケーション

が 小化されます。 
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アプリケーションを元のサイズに戻すには、該当のショートカット･アイコンをタッチ

します。 
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タッチスクリーンのキャリブレーション 

キャリブレーション･プロセスを開始するには、[Touch-Screen Calibration  タッチ

スクリーンのキャリブレーション] ボタンをタッチします。  

  

キャリブレーションの実行中には、タッチスクリーン上の 5 箇所に表示される小さ

い十字マークの中心 にタッチするように指示されます。  

  

次の点に注意してください。 

 指によるタッチでは十分な精度が得られないため、このプロセスではスタイ

ラスを使用してください。 

 どの十字マークもタッチされない状態で 10 秒間以上が経過すると、タイム

アウトとなってキャリブレーション･プロセスが終了します。 

 視誤差を避けるために、十字マークを真正面から見つめてタッチしてくだ

さい。 

 

ソフトウェアの復旧 

Windows XP または Vista を実行するオシロスコープのシステム復元 

オシロスコープは、長期間にわたって高い信頼性で動作するように設計されてい

ます。ただし、オシロスコープを駆動するアプリケーション･ソフトウェアは Windows

プラットフォーム上で動作します。追加の Windows アプリケーションのインストー

ルや既存のアプリケーションの不完全な削除によって、Windows オペレーティン

グ･システムの動作が不安定になる可能性があります。深刻なケースでは、基本オ

ペレーティング･システムとオシロスコープ･ソフトウェアの再インストールが必要に

なる場合もあります。このような再インストールを行うには、C:ドライブにインストー

ルされた元のイメージのクリーン･コピーをリカバリ･ルーチンによって復元します。 

注意：D:パーティション内にあるユーザ･データやキャリブレーション･データは、

この復旧処理によって影響を受けません。 
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レクロイは、オシロスコープのハードディスク上の特別なパーティション内にバック

アップ･イメージとともにリカバリ･ルーチンを用意しています。このリカバリ･ルーチ

ンは、下記で説明する手順に従って簡単に実行できます。システムの復旧処理

が完了した後、Microsoft の Web サイトにインターネットで接続するか、指定の番

号に電話をかけて、Windows を再度アクティブにする必要があります。Widows を

再度アクティブにするときには、オシロスコープの背面に貼付されている Windows

製品キー番号を用意してください。  

 

注意：システムの復旧処理を実行すると、オシロスコープの製造時に 新であ

ったリビジョン･レベルのオシロスコープ･アプリケーション･ソフトウェアとオペレー

ティング･システムの複製が作成されます。それ以降のリビジョンのアプリケーシ

ョン･ソフトウェア、Windows オペレーティング･システム、ウイルス･スキャン定義

ファイルは、自動的にはアップグレードされません。したがって、ディスク･イメー

ジの復元が完了した後で、各ベンダーの Web サイトを検索して、個々のコンポ

ーネントを 新のリビジョン･レベルにアップグレードすることを強くお勧めしま

す 。 

新のオシロスコープ･アプリケーション･ソフトウェアは、レクロイの Web サイト

（www.lecroy.com）から直接ダウンロードすることができます。オシロスコープの

キャリブレーション･データは D:ドライブに保存されるため、現在のキャリブレー

ション設定は復旧処理中に上書きされません。 

復旧の手順 
1. インターネットを通じて Windows をアクティブにする場合は、オシロスコー

プの背面にある LAN ポートにネットワーク･ケーブルを接続します。 

2. キーボードとマウスをオシロスコープに接続します。 

3. オシロスコープの電源を入れます。 

4. レクロイのロゴが画面上に表示されたら即座に F4 キーを押します。リカバ

リ･ルーチンのロゴが一瞬表示されるまで、F4 キーを押し続けてください。 
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5. Phoenix cME コンソールのエンドユーザー･ライセンス契約が表示されま

す。契約の内容を読んで、[Accept] をクリックしてください。 

 

6. Phoenix cME コンソールのメイン･ページが表示されます。[Click here] を

クリックして復旧処理を開始します。 
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7. FirstWare Recover スプラッシュ画面が一瞬表示されます。 
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8. 復旧処理が開始され、FirstWare 進行状況画面が表示されます。これ以

降の操作は不要です。復旧処理には約 10 分かかります。 

 

注意：長い時間にわたって画面に何も表示されない場合があります。こ

れは正常な状態であり、復旧処理で何らかの問題が発生したことを示す

ものではありません。 
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9. 復旧処理が完了すると、X-Stream ソフトウェアのインストール画面が表示

されます。[Next] をクリックして続行してください。 

10. X-Stream ソフトウェアのインストールが完了したら、下記の手順でオシロス

コープをリブートします。 

ここで、Microsoft の Web サイトにインターネットで接続するか、指定の番号に電

話をかけて、Windows を再度アクティブにする必要があります。Widows を再度ア

クティブにするときには、オシロスコープの背面に貼付されている Windows 製品

キー番号を用意してください。 

アプリケーション･ソフトの再起動 

電源をオンにすると、オシロスコープのアプリケーション･ソフトウェアが自動的に

起動します。アプリケーションを終了した後、再びアプリケーションを起動するには、

デスクトップにあるショートカット･アイコンにタッチします。 

  

アプリケーションを 小化するには、タスク･バーまたはデスクトップにあるアイコン

にタッチして、アプリケーションを一度 大化します。   

 . 

オペレーティング･システムの再起動 

Windows®オペレーティング･システムを再起動する必要がある場合は、電

源スイッチを押したまま 10 秒待ち、電源を入れ直すことによって、オシ

ロスコープをリブートしてください。 
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テクニカル・サポート 
テクニカル･サポート 

インストール、校正、およびソフトウェア･アプリケーション全般にわたるサポートに

ついては、お近くのお客様サービス･センターにお問い合わせください。下記のオ

フィスの連絡先情報は、レクロイの Web サイト

（http://www.lecroy.com/tm/ServiceSupport）からも入手できます。 

 

レクロイのテクニカル・サポートセンター 

電話 ：042-402-9400 

Fax  ：042-402-9586 

Web ：http://www.lecroy.com/japan 

E-mail：contact.jp@lecroy.com 

 

 

※2010 年 2 月 1 日よりサポートセンターが移転します。 

2010 年 1 月末までのご連絡先： 

電話 ：03-6861-9400 

Fax  ：03-6861-9586 

 

 

 


