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Zi-8CH-SYNCH モジュールの紹介 
この度はレクロイ Zi オシロスコープ同期 ProBus モジュール(Zi-8CH-SYNCH module)をお

買い求め頂き、誠にありがとうございます。 

 

本製品は 2 台のオシロスコープの波形補足を同期させるために共通のトリガ･リファレンスを

提供しています。4-30 GHz WaveMaster 8 Zi オシロスコープで使用するように設計されてい

ます。オシロスコープの帯域により 2 台で 8 チャンネル、又は 2 台で 4 チャンネルとして使用

する事が出来ます。 

 8 (4-16 GHz) チャンネル：2 台の WaveMaster 804 -830 Zi オシロスコープ使用 

又は 

 4 (20-30 GHz) チャンネル： 2 台の WaveMaster 820, 825, 830 Zi オシロスコープ (DBI
により 2 チャンネル･モード使用). 

Zi-8CH-SYNCH モジュールが接続されたオシロスコープはマスターとして認識されます。デ

ータ･捕捉･デバイスとして動作するスレーブ側のオシロスコープからデータを転送しマスター

側に全ての波形が表示されます。 

Zi-8CH-SYNCHモジュールは追加ソフトウェア･オプションやキーコードなしにオシロスコー

プは認識します。しかし、オシロスコープのファームウェアバージョンが 6.1.x 以上である必

要があります。 
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動作原理 
Zi-8CH-SYNCH ProBus ハードウェアモジュール(Zi-8CH-SYNCH module)は認識情報の

EEPROM、マスターやスレーブへのトリガやその他の信号、タイムスタンプで同期させる回路

が内蔵されています。Zi-8CH-SYNCH ProBus モジュールが接続された WaveMaster 8 Zi オ
シロスコープはマスターとして認識され、もう一台のスレーブとして動作するオシロスコープ

からマスターへ捕捉した波形データを送り、全ての捕捉チャンネルをマスター側で表示します。 

共通のトリガやチャンネル表示のためのユーザー･インターフェースは Zi-8CH-SYNCH ハー

ドウェア ProBus モジュールがマスターの AUX OUT コネクタに接続されたとき、マスター側

のオシロスコープで有効になります。全てのトリガは Zi-8CH-SYNCH モジュールにより実行

されます。データの転送はマスターとスレーブ間をイーサーネット･クロス･ケーブル経由、又

はネットワーク経由で転送します。オシロスコープ同士のハンドシェークはスレーブ側オシロ

スコープの IP アドレスが定義されると自動的に行われます。 

 

各接続について 

 Zi‐8CH‐SYNCHモジュールはマスター側のAUX OUT ProBusコネクタに接続します。 

 モジュールには比較的ゆっくりとした立ち上がり時間の外部トリガ信号を受けるため

のバッファやプログラマブル･スレッシュホールド、コンパレータが含まれています。マ

スターやスレーブのオシロスコープのAUX IN ProBusコネクタに100psの立ち上がり時間

を持つ２つのトリガ信号が出力されます。(TRIGOUT1 and TRIGOUT2)これらの接続は同期

トリガ入力として機能します。 

 スレーブとマスターの同期はスレーブ側AUX OUTとモジュールのSLAVE‐MASTER SYNCH

の接続で行なわれます。SLAVE‐MASTER SYNCH接続は、スレーブでで波形捕捉が行われた

ことを知るため、スレーブ側からZi‐8CH‐SYNCHモジュールへのフィードバックをさせて

います。( Master + Slaveの波形捕捉を確実に保証するため)このフィードバックはマスタ

ーのオシロスコープのZi‐8CH‐SYNCH  ダイアログで定義されたIPアドレスのスレーブ側オ

シロスコープにイーサーネット経由で自動的に設定されます。スレーブやマスターのオ

シロスコープはTRIG ENABLED出力信号を提供します。 

 マスター側オシロスコープの10 MHz Reference Clock Outは２つのオシロスコープのアク

イジションを同期させるためスレーブオシロスコープの10 MHz Reference Clock Inに接続

します。適切な接続の上、有効なTRIG IN信号を受け取ることでマスターやスレーブのオ

シロスコープは同時にデータを取り込むことができます。 
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同期した周期トリガ 

外部入力信号(TRIG-IN)がない場合、Zi-8CH-SYNCH ProBus モジュールは固定周波数クロッ

クを使い、決められた周期で自動的にマスターやスレーブをトリガさせることができます。マ

スター側のオシロスコープの Trigger 8CH-Synch ダイアログから periodic モードに変更し、

マスターやスレーブのオシロスコープを擬似的な AUTO トリガにすることができます。 

このモードでは、有効な TRIG IN 信号がない場合、Zi-8CH-SYNCH モジュール内の固定周波

数クロックを使い強制的にトリガすることになり、所定の間隔でデータを捕捉するためマスタ

ーとスレーブの両方を自動的にトリガします。
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オシロスコープ同期のコントロール 

Master + Slave 波形捕捉の全ての表示コントロールはマスター側オシロスコープのユーザー

インターフェースにより行われます。Zi-8CH-SYNCH モジュールが確実に接続されると、全

てのチャンネルはマスターから On/Off することができます。チャンネル設定(vertical, 
horizontal, pre-processing, etc.)はマスター、又はスレーブのオシロスコープで行われ、特に各

チャンネルで波形捕捉が何処で開始されるのかが決められます。 

マスター側オシロスコープに与える共通の波形捕捉･トリガ･パルスを使ったエッジトリガ、又

は非同期で所定の間隔でトリガさせることができます。 

トリガが完了の上、スレーブからマスターへデータ転送が全てのチャンネルで行われ、その全

てはマスターのオシロスコープのグリッド上に表示されます。トレース･ディスクリプタ･ラベ

ルがマスター上のオシロスコープに表示されます。マスターのオシロスコープで表示される場

合、16GHz 以下の２台のオシロスコープの同期例ではスレーブチャンネルは 5, 6, 7, 8にナンバ

リングされます。20GHｚ以上では 6,7としてナンバリングされます。
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はじめに 
パッケージから全てのパーツを取り出し、オシロスコープを準備します。全体のシステムを完

全に設定するため次のトピックを参照してください。 

前提条件 

Zi-8CH-SYNCH を設定する前に次の事項を確認します。 

・ マスターとスレーブオシロスコープはそれぞれ LAN に接続 

又は 

マスター、スレーブ間をクロスケーブルで接続 

 
・ マスター側オシロスコープの 10MHz Ref clock out をスレーブ側の 10MHz Ref clock in に

BNC ケーブルを使って接続 

・ 両方のオシロスコープのファームウェアが 6.1.x 以上

 
 

信号の接続 

 
上図と下記の番号がそれぞれ対応しています。   

1. マスター側オシロスコープの AUX OUT 端子に Zi-8CH-SYNCH モジュールを接続します。

オシロスコープが動作中、Zi-8CH-SYNCH モジュールが接続されるとオシロスコープのア

プリケーションを再起動するためのダイアログが表示されます。その場合、OK ボタンを押

して、オシロスコープのソフトウェアを再起動させます。 
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注：Zi‐8CH‐SYNCH モジュールの上部表面には LeCroy ロゴと各接続のラベルが記述されていま

す。モジュールをしっかりと挿入してください。 

2. マスター側オシロスコープの 10 MHz CLOCK OUT をスレーブ側オシロスコープの 10 
MHz CLOCK IN に接続します。  

3. 36" SMA ケーブルを Zi-8CH-SYNCH モジュールの TRIG OUT 1 に接続し、反対側をマス

ター側 AUX IN コネクタに接続します。 

4. 36" SMA ケーブルを Zi-8CH-SYNCH モジュールの TRIG OUT 2 に接続し、反対側をスレ

ーブ側 AUX IN コネクタに接続します。 

5. 36" SMA ケーブルを Zi-8CH-SYNCH の SLAVE SYNCH INPUT コネクタに接続し、反対

側をスレーブ側の AUX OUT コネクタに接続します。 

6. 信号入力します。 

・ エッジ･トリガ信号を用意できる場合、Zi-8CH-SYNCH モジュールの USER TRIGGER 
INPUT コネクタに信号を接続します。 

・ ・それ以外では、マスター側オシロスコープの Trigger 8CH-Synch ダイアログからモジ

ュールの Periodic モードを使います。詳細は Interface Settings を参照ください。 

 

次の点に注意:   

・ 幾つかの設定はマスターやスレーブのチャンネル入力が接続しているときに使われます。 

・ 前説明の接続 3,4 では、適切な物として付属の 36" SMA ケーブルを使うよう気をつけてく

ださい。 

・ 2台のWaveMaster 820, 825, 830 Zi を使用して20-30 GHz 4チャンネル、2台の4-16 GHz
モデルの WaveMaster8Zi を使用して 20-30 GHz 8 チャンネルまで使用することができま

す。 

・ 2 台の WaveMaster 820, 825, 830 Zi を使用して 20-30 GHz 4 チャンネルを動作させる場

合、2 台のオシロスコープ共に DBI モードに設定されている必要があります。( Timebase
設定画面を開き、ダイアログから DBI を有効にします). 

・ DBI モードで動作している場合に使われる４つのチャンネルは 2 , 3（Master）、6,7（スレ

ーブ）です。 

・ 同じ特定の構成でケーブル設定を繰り返し使用することにより最も正確な読み値を保証し

ます。一度ケーブルの設定を行うと、全ての Master や Slave オシロスコープの信号入力チ

ャンネルのデスキューをする必要があります。詳細は Deskewing Master and Slave 
Channels を参照してください。 
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モジュールがオシロスコープに確実に接続されたとき、完全な構成は次のようになります。 

 
 

インターフェース設定 

注：最良の結果を得るには、マスター側オシロスコープからインターフェースの設定を行い、

スレーブ側のチャンネルは OFF の状態にしておきます。（つまり、スレーブのディスプレイ

に表示させないようにします） 

スレーブ側オシロスコープのためのリモートダイアログ 

1. マスター側オシロスコープのインターフェースを使用して、マスターからスレーブへ接続し

ます。メニューバーから Vertical → Remote Slave をアクセスし Remote Slave DSO ダイア

ログを開きます。 

2. スレーブ側 IP アドレス、又はオシロスコープ名を IP Address / Remote Slave DSO フィー

ルドに入力し、Connect Slave DSO ボタンを押します。 

 

注：この時点で、モジュールが接続されている事を示す 8CH Sync Module Connected にチェッ

クが入っていなければなりません。 

3. マスター側がスレーブ側に正常に接続された場合、Connect Slave DSO ボタンが無効にな

り、  Master + Slave や Disconnect Slave DSO ボタンが有効になり、Slave Connected
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がチェックされます。, 

 
この時点で、マスター側のトリガ･トレース･ディスクリプタ･ラベル上に 8CH-Sync と表示さ

れます。 

 

また、スレーブ側のトリガ･トレース･ディスクリプタ･ラベルには External トリガと表示され

ます。 

 

 

4‐16 GHz WaveMaster 804 ‐830 Zi  オシロスコープ8チャンネル設定 

信号の接続が正しく行われた後、使用するチャンネルに合わせて、5, 6, 7, 8チャンネルのチ

ェックを行います。マスター側のオシロスコープ上に8チャンネルまで表示させることがで

きます。 

 

注：入力トレースは Cx Viewチェックボックスをオンにすることにより信号ソースとして使用

する事ができます。しかし、C5 - C8 Slave Channel タブ/ダイアログはここでのチェックと

は関係なく全て表示することができます。 

DBI  を使用した  20‐30 GHz WaveMaster 820, 825, 830 Ziオシロスコープの4チャネル設定 

前途のように、WaveMaster 820, 825, 830 Ziの入力チャンネルをDBIモードにした後に

Remoto Slave DSOダイアログでC6 View and/or C7 View  をチェックし、4チャンネルまで表示

させることができます。 
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注：トレース･ディスクリプタ･ラベルや波形データはマスタからスレーブへ移動します。ト

レース･ディスクリプタ･ラベルは正確な信号やタイムベース情報がアップデートされます。 

 

 

トレース･ディスクリプタ･ラベルに表示される同期データ 

2 台のオシロスコープ間で適切に同期接続した後、同じデータを表すものとして対応する信号

のトレース･ディスクリプタ･ラベルに注目します。 

Timebaseトレース･ディスクリプタ･ラベル 

 
マスター側の Timebase トレースディスクリプタ･ラベルにタッチして Timebase ダイアログ

を表示します。 

 

マスター側オシロスコープがRealTimeサンプリングモードに設定されます。各オシロスコ

ープがDigital Bandwidth Interleave (DBI)モードになります。 

注：Zi‐8CH‐SYNCHモジュールは Sampleや Reference Clockを設定します。マスタ側は Internal

に設定され、Slave は External に設定されます。 
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トリガ･トレース･ディスクリプタ･ラベルや Trigger 8CH-Sync ダイアログ 

 
マスター側オシロスコープ上のトリガ･トレース･ディスクリプタ･ラベルをタッチして、

Trigger 8CH-Sync ダイアログを表示します。Trigger 8CH-Sync ダイアログで、フィールドの

値は Trigger Mode, Level, Slope の設定をさせます。モジュールはマスター側の内部のサイン

波形発生器を使い、周期的にトリガさせることにより擬似オート･トリガを実行することができ

ます。周期的に行われるため、連続的にマスターとスレーブを動作させることができます。こ

れは Trigger Mode フィールドの Periodic を選択することで実行されます。 

 

又は 

Trigger Source フィールドから User Edge を選択することにより Trigger 8CH-Sync ダイアロ

グでユーザーの入力トリガを有効にすることができます。ダイアログの設定で定義されたエッ

ジ･トリガの条件に入力信号が一致する場合、マスターやスレーブでの波形捕捉を実行します。 

どちらかのケースでも、マスターとスレーブからの捕捉されたデータは同期されています。 

・ Level フィールドはフロントパネルボタンのトリガ･レベルとリンクしています。値を入力、

又はフロント･パネルのボタンを使用して値を入力できます。 

・ Slope フィールドには Positive（立ち上がり） 又は Negative（立ち下がり）を指定します。 

次の点に注意: 

・ トリガ･ソース･フィールドには最新の master/slave 接続設定が保存されます。 

・ 内在するチャンネル間スキューが少量ある可能性があるため、マニュアルでデスキューし

ておく必要があります。マスターとスレーブのオシロスコープ両方のチャンネルメニュー

からこれを正しくし行い、最も正しい結果を得ることができます。 

マスターとスレーブチャンネルのデスキュー 

デスキューの理論 

デスキューはスクリーン上の波形データポイントの時間情報を調整します。デスキューは主に、

プローブやケーブルを通して起こる伝播遅延やスレーブからマスターへの転送時間から成る時

間誤差を調整してスクリーン上に表示させる波形を正しい時間にする操作です。スキューを考
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慮する場合、２つの重要なことをよく考慮しなければなりません。 

・ 2 チャンネル間の相対スキュー 

・ トリガ･ポイントをリファレンスとした絶対的スキュー 

それぞれのチャンネルのエッジが同じ場所に並ぶようにデスキュー設定した時 2 つのチャン

ネルはお互いに対して適切にデスキューされています。エッジ信号をチャンネルに適用し、オ

シロスコープはそのエッジでトリガします。オシロスコープの画面上で時間起点となるトリガ

ディレイの場所でエッジがトリガ閾値の交点場所に現れるように絶対感度で適切にデスキュー

します。 

キャリブレーションはプローブやケーブルに対してそれぞれデスキューされるようにリファレ

ンスに対して１つずつデスキューします。 

WaveMaster 8 Zi は fast edge 出力（SMA コネクタ）が組み込まれています。このエッジは一

般的なデスキューのリファレンスとして使うことができます。SMA 型パワースプリッタのどち

らかをその出力に接続し、そしてオシロスコープのチャンネルへケーブルを接続するか、又は

PDF-200 プローブ･デスキュー･フィクスチャとレクロイのプローブへ接続します。又はお客様

側で用意した高い立ち上がりのエッジ信号用を使用することができます。最も正確で繰り返し

結果が同じになるために、実際の信号計測で使われるケーブルやプローブの設定、V/div レン

ジでデスキューを行う必要があります。 

注：実際の計測で使われる正しいケーブ構成はマスタ－スレーブ間のデスキューのケーブル･

スプリッタと共に使われる構成と同じでなければなりません。 

Zi-8CH-SYNCH を使用している場合のデスキュー手順では、マスターやスレーブオシロスコ

ープはコモン･リファレンス･エッジを使用して初めにお互いに対してデスキューしなければな

りません。これはマスターとスレーブの範囲内でチャンネル＋プローブ/ケーブルのリファレン

ス･ポイントを設定します。この同じリファレンスポイントは各オシロスコープ内の全てのチャ

ンネルをデスキューするために使われます。通常必要とされるデスキュー値はとても小さな値

ですが、最適なデスキューを確認し、必要に応じて調整することが良い技術的な方法です。 

次の点に注意：  

・ 入力信号でプローブを使用している場合、必ずデスキュー計測でそれらを含めてください。 

・ デスキュー信号のリファレンス信号を提供する場合、実際の計測に使用することを考えて

いる V/div に一致しているか確認してください。 

 

マスターやスレーブのデスキュー･チャンネル･リファレンスの作成 

マスター側C2と、スレーブ側C2の間で信号リファレンスのデスキューを初めに確立する

には次の手順を行います。 

1. 36" SMA  ケーブルをSMA型パワースプリッタに接続し、高速なエッジ信号は何でもデスキュ

ーに使うことができます。そして、実際に計測で使われるマスターのC2やスレーブのC2にケ

ーブルを接続し、反対側のコネクタをスプリッタに接続します。プローブが計測のために使

われる場合、PCF‐200プローブ･デスキュー･フィクスチャをケーブルの代わりに使うことがで



 

 

 

12 

きます。 

2. 両方のチャンネルが確実にマスター側のオシロスコープのグリッドに表示されるようにして、

両チャンネルのv/divや他の設定が実際の計測に行う状態にします。 

3. 両方の信号のエッジが正確に並ぶように、マスター側のC2チャンネルのダイアログを開き、

Deskewエリアにタッチしてデスキューを調整します。スライドバーや値を直接入力、又はフ

ロントパネルのWaveScanノブを使用して調整することができます。 

注：各チャンネルのデスキュー調整は物理的な入力であるオシロスコープからでなければな

りません。 

 
C2 (Master) や C2 ( C6 ラベル, Slave)のエッジが並ぶまで調整を行います。 

・ User Edge トリガモードで Zi-8CH-SYNCH を使用し、デスキューに使われるエッジ信号

も Zi-8CH-SYNCH モジュールに入力する場合は、WaveStream 又はパーススタンス･モ

ードがデスキュー調整を正しく外観検査するために理想的な表示です。 

・ Periodic トリガモードで Zi-8CH-SYNCH を使用した場合、複数回通して Skew パラメー

タにより計測された値をデスキューに使うのが簡単です。メニューバーから Measure → 
Measure Setup を開きます。P1 ダイアログで、Souce１を C2,Souce2 を C6 に設定しま

す。Measure から Skew パラメータをポップアップメニューから選択します。 

 
この時点で、最左の Measure タブに進み、Show Table と Statistics のチェックボックス

にチェックします。min, max, and sdev の値を簡単に見ることができ、許容範囲内になる

ようにデスキュー調整を確実にします。 
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Skew パラメータは~2.5ps の sdev 値を返し、Min や max の値は０を中心に等しく離れて

いなければなりません。更に正確な結果を得るためには高速なエッジを使用します。 

4. User Edge 又は Periodic デスキュー調整のどちらかが完了した上で、マスターやスレーブの

オシロスコープはお互いを参照してデスキューされた一つのチャンネルを持ちます。マスタ

ーリファレンス･チャンネルを基準とするマスター側オシロスコープで残っているチャンネ

ルをデスキューする必要があります。そしてスレーブ･リファレンスチャンネルを基準として

スレーブ側オシロスコープの残っているチャンネルをデスキューする必要があります。 

 

デスキュー･チャンネル･リファレンスを使い、残るチャンネルのデスキュー 

C2 (Master) や C2 (relabeled C6, Slave)デスキューをする信号基準を使用した後、次の方法

で残るチャンネルをデスキューします。 

残るスレーブチャンネルのデスキュー 
･ SMA型パワースプリッタ又はPCF‐200デスキューフィクスチャをC2 (Master) inputから

外し、スレーブ側オシロスコープのC3 (ラベル:C7)に接続します。スレーブ側でC3 (ラ

ベル: C7)  と  C2 (ラベル: C6)の間のデスキューするため前の1‐4のステップを行います。 

注：リファレンスとなる C2（C6で表示される）側でデスキューをしてはいけません。常にそ

の他のチャンネル側でデスキューを調整する必要があります。 

･ 残るスレーブ側のC4 (ラベル:C8)や  C1 (ラベル:C5)について前のステップと同様に繰り

返します。 

･これらステップの結果の上、全てのスレーブ側チャンネルは前に基準として確立して

いるC2を基準としてデスキューされました。 

残るマスターチャンネルのデスキュー 
･ SMA型パワースプリッタ、又はPCF‐200デスキューフィクスチャをスレーブ側オシロス

コープから取り外し、マスター側オシロスコープにそれらを取り付けます。それらの

内の一つはC2 (Master)に接続し、もう一つをC3 (Master)に接続します。 

･ C3 (Master)と  C2 (Master)  の間のデスキューするため前の1‐4のステップを行います。 

注：リファレンスとなる C2側でデスキューをしてはいけません。常にその他のチャンネル側

でデスキューを調整する必要があります。 

･ 残るマスター側のC4とC1のため前のステップを繰り返します。 

･ これらステップの結果の上、全てのマスター側チャンネルは前に基準として確立して

いるC2を基準としてデスキューされました。 

最も高精度な結果を得るために 
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上記の手順はZi‐8CH‐SYNCHを使用した最も正確なデスキューを説明しています。しかし、

2台のオシロスコープの間にはスキュー･ジッタがあるため、2.5 psrms程度はスキューが

発生する可能性があります。オシロスコープをロング･メモリを活用して長い波形捕捉

すように設定し、一回毎にマニュアル調整を行うことで更に正確にスキューを調整でき

る可能性があります。 

例えば、Master  や  Slaveオシロスコープは2.5 psrms以内でお互いに参照してデスキューさせ

ることができます。スレーブやマスターのそれぞれのチャンネルはそれぞれを参照して1ps

以上でデスキューすることがきでます。しかし、ユーザーはマスターやスレーブ間の2.5 

psrmsスキューより良い結果を望むかのしれません。 

このようなケースでは、上記で説明しているマスターやスレーブのデスキューをし、その後ロ

ングメモリを使い単発で長い波形捕捉します。一度波形捕捉が完了し、全てのチャンネルがオ

シロスコープのグリッド上に表示され、事前にマスターやスレーブのデスキューのためリファ

レンスチャンネルとして使われた C2（Master）や C2（relabeled C6, Slave）のズーム波形を

作成します。C2（マスター）チャンネルのデスキューの値を微調整して波形捕捉信号のエッジ

が並ぶようにします。 

Note：C2（スレーブ側、ラベル C6）のデスキューは、そこを０とし、その他の調整のためリ

ファレンスとして使用するため調整してはいけません。アプリケーションによっては、カス

タマイズされたルーチンを使いシングルショット･ファイン･デスキューを実行することが可

能かもしれません。（詳細はオシロスコープのオンラインヘルプにある XDEVをカバーしてい

る Customizationセクションを参照してください。） 

これらの微調整は1ps以内にそれぞれを参照してマスターとスレーブをデスキューするこ

とが可能になります。追加の微調整デスキューを使用した1回の単発の長い波形捕捉では短

い波形捕捉に比べて長い時間が掛かることはありません。しかし、多くの計測や解析シナ

リオで一連のデータを同等以上にします。 

 
 

 

Zi-8CH-SYNCH パーツ･リスト 
部品の紛失や追加の注文の際に次の表をご使用ください。 

Zi-8CH-SYNCHオプションで提供されるパーツ 

説明 LeCroy  パーツ番号  数量 

Splitter/Divider SMA 50 Ω    402052001  1   

BMC/SMA Adapter (MALE‐FEMALE)    402311003  3   

Cable Assembly SMA to SMA 18”    42488121001  1   

Cable Coax SMA to SMA 36”    42A0000001931  5   
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Scope Sync Module Assembly    917699‐00  1   

SAC‐01 Label for Zi‐8CH‐SYNCH    917978‐00  1   

SAC‐01 Foam for Zi‐8CH‐SYNCH    918038‐00  1   

Soft Accessory Case    SAC‐01  1   

Cable Assembly BNC to BNC    42A0000001987  1   

Ethernet Crossover Cable    480406002  1   

Instructions    917938‐00  1   
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LeCroy Corporation   
 

保証 
本製品はお客様に納入した時点から1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。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。 

保証期間内修理とは、このオプションでレクロイは修理又は正規サービスセンター又はカストマサービス部門に保障期間

内で戻された部品で交換を行います。しかし、これはレクロイの試験により不良であると確認された製品に限り行われま

す。また。その不良が誤用や注意を怠っている場合、異常な取り扱い、正規サービスではない者による改造や修理に起因

するものは除かれます。 

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。 

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。 

Internet: www.lecroy.com © 2010 by LeCroy Corporation. All rights reserved.   

本製品は ISO 9000 登録

の品質管理体系に基づき

製造されています。 
Visit www.lecroy.com to view the 

certificate. 

この電子製品の廃棄処分とリサイクルに関しては、国および地域ご

とに異なる各種規制が適用されます。ほとんどの国では、電子機器

を一般ごみと一緒に廃棄することが禁止されています。 
レクロイ製品の正しい廃棄/リサイクル方法については、

www.lecroy.com/recycle を参照してください。 
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動作環境 
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。 

屋内での使用 

温度: 5 ～ 40 °C 

湿度: 温度が摂氏 31℃までの場合は最大相対湿度 80%(40℃では相対湿度 50%まで直線的に低

下) 

高度:最高 3000 m 

警告 
次の安全処置に従い、製品へのダメージや怪我を避けてください。 

・ 本体および接続先のオシロスコープは、必ず指定された方法で使用してください。そうし

ないと、保護機構が損傷する可能性があります。 

・ 接続や取り外しを適切に行ってください。極度の湾曲によるダメージは避けてください。 

・ 湿度の高い場所や爆発の可能性のある環境で本製品を使用しないでください。 

・ 部品が損傷した状態で本製品を使用しないでください。全てのメンテナンスは弊社サービ

スによって行われなければなりません。 

・ 製品の表面を清潔にそして乾燥した状態を保ってください。 

認証 

This LeCroy accessory is CE Compliant and bears CE mark.   

EC適合宣言 
本製品はEMC Directive 2004/108/ECC Electromagnetic Compatibilityおよび2006/95/EC for Product 
Safetyの要求事項に適合します。 

・  EN 61010-1:2001 測定、制御、および実験に使用するための電気的装置に対する安全要求

事項。 

・ EN 61326‐1:2006  測定、制御、および実験のために使用する電気機器のためのEMC要求

事項 
・ EN 55011/A2:2002 放射性および伝導性エミッション (Class A) 

 

・ EN 61000-4-2:2001 静電放電（4 kV 接触、4 kV 気中、4 kV 垂直/水平結合プレーン） 

・ EN 61000-4-3:2006 RF 誘導電磁界 (3 V/m, 80 MHz to 1 GHz; 3 V/m, 1.4 GHz to 2 GHz; 
1 V/m, 2 GHz to 2.7 GHz ,  1 kHz サイン波形で 80％の振幅変調)  

本製品は非住宅地域だけで使用される事を想定しています。住宅地域で使用した場合、電磁妨

害が起こる可能性があります。 


