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

我々の機器特有のきめ細かな機能にご満足いただけると確信しております。このガイドは、

WaveRunner 9000 オシロスコープを設定し、使いこなしていただくためのいくつかの基本的な操作

手順を学んでいただくためのものです。 

 WaveRunner 9000 のリモート制御に関する総合的な情報については MAUI Oscilloscopes 

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

 WaveRunner 9000 の操作、機能の詳細については WaveRunner 9000 オシロスコープ・オ

ペレーターズ・マニュアルを参照してください。 

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

teledynelecroy.com/support/techlib 
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はじめに 

WaveRunner 9000 オシロスコープについて 

WaveRunner 9000 は、デバッグ時を短縮のための広範なツールボックスと、優れた操作性を兼ね備

えています。OneTouch MAUI は、最高のオシロスコープ操作を提供する、他に類のないタッチス

クリーン・ユーザー・インタフェースです。WaveRunner 9000 は、500MHz～4GHz 帯域幅、最大

40GS/s のサンプリング速度（“M”モデル）、ロングメモリおよび広範なツールセットを提供し、驚

くほど強力で使いやすいオシロスコープです。 

 

OneTouch MAUI 

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

ネル、演算トレースおよび計測パラメータ設定のコピーや変更を、指先を画面から離さずドラッグ

＆ドロップ操作で行うことで劇的にセットアップ時間を短縮することができます。ピンチやスワイ

プ、フリック等の御馴染みのタッチスクリーン・ジェスチャ操作で機器を直感的に操作することが

できます。“Add New”ボタンを使って素早く新しいトレースや計測パラメータを表示し、指先のフ

リック操作だけでオフすることができます。 

ミックスド・シグナル・オプション 

“-MS”モデルの 16 の内蔵デジタル・チャンネルはアナログ、デジタル両信号を表示、計測、解析

できるツールセットとあわせて、ミックスド・シグナル設計の迅速なデバックを可能にします。全

20 チャンネルにまたがって設定可能な柔軟なアナログおよびデジタル・クロスパターン・トリガに

より、組込みシステムにおける問題を迅速に識別して切り分けることができます。全 20 チャンネル

にまたがって設定可能なクロスパターン・トリガにより、組込みシステムにおける問題を迅速に識

別して切り分けることができます。 

包括的分析ツール 

WaveRunner 9000 は、そのクラスで最も広範なトリガ、デコード、演算、測定パラメータおよびア

プリケーション・ツールセットを有します。複雑な挙動の理解を高めるために、統計や周波数解析ツ

ールを適用することができます。WaveScan®を使って 20 以上の検索条件を使って捕捉波形を検索

し、LabNotebook では計測結果を完結にドキュメント化し、まるごと保存することができます。 
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主な仕様 

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

 標準モデル “M”モデル 

帯域幅 500MHz～4GHz 

アナログ・チャンネル 4 

チャンネルあたりのメモリ 最大 32M ポイント/ch 最大 128M ポイント/ch 

サンプリング速度 最大 20GS/s 最大 40GS/s 

垂直分解能 8 ビット 

デジタル・チャンネル（オプション） 16 

デジタル・サンプリング速度 1.25GS/s 

最小デジタルパルス幅 2ns 

最大デジタル入力周波数 250MHz 
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安全上のご注意 

ここで記載されている手順以外にも一般的な安全手順を確認してください。 

 

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。 

 

フレームまたはシャーシ端子 

 

この記号は“交流”を示します。 

 

電源オン/スタンバイ 

 

動作環境 

温度 5°C～40°C 

湿度 31℃まで最大 90％RH（結露なきこと）、40°C で 50％RH まで直線的に減少します 

高度 最大 10,000 フィート(3,048 m)  30℃以下 

 

電力 

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

100～120VAC（±10%）、400Hz（±5%） 

自動電圧選択 

消費電力 標準モデル “M”モデル 

公称 285W / 285VA 415W / 415VA 

最大* 375W / 375VA 500W / 500VA 

スタンバイ 10W 10W 
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測定端子定格 

定格は C1～C4 および Ext 入力端子に適用されます。 

最大入力電圧 50Ω coupling ≤ 5Vrms 

1MΩ coupling ≤ 400Vpk max. (Peak AC ≤ 10kHz + DC) 

10kHz から 2MHz で 14dB/decade のディレーティング、2MHz 超では 10Vpk 

max. 

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

直接接続することを意図するものではありません。 

使用上の注意 

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

ドのみを使用してください。 

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

ケーブルは安全接地接点付きコンセントにのみ接続してください。 

警告：オシロスコープ内側または外側の保護導体が断線あるいは安全接地端子の接続が切断さ

れると危険な状態になります。意図的な切断は禁止されています。 

適切に着脱してください 動作中の電圧源に接続したままプローブもしくはテストリードをオシロ

スコープに着脱しないようにしてください。 

全ての入力定格を守ってください 全ての入力端子に最大定格を超えた入力電圧を加えないでくだ

さい。BNC 端子横に記載された最大入力許容値を参照してください。 

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

ださい。 

屋内でのみご使用ください 

製品の表面を清潔で乾いた状態に保ってください 

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

の下面に紙等を置かないでください。 

持ち上げて運搬する際にはご注意ください 電源コードを抜き、機器を移動する際には内臓キャリ

ング・ハンドルを使用してください。 

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

者にお任せください。 

故障が疑われる場合は操作しないでください 定期的に本体とケーブルを確認してください。もし

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

オシロスコープ前面 

 

A. 静電式タッチスクリーン 

  ディスプレイ 

B. フロントパネル 

C. 電源オン/スタンバイ・ 

  ボタン 

D. 入力チャンネル 1-4 

E. Ext 入力 

F. AUX 出力 

G. USB2.0 ポート 

H. ミックスド・シグナル・ 

  インタフェース 

I.  CAL 出力と接地端子 

J. チルト・フット 

 

 

 

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

リーンの概要については p.11 を参照してください。 

フロントパネルには、様々な捕捉設定のためのハードウェアボタンやノブが配置されていませ。フ

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

P.10 のフロントパネルを参照してください。 

チャンネル 1-4はアナログ信号の入力に使用します。外部トリガ信号の入力に EXT 入力を使用する

ことができます。 

AUX 出力は、トリガ・イベントや合否半径試験の結果により別のデバイスにパルスを送信するように

設定することができます。 

CAL 出力は、パッシブ・プローブを補償するために使用する信号を出力します。WaveRunner 9000

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

アクティブ・プローブと互換性があります。プローブの仕様とドキュメントは、

teledynelecroy.com/probes で入手できます。 
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ミックスド・シグナル・モデルに添付されるデジタル・リードセットは、

16 ラインのデジタルデータをミックスド・シグナル・インタフェースに接

続します。別々の閾値とヒステリシス設定が出来る 2 つのデジタル・バン

クがあり、異なる規格のロジック・バスを同時に表示することができます。

各フライングリードには信号端子とグランド端子があります。プロービン

グの必要に応じて、さまざまなグランド・エクステンダとフライング・グ

ランドリードが用意されています。 

最適な信号品位を得るに

は、計測に使用される各チャンネルのフライングリ

ード先端にグランドを接続します。グランドの接続

を行うには、付属のグランド・エクステンダまたはフ

ライング・グランドリードのいずれかを使用してく

ださい。 

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・インタフェースにコネクタをカ

チッと音がするまで押し込みます。 

リードセットを取り外すには、コネクタ両側面のボ

タンを押しながら引き抜きます。 

 

電源の On/Off 

電源コードはアースされた AC 電源コンセントにのみ差し込んでください。評価のために、“安全”

のセクションで定格を参照してください。機器の電源を入れるには電源ボタンを押します。ボタン

は、オシロスコープが動作しているときには LED が点灯します。 

注意：信号を接続したまま電源の投入、校正をしないでください。 

 

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

処理を行ってください。そうすることで現在の設定を保存して終了します。 

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

行しますが、設定やデータを保存しない場合があります。 

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

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

AC 電源コードを抜くことです。長期間使用しない場合は、機器の電源コードを抜いておくことをお

勧めします。 

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

いでください。故障の原因となります。 
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オシロスコープ側面 

 

 

 

A. HDMI1.4 および DisplayPort の 2.0 ポート 

B. USB3.1 Gen 1 ポート(4) 

C. イーサネット・ポート(2) 

D. オーディオマイクとスピーカー 

E. リモート制御用 USBTMC ポート(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部機器/システムとの接続 

外部機器との接続に関する詳細な手順については WaveRunner 9000 オシロスコープ・オペレータ

ーズ・マニュアルを参照してください。 

オーディオ/USB 周辺機器 

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

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

Minimizeを選択して Windows デスクトップを表示します。 

外部モニタ 

HDMI と DisplayPort のインタフェースは、UHD モニタをサポートしています。機器側の映像出

力にモニタを接続します。HDMI や DP ケーブルがない場合は、アダプタを使用して接続すること

ができます。Windows コントロールパネルで Display > Display Setup > Open Monitor Control 

Panelを開き、ディスプレイを設定します。必ずオシロスコープがプライマリ・ディスプレイになる

ように設定してください。 

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

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

ー・インタフェースを制御できます。 

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

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

ィスプレイとしてのみの使用となります。 

LAN 

WaveRunner 9000 は、TCP / IP 接続を介して DHCP ネットワークアドレスを割当てられるように

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

イスに接続します。IP アドレスを見るには、Utilities> Utilities Setup > Remoteを開きます。 
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オシロスコープに固定 IP アドレスを設定するには、Remote ダイアログから Net Connectionsを開

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

は File > File Sharingに移動します。 

リモート制御 

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

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

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

す。しかし、コントローラによりクロスケーブルを使う必要がある場合もあります。 

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

り替えます（P.43）。 

USBTMC および GPIB(オプション GPIB アダプタ）を使ってリモート接続することもできます。

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

Setup > Remoteを選択します。 

プリンタ 

WaveRunner 9000 はオシロスコープにインストールされた Windows OS に対応したプリンタをサ

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

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

Propertiesを選択します。 

AUX 出力と CAL 出力 

オシロスコープは、トリガ・イベントや Pass/Fail テストの結果に応じてパルスをすることができま

す。フロントパネルの AUX 出力に BNC ケーブルを介して他のデバイスを接続します。Utilities> 

Utilities Setup を選択し Aux Output ダイアログを開き、出力を設定します。 

フロントパネルの CAL 出力端子はカスタムの振幅および周波数の矩形波または DC を出力するこ

ともできます。CAL 出力を設定するには、Aux Output ダイアログを使用してください。 

基準クロック 

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

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

してクロックを設定します。 
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オシロスコープ背面 

 

F. 内蔵キャリング・ハンドル 

G. Ref In および Ref Out  

 外部基準クロックの入出力 

H. AC 電源入力 

I. セキュリティ・ロック 
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フロントパネル 

ほとんどのフロントパネル操作は、タッチスクリーン・ディスプレイを介しても利用できるように

なっています。詳細は基本操作のセクションおよび WaveRunner 9000 オシロスコープ・オペレー

ターズ・マニュアルをご覧ください。以下に、いくつかの特別なフロントパネルのコントロールを示

します。 

 

A. Auto Setup は表示されている全てのチャンネルの自動設定を行

います。エッジトリガ・レベルが信号の平均値に設定されます。 

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

します。 

C. Clear Sweepは演算と計測カウンタをリセットします。 

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

す。 

E. Printボタンは、画面をキャプチャ、Print 設定（LabNotebook エ

ントリを作成、USB ドライブ上のファイルに画面を保存する等）に応じ

て、処理を実行します。グリッドだけではなく、全画面をキャプチャする

ように設定することができます。 

F. Userボタンは、選択した機能を実行する様に設定することができ

ます：LabNotebook、波形またはセットアップ・ファイルを保存、あるい

は波形を内部メモリに保存など。使い方はオペレーターズ・マニュアルを

ご覧ください。 

G. フロントパネルの Adjust ノブを使い、ハイライトされたデータ

入力欄の数値を変更することができます。Adjust ノブを押し込むと、ノ

ブを回転したときに祖調整（ステップ）するか、微調整するかが切り替わ

ります。 

 

 

フロントパネルの全てのノブは回転に対応する機能とは別に、ボタンの様に押し込む

操作に他の機能が割り当てられています。ノブ上のラベル表示には回転操作をした時

の主動作が記載されています。下には押し込む操作をした場合の動作が記載されてい

ます。 

多くのフロントパネルのボタンは機能がアクティブな場合 LED が点灯します。 
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タッチスクリーン・ディスプレイ 

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

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

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

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

いいただけます。 

A. メニューバー 

B. グリッド 

C. カーソル 

D. トリガレベル・インジケータ 

E. トリガタイム・インジケータ 

F. トレース・ディスクリプタ・ボックス 

G. Add New ボックス 

H. タイムベースおよびトリガ・ディスクリ

プタ・ボックス 

I. 水平軸カーソル読み値 

J. 設定ダイアログ

 

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

能は、メニューバーまたは他のタッチスクリーンのショートカットのいずれかを介してアクセスす

ることができます。 

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

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

クリックします。 

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

ができます。 

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

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

ースおよびトリガ・ディスクリプタ・ボックスの下に表示されます。 

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

ジケータがグリッドの外周に表示されます。 

トレース・ディスクリプタ・ボックスは表示されているトレースごとにひとつグリッドの下部に表
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示されます。それらのサイズと表示の詳しさは表示数によって変わります。 

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

しいトレースまたは計測値テーブルを表示します。“OneTouch MAUI”については p.17 を参照して

ください。 

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

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

スをタッチし、対応する設定ダイアログを開きます。 

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

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

ン・ダイアログの背後に一連のタブとして表示されます。 

 

 

チャンネル、演算、メモリおよびデジタル・ダイアログの下にある toolbar ボタンを使って、使用

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

にアクティブ（ハイライトされた）トレースに適用されます。 

計測パラメータの適用 

 

ズーム・トレースの表示 

 

トレースに演算を適用 

 

シリアル・デコードダイアログを開きます。（デコードオプションがインストールされてい

る場合。そうでない場合は無効） 

 

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

 

波形がグリッドに合うようにスケーリング 

 

アクティブ・トレースを次のグリッドへ移動 

 

トレースにカスタム・ラベルを添付 
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基本操作 

表示の変更 

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

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

 

 

垂直 8division 

256 垂直レベル 

 

 

 

マルチグリッド表示 

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

ルを表します。マルチグリッドの様々なモードが利用可能です。 

 

256 垂直レベル 

 

 

256 垂直レベル 

 

Q-Scape マルチタブ表示 

Q-Scape オプションをインストールしている場合は、グリッド領域を複数のタブに分割することがで

きます。各タブは、シングル・グリッドまたはマルチグリッドの表示にすることができます。 

 

 

垂直 8division 

256 垂直レベル 

 

 

表示モード 対 グリッドモード 

ディスプレイモードにより、タッチスクリーンをシングル表示にするか、Q-Scape によるタブ表示に

するかを定義します。グリッドモードにより、各表示に特定のグリッドスタイルの選択が可能です。 

デフォルトでは、オシロスコープはオートグリッドモードが有効の通常表示モード（タブなしシング
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ルディスプレイ）です。Auto Gridモードでは、新たなトレースを表示すると、それ以上グリッドが追

加できなくなるまで（最大で 16 まで）それぞれに１つの新たなグリッドを追加します。他のグリッド

モードでは固定の数、配置のグリッドを作成します；アイコンに選択した結果が示されています。 

Q-Scape表示モードではディスプレイをタブ分け表示します。トレースを移動するなど、通常のモード

と同じ多くの機能は Q-Scapeモードでも実行できます。 

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

選択し、ディスプレイ設定ダイアログで指定します。 

拡張表示 

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

スプレイにまたがって振り分けることができます。ディスプレイ・ダイアログで、Extend Grids on 2nd 

Monitor を選択して、Extend Display ポップアップメニューからグリッドモードを選択します。両方

の画面は、このグリッドモードを共有します。ディスクリプタ・ボックスをドラッグ＆ドロップしてデ

ィスプレイ間をまたいでトレースを移動させることができます。 

メモ：Q-Scape 表示モードを拡張している場合、タブ１のみセカンド・ディスプレイに移動できます。 

 

外部ディスプレイを接続したオシロスコープ 

ラインと強度 

トレース・スタイルは個別サンプリング点のみの表示(Points)または連続ベクトル線

(Line)から選べます。Grid Intensity でグリッド線をトレースに対して明るくしたり、

暗くしたりすることができます。 

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

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

ちます。フロントパネルの Intensityボタンは、Adjust ノブをトレース輝度変更に使用できるように

します。 

 

輝度 100％にしたトレース 輝度 40％にしたトレース
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トレース操作 

トレース・ディスクリプタ・ボックス 

チャンネル(C1 - C4)、ズーム(Z1 - Z8）、演算(M1 - M4)、デジタル(Digital1 - Digital4)のディスクリプ

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

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

 

トレース・ショートカットメニュー 

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

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

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

ます。 

アクティブ・トレースと非アクティブ・トレース 

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

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

れるまで、全てのアクションはアクティブ・トレースに対して適用されます。 

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

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

チャはそのトレースに適用されます。

 

非アクティブ 

このトレースに対して操作は行われません。 

 

アクティブ 

このトレースに対して操作が行われます

セットアップの調整 

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

ことができます。 

いくつかのポップアップメニューでは、選択項目をリストまたはアイコンとして表示する

ように指定できます。 

タッチした後に入力欄がハイライト表示されている場合には、その入力欄がアクティブになっており、

フロントパネルの Adjust ノブを回して値を変更できます。（垂直レベルや水平ディレイのように）専

用ノブを持たない入力項目は、Adjustノブを使用して変更できます。 
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タッチした後に入力欄がハイライト表示されている場合には、その
入力欄がアクティブになっており、フロントパネルの Adjust ノブを
回して値を変更できます。（垂直レベルや水平ディレイのように）
専用ノブを持たない入力項目は、Adjustノブを使用して変更できま
す。 

 

 

 

 

 

キーボードが接続されている場合は、アクティブな（強調

表示された）数値入力欄に設定値を入力できます。または、

もう一度タッチした後、仮想キーパッドまたは仮想キー

ボードで入力することも出来ます。仮想キーパッドを使

用するには、電卓と同じようにソフトキーをタッチしま

す。OK をタッチすると、計算された値がフィールドに入

力されます。 
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OneTouch MAUI 

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

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、さまざまな表示オブジェクト

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

変更するには設定ダイアログを使用します。 

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

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

表示 ON 

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

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

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

レースになります。 

 

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

ッチし、ポップアップメニューからトレースタイプを選択します。 

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

す。 

 

 

設定のコピー 

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

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

スにドラッグ＆ドロップします。 

  



WaveRunner 9000 オシロスコープ基本操作ガイド 

18 

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

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

 

 

 

ソースの変更 

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

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

ソース欄にドロップすることもできます。 

 

 

計測パラメータのソースを変更するには、ソースにしたいディスクリプタ・ボックスを計測パラメー

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

条件(Qn)でも同様にして操作が可能です。 
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カーソルの配置 

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

ます。カーソル読み値は即座に反映されます。 

 

 

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

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

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

ソース・トレース上のカーソルは、それに応じて位置が調整されます。 

 

トリガの変更 

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

にドラッグします。トリガ・ディスクリプタ・ボックスは新しい電圧レベルを表示

します。 

 

 

 

 

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

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

トリガに戻ります。 

 

  



WaveRunner 9000 オシロスコープ基本操作ガイド 

20 

メモリトレースへの保存 

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

(Mx)・ディスクリプタ・ボックスへドラッグ＆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・ボックスをターゲットのグリッ

ドにドラッグ＆ドロップします。 

 

スクロール 

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

にスワイプします。 
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パン 

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

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

移動します。 

加速してパンするには、トレースを上下左右にスワイプします。 

 

 

 

 

ズーム 

新しいズーム・トレースを作成するには、ズームしたいトレースの部分を囲うよ

うに対角にタッチ＆ドラッグし選択ボックスを描画します。ズーム比を正確な値

に調整するには Zn ディスクリプタ・ボックスをタッチして設定ダイアログを開

きます。 

 

 

 

 

各トレースをズームインするには、２つの指をトレースに対して水平に

開く動作をします。 

 

 

各トレースをズームアウトするには、２つの指をトレースに対して水平

に狭める動作（ピンチ）をします。 

 

 

表示オフ 

トレースの表示をオフにするには、トレース・ディスクリ

プタ・ボックスをスクリーンの下端に向かってフリック(は

じき出す様な操作を)します。 
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垂直軸（チャンネル） 

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

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

ッドの中心線の位置になります。フロントパネルの Volts ノブは同様にズーム、演算、メモリトレース

の垂直軸スケールを操作します。 

フロントパネルから 

 

 

チャンネル・ディスクリプタ・ボックス 
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タッチスクリーンから 
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デジタル 

ミックスド・シグナル・モデルでは、垂直軸メニューにデジタルの選択が追加されます。そしてフロン

トパネルの垂直軸ノブでデジタル・ラインやバス・トレースの操作ができるようになります。 

フロントパネルから 

 

 

デジタル・ディスクリプタ・ボックス 

 

 

デジタル表示 

 

ライン・トレースは各ラインの遷移ポイントでのハイ、ローを表示します。 

 

バス・トレースは各ラインを 16 進数にまとめて表示します。 

 

アクティビティ・インジケータは各ラインがハイ、ローまたはトグルしているかどうかを示します。 
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タッチスクリーンから 
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水平軸(タイムベース) 

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

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

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

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

ウト」して波形の全体を見ることができます。 

フロントパネルから 

 

タイムベース・ディスクリプタ・ボックス 

 

 

タッチスクリーンから 
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トリガ 

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

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

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

9000 オシロスコープ・オペレーターズ・マニュアルを参照してください。 

フロントパネルから 

 

トリガ・ディスクリプタ・ボックス 

 

 

トリガ・インジケータ 
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タッチスクリーンから 
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ズーム 

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

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

ら、同時にソースを元のタイムベースで表示することができます 

フロントパネルから 

 

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

スの１０倍の拡大率でズーム・トレースが生成されます。 

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

ます。 
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タッチスクリーンから 

 

または 
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カーソル 

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

セットされたカーソル・タイプについての詳細は WaveRunner 9000 オシロスコープ・オペレーター

ズ・マニュアルをご覧ください。 

カーソルと波形の交点の絶対値と２つのラインの差を表示します。 

フロントパネルから 

 

タッチスクリーンから 
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計測パラメータと統計表示 

計測パラメータは、振幅や周波数の様に、数値として表すことのできる波形パラメータです。最大 8 つ

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

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

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

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

ことができます。 
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演算 

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

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

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

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

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

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

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

で 4 つの内部メモリ（M1-M4）に保存することができます。保存すると、以前保存していたデータは

新たなデータで上書きされます。 

新しいメモリトレースを保存するには： 

 

次のメモリトレースを表示するには Add Newボックスをタップして Memoryを

選択します。 

 

 

その後、保存したいトレースのディスクリプタ・ボックスを Mn ディスクリ

プタ・ボックスにドラッグします。 

 

または 

 

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

Nowをタッチします。 

必要に応じて、保存されたメモリへのメモやラベルを追加します。 

保存されたメモリを呼び出すには： 

メモリ・ダイアログを開くには、フロントパネルの Mem(ory)ボタンを押して、M1-M4 の隣のチェッ

クをオンにします。 

 

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

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

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

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

フロントパネルの Decode ボタンは、シリアルトリガ・デコードオプションの設定ダイアログを開きま

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

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

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

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

フロントパネルの WaveScan ボタンを押すと、WaveScan ダイアログが開きます。WaveScan 波形検

索ツールを使用すると、単一のキャプチャで異常なイベントを検索したり、長期間にわたる多くの捕

捉で特定のイベントをスキャンしたりすることが出来ます。scan mode を設定（トリガ設定と同様）

することで、興味のあるイベントを迅速に検索することができます。検索結果はタイムスタンプがつ

けられ表にまとめられます。表で選択すると個々のイベントを見ることができます。 
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スペクトラム・アナライザ 

スペクトラム・アナライザ・モードを起動するにはフロントパネルの Spectrumボタンを使います。こ

のモードは簡単に素早く FFT による周波数解析を行うことができます。操作は単体測定器のスペクト

ラム・アナライザと同様です。入力と所望の周波数スパンを設定すると、オシロスコープは自動的に周

波数軸に関連した単位で出力を生成します。スペクトログラムはスペクトルデータ履歴の 2D または

3D レンダリングを表示します。 
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ヒストリモード 

フロントパネルの History ボタンを使用するとヒストリモードに入ります。このモードは全ての捕捉

波形が自動的に一杯になるまで波形メモリに順次追記されていたものを遡って表示することができま

す。各レコードは、絶対時間と、ヒストリの始まりからか他のレコードからの相対時間によるタイムス

タンプがつけられます。個々の捕捉をグリッドに呼び戻して表示するだけでなく、スピードを変えな

がら波形の履歴をリプレイして、時間経過による波形の変化の詳細をとらえることができます。 
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データの保存とシェア 

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

より詳細な情報は WaveRunner 9000 オシロスコープ・オペレーターズ・マニュアルをご覧ください。 

LabNotebook 

LabNotebook は、キャプチャしたときの設定、

波形データおよびスクリーンイメージを含ん

だ複合ファイル(.LNB)です。設定すると、Print

ボタンを押すことで簡単に LabNotebook を生

成することができます。LabNotebookを呼び出

して、ファイルを保存した時と全く同じ状態に

オシロスコープを復元することができます。あ

たらしい解析を実行するために、波形およびテ

ーブルが以前の状態で表示されます。 

LabNotebookファイルは、編集や注釈を付ける

ことができ、フォーマット済み HTML、.RTF

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

メージファイルに展開することができます。 

 

設定、波形およびテーブルデータ 

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

ができます。 

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

して表示することができます。 

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

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

を個別に自動的に名前をつけて保存することができます。 

スクリーン・キャプチャ 

フロントパネルの Pint ボタンは、スクリーンイメージを取り込み、選択し

た Print 方法(プリンタに送る、イメージファイルに保存する他）に従って処

理をします。キャプチャのプリントや保存前に、LabNotebook と同様の描画

ツールで注釈をつけることができます。 

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

ファイル共有 

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

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

保存したりすることができます。 

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

データはデフォルトではファイルは D:ドライブに置かれます。 
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保守 

ソフトウェアオプション 

多くのソフトウェアオプションにより WaveRunner 9000 の機能を拡張することが可能です。オプシ

ョンを購入するには、テレダイン・レクロイの営業担当者にご連絡ください。 

Q-Scape マルチタブ表示（WR9K-QSCAPE）アーキテクチャは、4 倍の表示領域を使用して、測定し

た結果をわかりやすく表示します。お好みのグリッドスタイルで各タブを設定できます。新しいタブ

にトレースをドラッグして迅速に移動できます。 

高機能カスタマイズ・オプション（WR9K-XDEV)はユーザー定義計測パラメータや演算をサポートし

ます。アルゴリズムは、MATLAB など、お好みのプログラミング言語で作成することができます。 

ケーブル・ディエンベディッド・オプション（WR9K-CBL-DE-EMBED）があれば、ケーブルメーカ

ーにより一般的に提供される減衰定数や減衰値テーブルを入力することで、ケーブルの効果を簡単か

つ迅速に差し引くことができるようになります。 

デジタル・フィルタ・パッケージ(WR9K-DFP2) ノイズ等の不要なスペクトラム成分を除去するため

に線形位相 FIR および IIR フィルタを使用することができます。 

EMC パルス・パラメータ・オプション(WR9K-EMC)では、製品の静電気放電耐性試験のための特別な

計測パラメータが追加されます。 

通信マスクテスト・オプション（WR9K-ETPMT）は、幅広い電気通信規格のコンプライアンス・マス

ク・テストを自動実行します。 

JITKIT(WR9K-JITKIT) 広範な一般的ジッタ計測を通じてクロック-データ挙動とクロック信号の基

本的なシステムジッタ性能の理解を容易にします。 

Eye Doctor II(WR9K-EYEDRII)では次世代シリアル・データ規格に向けたチャンネル・エミュレー

ションやデエンベット・ツールを提供します。 

Eye パターンとジッタ解析のためのテレダイン・レクロイの SDA II および SDA III ソフトウェアに

シームレスに統合されます。 

SDA III(WR9K-SDAIII)は、クロックやデータ信号のジッタおよびタイミング解析の統合環境を提供

します。設計の特性評価やコンプライアンス試験、デバイスやホストがコンプライアンス試験で何故

不合格となるかの原因特定に役立ちます。 

DDRデバッグ・ツールキット(WR9K-DDR*-TOOLKIT) すべてのDDR設計サイクルにおけるテスト、

デバッグおよび解析ツールを提供します。ユニークな DDR 解析機能は、自動的な Read/Write バース

ト切り分け、バーストデータのジッタ解析および DDR 固有の計測パラメータを提供します。DDR2、

DDR3 および DDR4 信号の解析が可能です。 

スペクトラム・アナライザ(WR9K-SPECTRUM) 周波数依存効果の解析のための RF スペクトラム・

アナライザ同様の環境を提供します。詳細な FFT 設定をほとんど気にすることなく、オシロスコープ

上で FFT を使用することができます。 

スイッチング電源解析(WR9K-PWR)は、パワーデバイスのスイッチング、制御ループ変調およびライ

ン・パワー高調波のような電力変換デバイスや回路の動作特性の計測と解析を可能とします。 

シリアルデータ・メジャメント・オプション（WR9K-SDM）は機器にアイパターン・マスクテスト機
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能を追加します。 

各種シリアル TDMEオプション シリアル・データのデバックにおいてプロトコルの解析を追加します。

最新のリストについては、teledynelecroy.com/serialdata にアクセスしてください。 

 

クリーニング 

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

を清掃してください。研磨剤入りの洗剤は使用しないでください。 

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

りしないでください。 

注意：内部部品を清掃しないでください。 

言語選択 

メニューバーから、オシロスコープのタッチスクリーンに表示される言語を変更するには、Utilities 

> Preference Setup > Preferencesを選択し、言語の選択を行います。 

起動時にタッチスクリーンの右上に言語アイコンが表示されるときには、そこから言語を選択するこ

ともできます。 

言語を変更した後にオシロスコープを再起動します。 

校正 

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

期的に実施してください。 

WaveRunner 9000 は、工場校正から次の工場校正までの間で精度を維持するために、自動キャリブレ

ーション・ルーチンが組み込まれています。メニューバーから Utilities> Preference Setup> 

Calibrationを選択して以下のいずれかの方法を選択します。 

Stored Calibrationは、機器の起動時に再校正するためにキャッシュに保存された校正値ファイルを

使用します。オシロスコープが海水面付近の高度、温度範囲 19～30℃の範囲で使用される限り、校正

ルーチンは十分に仕様の特性を保ちます。この機器は、温度が変動して保存された校正値の有効温度

範囲を超えた時に動的に再校正を行います。もしあらかじめこの温度範囲を超えて使用する事がわか

っているのであれば、再校正を最低限にするために、Calibrate All を行ってください。 

Dynamic Calibrationは起動時と ADCの性能に直接影響する捕捉の変更があった場合にオシロスコー

プを再校正します。ひとつの設定で、ある周囲温度で校正が行われると、校正値は校正テーブルにスト

アされ、このセッション内では再使用されます。これらの校正値はひとつのセッションに対してのみ

有効となります；機器が再起動されるか、主な捕捉設定が変更されると動的な校正がもう一度行われ

ます。 

大切な計測を行う前、または ADC の性能に影響するような大きな環境特性の変動があった場合に、２

つの校正ルーチンを使用してただちに再校正することが出来ます： 

Calibrate Current Stateは、現在の垂直軸および水平軸設定で校正を実施します。この校正には５秒

程度かかり、現在の周囲温度±2.5℃でのみ有効です。 
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Calibrate All は垂直軸および水平軸設定の全ての可能な組み合わせで校正を行います。この校正は

現在の温度で有効で、４～５時間程度かかります。校正時から実際の操作まで周囲温度の安定した状

態で実施してください。以下の場合に Calibrate All を実施することを推奨します： 

 機器が 19～30℃の温度範囲を超えて操作される場合。19～30℃の範囲を超える場合に

Calibrate All で校正した値は、最後の校正温度から±2.5℃の範囲でのみ有効です。 

 機器を新たな動作環境に移動した場合。 

前回の手動校正から６カ月経過した場合。 

注意：手動校正前にオシロスコープから、すべての入力を取り外します。 

 

ファームウェア・アップデート 

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

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

リースされたときにメール配信で通知を受け取ることができます。 

注意：Windows 10 オシロスコープには、8.6.1.x 以前のいかなる XStreamDSO ソフトウェア・

バージョンもインストールしないでください。インストールすると、リカバリ手順を実施するま

でソフトウェアが正常動作しません。 

アップデートをダウンロードするには： 

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

URL のソフトウェア・ダウンロード・ページを開きます。 

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

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

ウントを登録します。 

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

します。 

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

ブルクリックして X-Stream セットアップウィザードを起動します。 

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

7. ウィザードの指示に従います。 

8. インストールが完了したら、機器の電源を落として、再起動します。 

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

ンストール中にオシロスコープの電源を切らないでください。 
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ユーザーの切り替え 

Windows の 10 オシロスコープのみ 

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

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

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

ります。 

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

パスワード「SCOPEADMIN」を入力するだけで充分です。 

LCRYADMIN アカウントに切り替えるには： 

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

2. Windows Start menu を開きます。 

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

択します。 

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

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

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

lecroyservice（すべて小文字）を入力します。 

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

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

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

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

LeCroyUser 他のすべてのユーザーに管理者権限を与えることです。 

ユーザー権限を変更し、オシロスコープ上で新しいユーザーを作成する手順については、カスタマー・

サポートにご連絡ください。 
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製品の修理 

修理の必要が生じた製品は、テレダイン・ジャパン株式会社、または担当の代理店にご返却ください。

保証期間内の製品に関しては無償で修理いたします。保証期間を過ぎた製品に関しては、弊社修理規

定による修理費を請求させていただきます。 

お預かりから納品まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご依頼は Web、または Email にて承ります。 

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

Email：repair.jp@teledynelecroy.com 

製品番号と不良の内容をご確認ください。故障の判断が難しい場合、

故障診断(p.45)を参考にしてください。 

 

 

弊社サービス窓口担当者よりご連絡させていただきます。弊社から梱

包箱をお届けする引き取りサービスもございますので、サービスをご

要望の方はご相談ください。 

お急ぎの方は、申し込み時のフォームにご記入の上、印刷したものを

現品添付してご発送ください。 

 

お預かりしてから 1 週間以内に診断結果を報告します。有償修理の場

合は、合わせて見積書をご案内させていただきます。診断が難航し見

積書提出までに 1 週間以上を要する場合や症状が表れていない時など

につきましても、1 週間以内に途中経過を報告いたします。 

 

 

 

見積書承認欄への署名や注文書を弊社へ頂いた時点で作業着手となり

ます。 

キャンセルの場合、診断料や送料を含む費用の請求はございません。

診断のため、分解していることがあり、復旧までにお日にちをいただ

きます。 

 

作業完了後、ご指定の場所へ返却いたします。お申し込み時に Email

アドレスをご記入いただきますと、納品時に発送伝票番号をお知らせ

します。 

ご請求先と返却先が同じ場合、納品時に請求書を合わせてお送りしま

す。請求先が異なる場合や代理店を通して修理をご依頼いただいてい

る場合は、後日請求書を指定先にお送りします。

修理校正のお申し込み 

お預かり・発送 

診断および見積もりのご案内 

作業着手 キャンセル 

作業完了～納品 

注意：保証期間は弊社販売履歴より判断します。 

注意：見積書ご確認の際はお支払条件をご確認ください。弊

社販売代理店でも修理依頼を承ります。 

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

テレダイン・ジャパン株式会社 レクロイ サービスセンター 

〒183-0006 東京都府中市緑町 3-11-5 芳文社府中ビル 3F 

TEL: 042-402-9401 

FAX: 042-402-9583 

Email: repair.jp@teledynelecroy.com 

 

修理を依頼する前にご確認いただきたい情報 

 型式、シリアル番号 

 症状 

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

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

知らせください) 

 発生頻度 

 

故障診断 

Case1．電源投入時のトラブル 

症状 診断 

起動時に TeledyneLecroy のロゴまで表示しない 

具体的な症状 

 何も動作しない 

 ファンは回っているが何も表示されていない 

 ブザーが鳴り、立ち上がらない 

別の電源に接続し、電源ケーブルが確実に接続されているか

確認してください。 

症状が改善しない場合は、故障が考えられます。弊社サービ

スセンターに修理を依頼してください。 

TeledyneLecroy のロゴまで表示するが、オシロスコープ

のソフトウェアまで起動しない 

具体的な症状 

 ブルースクリーンが表示される 

 再起動が繰り返される 

 No hardware detected と表示される 

 No Authorized to run on this system と表示され

る 

 System file Missing と表示される 

 Windows は起動するが、オシロスコープのソフ

トウェアは起動しない 

USB メモリや USB ハードディスクなどのリムーバブルメ

ディアが接続されていないか確認してください。起動時に外

部メディアを取り外してください。 

再起動しても状態が変化しない場合、システム・リカバリ

をお試しください。

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

recovery-j.pdf 

 

 

症状が改善しない場合は、故障が考えられます。弊社サービ

スセンターに修理を依頼してください。 

 

  

注意：システム・リカバリをすると、Cドライブの

全てのデータが消去されます。 

 

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

症状 診断 

✓ 信号を入力していないにもかかわらず、全チャ

ンネルで正弦波のようなシミュレーション波形

が表示される 

シ ス テ ム ・ リ カ バ リ を お 試 し く だ さ い 。

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

recovery-j.pdf 

 

 

症状が改善しない場合は、故障が考えられます。弊社サービ

スセンターに修理を依頼してください。 

✓ メッセージ・バーのアクイジション・ステータ

スに Acquiring が表示されたまま終了しない 

✓ No signal available が表示される 

初期設定に戻してから、もう一度お試しください。メニュー

バーの File > Recall Setup を選び、Recall Default Setup ボ

タンにタッチすると、初期設定に戻すことが出来ます。 

症状が改善しない場合は、File > Exit でオシロスコープのソ

フトウェアを終了し、D:¥Setup フォルダにある２つのファ

イル CurrentNvl と CurrentPnl を一度削除してから、オシ

ロスコープのソフトウェアを起動してください。 

 

 

症状が改善しない場合は、最新のファームウェアをインスト

ールしてください(p.42 参照)。 

上記全てをお試しいただき、症状が改善しない場合は、故障

が考えられます。弊社サービスセンターに修理を依頼してく

ださい。 

✓ 特定の操作が設定できない 

✓ 動作がおかしい 

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

D:¥Setup フォルダにある２つのファイル CurrentNvl と 

CurrentPnl を一度削除してから、オシロスコープのソフト

ウェアを起動してください。 

 

 

症状が改善しない場合は、最新のファームウェアをインスト

ールしてください(p.42 ページ参照)。 

上記全てをお試しいただき、症状が改善しない場合は、故障

が考えられます。弊社サービスセンターに修理を依頼してく

ださい。 

 

  

注意：システム・リカバリをすると、Cドライブの

全てのデータが消去されます。 

 

注意：この 2 つのファイルを削除すると、メモリ

保存された設定が消去されます。 

 

注意：この 2つのファイルを削除すると、メモリ保

存された設定が消去されます。 

 

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

✓ 付属のパッシブ・プローブや高圧プローブを使

って測定された波形の振幅が小さい 

プローブ減衰率の自動判定機能が機能していない可能性が

あります。プローブが接続されている状態と外した状態で、

プローブ減衰率が変化するか確認してください(p.23 参照)。 

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

ブルやプローブを全て取り外し、症状が改善されるか確認

してください。また他のチャンネルを問題のチャンネルと

同じ設定にした場合、違いがあるか確認してください。 

特定のチャンネルに大きなノイズが表示される場合、症状

が改善しない場合は、故障が考えられます。弊社サービスセ

ンターに修理を依頼してください。 

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

Preference Setups を選び、Calibration タブにある Status 

を確認してください。正常でない場合、Calibrate All、また

は Calibrate Current State で再校正を実行してください。

(p.41)の注意を参照してください) 

✓ トリガはかかるのに、トリガ位置に波形が見当

たらない 

サンプリング速度が低い場合、トリガに対応する波形が粗

いサンプリングのため、捕捉されていない可能性がありま

す。Time/Div を短い時間に設定して該当する波形があるか

確認してください。 
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サポート 

オンライン・ドキュメント 

オンライン・ヘルプはオシロスコープ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 9000 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： https://teledynelecroy.com/japan/support/default.asp  

Email： contact.jp@teledynelecroy.com 
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Windows ライセンス使用許諾 

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

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

分析、または文書化に関係のない WaveRunner 9000 オシロスコープ上へのサードパーティのソフ

トウェアのインストールを禁じています。 

保証 

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

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

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

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

べての保証対象製品を輸送費負担のうえ返送します。 

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

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

当社の判断により交換します。しかしこれを行うには、まず製品を検査し、製造または材料による故

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

必要があります。 

Teledyne LeCroy は、以下の場合のいかなる不具合、損傷または障害に対して責任を負いません：

a）Teledyne LeCroy 認定者以外の人員による修理または設置、b）互換性のない機器への不適切な

接続、または c）Teledyne LeCroy 製以外の付属品の使用。 

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

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

パーツおよび修理には 90 日間の保証が適用されます。 

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

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

機器メーカーの保証の対象となります。 
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リファレンス 

規格認証 

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

については、納品時に製品に付属する適合宣言文書を参照してください。 

EMC 適合 

EC 適合宣言書 - EMC 

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

体の公式ジャーナルに記載されている以下の仕様に適合します。 

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

電磁放射： 

EN 55011:2010、放射および伝導、グループ１、クラス A 2 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 電圧変動およびフリッカ、Pst = 1  

電磁イミュニティ： 

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

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

2GHz～2.7GHz 

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

制御ライン 4 

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

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

EN 61000-4-11:2004 電源ディップおよび瞬断、0%/1cycle、70%/25cycle、0%/250cycle 4 5 

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

る必要があります。 

2 本機器が試験対象物に接続されている場合、この規格で要求されるレベルを超えてエミッションが発生する場合があり

ます。 

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

ます。 

4 それぞれの規格の性能基準“B”限度に合致：変動中、製品は一時的な機能悪化あるいは、機能または性能喪失を受ける

が自動的に復帰。 

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

Teledyne LeCroy Europe GmbH 

Im Breitspiel 11c 

D-69126 Heidelberg Germany 

Tel: + 49-6221-82700 

オーストラリア ・ ニュージーランド適合性宣言－EMC 

本機器はオーストラリアの通信およびメディア局（ACMA）により規定された要件に従って以下の

規格ごとに電波通信法の EMC 規定に適合しています： 

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

オーストラリア／ニュージーランド連絡先:* 

RS Components Pty Ltd. 

Suite 326 The Parade West 

Kent Town, South Australia 5067 

 

 

RS Components Ltd. 

Units 30 & 31 Warehouse World 

761 Great South Road 

Penrose, Auckland, New Zealand 

 

*最新の連絡先は teledynelecroy.com/support/contact を参照ください 
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安全規格適合 

EC 適合宣言書 - 低電圧 

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

体の公式ジャーナルに記載されている以下の仕様に適合します。 

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

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

試験および測定回路の特定要求事項 

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

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

供給される事を想定。 

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

ん。 

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

一時的な伝導を想定。 

 

米国家認定試験機関による認証  

本オシロスコープは以下の安全規格に準拠するためにアメリカ保険業者安全試験所(UL)によって認

定され、UL  リスティング・マークを取得しています  : 

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

 

カナダの認証 

本オシロスコープは以下の安全規格や  cUL 規格リストマークに適合するようにアメリカ保険業

者安全試験所(UL)によって認定を受けています： 

CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12. 計測、制御および実験室で使用する電子機器に対する安全要求  
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環境適合 

使用済み機器の取り扱い 

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

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

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

廃棄物として電子機器を廃棄することを禁じています。お客様の  テレダイン・レクロイ製品の適

切な処分とリサイクルの詳細につきましては  teledynelecroy.com/recycle  をご参照ください。  

 

有害物質規制(RoHS) 

WaveRunner 9000 とアクセサリは 2011/65/EU RoHS2 指令に準拠しています。 

 

ISO 認証 

ISO 9000 登録品質管理システムの下で製造されています。 

 

知的財産権 

WaveRunner 9000 に関するすべての特許は、以下の当社ウェブサイトでご覧いただけます： 

teledynelecroy.com/patents/ 
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