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ようこそ 

テレダイン・レクロイ製品を購入いただきありがとうございます。我々の機器特有のきめ細かな機能

にご満足いただけると確信しております。このガイドは、WaveMaster 8Zi-B オシロスコープを設定

し、使いこなしていただくためのいくつかの基本的な操作手順を学んでいただくためのものです。 

⚫ WaveMaster 8Zi-B のリモート制御に関する総合的な情報については MAUI Oscilloscopes 

Remote Control and Automation Manual をご覧ください。 

⚫ WaveMaster 8Zi-B の操作、機能の詳細については WaveMaster 8Zi-B オシロスコープ・オペ

レーターズ・マニュアルを参照してください。 

両マニュアルはホームページのオシロスコープ・マニュアルのページからダウンロードできま

す:teledynelecroy.com/support/techlib 
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はじめに 

WaveMaster 8Zi-B オシロスコープについて 

WaveMaster 8Zi-B は、今日の高速信号測定に必要な性能、信号忠実度、ツールセットと、汎用ベン

チトップ・オシロスコープの使いやすさを兼ね備えています。WaveMaster 8Zi-B は、最高速度のシ

リアル・データトリガ、唯一の完全なマルチレーン・シリアル・データおよび Eye パターン解析ソリ

ューション、および最も包括的なコンプライアンス・パッケージを備えており、最も複雑なテストを

簡略化します。 

OneTouch MAUI 

One Touch MAUI は、オシロスコープの操作性向上のために新しい手法を取り入れました。革新的

なドラッグ＆ドロップ操作により、セットアップ時間を大幅に短縮します。ピンチやスワイプ、フリ

ック等の御馴染みのタッチスクリーン・ジェスチャで機器を直感的に操作することができます。 

ミックスド・シグナル・オプション 

HDA125 高速デジタルアナライザと MS-250/MS-500 ミックスド・シグナル・オプションにより、最

大 36 の統合されたデジタル・チャネルと、アナログ信号とデジタル信号を同時に表示、計測、解析

するように設計されたツールセットにより、ミックスド・シグナル設計の迅速なデバッグが可能で

す。業界唯一の真の 14.1Gb/s シリアル・パターン・ハードウェア・トリガは、柔軟なアナログおよ

び全チャンネルにまたがって設定可能なデジタル・トリガにより、組込みシステムにおける問題を迅

速に識別して切り分けることができます。 

マルチレーン・シリアル・データ解析 

SDAIII-CompleteLinQ は同時に４つの信号の Eye パターンとジッタ・ブレークダウンを表示するこ

とが可能です。Eye Doctor II および VirtualProbe オプションは、現実世界のシステム挙動をエミュ

レートし、S パラメータを使いレーンの影響を解析、Crosstalk ツールは振幅ノイズの解析が可能で

す。QualiPHY ソフトウェアは広範なシリアル・データ規格にたいしてコンプライアンス・テストお

よびレポートを自動化、簡略化します。 
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主な仕様 

詳細な仕様は teledynelecroy.com の製品ページをご覧ください。 

帯域幅 4GHz～30GHz 

アナログ・チャンネル 4 

デジタルチャンネル（オプション） 
18(HDA125 および MS-250) 

18 または 36(MS-500) 

垂直分解能 
8ビット 

最大11ビット（ERes適用時） 

チャンネルあたりのメモリ 
256Mpts/ch 4ch 動作時 

521Mpts/ch 2ch 動作時 

サンプリング速度 
40GS/s 4ch 動作時 

80GS/s 2ch 動作時 

デジタル・サンプリング速度 
1.25GS/s (MS-250またはMS-500) 

12.5GS/s (HDA125) 
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安全 

シンボル 

 潜在的な機器の損傷に対する注意、または人身傷害に対する警告。情報が完全に理解さ

れ、条件が満たされるまで先に進まないでください。 

 警告：感電や火傷のリスク 

 フレームまたはシャーシ端子 

 
交流 

 電源オン/スタンバイ 

 AC 電源オン 

 
AC 電源オフ 

 

動作環境 

温度 5～40℃ 

湿度 31℃まで最大 80％RH（結露なきこと）、40°C で 50％RH まで直線的に減少 

高度 最大 10,000 フィート(3,048m) 30℃以下 

 

電源 

AC 電源 100～240VAC（±10%）、50/60Hz（±10%）または 

100～120VAC（±10%）、400Hz（±5%） 

自動電圧選択 

消費電力 4～20GHz モデル 25～30GHz モデル 

公称 975W/975VA 1025W/1025VA 

最大* 975W/975VA 1025W/1025VA 

スタンバイ 15W 15W 

*すべての PC 周辺機器と 4 つのチャネルにアクティブ・プローブを接続した状態。 

測定端子定格 
定格は C1～C4 および Aux In 端子に適用されます。 

ProBus 入力 50Ω カップリング ≤3.5Vrms 

1MΩ カップリング ≤400 Vpk max.(Peak AC≦10kHz+DC)；10kHz から 1MHz で 17dB/decade のディレーティング；

1MHz 超では 5Vpk max. 

ProLink 入力 50Ω カップリング≤ 5Vrms 

2.92mm 入力 50Ω カップリング≤ 5Vrms 

測定端子は、IEC/EN 61010-1:2010 の計測カテゴリ定格には該当しません。 

測定端子は、主電源に直接接続することを意図するものではありません。 
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使用上の注意 

一般的な安全手順を確認してください 

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。コードは常に固定してください。 

グランドを接続してください AC コンセントの接地端子は機器のフレームに接続されます。電源ケ

ーブルは安全接地接点付きコンセントにのみ接続してください。 

警告：ケース内側または外側の保護導体が断線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。意図的な切断は禁止されています。 

適切に着脱してください 動作中の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 全ての入力端子に最大定格を超えた入力電圧を加えないでくださ

い。BNC 端子横に記載された最大入力許容値を参照してください。 

以下の規定の動作環境内でのみ御使用ください 高湿もしくは爆発性雰囲気中では決して使用しない

でください。 

屋内でのみご使用ください 

製品の表面を清潔で乾いた状態に保ってください 

冷却用通気孔を塞がないでください 本機器と隣接物との離間は 15cm 以上開けてください。機器の

下面に紙等を置かないでください。 

持ち上げて運搬する際の注意 移動する際は機器電源を抜いてください。 

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 定期的に本体とケーブルを確認してください。もし損

傷している場合は直ちに使用を中止し、間違った使用法から機器を隔離します。 
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概要 

オシロスコープ前面 

A. フロントパネル取り外しレバー 

B. フロントパネル 

C. タッチスクリーン・ディスプレイ 

D. Cal Out フック 

E. USB2.0 ポート(3) 

F. スタンバイ電源ボタン 

G. 入力段インジケータ 

H. 入力チャンネル C1-C4 

I. Aux In および Aux Out 

J. グランド端子 

K. Fast Edge 出力 

L. チルト・フット 
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着脱可能なフロントパネルには、捕捉設定を操作するボタンとノブがあります。フロントパネル取り

外しレバーを使用すると、フロントパネルを取り外して、リモコンのように使用できます。フロント

パネルから、タッチスクリーンから、あるいは両方を併用してお好みで操作してください。P.13 の

“フロントパネル”を参照してください。 

タッチスクリーン・ディスプレイは、オシロスコープの操作、情報表示の主な方法です。タッチスク

リーンの概要については p.16 を参照してください。 

CAL 出力フックは、パッシブ・プローブを補償するために使用する信号を出力します。WaveMaster 

8Zi-B オシロスコープは、同梱されているパッシブ・プローブと、機器の帯域幅に対応した全ての

ProBus アクティブ・プローブと互換性があります。プローブの仕様とドキュメントは、

teledynelecroy.com/probes で入手できます。 

スタンバイ電源ボタンは機器の動作状態を操作します。電源オン/オフ(p.8)をご覧ください。 

C1-C4 は信号入力です。アナログ信号には、ProLink 入力の"A"列(上段)または ProBus および

2.92mm 入力の"B"列（下段）のいずれかを使用できます。さまざまなケーブル・コネクタに対応する

ために、さまざまなアダプタが用意されています。選択した入力は、入力段インジケータによって表

示されます。 

Aux Out は、トリガイベントや合否半径試験の結果により別のデバイスにパルスを送信したり、定常

信号を送出したりするように設定することができます。外部トリガ信号の入力に Aux In を使用する

ことができます。 

グランド端子には静電防止リストラップを接続したり、アクティブ・プローブのグラウンド接続に使

用したりすることが出来ます。 

Fast Edge Out は約 30ps の立ち上がり時間エッジをもつ正弦波を出力し、チャンネルデスキューに

使用することが出来ます。 

チルト・フットを使用すると、ディスプレイの角度を調整して、ベンチトップでの視認性をあげるこ

とができます。 

電源の On/Off 

電源コードを接続する前に、オシロスコープの背面にある AC電源スイッチ

（p.10）をオフの位置に切り替えます。電源コードを常に電源ケーブル・ク

ランプに通して固定してください。プラスドライバを使用してクランプを取

り外し、電源コードを AC 入力コネクタに取り付けてから、ここに示すよう

にコードの上にクランプを固定します。 

コードをオシロスコープに固定した後、接地された AC 電源コンセントに接続します。AC 電源スイ

ッチをオンにしてから、機器の前面にあるスタンバイ電源ボタンを押して機器の電源を入れます。ボ

タンは、オシロスコープが動作しているときには LED が点灯します。 

http://teledynelecroy.com/probes
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注意：信号を接続したまま電源の投入、校正をしないでください。 

電源ボタンをもう一度押すか、または File>Shutdown メニューを使用して適切にシャットダウン処理

を行ってください。そうすることで現在の設定を保存して終了します。 

注意：電源ボタンを押し続けないでください。この操作をするとハードシャットダウンを実

行しますが、設定やデータを保存しない場合があります。 

電源ボタンによる操作により、”スタンバイモード”にはなりますが、オシロスコープは AC 電源から

切断はされません。若干の待機電力が消費され続けます。機器の電源を完全に切る唯一の方法は、背

面 AC 電源スイッチを切るか、電源コードをコンセントから物理的に切り離すことです。長期間使用

しない場合は、機器の電源コードを抜いておくことをお勧めします。 

注意：システム・スタンバイやシステム・ハイバネートに Windows®の電源設定を変更しない

でください。故障の原因となります。 
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オシロスコープ背面 

 

A. イーサネット・ポート(2) 

B. USB 3.1 ポート(4) 

C. DisplayPort 出力(3) 

D. 外付けオーディオデバイス用スピーカー、

マイク、ライン・イン 

E. オプション・ハードウェア用拡張カードス

ロット 

F. リムーバブル・ハード・ドライブ 

G. AC 電源スイッチおよび入力 

H. 電源ケーブル・クランプ 

I. 10MHz Ref In および Ref Out 

コネクタ 

J. 外部ミックスド・シグナル・デバイス用

LBUS コネクタ 
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外部機器/システムとの接続 

外部機器との接続に関する詳細な手順については WaveMaster 8Zi-B オシロスコープ・オペレーター

ズ・マニュアルを参照してください。 

オーディオ/USB 周辺機器 

デバイスは適切なポートに接続してください。接続は“プラグ＆プレイ”に対応しており、特別な追加

設定はありません。調整をする場合は Windows コントロールパネルを使用します。File>Minimize

を選択して Windows デスクトップを表示します。 

外部モニタ 

DisplayPort インタフェースは UHD モニタをサポートしています。機器背面のいずれかのポートに

モニタを接続します。ケーブルのコネクタが異なる場合は、アダプタを使用することができます。

Windows コントロールパネルで Display>Display Setup>Open Monitor Control Panel を開き、ディ

スプレイを設定します。必ずオシロスコープがプライマリ・ディスプレイになるように設定してくだ

さい。 

拡張グリッド機能を使用するには、第二のモニタを duplicate 設定ではなく、extend 設定にします。

外部モニタのタッチスクリーンが有効の場合、外部モニタをタッチすることによって MAUI ユーザ・

インタフェースを制御できます。 

メモ：オシロスコープのタッチスクリーンは、富士通のドライバを使用しています。競合の可能性が

あるため、富士通ドライバを使用する外部モニタはタッチスクリーンとしては使用できません。ディ

スプレイとしてのみの使用となります。 

LAN 

WaveMaster 8Zi-B は、TCP/IP 接続を介して DHCP ネットワークアドレスを割当てられるように設

定されています。いずれかのポートにイーサネットケーブルを介してネットワークアクセスデバイス

に接続します。IP アドレスを見るには、Utilities>Utilities Setup>Remote を開きます。 

オシロスコープに固定 IP アドレスを設定するには、Remote ダイアログから Net Connections を開

き、Windows networking ダイアログでデバイスアドレスを指定します。電子メールを設定するには

File>File Sharing に移動します。 

リモート制御 

VICP(TCP/IP)または(LXI)を使った LAN 経由で機器を制御できます。標準的なイーサネットケーブ

ルを使用してネットワーク接続ポイントに接続します。機器がコントローラと同じサブネットマスク

に設定されているかをご確認ください。同様にして TCP/IP を使って直接接続することもできます。

しかし、コントローラによりクロスケーブルを使う必要がある場合もあります。 

メモ：Windows の 10 オシロスコープ上で LXI を使用するには、管理ユーザーLCRYADMIN に切り

替えます（P.45）。 
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オプションのカード/ボードをインストールしている場合は、GPIB と LSIB を使用してリモート接続

することも可能です。 

デフォルトの VICP(TCP/IP)からリモート制御設定を変更する場合は、Utilities>Utilities 

Setup>Remote を選択します。 

プリンタ 

WaveMaster 8Zi-B はオシロスコープにインストールされた Windows OS に対応したプリンタをサポ

ートします。任意の USB ポートにプリンタを接続してください。設定するには File>Print 

Setup>Print を選択し、Printer を選択します。Windows の印刷ダイアログを開くには Properties

を選択します。 

外部(AUX)出力 

オシロスコープは、トリガイベントまたは合格/不合格の結果を直流、またはカスタムの振幅と周波

数の方形波でパルスを出力できます。フロントパネルの AUX 出力に BNC ケーブルを介して他のデ

バイスを接続します。Utilities>Utilities Setup を選択し Aux Output ダイアログを開き、出力を

設定します。 

基準クロック 

BNC ケーブルを Ref In または Ref Out コネクタを介して他の機器に接続し、基準クロック信号を入

力または出力します。Timebase>Horizontal Setup を選択し、Clock Source ダイアログに移動してク

ロックを設定します。 
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フロントパネル 

ほとんどのフロントパネル操作は、タッチスクリーン・ディスプレイを介

しても利用できるようになっています。詳細は基本操作のセクションおよ

び WaveMaster 8Zi-B オシロスコープ・オペレーターズ・マニュアルをご

覧ください。以下に、いくつかの特別なフロントパネルのコントロールを

示します。 

A. Help で WaveMaster サポートが開きます。これには、標準のオシロス

コープ機能と WaveMaster プラットフォームで実行されるすべてのオ

プションの詳細なドキュメントが含まれています。 

B. Default Setup は、すべてのチャンネルを工場出荷時の設定に戻しま

す。 

C. Auto Setup は表示されている全てのチャンネルの自動設定を行いま

す。エッジトリガレベルが信号の平均値に設定されます。 

D. Print ボタンは画面をキャプチャし、印刷設定（ファイル、

LabNotebook など）に従って処理します。 

E. Touch Screen ボタンはタッチスクリーン機能を有効/無効にします。 

F. Clear Sweep ボタンは演算と計測カウンタをリセットします。 

G. Zoom は、開いているすべてのチャネルトレースのズームを作成します。 

フロントパネルの全ての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

む操作に他の機能が割り当てられています。ノブ上のラベル表示には回転操作をし

た時の主動作が記載されています。下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。 

多くのフロントパネルのボタンは機能がアクティブな場合 LED が点灯します。 
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基本操作 

データの保存とシェア 

データの保存や呼び出しにはオシロスコープのファイル・メニューを使います。この機能の使用法の

より詳細な情報は WaveMaster 8Zi-B オシロスコープ・オペレーターズ・マニュアルをご覧くださ

い。 

LabNotebook 

LabNotebook は、キャプチャしたときの設定、波形データおよびスクリーンイメージを含んだ複合フ

ァイル(.LNB)です。設定すると、Print ボタンを押すことで簡単に LabNotebook を生成することがで

きます。LabNotebook を呼び出して、ファイルを保存した時と全く同じ状態にオシロスコープを復元

することができます。あたらしい解析を実行するために、波形およびテーブルが以前の状態で表示さ

れます。 

LabNotebook ファイルは、編集や注釈を付けることができ、フォーマット済み HTML、.RTF また

は.PDF レポートにエクスポートすることができます。それらはまた、機器の設定、波形、画面イメ

ージファイルに展開することができます。 

設定、波形およびテーブル・データ 

現在のオシスコープの構成を内部設定パネルまたは設定ファイル(.LSS）に保存し、後で呼び出すこ

とができます。 

波形データはトレース・ファイル(.TRC)に保存して、後で内部メモリに呼び出しスクリーンに波形と

して表示することができます。 

テーブル・データは ASCII(.TXT)または Excel(.CSV)形式でファイルに保存することができます。複

数の波形やテーブルが表示されている場合は、All Displayed を選択すると、一回の保存操作でそれ

ぞれを個別に自動的に名前をつけて保存することができます。 
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スクリーン・キャプチャ 

フロントパネルの Pintボタンは、スクリーンイメージを取り込み、選択した Print 方法

(プリンタに送る、イメージファイルに保存する他）に従って処理をします。キャプチャ

のプリントや保存前に、LabNotebook と同様の描画ツールで注釈をつけることができま

す。 

タッチスクリーンの File>Save Screen Image からも操作することができます。 

ファイルのシェア 

もしオシロスコープがネットワークに接続されている場合、LabNotebook、レポートおよび他のユー

ザー・データ・ファイルを機器から直接電子メールで送信したり、アクセス可能なネットワーク機器

に保存したりすることができます。 

同様に、ファイルを USB ホストポート経由で USB ドライブに転送することもできます。ユーザー・

データはデフォルトではファイルは D:ドライブに置かれます。 
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タッチスクリーンの操作 

ディスプレイ全体で操作可能です。指先でタッチ、ドラッグ＆ドロップ、スワイプ、ピンチ、フリッ

ク操作がご使用いただけます。情報を表示する多くの項目は、他の機能にアクセスするための“ボタ

ン”としても機能します。マウスが接続されている場合は、タッチ操作に対応する箇所はどこでもク

リックして操作することができます。実際に、クリックとタッチどちらでも使いやすい方法をお使い

いただけます。 

 

A. メニューバー 

B. グリッド 

C. カーソル 

D. トリガレベル・インジケータ 

E. トリガタイム・インジケータ 

F. トレース・ディスクリプタ・ボックス 

G. Add New ボックス 

H. タイムベースおよびトリガ 

I. 水平軸カーソル読み値 

J. 設定ダイアログ 
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ドロップダウン・メニュー・バーから、設定ダイアログや他の機能にアクセスできます。すべての機

能は、メニューバーまたは他のショートカットのいずれかを介してアクセスすることができます。 

（セットアップの呼び出しの様に）アクションを“元に戻す”ことができる場合は、メニューバ

ーの右端に小さな Undo ボタンが表示されます。以前のオシロスコープ表示に戻すにはこれを

クリックします。 

グリッドには波形トレースが表示されます。異なるグリッド・モードを表示するように設定すること

ができます。 

カーソルは計測ポイントがどこにセットされたかを示します。カーソル・インジケータをタッチ＆ド

ラッグすると計測ポイントを迅速に動かすことができます。水平軸カーソル読み値は、タイムベース

およびトリガ・ディスクリプタ・ボックスの下に表示されます。 

トリガが設定されると、トリガチャンネルの色に合わせた色でトリガレベルとトリガタイム・インジ

ケータがグリッドの外周に表示されます。 

トレース・ディスクリプタ・ボックスは表示されているトレースごとにひとつグリッドの下部に表示

されます。それらのサイズと表示の詳しさは表示数によって変わります。 

Add New ボックスはトレース・ディスクリプタ・ボックスの隣に配置されています。これを使って新

しいトレースまたは計測値テーブルを表示します。”OneTouch MAUI”については p.３を参照してく

ださい。 

タイムベースおよびトリガ・ディスクリプタ・ボックスはディスプレイの右下に表示されます。タイ

ムベースおよびトリガ設定はチャンネル・トレースにのみ適用されます。ディスクリプタ・ボックス

をタッチし、対応する設定ダイアログを開きます。 

設定データを入力するための設定ダイアログがディスプレイ下部に表示されます。最上位（最左端）

のダイアログが、選択した機能のメイン・エントリ・ポイントになります。関連ダイアログはメイ

ン・ダイアログの背後に一連のタブとして表示されます。 
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チャンネル、演算、メモリおよびデジタル・ダイアログの下にあるツールバーを使って、使用中のダ

イアログを閉じることなく、使用頻度の高い操作にアクセスすることができます。操作は常にアクテ

ィブ（ハイライトされた）トレースに適用されます。 

 
計測パラメータの適用 

 
ズーム・トレースの表示 

 トレースに演算を適用 

 シリアル・デコードダイアログを開きます。 

（デコード・オプションがインストールされている場合。そうでない場合は無効） 

 アクティブ・トレースを対応する内部メモリにコピー（例 C2 を M2 へ） 

 波形をグリッドにあわせてスケーリング 

 アクティブ・トレースを次のグリッドへ移動 

 トレースにカスタム・ラベルを添付 

 

 

  



基本操作 

WaveMaster 8Zi-B 基本操作ガイド  19 

表示の変更 

グリッドは、256 の垂直レベルを表す垂直 8division と水平 10division により構成されています。そ

れぞれの１division で表される値は、グリッド上に現れるトレースのスケール設定に依存します。 

 

 

垂直 8division 

256 垂直レベル 

 

 

マルチグリッド表示 

グリッドは複数のグリッドに分けることができ、それぞれのグリッドはトレースのフル垂直レベルを

表します。マルチグリッドの様々なモードが利用可能です。 

 

256 垂直レベル 

 

 

256 垂直レベル 

 

 

デフォルトでは、オシロスコープは Auto Grid モードが有効に設定されています。Auto Grid モード

では、新たなトレースを表示すると、それ以上グリッドが追加できなくなるまで（最大で 16 まで）

それぞれに１つの新たなグリッドを追加します。他のグリッド・モードでは固定の数、配置のグリッ

ドを作成します；アイコンに選択した結果が示されています。 

タッチスクリーン・ディスプレイの変更を行うには、メニューバーから Display>Display Setup を選

択し、ディスプレイ設定ダイアログで指定します。 

拡張表示 

セカンド・ディスプレイを接続している場合には、トレースの表示をオシロスコープ画面と外部ディ

スプレイにまたがって振り分けることができます。ディスプレイ・ダイアログで、Extend Grids on 

2nd Monitor を選択して、Extend Display ポップアップ・メニューからグリッド・モードを選択しま

す。両方の画面は、このグリッド・モードを共有します。ディスクリプタ・ボックスをドラッグ＆ド
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ロップしてディスプレイ間をまたいでトレースを移動させることができます。 

外部ディスプレイを接続したオシロスコープ 

ライン、輝度、パーシステンス 

トレース・スタイルは個別サンプリング点のみの表示または連続ベクトル線から選べます。 

Grid Intensity でグリッド線をトレースに対して明るくしたり、暗くしたりすることができます。 

実際に画面表示できるドット数より多くのデータ点数が利用可能な場合、Trace Intensity は、発生

頻度の低いサンプルを暗くするアルゴリズムを適用することで、重要なイベントを視覚化するのに役

立ちます。フロントパネルの Intensityノブを回すと、トレース輝度を操作できます（レベルはメッ

セージバーに現れます）。 

Intensity ノブを押し込むと、トレースにパーシステンスを適用します。

WaveStream インジケータが点灯してパーシステンスが ON であることを示

します。ノブを押し続けると、アナログからカラーに切り替わり、さらにパ

ーシステンスがオフになります。パーシステンスがオンの時、Intensity ノブ

を回すことで、トレース輝度と飽和レベルを調整することが出来ます。 

  
グリッド輝度 100% 単色パーシステンスで輝度 15% 

  
輝度 15% カラー・パーシステンスで輝度 15% 
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トレース操作 

トレース・ディスクリプタ・ボックス 

チャンネル(C1-C4)、ズーム(Z1-Z12）、演算(M1-M12)、デジタル(Digital1-Digital4)のディスクリプ

タ・ボックスはトレースが表示されるとグリッド領域の下部に現れます。ディスクリプタ・ボックス

はそれが表すトレースの情報表示、アクティベート、トレース配置、設定変更に使用されます。 

各トレースのディスクリプタ・ボックス 

トレース・ショートカットメニュー 

トレースのショートカット・メニューを使えば演算や計測パラメータの適用、トレースへのラベル追

加を素早く行うことができます。ショートカット・メニューを開くには、トレースのディスクリプ

タ・ボックスの上で白い円が現れるまでマウスを右クリックするか、タッチ＆ホールドして、その後

離します。 

アクティブ vs. 非アクティブ・トレース 

いくつかのトレースを開いてディスプレイに表示することができますが、アクティブにできるのはひ

とつだけです。これは種類によらず全てのトレースに対してあてはまります。他のトレースが指定さ

れるまで、全てのアクションはアクティブ・トレースに対して適用されます。 

アクティベートして前面に移動するにはトレースまたはディスクリプタ・ボックスをタッチします。

ディスクリプタ・ボックスは青色にハイライトされ、フロントパネル操作やタッチスクリーン・ジェ

スチャはそのトレースに適用されます。 

  

非アクティブ.このトレースに対して操作は行われません。 アクティブこのトレースに対して操作が行われます。 

セットアップの調整 

多くの入力は、設定ダイアログで設定項目に触れると表示されるポップアップ・メニューから指定す

ることができます。 

いくつかのポップアップ・メニューでは、選択項目をリストまたはアイコン

として表示するように指定できます。 
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タッチ後に入力欄が青色で強調表示されたら、その欄はアクティブであり、

値はフロントパネルのノブを回すことで変更できます。（垂直オフセットや

水平ディレイのように）専用ノブを持たない入力項目は、Adjustノブを使用

して変更できます。 

 

 

 

 

 

キーボードが接続されている場合は、アクティブな（強調表

示された）数値入力欄に設定値を入力できます。または、も

う一度タッチした後、仮想キーパッドまたは仮想キーボード

で入力することも出来ます。 

仮想キーパッドを使用するには、電卓と同じようにソフトキ

ーをタッチします。OK をタッチすると、計算された値がフ

ィールドに入力されます。 
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OneTouch MAUI 

タッチ、ドラッグ、スワイプ、ピンチ、およびフリックを使用してワンタッチで設定を作成および変

更できます。設定ダイアログを使用して表示を変更するのと同じように、さまざまな表示オブジェク

トを移動して設定を変更することができます。ワンタッチ・アクションによって設定した値を詳細値

に変更するには設定ダイアログを使用します。 

オブジェクトをドラッグ＆ドロップする時、有効なターゲットは白いボックスで囲まれます。無効な

ターゲットに移動すると、指先やカーソルの下に”Null”の記号（Ø）が表示されます。 

表示 ON 

新しいチャンネル、演算、メモリ、またはズーム・トレースをオンにするには、同じタイプの任意の

ディスクリプタ・ボックスを Add New（"+"）ボックスにドラッグします。同種類の次の番号のトレ

ースが、デフォルト設定でディスプレイに追加されます。その時点で新しいトレースはアクティブな

トレースになります。 

 

ドラッグする画面に目的のタイプのディスクリプタ・ボックスがない場合は、Add New ボックスにタ

ッチし、ポップアップ・メニューからトレースタイプを選択します。 

計測値テーブルを表示オンにするには、Add New ボックスにタッチして Measurement を選択しま

す。 
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設定のコピー 

ひとつのトレースの設定を同じタイプの他のトレースにコピーする(例えば、チャンネルからチャン

ネル、演算から演算)には、ソースのディスクリプタ・ボックスをターゲットのディスクリプタ・ボ

ックスにドラッグ＆ドロップします。 

 

計測パラメータ(Pn)の設定のコピーは、計測パラメータ・テーブルのソース列をターゲット列にドラ

ッグ＆ドロップします。Pass/Fail 読み値テーブルの判定条件(Qn)でも同様にして操作が可能です。 

ソースの変更 

トレースのソースを変更するには、ソースにしたいトレースのディスクリプタ・ボックスをターゲッ

トのディスクリプタ・ボックスにドラッグ＆ドロップします。同様にターゲットの設定ダイアログの

ソース欄にドロップすることもできます。 
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計測パラメータのソースを変更するには、ソースにしたいディスクリプタ・ボックスを計測パラメー

タ・テーブルの対象パラメータ(Pn)列にドラッグ＆ドロップします。Pass/Fail 読み値テーブルの判

定条件(Qn)でも同様にして操作が可能です。 

カーソルの配置 

カーソル計測時間/レベルを変更するには、グリッド上の新しい位置にカーソル・マーカをドラッグ

します。カーソル読み値は即座に反映されます。 

グリッド外に出てしまっている水平軸カーソルをズームや他の演算トレースに配置するには、カーソ

ル読み値をタイムベース・ディスクリプタの下からドラッグして、配置したいグリッドにドラッグし

ます。カーソルはグリッドの 5（中央）または 2.5 と 7.5division のいずれかの位置に配置されます。

ソース・トレース上のカーソルは、それに応じて位置が調整されます。 
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トリガの変更 

トリガレベルを変更するには、トリガレベル・インジケータを Y 軸上の新しい位置にドラッグしま

す。トリガ・ディスクリプタ・ボックスは新しい電圧レベルを表示します。 

トリガソース・チャンネルを変更するには、変更したいチャンネル(Cn)のディスクリプタ・ボックス

をトリガ・ディスクリプタ・ボックスにドラッグします。トリガ設定は、そのチャンネルに設定され

た最後のトリガの設定に戻ります。 

メモリ・トレースへの保存 

トレースを内部メモリへ保存するには、トレースのディスクリプタ・ボックスをターゲットのメモリ

(Mn)・ディスクリプタ・ボックスへドラッグ＆ドロップします。 
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トレースの移動 

トレースを他のグリッドに移動するには、トレース・ディスクリプタ・ボックスをターゲットのグリ

ッドにドラッグ＆ドロップします。 

スクロール 

値や読み値テーブルの長いリストをスクロールするには、選択ダイアログまたはテーブルを上下方向

にスワイプします。 

パン 

トレースをパンするには、そのトレースをアクティベートし前面にしてから、波形トレースを上下左

右方向にドラッグします。もしそのトレースが他のトレースのソースの場合、そのトレースも同様に

移動します。 

加速してパンするには、トレースを上下左右にスワイプします。  
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ズーム 

新しいズーム・トレースを作成するには、ズームしたいトレースの部分を囲うように対角にタッチ＆

ドラッグし選択ボックスを描画します。ズーム比を正確な値に調整するには Zn ディスクリプタ・ボ

ックスをタッチして設定ダイアログを開きます。 

 

各トレースをズームインするには、２つの指をトレースに対して

水平に開く動作をします。 

 

 

各トレースをズームアウトするには、２つの指をトレースに対し

て水平に狭める動作（ピンチ）をします。 

 

表示オフ 

トレースの表示をオフにするには、トレース・ディスクリプタ・ボックスをスクリーンの下端に向か

ってフリック(はじき出す様な操作を)します。 
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垂直軸（チャンネル） 

垂直軸操作では Y 軸に関するトレースの調整を行います。トレースは、選択した１div あたり垂直

8division でソース信号を表します。正または負のオフセットを指定するまでは、ゼロ・レベルはグリ

ッドの中心線の位置になります。Volts ノブは同様にズーム、演算、メモリ・トレースの垂直軸スケ

ールを操作します。 

フロントパネルから 

 

チャンネル・ディスクリプタ・ボックス 
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タッチスクリーンから 

Add New ボックスのチャネル・ディスクリプタをドロップ、または Add New ボックスをタッチして

Channel を選択します。Cn の設定ダイアログを開くには、Cnディスクリプタをタッチします。 

デジタル 

ミックスド・シグナル・ソリューション HDA125 または MS-250/MS-500 を備えた機器では、垂直

軸メニューにデジタルの選択が追加されます。そしてフロントパネルの垂直軸ノブでデジタル・ライ

ンやバス・トレースの操作ができるようになります。 

フロントパネルから 

デジタル・ディスクリプタ・ボックス 
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デジタル表示 

ライン・トレースは各ラインの遷移ポイントでのハイ、ローを表示します。 

バス・トレースは各ラインを 16 進数にまとめて表示します。 

アクティビティ・インジケータは各ラインがハイ、ローまたはトグルしているかどうかを示します。 

タッチスクリーンから 
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水平軸(タイムベース) 

水平軸操作は X 軸に沿ったトレースの調整を行います。アナログ・トレースは通常ソース信号のひと

つの捕捉を選択した Time/div の 10division で表します。正または負の遅延時間を指定しない限りト

リガイベントはグリッドの中央に表示されます。フロントパネルの Time/div ノブは同様にズーム、

演算、メモリ・トレースの水平軸スケールを操作し、「ズームイン」して細かい部分を見たり、「ズー

ムアウト」して波形の全体を見たりすることができます。 

フロントパネルから 

 

タイムベース・ディスクリプタ・ボックス 

 

タッチスクリーンから 

 

  



基本操作 

WaveMaster 8Zi-B 基本操作ガイド  33 

トリガ 

トリガは捕捉実行するタイミングをオシロスコープに知らせます。時間カウントまたはトリガイベン

トによるホールドオフの指定がなければ、捕捉はトリガが可能になり、同時に、すべてのトリガ条件

が満たされたらすぐに始まります。より詳細なトリガタイプとモードについての説明は WaveMaster 

8Zi-B オシロスコープ・オペレーターズ・マニュアルを参照してください。 

フロントパネルから 

 

トリガ・ディスクリプタ・ボックス 

 

トリガ・インジケータ 

   

レベル ポジション プリ/ポスト・トリガ–トリガ・ポイントがグリッド外にある場合にグリッドの隅

に現れます。 
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タッチスクリーンから 
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ズーム 

ズームトレース(Zn)は他のトレースの拡大した部分を表示します。チャンネル・トレースに使用する

のが最も便利ですが、任意のトレースもズームすることができます。ズームで”クローズアップ”しな

がら、同時にソースを元のタイムベースで表示することができます。ズームノブで演算トレースのス

ケールと位置を操作することもできます。 

フロントパネルから 

 

フロントパルのズーム・ボタンを使用すると、表示している全てのトレースに対して、ソース・トレ

ースの１０倍の拡大率でズーム・トレースが生成されます。 

ソース・トレースのズーム位置は、ズームされている該当エリアが見やすい様にハイライト表示され

ます。 
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タッチスクリーンから 

または 
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カーソル 

カーソルはトレースの垂直軸または水平軸（あるいは両方）に計測ポイントを配置します。５つのプ

リセットされたカーソル・タイプについての詳細は WaveMaster 8Zi-B オシロスコープ・オペレータ

ーズ・マニュアルをご覧ください。 

カーソルと波形の交点の絶対値と２つのラインの差を表示します。 

フロントパネルから 

タッチスクリーンから 

 

  



基本操作 

38  929964-00 Rev A 

計測パラメータと統計表示 

計測パラメータは、振幅や周波数の様に、数値として表すことのできる波形パラメータです。最大 12

の計測パラメータをひとつまたは複数のトレースに対して同時に設定する事ができ、グリッド下のテ

ーブルでアクティブな読み値を読み取ることができます。統計分布を表すミニヒストグラムであるヒ

ストアイコンと共に、統計情報を読み値に追加することができます。トレース、ヒストグラムのプロ

ットあるいはトレンドやトラックの特定部分に限定して計測するように、計測パラメータをゲートす

ることができます。 
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演算 

演算は、ひとつまたは複数のソース・トレースに対して数学関数（例えば和、積、FFT 等）を適用し

た結果を表示する新しいトレースを生成します。ひとつの演算を他のソースととすることで組み合わ

せ演算を作ることができます。演算トレースは常にソースとは別のグリッドに開き、並べてみること

ができます。演算と計測パラメータのひとつの重要な違いは、計測パラメータの結果が数値であるい

っぽうで、演算の結果は常に他の波形となることです。 
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メモリ（リファレンス波形） 

メモリは、リファレンスとして保存された波形で、他のトレースと比べるために呼び出して表示する

ことが出来ます。メモリを使って以前のデータをズームしたり、計測したりすることができます。最

大で 12 つの内部メモリ（M1-M12）に保存することができます。保存すると、以前保存していたデ

ータは新たなデータで上書きされます。 

新しいメモリ・トレースを保存するには： 

 

 

次のメモリ・トレースを表示するには Add New ボックスをタッ

プして Memory を選択します。 

 

 

 

その後、保存したいトレースのディスクリプタ・ボックスを Mn デ

ィスクリプタ・ボックスにドラッグします。 

 

または 

Math>Memory Setup を選択。Mn タブの Copy From Waveform 欄で、保存したいトレースを選択、

Copy Now をタッチします。 

必要に応じて、保存されたメモリへのメモやラベルを追加します。 
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保存されたメモリを呼び出すには： 

メモリ・ダイアログを開くには、フロントパネルの Mem(ory)ボタンを押して、M1-M12 の隣のチェ

ックをオンにします。 

内部メモリはオシロスコープを再起動するまでの間だけ保持されます。メモリ波形を完全に保存する

には、File>Save Waveform を選択してトレース・ファイル(.trc)に保存します。 

File>Recall Waveform を選択して、後でそのファイルを内部メモリに呼び出すことができます。ただ

し、呼び出すことができるのは.trc 拡張子で保存したファイルのみです。 
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デコード 

シリアル・データ-TDME オプションが入っている場合、Analysis メニューに設定ダイアログが追加

されます。デコード・オプションは、お使いのオシロスコープで測定した物理波形からエンコードさ

れた情報を展開するためのソフトウェア・アルゴリズムを適用します。波形には注釈が付加されてプ

ロトコルと信号の関係の迅速で直感的な理解を提供します。シリアルトリガは、データストリーム中

の複雑なユーザー指定パターンやイベントを検出してトリガします。 
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WaveScan 

Analysis メニューから WaveScan を選択、またはフロントパネルの WaveScan Setup ボタンを押しま

す。WaveScan 波形検索ツールを使用すると、単一のキャプチャで異常なイベントを検索したり、長

期間にわたる多くの捕捉で特定のイベントをスキャンしたりすることが出来ます。scan mode を設定

（トリガ設定と同様）することで、興味のあるイベントを迅速に検索することができます。検索結果

はタイムスタンプがつけられ表にまとめられます。表で選択すると個々のイベントを見ることができ

ます。 
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保守 

クリーニング 

水またはイソプロピルアルコール溶液で湿らせた柔らかい布を使用して、オシロスコープの外面のみ

を清掃してください。研磨剤入りの洗剤は使用しないでください。 

使用する前に充分に乾燥させてください。いかなる場合でも、機器を水没させたり水分を浸透させた

りしないでください。 

注意：内部部品を清掃しないでください。 

オプションキーの追加 

多くのソフトウェア・オプションにより WaveMaster 8Zi-B の機能を拡張することが可能です。互換

性のあるオプションのリストについては、Web の製品ページを参照してください。 

オプションを購入するには、テレダイン・レクロイの営業担当者にご連絡ください。また、評価用期

間限定キーコードをアクティベートするには以下の操作をおこないます： 

1. メニューバーから Utilities>Utilities Setup>Options を選択 

2. Add Key ボタンをタッチ 

3. キーコードを入力し、OK をクリック 

4. 機器をリブートします。 

メモ：期間限定キーコードの試用期間はアクティベートするとカウントを開始します。 

校正 

オシロスコープは出荷前に工場にて校正されています。日常保守の一部として年一回の工場校正を定

期的に実施してください。 

WaveMaster 8Zi-B には自動校正ルーチンが組み込まれており、仕様に規定された性能を維持しま

す。安定した動作温度に到達し、自動校正を完了するために、測定を行う前に必ず 20 分以上オシロ

スコープをウォームアップしてください。 

メニューバーから Utilities>Preference Setup を選択して以下のいずれかの自動校正ルーチンを選

択します。 

⚫ Maximum Accuracy（デフォルト）は、起動時および、ADC に影響する捕捉設定の変更があっ

た場合に、常に精度を保証する様に自動校正を実行します。 

⚫ Reduced Calibration は、V/div、Time/div および温度の新たな組み合わせの場合に校正を実

施し、校正値を内部校正テーブルに追加します。オシロスコープは、以前校正テーブルに記

録された動作ポイント以外の動作ポイントが発生した場合にのみ再校正を行い、テーブルに

追加します。 
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注意：手動校正前にオシロスコープから、すべての入力を取り外します。 

ファームウェア・アップデート 

無料のファームウェア・アップデートは、以下テレダイン・レクロイの Web サイトにて定期的に配

布されます：teledynelecroy.com/support/softwaredownload.登録ユーザーは、新しいアップデート

がリリースされたときにメール配信で通知を受け取ることができます。 

注意：Windows 10 オシロスコープには、8.6.1.0 以前のいかなる XStreamDSO バージョンも

インストールしないでください。インストールすると、リカバリ手順を実施するまでソフト

ウェアが正常動作しません。 

アップデートをダウンロードしてインストールするには： 

1. オシロスコープのデスクトップ(File>Exit)またはリモート PC からブラウザを起動し、上記

URL のソフトウェア・ダウンロード・ページを開きます。 

2. Oscilloscope Downloads>Firmware Upgrades をクリックします。 

3. 必要なモデル情報を入力し、登録したアカウントでログインします。もし未だの場合はアカ

ウントを登録します。 

4. 手順に従い、イントーラをオシロスコープの D:ドライブか USB ストレージ・デバイスに保存

します。 

5. オシロスコープ上でインストーラの場所（xstreamdsoinstaller_x.x.x.x.exe）を参照し、ダ

ブルクリックして X-Stream セットアップウィザードを起動します。 

6. メッセージが表示されたら、全て大文字でパスワード「SCOPEADMIN」を入力します。 

7. ウィザードの指示に従います。 

8. インストールが完了したら、機器の電源を落として、再起動します。 

注意：最後の更新からの期間の長さに応じて、インストールには数分かかることがありま

す。インストール中にオシロスコープの電源を切らないでください。 

Windows ユーザーの切り替え 
Windows の 10オシロスコープのみ。 

Windows10 オシロスコープはデフォルトでは LeCroyUser アカウントから操作するように設定されて

います。しかし、Windows 設定を変更したり、特定のコンプライアンス・パッケージを動作させる、

あるいは LXI リモート制御をするためには、管理者権限ユーザー LCRYADMIN で操作する必要があ

ります。 

メモ：ソフトウェアをインストール、または Windows 設定を変更する場合は、管理者権限ユーザー

のパスワード「SCOPEADMIN」を入力するだけで充分です。 
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LCRYADMIN アカウントに切り替えるには： 

1. メニューバーから File>Exit を選択して、X-Stream アプリケーションを終了します。 

2. Windows の Start menu を開きます。 

3. テレダイン・レクロイ・ロゴ をタッチまたはクリックし、ユーザー LCRYADMIN を選

択します。 

4. 管理者パスワード SCOPEADMIN(すべて大文字)を入力します。 

5. オシロスコープ・デスクトップの StartDSO アイコンをダブルクリックします。 

デフォルトのユーザーに戻るには、同じ手順を繰り返し、LeCroyUser を選択してパスワード 

lecroyservice（すべて小文字）を入力します。 

必要に応じて他のユーザーを作成することも可能です。作成するには管理者ユーザー LCRYADMIN

でログインする必要があります。標準的な Windows ツールを使用してください。 

メモ：標準ユーザ（非管理者）がある場合、管理者ユーザーに切り替えていたとしても、オシロスコ

ープは最後にアクティブだった標準ユーザーで再起動してきます。これを変更する唯一の方法は、

LeCroyUser 他のすべてのユーザーに管理者権限を与えることです。ユーザー権限を変更し、オシロ

スコープ上で新しいユーザーを作成する手順については、カスタマー・サポートにご連絡ください。 
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製品の修理 

修理の必要が生じた製品は、テレダイン・レクロイ・ジャパン株式会社、または担当の代理店にご返

却ください。保証期間内の製品に関しては無償で修理いたします。保証期間を過ぎた製品に関して

は、弊社修理規定による修理費を請求させていただきます。 

お預かりから納品まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご依頼は Web、または Email にて承ります。 

Web：www2.odn.ne.jp/aaf80240/form-repair2010.html 

Email：repair.jp@teledynelecroy.com 

製品番号と不良の内容をご確認ください。故障の判断が難しい場合、

故障診断(p.48)を参考にしてください。 

 

 

弊社サービス窓口担当者よりご連絡させていただきます。弊社から梱

包箱をお届けする引き取りサービスもございますので、サービスをご

要望の方はご相談ください。 

お急ぎの方は、申し込み時のフォームにご記入の上、印刷したものを

現品添付してご発送ください。 

お預かりしてから 1 週間以内に診断結果を報告します。有償修理の場

合は、合わせて見積書をご案内させていただきます。診断が難航し見

積書提出までに 1 週間以上を要する場合や症状が表れていない時など

につきましても、1 週間以内に途中経過を報告いたします。 

 

 

見積書承認欄への署名や注文書を弊社へ頂いた時点で作業着手となり

ます。 

キャンセルの場合、診断料や送料を含む費用の請求はございません。

診断のため、分解していることがあり、復旧までにお日にちをいただ

きます。 

作業完了後、ご指定の場所へ返却いたします。お申し込み時に Email

アドレスをご記入いただきますと、納品時に発送伝票番号をお知らせ

します。 

ご請求先と返却先が同じ場合、納品時に請求書を合わせてお送りしま

す。請求先が異なる場合や代理店を通して修理をご依頼いただいてい

る場合は、後日請求書を指定先にお送りします。

修理校正のお申し込み 

お預かり・発送 

診断および 

見積もりのご案内 

作業着手 キャンセル 

作業完了～納品 

注意：保証期間は弊社販売履歴より判断します。 

注意：見積書ご確認の際はお支払条件をご確認ください。弊

社販売代理店でも修理依頼を承ります。 

http://www2.odn.ne.jp/aaf80240/form-repair2010.html
mailto:repair.jp@teledynelecroy.com
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その他ご連絡先、および御依頼品の送り先 

テレダイン・レクロイ・ジャパン株式会社サービスセンター 

〒183-0006 東京都府中市緑町 3-11-5 芳文社府中ビル 3F 

TEL: 042-402-9401 

FAX: 042-402-9583 

Email：repair.jp@teledynelecroy.com 

修理を依頼する前にご確認いただきたい情報 

⚫ 型式、シリアル番号 

⚫ 症状 

⚫ 現象を再現させるために必要な条件(弊社で現象確認できない場合、そのまま返却します。信

号入力が必要になる場合は、ファンクションジェネレータで発生できる波形の条件をお知ら

せください) 

⚫ 発生頻度 

故障診断 

Case1．電源投入時のトラブル 

症状 診断 

起動時に TeledyneLecroy のロゴまで表示しない 

具体的な症状 

⚫ 何も動作しない 

⚫ ファンは回っているが何も表示されていない 

⚫ ブザーが鳴り、立ち上がらない 

別の電源に接続し、電源ケーブルが確実に接続されて

いるか確認してください。 

症状が改善しない場合は、故障が考えられます。弊社

サービスセンターに修理を依頼してください。 

TeledyneLecroy のロゴまで表示するが、オシロス

コープのソフトウェアまで起動しない 

具体的な症状 

⚫ ブルースクリーンが表示される 

⚫ 再起動が繰り返される 

⚫ No hardware detected と表示される 

⚫ No Authorized to run on this system と表示さ

れる 

⚫ System file Missing と表示される 

⚫ Windows は起動するが、オシロスコープのソ

フトウェアは起動しない 

USB メモリや USB ハードディスクなどのリムーバブ

ルメディアが接続されていないか確認してください。

起動時に外部メディアを取り外してください。 

再起動しても状態が変化しない場合、システム・リカ

バリをお試しください。

teledynelecroy.com/japan/pdf/support/scope-system-

recovery-j.pdf 

 

 

症状が改善しない場合は、故障が考えられます。弊社

サービスセンターに修理を依頼してください。 

  

注意：システム・リカバリをすると、C ドラ

イブの全てのデータが消去されます。 

 

http://teledynelecroy.com/japan/pdf/support/scope-system-recovery-j.pdf
http://teledynelecroy.com/japan/pdf/support/scope-system-recovery-j.pdf
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Case2. 起動後のトラブル 

症状 診断 

信号を入力していないにもかかわらず、全チャンネ

ルで正弦波のようなシミュレーション波形が表示さ

れる 

システム・リカバリをお試しください。

teledynelecroy.com/japan/pdf/support/scope-system-

recovery-j.pdf 

 

 

症状が改善しない場合は、故障が考えられます。弊社

サービスセンターに修理を依頼してください。 

メッセージバーのアクイジション・ステータスに

Acquiring が表示されたまま終了しない 

No signal available が表示される 

初期設定に戻してから、もう一度お試しください。メ

ニューバーの File>Recall Setup を選び、Recall Default 

Setup ボタンにタッチすると、初期設定に戻すことが

出来ます。症状が改善しない場合は、File>Exit でオシ

ロスコープのソフトウェアを終了し、D:\Setup フォ

ルダにある２つのファイル CurrentNvl と CurrentPnl

を一度削除してから、オシロスコープのソフトウェア

を起動してください。 

 

 

症状が改善しない場合は、最新のファームウェアをイン

ストールしてください(p.45 参照)。 

上記全てをお試しいただき、症状が改善しない場合

は、故障が考えられます。弊社サービスセンターに修

理を依頼してください。 

特定の操作が設定できない 

動作がおかしい 

Fatal Error が表示される File>Exit でオシロスコープのソフトウェアを終了

し、D:\Setup フォルダにある２つのファイル

CurrentNvl と CurrentPnl を一度削除してから、オシ

ロスコープのソフトウェアを起動してください。 

 

 

症状が改善しない場合は、最新のファームウェアをイン

ストールしてください(p.45 ページ参照)。 

上記全てをお試しいただき、症状が改善しない場合

は、故障が考えられます。弊社サービスセンターに修

理を依頼してください。 

注意：システム・リカバリをすると、C ドラ

イブの全てのデータが消去されます。 

 

注意：この 2 つのファイルを削除すると、メ

モリ保存された設定が消去されます。 

 

注意：この 2 つのファイルを削除すると、メ

モリ保存された設定が消去されます。 

 

http://teledynelecroy.com/japan/pdf/support/scope-system-recovery-j.pdf
http://teledynelecroy.com/japan/pdf/support/scope-system-recovery-j.pdf


保守 

50  929964-00 Rev A 

症状 診断 

付属のパッシブ・プローブや高圧プローブを使って

測定された波形の振幅が小さい 

プローブ減衰率の自動判定機能が機能していない可能

性があります。プローブが接続されている状態と外し

た状態で、プローブ減衰率が変化するか確認してくだ

さい。 

波形に大きいノイズが表示されるようになった オシロスコープのチャンネル入力端子に接続している

ケーブルやプローブを全て取り外し、症状が改善され

るか確認してください。また他のチャンネルを問題の

チャンネルと同じ設定にした場合、違いがあるか確認

してください。 

特定のチャンネルに大きなノイズが表示される場合、

症状が改善しない場合は、故障が考えられます。弊社

サービスセンターに修理を依頼してください。 

波形の振幅、またはオフセットのずれが大きい 内部校正データに不備がある可能性があります。

Utility>Preference Setups を選び、Calibration タブにあ

る Status を確認してください。正常でない場合、

Calibrate All、または Calibrate Current State で再校正を

実行してください。(p.44)の注意を参照してください) 

トリガはかかるのに、トリガ位置に波形が見当たら

ない 

サンプリング速度が低い場合、トリガに対応する波形

が粗いサンプリングのため、捕捉されていない可能性

があります。Time/Div を短い時間に設定して該当す

る波形があるか確認してください。 
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サポート 

オンライン・ドキュメント 

オンラインヘルプは、オシロスコープ画面のメニューバーから Support>Dynamic Help を選択するこ

とで利用可能です。また、Support>OneTouch Help を選択すれば OneTouch MAUI デモンストレーシ

ョンを見ることができます。 

テレダイン・レクロイは teledynelecroy.com/support/techlib で無料のテクニカルライブラリを公開し

ています。マニュアル、チュートリアル、アプリケーション・ノート、ホワイトペーパー、ビデオが

ご利用いただけますので、テレダイン・レクロイ製品を最大限に活用するのに役立ちます。 

WaveMaster 8Zi-B オシロスコープ・オペレーターズ・マニュアルは、Technical Library の

Manual>Oscilloscope からダウンロードすることができます。この PDF には、本資料の説明よりも

より詳しい操作手順が記載されています。 

製品ページで公開されたデータシートには、製品の詳細な仕様が含まれています。 

 

http://teledynelecroy.com/support/techlib
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リファレンス 

Windows ライセンス使用許諾 

XStreamDSO オシロスコープ・アプリケーションは、Microsoft Windows オペレーティングシステム

上で実行されます。テレダイン・レクロイと Microsoft®の契約は、ユーザーによる波形の測定、分

析、または文書化に関係のない WaveMaster 8Zi-B オシロスコープ上へのサードパーティのソフトウ

ェアのインストールを禁じています。 

保証 

メモ：以下の保証は、他の一切の明示または黙示の保証（商品性、特定目的・使用への適合性を含む

がこれに限られません）に優先します。Teledyne LeCroy は、契約上の記述の如何にかかわらずいか

なる特別な偶発的、または結果的な損害に対して責任を負わないものとします。顧客はサービス施設

への返送のための輸送費および保険料について責任を負います。TELEDYNE LECROY は、すべての

保証対象製品を輸送費負担のうえ返送します。 

本製品は通常の使用および操作に対し出荷後 3 年間仕様の範囲内であることを保証します。Teledyne 

LeCroy は、この期間内に当社の認定サービスセンターに返送された製品を修理するか、当社の判断

により交換します。しかしこれを行うには、まず製品を検査し、製造または材料による故障であり、

誤使用や警告無視、事故または正常でない条件や操作によるものでないことを確認する必要がありま

す。 

テレダイン・レクロイは、次のいずれかによって生じたいかなる異常、損傷、または不良の責任を負

わないものとします：a）Teledyne LeCroy 認定者以外の人員による修理または設置、b）互換性のな

い機器への不適切な接続、または c）Teledyne LeCroy 製以外の付属品の使用。 

さらに、Teledyne LeCroy は、改造または組込みが作業時間または製品保守の困難さを増加させる場

合、改造または組込みされた製品を修理する義務を負わないものとします。スペアパーツと交換パー

ツおよび修理には 90 日間の保証が適用されます。 

計測器のファームウェアは、徹底的にテストされており、機能するものと考えます。しかし、詳細な

性能をカバーする一切の保証なく提供されます。Teledyne LeCroy が製造していない製品は、元の機

器メーカーの保証の対象となります。 
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規格認証 

テレダイン・レクロイは、公開時点で以下の基準に準拠していることを保証します。現時点での認証

については、納品時に製品に付属する適合宣言文書を参照してください。 

EMC 適合 

EC 適合宣言書-EMC 

本機器は電磁両立性に関する EC 指令 2014/30/EU の意図を満たしています。本製品は、欧州共同体

の公式ジャーナルに記載されている以下の仕様に適合します。 

EN 61326-1:2013, EN 61326-2-1:2013 電子計測、制御、実験室使用機器への EMC 要件 1 

電磁放射： 

EN 55011:2010、放射および伝導、グループ１、クラス A 23 

EN 61000-3-2/A2:2009 高調波電流エミッション、クラス EN 61000-3-3:2008 電圧変動およびフリ

ッカ、Pst=1 電磁イミュニティ 

EN 61000-4-2:2009 静電気放電、4kV 接触、8kV 空気、4kV 垂直/水平結合面 4 

EN 61000-4-3 A2:2010 RF 放射電磁界、3V/m、80～1000MHz；3V/m、1400MHz～2GHz；1V/m、

2GHz～2.7GHz 

EN 61000-4-4/A1:2010 電気的高速過渡/バースト、1kV 電源ライン、0.5kV の I/O 信号データと制

御ライン 4 

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

EN 61000-4-2009 RF 伝導性電磁界、3Vrms、0.15MHz～80MHz 

EN 61000-4-11:2004 電源ディップおよび瞬断、0%/1cycle、70%/25cycle、0%/250cycle 45 

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. 本機器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のみを想定しています。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. それぞれの規格の性能基準”B”限度に合致：変動中、製品は一時的な機能悪化あるいは、機能または性能喪失を受けるが自動的に復

帰。 

5. 性能基準”C”を 70%/25cycle 電圧ディップおよび 0%/250cycle 電圧瞬断テストレベル EN61000-4-11 に対して適用。 
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欧州連絡先：* 

Teledyne LeCroy Europe GmbH 

Im Breitspiel 11c 

D-69126 Heidelberg 

Germany 

Tel: + 49 6221 82700 

オーストラリア・ニュージーランド適合性宣言－EMC 

本機器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： 

AS/NZS CISPR 11:2011 放射および伝導、グループ１、クラス A 

オーストラリア／ニュージーランド連絡先:* 

RS Components Pty Ltd. 

Suite 326 The Parade West 

Kent Town, South Australia 5067 

RS Components Ltd. 

Units 30 & 31 Warehouse World 

761 Great South Road 

Penrose, Auckland, New Zealand 

*最新の連絡先は teledynelecroy.com/support/contact を参照ください 

安全規格適合 

EC 適合宣言書-低電圧 

本機器は、製品安全のための EC 指令 2014/35/EU の意図を満たしています。本製品は、欧州共同体

の公式ジャーナルに記載されている以下の仕様に適合します。 

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

IEC/EN 61010-2:030:2010 電子計測、制御、実験室使用電子機器への安全性要件－パート 2-030:試

験および測定回路の特定要求事項 

本機器の設計は、これらの規格によって規定される以下の制限に適合するように検証されています。 

⚫ 電源供給コネクタ：過電圧カテゴリ II、利用ポイント（コンセント等）で建物配線から電源

供給される事を想定。 

⚫ 測定回路端子：定格測定カテゴリなし端子は電源に直接接続することを想定していません。 

⚫ ユニット：汚染度 2、動作環境、通常乾燥状態のみ、非導電性の汚染の発生。結露による一時

的な伝導を想定。 

米国家認定試験機関による認証 

本オシロスコープ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 
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カナダの認証 

本オシロスコープ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.計測、制御および実験室で使用する電子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 

本器には、電気・電子機器廃棄物（WEEE）およびバッテリに関する指令 2012/19/EU お

よび 2013/56/EU への欧州連合の要件に準拠していることを示す記号が付いています。 

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。お客様のテレダイン・レクロイ製品

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) 

WaveMaster 8Zi-B とアクセサリは 2011/65/EU RoHS2 指令に準拠しています。 

ISO 認証 

ISO 9000 登録品質管理システムの下で製造されています。 

知的財産権 

WaveMaster 8Zi-B に関するすべての特許は、以下の当社ウェブサイトでご覧いただけます： 

teledynelecroy.com/patents/ 

 

http://teledynelecroy.com/patents/
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