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はじめに 

テレダイン・レクロイ、WaveAce シリーズをご購入いただきまして、誠にありがとうございます。この「Getting 

Started(さあ、始めましょう)」マニュアルは、WaveAce シリーズを使って、波形を捉え、観測し、解析する

機能について解説すると同時に、安全上重要な情報や、最初に使い始める場合の情報も含まれています。 

WaveAce オペレーターズ･マニュアルは、以下の順番で情報を掲載してあります。 

• 基本操作-まず最初に、ユーザーに新しい測定器(ここでは WaveAce)はどんなものか知っていただきます。

このセクションでは、ハードウエア(この測定器の物理的な特徴)と、基本的な使い方(フロントパネルと

スクリーンレイアウトとの間の関係を示しながら説明します)、そしてプローブ(プローブの接続法)につ

いて、説明します。 

• 垂直軸設定とチャンネルコントロール -垂直軸の設定法とチャンネルコントロールを、ステップバイ

ステップで説明します。これらの説明の中には、バンド幅制限、垂直軸感度の調整、波形の反転を含み

ます。 

• サンプリング設定 - 波形捕捉用サンプリング･モードの設定、波形捕捉、タイムベースの設定、ズー

ムなどを説明します。 

• トリガ - 5 種類(エッジ、パルス、ビデオ、スロープ、オルタナティブ)のトリガ･タイプについて、ス

テップバイステップで説明します。 

• 波形を解析する - 波形測定と波形パラメータ測定に関してその項目をリストアップしています。また、

「Math(演算)」機能の使い方についても説明します。 

• 保存と呼び出し -オシロスコープの設定(Setting)、波形、参照用波形(Reference Waveform)のセーブ(保

存)及びリコール(呼び出し)の方法を、ステップバイステップで説明します。また、データの保存や画面

のプリント方法や工場出荷時の設定の呼び出し法も説明します。 

• ユーティリティ -システム状態を見る、と言った、ユーティリティ機能の説明を行います。 

• 参考情報 -このセクションでは、重要な安全に関する情報と、WaveAce シリーズオシロスコープの仕

様について説明しています。 

サポート 

WaveAce シリーズオシロスコープが、皆さんのお手元に届いた時、パッキングリストもしくは、送り状のコ

ピーの中身を確認して、注文した品物がすべて揃っていることをご確認下さい。何か欠けていたり、破損して

いたりした場合は、お手数ですが、テレダイン・レクロイ･ジャパンのカスタマーサポートセンター、もしく

はお近くの販売代理店にご連絡を下さい。すぐにご連絡を頂かないと、不足品や破損品の交換等に応じられな

い場合があります。もし、この製品に関して何らかの問題が生じた場合、弊社テクニカル･サポートに連絡を

取って下さい。また、追加の情報が、http://www. teledynelecroy.com /japan/、もしくは、この機器のオンラ



 

 

 

インヘルプに記載されていますので、参照下さい。 
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安全に関わる事柄 

このセクションには、この計測器を正常かつ安全にお使い頂くために、守っていただかなければならない情報

や注意事項が掲載されています。ユーザーは安全に関する手順に従うことを要求され、さらにこのセクション

で決められている安全に関する予防措置を守る事を要求されます。 

安全の為のシンボル 

ここに掲載している「シンボル」は、計測器のフロント又は背面パネルや。このマニュアルにも掲載されてい

ます。ユーザーに対して、これらのシンボルは、安全に関する重要な事柄であることを警告してくれます。 

 

このシンボルは、注意が必要な所に使われます。このシンボルと共に表示されている情報やドキュメントを参

照し、人間がケガすることや、計測器へのダメージから守って下さい。 

 

このシンボルは感電の危険を示しています。 

 

このシンボルは、測定用のグランド接続を示しています。 

 

このシンボルは、安全の為のグランド接続を示しています。 
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このシンボルは電源 ON を示し、オシロスコープ背面の ON/OFF のスイッチにあります。 

 

このシンボルは電源 OFF を示し、オシロスコープ背面の ON/OFF のスイッチにあります。 

 

このシンボルは、スイッチがスタンバイ(もしくは電源)スイッチであることを示しています。このスイッチが

押される毎に、オシロスコープが動作状態とスタンバイ状態とを繰り返します。このスイッチで、計測機器を

(AC パワーから)切り離すことはできません。計測機器を完全に電源オフの状態にするには、AC 電源から電源

ケーブルを引き抜くことによってのみ実現されます。 

このシンボルは、交流を示します。 

CAUTION(注意) 

「CAUTION」(注意)と書かれたサインは、何らかの危険があることを示しています。このサインは、従わな

いと「計測器にダメージを与える可能性」のある手順や経験又は状態に関して注意を促しています。もし

「CAUTION」が表示されていれば、その状態を完全に理解し、満足していることが確認されない限り、先に

進んではいけません。 

WARNING(警告) 

「WARNING」(警告)と書かれたサインは、何らかの危険があることを示しています。このサインは、従わな

いと、「身体にケガを負う可能性」のある手順や経験又は状態に関して注意を促しています。もし「WARNING」

(警告)が表示されていれば、その状態を理解し、満足していることが確認されない限り、先に進んではいけま

せん。 

CAT I 

EN 61010-1 安全基準に従い「設置 (過電圧) 」カテゴリと言うものがあり、オシロスコープのフロントパネ

ルにある測定端子に、このカテゴリが適応されています。CAT I (カテゴリ I)に準じているこの入力端子は、

適切な低レベルの電圧レベルで変化している被測定回路に接続されなければなりません。 
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動作環境 

この計測器は、屋外で使われることを想定して設計されており、清潔かつ乾燥した環境で動作させて下さい。 

製品を使用する際、これらのパラメータないに保たれるように努めて下さい。 

温度: 10 ～ 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: +25℃以下で最高 3048 m(10,000 ft) 

Note: 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 

オシロスコープは、爆発物がある場所、埃っぽい場所、もしくは濡れているような環境では、絶対に使用しな

いで下さい。 

 注意 

オシロスコープのディスプレイを異物などにより強い力を加えないでください。 

 注意 

フロントパネル端子 CH1、CH2 (4ch モデル:CH3, CH4)EXT TRIG には、定格電圧以上の電圧を与えないで

下さい。詳しくは「仕様」のセクションを参照して下さい。設置(過電圧) カテゴリ II では、各地の商用電源

電圧レベルについて言及しています。すなわち、測定器は各地のAC電源に接続することを要求されています。 

安全保証 

この機器は、以下の制限値を持つ EN61010-1、UL 61010-1 2nd 、CSA C22·2 No·61010-1-04 の安全規格を

満足する設計がなされています。 

• 設置 (過電圧) カテゴリ II (電源コネクタ) 及びカテゴリ  I  

• 汚染度 2 

• 保護クラス I 

以下の事柄に注意して下さい： 

• 設置(過電圧)カテゴリ II は局所配電レベルであり、主電源(AC 電源)に接続された装置に適用されます。  

• 設置(過電圧)カテゴリ I は信号レベルであり、測定値を取り込んで過渡電圧を適切な低レベルに制限す

るソース回路に接続される装置測定用端子に適用されます。. 



 

 

4 

• 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。一時的な結露による

導電性が予想されていなければなりません。 

• 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。 

冷却 

この機器は、内部ファンと換気口による強制空冷によって信頼性が保たれています。オシロスコープの側面や

背面にある開口部(ファン用の穴)回りの空気の流れを阻害するようなことは避けて下さい。この機器の側面･

背面と壁との間は、最低でも 10cm のすき間を持たせ、適切な換気が出来るようにしてください。 

 注意 

オシロスコープの両側面と背面にある通気口をふさがないで下さい。 

注意 

通気口などから、オシロスコープ内部へ異物を入れないようにして下さい。 

 AC 電源 

100 から 240 Vrms (+/-10%) AC、周波数：50/60/400 Hz 

設置カテゴリ: 300V 

CAT II 

手動による電源電圧選択は必要ありません。なぜなら機器が自動的に電源電圧を選択するからです。 

最大消費電力 

全てのモデルで 50 W 以下 (アクセサリ、プローブ、USB デバイスによる) 

スタンバイ･モード時の最大消費電力:  5 W 以下 

電源とグランドの接続 

この計測器には、モールドされた三極プラグを持つ AC パワーケーブルセットが付属しています。この

IEC320(タイプ C13)インレットを使えば、電源の接続と安全なグランド接続が可能になります。AC インレッ

トのグランド端子は、計測器のフレームと直接接続されています。電気ショックによる危険を回避するには、

電源コードのプラグ(インレット)は、型式が同じで、安全なグランドコンタクトを持った AC アウトレットに

接続されている必要があります。 
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警告 – 電気ショックのよる危険性 

オシロスコープ付属の電源コードを使用してください。 

オシロスコープ内部及び外部にある保護導体のいかなる切断、もしくは安全用グランド端子の断線は、危険な

状況を作り出します。意図的な切断は絶対に行ってはいけません。 

オシロスコープを使うとき、AC テーブルタップに手が届くところに置くべきです。オシロスコープが「スタ

ンバイ」状態になった後で、AC アウトレットから計測器の電源コードを抜いて、オシロスコープから AC 電

源を切り離してください。 

 注意 

フロントパネルにある BNC コネクタ CH1, CH2(4 チャンネルモデル：CH3,CH4) EXT TRIG の外部シェル

は、計測器シャーシに接続されています。従って、これらは安全なグランドに接続されています。 

ヒューズ交換 

(WaveAce2000 モデルのみ) 

電源をスタンバイモードにし、主電源スイッチを OFF にします。ヒューズを交換する前に電源コードを外し

ます。黒いヒューズ･ホルダ(オシロスコープ背面の主電源スイッチ下にある)をマイナス･ドライバを使って開

きます。古いヒューズを取り外し、新しい 5 X 20 mm 定格 1.25 A/250 V ヒューズに交換し、ヒューズホルダ

を取り付けます。 

 注意 

発火防止のため、指定された種類/定格のヒューズ以外は使用しないでください。ヒューズの交換は、電源コ

ードを抜いてから行ってください。 

校正 

推奨する校正間隔は 1 年です。校正は必ず資格を持った人間によって行われなければなりません。 

クリーニング 

クリーニングは測定器の外側のみ行ってください。その時は、湿らせた柔らかい布を使ってください。決して

化学薬品や研磨材を使わないでください。この計測器の内部に湿気が入らないようにしてください。 

クリーニングをする前に、電気ショックのよる危険を避けるため、必ず電源コードを AC アウトレットから抜
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いてください。 

警告 – 電気ショックのよる危険性 

• 内部にはユーザーがサービスできる部品はありません。 

• オシロスコープの筐体カバーを開けないでください。 

• サービスは資格を持った人間にご依頼ください。 

異常状態 

製造者が意図した様に、この計測器を使ってください。もしユーザーが、オシロスコープの保護回路が損なわ

れたと疑念を持った場合は、速やかに電源ケーブルを抜き、意図しない使われ方をされないように、計測器の

安全を確保して下さい。 

オシロスコープの保護回路は、以下のような例で損なわれている可能性があります。計測器外観に見える傷や

輸送時の過度なストレスなどです。 

計測器の適切な使用は、すべての説明とラベルを熟読することによって実現できます。 

警告 

. 製造者が規定していない方法でオシロスコープを使うと、計測器の安全保護回路を損なう可能性があります。 
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ハードウエア 

フロントパネル 

WaveAce1000/2000 シリーズオシロスコープは、同クラスでは大型の TFT ディスプレイパネル(480×234 ピ

クセル)を搭載し、ボタンやノブは機能的で分かりやすいフロントパネル･レイアウトが採用されています。コ

ントロールボタンは、論理的にグループ化されて配置されています。以下に 4 チェンネル･モデルのフロント

パネルのボタンとノブに関する説明を記載します。 

注意：下図は 4 チャンネル･モデルを使用していますが、基本的には 2 チャンネルモデルも同じです。 

 

 Figure 4-1..4 チャンネル･モデルでのフロントパネル･ボタンとノブ 

図のノブやボタン上の数字はそれぞれ以下に述べる説明と 1 対 1 で対応しています。 

1. 電源ボタン(詳細 9 ページ) 

2. Full Speed  USB ポート (詳細:82 ページ) 

3. プローブ調整用 1KHz 矩形波(3V)、GND(詳細:17 ページ) 

4. メニューON/OFF、メニューオプション･ボタン及びプリントボタン(詳細:11 ページ) 

5. フロントパネル･コントロール(詳細:10 ページ) 

6. 入力チャンネル、外部トリガ入力、プローブ接続 
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背面パネル 

次のイメージは WaveAce2000 シリーズの背面パネルのイメージです。 

 

 Figure 4-3. 4 チャンネルモデルでのリアパネル接続コネクタ 

図 4-3 の図面の番号が、以下に述べる説明と 1 対 1 で対応しています。 

1. 合否(パス･フェイル)判定出力(詳細 106 ページ) 

2. RJ-45 用コネクタ(詳細:113 ページ) 

3. USB タイプ B 、タイプ A レセプタ 

4. 主電源スイッチ、及び電源入力コネクタ 

5. Security Lock Receptacle 
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基本操作 

 WaveAce の電源を入れる 

1. 電源ボタンを押して、オシロスコープの電源を入れます。 

 

2. レクロイのスプラッシュ画面が表示されます。いずれかのキーを押して、次に進みます(もしくは、暫く待

つと画面にグリッドが表示されます)。 

 

グリッド画面が表示されます。 
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フロントパネルコントロール 

注：WaveAce1000 モデルではコントロールの位置が異なりますが、コントロールの機能は同じになります。

次の図で使われている絵は WaveAce2000 モデルからですが、WaveAce1000 モデルでも同じです。 

 

NTENSITY/ADJUST(輝度/調整用)ノブ 

 

• INTENSITY/ADJUST(輝度/調整用) - Adjust(調整用)ノブは、幾つかの機能を持っています。例えば、ホ

ールド･オフ時間の変更、カーソルの移動、パルス幅の設定、ビデオ･トリガの行数設定、パス･フェ

イル機能での XY マスクの位置調整などです。また、セーブ･リコール(保存･呼び出し)選択ダイアログ

で、ファイルの選択にこの「調整用(Adjust)」フロントパネルノブを使います。 
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メニューコントロールボタン 

 

• MENU ON/OFF(メニュー オン/オフ) - 押すごとに、最後に表示されていたメニューがオン/オフさ

れます。メニューは波形表示するグリッド･エリアの右 3 デビジョンを上書きする形で表示されます。

波形表示エリアを大きく表示したい場合にはこのボタンを押して、メニューを閉じることができます。 

• メニューオプション･ボタン(1-5) - メニューオプションを選択する際に使用します。メニューはメニ

ューオプション･ボタン位置に合わせて表示されます。 

• Print(プリント) - 現在表示されている波形を USB メモリ･デバイス(BMP フォルダ内)、またはプリン

タに出力します。ユーザーは、Utility ボタンを押し、「印刷設定→-印刷ボタン」の設定により画面イ

メージを USB に保存するかプリンタに印刷するか設定できます。さらに詳細な情報は、「印刷設定」

(詳細 103 ページ)のセクションを参考にして下さい。 
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Menu Controlボタン 

 
• CURSORS(カーソル) - このボタンを押せば、カーソルがオンになり、カーソル･メニューが画面に現

れます。カーソル･メニューではカーソル･モードを設定します。(オフ, 手動, データ追尾, 測定マ

ーカ) カーソルが有効になっている場合、Adjust ノブでカーソルの位置を調整します。 (詳細:64 ペ

ージ) 

• ACQUIRE(捕捉) - このボタンを押せば、捕捉メニューが画面に現れます。このメニューで、ユーザ

ーは、捕捉サンプリング･モード(サンプリング、ピークデテクト、アベレージ)を選択することができ

ます。また、捕捉された波形データを「サイン補間(Sinx/x)」するかどうか(オン･オフ)もここで設定で

きます。(詳細:43 ページ) 

• SAVE/RECALL(保存/読み込み) - このボタンを押せば、Save/Recall メニューが画面に現れ、設定情報

や波形バイナリ、画像イメージ、CSV 形式の波形データを保存、または読み込むことができます。(画

面イメージや CSV は保存のみ) 波形や設定情報の格納先は内部メモリ(20 個まで)、または USB メモ

リに設定することができます。また、工場出荷時の設定に戻すこともこのメニューから可能です。(詳

細:82 ページ) 

• MEASURE(測定) - このボタンを押せば、パラメータ測定のメニューが表示されます。ディスプレイ

タイプは、必ず YT モードである必要があります。(詳細:68 ページ) 

• DISPLAY(ディスプレイ) - このボタンを押せば、ディスプレイ･メニューが表示されます。ユーザー

は、ディスプレイ･メニューを使って、グリッドの設定、波形の表示方法及び、残光モードの設定が

できます。(詳細:32 ページ) 

• UTILITY(ユーティリティ) -このボタンを押すと、ユーティリティ･メニューが表示されます。ユーテ

ィリティ･メニューでは、WaveAce の機能、例えば、サウンド、言語、カウンタ表示などの設定やフ

ァームウエア･アップデート、合否試験、波形記録などの機能もこのメニューから行います。(詳細:98

ページ) 
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全体コントロールボタン 

 

注:イメージ中で Default Setup, Help, AUTO ボタンが四角く強調されているのは意図的なものです。正確なボ

タン位置は 4 チャンネル、又は 2 チャンネルモデルにより異なります。 

• HELP(ヘルプ) - このボタンを押すと、その状況に応じたオンラインヘルプを表示できます。ヘルプ

ボタンを押してから、フロントパネルのボタンを押すと、そのボタンに関連したヘルプ項目が表示さ

れます。 

• DEFAULT SETUP(デフォルト･セットアップ) -このボタンを押すと、オシロスコープの設定が、工場出

荷時の設定リセットされます。工場出荷時の設定一覧は、「工場出荷時の設定を呼び出す」(90 ペー

ジ)をご覧下さい。 

• AUTO(オート) - このボタンを押すと、オシロスコープは、入力されている波形の形を認識し、各調

整箇所を調整して、すぐに使うことが出来る波形を表示することができます。フロントパネルにある

「AUTO」ボタンを押すと、「オートセット」メニューが表示されます。このメニューを使って、画

面上の表示波形を、数周期含む信号にするのか、一周期のみを含む信号にするのか、立ち上がり、も

しくは立ち下がりのみを表示するか、もしくは前回の設定を呼び出すことができます。(詳細:22 ペー

ジ) 

ラン･コントロールボタン 

 

• SINGLE(シングル) - このボタンを押すと、波形を一度だけ取り込み、捕捉を停止するシングルモー

ドになります。シングルモードは RUN/STOP ボタンと組み合わせて使用します。SINGLE ボタンを有効

（緑色に光る）にして、RUN/STOP ボタンが緑色に光るように RUN/STOP ボタンを押すとトリガ信号

の待機状態になります。RUN/STOP ボタンが赤く光っている状態は捕捉が停止している状態です。再

び RUN/STOP ボタンを押すことで、シングル･トリガの待機状態に遷移することができます。 
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• RUN/STOP(ラン/ストップ) - このボタンを押すと、波形捕捉の実行をコントロールすることができ

ます。ボタンが緑色に光っている状態は捕捉の実行が行われていることを表し、ボタンが赤く光る場

合には波形捕捉が停止していることを表します。 

垂直軸コントロール 

 

• Volts/div ノブ(CH1-4)- このノブを回すと、対応するチャンネル(CH1-4)の Volts/div(垂直軸ゲイン)の調整

ができます。ノブを押すと、垂直軸ゲイン調整のファイン(連続可変)とコース(固定可変)が交互に切り替

わります。現在の設定値はディスプレイ左下に表示されます。 

 

• Channel (チャンネルボタン)ボタン(CH1-4)- チャンネルボタン(CH1-4)を押すと、チャンネルのオン/オフ

の切り替えと、押したチャンネルをコントロールするメニューが画面に出てきます。このメニューを使

うと、チャンネルの設定を変えることができます。チャンネルがオンになっている時、該当のチャンネ

ルボタンが点灯します。(詳細:35 ページ) 

• Vertical Position(垂直ポジション)ノブ(CH1-4) - このノブを回すと、対応するチャンネル(CH1-4)の垂直

軸のポジションを調整することができます。このボタンを押すと、対応するチャンネルのポジションが

ゼロに戻ります。 

• REF - このボタンを押すと、Ref 波形メニューが表示されます。このメニューを使って、二つの参照用

波形(REFA と REFB)を保存したり、呼び出したりすることができます。(詳細:80 ページ) 

• MATH - このボタンを押すと、MATH(演算)メニューが表示されます。ユーザーは、MATH メニューを

使って、波形同士の四則演算や FFT の設定が出来ます。(詳細:74 ページ、または 76 ページ) 
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水平軸コントロール 

 

• Horizontal Position(水平軸ポジション)ノブ - このノブを回すと、すべてのチャンネル波形と、演算波

形の水平軸におけるトリガ位置を調整できます。現在の設定はディスプレイ下部の Pos(トリガ位置はス

クリーンの中央位置を基準としています)、またはグリッド上部の の位置で確認することができます。

このノブを押すと、水平軸の位置はゼロに設定されます。 

• HORI MENU(水平軸)メニュー - このボタンを押すと、ズーム表示をコントロールするメニューが表示

されます。ズーム機能は Time/Div ノブを押してコントロールすることもできます。 

• Time/div ノブ - このノブを回すと、水平軸のタイムスケールを変更でき、波形を水平方向に拡大した

り、縮小したりできます。Time/Div の現在値はディスプレイ下部中央で確認することができます。ボタ

ンを押すと、ズーム機能が有効になります。ズームの拡大率は Time/Div ノブを回すことで変更すること

ができます。ズームされている位置を水平方向に移動する場合には Horizontai Position ノブを回します。

またトリガを AUTO モードに設定し、Time/div が 100ms/div かそれより遅い時間に設定されると、オシ

ロスコープは、「スキャン(捕捉)モード」(一般的には「ロールモード」と呼ばれる)に入ります。このモ

ードでは、波形は左から右に向かって流れて表示されます。このモードが動作中、トリガや波形の水平

ポジションコント･ロールは機能しません。 

注意：トリガを Single、または Normal モードに設定し、遅い Time/div で動作させた場合、オシロスコープの

ノブやキーに対する反応が遅くなります。オシロスコープがプリトリガ（アクイジションを開始してからト

リガ点まで）の間は、他のイベント処理の優先度が低くなります。この期間はトリガ信号も受付ないため、

プリトリガの処理が完了したことを示す Ready ステートになるまで待つ必要があります。 
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トリガ･コントロール 

 

• TRIG MENU(トリガ･メニュー) - このボタンを押すと、トリガ･メニューが表示されます。このメニュ

ーを使って、ユーザーはトリガ･タイプ(Edge(エッジ)、 Pulse(パルス)、Video(ビデオ)、 Slope(スロープ)、

Alternative(オルタネート))を選択でき、それぞれの設定ができます。 

• SET TO 50% - このボタンを押すと、迅速に波形を安定に表示することができます。オシロスコープは、

入力されている信号の最小電圧レベルと最大電圧レベルの中間に相当する電圧を自動的に計算し、その

レベルをトリガレベルとして設定します。この機能は、トリガ信号を「外部トリガ入力(EXT TRIG)」コ

ネクタに信号を入力し、トリガソースを「Ext」もしくは「Ext/5」の設定にしている時に便利です。 

• FORCE - オシロスコープが信号に対してトリガがかかっていようが、かかっていまいが、このボタン

を押すと、現在入力されている波形の捕捉を強制的に行います。これは、トリガモードが、SINGLE(シン

グル)捕捉、もしくはノーマルトリガモードになっている時に便利です。 

• LEVEL(レベル) - このノブを回すと、トリ･レベルを変えることができます。現在の設定値はグリッド

左側にある アイコンで確認することができます。フロントパネルにあるこの「レベル」フロントパネ

ルノブを押すと、トリガレベルを「ゼロ」V に設定します。 
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プローブ  

WaveAce1000/2000 シリーズは各チャンネルに一本のパッシブ･プローブ(PP016 )が付属しています。このプ

ローブは 1:1 と 10:1 の減衰率を切り替える切り替えスイッチがプローブにあります。10:1 は一般的な目的で

使用します。1:1 は周波数帯域が 10MHz に減衰しますが、プローブ接続時の最大感度が 2mV/Div で使用でき

ます。 (10:1 では 20mV/Div が最大) 

PP016 仕様概要  

 PP016 

減衰率 1:1 10:1 

帯域(MHz) 10 300 

入力抵抗(MΩ) 1 10 

入力容量(pF) 46 12 

補償範囲(pF) NA 10-35 

最大入力電圧 600V(DC+Acpeak) 

ケーブル長 1.2m 

使用温度範囲 5-40℃ 

(詳細はプローブ添付のマニュアルを参照してください) 

プローブ補償 

パッシブ･プローブは、観測波形のオーバーシュートが平坦になるように、補償を行わなければなりま

せん。この補償は、プローブ本体にあるトリマーを調整します。 

 

1. プローブのコネクタ側を任意のチャンネルに取り付けます。 

2. プローブ先端を、オシロスコープのフロントパネルにある「 1kHz」端子に接続します。 
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3. チャンネルボタンを押して、プローブオプション減衰率を「10X」に設定し、続いてプローブメニ

ューボタンを押します。 

 

4. 方形波が出来るだけ平坦に見えるようにプローブにあるトリマーを使い、調整して下さい。 

 

5. プローブを接続したチャンネルのボタンを押し、続いて「AUTO」ボタンを押します。 

表示された波形が、以下の図のようになっているか確認して下さい。 

 

     補償過剰  適切な補償  補償不足 
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PP016 付属品 

パーツ 個数 説明 応用例 

グランド･リード １ 被測定対象のグランドにワニ口･クリップで接続

する場合に使用します。 

 

スプリング･フック １ 計測ポイントにフックを引っ掛けて計測すること

ができます。スプリング･フックを引き、先端から

フックが露出します 

 

カラーコードリング 各 2 チャンネルと同色のカラーリングをプローブに取

り付ける事により、カラーリングからチャンネル

を判別することができます。 

 

調整ドライバ １ プローブの周波数特性を調整するために使用しま

す。 

 

グランド･アタッチメント １ GND との接続を最短にし、インダクタンスの増加

を抑えて接続できます。 

 

交換用プローブ･チップ ２ プローブの先端は交換することができます。プロ

ーブ･チップを取り外す場合には反時計回りにプ

ローブチップを回して外します。 

 

BNC アダプタ １ BNC コネクタに接続することができます。 

 

IC 絶縁チップ ２ 2.54mmピッチの ICを隣のピンに触れずに測定す

ることができます。 
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接続可能なプローブ 

WaveAce1000/2000 シリーズは弊社の高圧プローブや高圧差動プローブの AP031 に対応しています。

弊社製品以外でも BNC 端子での出力を持つプローブであれば、WaveAce1000/2000 シリーズに接続す

ることが可能です。但し、WaveAce1000 シリーズ、および 200MHz 未満の WaveAce2000 シリーズは

50Ω入力カップリングを持っていないため、50Ω出力インピーダンスのプローブを使用する際にはプロ

ーブの倍率設定に注意してください。 

オシロスコープ側の設定 

WaveAce1000/2000 シリーズはプローブを自動認識することができません。接続されるプローブにより

適切にチャンネルの設定を行う必要があります。プローブに関係するチャンネルの設定には次のような

項目があります。 

• カップリング(35 ページ） 

• プローブ倍率(39 ページ) 

• 単位(41 ページ) 

被測定物へ接続する際の注意 

通常はプローブのグランドリードを被測定物のグランドに接続します。しかし、被測定物のグランドがオシロ

スコープのグランド･レベルと大きく異なる場合は注意が必要です。プローブのグランドリードはオシロスコ

ープの筐体グランドを通して電源のグランドに接地されます。グランドリードの接続先が電源の接地電位と異

なる場合、感電、故障の原因になります。 

 

フローティグ電位を測定する場合には、高圧差動プローブ、又は、下図の例のように差動方式による測定をお

勧めします。 
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２つのチャンネルで測定した波形は波形演算機能(74 ページ)の減算演算を使って目的の波形を得る事ができ

ます。 
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波形を観測する 

トレースを表示する 

チャンネルトレースを表示するには、単純にフロントパネルにあるチャンネルボタン CH1, CH2 (4ch

モデル:CH3, CH4)を押すだけです。チャンネルトレースが表示され、チャンネル･メニューが開きます。

このメニューを使って、ユーザーは垂直軸の設定やチャンネルのコントロールが出来るようになります。

チャンネルがオンになっていると、チャンネルボタンが点灯します。 

 

注：トレースを消すには、フロントパネルのチャンネルボタンを再度押します。  

オート･セットアップ 

オートセットアップは入力されている信号から自動的に各種設定をコントロールして、その波形をユー

ザーの使用に適した設定で表示します。 

四つのオート･セットアップオプションが用意されており、それらは、マルチサイクル、シングルサイ

クル、立ち上がりエッジ、立ち下がりエッジです。 

フロントパネルの「AUTO」ボタンを押し、下記に示すオート･セットアップ後の波形が描かれている

隣にあるメニューオプション･ボタンを押します。 
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注：オート･セットアップを行った後に元に戻す(アンドゥ)するには、矢印のメニューボタンを押して下さい 

オプション 説明 

 

(Multi-cycle) 

スクリーンの自動設定を行って、波形の数周表

示されるようにします。. 

 

(Single-cycle) 

スクリーンの自動調整を行って、波形の一周期

が表示されるようにします。 

 

(Rising edge) 

自動調整を行って、波形の立ち上がり部分を表

示します。 

 

(Falling edge) 

自動調整を行って、波形の立ち下がり部分を表

示します。 

 

(Undo Setup) 
オシロスコープを一つ前の設定に戻します. 

注意：AUTO ボタンが押されると、全てのチャンネルがスキャンされ、信号が認識されたチャンネルだけ有

効になります。回路に接続されていないプローブがオシロスコープのチャンネルに接続されている場合、ノ

イズ成分が信号と誤認識される場合があります。 

10Hz 以下の信号や複雑な波形形状は正しく検出できません。また遅い信号は検出に時間がかかります。 
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時間軸と電圧軸を設定するには 

計測できる範囲を指定するためには水平軸（Horizontal）や垂直軸（Vertical）、トリガ(Trigger)の設定

を適切に行う必要があります。 

画面内で波形が表示されるエリアは縦方向に 8 マス、横方向に 18 マスに分割されています。この分割

された 1 マスは Div と呼び、時間や電圧軸のスケールはこの Div を基準としています。計測範囲は垂

直方向では Volt/.Div とオフセット、時間軸方向では Time/Div とトリガ位置により決まります。 

例として下図を参照してください。Volt/Div は 100mV、オフセットは中心から 2Div 下に設定されてい

るため、+600mV～-200mVの範囲が垂直方向の計測範囲となります。時間軸方向はTime/Divが 500us、

トリガ位置が中心から 5Div 左に置かれているため、トリガ前の時間 2ms,トリガ後の時間 7ms が計測

範囲になります。 

 

オフセット設定は画面上の位置を指定するためのものでは無く、実際には AD 変換する前に回路的に差し引か

れます。これは所定の DC 成分の上に乗る微小な信号を観測する場合、Volt/Div を大きく設定する必要がない

ため特に有効です。 

 

オフセットのイメージ 
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ノイズを除去する 

WaveAce にはノイズを除去するための 3 種類の方法が提供されています。 

1. 帯域制限フィルタ（37 ページ） 

帯域制限フィルタはチャンネル･メニューにあります。メニュー内の BW Limit(帯域制限)をオン

にすることでAD変換器に入力される前に20MHzのアナログのフィルタを通すことができます。 

2. デジタル･フィルタ(40 ページ) 

デジタル･フィルタはチャンネル･メニューにあります。メニュー内の Filter(フィルタ)を押し、

フィルタ･メニューの中からフィルタのタイプやカットオフ周波数などを指定します。帯域制限

フィルタより柔軟に周波数を設定できますが、更新速度は遅くなります。 

3. アベレージ(44 ページ) 

アベレージは Aquire メニューにあります。メニュー内の取り込み方式 (Aquisition)を平均

(Average)に設定し、アベレージ回数を選択します。アベレージはフィルタと異なり帯域を落とさ

ずにノイズを除去することができますが、繰り返し波形以外には使用できません。 
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画面のメニューを操作する 

ほとんどの場合、フロント･パネルにあるボタンを押すと画面右側に設定メニューが表示されます。メ

ニューによっては複数ページあるものやサブメニューを持つもの、画面右側の設定メニューとは別のメ

ニューが表示されるものがあります。設定メニューへの操作は通常ディスプレイ右側にあるメニュー･

コントロール･ボタン、および Intensity/Adjust ノブを使用して設定しますが、フロントパネルの

SINGLE ボタンや RUN/STOP ボタンを用いる場合もあります。 

次の例は DISPLAY ボタンを押した場合の操作メニューです。画面と同じ位置にあるボタンを押して設

定を行います。メニュー項目により Adjust ノブを使用できます。ノブが使用できる場合、

Intensity/Adjust ノブ上の LED が緑色に点灯します。また Type や Persist などタイトルの下には現在

選択されているオプションが表示されます。 

     

次の例では Invert や Input などはタイトルの下に選択項目が表示されていますが、Filter はタイトル

が反転表示されています。このような形式のメニューは１つのアクションが実行されるか、またはサブ

メニューがあることを示しています。Filter の例では、ボタンが押されると Filter サブメニューが表示

されます。 
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ディスプレイ情報を理解する 

グリッドエリアには、表示された物が何なのか理解出来るよう、幾つかのインジケータが含まれています。そ

のインジケータは、チャンネルの色と対応しています。 

 

この図面の番号が、以下に述べる説明と 1 対 1 で対応しています。 

1. トリガ状態(Trigger Status) -次の４つのステータスが画面上にハイライトで表示されます。 

• Armed - プリトリガデータを捕捉していることを示します。全てのトリガ信号が、この「アームド」

状態の時は無視されます。 

• Ready-オシロスコープはトリガ待ちの状態にあります。 

• Trig'd -オシロスコープはトリガ信号を見つけ、ポストトリガデータ(トリガポイント以降のデータ)を

捕捉しています。 

• Stop -オシロスコープは、波形捕捉を終了した状態にあります。 

• Acq. Complete -オシロスコープは、「単発信号捕捉」を終了した状態にあります。 

• Auto – トリガ･モードがオートに設定されているときに、トリガ条件に合う信号が無く、オシロスコ

ープが自動的に捕捉をアップデートしている状態にあります。 

• Scan -トリガ･モードがオート、Time/Div が 100ms/Div 以上に設定されているときに、トリガ条件に合

う信号が無く、オシロスコープが自動的に捕捉をアップデートしている状態にあります。 

 

2. USB メモリ･デバイス･インジケータ - USB メモリ･デバイスが、USB ポートに接続されているかどうか

を示しています。 

• USB メモリ･デバイスが、USB ポートに接続されていない場合、何も表示されません。 
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•  USB メモリ･デバイスが、USB ポートに接続されています。 

• USB メモリ･デバイスを接続や取り外しした場合、グリッド画面上に USB Flash Drive Plug In! 又は

USB Flash Drive Pull Out!のメッセージが表示されます。 

3. 波形プレビュー表示 – この表示は捕捉された波形の中で、現在表示されている位置と長さを示していま

す。 

注:全ての波形を表示するには、トリガをストップさせ、Time/Div のつまみを左に回します。(画面上で

表示させる時間の大きさを上げます) 

4. プリントキー･インジケータ -プリントキーが、画面のプリントに設定されているか、画面の保存に設

定するかを示しています。 

• プリントキーは、画面イメージの保存に設定されています。 

• プリントキーは、画面のプリント出力に設定されています。 

5. 背面 USB 端子インジケータ -背面の USB B コネクタ端子が、コンピュータ用に設定されているか、プリ

ンタ用に設定されているかを示します。 

• 背面 USB 端子は、リモート･コントロールを目的としたコンピュータ用に設定されています。. 

• 背面 USB 端子は、プリンタ用に設定されています。 

6. 水平軸トリガ位置マーカ-水平軸トリガ位置を表示します。. 

7. マーカ(0V レベル)表示 -表示された波形のグランド基準点を表示します。もしこのマーカが無ければ、

そのチャンネルの波形は表示されていません。 

8. チャンネル表示 

9. 入力信号結合･シンボル 

10. Volts/Division 

垂直軸の感度を示します。(1 マスあたりの電圧です) 

11. 帯域幅制限フィルタがオンかオフかを表示します。「B」アイコンが表示されていると、フィルタがオン

になっていることを示します。 

12. Time/Div 

時間軸のスケールを示します。先頭のアルファベットが M の場合、通常の Time/Div を指し、W はズー

ムウィンドの時間スケールを表します。 

13. トリガ設定 

トリガ･チャンネルやトリガの種類、トリガのレベルを表示します。 

14. トリガ信号の周波数カウンタ 

15. 日付と時刻 
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計測をサポートする便利な機能 

WaveAce には計測をサポートする次のような便利な機能が提供されています。 

1. XY 表示（34 ページ） 

WaveAce は、X-Y 表示をサポートしています。2Ch モデルでは Ch1 が X 軸方向、Ch2 が Y 軸方向に適用さ

れます。４Ch モデルでは 1Ch と 2Ch のペアで１つの X-Y 波形、3Ch と 4Ch のペアでもう一つ X-Y 波形を

表示することができます。 

 

黄色（Ch1,Ch2）、緑色（Ch3,Ch4） 

 

2. ズーム表示（50 ページ） 

Time/Div ノブを押すだけで簡単にズーム表示に切り替わります。ズーム表示では上半分が波形全体、下

半分にズームが表示されます。ズームされない部分は青くマスク表示され、ズームされている位置を簡

単に理解することができます。Time/Div やポジション･ノブを操作することでズームの拡大率や位置を

コントロールすることができます。 

 

 

3. パーシスタンス表示 

通常の画面表示ではトリガされるたびに画面が更新されるため、稀に起こる波形異常を見逃しやすくな

ります。パーシスタンス表示は波形を重ね書きさせることで、稀に起こる異常波形の認識を容易にしま

す。 
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4. カーソル測定（64 ページ） 

カーソル測定には 3 種類のモードが用意されています。 

１． 画面上に、水平、または垂直の破線が表示され、手動で破線の位置を移動し、その破線間の値を読

む手動モード。 

 

２． 選択された波形上にカーソルが表示され、カーソルを移動し、そのカーソル位置の電圧と時間を同

時に読むことができるデータ追尾モード。 

 

３． 選択したパラメータ計測の測定位置を水平、まはた垂直の実線で表すモード。 

 

 

5. パラメータ計測（68 ページ） 

WaveAce は、標準搭載された 32 種類の自動測定と 2 種類の表示モードで、複雑な信号の測定を簡単に

行えます。波形表示の邪魔にならない位置に 5 つの測定値を表示させることや 32 種類すべての測定値

をダッシュボード表示できます。 
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6. 演算（74 ページ） 

WaveAce は、加算、減算、乗算、除算および FFT の 5 種類の演算機能を標準で装備しています。FFT 機

能では、4 種類のウィンドウ関数と 2 種類の垂直スケールを選択できます。 

 

 

7. 参照波形（80 ページ） 

リファレンス波形を画面に表示したまま、新しい波形を捕捉し、リファレンス波形との比較を行うこと

ができます。 

8. 合否テスト（106 ページ） 

WaveAce は、内蔵のパス／フェイル・マスク・テストにより、すばやく異常を判定し、問題の発生を通

知します。合否結果を画面に表示できます。試験の結果によりトリガを停止することや本体背面の出力

端子にパルスを出力することができます。 

 

 

9. 波形記録（110 ページ） 

波形記録はビデオカメラのように波形を連続して保存し、後戻りして再度確認できる機能です。記録フ

レームの間隔は 1.00ms～1000s まで設定でき、一定時間ごとのモニタリングや合否テストと組み合わせ、

結果のイベントのタイミングで記録することができ、長期的にわたり異常波形だけを保存することが可

能です。 

10. レコード（114 ページ） 

レコード機能はスキャンモード時に波形の変化を見ながらデータを記録するレコーダとして機能しま

す。ゆっくりとした変化を長時間観測するのに最適な機能です。 

 

11. リモート･コントロール（118 ページ） 

WaveAce1000/2000 は背面にある Ethernet 端子や USB 端子を通して PC からリモート･コントロールする

ことができます。 
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ディスプレイの設定 

ユーザーは、フロントパネルの「DISPLAY」ボタンを押して、ディスプレイ･メニューにアクセスでき

ます。 

    

ディスプレイ･メニュー1/2 ,2/2 の各オプションの説明は次のようになります。: 

1. 種類(Type)-「ベクトル(Vectors) 」はディスプレイに表示されているサンプルポイントの隣り合う

ドット間を接続して表示します。「ドット (Dots) 」は、サンプルポイントのドットのみを直接表

示します。 

2. 残光時間(Persist)- サンプルされた点をディスプレイ上にどの程度の時間持続して残して表示す

るか、その時間を決めます。その時間は、1 秒、2 秒、5 秒、無限から選べます。(またオフにす

ることもできます) 

3. 輝度階調(Intensity)- フロントパネルの「Adjust」ノブを回して、トレースの輝度を 30％～100％の

範囲で調整します。（30％：暗、100％：明） 

4. 明るさ(Brightness)- フロントパネルの「Adjust」ノブを回して、グリッドの明るさを 0％～100％

の範囲で調整します。（0％：暗、100％：明） 

5. フォーマット(Format)- YT フォーマットか、XY フォーマットかを選びます。YT は横軸が時間です。

XY は横軸が X に割り当てたチャンネルの振幅です。 

6. 画面(Screen)- 通常カラーモードか、反転カラーモードかを選びます。反転カラーモードはプリン

タへ出力する際にインクの使用量を少なくすることができます。 
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7. グリッド(Grid)- グリッドと軸の表示形式を 3 種類の中から選択します。グリッドを消す、又はグ

リッドと軸の両方を消すこともできます。 

 

8. メニュー表示(Menu Display)- スクリーン上に現れる「メニュー」が表示される時間を設定します。

2 秒、5 秒、10 秒、20 秒、もしくは保持が選択でき、指定した時間、何もボタンが操作されなけ

れば、画面からメニューが消えます。 
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X-Y 表示するには 

WaveAce1000/2000 オシロスコープは最大２個(4CH モデル)の X-Y 表示を行うことができます。XY モードで

は CH1 と CH2, CH3 と CH4 がペアとなり、CH1 と CH4 は横軸、CH2 と CH4 が縦軸のスケールに対応し

ます。Time/Div ノブを回すと、サンプリング･スピードを変更することができます。 

1. X 軸と Y 軸にそれぞれ対応する信号を入力します。 

2. X-Y 表示する前に波形が画面内に収まるように、それぞれのチャンネルの電圧軸やオフセットを調整しま

す。 

3. DISPLAY ボタンを押し、Page2/2 にあるフォーマット(Format)を XY に変更します。 

4. チャンネルのポジション･ノブを使い、画面の見やすい位置に XY トレースを移動します。 

5. Time/Div を回し、サンプリング･スピードを調整することができます。 

 

注意:X-Y 表示ではマスク試験、合否試験、カーソル、パラメータ計測、演算などの機能を併用して利用する

ことはできません。 
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垂直軸設定とチャンネルコントロール 

チャンネルトレースをオンにすると、チャンネル･メニューが開きます。前回トレースをオンにした状態のチ

ャンネル･メニューのページ(1/3, 2/3, 3/3)の内、どちらか一つのメニューページが表示されます。 

   

1. 結合(Coupling) – 入力カップリングを設定します。DC, AC, GND の中から選択します。 

2. 帯域制限(BW Linit) – オンにすると 20MHz のアナログ･フィルタがかかります。 

3. Volts/Div – フロントパネルの Volt/Div つまみを回した時に増減するステップを粗調整、または微調整に設

定します。Volt/Div のつまみを押して切り替えることができます。 

4. プローブ(Probe) – プローブの倍率を設定します。 

5. 反転(Invert) – 波形をグランドレベルを基準に反転します。 

6. 入力(Input)－入力抵抗を 50Ω、または１MΩの中から選択することができます。（WaveAce2000 シリーズ

のみ） 

7. フィルタ(Filter) – 入力フィルタにデジタルフィルタを通すことができます。Filter ボタンを押すとサブメニ

ューが表示されます。 

8. 単位(Unit) – 単位を V, または A の中から選択することができます。 

9. Skew – チャンネル間のスキュー調整をすることができます。 

カップリングを選ぶ 

ユーザーは、以下の入力カップリグモードを選択することが出来ます。 

• DC -入力信号の AC 成分と DC 成分のすべてを計測することができます。 
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• AC -入力端子にコンデンサが接続され、信号の DC 成分をブロックします。10Hz 以下の信号を減衰する

ことができ、交流信号だけを計測したい場合に使用します。 

 

• GND -入力端子からの信号を切り離し、オシロスコープの入力をグランドに接地します。「GND」を使

うと、グランドレベルを確認することができます。 

以下の事柄に注意して下さい: 

• もしチャンネルが AC 結合に設定されている場合、DC 成分がブロックされ、ユーザーは AC 成分を詳

細に観測するため、より感度の高い Volts/Div に設定できます。 

 

• 設定状態は画面左下の各チャンネルのアイコンで確認することができます。 

 

 

入力結合モードを選択するには： 

1. ユーザーがモードを変更したい適切なチャンネルボタン CH1, CH2 (4ch モデル:CH3, CH4)を押し

て、そのチャンネルを表示させます。 

2. 続いて、1/3 ページにある「結合」(Coupling)オプション･ボタンを押し、メニューに表示される結

合モードを選択して下さい。 
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帯域を制限する 

ユーザーは、表示されるノイズを減少させる為に、帯域を制限することができます。ユーザーが帯域制限をオ

ンにすると、帯域制限の値が 20MHz に設定されます。こうすれば、表示されるノイズが減り、望まれない高

い周波数成分を減らすことができます。 

 

注：オシロスコープの垂直軸の応答は、そのオシロスコープの帯域以上ではゆっくりと減衰します。また、

帯域制限がオンになっていると、20MHz を超える応答が、やはりゆっくりと減衰します。一方、FFT のスペ

クトラムはサンプリング速度により最高周波数が決まるため、オシロスコープが規定している周波数帯域よ

り上の応答情報を示してくれます。信号が減衰するそのオシロスコープの帯域近辺あるいはそれ以上の周波

数においては、FFT スペクトラムの大きさの精度は正確ではありません。 

帯域制限を設定するには： 

1. 特定のチャンネルをアクティブにして帯域制限を行います。帯域制限をしたいチャンネルのフロン

トパネル上のボタン CH1, CH2 (4ch モデル:CH3, CH4 )を押します。 
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2. チャンネル･メニューを Page 1/3 にし、帯域制限(BW Limit)ボタンを押してオン(On)を選択します。 

注:画面の左下に B アイコンが「ディスプレイ表示を理解する」で説明されているようにハイライト表示され

ます。 

垂直軸感度を調整する 

Volts/Div フロントパネルノブの感度を調整することができます。感度を「調整(Coarse)」(デフォルト設定)

に設定されていると、垂直軸ゲインは、1-2-5 ステップで変化し、2mV/div、5mV/div、10mV/div と変化して

5V/div まで調整できます。垂直軸感度(Volts/div)を「微調整(Fine)」に設定すると、垂直軸ゲインが、「調整

(Coarse)」設定の間を、細かなステップの分解能で調整します。 

注：「微調整(Fine)」が選択された時、垂直軸スケールの読み値は、実際の Volts/Div の設定が表示されます。

設定を「調整(Coarse)」に変えると、次に Volts/Div の値が調整されるまで、垂直軸のスケールは変化しませ

ん。 

 

 Volts/Div フロントパネルノブの感度を設定する為には、適切なチャンネルボタン CH1, CH2 (4ch モ

デル:CH3, CH4)を押します。 
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チャンネル･メニューの 1/3 ページにある、Volts/Div オプション･ボタンを押し、「粗調整」か、「微調

整」のどちらかを選択します。 

注意：Volt/Div が 2mV/Div（プローブ倍率×1 の時）に設定されると、自動的に帯域制限フィルタが有効にな

ります。 

プローブ減衰率を設定する 

信号の垂直軸スケールに影響を与える、様々な減衰率を持ったプローブが市販されています。ユー

ザーが使っているプローブと合致した減衰率を選んで下さい。減衰率オプションは、１X、5X、10X、

50X、100X、500X、1000X が選択できます。 

 

以下の事柄に注意して下さい:  

• プローブオプション設定のデフォルトは、1X です。 

• プローブ本体にある減衰率設定スイッチが、オシロスコープのプローブオプションの設定が合致してい

ることを確認して下さい。スイッチの設定は 1X と 10X のどちらかが選べます。 

• 付属のプローブの減衰率設定スイッチが 1X に設定されていた場合、システム帯域は 6MHz に制限され

ます。オシロスコープが持つ全帯域を使う場合は、プローブの減衰率設定スイッチが 10X になっている

事を確認して下さい。 

波形を反転する 

０V を基準に波形を反転します。 
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波形を反転する為には： 

1. 適切なチャンネルボタン CH1, CH2 (4ch モデル:CH3, CH4)を押して、チャンネルを表示させます。 

 

2. チャンネル･メニューで、「次ﾍﾟｰｼﾞ(Next Page)」ボタンを押して、ページ 2/3 に移動します。 

3. ページ 2/3 の「反転(Invert)」オプション･ボタンを押し、「オン(On)」を選択します。 

デジタル･フィルタを使う 

ユーザーは、以下のデジタル･フィルタを選択できます。 

• ローパス･フィルタ (LPF) 

• ハイパス･フィルタ (HPF) 

• バンドパス･フィルタ(BPF) 

• バンドストップ･フィルタ 

デジタル･フィルタを設定するには： 

1. デジタル･フィルタを機能させるには、適切なチャンネルボタン(CH1 又は CH2)を押します。 
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2. チャンネル･メニューで、「(次ﾍﾟｰｼﾞ)Next Page」ボタンを押して、ページ 2/3 に移動します。. 

3. ページ 2/3 の「フィルタ(Filter)」オプション･ボタンを押します。すると「フィルタ(Filter)」メニ

ューが現れます。 

4. 「フィルタ(Filter)」オプション･ボタンを押し、「オン(On)」を選択します。 

5. 「種類(Type)」オプション･ボタンを押し、使いたいデジタル･フィルタの種類を選択します。. 

 

6. 「上周波数(Upp. Limit) 」ボタンを押し、「Adjust」フロントパネルノブで、上限周波数を設定し

ます。 

7. 「下周波数(Low. Limit)」ボタンを押し、「Adjust」フロントパネルノブで、下限周波数を設定しま

す。 

注：ユーザーが、ローパス･フィルタ(LPF)を選択した場合、設定できるのは、上限周波数のみです。ま

た、ハイパス･フィルタ(HPF)を選択した場合、設定できるのは、下限周波数のみです。バンドパス･フ

ィルタ(BPF)とバンドストップ･フィルタの場合は、ユーザーは、上限、下限周波数共に設定できます。 

単位を設定するには 

1. デジタル･フィルタを機能させるには、適切なチャンネルボタン(CH1 又は CH2)を押します。 

2. チャンネル･メニューで、「(次ﾍﾟｰｼﾞ)Next Page」ボタンを押して、ページ 3/3 に移動します。 

3. 「単位(Unit)」ボタンを押して、V または A の適切な単位に設定します。 
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スキュー調整するには 

1. スキュー調整はトリガされているチャンネルの値を 0 とし、その他のチャンネルのスキューを調整しま

す。適切なチャンネルボタンを押してください。 

2. チャンネル･メニューで、「(次ﾍﾟｰｼﾞ)Next Page」ボタンを押して、ページ 3/3 に移動します。 

3. 「Skew」ボタンを押して、Adjust ノブを使い調整を行います。波形を左に移動させるためにはスキュ

ーの値をプラス側に動かし、右に移動するにはスキューの値をマイナス側に動かします。 
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サンプリング設定 

ユーザーが(オシロスコープで)信号を捕捉しようとする時、オシロスコープはその信号をデジタル型式に変換

し、波形としてディスプレイに表示します。捕捉モードは、信号をどのようにデジタル型式に変換し、波形を

表示する動作までを定義します。またタイムベース設定は、捕捉波形の捕捉期間と捕捉した波形の時間分解能

に影響を与えます。速い Time/Div の設定では等価サンプリングモードを使って最高 50GS/s のサンプリング

速度で捕捉することができ、逆に遅い Time/Div の設定では電圧の変化を随時確認ができるスキャンモード表

示ができます。 

ユーザーは、「ACQUIRE」フロントパネルボタンを押すと、サンプリング･モードを変更できます。 

アクイジション･モード 

3 つの基本的なアクイジションモードがあります： 

• サンプリング(Sampling) - (オシロスコープ上の)波形を構成する為に、一定間隔で信号をサンプルしま

す。 

 

注：このモードでは、サンプル点間に発生するかもしれない、急速に変化する信号を捕捉することがで

きません。すなわち、細いパルスを捕捉できない可能性があります。この様な場合、データ捕捉を行う

時に「Peak Detect」モードを使います。 

• ピーク検出(Peak Detect) - 捕捉したい信号に起きている最大値と最小値を捉えます。このモードでは、

何度も波形捕捉を行って、その中で一番高さの高い点と一番低い点を見つけます。 
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注：オシロスコープは、Sampling モードでは捕捉できない細いパルス波形を捕捉し表示することができ

ます。しかしこのモードではノイズが上昇します。 

•  アベレージ(Average) – アベレージは取り込んだ波形を連続的に平均します。安定してトリガがかかれ

ば、元の単発波形と比較してランダム･ノイズを抑えた結果が得られます。平均回数は 4, 16, 32, 64, 128, 

256 の中から任意に選択でき、波形まで波形捕捉を行い、それらの平均を計算した結果の波形を表示し

ます。 

注：ランダムノイズを減らす為にこのモードを使うことができます。但し、クロック信号のような繰り

返し信号が対象となり、安定したトリガをかけられることが前提条件となります。アベレージを利用で

きない場合にはチャンネルメニューのデジタルフィルタや帯域制限を利用してください。 

 

注：アベレージは 100ms/Div より遅いアクイジションでは設定できません。 

アベレージを設定するには 

1. 「ACQUIRE」フロントパネルボタンを押して下さい。「Acquire」メニューで、「 捕捉モード

(Acquisition)」オプション･ボタンを押してサンプリング･モードを「アベレージ(Avarage)」に選

択して下さい。 
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2. 「加算回数(Avarages)」オプション･ボタンを押し、平均する波形の回数を選択して下さい。選択

肢は、4、16、32、64、128、256 です。 

インターリーブ 

WaveAce1000/2000 シリーズは２つのチャンネルを使用して、シングルショットでサンプリング速度を上げる

ことができるインターリーブ機能が搭載されています。CH1 と CH2、CH3 と CH4 はそれぞれインターリー

ブする際にペアとして動作します。インターリーブの切り替えは速い Time/Div の設定でペアチャンネルの１

つだけがオンになる場合自動的にモードの切り替えが行われます。 

 

スキャン表示 

スキャン表示はトリガ方式として「オート(Auto)」が選択され、100ms/Div より遅い Time/Div に設定されて

いる場合有効になります。この表示モードは変化の遅い信号を取り込む際に、捕捉と同時に波形表示もアップ

デートされるため、波形を確認しながら捕捉することができます。 
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注：CSV などデータ保存を目的とする場合、トリガ方式をノーマルまたはシングルに設定してください。ス

キャンモードでは通常の波形保存は正しく動作しません。 

Sinx/x 補間 

Sinx/x メニューオプション･ボタンを押すと、捕捉波形に対して、サイン補間をかけるかどうか(オン･オフ)を

選択できます 

 

Sinx/x 補間は曲線や不規則な波形を再現するには適しています。特にシステム帯域の 3～5 倍のサンプリング･

レート時に適しています。 

サンプリング設定 

「取込方式(Mode)」オプション･ボタンを押し、 「等価サンプリング(Equ Time)」か、「リアルタイム(Real Time)」

サンプリング･モードを選択して下さい。  

• 等価サンプリング(Equivalent Time Sampling )は水平軸分解能を 20ps(50 GS/s 相当)まで上げることが

できます。但し、繰り返し波形以外は正しく動作しません。 

通常、オシロスコープ内部のクロックで生成されたサンプリングのタイミングとトリガ･ポイントの位

置は同じになりません。下図の○をサンプリング･ポイントとした場合、トリガされる位置と若干ずれ

てサンプリングされています。オシロスコープ内部ではこのトリガ･ポイントとサンプリングのずれを

計測しています。 
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トリガ毎にサンプリングされた波形を Segment1、Segment2･･･などとした場合、等価サンプリング･モ

ードではトリガからのずれを基に波形を並べ直し、合成することで各セグメントのサンプリング間隔を

補間します。 

 

• リアルタイム･サンプリング(Real Time Sampling )は、繰り返し波形はもちろん、単発波形でも使用

する事ができます。 

サンプリングを設定するには 

サンプリング設定は「取込方式(Mode)」ボタンを押して、「等価時間(Equ Time)」、又は「リアルタ

イム(Real Time)」を設定します。 
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サンプリング･レート 

「サンプルレート(Sa Rate)」オプション･ボタンを押し、Time/div フロントパネルノブを回すと、時間軸スケ

ールに対応したサンプリング･レートが表示されます。WaveAce1000 シリーズのサンプリングスピードはメモ

リ長の設定にも影響を受けます。メモリ長の設定は HORIZ MENU ボタンを押して、メモリ長(MemDepth)

から設定することができます。 

 

Time/Div とサンプリング速度の参考データ(モード：サンプリング、リアルタイム,トリガモー

ド：ノーマル) 

Time/Div WA2000 WA1000 

  ノーマル ﾛﾝｸﾞメモリ 

<= 250ns/Div  1GS/s 500MS/s 250MS/s 

500ns/Div  1GS/s 250MS/s 250MS/s 

1us/Div 500MS/s 250MS/s 250MS/s 

2.5us/Div 250MS/s 100MS/s 100MS/s 

5us/Div 50MS/s 100MS/s 100MS/s 

10us/Div 50MS/s 100MS/s 100MS/s 

25us/Div 25MS/s 25MS/s 100MS/s 

50us/Div 10MS/s 12.5MS/s 100MS/s 

100us/Div 5MS/s 5MS/s 100MS/s 

250us/Div 2.5MS/s 2.5MS/s 50MS/s 

500us/Div 1MS/s 1.25MS/s 50MS/s 

1ms/Div 500KS/s 500KS/s 25MS/s 

2.5ms/Div 250KS/s 250KS/s 10MS/s 

5ms/Div 100KS/s 125KS/s 5MS/s 
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Time/Div WA2000 WA1000 

 ノーマル ノーマル ﾛﾝｸﾞメモリ 

10ms/Div 50KS/s 50KS/s 2.5MS/s 

25ms/Div 25KS/s 25KS/s 1MS/s 

50ms/Div 10KS/s 12.5KS/s 500KS/s 

100ms/Div 5KS/s 25KS/s 25KS/s 

250ms/Div 2.5KS/s 10KS/s 10KS/s 

500ms/Div 1KS/s 5KS/s 5KS/s 

1s/Div 500S/s 2.5S/s 2.5KS/s 

 

波形を捕捉する 

WaveAce の捕捉モードは Auto、Normal、Single の 3 種類が用意されています。 

 Single モード：Single モードは、フロントパネルの Single ボタンを押してシングルモードへ移行し、

RUN/STOP ボタンを押してボタンが緑色に変化するとシングル･トリガを受ける準備が整います。Single

モードはトリガ条件が成立するまで待機し、トリガされると一度だけ捕捉が行われ、終了します。 

 Normal モード：Normal モードは TrigMenu ボタンを押し、「トリガ方式(Mode)」をノーマル（Normal）

に設定し、RUN/STOP ボタンを押してボタンが緑色に変化するとノーマル･トリガを受ける準備が整いま

す。ノーマル･モードはトリガ条件が成立するまで待機し、トリガされると、捕捉が行われ、次のトリガ

のため待機状態に戻ります。 

 Auto モード：Normal モードは TrigMenu ボタンを押し、「トリガ方式(Mode)」をオート（Auto）に設

定し、RUN/STOP ボタンを押してボタンが緑色に変化するとオート･トリガを受ける準備が整います。オ

ート･モードはトリガ条件に合う信号が短時間で来る場合には Normal モードと同じ動作が行われますが、

トリガ条件に合う信号が来ない場合、自動的に波形を更新されます。 

また、Auto モード時に時間軸を 100ms/Div より遅い設定にすると、スキャンモードに移行します。スキ

ャンモードは波形の捕捉と表示がリアルタイムでアップデートされます。 

ユーザーが波形捕捉を始める時、オシロスコープは以下のステップを踏みます。 

1. トリガポイントの左側(プリ･トリガ)に相当する、波形捕捉用メモリの一部を満たすまで波形捕捉を行いま

す。 

2. トリガが起きるのを待ちながら、データ捕捉を行います。 

3. トリガが起きるのを検知します。 

4. 波形捕捉用メモリが全て満たされるまでデータを捕捉します。 
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5. 波形を表示します。 

波形をズームするには 

捕捉された波形の一部分をズームするには、「Horizon」メニューの「拡大(Delayed)」オプションを使います。

画面設定で水平軸の Time/Div や Position ノブを使い拡大する大きさや位置を調整することができます。 

1. フロントパネルの「HORI MENU」ボタンを押すと、「Horizon」メニューが開きます。 

2. 「拡大(Delayed)」オプション･ボタンを押します。 

 

 

画面下にある Time/Div 表示は２つのスケールを表示します。M が先頭に付いるスケールはズームして

いない上半分のスケール、W が先頭についているスケールは下半分のズームのスケールを表していま

す。WPOS の位置は元波形の中心位置を基準にズームトレースの位置を表しています。 

3. 波形を拡大したい部分のサイズ(ウィンドウ･サイズ)を調整するために、Time/div フロントパネルノブを回

します。 

注：フロントパネルの Time/Div ノブを押して、ズーム表示のオン/オフをコントロールすることができ

ます。 

4. 「Horizontal Position」フロントパネルノブを回して、ウインドウの位置を調整します。 

注：スキャン･モードや等価サンプリング、XY 表示を利用中にズームは動作しません。 

 

注：ズーム表示中、カーソルやパラメータ計測機能はズーム表示された波形に対して行われます。 
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ロングメモリ(WaveAce1000 シリーズのみ) 

WaveAce1000 シリーズでは搭載されているメモリをノーマル、ロングメモリの 2 段階で調節することができ

ます。ロングメモリは搭載されているアクイジション･メモリをフルに利用することができます。 

1. フロントパネルの「HORI MENU」ボタンを押すと、「Horizon」メニューが開きます。 

2. 「メモリ長(MemDepth」から[ロングメモリ(LongMem)]オプション･ボタンを選択します。 
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トリガ 

フロントパネルの TRIG MENU ボタンを押すと、トリガの設定を行うことができます。トリガの設定にはト

リガタイプ、トリガ･ソース、カップリング、ホールドオフを設定することができます。また選択されたトリ

ガ･タイプによりメニューのオプションが変更されます。トリガ･タイプは、「エッジ(Edge)」、「ビデオ(Video)」、

「パルス(Pulse)」、「スロープ(Slope)」、「オルタネート(Alternative)」の五種類があります。 

 

トリガの位置は時間軸方向にはフロントパネルの Horizontal セクションの Position つまみ、垂直軸方向には

Trigger セクションの Positon つまみで調整します。現在の設定は画面内の T アイコンで確認することができ

ます。(トリガ･ソースとしてチャンネルが指定されている場合) 

 

トリガ感度 

WaveAce1000/2000 シリーズはトリガするために信号の振幅がある程度必要になります。また入力信号の周波

数が 10MHz 未満と以上では必要とされる入力信号の振幅が異なります。 

例として、トリガソースをチャンネルに設定し、低周波の信号でトリガさせる場合には１Div 以上必要になり

ます。下図左のように振幅が小さい波形はトリガすることができませんが、右のように１Div 以上の波形はト
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リガされます。 

 

各入力のトリガ感度 

CH1-Ch4 チャンネル 

DC-10MHz： 1Div 

10MHz 以上: 1.5Div 

Ext Trig 端子(Ext) 

 DC-10MHz： 200mV 

 10Mhz 以上： 300mV 

Ext Trig 端子(Ext/5) 

 DC-10MHz： 1V 

 10MHz 以上： 1.5V 

トリガ･ソース 

トリガ･ソースには各チャンネルの他に Ext, Ext/5, LINE を選択することができます。Ext, Ext/5 は CH1 か

ら CH4 まで使用し、別途トリガ信号として入力する必要がある場合に便利な機能です。Ext や Ext/5 は設定

できる電圧の範囲が異なります。Ext/5 はトリガ回路に入力する信号を 1/5 に減衰するアッテネータが組み込

まれています。そのため Ext の設定範囲が±1.2V、Ext/5 の設定範囲が±6V になります。LINE は WaveAce

に供給している AC 電源のゼロクロス地点でトリガイベントが発生します。 

トリガ･モード 

トリガ･モードには Auto, Normal, Single の中から選択することができます。 

Single モードは波形を一度だけ取り込み、捕捉を停止します。フロントパネルのシングル･ボタンを押すと、

同じことができます。シングルモードは RUN/STOP ボタンと組み合わせて使用します。SINGLE ボタンを有

効（緑色に光る）にして、RUN/STOP ボタンが緑色に光るように RUN/STOP ボタンを押すと信号の待機状

態になります。RUN/STOP ボタンが赤く光っている状態は捕捉が停止している状態です。再び RUN/STOP

ボタンを押すことで、シングル･トリガの待機状態に遷移することができます。 

Normal モードは Single モードと同じくトリガ条件に一致する信号が来るまで待機しますが、取り込みが終了

後、再度捕捉待ちの状態に戻ります。 
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Auto モードは Single や Normal と同様にトリガ条件に一致する信号が来るまで待機しますが、一定時間トリ

ガされなければ、自動的に捕捉が開始されます。 

トリガ･カップリング 

トリガメニューの中で「設定(Setup)」オプション･ボタンを押すと、カップリングの選択オプションが表示さ

れます。選択できるカップリングには DC, AC, HFReject, LFReject の 4 種類があります。 

AC カップリングは DC 成分がカットされた信号がトリガ回路に入力されます。 

「高域除去(HF Reject)」はトリガ回路前段に設けられたローパスフィルタにより WaveAce1000 シリーズでは

150KHz、WaveAce2000 シリーズでは 1.5MH 以上の信号が減衰して DC カップリングでトリガ回路に入力さ

れます。 

「低域除去(LF Reject)」はトリガ回路前段に設けられたハイパスフィルタにより WaveAce1000 シリーズでは

4KHz、WaveAce2000 シリーズでは 8KHz 以下の信号が減衰して DC カップリングでトリガ回路に入力され

ます。 

ホールドオフ 

トリガメニューの中で「設定(Setup)」オプション･ボタンを押すと、ホールドオフの選択オプションが表示さ

れます。ホールドオフ機能はトリガが実行された後にホールドオフで設定された期間トリガ･イベントが無視

されます。これはバースト信号や複雑な波形でトリガする場合に最初のトリガイベントだけでトリガすること

により、安定して波形の同じ部分(先頭)でトリガすることができます。 
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注：ホールドオフは 100ns から 1.5s の範囲で設定することができます。しかし、現在のオシロスコープのリ

フレッシュレートはほぼ 33ms 程度あるため、リフレッシュレート以下にホールドオフ時間を設定しても、

ホールドオフ機能は有効に動作しません。 

エッジ･トリガ 

「種類(Type)」メニューオプション･ボタンを押し、「エッジ(Edge)」を選択します。 

 

1. 「信号源(Souce)」オプション･ボタンを押し、信号入力チャンネルか、外部入力(external input)を選択しま

す。 

2. 「スロープ(Slope)」を使って、トリガをかけるエッジを選択します。選択肢は、立ち上がりエッジ、立ち

下がりエッジ、もしくは両方のエッジがあります。 

3. 「トリガ方式(Mode)」メニューオプション･ボタンを押し、「オート(Auto)」、「ノーマル(Normal)」又は

「シングル(Single)」を選択します。トリガ信号が無くなった場合も、波形捕捉が自動的に行われるように

したい場合は、「オート(Auto)」モードを使います。有効なトリガを持つ波形のみを捕捉したい場合は、

「ノーマル(Normal)」モードを選びます(但し、このモードを選ぶと、最初のトリガ信号がやってくるまで、

画面には波形が表示されません)。単発波形をオシロスコープに捕捉し表示させるには、「シングル(Single)」

モードを使います。 

4. 「設定(Setup)」オプション･ボタンを押すと、「Trigger Setup」メニューが表示されます。「Trigger Setup」

メニューでは、トリガの結合(カップリング)モードとホールド･オフの値を選択することができます。結合

(カップリング)モードは、「DC」、「AC」、「高域除去(HF Reject)」そして「低域除去(LF Reject)」が選べ

ます。「Adjust」フロントパネルノブを使うと、ホールド･オフの値を調整することができます。 

パルス･トリガ 

パルス幅トリガを使うと、異常なパルスに対してトリガをかけることができます。設定されたパルス幅を基準

にして、どのようにしてトリガパルスを比較するのかを以下に示します。 
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•  設定されたパルス幅以下の正極性パルス 

• 設定されたパルス幅以上の正極性パルス 

• 設定されたパルス幅と等しい正極性パルス 

•  設定されたパルス幅以下の負極性パルス 

• 設定されたパルス幅以上の負極性パルス 

• 設定されたパルス幅と等しい負極性パルス 

 

1. 「信号源(Souce)」オプション･ボタンを押し、信号入力チャンネルか、外部入力(EXT 又は EXT/5)を選択し

ます。 

2. 「パルス条件(When)」オプション･ボタンを押し、「パルス設定(Set Width)」オプションで設定された値を

基準に、どのようにトリガパルスを比較するかを選択します。 

3. 「パルス設定(Set Width)」オプション･ボタンを押し、「Adjust」パネルノブで、パルス幅を設定します。 

4. 「次ﾍﾟｰｼﾞ(Next Page)」オプション･ボタンを押します。 

5. 「トリガ方式(Mode)」メニューオプション･ボタンを押し、「オート(Auto)」、「ノーマル(Normal)」又は

「シングル(Single)」を選択します。トリガ信号が無くなった場合も、波形捕捉が自動的に行われるように

したい場合は、「オート(Auto)」モードを使います。有効なトリガを持つ波形のみを捕捉したい場合は、

「ノーマル(Normal)」モードを選びます(但し、このモードを選ぶと、最初のトリガ信号がやってくるまで、

画面には波形が表示されません)。単発波形をオシロスコープに捕捉し表示させるには、「シングル(Single)」

モードを使います。 
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6. 「設定(Setup)」オプション･ボタンを押すと、「Trigger Setup」メニューが表示されます。「Trigger Setup」

メニューでは、トリガの結合(カップリング)モードとホールド･オフの値を選択することができます。結合

(カップリング)モードは、「DC」、「AC」、「高域除去(HF Reject)」そして「低域除去(LF Reject)」が選べ

ます。「Adjust」フロントパネルノブを使うと、ホールド･オフの値を調整することができます。  
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ビデオ･トリガ 

ビデオ･トリガを使うと、標準的なビデオ信号のフィールドとラインでトリガを欠けることができます。 

「種類(Type)」オプション･ボタンを押して、「ビデオ(Video)」を選択します。 

 

1. 「信号源(Souce)」オプション･ボタンを押し、信号入力チャンネルか、外部入力(EXT 又は EXT/5)を選択し

ます。 

2. 「極性(Polarity)」オプション･ボタンを押し、 (Normal)又は ( Inverted)を選択します。「Normal」

は、ビデオ同期パルスの負極性エッジでトリガがかかります。「Inverted」を選択すると、ビデオ同期パル

スの正極性エッジでトリガがかかります。 

注：トリガ･レベルは同期パルスの中心に設定してください。 
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3. 「同期(Sync)」オプション･ボタンを押し、「全ライン(All Lines)」、「指定ライン(Line Num)」、「奇数フィ

ールド(Odd Field)」、「偶数フィールド(Even Filed)」のどれかを選択します。 

「指定ライン(Line Num)」では Adjust ノブを使ってラインを指定します。現在指定されているライン･ナン

バーは画面右下に表示されます。 

 

4. 「次ﾍﾟｰｼﾞ(Next Page)」オプション･ボタンを押します。 

5. 「標準(Standard)」オプション･ボタンを押し、同期する標準ビデオ信号 NTSC 又は Pal/Secom を選択します。. 

6. 「トリガ方式(Mode)」メニューオプション･ボタンを押し、「オート(Auto)」、「ノーマル(Normal)」又は

「シングル(Single)」を選択します。通常はノーマル、またはシングルを選択してください。オートモード

を選択した場合、同期オプションに関わらず自動的にアップデートされます。 

7. 「設定(Setup)」オプション･ボタンを押すと、「Trigger Setup」メニューが表示されます。「Trigger Setup」

メニューでは、「Adjust」フロントパネルノブを使うと、ホールド･オフの値を調整することができます。 
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スロープ(Slope)トリガ 

スロープ(Slope)トリガを使うと、ユーザーが設定した時間に対応した傾斜度を持つ正極性スロープ又は負極性

スロープにトリガをかけることができます。スロープは垂直軸上の２つのレベルを指定し、その間の時間がト

リガ条件の対象になります。 

 

1. 「形式(Type)」オプション･ボタンを押し、「スロープ(Slope)」を選択します。 

 

2. 「信号源(Souce)」オプション･ボタンを押し、信号入力チャンネルか、外部入力(EXT 又は EXT/5)を選択し

ます。 

3. 「パルス条件(When)」オプション･ボタンを押し、トリガ条件を選択します。 

  Time で指定した時間以上の立ち上がり 

  Time で指定した時間以下の立ち上がり 

  Time で指定した時間と等しい立ち上がり 

  Time で指定した時間以上の立ち下がり 
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  Time で指定した時間以下の立ち下がり 

  Time で指定した時間と等しい立ち下がり 

4. 「時間(Time)」オプション･ボタンを押し、続いて「Adjust」フロントパネルノブを回して、スロープ時間

を設定します。 

5. 「次ﾍﾟｰｼﾞ(Next Page)」オプション･ボタンを押します。 

6. 「レベル設定(Vertical)」オプション･ボタンを押して、ポジションを選択し、フロントパネルの Level ノブ

を回してトリガレベルを調整できます。Level ノブを回すとレベルを確認することができます。 

 

 上ポジションのレベルを設定 

 下ポジションのレベル設定 

 上下ポジションの平行移動 

7. 「トリガ方式(Mode)」メニューオプション･ボタンを押し、「オート(Auto)」、「ノーマル(Normal)」又は

「シングル(Single)」を選択します。トリガ信号が無くなった場合も、波形捕捉が自動的に行われるように

したい場合は、「オート(Auto)」モードを使います。有効なトリガを持つ波形のみを捕捉したい場合は、

「ノーマル(Normal)」モードを選びます(但し、このモードを選ぶと、最初のトリガ信号がやってくるまで、

画面には波形が表示されません)。単発波形をオシロスコープに捕捉し表示させるには、「シングル(Single)」

モードを使います。 

8. 「設定(Setup)」オプション･ボタンを押すと、「Trigger Setup」メニューが表示されます。「Trigger Setup」

メニューでは、トリガの結合(カップリング)モードとホールド･オフの値を選択することができます。結合

(カップリング)モードは、「DC」、「AC」、「高域除去(HF Reject)」そして「低域除去(LF Reject)」が選べ

ます。「Adjust」フロントパネルノブを使うと、ホールド･オフの値を調整することができます。 
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オルタネート(Alternative)トリガ 

オルタネート･トリガは２つのチャンネルを独立したトリガ条件で動作させることができます。このトリガを

使用すると、全く時間的な相関関係のない 2 信号を同時に観測することができます。各信号に対して、ユーザ

ーは違ったトリガ･タイプ、例えば、「エッジ」「パルス」「スロープ」「ビデオ」を選択することができます。

二つのチャンネルに関するトリガ情報は、ディスプレイの右下に表示されます。 

注：表示チャンネルはトリガとして指定されているチャンネルのみです。また波形捕捉自体も独立している

ため、一方のチャンネルでトリガされても、もう一方の波形は捕捉されません。 

1. 「形式(Type)」オプション･ボタンを押し、「オルタネート(Alternative)」を選択します。 

 

2. 「チャンネル(Channel)」オプション･ボタンを押し、使用するチャンネルを選択します。次の組み合わせか

ら選択します。 

CH1-CH2, CH1-CH3, CH1-CH4, CH2-CH3, CH2-CH4, CH3-CH4 

こちらの選択により「信号源(Source)」で選択できるチャンネルが決まります。 

3. 「信号源(Source)」オプション･ボタンを押し、チャンネルを選びます。選択チャンネル毎にトリガ条件を

設定します。トリガ条件は次の「方式(Mode)」によりトリガの種類を選択し、Page2/2 で詳細に条件を設

定します。 

4. 選択された「Source」の状態で、「方式(Mode)」オプション･ボタンを押し、トリガ方式(エッジ、パルス、

スロープ、ビデオ)を選択します。 

5. トリガタイプが選択された状態で、各トリガのオプションを設定します。  

6. 「トリガ(設定)(Setup)」オプション･ボタンを押すと、「Trigger Setup」メニューが表示されます。「トリ

ガセットアップ(Trigger Setup)」メニューでは、結合(カップリング)モードとホールド･オフの値を選択する

ことができます。結合(カップリング)モードは、「DC」、「AC」、「域除去(HF Reject)」そして「低域除去 
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(LF Reject)」が選べます。「Adjust」フロントパネルノブを使うと、ホールド･オフの値を調整することがで

きます。 
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波形を解析する 

カーソルを使って測定する 

カーソルは、ユーザーが信号の値を測定する際の重要なツールです。カーソルは、ユーザーがグリッド全体に

わたって動かせることができる、マーカです。カーソルを使うと、速くて正確な測定ができ、推測による測定

を避けることができます。 

 

注意：ズーム表示されている場合、ズーム波形に対してカーソルが動作します。 

カーソルには三つの測定モードがあります: 

1. 手動(Manual) - 二本の水平で平行なカーソルで電圧を、二本の垂直で平行なカーソルで時間を、それぞれ

測定できます。 

 

カーソルは Cur A 又は Cur B を選択後、フロントパネルの Adjust ノブを回して移動することができま

す。カーソルを使用する前に、計測するチャンネルとして信号源(Source)の設定を確認しておく必要が

あります。 
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2. データ追尾(Track) - 二つの十字カーソルが表示されます。十字カーソルは、波形の上の位置に自動的に

置かれます。ユーザーは、「Adjust」フロントパネルノブを動かして、カーソルの位置を動かすことがで

きます。測定値は、グリッド表示の上側に表示されます。 

 

3.  測定マーカー(Auto) - 波形の上に、測定項目を自動的に測定してマーカを置きます。これらのマーカは、

パラメータ測定が何を測定しているのかを視覚的に表し、パラメータ測定を分かりやすくします。測定マ

ーカー･モードでは、ユーザーが選択した測定パラメータによって、適切なマーカが表示されます。 
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上図は測定マーカーを使用して、Rise Time の測定位置をカーソルで表示させていま

す。CURSOR で「測定マーカー(AUTO)」に設定してから MEASURE ボタンを押して測

定項目を選択するメニューを開きます。 

カーソル測定の選択肢 

• 時間カーソルは、垂直の直線で、ユーザーは水平方向に動かすことができ、カーソル間の値は、時間も

しくは周波数として測定できます。 

• 電圧カーソルは、水平の直線として現れ、垂直軸方向のパラメータを測定します。 

• ディスプレイ上のグリッドにリストアップされる測定値は以下の通りです。 

A→T:カーソル A の水平軸上の位置(時間カーソルは、スクリーンの中心付近に置かれます) 

A→V :カーソル A の垂直軸上の位置(電圧カーソルは、チャンネルのグランドレベルの付近

に置かれます) 

B→T :カーソル B の水平軸上の位置(時間カーソルは、スクリーンの中心付近に置かれます) 

B→V:カーソル B の垂直軸上の位置(電圧カーソルは、チャンネルのグランドレベルの付近に

置かれます) 

ΔT:水平軸上のカーソル A とカーソル B との間隔(二つのカーソル間の時間値)) 

1/ΔT:水平軸上のカーソル A とカーソル B との間隔の逆数 

ΔV:垂直軸上のカーソル A とカーソル B との間隔(二つのカーソル間の電圧値) 

 

カーソルを置く 

「CURSORS」フロントパネルボタンを押すと、カーソル･メニューが開きます。 

 

ユーザーがモードを「手動(Manual)」に設定したい場合は、「方式(Mode)」オプション･ボタンを押し、

「手動(Manual)」を選択します。「形式(Type)」オプション･ボタンを押し、「(電圧)Voltage」又は「時

間(Time)」を選択します。「信号源(Source)」オプション･ボタンを押し、ソース(CH1、CH2、MATH、

REFA、REFB)を選択します。「CurA」又は「CurB」オプション･ボタンを押し、「Adjust」フロント

パネルノブを回して、カーソルの位置を調整します。 
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又は、 

ユーザーがモードを「データ追尾(Track)」に設定したい場合は、「方式(Mode)」オプション･ボタンを

押し、「データ追尾(Track)」を選択します。「信号源 A(Cursor A)」又は、「信号源 B(Cursor B)」オプシ

ョン･ボタンを押し、信号源(CH1、CH2 又は無し)を選択します。「CurA」又は「CurB」オプション･ボタ

ンを押し、「Adjust」フロントパネルノブを回して、カーソルの位置を調整します。もし追尾モードが

選択された場合、一組の十字カーソルは同時に動き、グリッドよりも明るく光って現れます。 

又は、 

 ユーザーがモードを「測定マーカ(Auto)」に設定したい場合は、「方式(Mode)」オプション･ボタンを

押し、「測定マーカ(Auto)」を選択します。ユーザーが、測定パラメータを、「MEASURE」フロントパ

ネルボタンで選択した場合、カーソルは自動的に表示されます。 

カーソルで測定された値は、画面の左上に表示されます。動かしたいカーソルを選択すると、カーソル

表示部のアイコンがハイライトして、そのカーソルが選択されたことを示し、カーソルそのものは、グ

リッド上で、明るい輝度で表示されます。  
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パラメータ測定 

波形解析は通常、パラメータ測定から始まります。パラメータ測定ツールは、様々な波形の属性を明らかにし

てくれます。パラメータ測定ツールを使うと、ユーザーが観測している波形の様々な属性、例えば、立ち上が

り時間、rms 電圧やピーク-ピーク電圧等を自動的に計算して求めてくれます。 

 

ユーザーは、「MEASURE」フロントパネルボタンを押し、自動測定値を表示したいオプション･ボタンを押

すことで、電圧測定(Voltage)、時間測定(Time)、遅延測定(Delay)又は一括測定(All Measurement)のオプショ

ン･ボタンを押すことで、パラメータ測定メニューへアクセスできます。測定されたパラメータ値は、「Measure」

メニューに表示されます。 

 

注意：ズーム表示している場合には、ズームされた波形に対してパラメータ測定が行われます。 
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電圧測定パラメータ 

 

 

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ ｱｲｺﾝ 説明 

Vpp  波形の最も高い値と最も低い値との間の差分電圧 

Vmax  波形の最も高い点の電圧を測定。「Vtop」と異なり、Vmax は、波形が

二値のデジタル波形であるとは仮定していません 

Vmin  波形の最も低い点の電圧を測定。「Vbase」と異なり、Vmin は、波形

が二値のデジタル波形であるとは仮定していません 

Mean  タイムドメイン波形データの平均値。波形データ･ヒストグラムから、

その分布の中心を計算します 

Vrms  波形データの rms 値。mean がゼロの波形における sdev(標準偏差)とほ

ぼ等しい 
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Crms  周期波形の rms 値。各データの自乗値を加算し、そのデータ数で割っ

てからその平方根を計算します。rms と違って波形の整数分の周期デ

ータについて計算を行います。これにより、端数によって生じる値の

偏りを防止します。 

Vtop  波形データから推測された二つの値のうち、高い方の値。低い方の値

は、「base」となります。方形波が持つ特性であり、波形のデータの

統計的な分布を見て、最も多いデータがあると思われる値から決定さ

れます。 

Vbase  波形データから推測された二つの値のうち、低い方の値(高い方は top)。

二つの値を持つ波形データにおいて、低い方の値。ノイズやオーバー

シュート、アンダーシュート、リンギングにおける「min(最小値)」と

違って、測定による影響を受けません 

Vavg  波形の最初のサイクルにわたる算術平均値 

Vamp  波形の Vtop と Vbase の間の電圧 

ROVShoot  
オーバーシュート。波形の立ち上がり部分より後の部分を、次式で計算した

値 (Vmax -Vtop)/Vamp 

FOVShoot  
アンダーシュート。波形の立ち下がり部分より後の部分を、次式で計算した

値 (Vmin - Vbase)/Vamp 

RPREShoot  
プリシュート。波形の立ち上がり部分の前の部分を、次式で計算した値   

(Vmin - Vbase)/Vamp 

FPREShoot  
プレシュート。波形の立ち下がり部分の前の部分を、次式で計算した値   

(Vmax - Vtop)/Vamp 
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時間測定パラメータ] 

 

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ ｱｲｺﾝ 説明 

Period  周期信号の電圧 50%点間の周期を測定します。左側に置かれたカーソ

ルからみて最初の遷移部分から、その遷移部分とのペアになる各部分

との時間を測定して周期とします。最終的な周期の値は、平均値にな

ります 

Freq  周期パラメータの逆数の値です 

+Wid  最初の立ち上がりエッジから、次の立ち下がりエッジまでの時間を、

波形の 50%レベルで測定した時間 

-Wid  最初の立ち下がりエッジから、次の立ち上がりエッジまでの時間を、

波形の 50%レベルで測定した時間 

Rise Time  立ち上がりエッジの 10%から 90%までの時間を測定して平均した値 

Fall Time  立ち下がりエッジの 90%から 10%までの時間を測定して平均した値 

BWid  全ての波形における、バースト波形の期間 

+Dut  正極性パルスと周期の比 

-Dut-  負極性パルスと周期の比 

 

注：周波数の変動が激しい波形は計測できない可能性があります。 
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遅延時間測定パラメータ 

 

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ ｱｲｺﾝ 説明 

Phase  一つの波形に対して、もう一つの波形が、進んでいるか遅れているか

の量を測定し、その値を「度」で表したもの。360 度で波形の一周期

に相当します 

FRR  「Source1」の最初の立ち上がりエッジから、「Source2」の最初の立ち

上がりエッジまでの時間 

FRF  「Source1」の最初の立ち上がりエッジから、「Source2」の最初の立ち

下がりエッジまでの時間 

FFR  「Source1」の最初の立ち下がりエッジから、「Source2」の最初の立ち

上がりエッジまでの時間 

FFF  「Source1」の最初の立ち下がりエッジから、「Source2」の最初の立ち

下がりエッジまでの時間 

LRR  「Source1」の最初の立ち上がりエッジから、「Source2」の最後の立ち

上がりエッジまでの時間 

LRF  「Source1」の最初の立ち上がりエッジから、「Source2」の最後の立ち

下がりエッジまでの時間 

LFR  「Source1」の最初の立ち下がりエッジから、「Source2」の最後の立ち

上がりエッジまでの時間 

LFF  「Source1」の最初の立ち下がりエッジから、「Source2」の最後の立ち

立ち下がりエッジまでの時間 
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一括測定(All Measure)設定  

「一括測定(All Mea)」ボタンを押して、「信号源(Source)」や「電圧測定(Voltage)」、「時間測定(Time)」

のメニューを表示します。電圧測定(Voltage)」や「時間測定(Time)」がオンされると、波形表示エリア

上に対応する測定結果が表示されます。  
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波形演算 

標準波形演算ファンクションは、＋(加算)、－(減算)、*(乗算)、／(除算)、そして FFT です。 

「MATH」フロントパネルボタンを押し、「MATH」メニューを出します。 

 

1. 「操作(Operation)」オプション･ボタンを押し、演算の演算子、+、-、*、/ 又は FFT を選択します。 

2. 演算するチャンネルは任意に選択できます。しかし演算用のトレースはありません。 

3. もしユーザーが１つの波形だけを反転をしたいなら、それぞれのチャンネルの「CH1反転(Invert) 」又は「CH2

反転(Invert) 」オプション･ボタンを押し、「オン(On)」にして下さい。計算結果を反転させるには Math

メニューの「反転(Invert)」を選択します。 

4. Math 波形の垂直軸のポジションを変更するには、Page2/2 のメニューに進み ボタンを選択しま

す。Adjust ノブを回すと位置を変更することができます。  

 

5. Math 波形の垂直軸のスケールを変更するには、Page2/2 のメニューに進み ボタンを選択します。

Adjust ノブを回すとスケールを変更することができます。Math スケールの Volt/Div は波形の下に表示され

ます。 
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FFT 

FFT 処理は、数学的にタイムドメイン信号を周波数成分に分解して表示します。FFT 処理した後の信号のみ

を一度に表示することも可能です。FFT 波形と入力チャンネル信号とをスプリットスクリーン２つに分けて

同時表示することや FFT 波形をフルスクリーンで表示することも可能です。また、FFT 演算を行う時の窓関

数を選択することも可能です。 

窓関数 

FFT の計算に使われるサンプル･ポイントは波形の先頭（画面上では左端）から 1K ポイントだけが使

われます。FFT 解析では計算に使用される１K ポイントのデータが無限に繰り返されていると仮定し

て計算されます。しかし切り出されるポイントと波形周期の倍数が一致することは稀なため、データの

端が不連続になり FFT 結果に影響を与えます。この不連続性による影響を低減するため両端に行くほ

ど 0 に近くなる窓関数を掛け合わせてから計算が行われます。この窓関数はそれぞれ特性が異なるため、

解析目的に合わせて適切なタイプを選択する必要があります。 

ウインドウタイプ 説明 適応波形 

1. Rectangular 最高の周波数分解能, 振幅分解能は悪

い。このウインドウはウインドウが無い

のと同じ 

対称型のトランジェント波形又はバー

スト波形。周波数を持つ振幅が変化し

ないサイン波形。比較的ゆっくり変化

するスペクトラムを持つランダムノイ

ズ. 

2. Hanning Rectangular と比べ周波数精度は比較的

良く、若干悪い振幅精度を持つ. 

サイン波形、周期波形及び周波数帯域

の狭いランダムノイズ。非対称性のト

ランジェント波形やバースト波形 

3. Hamming Rectangular よりも周波数精度は比較的

良く、若干悪い振幅精度を持つ。

Hamming は、Hanning に比べ多少良い周

波数分解能を持つ 

サイン波形、周期波形及び周波数帯域

の狭いランダムノイズ。非対称性のト

ランジェント波形やバースト波形。. 

4. Blackman 最高の振幅分解能を持ち最悪の周波数

分解能を持つ。. 

単一周波数波形に対して用い最も高い

次数の高調波を求める時使う 

スケール 

スケー ルに は Vrms と dBVrms の どち らかを選 択することができま す。 dBVrims は

dBVrms=20log(Vrms)として計算されます。 

例えば１V の振幅を持つ Sin 波では次のように計算されます。 

オシロスコープの画面上で１V の振幅を持つ Sin 波を r sinθの式で表した場合、0.5*Sinθと表すこと

ができます。FFT で計算される電圧はこの r sinθの r となるため 0.5V が出力されます。出力の設定を
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Vrms を使用した場合、√2 で割るため、0.5*(1/√2)≒0.3536 が FFT 波形のピークとなります。dBVrms

を使用した場合、1Vrms を基準としてデシベルが計算されます。 

dBVrms=20log(0.3536/1)=-9.0298dBVrms が dBVrms を選択した際の波形ピークの値となります。 

最高周波数と周波数分解能 

FFT で解析できる最高周波数はオシロスコープのサンプリングスピードの半分になります。フロント

パネル･ボタンを押し、「サンプルレート(Sample Ra)」が 1MS/s と表示されているとした場合、FFT

の最高周波数は半分の 500KHz になります。周波数分解能は FFT の演算に使用されるサンプル全体の

時間の逆数になります。サンプリングレートが 1MS/sの場合、1Kサンプルポイントが使用されるため、

1KHz が周波数分解能になります。 

FFT 演算機能を使うには 

1. FFT 演算機能を使うには、「MATH」フロントパネルボタンを押し、「MATH」メニューを表示させ

ます。 

2. 「操作(Operation)」メニューオプション･ボタンを押し、「FFT」を選択します。 

 

3. 「信号源(Source)」メニューオプション･ボタンを押し、FFT を行うソースを選択します。 

4. 「窓関数(Window)」メニューオプション･ボタンを押し、ウインドウタイプ(Rectangle、 

Hanning、Hamming、又は Blackman)を選択します。 

5. 「水平拡大(FFT Zoom)」メニューオプション･ボタンを押し、周波数軸の拡大率(1X、2X、

5X 又は 10X)を選択します。この操作はフロントパネルの Time/Div つまみを操作して同じ

ことが行えます。 

6. 「次ﾍﾟｰｼﾞ(Next Page)」メニューオプション･ボタンを押して、page2/2 に行きます。 

7. 「垂直スケール(Scale)」メニューオプション･ボタンを押して、(垂直軸の単位として)「Vrms」

又は「dBVrms」を選択します。 



 

 

78 

 

8. 垂直軸のズームやポジションの移動はソースチャンネルの Volt/Div や Position つまみを使

い調整することができます。 

9. 「表示(Display)」メニューオプション･ボタンを押し、「分割(Split)」を押して、FFT 波形を画面の下

側に表示するか「全画面(Full screen)」を押して、FFT 波形をフルスクリーンで表示するかを選択し

ます 

 

注：WaveAce の FFT は計算に用いるサンプル数が少ないため、過渡現象や間欠的な信号、バースト信号の解

析には向いていません。 

FFT 波形のカーソル測定をするには 

FFT 波形にカーソルを適用して、信号レベルや周波数を計測することができます。 

1. FFT を設定します。 

2. フロントパネルの CURSOR を押し、「方式(Mode) 」を「手動(Manual)」に選択します。 

3. 「信号源(Source)」を「MATH」に選択します。 

4. 「形式(Type)」を「時間(Time)」または「電圧(Voltage)」に選択します。 

5. Cur A を選択し、Adjust ノブを使って調整を行います。 

6. Cur B を選択し、Adjust ノブを使って調整を行います。 
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参照波形の作成 

参照用波形としてオシロスコープの内部メモリに波形を保存することができます。後ほどこれらの波形を簡単

に呼び出すことができます。保存できる波形は 2 チャンネルモデルでは２つ、4 チャンネルモデルでは４つ保

存することができます。 

呼び出された参照用波形は、水平や垂直のスケールやポジションを調整することはできません。またスケール

の情報は提供されません。 

次の点に注意:  

• 参照用波形は、水平ポジションやスケールを調整することはできません。 

• X-Y モードの波形は、参照用波形として保存することはできません。 

参照用波形を保存する 

1. 「REF」フロントパネルボタンを押します。すると「REF WAV」メニューが表示されます。 

 

2. 「信号源(Source)」オプション･ボタンを押し、信号が入力されているチャンネルを選択します。 

3. 「REF A」オプション･ボタンを押し、参照波形を ON または OFF します。 
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これはまたグリッド表示エリアから参照波形を表示、又は非表示します。比較のために REF A

トレースを残して、新しく捕捉した波形を見ながら調整することができます。 

オプション･メニュー中央の「REFA」オプション･ボタンを押し、REF B に変更します。オプ

ション･メニューの中央と最下位のオプション･ボタンのラベルが REF B に変わり、追加された

参照波形も表示させて調整することができます。 

 

4. 「保存(Save)」オプション･ボタンを押して、参照用波形を保存します。一度参照用波形を保存する

と、画面表示の準備はできています。 
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保存と呼び出し 

オシロスコープ設定の保存と呼び出し 

ユーザーは、20 個までのオシロスコープの設定と、20 個までの波形データを、オシロスコープ内部のメモリ

に保存、もしくは呼び出しができます。波形データとオシロスコープの設定は、USB メモリ･デバイスに保存

することもできます。 

注：USB メモリのフォーマットは FAT32 に対応します。大容量の USB ハードディスクなどには対応していま

せん。 

現在の設定を保存する 

1. 「Save/Recall」フロントパネルボタンを押し、「SAVE/REC」メニューを表示させます。 

 

2. 「種類(Type)」オプション･ボタンを押し、「設定保存(Setups)」を選択します。 

3. 設定は内部メモリ、又は USB メモリのどちらの方法でも保存することができます。 

内部メモリに設定を保存したい場合は、 

• 「保存先(Save To)」オプション･ボタンを押し、「ﾃﾞﾊﾞｲｽ(Device)」を選択します。 

• 「設定(Setup)」オプション･ボタンを押すか、「Adjust」フロントパネルノブを回して、設定用

の番号(No. 1 - No. 20)を割り振ります。 

• 「保存(Save)」オプション･ボタンボタンを押して、現在の設定を保存します。 

• 設定がメモリに保存されると、オシロスコープはグリッド表示エリアの下に Store Data 

Success! メッセージを表示します。 

USB メモリに設定を保存したい場合は、 

• USB メモリ･デバイスを差し込み、保存先(Save to)オプション･ボタンを押し「ﾌｧｲﾙ(File)」を選択

します。 
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• 設定を保存するため「保存(Save)」オプション･ボタンを押押すと、ファイル操作用のメニュー

が現れ、その左側には USB メモリ･デバイスのディレクトリ構造が表示されます。 

このメニューを「SAVE ALL」メニューと呼び、2 ページ構成で、USB メモリ･デバイスのディレ

クトリとファイルを管理します。｢データ保存｣を選択して、任意の名前を入力して確認ボタン

を押すと、保存されます。「SAVE ALL」メニューについては「SAVE ALL スクリーンを使用する(95

ページ)」セクションを参照してください。 

注：WaveAce1000 シリーズはリアルタイム・クロック回路が搭載されていません。ファイルの

タイム・スタンプに時刻は記録されません。 

設定の呼び出し 

1. 「Save/Recall」フロントパネルボタンを押し、「SAVE/REC」メニューを表示させます。 

2. 「種類(Type)」オプション･ボタンを押し、「設定保存(Setups)」を選択します。 

3. 設定は内部メモリ、又は USB メモリのどちらの方法からでも呼び出すことができます。 

内部メモリから設定を呼び出したい場合は、 

• 「保存先(Save To)」オプション･ボタンを押し、「Device」を押します。 

• 「設定(Setup)」オプション･ボタンを押すか、「Adjust」フロントパネルノブを回して、呼び出

したい設定が保存されている番号(No. 1 - No. 20)を選択します。 

• 「呼出し(Recall)」オプション･ボタンを押して、設定を呼び出します。 

• 設定がメモリに呼び出されると、オシロスコープはグリッド表示エリアの下に Read Data 

Success!メッセージを表示します。 

USB メモリに保存した設定を呼び出したい場合 

• メモリ･デバイスを差し込み、保存先(Save to)オプション･ボタンを押し「ﾌｧｲﾙ(File)」を選択しま

す。 

• 「呼び出し(Recall)」オプション･ボタンを押すと、ファイル操作用のポップアップメニューが現

れ、その左側には USB メモリ･デバイスのディレクトリ構造が表示されます 
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このメニューを「SAVE ALL」メニューと呼び、2 ページ構成で、USB メモリ･デバイスのディレ

クトリとファイルを管理します。Adjust ノブで設定ファイル(*.SET)を選択し、「呼び出し」ボタ

ンを押して、設定を呼び出します。詳しくは「SAVE ALL スクリーンを使用する(95 ページ)」セ

クションを参照してください。 

注：異なるモデルの設定ファイルは読み出すことができません。 

波形データの保存と呼び出し 

波形データをオシロスコープ内部のメモリに最大 20 個まで保存できます。また、外部の USB メモリ･デバイ

スにも保存できます。USB メモリ･デバイスへの波形保存は、その USB メモリ･デバイスの容量によって保存

数は制限されます。 

波形データの保存 

4. 保存したい波形をディスプレイに表示させ、「Save/Recall」フロントパネルボタンを押します。

「SAVE/REC」メニューが表示されます。 

 

5. 「種類(Type)」オプション･ボタンを押し、「波形保存(Waveforms)」を選択します 

6. 波形保存は内部メモリ、又は USB メモリのどちらへも保存することができます。 

内部メモリに保存したい場合には、 

• 「保存先(Save To)」オプション･ボタンを押し、「内部ﾒﾓﾘ(Device)」を押します。 

• 「内部ﾒﾓﾘ No(Waveform)」オプション･ボタンを押すか、「Adjust」フロントパネルノ

ブを回して、波形保存用の番号(No. 1 - No. 20)を割り振ります。 

• 「保存(Save)」オプション･ボタンを押して、波形データを保存します。 

• 波形がメモリに保存されると、オシロスコープはグリッド表示エリアの下に Store 

Data Success! メッセージを表示します。 

USB メモリに設定を保存したい場合 
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• USB メモリ･デバイスを差し込み、「保存先(Save to)」オプション･ボタンを押し「ﾌｧｲ

ﾙ File」を選択します。 

• 「保存(Save)」オプション･ボタンを押すと、ファイル操作用のポップアップメニュー

が現れ、その左側には USB メモリ･デバイスのディレクトリ構造が表示されます。 

• このメニューを「SAVE ALL」メニューと呼び、2 ページ構成で、USB メモリ･デバイス

のディレクトリとファイルを管理します。｢新規ファイル｣を選択して、任意の名前を入力

して確認ボタンを押すと、保存されます。「SAVE ALL」メニューについては「SAVE ALL スク

リーンを使用する(95 ページ)」セクションを参照してください。 

注：WaveAce1000 シリーズはリアルタイム・クロック回路が搭載されていません。ファイルの

タイム・スタンプに時刻は記録されません。 

波形データの呼び出し 

1. 「Save/Recall」フロントパネルボタンを押します。「SAVE/REC」メニューが表示されます。 

2. 「種類(Type)」オプション･ボタンを押し、「波形保存(Waveforms)」を選択します。 

3. 波形は内部メモリ、又は USB メモリのどちらからでも呼び出すことができます。 

波形データを内部メモリから呼び出したい場合 

• 「保存先(Save To)」オプション･ボタンを押し、「内部ﾒﾓﾘ(Device)」を押します。 

• 「内部ﾒﾓﾘ No(Waveforms)」オプション･ボタンを押すか、「Adjust」フロントパネルノブ

を回して、呼び出したい波形データが保存されている番号(No. 1 - No. 20)を選択します。 

• 「呼出し(Recall)」オプション･ボタンを押すと、波形データが呼び出されます。 

• 波形がメモリから呼び出されると、オシロスコープはグリッド表示エリアの下に Read 

Data Success!メッセージを表示します。 

USB メモリ･デバイスに保存した波形データを呼び出したい場合 

• USB メモリ･デバイスを差し込み、保存先(Save to)オプション･ボタンを押し「ﾌｧｲﾙ File」

を選択します。 
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• 「呼び出し(Recall)」オプション･ボタンを押すと、ファイル操作用のポップアップメニ

ューが現れ、その左側には USB メモリ･デバイスのディレクトリ構造が表示されます 

• このメニューを「SAVE ALL」メニューと呼び、2 ページ構成で、USB メモリ･デバイスの

ディレクトリとファイルを管理します。Adjust ノブで設定ファイル(*.DAV)を選択し、「呼び

出し」ボタンを押して、設定を呼び出します。詳しくは「SAVE ALL スクリーンを使用する(95

ページ)」セクションを参照してください。 

注：異なるモデルの波形ファイルは読み出すことができません。 

 

注：呼び出される波形と共に設定が保存された状態に戻ります。 

データを「.CSV」で保存する 

波形データをカンマ区切り(.CSV)ファイルで保存することができます。保存した後、このファイルを他のアプ

リケーションソフト、例えば、マイクロソフト エクセルなどで再利用できます。作成される CSV ファイル

は、1 列目にトリガ位置を 0 としたサンプリングの時間、それに続く列は各チャンネルの電圧データが並びま

す。ここで保存されるデータは画面に表示されているチャンネル数だけ保存されます。保存を望まないチャン

ネルは事前にチャンネル･ボタンを押して、非表示にしておきます。 

 

注：演算（Math）チャンネルは CSV で保存することはできません。 

また CSV ファイルには｢パラメータ保存｣をオンすることにより、以下に示すパラメータを「.CSV」ファイル

の中に保存させる事ができます。 

• Record Length：サンプル数 

• Sample Interval：サンプル間の時間 

• Vertical Units：垂直軸の単位 

• Vertical Scale：垂直軸のスケール 

• Vertical Offset：垂直軸のオフセット値 

• Horizontal Units：水平軸の単位 

• Horizontal Scale：水平軸のスケール 
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• Model Number：モデル番号 

• Serial Number：シリアル番号 

• Software Version：ソフトウェアバージョン 

注：「パラメータ保存」時のフォーマットは 1 列目にパラメータのヘッダ情報、2 列目にヘッダに対するデ

ータ、3 列目空白、4 列目から時間を含む波形データが並びます。 

「.CSV」ファイルを保存する 

「Save/Recall」フロントパネルボタンを押します。「SAVE/REC」メニューが表示されます。 

 

1. 「種類(Type)」オプション･ボタンを押し、「CSV」を選択します。 

2. 「ﾃﾞｰﾀ長(Data Depth)」オプション･ボタンを押し、「ﾒﾓﾘ全体(Maximum)」か「表示部分

(Displaied)」のどちらかを選択します。 

画面に表示されている波形は、捕捉波形の一部分だけを表示

している場合があります。（画面上部にあるインジケータに

より、メモリ全体と表示分を確認することができます）メモ

リ全体が選ばれると、全ての捕捉波形が保存されます。表示

部分が選択されると、画面と同じ波形が保存されます。 

3. 「パラメタ保存(Para Save)」オプション･ボタンを押し、パラメータの保存「オン(On)」も

しくは「オフ(Off)」を選択します。 

4. 「保存(Save)」オプション･ボタンを押すと、ファイル操作用のポップアップメニューが現

れ、その左側には USB メモリ･デバイスのディレクトリ構造が表示されます 

5. このメニューを「SAVE ALL」メニューと呼び、2 ページ構成で、USB メモリ･デバイスのデ

ィレクトリとファイルを管理します。｢新規ファイル｣を選択して、任意の名前を入力して「確

認」ボタンを押すと、保存されます。「SAVE ALL」メニューについては「SAVE ALL スクリーンを

使用する(95 ページ)」セクションを参照してください。 
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以下の事柄に注意して下さい:  

• Recall オプション･ボタンは「種類(type)」で「画像保存(Picture)」、又は「CSV」が選択されてい

る場合、Save/Recall メニューから除かれます。 

• スキャンモードでは動作しません。 

注：WaveAce1000 シリーズはリアルタイム・クロック回路が搭載されていません。ファイルのタイ

ム・スタンプに時刻は記録されません。 

波形の一部分だけを保存するには 

「ﾃﾞｰﾀ長(Data Depth)」オプションを「表示部分(Display)」に設定することにより、捕捉した波形の

一部分だけを拡大して保存することができます。アクイジションが停止している状態（フロントパネル

の RUN/STOP ボタンが赤く点灯している状態）で、Time/Div つまみを ns 側に回すと波形の中心が拡

大され、Position つまんみで位置を移動することができます。この状態で「データ長」を「画面」に設

定し、データ保存を行うと、画面に表示された拡大部分の波形だけが保存されます。 

注：再度アクイジションが実行されると、拡大された状態が Time/Div の設定値に変更されます。 

波形画像の保存 

波形を画像イメージ(.BMP)ファイルとして、USB メモリに保存することができます。フロントパネルの「Print」

ボタンを押すか、SaveRecall メニューから USB メモリへ画像イメージの保存ができます。 

注：Print ボタンは画像の保存の他にプリンタへの印刷もサポートしています。Print ボタンを画像保存に使用

するためには、Utilty ボタンを押し、「印刷設定(Print Setup)」内の「印刷ボタン(Print button)」を画像保存(save 

pictuer)に設定してください。 

メニューから USB メモリへ保存するには次のように操作します 

1. 「Save/Recall」フロントパネルボタンを押します。「SAVE/REC」メニューが表示されます。 

2. 「種類(Type)」オプション･ボタンを押して、「画像保存(Picture)」を選択します。 
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3. 「保存(Save)」オプション･ボタンを押すと、ファイル操作用のポップアップメニューが現れ、その左側

には USB メモリ･デバイスのディレクトリ構造が表示されます 

4. このメニューを「SAVE ALL」メニューと呼び、2 ページ構成で、USB メモリ･デバイスのディレクトリと

ファイルを管理します。｢新規ファイル｣を選択して、任意の名前を入力して「確認」ボタンを押すと、

保存されます。「SAVE ALL」メニューについては「SAVE ALL」メニューについては「SAVE ALL スクリー

ンを使用する(95 ページ)」セクションを参照してください。 

以下の事柄に注意して下さい:  

• 「呼出し(Recall)」オプション･ボタンは「種類(type)」で「画像保存(Picture)」、又は「CSV」が

選択されている場合、Save/Recall メニューから除かれます。 

注：WaveAce1000 シリーズはリアルタイム・クロック回路が搭載されていません。ファイルのタイム・ス

タンプに時刻は記録されません。 
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工場出荷時の設定を呼び出す 

オシロスコープは通常の動作ができるよう、工場出荷時にある設定を行って出荷しています。 

フロントパネルの「Default Setup」ボタンを押して、工場出荷時の設定を呼び出します。 

フロントパネルの「Save/Recall」ボタンを押し、「Save/Recall」メニューから工場出荷時の設定を呼び出すこ

ともできます。「SAVE/REC」メニューを開きます。 

1. 「種類(Type)」オプション･ボタンを押して、「出荷状態(Factory)」を選択します。 

 

2. 呼出し(Load)」オプションボタンを押します。 

デフォルトの設定は以下の通りです。 

メニュ オプション デフォルト 

CH1/CH2 

Coupling DC 

BW Limit Off 

Volts/div adjust Coarse (fixed) 

Probe 1X 

Invert Off 

Volts/div 1.00V 

  

メニュ オプション デフォルト 

MATH 

Operation(2Ch model) CH1-CH2 

Operation(4Ch model) CH1-CH2, CH3-CH4 

CH1 Invert Off 
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メニュ オプション デフォルト 

CH2 Invert Off 

CH3 Invert(4Ch Model) Off 

CH4 Invert(4Ch Model) Off 

FFT Operation 

Source CH1 

Window Hanning 

FFT Zoom 1X 

Scale dBVrms 

  

メニュ オプション デフォルト 

HORIZONTAL 

Window Main 

Position 0.00μs 

Sec/div 500μs 

Window Zone 50.0μs 

Trigger Knob level 

  

メニュ オプション デフォルト 

CURSOR 

Type Off 

Source CH1 

Horizontal (voltage) +/-3.2divs 

Vertical (time) +/-5divs 

  

メニュ オプション デフォルト 

MEASURE 
Source CH1 

Type average 
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メニュ オプション デフォルト 

ACQUIRE 
Mode Sampling 

Averages 16 

  

メニュ オプション デフォルト 

DISPLAY 

Type Vectors 

Persist Off 

Grid  

Menu Display Infinite 

  

メニュ オプション デフォルト 

REF 
Type Waveform 

Source CH1 

  

 

 

 

 

 

 

メニュ オプション デフォルト 

TRIGGER (Edge) 

Type Edge 

Source CH1 

Slope Rising 

Mode Auto 

Coupling DC 

Level 0.00V 
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メニュ オプション デフォルト 

TRIGGER (Pulse) 

Type Pulse 

Source CH1 

When = 

Set Pulse Width 1.00ms 

Mode Auto 

Coupling DC 

メニュ オプション デフォルト 

TRIGGER (Video) 

Type Video 

Source CH1 

Polarity Normal 

Sync All Lines 

Standard NTSC 

  

メニュ オプション デフォルト 

TRIGGER (Slope) 

Type Slope 

Source CH1 

Mode Auto 

  

メニュ オプション デフォルト 

TRIGGER (Slope) 
Type Alternative 

Source CH1 

「DEFAULT SETUP」ボタンは、以下の設定はリセットしません。 

 言語オプション 

 保存された参照用波形 

 保存された設定ファイル 

 ディスプレイのコントラスト 

 校正データ 

「工場出荷時設定」を呼び出すには、以下の二つの方法があります。 

1. 「Default Setup」フロントパネルボタンを押します。 
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又は、 

「Save/Recall」フロントパネルボタンを押すと、「SAVE/REC」メニューが表示されます。そこ

で「種類(Type)」オプション･ボタンを押し、「出荷設定(Factory)」を選択して、「呼出し(Load)」

オプション･ボタンを押します。 

注意： 完全なリセットを行うには、電源スイッチ ON →操作パネルの Intensity Adjust のライトが光

ってからディスプレイに LeCroy というロゴが出るまでの間に”MATH”ボタンを最低 10 回位押してく

ださい 
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SAVE ALL スクリーンを使用する 

SAVE ALL スクリーンは接続された USB メモリ･デバイスに対してファイル操作用のメニューを提供します。

操作対象はファイルとディレクトリに別れ、一番上の「変更(Modify)」オプションの選択により決定されます。 

ディレクトリ（フォルダ）への操作 

「変更(Modify)」オプションで「ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ(Directorys)」 が選択されると、USB メモリ内のフォルダを操作す

ることができます。 「新規ﾌｫﾙﾀﾞ(New Folder)」や「ﾌｫﾙﾀﾞ削除(Del Folder)」オプションが提供され、Page2/2

にある「名前変更(Rename)」を使い、フォルダ名を変更することもできます。フォルダの選択は Adjust ノブ

を使って行います。サブフォルダを開くには、特定のフォルダを Adjust ノブを使って選択し、Adjust ノブを

押して、フォルダの中に入ることができます。親フォルダへ戻るためには、リスト内の UP を選択して Adjust

ノブを押します。「新規ﾌｫﾙﾀﾞ(New Folder)」や「名前変更(Rename)」を選択すると、フォルダ名の編集メニ

ューが表示され、この中でフォルダの保存や名前変更が実行されます 

 

ファイルへの操作 

「変更(Modify)」オプションで「ﾌｧｲﾙ(Files) 」が選択されると、USB メモリ内のファイルを操作することが

できます。ファイルオプション は「新規ﾌｧｲﾙ(New File)」や「ﾌｧｲﾙ削除(Delete File)」, 「呼出し (Load)」、

「名前変更(Rename)」のオプションが提供されます。フォルダの選択は Adjust ノブを使って行います。サブ

フォルダを開くには、特定のフォルダを Adjust ノブを使って選択し、Adjust ノブを押して、フォルダの中に

入ることができます。親フォルダへ戻るためには、リスト内の UP を選択して Adjust ノブを押します。新規

ﾌｧｲﾙ(New File)」や「名前変更(Rename)」を選択すると、ファイル名の編集メニューが表示され、この中で

ファイルの保存や名前変更が実行されます。 

注意：フォルダ名やファイル名の文字数が長い場合、画面上では”～”記号で後半のファイル名が省略されま

す。 
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ファイルやフォルダの保存 

「新規フォルダ(New Folder)」や「新規ﾌｧｲﾙ(New File)」、「名前変更(Rename)」オプションを選択す

ると、ファイル名やフォルダ名を編集する次のような表示になります。 

 

• 「新規ﾌｧｲﾙ(New File)」メニューの選択や機能は「新規フォルダ(New Folder)」メニューと同じになりま

す。見出しだけは異なります。「文字入力(InputChar)」オプション･ボタンは Name に表示されたカーソ

ルの位置に選択された文字を追加します。 

• Name フィールドのカーソルの位置は→ や ←オプション･ボタンを使って移動することができま

す。 

• Adjust ノブを回して文字の選択をします。選択したい文字列がハイライト表示されるまで移動したら、

Adjust ノブを押すか、又は「文字入力(InputChar)」オプション･ボタンを使って Name フィールドの指定

された位置に、その文字を追加します。 

• 文字列選択内にある BackSpace,  DeleteCharacter,  CleanName は文字列編集に便利な機能です。

Adjust ノブからも操作が行えます。 

• 「確認(Confirm)」オプション･ボタンを押して USB メモリにファイルをセーブします。 
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• 「確認(Confirm)」オプション･ボタンが押されると、Data Store Success!メッセージが表示され、新

しいフォルダやファイルが USB メモリに保存されます。 

 

ファイルの読み出し 

Load ボタンはセットアップファイルを読み込むために使われます。読み出したいファイルを探し、メイ

ン･スクリーンのエリアでそのファイルをハイライト表示します。「呼出し(Load)」オプションボタンを押

すと USB メモリからセットアップが読み出されます。 

注: 「呼出し(Load)」オプションは「画像保存(Picture)」、又は「CSV」が選択されている場合には、選択

が無効になります。 
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ユーティリティ 

「UTILITY」フロントパネルボタンを押して、「Utility」メニューを表示させます。「Utility」メニュ

ーは次のように複数階層を構成しています。 

日本語メニュー 
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英語メニュー 
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「システム状態(System Status)」 

「システム状態(System Status)」オプション･ボタンを押すと、オシロスコープのステータスが表示さ

れます。元の画面に戻るにはフロントパネルの SINGLE ボタンを押してください。 

 

 Startup Times：電源を起動するごとに値がインクリメントされます。 

 Software Version：ソフトウェアのバージョンです。システム･ソフトウェアはア

ップデートすることができます。アップデートされると、この値が更新されま

す。 

 HardwareVersion:ハードウェアのバージョン 

 Product Type:モデル番号 

 Serial No:シリアル番号 

「音(Sound)」 

「音声(Sound)」ボタンを押すと、キーを押した時の音を「ON/OFF」できます。音量はコントロー

ルすることは出来ません。 

「ｶｳﾝﾀ(Counter)」 

周波数「ｶｳﾝﾀ(Counter)」の「ON/OFF」を切り替えられます。ここで表示される周波数はトリガ･

チャンネルの平均周波数を示します。 

 

次の点に注意： 

 複雑な形状や周波数が混在する信号は正しく動作しません。 

 一定回数における平均周波数を出力しているため、若干遅れて値が反映されます。 

 10Hz 以下の周波数は計測できません。 
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言語設定「language」 

メニューやヘルプの言語を選択することができます。 

選択可能言語：英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ロシア語、簡体字中

国語、スペイン語、繁体字中国語 

「自動校正(Do Self Cal)」 

1. 「自動校正(Do Self Cal)」オプション･ボタンを押すと、セルフキャリブレーション

が実行されます。次の画面が表示されます。 

 

 スクリーンの表示はセルフキャリブレーションを開始する前に、全ての入力端子

から全ての接続を外さなければならないことを示しています。 

 セルフキャリブレーションを始めるにはフロントパネルの SINGLE ボタンを押しま

す。現在の画面から抜けるにはフロントパネルの RUN/STOP ボタンを押します。 

 SINGLE ボタンを押すと、ステータスバーが表示され、オシロスコープのそれぞれ

のチャンネルでのセルフキャリブレーションの進捗状況が確認できます。 
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 セルフキャリブレーションが終了後、SINGLE ボタンを押して終了します。 

 

「ｾﾙﾌﾃｽﾄ(Do Self Test)」 

「ｾﾙﾌﾃｽﾄ(Do Self Test)」オプション･ボタンを押すと、「画面テスト(Screen Test)」、「ボタン･テスト

(KeyboardTest)」、「LED テスト(LED Test)」の選択項目が表示されます。それぞれ画面、フロント

パネルのボタンやノブ、フロントパネルのボタンに内臓された LED の動作確認を行えます。こちら

は故障診断に役立つ機能です。 

 スクリーンテスト、キーボードテスト、LED テストの中から選択します。 

 各テスト選択後、次のような画面が表示され、SINGLE ボタンは試験が継続され、

テスト画面から抜けるためには RUN/STOP ボタを押します。テスト画面は次のよ

うな画面です。 

 

Figure 4-5.フロントパネルの SINGLE ボタンを押すと色が変化しながら動作

します。十分に確認できるまで SIGNLE ボタンを押して画面を移動します。

テスト画面から抜けるためには RUN/STOP ボタンを押します。 
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Figure 4-6.キーボードテストはフロントパネルのボタンやノブと同

じ配置の画面が表示されます。ボタンやノブを操作すると画面上の

対応する位置の色が変化します。テスト画面から抜けるためには

RUN/STOP ボタンを押します。 

 

Figure 4-7.テストはフロントパネルのボタンやノブと同じ配置の画面が表

示されます。SINGLE ボタンを押す毎に、画面上のパッドの色が変化し、そ

の位置と同じ場所のキーパッドの LED が点燈します。キーボードテストは

フロントパネルのボタンやノブと同じ配置の画面が表示されています。ボ

タンやノブを操作すると画面上の対応する位置の色が変化します。 

「印刷設定(Print Setup)」 

「印刷設定(Print Setup)」オプション･ボタンを押すと、プリント用のサブメニューが表示されま

す。 

サブメニュー 

 「ｲﾝｸｾｰﾊﾞｰ(Ink Saver)」 - オシロスコープ背面にある USB コネクタに接続されたプリンタ

のインクを節約するための機能を On/Off します。 
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 「ﾚｲｱｳﾄ(Layout)」 - 縦方向 Portrait、又は横方向 Landscape の中からレイアウトを選択し

ます。 

 「用紙ｻｲｽﾞ(Paper Size)」 – Default, L, 2L, Hagaki Postcard, Card Size, 10 x 15cm, 4" x 6", 8" x 

10", Letter, 11" x 17", A0-9, B0-9, 89mm Roll(L), 127mm Roll(2L), 100mm Roll(4"), and 210mm 

Roll(A4)の中から用紙サイズを選択します。 

 「印刷ﾎﾞﾀﾝ(Print Key)」 - PRINT メニュー･コントロール･ボタンが押された時に、USB メモ

リへの保存、又はプリントのどちらを実行するか選択します。 

 「画像ｻｲｽﾞ(Image Size)」 - Default, 2.5x3.25 in, L (3.5x5 in), 4x6 in, 2L (5x7 in), 8x10 in, 4L (7 x 

10 in), E, Card, Hagaki card, 6 x 8 cm, 7x10 cm, 9x13 cm, 10x15 cm, 13x18 cm, 15x21 cm, 18x24 

cm,  A4, Letter からイメージサイズを選択します。 

 「用紙ﾀｲﾌﾟ(Paper Type)」 - Default, plain, Photo,  Fast Photo.から用紙タイプを選択します。 

 「印刷品質(Print Quality)」 - Default, Normal, Draft, and Fine.から印刷品質を選択します。 

 「識別子印刷(ID Print)」 - Default, On,  Off.から ID プリントを選択します。 

 

以下の事柄に注意して下さい:  

 「背面 USB(Back USB)」オプションで「ﾌﾟﾘﾝﾀ(Printer)」に設定された時だけ、

「印刷設定(Print Setup)」オプションが有効になります。 

 確実に適合するため、お使いのプリンタがここで行われた選択を覆す可能性がありま

す。もしこの選択がプリンタにより覆された場合、オシロスコープはデフォルトの

設定を使用します。 

 

「背面 USB(Back USB)」 

「背面 USB(Back USB)」オプション･ボタンを押し、「USBTMC」を選択すると、コンピュータ

をこの USB コネクタ経由でコントロールできます。「ﾌﾟﾘﾝﾀ(Printer)」を選択すると、この USB

コネクタ経由でプリンタに画像イメージを出力できます。 

「ファームウェア更新 (Update Firmware)」 

「ファームウェア更新(Update Firmware)」オプション･ボタンを押すと、USB メモリ･デバイス

を使ってオシロスコープのファームウエアをアップデートできます。 

テレダイン・レクロイは WaveAce に新しい機能や機能強化、ソフトウェアの修正を行うソフトウ

ェア･アップデート定期的に提供しています。これらのアップデートはテレダイン・レクロイのウ

ェブサイト www.teledynelecroy.com からダウンロードすることができます。ユーザー登録後、そ

れぞれの WaveAce モデルに応じたダウンロードを選択することができます。 
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ダウンロードされた.zip ファイルを開きます。Zip ファイルには.ads ファイルと Firmware 

Update Procedure(ファームウエア･アップグレード方法)の.pdf ファイルが入っています。 

その.ads ファイルを USB メモリへコピーします。 

システムソフトウエアは、オシロスコープのフロントパネルにある USB メモリポート経由でアッ

プデートできます 

1. ソフトウエアアップデートの入った USB メモリ･デバイスをオシロスコープのフロントパネ

ルにある USB ポートに接続します。 

2. フロントパネルの「Utility」ボタンを押します。 

3. 「次ﾍﾟｰｼﾞ(Next Page)」メニューオプション･ボタンを押し、メニューページ 3/4 へ移動しま

す。以下のように、「ﾌｧｰﾑｳｴｱ更新(Update Firmware)」オプション･ボタンを押します。 

注：WaveAce は、新しいファームウエアが、今アップデートしようとしているオシロスコープと合致

しているか確認するよう、メッセージを出します。WaveAce がファームウエア･アップデートファイ

ルを確認する為には、USB メモリのルートディレクトリにあることが必要です。 
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4. 続いて、「SINGLE」フロントパネルボタンを押すと、ファームウエアのファイル選択画面が

表示されます。このメニューから出るには、「RUN/STOP」ボタンを押します。 

5. SINGLE ボタンが押されると、SAVE ALL 画面が表示されます。SAVE ALL 画面の中からファイル

名終わりが.ads であるファイルを選択し、Load ボタンを押します。SAVE ALL 画面については、

「SAVE ALL スクリーンを使用する(95 ページ)」を参照してください。Load が押されると、次

の画面が表示されます。 

 

6. オシロスコープはビープ音が 2 回なり、- The firmware has been updated completely, 

please boot up the DSO again.メッセージが表示されます。この時点で、オシロスコープの

電源を切り、一瞬待ってから、再度電源を投入します。 

 

「合／否(Pass/Fail)」 

合/否(Pass/Fail)機能は事前に設定したマスクに波形が収まっている、又は外れているかをモニタ

ーします。試験結果により本体背面にある Pass/Fail Out 端子(BNC 端子)への信号出力や合否判

定表示、アクイジションの停止、波形の記録することができます。アクイジションの停止が行われ
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た場合にはフロントパネルの RUN/STOP ボタンを押して解除できます。波形記録の設定は「波形

記録」のセクションを参照してください。 

 

背面の Pass/Fail 出力端子は通常 3V(接続先はハイ･インピーダンス入力のみ対応)、条件に一致する

と、ほぼ 1.0ms～1.5ms 程度０V になり 3V に戻ります。 

またマスク･ファイルはオシロスコープの不揮発性メモリに保存(1 個のみ)、または USB メモリへ

保存し、後日マスク･ファイルを呼び出すことが出来ます。 

合否試験をするには 

合否試験にはマスクの作成、試験結果によるアクション設定などが必要になります。 

1. ｢Utility｣ボタンを押し、Utility メニュー上の「合／否(Pass/Fail)」オプション･ボタンを

選択します。 

2. 「テストモード(EnableTest)」をオンします。 

3. 「信号源(Souce)」オプション･ボタンを押して、試験対象信号を選択します。 

注：信号源を適切に設定しない限り、マスクは表示されません。 

4. PASSFAIL メニューの Page2/2 に進み「マスク設定(MaskSetting)」に入ります。 

5. ｢X マージン｣、「Y マージン」を Adjust ノブで設定します。 

6. マスク作成ボタンを押して、マスクを作成します。マスクは現在表示されているソース･

チャンネルの波形を中心にマージンの範囲を除いた領域が青いマスクで作成されます。こ

こで作成されたマスクは合否試験の Pass 状態を定義しているため、同じ波形を捕捉した

場合、Pass と認識されます。 

作成されたマスクはオシロスコープの電源を再起動すると、リセットされます。作成した
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マスクを保存し、再利用するには不揮発性の内部メモリ、または USB メモリに保存する

ことができます。 (作成したマスクの保存や呼び出しはマスクデータの保存や呼び出しを

参照してください) 

 

7. Page2/2 の「戻る(RETURN)」を選択します。 

8. 合否結果によるアクションを設定します。マスク試験の結果、合格(Pass)条件でアクショ

ンを実行するには「出力(Output)」を「合(Pass)」に設定します。失敗で出力する場合「失

敗(Fail)」に設定します。この設定により、本体背面の BNC 端子からパルスが出力される

ようになります。 

9. 「出力停止(StopOnTest) 」は 8 番の「出力(Output)」設定により発生したイベントでト

リガを停止することができます。また停止したアクイジションは RUN/STOP ボタンを押

して再実行させることができます。 

10. Page1/2 に戻り、「メッセージ(MsgDisplay)」をオンにすると画面に合否結果が表示され

ます。 

 

11. 試験を開始するには「実行(Operate)」の  を押します。実行状態によるアイコンの変

化は次のようになります。 
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実行を一度停止して再実行させるとメッセージ機能のカウンタが初期化されます。 

マスクデータの保存と呼び出し 

マスクデータは内部の不揮発性メモリや USB メモリに保存し、後日再利用することができます。 

不揮発性メモリへの保存方法 

1. ｢Utility｣ボタンを押し、｢合否(Pass/Fail)｣ - ｢マスク設定(MaskSetting) ｣メニューに入

ります。 

2. メニュー内の｢保存先(Location)｣を｢内部保存(Internal)｣に設定します。 

3. メニュー内の｢保存(Save)｣を押します。 

不揮発性メモリからの呼び出し方法 

1. ｢Utility｣ボタンを押し、｢合否(Pass/Fail)｣ - ｢マスク設定(MaskSetting) ｣メニューに入

ります。 

2. メニュー内の｢保存先(Location)｣を｢内部保存(Internal)｣に設定します。 

3. メニュー内の｢呼び出し(Load)｣を押します。 

USB メモリへの保存方法 

1. データを保存する USB メモリをオシロスコープに取り付けます。 

2. ｢Utility｣ボタンを押し、｢合否(Pass/Fail)｣ - ｢マスク設定(MaskSetting) ｣メニューに入

ります。 

3. メニュー内の｢保存先(Location)｣を｢外部保存(External)｣に設定します。 

4. メニュー内の｢保存(Save)｣を押すと、SAVEALL 画面が開きます。「新規ファイル(SAVE)」

を押して、マスクデータ･ファイル(*RGU)を保存します。 （SAVE ALL の詳細は 95 ペー

ジを参照してください） 

USB メモリへの呼び出し方法 

1. データが保存された USB メモリをオシロスコープに取り付けます。 

2. ｢Utility｣ボタンを押し、｢合否(Pass/Fail)｣ - ｢マスク設定(MaskSetting) ｣メニューに入
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ります。 

3. メニュー内の｢保存先(Location)｣を｢外部保存(External)｣に設定します。 

4. メニュー内の｢呼び出し(Load)｣を押すと、SAVEALL 画面が開きます。「呼び出し(LOAD)」

を押して、マスクデータ･ファイル(*RGU)を呼び出します。（SAVE ALL の詳細は 95 ペー

ジを参照してください） 

 

「波形記録(Record)」 

「波形記録(Record)」オプション･ボタンを押すと、CH1 もしくは CH2 で捕捉した波形を連続し

てフレーム毎に「記録」できます。最大記録フレームは 2500 波形です。また合否試験(Pass/Fail)

の結果だけを記録することもできます。これは、長時間にわたる目視による監視をすることなく、

定期的なモニタリングや異常信号だけを捕捉する場合に便利な機能です。 

 

注：記録させた波形に対してパラメータ計測やカーソル、演算機能は対応していません。 

Utility メニューの「波形記録(Record)」オプション･ボタンを押して、Record 機能にアクセスします。 

 

「波形記録(Record)」機能はｵﾌ､記録保存､再生(Off, Record, Playback )の 3 つのモードで操作します。

モードの選択によりオプション･メニューが異なります。前の図では、「方式(Record Mode)」がオフ(Off)

に設定されているので、他のオプション･ボタンが表示されません。 
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注：スキャンモードでは動作しません。 

波形記録（記録保存モード）メニュー 

Utility メニュー内の「波形記録(Record)」オプションを選択し、RECORD メニュー内の「方式

(Record Mode)」を「記録保存(Record)」に選択すると、記録用のメニューが表示されます。 

 

「信号源(Source)」オプション･ボタンを押して、記録する入力信号 CH1, CH2 (4ch モデル:CH3, 

CH4)、PF-OUT(合否試験出力)を選択します。 

1. 「間隔(Interval)」オプション･ボタンを押し、フロントパネルの Adjust つまみを回してレコ

ードのフレーム間隔を調整します。調整間隔は 1.00ms から 1000s まで設定が可能です。こ

の値はトリガ更新イベントとは関係しないため、波形が更新されなくても定期的に記録動

作が行われます。 

2. 「最終ﾌﾚｰﾑ(End Frame)」オプション･ボタンを押し、フロントパネルの Adjust つまみを回

してレコード･フレーム数を調整します。記録フレームが最終フレーム数に到達すると、

記録動作が停止します。 

3. 「操作(Operate)」オプション･ボタンを押して波形保存の Start/Stop を操作します。 

 

注: グリッドエリアの左上に表示されている play: 1 カウンタは最終ﾌﾚｰﾑ(End Frame)まで記録

されたフレーム数を示しています。 

波形記録（再生モード）メニュー 

Utility メニュー内の「波形記録(Record)」オプションを選択し、RECORD メニュー内の「方式

(Record Mode)」を「再生(PlayBack)」に選択すると、再生用のメニューが表示されます。再生

にはいくつかのオプションを選択することができます。再生スピードや開始や終了のフ

レーム位置の指定、繰り返し再生などのオプションを選択して再生することができます。 
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再生手順 

1. 「再生方式(Play Mode)」を指定します。繰り返し再生や開始フレームから終了フ

レームまで 1 回だけ再生する再生方式を選択することができます。 

 

2. 再生スピードを「間隔(Interval)」オプションで設定できます。値は Adjust ノブを使

って指定します。 

3. Page2/2 に移動し、開始や終了のフレームを「開始ﾌﾚｰﾑ(Start Frame)」や「最終ﾌﾚｰ

ﾑ(End Frame)」を選択後、Adjust ノブを使って設定します。 
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4. Page1/2 に移動し、「操作(Operate)」オプションボタンを押して、再生の Start/Stop

を行います。 

注: グリッドエリアの左上に表示されている play: 1 カウンタは最終ﾌﾚｰﾑ(End Frame)ま

で記録されたフレーム数の中で現在表示されている位置を示しています。 

5. １フレームづつ手動で確認する場合には、Page2/2 の「ｶﾚﾝﾄﾌﾚｰﾑ(Curr Frame)」を選

択し、画面上に表示させたいフレームを選択します。 

「IP 設定(IP Setting)」 

WaveAce2000 シリーズはイーサーネット経由でリモート･コントロールできます。静的に IP アドレス

やサブネットマスク、デフォルト･ゲートウェイを設定することや DHCP を使って動的にアドレスを取

得することができます。 

IP の設定をするには、 

1. Utility メニューの「IP 設定(IP Setting)」オプション･ボタンを押します。ボタンが押され

ると、IP アドレス設定メニューが表示されます。 

2. オプションボタンを押してフィールドの指定、Adjust ノブを回して値の指定、Adjust ノブ

を押してフィールド内を右に移動することができます。 

 

3. Save/Recall ボタンを押して、設定を保存します。 

4. SINGLE ボタンを押して、設定画面から抜けます。 

5. 再起動すると、設定が有効になります。 

注：DHCP を使用した場合、再起動されるまで取得された IP アドレスの情報が更新されません。 



 

 

114 

「スクリーンセーバ(Screen Saver)」 

「スクリーンセーバ(Screen Saver)」オプション･ボタンで、オシロスコープが操作されていない

場合、省電力の為、画面を消すことができ、画面を消すまでの時間をこのボタンで選択できます。

画面を全く消さない「オフ(Off)」を選択することもできます。 

「レコード(Recorder)」 

レコード機能はスキャンモード（ロールモード）時にオシロスコープをデジタル･レコーダとして機能

させ、長期間のモニタリングを可能にします。波形の保存先はオシロスコープの内部、または USB メ

モリへ保存することができます。「レコード (Recorder)」オプションを選択すると、次のような

RECORDER メニューが表示されます。メニューには記録、再生、オプション設定へのアクセスを提

供します。 

 

記録するには 

1. ｢Utility｣ボタンを押し、「(レコード(RECORDER)」オプションを選択します。 

2. 「オプション(Option)」を選択し、「レコード (Record)」や「ショー(Viewer)」の選択を行

います。レコードで｢連続(roll)｣が選択されると、記録用のメモリを使い果たした場合、メ

モリがリセットされて保存を続行します。連続モードは信号の終了が予想できない場合に使

用します。「シングル(Single)」は記録用メモリを使い果たして時点で、記録を終了します。

シングルは記録される期間が短い波形に適用します。「ショー(Viewer)」は画面表示を 2 段

に分割して計測中の波形を見やすくすることができます。設定終了後、「戻る(Return)」ボ

タンを押して戻ります。 

3. チャンネル･ボタンを操作してデータを記録するチャンネルを決定します。レコード機能で

は表示されているチャンネルは全て保存されますが、チャンネル数により記録できる時間が

短くなります。 

4. 「レコード(Record)」ボタンを押します。この時点で記録できる時間が決定されます。 
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5. 「保存先(StoreMode)」の選択を内部メモリ、または外部メモリ(USB メモリ)へのどちらを

選択します。 

注：USB メモリへ保存する場合、Time/Div は 2.5s/Div より遅く設定されている必要がありま

す。また USB メモリに保存した波形はリプレイ機能を利用することはできません。 

6. 「開始(Start)」ボタンを押し、記録を開始します。ボタンが押されると、「停止」、または

「一時停止」オプションが表示されます。 

7. ｢停止｣オプション･ボタンを操作して波形を記録を終了します。「戻る(Return)」ボタンで記

録メニューに戻ります。 

8. 保存した波形は「リプレイ(Replay)」ボタンを押して再生させることができます。 

再生するには 

1. ｢Utility｣ボタンを押し、「(レコード(RECORDER)」オプションを選択します。 

2. 「オプション(Option)」を選択し、「リプレイ (Replay)」や「ショー(Viewer)」の選択を行

います。ﾘﾌﾟﾚｲで｢ドット(By point)｣が選択されると、画面が流れるように再生します。「フ

レーム(ByFreame)」を選択すると、1 画面ずつ波形を切り替えます。「ショー(Viewer)」は

画面表示を 2 段に分割して計測中の波形を見やすくすることができます。設定終了後、「戻

る(Return)」ボタンを押して戻ります。 

3. 「リプレイ(Replay)」ボタンを押します。 

USB メモリに出力したデータについて 

データは USB メモリ内の RCD フォルダに保存されます。データは AD コンバータからの生デ

ータがそのまま CSV 形式で出力されるため、電圧値にするためには変換が必要になります。 

Excel で表示した場合、次のように列ごとにチャンネルのデータが出力されます。データの先頭

にサンプリング間隔(Time/Point)、電圧の係数(Volt Coef)、オフセット(Zero Pos)の値が示され

ます。AD の生データから電圧値に変換する場合には次のように計算します（しかし、この

Volt/Div はプローブアッテネーションの情報が反映されないため、アッテネーションの情報をオ

シロスコープの設定で確認する必要があります。）電圧値への変換方法は次のようになります。 

電圧値＝（データ －オフセット) ×電圧の係数  

例  Volt Coef: 004000uV、 Zero Pos 128、 値が 205 の場合 

電圧値 (205  -  128) * 4000e-6  = 0.308V 

注意：最小サンプリング間隔は 1ms です。 
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「日時(Date/Time)」Wveace2000 シリーズのみ 

Utility メニューの Data/Time オプションを選択すると、次のような DATA/TIME メニューが表示され

ます。 

 

 

1. Year オプションボタンを押して、フロントパネルの Adjust ノブを回して年を選択します。 
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2. Month/Day オプションボタンお押して、Month をハイライト表示します。フロントパネルの Adjust

ノブを使って値を変更し、再度 Month/Day オプション･ボタンを押して Day がハイライト表示させ

て、Adjust ノブで値を設定します。 

3. Hour/Minute オプションボタンお押して、Hour をハイライト表示します。フロントパネルの Adjust

ノブを使って値を変更し、再度 Hour/Minute オプション･ボタンを押して Minute がハイライト表

示させて、Adjust ノブで値を設定します 

4. 日時の表示をコントロールすることができます。Display オプションをオンにすると画面の

右下に日時が表示されます。 

 

注：WaveAce1000 シリーズはリアルタイム・クロック回路が搭載されていません。 

 

「Quick-Cal」 Wveace2000 シリーズのみ 

「Quick-Cal」オプション･ボタンで、オシロスコープ動作中にも校正を行うかどうかを決めるこ

とができます。デフォルトは「オン(On)」で、オシロスコープ動作中にも校正作業を行います。

校正を行わせたくない場合には「オフ(Off)」を選択します。 
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WaveStudio を使った WaveAce のコントロール 

WaveStudio は波形やパラメータの転送、オシロスコープのリモートコントロールを PC から行うことができ

る弊社フリーソフトウェアです。最新の WaveStudio は弊社ホームページよりダウンロードできます。

http://www.teledynelecroy.com/japan/pdf/software/default.asp 

 

次のステップは WaveStudio から WaveAce をリモートコントロールするデモンストレーションです。 

1. ハードウェアをオシロスコープへ接続します。 

USB ケーブルをオシロスコープ背面にある USB コネクタに接続します。 

2. リモートコントロールするためにオシロスコープのリモートコントロール設定を行います。 

フロントパネルの UTILITY ボタンを押して、2/4 ページにある「背面 USB(BackUSB)」を USBTMC

に選択します。 

 

3. リモートコントロールするPCにNational Instruments社のNI-VISAをダウンロードしてインストールします。 

Note: NI-VISA は www.ni.com/visa.からダウンロードできます。  

4. Wave Studio からオシロスコープを接続します。 

ソフトウェアを実行し、ScopeリボンメニューにあるAdd Scopeをクリックします。また同じ操作は

My Scope Explorer内のアイコンをクリックしても同様の操作を行えます。 
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Add Deviceポップアップが開きます。 

 

 

NetworkまたはUSBTMC/USB488のどちらかを指定することができます。 

詳細はWaveStudioのマニュアルを参照してください。 
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参考情報 

WaveAce 仕様 

注 :  仕様は予告なく変更することがあります。 

仕様の詳細についてはオシロスコープのオンラインヘルプ、又は弊社ウェブサイト www.teledynelecroy.com

をご参照ください。 

安全規格 

CE 準拠、UL および cUL 認定 

CE 適合宣言 

本オシロスコープは EMC Directive 2004/108/EEC for Electromagnetic Compatibility および Low 

Voltage Directive 2006/95/EEC for Product Safety の要求事項に適合します。 

EMC 指令： 

 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 

電磁放射： 

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

 EN 61000-3-2:2006 高調波電流発信(HCE:Harmonic Current Emissions) (Class A) 

 EN 61000-3-3/A2:2005 電圧変動 (Pst = 1) 

電磁イミュニティ 

 EN 61000-4-2:2001** 静電放電. 

(4 kV 接触、8 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, 80-1000 MHz; 3 V/m, 1400 MHz - 2 GHz; 1 V/m, 2 GHz - 2.7 GHz) 

 EN 61000-4-4:2004** 電気的ファーストトランジェント/バースト 

(1 kV on power supply lines, 0.5 kV on I/O signal data and control lines) 

 EN 61000-4-5:2006** Surges. 

(1 kV AC Mains, L-N, L-PE, N-PE) 

 EN 61000-4-6:2007** RF 誘導電磁界 

(3 Vrms, 0.15 MHz - 80 MHz) 

 EN 61000-4-11:2004† Mains Dips and Interruptions. 

http://www.lecroy.com/
http://www.lecroy.com/
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(1 cycle voltage dip, 100% short interruption) 

  

*電磁放射規格に適合するために、すべての I/O 端子に適切にシールドされたケーブルを使用してく

ださい。 

**  性能基準｢B｣制限に適合します。 故障時に一時的に性能低下や機能喪失が生じることがありま

すが、これらは自己回復可能です。 

†性能基準｢C｣制限に適合します。 故障時に一時的に性能低下や機能喪失が生じることがあり、オペ

レータによる対処やシステム･リセットが必要です。 

 WARNING  

国内環境においては、本製品が無線妨害を発生させる可能性があり、状況によりユーザーに適切な

対策を講じることが求められる場合があります。 

低電圧指令： 

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。 

本オシロスコープは以下の EN 61010-1 制限に準拠します。 

 設置カテゴリ II(主電源コネクタ) I(測定端子) 

 汚染度 2(通常、乾燥した非導電性の汚染だけが発生する。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る。 

 保護クラス I(保護グランド付き端末の場合) 

UL and cUL 

オシロスコープは UL, cUL にリストされ、次の基準に従います。 

 UL 標準： UL 61010-1 2nd Edition. 

 カナダ規格： CSA-C22.2 No. 61010-1-04. 
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任意波形発生器 WaveStation(オプション)への波形提供 

WaveAce1000/2000シリーズで捕捉された波形を任意信号発生器WaveStationで発生させることができます。 

WaveAce 側の操作 

1. WaveAce の前面の USB 端子に USB メモリを接続します。 

2. WaveAce の Save/Recall ボタンを押し、タイプで CSV を選択します。 

3. チャンネルボタンを押して再生したい波形だけ表示されるようにします。 

4. Print ボタンを押して波形を保存します。 

WaveStation 側の操作 

5. 波形を保存した USB メモリを WaveStation に接続します。 

6. フロントパネルの Save/Recall ボタンを押します。 

7. FileType ボタンを押して、Data(任意波形)を選択します。 

1. Browser ボタンを押して、Directory を選択し、矢印キーを使い、USB Device(0:)内の CSV フォル

ダを選択します。上下の矢印キーはフォルダの選択、左右の矢印キーはサブディレクトリを開く、

または親ディレクトリへ戻る場合、使用します。 

 

8. Browser ボタンを押して、File を選択し、矢印キーの上下ボタンを使って波形ファイル(*.csv)を選

択します。 

 

9. Recall ボタンを押します。 

10. 任意波形を保存する内臓メモリを選択します。 

 

11. Save ボタンを押して保存します。 
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ロジックアナライザ LogicStudio(オプション)と接続してミックスド･シグナル計測 

WaveAce1000/2000 シリーズは LogicStudio と連携して動作させることができます。LogicStudio はロジック･

アナライザ機能の他に I2C, SPI, UART（RS232C）のデコード･トリガ機能が標準で搭載され、オシロスコー

プだけでは難しいシリアル信号の特定の位置でオシロスコープの波形とデジタル信号、シリアル･信号を同時

に評価することが可能になります。 

注：LogicStudio ソフトウェアはバージョン 1.2.3.0 から対応しています。 

全ての設定は LogicStudio ソフトウェア上で行います。LogicStudio ソフトウェアのメニューから Device- 

Device Finder メニューを選択して WaveAce を認識させます。Device Finer ダイアログ上の アイ

コンを選択するとオシロスコープと連携して動作させることができます。 

 

LogicStudio 本体と WaveAce 本体を選択して Next ボタンを押すと、接続図が表示されます。接続図に従い

LogicStudio とオシロスコープをセットアップします。 
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下図は I2C 信号を LogicStudio でトリガさせ、I2C のデコードと共にアナログ信号とデジタル信号を同時に表

示させた例です。 
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