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はじめに 
このオペレーターズ・マニュアルでは、WaveSurfer Xs-A/MXs-A シリーズのオシロスコープ（以下

「本製品」と表記）の設置と安全性に関する重要な情報を示すほか、本製品の基本機能を初めて利

用するための操作手順を簡潔に説明します。  
ユーザー・インタフェース(UI)は英語以外の言語に変更することができます。UI の言語を変更する

には、画面の 上部のメニュー・バーから [Utilities ユーティリティ] を選択して、プル・ダウンメニュ

ーから [Preferences プレファレンス] を選択します。表示されるダイアログで [Language 言語] を選

択できます。  
 
本マニュアルに含まれる情報は、本製品のヘルプ・ファイルでも（更に詳細に）表示されます。 
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安全上のご注意 
このセクションでは、機器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ってください。 

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。 

 

この記号が付いているスイッチは、オン/スタンバイ・スイッチです。このスイッチを

押すと、本製品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。機器への電源を完全に遮断す

るには、スタンバイ状態になってから、電源コードを AC コンセントから抜く必要が

あります。 

 
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できます。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。清潔で乾燥した場所で使用してくだ

さい。本製品を使用する前に、動作環境が

次の条件の範囲内に維持されていることを

確認してください。 
温度：5 ～ 40℃ 
湿度：温度が摂氏 31℃までの場合は 大

相対湿度 80%（40℃では相対湿度 50%まで

直線的に低下） 
高度： 高 2,000 m 

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 
本製品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 
ディスプレイのタッチ・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。 

この機器の設計は、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  

注意： 
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

用端子に適用できます。 
 
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。 

 注意 
フロント・パネル端子（CH1、CH2、CH3、CH4、EXT）

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。 

 注意 
プローブまたはアース導線が電圧源に接続されてい

る間は、それらのプローブやアース導線の接続または

切断を行わないでください。 
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冷却に関する要件 
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。本製品の両側面や

背面にある通気孔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、前面、背面に 低 15 cm（6 イン

チ）の隙間が必要です。 

 注意 
本製品の両側面や背面にある通気孔を遮らないでく

ださい。 

  

 注意 
通気孔などから本製品に異物が入らないようにしてく

ださい。 

AC 電源 
この機器は単相の 50/60Hz（±5%）、100-

240Vrms（±10%）AC 電源か、400Hz（±

5%）、100-120Vrms（±10%）AC 電源で動作

します。  
この機器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。 
導入されるアクセサリ（フロント・パネル・プ

ローブ、PC ポート・プラグインなど）に応じ

て、この機器は４チャンネル・モデルでは

大 340 W（340 VA）、2 チャンネル・モデル

では 大 290 W（290 VA）の電力を消費し

ます。 
 

注意： 
この機器は、下記の範囲の AC ライン入力に自動的

に対応します。 

 

電圧範囲： 90 ～ 264 Vrms 90 ～ 132 Vrms 
周波数範囲： 47 ～ 63 Hz 380 ～ 420 Hz  



オペレーターズ・マニュアル 

WSXs-A-GSM-E Rev A  13 

電源接続とグランド接続 
この機器には、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、機器のフレーム

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。この機器用に指定され、各国で

認定された電源コードのみを使用してくだ

さい。 

 警告 
感電注意！ 
本製品の内側または外側の保護導体が断線したり、

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。 

本製品は、AC コンセントがある場所に設

置してください。本製品への電源を完全に

遮断するには、本体の電源コードを AC コ

ンセントから抜いてください。 
本製品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。 

 注意 
フロント・パネルの端子（CH1、CH2、CH3、CH4、

EXT）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。 

校正および 新状態の維持 
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、機器の外

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。機器内部に絶対

に水分が入らないようにしてください。

掃除の前に、感電防止のため 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。 
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異常状態 
この機器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、正しく操作されているかを確認して

ください。 
たとえば、本体に損傷が認められたり、

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んでくださ

い。 

 警告 
製造業者が規定していない方法で使用すると、本製

品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。 

ウイルス対策 
オシロスコープは Windows ベースの PC プラットフォーム上で動作するため、ネットワーク上にある

他の PC と同じように、ウイルスから保護する必要があります。Windows の優先度の高い更新プログ

ラムに従ってオシロスコープを 新の状態に維持することが重要です。またアンチウイルス・ソフトウ

ェアをインストールし、常に 新の情報に更新しておく必要があります。  
Windows Service Pack とレクロイのオペレーティング・ソフトウェアの互換性等に関する詳細につい

ては、www.lecroy.com/dsosecurity を参照してください。 
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オシロスコープの納入時 

すべてのものが揃っていることを確認してください 
最初に、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届い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、レクロイの販売代理店または営

業所（本マニュアルの裏表紙の連絡先）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。 
下記の保証条項は、明示的または暗黙的を問わず、他の一切の保証条項（特定の用途や商用

性・適応性に関する保証を含む。それらに限定されない）よりも優先されます。レクロイ社は、契約

に明記されているかどうかに関わらず、一切の間接損害、実害、偶発的損害、直接損害に関する

責任を負いません。レクロイ社のサービスセンター等に製品を返送する際の送料や保険料はお客

様の負担とします。保証対象の製品を送付するときの送料はレクロイ社が前払いいたします。 

保証 
本製品はお客様に納入した時点から 3年間、仕様範囲内における通常の使用および操作に対し

て保証されています。レクロイ社は保証期間内に当社のサービスセンターに返送された製品を修

理または（当社の判断により）交換いたします。ただし、上記保証の適用は通常の使用範囲内での

故障であり、お客様の誤った使用、保守の不備、事故、または異常な状態あるいは運用によるもの

は適用外となります。 
レクロイ社は、a)レクロイ社代理人以外による修理または設置、b)互換性のない機器への不正な接

続、c)レクロイ製以外の消耗品を使用したことによる障害または誤動作により生じた不具合、損傷、

故障に対しても一切の責任を負いません。また、レクロイ社は、作業期間が増加しオシロスコープの

提供が困難になるような変更や統合を行った製品を修理・点検する義務を負いません。予備部品、

交換部品、および実施した修理に対する保証はすべて 90 日です。 

本製品のファームウェアは十分にテストされており、問題なく機能することが確認されています。た

だし、ファームウェアには、機能の詳細に関していかなる保証も適用されません。予備部品、交換

部品、および実施した修理に対する保証はすべて 90 日です。レクロイ社製以外の製品について

は、製造元の保証だけが適用されます。  

保守契約  
レクロイ社は保守契約に従って各種サービスを提供いたします。これによって当初 3年間の保証期

間が切れた後も引き続き保証を受けることができ、保守予算を効率的に管理できます。なお、特別

な補助サポート契約を結ぶと、一般的なサービスのほかに、導入と設置、トレーニング、機能強化、

現地出張修理などのサービスを受けることができます。詳細については、レクロイの販売代理

店または営業所（本マニュアルの裏表紙の連絡先）にお問い合わせください。 
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Windows®ライセンス契約 
レクロイ社と Microsoft 社との契約により、波形の測定、解析、または保存に関連しないソフトウェア

を LeCroy オシロスコープ上で実行することは禁止されています。 

LeCroy® X-Stream ソフトウェアに関するエンドユーザー・ライセンス契約 
本製品に付属のソフトウェアは、レクロイ社からのライセンスに基づき使用が許可されます。エンドユ

ーザー・ライセンス契約の詳細については、オンライン･ヘルプの「著作権」を参照してください。  
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設置および電源オン 

電源オン 

 

電源のオン/オフを切り替えるには、オシロスコープの前面の左下にある電源ス

イッチを押します。 

この記号が付いているスイッチは、オン/スタンバイ・スイッチです。このスイッチを

押すと、本製品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。

詳細については、「安全に関する記号」を参照してください。 

 注意 

［System standby システム・スタンバイ］と［System hibernate システム休止］ 設定は、Windows® 

Power Options 画面の[Never 変更しない](デフォルト) から変更しないでください。 

ソフトウェア 
オシロスコープのソフトウェアおよびハードウェアの構成は下記の手順で確認できます。 

1. メニュー・バーの [Utilities ユーティリティ] にタッチします。 

2. ダイアログ・エリアの [Status ステータス] にタッチします。 

ソフトウェア・オプションの追加 
ソフトウェア・オプションを追加するには、そのオプションを有効にする特別なコードが必要です。本

マニュアルの裏表紙の各営業所にご連絡の上、オプション・コードをご注文ください。 
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ソフトウェアの再起動 
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ボタンにタッチ

して、アプリケーションを一度 大化します。 

 
OS の再起動 

Windows® OS を再起動する必要がある場合は、電源スイッチを押して 10 秒待った後に再度電源

を投入してオシロスコープをリブートする必要があります。 
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プローブ 
WaveSurfer Xs-A/MXｓ-A オシロスコープに付属しているパッシブ・プローブは、このオシロスコー

プの入力インピーダンスに合わせて校正されています。本製品で他のパッシブ・プローブを使用す

る場合は、AUX OUT 端子に出力される 1 kHz 方形波に基づいて校正を実行してから、そのプロ

ーブを信号測定に使用してください。 

レクロイは、他にも本製品で使用できる様々な種類のパッシブ・プローブとアクティブ・プローブを提

供しています。各プローブの詳細な仕様と注文方法については、www.iti.iwatsu.co.jp を参照してく

ださい。 

電流プローブ 30 A～500 Aが利用可能   

アクティブ・プローブ シングルエンドから 1 GHz まで 

差動プローブ 15 MHz～1 GHzの差動 

パッシブ・プローブ 

PP009とPP011はプローブ先端で機器の完

全帯域幅が保証されるパッシブ・プロー

ブ。他のパッシブ･プローブも使用できるが

性能は制限される。  

高電圧プローブ 20 kVまでの電圧を測定 



WaveSurfer Xs-A/MXs-A シリーズ  

20 WSXs-A-GSM-E Rev A 

フロント・パネルの操作 

 
WaveSurfer Xs-A/MXｓ-A オシロスコープのフロント･パネルは、ソフトウェア・ダイアログを開かなく

てもオシロスコープの基本機能を操作できるように設計されています。他のオシロスコープと同様の

方法で水平/垂直調整ノブを使用してください。下記に、様々なノブやボタンについて説明します。 
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垂直調整ノブ 

 

垂直調整ノブで各チャンネルを同時に操作できます。チャン

ネル･ボタンが点灯している場合、そのチャンネルはアクティ
ブであり、垂直調整ノブの操作対象となっています。  

• チャンネルをONにするには、該当のチャンネル･ボ

タンを一度押します。  

• チャンネルをアクティブにするには、該当のチャン

ネル･ボタンをもう一度押します。  
チャンネルをOFFにするには、該当のチャンネル･ボタンを一

度押してアクティブにした後、チャンネル･ボタンをもう一度押

してOFFに切り替えます。 

チャンネルがアクティブになると、そのチャンネルのディスクリプタ・ラベルの外観が変わります。 

アクティブではない

チャンネル 

 
アクティブなチャン

ネル 
チャンネルを OFF に切り替えると、順番に次のチャンネルがアクティブなチャンネルになります。 
フロント・パネルのどのチャンネル･ボタンも点灯していない場合は、ON になっているチャンネルが

存在しないか、演算（Math）、ズーム（Zoom）、メモリ（Memory）のいずれかのトレースがアクティブで

あることを意味します。その場合は、Math、Zoom、または Memory（基準波形）の各トレースの垂直

位置と垂直軸スケールが垂直 OFFSET ノブと感度ノブによって調整されます。 
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水平調整ノブ 

 

アナログ･オシロスコープの場合と同様に、フロント・パネルの水平調

整ノブを使用して、タイムベースを設定します。WaveSurfer Xs-A/MX

ｓ-Aオシロスコープでは、タイムベースの設定に対して可能な限り高い

サンプリング速度が維持されるよう、必要に応じてメモリが割り当てら

れます。  
捕捉モード 
WaveSurfer Xs-A/MXｓ-Aオシロスコープで使用できる捕捉モード

は、Real-Time（ 高2.5 GS/s、モデルによっては 高5 GS/s）、

Random Interleaved Sampling（RIS、 高50 GS/s）、またはRoll（ 高5 

MS/s）です。 
[Time/Division 時間/区画] の設定が非常に小さい特定のケースで

は、可能な限り高いサンプリング速度を維持するために、オシロスコー

プが自動的にRIS捕捉モードに移行します。 

[Time/Division 時間/区画] の設定が長いケースでは、オシロスコープが自動的に Roll 捕捉モード

に移行するため、捕捉時間が長くても画面上の信号の表示は遅延しません。Roll 捕捉モードでの

大サンプリング速度は 5 MS/s です。  

トリガ制御ノブ 

 

STOP Auto、Normal、Single の各トリガ･モードでの捕捉を中止します。 

AUTO 
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

にトリガを発生させます。 

NORMAL 
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 

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� i
単発捕捉)。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。 

SETUP トリガ設定画面を表示します。 
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AutoSetup ボタン 

 

タイムベース、トリガ・レベル、感度を自動的に設定し、さまざまな繰り返し信号を

表示します。 

測定/クイックズーム/演算ボタン 

 

測定 – このボタンを一度押すと、測定ダイアログが開きます。もう一度押すと、ダ

イアログが閉じます。  

クイックズーム ( ) – このボタンを押すと、表示中のすべてのチャンネルが

ズームされます。もう一度押すと、ズーム表示が解除されます。 
演算 – このボタンを一度押すと、Math（演算）トレースが有効になり [Math Setup 

演算セットアップ] ダイアログが表示されます。もう一度押すと、ダイアログが閉じ

ます。  

カーソル用のノブとボタン 

 

WaveSurfer Xs-A/MXs-Aオシロスコープには、カーソル制御専用の

2つのカーソル･ノブがあります。カーソルは常にデフォルトの「相対」

状態（2つのカーソルがON）になっています。  

• このノブを回してカーソルの位置を調整します。カーソルがOFF
である場合、どちらかのノブを回すとカーソルがONになります。

ノブを押すとカーソルがデフォルト位置に戻ります。 
• TYPE ボタン － このボタンを一度押すとカーソルが ON になり、

水平（時間）測定ができるようになります。もう一度押すと、垂直

（強度）測定に切り替わります。3 回押すとカーソルが OFF にな

ります。  
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調整ノブ 

 

ダイアログが開いており、選択したフィールドが黄色でハイライト表

示されているときに、調整ノブを使用するとフィールド内の値を調整

できます。 
調整ノブを押すと、微調整と粗調整が切り替わります。 

印刷ボタン 

 

このボタンを使用すると、表示された画面をファイル、プリンタ、クリップボー

ドに出力するか、電子メールに添付して送信できます。印刷機器の選択と書

式の指定は、[Utilities ユーティリティ］ の ［Hardcopy ハードコピー］ ダイア

ログで行います。 

Clear Sweeps （スイープのクリア） 

 

パーシスタンス表示、アベレージ・トレース、パラメータ（測定）統計などの複

数のスイープ（信号捕捉）で蓄積されたデータをクリアします。  

タッチ・スクリーン 

 

TOUCH SCREENボタンの点灯/消灯は、オシロスコープのタッチ・

スクリーンが動作しているかどうかを示します。このボタンが点灯し

ている場合、タッチ・スクリーンはONです。ボタンが消灯している場

合、タッチ・スクリーンはOFFです。このボタンは常に点灯（ON）また

は消灯（OFF）のどちらかの状態になります。  

強度/捕捉モード 

 

INTENSITYノブはトレースの輝度を調整します。このノブを押すと、

WaveStream高速表示モード（インジケータ点灯）とリアルタイム・モ

ード（インジケータ消灯）が切り替わります。 



オペレーターズ・マニュアル 

WSXs-A-GSM-E Rev A  25 

ディスプレイに表示される情報 
WaveSurfer Xs-A/MXs -A オシロスコープのディスプレイには、垂直軸（チャンネル）、水平軸（タイ

ムベース）、トリガ条件の現在の設定に関する重要な情報が表示されます。また、数多くのショート

カットが用意されており、ディスプレイのタッチ・スクリーン機能を使用して様々な情報をすばやく表

示したり、ダイアログを開いたりすることができます。  

   

上部メニュー・バー（"ファイル"メニュー） 
上部メニュー・バーから様々なソフトウェア・ダイアログにアクセスできます。上部メニュー・バーは、

様々な Windows プログラムの"ファイル"メニューに酷似しています。オシロスコープの一般的な操

作については、フロント･パネルまたはディスクリプタ・ラベルからほとんどのダイアログにアクセスで

きるため、上部メニュー・バーを使用する必要がありません。ただし、下記の操作やダイアログにアク

セスするには、上部メニュー・バーを使用するのが唯一の方法です。 

• ディスプレイのセットアップ 
• 波形の保存または呼び出し 
• セットアップ情報の保存または呼び出し 
• 印刷の設定 
• 垂直軸（チャンネル）、水平軸、またはトリガのステータス 
• メモリ（基準波形）のセットアップ 
• 合否テストのセットアップ 
• ユーティリティとプレファレンスのセットアップ 

上部メニュー・バーの右端には [Undo 元に戻す] ボタンが表示されます。  
このボタンが表示されるのは、フロント・パネルの [Auto Setup 自動セットアップ] ボタンを押した後、

またはズーム操作を実行した後です。[Undo 元に戻す] 操作は、自動セットアップ操作またはズー

ム操作のすぐ後に実行する必要があります｡ 
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グリッド領域 

 
他のオシロスコープと同様に、グリッド領域は 8 個の垂直区画と 10 個の水平区画に分けられます。

グリッド領域には、次の情報を明示できるように複数のインジケータがあります。 

• トリガ・ディレイの設定 

• トリガ・レベルの設定 

• ゼロ電圧レベルのトレース 
これらのインジケータは、オシロスコープで現在トリガ対象となっている各チャンネルと同じ色で色分

けされます。  
トリガ・ディレイ・インジケータ 

トリガ・ディレイ・インジケータは、グリッド上で水平方向に配置

される色分けされた三角形です。  
トリガ・ディレイではディスプレイ上で水平方向にオシロスコー

プ・トレースが配置されるため、トリガ時間より前の信号を観察

できます。トリガ・ディレイによってプリトリガ時間とポストトリガ時

間が調節されます。 

ポストトリガ・ディレイは、左向きの色付き矢印によって示されま

す。  

すべてのトリガ・ディレイ値（ここに示すポストトリガ・ディレイを

含む）は、タイムベースのディスクリプタ・ラベル内に表示され

ます。  
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トリガ・レベル・インジケータ 
 

トリガ・レベル・インジケータは、グリッド上で垂直方向に配置

される色分けされた三角形です。 
Stopトリガ･モードでは、特定の時点でトリガ・レベルが変更さ

れた場合に、塗り潰された三角形とともに同じ色の中抜けの

三角形も表示されます。中抜けの三角形は、次回の有効な

トリガ発生時のトリガ･レベルを示します。  
トリガ対象のチャンネルが表示されていない場合は、トリガ・

レベル・インジケータが表示されません。 

ゼロ電圧レベル・インジケータ 

 

ゼロ電圧レベル・インジケータは、グリッド上で垂直方向に配置さ

れる色分けされたラベルです。  
ゼロ電圧レベルを変更するには、フロント・パネルのVERTICAL ノ

ブ領域にあるOFFSETノブを使用します。このノブを回すとゼロ電

圧レベルが調整され、ノブを押すとゼロ電圧にリセットされます。ノ

ブをもう一度押すと、直前のオフセット設定に戻ります。 

ディスクリプタ・ラベル 
ディスクリプタ・ラベルと呼ばれる矩形のボックス内に各種情報が表示されます。ディスクリプタ・ラベ

ルにはステータス情報が表示されるほか、ラベルにタッチすると、詳細ダイアログが開きます（ラベ

ルはダイアログへのショートカットとして機能します）。チャンネルのディスクリプタ・ラベルは、ON に

なっているチャンネルのみについて表示されます。タイムベースとトリガのディスクリプタ・ラベルは

常に表示されます。  
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チャンネルのディスクリプタ・ラベルは信号の垂直軸の設定情報を示

します。ラベルのタイトル・バー（色付き領域）の左端には、チャンネル

の番号が表示されます。その他の情報はタイトル・バー上に次のよう

に表示されます。  
• カップリング（AC 1M ・, DC 1M ・, DC 50 ・, GND） 
• ゼロ以外の値に設定されたスキュー補正（DSQ） 
• 帯域幅の制限（BWL）ON 
• アベレージング（AVG）ON 
• 補間 
• 反転演算 
• プローブの減衰率 
• 分解能向上演算（ERES）ON 

複数のインジケータが同時に ON になる場合は、一部のインジケータ

が表示されない可能性があります。  
チャンネルのディスクリプタ・ラベルに一度タッチすると、そのチャンネ

ルについてフロント･パネルの垂直軸ノブがアクティブになります。ラベ

ルにもう一度タッチすると、細かい調整を行うためのソフトウェア・ダイ

アログが開きます。  
カーソルが ON になっている場合は、そのチャンネルのカーソル情報

がトレース・ラベルに表示されます。 

 

TimeBase（水平）ラベルのタイトルバーの右端には、トリガ・ディレイ設

定が表示されます。タイトル・バーの下には、時間分割、サンプリング

速度、サンプルの数が示されます。  
TimeBase ディスクリプタ・ラベルに一度タッチすると、細かい調整を行

うためのソフトウェア・ダイアログが開きます。 

 

Trigger ラベルのタイトルバーの右端には、トリガ対象のチャンネルとト

リガのカップリング情報が表示されます。タイトル・バーの下には、トリ

ガ･モード（Stop）、トリガの種類（Edge）、電圧レベル（0 mV）、スロープ

（Positive）が表示されます。  
Trigger ディスクリプタ・ラベルに一度タッチすると、細かい調整を行う

ためのソフトウェア・ダイアログが開きます。 
ディスクリプタ・ラベルは、演算トレース、ズーム・トレース、メモリ（基準波形）の各トレースについても

表示されます。これらのディスクリプタ・ラベルは、該当のトレースが ON になっている場合のみ表示

されます。 
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メッセージ・バー 
オシロスコープ画面の一番下には狭いメッセージ・バーがあります。メッセージ・バーの右端には現

在の日付と時刻が表示されます。ステータス、エラー、その他のメッセージもこの領域に表示されま

す。  

同じことを行う別の方法 
フロント･パネルとディスプレイのノブやコントロールの使用は、オシロスコープの各種機能にアクセ

スするための も一般的な方法です。ただし、別の方法でオシロスコープのダイアログを表示したり、

設定を変更したりすることもできます。  

上部メニュー・バー 
Windows を扱うようにオシロスコープを操作したい場合は、ディスプレイ上部のメニュー・バーから各

種ダイアログにアクセスします。画面下部にダイアログが開き、調整を行うことができます。 

ダイアログ領域は画面の下部の 3 分の 1 を占めます。信号波形の表示エリアを広げるには、ダイア

ログ・ボックスの右にある [Close 閉じる] タブを押して、ダイアログ・ボックスを 小化することができ

ます。 

ごく稀に、メニュー・バーからでないとアクセスできない機能もありますが、一般的には、オシロスコ

ープ共通の機能のほとんどはフロント・パネルから制御できます。 

マウスおよびキーボード操作 
これまでの操作説明では、一般的な操作を行うときはフロント･パネルを使用し、選択を行うときには

タッチ・スクリーンを使用することに焦点を当ててきました。しかしながら、オシロスコープにマウスが

接続されている場合は、オブジェクトにタッチする代わりにクリックすることができます。同様に、キー

ボードが接続されている場合は、機器から提供される仮想キーボードの代わりに実際のキーボード

を使用してデータを入力することができます。 
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信号の表示 － 垂直軸セットアップ 

チャンネルをオンにする 

1. 信号をチャンネルに接続します（この例では、信号をチャンネル 1 に接続し、チャンネル

1 はまだ ON になっていないと想定します）。  

2. フロント・パネル上の Channel 1 ボタンを押してチャンネル 1 をオンにします。該当のボタ

ンが点灯し、チャンネル 1 のディスプリプタ・ラベルが表示されます。  

3. グリッド上に信号が表示されない場合は、AUTO トリガ･ボタンを押し、フロント･パネル上

の Horizontal ノブと Vertical ノブで設定を調整して信号を表示します。または、

AUTOSETUP ボタンを押して、ほとんどの反復信号を即座にグリッドに表示します。  

4. プローブの減衰率、カップリング、帯域幅の制限を変更する必要がある場合は、チャンネ

ル 1 のディスプリプタ・ラベルにタッチしてチャンネル 1 のセットアップ・ダイアログを開きま

す。  

 
（トレースがアクティブでない場合は、これを 2 回押す必要があります）。または、メニュー・

バーから [Vertical 垂直軸]、[Channel 1 Setup チャンネル 1 のセットアップ] を選択して、

チャンネル 1 のセットアップ・ダイアログを開きます。 
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ディスプレイの下部に次のダイアログが表示されます。このダイアログの右上隅にある 

[Close 閉じる] ボタンにタッチし、ダイアログを閉じるまでグリッド領域が狭くなります。  

 

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 
• GROUND 
• DC 1 MΩ 
• AC 1 MΩ 

カップリングを選択するには、[Coupling  カップリング] フィールドの内部にタッチし、ポップアップ・

メニューからカップリング・モードを選びます。 
注意：ProBus プローブがチャンネルに接続されている場合は、そのチャンネルについて選択できるカップリング

が変わります。 

スキュー補正 
ケーブルの長さの違いやプローブの不整合、そのほか信号間のタイミング・ミスマッチを引き起こす

原因を補正する場合は、スキュー補正（デスキューイング）を行うことができます。目的のチャンネル

にすべてのプローブを接続した後、個々のチャンネルで一般的な信号を検査し、[Deskew スキュー

補正] を使用してタイミングの差異を調整します。  

プローブの減衰率 
LeCroy ProBus 互換プローブまたは Probe Ring 互換プローブを使用する場合は、減衰率がオシロ

スコープによって自動的に設定されます。減衰率が自動的に設定されない場合は、[Probe Atten 

プローブの減衰率] フィールドの内部にタッチし、ポップアップ・メニューから適切な値を選択して減

衰率を設定します。  

帯域幅の制限 
非常に低い帯域幅の入力信号などを測定するときは、高周波ノイズを制限するほうが適切です。そ

のような場合には、オシロスコープの全帯域幅未満にチャンネル帯域幅を制限することができます。

帯域幅を制限するには、[Bandwidth 帯域幅] フィールドの内部にタッチし、ポップアップ・メニュー

から目的の値を選択します。 
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信号のアベレージング 
WaveSurfer Xs-A/MXｓ-A オシロスコープには、信号を連続的に平均化して信号ノイズを低減し、

信号の評価をサポートする機能があります。このアベレージング機能を使用する場合は、

[Averaging アベレージング] フィールドの内部にタッチし、ポップアップ・キーパッドに 大 100 万

回までのスィープ値を入力します。  

補間の設定 
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。 

ノイズ・フィルタ（ERES） 
本製品の分解能向上機能では、各フィルタの垂直分解能が一定の割合で向上します。つまり、信

号内のノイズ量や信号のタイプ（シングル・ショット信号、連続信号）に関係なく、垂直分解能が一律

に向上します。S/N 比（信号／ノイズ信号の比）の向上度合いは、元の信号に含まれるノイズのタイ

プに応じて異なります。分解能向上（ERES）フィルタによってノイズの一部が取り除かれるため、信

号の帯域幅は狭くなります。 
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ツールバー上のショートカットの使用方法 
ツールバー上のショートカットを使用すると、現在のセットアップ･ダイアログに対応するチャンネル

に対して特定のアクションを簡単に実行できます。  
測定、ズーム、演算関数、メモリ（基準波形）の詳細については、各トピックを説明するセクションを

参照してください。  

 

[Measurement selection 測定の選択] ポップアップ・メニューを開きます。

このメニューを使用すると、[Channel Setup チャンネルのセットアップ] ダイ

アログを離れることなく、アクティブなチャンネルのパラメータ（測定）を 高

6 個まで選択できます。パラメータは自動的にグリッドの下に表示されま

す。  

 

チャンネル信号のズーム・トレースを作成します。ズーム・トレースがアクテ

ィブになり、[Vertical] コントロールと [Horizontal] コントロールを使用して、

ズーム・トレースのスケールと位置を調整できるようになります。 

 

[Math selection 演算の選択] ポップアップ・メニューを開きます。このメニュ

ーを使用すると、[Channel Setup チャンネルのセットアップ] ダイアログを

離れることなく、アクティブなチャンネルの演算関数を選択できます。演算

関数を選択すると、演算トレースが独立したグリッド上に表示されます。  

 

対応するメモリ（基準波形）の位置にチャンネル・トレースをコピーします。

たとえば、C1 は M1 にコピーされ、C2 は M2 にコピーされます。  

 
波形をグリッドに合わせる垂直スケーリングを自動的に実行します。 

 

[Labeling ラベリング] ポップアップ・メニューを開きます。このメニューを使

用すると、ユーザ定義ラベルを波形に付けることができます。   
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トリガ 

概要 
レクロイのオシロスコープには、様々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 － エッジ・トリガは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 Trigger® － 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。 
単純な信号についてはエッジ・トリガを使用し、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。 
エッジ・トリガの設定方法は、この基本操作マニュアルに記載しています。SMART トリガの設定方法

と使用方法の詳細については、オンライン・ヘルプを参照してください。 

トリガ条件 

 
トリガ・ディレイ – オシロスコープのトリガがゼロ値から調整されるのに必要な時間。オシロスコープ

のトリガ位置は、プリトリガの場合は 0-100%（グリッド上で左から右）、ポストトリガの場合は 0～

10,000 div（時間単位）で調整できます。  
カップリング – トリガ・ソースの入力における信号カップリングの種類（AC, DC, LFREJ, HFREJ） 
レベル –  トリガが発生する時点のスレッショールド（ボルト単位で指定）  
勾配 –  特定のトリガを生成するためにトリガ電圧を遷移させる方向  
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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・ディレイ 

トリガ・ディレイ・インジケータは、グリッド上で水平方向に

配置される色分けされた三角形です。  
トリガ・ディレイではディスプレイ上で水平方向にオシロス

コープ・トレースが配置されるため、トリガ時間より前の信

号を観察できます。トリガ・ディレイによってプリトリガ時間

とポストトリガ時間が調節されます。プリトリガ・ディレイは0-

100%の範囲で調整できます。 

 

ポストトリガ・ディレイは、左向きの色付き矢印によって示さ

れます。ポストトリガ・ディレイは0～10,000 div（時間単位）

で調整できます。 

 

すべてのトリガ・ディレイ値（ここに示すポストトリガ・ディレ

イを含む）は、タイムベースのディスクリプタ・ラベル内に表

示されます。  
 

ゼロ遅延はオシロスコープ画面の水平中心です。  
トリガ・ディレイを変更するには、フロント・パネルの HORIZONTAL ノブ領域にある DELAY ノブを

使用します。ノブを回すとトリガ・ディレイが調整され、ノブを押すとゼロ遅延にリセットされます。 
トリガ・レベル・インジケータ 

トリガ・レベル・インジケータは、グリッド上で垂直方向に配置さ

れる色分けされた三角形です。  
Stop トリガ･モードでは、特定の時点でトリガ・レベルが変更さ

れた場合に、塗り潰された三角形とともに同じ色の中抜けの三

角形も表示されます。中抜けの三角形は、次回の有効なトリガ

発生時のトリガ･レベルを示します。   
注意：トリガ対象のチャンネルが表示されていない場合は、トリガ・レベ

ル・インジケータが表示されません。  

 

 

トリガ・レベルを変更するには、フロント・パネルの TRIGGER ノ

ブ領域にある LEVEL ノブを使用します。このノブを回すとトリ

ガ・レベルが調整され、ノブを押すと信号レベルの 50%にトリ

ガ・レベルが設定されます。  
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トリガ・レベルはボルト単位で指定されます。垂直軸のゲインまたは位置を変更しても、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±4.1 div 

• EXT をトリガ・ソースとする場合は±0.5 V 

• EXT/10 をトリガ・ソースとする場合は±5.0 V 

• LINE をトリガ・ソースとする場合は制限なし（ゼロ交差が使用される）。 
エッジ・トリガをセットアップするには 

1. ディスプレイの右下にあるトリガ・ディスプリプタ・ラベルにタッチします。 

2.  
3. または、メニュー・バーの [Trigger トリガ] にタッチし、[Trigger Setup トリガのセットアップ] 

を選択します。  
どちらの場合も、次のダイアログがディスプレイの下部に表示されます。  

 
4.  Setupセクションの[Source ソース] フィールドの内部にタッチし、ポップアップ・メニューか

ら入力を選択します。 

 

C1 ～ C4 はチャンネル 1 からチャンネル 4 の略称です。  
Ext または Ext/10 を使用すると、オシロスコープの外部入力に

対してトリガを発生させることができます。Ext 入力は±0.5 V、

Ext/10 入力は±5.0 V です。  
LineはAC商用電源の正負の立ち上がり／立ち下がりでトリガを

かけるときに使用します（バッテリ電源またはDC 電源では使用

できません）。 
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5. Couplingセクションからトリガ・カップリングを選択します。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。下記の種類のカップリングから選択でき

ます。 

  
 DC -- 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。また、AC カップリングを使用すると、有効トリガ･レベルがシフ

トします。  
 AC – 信号が容量的にカップリングされます。DC レベルは拒否され、50 Hz 以下の周波

数は減衰されます。  
 LFREJ -- 容量性ハイパス・フィルタ網を通じて信号がカップリングされます。DC レベル

は拒否され、50 kHz 以下の信号周波数は減衰されます。中周波信号から高周波信号に

対して安定的にトリガを設定するときに使用します。 
 HFREJ – 信号がトリガ回路に対して DC カップリングされます。50 kHz 以上の周波数は

ローパス・フィルタ網によって減衰されます。低周波に対してトリガを設定するときに使用

します。 
6. フロント･パネルのLevel ノブを回して、トリガ・レベルを調整します。 
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7. Slopeセクションからトリガ勾配を選択します。  

 

Positive（正）および Negative(負)の勾配は、トリガ対象の電圧が

変化する方向を意味します。  
 
Window（窓）は指定されたトリガ･レベルの上下に広がる領域を

定義します。信号がこの窓領域を上下どちらかの方向に離れて

上部領域または下部領域に入るときに、トリガ･イベントが発生し

ます（下図を参照）。信号が上部領域または下部領域から窓領

域に再び入るときに、次のトリガ･イベントが発生します。 

Either は、電圧が Positive（正）あるいは Negative（負）の方向に

変動した場合にトリガを発生させる場合に選択してください。 

 

 
トリガの窓領域の説明 

トリガ・ホールドオフ 
ホールドオフはエッジ・トリガの追加条件（省略可能）であり、時間間隔またはイベント数として設定

できます。ホールドオフ条件を指定すると、 後のトリガが発生した後、一定の時間が経過するまで、

または一定数のイベントが発生するまで、トリガ回路が無効になります。  
イベント数とは、トリガ条件が満たされる回数です。ホールドオフ条件が満了になるか、エッジ・トリガ

の他の条件（レベルや勾配など）が満たされると、トリガ回路が再び有効になります。  
反復的な合成波形について、トリガ回路を安定させたい場合は、ホールドオフ条件を設定してくだ

さい。たとえば、トリガ対象とするエッジの前に複数のエッジが存在する信号については、トリガ対象

のエッジの前にあるエッジの個数をホールドオフ条件として設定できます。  
ホールドオフの設定の詳細については、オンライン･ヘルプを参照してください。  
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基本トリガ 

 
エッジ 

 

エッジ･トリガは単純で反復的な信号に対して使用します。このトリガは、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。 

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。 

クォリファイ（A-B）トリガでは、イベント A でトリガの発生を準備し、イベント B でトリ

ガを発生させることができます。トリガ発生を準備するイベントが 1 回だけ発生する

パターン（Pattern）である場合、または発生してから条件を満たした状態で残るイ

ベント（PatState）である場合、トリガを発生させるイベントとして使用できる条件はエ

ッジ（Edge）、パルス幅（Width）、グリッジ（Glitch）、またはインターバル（Interval）で

す。このクォリファイ・トリガはレクロイの従来の "Qualify" トリガおよび "State" トリガ

と同じですが、異なる UI で設定されます。 

クォリファイ 

 

注意：クォリファイ・トリガは、WaveSurfer Xs-A の全モデルでオプション、

WaveSurfer MXs-A の全モデルで標準です。 

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。 

パターン 

 注意：オプションの Mixed Signal モジュールを使用した場合、パターントリガは、ア

ナログのオシロスコープ・チャンネルの他に 18 または 36 のデジタル・チャンネル

に対応しています。 

TV 

 

TV トリガは、標準または独自の合成ビデオ信号に対して安定したトリガを生成しま

す。1080i、1080p、および 720p フォーマットでの HDTV トリガのサポートを含んで

います。このトリガは PAL 規格、SECAM 規格、NTSC 規格で使用します。 

 

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 

 
注意：レクロイ社は、I2C、SPI、UART、CAN、LIN などのシリアル・データ規格に準

拠したシリアル・データ・トリガ機能をオプションで幅広く提供しています。 
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SMART トリガ 

SMART トリガには下記の種類があります。 

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。 

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。つまり、パルス間隔による除外トリガとして使用できます。 

インターバル 

 

注意：インターバル・トリガは、WaveSurfer Xs-A の全モデルでオプション、

WaveSurfer MXs-A の全モデルで標準です。 

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。タイムアウト期間は、2ns～20s の範囲で設定するこ

とができます。 

ドロップアウト 

 
注意：ドロップアウト・トリガは、WaveSurfer Xs-A の全モデルでオプション、

WaveSurfer MXs-A の全モデルで標準です。 

ラント・トリガは、パルスが最初のスレッショールド・ラインを交差し、最初のラインと再び交

差する前に、2 番目のスレッショールド・ラインを交差しなかったときに発生します。100ps

～20s 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。 

ラント 

 
注意：ラント・トリガは、WaveSurfer Xs-A の全モデルでオプション、WaveSurfer 

MXs-A の全モデルで標準です。 

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・レベルを交差し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交差する必

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、2ns～20s です。 

スルー・レート 

 注意：スルー・レート・トリガは、WaveSurfer Xs-A の全モデルでオプション、

WaveSurfer MXs-A の全モデルで標準です。 
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シリアル・トリガとデコード 
周辺装置とマイクロプロセッサ間の通信は、Inter-IC (I2C) や Serial Peripheral Interface (SPI) など

の様々なシリアル・データ規格によって制御されます。I2Cbus TD および SPIbus TD はレクロイ独自

のオシロスコープ・ツールであり、I2C 通信または SPI 通信を使用する組み込み型コントローラの解

析とデバッグの効率を大幅に向上させます。 
シリアル・トリガはオシロスコープに組み込まれているため、外部ハードウェアを使用する必要はあり

ません。オシロスコープの通常のトリガ･メニューを使用してシリアル・トリガを設定できます。I2C 信号

と SPI 信号は通常のパッシブ･プローブまたはアクティブ･プローブ（レクロイの ZS シリーズのハイイ

ンピーダンス・アクティブ･プローブなど）を通じてオシロスコープに入力されます。デコード機能にア

クセスするには、メニュー・バーの [Analysis 解析] プルダウン･メニューを使用します。デコードは適

切なチャンネルに直接適用され、簡単に識別できるように色分けされて直感的に表示されます。そ

の他に、オシロスコープ・グリッドの下にプロトコル･データの概要をテーブル形式で表示する機能、

特定のメッセージを検索する機能が用意されています。 

シリアル・トリガへのアクセス 
シリアル・トリガには次の 2 通りの方法でアクセスできます。 

オシロスコープ画面の右下の角のディスクリプタ・

ボックス”Trigger”にタッチしてください。 

 

あるいは、 

 
  メニュー・バーの [Trigger トリガ] にタッチし、[Trigger Setup トリガのセットアップ] を

選択します。[Trigger トリガ]ダイアログで、[Type タイプ] セクションの [Serial] にタッ

チしてください。メニューは、選択した基準に応じて、[Trigger トリガ]ダイアログの別

のタブに自動的に変わります。 
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ダイアログ － [Serial Decode シリアル・デコード] および [Decode Setup デコードのセット

アップ] 
これらのダイアログを使用すると、プロトコル・データを信号に重ねて表示しながら、シリアル・デー

タ・メッセージに対してプロトコル・デコードを実行するようにオシロスコープをセットアップすることが

できます。また、オシロスコープのズーム機能、検索機能、テーブル表示機能、テーブル・エクスポ

ート機能に簡単かつすばやくアクセスすることができます。 
[Serial Decode シリアル・デコード] ダイアログと [Decode Setup デコードのセットアップ] ダイアログ

には次の 2 通りの方法でアクセスできます。 

1. メニュー・バーの [Analysis  解析] にタッチした

後、プルダウン・メニューから [Serial Decode...  

シリアル・デコード] を選択します。 
2. こうすると [Serial Decode シリアル・デコード] サ

マリー・ダイアログが表示されます。このダイアロ

グから [Decode Setup デコードのセットアップ] ダ

イアログにアクセスできます。 

ディスプリプタ・ボックス "Channel" または "Memory" 

にタッチして該当のダイアログ･ボックスを開き、下部

ツールバーのDecodeボタンにタッチします。 
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演算（Math）、チャンネル（Channel）、メモリ

（Memory）のいずれかのトレースにタッチしてポップ

アップ・ダイアログを開きます。この、ポップアップ・ダ

イアログ内に [Decode Setup デコードのセットアップ] 

ダイアログ・ボックスへのショートカットがあります。 

シリアル･トリガの詳しい操作方法については、低速シリアル・データ・トリガのマニュアルまたはオシ

ロスコープのオンライン･ヘルプを参照してください。 
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波形の測定 

カーソルによる測定 

概要 
カーソルは信号値の測定を補助する重要なツールです。カーソルを波形上で移動すると、波形上

の特定の電圧値や時間値を見つけることができます。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。  
カーソル用のコントロールとして、2 つのカーソル専用ノブと 1 つの TYPE（カーソル種類）ボタンが

用意されています。TYPE ボタンを一度押すと、(まだ ON でない場合は)カーソルが ON になります。

ボタンを押すたびに、水平（時間）測定、垂直（強度）測定、OFF の間でカーソルの種類が切り替わ

ります。FFT 演算トレースが ON である場合は、さらに水平軸（周波数）測定がカーソルの種類に加

わります。  
カーソルが ON であるときは、表示されるすべての波形をカーソルで測定できます。唯一の例外と

して、FFT 演算トレースが ON である場合は、カーソルを波形上に配置するために水平軸（周波

数）測定を選択する必要があります。ズーム波形上にカーソルを配置するには、単に元のチャンネ

ル信号内のズームされた部分にカーソルを移動します。  

カーソルを ON にする 

 

2 つのカーソル専用ノブのどちらかを回すと、カーソルが自動的に ON

になります。また、TYPE ボタンを一度押すと、カーソルが ON になりま

す。その後、ボタンを押すたびに、カーソルの種類が切り替わります。  
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カーソルの種類 
水平 （時間） 

水平（時間）カーソルは、波形に沿って左右に移動しま

す。時間軸に沿った任意の位置に水平カーソルを置く

と、その位置における信号の時間と強度が読み取られま

す。 

垂直 （強度） 
垂直（強度）カーソルは、信号の強度を測定するために、

グリッド上で上下方向に動かす直線です。 
 

水平 （周波数） 
水平（周波数）カーソルは、FFT演算トレースに沿って左

右に移動します。周波数軸に沿った任意の位置に水平

カーソルを置くと、その位置における信号の周波数と強

度が読み取られます。  
 

カーソルの種類の変更 
カーソル専用ノブの間にあるTYPEボタンを押すたびに

カーソルの種類が切り替わり、 後にはカーソルがOFF

になります。カーソルのセットアップ･ダイアログを開く必

要はありません。  
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カーソルのトラック 
カーソルの位置を調整するときにカーソルをリアルタイ

ムで追跡したい場合は、メニュー・バーから [Cursors 

カーソル] を選択した後、プルダウン・メニューから 

[Cursor Setup… カーソルのセットアップ] を選択しま

す。次に、[Cursors カーソル] ダイアログの [Track トラ

ック] チェックボックスをオンにして、カーソルのトラック

を有効にします。  

カーソル情報の読み取り 
カーソル情報は WaveSurfer Xs-A/MXｓ-A オシロスコープのディスプレイ上で 2 つの異なる位置

に表示されます。  
ディスクリプタ・ラベル 

チャンネル、演算、ズーム、メモリの各トレースのディス

クリプタ・ラベルには、カーソル情報として絶対強度と

相対強度（電圧）が表示されます。  

カーソル･テーブル  
水平（時間）カーソルまたは水平（周波数）カーソルが

オンになっているときには、ディスクリプタ・ラベル 

"Timebase" および "Trigger" の下にカーソル･テー

ブルが表示されます。このテーブルには 2 つのカーソ

ルに共通の絶対情報と相対情報のほかに、水平（周

波数）カーソルがオンになっている場合は周波数情報

が表示されます。  
ディスプレイが XY モードである場合は、XY ディスプ

レイの下に XY カーソル情報が表示されます。  
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パラメータによる測定 

概要 
パラメータは事前にプログラムされた測定であり、カーソルをセットアップしなくても標準的な測定

（立ち上がり時間、立ち下がり時間、ピーク間振幅など）を実行することができます。波形の一般的

な属性を自動的に計算するときには、パラメータを使用してください。パラメータによる測定では、1

つまたは複数の波形に対して一般的な測定を実施し、 高 6 個の測定結果を表示できます。測定

に関する統計情報を表示したり、測定領域に「ゲート」を適用したりすることもできます。  
WaveSurfer Xs-A/MXｓ-A オシロスコープでは、事前に定義されたアルゴリズムに基づいて波形の

上部、 下部、10%レベルなどを確定し、自動的に測定を実行します。これらのアルゴリズムは

IEEE 規格に準拠しています。  
何らかの理由でパラメータを正しく計算できない場合は、注意を要することを知らせるために、測定

結果の下に警告記号が表示されます。  
WaveSurfer Xs-A/MXｓ-A オシロスコープでは、Mean（平均値）などの特定のパラメータに関して、

測定ゲート間のすべてのデータから単一の値が計算されます。Rise Time（立ち上がり時間）などの

他のパラメータは、捕捉データ内のすべての値について個別に計算されます。ただし、value フィー

ルドに表示される値は常に捕捉データ内の 後の値です。捕捉データの測定結果の分布につい

て詳細な情報が必要である場合は、統計機能を使用してください。  
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パラメータのセットアップ 
1. フロント・パネルの [Measure 測定] ボタンを押します。 

 
または、上部メニュー・バーの [Measure 測定] にタッチし、[Measure Setup 測定のセット

アップ] を選択します。  
どちらの場合も、次のダイアログがディスプレイの下部に表示されます。  

 
2. デフォルト状態は、パラメータはOFF、すべてのパラメータが未定義("None")です。アイコ

ンにタッチするか、[None] エリアにタッチして、[Select Measurement 測定の選択] ダイア

ログを開きます。 
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3. いずれかのアイコンにタッチして、目的のパラメータ測定を選択します。リストを下方にスク

ロールするには、ポップアップ･メニューの右側にあるスライダ・バーを使用します。 
選択したパラメータ測定は、次の図のようにグリッドの下に表示されます。 

 
 

4.  チャンネル･ソースは既定でC1になります。別のソース（チャンネル、演算関数、メモリ、ズ

ームのいずれか）を選択するには、[Source ソース] フィールドの内部にタッチします。  

 
 

5. 別のパラメータ測定をディスプレイに追加するには、上記の手順に従って該当のパラメー

タ（ラベルはP1～P6）を選択します。  
6. フロント・パネルの [Measure 測定] ボタンをもう一度押すか、画面上のダイアログの 

[Close 閉じる] にタッチして、測定ダイアログを閉じます。  
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パラメータ・ディスプレイに表示される情報 
パラメータ・ディスプレイの書式 
パラメータ・ディスプレイに表示される情報は容易に理解できます。下記の表では、パラメータ・ディ

スプレイの左から右、上から下の順序に従い、個々の略称の意味を説明します。  
パラメータの書式は Px:名前(ソース) であり、値と状態が下に表示されます。 

P1, P2, P3, 

P4, P5, P6 
パラメータ測定の番号。"P"は Parameter（パラメータ）を表します。各パラメー

タは一意の番号によって識別されます。  

名前 上記の手順 3 の例では、max がパラメータ名（maximum の短縮形）です。各

パラメータの簡単な説明が [Measurement selection 測定の選択] ダイアログ･

ボックスにあります。  

(ソース) ソースとして使用できるのは、チャンネル(Cx)、ズーム・トレース(Zx)、演算トレ

ース(Math)、メモリ（基準波形）(Mx)です。 

値 捕捉された 後の測定値。 

状態 パラメータが正しく計算されたかどうかを示すシンボル。 は測定が正しく

実行されたことを意味します。その他のステータス・シンボルの説明について

は、下記の表を参照してください。 

ステータス・シンボル 
各パラメータの下には、パラメータの状態を示す次のようなシンボルが表示されます。 

 
緑色のチェックマークは、オシロスコープから正常な値が返されていることを示しま

す。 

 
交差パルスは、オシロスコープ側でトップ値とベース値を確定できないことを示しま

す(ただし、測定自体は有効です)。 

 
下向き矢印は、アンダーフロー（信号がグリッド領域の下にある）状態が発生したこと

を示します。  

 
上向き矢印は、オーバーフロー（信号がグリッド領域の上にある）状態が発生したこ

とを示します。  

 
上下両方向矢印は、オーバーフロー（信号がグリッド領域の上にある）状態とアンダ

ーフロー（信号がグリッド領域の下にある）状態が発生したことを示します。  
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パラメータ･ゲート（窓） 

 

状況によっては、信号の特定部分のみにパラメータ測定を実行して、信

号の他の部分を無視したい場合があります。そのような場合には、測定

ゲートを適用します。測定ゲートは [測定] ダイアログを使用して、グリッド

区画単位で設定します。  
 

 

測定ゲートを設定するには、[Start] フィールドにタッチして黄色にハイラ

イト表示した後、調整ノブを回して開始ゲートの位置を調整します。停止

ゲートについても、[Stop] フィールドを使用して同じ処理を行います。開

始ゲートの位置が 0 区画ではなく、停止ゲートの位置が 10 区画ではな

い限り、測定ゲートはディスプレイ上に残ります。  

測定統計 
パラメータ測定を追加した後、そのパラメータ測定の統計情報を参照し、時間の経過とともに測定

値がどのように変化するのかを分析することができます。  

 

測定統計情報を表示するには、[Measure 測定] ダイアログの 

[Statistics 統計機能] の下にある [On] の左側のボックスにチェックマ

ークを付けます。測定結果が表示されると、統計情報も一緒に表示さ

れます（下図を参照）。  

 
（フロント･パネル上または [Measure 測定] ダイアログ内の）Clear Sweeps ボタンが押されるか、トリ

ガ条件（Volts/div など）が変更されるまで、トリガが発生するたびに統計情報が蓄積されていきます。  
ほとんどの統計値（mean [平均値]、min [ 小値]、max [ 大値]、stdev [標準偏差]）の意味は自明

です。Num は統計標本内の測定値の個数です。Value と Status の定義については、上記の「パラ

メータ・ディスプレイに表示される情報」を参照してください。  

パラメータをオフにする 
すべてのパラメータを OFF にするには、[Measure 測定] ダイアログの [Turn All Off すべて OFF] 

ボタンにタッチします。こうすると、すべてのパラメータ定義が NONE にリセットされます。 
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WAVESCAN™ 詳細検索/解析ツール 

WAVESCAN の紹介 

WaveScan で 1 回のキャプチャ内の異常なイベントを検索したり、長期間に及び多くの捕捉内の一

つのイベントをスキャンすることができます。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。 
たとえば、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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信号表示 

WaveScan では次の 2 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。 
• [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。 

 
 

注意：表示されるグリッドの数は有効になっている画面によって異なります。WaveScan はこの

関数を自動的に扱います。 

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 –フィルタリングを行い、パラメータ測定を実行する 
 

パラメータ測定 

捕捉中に行ったパラメータ測定以外にポスト捕捉計測も実行できます。使用可能なパラメータ数は

機器に読み込まれたオプションによって異なります。使用するフィルタ（検索条件）で定義されたイ

ベントについてのみ測定します。フィルタ･ウィザードがありますので、±1、3、あるいは 5 sigma とい

った統計条件を即座に設定できます。 
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サンプリング・モード 
WaveScanが有効になると、オシロスコープはリアルタイム・サンプリング・モードに復帰します。 

 
[ソース] ビュー 
画面上部のトレースはソース（チャンネル、演算、メモリ）トレースです。このトレースは全てのキャプ

チャ済みエッジを表示し、使用する検索条件に合うエッジをハイライト表示します。たとえば、この図

ではタイム・ウィンドウの外側にある遅い立ち上がりエッジを検索しています。このサーチ・モードで

は与えられた範囲を通過できなかったパルスを検索します。 

 

この捕捉では、WaveScan は検索条件（フィルタ）に合う 1.2ns を超える 50ps デルタ付きのエッジを

11 個検知しました。検知した各エッジは赤い長方形付きで強調表示され、左側に表エントリがつき

ます。表には立ち上がり時間の値も入っています。 

 
レベル・マーカ 
ソース・トレースにはマーカがついており、レベルやスレッショールドなどの測定条件を表示します。

上の例では、レベル・マーカは標準的な Rise Time（立ち上がり時間）パラメータ測定の 10％および

90%を示しています。 

レベル・マーカが表示されるのはオシロスコープが WaveScan モードの場合のみです。WaveScan 

の[Enable 有効にする]チェックボックスをオフにすると、レベル・マーカは表示されません。 
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[ズーム] ビュー 
各エッジは、画面左に表示される検出されたイベントの表から選択して拡大表示することができま

す。Search ダイアログの[Prev/Next 前へ/次へ]ボタンを使用して表内のスクロールができます。ま

た、[Idx] フィールド内をタッチ、あるいは、ポップアップ・キーパッドを使用してインデックス番号を入

力して、イベントを選択することもできます。 

 

フロント・パネルの Zoom ノブを使用すると、拡大表示したトレースの拡大率や位置を変更できます。

または、画面上の[In/Out]ボタンで変更することもできます。  

 
[Zoom ズーム] ビューでは、拡張処理を適用するや、拡大トレースを保存する、また、説明

ラベルを適用することもできます。 
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エッジ・モード 
このサーチ・モードではひとつの捕捉中の全てにエッジを検出し、表中にタイムスタンプ付きで表示

します。正エッジ、負エッジ、あるいは両エッジを選択できます。捕捉を停止すると、Measurements 

モードに含まれるスキャン・フィルタがエッジに適用されて、特定の性質を検出できます。レベル・マ

ーカはこの場合 50%相当で、上部のソース・トレースに表示されます。 

 

他のサーチ・モードの場合は、Edge モードに対してもトリガ・アクションを設定できます。 
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非単調モード 
非単調サーチ・モードではハイ・レベルとロー・レベルの間にスレッショールドを交差するエッジを検

索します。スロープ、ヒステリシス、レベルの条件に合うイベント全てが表に表示され、ソース/トレー

スでハイライト表示されます。 表に表示される値は非単調の 大と 小の差を表します。 

 
カーソルで確認できます。 

 
ヒステリシス値はノイズの除去に使用します。非単調が検出されるのは、振幅がヒステリシスを超える

場合のみです。 従って、ヒステリシス・レベルを設定する場合は、ノイズの振幅を超える数値を設定

します。 
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ラント・モード 
このサーチ・モードでは与えられた範囲を通過できなかったパルスを検索します。正方向、負方向、

あるいは両方のラントを検索できます。ヒステリシス幅は調整可能なため、ノイズ除去に使用できま

す。 

負方向のラント・パルスの場合は、表に表示された数値は信号のハイ・レベルとラント振幅の差（デ

ルタ）を表します。つまり、この場合はラント・ボトムが範囲外です。 

ラント・パルス上にカーソルを置き、トレース・ラベルのデルタ Y の値を読み取って確認できます。 

 
正方向のラント・パルスの場合は、表に表示される数値はラント・パルスの振幅の絶対値です。 
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測定モード 
検索およびスキャンモードでは捕捉に対してフィルタを適用して、確認したい機能だけをハイライト

表示できます。ポスト捕捉では、捕捉に対して他のフィルタを適用したり、異なるパラメータ測定を行

うことができます。 

 
たとえば、この捕捉では、立ち上がり時間（10～90%）パラメータ測定が捕捉中にファスト・エッジに適

用されます。ここでは、37ns よりも遅い立ち上がり時間をもつエッジにのみ注目します。従って、

Greater Than フィルタを選択して 37ns の値を指定すると、捕捉中に 4 つのエッジが条件に合致し

ます。 
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スキャン・フィルタ 
しかし、ここでは 45.5ns を超える立ち下がり時間を調べますので、この新しいフィルタに合うのは同

じ捕捉のうち 3 つの立ち下がりエッジです。 

 
 
Filter Wizard を使用して、検出した特長がどのくらい特異かを判断し、制限として平均値

を選択して、もっとも稀なイベントを検索したり、統計上の条件を適用したりできます。 
 
Filter Wizard 
平均値を制限として使用するか、もっとも稀なイベントを検索するか、または、統計上の条件（±1、3、

あるいは 5 sigma）を適用するかして、検索またはスキャンする特長の特異さの度合いを決めること

ができます。 
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以下の例では、一つの連続した波形にいくつかの遅いエッジがあります。ウィザードから選択できる

フィルタリングの各方法については、フィルタ制限として使用する立ち上がり時間とデルタは自動的

に計算されます。 

 
 
フィルタ方法 
Filter Wizard は自動的にフィルタ基準を適用する迅速な方法を提供しますが、Filter Method メニ

ューと関連フィールドを使ってフィルタ条件を手動で設定することもできます。Filter Wizard の選択

は絶対デルタに制限されていますが、Filter Method メニューではデルタをパーセンテージで指定

できます。 
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チャンネルのズーム 
概要 
レクロイの WaveSurfer Xs-A/MXｓ-A オシロスコープでは、極めて強力でありながら使いやすいズ

ーム機能がサポートされます。大型で明るい 10.4"ディスプレイはタッチ・スクリーン操作が可能であ

り、ズームを極めて簡単に作成できるほか、ズームと元のチャンネルの関係を正確に把握できます。  
WaveSurfer Xs-A/MXｓ-A オシロスコープでは次に示す 3 通りの方法でズームを作成できます。 

• 人間の指、マウスや他のポインティング機器を使用して、ズーム対象領域の周囲にボック

スを描く 

• フロント・パネルの QuickZoom ボタンを使用する 

• チャンネル･ダイアログ内でソフトウェア・ツールバーの Zoom ボタンを使用する  
上記 3 通りの方法による操作は基本的に同じですが、若干の違いがあります。  
いずれの場合も、ズームされたチャンネルは（元のチャンネルとは別に）ディスプレイの下部にある

独立した 1/2 の高さのグリッド内に表示されます。ズーム時に演算トレースも表示されている場合は、

それぞれ 1/3 の高さの 3 つのグリッドがディスプレイに配置されます。  
ズームされたトレースは、比較しやすいように元のチャンネル・トレースとほぼ同じ色になります。ズ

ームされた領域は元のチャンネル・トレース上で白く表示されます。すべてのズームは共通の水平

ズーム・スケールと水平位置を共有します。各ズームは独立した垂直ズーム機能を持ちます。すべ

てのズームは 16 ビット垂直分解能に計算されます。したがって、信号の細部を表示するときには、

ズーム・トレースを垂直方向に拡大しても極めて高い分解能が維持されます。  
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ズームの作成 
チャンネルのズームを作成するには次の 3 通りの方法があります。  
 タッチ・スクリーンによるズーム 

 

 

 

ズーム対象の波形領域の周囲で人間の指、スタイラス、マウス

のポインタをドラッグして、ズーム対象領域の周囲に「ボックスを

描く」ことができます。こうすると、独立したグリッド内にズーム・ト

レースが即座に作成されます。 
ズームを取り消すには、ディスプレイの右上隅にある UNDO ボ

タンにタッチします。  
このタッチ・スクリーンズームを使用して、既存のズーム・トレー

ス、演算トレース、メモリ（基準波形）トレースのズーム・スケール

を変更することもできます。  
この方法で波形をズームすると、ズームされた領域の概観が Zx 

ダイアログ内のサムネイルとして表示されます。 
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フロント・パネルの QuickZoom ボタン 
フロント・パネルの QuickZoom ボタンを押します。 
現在表示されているすべてのチャンネルについて、ズーム・トレー

スが作成されます。  
ズーム・トレースを個別にオフにするには、ズーム・ディスクリプタ・

ラベルにタッチして [Zoom trace ズーム・トレース] ダイアログを開

き、ON チェックボックスのチェックマークを外します。  
ズームを取り消すには、フロント・パネルの QuickZoom ボタンをもう一度押

します。  

 

 

注意：QuickZoom が表示されているときにチャンネルを ON にした場

合、新しいチャンネルはズームされません。  

ツールバーの Zoom ボタン 

 

 

ズーム対象のチャンネル･トレースの [Cx Vertical Adjust Cx 垂直

軸調整] ダイアログ内で、ツールバーの Zoom ボタンを押します。

そのチャネルのみについてズーム・トレースが作成されます。  
ズームを取り消すには、ディスプレイの右上隅にある UNDO ボタン

を押すか、フロント・パネルの QuickZoom ボタンを押します。  
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ズーム・ディスクリプタ・ラベル 
ズーム・トレースが ON であるときには、そのズーム・トレース用のディスクリプタ・ラベルが表示され

ます。このディスクリプタ・ラベルはチャンネル、演算トレース、メモリ（基準波形）のラベルとほぼ同じ

です。  

 

• 初の行にはズーム・トレースに関する情報が表示されます(この例では、チャンネル 1

のラベル)。 

• 2 行目には垂直スケール情報が表示されます。 

• 3 行目には水平スケール情報が表示されます。 
（下図のように）ディスクリプタ・ラベルが下からスポットライトが当たった状態で表示されている場合、

そのズーム・トレースは ACTIVE になっています。これはフロント・パネルの Horizontal ノブと

Vertical ノブが（他のチャンネルではなく）そのズーム・トレースを調整するように設定されていること

を意味します。この場合は、フロント・パネルの Horizontal ノブと Vertical ノブを使用して、ズーム・ト

レースのスケールと位置を調整できます。  

 
ズーム･トレースの水平スケールと水平位置はすべてのズーム・トレースについて同じですが、垂直

スケールと垂直位置は個々のズーム・トレースごとに調整できることに注意してください。  
ACTIVE ではないズーム・トレースをアクティブにするには、単に目的のズーム・トレースのディスクリ

プタ・ラベルにタッチします。こうすると、ズーム・トレースがアクティブになるとともに、[Zoom trace ズ

ーム・トレース] ダイアログが表示されます。  
注意：ズーム・トレースがアクティブであるときには、どのチャンネル･ボタンも点灯しません。これはズーム・トレー

スが現在アクティブであることを示します。  
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ズームのスケールと位置の調整 
フロント・パネルのノブによる調整 
ズーム・トレースのスケールと位置は簡単に調整できます。WaveSurfer Xs-A/MXｓ-A オシロスコー

プでは、フロント・パネルの Horizontal ノブと Vertical ノブを使用して、ズーム・トレースのスケールと

位置を調整できます。ズーム・トレースを作成すると、スケールと位置が自動的に調整されます。そ

の設定はチャンネル、演算トレース、メモリ（基準波形）を作成するまで残ります。  

 

調整対象のズーム・トレースがアクティブでない場合

は、目的のズーム・トレースのディスクリプタ・ラベルにタ

ッチしてアクティブにします。  

 

次にフロント・パネルのHorizontalノブとVerticalノブを使

用して、ズーム・トレースのスケールと位置を調整しま

す。各ノブは直感的に操作できます。下記の表をガイド

として使用してください。  
 
注意：ズーム・トレースがアクティブであるときには、どの

チャンネル･ボタンも点灯しません。これはズーム・トレー

スが現在アクティブであることを示します。  

 
 
パネルのノブ ズーム調整操作 

Delay 水平位置をズームする。 

Timebase 水平スケールをズームする。 

Offset 垂直位置をズームする。 

Gain / Sensitivity 垂直スケールをズームする。 

Push – Zero Delay 水平ズームを10:1スケールにリセットし、既定の水平位置に戻

す。 

Push – Zero Offset 垂直ズームを1:1スケールにリセットし、既定の垂直位置に戻す。 
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ズーム･ダイアログのコントロールによる調整 
ズーム･ダイアログのコントロールを使用して、ズーム・トレースを調整することもできます。  

 

ディスクリプタ・ラベルにタッチして、ズーム・ダイアログを開きます。

次に画面上のズーム・コントロールを使用して、スケールと水平/垂直位置を調整します。  
水平スケールの調整は常にすべての波形に適用されます。  

 

ツールバー上のショートカットによる操作 
ツールバー上のショートカットを使用すると、個々のズーム･トレースに対して特定の操作を実行でき

ます。  

 

[Measurement selection 測定の選択] ポップアップ・メニューを開きます。こ

のメニューを使用すると、[Zoom Setup ズームのセットアップ] ダイアログを

離れることなく、ズーム・トレースのパラメータ(測定)を選択できます。パラメ

ータは自動的にグリッドの下に表示されます。  

 

ズーム･トレースを対応するメモリ（基準波形）位置に読み込みます(たとえ

ば、Z1 は M1 に保存され、Z2 は M2 に保存されます)。   

 

[Labeling ラベルの関連付け] ポップアップ・メニューが開き、ユーザ定義ラ

ベルを波形に関連付けることができます。  
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演算トレースの使用 

概要 
演算（Math）トレースでは、信号、ズームまたはメモリ（基準波形）に対して単純または複雑な数学演

算を実行できます。演算トレースの作成時にオシロスコープは任意の捕捉モード（リアルタイム、RIS、

Roll モード）で動作できます。  
演算トレースはオペレータ（演算子）とソースを使用して定義します。Add、Subtract、Multiply、

Divide、FFT などのオペレータを使用できます。ソースはチャンネル、ズーム・トレース、またはメモリ

（基準波形）です。オペレータの中には 2 つのソースを必要とするものと、1 つだけのソースを必要

とするものがあります。オペレータを選択すると、演算トレースの定義に必要とされるソースの個数が

示されます。  
演算トレースは常に他のチャンネルとは別に、ディスプレイの下部にある独立した 1/2 の高さのグリ

ッド内に表示されます。そのため、演算スケールがチャンネルのスケールと異なる場合にも、演算情

報を簡単に解釈できます。演算トレースが ON であるときにズーム・トレースも表示される場合は、そ

れぞれ 1/3 の高さの 3 つのグリッドがディスプレイに配置されます。  
なお、別々のズーム・トレースを設定しなくても、個々の演算トレースをズームできます。このため操

作手順が簡素化され、別のトレースを作成することなく、興味のある特性を正確に把握できます。演

算トレースがアクティブであるときには、演算ダイアログのズーム･コントロールを使用するか、フロン

ト･パネルの Vertical ノブと Horizontal ノブを使用して、演算トレースの垂直軸/水平軸のスケール

と位置を調整できます。  
WaveSurfer Xs-A/MXｓ-A の演算トレースの強力な機能の 1 つは、各トレースが 16 ビットの垂直分

解能に計算されることです。したがって、演算トレースを表示するときには、演算トレースを垂直方

向に拡大しても極めて高い分解能が維持されます。  

演算関数の概要 
WaveSurfer Xs-A/MXｓ-A オシロスコープには複数の演算オペレータが標準装備されているほか、

FFT 関数がサポートされます。MathSurfer Advanced Math（拡張演算）オプションでは追加の演算

関数を利用できます。演算関数の概要を下記に示します。 
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標準演算 

 

Difference (Subtract) – 2 つの波形を減じて差異を計算します。 

 

Fast Fourier Transform (FFT) –  高 25 kpts の FFT（高速フーリエ変換）の電力

周波数スペクトルを計算します。窓関数として Rectangular、Von Hann、Flat Top

を選択できます。 

 

Product (Multiply) – 2 つの波形を乗じて積を計算します。  

 

Ratio (Divide) – 2 つの波形を除して比率を計算します。  

 

Sum (Add) – 2 つの波形を加算して和を計算します。  

 

Zoom – 入力した波形をズームします。 
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MathSurfer 拡張演算 

MathSurfer は、WaveSurfer Xs-A の全モデルでオプション、WaveSurfer MXs-A の全モデルで標

準です。 

 

Absolute Value – 波形の絶対値を計算します。 

 

Average – 高 100 万回（ユーザが指定可能）までの捕捉標本の単純平均または

連続平均を計算します。 

 

Derivative – 隣接した標本の導関数を計算します。 

 

Envelope – 特定回数の捕捉（スイープ）の個々の水平値における波形の垂直値の

大値と 小値を計算します。 

 

Enhanced Resolution (ERES) – 分解能向上演算（ERES）：追加ビット数で指定され

るノイズ低減/平滑化フィルタを適用します。 

 

Fast Fourier Transform (FFT) – Hamming、Blackman-Harris、Hanning を窓関数と

して、 高 1 Mpts の FFT（高速フーリエ変換）を実行します。2 番目の演算オペレ

ータを使用して FFT アベレージングも実行できます。  

 

Floor  – 特定回数の捕捉(スイープ)の個々の水平値における波形の垂直値の

小値を計算します。 

 

Integral – 波形入力について再スケーリングされた一次積分（乗数と加算器を含

む）を計算します。 

 

Invert – 波形を反転します。 

 

Reciprocal – 波形の逆数を計算します。 

 

Rescale – ユーザーが再スケーリング（単位を含む）を定義できるようにします。  

 

Roof   – 特定回数の捕捉（スイープ)の個々の水平値における波形の垂直値の

大値を計算します。 

 

Square  – 波形の平方積を計算します。 

 

Square Root  – 波形の平方根を計算します。 
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演算トレースのセットアップ 
1. フロント・パネルの [Math 演算] ボタンを押します。 

 
または、上部メニュー・バーの [Math 演算] にタッチし、[Math Setup 演算のセットアップ] 

を選択します。 
 
どちらの場合も、次のダイアログがディスプレイの下部に表示されます。また、演算トレー

スがONになり、 後に選択された演算オペレータが現在の演算子として選択されます。  

 
2. 現在定義されているオペレータを変更するには、アイコンにタッチするか、[Operator オ

ペレータ] 領域の内部にタッチし、次のポップアップ・メニューを表示します(MathSurfer 

Advanced Mathオプションを購入した場合は、次の図に示すより多くの選択肢が表示され

ます)。 
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3. いずれかのアイコンにタッチして、目的の演算オペレータ（関数）を選択します。リスト

を下方にスクロールするには、ポップアップ･メニューの右側にあるスクロール・バー

を使用します。  

4. オペレータが選択されると、ポップアップ・メニューが閉じて演算トレースが再定義さ

れます。  
MathSurfer Advanced Mathオプション（WaveSurfer MXs-Aでは標準）を購入した場合は、2番

目のオペレータを選択できます。そのためには、[Single/Dual] ボタンからDualを選択します。  

 
2番目のオペレータが表示されます。2番目のオペレータは 初のオペレータと同じ方法で変

更できます。  

特定の状況下では2つのオペレータの使用が役立ちます。たとえば、高速フーリエ変換(FFT)

を計算した後で、数多くの計算結果についてFFTの平均を求める場合は、 初のオペレータ

としてFFT関数を選択し、2番目のオペレータとしてAverage関数を選択できます。また、標準

以外の計算のために単位の変換と結果の再スケーリングを行う場合は、2番目のオペレータと

してRescale関数を選択できます。  

チャンネル･ソースは既定でC1になります。別のソース（チャンネル、メモリ、ズームのいずれ

か）を選択するには、[Source ソース] フィールドの内部にタッチします。  
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フロント・パネルの [Math 演算] ボタンをもう一度押すか、画面上のダイアログの [Close 閉じ

る] にタッチして、演算ダイアログを閉じます。  
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演算デスクリプタ・ラベル 
演算トレースが ON であるときには、その演算トレース用のディスクリプタ・ラベルが表示されます。

このディスクリプタ・ラベルはチャンネル、ズーム、メモリ（基準波形）のラベルとほぼ同じです。  

 

• 最初の行には演算トレースの定義に関する情報が表示されます（この例では、チ

ャンネル 1 の FFT）。 

• 2 行目には垂直スケール情報が表示されます。 

• 3 行目には水平スケール情報が表示されます。 
（下図のように）ディスクリプタ・ラベルが単色で塗りつぶされている場合、その演算トレースは

ACTIVE になっています。これはフロント・パネルの Horizontal ノブと Vertical ノブが（他のチャン

ネルではなく）その演算トレースを調整するように設定されていることを意味します。この場合は、フ

ロント・パネルの Horizontal ノブと Vertical ノブを使用して、演算トレースのスケールと位置を調整

できます。  

 
ACTIVE ではない演算トレースをアクティブにするには、単に目的の演算トレースのディスクリプタ・

ラベルにタッチします。こうすると、その演算トレースがアクティブになり、演算ダイアログが表示され

ます。  
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演算トレースのズーム 

演算トレースにはズーム機能が組み込まれているため、演算トレースのスケールと位置を必要に応

じて簡単に変更できます。演算トレースは次の方法でズームできます。 

 

1. ディスクリプタ・ラベルにタッチして、トレース

をアクティブにします。  

2. 次にフロント・パネルのHorizontalノブと

Verticalノブを使用して、トレースのスケール

と位置を調整します。各ノブは直感的に操作

できます。下記の表をガイドとして使用してく

ださい。  

  

注意：演算トレースがアクティブであるときには、

どのチャンネル･ボタンも点灯しません。これは演

算トレースが現在アクティブであることを示しま

す。 
 
パネルのノブ ズーム調整操作 

Delay 水平位置をズームする。 

Timebase 水平スケールをズームする。 

Offset 垂直位置をズームする。 

Gain / Sensitivity 垂直スケールをズームする。 

Push – Zero Delay 水平ズームを10:1スケールにリセットし、既定の水平位置

に戻す。 

Push – Zero Offset 垂直ズームを1:1スケールにリセットし、既定の垂直位置に

戻す。 
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演算ダイアログのコントロールによる調整 

 

1. ディスクリプタ・ラベルを2回タッチして、演算ダ

イアログを開きます。 

2. 右側のズーム・ダイアログを使用して、スケール

と水平/垂直位置を調整します。 

ツールバー上のショートカットによる操作 
ツールバー上のショートカットを使用すると、演算トレースに対して特定の操作を実行できます。  

 

[Measurement selection 測定の選択] ポップアップ・メニューを開きます。こ

のメニューを使用すると、[Math Setup 演算のセットアップ] ダイアログを離

れることなく、演算トレースのパラメータ（測定）を選択できます。パラメータ

は自動的にグリッドの下に表示されます。  

 

演算トレースを対応するメモリ（基準波形）位置に読み込みます(たとえば、

Memory 1 [略称 M1] に読み込みます)。  

 

[Labeling ラベリング] ポップアップ・メニューを開きます。このメニューを使

用すると、ユーザ定義ラベルを波形に付けることができます。   
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WAVESTREAM高速表示モードの使用 

トレース強度の調整 
 

 

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2.5 GS/s（モデルによっては5 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。 
INTENSITYノブはトレースの輝度を調整します。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。 
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セットアップの保存と呼び出し 

概要 
オシロスコープのセットアップ情報については、ハードディスク、USB メモリ・スティック、LAN ドライ

ブなどの媒体との間で、保存と呼び出しを行うことができます。同様の作業を何回も繰り返し実行す

る場合や、オシロスコープを他の多くのユーザーと共有している場合は、この機能を利用すると非

常に便利です。  
オシロスコープの設定をセットアップ・ファイルとして保存するには 

上部メニュー・バーの [File ファイル] から [Save Setup  セット

アップの保存] を選択します。  

波形データの保存先として、RAM内の内部セットアップ用一

時領域（Internal Setup）、ハードディスク上または外付け記憶

デバイス内のファイル（File）のどちらかを選択します。  
[Save Now 今すぐ保存] にタッチして設定情報を保存しま

す。  

セットアップ・ファイルからオシロスコープの設定を呼び出すには 

上部メニュー・バーの [File ファイル] から [Recall Setup セッ

トアップの呼び出し] を選択します。  

波形データを呼び出すソースとして、RAM内の内部セットアッ

プ用一時領域（Internal Setup）、ハードディスク上または外付

け記憶デバイス内のファイル（File）のどちらかを選択します。  
[Recall Now 今すぐ呼び出し] にタッチして設定情報を呼び

出します。  

オシロスコープのデフォルト設定を呼び出すには 

上部メニュー・バーの [File ファイル] から [Recall Setup セッ

トアップの呼び出し] を選択します。  

[Recall Default Setup デフォルト設定の呼び出し] というラベ

ルのボタンにタッチします。 
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波形の保存と呼び出し 

概要 
波形信号の保存と呼び出しを行うには次の 3 通りの方法があります。 

• チャンネル信号、演算トレース、またはズーム・トレースをメモリ・ロケーション（基準波形）

に保存する。 

• チャンネル信号、演算トレース、またはズーム・トレースをデータとして保存する。 

• チャンネル信号、演算トレース、またはズーム・トレースを画面イメージとして保存する。 
メモリ （基準波形） 
メモリは WaveSurfer Xs-A/MXs-A オシロスコープの非揮発性 RAM 内に保存されます。メモリへの

信号の保存は簡単かつ高速であり、他の波形と簡単に比較するためにデータを保存するには 適

な方法です。 
波形データ 
通常、波形データはバイナリ形式または ASCII 形式で保存されます（ただし、他の形式も利用でき

ます）。波形データは同じオシロスコープ上で呼び出せます。また、他のオシロスコープや他のプロ

グラム（Excel, MATLAB, Mathcad など）に波形データを転送して、詳細な処理を実行することもで

きます。オシロスコープ上で呼び出される波形データは、メモリ（基準波形）トレースに読み込まれま

す。  
画面イメージ 
画面イメージについては、複数の異なる種類の画像フォーマットへの保存、ディスク上のファイルへ

の保存、印刷、電子メールの添付ファイルとして送信などの操作を実行できます。画面イメージは

オシロスコープの実際のデータではないため、オシロスコープに呼び出すことはできません。  

メモリの保存と呼び出し  
保存と表示を行う 速の方法 
現在の捕捉データと基準トレースを比較する機能は、オシロスコープにとって極めて重要な基本機

能です。WaveSurfer Xs-A/MXs-A オシロスコープには、チャンネル、演算トレース、ズーム･トレー

スを簡単にメモリ・ロケーションに保存する機能があります。  

 

チャンネル、演算、またはズームのディスクリプタ・ラベルを2回タッ

チして、メモリ・ロケーション（基準波形）に保存したいトレースのダイ

アログを開きます。 

 

ダイアログの下部にあるツールバー上の [Store 保存] ボタンにタッ

チします。 
  

対応するメモリ・トレースに（C1 は M1 に、C2 は M2 に．．．； Z1 は M1 に、Z2 は M2 に．．．； 

Math は M1 に）トレースが保存されて、グリッド上にトレースが表示されます。メモリ・トレースには、
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他のトレースと同様に、ディスクリプタ・ラベルやダイアログなどがあります。メモリ・トレースをズーム

したり、グリッド上の位置を変更したりすることもできます。 

1.  上部メニュー・バーの [Math 演算] か ら[Memory 

Setup  メモリのセットアップ] を選択します。  

2.  [Memory Setup メモリのセットアップ] ダイアログ内

でメモリ・ロケーションを選択します。この例では M1

を選択します。  

3.  メモリ・ロケーションにコピーする波形を選択しま

す。この例では、メモリ・ロケーションM1に波形C1

を保存します。  
メモリ・ロケーションに保存する波形を選択し

た後、[Copy Now 今すぐコピー] ボタンにタッ

チします。   
M1 メモリ･トレースには、保存の時点で存在した波

形 C1 が保存されます。同時に M1 メモリ･トレース

が ON になり、ディスクリプタ・ラベルがアクティブに

なります。ズーム・トレースの場合とまったく同様に、

メモリ･トレースの位置とスケールはフロント・パネル

のノブを使用して調整できます。  

ツールバー上のショートカットによる操作 
ツールバー上のショートカットを使用すると、メモリ・トレースに対して特定の操作を実行できます。  

[Measurement selection 測定の選択] ポップアップ・メニューを開きます。この

メニューを使用すると、[Memory Setup メモリのセットアップ] ダイアログを離

れることなく、メモリ・トレースのパラメータ(測定)を選択できます。パラメータは

自動的にグリッドの下に表示されます。  

保存されたトレースのメモリを全消去します。   

 

[Labeling ラベリング] ポップアップ・メニューを開きます。このメニューを使用

すると、ユーザ定義ラベルをメモリに付けることができます。   
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波形データの保存と呼び出し 
波形データを保存するには 

 

1. 上部メニュー・バーの [File ファイル] から [Save 

Waveform  波形の保存] を選択します。 

 

2. 波形データをファイル（File）に保存するように指定しま

す。  
 

 

 
 

 

3. 保存したい波形データのソースを選択し、データ･ファイ

ルのファイル名を指定します。  

 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、 初の波形に自動的に番号0が付き、2番目の

波形に番号1が付く（以下同様）ためです。  
 
4. データ形式を選択します。ASCIIまたはExcelを選択した

場合は、[SubFormat サブフォーマット] フィールドにタッ

チし、[Time Data 時間] または[Time & Ampl 時間と振

幅] を選択した後、[Delimiter 区切り文字] 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。 
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5. 次に、ファイルの保存先とするディレクトリとファイル名を

選択します（保存先はUSBメモリ・スティック、またはオシロ

スコープの内蔵ハードディスクのどちらかです）。 

 
6. 後に、ダイアログ内の [Save Now 今すぐ保存] ボタン

にタッチします。  

 

波形データを呼び出すには 
1. 上部メニュー・バーの [File ファイル] から 

[Recall Waveform 波形の呼び出し] を選

択します。  

 

2. 波形データをファイル（File）から呼び出す

ように指定します。 
3. [Destination 宛先] 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

ケーションを選択します。メモリをONにして

波形を即座に表示したい場合は、[Show 

on Recall 呼び出し時に表示] ボックスに

チェックマークを付けます。  
4. [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。 
5. [Recall Now 今すぐ呼び出し] ボタンを押

して、波形データ･ファイルを読み込みま

す。  
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画面イメージの保存 

 
 

画面イメージについては、ハードコピー・プリンタへの出力、記憶媒体(内蔵

ハードディスクや USB メモリ･スティックなど)への保存、電子メールの添付フ

ァイルとして送信、クリップボードに送信して他のプログラムにコピーといった

操作を実行することができます。  

 

 

フロント･パネルの [プリント] ボタンの動作を定義すると、画面イメージの保

存、印刷、電子メールによる送信などの操作を 1 回のボタン押下で自動的

に実行することができます。 
また、文書化作業を容易にするために、画面イメージを保存する前に、注

釈（ラベル）を画面イメージに付加することもできます。個々の波形ごとにラ

ベルの作成と追加を行うには、ツールバーの [Label ラベル] ボタンを使用

します。  

画面イメージをファイルに保存 

 

USB メモリ･スティックや内蔵ハードディスクなどの記憶媒体に画面イメージを保存

するには、[File ファイル] を選択します。 

1. メニュー・バーの [Utilities ユーティリティ] にタッチした後、プルダウン・メニューから 

[Utilities Setup... ユーティリティのセットアップ] を選択します。 
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. 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。白い背景を使用すると、プリンタのトナー

を節約できます。 
5. [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。 
6. [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。 
7. ダイアログ領域を出力対象から外して、波形とグリッドのみを出力する場合は、[Grid Area 

Only グリッド領域のみ] チェックボックスをオンにします。 
8. [Print Now 今すぐ出力] ボタンを押します。または、フロント・パネルの [Print 出力] ボタ

ンを押して、画面イメージをファイルに保存します。  
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画面イメージを電子メールの添付ファイルとして送信 

 

本製品には、MAPI プロトコルまたは SMTP プロトコルを使用して、データ（画面

イメージなど）を電子メールで送信する機能もあります。電子メールを送信するた

めには、 初に電子メール・サーバーに接続し、[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。 
データを電子メールで送信するには 

1. メニュー・バーの [Utilities ユーティリティ] にタッチした後、プルダウン・メニューから 

[Utilities Setup... ユーティリティのセットアップ] を選択します。 
2. [Hardcopy ハードコピー] タブにタッチした後、[E-mail 電子メール] ボタンにタッチします。 
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. 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。白い背景を使用すると、プリンタのトナ

ーを節約できます。 
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オンにします。 
6. ダイアログ領域を出力対象から外して、波形とグリッドのみを出力する場合は、[Grid Area 

Only グリッド領域のみ] チェックボックスをオンにします。 
7. [Print Now 今すぐ出力] ボタンにタッチします。または、フロント・パネルの [Print 出力] 

ボタンを押します。 
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画面イメージをプリンタに出力 

 

画面イメージを外部プリンタに出力するには、[Printer プリンタ] を選択します。 

画面イメージをプリンタに出力するには 
1. メニュー・バーの [File ファイル] にタッチし、プルダウン・メニューから [Print Setup... 印

刷の設定] を選択します。[Utilities Hardcopy ハードコピー] ダイアログが表示されます。 

2. ダイアログ内部の  [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。白い背景を使用すると、プリンタのトナー

を節約できます。（プリンタのカラー設定を変更するには、[Preferences -- Color プレファ

レンス － カラー] 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、印刷に使用するプリンタを

ポップアップ・メニューから選択します。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。 
5. [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。 
6. ダイアログ領域を出力対象から外して、波形とグリッドのみを出力する場合は、[Grid Area 

Only グリッド領域のみ] チェックボックスをオンにします。 
7. [Print Now 今すぐ出力] ボタンを押します。または、フロント・パネルの [Print 出力] ボタ

ンを押します。  
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画面イメージをクリップボードに保存 

 

[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するには 

1. メニュー・バーの [Utilities ユーティリティ] にタッチした後、プルダウン・メニューから 

[Utilities Setup... ユーティリティのセットアップ] を選択します。 
2. [Hardcopy ハードコピー] タブにタッチします。 
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。白い背景を使用すると、プリンタのトナー

を節約できます。 
4. ダイアログ領域を出力対象から外して、波形とグリッドのみを出力する場合は、[Grid Area 

Only グリッド領域のみ] チェックボックスをオンにします。 
5. [Print Now 今すぐ出力] ボタンを押します。または、フロント・パネルの [Print 出力] ボタ

ンを押します。  
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他のユーザとの通信およびデータの共有 

概要 
WaveSurfer Xs-A/MXｓ-A オシロスコープには、解析結果を他のユーザと共有して生産性を向上さ

せる数多くの強力なツールがあります。いくつかの例を下記に示します。  

• 電子メールを使用し、同僚や顧客に対して画像ファイルをオシロスコープから直接送信

する。  

• オシロスコープ上で画像ファイルに注釈を直接付加する。  

• 画像やデータ･ファイルをオシロスコープのハードディスクやネットワーク･ドライブに保存

する。  

• 画像やファイルを USB メモリ･スティックに高速でダウンロードする。  
• （トレースをハードディスクに保存することによって）ボードの検査実施中に比較用の完全

な信号のアーカイブを作成する。  

• プリンタにデータを出力する。  
• 既製のソフトウェア・ツールを使用してオシロスコープの処理をリモート制御・表示する。 

WaveSurfer Xs-A/MXｓ-A オシロスコープには Windows XP が埋め込まれているため、オシロスコ

ープ上でプログラムの 小化、フォルダへの保存、他のプログラムの起動といった基本操作を

Windows 環境と同じ感覚で実行することができます。そのため、本製品は直感的で簡易な操作が

可能です。  

 
標準出力： 

WaveSurfer Xs-A/MXｓ-A オシロスコープの標準出力は次のとおりです。 

• 100BaseT Ethernet 
• フロントパネルの USB ポート 
• 側面パネルの USB ポート（4 個） 
• 9 ピンのシリアル・ポート 
• SVGA 出力 
• レクロイバス(LBus) インタフェース 
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作業の記録 - LabNotebook の使用（Wavesurfer MXｓ-A モデルのみ） 

LabNotebook 機能を使用すると、波形、画面キャプチャ、オシロスコープのセットアップファイルの

保存と記録が容易になります。LabNotebook では、Flashback 機能により設定の呼び出しも簡単で

す。レポートを作成して、pdf、html、または rtf 出力形式で画面イメージを表示できます。 

LabNotebook エントリの作成 

 
 

 

 

 

[File ファイル] メニューからLabNotebook を選択し、[Create 

作成]ボタンをクリックすると、LabNotebook エントリを簡単に

作成できます。 

 

注釈ツールと色が用意されていますので、波形を任意にマ

ークアップできます。 [Done 終了]をクリックすると、マークア

ップとオシロスコープの設定が機器に常駐しているデータベ

ースに保存されます。 

[Create Report レポートの作成] ボタンをクリックしてネットワ

ーク・ドライブや外部メディアに保存できるハードコピー・フォ

ーマットを作成します。 

あるいはEmail ボタンをクリックしてレポートを別の場所に送

付します。 Flashback機能を使ってオシロスコープのセットア

ップも含めたNotebookエントリを好きなときに呼び出して、詳

細を検討できます。 

ネットワークへの接続 
WaveSurfer Xs-A/MXs-A オシロスコープに標準装備された 10/100 Base-T Ethernet ポート

を通じて、高速かつ簡単にネットワークに接続することができます。本製品でサポートされ

る DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) では、ネットワークにファイアウォールが存在しな

い場合に、ネットワーク・ケーブルをオシロスコープの Ethernet ポートに差し込むだけで、ネットワ

ーク・アドレスが自動的に割り当てられます。  
ネットワークにファイアウォールが存在する場合は、Windows の一般的なセットアップ・ルーチンを

使用し、IT 部門の援助を受けながらネットワークに接続してください。  
オシロスコープは Windows ベースの PC プラットフォーム上で動作するため、ネットワーク上にある

他の PC と同じように、ウイルスから保護する必要があります。オシロスコープを Windows の優先度

の高い更新プログラムに従って 新の状態にしておくことが重要であり、またアンチウイルス・ソフト

ウェアをインストールし、常に 新の情報に更新しておく必要があります。 
 
Windows Service Pack とレクロイのオペレーティング・ソフトウェアの互換性等に関する詳細につい

ては、www.lecroy.com/dsosecurity を参照してください。 
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オシロスコープから電子メールを送信 
オシロスコープから電子メールで画像を直接送信する手順は極めて簡単であり、単にフロント･パネ

ルのボタンを 1 回押すだけで済みます。詳細については、上記の「画面イメージを電子メールの添

付ファイルとして送信」を参照してください。  

リモート制御・表示 
Windows NetMeeting、VNC、pcAnywhere、その他の同様のプログラムを使用して、オシロスコープ

をリモート制御したり、世界各地やすぐ近くのユーザーとリアルタイムで画面情報を共有したりするこ

とができます。  
これらのプログラムは、標準的な PC の場合とまったく同様の方法で WaveSurfer Xs-A/MXｓ-A オ

シロスコープにインストールして設定することができます。 

デスクトップへのアクセス 

 
 

 

WaveSurfer Xs-A/MXｓ-Aオシロスコープの（Windows

形式）デスクトップにアクセスするには、上部メニ

ュー・バーの [File ファイル] を開いて [Minimize 

最小化] を選択します。こうすると、オシロスコープ・

プログラムが 小化され、他のWindowsプログラム

（Windowsエクスプローラ、ペイント、Internet Explorerな

ど）を起動できるようになります。  
小化されたオシロスコープ・プログラムは、ディスプレ

イの右下隅に、この図のようなアイコンとして表示されま

す。アイコンにタッチすると、オシロスコープ・プログラム

が元のサイズに戻り、画面全体に表示されます。  

画像ファイルに対する注釈の付加 
チャンネル、演算トレース、ズーム・トレース、メモリ（基準波形）に対して注釈（ラベル）を付加するこ

とができます。これらのラベルは波形に付加され、波形上の任意の位置に配置できます。次の点に

注意してください。 

• ラベルの配置は、トレースの垂直位置と水平位置の変更に応じて自動的に調整されます。  

• 画面上の画像をディスクに保存すると、ラベルも画像の一部として保存されます。  

• ラベルを使用すると、別個のプログラムで注釈を追加する必要がありません。  

• ラベルは同僚や顧客が作業内容を理解するのに役立ちます。  
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波形にラベルを付加するには 
1. ラベルを付加したいチャンネル、演算、ズーム、またはメモリのダイアログを開きます。 
2. ツールバーの [Label ラベル] ボタンにタッチします。  

 
3. ポップアップ・メニュー内の [Add Label ラベル付加] ボタンにタッチします。  

 
4. ポップアップ･キーボードを使用してラベル･テキストを作成します。各ラベルの水平位置

（Horizontal Position）の調整、ラベルの削除（Remove Label）を行うこともできます。ラベ

ルの表示/非表示を切り替えるには、[View Labels ラベル表示] チェックボックスのオン/

オフを切り替えます。  

データ･ファイルと画像の保存 
未加工のデータ･ファイルを保存するには、[File ファイル]、[Save Waveform 波形の保存] を選択し、

データ形式や保存場所を指定した後、[Save Now 今すぐ保存] を押します。  
画像を保存するには、[Utilities ユーティリティ] の [File ファイル]、[Hardcopy ハードコピー] を選

択し、ファイル形式（File Format）、ファイル名（File Name）、ディレクトリ（Directory）などを指定した

後、ダイアログ内またはフロント･パネルの [Print 出力] アイコンを押します。 

詳細については、上記の「画面イメージをファイルに保存」のトピックを参照してください。  
USB メモリ・スティック、USB 記憶デバイス、オシロスコープの内蔵ハード・ディスクなどに保存された

画像ファイルは、他のプログラム（Word、Excel、ペイントなど）に対して簡単にコピー&貼り付けする

ことができます。  



WaveSurfer Xs-A/MXs-A シリーズ  

92 WSXs-A-GSM-E Rev A 

基準波形（メモリ）の作成 
特定の波形を別の波形と比較する場合は、それらの波形をメモリに保存できます。 大 4 個のメモ

リを非揮発性 RAM に同時に保存でき、必要に応じてそれら 4 個のメモリを一度に表示できます。  
4 個以上の波形を同時に保存したい場合は、[File ファイル] メニューから [Save Waveform  波形の

保存] を選択して波形データを保存した後、同じく [File ファイル] メニューから [Recall Waveform 

波形の呼び出し] を選択して波形データをメモリ･トレースに読み込みます。  
詳細については、上記の「波形データの保存と呼び出し」を参照してください。  

印刷 
WaveSurfer Xs-A/MXｓ-A オシロスコープは Windows XP プラットフォーム上で動作するため、新

規プリンタのインストール用の標準的な Windows セットアップ・ルーチンに従って、任意の Windows 

XP 互換プリンタをオシロスコープに接続することができます。  
詳細については、下記の「プリントの管理」を参照してください。また、フロント･パネルの [Print 出

力] ボタンの設定方法については、「波形データの保存と呼び出し」 の 「画面イメージをプリンタに

出力」 を参照してください。  

プリントの管理 
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。プリント出力では、Windows XP で

サポートされる任意のプリンタを使用できます。 

プリンタの設定 
1. メニュー・バーの [File ファイル] にタッチし、プルダウン・メニューから [Print Setup... 印

刷の設定] を選択します。[Utilities Hardcopy ハードコピー] ダイアログが表示されます。 

2. ダイアログ内部の  [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。白い背景を使用すると、プリンタのトナー

を節約できます。（プリンタのカラー設定を変更するには、[Preference プレファレンス] 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、印刷に使用するプリンタを

ポップアップ・メニューから選択します。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。 
5. [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。 
6. ダイアログ領域を出力対象から外して、波形とグリッドのみを出力する場合は、[Grid Area 

Only グリッド領域のみ] チェックボックスをオンにします。 
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印刷するには 
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 [プリンタ] ボタンを押します。 
• メニュー・バーの [File ファイル] にタッチし、プルダウン・メニューから [Print 印刷] を選

択します。 
• [Hardcopy ハードコピー]ダイアログ内の [Print Now 今すぐ出力] ボタンにタッチします。 

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 ファイル] にタッチし、プルダウン・メニューから [Print Setup... 印

刷の設定] を選択します。[Utilities Hardcopy ハードコピー] ダイアログが表示されます。 

2. ダイアログ内部の  [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MS 

Windows®ウィンドウが表示されます。 
4. [プロパティ]ボタンにタッチして、プリンタの属性（印刷部数など）を設定します。 

デフォルト・プリンタの変更 
1. デフォルト・プリンタを変更する場合は、 初にメニュー・バーの [File ファイル] にタッチ

した後、プル・ダウン・メニューから [Minimize 小化] を選択して、実行中のアプリケーシ

ョンを 小化します。 
2. タスク・バーの左下にある [Start スタート] ボタンにタッチします。 
3. [Settings 設定] から [Printers プリンタ] を選択します。 
4. デフォルト・プリンタとして設定するプリンタにタッチし、[File ファイル] から [Set as Default 

Printer 通常使うプリンタに設定] を選択します。 
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パス/フェイル（合否）テスト 

概要 
WaveSurfer Xs-A/MXｓ-A オシロスコープのパス/フェイル（合否）テストは、特定の信号が

業界規格またはユーザ定義マスクの範囲内にあるかどうかを判定することを主な目的とし

ています。適切な範囲を外れた信号を簡単に検出できるように、複数のユニークな表示機能が用

意されています。  
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

許容値に基づくマスク・テストを実行できます。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 
波形に対する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つ以上選択でき

ます。 
• 停止する 
• 警報を鳴らす 
• テスト結果を印刷する 
• パルスを発生させる 
• 波形を保存する 

[Pulse パルス] を選択すると、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。 
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パス/フェイル（合否）テストのセットアップ 
1. 上部メニュー・バーの [Analysis 解析] にタッチし、[Pass/Fail Analysis パス/フェイル・

テスト] を選択します。  
次のダイアログがディスプレイの下部に表示されます。   

 
2. マスク･テストのソースを選択します。 
3. 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ために、

［Pass 合格］ ボタンまたは ［Fail 不合格］ ボタンにタッチします。 

  
4. 実行するアクション（テストを終了する、警報を鳴らす、テスト結果を印刷する、パルスを出

力する、波形を保存する）にタッチします。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。

詳細は「印刷」を参照してください。 
5. 波形を自動的に保存する場合は、[Save Setup 保存のセットアップ] にタッチします。こう

すると、現在のダイアログが閉じて、[Save Waveform 波形の保存] ダイアログが開きます。

詳細は「波形の保存と呼び出し」を参照してください。 
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マスク・テストのセットアップ 
1. 右側の[Test テスト]ダイアログ内の [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。 
2. [Show Markers マーカー表示] 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。 
3. 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] ボタンにタッチします。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。 
4. 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。  
5. [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各フィールドに境界値を入力します。 
6. 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。 
7. 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。 

ユーティリティとプレファレンス 

概要 
[Utilities and Preferences ユーティリティとプレファレンス] ダイアログにアクセスするには、上部メニ

ュー・バーの [Utilities ユーティリティ] を選択します。このダイアログには、頻繁に参照・変更する

必要のないセットアップ情報や他の項目があります。  
頻繁に参照・変更する必要のある項目は、上部メニュー・バーの様々なプルダウン・メニューにあり

ます。  
下記に示すほとんどの項目は、[Utilities ユーティリティ] ダイアログのラベル付きタブに対応してい

ます。  

ステータス 
読み取り専用ダイアログである [Status ステータス] 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、様々なシステム情

報が表示されます。 
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[Status ステータス]ダイアログを表示するには 
1. メニュー・バーの [Utilities ユーティリティ] にタッチします。 
2. [Status ステータス] タブにタッチします。 

リモート通信 
[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

として現在選択できるのは、TCPIP に限られています。 
注意： 本製品では、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）を使用するため、ネットワークで DHCP をサポートしている場合は、IP アドレスを設定す

る必要がありません。DHCP をサポートしていない場合は、Windows の標準的なネットワーク・セットアップ・ダイ

アログを使用して静的な IP アドレスを割り当てることができます。詳細については IT 部門に相談してください。

ローカル・ファイアウォールが設定されている場合は、通常、一般ユーザが自分自身で IP アドレスを割り当てる

のは困難です。  

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、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。 
リモート通信をセットアップするには 
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。オシロスコープを PC に直接接続する場合は、Ethernet ケーブルを使用して接続

します。 
1. メニュー・バーの [Utilities ユーティリティ] にタッチした後、プルダウン・メニューから 

[Utilities Setup... ユーティリティのセットアップ] を選択します。 
2. [Remote リモート] タブにタッチします。 
3. 通信ポートを選択します。通信プロトコルとして現在サポートされるのは、TCPIP 

(transmission control protocol/Internet protocol) のみです。  
4. [Net Connections ネットワーク接続] ボタンを押します。Windowsの [Network and Dial-up 

Connections ネットワーク/ダイアルアップ接続] ウィンドウが表示されます。 
5. オシロスコープがネットワークに接続されていない場合は、[Make New Connection 新し

い接続] にタッチし、Windowsネットワーク接続ウィザードを使用して新しい接続環境を設

定します。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、[Local Area 

Connection LAN接続] にタッチして、オシロスコープの接続環境を再構成します。  
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Remote Control Assistant のイベント・ログを構成するには 
1. メニュー・バーの [Utilities ユーティリティ] にタッチした後、プルダウン・メニューから 

[Utilities Setup... ユーティリティのセットアップ] を選択します。 
2. [Remote リモート] タブにタッチします。 
3. [Log Mode ログ モード] フィールドの内部にタッチします。 
4. 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。 
5. 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。 

補助出力 
WaveSurfer Xs-A/MXｓ-A オシロスコープの背面にある AUX OUTPUT（補助出力）同軸コネクタ

（このコネクタにはラベルが付いていません）からは、次の信号を出力することができます。  
 

 
補助出力オフ -- 補助出力信号をオフにします。 

 
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。 

 

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 -- 1ms～500ms 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。 

補助出力を設定するには 
1. メニュー・バーの [Utilities ユーティリティ] にタッチした後、プルダウン・メニューから 

[Utilities Setup... ユーティリティのセットアップ] を選択します。 
2. [Aux Output 補助出力] タブにタッチします。 
3. 「Use Auxiliary Output For 補助信号出力使用］ の下にあるボタンの１つにタッチします。 
4. [Pass/Fail 合否]を選択する場合は、[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/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。 
注意：WaveSurfer Xs-A/MXｓ-A オシロスコープの前面の CAL 出力は常に 1V / 1 kHz 方形波に設定されま

す。 
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日付と時間 
本製品には、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、背面パネルの 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 ユーティリティ] にタッチした後、プルダウン・メニューから 

[Utilities Setup... ユーティリティのセットアップ] を選択します。 
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 
Simple Network Time Protocol (SNTP) を使用します。 

1. 背面パネルの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 ユーティリティ] にタッチした後、プルダウン・メニューから 

[Utilities Setup... ユーティリティのセットアップ] を選択します。 
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。 

Windows から日付と時刻を設定するには 
1. メニュー・バーの [Utilities ユーティリティ] にタッチした後、プルダウン・メニューから 

[Utilities Setup... ユーティリティのセットアップ] を選択します。 
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] ボタンにタッチします。 
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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。 

 

オプション 
ソフトウェア・オプションの追加と削除を行うには、[Options オプション] ダイアログを使用します。ソフ

トウェア・オプションの詳細については、レクロイの販売代理店または営業所（本マニュアル

の裏表紙の連絡先）にお問い合わせください。 

MathSurfer などのソフトウェア・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、演算トレース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。  

サービス・ダイアログ 

 
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。

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。 
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Windows デスクトップの表示 

 
[Utilities ユーティリティ] 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、背後の Windows デスクトップが

表示されます。オシロスコープ・アプリケーションを元のサイズに戻すには、次のショートカット・アイ

コンにタッチします。 

. 

タッチ・スクリーンのキャリブレーション 

 
[Touch-Screen Calibration  タッチ・スクリーンのキャリブレーション] ボタンを押すと、キャリブレーシ

ョン・プロセスが開始します。プロセスの実行中には、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。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。 

プレファレンス 
音声フィードバック 
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ことが

できます。 
1. メニュー・バーの [Utilities ユーティリティ] にタッチし、プルダウン・メニューから 

[Preferences プレファレンス] を選択します。 
2. 音声フィードバックを [Enable 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。 
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オート･キャリブレーション 
本製品には、周囲の温度が急激に変化したときに、自動的に校正を開始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、校正が行われます。 
1. メニュー・バーの [Utilities ユーティリティ ]にタッチして、プルダウン・メニューから 

[Preferences プレファレンス] を選択します。 
2. オート・キャリブレーションを [Enable 有効にする] チェックボックスをオンにします。 

オフセット･コントロール 
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 ユーティリティ] にタッチして、プルダウン・メニューから 

[Preferences プレファレンス] を選択します。 
2. [Offset/Delay オフセット/遅延] 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。 
各国語対応 
WaveSurfer Xs-A/MXｓ-A オシロスコープは、複数の異なる言語でユーザ･インタフェース（UI）を表

示するように設定できます。UI 言語を選択すると、WaveSurfer Xs-A/MXｓ-A オシロスコープ上に

表示される言語が即座に変わります  
オフセット/遅延コントロール 
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 ユーティリティ] にタッチして、プルダウン・メニューから 

[Preferences プレファレンス] を選択します。 
2. [Offset/Delay オフセット/遅延] タブにタッチします。 
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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。 
4. [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 [Time  時間] ボタンにタッチします。 
電子メール 
本製品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 ユーティリティ] にタッチした後、プルダウン・メニューから 

[Preference Setup...プレファレンスのセットアップ] を選択します。 
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（Windows 95やWindows NTの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)が使用されます。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製品の電子メー

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。 
5. 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製品の電子メール・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。 
6. 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。 
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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ダイアログを表示する

ことができます。これらのダイアログは、[Utilities ユーティリティ] メニューからではなく、メニュー・バ

ーのプルダウン・メニューから選択します。選択できるカテゴリは次のとおりです。 
• 垂直軸 -- プルダウン・メニューから [Channels Status . . . チャンネルのステータス] を選

択 
• タイムベース -- プルダウン・メニューから [Acquisition Status . . . 捕捉のステータス] を

選択 
• トリガ -- プルダウン・メニューから [Acquisition Status . . . 捕捉のステータス] を選択 
• 演算 -- プルダウン・メニューから [Math Status . . . 演算のステータス] を選択 

これらの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。 
 

リモート・コントロール操作 
詳細については、本製品に付属の CD に収録されている『リモート･コントロール･マニュアル』を参

照してください。 
本製品は完全にリモート制御可能です。フロント･パネルの各種ノブを使用する必要のある

数少ない操作は、オシロスコープの電源を入れる操作と、リモート・コントロール用アド

レスを設定する作業のみです。 

標準規格 

レクロイのリモート・コントロール・コマンドは、GPIB IEEE 488.21
規格に準拠していま

す。この規格は IEEE 488.1 を拡張した規格と考えることができます。  

プログラム・メッセージ  

オシロスコープをリモート制御するには、1 つ以上のコマンドまたはクエリーからなるプ

ログラム・メッセージを使用します。外部コントローラから WaveSurfer Xs-A/MXs-A オシ

ロスコープに送信されるプログラム・メッセージは、形式構文に厳密に準拠していなけれ

ばなりません。正しい形式構文で送信されるすべてのプログラム・メッセージはオシロス

コープによって実行されますが、誤りのあるプログラム・メッセージは無視されます。 

 

 

                                                                 
1 ANSI/IEEE 規格 488.2–1987；IEEE標準コード、形式、プロトコル、および共通コマンド。The 

Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 345 East 47th Street, New York, NY 10017 USA 
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オートメーション 
WaveSurfer Xs-A/MXｓ-A オシロスコープでは、ASCII ベースの一般的な"GPIB"リモート・コマンド

がサポートされるほかに、Microsoft の COM (Component Object Model) に基づくオートメーション・

インタフェースによるリモート制御が完全にサポートされます。COM を使用する場合は制御側アプ

リケーションをオシロスコープ上で直接実行します。外部コントローラは不要です。また、ネットワ

ーク上のコンピュータで Microsoft の DCOM（Distributed COM）規格を使用して、制御側アプリケ

ーションを実行することもできます。 
詳細については、www.lecroy.com で入手できる『オートメーション・マニュアル』を参照してください。 

 

標準規格  
オートメーションは以前「OLE オートメーション」と呼ばれていた Microsoft テクノロジであり、主に複

数の異なるアプリケーション間のマクロ・プログラミングをサポートするために使用されてきました。オ

ートメーションは COM (Component Object Model) に基づいています。 
オートメーション・オブジェクトを開示するアプリケーションは「オートメーション・サーバー」と呼ばれ

ます。オートメーション・オブジェクトは、制御側の「オートメーション・クライアント」に対して「オートメ

ーション・インタフェース」を開示します。これらのオートメーション・オブジェクトとオートメーション・イ

ンタフェースの詳細はマニュアルに記載されています。 
オートメーション自身はソフトウェア言語に依存せず、COM をサポートする任意のプログラミング言

語から使用できることが重要な点です。ただし、レクロイでは Visual Basic Script (VBScript) 言語か

らオートメーションを使用することに重点を置いています。その理由は、VBScript が使いやすい言

語であること、WaveSurfer Xs-A/MXｓ-A オシロスコープのセットアップ･ファイルで使用される言語

であること、すべての WaveSurfer Xs-A/MXｓ-A オシロスコープに VBScript インタープリタがデフ

ォルトでインストールされていること、したがって、追加のソフトウェアを購入しなくても VBScript 言語

を利用できることです。  
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システムの復旧 
WaveSurfer Xs-A/MXs-A シリーズのオシロスコープは、長期間にわたって非常に高い信頼性で

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・

アプリケーションの再ロードが必要になる場合もあります。このような再ロードを行うには、C:ドライブ

にインストールされる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。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。 
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 をアクティブにする必要があります。その際、オシロスコープの底部

に貼られた Windows 製品キー番号が必要になります。 

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、自動的にはインストールされません。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/japan/)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、 新のキャリブレーシ

ョン設定は復旧処理によって影響を受けません 

復旧の手順 

本製品は、長期間にわたって非常に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・アプリケーションの再ロードが

必要になる場合もあります。 

このような再ロードを行うには、C:ドライブにインストールされる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、この復元処理によ

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・アプリケーションを用意しています。 リカバリ・ルーチンは、リカバリ・ウィザードを使用

して簡単に実行できます。 システムの復元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 をアクティブにする必要があります。 

Windows の再アクティブ化の際、オシロスコープの背面に表示されている Windows 製品キー番号

を手元に用意してください。 

注意：  システムのリカバリ・ルーチンを実行すると、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、自動的には更新されません。 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、 の Web サイト（www. ）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、 新のキャリブレーシ

ョン設定はリカバリ・ルーチンによって影響を受けません。  

 

復旧の手順 

1. インターネットを介して Windows をアクティブにする場合は、ネットワーク・ケーブルをオシ

ロスコープの背面にある LAN ポートに接続してください。 

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. [Starting Acronis Loader... アクロニス・ローダーの開始] が表示されたら即座に F11 を

押します。画面に[Acronis Startup Recovery Manager アクロニス・スタートアップ・リカバ

リ・マネージャ] のメッセージが表示されるので、リカバリ・ソフトウェアのロゴが一瞬表示さ

れるまで F11 キーを押し続けます。[Acronis True Image Echo Workstation アクロニス・ト

ゥルー・イメージ・エコー・ワークステーション]のメイン・ウィンドウが表示されます。 

注意： Starting Acronis Loader メッセージが表示される前に F11 を押さないでください。 押した場

合は、MB ブート・シーケンスの選択画面に進みます。 

5. メイン・ウィンドウから[Recovery 復旧]を選択します。 [Restore Data Wizard データの復元

ウィザード]が開きます。 

6. [Welcome ようこそ]ページで[Next 次へ]をクリックします。 

7. [Backup Archive Selection バックアップ・アーカイブの選択]ページでは、復旧パーティシ

ョンを置くゾーンを選択します。  [Acronis Secure Zone アクロニス・セキュア・ゾーン] (オ

シロスコープ内の復旧データの保存先)を選択して[Next 次へ]をクリックします。 
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8. [Backup Date Selection バックアップ・データの選択] ページで、バックアップを作成した

日付とシステムをどの状態に戻すかを選択して、[Next 次へ]をクリックします。 

9. [Restoration Type Selection 復元タイプの選択] ページで、[Restore disks or partitions 

ディスクまたはパーティションを復元]を選択して、[Next 次へ]をクリックします。 

10. [Partition or Disk to Restore 復元するパーティションまたはディスク]ページで、ソースと

して[SYSTEM (C:) システム(C:)]を選択し、[Next 次へ]をクリックします。 

11. [Restored Partition Type 復元したパーティションのタイプ] ページで[Active アクティブ]

を選択して[Next 次へ]をクリックします。 

注意： Acronis 製品を購入するかどうかを尋ねるウィンドウが表示されたら、[Do not show this 

message again 今後このメッセージを表示しない]をクリックし、[OK]をクリックします。 

12. [Restored Partition Size 復元するパーティションのサイズ] ページには復旧に必要なパ

ーティション・サイズが表示されます。 何も変更は必要ありませんので、[Next 次へ]をクリ

ックします。 

13. [Next Selection 次の選択] ページでは、他に復元したいパーティションやハードディス

ク・ドライブがあるかどうか尋ねられます。 [No, I do not いいえ復元しません]を選択して、 

[Next 次へ]をクリックします。 

14. [Restoration Options 復元オプション] ページには、復旧完了後の処理やエラーに対す

る処置など、その他のオプションが表示されます。 デフォルトを選択する場合は、[Next 

次へ]をクリックします。 

15. 概要ウィンドウが表示され、Acronis True Image は C:パーティションの復旧処理の準備が

できていることを知らせます。 [Proceed 進む]をクリックしてリカバリ・ルーチンを開始しま

す。 

注意： 復旧処理は、復旧するオペレーティング・システムのバージョンによって、4 から 15 分かかり

ます。 画面に進捗状況が表示されます。 

16. 復旧が完了すると、情報ウィンドウが表示されて、データが正常に復旧されたことを知らせ

ます。 [OK]ボタンをクリックします。 

17. [Exit 終了]から[Operations オペレーション]を選択します。 オシロスコープは再起動して、

必要なソフトウェアのインストールを開始します。 メッセージが表示され、Microsoft Office 

PowerPoint Viewer をインストールするかどうかを尋ねます。 

18. PowerPoint Viewer をインストールするには[Yes はい]をクリックします。 Adobe Flash 

Player 用の [InsallShield] ウィザードが開きます。 

19. Adobe Flash Player をインストールするには、[Install インストール]に続いて[Finish 完了]

をクリックします。X-Stream ソフトウェア・インストーラ画面が表示されます。 

20. [Next 次へ] をクリックして続行してください。 使用許諾契約のページが表示されます。 
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21. [I Agree. 同意する]をクリックします。 使用許諾契約のページが表示されます。 

22. X-Stream のコンポーネントを全て選択し、[Install インストール]をクリックします。 

注意：Windows セキュリティ・ウィンドウが表示されて、Windows がドライバ・ソフトウェアの発行元の

確認ができなかったことを知らせる場合があります。 [Install this driver software anyway このドライ

バ・ソフトウェアをインストールします]を選択して、[Install インストール] をクリックします。  

23. X-Stream ソフトウェアのインストールが完了したら、オシロスコープをリブートします。 

注意：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®をアクティブにする必要があります。 アクティブにする場合、Windows 製品キー番号（オ

シロスコープの背面に貼付）を手元に用意します。 

 

復旧後のアプリケーションの再起動 

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。 

 

注意：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・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場合は、電源スイッチを 10 秒間押し続けてオ

シロスコープを再ブートしてから、再度電源を投入します。 
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Windows のアクティブ化 
1. タスク・バーの [Start スタート] をクリックし、[All Programs すべてのプログラム] 、 

[Activate Windows  Windows のアクティブ化] を選択します。  

注意：Windows がアクティブになると、この選択肢は [All Programs すべてのプログラム] メニューから消えます。 

 
2. アクティブ化の方法（インターネットまたは電話）を選択して、[Next 次へ] をクリックします。 
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3. インターネットを通じてアクティブ化する方法を選択した場合は、プロンプトに従ってアク

ティブ化 ID（オシロスコープの底部に貼られた Windows 製品キー番号）を入力した後、

[Next] をクリックします。Windows のアクティブ化が開始されます。 

4. 電話でアクティブ化する方法を選択した場合は、オシロスコープが使用される国を選んで

指定の番号に電話をかけます。画面に表示されるインストール ID を電話で繰り返すよう

に求められます。伝えられる 7 組の数字を画面下部の空のボックスに入力してください。

数字の入力を完了したら、[Next] をクリックします。 

 

5. アクティブ化が完了すると、確認画面が表示されます。OK ボタンをクリックします。 
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6. Windows の更新、ウイルス定義、X-Stream ソフトウェアのリビジョン･レベルを確認します。

各ベンダーの Web サイトにアクセスして、必要なアップデートをすべてダウンロードしてく

ださい。 
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付録 

仕様 

注意：スペックは予告無しに変更される場合があります。 

垂直システム 

 帯域幅 @ 50Ω (-3 dB)： 

10 mV/div ～ 1 V/div 200 MHz 

5 mV/div ～ 9.9 m/div 200 MHz 

WaveSurfer 24Xs-A および 

WaveSurfer 24MXs-A 

2 mV/div ～ 4.95 m/div 150 MHz 

10 mV/div ～ 1 V/div 400 MHz 

5 mV/div ～ 9.9 m/div 400 MHz 

WaveSurfer 44Xs-A および 

WaveSurfer 44MXs-A 

2 mV/div ～ 4.95 m/div 150 MHz 

10 mV/div ～ 1 V/div 400 MHz 

5 mV/div ～ 9.9 m/div 400 MHz 

WaveSurfer 42Xs-A 

2 mV/div ～ 4.95 m/div 150 MHz 

10 mV/div ～ 1 V/div 600 MHz 

5 mV/div ～ 9.9 m/div 500 MHz 

WaveSurfer 64Xs-A および 

WaveSurfer 64MXs-A 

2 mV/div ～ 4.95 m/div 150 MHz 

10 mV/div ～ 1 V/div 600 MHz 

5 mV/div ～ 9.9 m/div 500 MHz 

WaveSurfer 62Xs-A 

2 mV/div ～ 4.95 m/div 150 MHz 

10 mV/div ～ 1 V/div 1 GHz 

5 mV/div ～ 9.9 m/div 800 MHz 

WaveSurfer 104Xs-A および 

WaveSurfer 104MXs-A 

2 mV/div ～ 4.95 m/div 150 MHz 

 

 帯域幅 @ 1 MΩ (-3 dB) – 代表値： 

WaveSurfer 24Xs-A および 

WaveSurfer 24MXs-A 

10 mV/div ～10 V/div 200 MHz 

WaveSurfer 44Xs-A および 

WaveSurfer 44MXs-A 

10 mV/div ～10 V/div 400 MHz 

WaveSurfer 42Xs-A  10 mV/div ～10 V/div 400 MHz 

WaveSurfer 64Xs-A および 

WaveSurfer 64MXs-A 

10 mV/div ～10 V/div 500 MHz 

WaveSurfer 62Xs-A 10 mV/div ～10 V/div 500 MHz 

WaveSurfer 104Xs-A および 

WaveSurfer 104MXs-A 

5 mV/div ～10 V/div 500 MHz 
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 入力チャンネル: 4 (42Xs-A および 62Xs-A モデル: 2) 

 立ち上がり時間（理論値）(10 mV/div～1 V/div): 

WaveSurfer 24Xs-A および 

WaveSurfer 24MXs-A 

1.75 ns 

WaveSurfer 44Xs-A および 

WaveSurfer 44MXs-A 

875 ps 

WaveSurfer 42Xs-A  875 ps 

WaveSurfer 64Xs-A および 

WaveSurfer 64MXs-A 

500 ps 

WaveSurfer 62Xs-A 500 ps 

WaveSurfer 104Xs-A および 

WaveSurfer 104MXs-A 

300 ps 

 

 帯域幅制限： 

• フル 

• 200 MHz (24Xs-A モデルを除く) 

• 20 MHz 

 PP009 または PP011 プローブ使用時の入力キャパシタンス： < 9.5 pF (代表値) 

 チャンネルの入力キャパシタンス (1/1、1/10、1/100)： < 20 pF (代表値) 

 入力インピーダンス： 1 MΩ // 16 pF または 50 Ω; 104Xs-A モデル：1 

1 MΩ // 20 pF または 50 Ω 

 入力カップリング： 50 Ω： DC、GND； AC、DC、GND 

  大入力電圧 50Ω： 大 5 Vrms  

1 MΩ： 大 400 V (DC + ピーク AC ≦ 5 kHz) 

104Xs-A モデル： 大 250 V (DC + ピーク AC ≦ 10 kHz) 

 設置 (過電圧) カテゴリ： CAT I 

 チャンネル間分離： > 40 dB @ < 100 MHz (> 30 dB @ フル帯域幅) 

 垂直分解能： 8 bits; 高分解能時 大 11 bits (ERES) 

 感度： 50 Ω： 2 mV ～ 1 V/div 完全可変; 1 MΩ： 2 mV～10 V/div 完全可変  
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 オフセット領域： 

 24Xs-A, 

MXs-A 

44Xs-A,

MXs-A

42Xs-A,

MXs-A

64Xs-A, 

MXs-A

62Xs-A,

MXs-A
104Xs-A, MXs-A 

50Ω ±1 V@2-98 mV/div, ±10 V@100 mV/div-1 V/div ±400 mV@2-4.95 mV/div, ±

1V@5-99 mV/div, ±10 V@100 

mV-1 V/div 

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

±100 V@1.02V/div-10 V/div 

±400 mV@2-4.95 mV/div, ±

1V@5-99 mV/div, ±10 V@100 

mV-1 V/div, ±100 V@1.02 -

10 V/div 

 

 DC ゲイン確度： フルスケール ±1.0%  (代表値)： フルスケール ±1.0%、≧10 mV/div（保

証） 

 オフセット精度： 

24、44、42、64、62Xs-A、および MXs-A モデル： ±(オフセット値の 1.5% + フルスケール値

の 0.5% + 1 mV) 

104 Xs-A、MXs-A： ±(オフセット値の 1.5% + フルスケール値の 1.0% + 1 mV) 

 プロービング・システム： BNC または ProBus 

水平システム 

 タイムベース： すべての入力チャンネルに共通の内部タイムベース; 外部クロックは予備入力

用 

 Time/div レンジ： リアルタイム： 200 ps/div ～ 1000 s/div、ロール・モード： 

500 ms/div ～ 1000 s/div 

 演算および拡大トレース： 1 演算/4 拡大トレース（標準） 

 クロック精度： 10 ppm 

 ジッタ・ノイズ・フロア： 4 psrms （代表値） (WS 104 Xs-A、MXs-A) 

 タイム・インターバル精度： クロック精度 + ジッタ・ノイズ・フロア 

 サンプル レートおよび 遅延時間精度： クロック精度と同等 

 チャンネル間デスキューレンジ： ±9 × time/div 設定 

 補間分解能： 1.2 ps 

 ロール・モード： ユーザー選択可;time/div 低設定時に利用可 
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 外部サンプル・クロック（2 チャンネル動作のみ; WaveSurfer 42 および 62Xs-A は Ch 2 の

み)： 

DC～1 GHz (104、Xs-A、および MXs-A モデル)、DC～600 MHz (24、44、42、64、Xs-A、

および MXs-A モデル); 50Ω(帯域幅 1 MΩに制限)、BNC 入力、 小の立ち上がり時間お

よび振幅は低周波数が条件となる 

小値 

Vp-p 

小スルー・レート

（mV/ns） 

スレッショールド インピーダンス

（Ω） 

22, 44, 42, 

64, 62, Xs-

A, MXs-A

104 Xs-A, 

MXs-A 

22, 44, 42, 

64, 62, Xs-

A, MXs-A 

104 Xs-A, 

MXs-A 

TTL 50 3 1.8 250 100 

TTL 1 M 3 1.8 350 100 

ECL 50 0.2 0.35 150 100 

ECL 1 M 0.2 0.35 250 100 

0 Cross 50 0.2 0.35 150 100 

0 Cross 1 M 0.2 0.35 250 100 

 

アクイジションシステム 

 シングルショット・サンプル・レート/Ch：2.5 GS/s (WS 104MXs-A は 5 GS/s) 

インターリーブ 大サンプリング・レート 5 GS/s (WS 64MXs-A および WS 104Xs-A) 

 メモリ 

 大アクイジションポイント/Ch 

4 Ch 

標準 5M（WS MXs-A は 10M） 

VL メモリ･オプション 10M 

 ランダム・インターリーブ・サンプリング (RIS)： 50 GS/s 

アクイジションモード 

 シングルショット： 過渡信号および反復信号用： 200 ps/div ～ 1000 s/div  

アクイジション処理 

 時間分解能 ( 小、シングルショット)： 400 ps (2.5 GS/s); 200 ps (5 GS/s) 

 平均化： 加算平均 100 万スイープ 

 補間分解能 (ERES)： 垂直分解能 8.5 ～ 11 ビット 

 インターポーレイション： リニア、(sinx)/x 
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トリガ・システム 

 モード： ノーマル、オート、シングル、ストップ 

 ソース： 任意の入力チャンネル、EXT、EXT/10、Line; スロープおよびレベルは個別に設定

可能 (ラインを除く） 

 カップリング・モード： DC、AC、HFRej、LFRej 

 プリ・トリガ遅延： フルスケールの 0～100% 

 ポスト・トリガ遅延： ０～10,000 div 

 時間もしくはイベントによるホールド・オフ： 1 ns ～ 20s または 1 ～ 99,999,999 イベント 

 内部トリガレンジ： ±4.1 div （センターより（代表値）） 

 トリガおよび補間ジッタ： ≦3 psrms (代表値) 

 大トリガ感度エッジ・トリガ(Ch1～4 + 外部)： 

24Xs-A, 

24MXs-A 

42Xs-A 44Xs-A, 

44MXs-A 

64Xs-A, 

64MXs-A 

62Xs-A 104Xs-A, 

104MXs-A 

1 div@<200 

MHz 

2 div@<400 

MHz 

1 div@<200 

MHz 

2 div@<400 

MHz 

1 div@<200 

MHz 

2 div@<600 

MHz 

1 div@<200 

MHz 

2 div@<600 

MHz 

1 div@<200 

MHz 

2 div@<1 GHz 

1.5 div@<500 

MHz 

1 div@<200 

MHz 

 大トリガ感 度 SMART トリガ(Ch1 ～ 4 + 外部)： 

24Xs-A, 

24MXs-A 

42Xs-A 44Xs-A, 

44MXs-A 

64Xs-A, 

64MXs-A 

62Xs-A 104Xs-A, 

104MXs-A 

200 MHz max. 

@ ≧10 mV 

400 MHz max. 

@ ≧10 mV 

400 MHz max. 

@ ≧10 mV 

600 MHz max. 

@ ≧10 mV 

600 MHz max. 

@ ≧10 mV 

1 GHz max.  

@ ≧10 mV 

 トリガ・レベル DC 確度： フルスケールの ±4% ±2 mV (代表値) 

 外部トリガレンジ： EXT/10 ±4 V; EXT ±400 mV 

基本トリガ 

 エッジ ：信号がスロープ（正スロープ、負スロープ、両スロープ、あるいは Window スロープ）

およびレベル条件に適合した場合に発生するトリガ。 

 グリッジ： 500 ps ～ 20 s の範囲の正または負のグリッジもしくは間欠故障時に発生するトリガ。 

除外モードを含む（公称幅周期を指定して間欠故障時に発生するトリガ） 

 パルス幅： 500 ps ～ 20 s の範囲の正または負のグリッジもしくは間欠故障時に発生するトリ

ガ。 除外モードを含む（公称幅周期を指定して間欠故障時に発生するトリガ） 

 ロジック（パターン）： 5 つの入力 (4 つのチャンネルと外部トリガ入力 – WaveSurfer 62Xs-A

あるいは 42Xs-A 上の 2 Ch+外部) の論理演算 (AND、NAND、OR、NOR)。 各ソースは、ハ

イ、ロー、無条件トリガとなることが可能。 ハイおよびロー・レベル・トリガは個別に選択可能。 
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 TV 合成ビデオ：標準または独自の合成ビデオ信号に対して安定したトリガを生成。 

PAL、SECAM、あるいは NTSC システムで使用。2000 行までの非標準フォーマットのほかに

1080i、1080p および 720p フォーマット用の HDTV トリガ (オプション)。 

SMART トリガ（オプション） (WSXs-ADVTRG オプション)  
WaveSurfer MXs-A では標準 

 ラント：  2 つの電圧しきい値と 2 つの時間しきい値で定義される正または負のラントによって

発生するトリガ。 1 ns ～ 20 s 間で選択。除外モードを含む（公称幅周期を指定して間欠故

障時に発生するトリガ）。 

 スルー・レート： エッジ速度によるトリガ発生。dv、dt、およびスロープのしきい値を選択。 1 ns 

～ 20 s 間で選択。除外モードを含む（公称幅周期を指定して間欠故障時に発生するトリガ）。 

 インターバル（信号またはパターン）： 1 ns ～ 20 s で選択可能な間隔で発生するトリガ。 

 ドロップアウト：選択可能なタイムアウト時間（1 ns～20 s）以上信号がない場合に発生するトリ

ガ。除外モードを含む（公称幅周期を指定して間欠故障時に発生するトリガ）。 

 ステートもしくはエッジ・クオリファイ： ある与えられたステートまたはエッジが別のソースで発生

している場合にのみ、任意の入力ソースで発生するトリガ。ソース間の遅延は 1 ns～20 s、ま

たは 1～99,999,999 イベント。 除外モードを含む（公称幅周期を指定して間欠故障時に発生

するトリガ）。 

自動設定 

 自動設定：自動的に、タイムベース、トリガおよび感度を設定し、広範囲の反復信号を表示。 

 垂直軸感知スケール： 選択されたチャンネルで自動的に垂直感度とオフセットを設定し、

大ダイナミック・レンジで波形を表示。 

プローブ 

 プローブ標準： チャンネル毎に 1 つの PP009 プローブ (104MXs-A/104MXs-A： チャンネ

ル毎で 1 つの PP011); オプションでパッシブまたはアクティブ A/10 プローブが利用可能。  

 プローブ・システム (ProBus)：多様な互換プローブを自動的に検知し、サポートする。  

 スケール・ファクタ：使用されるプローブに応じて自動的に、あるいは手動で設定。 

波形カラー表示 

 タイプ： 10.4 インチ カラー・フラット・パネル TFT LCD (高分解能タッチ・スクリーン付) 

 分解能： SVGA; 800 × 600 ピクセル、 大外部モニタ出力; 2048 × 1536 ピクセル 

 リアルタイム・クロック： 日付、時間、分、秒の波形表示; 精度 ±50 ppm; SNTP サポートによ

る高精度インターネット時計との同期。 

 トレース数： 大 8 トレース; チャンネル、ズーム、メモリ、演算トレースを同時に表示。 

 グリッド・スタイル：シングル、XY、シングル+XY 

 波形表示スタイル：サンプリング点の結合表示またはサンプリング点のドットのみ表示  
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WaveStream 高速表示モード 

 輝度： 256 輝度レベル、フロント･パネルのコントロールにより 1～100%で調整可能 

 トレース数： 同時に 大 4 トレース 

 大サンプル レート 2.5 GS/s (WS 64MXs-A、WS 104Xs-A、および WS 104MXs-A では 5 

GS/s) 

 波形/秒（連続）： 大 8,000 波形/秒 

 操作：リアルタイム・モードと LeCroy WaveStream 高速表示モードはフロント・パネルから交互

に選択可能。 

アナログ・パーシスタンス表示 

 アナログおよびカラー・グレード・パーシスタンス： 可変飽和レベル; 各トレースのパーシスタ

ンス・データをメモリに保存 

 パーシスタンス・セレクション：アナログ、カラーから選択 

 トレース・セレクション： すべての、または任意のトレースの組み合わせ上でアナログ・パーシ

スタンスをアクティブにする 

 パーシスタンス残像時間： 500 ms ～ 無限大 

 スイープ表示： 全て蓄積、あるいは 後のトレースをハイライト化して蓄積が可能 

ズーム拡大トレース  

 大 1 Math と 4 Zoom トレースを表示 

内部波形メモリ 

 波形： M1、M2、M3、M4 (全波形を 16 bits/data ポイントで保存) 保存メディアの容量制限ま

で、いくつでもファイルを保存可能。 

セットアップ・ストレージ 

 フロント・パネルおよび機器の状態： 内蔵 HDD、あるいは接続されている USB 機器に保存可

能 

インタフェース 

 リモート・コントロール： Windows Automation または レクロイ リモート・コマンド・セットを使用 

 GPIB ポート (オプション)： IEEE-488.2 に対応 

 Ethernet ポート： 10/100Base-T Ethernet インタフェース (RJ-45 コネクタ) 

 USB ポート： 5 USB ポート (1 つはオシロスコープの前面)。Windows 互換デバイスに対応。 

 外部モニタ・ポート (標準)： 15-ピン D 型 SVGA 互換 DB-15; デュアル・モニタ・ディスプレ

イ・モードを使用して、二つ目のモニタに接続可能 

 パラレル・ポート： 1 (標準) 

 シリアル・ポート： DB-9 COM1 ポート （リモート・コントロールでは使用不可） 
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補助入力 

 信号形式： 外部トリガあるいは外部クロック入力を選択 

補助出力 

 信号形式： フロント・パネルの校正信号、またはリア・パネルの BNC から出力された制御信

号から選択 

 校正信号： 1 kHz、1 V 

演算ツール (標準) 

大 4 つの演算機能のトレースを表示 (F1 ～ F4)。使いやすいグラフィカル・インタフェースによっ

て、各機能トレースについて 2 つまでの操作を簡単に設定可能。 機能トレースをチェーン結合して、

多重演算が可能。 

 和 

 差 

 積 

 比率 

 FFT (パワースペクトル) 

測定ツール (標準) 

大 8 パラメータを統計データ（平均値、 大値、 小値、標準偏差値）で同時に表示可能。 ヒス

トアイコンにより、パラメータや波形の特性を高速かつダイナミックに表示。 

 振幅 

 面積 

 ベース値（ロー） 

 遅延 

 デューティ 

 立ち下がり時間 (90～10%) 

 立ち下がり時間 (80～20%) 

 周波数 

 大値 

 平均値 

 小値 

 オーバーシュ－ト 

 アンダーシュート 

 周期 

 ピーク to ピーク値 

 位相差 

 立ち上がり時間 (10～90%) 

 立ち上がり時間 (20～80%) 

 実効値 

 スキュー 

 標準偏差値 

 TOP 値（ハイ） 

 パルス幅 +： 

 パルス幅 -： 

パス/フェイル（合否）テスト 

選択可能なパラメータ制限値に対して、同時に複数のパラメータをテスト。 パスまたはフェイル条件

により、ローカルまたはネットワーク・ファイルへの保存、故障時画像の電子メール送信、波形の保

存、またはリア・パネルの補助 BNC 出力からのパルス出力を開始できます。 
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一般仕様 

 オート･キャリブレーション：指定の DC およびタイミング精度は 低 1 年間保証。 

 電源条件： 単相, 50/60 Hz (±5%) で 100 ～ 240 Vrms (±10%); 単相、400 Hz (±5%) で 

100 ～ 120 Vrms (±10%); 自動 AC 電圧選択 

電圧範囲 ９０～２６４ Vrms ９０～132 Vrms 

周波数範囲 47～63 Hz 380～420 Hz 

 
 消費電力： 4 チャンネル・モデル： 大 340 W (340 VA); 全 2 チャンネル・モデル 

(WS62Xs-A、WS42Xs-A)： 大 290 W (290 VA) - インストールしたアクセサリ（プローブ、

PC ポート・プラグインなど）によるスタンバイ状態： 12 ワット 

 外形寸法 (HWD)： 260 mm × 340 mm × 152 mm; 高さには脚パッド含まず 

 重量： 7.27 kg 

保証およびサービス 

3 年間の保証; キャリブレーションは年次の保証契約を推奨 

オプションのサービス・プログラムには保証、アップグレード、キャリブレーション・サービスが含まれ

る。 

環境特性 

温度 

 動作時： 5 ～ 40℃ 

 保管時： (非動作時) 20 ～ +60℃ 

湿度 

 動作時： 温度が 31℃ までの場合は 大相対湿度 80% （40℃ では相対湿度 50% まで直線

的に低下） 

 保管時 (非動作時)： 5% ～95% RH（非結露）MIL–PRF–28800F にて検証 

高度 

 動作時： 高 2,000 m 以下 

 保管時 (非動作時)： 12,192 m 

不規則振動 

 動作時： 5 Hz ～ 500 Hz, 全体の水準： 0.31 g、3 本それぞれの交直軸で 15 分 

 非動作時： 5 Hz ～ 500 Hz, 全体の水準： 0.24 g、3 本それぞれの交直軸で 15 分 

衝撃 

 耐衝撃性： X、Y、Z の各軸において：20 g ピーク、ハーフ・サイン、11ms パルス、3 ショック 

（正および負）の 合計 18 ショック 
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 認証 

CE に準拠、UL および cUL に認定 

CE 適合宣言 

本製品は、電磁的両立性において EMC 指令 89/336/EEC に適合し、製品の安全性において低

電圧指令 73/23/EEC に適合しています。 

EMC 指令： 

 

 EN 61326-1:2006 

 電気装置の測定、制御、実験用途に対する EMC 要件 

電磁放射線：  EN 55011/A2:2002、放射性および伝導性放射（クラス A）* 

 EN 61000-3-2/A2:2005 高調波電流放出 (クラス A) 

 EN 61000-3-3/A2:2005 電圧変動およびフリッカ（Pst = 1） 

* 放射妨害波基準に従い、すべての入出力端子に適切なシールドを施されたケーブルを使用して

ください。 



オペレーターズ・マニュアル 

WSXs-A-GSM-E Rev A  123 

 

 

 

 

 

 

 

電磁波耐性： 

 EN 61000-4-2/A2:2001* 静電放電 

(4 kV コンタクト、8 kV エア、4 kV 垂直/水平 カップリング・プレ

ーン) 

 EN 61000-4-3/A1:2006** RF 放射電磁界 

(3 V/m、80～1000 MHz; 3 V/m、1400 MHz～2 GHz; 1 V/m、

2 GHz～2.7 GHz) 

 EN 61000-4-4:2004* 電気的ファストトランジェント/バースト 

(電源ラインでは 1 kV、I/O 信号データおよび制御ラインでは 

0.5 kV) 

 EN 61000-4-5/A2:2006* サージ 

(1 kV AC メイン、L-N、L-PE、N-PE) 

 EN 61000-4-6:2007* RF 放射電磁界 

(3 Vrms、0.15 MHz ～ 80 MHz) 

 EN 61000-4-11:2004† メイン、ディップ およびインタラプション 

(1 サイクル電圧ディップ、100% ショート・インタラプション) 

* 電波妨害が発生による一時的な機能不全、パフォーマンスの低下が生じ、自己修復可能な場合

は、動作基準 B に従ってください。 

** 放射妨害波基準に従い、すべての入出力端子に適切なシールドを施されたケーブルを使用し

てください。 

† 電波妨害による一時的な機能不全、パフォーマンスの低下が生じ、オペレータの措置やシステム

の再設定が必要な場合は、動作基準 C に従ってください。 
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 警告 

本製品は クラス A に属します。 本製品を国内で使用する際、無線妨害が発生する可能性があり

ます。このような場合は、適切な処置を行う必要があります。 

 

 

 

低電圧指令： 

EN 61010-1:2001 

電気装置の測定、制御、実験用途に対する安全要件 

本製品は以下の EN 61010-1 規格に適合しています。 

 設置カテゴリ II (メイン電源コネクタ) および I (測定端子) 

 汚染度 2 (通常、乾燥した状態で非導電性の汚染が発生する。

結露によって一時的に導電性を引き起こすことが予想される。) 

 保護クラス I (保安用接地端子付属) 

 

UL および cUL 認証： 本製品は UL および cUL に認定されており、以下の基準に適合して

います。 

 UL 規格： UL 61010-1 第２版 

 カナダ規格： CSA-C22.2 No. 61010-1-04 
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中国 ROHS コンプライアンス 
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 有害または有毒の物質と元素 

部品名 
鉛 

(Pb) 
水銀 

(Hg) 
カドミウム 

(Cd) 
六価クロム 

(Cr6+) 

ポリ臭化ビフェニ

ル 

(PBB) 

ポリ臭化ジフェニ

ルエーテル 

(PBDE) 
       

PCBA × O × × × × 
機械ハードウェア O O × O O O 
鈑金 O O × O O O 
プラスチック部品 O O O O × × 
ケーブル類 × O × O × × 
ディスプレイ × O × × × × 
電源装置 × × × O × × 
ファン × O × O × × 
プロセッサ用電池 × O × O O O 
電源コード × O × O × × 
       

外付け電源装置  

(存在する場合) 
× × × O × × 

プローブ (存在する場

合) 
× O × O × × 

CDドライブ (存在する場

合) 
× O × O × × 

ヒューズ (存在する場

合) 
× O × O O O 

製品ケース (存在する

場合) 
O O O O × × 

アダプタ/モジュール 

(存在する場合) 
× O O O O O 

マウス (存在する場合) × O × O × × 
       

O：当該部品のすべての均質物質に含まれる有毒・有害元素がSJ/T11363-2006で指定された許容範囲内であることを示す。 
 

X：当該部品の少なくとも1つの均質物質に含まれる有毒・有害元素がSJ/T11363-2006で指定された許容範囲を超えることを示

す。 
 

 
EFUP (Environmental Friendly Use Period：環境にやさしい使用期限) 使用条件：本マニュアルの節「仕様」に

記載された環境条件を参照してください。   
 
バッテリの EFUP：5 年間 
 





 

 

レクロイ・ジャパン株式会社 
サービスセンター 

〒183-0006 

東京都府中市緑町 3-11-5 芳文社府中ビル 3Ｆ 

TEL: 042-402-9401  FAX: 042-402-9583 

URL  http://www.lecroy.com/japan/ 

E-Mail contact.jp@lecroy.com 
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