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ようこそ
Teledyne LeCroy 製品をお買い上げいただき有り難うございます。
我々の製品の格別の機能にきっとご満足いただけると確信しております。すぐに波形観測を行うことが出来るよ
うに、この基本操作ガイドには基本的な操作手順とともにお客様のオシロスコープの設置と安全に関する重要な
情報を掲載しています。
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はじめに
WaveRunner 8000 オシロスコープについて
WaveRunner 8000 は優れたユーザインタフェースと幅広いツールボックスを組み合わせデバック時間を短縮しま
す。OneTouch MAUI はオシロスコープにおける最もユニークなタッチスクリーン・インターフェイスで、オシロ
スコープ操作に卓越した効率を提供します。WaveRunner 8000 は帯域幅 500MHz〜4GHz、サンプリング・レー
ト 40GS/s、ロングメモリ、多彩なツールセットを提供し、非常にパワフルかつ使い易い製品となっています。

OneTouch MAUI
OneTouch MAUI はオシロスコープの使い勝手を刷新します。革新的なドラッグ&ドロップ操作で指を画面から離
すことなくチャンネルや演算、計測パラメータの設定やコピーをを行うことで設定時間を大幅に削減します。ピ
ンチやスワイプ、フリックの様なタブレット等で一般的なジェスチャ操作でオシロスコープを直感的に操作出来
ます。"Add New"ボタンで素早く新しいトレースや計測パラメータを表示し、トレースや計測パラメータをただフ
リックするだけで表示オフに出来ます。

ミックスド・シグナル・オプション
組込みシステムがより複雑化するに従って強力なミックスド・シグナル・デバック機能が最近のオシロスコープ
には不可欠となっています。16 のデジタル・チャンネルと、アナログとデジタル信号の表示・計測および解析の
ためのツール・セットによりミックスド・シグナル・デザインの迅速なデバックが可能となります。24 チャンネ
ルに渡るアナログおよびデジタルの柔軟なクロスパターン・トリガは組込みシステムにおける問題を迅速に発見
し切り分けることを可能にします。

広範な解析ツール
WaveRunner 8000 では最も広範なトリガ、デコード、演算、計測パラメータおよびアプリケーション・ツールセ
ットを使用可能です。トラックやトレンド、ヒストグラムを使用して複雑な挙動の理解を助けます。スペアナ同
®
様の設定で周波数領域の波形解析を行うことができます。WaveScan 波形検索機能によりひとつの捕捉結果から
20 以上の条件での検索が可能です。LabNotebook によりレポート生成したり結果の保存が可能です。

シリアルバス・トリガ、デコード、計測/グラフ、Eye パターン
シリアルバス・トリガでイベントを切り分け、色分けされたプロトコル情報をアナログまたはデジタル波形の上
に重ねて表示します。タイミングやバス計測パラメータにより素早く簡単にシリアルデータ・システムの性能評
価を行うことができます。計測されたデータをグラフにプロットし、システム性能の時間変動をモニタすること
が可能です。Eye パターン・マスクテストとマスク違反位置表示によって物理層の異常を確認できます。
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仕様
詳細な仕様については teledynelecroy.com のデータシートで管理されます。
主な仕様
500MHz～4GHz

帯域幅
サンプリング・レート(4Ch 時)

4
10GS/s (20GS/s M モデル)

波形メモリ(/Ch)

16Mpts (64Mpts M モデル)

アナログ・チャンネル

16

デジタルチャンネル

1.25GS/s

デジタル・サンプリングレート

2ns

デジタル部最小入力パルス幅

250MHz

デジタル最大入力周波数
※デジタル入力については-MS モデルのみ

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


オシロスコープ本体



パッシブプローブ



AC 電源コード



保護カバー



基本操作ガイド



オシロスコープ・セキュリティ証明書



校正証明書(NIST トレーサブル)

ロス
シブ

コー

カバ
操作
×1

×1

WaveRunner 8000-MS モデルには以下が追加されます。
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デジタルリード・セット



フライング・リード



グランド・エクステンダ



XL マイクロ・クリップ

タル

イン
ンド・
クロ・

安全上のご注意
この章では、機器を適切かつ安全な状態で動作させるために注意すべき情報や警告を示します。ここで述べる安
全対策だけでなく、一般的な安全手順にも従ってください。このオシロスコープを組み込んだ任意のシステム全
体の安全性についてはシステム設計者の責任の元に管理してください。

安全に関する記号
機器のフロントパネルまたはリア・パネル、あるいは本マニュアルに以下の記号または用語が表示されている場
合は安全上の重要事項を警告しています。
機器の損傷の注意、または健康への危険の警告。人身傷害や損傷から保護するために付随する情報に従っ
てください。 条件が完全に理解され満たされるまで進まないでください。
この記号は感電の危険性を警告します。

この記号は測定グランド接続を示します。

この記号は"交流"を示します。

この記号が付いているスイッチは、オン/スタンバイ・スイッチです。

使用上の注意


適切な電源コードを使用してください
してください。



グランドを接続してください この製品は電源コードのグランド導体を介して接地されます。感電を防ぐために
電源コードは安全接地端子付き AC コンセントに接続しなければなりません。



プローブは適切に着脱してください
着脱しないようにしてください。



全ての入力定格を守ってください 全ての入力端子(C1-C4、Ext、AUX もしくは D1-D15)に最大定格を超えた入
力電圧を加えないでください。最大定格についてはオシロスコープ前面パネルの表示を参照してください。



規定の動作環境内で御使用ください



室内で使用してください



製品の表面を清潔で乾いた状態に保ってください



通気孔をふさがないでください この機器は内部ファンと通気孔により強制空冷を行っています。本オシロスコ
ープの両側面や背面にある通気孔を遮らないよう注意してください。十分な換気を行うために、両側面、背面、
上面に最低 15 cm の隙間が必要です。



カバーや内部の部品を取り外さないでください
ださい。
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オシロスコープに同梱される使用国で認定された電源コードのみを使用

電圧源に接続したままプローブもしくはテストリードをオシロスコープに

高湿もしくは爆発性雰囲気中での使用は決してしないでください。

すべてのメンテナンスは資格のあるサービス担当者にお任せく
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故障が疑われる場合は操作しないでください 定期的な点検を行い、損傷が疑われる場合は製品を使用しないで
直ちに使用を中止し、機器の接続を切り離します。
動作環境
周囲温度 : 5～40℃
湿度：温度が摂氏 31℃までの場合は最大相対湿度 90%
高度：最高 3,000 m (<30℃)

40℃で相対湿度 50%まで直線的に低下

電源接続とグランド接続
この機器は単相 50/60(±5%)、100-240Vrms（±±0-）AC 電源または 400Hz(0Vrm、100～120Vrms(rms%)AC 電
源で動作します。 この機器は自動的にライン電圧に対応するため、手動による電圧選択は必要ありません。
AC コンセントの接地端子は機器のフレームに直接接続されます。感電を防ぐために電源コード・プラグは安全接
地端子付き AC コンセントに接続しなければなりません。
注意：DSO の内側または外側の保護導体が断線したり、あるいは安全接地端子の接続が切断されると、
危険な状態になります。 意図的な断線は禁止されています。
導入されるアクセサリ（例えばアクティブ・プローブ、USB 周辺機器、デジタル・リードセットなど）に応じて、
この機器は以下の電力を消費します。
“M”モデル 500W (500VA)
非”M”モデル 375W (375VA)
スタンバイモード時の消費電力は 15W です。
クリーニング
湿った柔らかい布を使って、機器の外側のみ掃除してください。化学物質や研磨性材料が含まれているものは使
用しないでください。機器内部に絶対に水分が入らないようにしてください。掃除の前に、感電防止のため AC 電
源から電源コードを抜いてください。
注意：オシロスコープ内部のクリーニングはお止めください。
校正
オシロスコープは出荷前に工場で校正されています。一年に一回、工場での校正を定期メンテナンスの一環とし
て行ってください。
工場校正の間、精度を保つために WaveRunner 8000 には自動校正ルーチンが組み込まれています。これを実施す
るには Utilities > Preference Setup > Calibration を選択します：
Stored Calibration は起動時に機器を再校正するためにキャッシュされた校正ファイルを使用します。海面高度も
しくはそれに近い高度、19～30℃でオシロスコープを使用する限り、この校正ルーチンは仕様の特性を保つのに
十分です。この計測器はもし温度が保存された校正値の範囲を超えると自動的に再校正されます。もしこの温度
範囲を超えて使用するのがわかっている場合、再校正を最小にするために Calibrate All を実施してください。
Dynamic Calibration は起動時および ADC の特性に直接影響のある捕捉設定の変更があった場合に毎回オシロ
スコープを再校正します。ひとつの設定が特定の周囲温度において校正された時、校正値は校正テーブルに保存
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され、セッション中は使いまわされます。この校正エントリは一回のセッションのみ保持されます； Dynamic
Calibration は機器が電源再投入されるか、主要な捕捉設定を変更されると再スタートします。
重要な計測の前や ADC の特性に影響がありうる環境特性の大きな変化があった場合には、2 つの手動校正ルーチ
ンを使用して即座に再校正を行うことが出来ます：
Calibrate Current State は現在の垂直軸、水平軸設定を再校正します。この校正には 5 秒かかりますが、現在の
設定かつ現在の温度±かかり℃でのみ有効です。
Calibrate All は可能性のあるすべての水平軸設定の組み合わせを校正します。この校正は現在の温度で有効で、
４～５時間かかります。校正時と使用時の周囲温度が同じで一定である状態で行ってください。Calibrate All を以
下の時に実施することを推奨します：


19～30℃の温度範囲を超えて機器を使用する場合、および動作温度がこの範囲からはずれて変化した場合。
Calibrate All は 19～30℃の範囲を超えて動作させる場合は前回校正時温度から±2.5℃の範囲でのみ有効
です。



機器が新しい動作環境に移動されたとき



前回のマニュアル校正から 6 か月が経過したとき
注意：マニュアル校正を実施する場合は全ての入力をオシロスコープから適切に切り離します

サポート
オンライン・ドキュメント
オンライン・ヘルプはオシロスコープのメニューバーから Support > Dynamic Help を選択すると使用できます。
同様に Support > OneTouch Help を選択すると OneTouch MAUI のデモを見ることが出来ます。
Teledyne LeCroy は Web サイトで無料のテクニカル・ライブラリを公開しています。Teledyne LeCroy 製品を最
大限有効にお使いいただくためのマニュアル、チュートリアル、アプリケーション・ノート、ホワイト・ペーパ
ーおよびビデオが用意されています。
WaveRunner 8000 Operator’s Manual が teledynelecroy.com/support/techlib の Manuals > Oscilloscopes の下に
あります。この PDF ドキュメントはこの基本操作ガイドよりも広い範囲の操作手順について解説しています。
データシートはより詳細な製品仕様を含み、製品ページにて公開されています。
テクニカル・サポート
インストール、校正、およびソフトウェア、アプリケーション全般にわたるサポートについては、お近くのお客
様サポート・センターにお問い合わせください。
Teledyne LeCroy のテクニカル・サポートセンター
電話 ：042‐402‐9400
Fax ：042‐402‐9586
Web ：http://teledynelecroy.com/japan/
E‐mail：contact.jp@teledynelecroy.com
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設置
オシロスコープ前面
タッチスクリーン・ディスプレイ
フロントパネル
内蔵スタイラスホルダ
電源ボタン
チャンネル入力
EXT 入力
Aux 出力
USB2.0 ポート
GND と CAL 信号出力端子
ミックスドシグナル・インタフェース
チルト・フット

タッチスクリーン・ディスプレイはオシロスコープの主な表示と操作を行います。詳細はタッチスクリーンの項
目をご覧ください。
フロントパネルにはオシロスコープを制御するボタンとノブが配置されています。操作のほとんどはこのボタン
やノブで行えますが、ディスプレイ上の GUI から、あるいは両方を併用して操作するのが便利です。詳細はフロ
ントパネルの項目をご覧ください。
内蔵スタイラス・ホルダは、タッチスクリーン操作に使用できるスタイラスを収納します。
電源ボタンはオシロスコープの電源をオンにします。シャットダウンについての詳細は電源の ON/OFF の項目を
ご覧ください。
チャンネル入力 1-4 はオシロスコープの信号入力端子です。Ext には外部トリガ機器または外部サンプリング・ク
ロックを接続します。
Aux 外部コネクタからはトリガ・イネーブル信号、トリガ出力または pass/fail 出力を他の機器に出力します。
GND と CAL 信号出力端子はパッシブプローブの調整に使用します。WaveRunner 8000 オシロスープは同梱のパ
ッシブ・プローブおよび全ての Teledyne LeCroy ProBus アクティブプローブとオシロスコープの帯域の制限の元
で互換性があります。プローブ仕様については http://teledynelecroy.com/japan/products/probes/ を御参照くださ
い。
ミックスド・シグナル・オシロスコープ(-MS)で使用可能なミックスド・シグナル・インタフェースは最大で 16
ビットのデジタルラインを接続するデジタル・リードセットを接続します。個別の閾値とヒステリシス設定が可
能な２つのデジタルバンクにより異なるロジックバスを同時に観測することが可能です。
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フライングリードはそれぞれ信号とグランド接続端子をもっています。
グランドエクステンダとフライング・グランドリードはプロービングの
状況に応じて使用可能です。最適な信号品位を得るには計測に使用され
る全てのチャンネルでフライング・リード先端にグランドを接続してく
ださい。同梱のグランドエクステンダまたはグランド・フライングリー
ドどちらかを使ってグランドに接続します。

リードセットをオシロスコープに接続するにはミックスドシグナ
ル・インタフェースにかちっと音が聞こえるまでコネクタを押し
込みます。
リードセットを取り外すにはコネクタ両脇のボタンを押し込んだ
状態にして引き抜きます。

オシロスコープ側面
USB2.0 ポート (2)
イーサネットポート (1) LAN 接続またはリモート制御用
DisplayPort 端子 (2)

外部モニタの接続

USB3.1 Port (4)
DVI ポート

外部モニタの接続

オーディオ入力/出力端子 外部オーディオ機器接続用スピーカ
ー、マイクおよびライン入力
USBTMC ポート (1)
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接続
起動後、オシロスコープ入出力端子に物理的に接続を行うためにオシロスコープを以下の様に設定します。詳細
な手順については WaveRunner 8000 Operator’s Manual を参照してください。

LAN
WaveRunner 8000 は DHCP による自動ネットワーク・アドレス取得に対応します。ネットワークにアクセスする
には側面パネルの LAN ポートにイーサネットケーブルを接続します。Utilities > Utilities Setup > Remote を開
き、ネットワークに接続し IP アドレスを取得する為に TCPIP を選択します。
固定 IP アドレスを割り当てるには、Remote 設定ダイアログから Net Connections を開き、Windows のネット
ワーク設定ウィンドウからデバイス・アドレスを指定します。Email 設定を行うには Utilities > Preference Setup
> Email を開きます。

プリンタ
WaveRunner 8000 はオシロスコープにインストールされている Windows OS に対応した USB プリンタをサポー
トします。USB ホスト・ポートのいずれかにプリンタを接続し、プリンタ設定の為に Utilities > Utilities Setup >
Hardcopy を開きます。

Audio/USB 周辺機器
適切なポートにデバイスを接続します。これらの接続はプラグ＆プレイとなっています。設定には Windows のコ
ントロール・パネルを使用します。File > Minimize で Windows デスクトップを表示することが出来ます。

リモート制御
TCPIP または LXII を使用するには、コントローラ機器に側面パネルの LAN ポート経由で接続します。USB を使
用するには USBTMC ポート経由で接続します。リモート制御の設定には Utilities > Utilities Setup > Remote を
開きます。

外部モニタ
WaveRunner 8000 は最大 2560x1600 解像度の WQXGA モニタをサポートします。機器側面の DisplayPort 端子
にモニタケーブルを接続します。(異なるインタフェースからの変換アダプタを使用することも可能です)DVI イン
タフェースの使用もサポートされています。Windows コントロール・パネルからディスプレイ設定行います。オ
シロスコープの内蔵モニタを必ず第一番目のモニタに指定してください。
拡張グリッド機能を使用するには２番目のモニタを duplicate ではなく、extend に設定します。もし外部ディスプ
レイがタッチスクリーン対応ならばソフトウェア・ユーザインタフェースは外部モニタのタッチをすることでコ
ントロールすることが出来ます。
注意： オシロスコープのタッチスクリーンは富士通ドライバを使用します。競合の可能性があるため、富士通ド
ライバを使用した外部タッチスクリーン・モニタはタッチスクリーンとしては使用出来ず、ディスプレイとして
のみ使用可能となります。
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外部サンプリング・クロック
外部サンプリング・クロックの入力を行うには、フロントパネルの EXT 端子に BNC ケーブルを介してクロック
ソース・デバイスを接続します。Timebase > Horizontal Setup > Clock Source からクロックの設定を行います。

リファレンス・クロック
外部リファレンス・クロックを入力/出力するには背面の Ref In または Ref Out 端子に外部機器を BNC ケーブル
経由で接続します。Timebase > Horizontal Setup > Clock Source でクロックの設定を行います。

Aux 出力
フロントパネルの Aux 出力端子に BNC ケーブルを介して他のデバイスに接続します。 Utilities > Utilities Setup
> Aux Output を開き出力信号の設定を行います。

オシロスコープ背面
ハンドル
Ref In および Ref Out

外部 Ref クロ

ックを入力したり他の機器へ Ref クロ
ックを出力するのに使用します。
AC 電源コネクタ
セキュリティ・ロック

電源の On/Off
背面 AC 電源インレットにお使いの国の規格の電源コード差し込み、コンセントに接続してください。電源ボタ
ンを押して電源を On にします。 (電源接続とグランド接続の項目を参照)
注意：機器の Windows®の電源オプションを初期状態からシステムスタンバイもしくはシステムハイバネ
ート・モードに決して変更しないでください。
注意：信号が入力された状態で電源を投入したり校正を行わないでください。
File>Shutdown を選択して電源を OFF にします。電源ボタンをもう一度押すことでシャットダウンをすることも
出来ますが、シャットダウンは Windows に委ねられ、メモリ・トレースやセットアップ・パネルが適切に保存さ
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れない場合があるため推奨しません。
電源ボタンおよび File > Shutdown はオシロスコープを AC 電源から切断するわけではなく、スタンバイ回路は
待機電力を消費します。機器への電源を完全に遮断するには、スタンバイ状態になってから電源コードを AC コ
ンセントから抜く必要があります。

注意：電源を完全に落とす必要がある場合は電源コードを抜き差しできない場所に設置しないようにし
ます。
長期間使用しない時は電源コードを抜いておくことをお勧めします。

言語選択
言語を変更するにはメニューバーから Utilities > Preference Setup > Preference タブを開き、 ご利用になりた
い言語を選択します。言語選択の後にはオシロスコープ・ソフトウェアは再起動する必要があります。
もし Windows オペレーティング・システムの言語を変更したい場合には
1.

オシロスコープの画面をぬけて Windows デスクトップを表示するために File > Exit を選択します。

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

ブラウズ・ボタンを押して D:¥Lang Packs¥ を開き、インストールしたい言語を選択します。インストーラ
ーの指示に従ってください。

7.

コントロールパネルを閉じた後、デスクトップにある Start DSO アイコンをダブルクリックしてオシロスコ
ープ・アプリケーションを再スタートします。

注意： 対応可能な言語はドイツ語、スペイン語、フランス語、イタリア語および日本語です。他の言語パックは
マイクロソフトの Web サイトからダウンロードできます。

ソフトウェアのアクティベーション
オシロスコープの制御ソフトウェア（ファームウェアと標準アプリケーション）は納品時にアクティベートされ
ています。
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ファームウェア・アップデート
ファームウェアのアップデートは teledynelecroy.com/japan/support/software/ から無料でダウンロード出来ます。
アドレスをご登録いただいているユーザには新しいアップデートがリリースされるとメール配信でお知らせが届
きます。アップデートをダウンロードしインストールするには以下の手順に従ってください。

1.

オシロスコープのデスクトップから（File > Minimize）またはリモート PC からブラウザを開いて上記ソフ
トウェア・ダウンロードページを開きます。

2.

オシロスコープ > ファームウェア・アップグレードを選択します。

3.

WaveRunner シリーズを選択します。（米国サイトに移動します。無料のアドレス登録が必要）

4.

プルダウンメニューから WaveRunner 8000/ WaveRunner 8000-MS を選択します。

5.

ダウンロードしたファイルはオシロスコープのデスクトップに置いてダブルクリックしインストーラを起動
します。

6.

インストール・ウィザードに従ってください。

7.

インストールが完了したら機器をリブートします。

注意：インストールには数分かかります。インストールの途中でオシロスコープの電源を切らないでく
ださい。
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ユーザインタフェース
タッチスクリーン・ディスプレイ
このディスプレイは画面全体がタッチスクリーンになっています。タブレットの様にタッチ、ドラッグ＆ドロッ
プ、スワイプ、ピンチおよびフリック等のジェスチャー操作が使用できます。情報が表示されている画面上の操
作パネルの多くの部分は他の機能にアクセスできる“ボタン”になっています。それらのタッチ操作出来るどの
ボタンもマウスでクリック出来ます。どちらか使いやすい方法で操作してください。

メニュー・バー
グリッド・エリア
トリガレベル・インジケータ
トリガタイム・インジケータ
カーソル・マーカ
トレース・ディスクリプタ・ボックス
Add New ボックス
タイムベースおよびトリガ・ディスクリプタ・ボックス
水平カーソル読み値
設定ダイアログ

メニューバーからドロップダウン・メニューを選択すると設定ダイアログを呼び出したり他の機能にアクセス出
来ます。全ての機能はメニューバーや他のショートカットを介してアクセス出来ます。
もし Undo が許される操作の場合(例えばセットアップの呼出しなど)は画面右上に小さな Undo ボタンが
表示されます。 オシロスコープを以前の画面に戻したい時にはこのボタンを押します。
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グリッド・エリアは波形トレースを表示するエリアです。異なるグリッドスタイルを選択する事も出来ます。
カーソルは計測ポイントが設定された場所を示します。位置を迅速に移動するにはカーソル・インジケータをタ
ッチしドラッグします。水平カーソル読み値はタイムベースおよびトリガ・ディスクリプタ・ボックスの下に表
示されます。
トリガレベルとトリガタイム・インジケータはトリガが設定されるとトリガ入力に対応した色でグリッドに表示
されます。
トレース・ディスクリプタ・ボックスは表示トレースに１つグリッドエリアの下に現れます。多くのトレースが
表示されている場合はサイズが調整されます。
Add New ボックスはトレース・ディスクリプタ・ボックスの隣に配置されます。新しいトレースや計測値テーブ
ル等を表示したい場合に使用します。OneTouch MAUI の項目を参照してください。
タイムベースとトリガ・ディスクリプタは画面右下に表示されます。タイムベースとトリガ設定はチャンネル・
トレースにのみ表示されます。対応する設定ダイアログを開くにはディスクリプタ・ボックスをタッチしてくだ
さい。
設定ダイアログは設定値を入力するために画面下に出てきます。一番トップに表示されるのは選択した機能のメ
イン設定タブになります。関連する設定はメイン設定タブの右側に一連のタブとして表示されます。それら設定
タブを開くにはタブをタッチしてください。

メイン・チャンネル、演算、メモリおよびデジタル設定ダイアログに配置されたこれらのツールバーのボタンは
便利なショートカットで、画面下の設定ダイアログから直接各機能にアクセスすることができます。これらはア
クティブなトレース（ハイライトされたトレース）に適用されます。
最大８つの計測パラメータを適用
ズームトレースを表示
トレースに対して演算を適用
シリアルデコード設定ダイアログを開く
アクティブトレース対応するをメモリトレースにコピー（例：C2M2）
波形がグリッドにフィットする様に縦軸スケールを決める
アクティブトレースを次のグリッドに移動
波形にカスタムラベルを適用
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表示の変更
グリッドはフルスケールに相当する垂直軸 8 目盛および水平軸 10 目盛のすべての線を表示します。各目盛が表す
値は表示されるトレースのスケール設定に依存します。

マルチグリッド・ディスプレイ
グリッドエリアはそれぞれが垂直フルスケールに対応する複数のグリッドに分割表示することが出来ます。様々
なマルチグリッド・モードが選択できます。

初期設定では、オシロスコープは Auto グリッド・モードが有効になっています。新しいトレースを表示すると最
大で 16、それ以上追加できなくなるまで自動的にグリッドが追加されます。その他のグリッド・モードは固定グ
リッド数および配置指定となっています。各グリッドモードのアイコンにグリッドの配置が図示されています。
タッチスクリーン・ディスプレイの設定を修正するには、メニューバーから Display > Display Setup を選択し、
Display 設定ダイアログから行います。
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拡張ディスプレイ
もしセカンド・モニタが接続されている場合、Display 設定ダイアログで Extend Grids on 2nd Monitor を選択し、
拡張ディスプレイ・ポップアップ・メニューからグリッドスタイルを選択します。どちらのディスプレイにもグ
リッドスタイルがシェアされます。トレースをディスプレイ間で移動するにはディスクリプタ・ボックスをドラ
ッグ＆ドロップします。

ラインと輝度
トレース・スタイルは一連の個別のサンプルポイントまたは連続ベクトル線に設定出来ます。
Grid Intensity はグリッド線を暗く、または明るくします。
実際に表示できるよりも多くのデータが利用可能な場合、Trace Intensity 設定によりあまり頻度の高くない部分
を暗くすることによって頻繁に発生する重要なイベントを可視化するのに役立ちます。

輝度 100%

輝度 40%

フロントパネルの Intensity ボタンを押すと、Adjust ノブでトレース輝度設定を変更するこ
とが出来るようになります。
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トレースの操作
トレース・ディスクリプタ・ボックス
チャンネル(C1-C4)、ズーム(Z1-Z8)、演算(F1-F8)、メモリ(M1-M4)およびデジタル(Digital1-Digital4; -MS モデル)・
ディスクリプタ・ボックスはトレース表示を ON にするとグリッド・エリアの下に現れます。ディスクリプタ・
ボックスはそれが表すトレースのサマリー表示をし、アクティベートを行い、配置および設定を行います。

トレース・ショートカットメニュー
トレース・ショートカットメニューはトレースに演算や計測パラメータ、ラベルを素早く適用するためのメニュ
ーです。ショートカットメニューを開くには、ディスクリプタ・ボックス上でマウスを右クリック、あるいは白
い円が現れるまで指でタッチしたままにし、その後離します。

アクティブと非アクティブなトレース
多数のトレースが開かれていてディスプレイに表示されていても、アクティブなトレースは同時に１つだけです。
これはトレースの種類によりません。全ての操作は他のトレースが代わりに選択されるまで、そのアクティブな
トレースに対して行われます。
トレースをアクティブにするにはトレースまたは対応するディスクリプタ・ボックスをタッチします。ディスク
リプタ・ボックスが青い縁取りでハイライトされ、フロントパネルのノブやタッチスクリーン・ジェスチャがそ
のトレースに適用されるようになります。
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設定の変更
設定ダイアログにおいて、多くの入力項目はタッチすることで現れるポップアップ・メニューから選択して設定
をすることが出来ます。しかし、タッチ後入力欄が青くハイライトされる場合は、その入力欄がアクティブとな
っており、フロントパネルのノブをまわして値を変更することが出来ます。（垂直レベルや水平ディレイの様な）
専用のノブをもたない入力欄も Adjust ノブを回すことで変更できます。
キーボードが接続されている場合、
アクティブな（強調表示された）
データ入力欄にエントリを入力で
きます。 または、もう一度タッチ
するとポップアップする仮想キー
パッドまたはキーボードのキーに
触れることで入力をすることも出
来ます。 仮想キーパッドを使用す
るには、電卓と同じようにソフト
キーをタッチします。OK をタッ
チすると、設定した値がフィール
ドに反映します。
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OneTouch MAUI
設定の変更や新規作成にタッチ、ドラッグ、スワイプ、ピンチおよびフリック操作を使用することが出来ます。
設定ダイアログを使用して表示を変更するのと同じように、様々な表示オブジェクトを移動したり設定を変更で
きます。OneTouch ジェスチャで変更した後、切りの良い値にするなど詳細な値に再設定するには設定ダイアログ
を使用してください。
ドラッグ＆ドロップの際に、配置可能な先は白いボックスで縁取りされます。無効な場所に移動しようとすると
無効を示すシンボル(Ø)が指先、あるいはカーソルに表示されます。

表示 ON
新たなチャンネル、演算、メモリまたはズーム・トレースを表示 ON にするには、同じタイプのトレースのいず
れかのディスクリプタ・ボックスを Add New（”＋”）ボックスにドラッグします。次の番号のトレースが追加さ
れ初期設定で表示され、そのトレースがアクティブとなります。
もしドラッグするべき所望のタイプのディスクリプタ・ボックスがディスプレイ上にひとつも無い場合は、Add
New ボックスをタッチし、ポップアップメニューからトレースタイプを選択します。
計測パラメータ・テーブルが閉じている状態から表示 ON にするには、Add New ボタンをタッチして Measurement
を選択します。

設定のコピー
同じタイプのひとつのトレースから他のトレース
（例：チャンネルからチャンネル、演算から演算）に
設定をコピーするには元となるディスクリプタ・ボッ
クスをコピー先のディスクリプタ・ボックスにドラッ
グ＆ドロップします。

計測パラメータ(Px)の設定のコピーをするには、計
測値テーブルのソース列をコピー先の列にドラッグ
＆ドロップします。Pass/Fail の読み値テーブルの判
定条件(Qx)でも同様の操作をすることが出来ます。
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ソースの変更
トレースのソースを変更する場合、所望のソース
を相手先のディスクリプタ・ボックスにドラッグ
＆ドロップします。相手先の設定ダイアログのソ
ース欄にドロップすることも出来ます。

計測パラメータのソースを変更するには、所望のソ
ースを計測値テーブルのパラメータ(Px)列にドラッ
グ＆ドロップします。Pass/Fail の読み値テーブルの
qualifier(Qx)でも同様の操作をすることが出来ます。

カーソル位置変更
カーソル計測時間/レベルの変更は、カーソル・マーカをグリッド上の新しい位置にドラッグ
します。カーソル読み値は即座にアップデートされます。

水平軸カーソルをカーソルがグリッド外にあるスケール設定のズームや他の演算トレースに配置するには、カー
ソル読み値をタイムベース・ディスクリプタ・ボックスの下からカーソルを配置したいトレースのグリッドにド
ラッグ＆ドロップします。カーソルはグリッドの 5 目盛または 2.5 と 7.5 目盛の位置にセットされます。ソース・
トレースのカーソルはそれに合わせて調整されます。
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トリガの変更
トリガレベルを変更するにはトリガレベル・インジケータを Y 軸上の新しい位置にドラッグします。トリガ・デ
ィスクリプタ・ボックスは新しい電圧レベルを表示します。
トリガソース・チャンネルを変更するには、所望のチャンネル(Cx)のディスク
リプタ・ボックスをトリガ・ディスクリプタ・ボックスにドラッグ＆ドロップ
します。トリガはそのチャンネルがソースだった前回の設定に戻ります。

メモリ・トレースへの保存
トレースを内部メモリ・トレースに保存
するにはトレース・ディスクリプタ・ボ
ックスを保存先メモリ(Mx)ディスクリ
プタ・ボックスにドラッグ＆ドロップし
ます。

トレースの移動
トレースを他のグリッドに移動するには、トレ
ース・ディスクリプタ・ボックスを移動先のグ
リッドにドラッグ＆ドロップします。
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スクロール
数値や読み値テーブルの長いリストをスクロール
するには、選択したダイアログやテーブルを上下
方向にスワイプします。

パン
トレースをパンするには、まずトレースを直接、またはそのデ
ィスクリプタ・ボックスにタッチしてアクティベートします。
その後波形トレースを左右、上下にドラッグします。

ズーム
新しいズームトレースを作成するには、ズームしたいトレースの該当部分を対角
線にタッチ＆ドラッグして選択ボックスを描画します。ズーム箇所を正確に指定
するにはズーム・ディスクリプタ・ボックスをタッチしてズーム設定ダイアログ
を開きます。
どのトレースに対しても、ズームインするにはトレースに対して２つの指を水平
方向に広げる動作をさせます。

ズームアウトするにはトレースに対して２つの指を水平方向につまむ様に狭める動作をします。
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表示オフ
トレース表示をオフにするには、トレース・ディスクリプタ・ボックスをスクリーンの下に向かってフリックし
ます。

計測パラメータまたは Pass/Fail の判定条件の表示をオフにするには、Px または Qx のセルをスクリーンの下に
向かってフリックします。テーブルの最後のセルをはじき出すと、テーブルは閉じます。

25

フロントパネル
フロントパネルにあるほとんどの操作ボタンやノブはタッチ・スクリーンで操作できる機能と重複しています。
それらは基本操作の章および WaveRunner 8000 Operator’s Manual で詳しく解説されます。以下はいくつかの特
別なフロントパネル操作です。
Auto Setup は全ての表示チャンネルを自動設定します。
Default Setup 全ての設定を工場出荷時の初期設定に戻します。
プリント・ボタンは画面キャプチャを取り込みハードコピー設定に
従 っ て処 理 しま す。（ USB ド ラ イ ブ にフ ァイ ル とし て 保存 、
LabNotebook エントリを作成他）キャプチャ範囲はグリッドエリ
アのみからフルスクリーンまで指定できます。
タッチスクリーン・ボタンはタッチスクリーン機能を有効化/無効
化します。
Clear Sweeps ボタンは演算や計測パラメータのカウンタをリセ
ットします。
フロントパネルの Adjust ノブを回すと、ハイライトされた入力フ
ィールドの値を変更することが出来ます。Adjust ノブを押し込むと
ノブを回したときの疎調と微調を切り替えます。

フロントパネルの全てのロータリーノブは回転に対応する機能とは別に、ボタンの様に押し
込む操作に他の機能が割り当てられています。ノブの上段ラベル表示には回転操作をした時
の主要動作が記載されています。下段には押し込む操作をした場合の動作が記載されていま
す。
多くのフロントパネル・ボタンは機能がアクティブな時に点灯します。

26
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基本操作
垂直軸
これらの操作はトレースの Y 軸方向を調整します。
フロントパネルから
アナログトレースをアクティブにします。
デジタルトレースをアクティブにします。(-MS モデルのみ)
オフセット値を変更します (アナログ)、あるいは表示の垂直位置を調整します (デ
ジタル) 。押し込むとゼロに戻ります。
垂直スケールを変更します (アナログ)、あるいはロジック・グループをハイライト
します (デジタル) 。押し込むと微調になります。

ディスプレイからのアナログトレースの操作
他のチャンネルのディスクリプタ・ボックスを Add New ボックスにドラッグするか、Add New ボックスを
タッチし、チャンネルを選択します。

新しいディスクリプタ・ボックスをタッチし Cx 設定ダイアログを開きます。
垂直軸設定を変更
または
任意の他のチャンネル・ディスクリプタ・ボックスを新しいディスクリプタ・ボックスにドラッグして設定
をコピーします。
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チャンネル・ディスクリプタ・ボックス

ディスプレイからのデジタルトレースの操作
Vertical > Digital # Setup を選択
デジタル設定ダイアログを開くにはデジタル・ディスクリプタをタッチします

それぞれのアクティブ・グループ(1～4)を設定する場合はタブを開きます。
チェックボックスをタッチしてグループ内のラインを選択します。デジタルバンクの切り替えに矢印ボ
タンも使用できます。
個別のデジタルライン、バストレース、あるいは両方の表示を選択します。
垂直位置を入力（センターに対して最下位ビットの上端位置を指定します）
、およびグループの高さ(グル
ープで占有される垂直スペース)をグリッドの division で指定して表示を変更します。

標準的なロジックの種類を選択します。もしくは閾値とヒ
ステリシスのカスタム値を設定します。各デジタルバンク
毎に異なる設定をする事が出来ます。

ライントレースは各ラインのハイ、ロー、遷移ポイントを示します。

28
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バストレースは各ラインを 16 進数にまとめて表示します。
デジタル・ディスクリプタ・ボックス

ライン・アクティビティ・インジケータ

29

水平軸(タイムベース)
これらの操作はトレースの X 軸方向の調整を行います。
フロントパネルから

トリガディレイを調整します。押し込むとゼロに戻ります。
水平軸スケールを変更します。(Time/div) 演算、メモリ、ズームトレースの場合は押し込むと
微調になります。

ディスプレイからの操作
タイムベース・ディスクリプタ・ボックスをタッチして
タイムベース設定ダイアログを開きます。

サンプリング・モード選択ボタン
Time/div 入力欄
ディレイを入力もしくは Set To Zero ボタンでゼロに戻します
リファレンス/サンプリング・クロックの変更を場合は Clock Source タブを使用します
タイムベース・ディスクリプタ・ボックス

30
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トリガ
ト リガ は捕 捉を 行う タイミ ング をオ シロ スコ ープに 指定 しま す。 使用 可能な トリ ガの より 詳細 な解説 は
WaveRunner 8000 Operator's Manual に記載されています。
フロントパネルからの操作
トリガ設定ダイアログを開きます
捕捉動作の設定を行います
Auto －トリガ設定条件を満たす場合は Normal と同じ動作を行い、満たさない場合は規定の周期でトリガを
行います
Normal －トリガ設定条件を満たした時にトリガを繰り返します
Single －トリガ設定条件を満たした時に一回だけトリガします
Stop －波形データの捕捉を停止します
トリガレベルを変更します。押し込むとレベルを自動設定します
READY ライト －トリガが準備出来たときに点灯します
TRG’D ライト －トリガが発生したときに点灯します

ディスプレイからの操作

トリガ設定ダイアログを開くにはトリガ・ディスクリプタ・ボックスをタッチします。

トリガタイプを選択
トリガソース・チャンネルを選択またはチャンネル・ディスクリプタ・ボックスをソース欄にドラッグし
ます。
カップリングやスロープ等のトリガタイプによって必要となる他の設定を行います
タッチしてトリガ・レベルを設定 (V)、あるいは Find Level ボタンで自動的に設定します
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トリガ・ディスクリプタ・ボックス

トリガ・インジケータ

カーソル
カーソルはトレース上の計測ポイントを設定します。それぞれ異なる表示のプリセットされた 5 つのカーソルの
種類があります：水平(時間)、水平+垂直、垂直(振幅)、水平(周波数)および水平(イベント)。これらは WaveRunner
8000 Operator's Manual に詳細に記載されています。
フロントパネルからの操作
カーソルを使用するときに押します。続けて押すと全てのカーソルタイプを順に繰
り返します。
カーソル位置を調節します。押し込むと別のカーソルマーカを調節出来ます。

ディスプレイからの操作
カーソル設定ダイアログを開くには
Cursor>Cursor Setup を選択します。
タッチしてカーソルタイプを選択し
ます。
カーソル位置を変更するにはカーソ
ルマーカをタッチ＆ドラッグします。
垂直カーソルの読み値はディスクリ
プタ・ボックスの中に表示されます。
水平カーソルの読み値はタイムベー
ス・ディスクリプタ・ボックスの下
に表示されます。水平軸カーソル読
み値をズームトレースにドラッグす
るとカーソルはズームエリアに配置
されます。
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計測パラメータと統計
計測パラメータは、例えば振幅や周波数などの数値として表すことの出来る波形パラメータです。ひとつもしく
は複数のチャンネル・トレースから最大 8 つの計測パラメータを同時に設定し、計測値をテーブルに表示するこ
とが出来ます。計測結果の統計表示をパラメータ・テーブルに追加することが出来ます。また histocon すなわち
ミニチュア・ヒストグラムとして測定値の統計分布を表示することが出来ます。いくつかの計測パラメータでは
計測に必要なレベルの値を設定する事が出来ます。波形の特定部分の計測を実施するためには計測ゲートを使用
することが出来ます。

Add New ボックスをタッチし、Measure を選択し計測テーブルを開きます
計測パラメータ値。Px 設定ダイアログを開くにはセルをタッチします。Px セルを他のセルにドラッグす
ると元のパラメータ設定をコピーすることが出来ます。
Measure 設定ダイアログを使用して計測テーブル、
統計表示、
ヒストアイコンおよびヘルプマーカの On/Off
を指定します
Px 設定ダイアログでは計測パラメータの新規作成 / 変更を行います
タッチして計測ゲート・サブ設定ダイアログを開き計測ゲートを設定、またはゲートマーカをグリッドの
両端から希望位置にドラッグします
タッチして計測パラメータ値のヒストグラム、トレンド、トラックを表示します
トレース・ディスクリプタ・ボックスを Px にドラッグすると計測パラメータのソースを変更できます。
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演算
演算トレースは 1 つまたは複数のチャンネルのトレースに数学関数(例えば平均、FFT、ヒストグラム)を適用した
結果を表示します。演算トレースと計測パラメータの重要な相違点は計測パラメータの結果が数値であるのに対
して演算の結果は常に別の波形になるという事です。

続き番号の演算トレース表示を On するには、Add New ボックスをタッチし Math を選択するか、他の演算デ
ィスクリプタ・ボックスを Add New ボックスにドラッグします。
演算トレース(F1-F8)はソース・トレースとは別個のグリッドに開きます。
演算ディスクリプタ・ボックスには演算トレースのスケールが表示されます。演算(Fx)設定ダイアログを開く
にはボックスをタッチします。
Fx 設定ダイアログを開いて演算を変更します
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メモリトレース(参照波形)
メモリトレースは比較参照の為に保存されたトレースです。それらは他のトレースとの比較の為にディスプレイ
に呼び出すことが出来ます。メモリトレースは以前のデータをさらに詳しく解析するためにズームしたり計測パ
ラメータを適用することが出来ます。最大 4 つまでの内部メモリ(M1～M4)に波形を保存することが出来ます。そ
の後は新しいメモリ波形は以前保存したデータを上書します。
メモリトレースはオシロスコープが再起動されるまで内部メモリに保持されます。永続的にメモリトレースを保
存するにはメニューバーから File > Save Waveform を選択して外部ファイルに波形データを保存します。外部フ
ァイルに保存した波形データはメニューバーから File > Recall Waveform を選択して M1～M4 の内部メモリに戻
して表示することが出来ます。オシロスコープ上に波形を戻すためには “.trc”拡張子の形式（バイナリ型式）で保
存しなければなりません。

保存されたメモリトレースを呼び出すにはフロ
ントパネルの Mem(ory)ボタンを押してメモリ設
定ダイアログを開き、M1-M4 の隣のチェックを入
れます。

新たなメモリにストアするには、以下のいずれかの操作を行います。

Add New ボックスをタッチし、Memory を選択して次の番号のメモリトレー
スを On にします。

保存したい元波形トレースのディスクリプタ・ボックスを Mx ディスクリプ
タ・ボックスにドラッグします。

あるいは

M1-M4 タブを開きます
ストアしたいトレースを Copy From Waveform 欄で指定し Copy Now をタッチします。
ストア波形に注釈やラベルを追加することも出来ます
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デコード
シリアルトリガおよびデコード・ソフトウェアオプションがインストールされているとフロントパネルの Decode
ボタンが有効になります。シリアルデコード設定ダイアログを開くにはこのボタンを押します。デコーダはソフ
トウェアアルゴリズムを使用して、オシロスコープで捕捉された物理層波形からエンコードされた情報を展開し
ます。波形には注釈がつけられ、素早く直感的にプロトコルと物理層信号の関連を理解することができます。シ
リアルトリガはデータストリームの中から、ユーザ定義された複雑なパターン、イベントを見つけ出しトリガを
かけます。計測/グラフおよび Eye パターン・オプションではシリアルデータのデバッグの為の特別な計測パラメ
ータで計測したりプロットする事が出来る様になります。

入力とプロトコルを選択し、サブ設定ダイアログで必要な設定を行います。
デコードされた情報は色付けされ波形にオーバーレイされます。
セルをタッチしてそのひとつの Index のデータに相当する波形部分をズームします。ズームされた行はハイ
ライトされます。
複数のデコードが有効になっている場合はサマリーテーブルが表示されます。詳細デコード情報を表示する
には Index セルをタッチします。ズームの際には Index と Protocol 以外のセルをタッチしてください。
セルの隅の三角マークをタッチするとデコード結果の全データ要素がポップアップ・ウィンドウに表示され
ます。
結果テーブルのカスタマイズやデコード波形中のイベントの検索を行います。
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WaveScan
WaveScan 波形検索機能はひとつの捕捉結果から異常なイベントを検索、あるいは長時間にわたる多数の捕捉の
中から特定のイベントをスキャンし見つけ出すことが出来ます。プリセットされたスキャン・モード(トリガ設定
と同様）により関心のあるイベントを迅速に見つけ出すことが出来ます。検索結果はタイムスタンプがついて表
にまとめられ、選択して個別に表示することが出来ます。

スキャンモード（検索したいイベント）、検索ソース波形を指定します。
詳細スキャン設定
結果表示方法の選択：タイムスタンプ有り/無しのイベント・テーブル、スキャン・オーバレイ、ズーム・ト
レースまたは全選択
イベントが検出された場合のアクション設定。パルス出力またはアラーム音出力など。
検出されたイベントの結果テーブル。イベントをタッチするとグリッド上で該当部分がズームされます。
ソーストレース上に選択したイベント部分がハイライトされます。
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ヒストリモード
フロントパネルの History ボタンはヒストリモードを開きます。ヒストリモードはオシロスコープのヒストリバ
ッファ上に記録領域が一杯になるまで自動的に保存された捕捉を見ることができます。個々の捕捉波形をグリッ
ドに再呼出し出来るだけではなく、波形の時間変化を詳細に捉えるためにスピードを変えながらヒストリを前後
にスクロールすることが出来ます。それぞれのヒストリ波形はインデックスとタイムスタンプがついており、捕
捉の絶対時間を指定したり、ヒストリ中の相対時間を指定して表示することも出来ます。

テーブルの表示は相対時間タイムスタンプ有り/無しの指定ができます。
ヒストリ波形の“リプレイ”には Auto Play ボタンおよび設定ダイアログの下にあるスライダー・バーを使
用します。関心のあるイベントの発見のために便利です。また、Adjust ノブを使用してヒストリ波形を切
り換えることも出来ます。
関心のあるイベントを発見した際には一時停止してディスプレイを止め、インデックス行を選択して詳細
を表示します。
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LabNotebook
LabNotebook ツールによってオシロスコープ上でユーザ自身の注釈をつけた波形イメージを含む簡易レポートを
作成することが出来ます。
作業中に個別の Notebook エントリを作成することが出来ます。File > LabNotebook を選択すると、LabNotebook
設定ダイアログが開いてきます。メモ書きを加えることの出来る全ての Notebook エントリが閲覧でき、いくつか
のレポート・フォーマットでエクスポートすることも出来ます。
LabNotebook の Flashback Recall 機能を使用すると、Notebook エントリが保存されたときの状態そのものにオシ
ロスコープを復元することが出来ます。Flashback を抜けて元の設定に戻るには Undo ボタンを使用します。
LabNotebook についての詳細な情報は WaveRunner 8000 Operator’s Manual を御参照ください。
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データの共有
プリント/スクリーン・キャプチャ
WaveRunner 8000 オシロスコープではデータの保存と共有の為にいくつかの方法が用意されています。いずれも
フロントパネルの Print ボタンに関連づける事が出来ます。

Print ボタンを押すと、画面のイメージをキャプチャし、指定した Print 方法で処理します。(プリンタに送信、フ
ァイルに保存、LabNotebook エントリを作成他）Utilities > Utilities Setup > Hardcopy で Print コマンドをどう
処理するかを設定します。
画面キャプチャを保存またはプリントする前にイメージにメモ書きや加えるために(LabNotebook と同じ）
Annotate Before Print にチェックを入れ、描画ツールを使用することが出来ます。

データの送信
オシロスコープがネットワークにつながっている場合は LabNotebook レポート、波形ファイル、セットアップお
よび他のユーザデータをオシロスコープから直接メールで送信できます。
ファイルはいずれかの USB ホストポートから USB ドライブへ転送することが出来ます。オシロスコープ・ソフ
トウェアを最小化し（File > Minimize)、Windows Explorer を使用してオシロスコープのフォルダから USB ドラ
イブにファイルを転送します。保存されたユーザ・データファイルは D:ドライブの下にあります。
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ソフトウェア・オプション
これらは WaveRunner 8000 オシロスコープの機能を拡張するために購入することが出来るオプションの一部で
す。
Q-Scape マルチタブ・ディスプレイ(WR8K-QSCAPE)アーキテクチャは 4 倍のディスプレイ・エリアで設計の理
解を促進します。各タブは自由なグリッドスタイルに設定できます。波形はドラッグ＆ドロップで素早く別のタ
ブに移動することが出来ます。
高度カスタマイズ・パッケージ(WR8K-XDEV)はユーザ定義計測パラメータおよび演算をサポートします。例えば
MATLAB の様なお好みのプログラミング言語でアルゴリズムを作成することが出来ます。
Cable De-embedding オプション(WR8K-CBL-DE-EMBED)は一般的にケーブルメーカーにより提供される減衰
値テーブルまたは減衰係数を入力し簡単にケーブルの影響を取り除くことが出来ます。
デジタルフィルタ・パッケージ(WR8K-DFP2)は線形位相有限インパルス応答(FIR)および IIR フィルタを実装し、
ノイズ等の不要なスペクトル成分を取り除くことが出来ます。
EMC パルスパラメータ・パッケージ(WR8K-EMC)は製品の EM 放電感受性をテストするための特別な計測パラメ
ータを提供します。
電気通信マスクテスト(WR8K-ETPMT)は広範な電気通信規格の自動コンプライアンス・マスクテストを実施でき
ます。
JITKIT(WR8K-JITKIT)は広範な一般的ジッタ計測を介してクロック信号およびクロック-データの挙動の基本的な
システムジッタ性能を容易に理解する事が出来ます。
Eye Doctor II(WR8K-EYEDRII)は次世代シリアルデータ規格の為の伝送路エミュレーションおよびデエンベッ
ド・ツールを提供します。Eye パターンやジッタ解析を行う Teledyne LeCroy の SDA II あるいは SDA III ソフト
ウェアにシームレスに組み込まれます。
SDA II(WR8K-SDAII)はクロックおよびデータ信号のジッタおよびタイミング解析の為の統合ツールです。設計の
特性評価、規格適合の確認、デバイスもしくはホストが何故規格不適合なのかの検証に役立ちます。
DDR デバッグ・ツールキット(WR8K-DDR*-TOOLKIT)は DDR 設計サイクル全般に役立つテスト、デバックおよ
び解析ツールです。他に類のない DDR 解析機能は Read/Write バースト自動切り分け、バーストデータのジッタ
解析および DDR 規格計測パラメータを提供します。DDR2、DDR3 および DDR4 信号解析に対応します。
スペクトラム解析(WR8K-SPECTRUM)は周波数特性を解析するスペクトラムアナライザの様な環境を提供しま
す。FFT 設定についての詳細をほとんど気にすることなく FFT をオシロスコープ上で使用できます。
スイッチング電源解析オプション(WR8K-PWR) は例えばデバイスのスイッチング損失解析、制御ループ変調解析
およびラインパワー高調波解析の様な電力変換デバイスや回路の動作特性解析や計測機能を提供します。
シリアルデータ・マスク・パッケージ(WR8K-SDM) は Eye パターン・マスクテスト機能を追加します。

様々なシリアルトリガ&デコード・オプションはシリアルデータのデバックの際の解析機能を提供します。これら
オプションはトリガおよびデコード(D/TD)；＋シリアルデータ計測/グラフおよび Eye パターン(DME/TDME)；＋
シンボリックデコード(DME/TDME Symbolic)として提供されます。物理層テストパッケージ(TDMP)はいくつかの
プロトコルで使用可能です。最新のリストは teledynelecroy.com/serialdata を御参照ください。
オプション購入とインストールの方法
オプションの購入と機器へのインストールにつきましては、Teledyne LeCroy のセールスオフィスにご連絡くださ
い。
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参考情報
製品の修理
修理の必要が生じた製品はテレダイン・レクロイ・ジャパン株式会社、または担当の代理店にご返却ください。
保証期間内の製品に関しては無償で修理いたします。保証期間を過ぎた製品に関しては、弊社修理規定による
修理費を請求させていただきます。
お預かりから納品まで
ご依頼は Web、または E-mail にて承ります。

修理校正のお申込み

Web：http://www2.odn.ne.jp/aaf80240/form-repair2010.html
Email：repair.jp@teledynelecroy.com
製品番号と不良の内容をご確認ください。

注意)保証期間は弊社販売履歴より判断します。

弊社サービス窓口 担当者よりご連絡させていただきます。弊社か
ら梱包箱をお届けする引き取りサービスもございますので、サービ
スをご要望の方はご相談ください。

お預かり・発送

お急ぎの方は、申し込み時のフォームにご記入の上、印刷したもの
を現品添付してご発送ください。

診断及び見積のご案内

お預かりしてから 1 週間以内に診断結果を報告します。有償修理の
場合は、合わせて見積書をご案内させていただきます。診断が難航
し見積書提出までに 1 週間以上を要する場合や症状が表れていない
時などにつきましても、1 週間以内に途中経過を報告いたします。

注意)見積書ご確認の際はお支払条件をご確認ください。弊社
販売代理店でも修理依頼を承ります。

キャンセル

作業着手

見積書承認欄への署名や注文書を弊社へ頂いた時点で作業着手とな
ります。
キャンセルの場合、診断料や送料を含む費用の請求はございません。
診断のため、分解していることがあり、復旧までにお日にちをいた
だきます。

作業完了～納品

作業完了後、ご指定の場所へ返却いたします。お申し込み時に
E-mail アドレスをご記入いただきますと、納品時に発送伝票番号を
お知らせします。
ご請求先と返却先が同じ場合、納品時に請求書を合わせてお送りし
ます。請求先が異なる場合や代理店を通して修理をご依頼いただい
ている場合は、後日請求書を指定先にお送りします。

42

Teledyne LeCroy Japan | 927192-00 Rev A

WaveRunner 8000 基本操作ガイド

【その他ご連絡先、および御依頼品の送り先】
テレダイン・レクロイジャパン株式会社
〒183-0006
TEL:
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東京都府中市緑町 3-11-5 芳文社府中ビル 3F

042-402-9401

E-mail:

サービスセンター

FAX:

042-402-9583

repair.jp@teledynelecroy.com

適合規格
この章では EMC 規格、安全および環境基準への適合について記載します。
EMC 規格への適合
EC 適合宣言 - EMC
本製品は EC 指令 2014/30/EU 電磁環境両立性に適合します。欧州共同体官報に記載されている以下の仕様に準拠
します：
EN 61326-1:2013, EN 61326-2-1:2013 電子計測、制御、実験室使用機器への EMC 要件 1
電磁エミッション：
EN 55011:2010 放射および伝導エミッション、グループ 1、クラス A2 3
EN 61000-3-2/A2:2009 高調波電流エミッション、クラス A
EN 61000-3-3:2008 電圧変動、フリッカ、Pst=1
電磁イミュニティ：
EN 61000-4-2:2009 静電気放電、4kV 接触、8kV 空間、4kV 垂直/水平カップリングプレーン 4
EN 61000-4-3/A2:2010 RF 放射電磁界、3V/m、80-1000MHz; 3V/m, 1400MHz-2GHz; 1V/m, 2GHz-2.7GHz4
EN 61000-4-4/A1:2010 電気的高速トランジェント/バースト、1kV 電源ライン、0.5kV I/O 信号および制御ラ
イン 4
EN 61000-4-5:2006 電源ラインサージ、1kV AC メイン、L-N、L-PE、N-PE4
EN 61000-4-6:2009 RF 伝導電磁界、3Vrms、0.15MHz-80MHz4
EN 61000-4-11:2004 電源電圧低下と停電、0%/1 サイクル、70%/25 サイクル、0%/250 サイクル 4 5
1
2
3
4

該当する全ての EMC 規格への準拠を確実にするために、高品質のシールド付きインタフェースケーブルを使用する必要があります。
オシロスコープが試験対象物に接続されている場合、この規格で要求されるレベルを超えてエミッションが発生する場合があります。
本製品は住宅地以外のエリアでの使用を想定しています。住宅地での使用には電磁波障害を引き起こすことがあります。
それぞれの基準の性能基準”B”の基準を満たしています : 妨害波を受けている間、製品は自己回復可能な一時的な機能低下や性能の低下を受けます。

5 EN61000-4-11

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

欧州連絡先：*
Teledyne LeCroy Europe GmbH
Im Breitspiel 11c
D-69126 Heidelberg ,Germany
Tel: + 49 6221 82700
オーストラリア／ニュージーランド適合宣言 – EMC
本製品はオーストラリアの通信およびメディア局（ACMA）により規定された要件に従って以下の規格ごとに電
波通信法の EMC 規定に適合しています：
AS/NZS CISPR 11:2011 放射および伝導、グループ 1、クラス A
オーストラリア／ニュージーランド連絡先:*
RS Components Pty Ltd.
Units 30 & 31 Warehouse World
Suite 326 The Parade West
761 Great South Road
Kent Town, South Australia 5067
Penrose, Auckland, New Zealand
RS Components Ltd.
*最新の連絡先は teledynelecroy.com/support/contact を参照ください
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安全性準拠
EC 適合宣言 – 低電圧
本製品は製品安全性に関する EC 指令 2014/35/EC に適合します。欧州共同体官報に記載されている以下の仕様
に準拠します。
EN 61010-1:2010

電子計測、制御、実験室使用機器への安全性要件 － パート 1 : 一般要件

EN 61010-2:030:2010
路の個別要求事項

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

本製品の設計はこれらの規格で規定された以下の仕様に適合することが確認されています :


主電源コネクタ：過電圧カテゴリ II、 屋内配線主電源（AC コンセントなど）に接続された機器。



測定回路端子：計測カテゴリ無し、端子は主電源に直接接続することを想定していません。



ユニット：汚染度 2、通常乾燥し、非導電性の汚染のみの動作環境。結露による一時的な導電性を想定。

米国家認定試験機関による認証
本機器は以下の安全規格に準拠するためにアメリカ保険業者安全試験所(UL)によって認定され、UL リスティン
グ・マークを取得しています :
UL 61010-1 第 3 版 － 電気測定およびテスト機器に対する安全規格

カナダの認証
本機器は以下の安全規格や cUL 規格リストマークに適合するようにアメリカ保険業者安全試験所(UL)によって認
定を受けています。
CAN/CSA-C22.2 No.61010-1-12 －計測、制御および実験室で使用する電子機器に対する安全要求

環境適合
使用済み機器の取り扱い
本器には、電気・電子機器廃棄物（WEEE）およびバッテリに関する指令 2012/19 / EU および 2013/56
/ EU への欧州連合の要件に準拠していることを示す記号が付いています。
本機器は国や地域によって異なる廃棄・リサイクル規制の対象となります。多くの国では一般的な廃棄物として
電子機器を廃棄することを禁じています。お客様の Teledyne LeCroy 製品の適切な処分とリサイクルの詳細につ
きましては teledynelecroy.com/recycle をご参照ください。

有害物質規制(RoHS)
本機器とアクセサリは 2011/65/EU RoHS2 指令に準拠しています。

ISO 適合
ISO9000 登録された品質マネジメント・システムのもと製造されています。
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