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はじめに 

この基本操作マニュアルでは、WaveRunner 6Zi シリーズのオシロスコープ

（以下「本オシロスコープ」と表記）の設置と安全性に関する重要な情報

を示すほか、本オシロスコープの基本機能を初めて利用するための操作手

順を簡潔に説明します。 

WaveRunner 6 Zi の特徴 

次のセクションでオシロスコープのハードウェアとソフトウェアの機能を

紹介します。 

 ハードウェア 

 基本コントロール 

 プローブと信号接続インターフェース 

 ディスプレイ･ダッシュボード 

 チャンネル表示とトレース 

以降のセクションではオシロスコープのコアとなる機能を紹介します。 

サポート 

最初に、梱包物リストまたは請求書写しに記載されているすべての品目が

届いていることを確認します。欠落しているものや破損しているものがあっ

た場合は、お近くのレクロイ顧客サービスセンターまたは各国の販売会社

にお問い合わせください。欠落しているものや破損しているものがあった

場合に即座にご連絡いただけないと、交換品をお届けできなくなる可能性

があります。 

ありがとうございます。 

レクロイ製品のご使用時に、これらの資料がお役に立つことを願っており

ます。 

敬 具 

 

David C. Graef 
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LeCroy Corporation 
Vice President and Chief Technology Officer 

安全上のご注意 

このセクションでは、本製品を適切かつ安全な状態で動作させるために注

意すべき情報や警告を述べています。ここで述べる安全対策だけでなく、

一般的な安全手順にも従う必要があります。 

安全に関する記号 

本製品のフロント･パネルまたは背面パネル、あるいは本マニュアルに、以

下の記号または用語が表示されている場合は、重要な安全上の危険を警告

しています。 

 
この記号は警戒が必要なことを示しています。けがや機器への損傷を防止

するために、付属の情報やドキュメントを参照してください。 

 

この記号は感電の危険性を警告します。 

 

この記号は測定グランド接続を示します。 

 

この記号は安全グランド接続を示します。 

 

この記号は、オン/スタンバイ･スイッチを示します。このスイッチを押すと、

DSO の状態が動作状態とスタンバイ状態の間で切り替わります。このスイ
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ッチは電源を切断するものではありません。DSO への電力供給を完全に停

止するには、DSO をスタンバイ状態にした後で、AC 電源から電源コードを

抜いてください。 

 
この記号は "交流" を示します。 

CAUTION 

「注意」は潜在的な危険を示します。指示に従わないと機器に損傷を与え

る可能性がある手順、行為、状態に対する注意を促します。「注意」が示

されている場合は、現在の状態を完全に理解し、すべての条件に適合しな

い限り、先に進んではなりません。 

WARNING 

「警告」も「注意」と同様に潜在的な危険を示します。ただし、「注意」

が機器への損傷を警告するのとは異なり、「警告」はけがや死亡を含む人

体への被害を警告します。この場合も、現在の状態を完全に理解し、すべ

ての条件に適合しない限り、先に進んではなりません。 
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CAT I 

EN 61010-1安全規格に準拠する設置（過電圧）カテゴリ定格であり、オシ

ロスコープのフロント･パネルの測定用端子に適用されます。CAT I定格端

子は、測定値を取り込んで過渡電圧を適切な低レベルに制限するソース回

路にしか接続してはなりません。 

動作環境 

本製品は屋内での使用を想定しています。清潔で乾燥した場所で使用して

ください。本製品を使用する前に、動作環境が次の条件の範囲内に維持さ

れていることを確認してください。 

温度: 5 to 40 °C. 

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

50%まで直線的に低下） 

高度：最高 3,048 m(２５℃以下) 

注意: 周囲温度に関しては、直射日光、放射線、その他の熱源に注意して

ください。  

 WARNING 

DSO は爆発の可能性のある環境、粉塵の多い環境、湿度の高い環境では絶

対に使用しないでください。 

 CAUTION 

ディスプレイのタッチ画面に過度な衝撃が加わらないようにしてください。 

 CAUTION 

フロント･パネル端子（CH1、CH2、CH3、CH4、EXT）の最大規定電圧レベル

を超える電圧を接続しないでください。詳細については仕様を参照してく

ださい
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安全規格 

本オシロスコープは EN 61010-1, UL 61010-1 2nd Edition 及び CSA C22·2 

No·61010-1-04 EMC Directive 89/336/EEC for Electromagnetic Compatibility の要

求事項に適合します。 

 設置（過電圧）カテゴリ II（主電源コネクタ）およびカテゴリ I（測

定端子） 

 汚染度 2 

 保護クラス I 

次の点に注意: 

 設置（過電圧）カテゴリ II は局所配電レベルであり、主電源（AC 電

源）に接続された装置に適用されます。 

 設置（過電圧）カテゴリ I は信号レベルであり、測定値を取り込んで

過渡電圧を適切な低レベルに制限するソース回路に接続される装置

測定用端子に適用されます。 

 汚染度 2 は、通常は乾燥した非導電性の汚染だけが発生する動作環

境を指します。場合によっては、結露によって発生する一時的な導

電性を予測する必要があります。 

 保護クラス 1 は保護接地された装置を指します。この装置では、基

礎絶縁による分離とビル配線の保護グランド導体への接続によって

感電に対する保護が行われます。 

冷却 

この機器は内部ファンと通気孔により強制空冷を行っています。本製品の

両側面や背面にある通風孔（ファン･ホール）を遮らないよう注意してくだ

さい。十分な換気を行うために、機器の側面、背面に最低 10 cm の隙間が

必要です。機器の底面には足があり、十分な隙間が保たれています。
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 注意 

障害物などで通気孔がふさがれていないことを確認してください。紙など

でオシロスコープの底面を塞ぐようなことがないように注意してください。

この機器は、周囲温度によってファン･スピードを調整する内部ファン制御

回路も備えています。この機能は機器を起動すると、手動操作なしで自動

的に実行されます。 

 CAUTION 

通風孔などから本製品に異物が入らないようにしてください。 

AC 電源 

100 - 240 VAC (+/-10%)  45-66Hz,または 100-120 VAC  380-420 Hz; の自動選

択。Installation Category: 300V CAT II  

本製品は自動的にライン電圧に対応するため、手動による電圧選択は必要

ありません。 

消費電力 

全ての WaveRunner 6 Zi は 400 watts (400 VA) 以下です。最大消費電力(全ての

PC 周辺装置、４つのチャンネルにアクティブ･プローブを接続、MSO の接

続した状態): 500 Watts (500 VA). 

スタンバイモード時: 15 Watts. 

電源接続とグランド接続 

本製品には、ライン電圧および安全グランド接続のために、モールド 3 端

子極性プラグ付き接地コード･セットと標準 IEC320（タイプ C13）コネク

タが付属しています。AC 入力グランド端子は、本体のフレームに直接接続

されています。
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感電を防止するために、電源コード･プラグは安全接地端子付き AC コンセ

ントに接続しなければなりません。 

 WARNING - Electrical Shock Hazard 

必ずオシロスコープに付属する電源ケーブルをご使用ください。 

本製品の内側または外側の保護導体が断線したり、あるいは安全接地端子

の接続が切断されると、危険な状態になります。意図的な断線は禁止され

ています。 

スタンバイ･モードでは、DSO がまだ AC 電源に接続されています。AC 電源

から物理的に電源コードを抜くか、オシロスコープの背面にある種電源ス

イッチをオフの位置に切り替えない限り、機器を完全に電源オフ状態にす

ることはできません。 

 CAUTION  

オシロスコープの電源を落とす時に必ず前面の電源スイッチかメニューか

ら File → Shutdown を選択してください。電源コードを抜いたり、元電源の

供給を止めて電源を落とすことは故障の原因となります。 

 CAUTION 

入力チャンネルの BNC や ProBus の外部導体はオシロスコープの筺体や電源

のアース端子に接続されています。 

スタンバイ(電源)スイッチと DSO の動作状態 

全てのモデルで、スタンバイ･スイッチはオシロスコープの動作状態をコン

トロールします。このトグル･スイッチは、少し押して放せば動作します。 

 On  –オシロスコープの全機能が動作します。 

 Standby (LED off)* – オシロスコープは電源オフの状態です (ただし、

一部の状態維持回路は動作しています) 

*出荷時の設定 
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出荷時の設定では、オシロスコープは On または Standby の 2 つの基本状態

にしかなりません。Standby の状態では、一部の状態維持回路を除いて、オ

シロスコープの電源はオフになります。オシロスコープは主電源（AC コン

セント）から電源コードを抜かない限り、完全な電源オフ状態にはなりま

せん。オシロスコープを長期間使用しない場合は、AC コンセントから電源

コードを抜いておくことをお勧めします。 

Windows の [Control Panel] → [Power Option] から[Hardware and Sound] [Power 

OptionsProperties] メニューにアクセスすれば、オシロスコープの出荷時の

設定を変更できます。ただし、Windows Power Option の Standby オプション

では、オシロスコープのコンピュータ･サブシステム（CPU、ハード･ドライ

ブなど）のスタンバイのみ制御でき、オシロスコープの他のサブシステム

は制御できないことに注意してください。通常、これらのサブシステムは

動作状態になったままです。Power Option の設定に関する詳細については、

Windows の Help メニューまたは他のテクニカル･ドキュメントを参照してく

ださい。このオシロスコープでは、コントロール･ボタンのうち電源ボタン/

電源スイッチしか使用しないため、スリープ･ボタンの説明は適用されませ

ん。 

Standby トグル･スイッチを約 5 秒間押したままにすれば、いつでもオシロ

スコープをスタンバイ状態-電源オフ状態（一部の状態維持回路を除く）に

することができます。 

校正 

毎年 1 回、校正（キャリブレーション）を実施することをお勧めします。

校正は必ず資格を持った専門スタッフが実施してください。 

クリーニング 

湿った柔らかい布を使って、本体の外側のみ掃除してください。化学物質

や研磨性材料が含まれているものは使用しないでください。本体の内部に

絶対に水分が入らないようにしてください。 

清掃の前に、感電防止のため AC 電源から電源コードを抜いてください。 

 WARNING - Electrical Shock Hazard 

 オペレータは内部部品に触れてはなりません。 

 カバーを外さないでください。 
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 資格のある作業員にサービスを依頼してください。 

異常状態 

本製品は操作マニュアルに従って動作させてください。 

本製品の安全装置が故障している疑いがある場合は、電源コードを抜いて、

機器が誤作動しないようにしてください。 

たとえば、本体に損傷が認められたり、輸送中に振動や衝撃を与えた場合

は、安全装置が故障する可能性があります。 

機器を正しく使用するには、すべての指示事項とラベルを注意深く読むこ

とが必要です。 

 WARNING 

製造業者が規定していない方法で使用すると、機器の安全装置が故障する

可能性があります。 
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ハードウェア 

フロント･パネル 

.次の図の番号付きラベルは、表内の説明に対応しています。 

 

Number and Description  

1. 電源ボタン 

2. チャンネル入力 

3. 補助入力/出力 

4. アースコネクタとプロ

ーブ校正フック 

5. USB ポートと LBus コネ

クタ 

6. フロント･パネル 

7. 回転ディスプレイ固

定解除レバー 

8. タッチスクリーン･

スタイラス 

ディスプレイの回転とチルト 

ディスプレイ･パネルは 90 度の回転やチルト調整することにより、ユーザ

ーに最適な位置での表示を提供します。 

回転やチルトは次のように操作します。 

注意：オシロスコープはいつでも安定した場所に設置してください。 
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回転ディスプレイ 

ディスプレイの左端をしっかりと掴み画面を回転します。親指で回転ディ

スプレイ固定解除レバーを一度押して解除させてから、ディスプレイを掴

んだまま時計回りに再度ロックされる位置まで回転させます。 

 
横方向から縦方向へのディスプレイの回転 

ディスプレイを横長から縦長に回転させた場合、表示されるユーザー･イン

ターフェースもそれに応じて変化します。 
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縦方向での回転ディスプレイ 

元に戻す場合も固定解除レバー側を掴んで操作します。親指で回転ディス

プレイ固定解除レバーを一度押して解除させてから、ディスプレイを掴ん

だまま、次は反時計回りに再度ロックされる位置まで回転させます。 

チルト 

またディスプレイは回転ディスプレイの設置方向に係わらず、上下方向に

チルト調整することができます。 

ディスプレイの両サイドをしっかりと掴みチルト調整します。
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パネルの上側を押して、または下側を手前側に引いてひねるように最適な

位置まで動かします。 

 
.ディスプレイ/フロント･パネルをひねるようにしてチルト調整 
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I/O パネル 

I/O パネルは機器前面に向かって右側にあります。 

 

注意: LeCroy Bus (LBUS)接続は前面に配置されています。 (9 ページの). 

   

次の図の番号付きラベルは表内の説明に対応しています。 

Number and Description 

1. USB488 ポート 

2. USB A ポート 

3. Ethernet ポート 

4. マイクロフォン 

5. スピーカー 

6. ライン入力 

7. 外付け VGAモニタ 

注意:社内 LAN に接続するときには、システム管理者に相談してください。 

背面 

AC 電源プラグは背面にあります。 
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注意: The WaveRunner 6 Zi はオプションとしてリムーバブル･ハードドライブを搭載可能で

す。詳しくは弊社営業所までお問い合わせください。. 
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基本コントロール 

ハードウェア/ソフトウェア･コントロール 

基本コントロールに関する以下の節では、オシロスコープのフロント･パネ

ルにあるハードウェア･ボタンの一般的な使用方法とソフトウェアの画面コ

ントロール･インターフェースについて説明します。 

フロント･パネル上のコントロール 

注意：フロント･パネルの一部のコントロールは、画面内のメニューと同じ機能を持っていま

す。たとえば、フロント･パネルの[Print]コントロール･ボタンは Utilities → Utilities 

Setup → Hardcopy の Hardcopy と同じです。 

WaveRunner 6Zi のフロント･パネル 

 

フロント･パネルの各セクション 

フロント･パネルは、機能に応じて複数のセクションに分かれています。以

下の節では、各セクションを少し詳しく説明します。 
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セットアップコントロール・セクション 

フロント･パネルの一番上にあるコントロールは次の機能を提供します。 

 

 Touch Screen -  タッチスクリーンのオン/オフが切り替わります。ボ

タンの LED が光りオン状態が分かります。 

 Print – Print フライアウト･メニューが表示されます。メニュー上の 

[Print Now] ボタンを押すと、[Utilities → Utilities Setup → Hardcopy] ダ

イアログでのプリント設定に基づいて、現在の画面イメージが印刷

されます。メニュー上の [Print Setup... 印刷の設定] ボタンを押すと、

[Utilities → Utilities Setup → Hardcopy] ダイアログが表示されます。メ

ニュー上の [Save Screen to file] ボタンを押すと、[Utilities → Utilities 

Setup → Hardcopy] ダイアログでのファイル仕様に基づいて（ [Save 

Screen to File] ボタンを押すたびに、ファイル名の接尾語が 1 ずつ増

加します）、USB ドライブやハード･ディスクなどの媒体に現在の画

面イメージが保存されます。メニュー上の [Save Screen to Clipboard] 

ボタンを押すと、現在の画面イメージがクリップボードに保存され

ます。メニュー上の [Send Screen to Email] ボタンを押すと、[Utilities 

→ Utilities Setup → Hardcopy] ダイアログでの電子メール設定に基づい

て、現在の画面イメージが電子メールで送信されます。フロント･パ

ネル上の [Print] ボタンを 2 回押すと、[Print] フライアウト･メニュー

から最後に選択した処理（デフォルトは画面イメージのプリント）

が実行されます。 

 Scope Setup -[Scope Setup]フライアウトメニューが表示されます。

[Scope Setup]フライアウトメニューは[Auto Setup], [C1 Find Scale], [C2 

Find Scale], [C3 Find Scale], [C4 Find Scale], [ Default Setup]に素早くアク

セスすることができます。これらの機能はそれぞれ自動設定を実行

します。これはメニューバーの[Vertical], [Timebase], [Trriger]サブメニ

ューにある[Auto Setup...]と同じです。 
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フライアウト･メニュー上の[Auto Setup...]ボタンを押すと、全ての自

動設定が行われます。フライアウト･メニュー上の各チャンネルの

[Find Scale]ボタンを押すと、対応するチャンネルだけの[Auto Setup]が

行われます。フロント･パネルの[Scope Setup]ボタンを 2 回押すと、

前回選択されたフライアウト･メニューと同じ動作を実行します。 

全てのチャンネルが無効になっている状態で[Auto Setup]ボタンが押さ

れると、全てのチャンネルが影響を受けます。2 つ以上のチャンネル

が有効な場合、信号が入力されている初めのチャンネルに適用され、

エッジトリガで自動的に設定されます。 

 Clear Sweeps -パーシスタンス･トレース表示、アベレージ･トレース、

パラメータ統計、ヒストアイコンなどの複数のスイープ（捕捉）で

蓄積されたデータをクリアします。波形の読み出し中の場合は読み

出しをキャンセルします。これは [Measure → Measure Setup] ダイア

ログまたは [Math → Math Setup] ダイアログで [Clear Sweeps] を選択

するのと同じです。 

 WaveStream – WaveStream モード に設定されるかを示されます。 

 Intensity – つまみを押すと、直前に選択した捕捉/サンプリング･モー

ドと WaveStream モードが切り替わります。WaveStream モードがオ

ンのときに、このノブを回転させると、WaveStream ディスプレイの

輝度が変化します。WaveStream モードがオフのときに、このノブを

回転させると、輝度の設定が変わります。画面メニューの [Display → 

Display Setup] を選択するのと同じです。 

トリガ･セクション 

 

 Level -これを押すと、トリガ･レベルが直前に捕捉された波形に対し

て 50%の位置に設定されます。回転させると、トリガ･スレッショー

ルド･レベルが変化します。このレベルは Trigger ラベル上に表示され

ます。 
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 READY や TRIG'D 表示 -トリガの状態（READY または TRIG'D）を示し

ます。トリガの準備ができたときには、READY が点灯します。トリ

ガの発生時には、TRIG'D が一時的に点灯します。高速トリガ速度の

ときには、TRIG'D が点灯したままになります。 

 Setup -[Trigger Setup] ダイアログが表示されます。画面メニューの 

[Trigger → Trigger Setup] を選択するのと同じです。[Trigger Setup] ダイ

アログの表示中にもう一度押すと、ダイアログが閉じます。 

 Trigger Scan -稀に起こるグリッジやパルス波形の異常を素早く検出

する[Trigger Scan] ダイアログが表示されます。 

 Source -Trigger ダイアログの Setup セクションから選択する Source フ

ィールド(C1, C2, C3, C4, Dig, EXT,  Line)と同じ選択を直接行うことがで

きます。 

 Slope -Trigger ダイアログの Setup セクションから選択する Slope フィ

ールド(Positive, Negative, Either) と同じ選択を直接行うことができま

す。 

 Coupling -Trigger ダイアログの Setup セクションから選択する

Coupling  フィールド[DC, AC, LFR (Low-Frequency Rejection), HFR (High-

Frequency Rejection)] と同じ選択を直接行うことができます。 

 Auto -Auto Trigger モードがオンになります。トリガ条件が満たされ

なくても、タイムアウト時間が経過すると、無条件にトリガが発生

します。 

 Normal  -Normal Trigger モードがオンになります。選択されたトリガ

の種類に対して設定されているトリガ条件を満たす信号が入力され

る度に、トリガを発生させます。 

 Single  - Single Trigger モードがオンになります。選択したトリガの種

類で設定されたトリガ条件を満たす信号が入力されるのを待ち、そ

の信号が入力されると一度だけトリガを発生させます（シングルシ

ョット捕捉）。すでにトリガを待っている状態であれば、強制的に

トリガを発生させます。 

 Stop -信号に対するトリガが発生しません。トリガを Stop モードに

して機器を立ち上げた場合は、"no trace available"というメッセージ

が表示されます。トレースを表示するには Auto ボタンを押します。 
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Horizontal セクション 

注意:フロント･パネルの HORIZONTAL セクションの各コントロールは、画面メニュー 

[Timebase → Horizontal Setup] と同じ機能を持っています。 

 

 Delay -これを押すと、水平ディレイ値がゼロと直前の設定値との間

で切り替わります。回転させると、水平ディレイ値が変化します。 

 Time/Div –通常タイムベースの"Time/Div"（捕捉システム）が設定さ

れます。Math, Zoom, Memory トレースが選択されている状態で

Horizontal コントロールを使用する場合、このつまみを押して調整モ

ードを微調整と粗調整に切り替えることができ、ノブを回すと、選

択されているトレースの時間軸を調整できます。 

Vertical セクション 

注意:.Vertical セクションのコントロールは選択に応じ信号波形、演算波形、ズーム、メモリ

波形に反映されます。演算、ズーム、メモリのインジケータは次のセクションを参照してくだ

さい。 

 

 Channels -フロント･パネル上のチャンネル 1～4 ボタンを押すと、各

チャンネルのオン/オフが切り替わり、選択されたチャンネルに対し
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て VERTICAL セクションの OFFSET ノブと VOLTS/DIV ノブで操作するこ

とができます。既にチャンネルがオンの状態でボタンを押すと、押

されたチャンネルが有効になり、もう一度ボタンを押すと、そのチ

ャンネルがオフになります。 

 Digital Line – フロント･パネル上の Dig ボタンを押すと、Digital1 が表

示されます。Digital1 は MS-250，または MS-500 オプションのデジタ

ルラインを表示します。（詳しくはﾐｯｸｽﾄﾞ･ｼｸﾞﾅﾙ･ｵﾌﾟｼｮﾝ簡易取扱説

明書をご参照ください） 

 Offset -このノブを押すと、オン状態のチャンネルの垂直オフセット

値がゼロと直前の設定値との間で切り替わります。ノブを回転させ

ると、そのチャンネルの垂直オフセット値が変化します。 

 Gain -これを押すと、ゲイン調整の変化が事前に設定された刻み幅、

又は微調整の間で切り替わります。回転させると、ゲイン値が変化

します。 

MATH, Zoom, MEM の LED 表示とコントロール 

 

Zoom ボタンが押されると、有効になっているチャンネル全てに対し、

ズームが自動的に作成されます。Math や Memory などでフロント･

パネルの各コントロール(Delay, Time/DIv, Offset, Volt/Div)を使用する場

合、メニューから[Math → Math | Memory Setup...]を選択し、コント

ロールしたいトレースのダイアログをはじめに有効にする必要があ

ります。 
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 Math や Zoom、Memory が有効な場合、Horizontal と Vertical の間にあ

る対応するインジケータが光り、Horizontal や Vertical のつまみは指

定された Math や Zoom、Memory のコントロールとして動作します。 

 チャンネル以外の Math や Zoom、Memory が選択されている場合、

Time/Div のつまみを押して微調整モードに変更することができます。 

WavePilot コントロール と スーパーノブ 

WavePilot とスーパーノブ概要 

WavePilot コントロール･エリアには使用頻度の高い[Cursors], [Decode], 

[WaveScan], [History], [LabNotebook],および[Spectrum]などの専用ボタンが用

意されています。 

これらの機能ボタンはスーパーノブと共に使用され、片手で簡単にこれら

の機能をコントロールすることができます。 

スーパーノブは WavePilot エリアの中央にあります。ボタンのように押す操

作やジョイスティックのように上下左右の操作、つまみのように回転させ

ることもできます。 

 
スーバーノブの配置 

スーパーノブ･フライアウト･メニュー 

ダイアログ上のテキスト入力を除くコントロールやファイルのブラウジン

グにもスーパーノブを利用することができます。スーパーノブは選択され

た機能やコントロールにより動作が異なります。スーパーノブに割り当て

られた操作は画面右下に表示されるフライアウト・メニューで確認するこ

とができます。 
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スーパーノブを使用してプローブ減衰率の変更 

メニュー内のセレクション・ボックスはタッチスクリーンや接続されたマ

ウス、またはスーパーノブを使って調整できます。Help フライアウト･メニ

ューに表示されている通り、スーパーノブを回して値の変更やノブを押し

て微調整や 租調整を変更することができます。 

WavePilot はフロント･パネルの対応するボタンを押すことでカーソルやデコ

ード、WaveScan, History、LabNotebook、スペクトラルへのアクセスを提供

し、スーパーノブにより操作することができます。スーパーノブは選択さ

れた機能により動作が異なります。 

次の点に注意:  

 全ての機能がスーパーノブの上下左右それぞれ割り当てられている

わけではありません。1 つや２つのコントロールだけの場合もありま

す。無効なスーパーノブ･コントロールの方向は Help フライアウト･

メニューでラベルが非表示になり、グレーアウト表示になります。 

 現在のモードは Help フライアウト･メニューの左側に名前が表示され

ます。 

 機能ボタンが押され、スーパーノブの操作に変化が生じたとき、Help

フライアウトメニューにはスーパーノブの上下左右方向のジョイス

ティック操作が示されます。 
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Spectrum 機能での Help フライアウト・メニュー（テーブル・モー
ド） 

Zoom 、Pan、Table モード 

WavePilot 内の機能により複数のモードをサポートしています。複数のモー

ドがサポートされている場合、スーパーノブの左右方向でモードを切り替

えることができます。 

Zoom モード 

スーパーノブを回して表示されるズーム波形の大きさを調整することがで

きます。 

Pan モード 

スーパーノブを回して表示されるズーム波形の位置を調整することができ

ます。 

Table モード 

WaveScan などのテーブル表示されるコントロールを選択した場合、スーパ

ーノブを上下してそのテーブルのページを上下させることができます。ス

ーパーノブを回すとテーブルに表示されているアイテムを選択することが

できます。 

CURSORS ボタン 

カーソルの調整のためスーパーノブを使用するには Cursors ボタンを選択し

ます。一度選択されると、カーソルの Help フライアウト･メニューが表示さ

れます。 

水平カーソル, オフ, 垂直カーソル 

Cursor ボタンを押す毎に、カーソルの種類が水平絶対、水平相対、垂直絶

対、垂直相対、オフに変化します。 

スーパーノブの周りの LED は次のようにカーソルの状態を視覚的に表して

います。 

 上下、または左右のペアとなる LED が点灯している場合、相対カー

ソルが選択されています。 

 スーパーノブの周りの LED が何も点灯していない場合、絶対カーソ

ルが選択されています。 
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カーソル･モードでのスーパーノブの利用 

スーパーノブは次の方法でカーソルのコントロールのため使用されます。 

 Horizontal -カーソルの Help フライアウト･メニューは Leftmost や

Rightmost として表されるスーパーノブの左右の利用方法について表

示します。どちらかが選択されたとき、スーパーノブを回して個々

のカーソルを調整することができます。 

 Vertical -カーソルの Help フライアウト･メニューは Topmost や

Bottommost として表されるスーパーノブの上下の利用方法について

表示します。どちらかが選択されたとき、スーパーノブを回して

個々のカーソルを調整することができます。 

 スーパーノブを押す：トラック(左右のカーソルが同時に移動)の有効

／無効をコントロールします。 

注意： カーソルでは Zoom, Pan, Table モードは使用されません。 

DECODE ボタン（オプション） 

Decode ボタンを押すと、シリアル･デコードのメニューが表示されます。そ

れに続き、Decode ボタンを押すと、状態により次のように動作します。 

 有効なデコード信号がない場合、シリアル･デコードメニューは閉じ

ます。 

 有効なデコードがある場合、シリアル･デコードのメニューが閉じ、

デコードは無効になります。 

 シリアル･デコードが有効で、シリアル･デコードのメニューが閉じ

られている場合、または他のメニューがアクティブな場合、シリア

ル･デコードのメニューが表示されます。 

Decode のモードへの対応 

Zoom や Pan、Table モードに対応しています。デコード･テーブルはグリッ

ドの下に表示されます。 

WAVESCAN ボタン 

WaveScan ボタンが押されると、WaveScan ダイアログが表示され、テーブ

ル･データがグリッドの左側に表示されます。更に、WaveScan ボタンが押

されると、状態により次のように動作します。 
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 WaveScan が有効で、WaveScan ダイアログが閉じている、または他

のダイアログが表示されている状態で、WaveScan ボタンが押される

と、WaveScan ダイアログが表示されます。 

 WaveScan が有効で、WaveScan ダイアログが表示されている場合、

WaveScan が無効になり、ダイアログは閉じられます。 

WaveScan のモードへの対応 

Zoom や Pan、Table モードに対応しています。 

HISTORY ボタン 

History ボタンが押されると、History ダイアログがグリッドの下に表示され、

テーブル･データがグリッドの左に表示されます。更に、History ボタンが押

されると、状態により次のように動作します。 

 History が有効で History ダイアログが閉じている、または他のダイア

ログが表示されている状態で、History ボタンが押されると、History

ダイアログが表示されます。 

 History が有効で、History ダイアログが表示されている場合、History

が無効になり、ダイアログは閉じられます。 

History ダイアログでは Capacity コントロールが提供されます。 

注意： Capacity コントロールのデフォルトはアクイジション・メモリの設定により決まります。

（また特定の設定や与えられた時間により変化します） 

History のモードへの対応 

Zoom や Pan、Table モードに対応しています。 

LABNOTEBOOK ボタン 

LabNotebook ボタンが押されると、LabNotebook ダイアログがグリッドの下

に表示されます。LabNotebook のエントリがない場合、このボタンを押すこ

とで LabNotebook ダイアログを開いたり、閉じたりします。既に

LabNotebook のエントリがある場合、次のように動作します。 

 LabNotebook ダイアログが開き、My Notebook Entry がプレビューモ

ードで表示されます。 

 さらに LabNotebook ボタンを押すと、Labnotebook ダイアログと My 

Notebook Entry が閉じます。 
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LabNotebook でスーパーノブの利用 

.先に述べたように LabNotebook エントリが既に保存されている場合、

LabNotebook ボタンを押すと、プレビューモードで表示します。スーパーノ

ブを回して My Notebook Entries の中のアイテムを移動することができます。

スーパーノブを押して、My Notebook Entries の選択されたアイテムがフラッ

シュバックされます。 

注意：LabNotebook では Zoom, Pan, Table モードは使用されません。 

SAVE ボタン 

Save ボタンが押されると、現在の状態が LabNotebook に保存されます。 

SPECTRUM ボタン（オプション） 

Spectrum ボタンが押されると、Spectrum ダイアログがグリッドの下に表

示され、テーブル･データがグリッドの左に表示されます。更に、Spectrum
ボタンが押されると、状態により次のように動作します。 

 Spectrum が有効で、Spectrum ダイアログが表示されている場合、

Spectrum が無効になり、ダイアログは閉じられます。 

 Spectrum が有効で Spectrum ダイアログが閉じている、または他のダ

イアログが表示されている状態で、Spectrum ボタンが押されると、

Spectrum ダイアログが表示されます 

Spectrum のモードへの対応 

Zoom や Pan、Table モードに対応しています。スペクトル・テーブルは機能

として中心周波数をコントロールします。画面左側のスペクトル・テーブ

ルから選択した特定の周波数上でスーパーノブのボタンを押すと選択した

周波数が画面の中央に表示されます。 

 
Spectrum 機能での Help フライアウトメニュー 
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プローブ･インターフェース 

概要 

あるオシロスコープの製品シリーズは複数プローブのサポートと接続イン

ターフェースを提供しています。これは高速信号で広帯域のオシロスコー

プの使用が必要である場合有効です。高速信号に接近している他の低速信

号を見ることは複雑な組み込みの設計をデバックするために大変望ましい

ことです。例えば PCIe などの高速シリアル･インターフェースの例では、I2C

や電源ラインなどの低速の信号と同時に動作させる場合があるかもしれま

せん。このようなケースでは広帯域オシロスコープの複数の接続インター

フェースにパッシブ･プローブや電流プローブ、高帯域差動プローブをアダ

プタなしに同時に接続ができ、単純な間違いを起こすことを防ぎます。 

ProBus インターフェース概要 

レクロイ社の ProBus プローブ･システムは、プローブで信号をピックアップ

するところから信号を表示するまでを統括した計測ソリューションを提供

します。標準的な BNC やプローブ･リングに比べ、プローブとオシロスコー

プの間の相互接続はプローブの設定をマニュアルで行ったときに比べ間違

いや推測による操作を減らし、高い信号忠実度を提供することができます。 

ProBus を使用すれば、接続したプローブのゲインやオフセットなどをオシ

ロスコープ本体のフロント･パネルから直接調整できます。これは、電圧プ

ローブ、差動プローブ、電流プローブなどを利用する時に特に有効です。

ProBus の EPROM からゲイン/オフセット補正係数を読み出して、自動補正

による完全校正測定を実現できます。 

 オシロスコープのチャンネルへの接続するだけで、プローブは認識

され、入力カップリングやアッテネーションのような設定が自動的

に行われます。 

 システム･ゲイン（プローブ＋オシロスコープ）設定が自動的に計算

され、プローブ･アッテネーションを元に表示されます。 

 アクティブ･プローブはプローブ内部 EEPROM に保存されたプローブ

の応答データを使って、プローブとの自動整合を提供します。これ

はユーザによるデ･エンベデッド操作なしにプローブ＋オシロスコー

プのチャンネル周波数レスポンスを最良の状態にすることができま

す。 
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プローブが接続されると、そのプローブが認識され、チャンネルタブの隣

にそのプローブ名称の新しいタブが追加されます。 

 

プローブを接続した後のチャンネルダイアログ 

追加されたタブには接続されたプローブ固有の情報が含まれます。さらに、

プローブ･カップリングやアッテネーションのデフォルト値がプローブから

自動的にダウンロードされ、その他の属性と共にこれらの設定がプローブ･

ダイアログに表示されます。 

 
接続されたプローブのコントロール属性表示 

ProBus インターフェースの仕様 

ProBus インターフェースは電源や通信で使われる６ピンのコネクタと BNC

信号接続を提供します。高インピーダンス･パッシブ･ブロー部や高インピ

ーダンス･アクティブ･プローブ、電流プローブ、高電圧プローブ、差動プ

ローブなど広範囲なプローブに対応するため、50Ω/1MΩ両方の入力インピ

ーダンスが用意され、プローブの電源やコントロールを提供します。ProBus

はまたパッシブ･プローブを認識するためのプローブ識別リングが含まれて

います。ProBus インターフェースはそれに直接接続された BNC 終端ケーブ

ルがある可能性があります。 

BNC コネクタをベースにした ProBus と使われる正確な BNC コネクタやオシ

ロスコープの設計により 50Ωカップリングで 4GHz、1MΩカップリングで

1GHz が定格です。 

プローブ 

レクロイは多種多様なパッシブやアクティブプローブを提供しています。

それらプローブの仕様は弊社ウェブページを参照してください。 
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 電流プローブ -電流プローブはワイヤを通過する電流を計測します。

これは従来から行なわれているテストポイントにシャント抵抗を取

り付けその両端に接続する方法は使用しません。代わりにワイヤを

プローブの先端の口で挟み込む（クランプする）事で電流をプロー

ブすることができます。 

 アクティブ･プローブ -シングルエンドと差動の 2 タイプのアクティ

ブ･プローブがあります。 

シングルエンド -シングルエンド･アクティブ･プローブは高周波で電

圧を計測するのに使われます。アクティブ･プローブでの計測は接地

点とテストポイントが必要です。グランドはテストポイント計測の

ゼロ･リファレンスとしての役割があります。 

差動 -差動アクティブプローブは２つのプローブを１つにしたような

ものです。接地点に対してテストポイント計測する代わりに、差動

プローブは一方のテストポイントに対するもう一方の電圧の差を計

測します。 

 パッシブ･プローブ -パッシブ･プローブは低周波(<500 MHz)の電圧を

計測します。アクティブプローブに比べて高い入力キャパシタンス

があり、電源を必要としません。高周波では、高い入力キャパシタ

ンスが負荷になり、信号が減衰します。これはなぜアクティブプロ

ーブが高周波のアプリケーションで使われるのかの理由になります。

パッシブ･プローブはまた接地点に対する電圧を計測します。 

 高電圧プローブ -高電圧を安全に計測するため設計されたアクティ

ブ･プローブとシングルエンド･プローブがあります。グランドに対

しての電圧を計測します。 

パッシブプローブの調整 

パッシブ･プローブはオーバーシュートを平坦にする補償を行わなければな

りません。これはプローブエンドのコネクタにあるトリマを用いて行われ

ます。 

1. チャンネルにパッシブ･プローブを取り付けます。 

2. オシロスコープの前面にある CAL 出力にプローブを接続します。ま

たプローブの GND 端子もオシロスコープの GND に接続します。 

3. プローブの BNC コネクタ側にあるトリマを使い、方形波ができるか

ぎり平坦になるように調整します。 
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ディスプレイに表示される情報 

オシロスコープのディスプレイには、垂直軸（チャンネル）、水平軸（タ

イムベース）、トリガ条件の現在の設定に関する重要な情報が表示されま

す。また、数多くのショートカットが用意されており、ディスプレイのタ

ッチ･スクリーン機能を使用して様々な情報をすばやく表示したり、ダイア

ログを開いたりすることができます。 

画面レイアウト 

 
オシロスコープの画面は次のセクションに別れています。 

 メニュー･バー 

 波形表示グリッド 

 ディスクリプタ･ラベル 

 ダイアログ 

 メッセージ･バー 

メニューバー 

上部メニュー･バーから様々なソフトウェア･ダイアログにアクセスできま

す。上部メニュー･バーは、Windows プログラムの"ファイル"メニューによ

く似ています。メニューバーのボタンの一つにタッチして、表示されるド

ロップダウン･メニューの中から目的のアイテムを選択します。本マニュア

ルでは特定のメニューへのアクセスを表す場合には矢印を用います。例、

Save Setup 機能へは File → Save Setup....と記述します。 
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次の点に注意:  

通常のオシロスコープの操作はフロント･パネルやディスクリプタ･ラベル

をタッチすることでアクセスできるため、メニュー･バーを使用する機会は

ほとんどありません。しかし以下のメニューに関してはメニュー･バーを使

用する必要があります。 

ディスプレイ設定, 波形の保存と読み出し、画像イメージの出力設定、合否

設定、ユーティリティとプリファレンス設定.... 

波形表示グリッド 

他のオシロスコープと同様に、グリッド領域は垂直 8 目盛と水平 10 目盛に分けら

れます。信号表示エリアの設定を変更するには、メニュー･バーの Display → 

Display Setup...から設定します。ディスプレイ･ダイアログはグリッドの組み

まわせやグリッド表示強度の選択が用意されています。 

 
次のようにユーザーの理解を助けるためのグリッド上の表示がいくつかあ

ります。 

 Trigger Delay -トリガ･ディレイ･インジケータは、グリッド下端に配

置された色分けされた三角形です。 トリガ･ディレイはディスプレイ

上でオシロスコープ･トレースに対して水平方向に配置され、インジ

ケータよりも左側でトリガ時間より前の信号を観察できます。トリ

ガ･ディレイによってプリトリガ時間とポストトリガ時間が調節され

ます。 
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トリガ･ディレイの値は Timebase ディスクリプタ･ラベルに表示され

ています。Zero delay はグリッドの水平中心の位置です。 

ディレイのデフォルト設定はディレイお読み値が設定されています。

Time/Div の部を回したとき、比例して移動します。この設定を Div 固

定に設定したい場合、メニュー･バーの Utilities → Preference 
Setup... をタッチして、 Acquisition タブを選択して設定を変更しま

す。 

 Post-trigger Delay -ポストトリガ･ディレイは、左向きの色付き矢印によって

示されます。 これはトリガ発生後、しばらく時間を置いてからの波形

が表示されていることを意味します。 

 

 Trigger Level -トリガ･レベル･インジケータは、グリッド上で垂直方

向に配置される色分けされた三角形です。Stop トリガ･モードでトリ

ガ･レベルが変更された場合、塗り潰された三角形とともに同じ色の

中抜けの三角形も表示されます。中抜けの三角形は、変更されたト

リガ･レベルを示し、塗り潰された三角形は現在表示されている波形

のトリガ･レベルを示します。 トリガ対象のチャンネルが表示されて

いない場合は、トリガ･レベル･インジケータが表示されません。 

 

ノブを押してレベルを 50%にリセット 

 Zero Volts Level -ゼロ電圧レベル･インジケータは、グリッド上で垂

直方向に配置される色分けされたラベルです。 ゼロ電圧レベルを変

更するには、フロント･パネルの VERTICAL ノブ領域にある OFFSET ノ

ブを使用します。このノブを回すとゼロ電圧レベルが調整され、ノ

ブを押すとゼロ電圧にリセットされます。ノブをもう一度押すと、

直前のオフセット設定に戻ります。 
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グリッド･ポップアップ･メニュー 

トレースをタッチすると、ポップアップ･メニューが表示されます。このメ

ニューはチャンネル、演算、メモリなどにより選択できるメニューの項目

が異なります。 

 トレースの設定ダイアログの表示 

 トレース･ディスクリプタラベルの非表示 

 演算トレースを開く 

 計測ダイアログを開く 

 トレース注訳の挿入 

ディスクリプタ･ラベル 

グリッドの下に表示される矩形のボックス内にチャンネルやタイムベース、

トリガなどの各種情報が表示されたものをディスクリプタ･ラベルと呼びま

す。ディスクリプタ･ラベルにはステータス情報が表示されるほか、ラベル

にタッチすると、詳細ダイアログが開きます（ラベルはダイアログへのシ

ョートカットとして機能します）。トレースが選択されると、ディスクリ

プタ･ラベルはハイライト表示されます。 

 
C1 は選択状態、Ch2 非選択状態 
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チャンネルのディスクリプタ･ラベルは信号の垂直軸の設定情

報を示します。ラベルの左上には、チャンネルの番号が表示さ

れます。その他の情報はチャンネル番号の右側に次のように表

示されます。  

 カップリング（AC1M, DC1M, DC50, Gnd） 

 ゼロ以外の値に設定されたスキュー補正（DSQ） 

 フル以外の帯域幅の制限（BwL） 

 2 以上のアベレージング（AVG） 

 Sinx/x補間(SINX) 

 反転演算(INV) 

 分解能向上演算（FLT） 

（）内は表示記号、但し、表示領域が足りない場合、短縮

記号で表示される場合があります。また、アイコンの表示

領域が足りない場合、以下のように短縮されたアイコンが

表示されます。 

 

 2 段目は Volt/Div が示されます。 

3 段目はオフセットが示されます。 

4 段目以降は設定状態により表示が異なります。 

チャンネルのアベレージが設定されている場合、そのスイ

ープ数が(#)で表示されます。 

シーケンスモードが設定されている場合、捕捉されたセグ

メント数が（Seg）で表示されます。 

カーソルが ONになっている場合は、そのチャンネルのカーソ
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ル情報がトレース･ラベルに表示されます。 

また、シリアル･デコードを使用している場合やチャンネルモー

ドの設定により、メッセージがディスクリプタ･ラベルに表示され

る場合があります。 

 

演算、ズーム、メモリのディスクリプタ･ラベルは演算内容、ソー

ス波形、垂直軸、水平軸の情報が表示されます。ラベルの左上

には、演算やズーム、メモリなどの番号が表示されます。その右

側には演算内容とソース波形が示されます。表示形式は演算

内容（ソース波形）のように表示されます。 

2 段目は Volt/Div が示されます。 

3 段目は Time/Div が示されます。 

4 段目以降はチャンネルと同じになります。 

 

TimeBase（水平）ラベルの右側には、トリガ･ディレイの状態が表

示されます。 

２段目右側には、Time/Div の設定が表示されます。またシーケ

ンス･モードに設定されている場合、1 セグメント内の Time/Div

を示し、セグメント数が左側に表示されます（Seq） 

３段目左側には使用されているサンプル数が示され、右側には

サンプリング速度が示されます。 シーケンスモードが選択さ

れている場合、サンプル数は 1 セグメントあたりのサンプ

ル数を表します。 

TimeBase ディスクリプタ･ラベルに一度タッチすると、細かい調

整を行うためのソフトウェア･ダイアログが開きます。 

 

Trigger ラベルの右端には、トリガ対象のチャンネルとトリガのカ

ップリング情報が表示されます。 

2 段目左側にはトリガ･モード（Auto, Normal, Single, Stop）、右

側にはトリガレベルが表示されます。 

3 段目左側にはトリガの種類、右側にはそのトリガの種類に応じ

たサブ設定が表示されます。  

Trigger ディスクリプタ･ラベルに一度タッチすると、細かい調整

を行うためのソフトウェア･ダイアログが開きます。 
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アノテーション(ラベル) 

チャンネル、演算トレース、ズーム･トレース、メモリ（参照波形）に対し

てアノテーション（ラベル）を付加することができます。これらのラベル

は波形に付加され、波形上の任意の位置に配置できます。 

 
各波形には複数のラベルを貼ることができ、ラベルの位置はタッチ＆ドラ

ックで移動することができます。ラベルの削除や非表示は個別に設定でき

ます。 

波形にラベルを付加するには 

1. ラベルを付加したいチャンネル、演算、ズーム、またはメモリのダイアログ

を開きます。 

2. ツールバーの [Label ラベル] ボタンにタッチします。  

 

3. ポップアップ･メニュー内の [Add Label ラベル付加] ボタンにタッチします。  
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4. ポップアップ･キーボードを使用してラベル･テキストを作成します。各ラベ

ルの水平位置（Horizontal Position）の調整、ラベルの削除（Remove 

Label）を行うこともできます。ラベルの表示/非表示を切り替えるには、

[View Labels ラベル表示] チェックボックスのオン/オフを切り替えます。 

ダイアログ 

オシロスコープの画面下には情報を表示や設定を行うダイアログ･エリアが

あります。このダイアログはメインタブ(赤)、サブタブ(青)、ポップアップ･

ダイアログなどで整理されています。 

 

ポップアップ選択コントロール 

ポップアップ選択コントロールがタッチされると、そのコントロールの右

側に次のような小さい選択ボックスが表示されます。 
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ポップアップ選択コントロール 

また別に、選択コントロールをタッチすると、大きな選択画面が中央に表

示されることがあります。この選択の左側にはカテゴリボタンがあり、選

択できるアイテムは右側に表示されます。 

 
様々なタイプを含むポップアップ選択コントロール 

テキスト入力コントロール 

ほとんどのコントロールは 1 回タッチするだけで操作できますが、テキス

ト入力や数字を入力する場合にはバーチャル･キーボードを使って、画面に

タッチしながら値を入力することができます。 
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バーチャルキーボードを使用して LabNotebook へテキストの入力 
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フォルダ/ファイル･ブラウズ･コントロール 

これらのコントロールは波形や Labnotebook のエントリなどアイテムを保存、

または呼び出す際にフォルダやファイルをナビゲートするために使用しま

す。 

 
波形コントロールの Folder/File ブラウジング･コントロール 

注意:オシロスコープのハードディスクは C:と D:に分かれています。C:ドライブは Windows

の OS やオシロスコープのアプリケーションなどが保存されています。D：ドライブは主にデ

ータを保存するために使用します。 

フライアウト･メニュー･コントロール 

フロント･パネルの [ScopeSetup] や[Print]ボタンを押すと、画面の右側に詳細

機能を含むフライアウト･メニューが表示されます。 
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Setup フライアウト･メニュー 

ツールバー･ショートカット 

ツールバー･ショートカットを使用して、現在の設定ダイアログ･ボックス

に対応するチャンネルについて、特定の操作を実行できます。Measure(継

続)、Zoom、Math(演算)、および Memories（参照波形）の詳細については、

それぞれの項目を参照してください。 

例として、チャンネル設定ダイアログのボタンで、これらのボタンは次の

機能を実行します。 

 

 Measure - Measure 選択ポップアップ･メニューを開きます。チャン

ネル設定ダイアログ･ボックスを終了しないで、このメニューからア

クティブなチャンネルに対して最大 6 つのパラメータを選択できま

す。パラメータは自動的にグリッドの下に表示されます。 

 Zoom -チャンネル信号の拡大トレースを作成します。拡大トレース

がアクティブになり、垂直および水平調整ノブを使用してスケール

や位置を修正できます。 

 Math - Math 選択ポップアップ･メニューを開きます。チャンネル設

定ダイアログを終了しないで、このメニューからアクティブなチャ
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ンネルに対して演算機能を選択できます。演算トレースが各グリッ

ド内に表示されます。 

 Decode -シリアル･デコードメニューが開きます。(シリアル･デコー

ド･オプションがインストールされている場合のみ有効) 

 Store -チャンネル･トレースを対応するメモリ（基準信号）位置にコ

ピーします。たとえば、C1 は M1 に、C2 は M2 に保存されます。 

 Find Scale -波形をグリッドに合わせる垂直スケーリングを自動的に

実行します。 

 Next Grid -波形が次のグリッドに移動します。グリッドが１つの場合、

新しいグリッドが作られ、トレースがそのグリッドに移動します。 

注意: AutoGrid に設定されている場合無効になります。 

 Label - Labeling ポップアップ･メニューを開きます。ユーザー定義ラ

ベルを波形に付けることができます。画像イメージの保存や

LabNotebook で取り除かれることはありません。 

 Probe Cal - Cable Deskew -プローブ校正ダイアログが表示されます。

このダイアログではゲイン、オフセット、スキューの校正を行うこ

とができます。 

もう 1 つの例として、[Measure Px*] ダイアログ･ボックスの下部には次のボ

タンが表示されます。各ボタンを押すとメニューが開きます。これらのメ

ニューでは、演算トレース（F1～Fx）を選択して、ボタンに明示されている

機能を表示できます。 

 
 ダイアログ上のアクションボタン 

これらのボタンを使用すれば、[ Measure] ダイアログ･ボックスを開いたま

まで他のオプションを設定できます。 

メッセージ･バー 

オシロスコープ画面の一番下には狭いメッセージ･バーがあります。メッセ

ージ･バーの右端には現在の日付と時刻が表示されます。ステータス、エラ

ー、その他のメッセージもこの領域に表示されます。 
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サンプリング･モード と時間軸のセットアップ 

タイムベースの設定と制御 

通常、時間軸の設定はフロント･パネルの Horizontal(水平軸)セクションのノ

ブを使用して設定します。詳細な設定が必要な場合、Horizontal ダイアログ

で設定します。 

タイムベースの詳細な設定 

1. メニュー･バーの [Timebase ] をタッチした後、プルダウン･メニューか

ら [Horizontal Setup... ] を選択します。[Horizontal ] ダイアログが表示され

ます。 

 

2.  [Time/Division ] フィールド内部をタッチし、ポップアップ数値キーパッ

ドを使用して値を入力するか、上下矢印を使用して値を増減します。 

3. [Delay ] フィールド内部をタッチし、ポップアップ数値キーパッドを使

用して値を入力します。ディレイをゼロに設定する場合は、[Set To 

Zero ] ボタンにタッチします。 

4. 必要に応じ、サンプリング･モード（Sampling Mode）を選択します。 

5. [Real Time Memory] セクションで、メモリを必要に応じて調整します。 

現在設定されているタイムベースの設定はグリッド右下のディスクリプタ･

ボックスに表示されます。 

 

白枠右：ディレイ 

黒枠右上：Time/Div 

黒枠左下：サンプリング･ポイント数 
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黒枠左下：サンプリング速度 

 

 

サンプリング･モードの種類 

タイムベースの設定に応じて、次のサンプリング･モードを利用できます。 

 

 

 

リアルタイム･モード－ シングル･ショット（リアルタイム）捕

捉モードでは、入力信号を一定の間隔でサンプリングし、デジ

タル化された一連の電圧値を得ます。 

 

シーケンス･モード－  シーケンス･モードでは、アクイジショ

ン･メモリを複数の固定長セグメントに分割し、トリガ毎にシン

グルショット･モードで捕捉された波形をセグメントが埋まるま

で繰り返しサンプリングします。 シングルショットで最高のト

リガ･レートを得たい場合に有効な手法です。 

 

ロール･モード – Time/Div が 100 ms/div 以上であるときに、こ

のモードを選択できます。ロール･モードでは、右から左に随時

波形が更新されます。波形の更新はとトリガ･モードにより異な

ります。Single モードではトリガポイントが TimeBase の Delay

設定の位置に到達するまで右から左に随時波形が更新されま

す。Normal モードでは Singleモードの繰り返しになります

が、毎回波形がクリアされます。Autoモードでは他のモードに

切り変わるまで波形が右から左に更新されます。  

ロール･モード動作中の Pass/Fail テストは波形が取り終わるま

で試験結果が確定しません。 

 

RIS モード -- RIS (Random Interleaved Sampling) は、シングルショ

ットの最高サンプリング速度よりも高い有効サンプリング速度

を実現する捕捉手法です。RIS モードは、安定したトリガを持つ

繰り返し波形にだけ使用することができます。 
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リアルタイム･サンプリング･モード（シングル･ショット） 

リアルタイム･モードでは、入力信号を一定の間隔(サンプリング速度)でサ

ンプリングし、デジタル化された一連の電圧値を得ます。波形の捕捉は、

トリガ･ディレイで決められたトリガ･イベントの時間が経過した後に止ま

ります。 

トリガ･ディレイには、プリトリガとポストトリガがあります。プリトリガ

はディスプレイ･グリッドの左端からトリガ･イベントの発生時刻までの時

間であり、ポストトリガはトリガ･イベントが発生してから現在までの時間

です。プリトリガでは、トリガ･イベントのかなり前からトリガ･イベント

の発生時刻までの範囲で、波形をサンプリングすることができます。これ

は 100%プリトリガと呼ばれ、トリガ条件が満たされてトリガ･イベントが

発生する時点までの波形を確認することができます(プリトリガ情報につい

ては、最大レコード長までのポイントがオシロスコープに保持されます)。

一方、ポストトリガでは、イベントが発生した後、10,000 div に相当するポ

イント以降の波形をサンプリングすることができます。 

本オシロスコープの個々の入力チャンネルには専用の AD コンバータがある

ため、各チャンネルの波形が同時にサンプリングされて計測されます。こ

のようにして、チャンネル間の時間がきわめて高い精度で計測されます。 

タイムベースを速く設定すると、シングルショット･サンプリング速度の最

高値が使用されます。一方、タイムベースを遅く設定した場合は、サンプ

ルの数を保持しながら、サンプリング速度が遅くなります。 

サンプリング速度、メモリ、時間の間には、次式で定義される関係があり

ます。 

サンプル数
サンプリング・レート

１
捕捉時間＝   

および 

Time/Div
10


捕捉時間
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シーケンス･サンプリング･モード（セグメントの操作） 

シーケンス･モードを用いると、最大 15,000 個(機器の仕様を参照)のイベ

ントをトリガが発生するたびにオシロスコープの捕捉メモリを分割したセ

グメントに記録することができます。これは、間断なく発生する高速のパ

ルスを捕捉することや長い間休止して生じる短いイベントを捕捉する場合

に最適です。機器は、イベント間の無意味な時間を無視することで、長時

間に渡る複雑なシーケンスのイベントを詳細に確認することができます。

また、高精度の捕捉タイムベースを使用して、特定のセグメント上にある

イベント間の時間を計測することもできます。 

シーケンス･モードには以下のような特徴があります。 

 最高 4チャンネル同時にイベントを捕捉することができます。 

 トリガ間のデッドタイムを最小化することができます。 

 個々のセグメント捕捉時のタイムスタンプを確認することができます。 

 個々のセグメントの拡大や各セグメントを演算関数の入力として使用

することができます。 

 シーケンス･モードと高機能トリガを組み合わせることで、数時間から

数日に渡る長期間で稀な現象を全て捕捉して後から確認することがで

きます。 

 シーケンス･モードをリモート･コントロールで利用して、機器の高速

転送を活用することができます。 

シーケンス･モードでは、シングル･ショットで捕捉する場合、捕捉が終了

するのは設定したセグメント数(機器の仕様を参照)の信号捕捉が行われた

後です。各セグメントの捕捉時間は、シーケンス･タイムベースの設定に基

づいて決定されます(10 x time/div)。なお、サンプルまたはセグメントの実

際の数、および時間またはポイントを決めるときには、シーケンス･タイム

ベースの設定とともに、ユーザーが指定したセグメント数、セグメントの

最大長、利用可能なメモリ総量も考慮されます。ただし、完全な波形とそ

のセグメントが画面全体に表示されない場合もあります。 
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セグメントを捕捉する仕組み 

シーケンス･モードを設定するには 

注意：Singleモードによる捕捉が開始された後、フロント･パネルの Single ボタンをもう一度

押すと、捕捉をいつでも中止することができます。その場合、既に捕捉されたセグメントはメ

モリに保持されます。 

1. メニュー･バーの [TimeBase] をタッチした後、プルダウン･メニューから 

[Horizontal Setup...] を選択します。 

2. [Sequence  ] ボタンにタッチします。 

 

3. [Sequence] タブをタッチします。 

 

4. [Acquisition  Settings] セクションで、[Num of Segments] フィールド内

部をタッチし、ポップアップ数値キーパッドを使用して表示対象のセグメ

ント数を入力します。 
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5. [Timeout] フィールド内部にタッチし、タイムアウト値を入力します。 

注意：タイムアウト時間は、何らかの理由でセグメント数が正しくカウントされず、着信する

予定のないセグメントを待機するという無限ループが発生した場合に、捕捉処理を打ち切るま

での時間を指定します。待機中は（タイムアウト時間が経過するまでは）オシロスコープの各

種機能を利用できません。タイムアウト時間を過ぎると、捕捉が終了して波形が表示され、オ

シロスコープの機能を利用できるようになります。 

6. [Enable Timeout] チェックボックスをオンにします。 

個々のセグメントを表示するには 

1. フロント･パネルの Zoomボタンを押します。 

 

2. セグメント間の移動は Horizontal の Delayつまみで移動します。 

3. Zoomの調整を行う場合は、作成された Zxトレースラベルを選択して、ダ

イアログを表示させます。 

4. ズーム･ダイアログ内の[Horizontal]や[Vertical]の下記のコントロールを使用

して拡大縮小を行います。Var チェックボックスをマークすることにより倍

率を微調整することができます。 

 

注意：パーシスタンス･モードでは、各セグメントが自動的に相互に重ね合わされて表示され

ます。非パーシスタンス･モードでは、各セグメントがグリッド上に別々に表示されます。 

タイム･スタンプを表示するには 

1. メニュー･バーの [TimeBase] をタッチした後、プルダウン･メニューから 

[Acquisition Status...] を選択します。 

2. [Trigger time] タブをタッチします。 

3. [Time of] フィールドでチャンネルまたはメモリ波形を選択します。 
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TIPS：Excel 形式でタイムスタンプを出力するには 

シーケンスモードのタイムスタンプは Dtrig Time パラメータでも取得することができます。

Dtrig Time はトリガとトリガの間の時間を計測しています。ここから得られたデータを Math

機能の Trend を使用して出力させます。トレンド機能はパラメータのデータを順番に並べて波

形のように出力します。[File – SaveWaveform]を使い、Excel 形式で、ソースをトレンドが設

定された演算に設定してファイルに出力します。 

シーケンスの表示モード 

Timebase メニューの Sequence タブにある Display Settings の中から次の表示

モードを選択できます。 

 Adjacent 
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 Waterfall (cascaded) 

 
 Mosaic (tiled) 

 
 Overlay 

 
 Perspective 

 

 

RIS サンプリング･モード -- 高いサンプリング速度を実現 

RIS (Random Interleaved Sampling)モード は、リアルタイム･モードに比べ高い有

効サンプリング速度を得ることができます。RIS モードでは、リアルタイムで

の捕捉を複数回繰り返し実行することによって、200 GS/s の最大有効サンプ

リング速度を等価的に実 現します。そのため安定したトリガを持つ繰り返し

波形以外には適用できません。 
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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。 

 

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、

RIS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。 

 

 

 

注意： 固定サンプリング速度モードでオシロスコープを操作するときは、 RIS モードが使用

できないことに注意してください。 
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ロール･モード 

(1) タイムベース･モードがリアルタイムである、(2) Time/Div が 100ms より

長い、(3) サンプリング速度が５MS/s より遅いという 3 つの条件が満たされ

ている場合に、ロール･モードを選択することができます。 

上記条件が満たされていても、自動的にロール･モードが選択されるわけで

はありません。[Timebase ] ダイアログから手動でロール･モードを選択して

起動する必要があります。 

ロール･モードは、リアルタイムで捕捉した十分に低い信号速度の波形を、

リアルタイムに表示します。オシロスコープの画面には、トリガ･イベント

が検出されて捕捉が終了するまで、入力データが流れるように連続的に表

示されます。各チャンネルにつながったパラメータや演算関数は、ロール･

モードのバッファが更新されるたびに、新たなデータが入った場合のよう

に、再計算されます。有効なロール･モードの各段階で統計が初期化されま

す。 

トリガ･モードによりロール･モードの表示は異なります。[Auto]ではトリ

ガ･イベントの有無にかかわらず、波形が流れて表示されます。[Single]で

はトリガ･イベントが来るまで波形が流れて表示されますが、トリガ･イベ

ントが発生すると、そのイベントがディレイの位置まで来るまで波形が流

れ、同じ位置にで止まります。[Normal]ではシングル･トリガの繰り返しと

なりますが、一度シングルが終了すると画面がクリアされます。 

注意：処理時間が捕捉時間よりも長い場合は、メモリ内のデータが上書きされます。このとき、

オシロスコープから「Channel data is not continuous in ROLL mode!!! （ロール･モードのチャ

ンネル･データが途切れています。）」という警告が発行され、ロール表示が最初から開始さ

れます。 

リアルタイム･メモリ 

最大メモリ長 [Set Maximum Memory]モード 

Max Sample Point で設定された Time/Div と最大メモリ長の範囲内で最高のサ

ンプリング･スピードが選択されます。これは最大メモリ長を制限して更新

速度を早くすることができます。逆に最大メモリ長が増えた場合、高速な

サンプリング･スピードを得られますが、処理時間が長くなります。 

固定サンプリング速度[Fixed Sample Rate]モード 

Sampling Rate フィールドで設定されたサンプリング･スピードが固定される

モードです。Time/Div は搭載されたメモリ以上には設定できません。 
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チャンネル･モード[Active Channels] 

2 つのチャンネルを結合して、サンプリング速度またはメモリ（あるいはそ

の両方）を増強することができます。チャンネルを結合した場合、結合に

より表示されないチャンネルは、トリガの入力として使用することができ

ます。 

2 チャンネル･モードでは、チャンネル 2 とチャンネル 3 がアクティブにな

ります。自動（Auto）捕捉モードでは、チャンネル 1 または 2、およびチャ

ンネル 3 または 4 を組み合わせて使用することができます。2 つのチャンネ

ルを結合すると、メモリ長が大幅に増加します。 

チャンネルを結合するには 

1. メニュー･バーの [TimeBase ] をタッチした後、プルダウン･メニューか

ら [Horizontal Setup... ] を選択します。 

2. [Active Channels ] で、4、2 または [Auto] にタッチします。各ボタンの隣

に最高サンプリング速度が表示されます。 

 

外部サンプリングの設定 

通常、オシロスコープのサンプリングは内部のクロックを使ってサンプリ

ングされています。この内部クロックを使用せずに外部入力端子（EXT）に

入力された信号に従ってサンプリングするのが外部サンプリング･モードで

す。外部サンプリング･モードはチャンネル･モードが２(つまり、このモー

ドでは１Ch と４Ch はご使用いただけません)、リアルタイム･メモリが最大

メモリ長、サンプリング･モードがリアルタイムに設定されている必要があ

ります。このモードに設定されると Time/Div は１Div あたりのサンプルポイ

ント数で設定します。 

外部サンプリングを設定するには 

1. メニュー･バーの [Timebase ] をタッチした後、プルダウン･メニューか

ら [Horizontal Setup...] を選択します。[Horizontal ] ダイアログが表示され

ます。 

2. [Sampling Mode]セクションで[Real Time]に設定します。 

3.  [Clock Source]タブに移ります。 
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4. [Sample Clock]セクションの中から Ext 端子に供給されるクロックの信号

タイプを入力します。 

5. [External Coupling]セクションの中から適切なものを選択します。 

6. もう一度[TimeBase]タブに戻り、Time/Div フィールドを使い、１Div あた

りのサンプル数を入力します。 

7. トリガがかかるようにトリガ条件を設定します。 

注：外部サンプリングでは、トリガが掛からない限り波形を捕捉しません。トリガ条件を正し

く設定する必要があります。 

リファレンス･クロック 

リファレンス・クロックは 2 台以上のオシロスコープを同期させて動作さ

せる場合に使用します。WaveRunner 6Zi シリーズのリファレンス・クロッ

クの入力は 10MHz±25ppm の信号を LBus BNC アダプタ(発売予定) に通して

接続します。2 台のオシロスコープに使用する場合には、リファレンス・ク

ロック信号をスプリッタで分割し、トリガ信号もスプリッタで分割して 2

台のオシロスコープに入力します。また、オシロスコープ間で遅延が発生

している場合には、チャンネルメニューの DeSkew コントロールを使って調

整します。 

History モード 

History モードは過去にさかのぼって異常なイベントを分離し、パラメータ、

またはカーソルを使用して、それらを測定し、問題の原因をすばやく発見

することができます。History モードでは常に波形がバッファリングされて

いるため、ユーザーからのアクションがなくてもトレースを保存し、ビュ

ーアを使って過去の波形を呼び出すことができます。ビューアで選択され

ている波形に対して計測、演算、カーソルなど通常のチャンネルと同じ操

作が行ます。 

注：シーケンス・モードでは動作しません。 
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History 表示している間はトリガ停止状態になります。バッファリングされ

ている波形は水平軸や垂直軸、トリガなど波形捕捉の設定が変更された場

合、リセットされます。また、バッファに空きがなくなった場合、最も古

い波形から消され、新しい波形が保存されます。 

波形の検索にはビデオの操作パネルのような再生や巻き戻し、早送り、コ

マ送りなどのようなコントロールが用意されています。 

波形グリッドの左側には波形のインデックスと捕捉された時間のテーブル

が表示されます。[Relative Times]チェックボックスがマークされている場合

は、最新の波形に対する各波形の相対時間が表示されます。 
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信号の表示 － 垂直軸セットアップ 

チャンネルをオンにする 

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

し、チャンネル 1 はまだ ONになっていないと想定します）。  

2. フロント･パネル上の[Vertical]セクションにある Channel 1 ボタンを押して

チャンネル 1 をオンにします。該当のボタンが点灯し、チャンネル 1 のデ

ィスプリプタ･ラベルが表示されます。  

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

ント･パネル上の Horizontal ノブと Vertical ノブで設定を調整して信号を

表示します。または、AUTOSETUP ボタンを押せば、ほとんどの反復信号

を即座にグリッドに表示します。  

4. プローブの減衰率、カップリング、帯域幅の制限を変更する必要がある場

合は、チャンネル 1 のディスプリプタ･ラベルにタッチしてチャンネル 1 の

セットアップ･ダイアログを開きます。  

 

または、メニュー･バーから [Vertical]、[Channel 1 Setup ] を選択して、チ

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

上隅にある [Close] ボタンにタッチし、ダイアログを閉じるまでグリッド領域

が狭くなります。  

 

Volt/Div 

Volt/Div は波形が表示されるグリッドの単位(１Div に対する電圧)を決定しま

す。フィールドの内部にタッチしてバーチャルキーバッドで指定するか、

隣の上下の矢印コントロール、またはフロント･パネルの Volt/.Div のノブで

指定します。[Variable Gain]のチェックがマークされていない場合、Volt/Div

は段階的に 1-2-5 の単位になり、マークされれている場合、細かく Volt/Div

を指定することができます。 

TIPS：振幅精度は波形の振幅が全グリッドの 80%程度の大きさになるように設定されると、

最も高くなります。複数のトレースを表示する場合にはマルチ･グリッドで使い、振幅精度を
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適正に保ちながら見やすい表示を行うことができます。 

オフセット 

オフセットはチャンネルに入力された電圧をオフセット電圧で差し引きま

す。これは画面上の配置オフセットではありません。微小信号に DC 成分が

加算された波形を観測する際に Volt/Div の感度を上げて微小波形だけを大き

く表示する場合に有効です。 

注意：オフセットの設定によりオフセット誤差が生じます。このオフセット誤差は設定された

オフセット電圧により大きくなります。各チャンネルのオフセット誤差の値は異なるため、大

きなオフセットの設定により、計測された波形の絶対電圧に違いが生じる可能性があります。 

カップリング 

カップリングの選択肢は次のとおりです。 

 DC  50 Ω 

 GROUND 

 DC 1 MΩ 

 AC 1 MΩ 

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

プ･メニューからカップリング･モードを選びます。 

注意：ProBusプローブがチャンネルに接続されている場合は、そのチャンネルにつ

いて選択できるカップリングが異なります。 

スキュー補正 

ケーブルの長さの違いやプローブの不整合、そのほか信号間のタイミング･ミスマッ

チを引き起こす原因を補正する場合は、スキュー補正（デスキューイング）を行うこ

とができます。目的のチャンネルにすべてのプローブを接続した後、それらのチャ

ンネルで同じ信号を測定し、[Deskew] を使用してタイミングの差異を調整します。  

プローブの減衰率 

LeCroy ProBus 互換プローブまたは Probe Ring 互換プローブを使用する場合は、

減衰率がオシロスコープによって自動的に設定されます。減衰率が自動的に設定

されない場合は、[Probe Atten ] フィールドの内部にタッチし、ポップアップ･メニュ

ーから適切な値を選択して減衰率を設定します。  
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帯域幅の制限 

入力信号の帯域幅が非常に低い場合は、高周波ノイズを制限するほうが適切です。

そのような場合には、オシロスコープの全帯域幅より狭いチャンネル帯域幅に制限

することができます。帯域幅を制限するには、[Bandwidth] フィールドの内部にタッ

チし、ポップアップ･メニューから目的の値を選択します。この帯域幅制限は ADに

入力される前のアナログ･フィルタとなります。アベレージや ERES はデジタル処理

が行われています。 

信号のアベレージング 

WaveRunner Ziオシロスコープには、信号を連続的に平均化して信号ノイズを低

減し、信号の評価をサポートする機能があります。このアベレージング機能を使用

する場合は、[Averaging ] フィールドの内部にタッチし、ポップアップ･キーパッドに

最大 100 万回までのスィープ値を入力します。  

TIPS：アベレージングとERESは共にノイズ除去に効果がありますが、入力される

信号に応じ、使い分ける必要があります。アベレージは同じ波形を複数回サンプリ

ングするため、毎回波形形状が異なる過渡現象のような波形に対しては利用できま

せん。ERESは移動平均のような処理を行うため、単発の波形に対してノイズ(高周

波)除去を行えますが、ローパス･フィルタのように帯域幅は狭くなるため、高いサ

ンプリング周波数を必要とする信号には適していません。 

補間の設定 

直線補間はサンプリング･データの間を直線で結ぶため、方形波のようにエッジが

直線である信号の表示に適しています。一方、サイン補間は、曲線的な信号や不

規則な波形の表示に適しています。特にサンプリング速度がシステムの帯域幅の

3～5 倍である場合には、サイン補間が有効です。 

ノイズ･フィルタ（ERES） 

本製品の分解能向上機能では、垂直分解能が一定の割合で向上するようなフィ

ルタが用意されています。つまり、信号内のノイズ量や信号のタイプ（シングル･ショ

ット信号、連続信号）に関係なく、垂直分解能が一律に向上します。信号対雑音比

(S/N 比)の向上度合いは、元の信号に含まれるノイズのタイプに応じて異なります。

分解能向上（ERES）フィルタによってノイズの一部が取り除かれるため、信号の帯

域幅は狭くなります。信号の帯域幅はサンプリング速度と ERES のビット設定に応

じて決まり、実際にサンプリングが行われると、ERES の設定項目の下にカットオフ

周波数が表示されます。 



WaveRunner 6Zi 

 

62 WR6Zi-GSM-J  

 

 



WaveRunner 6Zi 

 

WR6Zi-GSM-J 63 

 

トリガ 

概要 

レクロイのオシロスコープには、様々な波形捕捉テクニックとトリガが用意されてい

ます。トリガを適切に設定すれば、波形を詳しく分析することができます。これらのト

リガは主に、次の 2 つのカテゴリに分けられます。 

 標準トリガ － エッジ、幅、パターン、TVなど基本的な条件でトリガします。 

 SMARTトリガ－ 波形の複雑な条件に基づいてトリガが行われます。 

 MultiStageトリガ －トリガ条件を多段接続して特定のシーケンスで起きる院ベ

ンとでトリガします。 

 Measurementトリガ －計測パラメータをトリガ条件にしてトリガします。このトリガ

はハードウェア・トリガとソフトウェア・トリガの両方が使用されます。（選択された

計測パラメータにより、トリガ・レートは変わります。） 

 シリアル･トリガ（オプション） - UART, I2C, SPI, USBなど多くのシリアル規格に

基づいて、シリアルデータのIDやデータの条件でトリガします。 

Trigger Scan – クロック信号の異常を簡単に素早く検出します。多くのオシロスコ

ープでは異常信号の検出に、捕捉した信号を高速で重ね書き表示を行い目

視で確認する手法がとられますが。しかし、この方法は対象の信号が高速に

なると、デッドタイムの割合が大きくなってしまうために異常信号の検出確率

が落ちてしまいます。TriggerScanでは、複数のトリガ条件を切り替えて異常信

号を捕捉しますが、ハードウェア･トリガを用いるので、対称信号の速度が上

がっても検出確率が落ちることがありません。それ故、特に高速のクロック信

号の以上検出に有効です。 

  

単純な信号についてはエッジ･トリガを使用し、グリッジなどの特殊な属性を持つ信

号については SMART トリガを使用してください。 

エッジ･トリガの設定方法は、この基本操作マニュアルに記載しています。 
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トリガ条件 

 

トリガ･ディレイ – オシロスコープのトリガ位置を画面の中心を基準として求めた時

間。オシロスコープのトリガ位置は、プリトリガ（トリガイベントより前の時間を計測）の

場合はグリッドの右端まで、ポストトリガ（トリガイベントより後の時間を計測）の場合

は 0～10,000 div（時間単位）で調整できます。  

カップリング – トリガ･ソースの入力における信号カップリングの種類（AC, DC, 

LFREJ, HFREJ） 

レベル –  トリガが発生する時点のしきい値レベル（ボルト単位で指定）  

スロープ–  レベルで設定されたしきい値を信号が横切る方向 。Pos（立ち上がり

方向）、Neg（立ち下がり方向） 

トリガ・モード 

 Auto -トリガ条件が満たされなくても、タイムアウト時間が経過する

と、無条件にトリガが発生します。 

 Normal  -選択されたトリガの種類に対して設定されているトリガ条件

を満たす信号が入力される度に、トリガを発生させます。 

 Single  -選択したトリガの種類で設定されたトリガ条件を満たす信号

が入力されるのを待ち、その信号が入力されると一度だけトリガを

発生させ、Stop モードに移行します（シングルショット捕捉）。す
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でにトリガを待っている状態であれば、強制的にトリガを発生させ

ます。 

 Stop –捕捉を停止します。トリガを Stop モードにして機器を立ち上

げた場合は、"no trace available"というメッセージが表示されます。

トレースを表示するには Auto ボタンを押します。 

 

トリガのセットアップに関するガイドライン 

トリガ･ディレイ 

 

トリガ･ディレイ･インジケータは、グリッド上で水平方

向に配置される色分けされた三角形です。  

トリガ･ディレイではディスプレイ上で水平方向にオ

シロスコープ･トレースが配置されるため、トリガ時間

より前の信号を観察できます。トリガ･ディレイによっ

てプリトリガ時間とポストトリガ時間が調節されます。

プリトリガ･ディレイは0-100%の範囲で調整できま

す。 

 

ポスト・トリガ･ディレイは、左向きの色付き矢印によ

って示されます。ポストトリガ･ディレイは0～10,000 

div（時間単位）で調整できます。 

 

すべてのトリガ･ディレイ値（ポストトリガ･ディレイを含

む、ここでは-1.92μs）は、タイムベースのディスクリ

プタ･ラベル内に表示されます。  

 

遅延のゼロはオシロスコープ画面の水平中心です。  

トリガ･ディレイを変更するには、フロント･パネルの HORIZONTAL ノブ領域にある

[DELAY]ノブを使用します。ノブを回すとトリガ･ディレイが調整され、ノブを押すと

ゼロにリセットされます。 
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トリガ･レベル･インジケータ 

 

トリガ･レベル･インジケータは、グリッド上で垂直方向に

配置される色分けされた三角形です。  

Stop トリガ･モードでは、特定の時点でトリガ･レベルが変

更された場合に、塗り潰された三角形とともに同じ色の

中抜けの三角形も表示されます。中抜けの三角形は、

次回の有効なトリガ発生時のトリガ･レベルを示します。   

注意：トリガ対象のチャンネルが表示されていない場合

は、トリガ･レベル･インジケータが表示されません。  

 

 

トリガ･レベルを変更するには、フロント･パネルの

TRIGGER ノブ領域にある LEVEL ノブを使用します。こ

のノブを回すとトリガ･レベルが調整され、ノブを押すと信

号レベルの 50%にトリガ･レベルが設定されます。  

トリガ･レベルはボルト単位で指定されます。垂直軸のゲインまたは位置を変更して

も、トリガ･レベルは変わりません。  

トリガ･レベルの設定範囲には次のような制限があります。 

 1 つのチャンネルをトリガ･ソースとする場合は画面上で±4.1 div 

 EXTをトリガ･ソースとする場合は±0.４ V 

 EXT/10 をトリガ･ソースとする場合は±４V 

 LINE をトリガ･ソースとする場合は制限なし（ゼロ交差が使用される）。 

エッジ･トリガをセットアップするには 

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

 
または、メニュー･バーの [Trigger] にタッチし、[Trigger Setup] を選択し

ます。  

どちらの場合も、次のダイアログがディスプレイの下部に表示されます。  
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"SMART Trigger" ではなく "Edge Trigger" がハイライト表示されているこ

とを確認します。 

2. [Source] フィールドの内部にタッチし、ポップアップ･メニューから入力を

選択します。 

 

C1 ～ C4 はチャンネル 1 からチャンネル 4 の略称です。  

Ext を使用すると、オシロスコープの外部入力に対してトリ

ガを発生させることができます。Ext 入力は±0.4V、

Ext/10 入力は±4 V です。 

注意：Ext入力の詳細はExtタブで別途設定します。  

Line は AC電源の Positive または Negativeのエッジをト

リガ対象とするときに使用します。 

Pattern はデジタル入力を含む複数チャンネルをソースと

して使用できます。  

3. [Coupling] フィールドの内側にタッチし、トリガ･カップリングを選択します。

カップリングは、トリガ回路の入力における信号カップリングの種類を指し

ます。下記の種類のカップリングから選択できます。 

 

DC - DCカップリングでは、信号のすべての周波数要素がト

リガ回路に結合されて高周波バーストが生成されます。また、

ACカップリングを使用すると、有効トリガ･レベルがシフトしま

す。  

AC – 信号が容量的にカップリングされます。DC 成分は除去

され、50 Hz 以下の周波数は減衰されます。 

LFREJ -- 容量性ハイパス･フィルタを通じて信号がカップリン

グされます。DC成分は除去され、50 kHz 以下の信号周波数

は減衰されます。中程度の周波数の信号から高周波信号に

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

50 kHz以上の周波数はローパス･フィルタによって減衰されま

す。低周波に対してトリガを設定するときに使用します。 

4. フロント･パネルのLevel ノブを回して、トリガ･レベルを調整します。 

 

注意：ソース信号にはトリガ感度以上の振幅が必要です。トリガ感度は入力される

信号の周波数により異なります。トリガ感度の大きさは仕様書をご参照ください。 

5.  [Slope] フィールドの内側にタッチし、トリガ・スロープを選択します。 

 

Positive（上向き）および Negative(下向き)のスロープは、ト

リガ対象の電圧が変化する方向を意味します。  

Ether(どちらか）はPositiveとNagativeのどちらの勾配

でもトリガされます。 

 

6. [Optimized for HF]のチェックボックスを設定します。 

このOptimized for HFを有効にすると、高周波や低周波の信号を除去し、

高周波信号計測時に安定してトリガを提供します。 

注意：計測波形が10MHzより遅い場合、このチェックを外してください。正しい位

置でトリガされない可能性があります。 

7. 立ち上がりの速い波形をTime/divを短くして計測した場合、波形が

設定したトリガ位置に対して若干ずれる場合があります。このトリ

ガのずれをソフトウェア・アシスト・トリガにより補正することが

できます。この機能は画面に入る長さより若干長くサンプルし、ソ

フトウェアにてトリガ位置に合うようにサンプルの位置を移動しま

す。設定を行うには[Software Assisted Trigger]のタブに移り、ソフト

ウェアトリガを設定します。移動できる範囲は[Normal]モードを選

択した場合、[Horizontal Gate]の[Start]や[Stop]を使用して範囲を設定
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します。[Auto]が選択された `場合、Gateの範囲にかかわらず、

補正されます。 

 

 

ホールド･オフ機能（エッジ･トリガ、またはパターンのみ） 

ホールド･オフはエッジ･トリガの追加条件（省略可能）です。ホールド･オフ条件を

指定すると、指定された時間間隔やイベント回数だけトリガ･イベントを無視すること

ができます。(イベント数とは、トリガ･レベルやスロープなどのトリガ条件が満たされ

る回数です。) 

設定はトリガの種類でエッジが選択されると、Holdoffのタブが追加されます。

Holdoffby の中で Time(1ns – 20s)または Events（1# - 99999999#）を選択して、

Holdoff Time フィールドや Holdoff Events フィールドに値を入力します。 

また、ホールドオフ期間が設定される位置を指定することができます。トリガが有効

な状態になった後、初めてのトリガ・イベントを含む期間(Acquisition Start)、または

トリガ発生後の期間(Last Trigger time)のいずれかを選択できます。 

 

ホールド･オフの条件が満たされた後は、通常のエッジ･トリガの条件でトリガされ、

波形が捕捉されます。  

反復的な合成波形について、トリガ回路を安定させたい場合は、ホールドオフ条

件を設定してください。たとえば、トリガ対象とするエッジの前に複数のエッジが存

在する信号については、トリガ対象のエッジの前にあるエッジの個数をホールドオ

フ条件として設定できます。  
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標準トリガ概要 

エッジ 

 

エッジ･トリガは単純で反復的な信号に対して使用します。このトリガは、

波形の基本的な特性や条件（正のスロープ、負のスロープ、ホールドオ

フなど）に基づいて起動されます。 

パルス幅 

 

パルス幅トリガには、電圧レベルによって制限される正方向または負方

向のパルス幅を定義する機能があります。入力電圧がこのパルス幅を

上回った場合または下回った場合に、トリガが発生します。また、パルス

幅の範囲を指定することもできます。指定した範囲の内側または外側で

トリガが発生します。 

パターン 

 

パターン･トリガでは、5 つのチャンネル入力（CH1、CH2、CH3、CH4、

EXT）の論理結合（パターン）に基づいて、トリガを発生させることができ

ます。論理結合を定義するために、4 種類のブール演算子（AND、

NAND、OR、NOR）が用意されています。また、個々のチャンネル入力

ごとに、論理電圧レベルの上限と下限を定義することができます。 

TV 

 

TV トリガは、標準または独自の合成ビデオ信号に対して安定したトリガ

を生成します。このトリガは PAL 規格、SECAM規格、NTSC規格、

HDTV (720P、1080i、1080P)規格で使用します。他の規格につい

ては、CUSTOM セットアップを使用します。 

  

オプション(I2C、SPI、LIN、UART･RS232、CANなど）  

シリアル 

 

シリアル･トリガでは、分かりやすいインタフェースを使用して、オシロスコ

ープの内部からシリアル･トリガ条件を設定できます。 

TIPS:  バースト信号の先頭でトリガする場合、パルス幅トリガを使用します。バ

ースト信号の終了から次のバースト信号までをパルス幅トリガさせるように設定し、

条件として＞を選択します。信号で流れてくる周期の最大時間より長い値を下限値

に設定します。 
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SMART トリガ概要 

SMART トリガには下記の種類があります。 

グリッジ 

 

グリッジ（Glitch）トリガはパルス幅トリガを単純にしたものです。一定のパ

ルス幅またはパルス幅の範囲のみをトリガ条件として指定する場合は、

グリッジ･トリガを使用することができます。グリッジ･トリガではレンジの設

定はできません。 

インター

バル 

 

グリッジ･トリガはパルス幅をトリガ条件としますが、インターバル･トリガは

パルス間隔（パルス周期）をトリガ条件とします。パルス間隔とは、同じ極

性を持つ 2 つの連続したエッジ（正から正、負から負）を分離する信号

間隔を意味します。インターバル･トリガを使用すると、指定した間隔より

もパルス間隔が小さい場合、または指定した間隔よりもパルス間隔が大

きい場合に、トリガを発生させることができます。また、パルス間隔が指

定した範囲の内側または外側にある場合に、トリガを発生させることもで

きます。つまり、パルス間隔による除外トリガとして使用できます 

ウィンドウ 

 

ウィンドウ・トリガはトリガ・レベルの上下のスレッシュホールド範囲を定義

し、この範囲から信号が外れるとトリガ・イベントを発生します。 

ドロップア

ウト 

 

ドロップアウト･トリガは主にシングルショット･モードで使用されるトリガで

あり、事前に設定されたトリガ･ディレイに基づいて、信号の損失を検出

する機能があります。ドロップアウト･トリガは、最後のトリガ･エッジが発生

した後、タイムアウト期間の最後に生成されます。タイムアウト期間は、１

ns～20sの範囲で設定することができます。 

ラント 

 

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

する前に、2番目のスレッショールド･ラインを交差しなかったときに発生しま

す。1ns～20sの時間範囲で 2 つの電圧スレッショールドが選択できま

す。 このトリガのその他の定義条件は、エッジ（選択されたものと反対の

勾配でトリガ発生）とラント幅です。 

スルー･レ

ート 

 

スルー･レート･トリガは、パルスの立ち上がり、または立ち下がりエッジが

上限レベルと下限レベルの 2 つのスレッショールド･レベルを交差したと

きに発生します。パルス･エッジは、指定された時間よりも早くまたは遅く

スレッショールドを交差する必要があります。指定できる 2 つのスレッシ



WaveRunner 6Zi 

 

72 WR6Zi-GSM-J  

 

ョールドの範囲は、1ns～20s です。 
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MultiStage トリガ概要 

MultiStage トリガは標準トリガや SMART トリガを組み合わせて使用

する特別なトリガです。MultiStage トリガには次の種類があります。 

カスケー

ド 

 

カスケード･トリガは Aから Dまでの多段トリガ条件でトリガ

します。例えば、A の条件が満たされた後、B のトリガ条件に

ステートが移動するなど、複雑なステートを持つ波形に対し

トリガする場合有効です。各ステートにはホールドオフ条件

を設定でき、Bステート以降で一定期間条件に一致しない場合

にステートを A に戻すことができます。 

クォリファ

イ・ファー

スト 

 

クォリファイ・ファースト・トリガはシーケンス・モードと共に使用しま

す。条件 Aにより発生したトリガ・イベント後、条件 B のトリガ・イベン

ト毎に各セグメントに波形が捕捉されます。これは通常、ディスクドラ

イブなどのアプリケーションで使用されます。インデックス・パルスを

A条件に設定し、サーボ・ゲート信号を B 条件に設定します。 

注意）このボタンはシーケンス・モードが使用されているときだけ有

効になります。 

クォリ

ファイ 

 

クォリファイ（A-B）トリガでは、A条件でトリガの発生を準備し、A条

件が満たされた後、B 条件でトリガを発生させることができます。A

条件はエッジ、パターン、ステート、パターン・ステートの 4 種類があ

ります。エッジ、パターンは 1 度設定された条件に一致すれば B 条

件ん移ります。ステートやパターン・ステートは Aの条件が維持され

ている間だけ B 条件が有効になります。 また A条件でパターンが

選択されている場合、B 条件はエッジ（Edge）、パルス幅（Width）、

グリッチ（Glitch）、またはインターバル（Interval）が利用できます。そ

れ以外はエッジが B 条件となります。 
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グリッジ･トリガの動作 

グリッジ･トリガは一定のパルス幅より短いパルス幅、または一定の範囲内

に入るパルス幅を検出します。条件として＜(未満)、またはレンジ In Range

（範囲内）を選択することができます。条件の違いは下図の例を参照して

ください。 

 

インターバル･トリガの動作 

グリッジ･トリガはパルス幅をトリガ条件としますが、インターバル･トリ

ガはパルスの周期をトリガ条件とします。パルスの周期とは、同じ極性を

持つ 2 つの連続したエッジ（正から正、負から負）間の時間を指します。 

インターバル･トリガを使用すると、指定した間隔よりもパルス間隔が小さ

い場合、または指定した間隔よりもパルス間隔が大きい場合に、トリガを

発生させることができます。 また、パルス間隔が指定した範囲の内側また

は外側にある場合に、トリガを発生させることもできます(パルス間隔によ

る除外トリガ)。 
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条件として[Less Than 未満]:が設定された場合、 指定したパルス間隔よりも

実際のパルスの周期が短い場合に、このインターバル･トリガが発生します。 

条件に合致するエッジが発生するたびに、トリガ条件が初期化され、間隔

のタイマーが再開されます。 

例として下図を参照してください。上段（Trigger Cource）がトリガ回路に

入力されている信号、中段（Trigger can occur）が[Less Than 未満]条件で

Upper Interval（上限）として設定された時間とした場合、最初の周期では設

定値より長い周期のため無視され、2 番目の周期が設定値より短いためトリ

ガされます。トリガ位置は下段の太い矢印の位置です。 

 

設定方法 

1. メニューの[Trigger – Trigger Setup]を選択します 

 

2. Type の中の Smart、Smart Type の中で Interval を選択します。 
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3. Setup の中でトリガ･ソース、カップリング、エッジの極性を選択します 

4. 周期を計測する信号レベルを Level に入力します 

5. Interval Condition の次のアイコンを使ってインターバル･トリガの条件を

入力します。この選択により条件入力メニューが変化します。 

 

Less Than（未満）：Upper Interval より短い周期の波形

でトリガします 

 

Gather Than：Lower Interval より長い周期の波形でトリ

ガします 

 

In Range:周期の範囲を指定します。Delta を選択すると、

Nominal Width±Delta の範囲でトリガされます。Limits

を選択すると Lower Interval と Upper Interval の範囲で

トリガします。 

 

Out Of Range:除外条件とする周期の範囲を指定します。

Delta を選択すると、Nominal Width±Delta の範囲以外

でトリガされます。Limits を選択すると Lower Interval

と Upper Interval の範囲以外でトリガします。 

 

ステート･トリガの動作 

ステート･トリガは入力の論理状態の基づいてトリガします。条件は Ch1～4、Ext の

各ステートについて設定します。ミックスド･シグナル･オプションを搭載している場

合、デジタルチャンネルのステートも指定できます。またステート･トリガには

HoldOffを設定することができます。 

例として下図を参照してください。CH1 は Hi で真、CH2 は Lowで真に設定します。

論路条件で AND を選択した場合、条件が一致した時点でトリガされ、NAND の場

合は条件から外れた時点でトリガされます。 
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設定方法 

1. メニューの[Trigger – Trigger Setup]を選択します 

2. Type の中の Pattern を選択します 

 

3. Operator の中から論理条件を選択します 

4. 各チャンネルや Ext のステートの中から High, Low, Don’t Care のいずれか

を選択します。（論理条件に組み込みたくない場合 Don’t Care を選択し

ます） 

5. ステートの Hi, Low を決めるレベルをそれぞれ選択します 

ドロップアウト･トリガの動作 

ドロップアウト･トリガは事前に設定されたタイムアウト期間に信号が来なければ、トリ

ガします。例として下図を参照してください。上段の入力信号、中段はタイムアウト

の設定時間を示しています。入力信号のはじめの 2 パルスまではタイムアウト時間

より短い間に信号があるためトリガされません。3 番目のパルスはタイムアウト期間

の間、パルスが発生しないため、タイムアウトが終了した地点でトリガが確定します。 
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設定方法 

1. メニューの[Trigger – Trigger Setup]を選択します 

2. Type の中の Smart、Smart Type の中で Dropout を選択します。 

 

3. Setup の中でトリガ･ソース、カップリング、エッジの極性を選択します 

4. タイムアウト時間を Dropout Condition is 内の Timeout フィールドに入力

します 

5. エッジを演出するスレッシュホールドレベルを Level に入力します 

6. もし、Setup で検出した極性の後に逆方向のエッジが来ても気にしない

場合は Igunore Opposite Edge のチェックボックスをマークします 

 

TV トリガの動作 

TV トリガは NTSC や PAL、またはユーザの定義したコンポジット･ビデオ信号で安

定したトリガリングができます。TV トリガの基準はコンポジット･ビデオ信号に含まれ
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る同期信号が基準になります。同期信号は極性の選択やレベルを指定することが

できます。またフィールドやラインをして指定ラインでトリガさせることができます。 

設定方法 

1. メニューの[Trigger – Trigger Setup]を選択します 

2. Type の中の TV を選択します。 

 

3. Source Setup セクションでソース信号、同期信号の極性を選択します。 

4. TV Standard の中から NTSC、PAL、Custom のいずれかを選択します。

Custome を選択すると、下の信号定義欄が入力できるようになります。 

5. Trigger on セクションで、ラインやフィールドを選択します。ラインや

フィールドの選択が必要ない場合、”trigger on Line ANY”チェックボック

スをマークします。 

6. 同期パルスを検出できる位置に Level を調整します。 

 

ラント･トリガの動作 

ラント･トリガはパルスが最初のスレッシュホールド･レベルを通過した後、もう一つの

スレッシュホールドレベルを通過せずに、元のレベルに戻るような信号に対してトリ

ガします。条件として極性やラント信号のパルス幅の指定ができます。 
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設定方法 

1. メニューの[Trigger – Trigger Setup]を選択します 

2. Type の中の Smart、Smart Type の中で Runt を選択します 

 

3. Setup の中でトリガ･ソース、カップリング、エッジの極性を選択します 

4. Level で Upper Level と Lower Level をそれぞれ設定します。また、Find 

Level ボタンを押して自動的に値を Upper Level(振幅の 80%)、Lower 

Level(振幅の 20%)に入力することができます。 

5. ラント信号のパルス幅に対して条件を入力します。 

 

スルーレート･トリガの動作 

スルーレート･トリガは入力信号の立上がり、または立下りエッジの傾きを設定した２

つのスレッシュホールド･レベルで判別し、速いエッジや遅いエッジでトリガをかけま

す。例として下図を参照してください。指定した時間より速いスルーレートでトリガさ

せた場合、トリガ回路では Lower Level を超える位置と Upper Level を超える位置

からスルーレートを検出し、指定した値と比較してトリガします。ちょうど 2 番目のよ

うな立上がりの急なパルスがトリガされます。 
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設定方法 

1. メニューの[Trigger – Trigger Setup]を選択します 

2. Type の中の Smart、Smart Type の中で SlewR を選択します 

 

3. Setup の中でトリガ･ソース、カップリング、エッジの極性を選択します 

4. Level で Upper Level と Lower Level をそれぞれ設定します。また、Find 

Level ボタンを押して自動的に値を Upper Level(振幅の 80%)、Lower 

Level(振幅の 20%)に入力することができます。 

5. スルーレートに対して条件を入力します。 

 

クォリファイ･トリガの動作 

クォリファイ･トリガでは２つの条件を組み合わせてトリガします。１番目

の条件をイベント A、2 番目の条件をイベント B とします。A,B それぞれイ

ベントは詳細メニューが分かれており、別々のチャンネルを指定できます。

イベント A は 1 度条件がクリアされた後は A の入力の状態を問わずイベン

ト B が有効になる条件(エッジ、パターン)と、A の条件が続いている間だけ

イベント B が有効になる条件（ステート、パターン･ステート）があります。

イベント B はイベント A が発生した後、指定された時間間隔やイベント回数だ

けトリガ･イベントを無視することができます。イベント B の条件はエッジ･トリガが基
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本となりますが、イベント A でパターン･ステートが選択された場合、エッジの他に

グリッジ、Width、インターバルを選択することができます。 

例として下図を参照してください。1 段目はエッジ･トリガに設定されたイベント B の

入力とします。2 段目はエッジ･トリガに設定されたイベント Aの入力とします。3 段

目はイベント Aが発生後、イベント B を無視する区間とします。4 段目の実線がク

ォリファイ ･トリガの位置になります。まずイベント Aが発生後、イベント B の 1 回

目のエッジは無視する区間に入るためトリガされません。2 回目のエッジは既に無

視する区間を過ぎているので、この時点でトリガされます。 

 

設定方法（イベント A；ステート、イベント B；エッジ、10us期間は無視） 

1. メニューの[Trigger – Trigger Setup]を選択します 

2. Type の中の MultiStage 選び、右側の Qualified オプションを選択します。 

3. A イベントを State、B イベントを Edge、When B occurs の選択を>にし、

無視する時間を入力します 

 

4. Event’A’タブを開き、イベント A のソースやステート、カップリング、

レベルを選択します 
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5. Event’B’タブを開き、イベント B のソースやスロープ、カップリング、

レベルを選択します 

 

 

クォリファイ･ファーストの動作 

クォリファイ･ファーストトリガではクォリファイ･トリガと同じように２つの条件を組み合

わせてトリガしますが、サンプリングモードとしてシーケンス･モードが利用されます。

イベント B が発生する毎にセグメントに波形が保存されます。設定方法はクォリファ

イ･トリガを参照してください。 

カスケード･トリガの動作 

カスケード･トリガでは４段階の条件を組み合わせてトリガします。トリガ

条件の成立毎に次のステージに進み、設定された最後のステージの条件が

一致した時にトリガされます。途中のステージで次の条件が成立しない場

合、条件を破棄し 1 段目のステージに戻ることができます。 

設定方法 

1. メニューの[Trigger – Trigger Setup]を選択します。 

2. Type の中の MultiStage 選び、右側の Cascaded オプションを選択します。 
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3. Cascated タブに移り、StageA から順番に全体のステージ設計を行いま

す。条件としては次の条件が選択できます。（Measurement トリガは

最後のステージでのみ設定が可能です） 

 

4. Holdoff by コントロールを選択し Hold off やりセットの条件を設定しま

す。Time と Events はエッジトリガのホールド設定と同じです。Time & 

Reset を選択すると、Time 設定の他にリセットするまでの時間を入力す

ることができます。 

 

5. 各ステージのタブに移り、詳細設定を行います。 
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TriggerScan 

TriggerScan は、非常に稀に起こるグリッチや異常性をすばやく検出するた

めのデバッグ･ツールです。TriggerScan では、トリガ･セットアップの一覧

を作成し、異常なイベントを検出して各イベントを自動的に連続スキャン

することができます。TriggerScan では、SMART トリガ（グリッチ、ラント

など）のほかに、エッジ、トリガ幅、クォリファイなど、使用可能な任意

のタイプのトリガ･セットアップを取り扱うことができます。TriggerScan で

は異常なイベントを検出するときに、次の 2 つのプロセスが自動化されま

す。 

1. 捕捉される正常な波形を分析することによって、システムをトレーニング

（Train）します。TriggerScan Trainer によるこのトレーニングでは、捕捉され

る波形が自動的に分析され、正常な波形の属性が確定されます。その情

報に基づき、異常な波形を検出するための SMART トリガのセットアップの

一覧が作成されます。 

2. SMART トリガのセットアップを Trainer から読み込み、各セットアッ

プのトリガ条件を順次適用します。発生したトリガは画面に重ね表

示されます。捕捉に関するすべての設定は維持され、オシロスコー

プの全機能（WaveScan、ヒストグラム、その他の高度な解析機能）

を使用して異常な波形の根本的原因を究明できます。 

 

 

TIPS：異常現象検出の難しさと Trigger Scan の利点 
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例えば 5 秒に 1 回程度 200MHz のクロック信号に異常信号が起こる場合、非常に高速な 1 秒間

に 100,000 回の高速トリガ･モードを使用しても、現象を捉えるまでに計算上

200e+6*5/1e+5=10,000 秒（ほぼ 3 時間）かかる可能性があります。5GS/s のサンプリング速

度で、10MS のロングメモリで捕捉しても 200us しかないため 5 秒に対して 0.004%しかあり

ません。トリガを適切に設定することで、もっと素早く異常信号を見つけることができそうで

すが、異常信号に対する全ての条件を検討し、繰り返し試験するのは大変な作業です。

TriggerScan では正常な信号を参考にして、異常信号を見つけるためのトリガ条件を自動的に

生成し、検査することで素早く簡単に異常信号を発見することができます。 

TriggerScan のトレーニング機能 

TriggerScan Trainer では、現在捕捉されている波形が分析され 

、異常なイベントを検出するための汎用的なトリガ･セットアップの一覧が自

動的に作成されます。  

次の点に注意してください。 

 Trainer を実行する前に、少なくとも 3 サイクルの信号を捕捉して表示する

必要があります。 

 トリガのタイプを変更した場合や、チャンネルまたは信号を変更した場合は、

Trainerを実行する必要があります。 

 

1. フロント･パネルの[Trigger Scan]ボタンを押すか、メニュー･バーの [Trigger 

→ Trigger Setup] をタッチします。 

2. [Trigger] ダイアログの [TriggerScan] タブをクリックします。 

3. [Source] データ入力フィールドの内部をタッチし、トレーニングのソースとし

てチャンネルを選択します。 

4. [Trainer] ボタンをタッチします。 

[TriggerScan Trainer Setup] ウィンドウにおいて、システムのトレー

ニングに Trainer で使用されるトリガのタイプを選択し、 [Start 

Training] ボタンをタッチします。トレーニングが始まります。トレーニ

ングが完了すると、SMART トリガのセットアップの一覧が [Trigger] 

リストに表示されます。 
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TriggerScan の開始 

Trainer を実行すると、[Trigger] リストに SMART トリガ･セットアップ

の一覧が表示されます。トリガ･セットアップは追加または削除できま

す。選択した SMART トリガ･セットアップを変更することもできます。

[Trigger] リストの変更が完了すれば、スキャンを開始できる状態に

なります。 

 

1. メニュー･バーの [Trigger → Trigger Setup] をタッチします。 

2. [Trigger] ダイアログの [TriggerScan] タブをクリックします。 

3. 新しいトリガ･セットアップを追加する場合は、[Trigger] タブにタッチして新

しいトリガを設定した後、[Add New] ボタンをタッチして新しいトリガを

[Trigger] リストに追加します。 

4. トリガ･セットアップを削除する場合は、[Trigger] リストから目的のセットアッ

プを選択して [Delete Selected] ボタンにタッチします。 

注意： [Trigger] リスト内のすべてのトリガ･セットアップを削除する場合は、[Delete 

All] ボタンをタッチします。 
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5. 選択したトリガ･セットアップで現在のトリガ･セットアップを置き換える場合は、

[Trigger] リストから目的のセットアップを選択して [Update Selected] ボタン

にタッチします。 

6. [Trigger] リストの変更が完了すれば、[Start Scan] をタッチします。すべて

のトリガ･セットアップが自動的に順次スキャンされます。 

次の点に注意してください。 

 [Dwell Time] データ入力フィールドを使用すると、ドゥエル時間（次

のトリガ･セットアップを読み込む前にオシロスコープが待機する時

間）を調整できます。 

 パーシスタンス表示モードが有効になっている場合は、すべてのトリ

ガ･イベントがディスプレイ上に記録されます。パーシスタンス表示モ

ードが有効にする手順については、「パーシスタンスの設定」を参照

してください。 

 次のトリガが発生するときに TriggerScan を一時停止する場合は、 

[Stop On Trigger] チェックボックスをオンにします。こうすると、特定

のトリガ･セットアップを隔離できます。 

TriggerScan セットアップの保存 

[Trigger] リストを変更した場合は、TriggerScan セットアップを保存する必要

があります。TriggerScan セットアップを保存しない場合、[Trigger] リストに

対する変更はアプリケーションの終了時に失われます。 

1. [TriggerScan] ダイアログの [Setup File Name] データ入力フィールドの内

部をタッチし、ポップアップ･キーボードを使用してファイル名を入力します。 

 

または 

 

[Browse] ボタンにタッチし、フォルダとファイル名を選択します。 

2. [Save Setup] ボタンにタッチします。 

注意：以前に保存したTriggerScanセットアップを読み込むには、[Browse] ボタン

にタッチして目的のファイルを選択した後、[Load Setup] をクリックします。  

 

シリアル･トリガ(オプション) 

周辺装置とマイクロプロセッサ間の通信は、I
2
Cや SPI などの様々なシリアル･デー

タ規格によって制御されます。I2Cbus TD および SPIbus TDはレクロイ独自のオシ
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ロスコープ･ツールであり、I2C 通信または SPI 通信を使用する組み込み型コントロ

ーラの解析とデバッグの効率を大幅に向上させます。 

シリアル･トリガはオシロスコープに組み込まれているため、外部ハードウェアを使

用する必要はありません。オシロスコープの通常のトリガ･メニューを使用してシリア

ル･トリガを設定できます。I2C 信号と SPI信号は通常のパッシブ･プローブまたはア

クティブ･プローブ（レクロイの ZSシリーズのハイインピーダンス･アクティブ･プロー

ブなど）を通じてオシロスコープに入力されます。シリアル･トリガのオプションがイン

ストールされている場合、そのシリアル規格の信号をデコードして表示することがで

きます。デコード機能にアクセスするには、メニュー･バーの [Analysis]  - [Serial 

Decode]メニューを使用します。デコードは適切なチャンネルに直接適用され、簡

単に識別できるように色分けされて直感的に表示されます。その他に、オシロスコ

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

定のメッセージを検索する機能が用意されています。 

シリアル･トリガへのアクセス 

シリアル･トリガには次の３通りの方法でアクセスできます。 

 フロント･パネルの[Trigger Setup] ボタンを押した後、ダイアログ･ボックス内で

トリガ種類として [Serial] を選択します。 

 [Trigger] ディスクリプタ･ラベルにタッチした後、ダイアログ･ボックス内でトリガ

種類として [Serial] を選択します 

 

 メニュー･バーの [Trigger] にタッチした後、プルダウン･メニューから [Trigger 

Setup... ] を選択します。表示されるダイアログ･ボックス内でトリガ種類として 

[Serial ] を選択します。 

目的のシリアル･トリガを選択します。選択したシリアル･トリガ用のトリガ･セットア

ップ･ダイアログが表示されます。 



WaveRunner 6Zi 

 

90 WR6Zi-GSM-J  

 

 

ダイアログ － [Serial Decode] および [Decode Setup] 

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

シリアル･データ･メッセージに対してプロトコル･デコードを実行するようにオシロス

コープをセットアップすることができます。また、オシロスコープのズーム機能、検索

機能、テーブル表示機能、テーブル･エクスポート機能に簡単かつすばやくアクセ

スすることができます。 

[Serial Decode] ダイアログと [Decode Setup] ダイアログには次の 2 通りの方法で

アクセスできます。 

 

メニュー･バーの [Analysis ] にタッチした後、プ

ルダウン･メニューから [Serial Decode...] を選

択します。 

こうすると [Serial Decode] サマリー･ダイアログ

が表示されます。このダイアログから [Decode 

Setup] ダイアログにアクセスできます。 
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ディスプリプタ･ボックス "Channel" または 

"Memory" にタッチして該当のダイアログ･ボッ

クスを開き、下部ツールバーのDecodeボタンに

タッチします。 

 

演算（Math）、チャンネル（Channel）、メモリ

（Memory）のいずれかのトレースにタッチしてポ

ップアップ･ダイアログを開きます。このポップア

ップ･ダイアログ内に [Decode Setup デコードの

セットアップ] ダイアログ･ボックスへのショートカ

ットがあります。 

シリアル･トリガの詳しい操作方法については、シリアル･トリガ＆デコードマニュア

ルを参照してください。 
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カーソルによる測定 

概要 

カーソルは信号値の測定を補助する重要なツールです。カーソルを波形上で移動

すると、波形上の特定の電圧値や時間値を見つけることができます。迅速で精密

な測定を行う場合や、推測作業を避けたい場合は、カーソルを使用してください。  

カーソル用のコントロールとして、フロント･パネルのWavePiloｔコントロールとスー

パーノブを使用します。Cursors ボタンを一度押すと、(まだ ONでない場合は)カ

ーソルが ON になります。ボタンを押すたびに、[Horizontal Abs(水平絶対)]、

[Horizontal Rel (水平相対）]、[Vertical Abs (垂直絶対)]、[Vertical Rel (垂直相

対)]、OFF の間でカーソルの種類が切り替わります。  

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

ズーム波形上にカーソルを配置するには、元のチャンネル信号がズームされた部

分(ハイライト表示部分)にカーソルを移動します。  

カーソルの種類 

水平軸（絶対値） 

 

[Horizontal Abs(水平絶対)]カーソルは、波形に沿って左

右に移動します。時間軸に沿った任意の位置に水平カー

ソルを置くと、その位置における信号の時間と強度が読み

取られます。 

画面上に信号波形と FFT された周波数波形の両方が表

示されている場合、カーソル設定メニューの X-axisの設

定でどちらにカーソルを配置するか選択します。 
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水平軸（相対地） 

 

[Horizontal Rel (水平相対）]カーソルは、2本のカーソル

が波形に沿って左右に移動します。時間軸に沿った任意

の位置に水平カーソルを置くと、その位置における信号の

時間と強度が読み取られます。 

相対カーソルが選択される

と、カーソル設定メニューの中

に表示オプションの選択項目が

表示されます。ここで選択され

た項目はトレース･ディスクリプタ

の表示に反映されます。 

また、画面上に信号波形と

FFTされた周波数波形の両方

が表示されている場合、カーソル設定メニューの中でどち

らにカーソルを配置するか選択します。（X-axis） 

 

垂直軸 （絶対値） 

 

[Vertical Abs (垂直絶対)]カーソルは、信号の強度を測

定するために、グリッド上で上下方向に移動する直線で

す。 

 

垂直軸 （相対値） 

 

[Vertical Rel (垂直相対)]カーソルは、2本のカーソルが

信号の強度を測定するために、グリッド上で上下方向に

移動する直線です。 
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相対カーソルが選択されると、

カーソル設定メニューの中に表示

オプションの選択項目が表示され

ます。ここで選択された項目はトレ

ース･ディスクリプタの表示に反映

されます。 

 

カーソルの配置 

 

カーソルの位置を調整するときに2つのカーソルを同時に

移動したい場合は、メニュー･バーから [Cursors カーソ

ル] を選択した後、プルダウン･メニューから [Cursor 

Setup…] を選択します。 

絶対カーソルはPosition1だけを調整します。相対カーソ

ルはPosition1とPosition２をそれぞれ設定します。また、 

[Track] チェックボックスをオンにすると、カーソルのトラッ

クを有効にします。  

トラックはPosition1とPosition2の間隔を保ちながら

Position1の移動により、Position2も同様に移動する機

能です。 
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カーソル情報の読み取り 

カーソル情報は WaveRunner Ziオシロスコープのディスプレイ上で 2 つの異なる

位置に表示されます。  

ディスクリプタ･ラベル 

 

チャンネル、演算、ズーム、メモリの各トレースの

ディスクリプタ･ラベルには、カーソル情報として絶

対強度と相対強度（電圧）が表示されます。  

カーソル･テーブル  

 
水平（時間）カーソルまたは水平（周波数）カーソ

ルがオンになっているときには、ディスクリプタ･ラ

ベル "Timebase" および "Trigger" の下にカーソ

ル･テーブルが表示されます。このテーブルには

2 つのカーソルに共通の絶対情報と相対情報の

ほかに、水平（周波数）カーソルがオンになってい

る場合は周波数情報が表示されます。  

ディスプレイが XYモードである場合は、XY ディ

スプレイの下に XY カーソル情報が表示されま

す。  
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パラメータによる計測 

概要 

パラメータは標準的な計測を自動で実行する機能です。パラメータによる計測では、

1 つまたは複数の波形に対して一般的な計測を実施し、最高８個の計測結果を表

示できます。波形の一部分だけを計測対象にするには「ゲート」を使用します。本

製品のゲートは独立にそれぞれのパラメータに設定できます。何らかの理由でパラ

メータを正しく計算できない場合は、注意を喚起するために、計測結果の下に警

告記号が表示されます。 

WaveRunner Ziオシロスコープでは、Mean（平均値）などの特定のパラメータに関

して、計測ゲート間のすべてのデータから単一の値が計算されます。Rise Time（立

ち上がり時間）などの他のパラメータは、捕捉データ内のすべてのイベントについ

て個別に計算されます。ただし、value フィールドに表示される値は常に捕捉デー

タ内の最後の値です。捕捉データの計測結果の分布について詳細な情報が必要

である場合は、統計機能やヒスコンを使用してください。  

パラメータにより「ヘルプ･マーカー」がサポートされています。ヘルプ･

マーカーは波形上にカーソルを表示して、測定中のパラメータを視覚的に

表現します。パラメータの詳細設定を確認するときに便利な機能です。 

 

標準機能以外のパラメータ･オプションとして、次のような機能が用意されています。 

・ 「パラメータ演算」 パラメータの結果に対して演算する機能 

・ 「パラメータ･スクリプト」 スクリプトによりユーザ独自のパラメータを作成する機

能 

・ 「P スクリプト」 パラメータ同士の演算にスクリプトを使用する機能 

・ 「プロセッシング･ウェブ･エディタ」 アイコンとワイヤを使用したグラフィカルなカ

ストマイズ機能 

TIPS:パラメータの結果の応用として、合否判定を行うことができます。 合否判定では判定基準を任意

の値、または別のパラメータの結果を使って判定させることができます。さらに、合否判定の

結果により画像イメージや波形データの保存や音声などで判定結果を知ることができます。詳

細は合否判定の項目を参照してください。 

 

計測モード 

計測モードには P1～P8 の各パラメータを任意に設定する[My Measure],  
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または IEEE 規格で定義された標準的な計測を実行できます。計測モードの選択

により垂直軸方向、または水平軸方向の標準パラメータを表示します。 

・ マイメジャー 

多種多様なパラメータを適用することができます。オプションにより更に

多くのパラメータが追加され、スクリプトなどを使ったユーザ独自のユニ

ークなパラメータも利用することができます。 

出力

形式 

パラメータ名 計測内容 

垂直

軸 

Amplitude 振幅 

Base ベース 

Level@X 任意 X 軸上の値 

Maximum 最大値 

Mean 平均値 

Median 中央値 

Minimum 最大値 

Peak to peak ピーク･ツー･ピーク 

RMS 二乗平均平方根 

Std dev 標準偏差 

Top トップ 

時間 Delay トリガ点からの遅延 

Delta delay 2 波形間の遅延 

Dperiod@level サイクル･ツー･サイクル･ジッタ 

Dtime@level 任意レベルでの 2 波形の時間差 

Dtrig time セグメント間の時間 

Duration トリガ間の時間 

DWidth@level 任意レベルでのパルス幅 

Fall 80-20% 立下り時間 80-20% 

Fall Time 立下り時間 90-10% 

Fall@level 任意レベルでの立下り時間 
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First 最も左側にあるカーソルの時間 

HalfPeriod 半周期幅 

Hold ホールド時間 

N cycle Jitter N サイクル･ジッタ 

Last 最も右側にあるカーソルの時間 

Period 周期幅 

Period@level 任意レベルでの周期 

Rise 20-80% 立上り時間 20-80% 

Rise 立上り時間 10-90% 

Rise@level 任意レベルでの立ち上り時間 

Time@level トリガからの任意レベルの時間 

Setup セットアップ時間 

Skew スキュー 

TIE タイム･インターバル･エラー 

Width 正のパルス幅 

WidthN 負のパルス幅 

Width@level 任意レベルでのパルス幅 

X@max 最大値に対する水平軸座標 

X@min 最小値に対する水平軸座標 

数 Cycles 周期の数 

Edge@level 任意レベルでのエッジ数 

Num points ポイント数 

比率 Duty cycle デューティー･サイクル 

Duty@level 任意レベルでのデューティー･サイクル 

Overshoot+ 正のオーバーシュート;100%*(max-top)/(top-base) 

Overshoot- 負のオーバーシュート;100%*(base-min)/(top-base) 

Phase 位相 

Slew スルーレート 

周波 Frequency 周波数 
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数 Frequency@level 任意レベルでの周波数 

ヒス

トグ

ラム 

FWHM 頂点から 50％位置の幅 

FWxx 頂点から任意の位置の幅 

Hist Amp 上位 2 山の母集団ピーク間の幅 

Hist Base 上位 2 山の左側集団のピーク 

Hist max pop 最大頻度 

Hist Max X 軸の最大値 

Hist Mean X 軸の最大と最小の中央地 

Hist Midian 頻度が半分になる X 軸の値 

Hist Minimum X 軸の最小値 

Hist Mode 最も高い頻度の X 軸の値 

Hist Range X 軸の最小と最大の幅 

Hist RMS RMS 

Hist SDEV 標準偏差 

Hist Top 上位 2 山の右側集団のピーク 

HistX@peak 任意の母集団ピークの X 軸の値 

Peaks 母集団の数 

Percentile 全データを値で順位付けし、順位に対して指定パー

セントに該当するデータの X 軸の値 

Total Pop Gate により囲まれた範囲のデータ数 

面積 Area 面積 

任意 Matlab Matlab の計算結果 

無し None 無し 
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･[Std Vertical]を次に示します。 

 垂直軸 

P1 pkpk（ピーク･ツー･ピーク） 

P2 Ampl（振幅） 

P3 max （最大値） 

P4 min （最小値） 

P5 sdev （標準偏差） 

P6 mean （平均） 

P7 Base(ベース) 

P8 Top（トップ） 

 

･[Std Horizontal] を次に示します。 

 水平軸 

P1 Rise（立ち上がり時間） 

P2 Fall（立ち下がり時間） 

P3 Period(周期) 

P4 Freq（周波数） 

P5 Width（幅） 

P6 Duty(デューティ比) 

P7 Delay(遅延) 

P8 Npoints(サンプル数) 
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パラメータを表示する 

1. 上部メニュー･バーの [Measure] にタッチし、[Measure Setup] を選択しま

す。  

 

 

2. [Show Table]チェックボックスにマークして、グリッドの下にパラ

メータ値を表示させます。 

3. 計測モード Measure Mode]を設定します。計測モードにはP1～P6の

各パラメータを任意に設定する[My Measure], 垂直軸の標準パラメー

タを測定する[Std Vertical], 水平軸の標準パラメータを測定する[Std 

Horizontal]の中から選択します。 

4. マイメジャーを選択した場合、P1～P8の対応するOnボタンを押し

て、個々のパラメータの表示を有効にます。 

5. P1～P8のボタンを押して、[Select Measurement]ダイアログを表示さ

せます。 
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いずれかのアイコンにタッチして、目的のパラメータ計測を選択します。リ

ストを下方にスクロールするには、ポップアップ･メニューの右側にあるスラ

イダ･バーを使用します。  

6. 選択したパラメータ計測は、次の図のようにグリッドの下に表示されます。 

 

 

7.  チャンネル･ソースはデフォルトでC1になります。別のソース（チャ

ンネル、演算関数、メモリ、ズームのいずれか）を選択するには、[Source 

ソース] フィールドの内部にタッチします。  

 

 

8. 別のパラメータ計測をディスプレイに追加するには、上記の手順に従って

該当のパラメータ（ラベルはP1～P8）を選択します。  

9. 画面上のダイアログの [Close] にタッチして、計測ダイアログを閉じます。  

 



基本操作マニュアル 

 

WR6Zi-GSM-J 103 

 

パラメータ･ディスプレイに表示される情報 

パラメータ･ディスプレイの書式 

パラメータ･ディスプレイに表示される情報は容易に理解できます。下記の表では、

パラメータ･ディスプレイの左から右、上から下の順序に従い、個々の略称の意味

を説明します。  

パラメータの書式は Px:名前(ソース) であり、値と状態が下に表示されます。 

P1- P8 パラメータ計測の番号。"P"は Parameter（パラメータ）を表します。各

パラメータは一意の番号によって識別されます。  

Name 上記の手順 3 の例では、max がパラメータ名（maximum の短縮形）で

す。各パラメータの簡単な説明は [Measurement selection 計測の選

択] ダイアログ･ボックスにあります。  

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

演算トレース(Math)、メモリ（参照波形）(Mx)です。 

Value 捕捉された最後の計測値。 

Status パラメータが正しく計算されたかどうかを示すシンボル。 は計測が

正しく実行されたことを意味します。その他のステータス･シンボルの

説明については、下記の表を参照してください。 

ステータス･シンボル 

各パラメータの下には、パラメータの状態を示す次のようなシンボルが表示されま

す。 

 
緑色のチェックマークは、オシロスコープから正常な値が返されていることを

示します。 

 
非パルスは、オシロスコープ側でトップ値とベース値を確定できないことを

示します(ただし、計測自体は有効です)。 

 
下向き矢印は、アンダーフロー（信号がグリッド領域の下にある）状態が発

生したことを示します。  

 
上向き矢印は、オーバーフロー（信号がグリッド領域の上にある）状態が発

生したことを示します。  
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上下両方向矢印は、オーバーフロー（信号がグリッド領域の上にある）状態

とアンダーフロー（信号がグリッド領域の下にある）状態が発生したことを示

します。  

メッセージ･バー 

ステータス･シンボルで正常な状態ではないことを示している場合、更に詳

しい情報を確認するにはメッセージバーの表示を確認します。メッセージ･

バーの表示は該当パラメータを選択した後、数秒だけ表示されます。 

 

パラメータ･ゲート 

パラメータ･ゲートはパラメータ測定の対象とする波形スパンを絞り込める

ため、興味のあるエリアに焦点を当てることができます。測定ゲートを設

定するには、波形に沿って水平にゲート･ポストをドラッグするか、Div で

相当する位置を指定します。ゲート･ポストのデフォルトの開始位置は、0 

div と 10 div です（これらの値はグリッドの左端と右端に対応します）。し

たがって、デフォルトのゲート･ポストは波形全体を囲むことになります。 
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状況によっては、信号の特定部分のみにパラメータ計測を実

行して、信号の他の部分を無視したい場合があります。そのよ

うな場合には、計測ゲートを適用します。計測ゲートは [計測] 

ダイアログを使用して、グリッドのディビジョン単位で設定しま

す。  

 

 

計測統計表示 

パラメータ計測を追加した後、そのパラメータ計測の統計情報を参照し、時間の経

過とともに計測値がどのように変化するのかを分析することができます。  

 

計測統計情報を表示するには、[Measure] ダイアログの 

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

を付けます。計測結果が表示されると、統計情報も一緒に表示

されます（下図を参照）。  

 

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

れるか、計測条件（Volts/div など）が変更されるまで、トリガが発生するたびに統計

情報が蓄積されていきます。  

ほとんどの統計値（mean [平均値]、min [最小値]、max [最大値]、stdev [標準偏

差]）の意味は自明です。Num は統計標本内の計測値の個数です。Value と

Status の定義については、上記の「パラメータ･ディスプレイに表示される情報」を

参照してください。  
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ヒストアイコン 

 

ヒストアイコンはグリッドの下に計測パラメータのミニチ

ュア･ヒストグラムを表示します。この小さなヒストグラ

ムは各パラメータの統計分布を簡単に知ることができま

す。 

 

パラメータをオフにする 

すべてのパラメータを OFF にするには、[Measure] ダイアログの [Clear All 

Definitions] ボタンにタッチします。こうすると、すべてのパラメータ定義が NONE

にリセットされます。 

 

ヘルプ･マーカー 

ヘルプ･マーカーは、カーソルをグラフに追加し、測定中のパラメータを視覚的に

表すことによって、パラメータ測定に関する情報を分かりやすく表示するインジケー

タです。たとえば、 "@level" パラメータの場合は、ヘルプ･マーカーを見れば、波

形が特定のレベルと交差する位置が容易に分かります。特定のレベルで設定され

たヒステリシス帯域を表示することもできます。 

[Always On 常に表示] チェックボックスをオンにすれば、ヘルプ･マーカーのセット

アップ･ダイアログを閉じた後も、ヘルプ･マーカーを表示したままにすることができ

ます。 

ヘルプ･マーカーの表示形式として、簡易（Simple）形式および詳細（Detailed）形

式の 2 つのオプションが用意されています。 

• [Simple] を選択すると、カーソルと測定ゲート･ポストが表示されます。測定ゲ

ート･ポストは、個々のパラメータごとに別々の位置に表示することができます。 

• [Detailed] を選択すると、カーソルと測定ゲート･ポストのほかに、測定中のパ

ラメータを示すラベル、レベル･インジケータ、"@level" パラメータのヒステリシ

ス帯域が表示されます（"@level" パラメータは、標準水平軸パラメータまたは

標準垂直軸パラメータには含まれません）。 

注意：１つの波形に複数の値が出力される場合、ヘルプ･マーカーで使われる波形は Start ゲー

トより後にある初めの計測値のみが対象になります。それ以降の波形で確認をする場合、Start

ゲートを調整します。 
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標準水平軸パラメータのヘルプ･マーカー 

 

標準垂直軸パラメータのヘルプ･マーカー 
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ヘルプ･マーカーをセットアップするには 

1. メニュー･バーの [Measure Setup... ] をタッチします。 

2. 測定モード（Std Vertical、Std Horizontal、My Measure）の 1 つを選択し

ます。 

3. 表示中の波形に関して測定されたすべてのパラメータにヘルプ･マーカーを

追加する場合は、[Show All] ボタンをタッチします（上記の例の C2 を参

照）。 

 

4. マイメジャーを選択した場合、個々のパラメータ設定ダイアログの[Help Markers] フィ

ールド内部をタッチし、[Simple] を選択します。[Simple]を選択すると、

カーソルと測定ゲート･ポストが表示されます。測定ゲート･ポストは、

個々のパラメータごとに別々の位置に表示することができます。[Detailed] 

を選択すると、カーソル、Measure Gate（測定ゲート）のゲート･ポスト、

測定するパラメータを示すラベル、@level パラメータに対するレベル･イ

ンジケータおよびヒステレシス･バンドが表示されます。 

注意：簡易形式または詳細形式の選択は、すべてのパラメータに同時に適用されます。たとえ

ば、1 つのパラメータについて簡易形式を選択すると、すべてのパラメータが簡易形式で表示

されます。 

5. 特定のパラメータについてヘルプ･マーカーを常に表示する場合は、

[Always On] チェックボックスをオンにします。 

ヘルプ･マーカーをオフにするには 

1. すべてのパラメータのヘルプ･マーカーをオフにする場合は、[Clear All] ボ

タンをタッチします。 

 

2. 各パラメータのヘルプ･マーカーを個別にオフにする場合は、目的のパラメ

ータの [Px] タブをタッチした後、[Always On] チェックボックスをオフに

します。ダイアログを閉じると、そのパラメータのヘルプ･マーカーが消え

ます。 
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パラメータ演算 

2 つのパラメータ測定の結果に対して四則演算（加算、減算、乗算、除算）

を実行する機能があります。また、逆数のように、単一のパラメータに対

して適用できる演算もあります。独自のパラメータを定義すれば、個々の

ニーズに基づいて、パラメータ測定の範囲を拡張することができます。た

だし、パラメータ演算では対数値を返すパラメータの乗算と除算がサポー

トされません。 

パラメータ演算へのアクセスは、各パラメータの設定タブに移り、Tyepの

中から[math on parameters]を選択します。 

 

演算子の種類 

 

Source1、Source2 にパラメータ（Px）を指定して、足し算し

た結果を表示 

 

Source1、Source2 にパラメータ（Px）を指定して、引き算し

た結果を表示 

 

Source1、Source2 にパラメータ（Px）を指定して、掛け算し

た結果を表示 

 

Source1、Source2 にパラメータ（Px）を指定して、割り算し

た結果を表示 

 

定数を設定し、他のパラメータ演算と共に使用。値は右側

の Const タブで設定 

 

Sourceで指定したパラメータ（Px）の逆数 
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Sourceで指定したパラメータ（Px）に y=ax+b の計算。a,b 

などの変数は右側の Rescale タブで設定 

 

Source1、Source2 にパラメータ（Px）を指定して、ユーザに

よりプログラムされた VBSにより計算した結果を出力 

 

Source1、Source2 にパラメータ（Px）を指定して、ユーザに

よりプログラムされた Matlab により計算した結果を出力 
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WaveScan™ 波形検索/解析ツール 

レクロイの WaveScan 波形検索/解析ツールには次のような利用方法があります。 

 捕捉と検索 – シングルでの捕捉を実行後、検索モードの設定やフィルタ

を適用して(検索条件の設定など)、目的の信号を検索 

 スキャン – 連続して捕捉を行いながら検索モードの設定やフィルタの適

用して異常なイベントを検出（ハードウェア･トリガに対してソフトウェア条件

を定義するなど） 

 解析 – スキャン･ヒストグラムやスキャン･オーバーレイ機能を使い、フィル

タされたイベントに対してさらに深い解析を実行 

20 種類以上の検索モード（周波数、立ち上がり時間、ラント、デューティ･サイクル

など）を選択し、検索条件（スロープ、レベル、スレッショールド、ヒステリシスなど）を

適用した後、捕捉した信号に対して検索を開始できます。 

WaveScan には高度な機能がサポートされます。たとえば、異常なイベントの発生

日や時刻で区分してデータセットを蓄積できるため、より高度なデバッグが可能に

なります。各イベントにはタイム･スタンプと索引が付けられてテーブルに保存され

ます。そのテーブルからイベントを個別に選択してズーム表示できます。 

異常なイベントが検出されたときに、特定のアクション（捕捉の停止、警告音の出力、

パルスの出力、画面の印刷、波形の保存など）を自動的に実行するような設定も可

能です。 

注意：WaveScan はリアルタイム･サンプリング･モード以外は動作しません。WaveScan が有

効になると、オシロスコープは自動的にリアルタイム･サンプリング･モードになります。 

 

WaveScan へのアクセスと画面構成 

WaveScan の設定はメニュー･バーの[Analysis] – [WaveScan]からアクセスします。 

画面下のダイアログ･メニューの[Enable]チェックボックスをマークして WaveScan を

有効にします。デフォルトでは画面の左側に検索した結果がテーブルで表示され、

グリッドエリアにはソース波形やズーム波形が表示されます。 

左側の設定ダイアログは複数のタブに分かれています。メインに使用する

WaveScan 以外のタブは表示するビュー毎に用意された個別のメニューです。 

右側の設定ダイアログは検索モードに対応した詳細設定ダイアログです。表示さ

れる内容は検索モードや計測パラメータの選択により異なります。 
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グリッド･エリアに表示できる波形には次の４形式があります。 

 [ソース] ビューは、ソースが有効な場合、常に表示されます。条件に一致

する波形は赤くハイライト表示されます。 

 [ズーム] ビューでは、テーブル表示されているアイテムを選択して、ズー

ムの中心を設定することやズームコントロールの中で検索されている次の

アイテムへ移動することができます。通常のズームと同様に計測や波形保

存、説明ラベルの追加などの操作を実行できます。Zoomチェックボックス

をマークして有効にします。 

 [スキャン･ヒストグラム]ビューでは、検索条件に一致するエッジに

関する統計情報が表示されます。Histgram チェックボックスをマークし

て有効にします。 

 [スキャン･オーバーレイ] ビューでは、捕捉された個々のエッジが

別々のグリッド内に相互に重ねられて表示されます。この表示モー

ドではパーシスタンスを有効にできます。Overlayチェックボックスを

マークして有効にします。 

注意：注意： 表示されるグリッドの個数は、上記のどのビューを使用するのかに応じて 1～3 

個になります。WaveScan ではこの機能が自動的に制御され、WaveScan 以外の通常の操作時

と同様に、複数のグリッド間でトレースを移動することはできません。 

 



基本操作マニュアル 

 

WR6Zi-GSM-J 113 

 

 

WaveScan 検索モード 

検索モードは捕捉の実行中に異常イベントを検出するために使用します。 

 エッジ（Edge） – 発生するエッジを検出する（スロープとレベルを選択可

能） 

 非単調(Non Monotonic) – スレッショールドの再交差を検出する（スロー

プ、ヒステリシス、レベルを選択可能） 

 ラント(Runt) – スレッショールドを交差しないパルスを検出する（極性とスレ

ッショールドを選択可能)） 

 計測(Measurement) – パラメータ計測をフィルタリング(検索またはスキャ

ン)条件に基づいて検索する 

 シリアル･パターン(Serial Pattern)–指定されたシリアル･パターンを検出する 

 バス･パターン(Bus Pattern)–指定されたパラレル･バス･パターンを検出する 
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イベント検出時の動作（Trigger Action） 

トリガ･アクションは連続して波形を捕捉しながら、異常なイベントや稀な

現象をモニタリングするのに便利な機能です。検索モードやフィルタリン

グの条件に一致した場合、外部への信号出力、アクイジションの停止、画

像イメージの保存、波形の保存、ビープ音、LabNoteBook への保存のうち一

つを実行できます。 

 

ソース表示 

スクリーンの上位トレースはソースのトレースが表示されます。このト

レースは全ての捕捉エッジを表示し、検索結果に一致した部分がハイラ

イト表示になります。例として、この図ではタイムウィンド内に入らな

い遅い立ち上がりエッジを検索します。 

 

このアクイジションでは、検索条件が 1.2ns±50ps の範囲を外れる 11 個

のエッジを WaveScan が検索し、検索されたエッジは赤い長方形でハイ

ライト表示されます。左側の表にインデックス表示され、立ち上がり時

間の値もテーブルに表示されます。 

レベルマーカー 

マーカーはレベルやスレッシュホールドなどの計測条件をソース･トレ

ース上に表示します。上の例では、レベルマーカーは立ち上がり時間計

測の 10%と 90%を示しています。レベルマーカーは WaveScan モードの

間だけ表示されます。一度 WaveScanEnable チェックボックスがアンチ

ェックされるとレベルマーカーは非表示になります。 

スキャン･オーバーレイ･ビュー 

この表示モードでは、捕捉されたすべてのエッジが相互に重ね合わされて

表示されます。スキャン･オーバーレイのデフォルト設定では、モノクロ･

パーシスタンスが有効になりますが、これを無効にすることもできます。
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飽和レベルとパーシスタンス持続時間も調整できます。右側のコントロー

ルはオーバーレイ表示させるスケールとディレイを任意に調整できます。 

注意：ScanOverlayダイアログで設定される "Saturation"（飽和レベル）および "Persistence 

Time"（パーシスタンス持続時間）は、[Display --> Persistence] セットアップ･ダイアログで

設定される同項目と互いに関連があり、一方を変更すると他方も変更されます。 

 

例として、下記に示す捕捉では、持続時間が 1.4 ns より長い立ち上がり時間

を検索しました。この検索条件に合致する 6 個のエッジが WaveScan によっ

て検出されましたが、そのうち 1 つのエッジの立ち上がり時間は 2 ns を超

えています。パーシスタンス表示内のこの非常に遅いエッジをリストから

選択してズームしました。このエッジはソース･ビュー（最上部グリッド）

内でもハイライト表示されています。 
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オーバーレイ･ビューでは、トレースの水平軸スケールをズーム･トレース

とは独立に拡張できます。ただし、この例ではズーム･トレースと同じスケ

ール（5 ns/div）で表示しています。 

スキャン･ヒストグラム･ビュー 

ScanHisto（スキャン･ヒストグラム）を有効にすると、検索条件に対応する

ヒストグラムがオーバーレイ･トレースに重ねて表示されます。下記の例で

は、パラメータ測定「Rise 10-90%」が実行されていますが、持続時間が 1.2 

ns より長くデルタが 50 ps であるエッジのみがヒストグラムに蓄積されます。  

WaveScan のもう 1 つの機能として、ヒストグラムの 1 つのビンをタッチま

たはクリックすることで、そのビンを解析対象として選択できます（スキ

ャン機能）。その場合、確認用のポップアップ･ボタンが表示されます。 

 

このスキャン機能を確認すると、ヒストグラム内で選択された 1 つのビン

のみがビューに残り、そのビンの内容に関する情報が Filter Method 領域に

表示されます。 
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元のフィルタ条件を復元するには、画面の右上隅にある UNDO ボタンにタ

ッチします。 

ズーム表示 

各エッジは画面の左側の表から選択したものをズームすることができま

す。また Search ダイアログ上の Prev/Next ボタンやインデックスを直接

Idx フィールドに入力して選択することもできます。 

 

フロント･パネルの Zoom コントロールを使って倍率とズームトレース

の位置をコントロールすることができます。またメニュー上の In/Out ボ

タンを使うこともできます。 

 

ズーム表示で、さらに深い計測や保存、ズーム波形上にラベルを貼り付

けることができます。 
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エッジ(Edge)モード 

これはアクイジション内の全てのエッジを示し、テーブルにタイム･ス

タンプを表示します。ユーザーは正、負、両方のエッジの方向を選択す

ることができます。アクイジションが停止したとき、Measurements モー

ドに含まれるスキャンフィルタは特定の特徴を見つけるためエッジに適

用させることが出来ます。このケースで 50%に対応するレベルマーカー

が上のトレース上に表示されます。 

他の検索モードと同様に、トリガアクションはまたエッジモード用に設

定することができます。 
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非単調(Non-monotonic) モード 

非単調検索モードは high と lowレベルの間のスレッシュホールドを 2

度以上クロスするエッジを探します。全てのイベントはスロープやヒス

テリシスやレベルに合う全てのイベントがテーブルに表示され、ソース

トレースにハイライト表示されます。 

テーブルに表示された値はノンモノトニックの Maxと Min の差が表示

されます。 

これはカーソルで確認することができます。 

 

ヒステリシス値はノイズを取り除くため使われます。ノンモノトニック

は振幅がヒステリシスを超えているときだけ検出されます。それ故ヒス

テリシスレベルを設定したとき、ノイズの振幅より大きな値を設定しま

す 
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ラント(Runt) モード 

この検索モードは与えられた領域を通過することを失敗するパルスを検

出します。ユーザーは正側に進むラント信号、負側に進むラント信号、

又はその両方を検索することができます。 

ネガティブの場合－ラントパルスの状況、テーブルに表示される値は信

号のハイレベルの値とラントの振幅の差が表示されます。 

これはラントパルス上にカーソルを置いて、トレースラベルのΔY の値

で確認することができます。 

 

 

ポジティブの場合－ラントパルスの状況、テーブルに表示される値はラ

ントの振幅の絶対値が表示されます。 
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計測(Measurement)モード 

この検索モードとスキャン･フィルタ機能はソース･トレースの中から興

味のある特徴を持つ場所だけをハイライト表示させることができます。

捕捉されたトレースに対してフィルタ処理を行うことや異なる計測パラ

メータを実行することができます。 
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例として、このトレースで、Rise time (10‐90%) パラメータを適用しま

す。ここで 37ns より遅い立ち上がり時間のエッジを確認したい場合、

Greater Than フィルタを選択し Value に 37ns を入力します。左の表に

37ns より遅い 4 つのエッジがフィルタリングされた結果として表示され

ます。 

 

次に 45.5ns より遅い立ち下がりエッジを探し出したい場合、同じトレー

スを使用して計測設定とフィルタの値を変更することで確認することが

できます。 

Filter Wizard 

Filter ウィザードは計測パラメータの全てのデータから統計処理を行い、

特異なデータイベントを検出することができます。 

・ 平均値を計算し、フィルタのリミットに適用 

・ 統計的な基準として±1, 3,  5 sigma を計算してフィルタのリミット

に適用し、その範囲外のイベントを検出 

・ 最も値が外れているイベントを検出 
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次の例では、繰り返し波形の中に複数の遅いエッジがあります。ウィザ

ードから選択したフィルタメゾットにより、Filter Limit や Delta として

適用される立ち下がり時間が自動的に計算されます。 
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また、Filter ウィザードを利用して稀なイベントや統計的基準、又は平

均値を基準にして検索することができます。 

Serial Pattern モード 

この検索モードは指定されたシリアル･データ列を検出します。シリア

ルデータのパターンはバイナリ、または 16 進数で指定する事ができ、

シリアルデータの周波数やエッジの検出方法、PLL 設定などきめ細かい

指定を右側のタブで行うことができます。（パターンの設定と Base 

Frequency の設定が最低限必要） 

設定可能なコントロール 

Patern Time タブ 

Viewing： 隣のバイナリ･パターンの指定方法を Binary（バ

イナリ）、または Hex（16 進数）のいずれか

で指定します。 

Binary Pattern： 検索したいバイナリ･パターンを指定します。X

が指定された位置のデータは無視されます。

また＄が表示されているデータは 16 進数で表



基本操作マニュアル 

 

WR6Zi-GSM-J 125 

 

されているデータの中に X が指定されている

場合、表示されます。 

Num. Pattern to detect：検出する個数を指定します。 

NRZ to Digital タブ 

Base Frequency: ビット周波数を指定します。 

Data is NRZ： ビット列が NRZ の場合、チェックします。 

Level Type： Level の指定方法を信号振幅に対するパーセント

(Percent)、または電圧(Absolute) で指定します。 

Slope： エッジの検出を Pos, Neg, Both の中から指定しま

す。 

Level: 波形のエッジを検出する閾値を指定します。 

Signal Type： 信号タイプをクロック(Clock)、またはデータ

(Data)の中から指定します。通常は Data を指

定します。 

PLL Setup タブ 

Use Golden PLL: ビットの検出に PLL を使用する場合、チェック

します。 
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Bus Pattern モード 

この検索モードは指定されたバスデータ列をデジタルバスの中から検出

します。Source は Digital Buses の中から選択する必要があります。また、

ここで検索されるデータはサンプル毎に行われ、ビット周波数としては

認識されません。 

Viewing： 隣のバイナリ･パターンの指定方法を Binary（バ

イナリ）、または Hex（16 進数）のいずれか

で指定します。 

Binary Pattern： 検索したいバイナリ･パターンを指定します。X

が指定された位置のデータは無視されます。

また＄が表示されているデータは 16 進数で表

されているデータの中に X が指定されている

場合、表示されます。 

Num. Pattern to detect：検出する個数を指定します。 
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マルチズーム 

マルチズームは波形トレースをグループ化し、拡大や縮小、波形の水平軸

の位置を完全に同期化します。選択できる波形は Z1-Z4 までのズーム波形以

外にもメモリ波形や演算(Math)波形も対象にすることができます。複数波形

のタイミングをズームしながら観測する場合、このマルチズームを使用す

ることで、簡単にそれぞれの波形タイミングの違いを確認することができ

ます。 

マルチズームの操作 

マルチズームはフロント･パネルの Zoom ボタンを押すか、または Zoom ダ

イアログの MutiZoom タブから操作します。MutiZoom タブではグループ化

される波形をチェックボックスで個別に指定することやオート･スクロール

機能で水平軸方向に自動的にスクロールさせることができます。選択され

る波形は現在画面に表示されている波形だけが選択項目に追加されるため、

表示されていない波形の選択は行えません。 
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演算(Math)トレースの使用 

概要 

演算（Math）トレースでは、信号、ズームまたはメモリ（参照波形）に対して単純また

は複雑な数学的演算を実行できます。演算トレースの作成時にオシロスコープは

任意の捕捉モード（リアルタイム、RIS、Rollモード）で動作することができます。  

演算トレースはオペレータ（演算子）とソースを使用して定義します。Add、Subtract、

Multiply、Divide、FFT などのオペレータを使用できます。ソースはチャンネル、ズ

ーム･トレース、またはメモリ（参照波形）です。オペレータの中には 2 つのソースを

必要とするものと、1 つだけのソースを必要とするものがあります。オペレータを選

択すると、演算トレースの定義に必要とされるソースの個数が示されます。  

なお、別々のズーム･トレースを設定しなくても、個々の演算トレースをズームできま

す。このため操作手順が簡素化され、別のトレースを作成することなく、興味のある

特性を正確に把握できます。演算トレースがアクティブであるときには、演算ダイア

ログのズーム･コントロールを使用するか、フロント･パネルの Horizontal & Vertilcal

内のノブを使用して、演算トレースの垂直軸/水平軸のスケールと位置を調整でき

ます。  

WaveRunner Ziの演算トレースの強力な機能の 1 つは、各トレースが 16 ビットの

垂直分解能で計算されることです。したがって、演算トレースを表示するときには、

演算トレースを垂直方向に拡大しても極めて高い分解能が維持されます。  

演算関数の概要 

WaveRunner Ziオシロスコープには複数の演算オペレータが標準装備されている

ほか、FFTなどの関数がサポートされます。演算関数の概要を下記に示します。 

基本的な演算 

カテゴリ Math 名 概要 

2 波形の 

四則演算 

Difference 減算 

Product 積算 

Ratio 除算 

Sum 加算 

関数演算 Absolute 絶対値計算します。 

Derivative 微分計算します。 
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Exp 底を e とした指数計算します。 

Exp10 底を 10 とした指数計算します。 

Integral 積分します。 

Invert 反転します。 

Ln 自然対数計算します。 

Log10 常用対数計算します。 

Reciprocal 逆数計算します。 

Rescale Ax+b の計算をします。 

Square 波形を二乗します。 

Square 

root 

波形を√します。 

パラメータ

のグラフ表

示 

Histogram ヒストグラム表示 

Track トラック表示 

Trend トレンド表示 

周波数解析 FFT 周波数解析を行います。 

SN 比改善

演算 

Average 繰り返し波形をアベレージして SN 比を改善し

ます。 

Eres 一回のスイープ波形に対して、移動平均のよう

な演算をして SN 比を改善します。 

エンベロー

プ 

Envelope 最大･最小両方のエンベロープを作成します。 

Floor 最小エンベロープを作成します。 

Roof 最大エンベロープを作成します。 

カスタム MATLAB Matlab の関数を利用して波形を計算させ、結果

をオシロスコープに表示します。 

パーシスタ

ンス 

Phistogram パーシスタンス･マップから任意の方向にスライ

スした範囲のデータでヒストグラムを作成 

Ptrace 

mean 

パーシスタンス･マップから平均波形を作成しま

す。 

Ptrace パーシスタンス･マップからエンベロープを作成
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range します。 

Ptrace 

sigma 

パーシスタンス･マップのシグマからエンベロー

プを作成します。 

サンプルの

補間･間引 

SinX/X サイン補間を行います。 

Sparse 波形の間引き処理を行います。 

その他 Copy 波形コピーを行い、スループットを向上しま

す。 

Segment 指定された一部のセグメントだけを取り出しま

す。 
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演算トレースのセットアップ 

上部メニュー･バーの [Math 演算] にタッチし、[Math F1 Setup 演算の設

定] を選択します。次のダイアログがディスプレイの下部に表示されます。 

 

1. 現在定義されているオペレータを変更するには、アイコンにタッチするか、

[Operator] 領域の内部にタッチし、次のポップアップ･メニューを表示しま

す。 

 

いずれかのアイコンにタッチして、目的の演算オペレータ（関数）を選択し

ます。リストを下方にスクロールするには、ポップアップ･メニューの右側に

あるスクロール･バーを使用します。  

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

再定義されます。  

3.  [Single/Dual] ボタンからDualを選択すると、2番目のオペレータを選択す

ることができます。  
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2番目のオペレータが表示されると、2番目のオペレータは最初のオペレ

ータと同じ方法で変更できます。  

特定の状況下では2つのオペレータを使用すると便利です。たとえば、高

速フーリエ変換(FFT)を計算した後で、数多くの計算結果についてFFTの

平均を求める場合は、最初のオペレータとしてFFT関数を選択し、2番目

のオペレータとしてAverage関数を選択できます。また、標準以外の計算

のために単位の変換と結果のスケーリングを行う場合は、2番目のオペレ

ータとしてRescale関数を選択できます。  

4. チャンネル･ソースはデフォルトでC1になります。別のソース（チャンネル、

メモリ、ズームのいずれか）を選択するには、[Source] フィールドの内部に

タッチします。  

 

5. 選択されたオペレータにより、右側に各オペレータ独自の専用コン

トロールタブが表示されます。詳細コントロールはこちらのタブで

行います。 
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6. フロント･パネルの [Math] ボタンをもう一度押すか、画面上のダイアログの 

[Close] にタッチして、演算ダイアログを閉じます。  
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演算ディスクリプタ･ラベル 

演算トレースが ON であるときには、その演算トレース用のディスクリプタ･ラベルが

表示されます。このディスクリプタ･ラベルはチャンネル、ズーム、メモリ（参照波

形）のラベルとほぼ同じです。  

 

 

 最初の行には演算トレースの定義に関する情報が表示されます（こ

の例では、チャンネル 1 の FFT）。 

 2 行目には垂直スケール情報が表示されます。 

 3 行目には水平スケール情報が表示されます。 

（上図のように）ディスクリプタ･ラベルが単色で塗りつぶされている場合、その演

算トレースはアクティブになっています。これはフロント･パネルの

Horizontal&Vertical内のノブがその演算トレースを調整するように設定されている

ことを意味します。  

アクティブではない演算トレースをアクティブにするには、単に目的の演算トレース

のディスクリプタ･ラベルにタッチします。こうすると、その演算トレースがアクティブ

になり、演算ダイアログが表示されます。  

 

演算トレースのズーム 

演算トレースにはズーム機能が組み込まれているため、演算トレースのスケールと

位置を必要に応じて簡単に変更できます。演算トレースは次のいずれかの方法で

ズームできます。 

 

ディスクリプタ･ラベルにタッチして、トレース

をアクティブにします。  
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次にフロント･パネルのHorizontal&Vertical

内のノブを使用して、トレースのスケールと

位置を調整します。各ノブは直感的に操作

できます。  

注意：演算トレースがアクティブであるときに

は、どのチャンネル･ボタンも点灯しません。

これは演算トレースが現在アクティブである

ことを示します。 

演算ダイアログのコントロールによる調整 

 

ディスクリプタ･ラベルを2回タッチして、演算ダイアログを

開きます。 

 

右側のズーム･ダイアログを使用して、スケール 

と水平/垂直位置を調整します。 

FFT 演算 

WaveRunnerZi シリーズは標準で 50K ワードまでの信号に対して、高速フー

リエ変換（FFT）演算を行うことができます。出力タイプはパワースペクト

ル、位相、振幅を選択することができます。また、WR6Zi-Spectrum オプシ

ョンにより最高 128M ワードまでの FFT 演算と出力タイプとしてパワースペ

クトル密度、実数部/虚数部、が追加されます。FFT では周波数分可能やス

パンはサンプリング速度や Time/Div の設定に影響を受けます。FFT のスパン

は DC からサンプリング速度の半分までです。周波数分解能は FFT 演算に使

用されるサンプリング･ポイントの時間の逆数になります。つまり、チャン

ネル波形全てのサンプリングが FFT 演算に使用される場合、1÷(Time/Div×

10Div)が周波数分解能になります。FFT 演算に使用されるポイント数は

WR6Zi-Spectrum オプションの有無やアルゴリズムなどの FFT の設定により

異なります。現在の周波数分解能とスパンは FFT の設定タブにより確認する
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ことができます。下図は FFT の設定ダイアログになります。”Δf=”は周波数

分可能を表しています。”Δf - ”は最高周波数を表しています。 

 

 Output type：FFT 出力のデータはそれぞれ振幅と位相のデータが出力され

ます。Output type は表現形式として各種表現形式を選択することができ

ます。 

 Window：FFT 演算はソースとして入力された波形が時間軸上で繰り返さ

れていると仮定して計算します。インパルス波形のようにタイムウィンド

に波形が完全に収まる場合やタイムウィンド幅が基本周波数の整数倍とな

る場合は問題ありませんが、連続波形でタイムウィンドと基本周波数が異

なる場合、演算結果に影響を与えます。この影響を抑えるため、Window

関数を使用します。 
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Window 説明 

Rectangular 信号がインパルスのように、測定しているタイム･ウィンド

に完全に収まる場合、またはタイム･ウィンドの幅が基本周

波数成分の整数倍であることがわかっている場合に使用し

ます。この他のケースでこのウィンドを使用すると、スペ

クトル･リーケージとスカラップ損失が発生する可能性があ

ります。これを是正するには他のウィンドタイプを使用し

ます。 

Von Hann スペクトル・リーケージを抑え、信服精度を改善できます

が、周波数分解能が落ちます。 

Hamming スペクトル・リーケージを抑え、信服精度を改善できます

が、やはり周波数分解能が落ちます。 

Flat Top スペクトル･リーケージを緩やかに抑え、優れた振幅精度を

得られますが、周波数分解能損失が伴います。 

Blackman-

Harris 

スペクトル･リーケージを最小限に抑えますが、やはり周波

数分解能が落ちます。 

 Algorithm：Power2 は使用されるサンプル数が２の階乗個になります。

LeastPrime は使用されるサンプル数が２の階乗個×５の階乗個の組み合わ

せになります。 

 Trunc, Zero fill：ソース波形のサンプル数と FFT 演算で使用されるサンプル

数が異なる場合の処理方法を示します。Trunc は FFT 演算で使用されるサ

ンプル数はソース波形の一部を使用します。Zero fill が指定された場合,ソ

ース波形より長いサンプルが FFT 演算に使用されます。足りていないサン

プル部分は左右均等に０で埋められます。 

 Suppress DC：DC 成分を０にします。 

注意：FFTではオシロスコープ内部のスプリアス成分により、無入力状態でも若干

の周波数成分が観測されます。 
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パラメータ解析 -  トレンド、トラック、ヒストグラ

ム 

パラメータにより計測されたデータはトレンド、トラック、ヒストグラムなどの更に深い

解析に応用することができます。パラメータ計測された値の時系列変化を観測する

ことで、複雑な現象をすばやく把握できることがしばしばあります。例えば、PWM

のような波形は各周期のデューティー比をパラメータ計測し、変調度を時系列に並

べることで挙動を正確に捉えることができます。 このような場合にトラックやトレンド

を利用します。トレンドは計測された値を垂直軸で表し、計測された値がグリッドの

右側からサンプルとして随時追加されます。このトレンド波形を [File – 

SaveWaveform]で保存することで、パラメータの生データを保存することもできます。

トラックはトレンドと同じように値を垂直軸で表しますが、時間のパラメータと共に表

現され、計測された X 軸の位置とトレンド波形で表された X 軸の位置は同じになり

ます。例えば、FM 変調波形の周波数をパラメータ計測し、トレンドで表示した後、

そのトレンド波形に対してパラメータ計測することで信号波の周波数などを解析す

ることができます。 

また、別の応用方法としてヒストグラムも良く使われる手法です。ヒストグラムはデー

タの要因分析やばらつき度合いを視覚で確認するのに適しています。 

 

パラメータからセットアップ 

1. メニュー･バーの [Measure] にタッ チした後、プルダウン･メニューから[Measure 

Setup] を選択します。 

2. パラメータ･タブの 1 つ( P1～P6) にタッチします。 

3. [Source1] フィールド内部にタッチし、ポップアップ･メニューから入力波形を選

択します。 

4. [Measure] フィールド内部にタッチし、ポップアップ･メニューからパラメータを選

択します。 

5. ダイアログ･ボックスの下部にある  ボタンのいずれかを選択します。 
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6. 演算(Math)の選択ダイアログが表示されます。出力する演算とレースを選択しま

す。 

 

7. [Measure] フ ィ ー ル ド を タ ッ チ し 、 ポ ッ プ ア ッ プ ･ メ ニ ュ ー か ら

[Histogram],[Trend],[Track]のいずれかを選択します。 

 

演算（Math）からのセットアップ 

演算メニューからパラメータを含めたヒストグラムやトレンド、トラック

の設定を 1 度に設定できます。パラメータ内で値の表示が必要ない場合、

パラメータを消費せずに演算で表示させることができます。 

1. メニュー･バーの [Math] にタッ チした後、プルダウン･メニューから[ Math Setup 

演算のセットアップ] を選択します。 

2. 演算タブの 1 つ( F1～F4) にタッチします。 

3. graph を選択します。 

 

4. [Source1] フィールド内部にタッチし、ポップアップ･メニューから入力波形を選

択します。 

5. [Measure] フィールド内部にタッチし、ポップアップ･メニューからパラメータを選

択します。 

6. [Graph with]フィールド内部にタッチし、ポップアップ･メニューから[Histogram], 

[Trend], [Track]のいずれかを選択します。 
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トレンド、トラック、ヒストグラムの詳細設定 

詳細設定は Fx演算（Math)の右側ダイアログに表示されます。 

 

ヒストグラムの詳細設定 

1. 上記で作成した演算トレースのトレース･ラベル にタッチします。 

2.  右側のダイアログ･ボックス内で、[Histogram] タブにタッチします。 

 

3.  [Buffer] セクションにある[ #Values] フィールド内部にタッチして値を入力し

ます。この値はヒストグラムに使われる最大数を表します。この値以上のデ

ータが入力された場合、バッファの先頭データを消去し、新しいデータがバ

ッファに入力されます。 

4.  [Scaling] セクションにある[#Bins] フィールド内部にタッチし、20～2000 の

数値を入力します。ヒストグラムでは、測定されたパラメータの値は、「ビン」

と呼ばれる複数の小区間に分割されます。各ビンの値で振り分けられたパ

ラメータの値の数がカウントされ、ヒストグラムを形成します。 

5.  [Find Center and Width]ボタンにタッチして、ヒストグラムの中心点を決めま

す。または、[Center]フィールドと [ Width] フィールドの内部を順番にタッチ

し、ポップアップ数値キーパッドを使用して値を入力します。 
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トレンドの詳細設定 

1. 上記で作成した演算トレースのトレース･ラベル にタッチします。 

2.  右側のダイアログ･ボックス内で、[Trend] タブにタッチします。 

 

3. [Mode]フィールド内部をタッチして、モードの選択を行います。 

4. [Values to Trend]フィールド内部をタッチして、トレンドで使用されるバッファ

数を調整します。 

5. Vertical Scale セクションで[Find Scale]ボタンを押して、現在の値から垂直

軸を最適な状態に調整します。 

 

トラックの詳細設定 

1. 上記で作成した演算トレースのトレース･ラベル にタッチします。 

2.  右側のダイアログ･ボックス内で、[Trend] タブにタッチします。 
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3. [Connect]フィールドをタッチして、計測値間の処理を選択します。 

4. [Find Scale]ボタンを押して、現在の値から垂直軸を最適な状態に調整

します。 
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Spectrum（オプション） 

Spectrum オプションはオシロスコープをスペクトラム･アナライザのように

操作することができます。周波数スパン、周波数分解能、および中心周波

数により調整することができます。また、信号ピークを振幅と共にテーブ

ル表示することやスペクトルのアベレージや Max Hold させることもできま

す。 

 

Spectrum の設定 

1. WavePilot コントロールの Spectrum ボタンを押すかメニューから

Analysis – Spectrum Analyzer を選択して Spectrum 設定にアクセスします。 

2. 入力波形を Source Trace から選択します。 

3. 解析する周波数範囲を Frequency & Span コントロールを使い調整しま

す。 

4. 周波数分解能を細かく場合には Time/Div つまみを回してコントロール

するか、Resolution Bandwidth に任意の値を入力します。 

5. スペクトラム波形は Mode 選択によりアベレージや最大値でホールド

をさせることができます。 

6. スペクトラム波形の中で垂直軸のコントロールは Scale セクションで行

います。 
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7. 中心周波数を画面内のマーカーを使い選択することができます。

Makers の Reference Freq を使い、マーカーを移動し、Marker Center 

Freq ボタンを使い、中心周波数をセットします。 
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Web Editor 

Web Editor はグラフカルな環境で演算やパラメータのアイコンを配置や接続して、

複雑な計測や演算を作成する機能です。通常の演算トレースでは組み合わせるこ

とのできる演算の数が 2 個と限定されていますが、メモリが許す限りいくつでも組

み合わせることができます。また、ウェブ･エディタの中では演算、計測、パラメータ

演算の全てを取り扱うことができ、波形から Math（演算）→パラメータ計測→パラメ

ータ演算、など通常では複雑で取り扱えない処理を簡単に行うことができます。 
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ウェブエディタで編集するには 

 

メニューの[Math]-[F1 Setup]を

タッチして F1`の演算メニュー

を表示させ、メニュにある、

Web Edit アイコンを選択しま

す。ダイアログに表示される

Show Processing Web ボタンを

タッチするとウェブエディタ画

面に入ります。 

 

[Add Math] ボ タ ン 、  [Add 

Measure]ボタン、 [Add Param 

Math]ボタンを タッチして必要

とする演算やパラメータを選択

し、ウェブ･エディタ上に配置し

ます。 

 

 

 

 

 

 

接続 

C1 などのソースは WebEditor

内の左側に配置され、F1 などの

出力先は左側に配置されていま

す。ソースとなるチャンネルの

矢印をクリックして計測や演算

の In 端子までドラックします。

計測や演算アイコンの Out 端子

は後段の計測（演算）の In 端

子、または出力先となる F1 の

矢印に接続していきます。 

接続されると線で結ばれます。

線の色によりデータ形式が表現

され、濃い青色は Float 型デー

タ、薄緑色は 8 ビットデータ、

紫色はパラメータ値などの単一
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のデータとなります。 

Out 端子と In 端子の属性の違い

により接続できない場合、カー

ソルが禁止マークにより表示さ

れます。 

 

各計測や演算の個別設定 

計測や演算をタッチして、アイ

コンが黄色い枠で囲われた後、

ダイアログ右下に対応する計測

や演算の設定ダイアログを使っ

て設定します。 

 

接続の解除 

接続の解除を行うにはラインの

上をタッチし、ハサミの形に変

化した後、もう一度タッチする

か、Delete ボタンを押して解除

します。 

 

 

 

 

デバック 

デバックのため、計測や演算の

結果を表示する機能がありま

す。データを見たいアイコンの

Out 端子をクリックし、黄緑色

に変化させた後、Add Preview

ボタンを押すと、途中の結果が

サマリとして表示されます。 

 

WebEditor から抜けるには 

Close ボタンを押すか、上のメ

ニ ュ ー の 中 か ら [Display] – 

[Scope Display] を選択して、



基本操作マニュアル 

 

WR6Zi-GSM-J 149 

 

Web Editor から抜けることがで

きます。 

 

パラメータから WebEditor へのアクセス 
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パス/フェイル（合否）テスト 

概要 

WaveRunner Ziオシロスコープのパス/フェイル（合否）テストは、パラメー

タ計測結果に対して条件を設定することや信号がマスクの範囲内にあるか

どうかを判定することを主な目的としています。適切な範囲を外れた信号を

簡単に検出できるように、マーカーや警告音などのユニークなアクションが用意さ

れています。  

パラメータの比較 

パラメータの比較には１つのパラメータとユーザによる任意の値との比較、又は２つ

のパラメータによる比較の 2 種類があります。 

パラメータの値で合否テストするには 

1. メニュー･バーの [Analysis →  Pass/Fail Setup...] をタッチします。 

2. [Qx] タブの１つをタッチします。Qx 位置のセットアップ･ダイアログが開きま

す。 

 
3. [Source1 フィールド内部にタッチし、ポップアップ･メニューから入力として

使われるパラメータを選択します。 

4. メイン･ダイアログ･ボックスの  [Condition] フィールド内部にタッチし、

[ParamCompare]、または[Dual Param Compare]を選択します。 

5. 右側の ParamCompare タブに移り、[Compare Values ] フィールド内部にタ

ッチし、ポップアップ･メニューから [All] または [Any] を選択します。パラメ

ータにより、１波形に対して複数の値が計測されます。[All] を選択すると、

すべての値が設定した制限範囲内になる場合のみテストが真になります。

[Any] を選択すると、1 つの値でも制限範囲内になればテストは真になりま

す。 

6.  [Condition] フィールドの内部にタッチし、ポップアップ･メニューから演算

子を選択します。 

7. [Limit] フィールド内部にタッチし、ポップアップ数値キーパッドを使用して

値を入力します。入力した値には、テスト対象のパラメータに対応する単位
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が割り当てられます。たとえば、時間パラメータをテストする場合、単位は秒

です。また、ダイアログ下にあるボタンはパラメータの統計値を使って Limit

に値を設定することができます。 

 
8. 設定された状態は Summary ボックスに表示された内容で確認することがで

きます。 

 

 

マスク･テスト 

マスクは事前に定義した垂直許容値や水平許容値に基づき実際の波形からマス

クを作成することや MaskMaker（無償ツール）を使用してパソコン上でマスクを作成

することができます。 

MaskMaker は下記からダウンロードすることができます。 

http://www.lecroy.com/japan/pdf/software/default.asp 

テストには作成されたマスクやオシロスコープのハードディスク(D:\Mask)に保存さ

れた既存の信号規格のマスクを使用してテストを実行できます。信号規格のマスク

や MaskMakerで作成された Mask はハードディスク、又は USB メモリなどから読

み込むことができます。 

テストの真（True）に当る条件を次から選択します。たとえば、All In を選択した場

合、波形の一部がマスクの範囲外になるとテストは偽（False）になります。 

設定 真になる条件 

All In 全てのトレースがマスク内に入れば真 

All Out 全てのトレースがマスクの外にあれば真 

Any In トレースの一部がマスク内に入れば真 

Any Out トレースの一部がマスクの外にあれば真 

計測ゲートを使用することにより、波形から作成するマスクをトレースの一部分にの

み適用することができます。(この機能の詳細については、「パラメータ･ゲート」を参

照) 
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マスクで合否テストするには 

1. メニュー･バーの [Analysis →  Pass/Fail Setup...] をタッチします。 

2. [Qx] タブの１つをタッチします。Qx 位置のセットアップ･ダイアログ

が開きます。 

3. [Source1 ソース 1] フィールド内部にタッチし、ポップアップ･メニュ

ーから入力波形を選択します。 

4. メイン･ダイアログ･ボックスの [Condition] フィールド内部にタッチ

し、[Mask Test] を選択します。 

 
5. ダイアログの [Test] セクションで、[Test is True when] グループのいず

れかのボタンを選択します。たとえば、[All In] を選択した場合、波形

の一部でもマスクの範囲外になるとテストは偽（False）になります。 

6. ダイアログの [Show Markers] セクションで、マスク違反を表示するか

どうかを選択します。 

7. 既存のマスクを読み込む場合は、[Load Mask] タブにタッチし、[File] 

ボタンを押します。続いてマスクのファイル名を直接入力するか、

ツリーからファイルのパスとファイルを選択します。 

 
8. 波形からマスクを作成する場合は、[Make Mask] タブにタッチします。  
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9. [Ver Delta] フィールドと [Hor Delta] フィールド内部にタッチし、ポッ

プアップ数値キーパッドを使用して各フィールドに境界値を入力し

ます。 

10. マスクを保存するには、[Browse] ボタンにタッチし、マスクのファイ

ル名と保存先のフォルダを指定します。 

11. [Make from Trace]ボタンを押して、マスクを作成します。 

12. 波形の一部分にマスクを限定する場合は、[Gate] タブにタッチして 

[Start] フィールドと [Stop] フィールドに値を入力します。あるいは、

デフォルトではグリッドの左端と右端に配置されているゲート･ポス

ト にタッチしてドラッグします。 

 

アクション 

波形に対する合否条件が成立した場合に実行するアクションを下記から 1

つ以上選択できます。 

 テストを停止する 

 警報を鳴らす 

 テスト結果を印刷する 

 パルスを発生させる 

 波形を保存する 

 LabNotebookを保存する 

[Pulse] を選択すると、Aux Out（補助出力）コネクタからパルスが出力されます。こ

のパルスは別のオシロスコープをトリガするのに使用できます。「補助出力信号」の

説明に従って、パルスの幅を設定することができます。 
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ハードコピーや波形の保存を選択すると、ハードコピーや波形保存の設定

タブが合否テスト(Pass/Fail)の隣に表示されます。 

アクションの設定は Q1-Q8 の個々の設定以外に、Action タブにある Pass if,

や If の条件を設定します。Pass if は Q1-Q8 の結果に対して論理演算を行い

真になる条件を設定します、If では Pass If の結果からアクションを実行す

る条件を設定します。 

 

アクションを実行するには 

1. メニュー･バーの [Analysis →  Pass/Fail Setup...] をタッチします。 

2. [Actions] タブにタッチします。 

 
3. [Enable Actions] チェックボックスをオンにします。こうすると、波形

がテストに合格または不合格したときに実行するアクションを選択

できるようになります。 

4. 最後の波形の状態を簡潔に示し、捕捉回数をカウントするテキスト

行を有効にする場合は、[Summary View] チェックボックスにタッチ

します。 
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5. [Pass If] フィールド内部にタッチし、ポップアップ･メニューから論理

条件を選択します。 

6. 一定回数の捕捉が完了した後で合否テストを終了する場合は、[Stop 

Test] チェックボックスをオンにした後、[After] データ入力フィール

ド内部にタッチし、ポップアップ数値キーパッドを使用して値を入

力します。 

7. 入力波形がテストに合格または不合格したときに実行するアクショ

ンを設定する場合は、ダイアログの [If] セクションにある ［Pass］ ボ

タンまたは ［Fail］ ボタンをタッチします。 

8. ダイアログの [Then] セクションで。実行するアクション（stop テス

トを終了する、alarm 警報を鳴らす、ｈardcopy テスト結果を印刷す

る、pulse パルスを出力する、save 波形を保存する）を選択します。

テスト結果を印刷する場合は、ローカル･プリンタまたはネットワー

ク･プリンタにオシロスコープが接続されていることを確認してくだ

さい。詳細については「画像イメージの保存と印刷」を参照してく

ださい。 

9. 波形を自動的に保存する場合は、[Save] チェックボックスにタッチし

ます。 [Save Waveform] ダイアログが追加されます。詳細については

「波形データの保存と呼び出し」を参照してください。 

10. 合否条件とアクションをテストする場合は、[Force Actions Once] ボタ

ンにタッチします。条件を変更するときに、すべてのチェックボッ

クスを一度にクリアする場合は、[Clear All] ボタンにタッチします。 

スイープ回数を指定してテストの停止 

合否試験のサンプル数を固定したい場合、指定回数スイープされた後、試

験を自動的に停止することができます。Stop Test チェックボックスをマー

クして、After に停止するまでのスイープ数を入力します。 
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設定情報の保存と呼び出し 

概要 

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

ク、LAN ドライブなどの媒体との間で、保存と呼び出しを行うことができます。同様

の作業を何回も繰り返し実行する場合や、オシロスコープを他の多くのユーザーと

共有している場合は、この機能を利用すると非常に便利です。  

オシロスコープの設定をセットアップ･ファイルとして保存するには 

 

上部メニュー･バーの [File] から [Save Setup] を選択

します。  

 

波形データの保存先として、RAM内の内部セットアップ

用一時領域（Internal Setup）、ハードディスク上または

外付け記憶デバイス内のファイル（File）のどちらかを選

択します。  

[Save Now 保存の実行] にタッチして設定情報を保存

します。  

セットアップ･ファイルからオシロスコープの設定を呼び出すには 

 

上部メニュー･バーの [File] から [Recall Setup] を選択

します。  

 

波形データを呼び出すソースとして、RAM内の内部セ

ットアップ用一時領域（Internal Setup）、ハードディスク

上または外付け記憶デバイス内のファイル（File）のど

ちらかを選択します。  

[Recall Now] にタッチして設定情報を呼び出します。  

オシロスコープのデフォルト設定を呼び出すには 

 

上部メニュー･バーの [File] から [Recall Setup] を選択

します。  
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[Recall Default Setup] というラベルのボタンにタッチし

ます。 
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波形データの保存と呼び出し 

概要 

波形信号の保存と呼び出しを行うには次の 2通りの方法があります。 

 チャンネル信号、演算トレース、またはズーム･トレースをメモリ･ロケーショ

ン（参照波形）に保存する。 

 チャンネル信号、演算トレース、またはズーム･トレースをデータとしてファ

イルに保存する。 

メモリ への保存 

メモリは WaveRunner Ziオシロスコープの非揮発性 RAM 内に保存されます。メモ

リへの信号の保存は簡単かつ高速であり、他の波形と簡単に比較するためにデー

タを保存するには最適な方法です。 

ファイルへの保存 

通常、波形データはバイナリ形式または ASCII形式で保存されます（ただし、他の

形式も利用できます）。バイナリ形式の波形データは同じオシロスコープ上で呼び

出せます。また、他のオシロスコープや他のプログラム（Excel, MATLAB, Mathcad

など）に波形データを転送して、詳細な処理を実行することもできます。オシロスコ

ープ上で呼び出される波形データは、メモリ（参照波形）トレースに読み込まれます。  

メモリの保存と呼び出し  

保存と表示を行う最速の方法 

現在の捕捉データと参照トレースを比較する機能は、オシロスコープにとって極め

て重要な基本機能です。WaveRunner Ziオシロスコープには、チャンネル、演算ト

レース、ズーム･トレースを簡単にメモリ･ロケーションに保存する機能があります。  

 

チャンネル、演算、またはズームのディスクリプタ･ラベルを2

回タッチして、メモリ･ロケーションに保存したいトレースのダイ

アログを開きます。 

 

ダイアログの下部にあるツールバー上の [Store] ボタンにタ

ッチします。 

  

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

M2 に．．．； Math は M1 に）トレースが保存されて、グリッド上にトレースが表示さ
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れます。メモリ･トレースには、他のトレースと同様に、ディスクリプタ･ラベルやダイア

ログなどがあります。メモリ･トレースをズームしたり、グリッド上の位置を変更したり

することもできます。 

 

上部メニュー･バーの [Math] か ら[Memory Setup] を

選択します。  

 

[Memory Setup] ダイアログ内でメモリ･ロケーションを

選択します。この例では M1を選択します。  

 

 

メモリ･ロケーションにコピーする波形を選択します。こ

の例では、メモリ･ロケーションM1に波形C1をコピー

します。  

メモリ･ロケーションにコピーする波形を選択した

後、[Copy Now] ボタンにタッチします。   

M1 メモリ･トレースには、コピーの時点で存在した波形

C1 が保存されます。同時に M1 メモリ･トレースが ON

になり、ディスクリプタ･ラベルがアクティブになります。

ズーム･トレースの場合とまったく同様に、メモリ･トレー

スの位置とスケールはフロント･パネルのノブを使用し

て調整できます。  

ツールバー上のショートカットによる操作 

ツールバー上のショートカットを使用すると、メモリ･トレースに対して特定の操作を

実行できます。  

 

[Measurement selection] ポップアップ･メニューを開きます。このメニ

ューを使用すると、[Memory Setup メモリの設定] ダイアログを離れる

ことなく、メモリ･トレースのパラメータ(計測)を選択できます。パラメー

タは自動的にグリッドの下に表示されます。  

 
保存されたトレースのメモリを全消去します。   
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[Labeling ラベリング] ポップアップ･メニューを開きます。このメニュー

を使用すると、ユーザ定義ラベルをメモリに付けることができます。   
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ファイルへの保存と呼び出し 

波形データを保存するには 

 

上部メニュー･バーの [File] から [Save Waveform] を

選択します。 

 

波形データをファイル（File）に保存するように指定しま

す。  

 

 

 

 

保存したい波形データのソースを選択し、データ･ファ

イルのファイル名を指定します。  

 注意 

文字ではなく数字で終わる名前を使用すると、名前の

末尾の数字が自動的に削除または変更される可能性

があります。これは設計上、最初の波形に自動的に番

号0が付き、2番目の波形に番号1が付く（以下同様）た

めです。  

 

データ形式を選択します。ASCIIまたはExcelを選択し

た場合は、[SubFormat サブフォーマット] フィールドに

タッチし、[Time Data 時間] または[Time & Ampl 時間

と振幅] を選択した後、[Delimiter 区切り文字] フィー

ルドにタッチし、ポップアップ･メニューから区切り文字

（コンマ、スペース、セミコロン、タブ）を選択します。 
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次に、ファイルの保存先とするディレクトリとファイル名

を選択します（保存先はUSBメモリ･スティック、またはオ

シロスコープの内蔵ハードディスクのどちらかです）。 

 

最後に、ダイアログ内の [Save Now 今すぐ保存] ボタ

ンにタッチします。  
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波形データを呼び出すには 

 

 

上部メニュー･バーの [File] から 

[Recall Waveform] を選択しま

す。  

 

 

 

 

波形データをファイル（File）から

呼び出すように指定します。 

[Destination] フィールドの内部

にタッチし、波形データの出力

先メモリ･ロケーションを選択しま

す。メモリをONにして波形を即

座に表示したい場合は、[Show 

on Recall] ボックスにチェックマ

ークを付けます。  

[Recall files from directory] フィ

ールドの内部にタッチし、ポップ

アップ･キーボードを使用してパ

ス名を入力します。または、

[Browse] ボタンにタッチして、目

的のフォルダを探します。 

[Recall Now] ボタンを押して、

波形データ･ファイルを読み込

みます。  
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画像イメージの保存と印刷 

本オシロスコープには、波形データに対する操作として、画像イメージの保存、プリ

ンタでの印刷、電子メールによる送信などを行う機能があります。プリント出力では、

Windows XP でサポートされる任意のプリンタを使用できます。 

画面イメージの保存(印刷)の操作 

 

 

画面イメージについては、ハードコピー･プリンタへの出力、

記憶媒体(内蔵ハードディスクや USB メモリ･スティックなど)

への保存、電子メールの添付ファイルとして送信、クリップボ

ードに送信して他のプログラムにコピーといった操作を実行

することができます。  

 

 

 

フロント･パネルの [Print] ボタンの動作を定義すると、画面

イメージの保存、印刷、電子メールによる送信などの操作を

簡単に実行することができます。 

 

また、文書化作業を容易にするために、画面イメージを保

存する前に、注釈（ラベル）を画面イメージに付加することも

できます。個々の波形ごとにラベルの作成と追加を行うに

は、ツールバーの [Label ラベル] ボタンを使用します。  

 

 

画面イメージのファイル保存を設定するには 

 

USB メモリ･スティックや内蔵ハードディスクなどの記憶媒体に画面イメー

ジを保存するには、[File ファイル] を選択します。 

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

[Utilities Setup... ] を選択します。 

2. [Hardcopy ハードコピー] タブにタッチした後、[File] アイコンにタッチしま

す。 

3. [File Format] データ入力フィールドの内部にタッチし、ポップアップ･メニ

ューから画像ファイル形式を選択します。 
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4. トレースを白い背景で出力する場合は、[Colors] フィールドにタッチして 

[Print  印刷] 、または[Black & White]を選択します。白い背景を使用する

と、プリンタのトナーを節約できます。 

5. [Directory ] 入力フィールドの内部にタッチし、ポップアップ･キーボードを

使用して、出力先フォルダのパス名を入力します。または、[Browse] ボタ

ンにタッチして、目的のフォルダに移動します。 

6. [File Name]フィールドの内部にタッチし、ポップアップ･キーボードを使用

して、画面イメージを保存する宛先ファイルの名前を入力します。 

7. ダイアログ領域を出力対象から外して、波形とグリッドのみを出力する場

合は、[Grid Area Only] チェックボックスをオンにします。 

8. [Print Now] ボタンを押します。または、フロント･パネルの [Print] ボタンを

押して、画面イメージをファイルに保存します。  

 

画面イメージをメールで送信するには 

 

本オシロスコープには、MAPIプロトコルまたは SMTP プロトコルを使用し

て、データ（画面イメージなど）を電子メールで送信する機能もあります。

電子メールを送信するためには、最初に電子メール･サーバーに接続

し、[Preference Setup] ダイアログで電子メール･サーバーと受信用アドレ

スを設定しておく必要があります。 

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

[Utilities Setup...] を選択します。 

2. [Hardcopy ハードコピー] タブにタッチした後、[E-mail] ボタンにタッチし

ます。 

3. [File Format] データ入力フィールドの内部にタッチし、ポップアップ･メニ

ューからグラフィック･ファイルの形式を選択します。 

4. トレースを白い背景で出力する場合は、[Colors] フィールドにタッチして 

[Print] 、または[Black & White]を選択します。白い背景を使用すると、プリ

ンタのトナーを節約できます。 

5. 画像にコメントを付ける場合は、[Prompt for message to send with mail] 

チェックボックスをオンにします。 
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6. ダイアログ領域を出力対象から外して、波形とグリッドのみを出力する場

合は、[Grid Area Only] チェックボックスをオンにします。 

7. [Print Now] ボタンにタッチします。 

画面イメージをプリンタに出力するには 

 

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

1. メニュー･バーの [File] にタッチし、プルダウン･メニューから [Print 

Setup...] を選択します。[Utilities Hardcopy ] ダイアログが表示されます。 

2. ダイアログ内部の  [Printer] アイコンにタッチします。 

3. トレースを白い背景で出力する場合は、[Colors] フィールドにタッチして 

[Print ] 、または[Black & White]を選択します。白い背景を使用すると、プリ

ンタのトナーを節約できます。（プリンタのカラー設定を変更するには、

[Preferences -- Color] ダイアログを使用します。）  

4. [Select Printer] フィールドの内部にタッチし、印刷に使用するプリンタを

ポップアップ･メニューから選択します。プリンタのセットアップ情報を確認

する場合は、[Properties] ボタンにタッチします。 

5. [Orientation] を指定するために、縦または横を示すアイコンにタッチしま

す。 

6. ダイアログ領域を出力対象から外して、波形とグリッドのみを出力する場

合は、[Grid Area Only] チェックボックスをオンにします。 

7. [Print Now] ボタンを押します。または、フロント･パネルの [Print] ボタンを

押します。  
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画面イメージをクリップボードに保存するには 

 

[Clipboard] を選択すると、画面イメージ･データをクリップボードに保存

した後、そのデータを他のアプリケーション（Microsoft Word など）に貼

り付けることができます。  

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

[Utilities Setup...] を選択します。 

2. [Hardcopy ] タブにタッチします。 

3. トレースを白い背景で出力する場合は、[Colors] フィールドにタッチして 

[Print ] 、または[Black & White]を選択します。白い背景を使用すると、プリ

ンタのトナーを節約できます。 

4. ダイアログ領域を出力対象から外して、波形とグリッドのみを出力する場

合は、[Grid Area Only] チェックボックスをオンにします。 

5. [Print Now] ボタンを押します。または、フロント･パネルの [Print] ボタンを

押します。  

 

画面の構成 

WaveRunner Ziシリーズはマルチグリッドや2つの入力チャンネルを使用する

XY表示、アナログ･オシロスコープと同じように波形を重ね書きするパー

シスタンス表示、シーケンス･モード時に多様な表示形式を提供します。 

マルチグリッドの利点 

マルチグリッドはグリッドを複数個用意して、波形表示を見やすくしなが

ら、波形の計測精度を最適な状態にすることができます。下図は２つの波

形をマルチグリッド表示させています。各波形は垂直軸方向にほぼ８Div使

用しています。つまり、8ビット分解能が使われています。１つのグリッド

で同じように表示させるためには、Volt/Divの感度を低くして、オフセット

で波形が重ならないように位置を調整する必要があります。その場合、1つ

の波形に４Divしか使われていないので4ビット分の分解能しか得られず、

さらにオフセットされているため、オフセット誤差も生じます。 
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画面設定するには 

1. メニューバーの [Display → Display Setup] をタッチします。 

2. 目的とするグリッドボタンの 1 つにタッチします。 

 
3. [Intensity] データ入力フィールド の内部をタッチし、ポップアップ数字キー

を使用して 0～100 の値を入力します。 

 
 
4. 波形の上にグリッドを重ねる場合は、[Grid on top] チェックボックスをオン

にします。 
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5. 最上部と最下部のグリッド線（volts/div から計算される）および左端と右端

のグリッド線（タイムベースから計算される）を常に表示する場合は、[Axis 

labels] チェックボックスをオンにします。 

6. トレースの線スタイルとして、[Line] または [Points] を選択します。 

 
7. 輝度を変更する場合は、[Intensity] データ入力フィールドの内部をタッチ

し、ポップアップ数字キーを使用して 0～100 の値を入力します。 

TIPS：マルチグリッドで、波形を別のグリッドに移動させたい場合、各波形の[Next  Grid]ボ

タン を押すと、次のグリッドに移動させることができます。但し、グリッドのタ

イプが Auto に設定されている場合、Next ボタンは無効にないます。 

XY ディスプレイ 

他の属性が同じで位相のみが異なる信号間の位相偏移を測定するには、

XY ディスプレイを使用します。軸上の電圧または 2 軸上の周波数を表示

することができます。各トレースの X 軸は同じでなければなりません。作成

されるパターンの形状を見ると、位相差と周波数比に関する情報が分かりま

す。 

XY ディスプレイのセットアップ 

1. メニュー･バーの [Display → Display Setup] をタッチします。 

2. XYディスプレイ･モード･ボタンの１つにタッチして、目的の 

 
XYディスプレイを選択します。 

XYグリッド上のみに 2 つの波形を表示するか、シングル･グリッド上または

デュアル･グリッド上に入力波形を表示することができます。 
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3. Input X] フィールドと [Input Y] フィールド内部をタッチし、ポップアップ･ウ

ィンドウから入力ソースを選択します。 

  
 

パーシスタンス 

パーシスタンス（重ね書き表示）機能を使用すると、波形を表示･分析して

反復信号の特異性や異常性を検出したり、数多くの捕捉処理から時間の

経過と信号の変化の関係を確認したりすることができます。本オシロスコー

プのパーシスタンス･モードには、最も頻繁に発生する信号経路を「3 次元

形式」で表示させ、輝度の異なる色や段階的なスペクトルによって信号の

特性を表示することができます。 

個々のチャンネル、演算関数、メモリ･ロケーション（M1～M4）ごとに、最大

8 個の入力に対してパーシスタンス機能を適用することができます。 

パーシスタンスのセットアップ 

1. メニュー･バーの [Display → Persistence Setup] をタッチします。 

2. [Persistence On] チェックボックスをオンにします。 

3. モード･ボタンの 1 つ にタッチします。  

4. 最後のトレースを表示する場合は、[Show last trace] チェックボック

スをオンにします。 

5. [Saturation] データ入力フィールドの内部をタッチして、ポップアッ

プ数値キーパッドを使用して値を入力します。飽和レベルの詳細に

ついては「飽和レベル」を参照してください。 

6. [Persistence time] データ入力フィールドの内部をタッチし、ポップア

ップ･メニューから適切な時間を選択します。 
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作業内容の文書化 (lab note Book) 

WaveRunnerXiの LabNotebook機能を使用すると、波形、画面キャプチャ、オシロ

スコープ･セットアップ･ファイルの保存や文書化を一度に簡単に行うことができます。

LabNotebook では、Flashback 機能を使用して保存された状態をそのまま呼

び出すこともできます。また、画像イメージを表示しながら、pdf、html、

rtfなどの出力形式でレポートを作成できます。 

Notebook エントリは内部データベースに保存され、いつでも呼び出して参

照できます。LabNotebook には波形データの保存のほかに、パネル･セット

アップ情報やパラメータ測定情報を保存する機能があります。データベー

スを外部メディアにバックアップする機能も利用できます。 

Flashback 機能を利用すると、DSO の状態（保存された波形やセットアップ

情報など）を後で参照できるため、追加の測定を簡単に実行できます。キ

ーワード･フィルタを使用すると、目的の Notebook エントリを簡単に検出で

きます。 

エントリを保存･参照する宛先の Notebook を選択する機能、プロジェクト単

位またはユーザー単位で Notebook にラベルを付ける機能が用意されていま

す。たとえば、複数のユーザー間でオシロスコープを共有する場合や、1 台

のオシロスコープを別々のプロジェクトで使用する場合には、LabNote のデ

ータベースを切り替えることによりデータを別々に保守できます。同様に、

ハードコピー･レポートは別々のフォルダに保存できます。 

LabNotebookのレポートの作成手順 

 

 

LabNotebookの各入力項目は、[File] 

メニューからLabNotebookを選択した

後、[Create] ボタンをクリックする

だけで簡単に作成できます。  

 

その後、複数の注釈ツールやカラー

を自由に使用して、波形に書き込み

を付けることができます。[Done] ボ

タンをクリックすると、これらの書

き込みとオシロスコープの設定内容

がオシロスコープ内のデータベース



WaveRunner 6Zi 

 

172 WR6Zi-GSM-J  

 

に保存されます。 

 

表示されるダイアログにエントリの名前

（タイトル）とコメントを入力します。デフォ

ルト設定では、現在の日付と時刻がエ

ントリのタイトルになります。 

[Title] フィールド内部をタッチし、ポップ

アップ･キーボードを使用してタイトルを

入力します。必要に応じて 

[Description] フィールド内部をタッチし

てコメントを入力した後、[Close] をタッ

チします。 

作成する場合、[Save]ボタンをタッチし

ます。 

 

画像エディタ画面に切り替わります。画

面の上部には描画ツールバーが表示さ

れます。ツールには鉛筆ツール、円ツ

ール、矢印ツール、テキスト･ツールの4

種類を使って、レポートに詳細内容を記

入することができます 

 

Notebookエントリに対する注釈の付加

が完了したら、[Done] をタッチします。

LabNotebookダイアログのリストにエント

リの名前が表示されます。 

 

 

 

 

 

ハードコピー形式のレポートを作成

するには、[Format]で出力形式を選

択してから[Create Report] ボタンを

クリックします。このハードコピー

形式はネットワーク･ドライブまたは

外部メディアに保存できます。ある

いは、E-mailボタンをクリックし

て、レポートを別の場所に送信しま

す。またFlashback機能を使用して任

意のLabNoteBookのレポート（オシロ

スコープのセットアップなど）を呼
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び出し、さらに解析を行うこともで

きます。 

 

 

 

 

 

LabNoteBook の管理 

アイテムのリスト表示 

一度登録されたレポートは My 

Notebook Entories の中にアイテムが

表示されます。この中で表示される

アイテムは作成時に Title に入力され

たテキストが使用されます。 

  

アイテムの削除 

アイテムの削除は My NoteBook 

Entries 内の任意のアイテムを選択し

て、Delete ボタンを押して削除しま

す。DeleteAll ボタンを押すとデータ

ベースに登録されている全てのアイ

テムが消去されます。 

 

レポートの表示 

アイテムを選択した後に Viewボタ

ンをタッチして、選択したレポート

を表示することができます。Viewを

閉じるには[Close]ボタンをタッチし

ます。 

 

アイテムの検索 

Filter 機能を使って、リスト内のアイ  
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テムを検索することができます。日

付やアイテムに登録したキーワード

を使って検索できます。 

 

複数レポートの同時印刷 

[Multi Selection]チェックボックスを

マークして、複数のレポートの印刷

を 1 回で済ませることができます。

チェックボックスをマークするとレ

ポート選択ボタンが表示されます。

このボタンを使って複数のレポート

を選択した後、Print ボタンを押すこ

とによって、レポートを複数出力す

ることができます。 
 

 

LabNotebook のプリファレンス設定 

 

プリファレンス設定では次のような設定が可能です。 

 

･[prompt for Entry Title Before Saving] 

チェックボックスが ON にされている場合、自動的に保存されたレコー

ドのタイトルと説明を記入することができます。タイトルは

LabNotebook タブ内のリストに表示されます。説明は LabNotebook のリ
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ストで選択時にレコードのタブが表示され、内容を確認することができ

ます。 

･[Annotate Entry Before Saving] 

チェックが ON されている場合、新規作成時に簡単なグラフィック･エ

ディタが表示され画面イメージ上に簡単に注釈を入力することができま

す。 

･[Create Entry when Hardcopy Pressed]  

フロント･パネルの[Print 出力]ボタンにより Labnote に新規レコ

ードが作成されます。 

･[Create Entry when Hardcopy Pressed] 

チェックがされている場合、画面イメージの背景を黒から白に変更しま

す。 

また[印刷範囲 Hardcopy Area]の設定により画面イメージの範囲を指定す

ることができます。 

･[Attach Setup & Waveforms] 

チェックされている場合、送信されるメールに設定ファイルと波形ファ

イルが添付されます。チェックされていない場合、画像イメージのみが

添付されます。 

 

アドバンスド設定 

 

アドバンスド設定では LabNotebook のデータベースファイルへの操作やレ

ポートの保存先やテンプレート、レポートに出力されるロゴの指定を行う

ことが出来ます。 
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･[Import From] 

データベース･ファイルを指定して、現在のデータベースにインポート

することができます。 

･[Start New] 

新規にデータベースを作成することができます。 

･[Backup] 

USB メモリなどの外部記憶メディアなどにバックアップを作成すること

ができます。 

･Compact 

現在のデータベースを圧縮することができます。 

･[Directory] 

レポートのデータが出力されるディレクトリを指定します。 

･[Template] 

XSL スタイルシートを選択して、任意のレポート形式を指定することが

できます。 

･[Logo] 

レポートに任意のロゴを指定する事ができます。 
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外部機器との接続とその他の設定 

WaveRunner Ziオシロスコープでは OS にWindows7 が採用されているため、オシ

ロスコープ上でプログラムの最小化、フォルダへの保存、他のプログラムの起動と

いった基本操作を Windows 環境と同じ感覚で実行することができます。そのため、

本オシロスコープは直感的で簡易な操作が可能です。  

ネットワークへの接続 

WaveRunner Zi オシロスコープに標準装備された 10/100/1000 Base-T Ethernet

ポートを通じて、高速かつ簡単にネットワークに接続することができます。

本オシロスコープでサポートされる DHCP (Dynamic Host Configuration 

Protocol) では、ネットワークにファイアウォールが存在しない場合に、ネットワーク･

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

ドレスが自動的に割り当てられます。  

ネットワークにファイアウォールが存在する場合は、Windowsの一般的なセットアッ

プ･ルーチンを使用し、IT 部門の援助を受けながらネットワークに接続してください。  

オシロスコープは Windows ベースの PC プラットフォーム上で動作するため、ネット

ワーク上にある他の PC と同じように、ウイルスから保護する必要があります。オシロ

スコープをWindowsの優先度の高い更新プログラムに従って最新の状態にしてお

くことが重要であり、またアンチウイルス･ソフトウェアをインストールし、常に最新の

情報に更新しておく必要があります。 

 

Windows Service Pack とレクロイのオペレーティング･ソフトウェアの互換性等に関

する詳細については、www.lecroy.com/dsosecurity を参照してください。 

デスクトップへのアクセス 

 

 

WaveRunner Ziオシロスコープの（Windows形式）

デスクトップにアクセスするには、上部メニ

ュー･バーの [File] を開いて [Minimize] を選

択します。こうすると、オシロスコープ･プログラム

が最小化され、他のWindowsプログラム（Windows

エクスプローラ、ペイント、Internet Explorerなど）を

起動できるようになります。  

最小化されたオシロスコープ･プログラムは、ディス

プレイの右下隅に、小さなオシロスコープ画面がア

イコンとして表示されます。アイコンにタッチする



WaveRunner 6Zi 

 

178 WR6Zi-GSM-J  

 

 

と、オシロスコープ･プログラムが元のサイズに戻

り、画面全体に表示されます。  

外部モニタのセットアップ 

WaveRunner Zi シリーズ･オシロスコープのマザーボードにはデュアルビデ

オ･チップが内蔵されており、オシロスコープのデスクトップを 2 つのモニ

タに拡張表示するか、同じオシロスコープ画面を外付けモニタに表示する

ことができます。この拡張表示モードでは、たとえば、オシロスコープの

UI をオシロスコープ自身の画面に表示する一方、Excel®などの他のアプリケ

ーションを外付けモニタに表示すること（あるいはその逆）ができます。

また、オシロスコープの画面をオフにして、オシロスコープの UI を外付け

モニタのみに表示することもできます。 

外部モニタを設定するには 

1. デスクトップへアクセスします（上記のデスクトップへのアクセス

を参照） 

2. タスク･バーのシステムトレイ領域内の Intel ®モニタ･アイコンをク

リックします。 

 

3. Intel® Graphics Media Accelerator Driver ポップアップ･メニューから 

[ Graphics Properties… ]を選択します。 

 

4. [ General Settings] ダイアログ･ボックスで各ディスプレイの表示モー

ドを選択します。外部モニタを Display に選択し、分解能(Resolution)

を調整します。 
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注意：外部ディスプレイの接続により、オシロスコープの解像度設定が変更される

可能性があります。デュアル・ディスプレイの設定から拡張ディスプレイ表示に変

更し、General Settingsの中でResolution（解像度）を1280×800に変更して戻しま

す。 

5. [ Multiple Displays] をクリックします。プロジェクタなどオシロスコ

ープと同じ画像を表示する場合には[Clone Displays]を選択し、デス

クトップを拡張し、表示領域を広げるためには[Extended Desktop]を

指定します。Extended Desktop では Primary Display として[Build in 

Display]を選択してください。 
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ユーティリティ 

概要 

[Utilities] ダイアログにアクセスするには、上部メニュー･バーの [Utilities] を選択

します。このダイアログには、頻繁に参照･変更する必要のないセットアップ情報や

他の項目があります。  

頻繁に参照･変更する必要のある項目は、上部メニュー･バーの様々なプルダウ

ン･メニューにあります。  

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

います。  

ステータス（Status タブ） 

読み取り専用ダイアログである [Status] ダイアログには、シリアル番号、ファームウ

ェアのバージョン、インストールされているソフトウェア/ハードウエア･オプションな

ど、様々なシステム情報が表示されます。 

[Status ステータス]ダイアログを表示するには 

1. メニュー･バーの [Utilities] にタッチします。 

2. [Utilities Setup]にタッチします。 

3. [Status] タブにタッチします。 

リモート通信（Remote タブ） 

[Remote] ダイアログでは、インターフェースの選択、ネットワーク接続の設定、セキ

ュリティーの設定、通信ログの取得などの作業を行うことができます。 

注意： 本オシロスコープでは、アドレシング･プロトコルとしてダイナミック･ホスト構成プロトコル（DHCP：

Dynamic Host Configuration Protocol）を使用するため、ネットワークで DHCP をサポートしている場合

は、IP アドレスを設定する必要がありません。DHCP をサポートしていない場合は、Windowsの標準的

なネットワーク･セットアップ･ダイアログを使用して静的な IPアドレスを割り当てることができます。詳細

については IT部門に相談してください。ローカル･ファイアウォールが設定されている場合は、通常、一

般ユーザが自分自身で IPアドレスを割り当てるのは困難です。  

本オシロスコープをリモート操作するときは、PC とオシロスコープ間の通信がモニ

タリングされています。ログにはすべてのイベントを記録するか、エラーのみを記録

することができます。リモート制御アプリケーションの開発やデバッグを行うときは、

このログが非常に役立ちます。 
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イーサーネットを使ったリモート通信をセットアップするには 

オシロスコープをネットワークに接続する場合は、最初にインフォメーション･システ

ムの管理者に連絡してください。オシロスコープを PCに直接接続する場合は、

Ethernet ケーブルを使用して接続します。 

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

[Utilities Setup...] を選択します。 

2. [Remote リモート] タブにタッチします。 

3. TCPIP、GPIB, LXI、USBTMCの中からTCPIP通信ポートを選択します。 

4. TCPIP,またはLXIを選択した場合、[Net Connections] ボタンを押します。

Windowsの [Network Connections] ウィンドウが表示されます。GPIBを選

択した場合、GPIBアドレスを選択します。 

5. オシロスコープがネットワークに接続されていない場合は、[Make New 

Connection] にタッチし、Windowsネットワーク接続ウィザードを使用して

新しい接続環境を設定します。オシロスコープが既にネットワークに接続

されている場合は、[Local Area Connection] にタッチして、オシロスコー

プの接続環境を再構成します。  

6. [Security]を使って特定のPCからのリモートだけを受け付けるよう

に設定することができます。SecurityをYesに設定すると[Arrow 

control from]フィールドが表示されます。この中にリモート通信を

許すPCのIPアドレスを入力します。 

通信イベントログを確認するには 

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

[Utilities Setup...] を選択します。 

2. [Remote リモート] タブにタッチします。 

3. [Log Mode] フィールドの内部にタッチします。 

4. ポップアップ･メニューから [Off]、[Errors Only]、[Full Dialog] のいずれか

を選択します。 

5. イベント･ログの内容をASCIIテキスト･ファイルにエクスポートする場合は、

[Show Remote Control Log 遠隔制御ログを表示] ボタンにタッチします。

[Event Logs] ポップアップ･ウィンドウが表示されたら、[DestFilename] デ

ータ入力フィールドの内部にタッチし、ポップアップ･キーボードを使用し

てファイル名を入力した後、[Export to Text File] ボタンにタッチします。 
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TIPS: Secrity 設定を Yes にした場合、Allow control from に入力されたアドレス以外からのア

クセスは拒否されます。 

補助出力（Aux Output タブ） 

WaveRunner Ziオシロスコープから出力できる信号は設定変更可能な本体右下の

CAL 信号とその隣にある AUX OUTPUT（補助出力）同軸コネクタからの信号があ

ります。AUX OUTPUT の出力へは次の信号を出力することができます。  

 
補助出力オフ -- 補助出力信号をオフにします。 

 

トリガ出力 -- 別のオシロスコープをトリガするのに使用できま

す。 

 

トリガ･イネーブル -- オシロスコープが READY（稼動可能状態）

のときに別の機器をトリガするためのゲーティング機能として使用

できます。 

 

ファースト・エッジ—立ち上がりの早いパルス信号を出力します。

チャンネル間のデスキュー調整に使用します。 

 

Pass/Fail – 1us～130msのパルス持続時間を設定できます。合

否（Pass/Fail）テストが作動中で、条件に合格するとパルスを発

生します。 

補助出力を設定するには 

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

[Utilities Setup...] を選択します。 

2. [Aux Output 補助出力] タブにタッチします。 

3. 「Use Auxiliary Output For］ の下にあるボタンの１つにタッチします。 

4. [Pass/Fail 合否]を選択する場合は、[Pulse Duration] フィールドの内部

にタッチし、ポップアップ/キーパッドを使用して1 ussから130 msの範囲の

パルス持続時間値を入力します。 

CAL 出力を設定するには 

CAL 出力は方形波、DC、オフのいずれかを選択できます。周波数は 500Hz～

1MHz まで、電圧は 50mV～１V まで任意に設定できます。この出力はプロ

ーブ校正用です。別の目的で使用することはできません。 
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設定方法 

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

[Utilities Setup...] を選択します。 

2. [Aux Output] タブにタッチします。 

3. [Sqare]ボタンを選択します。 

4. [Amplitude into 1MOhm]フィールドをタッチして振幅の電圧を入力

します。 

5. [Frequency]フィールドをタッチして、周波数を入力します。 

日付と時間(Date/Time タブ) 

本オシロスコープには、日付と時刻を手作業で設定する機能と、日付/時刻情報を

インターネットから取得する機能があります。日付/時刻情報をインターネットから取

得する場合は、側面の LAN コネクタを通じてオシロスコープをインターネットに接

続する必要があります。タイムゾーンを設定することもできます。 

日付と時刻を手作業で設定するには 

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

[Utilities Setup...] を選択します。 

2. [Date/Time] タブにタッチします。 

3. [Hour, Minute, Second, Day, Month, Year] の各データ入力フィールドの

内部にタッチし、ポップアップ数値キーパッドを使用して値を入力します。 

4. [Validate Changes] ボタンにタッチします。 

日付/時刻情報をインターネットから取得するには 

Simple Network Time Protocol (SNTP) を使用します。 

1. 背面パネルのLANコネクタを通じてオシロスコープがインターネットに接続

されていることを確認します。 

2. メニュー･バーの [Utilities] にタッチした後、プルダウン･メニューから 

[Utilities Setup...] を選択します。 

3. [Date/Time] タブにタッチします。 

4. [Set from Internet] ボタンにタッチします。 
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Windowsから日付と時刻を設定するには 

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

[Utilities Setup...] を選択します。 

2. [Date/Time] タブにタッチします。 

3. [Windows Date/Time] ボタンにタッチします。 

 

4. [Time & Date Properties] ウィンドウを使用して、時間（タイムゾーンを含

む）を設定します。 

 

ユーティリティ（Utility タブ） 

サービス･ダイアログ 

 

このボタンにタッチすると、レクロイのサービス担当者専用のサービス･ダイアログが

表示されます。サービス･ダイアログを表示するには、特別なセキュリティ･コードが

必要です。 
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Windows デスクトップの表示 

 

[Utilities ユーティリティ] ダイアログの [Show Windows Desktop] ボタンにタッチす

ると、オシロスコープ･アプリケーションが最小化され、背後の Windowsデスクトップ

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

様なショートカット･アイコンにタッチします。 

.  

タッチ･スクリーンのキャリブレーション 

 

[Touch-Screen Calibration] ボタンを押すと、キャリブレーション･プロセスが開始し

ます。プロセスの実行中には、タッチ･スクリーン上の 5 箇所に表示される小さい十

字マークの中心にタッチするように指示されます。指によるタッチでは十分な精度

が得られないため、このプロセスではスタイラスを使用してください。どの十字マー

クもタッチされない状態で 10 秒間以上が経過すると、タイムアウトとなってキャリブ

レーション･プロセスが終了します。 

視誤差を避けるために、十字マークを真正面から見つめてタッチしてください。 
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プレファレンス 

[Preferences] ダイアログにアクセスするには、上部メニュー･バーの [Utilities] –

[Preference]を選択します。このダイアログには、頻繁に参照･変更する必要のない

セットアップ情報や他の項目があります。  

応答音(Audible Feedback) 

画面上やフロント･パネル上のコントロールにタッチするたびに、確認用のビープ音

を鳴らすことができます。 

1. メニュー･バーの [Utilities] にタッチし、プルダウン･メニューから 

[Preferences] を選択します。 

2. Audible Feedbackの [Enable] チェックボックスにタッチします。こうすると、

画面またはフロント･パネルのコントロールにタッチするたびに、ビープ音

が発生するようになります。 

注意：音声出力は側面のオーディオ出力端子にスピーカーを接続する必要があります。 

校正(Calibration) 

本オシロスコープには、周囲の温度が急激に変化したときに、自動的に校正を開

始するオプションが用意されています。このオプションを使用しない場合は、システ

ムの起動時および特定の操作条件が変更されたときのみ、校正が行われます。 

1. メニュー･バーの [Utilities]にタッチして、プルダウン･メニューから 

[Calibration] を選択します。 

2. Enable Temperature dependent calibratioの [Enable] チェックボックスを

オンにします。 

 

オシロスコープは特定の条件（Volt/div, サンプリングレート, トリガソース, 

温度, クロックソースなど)に対する校正データをオシロスコープ内部に保存

しています。Self Calibration Optionの設定により、以前に作成された校正デ

ータを使い、再校正しないように設定することができます。保存された校

正データを使用する場合、[Reduced calibration frequency]を選択します。保

存された校正データを使用せずに、最高の計測精度を得る場合には[Best 
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Accuacy]を選択します。現在の状態で再校正を行い、保存されている校正

データを入れ替える場合には[Calibrate Current State]ボタンを押します。 

注意：Reduced calibration frequency に設定された状態でも、保存された校正データがない場

合、再校正が行われます。また温度条件は±5℃が有効範囲となります。 

画面更新速度の最適化 

オシロスコープの画面の処理は通常波形捕捉が終了するたびに更新されま

す。しかし、統計的な処理を目的にしている場合やリモートで波形を転送

させている場合など波形を随時確認する必要がない場合、画面の更新回数

を減らし、その分解析などの処理を優先させることができます。

[Preferences プレファレンス]タブにある性能セクションには５つの画面更新頻度を

選ぶことができます。歯車が多くなると解析を優先し、ディスプレイが大きくなると画

面更新が優先されます。 

 

オフセット･コントロール 

ゲインを変更するときにオフセット･コントロールを使用すると、垂直位置インジケー

タを一定位置に固定するか（[Div]を選択した場合）、実際の電圧レベルとともに移

動するか（[Volts] を選択した場合）を指定することができます。[Div] を選択した場

合は、ゲインを増加したときに、波形がグリッド上に留まるという利点があります。一

方、[Volts] を選択した場合は、波形がグリッドから離れる可能性があります。 

注意：[Div ディビジョン]を選択した場合も [Volts ボルト] を選択した場合も、チャ

ンネルのセットアップ･ダイアログに表示されるオフセットは常にボルト単位になり

ます。ただし、オフセット単位として [Div ディビジョン] を選択すると、ボルト単

位のオフセットがゲインの変化と比例するようにスケーリングされるため、ディビ

ジョンが常にグリッド上に留まります。 

1. メニュー･バーの [Utilities] にタッチして、プルダウン･メニューから 

[Preferences] を選択します。 

2. [Acquisition] タブにタッチします。 

3. [Offset Setting constant in] を選択している状態で [Div] ボタンまたは 

[Volts] ボタンにタッチします。 

Delay(遅延)･コントロール 

タイムベースを変更するときに遅延コントロールを使用すると、水平位置インジケー

タを一定位置に固定するか([Div] を選択した場合)、トリガ･ポイントとともに移動す
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るか([Time] を選択した場合)を指定することができます。[Div] を選択する利点は、

タイムベースを増加させてもトリガ･ポイントがグリッド上に固定されることです。一方、

[Time] を選択すると、トリガ･ポイントはグリッドを離れて移動する可能性があります。 

注意：[Time] または [Div] のどちらを選択しても、タイムベースのセットアップ･ダ

イアログに表示される [Delay] は常に時間を示します。ただし、[Delay In] に対して 

[Div ] が選択されている場合、遅延時間はタイムベースの変化に比例してスケール調

整されるため、ディビジョンはグリッド上に固定されます。 

1. メニュー･バーの [Utilities] にタッチして、プルダウン･メニューから 

[Preferences] を選択します。 

2. [Acquisition] タブにタッチします。 

3.  [Delay Setting constant in] を選択している状態で [Div] ボタンまたは 

[Time] ボタンにタッチします。 

T/Div コントロール 

T/Div コントロールの設定により、最大メモリ使用時の動作が異なります。Off を選

択した場合、最大メモリを利用するように Time/Div が 1-2-5 のステップから外れま

す。On が設定されている場合、Time/Div が 1-2-5 のステップで固定されます。 

1. メニュー･バーの [Utilities] にタッチして、プルダウン･メニューから 

[Preferences] を選択します。 

2. [Acquisition] タブにタッチします。 

3.  [HorScale always constant in] を選択している状態で [Off] ボタンまたは 

[On] ボタンにタッチします。 

 

電子メール 

本オシロスコープから電子メールを送信するためには、最初に次の設定作業を行

う必要があります。 

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

[Preference Setup...] を選択します。 

2. [E-mail 電子メール] タブにタッチします。 

3. 電子メール･サーバーのプロトコルを選択します。MAPI (Messaging 

Application Programming Interface) は、単一のクライアント（Windows 95

やWindows NTのExchangeクライアントなど）を通じて複数の異なるメッセ



WaveRunner 6Zi 

 

190 WR6Zi-GSM-J  

 

ージング･アプリケーションやワークグループ･アプリケーション(電子メール、

ボイス･メール、FAXなど)を実行できるようにするMicrosoftインタフェース

仕様です。MAPIではWindowsのデフォルトの電子メール･アプリケーショ

ン(通常はOutlook Express)が使用されます。SMTP (Simple Mail Transfer 

Protocol) は、ネットワークを通じて複数のコンピュータ間でメッセージを交

換するためのTCP/IPプロトコルです。このプロトコルは、インターネット上

で電子メールを転送するときに使用されます。ほとんどの場合、特別な考

慮や変更は不要です。 

4. MAPIを選択した場合は、[Originator Address (From:) 送信者アドレス

(From:)] データ入力フィールドの内部にタッチし、ポップアップ･キーボー

ドを使用して本オシロスコープの電子メール･アドレスを入力します。次に、

[Default Recipient Address (To:) 標準の受信者アドレス(To:)] データ入

力フィールドの内部にタッチし、ポップアップ･キーボードを使用して受信

者の電子メール･アドレスを入力します。 

5. SMTPを選択した場合は、[SMTP Server SMTPサーバー] データ入力フィ

ールドの内部にタッチし、ポップアップ･キーボードを使用してSMTPサー

バーの名前を入力します。 [Originator Address (From:) 送信者アドレス

(From:)] データ入力フィールドの内部にタッチし、ポップアップ･キーボー

ドを使用して本オシロスコープの電子メール･アドレスを入力します。次に、

[Default Recipient Address (To:) 標準の受信者アドレス(To:)] データ入

力フィールドの内部にタッチし、ポップアップ･キーボードを使用して受信

者の電子メール･アドレスを入力します。 

6. テスト用の電子メール･メッセージを送信する場合は、[Send Test Mail テ

スト用メールの送信] ボタンにタッチします。"Test mail from [オシロスコー

プの電子メール･アドレス]" という本文のテスト用メールが送信されます。 

 

トレース･カラー 

各トレースの表示色と印刷時のカラーをカストマイズすることができます。ニュー･バ

ーの [Utilities] にタッチして、プルダウン･メニューから [Preferences] を選択し、カ

ラータブを開きます。それぞれのトレースの色にタッチするとカラー編集画面が表

示されます。 

ハードコピー時のレクロイ･ロゴ 

ハードコピーをしたときにLeCroyロゴが標準で印刷されますが、このロゴを取り外

すことができます。[Utilities] にタッチして、プルダウン･メニューから[Preferences] 
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を選択し、その他を開きます。ハードコピーのチェックボックスのマークを外すと

LeCroyロゴは表示されません。 

ズーム･ハイライト表示コントロール 

通常ズームさせると、ズームしている箇所だけがハイライト表示されます。[Utilities] 

にタッチして、プルダウン･メニューから[Preferences] を選択し、その他を開き、

Dimmingの設定をオフにするとハイライト表示をOFFにすることができます。 

 

リモート･コントロール操作 

本オシロスコープは完全にリモート制御可能です。フロント･パネルの各種

ノブを使用する必要のある数少ない操作は、オシロスコープの電源を入れ

る操作と、リモート･コントロール用アドレスを設定する作業のみです。 

リモート標準規格 

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

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

LANポートでLXI（LAN eXtensions for Instrumentation）もサポートしていま

す。 

プログラム･メッセージ  

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

プログラム･メッセージを使用します。外部コントローラからWaveRunner Ziオシロス

コープに送信されるプログラム･メッセージは、形式構文に厳密に準拠していなけ

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

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

ます。 
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ファームウェア･アップグレード 

X-Stream オシロスコープのファームウエアは、定期的にアップデートされ、

最新の機能およびドライバの追加やソフトウエアの問題が解決されます。

最新のファームウェアはレクロイのウェブページに公開され、ユーザはい

つでも無料でダウンロードできます。 

注意：ソフトウェアのアップグレードによりメニューや設定方法が変更させる可能

性があります。また、現在のソフトウェア･バージョンより古いバージョンをインス

トールした場合、動作が不安定になる可能性があります。ソフトウェアのインスト

ールは常に現在のバージョンより新しいバージョンをインストールしてください。 

 

最新ファームウェアをアップグレードするには 

1. 最新のファームウェアを次のアドレスからダウンロードします。 

 http://www.lecroy.com/japan/support/firmware/default.asp 

注意：ダウンロードするにはユーザ登録が必要になります。 

2. ダウンロードしたファイルをオシロスコープにコピーするため USB  メ

モリ等にコピーします。 

3. オシロスコープ本体を起動します。 

4. USB マウスを接続します。 

5. オシロスコープのアプリケーションが起動したら、オシロスコープの

アプリケーションを終了する必要があります。アプリケーションを終

了するには、メニューの File の中の Exit を選択します。 

6. USB メモリにコピーしたファームウエアを、オシロスコープのデスク

トップにコピーします。 

7. オシロスコープのアンチウイルスソフト、セキュリティソフト

（Norton Anti Virus、Windows Defender 等）を全て停止してください。

停止しない場合、ドライバが正常にインストールされない場合がござ

います。これらのソフトを必ず停止していただくと共に、アップデー

ト終了後にこれらのソフトウエアを必ず有効にしてください。 

8. デスクトップに保存したファイルをダブルクリックし、アップデート

を開始します。以下のような画面が表示されます。Next ボタンをおし

て、次のステップに進みます。 

http://www.lecroy.com/japan/support/firmware/default.asp
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9. 以下のようなライセンス契約のダイアログが表示されます。 I Agree ボ

タンをおしてライセンスの承認を行います。 

 

10. 以下のようなインストールするコンポーネントの選択画面が表示され

ます。チェックボックスの内容を変更する必要はありませんので、こ

のまま Install ボタンを押します。 
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11. 以下のような画面が現れてプログラムおよび、ドライバのインストー

ルが行われます。 

 

12. プログラムのインストールが終了し、ドライバーのインストールが必

要な場合には、以下のような画面が表示されます。Finish ボタンをおし

て、ドライバーのインストールを行います（この画面が表示されない

まま自動的にドライバのインストールを行う場合がございます）。 
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13. ドライバーのインストールが終了後、さらに内臓デバイスのファーム

ウエアのアップデートが必要な場合には、以下のような画面が現れ、

各種デバイス用ファームウエアのアップデートを行います。 

 

左の例では Microcontroller, FPGA、

Serial FPGA, Front Panel の 4 種類の

ファームウエアの現在のバージョン

と、アップデート可能なバージョン

が示されます。アップデートが必要

なものは、Upgrade ボタンがアクテ

ィブになります。アクティブになっ

ている Upgrade ボタンを上から順番

におしていきます。全てのアップデ

ートが完了したら、Close ボタンを

押します。 
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システムの復旧 

WaveRunner Ziシリーズのオシロスコープは、長期間にわたって非常に高い信頼

性で動作するように設計されています。ただし、オシロスコープを駆動するアプリケ

ーション･ソフトウェアは Windowsプラットフォーム上で動作します。追加の

Windowsアプリケーションのインストールや既存のアプリケーションの不完全な削

除によって、Windowsオペレーティング･システムの動作が不安定になる可能性が

あります。深刻なケースでは、基本オペレーティング･システムとオシロスコープ･ア

プリケーションの再インストールが必要になる場合もあります。このような再インスト

ールを行うには、C:ドライブにインストールされる元のイメージのクリーン･コピーをリ

カバリ･ルーチンによって復元します。D:パーティション内にあるユーザ･データや

キャリブレーション･データは、この復旧処理によって影響を受けません。 

レクロイは、オシロスコープのハードディスク上の特別なパーティション内にバックア

ップ･イメージとともにリカバリ･ルーチンを用意しています。このリカバリ･ルーチンは、

下記で説明する手順に従って簡単に実行できます。 

システムの復旧処理が完了した後、MicrosoftのWeb サイトにインターネットで接

続するか、指定の番号に電話をかけて、Windowsをアクティブにする必要がありま

す。その際、オシロスコープの底部に貼られた Windows 製品キー番号が必要にな

ります。 

注意：システムの復旧処理を実行すると、オシロスコープの製造時に最新であったリビジョ

ン･レベルのオシロスコープ･アプリケーション･ソフトウェアとオペレーティング･システムの複

製が作成されます。それ以降のリビジョンのアプリケーション･ソフトウェア、Windowsオペレ

ーティング･システム、ウイルス･スキャン定義ファイルは、自動的にはインストールされません。

ディスク･イメージの復元が完了した後で、各ベンダーの Web サイトを検索して、個々のコン

ポーネントを最新のリビジョン･レベルにアップグレードすることを強くお勧めします。最新の

オシロスコープ･アプリケーション･ソフトウェアは、レクロイの Web サイト（www.lecroy.com）か

ら直接ダウンロードすることができます。 

 

オシロスコープのキャリブレーション･データは D:ドライブに保存されるため、最新のキャリブ

レーション設定は復旧処理によって影響を受けません。 

 

 

 

 

 

 

http://www.lecroy.com/
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復旧の手順 

1. インターネットを通じて Windowsをアクティブにする場合は、オシロスコー

プの背面にある LANポートにネットワーク･ケーブルを接続します。 

2. キーボード（PS2）とマウス（PS2）をオシロスコープに接続します。  

3. オシロスコープの電源を入れます。  

4. [Starting Acronis Loader... アクロニス･ローダーの開始] が表示されたら

即座に F11 を押します。画面に[Acronis Startup Recovery Manager アク

ロニス･スタートアップ･リカバリ･マネージャ] のメッセージが表示されるの

で、リカバリ･ソフトウェアのロゴが一瞬表示されるまで F11 キーを押し続け

ます。[Acronis True Image Echo orkstation アクロニス･トゥルー･イメージ･

エコー･ワークステーション]のメイン･ウィンドウが表示されます。 

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

した場合は、MB ブート･シーケンスの選択画面に進みます。 

5. メイン･ウィンドウから[Recovery 復旧]を選択します。 [Restore Data 

Wizard データの復元ウィザード]が開きます。 

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

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

復旧パーティションを置くゾーンを選択します。 [Acronis Secure Zone ア

クロニス･セキュア･ゾーン] (オシロスコープ内の復旧データの保存先)を選

択して[Next 次へ]をクリックします。 

8. [Backup Date Selection バックアップ･データの選択] ページで、バッ

クアップを作成した日付とシステムをどの状態に戻すかを選択して、

[Next 次へ]をクリックします。 

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

disks or partitions ディスクまたはパーティションを復元]を選択して、

[Next 次へ]をクリックします。 
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10.  [Partition or Disk to Restore 復元するパーティションまたはディスク]

ページで、ソースとして[SYSTEM (C:) システム(C:)]を選択し、

[Next 次へ]をクリックします。 

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

[Active アクティブ]を選択して[Next 次へ]をクリックします。 

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

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

12.  [Restored Partition Size 復元するパーティションのサイズ] ページに

は復旧に必要なパーティション･サイズが表示されます。 何も変更

は必要ありませんので、[Next 次へ]をクリックします。 

13.  [Next Selection 次の選択] ページでは、他に復元したいパーティシ

ョンやハードディスク･ドライブがあるかどうか尋ねられます。 [No, 

I do not いいえ復元しません]を選択して、[Next 次へ]をクリックし

ます。 

14. [Restoration Options 復元オプション] ページには、復旧完了後の処理

やエラーに対する処置など、その他のオプションが表示されます。 

デフォルトを選択する場合は、[Next 次へ]をクリックします。 

15. 概要ウィンドウが表示され、Acronis True Image は C:パーティショ

ンの復旧処理の準備ができていることを知らせます。 [Proceed 進

む]をクリックしてリカバリ･ルーチンを開始します。 

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

かかります。 画面に進捗状況が表示されます。 

16. 復旧が完了すると、情報ウィンドウが表示されて、データが正常に

復旧されたことを知らせます。 [OK]ボタンをクリックします。 

17.  [Exit 終了]から[Operations オペレーション]を選択します。 オシロ

スコープは再起動して、必要なソフトウェアのインストールを開始

します。 メッセージが表示され、Microsoft Office PowerPoint Viewer 

をインストールするかどうかを尋ねます。 

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

ます。 Adobe Flash Player 用の [InsallShield] ウィザードが開きます。 

19. Adobe Flash Player をインストールするには、[Install インストール]

に続いて[Finish 完了]をクリックします。X-Stream ソフトウェア･イ

ンストーラ画面が表示されます。 
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20. [Next 次へ] をクリックして続行してください。 使用許諾契約のペ

ージが表示されます。 

21. 21. [I Agree. 同意する]をクリックします。 使用許諾契約のページが

表示されます。 

22. 22. X-Stream のコンポーネントを全て選択し、[Install インストール]

をクリックします。 

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

の発行元の確認ができなかったことを知らせる場合があります。 [Install this driver software 

anyway このドライバ･ソフトウェアをインストールします]を選択して、[Install インストール] 

をクリックします。 

23. 23. X-Stream ソフトウェアのインストールが完了したら、オシロス

コープをリブートします。 

注意：ここで、Microsoft の Web サイトにインターネットで接続するか、指定の番号に電話を

かけて、Windows®をアクティブにする必要があります。 アクティブにする場合、Windows 製

品キー番号（オシロスコープの背面に貼付）を手元に用意します。 
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Windows の日本語化について 

WaveRunnerZi シリーズは Windows7 Professional 英語版が搭載されてい

ます。（2011 年 06 月現在）オシロスコープ上の表示はオシロスコープ

のプリファレンス設定から日本語に変更できますが、Windows の表示や

キーボードによる日本語入力は次のように Windows の設定を変更する

必要があります。 

 

・ Windows コントロールパネルへのアクセス 

１． オシロスコープのメニューからファイル[File] – 最小化

[Minimize]を選択し、Windos 画面を表示します。 

２． Start – Control Panel を選択し、”Clock, Language and Region ”, 

“Region and Language”のアイコンをダブルクリックします。 

３． Regional Options タブでフォーマットを日本語にします。 

 

４． 日本語でのキーボード入力をする場合には Keyborad and 

Languages タブに移り、 Change Keyborad ボタンを押します。 

５． 新しく開かれた入力言語設定のダイアログ中で Add ボタン

を押し、Imput Language から Japanese  IME を選択し、OK ボタンを

押します。日本語の入力でデフォルトにしたい場合は Default input 
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language を Japanse に設定します。OK ボタンを押してダイアログを

閉じます。 

 

 

 

６． Unicode を使用していないプログラム（オシロスコープのソ

フトウェアは Unicode に対応しています）は文字化けを起こすこと

があります。Administrative タブの Language for non Unicode programs

を Japanse に変更して、改善することができます。 
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End-User License Agreement for LeCroy® X-
Stream Software 

IMPORTANT-READ CAREFULLY: THIS END-USER LICENSE AGREEMENT 
("EULA") IS A LEGAL AGREEMENT BETWEEN THE INDIVIDUAL OR ENTITY 
LICENSING THE SOFTWARE PRODUCT ("YOU" OR "YOUR") AND LECROY 
CORPORATION ("LECROY") FOR THE SOFTWARE PRODUCT(S) 
ACCOMPANYING THIS EULA, WHICH INCLUDE(S): COMPUTER PROGRAMS; 
ANY "ONLINE" OR ELECTRONIC DOCUMENTATION AND PRINTED 
MATERIALS PROVIDED BY LECROY HEREWITH ("DOCUMENTATION"); 
ASSOCIATED MEDIA; AND ANY UPDATES (AS DEFINED BELOW) 
(COLLECTIVELY, THE "SOFTWARE PRODUCT").  BY USING AN INSTRUMENT 
TOGETHER WITH OR CONTAINING THE SOFTWARE PRODUCT, OR BY 
INSTALLING, COPYING, OR OTHERWISE USING THE SOFTWARE PRODUCT, 
IN WHOLE OR IN PART, YOU AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS 
EULA.  IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS OF THIS EULA, DO NOT 
INSTALL, COPY, OR OTHERWISE USE THE SOFTWARE PRODUCT; YOU MAY 
RETURN THE SOFTWARE PRODUCT TO YOUR PLACE OF PURCHASE FOR A 
FULL REFUND.  IN ADDITION, BY INSTALLING, COPYING, OR OTHERWISE 
USING ANY MODIFICATIONS, ENHANCEMENTS, NEW VERSIONS, BUG FIXES, 
OR OTHER COMPONENTS OF THE SOFTWARE PRODUCT THAT LECROY 
PROVIDES TO YOU SEPARATELY AS PART OF THE SOFTWARE PRODUCT 
("UPDATES"), YOU AGREE TO BE BOUND BY ANY ADDITIONAL LICENSE 
TERMS THAT ACCOMPANY SUCH UPDATES.  IF YOU DO NOT AGREE TO 
SUCH ADDITIONAL LICENSE TERMS, YOU MAY NOT INSTALL, COPY, OR 
OTHERWISE USE SUCH UPDATES.   

THE PARTIES CONFIRM THAT THIS AGREEMENT AND ALL RELATED 
DOCUMENTATION ARE AND WILL BE DRAFTED IN ENGLISH.  LES PARTIES 
AUX PRÉSENTÉS CONFIRMENT LEUR VOLONTÉ QUE CETTE CONVENTION 
DE MÊME QUE TOUS LES DOCUMENTS Y COMPRIS TOUT AVIS QUI S’Y 
RATTACHÉ, SOIENT REDIGÉS EN LANGUE ANGLAISE. 

1. GRANT OF LICENSE. 

1.1. License Grant. Subject to the terms and conditions of this EULA 
and payment of all applicable fees, LeCroy grants to you a 
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nonexclusive, nontransferable license (the “License”) to: (a) operate 
the Software Product as provided or installed, in object code form, 
for your own internal business purposes, (i) for use in or with an 
instrument provided or manufactured by LeCroy (an “Instrument”), 
(ii) for testing your software product(s) (to be used solely by you) 
that are designed to operate in conjunction with an Instrument 
(“Your Software”), and (iii) make one copy for archival and back-up 
purposes; (b) make and use copies of the Documentation; provided 
that such copies will be used only in connection with your licensed 
use of the Software Product, and such copies may not be 
republished or distributed (either in hard copy or electronic form) to 
any third party; and (c) copy, modify, enhance and prepare 
derivative works (“Derivatives”) of the source code version of those 
portions of the Software Product set forth in and identified in the 
Documentation as “Samples” (“Sample Code”) for the sole purposes 
of designing, developing, and testing Your Software.  If you are an 
entity, only one designated individual within your organization, as 
designated by you, may exercise the License; provided that 
additional individuals within your organization may assist with 
respect to reproducing and distributing Sample Code as permitted 
under Section 1.1(c)(ii).  LeCroy reserves all rights not expressly 
granted to you.  No license is granted hereunder for any use other 
than that specified herein, and no license is granted for any use in 
combination or in connection with other products or services (other 
than Instruments and Your Software) without the express prior 
written consent of LeCroy. The Software Product is licensed as a 
single product. Its component parts may not be separated for use by 
more than one user.  This EULA does not grant you any rights in 
connection with any trademarks or service marks of LeCroy.  The 
Software Product is protected by copyright laws and international 
copyright treaties, as well as other intellectual property laws and 
treaties. The Software Product is licensed, not sold.  The terms of 
this printed, paper EULA supersede the terms of any on-screen 
license agreement found within the Software Product. 

1.2. Upgrades. If the Software Product is labeled as an "upgrade," (or 
other similar designation) the License will not take effect, and you 
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will have no right to use or access the Software Product unless you 
are properly licensed to use a product identified by LeCroy as being 
eligible for the upgrade ("Underlying Product").  A Software Product 
labeled as an "upgrade" replaces and/or supplements the Underlying 
Product.  You may use the resulting upgraded product only in 
accordance with the terms of this EULA. If the Software Product is an 
upgrade of a component of a package of software programs that you 
licensed as a single product, the Software Product may be used and 
transferred only as part of that single product package and may not 
be separated for use on more than one computer. 

1.3. Limitations. Except as specifically permitted in this EULA, you 
will not directly or indirectly (a) use any Confidential Information to 
create any software or documentation that is similar to any of the 
Software Product or Documentation; (b) encumber, transfer, rent, 
lease, time-share or use the Software Product in any service bureau 
arrangement; (c) copy (except for archival purposes), distribute, 
manufacture, adapt, create derivative works of, translate, localize, 
port or otherwise modify the Software Product or the 
Documentation; (d) permit access to the Software Product by any 
party developing, marketing or planning to develop or market any 
product having functionality similar to or competitive with the 
Software Product; (e) publish benchmark results relating to the 
Software Product, nor disclose Software Product features, errors or 
bugs to third parties; or (f) permit any third party to engage in any of 
the acts proscribed in clauses (a) through (e).  In jurisdictions in 
which transfer is permitted, notwithstanding the foregoing 
prohibition, transfers will only be effective if you transfer a copy of 
this EULA, as well as all copies of the Software Product, whereupon 
your right to use the Software product will terminate.  Except as 
described in this Section 1.3, You are not permitted (i) to decompile, 
disassemble, reverse compile, reverse assemble, reverse translate or 
otherwise reverse engineer the Software Product, (ii) to use any 
similar means to discover the source code of the Software Product 
or to discover the trade secrets in the Software Product, or (iii) to 
otherwise circumvent any technological measure that controls 
access to the Software Product.  You may reverse engineer or 
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otherwise circumvent the technological measures protecting the 
Software Product for the sole purpose of identifying and analyzing 
those elements that are necessary to achieve Interoperability (the 
"Permitted Objective") only if: (A) doing so is necessary to achieve 
the Permitted Objective and it does not constitute infringement 
under Title 17 of the United States Code; (B) such circumvention is 
confined to those parts of the Software Product and to such acts as 
are necessary to achieve the Permitted Objective; (C) the 
information to be gained thereby has not already been made readily 
available to you or has not been provided by LeCroy within a 
reasonable time after a written request by you to LeCroy to provide 
such information; (D) the information gained is not used for any 
purpose other than the Permitted Objective and is not disclosed to 
any other person except as may be necessary to achieve the 
Permitted Objective; and (E) the information obtained is not used (1) 
to create a computer program substantially similar in its expression 
to the Software Product including, but not limited to, expressions of 
the Software Product in other computer languages, or (2) for any 
other act restricted by LeCroy’s intellectual property rights in the 
Software Product.  "Interoperability" will have the same meaning in 
this EULA as defined in the Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. 
§1201(f), the ability of computer programs to exchange information 
and of such programs mutually to use the information which has 
been exchanged.  

1.4.  PRERELEASE CODE. Portions of the Software Product may be 
identified as prerelease code ("Prerelease Code").  Prerelease Code 
is not at the level of performance and compatibility of the final, 
generally available product offering. The Prerelease Code may not 
operate correctly and may be substantially modified prior to first 
commercial shipment. LeCroy is not obligated to make this or any 
later version of the Prerelease Code commercially available. The 
License with respect to the Prerelease Code terminates upon 
availability of a commercial release of the Prerelease Code from 
LeCroy. 

2. SUPPORT SERVICES. 
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At LeCroy’s sole discretion, from time to time, LeCroy may provide 
Updates to the Software Product.  LeCroy shall have no obligation to 
revise or update the Software Product or to support any version of 
the Software Product.  At LeCroy’s sole discretion, upon your request, 
LeCroy may provide you with support services related to the 
Software Product ("Support Services") pursuant to the LeCroy 
policies and programs described in the Documentation or otherwise 
then in effect, and such Support Services will be subject to LeCroy’s 
then-current fees therefor, if any.  Any Update or other 
supplemental software code provided to you pursuant to the 
Support Services will be considered part of the Software Product and 
will be subject to the terms and conditions of this EULA.  LeCroy may 
use any technical information you provide to LeCroy during LeCroy’s 
provision of Support Services, for LeCroy’s business purposes, 
including for product support and development.  LeCroy will not 
utilize such technical information in a form that personally identifies 
you. 

3. PROPRIETARY RIGHTS. 

3.1. Right and Title. All right, title and interest in and to the Software 
Product and Documentation (including but not limited to any 
intellectual property or other proprietary rights, images, icons, 
photographs, text, and "applets" embodied in or incorporated into 
the Software Product, collectively, "Content"), and all Derivatives, 
and any copies thereof are owned by LeCroy and/or its licensors or 
third-party suppliers, and is protected by applicable copyright or 
other intellectual property laws and treaties.  You will not take any 
action inconsistent with such title and ownership.  This EULA grants 
you no rights to use such Content outside of the proper exercise of 
the license granted hereunder, and LeCroy will not be responsible or 
liable therefor. 

3.2. Intellectual Property Protection. You may not alter or remove 
any printed or on-screen copyright, trade secret, proprietary or 
other legal notices contained on or in copies of the Software Product 
or Documentation. 
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3.3. Confidentiality. Except for the specific rights granted by this 
EULA, neither party shall use or disclose any Confidential 
Information (as defined below) of the other party without the 
written consent of the disclosing party.  A party receiving 
Confidential Information from the other shall use the highest 
commercially reasonable degree of care to protect the Confidential 
Information, including ensuring that its employees and consultants 
with access to such Confidential Information have agreed in writing 
not to disclose the Confidential Information.  You shall bear the 
responsibility for any breaches of confidentiality by your employees 
and consultants.  Within ten (10) days after request of the disclosing 
party, and in the disclosing party's sole discretion, the receiving party 
shall either return to the disclosing party originals and copies of any 
Confidential Information and all information, records and materials 
developed therefrom by the receiving party, or destroy the same, 
other than such Confidential Information as to which this EULA 
expressly provides a continuing right to the receiving party to retain 
at the time of the request.  Either party may only disclose the 
general nature, but not the specific financial terms, of this EULA 
without the prior consent of the other party; provided either party 
may provide a copy of this EULA to any finance provider in 
conjunction with a financing transaction, if such provider agrees to 
keep this EULA confidential.   Nothing herein shall prevent a 
receiving party from disclosing all or part of the Confidential 
Information as necessary pursuant to the lawful requirement of a 
governmental agency or when disclosure is required by operation of 
law; provided that prior to any such disclosure, the receiving party 
shall use reasonable efforts to (a) promptly notify the disclosing 
party in writing of such requirement to disclose, and (b) cooperate 
fully with the disclosing party in protecting against any such 
disclosure or obtaining a protective order.  Money damages will not 
be an adequate remedy if this Section 4.3 is breached and, therefore, 
either party shall, in addition to any other legal or equitable 
remedies, be entitled to seek an injunction or similar equitable relief 
against such breach or threatened breach without the necessity of 
posting any bond.  As used herein, "Confidential Information" means 
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LeCroy pricing or information concerning new LeCroy products, trade 
secrets (including without limitation all internal header information 
contained in or created by the Software Product, all benchmark and 
performance test results and all Documentation) and other 
proprietary information of LeCroy; and any business, marketing or 
technical information disclosed by LeCroy, or its representatives, or 
you in relation to this EULA, and either (i) disclosed in writing and 
marked as confidential at the time of disclosure or (ii) disclosed in 
any other manner such that a reasonable person would understand 
the nature and confidentiality of the information.  Confidential 
Information does not include information (A) already in the 
possession of the receiving party without an obligation of 
confidentiality to the disclosing party, (B) hereafter rightfully 
furnished to the receiving party by a third party without a breach of 
any separate nondisclosure obligation to the disclosing party, (C) 
publicly known without breach of this EULA, (d) furnished by the 
disclosing party to a third party without restriction on subsequent 
disclosure, or (e) independently developed by the receiving party 
without reference to or reliance on the Confidential Information. 

4. TERMINATION. 

This EULA will remain in force until termination pursuant to the 
terms hereof.  You may terminate this EULA at any time.  This EULA 
will also terminate if you breach any of the terms or conditions of 
this EULA.  You agree that if this EULA terminates for any reason, the 
License will immediately terminate and you will destroy all copies of 
the Software Product (and all Derivatives), installed or otherwise, the 
Documentation, and the Confidential Information  (and all 
derivatives of any of the foregoing) that are in your possession or 
under your control. The provisions of Sections 1.3, 4, 6, 7, 8, and 9 
will survive any termination or expiration hereof. 

5. U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. 

If any Software Product or Documentation is acquired by or on 
behalf of a unit or agency of the United States Government (any 
such unit or agency, the "Government"), the Government agrees 
that the Software Product or Documentation is "commercial 
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computer software" or "commercial computer software 
documentation" and that, absent a written agreement to the 
contrary, the Government’s rights with respect to the Software 
Product or Documentation are, in the case of civilian agency use, 
Restricted Rights, as defined in FAR §52.227.19, and if for 
Department of Defense use, limited by the terms of this EULA, 
pursuant to DFARS §227.7202.  The use of the Software Product or 
Documentation by the Government constitutes acknowledgment of 
LeCroy’s proprietary rights in the Software Product and 
Documentation.  Manufacturer is LeCroy Corporation, 700 Chestnut 
Ridge Road, Chestnut Ridge, NY 10977 USA. 

6. EXPORT RESTRICTIONS. 

You agree that you will not export or re-export the Software Product, 
any part thereof, or any process or service that is the direct product 
of the Software Product (the foregoing collectively referred to as the 
"Restricted Components"), to any country, person, entity or end user 
subject to U.S. export restrictions.  You specifically agree not to 
export or re-export any of the Restricted Components (a) to any 
country to which the U.S. has embargoed or restricted the export of 
goods or services, which currently include, but are not necessarily 
limited to Cuba, Iran, Iraq, Libya, North Korea, Sudan and Syria, or to 
any national of any such country, wherever located, who intends to 
transmit or transport the Restricted Components back to such 
country; (b) to any end user who you know or have reason to know 
will utilize the Restricted Components in the design, development or 
production of nuclear, chemical or biological weapons; or (c) to any 
end-user who has been prohibited from participating in U.S. export 
transactions by any federal agency of the U.S. government. You 
warrant and represent that neither the BXA nor any other U.S. 
federal agency has suspended, revoked or denied your export 
privileges. It is your responsibility to comply with the latest United 
States export regulations, and you will defend and indemnify LeCroy 
from and against any damages, fines, penalties, assessments, 
liabilities, costs and expenses (including reasonable attorneys' fees 
and court costs) arising out of any claim that the Software Product, 
Documentation, or other information or materials provided by 
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LeCroy hereunder were exported or otherwise accessed, shipped or 
transported in violation of applicable laws and regulations. 

7. RISK ALLOCATION. 

7.1. No Warranty. THE SOFTWARE PRODUCT IS NOT ERROR-FREE 
AND THE SOFTWARE PRODUCT AND SUPPORT SERVICES IS/ARE 
BEING PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY 
KIND.  LECROY, FOR ITSELF AND ITS SUPPLIERS, HEREBY DISCLAIMS 
ALL WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, ORAL OR 
WRITTEN, WITH RESPECT TO THE SOFTWARE PRODUCT OR ANY 
SUPPORT SERVICES INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ALL IMPLIED 
WARRANTIES OF TITLE OR NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ACCURACY, INTEGRATION, 
VALIDITY, EXCLUSIVITY, MERCHANTABILITY, NON-INTERFERENCE 
WITH ENJOYMENT, FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, AND 
ALL WARRANTIES IMPLIED FROM ANY COURSE OF DEALING OR 
USAGE OF TRADE. YOU ACKNOWLEDGE THAT NO WARRANTIES 
HAVE BEEN MADE TO YOU BY OR ON BEHALF OF LECROY OR 
OTHERWISE FORM THE BASIS FOR THE BARGAIN BETWEEN THE 
PARTIES. 

7.2. Limitation of Liability. LECROY’S LIABILITY FOR DAMAGES FOR 
ANY CAUSE WHATSOEVER, REGARDLESS OF THE FORM OF ANY 
CLAIM OR ACTION, SHALL NOT EXCEED THE GREATER OF THE 
AMOUNT ACTUALLY PAID BY YOU FOR THE SOFTWARE PRODUCT OR 
U.S.$5.00; PROVIDED THAT IF YOU HAVE ENTERED INTO A SUPPORT 
SERVICES AGREEMENT WITH LECROY, LECROY’S ENTIRE LIABILITY 
REGARDING SUPPORT SERVICES WILL BE GOVERNED BY THE TERMS 
OF THAT AGREEMENT.  LECROY SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY LOSS 
OF PROFITS, LOSS OF USE, LOSS OF DATA, INTERRUPTION OF 
BUSINESS, NOR FOR INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, 
CONSEQUENTIAL OR EXEMPLARY DAMAGES OF ANY KIND, 
WHETHER UNDER THIS EULA OR OTHERWISE ARISING IN ANY WAY 
IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE PRODUCT, THE 
DOCUMENTATION OR THIS EULA.  SOME JURISDICTIONS DO NOT 
ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE EXCLUSION OR 
LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.  THESE LIMITATIONS ARE 
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INDEPENDENT FROM ALL OTHER PROVISIONS OF THIS EULA AND 
SHALL APPLY NOTWITHSTANDING THE FAILURE OF ANY REMEDY 
PROVIDED HEREIN. 

7.3. Indemnification. You will defend, indemnify and hold harmless 
LeCroy and its officers, directors, affiliates, contractors, agents, and 
employees from, against and in respect of any and all assessments, 
damages, deficiencies, judgments, losses, obligations and liabilities 
(including costs of collection and reasonable attorneys’ fees, expert 
witness fees and expenses) imposed upon or suffered or incurred by 
them arising from or related to your use of the Software Product. 

8. GENERAL PROVISIONS. 

8.1. Compliance with Laws. You will comply with all laws, legislation, 
rules, regulations, and governmental requirements with respect to 
the Software Product, and the performance by you of your 
obligations hereunder, of any jurisdiction in or from which you 
directly or indirectly cause the Software Product to be used or 
accessed. 

8.2. No Agency. Nothing contained in this EULA will be deemed to 
constitute either party as the agent or representative of the other 
party, or both parties as joint venturers or partners for any purpose. 

8.3. Entire Agreement; Waiver; Severability. This EULA constitutes 
the entire agreement between the parties with regard to the subject 
matter hereof.  No provision of, right, power or privilege under this 
EULA will be deemed to have been waived by any act, delay, 
omission or acquiescence by LeCroy, its agents, or employees, but 
only by an instrument in writing signed by an authorized officer of 
LeCroy.  No waiver by LeCroy of any breach or default of any 
provision of this EULA by you will be effective as to any other breach 
or default, whether of the same or any other provision and whether 
occurring prior to, concurrent with, or subsequent to the date of 
such waiver.  If any provision of this EULA is declared by a court of 
competent jurisdiction to be invalid, illegal or unenforceable, such 
provision will be severed from this EULA and all the other provisions 
will remain in full force and effect. 
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8.4. Governing Law;  Jurisdiction; Venue. This EULA will be governed 
by and construed in accordance with the laws of the State of New 
York, USA, without regard to its choice of law provisions.  The United 
Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 
will not apply to this EULA.  Exclusive jurisdiction and venue for any 
litigation arising under this EULA is in the federal and state courts 
located in New York, New York, USA and both parties hereby consent 
to such jurisdiction and venue for this purpose. 

8.5. Assignment. This EULA and the rights and obligations hereunder, 
may not be assigned, in whole or in part by you, except to a 
successor to the whole of your business, without the prior written 
consent of LeCroy.  In the case of any permitted assignment or 
transfer of or under this EULA, this EULA or the relevant provisions 
will be binding upon, and inure to the benefit of, the successors, 
executors, heirs, representatives, administrators and assigns of the 
parties hereto. 

8.6. Notices. All notices or other communications between LeCroy 
and you under this EULA will be in writing and delivered personally, 
sent by confirmed fax, by confirmed e-mail, by certified mail, 
postage prepaid and return receipt requested, or by a nationally 
recognized express delivery service.  All notices will be in English and 
will be effective upon receipt. 

8.7. Headings. The headings used in this EULA are intended for 
convenience only and will not be deemed to supersede or modify 
any provisions. 

8.8. Acknowledgment. Licensee acknowledges that (a) it has read 
and understands this EULA, (b) it has had an opportunity to have its 
legal counsel review this EULA, (c) this EULA has the same force and 
effect as a signed agreement, and (d) issuance of this EULA does not 
constitute general publication of the Software Product or other 
Confidential Information. 
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Windows® License Agreement 

LeCroy's agreement with Microsoft prohibits users from running software 
on LeCroy X-Stream oscilloscopes that is not relevant to measuring, 
analyzing, or documenting waveforms. 
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Thank you for purchasing a 
WaveRunner 6 Zi 
oscilloscope. 
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