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ようこそ 

Teledyne LeCroy 製品をお買い上げいただき有り難うございます。 

我々の製品の格別の機能にきっとご満足いただけると確信しております。この基本操作ガイドはお客様のオシロ

スコープの設置と安全に関する重要な情報を掲載しております。いくつかの基本的な操作手順に従うことで迅速

に波形観測を行うことができます。 
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はじめに 

HDO6000 について 

Teledyne LeCroy の HD4096 高分解能テクノロジにロングメモリ、コンパクトサイズ、12.1 インチ・タッチスク

リーン・ディスプレイ、強力な計測・解析ツール、ミックスド・シグナル解析機能が加わり HDO6000 オシロス

コープは回路の検証、システム・デバッグや波形解析に最適です。強力な解析ツールとパッケージによりテスト

プロセスを効率化します。WaveScan 波形検索機能とヒストリーモードの様なツールを高度なトリガ機能と組み

合わせ、問題を発見し切り分けする事ができます。スペクトル・アナライザモードでは周波数ドメインの解析を

提供します。 

 

HD4096 

HD4096 高分解能テクノロジは高サンプリング・レートの 12bit ADC と高 SN 比入力アンプ、低ノイズ・システ

ム・アーキテクチャからなります。このテクノロジにより HDOTMオシロスコープは 1GHz までの周波数の信号

を高サンプリング・レートでさらに他のオシロスコープに比べて 16 倍の分解能で捕捉し表示します。 

 

HD4096 テクノロジにより HDO6000 で捕捉され表示された波形はよりクリーンで鮮明です。多くの場合ノイズ

に埋もれてしまう波形の詳細部分もはっきりと視認し区別できます。比類なき精度での測定はデバッグと解析を

改善します。 

 

ミックスド・シグナル・オプション 

組み込みシステムはますます複雑化しており、強力なミックスド・シグナル・デバック機能は現在のオシロスコ

ープの重要な機能のひとつです。アナログ信号に加えてデジタル信号を表示、計測、解析するために統合された

16 のデジタルチャンネルはミックスド・シグナル設計の迅速なデバックを可能にします。アナログとデジタルの

全 20 チャンネルにまたがる柔軟なクロスパターン・トリガは組み込みシステムにおける問題を迅速に発見し切

り分ける機能を提供します。 

 

スペクトラム・アナライザ 

スペクトラム・アナライザと同様の操作で周波数領域での波形をナビゲートして FFT の設定を気にすることなく

FFT 測定を行うことが出来ます。 

 

WaveScan 波形検索機能 

WaveScan®波形検索機能は 20 以上の異なる検索条件を使用してひとつの捕捉波形内を検索することが出来ます。

またはスキャン条件を設定して数時間から数日にわたるイベントをスキャンする事が出来ます。 

 

ヒストリー・モード 

波形を見逃すことはありません。ヒストリー・モードは以前の波形を表示し異常を切り分ける為に時間を遡って

スクロールすることが出来ます。不具合の原因を迅速に発見するためにカーソルと計測パラメータを使用出来ま

す。ヒストリー・モードはボタンをひとつ押すだけで使用できます。このモードを有効にするために何か設定を

行う必要はありません。 

 

LabNotebook レポート作成機能 

LabNotebook レポート作成機能を使用して、全ての波形、設定、および画面キャプチャを保存しドキュメント化

する事が出来ます。LabNotebook を使えば、これらのファイルの保存を複数のメニューから個別に行う必要はあ

りません。LabNotebook フラッシュバック機能を使えばたったひとつのボタンを押すだけでオシロスコープを以

前の状態に戻すことができます。 
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仕様 

詳細な仕様については teledynelecroy.com のデータシートで管理されます。 

 

主な仕様 

帯域幅 350MHz～1GHz 

チャンネル数 4 

サンプリング・レート(全チャンネル) 2.5GS/s 

波形メモリ(各チャンネルごと) 50Mpts/ch 

デジタルチャンネル 16 

デジタル・サンプリング・レート 1.25GS/s 

デジタル部最小入力パルス幅 2ns 

デジタル最大入力周波数 250MHz 

※デジタル入力については-MS モデルのみ 

 

梱包物リスト 

ここに示す全ての部品が揃っていることを御確認ください。もし不足の場合は Teledyne LeCroy Japan にすぐに

ご連絡ください。 

 

⚫ オシロスコープ本体  1 

⚫ パッシブプローブ  4（チャンネル数分） 

⚫ AC 電源コード  1 

⚫ 保護カバー  1 

⚫ 基本操作ガイド  1 

⚫ オシロスコープ・セキュリティ証明書  1 

⚫ 校正証明書(NIST トレーサブル)  1 

 

HDO6000-MS モデルには以下が追加されます。 

 

⚫ デジタルリード・セット  1 

⚫ フライング・リード  5 

⚫ グランド・エクステンダ  20 

⚫ XL マイクロ・クリップ  22 
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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。このオシロスコープを組み込んだ任

意のシステム全体の安全性についてはシステム設計者の責任の元に管理してください。 

 

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

場合は安全上の重要事項を警告しています。  

  

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。 内容を完全に理解し条件が満たされるまで先に進まないでください。 

 

この記号は感電の危険性を警告します。  

 

 

この記号は測定グランド接続を示します。  

 

 

この記号は安全グランド接続を示します。 

 

 

この記号は"交流"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。  

 

使用上の注意 

⚫ 適切な電源コードを使用してください オシロスコープに同梱される使用国で認定された電源コードのみを

使用してください。 

⚫ グランドを接続してください この製品は電源コードのグランド導体を介して接地されます。感電を防ぐた

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。 

⚫ プローブは適切に着脱してください 電圧源に接続したままプローブもしくはテストリードをオシロスコー

プに着脱しないようにしてください。 

⚫ 全ての入力定格を守ってください 全ての入力端子(C1,C2,C3,C,Ext もしくは Dig)に最大定格を超えた入力  

電圧を加えないでください。最大定格についてはオシロスコープ前面パネルの表示を参照してください。 

⚫ 規定の動作環境内で御使用ください 高湿もしくは爆発性雰囲気中での使用は決してしないでください。 

⚫ 室内で使用してください  

⚫ 製品の表面を清潔で乾いた状態に保ってください  

⚫ 通気孔をふさがないでください 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。本オシロ

スコープ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、両側面、

背面、上面に最低 15 cm の隙間が必要です。 

⚫ カバーや内部の部品を取り外さないでください。すべてのメンテナンスは資格のあるサービス担当者にお任

せください。 

⚫ 故障が疑われる場合は操作しないでください 定期的な点検を行い、損傷が疑われる場合は製品を使用しな

いで直ちに使用を中止し、機器の接続を切り離します。 
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動作環境 

周囲温度 : 5～40℃ 

湿度：温度が摂氏 31℃までの場合は最大相対湿度 90%（40℃では相対湿度 50%まで直線的に低下）  

高度：最高 3,048 m (<30℃) 

 

電源接続とグランド接続 

この機器は単相の 50/60/400Hz（±10%）、100-240Vrms（±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。 

 

⚫ AC コンセントの接地端子は機器のフレームに直接接続されます。感電を防ぐために電源コード・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。 

 

注意 DSO 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。     

 

導入されるアクセサリ（例えばアクティブ・プローブ、USB 周辺機器、デジタル・リードセットなど）に応じて、

この機器は最大 320 W（320 VA）の電力を消費します。スタンバイモード時の消費電力は 4W です。 

 

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。 

 

注意 オシロスコープ内部のクリーニングはお止めください。 

 

サポート 

オンライン・ドキュメント 

Teledyene LeCroy は Web サイト上で無料のテクニカル・ライブラリを公開しています。お客様の Teledyne 

LeCroy 製品を最大限にご活用いただくためのマニュアル、チュートリアル、ホワイトペーパー、ビデオをご覧

いただけます。オペレーターズ・マニュアルは http://teledynelecroy.com/HDO6000 からダウンロードする事が

できます。このオペレーターズ・マニュアルは本基本操作ガイドよりもオシロスコープを操作するための広範囲

の手順について解説しています。システム・リカバリ・ツールとオシロスコープに付属する Acronis® True 

Image®Home を使用するための手順書もダウンロードすることが出来ます。Web の商品ページに掲載されている

データシートには詳細な製品仕様が含まれています。 

 

テクニカル・サポート 

インストール、校正、およびソフトウェア、アプリケーション全般にわたるサポートについては、お近くのお客

様サービス・センターにお問い合わせください。 

 

Teledyne LeCroy のテクニカル・サポートセンター   

電話 ：042‐402‐9400   

Fax  ：042‐402‐9586   

Web ：http://teledynelecroy.com/japan/  

E‐mail：contact.jp@teledynelecroy.com  

 

http://teledynelecroy.com/HDO6000
http://teledynelecroy.com/japan/
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オシロスコープ前面 

 

 12.1 インチ・タッチスクリーン 

フロント・パネル 

スタイラス・ホルダ 

USB ポート 

GND と CAL 信号出力端子 

ミックスド・シグナル・インタフェース 

チャンネル入力 

電源スイッチ 

回転/チルト・フット 

 

 

 

 

 

タッチスクリーンはオシロスコープの主な表示と操作を行います。概要はタッチスクリーンの項目をご覧くださ

い。 

 

フロントパネルにはオシロスコープを制御するボタンとノブが配置されています。操作のほとんどはこのボタン

やノブで行えますが、ディスプレイ上の GUI から、あるいは両方を併用して操作するのが便利です。 

 

 

全てのフロントパネル・ノブは２つの操作モードを持っています : ノブを一回押し込む事にひと

つの動作が割り当てられています。ノブを押し込んだ時の動作はノブ下のラベルの下段の記述を

見るとわかります。 

 

 

 

スタイラス・ホルダにはタッチスクリーン操作に使うスタイラス・ペンをしま

っておくことが出来ます。 
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フロントパネルの USB ポートには USB メモリでデータのやりとりを行ったり

マウスやキーボード等の周辺機器を接続することが出来ます。 

 

 

 

 

 

 

 

ミックスド・シグナル・インタフェースは 16 ビットのデジタルラインを接続するデジタル・リードセットを接

続します。(-MS モデルのみ) 

 

GND と CAL 信号出力端子はパッシブプローブの調整に使用します。 

 

チャンネル入力 1-4 はオシロスコープの信号入力端子です。Ext には外部トリガ機器を接続します。 

 

電源スイッチはオシロスコープの電源を On/Off します。詳細は電源の On/Off の項目をご覧ください。 

 

回転/チルト・フットのポジションを変えることで画面の傾きを変える事が出来ます。 
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オシロスコープ側面 

 

ビデオ出力端子 外部モニタの接続に VGA,DVI および HDMI ポート

が使用できます。 

イーサネットポート(2) ネットワーク接続用 

USB ポート(4) USB デバイス接続用 

オーディオ入力/出力端子 外部オーディオ機器接続用スピーカー、マ

イクおよびライン入力 

回転/チルト・フットを後ろに設定(水平ポジション) 

回転/チルト・フットを前にしてチルト設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オシロスコープ背面 

 

取っ手 

AUX OUT 他の機器にトリ

ガ・イネーブル、トリガ OUT

もしくは Pass/Fail 出力を送る

ために使用します。 

Ref IN/OUT 外部 Ref クロック

を入力したり他の機器へ Ref ク

ロックを出力するのに使用しま

す。 

USBTMC ポート リモート制

御用 

AC 電源コネクタ  
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持ち運び 

オシロスコープのハンドルをしっかりと持って持ち上げます。運搬の際には電源ケーブルをはずしてください。 

 

接続 

電源コード以外にも必要なケーブルを全て接続します。起動後画面下の設定ダイアログでオシロスコープの設定

を行います。より詳細な設定方法については HDO6000 オペレーターズ・マニュアルをご参照ください。 

 

電源 

機器の背面にある AC 電源コネクタに使用国で認証された電源コードを接続し安全接地端子つきコンセントに差

し込みます。(安全上のご注意の電源とアースの接続を参照) 

 

LAN 

ネットワーク接続の為に側面パネルのイーサネット端子にケーブルを接続します。オシロスコープ上でネットワ

ーク設定をするためには標準の Windows ネットワーク接続ダイアログを使用します。電子メールの設定をする

にはメニューバーから Utilities>Preference Setup>Email タブを選択して設定ダイアログを呼び出します。 

 

USB 周辺機器 

機器の前面または側面 USB ポートにデバイスを接続します。プリンタの設定を行う場合はメニューバーから

Utilities>Utilities Setup>Hardcopy タブを選択して設定ダイアログを呼び出します。 

 

外部モニタ 

機器側面のビデオ出力端子にモニタケーブルを接続します。(VGA, DVI および HDMI の全てがサポートされてい

ます) ディスプレイの設定をするにはメニューバーから Display>Display Setup>Display タブにて Open Monitor 

Control Panel ボタンを選択し設定ダイアログを呼び出します。 

 

外部コントローラ 

機器を USBTMC でリモートコントロールする場合は側面の USBTMC ポートを使用します。設定はメニューバー

から Utilities>Utilities Setup>Remote タブを呼び出します。 

 

他のオシロスコープ(Ref クロック) 

背面の Ref IN/OUT に BNC ケーブルで他の機器に接続します。メニューバーから Timebase>Horizontal 

Setup>Clock Source タブを選択して設定ダイアログを開き Reference Clock In セクションで設定します。 

 

他の外部機器 

背面の AUX 出力に BNC ケーブルで他の機器を接続します。設定するにはメニューバーから Utilities>Utilities 

Setup>AUX OUTPUT タブを選択し設定ダイアログを呼び出します。 
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電源の On/Off 

電源ボタンで On/Off します。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。 

 

注意 機器の Windows®の電源オプションを初期の状態からシステム・スタンバイもしくはシステム・ハ

イバネート・モードに決して変更しないでください。 

 

注意 信号が入力された状態で電源を投入したり校正を行わないでください。 

 

設定を保存し適切にシャットダウン・プロセスを実施するには必ず電源ボタンを押すかメニューバーから

File>Shutdown を選択します。電源ボタンを長押しすると強制シャットダウンが実行されます。これはコンピュ

ータの場合と同じですが、Windows OS を適切にシャットダウンすることが出来ないため通常はお勧めしません。 

 

電源スイッチボタンは AC 電源からオシロスコープを切断するものではありません。スタンバイ回路は待機電力

を消費します。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。 

 

注意 電源を完全に落とす必要がある場合は電源コードを抜き差しできない場所に置かないようにしま

す。 

 

長期間使用しない時は電源コードを抜いておくことをお勧めします。 

 

ソフトウェアのアクティベーション 

オシロスコープの制御ソフトウェア（ファームウェアと標準アプリケーション）は納品時にアクティベートされ

ています。 

 

ソフトウェア・アップデート 

ファームウェアのアップデートは teledynelecroy.com/japan/support/software/ から無料でダウンロード出来ます。

ソフトウェアのダウンロード、インストール方法については Web に掲載されている手順書をご覧ください。 

 

ソフトウェア・オプションの購入 

様々なオプション・ソフトウェア・パッケージを購入しオシロスコープの機能を拡張することが出来ます。ソフ

トウェア・オプションの項目をご覧ください。 

 

プローブ 

HDO6000 オシロスコープは同梱されるパッシブプローブと全ての Teledyne LeCroy の ProBus アクティブ・プ

ローブがオシロスコープの帯域幅のもとにご利用になれます。プローブの仕様とドキュメントは

teledynelecroy.com/HDO6000 で御確認いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://teledynelecroy.com/japan/support/software/
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デジタル・リードセット 

HDO6000-MS モデルに標準のデジタル・リードセットにより最大 16 ラインのデジタル・データを入力すること

が出来ます。入力ラインは４つのロジック・グループに分けられ、それぞれに名前をつけることが出来ます。 

 

デジタル・リードセットは異なる閾値とヒステリシスを設定できる２つの入力に分けられ、異なるロジック波形

を同時に観測できます。 

 

各フライング・リードは信号端子とグランド端子を持ちま

す。グランド・エクステンダーとフライング・リードのグ

ランド端子により様々なプロービングの要求に答えます。

グランドの接続にはグランド・エクステンダーもしくはフ

ライング・リード先端のグランド端子を使用しますが最適

なシグナル・インテグリティを実現するには各フライン

グ・リード先端のグランド端子を使用する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

リードセットの接続にはフロントパネル下のミック

スド・シグナル・インタフェースにコネクタをかち

っと音がするまで押し込みます。 

 

リードセットを取り外すにはコネクタ両サイドのボ

タンを押しながら引き抜きます。 
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タッチスクリーン 

ディスプレイ全体がタッチスクリーンになっています。ダブル・タッチ、タッチ・アンド・ドラッグ、タッチ・

アンド・ホールド（マウスボタン右押しに相当）、選択ボックスの移動には指でタッチするかスタイラス・ペン

を使用してください。情報が表示されている画面上の制御パネルの多くの部分は他の機能にアクセスできる“ボ

タン”になっています。それらのタッチ操作出来るどのボタンもマウスでクリック出来ます。どちらか使いやす

い方法で操作してください。 

 

メニュー・バー 

グリッド・エリア 

トリガ・レベル・インジ

ケータ 

カーソル 

チャンネル・ディスクリ

プタ・ボックス 

トリガ・ポジション・イ

ンジケータ 

タイムベースとトリガ・

ディスクリプタ・ボック

ス 

ダイアログ・タブ 

 

メニュー・バーからドロップ・ダウン・メニューを選択すると設定ダイアログを呼び出したり他の機能にアクセ

ス出来ます。全ての機能はメニューバーや他のショートカットを介してアクセス出来ます。 

 

もし Undo が許される操作の場合(例えばセットアップの呼出しなど)は画面右上に小さな Undo ボタンが

表示されます。 オシロスコープを以前の画面に戻したい時にはこのボタンを押します。 

 

グリッド・エリアは波形トレースを表示するエリアです。他の表示をみやすくするためにグリッド線の輝度を調

節する事が出来ます。 

 

トリガ・レベル(縦軸)とトリガ・ポジション（横軸）・インジケータはトリガが設定されるとトリガ入力に対応

した色でグリッドに表示されます。 

 

カーソルは計測ポイントが設定された場所を示します。位置を迅速に移動するにはカーソル・インジケータをタ

ッチ・アンド・ドラッグします。 

 

チャンネル(C1-C4)、ズーム(Z1-Z4)、演算(F1-F8)、メモリ(M1-M4)とデジタル(Digital1-Digital4, -MS モデルのみ)

のディスクリプタ・ボックスはグリッド下に表示され、表示されている各トレースの現在の設定を要約表示しま

す。対応する設定ダイアログを開くにはディスクリプタ・ボックスをタッチします。 
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タイムベースとトリガ・ディスクリプタは画面右下に表示されます。タイムベースとトリガポジションはチャン

ネル・トレースにのみ表示されます。対応する設定ダイアログを開くにはディスクリプタ・ボックスをタッチし

てください。 

 

設定ダイアログは設定値を入力するために画面下に出てきます。一番表に表示されるのは選択した機能のメイン

設定タブになります。関連する設定はメイン設定タブの右側に一連のタブとして表示されます。それら設定タブ

を開くにはタブをタッチしてください。 

 

 

タイムベース・ディスクリプタ・ボックス 

トリガ・ディレイ(ポジション) 

Time/div 

サンプリング・レート 

サンプル・ポイント数 

サンプリング・モード(リアルタイム・モードの場合はブランク) 

 

チャンネル・ディスクリプタ・ボックス 

 

プリ・プロセッシング・サマリー（デフォルト設定から変更した場合に表示） 

カップリング 

ゲイン設定 

オフセット設定 

アベレージ設定時のスイープカウント 

チャンネル表示 

 

 

 

デジタル・ディスクリプタ・ボックス 

デジタル・ライン・グループ番号 

デジタル・サンプリング・レート 

デジタル・サンプル・ポイント数 
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ショートカット・ツールバー 

メイン・チャンネル、演算、メモリおよびデジタル・ダイアログに配置されたこれらのボタンは便利なショート

カットです。画面下の設定ダイアログから直接機能にアクセスすることができます。これらはアクティブなトレ

ース（ハイライトされたトレース）に適用されます。 

 

最大８つの計測パラメータを適用 

 

ズームトレースを表示 

 

定義済みの、もしくはカスタムの演算を適用 

 

シリアル・デコード・ダイアログを開く 

 

アクティブ・トレースをメモリ・トレースにコピー（たとえば C2→M2） 

 

波形がグリッドにフィットする様に縦軸スケールを決める 

 

アクティブ・トレースを次のグリッドに移動 

 

波形にカスタム・ラベルを適用 

 

言語選択 

言語を変更するにはメニューバーから Utilities > Preference Setup > Preference タブを開き、 ご利用になりたい

言語を選択します。言語選択の後にはオシロスコープ・ソフトウェアは再起動する必要があります。 

 

もし、Windows オペレーティング・システムの言語を変更したい場合には 

 

1. オシロスコープの画面を隠して Windows デスクトップを表示するために File > Minimize を選択します。 

2. Windows タスクバーから Start > Control Panel > Clock, Language and Region を選択します。 

3. Region and Language select で Change Display Language を選択します。 

4. Install / Uninstall Language ボタンをクリックします。 

5. Install Language を選択してコンピュータもしくはネットワークをブラウズします。 

6. ブラウズ・ボタンを押して D:\Lang Packs\ を開き、インストールしたい言語を選択します。選択できる言

語はドイツ語、スペイン語、フランス語、イタリア語および日本語です。インストーラーの指示に従ってく

ださい。 

注意 : 他の言語パックは Microsoft の Webサイトから入手出来ます。 

7. コントロールパネルを閉じた後、デスクトップの右下にあるオシロスコープのアイコンをクリックしてオシ

ロスコープ画面を最大化します。 
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データの入力 / 選択 

タッチ＆タイプ 

 

一回タッチすると操作をアクティブにし

ます。すぐにオプションのポップアップ

メニューが表示される場合もあります。

その場合はそこから一つ選択してくださ

い。 

 

 

その他の場合、データ入力フィールドがディ

スプレイ上でハイライトされます。左図の様

にデータ入力フィールドがハイライトされた

ら、そのフィールドはアクティブでありフロ

ント・パネルのアジャスト・ノブを使用して

値を変更できます。 

 

キーボードを接続している場合、キーボードを使ってアクティブ・フィールドに数値を入

力することが出来ます。または再度タッチするとポップアップしてくるメニューもしくは

数値キーパッドから数値を入力出来ます。 

 

数値入力フィールドを二回タッチするとポップアップ・キーパッドが表示されます。電卓

に数値を入力するようにソフト・キーをタッチすることで正確な数値を入力することが出

来ます。ＯＫをボタンをタッチすると数値が入力フィールドに反映されます。 

 

 

 

タッチ＆スワイプ 

数値の長いリストをスクロールするには、画面をタッチして上下方向にスワイプします。また、所望の値に移動

させるためにスクロール・バーや上下矢印キーを使用することが出来ます。 
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タッチ＆ドラッグ 

波形やカーソル、トリガ・インジケータをグリッド上でタッチ＆ドラッグする事は、設定ダイアログで設定値を

変更するのと同じです。タッチ＆ドラッグしてトレースの希望部分の周囲に選択ボックスを描画することで素早

くグリッド上のその部分をズームします。 

 
 

スタイラス・ペン 

指よりも正確に位置を指定したい場合にはスタイラス・ペンを使用します。グリッド上の正確な領域を指定した

り、ポップアップ・メニューに近い値を変更する場合には特に役立ちます。 

 
 

フロントパネル 

フロントパネルにあるほとんどの操作ボタンやノブはタッチ・スクリ

ーンで操作できる機能と重複しています。それらはベーシックの章お

よび HDO6000 オシロスコープ・オペレーターズ・マニュアルで詳し

く解説されます。以下はいくつかの便利なフロントパネル操作です。 

 

ショートカット・ボタンはよく使われる機能をフロントパネルの最上

部に配置してあります。 

 

プリント・ボタンは画面キャプチャーを取り込みプリンターに送った

りファイルに保存したり、LabNotebook の Notebook エントリを作成

します。 

 

タッチスクリーン・ボタンはタッチスクリーン機能を有効化/無効化し

ます。 

 

特別なアプリケーションを呼び出す他のショートカットボタンは一番

下に配置されてます。 
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フロントパネルの全てのロータリー・ノブは回転に対応する機能とは別に、ボタンの様に押し込む事に他の機能

が割り当てられています。ノブの上段ラベル表示には回転操作をした時の主要な動作が記載されています。下段

には押し込む操作をした場合の動作が記載されています。フロント・パネル・ボタンのランプは機能がアクティ

ブな時に点灯します。 

 

アジャスト・ノブを回すとハイライトされたデータ入力フィールドの値を変更できます。

アジャスト・ノブを押し込むと粗調と微調の間でトグルします。 

 

 

 

 

輝度ボタンはアジャスト・ノブを使ってトレースの輝度を設定する場合に使います。実際に表示できるよりも多

くのデータが利用可能な場合、輝度ボタンを使いあまり頻度の高くない部分を暗くすることによって頻繁に発生

する重要なイベントを可視化するのに役立ちます。また、この機能はメニューバーの Display>Display Setup ダ

イアログからも設定できます。 

 

輝度 100%         輝度 40% 
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基本操作 

トレースの On/Off 

フロントパネルから 

トレースを On にするには対応するチャンネルボタン(1～4)を押してトレースをアクティブにします。表示され

たトレースを Off にするにはボタンをもう一度押します。 

 

トレース(波形パターン)は画面下部の色分けされたチャンネル・ディスクリプタ・ボックスととにもグリッドに

表示されます。このディスクリプタ・ボックスは C1～C4 の名前がつけられて現在の設定を常に表示します。 

 

デジタル・トレースを開くには(-MS モデルのみ)、Dig ボタンを押します。デジタル・トレースのディスクリプ

タ・ボックスは Digital1～Digital4 の名前になっています。 

 

画面上から 

メニューバーから Vertical>Channel<#> Setup を選択しトレースを On にします。トレースを Off するには対応す

るトレースのディスクリプタ・ボックスをタッチし、チャンネル設定ダイアログを表示させて Trace On チェッ

クボックスのチェックを外します。 

 

ズーム、演算、メモリ・トレース 

チャンネルとデジタル・トレースの他にトレースの部分拡大(Z1～Z4)、オシロスコープのメモリに保存されたメ

モリ・トレース(M1～M4)もしくは元のトレースにひとつまたは複数の演算を適用した結果のトレース(F1～F8)

を表示することが出来ます。これらのトレースを On にする最も簡単な方法はフロントパネルの Zoom、Math、

Memory ボタンを使うことです。これらのボタンを押すと対応する設定ダイアログが開いてきます。ディスクリ

プタ・ボックスを押し、設定ダイアログからそれぞれのトレースの設定を変更できます。 

 

複数のチャンネルのトレースが表示されている状態でズーム・ボタンを押すとズーム・トレースは各チャンネル

ごとに作成されます。 

 

アクティブなトレースと非アクティブなトレース 

アクティブなトレースのディスクリプタ・ボックスはハイライトされます。全てのディスプレイからの操作とフ

ロントパネルのボタン操作は他が選択されるまで適用されます。これはトレースのタイプに関わらず当てはまり

ます。いくつかのトレースがグリッドに表示されている場合でもひとつのトレースはアクティブになっています。 

                                 

非アクティブ      

ノブを回してもこのトレースには

適用されません。 

 

アクティブ 

ノブを回してこのトレースの設定を変更 

する事が出来ます。 

同様にフロントパネルのチャンネルボタン(1～4)、Dig、Mem、Zoom および Math ボタンがアクティブ・トレー

スを示すために点灯します。 

 

複数トレースの表示 

デフォルトでは Auto Grid が有効になっています。この設定では新しいトレースが開かれると同時に最大 16 グ

リッドまでグリッドが分割されます。 
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全てのトレースをひとつのグリッドに表示する、もしくは 8 つまで手動でグリッドを分割する表示メニューのオ

プションがあります。手動グリッド設定ではズーム・トレースと計測マーカーはソース・チャンネルと同じグリ

ッドに表示されます。演算とメモリ・トレースはグリッドが足りなくなるまで新しいグリッドに表示されます。 

 

手動で Next Grid ショートカットボタンを使うことでグリッドからグリッドへトレースを移動できます。 

 

垂直軸 

これらの操作はトレースの Y 軸方向を調整します。 

 

フロントパネルから 

アナログ・トレースをアクティブにします。 

オフセットを変更します。(アナログ) 表示の垂直位置を調整します。(デジタル) 

押し込むとゼロに戻ります。 

垂直スケールを変更します。(アナログ) ロジック・グループをハイライトします。

(デジタル)  押し込むと微調になります。 

デジタル・トレースをアクティブにします。(-MS モデルのみ) 

 

 

 

ディスプレイからのアナログ・トレースの操作 

タッチするとトレースがアクティブになり、もう一度タッチするとチャンネル・ダイ

アログが開きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

値を直接変更するときにタッチします。 

上下矢印ボタンを押して垂直スケールやオフセットを変更します。 

 

ディスプレイからのデジタル・トレースの操作 

タッチするとデジタル・トレースがアクティブになり，もう一度タッチするとデジタ

ル・トレース・ダイアログが開きます。 
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デジタル・グループ(1～4)を選択する場合はタブをタッチします。 

デジタル・ライン、バス・トレースを個別に、あるいは両方を選択します。 

0～7 バンクと 8～15 バンクを切り換えるには矢印ボタンをタッチします。 

チェック・ボックスをタッチしてグループ内のラインを選択します。 

垂直位置を入力（センターに対して最下位ビットの上端位置を指定します）、およびグループの高さ(グル

ープで占有される垂直スペース)をグリッドの division で指定します。 

各デジタル・ラインの状態を簡便に見るために、各ラインのトレースを見る代わりにライン・アクティビ

ティ・インジケータで確認することが出来ます。 

タッチするとロジック設定ダイアログが開きます。 

 

標準的なロジックの種類を選択します。もしくは閾値とヒステリシス

のカスタム値を設定します。各デジタル・バンク毎に異なる設定をす

る事が出来ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ライン・トレースは各ラインの Hi / Lo の状態と遷移ポイントを示します。 

 

 

バス・トレースは Hex 値でラインを縮小表示します。 

 

ライン・アクティビティ・インジケータ 

 

 

 

Hi Lo 遷移 
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水平軸(タイムベース) 

これらの操作はトレースの X 軸方向の調整を行います。 

 

フロントパネルから 

 

トリガ・ディレイを調整します。押し込むとゼロに戻ります。 

水平軸スケールを変更します。(Time/div) 演算、メモリ、ズーム・トレースの場合は押し込む

と微調になります。 

 

 

 

 

 

ディスプレイからの操作 

   タッチしてタイムベース・ダイアログを開きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タッチしてサンプリング・モードを選択します。 

上下矢印を使って Time/div を変更します。 

ディレイを入力もしくは Set To Zero ボタンでゼロに戻します。 

 

ズーム 

ズーム・トレースはトレースの一部分を拡大して表示します。 

フロントパネルからの操作 

 

ズーム・ボタンを押します。 

 

 

全ての表示されたチャンネル・トレースのズームトレースが開きます。元波形のズームされた部分はハイライト

表示されます。 
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     垂直ノブを回して V/div を調整します。 

     水平ノブを回して Time/div を調整します。 

 

ディスプレイからの操作 

チャンネル・トレースの拡大したい部分をドラッグします。 

 

新たなズーム・トレースを開くには別の位置で同じ操作を繰り返します。 

 

 

 

 

または 

 

 

チャンネル・ディスクリプタ・ボックスをタッチしトレースをアクティブにします。 

ズーム・ショートカット・ボタンをタッチします。 

ズーム・ディスクリプタをタッチしてズーム・ダイアログを開き設定を変更します。 
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トリガ 

トリガは捕捉を行うタイミングをオシロスコープに設定します。使用可能なトリガのより詳細な解説は

HDO6000 オシロスコープ・オペレーターズ・マニュアルに記載されています。 

 

フロントパネルからの操作 

 

トリガ・ダイアログを開きます。 

波形データの捕捉を停止します。 

トリガ設定条件を満たした時に一回だけトリガします。(単一ショット捕捉) 

トリガ設定条件を満たした時にトリガを繰り返します。 

トリガ設定条件を満たす場合は Normal と同じ動作をします。満たさない場合は設定された周期でトリガを

行います。 

トリガ・レベルを変更します。(V) 押し込むと自動的にセットされます。 

トリガが準備出来たときに点灯します。 

トリガが発生したときに点灯します。 

 

ディスプレイからの操作 

タッチしてトリガ・ダイアログを開きます。 

トリガ・ソース 

トリガ・カップリング 

トリガ・レベル 

トリガ・スロープ 

トリガ・タイプ 

トリガ・ステータス 

トリガ・タイプ 

タッチしてトリガ・レベルを設定します。(V) 

タッチして入力信号に応じてトリガ・レベルを自動

設定します。 

トリガ・インジケータ 

 

 

 

 

レベル    ポジション    トリガ・ポイントがもはやグリッド上に見えないときにプリ/ポスト・ 

インジケータ インジケータ    トリガ・インジケータが表示されます。 
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カーソル 

カーソルはトレース上の計測ポイントを設定します。5 つのプリセットされたカーソルの種類があり、それぞれ

個別の表示設定がされています：水平(時間)、水平+垂直、垂直(振幅)、水平(周波数)および水平(イベント)。これ

らは HDO6000 オシロスコープ・オペレーターズ・マニュアルに詳細に記載されています。 

 

フロントパネルからの操作 

カーソルを使用するときに押します。続けて押すと全てのカーソル・タイプを順に繰

り返します。 

カーソル位置を調節します。押し込むと別のカーソル・ライン位置を調節出来ます。 

 

 

 

ディスプレイからの操作 

 

メニューバーから Cursor>Cursor Setup を選択し、カーソル・ダイアログを開きます。 

タッチしてカーソル・タイプを選択します。 

カーソル位置を変更するにはカーソル・ラインをタッチ＆ドラッグします。 

垂直カーソル・ラインの読み値はディスクリプタ・ボックスの中に表示されます。 

水平カーソル・ラインの読み値はタイムベース・ディスクリプタ・ボックスの表示されます。 
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パラメータ計測と統計 

パラメータ計測は、例えば振幅や周波数などの数値として表すことの出来る波形パラメータです。ひとつもしく

は複数のチャンネル・トレースから最大 8 つの計測パラメータを同時に設定し、アクティブな計測値をテーブル

に表示することが出来ます。計測結果の統計表示をパラメータ・テーブルに追加することが出来ます。また

histocon すなわちミニチュア・ヒストグラムとして測定値の統計分布を表示することが出来ます。いくつかの計

測パラメータでは計測に必要なレベルの値を設定する事が出来ます。波形の特性部分の計測を実施するためには

計測ゲートを使用することが出来ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メニューバーから Measure>Measure Setup を

選択し計測ダイアログを開きます。 

計測ダイアログを再び開くときにタッチします。 

統計表示を読み値に追加出来ます。 

パラメータ計測値 

パラメータ計測値をテーブルに追加するときに

タッチします。 

タッチしてソース・チャンネルを設定します。 

タッチして計測パラメータの種類を選択します。 

P<#>タブをタッチして各パラメータの詳細を表

示します。 

タッチして計測パラメータ値のヒストグラム、

トレンド、トラックを表示します。 

タッチして計測ゲートを設定します。 

 

 

ヒストグラム 

ヒストグラムは棒グラフでデータ範囲(ビン)内の計測値の統計的分布を表します。パラメータタブ(P<#>)をタッ

チし、新しいグリッドでその計測パラメータのヒストグラムを開くためにヒストグラム・ボタンをタッチします。 

 

トレンド 

トレンドは計測が行われた順番での計測パラメータ値の一連の並びで構成されるトレースです。垂直軸単位はソ

ースとなるパラメータ値の単位であり、水平軸単位は測定数です。トレンドは各計測に対して 1 つの値を持ちま

す。パラメータ・タブ(P<#>)をタッチしてダイアログを開き、トレンド・ボタンをタッチして計測パラメータの

トレンドを新しいグリッドに表示します。 

 

 

 

 

 

 



28 Teledyne LeCroy Japan | 923011-00 Rev A  HDO6000 基本操作ガイド 

トラック 

トラックはソース波形の時間と同期したパラメータ計測値からなるトレースです。縦軸単位はソースとなる計測

パラメータの単位であり、水平軸単位は秒です。時間同期をとるためにパラメータ値はサンプリング・レートに

あわせて配置されます。トラック値は計測値が変化するまで各サンプリング期間同じ値を繰り返します。パラメ

ータ・タブ(P<#>)をタッチしてダイアログを開き、トラック・ボタンをタッチして計測パラメータのトラックを

新しいグリッドに表示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

演算 

演算トレースは 1 つまたは複数のチャンネルのトレースに数学関数(例えば FFT)を適用した結果を表示します。

演算トレースと計測パラメータの重要な相違点は計測パラメータの結果が数値であるのに対して演算の結果は常

に別の波形になるという事です。 

 

演算ダイアログを開くにはメニューバーから Math>Math Setup を選択するかフロントパネルの Math ボタン

を押します。 

チェックして既存の演算設定を On にします。 

演算トレース(F1～F8)はそれぞれのグリッドで開きます。 

演算タブ(F<#>)をタッチするかボタンを押してトレース On にチェックします。(On のチェックを外してト

レースを閉じます。) 

演算ディスクリプタ・ボックスには演算トレースのスケールが表示されます。再度ダイアログを開いてトレ

ースの設定をするにはボックスをタッチします。 
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スペクトラム・アナライザ 

スペクトラム・アナライザ・ソフトウェアにより周波数分析を行う高速フーリエ変換(FFT)を簡便で迅速に使用

する事が出来ます。操作は RF 測定器のスペクトラム・アナライザの操作と同様です。入力と所望の周波数スパ

ンを設定するとオシロスコープは関連した時間軸設定を自動で行い周波数軸の単位で出力を表示します。スペク

トログラムは 2D もしくは 3D で周波数スペクトルの時間変動を表示します。 

 

メニューバーから Analysis>Spectrum Analyzer を選択しスペクトラム・アナライザ・ダイアログを開きます。 

FFT トレースを On/Off します。 

入力のソースとタイプを設定します。 

表示したい周波数スパンを設定します。 

自動的にピークをマーキングして表にリストするか特定周波数での計測マーカーを設定します。 

2D もしくは 3D スペクトログラムは周波数スペクトルの時間変動を表示します。3D 表示では表示を 3 軸の

周りに回転させる事が出来ます。 

マーカーの計測値を表形式で読み出し。 

 

メモリ・トレース(参照波形) 

メモリ・トレースは比較参照の為に保存されたトレースです。それらは他のトレースとの比較の為にディスプレ

イに呼び出すことが出来ます。メモリ・トレースは以前のデータをさらに詳しく解析するためにズームしたり計

測パラメータを適用することが出来ます。最大 4 つまでの内部メモリ(M1～M4)に波形を保存することが出来ま

す。その後は新しいメモリ波形は以前保存したデータを上書します。 

 

メモリ・トレースはオシロスコープが再起動されるまで内部メモリに保持されます。永続的にメモリ・トレース

を保存するにはメニューバーから File > Save Waveform を選択して外部ファイルに波形データを保存します。外

部ファイルに保存した波形データはメニューバーから File > Recall Waveform を選択して M1～M4 の内部メモリ

に戻して表示することが出来ます。オシロスコープ上に波形を戻すためには “.trc”拡張子の形式で保存しなければ

なりません。フロントパネルの Mem(ory)ボタンを押してメモリ・ダイアログを開きます。 
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保存されたメモリ波形を表示するには M1～M4 の

隣にある On チェック・ボックスをチェックしま

す。 

新しいメモリトレースを保存するには M1～M4 ボ

タンか M<#>タブをタッチします。 

 

 

ソースとなるトレースを指定します。 

Copy Now ボタンを押して内部メモリに保存しま

す。 

保存したメモリ波形に対する他の操作 

 

レポート作成機能 

HDO6000 オシロスコープは データの保存と共有の為のいくつかの方法─例えばプリント、ファイルへの保存も

しくは Notebook エントリへの保存─などを提供します。そのいずれもがフロントパネルのプリント・ボタンに

関連づけられています。(Notebook エントリについては LabNotebook の項目をご覧ください。) 

プリント・ボタンでどの様な処理が行われるかを設定する

にはメニューバーから Utilities > Utilites Setup を選択し 

Hardcopy タブ開きます。プリント・ボタンで新しい

Notebook エントリを作成するにはメニューバーから File > 

LabNotebook を選択し Preference タブを開きます。Create 

Entry when Hardcopy Presse にチェックをいれます。プリント・ボタンを押すと選択した印刷方法に従って処理

されて画面の画像をキャプチャします。 

 

データの転送 

オシロスコープ上で email を設定すると LabNotebook レポートと他の保存ファイルをオシロスコープから直接送

信することが出来ます。または USB ポートを介して USB ドライブに転送することが出来ます。保存フォルダか

らファイルを転送する場合は Windows エクスプローラーを使用してください。 

 

LabNotebook 

オシロスコープ・ソフトウェアに組み込まれた LabNotebook ツールを使用すると、任意の注釈を書き加えた波

形イメージを含むレポートを生成することが出来ます。測定条件ごとの個々の Notebook エントリを作成する事

で、それらは常駐データベースに保存されます。メニューバーから File > LabNotebook を選択すると

LabNotebook ダイアログが開き、全ての Notebook エントリを表示する事が出来ます。どのエントリをエクスポ

ートするか、レポート・ファイルの形式と出力先を指定します。LabNotebook フラッシュバック機能を使用する

ことでオシロスコープを Notebook エントリが保存された時の状態に正確に戻すことが出来ます。LabNotebook

の使用方法の詳細については HDO6000 オシロスコープ・オペレーターズ・マニュアルを参照して下さい。 
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温度依存校正 

HDO6000 は出荷前に工場で校正されています。この校正は 23℃(±2℃)で実施されており校正時温度±5℃で有

効です。この温度範囲内であれば HDO6000 は全ての仕様を満たします。周囲温度がこの範囲を超える場合は温

度依存校正を推奨します。この校正の為に 2 つのオプション : Calibrate All あるいは Calibrate Current Setting が

用意されています。 

 

Calibrate All – 全ての可能な垂直軸と水平軸設定の組み合わせが現在の温度で校正されます。この校正は現在の

周囲温度±5℃で有効です。この校正には約 50 分かかります。 

 

Calibrate Current Setting – 現在の垂直軸、水平軸の設定条件でオシロスコープを校正します。この校正は現在の

温度±5℃で有効です。この校正にはかかる時間は 30 秒以下です。 

 

元の校正温度±5℃の範囲を超えている場合、もしくは前回の校正から６カ月以上経過した場合は校正を推奨し

ます。 

 

HDO6000 は使用前に少なくとも 20 分以上ウォームアップする事を推奨します。ウォームアップ時間中はオシロ

スコープは常に校正された状態を保つために自動校正が走ります。 

 

ユーザー校正を実施する場合は事前に全てのオシロスコープ入力を切り離す必要があります。 
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ソフトウェア・オプション 

HDO6000 オシロスコープの機能を拡張するために、これらのソフトウェア・パッケージを購入することが出来

ます。 

 

利用可能なソフトウェア・オプション 

スイッチング電源解析オプション(HDO6K-PWR) -  

スイッチング素子および回路の動作状態での特性

解析と計測の機能を追加します。スイッチング電

源解析オプションは Teledyne LeCroy 製オシロス

コープ上で使用され、キーデバイスであるスイッ

チング素子の計測や制御ループ解析、ライン・パ

ワー高調波解析を行います。 

 

JITKIT(HDO6K-JITKIT) – JITKIT は周期、半周期、

サイクル-to-サイクル、スキュー、振幅、差動電圧

電圧交錯、スリュー・レート、さらに様々な一般

的ジッタ計測を通じてクロック信号およびクロッ

ク-データの動作の基本的なシステム・ジッタ性能

を容易に理解する事が出来ます。 

 

シリアル・トリガ/デコードおよびその他のオプシ

ョン(右表参照) － 特定のシリアル・データ規格の

デバック時にさらなる解析を行うことの出来る多

くのシリアル・トリガとデコードオプションが用

意されています。このリストの最新情報は

teledynelecroy.com/serialdata へアクセスしてくだ

さい。 

 

オプション購入とインストールの方法 

オプションの購入と機器へのインストールにつきましては、Teledyne LeCroy のセールス・オフィスにご連絡く

ださい。 
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参考情報 

適合規格 

この章では EMC 規格、安全および環境基準への適合について記載します。 

 

EMC 規格への適合 

EC 適合宣言 - EMC 

本製品は EC 指令 2004/108/EC 電磁環境両立性に適合します。欧州共同体官報に記載されている以下の仕様に準

拠します： 

EN 61326-1:2006, EN 61326-2-1:2006 電子計測、制御、実験室使用機器への EMC 要件 1 

 

電磁エミッション： 

CISPR 11:2003 放射および伝導エミッション、グループ１、クラスＡ2 3 

EN 61000-3-2:2006 高調波電流エミッション、クラスＡ 

EN 61000-3-3/A2:2005 電圧変動、フリッカ、Pst=1 

 

電磁イミュニティ： 

EN 61000-4-2:2001 静電気放電、4kV 接触、8kV 空間、4kV 垂直/水平カップリングプレーン 4 

EN 61000-4-3:2006 RF 放射電磁界、3V/m、80-1000MHz; 3V/m, 1400MHz-2GHz; 1V/m, 2GHz-2.7GHz4 

EN 61000-4-4:2004 電気的高速トランジェント/バースト、1kV 電源ライン、0.5kV I/O 信号および制御ライン
4 

EN 61000-4-5:2006 電源ラインサージ、1kV AC メイン、L-N、L-PE、N-PE4 

EN 61000-4-6:2007 RF 伝導電磁界、3Vrms、0.15MHz-80MHz4 

EN 61000-4-11:2004 電源電圧低下と停電、0%/1 サイクル、70%/25 サイクル、0%/250 サイクル 4 5 
 

1 該当する全ての EMC 規格への準拠を確実にするために、高品質のシールド付きインタフェースケーブルを使用する必要があります。 

2 
オシロスコープが試験対象物に接続されている場合、この規格で要求されるレベルを超えてエミッションが発生する場合があります。 

3
 本製品は住宅地以外のエリアでの使用を想定しています。住宅地での使用には電磁波障害を引き起こすことがあります。 

4
 それぞれの基準の性能基準”B”の基準を満たしています : 妨害波を受けている間、製品は自己回復可能な一時的な機能低下や性能の低下を受けます。 

5
 EN61000-4-11 の 70%/25 サイクルの電圧ディップと 0%/250 サイクルの電圧割り込み試験には性能基準”C”を適用します。 

 

欧州連絡先： 

Teledyne LeCroy Europe GmbH  

Waldhofer Str 104  

D-69123 Heidelberg  

Germany  

Tel: (49) 6221 82700 

 

オーストラリア／ニュージーランド適合宣言 – EMC 

本製品はオーストラリアの通信およびメディア局（ACMA）により規定された要件に従って以下の規格ごとに電

波通信法の EMC 規定に適合しています： 

CISPR 11:2003 放射および伝導、グループ１、クラス A、EN61326-1:2006 と EN61326-2-1:2006 に準拠 

 

オーストラリア／ニュージーランド連絡先: 

Vicom Australia Ltd.    Vicom New Zealand Ltd. 

1064 Centre Road    60 Grafton Road 

Oakleigh, South Victoria 3167   Auckland 

Australia     New Zealand 
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安全性準拠 

EC 適合宣言 － 定電圧 

本製品は製品安全性に関する EC 指令 2006/95/EC に適合します。欧州共同体官報に記載されている以下の仕様

に準拠します。 

EN 61010-1:2010 電子計測、制御、実験室使用機器への安全性要件 － パート 1 : 一般要件 

EN 61010-2:030:2010 電子計測、制御、実験室使用機器への安全性要件 － パート 2-030 : 試験および測定回

路の個別要求事項 

本製品の設計はこれらの規格で規定された以下の仕様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 :

CAT II(主電源コネクタ)屋内配線レベル 主電源（AC 電源）に接続された機器。

CAT I(測定端子)信号レベル 測定端子が過渡電圧を適切な低レベルに制限された信号源回路に接続された機器。

 汚染度 2 : 通常乾燥した、非導電性の汚染のみが発生。一時的な結露による導電性が想定されます。

 保護クラス I : 基礎絶縁と屋内配線の保護グランドに接続されることにより感電防止対策が施されたグラン

ド端子付き機器。

米国家認定試験機関による認証 

本機器は以下の安全規格に準拠するためにアメリカ保険業者安全試験所(UL)によって認定され、UL リスティン

グ・マークを取得しています :   

UL 61010-1 第 3 版 － 電気測定およびテスト機器に対する安全規格 

カナダの認証

本機器は以下の安全規格や cUL 規格リストマークに適合するようにアメリカ保険業者安全試験所(UL)によって認

定を受けています。

CAN/CSA-C22.2 No.61010-1-12 － 電気測定およびテスト機器に対する安全要求 

環境適合 

使用済み機器の取り扱い 

本機器は EU 指令 2002/96/EC および廃棄電気および電子機器(WEEE)と電池に関する 2006/66/EC に

適合しています。 

本機器は国や地域によって異なる廃棄・リサイクル規制の対象となります。多くの国では一般的な廃棄物として

電子機器を廃棄することを禁じています。お客様の Teledyne LeCroy 製品の適切な処分とリサイクルの詳細につ

きましては teledynelecroy.com/recycle をご参照ください。 

有害物質規制(RoHS) 

本機器とアクセサリは 2011/65/EU RoHS2 指令に準拠し、産業監視および制御機器(第 3 項 24 章) に分類され、

また 2017 年 7 月 22 日まで RoHS 指令準拠を免除されます。(第４項 3 章) 

ISO 適合 

ISO9000 登録された品質マネジメント・システムのもと製造されています。証明書は teledynelecroy.com をご覧

ください。 


