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本マニュアルについて 

テレダイン・レクロイの WaveRunner オシロスコープをご購入いただきありがとうございます。我々の機

器特有のきめ細かな機能に満足いただけると確信しております。 

このマニュアルは MAUI WaveRunner シリーズのすべての機器の操作とメンテナンスについて説明していま

す。最近のバージョンの 64 ビット MAUI ソフトウェア(オシロスコープ・アプリケーション・ソフトウェ

ア）、特に 8.3 以降のバージョンの導入により、一部の機器のグラフィカル・ユーザー・インタフェースは

以前の機器で提供されたものと大きく異なり、さまざまなタッチスクリーン機能が含まれるようになりま

した。しかし外観の違いがあっても、特に明記しない限り機能は同じです。機能に相違または制限がある

場合は本文で説明します。 

テレダイン・レクロイ機器用オプション・パッケージ使用の際のドキュメントは、

teledynelecroy.com/support/techlib からダウンロードできます。 

当社のウェブサイトは最新の製品仕様を反映しており、更新を確認していただくようお願いいたします。

詳細な仕様は製品データシートに記載されています。 

 

 

安全性 
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。本製品を組み込んだシス

テムの全体的な安全性は、システム設計者の責任となります。  

シンボル 

これらのシンボルは、重要な安全上の懸念を警告するために機器またはマニュアルに表示されます：  

潜在的な機器の損傷に対する注意または人身傷害に対する警告  マニュアルを参照してくださ

い。情報が完全に理解され、条件が満たされるまで先に進まないでください。  

 

注意、高電圧 感電または焼損の危険性があります。 

 

フレームまたはシャーシ端子（グランド接続） 

 

交流 を示します。 

 

オン/スタンバイ・スイッチ（機器前面） 

 

  

メモ：仕様は予告無く変更される場合があります。  
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使用上の注意 

屋内でのみご使用ください 

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。 

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シャーシに直接接続されます。感電

を回避するために、安全接地つきコンセントにのみ接続します。  

適切に着脱してください 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。最大入力定格については機器本体の表示を参照してください。  

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  製品の表面を

清潔で乾いた状態に保ってくださいクリーニングを参照  

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。持ち上げる際はご注意ください  

故障が疑われる場合は操作しないでください  部品が損傷している場合は製品を使用しないでくださ

い。直ちに操作を中断し、誤った接続から装置を切り離してください。 

動作環境 

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% 

40℃で相対湿度 50%まで直線的に低下 

高度：  最大 10,000 フィート(3,048m)  30℃以下 

測定端子定格（C1-C4 及び Ext） 

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. 

 

 

 

  

注意：ケース内側または外側の保護導体が断線あるいは安全接地端子の接続が切断される

と危険な状態になります。意図的な切断は禁止されています。  

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

は、主電源に直接接続することを意図するものではありません。  
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冷却 

この機器は、内部ファンと通気口を備え強制空冷を行っています。どの部分の空気の流れも妨げない

様に注意してください。机上での使用では、機器と最も近い周囲の物体の間に最低 15cm（6 インチ）

以上間隔を空けてください。足は底面の隙間を適切に保ちます。適切なラック間隔については、ラッ

クマウントの取り扱い説明に従ってください。 

 

 

この機器には、周囲温度に応じてファン速度を調整する内部ファン制御回路も組み込まれています。

これは起動後に自動的に実行されます。 

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、機器の外面のみを清掃して

ください。強い化学薬品や研磨剤を使用しないでください。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。電圧源に接続する前に機器を完全に乾燥させてください。  

 

 

電源 

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 電源： 100～240Vrms(±10%）、50/60Hz(±5%) AC 電源 

100～120Vrms(±10%)、400Hz(±5%) AC 電源 

最大消費電力：* ”M”モデル 非”M”モデル 

公称消費： 500W (500VA) 

415W (415VA) 

375W (375VA) 

285W (285VA) 

スタンバイ消費： 10W 10W 

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

付属電源コードを機器の電源入力に差し込み、ライン電圧と安全接地を接続することができます。AC

コンセントの接地端子は機器のシャーシ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：冷却用通気孔を塞がないでください。 

注意：クリーニングする前に電源コードを抜いてください。内部部品を清掃しないでくだ

さい。 
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オシロスコープの概要とセットアップ 

オシロスコープ前面 

 

A. 静電式タッチスクリーン 

B. フロントパネル 

C. 電源ボタン 

D. チャンネル入力(C1-C4) 

E. 外部トリガ入力 

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. グランドおよび校正出力端子 

J. チルト・フット
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オシロスコープ側面 

A. 外部モニタを接続用 HDMI1.4 および  

DisplayPort2.0 ポート 

B. USB3.1 の Gen1 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 
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オシロスコープ背面  

 

 

A. 内蔵キャリングハンドル 

B. 外部基準クロック用 Ref Out および Ref In 

C. AC 電源入力 

D. 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。  

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。ノブの上の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。フロンパネルからの操作は常にアクティブ・

トレースに適用されます。 

アクティブなトレースおよび機能に応じたフロントパネル・ボ

タンの LED が点灯します。 

トリガ操作 

レベル・ノブはトリガ閾値(V)を変更します。この値はトリ

ガ・ディスクリプタ・ボックスに表示されます。ノブを押し込

むとトリガレベルを入力信号の 50%に設定します。 

Setup ボタンはトリガ設定ダイアログを開きます。再度押すと

ダイアログを閉じます。 

READY インジケータはトリガ準備ができると点灯します。

TRIG’D はトリガが発生すると一時的に点灯します。 

Auto は、トリガ条件が満たされていない場合でも、一定時間

後オシロスコープを自動的にトリガする Auto モードに設定し

ます。 

Normal は、オシロスコープのトリガ条件を満たす信号が入力

されるたびにトリガする通常の Normal モードに設定します。 

Single は Single トリガ・モードに設定します。ボタンを一回押

すとオシロスコープがトリガ準備を行い、トリガ条件を満たす

信号が来ると一回トリガ（シングルショット捕捉）を行いま

す。トリガが行われる前に続けて二度目を押すと、オシロスコ

ープを一回強制トリガします。トリガした後トリガは Stop と

なります。 

Stop は捕捉を停止します。もし前回終了時に Stop モードのま

ま機器を起動すると、“No trace available”と言うメッセージが

チャンネル・ディスクリプタ・ボックスに表示されます。トレースを表示するには Auto ボタンを押

してください。 

水平軸操作 

トリガ遅延値(s)を変更するには Delay ノブを回します。ノブを押し込むと Delay 値をゼロにリセット

します。 

もしトレース・ソースが入力チャンネルの場合、Horizontal Adjust ノブでオシロスコープ捕捉システ

ムの Time/division を変更できます。Time/div 値はタイムベース・ディスクリプタ・ボックスに表示さ

れます。この操作を行うと、タイムベース設定に対して最高サンプリング・レートを維持するように

機器はメモリを割り振ります。トレース・ソースが Zoom、Memory、または Math の場合は、ノブを

回してトレースの水平スケールを変更し、“ズームイン”または“ズームアウト”します。関連する
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値はディスクリプタ・ボックスに表示されます。微調整に変更するにはノブを押し込みます；もう一

度押し込むと 1, 2, 5, 10-ステップ刻みに戻ります。 

垂直軸操作 

Offset ノブは、トレースのゼロレベルを調整します（これにより、グリッドの中心軸に対して上下に

移動するように見えます）。値はトレース・ディスクリプタ・ボックスに表示されます。オフセット

をゼロにリセットするにはノブを押し込みます。  

Vertical ノブは垂直ゲイン（V/DIV）またはスケール（演算、メモリ、およびズーム・トレース用）を

設定します。値はトレース・ディスクリプタ・ボックスに表示されます。微調整と 1, 2, 5, 10-ステッ

プ変化を切り替えるには押し込みます。 

フロントパネルのチャンネルボタン(1-4)は、オフになっているチャンネルの表示をオンにするか、す

でにオンになっているチャンネルをアクティブにします。チャンネルがアクティブな場合にそのチャ

ンネルボタンを押すとオフになります。LED が点灯したボタンはアクティブなチャンネルを示しま

す。 

Dig ボタンは、-MS モデルの場合にデジタル・トレースを有効にします。 

Math、Zoom、および Mem(ory)ボタン 

Zoom ボタンは開いているチャンネル・トレースのズームを素早く作成します。得られるズーム・ト

レースは元のチャンネルのタイムベースのディスプレイ中心の 1/10 の区間となります。ズームコン

トロールを表示して調整するにはズーム・トレース・ディスクリプタ・ボックスをタッチします。ク

イック・ズームをオフにするには、Zoom ボタンをもう一度押します。 

Math と Memory）ボタンは対応する設定ダイアログを開きます。 

カーソル操作 

カーソルは波形上の特定の電圧および時間値を読み取ります。白いカーソル・マーカーは、これらの

点をより目立たせると同時に再配置のための簡単な方法を提供します。トレース・ディスクリプタ・

ボックスに読み値が表示されます。 

5 つのプリセット・カーソル・タイプがあり、それぞれ異なる表示方法となっています。これらにつ

いては、カーソルのセクションで詳しく説明します。 

カーソルを表示または消す場合はフロントパネルの Type ボタンを押します。ボタンを続けて押すと

全てのカーソル・タイプが順番に切り替わります、希望のタイプが見つかるまで繰り返してボタンを

押してください。(切り替わりの途中で"カーソル無し"も挟まります) 

Cursors ノブを回して選択したカーソル線を動かします。別のカーソル線の位置を変更するには、ノ

ブを押し込みます。 

調整と輝度 

フロントパネルの Adjust ノブは、専用のノブがないアクティブな（ハイライト表示されている）デー

タ入力欄の値を変更します。Adjust ノブを押し込むと、ノブを回した場合の動作が粗調整と微調整の

間で切り替わります。 

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。実際に画面に表示で

きるよりも多くのデータが得られた場合、Intensity ボタンを使用すると、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して重要なイベントを可視化することができます。この機能は、ディス

プレイ設定ダイアログからもアクセスできます。 
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その他の操作 

これらの他の操作ボタンは、フロントパネルの上部と下部のセクションに表示されます。  

Auto Setup は自動設定を行います。一回ボタンを押すと、確認を求めるポップアップが出てきます。

もう一回ボタンを押すか、画面で confirm をタッチしてください。 

Default Setup はオシロスコープを工場出荷時の初期状態に戻します。一回ボタンを押すと、確認を求

めるポップアップが出てきます。もう一回ボタンを押すか、画面で confirm をタッチしてください。 

Clear Sweeps は捕捉カウンタと計測パラメータの積算カウンタをリセットします。  

Touch Screen はタッチスクリーン機能のオン/オフを切り替えます。 

Print は Print 設定に従って画面をキャプチャします。 

User ボタンにアクションを割り当てることができます。ユーザーボタンの構成をご覧ください。 

Decode は、デコード・オプションがインストールされている場合、シリアル・デコード・ダイアロ

グを開きます。 

WaveScan は WaveScan ダイアログを開きます。 

Spectrum はスペアナオプションがインストールされている場合、スペクトラム・アナライザ・ダイ

アログを開きます。 

History は、ヒストリ・モード・ダイアログを開きます。  
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信号インタフェース 

MAUI 計測器は、アナログ信号またはデジタル信号を入力するためにプローブまたは他のデバイスを

使用するためのさまざまなインタフェースを提供します。互換性のある入力デバイスのリストについ

ては、teledynelecroy.com のオシロスコープ製品ページを参照してください。  

その他のアナログ入力 

EXT 入力を使用して、外部トリガパルスまたはサンプルクロック信号を入力することができます。  

REF In には外部基準クロック信号を入力することができます。 

これらの入力は、電源供給のないシンプルな BNC インタフェースを持っています。電圧と周波数の定

格はモデルによって異なります。製品データシートをご覧ください。  

ミックスド・シグナル入力 

-MS モデルのオシロスコープに同梱されるデジタル・リードセットは、オシロスコープフロントパネ

ルのミックスド・シグナル入力に接続し、最大で１６のデジタルデータを入力することができます。

物理的ラインは、バスに対応した異なるロジック・グループ Digitaln に事前に構成して、グループご

とに適切な名前をつけておくことができます。各ラインの遷移は、異なる表示で見ることができま

す。 

詳細な手順については、デジタル・リードセットを使用したデジタルのセットアップを参照してくだ

さい。 

プローブ 

このオシロスコープは、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ほとんどの

テレダイン・レクロイ製アクティブ・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。 

パッシブ・プローブ 

供給されるパッシブ・プローブは、機器の入力インピーダンスにマッチしますが、さらなる補償が必

要な場合があります。プローブの周波数特性を補償するにはプローブの取扱説明書の指示に従ってく

ださい。 

アクティブ・プローブ 

テレダイン・レクロイはお使いのオシロスコープでご利用になれる様々なアクティブ・プローブを用

意しています：ほとんどのアクティブ・プローブは、内部の EEPROM に保存されたプローブ周波数応

答データを使用して、プローブとオシロスコープの周波数応答を自動的に最適化します。これによ

り、デ・エンベッド処理を実行する必要なしに、可能な限り最良のプローブ＋オシロスコープ・チャ

ンネルの周波数応答が保証されます。 

多くのアクティブ・プローブでは完全に動作するために、オシロスコープ・ファームウェアの最低バ

ージョンが決まっていることに注意してください。プローブのマニュアルを参照してください。  
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電源の On/Off 

機器の電源を入れるには Power ボタンを押します。起動すると XStream アプリケーションが

自動的に読み込まれます。 

オシロスコープの電源を落とす最も安全な方法は、File>Shutdown メニューオプションを使用するこ

とです。この方法では常に適切なシャットダウンプロセスを実行し、次回起動時のために現在の設定

を保存してから電源を落とします。Power ボタンを押してもシャットダウンが実行されますが、動作

が Windows オペレーティングシステムに委ねられ、メモリと設定パネルが保存されない場合があるた

め、この操作はお勧めしません。ソケットから電源コードを抜いたり、接続されている電源タップの

スイッチをオフしたりして電源を切る事は決してしないでください。  

電源ボタンを使用しても、AC 電源から機器が切断されることはありません。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。 

長時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。  

 

 

 

 

 

ソフトウェアのアクティベーション 

オペレーティング・ソフトウェア（ファームウェアと標準的アプリケーション）は納品時に有効にな

っています。電源を入れるとソフトウェアは自動的に読み込まれます。  

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： 

https://teledynelecroy.com/japan/support/firmware/default.asp  

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。手順書に従って、ソフトウェアをダウンロードしインストールしてください。  

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、テレダイン・レクロイのセールス・オフ

ィスにご連絡ください。 

 

 

  

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。システムの動作不良を引き起こ

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。  

https://teledynelecroy.com/japan/support/firmware/default.asp
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言語選択 

オシロスコープのアプリケーションの言語を変更するには：  

1. メニューバーから Utilities>Preference Setup を選択し Preference ダイアログを開き

Language を選択します。 

2. 指示にしたがってアプリケーションを再スタートします。 

起動時にメニューバーの右端に言語アイコン 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。 

他の機器/システムとの接続 

他の機器への接続を設定するには、下記のメニューオプションを使用します。  

LAN 

本機器は、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。側面パネルのイーサネット・ポートを使用してネットワーク機器にケーブルで接続します。 IP ア

ドレスを見るには、Utilities>Utilities Setup を開きます。 

静的 IP アドレスを割り当てるにはリモート・ダイアログから Net Connections を選択します。標準の

Windows ネットワーク・ダイアログを使用して、デバイスアドレスを設定します。  

電子メール設定を行うには File>File Sharing を選択し Email & Report Setting ダイアログを開きます。 

オーディオ/USB 周辺機器 

機器前面および側面の適切なポートを使用してデバイスを接続します。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。 

プリンタ 

MAUI オシロスコープは機器に搭載した Windows OS 互換の USB プリンタをサポートします。プリンタ

の設定をするには File>Print Setup を選択し、Printer を選択します。Windows の印刷ダイアログを開く

には Properties を選択します。 

外部モニタ 

内蔵のタッチスクリーンを使用して本機器を操作する他に、拡張デスクトップ操作のために外部モニ

タを接続することができます。サポートされるモニタの解像度については、製品のデータシートを参

照してください。 

機器の映像出力にモニタケーブルを接続します。モニタケーブルのコネクタが異なる場合は、アダプ

タを使用することができます。Display>Display Setup > Open Monitor Control Panel を開き、ディスプレ

イを設定します。必ず機器が主モニタ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。 
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リモート制御 

Utilities>Preference Setup を選択し Remote ダイアログを開いて、リモート接続を設定します。選択し

た接続タイプに必要なケーブルを使用してネットワーク/コントローラーにオシロスコープを接続し

ます。 

 イーサネット上の VICP（TCP/IP）と VXI-11（LXI）を標準でサポートしています。 

 GPIB は、オプションの USB-GPIB アダプタを使用すればサポートされています。 

 

 

 

 

基準クロック 

基準クロック信号を出力するには、BNC ケーブルを Ref Out コネクタから他の機器に接続します。

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。 

外部(AUX)出力 

別の機器に信号を出力するには、BNC ケーブルを補助出力から他の機器に接続します。

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。 

User ボタンの設定 

フロントパネルの User ボタンは、お好みでスクリーン・イメージまたは他のファイル・タイプで保

存するなどの操作を実行するように設定できます。  

1. Utilities>Front Panel Setup を開き、Select User Action をタッチして、ボタンに割り当てる動

作を指定します。 

2. 必要に応じて Configure Action をタッチし、例えばスクリーン・イメージを保存するのかプリ

ントするのか等の、そのアクションに関連する他の指定を行います。  

 

 

メモ：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。競合するた

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

は使用できず、ディスプレイとしてのみ使用可能となります。  

メモ：TCP/IP を使用している場合は、LAN 経由または直結でコントローラを接続できま

す。オシロスコープがコントローラと同じサブネット上にあることを確認してください。

ホストによっては、直結で接続する場合にクロスオーバーケーブルが必要な場合がありま

す。 
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MAUI 操作 
MAUI,“Most Advanced User Interface”はテレダイン・レクロイ独自のオシロスコープ用ユーザー・イ

ンタフェースです。MAUI はタッチ操作用に設計されています。垂直、水平、トリガ等の重要な操作

はワンタッチするだけです。 

タッチスクリーン 

タッチスクリーンは、操作、情報表示の主な方法です。表示領域全体でタッチ操作が可能です：指ま

たはスタイラスを使用して、タッチ、ドラッグ、スワイプ、または選択ボックスを描画します。  

情報を表示する多くの項目は、他の機能にアクセスするための“ボタン”としても機能します。マウ

スが接続されている場合は、タッチ操作に対応する箇所はどこでもクリックして操作することができ

ます。実際に、クリックとタッチどちらでも使いやすい方法をお使いいただけます。  

タッチスクリーンは、以下の主要な操作エリアに分かれています：  

メニューバー 

 

 

グリッド 

 

 

ディスクリプタ・ボ

ックス 

 

設定ダイアログ 

 

メッセージ・バー 

メニューバー 

ウィンドウの上部には、全ての機能にアクセスできるメニューが配置されています。ここで選択する

と、画面の下部に表示されるダイアログが切り変わります。  

多くの一般的な操作は、フロントパネルから実行することも、ディスクリプタ・ボックスから起動す

ることもできますが、Save/Recall（File）機能、Display 機能、Status、LabNotebook、Pass/Fail 設定、オ

プション解析パッケージ、Utilities/Preference 設定の場合はメニューバーから操作します。 

 

Q-Scape マルチタブ表示機能が有効な場、メニューバーに Q-Scape コントロールが追加

されます。異なるタブ表示設定に変更する事ができます。  

もし操作が「やり直し」可能なものであれば、Undo ボタンはオシロスコープを前の状態に戻し

ます。  
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グリッド 

グリッド領域には波形トレースが表示されます。すべてのグリッドは、現在の分解能で可能な全 256

の垂直レベルを表す垂直 8division と、それぞれ捕捉時間を表す水平 10division により構成されていま

す。垂直および水平 division で表される値は、グリッドに表示されるトレースの垂直および水平軸ス

ケールに従います。 

マルチグリッド表示 

画面は、異なる表示タイプとトレース数の複数グリッド構成に分割できます（デフォルトの Auto Grid

モードでは、必要に応じて自動的に分割されます）グリッドの数と配置にかかわらず、すべてのグリ

ッドは常に同じ数の垂直レベルを表します。したがって、絶対垂直計測精度は維持されます。  

マルチグリッド・ディスプレイで異なるタイプのトレースを開いた例  

Q-Scape タブ 

Q-Scape マルチタブ表示機能を有効にしたオシロスコープでは、タブ 1-4 がグリッド上に現れます。

各タブは個別のマルチグリッド表示になります。Q-Scape についての詳しい情報はディスプレイを参

照してください。 
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グリッド・インジケータ 

これらのインジケータは、グリッドの周囲またはグリッド上に表示され、ディスプレイ上の重要なポ

イントをマークします。それらは適用されるトレースの色と一致します。同じグリッドに複数のトレ

ースが表示されている場合、インジケータは、他のトレースの最上位に表示されるトレースを指しま

す。 

軸ラベルはグリッドの division で表される時間/単位を表示します。トレースをパンするか垂

直/水平スケールを変更すると、それらは動的に更新されます。もともと絶対値で表示され

ていた場合、有効桁数が大きくなり過ぎると、ラベルは 0（中央）からのデルタ表示に変わ

ります。各グリッドに表示されるラベルの数は、開いているグリッドの総数によって異なり

ます。表示を消すには、Display>Display Setup に進み、Axis Label 選択を解除します。 

トリガ・タイムは、グリッド底辺に配置された小さな三角マークで、トリガの時間を示しま

す。水平軸遅延が設定されていない限り、このインジケータはグリッドのゼロ（中央）ポイ

ントにあります。遅延時間は、Timebase ディスクリプタ・ボックスの右上に表示されます。 

プリ/ポスト・トリガ遅延は、グリッドの左下または右下の小さな矢印で、プリまたはポス

ト・リガ遅延によって Trigger time インジケータがグリッドに表示されない位置に移動した

ことを示します。すべての Delay 値は Timebase ディスクリプタ・ボックスに表示されます。 

トリガレベルはグリッドの右端に表示され、トリガ電圧レベルに追従します。トリガ・モー

ドが STOP の時に、または有効なトリガの無い状態で Normal モードまたは Single モードでト

リガレベルを変更すると、新しいトリガレベルに同じ色の中空の三角マークが表示されま

す。トリガ・チャンネルが表示されていない場合、Trigger Level インジケータは表示されま

せん。 

ゼロボルトレベルはグリッドの左端に表示されます。グリッド上に表示されているトレース

ごとに 1 つずつ表示され、トレースの番号と色を共有します。  

 

カーソル・マーカーはグリッド上に表示され、波形上の特定の電圧と時間の値が示されま

す。カーソル・マーカーをドラッグ＆ドロップすると、カーソル・マーカーを素早く再配置

できます。 

グリッド輝度 

Display>Display Setup に移動し、新しい Grid Intensity のパーセンテージを入力することによって、

グリッド線の輝度を調整することができます。数値が高いほど、グリッド線が明るくて太くなりま

す。 
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ディスクリプタ・ボックス 

トレース表示がオンになると、グリッドのすぐ下にトレース・ディスクリプタ・ボックスが表示され

ます。それらは以下の様に機能します： 

 情報表示－現在のトレース設定およびアクティビィティの要約を表示します。  

 ナビゲーション－ディスクリプタ・ボックスを一回タッチすると、そのトレースをアクティ

ブにします。もう一度タッチすると、設定ダイアログを開きます。  

 配置－ディスクリプタ・ボックスをドラッグ＆ドロップすることで、トレースを他のグリッ

ドに再配置できます。 

 設定－ディスクリプタ・ボックスをドラッグ＆ドロップすることで、設定をコピーしたり、

ソースを変更したりする事ができます。 

トレース・ディスクリプタ・ボックス 

チャンネル・トレース・ディスクリプタ・ボックスは、アナログ信号入力に対応し

ます。それらは以下を示します（左上から時計回り）：チャンネル番号、プリプロセ

ス・リスト、カップリング、垂直軸スケール（ゲイン）設定、垂直軸オフセット設

定、スイープカウント（Average 設定時）、垂直カーソル位置、および捕捉されたセ

グメント数（シーケンスモード時） 

入力に適用されたプリプロセスを示す記号が使用されます。以下の短縮形は、いくつかのプロセスが

有効な場合に使用されます。 

ディスクリプタ・ボックスのプリプロセス記号 

プリプロセス種別 通常表記 短縮表記 

カップリング DC50 または GND D50, D1, A1, G 

帯域幅制限 BWL B. 

アベレージング AVG A 

(Sinx)/x 補間 SINX S 

デスキュー DSQ DQ 

ノイズフィルタ(ERes) FLT F 

反転 INV I 

 

もしチャンネル・インタリーブをしている場合は、チャンネル・ディスクリプタ・ボックスはチャン

ネルの捕捉の状態の概要を表示します：trigger only、active、または not active。 

同様なディスクリプタ・ボックスが演算(Fn)、ズーム(Zn)およびメモリ(Mn)トレー

ス、（もし SAM40 センサ・アクイシジョン・モジュールが接続されている場合は）

センサ(SEn)トレースにも現れます。これらのディスクリプタ・ボックスは、信号の

Timebase とは異なる水平軸スケールを示します。単位は自動的にトレースのタイプに合わせて調整さ

れます。 

タイムベースおよびトリガ・ディスクリプタ・ボックス 

タイムベース・ディスクリプタ・ボックスには（右上から時計回

りに）：水平軸 Delay、Time/div、サンプルレート、サンプル数、サ

ンプリング・モード（リアルタイム・モードのときは空白）が表

示されます。 

トリガ・ディスクリプタ・ボックスには（右上から時計回りに）：トリガ・ソースとカップリング、

トリガレベル（V）、スロープ/極性、トリガ・タイプ、トリガ・モードが表示されます。  

カーソル間の時間および周波数を含む水平軸（時間）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。詳しい情報はカーソルの項目をご覧ください。 
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ダイアログ 

設定データを入力するための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。便宜上、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。タブをタップしてダイアログを開きま

す。 

右側サブダイアログ 

選択した機能が 1 つのダイアログに収まるより多くの設定を必要とするか、タスクが新しいトレース

をズームするようなさらなるアクションを生じる場合があります。その場合、サブダイアログがダイ

アログの右側に表示されます。これらのサブダイアログ設定は、常に左側のダイアログで設定されて

いる項目に適用されます。 

アクション・ツールバー 

いくつかの設定ダイアログには下部にツールバーが配置されています。これらのボタンを使用する

と、現在のダイアログを離れずに計測パラメータを有効にするなどの一般的なタスクを実行できま

す。ツールバー・ボタンの動作は、常にアクティブなトレースに適用されます。  

Measure は、アクティブ・トレースに対して適用する計測パラメータを設定する Measure ポップアッ

プ・メニューが開きます。 

Zoom は、アクティブ・トレースに対してズーム・トレースを作成します。  

Math は新しい演算トレースを作成し、アクティブ・トレースに対して適用する演算を設定する Math

ポップアップ・メニューを開きます。 

Decode は、シリアルデータ・デコードおよびトリガの設定と適用を行うシリアル・デコード・ダイ

アログを開きます。このボタンはシリアルデータ・ソフトウェア・オプションがインストールされて

いる時のみ有効になります。 

Store は、アクティブ・トレースを対応するメモリ・トレースに読み込みます。 (C1, F1 および Z1 は

M1 に；C2, F2 および Z2 は M2 に他) 

Find Scale は、波形をグリッドにフィットするように垂直軸スケールを最適化します。  

Next Grid は、アクティブ・トレースを次のグリッドに移動します。グリッドがひとつしかない場合

は新しいグリッドを自動的に生成し、そのグリッドに移動します。  

Label は、アクティブ・トレースに注釈を付けるための Label ポップアップ・メニューを開きます。  

Histogram, Trend および Track は、Parameter(Pn)設定ダイアログのアクション・ツールバーに現れま

す。それらを使用すると、計測パラメータ・ダイアログを閉じずにパラメータをプロットする Math

演算トレースを作成できます。 
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メッセージ・バー 

オシロスコープの下部には、小さなメッセージ・バーが表示されます。現在の日付と時刻が右端に表

示され、左端にはステータス、エラー、その他のメッセージが表示されます。通常左端には

“Teledyne LeCroy”が表示されています。 

 

オシロスコープが最後の捕捉または計算を処理しているときに、メッセージ・バーの右側に赤いプロ

グレスバーとともに“Processing ...”が表示されます。 

 

これは、垂直スケール、オフセット、または帯域幅の変更など、ノーマルまたは自動トリガ・モード

での ADC 設定に影響するアクイジション設定を変更した場合に特に顕著に現れます。オシロスコープ

の処理中は、トレースがディスプレイから一時的に消えることがあります。  
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OneTouch MAUI 

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

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

トを移動して設定を変更することができます。OneTouch 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＆ドロップすると、有効なターゲットが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。 

アクティベート 

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。 
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設定のコピー 

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

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

ッグ＆ドロップします。 

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

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

ソースの変更 

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

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

ソース欄にドロップすることもできます。 

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・マーカーをドラッグ

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。トリガ設定は前回そのチャンネルをソース

にした時の設定を引き継ぎます。 

  



WaveRunner 9000 オシロスコープ・オペレーターズ・マニュアル  

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

(Mn)・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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トレースのパン/スワイプ 

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。 

チャンネル・トレースの場合、タイムベース・ディスクリプタ・ボックスは新しい水平軸遅延値を表

示します。他のトレースに対しては、ズーム設定タブに新しい水平軸センターが表示されます。  

 

 

 

 

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。 

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

ってフリックします。 

計測パラメータや Pass/Fail 判定値の表示をオフするには、Pn または Qn セルをスクリーン下端に向

かってフリックします。もしテーブルの最後のアクティブセルだった場合テーブルは閉じます。  

  

ヒント：もしマルチズーム機能を使用している場合、全ての時間軸同期したトレースは同

時にパンします。 
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ズーム 

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

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

ックスをタッチして設定ダイアログを開きます。 

 

 

  

メモ：ピンチズームは LabMaster モデルでは対応しません。 
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トレース操作 

トレースは、波形を可視化したものでグリッドに表示されます。トレースにはライブ入力（Cn、

Digitaln）、波形に適用された数学演算（Fn）、保存した波形（Mn）、波形のズーム（Zn）、または解析

ソフトウェアの処理結果を表示できます。 

トレースは、他のタッチスクリーンオブジェクト同様に操作できます。それらは、印刷/レポートの

ためにパン、移動、ラベリング、ズーム、捕捉して異なる表示形式にすることができます。  

表示されているそれぞれのトレースには、主な構成設定を要約するディスクリプタ・ボックスがあり

ます。 

複数のトレースが開いている場合もありますが、アクティブなものは 1 つのみで、フロントパネル・

ノブとタッチスクリーンのジェスチャーを使用して調整できます。ハイライトされたディスクリプ

タ・ボックスは、どのトレースがアクティブであるかを示します。すべてのアクションは、別のトレ

ースをアクティブにするまで、そのトレースに適用されます。トレース・ディスクリプタ・ボックス

をタッチして、アクティブなトレース（およびそのグリッド内の前面トレース）にします。  

アクティブ・トレース・ディスクリプタ（左）と非アクティブ・トレース・ディスクリプタ（右）  

トレースをアィティブにすると、画面の下部にあるダイアログが自動的に適切な設定ダイアログに切

り替わります。 

アクティブなディスクリプタ・ボックスはアクティブなダイアログタブに連動します 
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トレースの ON/OFF 

アナログ・トレースのオン/をオフ 

フロントパネルからチャンネルボタンを押します。 

タッチスクリーンから Vertical>Channelx Setup を選択。 

トレースをオフにするには、フロントパネルのチャンネルボタンをもう一度押すか、タッチスクリー

ンから以下のいずれかの操作をします： 

 お使いの機器が OneTouch 対応の場合、トレース・ディスクリプタ・ボックスをスクリーンの

底辺に向かってフリックします。 

 ショートカット・メニューから Off を選びます。 

 チャンネル設定ダイアログまたは Cn ダイアログのチャンネルのチェックを外します。 

デジタル・トレースのオン/オフ 

タッチスクリーンから、Vertical>Digitaln 設定を選択し、その後 Group をチェックします。 

トレースを表示オフするにはアナログ・トレースと同じ操作をします。  

ズーム・トレースのオン/オフ 

ズーム・トレースの作成を参照してください。 

その他のトレースのオン/オフ 

トレースをオンにするには、(演算、メモリ等)それぞれの設定ダイアログを使用します。 

トレースを表示オフするにはアナログ・トレースと同じ操作をします。  
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トレースの調整 

垂直スケール（ゲインまたは感度）と垂直オフセットを調整するには、トレースをアクティブにし、

フロントパネルの垂直ノブを回します。チャンネル・トレースのプリプロセスや演算トレースのリス

ケーリングなど、他の調整を行うには、トレース・ディスクリプタ・ボックスを 2 回押して適切な設

定ダイアログを開きます。 

トレース設定の調整 

多くの項目は、設定項目に触れると表示されるポップアップから選択することで作成できます。タッ

チした後に入力欄が黄色に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 ノブを回して調整できます。（垂直レベルと水平軸遅延のように）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

ともできます。 

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。 

 

 

 

 

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・メニューはアクションのポップアップ・メニューで

す。表示オフや次のグリッドに移動、計測パラメータを設定、ラベルつけまたは

リネームができます。 

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タッチ＆ホールド（またはマウスを右クリック）して、

その後離します。 
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トレースの移動 

トレースをグリッドからグリッドに移動するには、以下のいずれかの方法を使用します。同じグリッ

ド内でトレースをパンする方法については、OneTouch ヘルプを参照してください。 

ドラッグ＆ドロップ 

ディスクリプタ・ボックスを目的のグリッドにドラッグすることで、あるグリッドから別のグリッド

にトレースを移動できます。これは、ディスプレイ上のトレースを素早く再配置する便利な方法で

す。 

 

Q-Scape 表示モードを使用している場合、ディスクリプタ・ボックスをトレース移動中に画面上に表

示されている他のタブのグリッドにドラッグする事ができます。たとえば、Q-Scape Single モードの場

合は移動先のグリッドが表示されていないため他のタブにディスクリプタ・ボックスをドラッグする

ことはできません。しかし Q-Scape Dual モードまたは Mosaic モードであれば可能です。これは拡張

ディスプレイにも当てはまります。詳細については、ディスプレイを参照してください。 

Next Grid ボタン 

移動するトレースのディスクリプタ・ボックスを 2 回タッチして設定ダイアログを開き、ダイアログ

の下部にある Next Grid アクションのツールバー・ボタンをタッチします。トレース・ディスクリプ

タ・ボックスをタッチして（右クリック）、ショートカット・メニューから Next Grid を選択すること

もできます。 

 

  
メモ：もし開いているグリッドがひとだけの場合は、Next Grid を選択すると自動的にも

うひとつのグリッドが開いてきます。 
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トレースのラベル表示 

ラベル機能を使用すると、トレース表示にカスタム注釈を追加することができま

す。配置後はラベルを新しい位置に移動することも、トレースに関連付けられたま

ま非表示にしておくこともできます。 

ラベルの作成 

1. ショートカット・メニューから Label を選択するか、トレース設定ダイアログの Label アクシ

ョン・ツールバー・ボタンをタッチします。 

 

2. トレース注釈ポップアップで、Add Label をタッチします。 

3. Label Text を入力します。 

4. 必要に応じて、ラベルを貼り付ける水平位置(Horizontal Pos.)および垂直位置(Vertical Pos.)を

（ラベルと同じ単位で）入力します。デフォルトの位置は水平位置で 0n です。Use Trace 

Vertical Position をチェックすると、すぐにトレースのラベル上に配置されます。  

ラベルの再配置 

位置を変えるにはラベルをドラッグ＆ドロップします。または、トレース注釈ポップアップで位置設

定を変更します。 

ラベルの編集／削除 

トレース注釈ポップアップで、リストから Label を選択します。必要に応じて設定を変更するか、

Remove Label をタップして削除します。 

すべてのラベルを非表示にするには、View Labels をオフにします。チェックを外してもラベルのエ

ントリはリストに残ります。 
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ズーム 

ズームはソース・トレースとの相対的な水平/垂直スケールを変更して、トレースの選択された領域

を拡大表示します。 

ズームは、フロントパネルまたはタッチスクリーンのいずれかを使用して、いくつかの方法で作成で

きます。前面パネルの垂直および水平ノブまたはタッチスクリーン・ズーム比コントロールを使用し

て、他のトレースと同じようにズームを調整できます。  

各ズーム・トレースの現在の設定は Zn ダイアログに表示され、ズーム・ダイアログはズームのオン/

オフやズームソースの変更に便利なパネルです。  

マルチズーム機能を使ってマルチズーム・グループに指定したトレースの水平軸スケールとセンター

をロックして同期させることができます。グループ内の任意のトレースのスケールや位置を変更する

と、すべてのトレースが連動して変更されます。詳細については、マルチズームを参照してくださ

い。 

ズーム・ダイアログ 

トレースの表示スケールを変更する可能性のある場合には必ず－ある場合にはメイン設定ダイアログ

に、ある時はサブダイアログに、オシロスコープ・ソフトウェアにズーム設定が現れます。  

 Fn ダイアログで演算トレースを設定する場合 

 Mn ダイアログでメモリ・トレースを設定する場合  

ズーム設定ダイアログを表示するには、メニューバーから Math>Zoom Setup を選択するか、ズー

ム・ディスクリプタ・ボックスをタッチします。  

メイン Zoom ダイアログには、表示 On/Off とズームのソースを変更するための選択ボックスがありま

す。次のオプションもあります： 

 Reset All は、全てのズームを x1 倍に戻します。 

 Quick Zoom を使用してフロントパネルのボタンと同じく、開いているチャンネル・トレース

ごとに対応するズーム・トレースを作成します。 

 すべてのアクティブなズームに対して MultiZoom をオンにします。 
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Zn ダイアログ 

メインのズーム・ダイアログの後には、ズームトレース（Z1-Zn）ごとに別々のタブがあります。各

Zn ダイアログには、そのズームの中心とスケールが反映されたプレビューが表示されます。これをズ

ーム倍率の調整に使用する事ができます。 

トレースの操作 

Trace On はズーム・トレースを表示/非表示にします。ズームが作成されると、デフォルトで選択さ

れます。 

Source を使用すると、他のすべての設定を維持しながら、このズームのソースを任意のチャンネ

ル、演算、またはメモリ・トレースに変更できます。  

セグメントの操作 

これらの操作についてはシーケンス・サンプリング・モードで使用します。 

ズーム比の操作 

 Out および In ボタンはズーム比を増減させ、その結果水平および垂直スケールの設定を変更

します。所望の拡大比になるまでどちらかのボタンを押します。  

 Ver チェックボックスはズーム比の増減を微調整に切り換えます。 

 Horizontal Scale/div はグリッドの水平 division であらわされる時間を設定します。これはチャ

ンネル・トレースの Time/div に相当しますが、ズーム毎に異なる場合がある点が唯一異なり

ます。 

 Vertical Scale/div はグリッドの垂直 division であらわされる電圧レベルを設定します。チャン

ネル・トレースの V/div と同等です。 

 Horizontal/Vertical Center は時間/電圧軸のグリッドの中心値を設定します。水平軸の中心は

全てのズーム・トレースに対して共通です。 

 Reset Zoom はズーム比を x1 に戻します。 

ズーム・トレースの作成 

全てのタイプのトレースは以下の手順に従って新しいズーム・トレース(Zn)を作成することで“ズー

ム”する事ができます。ズーム・トレースは、次の番号の空グリッドで開き、ソース・トレースのズ

ーム部分が強調表示されます。使用可能なグリッドがもうない場合は、ソース・トレースと同じグリ

ッド内でズームが開きます。 

 

 

 

 

  

メモ：OneTouch MAUI 対応のほとんどの機種では、トレース上で 2 本の指を狭めたり（ピ

ンチ）/広げたり(アンピンチ）することでトレースを“ズーム”できますが、この方法で

は別のズーム・トレースは作成されません。チャンネル・トレースでのピンチは、捕捉

タイムベースとすべてのトレースのスケールを変更します。これをしたくない場合は別

のズーム・トレースを作成してください。 
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元トレースのズームされたエリアがハイライトされます。下段がズーム・トレース  

クイック・ズーム 

フロントパネルの Zoom ボタンを使用して、表示されているチャンネル・トレースごとに 1 つのズー

ム・トレースをすばやく作成します。クイック・ズームはソース・トレースと同じ垂直スケールと

10：1 の水平倍率で作成されます。マルチズーム機能がオンになり、すべての新しいズームは自動的

にマルチズーム・グループに追加されます。 

クイック・ズームをオフにするには、Zoom ボタンをもう一度押します。 

手動ズーム作成 

手動でズームを作成するには、対角線にタッチ＆ドラッグして、ソース・トレ

ースの任意の部分の周りに選択ボックスを描画します。  

ズームはグリッドの全幅に合わせて、選択した領域のサイズを変更します。し

たがって、垂直方向と水平方向の倍率は、描画する矩形のサイズに依存しま

す。 

または、OneTouch MAUI 対応機器では Add New ボックスに Zn ディスクリプ

タ・ボックスをドラッグするか、Add New ボックスをタップしてポップアッ

プ・メニューから Zoom を選択します。次に使用可能なズーム・トレースが開

き、Zn ダイアログが表示され、必要に応じてズーム比を変更できます。  

最後に、ズーム演算を作成できます。この方法は、新しい Zn トレースではなく、新しい Fn トレース

を作成しますが、同じ方法で再スケーリングすることができます。これは、お使いの機器で Zn トレ

ース数の上限よりも多くのズームを作成する方法です。  

ズーム・スケールの調整 

ズームは計算されたスケールで表示するため、水平ズームの増減ステップは信号タイムベースとは異

なります。これによりフロントパネルのノブを使用し、またはズーム・スケールの調整に従って、

（設定値が演算やメモリ・トレースによって共用される）タイムベースに影響を与えずに自由なズー

ム比に調整することができます。 
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ズームを閉じる 

新しいズームはデフォルトで表示オンになります。もしディスプレイが煩雑になりすぎる場合には特

定のズームを閉じることができます。その際ズーム設定は Zn スロットに保存され、必要に応じて再

度表示オンしたときに反映されます。 

ズームを閉じるには、ズーム・ディスクリプタ・ボックスの上でマウスを右クリック (白い円が表示さ

れるまでタッチ＆ホールド)し、ショートカット・メニューから Off を選択します。 

マルチズーム 

マルチズーム機能を使ってマルチズーム・グループに指定したトレースの水平軸スケール(Time/div)設

定を共通化します。トレースはズームまたは、メモリや演算等、他のタイプの（捕捉に対して）計算

された時間軸トレースでも構いません。これにより、異なるソースを表す場合でも、複数のトレース

を同時に拡大/縮小したり、ドラッグまたは自動スクロールコントロールを使用して 1 つのトレース

の位置を変更したりすることでグループ全体を移動できます。 

 

 

デフォルトのマルチズームは Same Zoom Position（水平中心）に設定されています。ズームとスク

ロールを共通化したまま、異なるトレースの捕捉の異なる部分を同時に表示するには、Independent 

Zoom Position を選択することもできます。 

クイック・ズームを使用する場合マルチズームは自動的に有効になり、すべてのクイック・ズームは

マルチズーム・グループに追加されます。 

ズームまたはマルチズーム・ダイアログから手動でマルチズームを有効にした場合、アクティブなズ

ームは自動的にマルチズームに追加されます。その他のタイプの計算トレースは手動で追加する必要

があります。マルチズーム・ダイアログの選択ボックスをオンにしてグループにトレースを追加する

と、マルチズームが最後に有効になってからグループに追加された最初のトレースと同じ水平スケー

ルに設定されます。グループが設定されると、フロントパネル横長ノブまたはタッチスクリーン水平

コントロールを使用してグループのメンバーを変更すると、グループ全体が変更されます。 

 

 

 

 

 

 

マルチズームはグループ中のトレースの垂直スケールとオフセットには影響を与えません。それら

は、トレース・ダイアログで独立に変更、または、トレースをアクティブにしてフロントパネルのノ

ブを使って変更します。 

  

メモ：時間トレースではないか、またはレコード長が異なるために同じマルチズーム・グ

ループに入れることができないトレースは、選択から除外されます。  

メモ：ズームが最初に追加されるので、グループの中の最も番号の小さなズームがいつ

も「マスター」トレースとなり、もしそのトレースがマルチズーム・ダイアログのリス

トで最上位に表示されていなくても他のトレースはそれにあわせてリスケールされま

す。マルチズームがデコードされたシリアルデータ波形と組み合わせて使用される場

合、シリアルデータの結果テーブルの機能は、この動作を無効にし、データセルをタッ

チすることによって作成されたズームは、捕捉のそのセルに該当する部分を中心にしま

す。 



WaveRunner 9000 オシロスコープ・オペレーターズ・マニュアル  

32 

マルチズームの設定 

1. ズーム・ダイアログを開くには、Math > Zoom Setup...を選択します。 

2. MultiZoom ボックスをチェックします。全てのアクティブなズームはグループに追加され、リ

スト中の最初のアクティブ・ズームにあわせてリスケールされます。  

3. 他の種類のトレースを追加または削除してグループをさらに変更するには、MultiZoom ダイア

ログを開き、MultiZoom グループにあるすべてのトレースを選択します。 

4. グループ中の任意のトレースのズーム位置を変更するには、まず Independent を選択し、その

トレースをマルチズーム・グループから外してトレース・ダイアログを開いて水平軸中心を

変更します。その後グループに追加します。 

 

 

 

 

波形のスクロール 

Auto-Scroll コントロールは、MultiZoom ダイアログの右側に表示されます。これらは AV 機器のコント

ロールと同様に機能し、捕捉の最初から最後まで選択したすべてのトレースを時間同期したまま連続

的にスクロールできます。 

  

メモ：マルチズーム・グループ・トレースのいずれかをスクロールまたはドラッグする

と、このトレースの水平方向の中心が他のものと同じ量の Delay だけシフトしますが、設

定した中心に近い位置に留まります。これは長い捕捉の離れた２の異なる部分を同期して

動かすときに便利です。 
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プリント/スクリーン・キャプチャ 

フロントパネルの Print ボタンは、タッチスクリーンのイメージをキャプチャし、印刷設定に従って

出力します。LabNoteboo を保存したり、波形トレースの画像ファイルを作成したり、画像をネットワ

ーク化されたプリンタなどに送信することもできます。  

Print ダイアログの右側にある Printer アイコン も印刷設定を実行します。 

File > Print Setup を選択し、ファイルに印刷するように File を選択、Screen Image Preferences でフ

ァイルフォーマットと命名規則を選択すると、スクリーンキャプチャ・ツールとして Print を使用で

きます。設定が完了したら Print ボタンまたはプリンタ・アイコンを押し、必要に応じて画像に注釈

を付けます。 

File > Save > Screen Image を選択し、ダイアログの右側にある SaveNow ボタンをタッチすること

で、タッチスクリーンを使用してスクリーン・キャプチャを生成することもできます。ファイルは、

最新のスクリーン・イメージ設定で保存されます。  

 



WaveRunner 9000 オシロスコープ・オペレーターズ・マニュアル  

34 

捕捉 
捕捉設定には、画面上の表示トレースおよび後での処理と分析のために保存できる捕捉レコードを生

成する為に必要な全てが含まれます： 

 入力信号を表示する垂直軸スケール、および信号に影響を与えるプローブの特性  

 時間を表す水平軸スケール、およびサンプリング・モードおよびサンプリング・レート  

 捕捉トリガ方法 

オプションの捕捉設定には、帯域幅フィルタとプリプロセス、垂直オフセットおよび水平トリガ遅延

が含まれ、これらはすべて波形トレースの外観と位置に影響します。  

全ての現在の捕捉設定は、各ステータス・ダイアログで表示できます。垂直軸、タイムベース、トリ

ガ、演算または解析のプルダウンメニューからステータスを選択するとアクセスすることができま

す。 

自動設定 

Auto Setup は、C1 から始まる最初の入力信号に基づいて必要な捕捉設定を自動設定します。C1 に何

も接続されていない場合、信号を検出するまで C2 他を検索します。垂直スケール（V/div）、オフセッ

ト、タイムベース（Time/div）およびトリガは、最初の波形に対してエッジトリガに、ゼロでない振

幅レベル、水平軸 10division に最低 10 サイクルの波形が表示されるように設定されます。  

自動設定を実行するには： 

1. フロントパネルから Auto Setup ボタンを押すか、メニューバーの Vertical、Timebase または

Trigger メニューから Auto Setup を選択します（それらは全て同じ動作をします）。 

2. Auto Setup ボタンを再度押すか、タッチスクリーンに表示されるポップアップ・ウィンドウ

で Confirm ボタンをタッチします。 

Auto Setup を実行すると、メニューバーの右端にある Undo ボタンの横に“Auto Setup”と表示されま

す。これにより、Auto Setup の前に設定を戻すことができます。 

 

 

 

  

注意：Auto Setup を Undo すると、Auto Setup 以降に入力されたすべての新しい計測パラメ

ータまたは演算の定義が取り消されます。 



オシロスコープの概要とセットアップ 

35 

垂直軸 

垂直軸（あるいはチャンネル）設定は通常、電圧レベルと Y 軸に沿ったトレースを設定します。 

 

 

 

グリッドの垂直１目盛りで表示される電圧量、または垂直スケール（V/div）は、フロントパネルの

Vertical ノブを使用すると最も素早く調整できます。Cn ディスクリプタ・ボックスには、現在の垂直

スケール設定が常に表示されます。 

各トレースの詳細設定は、Cn ダイアログで行うことができます。設定が完了すると、チャンネル設定

ダイアログを使用して、チャンネル・トレースを簡便にオン/オフまたは変更することができます。  

チャンネル設定ダイアログ 

チャンネル設定ダイアログを使用して、すべてのアナログ入力チャンネルの基本的な垂直設定を素早

く行えます。チャンネル設定ダイアログにアクセスするには、メニューバーから Vertical> Channel 

Setup を選択します。 

チャンネル・トレースをオン/オフするには、チェックボックスを選択/解除します。 

トレース色を変更するには、カラー・ブロックをタッチし、ポップアップメニューから新しい色を選

択します。 

他の垂直軸設定を変更するには、入力フィールドをタッチして新しい値を入力します。  

Copy Channel Setup をタッチして、Copy From と Copy To のチャンネルを選択します。 

 

 

 

  

メモ：ミックスド・シグナル・オシロスコープの垂直軸メニューにはデジタル設定が選択

できますが、通常のチャンネルメニューとは全く異なります。デジタルの項目を参照して

ください。 

ヒント：OneTouch MAUI 対応機器では、ソース・チャンネルのディスクリプタ・ボックス

をターゲット・チャンネルのディスクリプタ・ボックスにドラッグするだけでひとつのチ

ャンネルから他方に設定をコピーすることができます。  
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Cn(チャンネル)設定ダイアログ 

完全な垂直軸設定は Cn 設定ダイアログで行います。アクセスするには、メニューバーから

Vertical>Channeln Setup を選択するか、チャンネル・ディスクリプタ・ボックスにタッチします 

 

Cn ダイアログには以下が含まれます： 

 垂直軸スケール設定、オフセット、カップリング、帯域幅制限およびプローブ減衰比  

 単位/リスケール設定 

 ノイズフィルタや補間などのプリプロセス設定 

もしテレダイン・レクロイ製プローブが接続されている場合は Cn ダイアログの右にプローブ・ダイ

アログが現れます。 

垂直軸設定 

Trace On チェックボックスはチャンネル・トレースの表示/非表示の切り替えをします。 

Vertical Scale は、選択した垂直軸の単位（デフォルトでは V）におけるゲイン（感度）を設定しま

す。Variable Gain にチェックするとスケールが微調整となり、チェックしなければ 1,2,5,10 の固定ス

テップでスケールが切り替わります。 

Offset は、入力チャンネルによって捕捉された信号に指定された DC オフセット値を印加します。こ

れは、信号の垂直高さ（ゲイン）を最大にしながらグリッド上に信号を表示するのに役立ちます。負

の値のオフセットは、取得した信号から DC 電圧値を“減算”し、グリッド上のトレースを下に移動

します。正の値は反対になります。Zero Offset をタッチするとゼロに戻ります。 

様々な帯域幅フィルタが用意されています。帯域幅を制限するには、このフィールドからフィルタを

選択します。 

Coupling は DC50Ω、DC1M、AC1M または GROUND に設定が可能です。 

 

 

 

 

プローブ減衰比 

サードパーティ製プローブ使用時には Cn 設定ダイアログで Probe Attenuation 値を手動で入力しま

す。この機器ではサードパーティ製プローブの場合はこれらのフィールドが表示されます。 

テレダイン・レクロイ製プローブをチャンネル入力に接続すると、Attenuation 欄はプローブ・ダイア

ログへのアクセスボタンに変わり、Cn タブの右にタブが追加されます。プローブ・ダイアログで減衰

量を入力します。（ただし自動設定されて手動では変更できない場合がほとんどです。）  

  

注意：最大入力電圧は、使用する入力に依存します。リミット値は機器の本体に表示されま

す。電圧がこのリミットを超えると、入力カップリングは自動的に GROUND に切り替わり

ます。その後、カップリングを以前の状態に手動でリセットする必要があります。この機器

はこの保護機能を備えていますが、極端な電圧が印加されると損傷が発生する可能性があり

ます。 
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リスケール設定 

リスケール設定は、リスケール演算（y=ax + b、ここで x は元の値、a は単位/V、b は付加定数）と全

く同じ機能を提供し、個別の演算トレースではなく、チャンネル・トレースに直接適用できます。  

1 ボルトに相当する単位の数を Units/V 欄に入力し、加算定数を Add で入力します。 

垂直単位はボルト(V)からアンペア(A)またはその他の計測単位に変更することができます。これは

（自動認識されない）サードパーティ製電流プローブを使用している場合または電流センサ/抵抗を

プロービングしている場合に便利です。 

プリプロセス設定 

プリプロセス機能は捕捉信号に対して、画面表示、演算および計測前に処理を行います。  

アベレージ 

Average は、継続的なソース波形の連続平均すなわち非均等重み付けによる繰り返し加算を実行しま

す。これは、時間や振幅が非常にゆっくりとドリフトする信号上のノイズを低減するのに特に有用で

す。最も新しく捕捉された波形の重みが以前に捕捉された波形の重みよりも大きく設定されるため、

連続加重平均は新しい波形の統計的変動の影響を強く受けます。連続平均における古い波形の重み

は、重みが増加するにつれて減少する割合で徐々にゼロになります（指数関数的に減衰）  

補間 

Interpolate は波形に(Sinx)/x 補間を適用します。None あるいは Linear を選択すると直線補間となりま

す。この場合、サンプル点間を直線で繋ぎ、方形波などの直線的なエッジを持つ波形の再現に最適で

す。（Sinx）/x 補間は、特に、サンプリング速度がシステム帯域幅の 3〜5 倍であるときに、湾曲した

波形または不規則な波形を再構成するのに適しています。2 またはそれ以上のポイントのアップサン

プリング係数を選択します。補間の設定が無効になっています。  

 

 

デスキュー 

Deskew は、異なるプローブまたはケーブル長によって引き起こされる伝搬遅延を補償するために、

入力された量だけ水平時間オフセットを調整します。有効な範囲は、現在のタイムベース設定に依存

します。Deskew プリプロセス設定と Deskew 演算は同じ動作を実行します。 

ERes/ノイズフィルタ 

Noise Filter は、分解能向上（Enhanced Resolution : ERes）フィルタを適用して垂直分解能を上げ、近

接した電圧レベルを区別することができます。トレードオフは帯域幅の低下です。ERes 機能は、単純

な移動平均フィルタで信号を平滑化するのと似ています。これは、シングルショット捕捉、データレ

コードがゆっくりと繰り返される（そして Average を使用できない）場合や、信号にノイズが目立っ

ているがノイズ測定は不要な場合にノイズを減らすのに最適です。例えば、高精度の電圧測定や高い

垂直ゲインでのズームを行う場合にも使用できます。ERES が無効になっています。 

 

  

メモ：10 点の Sinx / x 補間は、IEEE 488.2 リモート制御または COM オートメーションを介

して設定できます。 
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反転 

Invert は信号の見かけの極性を変更します。正の値を同じ絶対値の負の値に入れ替え、その逆も同様

に行います。その結果波形は上下“ひっくり返し”に見えます。 

ケーブル・ディエンベッド 

Cable De-Embedding を使用すると、測定に使用するケーブルの効果を差し引きます。チェックボッ

クスを選択し、表示されるケーブルディエンベディングダイアログで減衰定数やケーブルの特性 (ケー

ブルの製造元によって提供される)を入力します。ケーブル特性のディエンベットを参照してくださ

い。 
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プローブ・ダイアログ 

Cn ダイアログのすぐ右のプローブ・ダイアログにプローブの属性が表示され、（プローブタイプに応

じて）タッチスクリーンからプローブを操作できます。  

 

 

Power On は、オシロスコープ・インタフェースを通じてアクティブ・プローブの電源供給を開始し

ます。 

LED Active は、もしプローブがこの機能に対応している場合、AutoColor ID をオンにします。プロー

ブ・ボディの LED がプローブの接続されているチャンネルの色で点灯します。 

Auto Zero は、アクティブ・プローブのアンプにおいて熱の影響から自然に発生する DC オフセットド

リフトを補正します。テレダイン・レクロイ製プローブには、自動ゼロ調整機能が組み込まれてお

り、測定精度を向上させるためにプローブのアンプ出力から DC オフセットを除去します。 

Degauss 操作はいくつかのタイプのプローブ（例えば電流プローブ）で有効になります。デガウスは

外部磁場または過大入力によって引き起こされたプローブコアの残留磁化を消磁します。計測の前に

は毎回デガウスを実施することを推奨します。 

Wavelink プローブを使用している場合は、先端チップの選択(Tip Select)をタッチし、使用しているチ

ップ/リードのタイプを選択します。 

 

 

オシロスコープがファームウェア 8.5.1.1 以降で動作している場合、HVD3000 プローブはオシロスコ

ープの V/div 設定および Voltage Range 選択に関連して減衰比を設定します： 

 Auto にすると、V/div > 7.9 では自動的に減衰比が大きく設定されます。または< 7.9 ならば低

く設定され入力波形を適切に表示することができます。  

 Lock to High にすると、V/div 設定に関わらず減衰比が最大設定に固定されます。高減衰比を

維持する事で、大きな電圧波形に重畳した小信号を正確に計測できるようになります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

注意：AutoZero またはデガウスを実行する時はプローブを被測定回路から取り外します。  

メモ：先端チップを選択すると、アンプと先端チップの組み合わせで工場校正時の周波数

応答が得られます。この指定をし忘れると、不正確な測定となる可能性があります。  
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ケーブル・ディエンベッド 

測定に使用するケーブルの損失は測定される信号の精度を低下させます(例えば、信号振幅や立ち上が

り時間)。同様に ISI(シンボル間干渉)を増加させます。これらケーブルの影響は測定結果を大幅に変え

てしまい、マスク抵触を引き起こす可能性もあります。  

ケーブルのディエンベッドはケーブルの特性(通常ケーブルのデータシートに記載されています)を指

定することで、影響を差し引いた状態で信号の解析を行うことができます。補正された信号は実際に

何が送信されたかをより正確に再現します。 

ケーブルのディエンベッド・オプションが入っており、チャンネル設定ダイアログのプリプロセス設

定欄で選択されている場合、伝送路として使用されているケーブル特性入力の為のケーブル・ディエ

ンベッド設定ダイアログが表示されます。 

1. メニューバーから、Vertical > Channel # Setup をタッチし、Cn ダイアログで Cable De-

Embedding をチェックして Cable De-Embedding タブを表示します。 

2. ケーブルディエンベッドダイアログで、Cable Specified by をタッチし、以下のいずれかを選

択します： 

 Attenuation Constants. Cable A1 と Cable A2 でケーブル損失モデルの定数を入力しま

す。 

 Attenuation Table. 周波数と減衰値の最初のセットを入力します。必要に応じて行を追

加するのに Add をタップします。 

 

 

 

3. Delay Specified by をタッチし、Propagation Velocity、Nominal Delay、Dielectric Constant.から

選択します。同じ名前のフィールドに値を入力します。  

4. Cable Length をインチで入力します。 

5. Apply をクリックすると、そのチャンネルの信号に対してケーブル・ディエンベッドが開始さ

れます。 

6. 将来使用するために、このケーブル設定を保存するには、ファイル名[DefaultCable]をタッチ

しファイル名を入力します。 

  

ヒント：テーブルの行を編集するには、選択し、値を変更後に Change をタッチします。

行を削除するには、行を選択し、Delete をタップします。 
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デジタル(ミックスド・シグナル) 

もしオシロスコープにミックスド・シグナル・デバイスが接続されている場合、垂直軸メニューにデ

ジタル入力が追加されます。デジタルバスに対応する Digital1 から Digitaln までの使用可能なデジタ

ル・グループに対する設定ダイアログがあります。それぞれのデジタル・グループにどのラインを含

めるか、それらの名称、およびどの様に表示するかを選択します。  

デジタル・トレース 

デジタル・グループが有効の場合、デジタル・ライン・トレースは、閾値に対してどのラインが

High、Low、または遷移しているかを示します。また、グループ内のすべてのラインを Hex 値に縮小

するデジタル・バス・トレースを表示することもできます。  

４つのデジタル・ラインが垂直ポジション+4.0（グリッド上端）、グループ高さ 4.0division で表示されてい
る例入力方法によって、高さはグループ全体またはライン毎に定義されます。  

アクティビティ・インジケータ 

アクティビティ・インジケータは Digitaln ダイアログの下部に表示されます。それらは、ロジック閾

値と比較してどのラインがハイ（上向き矢印）、ロー（下向き矢印）、またはトグル（上下矢印）かを

示し、どのラインが仮面に表示したいラインかが簡単に分かります。  
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デジタル・リードセットを使用してデジタル設定 

デジタル・リードセットは、最大 16 ラインのデジタルデ

ータを入力することができます。物理的ラインは、バス

に対応した異なるロジック・グループ Digitaln に事前に

構成しておくことができます。各ラインの遷移は、異な

る表示で見ることができます。 

デジタル・リードセットには、別々の閾値とヒステリシ

ス設定ができる 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。  

はじめは、ロジック・ラインはそれらに対応する物理的

なリードと同じ番号になっています。しかし、どのライ

ンもどのリードにも再割り当て、あるいは適切な名前に

変更できます。 

リードセットの着脱 

デジタル・リードセットは機器前面のミックスド・シグナル・インタフェースに接続します。  

リードセットを接続するには、フロントパネル下側のミックスド・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。  

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入力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グランド・フライングリード

のいずれかを使用してください。 

デジタル・グループの設定 

デジタル・グループを設定するには： 

1. メニューバーから Vertical > Digital<#> Setup を選択、またはフロントパネルから Dig ボタン

を押し、所望の Digitaln タブを選択 

2. Digitaln 設定ダイアログで、グループを構成するすべての行のチェックボックスをオンにしま

す。右と左の矢印ボタンをタッチして、ラインを選択するときにデジタルバンクを切り替え

ます。 

 

 

 

 

 

メモ：グループはどのデジタルバンクでも、ひとつから全てのリードまででも自由に含め

ることができます。 
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3. View Group をチェックし表示を開始します。 

4. Digitaln ダイアログの設定が終了したら、Logic Setup を開き、各デジタルバンクに適用する

Logic Family を以下から選択するか、User Defined を選択しカスタムの閾値を設定します。 

デジタル表示の設定 

各デジタル・グループに対し、スクリーン上に表示するデジタル・トレースの位置と表示タイプを選

択します。 

1. Display Mode を選択します： 

 Lines(デフォルト)は、グループ内のすべてのデジタル・ラインの High、Low、および遷移

点（スレッショルドに関連する）を示す時間相関トレースを表示します。各ラインのサイ

ズと配置は、ライン数、垂直位置とグループ高さの設定に依存します。  

 Bus はグループ内のラインを Hex 値に縮小します。両方(Lines & Bus)が選択されている場合

は、すべてのライン・トレースのすぐ下に表示されます。  

 Line & Bus 表示はデジタル・トレースを両方のタイプで表示します。  

2. Vertical Position では、表示が始まるグリッドのゼロラインを基準にした分割数（正または

負）を入力します。最初のトレースの上端がこの位置に表示されます。  

3. Group Height では、デジタル波形の表示全体が占めるグリッドの縦 division 数を入力します。

選択されたすべてのトレース（ラインとバス）がこのサイズのスペースに表示されます。

個々のトレースは、使用可能な division 数に合わせてサイズ変更されます。  

デジタル・トレースを非表示にするには、Digitaln ダイアログで Group ボックスのチェックを外しま

す。 

 

 

 

 

  

ヒント：有効なグループ毎にグリッドを開けるので、１つまたは２つのグループを同時に

有効化する事で多くのラインそれぞれに使用できる画面スペースを最大化する事ができま

す。設定ダイアログを閉じることで使用可能な画面スペースを増やすこともできます。  
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デジタル・ラインの名称変更 

各ラインの名前に使用されるラベルを変更してユーザー・インタフェースをより直感的に分かり易く

できます。 

Label をタッチし、タイプを選択します： 

• Data－デフォルト値、各ライン番号に”D.”を追加します。 

• Address－各ライン番号に”A.”を追加します。 

• Custom－ユーザー自身でライン毎に名前をつけますカスタムラベルを使用する場合：  

➢ 対応するラインのチェックボックス下の Line Number 欄をタッチします。必要に応じ左右矢

印ボタンを押してバンクを切り換えます。 

➢ バーチャルキーボードを使い名前を入力し、OK を押します。 

デジタル・ライン番号の再割り振り 

ラベルはライン間で“スワップ”することもできます。この手順は、実際のリード番号がその入力に

割り当てる論理行番号と異なる場合に役立ちます。リードの再接続やグループの再構成にかかる時間

を節約できます。 

1. Data または Address ラベルを選択します。 

2. 対応するラインのチェックボックス下の Line Number 欄をタッチします。必要に応じ左右矢

印ボタンを押してバンクを切り換えます。 

3. ポップアップ・メニューから、ラベルをスワップしたいラインを選択します。  

 

  

例：
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タイムベース 

時間軸(水平軸)設定は、X 軸に沿ってトレースを操作します。タイムベースはすべてのチャンネルで

共有されます。 

グリッドの各水平 division で表される時間、Time/div は、フロントパネルの水平ノブを使用して調整

するのが最も簡便です。タイムベースの全ての設定は、タイムベースダイアログで行います。メニュ

ーバーから Timebase> Horizontal Setup を選択するか、タイムベース・ディスクリプタ・ボックスをタ

ッチしてアクセスします。 

タイムベースの設定 

タイムベースダイアログを使用して、サンプリング・モード、メモリ、アクティブ・チャンネル数を

選択します。また、フロントパネルからではなく、ここからも Time/div と Horizontal Delay を変更する

ことができます。クロック・ソースに関連するダイアログがあります。 

サンプリング・モード 

Sampling Mode は機器が入力信号をどうやってサンプリングし、画面上に描画するかを決定します。  

タイムベース・モード 

Time/div はグリッドの水平 1division で表される時間です。タイムベースダイアログの上/下矢印ボタ

ンをタッチするか、フロントパネルの水平ノブを回してこの値を調整します。捕捉レコード全体の長

さは、Time/div の 10 倍です。 

Delay は、グリッド上に表示するトリガイベントに関連した時間量です。Delay 値を増減させると、ト

レースを左右に移動させる効果があります。これにより、トリガイベントの前後に関心のある時間/

イベントを分離して表示することができます。 

 プリ・トリガ・ディレイは、負の値で入力し、リアルタイム・サンプリング・モードのとき

に時刻 0 に発生するトリガイベントの前の捕捉時間を表示します。プリ・トリガ遅延は、機

器の最大サンプルレコード長まで設定できます；これが実際にどのくらい長さになるかは、

タイムベースによって決まります。最大プリ・トリガ遅延では、トリガの位置はグリッドか

ら外れており（右下隅の矢印で示されます）、表示されているものはすべてトリガ前の時間の

10division です。 

 ポスト・トリガ・ディレイは、正の値で入力し、トリガイベント後の時間を表示します。ポ

スト・トリガ遅延は、プリ・トリガ遅延よりもはるかに長い捕捉時間をカバーすることがで

き、トリガイベント後の 10,000division に相当します。(時間軸が遅い場合およびロールモード

では制約があります）最大ポスト・トリガ・ディレイでは、トリガ・ポイントは表示されて

いるグリッドの最も左側の時間外にあります。 

Set to Zero は遅延値をゼロに戻します。 
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サンプリング速度 

これらの操作は、リアルタイム・モードでの機器のサンプリング方法を指定します。  

Maximum Sample Points は、Set Maximum Memory を選択したときの 1 回の捕捉で取得されるサンプ

ル数です。Fixed Sampling Rate を選択している場合はここには Sampling Rate、1 秒あたりに取得され

るサンプル数が表示されます。 

Set Maximum Memory は MAUI オシロスコープのデフォルト設定です。プリ・トリガまたはポスト・

トリガ遅延の値と Time/div の量を考慮して、サンプル数の最大値を取るようにサンプリング速度が自

動的に調整されます。これにより、リアルタイム・モードでの高速タイムベースのサンプリング速度

が最適化されます。 

Fixed Sampling Rate は、Sampling Rate のフィールドをアクティブにして、手動でサンプリング速度

を設定します。オシロスコープは、残りがなくなるまで、捕捉時間の必要に応じて波形メモリを使用

します。サンプリング・レートを下げると連動して Time/div を大きく、遅延を長くすることができま

す。 

 

 

 

 

 

アクティブチャネル(デュアルチャンネル捕捉) 

アクティブチャネル設定では、左端のチャンネルのペア(C1、C2)、および右端のチャネルのペア(C3、

C4)を最大サンプリング速度と波形メモリを持つ 2 つのチャネルに結合することができます。 

4ch モードでは、全てのチャネルは、デフォルト・サンプリング速度でアクティブのままとなりま

す。チャンネルを統合するには、アクティブ・チャンネルの下の 2 または Auto を選択します： 

 2 チャンネルモードは C1 および C4 の波形捕捉をオフにしますが、その場合でもトリガ入力と

しては使用できます。C2 および C3 は倍のサンプリング速度と波形メモリで捕捉を行います。  

 Auto モードではオシロスコープはそれぞれのチャンネルペアの動作状態において最大のサン

プリング速度と波形メモリを割り振ります。C1 と C2 と C3 と C4 のペアのそれぞれで 1 つだけ

のチャネルが有効になっている場合、最大サンプリング速度が使用されます。どちらかのペ

アの両方を ON にすると 4 Active Channels を選択するのと同じです。 

最大サンプリング速度については製品のデータシートの捕捉システムの欄をご覧ください。  

  

メモ：エリアシングやその他の波形歪みを避けるために、（ナイキスト定理により）入力

信号の帯域幅の少なくとも 2 倍のサンプルレートで取得することを推奨します。オシロ

スコープの帯域幅と同等の高速信号の立ち上がり時間を充分にサンプリングするには、

捕捉帯域幅の 10 倍のサンプリング速度が望ましくなります。より高速な捕捉システムを

備えている場合は、最適な結果を得るために帯域幅、Time/div、サンプリング・レート、

アクティブ・チャンネル数を手動で調整する必要があります。  

例：
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サンプリング・モード 

サンプリング・モードは機器が入力信号をどうやってサンプリングし、画面上に描画するかを決定し

ます。 

リアルタイム・サンプリング・モード 

リアルタイム・サンプリング・モードは、一定の時間間隔で入力信号をサンプリングした一連のデジ

タル化された電圧値列です。これらのサンプルは、単一のトリガイベントに関連する一連の測定デー

タ値として表示されます。デフォルト（遅延なし）では、グリッド上でトリガイベントがグリッド上

の時間 0 になるように波形が配置されます。サンプリング速度、メモリ、および時間の関係は、次の

ように表されます： 

捕捉時間=1／(サンプリング速度×メモリ) 

捕捉時間／10=Time/div 

通常、高速なタイムベース設定では、リアルタイム・モードにおいて最大サンプリング速度が使用さ

れます。より遅いタイムベース設定の場合、データ・ポイントの最大数が常に維持されるようにサン

プリング速度は低下します。 

RIS サンプリング・モード 

RIS（Random Interleaved Sampling）は、最大シングルショット・サンプリング・レートよりも高い実

効サンプリング・レートを可能にします。タイムベース≤10 ns/div で使用できます。 

最大の実効 RIS サンプリング・レートは、リアルタイムの最大サンプリング・レートで複数回のシン

グルショット捕捉を行うことで達成されます。このようにして得られたビンは、約 5ps（200GS/s）離

れて配置されます。これらのビンを取得し、時間的制約を満たす為にランダムプロセスを使用しま

す。ADC サンプリングの瞬間とトリガイベントとの間の相対的な時間が必要な変動を提供します。  

捕捉を完了するためには複数のトリガが必要なため、RIS は安定したトリガを持つ繰り返し波形に最

適です。この数はサンプリング・レートに依存します：サンプリング・レートが高いほどトリガが多

く必要になります。次に、これらのセグメントをインタリーブして、最大シングルショット・サンプ

リング・レートを上回る時間間隔をカバーする波形を提供します。ただし、機器が波形データを収集

するのに必要な実際の時間は非常に長く、トリガ・レートと必要なインタリーブ量に依存します。  

 

 

ロール・サンプリング・モード 

ロールモードは低速のタイムベース設定での捕捉ポイントを、トレースが画面の右から左へ連続的に

“ロール”していくように見えるように表示します。捕捉は、トリガイベントが検知されると完了

し、そのポイントからすぐに次の捕捉が始まります。新しいデータが利用可能になり、ロールモー

ド・バッファが更新されるたびに、計測パラメータまたは演算が更新されます。新しいデータによっ

て、有効なロールモードのすべてのステップに関する統計情報がリセットされます。  

タイムベースは、ロールモードの選択を可能にするために十分に遅い設定する必要があります。100

ミリ秒/div 以上に時間/div を増やし、タイムベースダイアログのロールモードオプションを有効にす

るために 5MS/s 以下にサンプルレートを下げます。ロールモード捕捉には、エッジトリガのみがサポ

ートされます。 

  

メモ：RIS はオシロスコープが fixed sample rate または、他のデジタル・インタリーブ（す

なわち HD、2-channel または DBI モード）で動作しているときには使用できません。  

メモ：ロールモード・サンプリングは、デジタル・インタリーブの他の形式を使用してい

るときには使用できません。処理時間が捕捉時間よりも大きい場合、ロールモード・バッ

ファが上書きされます。機器は「Channel data is not continuous in ROLL mode!!」と警告を出

し、再度ロール動作を行います。 
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シーケンス・サンプリング・モード 

シーケンス・モードのサンプリングでは、完成した波形は複数の固定サイズのセグメントで構成され

ています。機器は Timebase Sequence 設定を使用して各セグメントのキャプチャ時間を決定します。

所望数のセグメント、最大セグメント長、および総使用可能メモリを使用して、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数が決定されます。  

シーケンス・モードは、多数の高速パルスを非常に短時間に連続して捕捉する場合や、長い間隔をお

いて少数のイベントしか捕捉しない場合に理想的です。機器はイベント間のアイドル期間を無視しな

がら、長い時間間隔で発生する短いイベント・シーケンスをキャプチャできます。タイムベースの完

全な精度で、選択したセグメントに計測パラメータを適用することができます。  

シーケンス・モード設定 

シーケンス・ダイアログは、シーケンス・モードのサンプリングが選択されている場合にのみ表示さ

れます。捕捉する固定サイズのセグメントの数を定義するために使用します。  

1. メニューバーから、Timebase>Horizontal Setup…を選択し、次に Sequence Sampling Mode

を選択。 

2. Sequence タブの Acquisition Settings の欄で、捕捉数：Number of Segments を入力。 

3. 一定時間経過しても有効なトリガイベントがなかった場合に捕捉を止めるには、Enable 

Timeout チェックボックスをチェックして Timeout 値を指定します。 

 

 

 

4. Display mode をタッチし、ポップアップ・メニューからシーケンス・ディスプレイ・モード

を選択します。 

 

メモ：オプションで Timeout を設定すると妥当な時間内に捕捉が完了し、捕捉を

手動で停止することなく制御がオペレータ/コントローラに返されるため、特にリ

モートコントロール・アプリケーションの場合には便利です。  
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Adjacent 

 

Waterfall (cascaded) 

 
Mosaic (tiled) 

Overlay 

 
Perspective 

 
 
 
 

 

5. フロントパネルのトリガボタンを押すと捕捉がはじまります。 

フロントパネルの STOP ボタンを押すと、いつでも捕捉を中断できます。この場合、既に捕

捉されたセグメントはメモリに保持されます。 

シーケンスのセグメントを見る 

シーケンス・サンプリング・モード使用時、フロントパネルの Zoom ボタンを使って個々のセグメン

トを簡単に見ることができます。チャネル・トレースの新しいズームは、セグメント 1 にデフォルト

設定されます。 

Zn ダイアログで表示する最初のセグメント番号(First)と合計セグメント数(Num)を変更することで他

のセグメントを見ることができます。ダイアログを表示するには Zn ディスクリプタ・ボックスをタ

ッチします。 

 

 

 

チャンネル・ディスクリプタ・ボックスには、シーケンス・モードで捕捉されたセグメントの総数が

表示されます。ズーム・ディスクリプタ・ボックスには、表示される最初のセグメント番号と表示さ

れるセグメントの合計数が表示されます（[＃]＃）。他のすべてのズーム・トレースと同様に、ズーム

されたセグメントはソース・トレース上で強調表示されます。  

 

 

 

  

ヒント：表示されるセグメントの数は、捕捉された総数よりも少なくなる可能性がありま

す。Num を 1 に設定し、フロントパネルの WaveScan または Adjust ノブを使って First 値を

切り換えることで各セグメントを順番にスクロールすることができます。  

例：
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セグメント・タイムスタンプを見る 

各セグメントのタイムスタンプを表示するには：  

1. シーケンス・ダイアログから、Show Sequence Trigger Times を選択します。 

または 

メニューバーから、Timebase > Acquisition Status を選択し、Trigger Time タブを開きます。 

2. Show Status For 欄で、Time を選択します。 

演算としてセグメントを表示 

ズーム機能を使用するほかに、個々のセグメントを表示するための Math（Fn）トレースを作成する

こともできます。 

1. メニューバーから Math>Math Setup…を選択します。 

2. 演算(Fn)タブを開き、対応するダイアログを表示します。 

3. ダイアログにて、Operator1 をタッチしポップアップ・メニューから Segment ボタンを選択

します。 

4. Select サブダイアログをタッチします。 

5. First Selected をタッチし、表示開始セグメントを指定します。 

6. Number of Selected をタッチし、表示セグメント数を入力します。 

 

  



オシロスコープの概要とセットアップ 

51 

クロック・ソース設定 

REF In 入力を介して印加される外部基準クロックは、機器の内部タイムベースを外部周波数ソースと

同期させるために使用されます。これにより、複数の計測器でタイムベースを共通ソースに同期する

ことができます。 

外部サンプリング・クロックは、EXT 入力を介して供給され、内部タイムベースをサンプリング・ク

ロックと置き換えます。これは、デジタイザが入力波形をサンプリングするとき、外部サンプリン

グ・クロックで制御されることを意味します。 

 

 

 

基準クロック 

デフォルト設定では機器内部(Internal)の 10MHz クロックを使用します。外部基準クロックを使用す

るには： 

1. クロック・ソースを基準クロック入力に BNC ケーブルを使って接続します。 

2. メニューバーから Timebase>Horizontal Setup へ行き、Real-Time Sampling Mode を選択しま

す。 

3. Clock Source タブの Reference Clock で External を選択します。 

サンプリング・クロック 

デフォルト設定では、機器内部のクロックを使用します。外部サンプリング・クロックを使用するに

は： 

1. クロック・ソースを BNC ケーブルで Ext 入力に接続します。 

2. Timebase>Horizontal Setup へ行き、Real-time Sampling Mode を選択します。 

3. Clock Source タブの Sample Clock で 0V, ECL または TTL pulse タイプから選択をします。 

4. クロック・ソース入力インピーダンスにあった External Coupling を選択します。 

クロック周波数 

外部クロックに使用可能な信号タイプ、周波数範囲、およびレベルは、モデルによって異なります。

teledynelecroy.com で製品データシートを参照してください。 

 

  

メモ：サンプリング・クロックが EXT 入力を使用している場合は、外部サンプリング・ク

ロックがコネクタを使用しているため外部トリガは使用できません。  
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ヒストリ・モード 

ヒストリ・モードでは、ヒストリ・バッファが一杯になるまで自動で保存されているすべての捕捉を

確認することができます。個々の捕捉をグリッドに戻すことができるだけでなく、様々な速度でヒス

トリを前後に“スクロール”して、波形の詳細や時間変化を追うことができます。  

各レコードにはインデックスとタイムスタンプが付けられており、捕捉の絶対時間やヒストリ・モー

ドに入ったときからの相対時間を表示することができます。後者の場合、最後の捕捉は時間ゼロであ

り、他のすべての捕捉は負の時間で表示されます。格納されるレコードの最大数は、捕捉設定と利用

可能なメモリの合計によって異なります。 

ヒストリ・モードに入ると自動的に捕捉は停止します。ヒストリ・モードから抜けるには History 

Mode ボタンを再度押すか、トリガ・モード・ボタンのうちどれかを押して捕捉を再スタートしま

す。 

 

 

ヒストリ・モード使用時のオシロスコープ画面  

 

 

  

メモ：ヒストリ・モードはシーケンス・モード捕捉や入力チャンネルにおいてプリプロセ

ス補間を設定している場合またはチャンネル・インタリーブ機能使用時は動作しません。  



オシロスコープの概要とセットアップ 

53 

捕捉ヒストリのリプレイ 

これは、ヒストリ・モードの使用を開始する良い方法です。ヒストリを動画的にリプレイして見れ

ば、リアルタイム捕捉中に見えなかった波形の変化を見ることができます。  

View History をチェックして表示を有効にします。そしてナビゲーョン・ボタンかダイアログの一番

下にあるスライダー・バーを使ってヒストリ捕捉を“スクロール”します。  

 スクロール・ボタン（上段）：早巻き戻し、巻き戻し、送り、早送り  

 ステップ・ボタン（下段）：スタートに戻る、ひとつ戻る、指定インデックス番号へ、ひとつ

進む、最後まで進むスクロール中に興味のある何かを見つけたら、Pause を押して、ヒスト

リ・テーブルを使用して該当するインデックスを探します。  

ひとつの捕捉の選択 

1. View History をチェックしてヒストリを表示します。View Table をチェックしてレコードのイ

ンデックスを表示します。 

2. オプションで Relative Times をチェックして相対時間でテーブルを表示することもできま

す。 

3. テーブルから行を指定し、またはダイアログから Index を指定して個々の捕捉を見ることが

できます。 
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トリガ 

トリガは、デジタル化された情報がグリッド上に表示されるイベントを定義します。  

エッジ電圧、パルス幅、High/Low ステートなど、様々なトリガ・タイプがトリガ・ソース波形内の異

なるイベントを選択するために使用されます。これらは単一チャンネルのイベントまたは複数チャン

ネルにわたる複雑なイベント・パターンです。ミックスド・シグナル機能を備えた機器では、外部ト

リガ入力やデジタル・ラインを含むアナログ・チャンネルのいずれかにより多くのトリガを設定でき

ます。 

タイプ指定の他に、トリガ・モードは、トリガイベントを検知したときの機器の動作を決定します。

シングル捕捉およびストップ、最後の捕捉のディスプレイへの保持、または連続的な捕捉の取得と表

示を行います。 

どちらの場合も、前回の捕捉が処理を完了すると、オシロスコープは再び捕捉準備ができて READY イ

ンジケータが点灯します。READY 中にトリガ回路がトリガ条件と一致する信号を検出すると、その一

致するイベントでオシロスコープがトリガし、TRIG'D インジケータが点灯します。 

プレ・トリガまたはポスト・トリガの Delay 値設定によって変更されない限り、トリガイベントはグ

リッドの水平中央を時刻 0 として表示され、タイムベースの 5 つの division に等しい時間がその左右

に表示されます。遅延設定は捕捉「ウィンドウ」を画面上で左右にシフトし、波形の異なる部分を表

示します。 

マルチステージ・トリガを含むエッジやパターン・トリガには、時間やイベント数によるホールドオ

フの追加条件があります。ホールドオフは、最初の一致するイベントでトリガを起動し、ホールドオ

フ・カウントを挿入し、その後のイベントでトリガします。多くの場合、特に繰り返し信号の場合、

最初にトリガしたイベントは“負の”捕捉時間でトリガの左側に見えます。  

トリガ・モード 

トリガ・モードは、機器が捕捉を行う頻度を決定します。これはアナログ・オシロスコープがどのよ

うにディスプレイを“スイープ”またはリフレッシュするかというのと同じです。トリガ・モード

は、トリガ・メニューまたはフロントパネルのトリガ・操作グループから設定できます。  

Single モードは、メニューバーから Trigger>Single を選択するか、フロントパネルの Single ボタンを

押します。オシロスコープはトリガ準備し、全てのトリガ条件（ホールドオフを含む）が満たされる

とトリガします。その後トリガは停止し、新しい捕捉が行われるまで最後の捕捉を表示し続けます。

オシロスコープは、手動で停止またはトリガされない限りトリガ準備状態を維持します。有効なトリ

ガが発生しない場合は、再度 Single ボタンを押すとトリガが強制され、捕捉が表示されます。  

Normal モードでは、前回の捕捉が完了した後トリガが自動的に再起動し、データが画面上で連続的

に更新される点を除き、シングルと同じ動作になります。  

Auto は、トリガイベントが事前設定されたタイムアウト時間内に発生しない場合、トリガが強制され

ることを除いて、Normal モードと同じように動作します。 

Stop は、他の 3 つのモードのいずれかを選択するまで捕捉処理を停止します。トリガ準備完了状態と

ホールドオフのカウンタは、前回の捕捉以来まだトリガされていなくてもクリアされます。  
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トリガのタイプ 

Trigger Type はトリガ条件を設定します。 

基本トリガ・タイプ 

Edge トリガは、波形の正または負のエッジが指定したレベルに達したときにトリガします。  

Width トリガは、指定した電圧レベルで計測した正または負のパルス幅を検知してトリガします。  

Pattern トリガは、選択された各入力に跨がる High および Low 電圧レベルのユーザー定義パターンで

トリガします。ミックスド・シグナル・オシロスコープでは、アナログ・チャンネルの電圧レベルに

関連したデジタル・ロジック・パターン、またはアナログ入力を省略した単なるデジタル・ロジッ

ク・パターンです。同様に、オシロスコープにミックスド・シグナル機能がない場合はアナログ・チ

ャンネルのみを使用してパターンを設定することができます。  

TV トリガは標準(PAL, SECAM, NTSC, HDTV)またはカスタム・コンポジット・ビデオ信号の指定したラ

インでトリガします。 

Measurement トリガは、厳密にいえばトリガではありません。しかしながら、ポスト・プロセスの計

測パラメータの結果を元にして、トリガと同様に機器を停止し捕捉の表示を行うことができます。  

Serial トリガは、ユーザー定義のシリアル・データ・イベントの発生でトリガします。このトリガ・

タイプはプロトコル毎のシリアル・データ・トリガおよびデコード・オプションがインストールされ

ている時にだけ現れます。 

マルチステージ・タイプ 

マルチステージ・トリガでは、ひとつのイベントを“予備審査”あるいはトリガ準備イベントとして

設定し、他の条件でトリガさせます。まずグループ中の全てのトリガを表示するために MultiStage を

選択します。 

QualiFirst はシーケンス・サンプリング・モードを使用しているときのみ有効です。これはオシロス

コープを A イベントでトリガ準備し、その後のすべての B イベントでトリガし、それぞれをシーケン

ス・モードのセグメントとして保存します。 

Qualified は A イベントでトリガ準備し、その後 B イベントでトリガします。ノーマル・トリガ・モー

ドでは、B イベントの後に自動的にリセットされ、次の一致する A イベントに再びトリガ準備状態に

なります。 

Smart トリガ 

スマート・トリガを使用すると、レベル、スロープ、および極性の基本的な信号特性にブール論理条

件を適用して、いつトリガするかを決定できます。グループ内のすべてのトリガを表示するために

は、最初に Smart を選択します。 

Glitch トリガは、指定された時間より短いか、または指定された時間範囲内のパルス幅を検出すると

トリガします。 

Window トリガは、電圧閾値によって定義されたウィンドウから信号が逸脱したときにトリガしま

す。 

Interval トリガは、同じ極性の 2 つの連続するエッジが指定した時間であればトリガします。インタ

ーバルトリガを使用して、指定した範囲を超えているか、または不足しているエッジ間隔を取得でき

ます。 
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Dropout は、信号の喪失が検出されたときにトリガされます。トリガは、最後のトリガ・ソース遷移

後の指定したタイムアウト期間の終わりに生成されます。これは主にプリ・トリガ遅延設定をしてシ

ングル取得で使用されます。 

Runt トリガはパルスが第 1 の閾値を横切った後、次に第 1 の閾値を横切る前に第 2 の閾値を越えな

い場合にトリガします。このトリガの他の定義条件は、エッジ（選択されたものとは反対のスロープ

上でトリガ）とラント幅です。 

SlewRate 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指定した上下のレベルを横切る

ときにトリガします。その際パルス・エッジは、選択した時間幅よりも速いまたは遅い必要がありま

す。 

トリガ設定 

トリガ設定ダイアログを開くには、フロントパネル Trigger セクションの Setup ボタンを押すか、ト

リガ・ディスクリプタ・ボックスをタッチします。 

選択したトリガ・タイプ（エッジ・トリガのスロープなど）によって、様々なコントロールが表示さ

れます。選択後に表示される各種設定を完了してください。  

トリガ条件は、トリガ・ダイアログの右端にあるプレビュー・ウィンドウで要約表示されます。選択

したトリガが必要なトリガを生成していることを確認するには、これを参照してください。  

ソース 

ほとんどのトリガでは、Source はトリガ条件を検査するアナログ・チャンネルまたはデジタル・ラ

インです。パターン・トリガは、複数のソース（アナログとデジタル信号のミックス等）を利用する

ことができ、同様にマルチステージ・トリガは、トリガ準備およびトリガイベントに対して異なるソ

ースを使用することができます。 

 

 

 

トリガ・カップリング 

アナログのトリガ入力に対しては、信号の Coupling タイプを指定します。 

 DC－全周波数成分がトリガ回路に結合されます。高周波バーストまたは AC 結合を使用する

と有効トリガレベルがシフトする場合に使用します。  

 AC－容量性結合 DC レベルは除去され、50Hz 未満の周波数は減衰します。 

 LFREJ－容量性ハイパス・フィルタ・ネットワークを介して結合されます。DC は除去され、

50kHz 未満の信号周波数は減衰されます。中〜高周波数信号を安定してトリガするために使用

します。 

 HFREJ－トリガ回路に DC 結合され、ローパス・フィルタ・ネットワークは 50kHz 以上の周波

数を減衰させます（低周波数でのトリガに使用します）。  

  

ヒント：OneTouch 対応機器の場合、ソースは目的のチャンネルのディスクリプタ・ボック

スをトリガ・ディスクリプタ・ボックスにドラッグすることで簡単に設定できます。トリ

ガ・カップリングとスロープ/極性は、そのチャンネルで最後に設定されたものが呼び出さ

れます。 
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スロープ／極性 

エッジなどのトリガでは、トリガイベントが発生する波形 Slope（立ち上がり/立ち下がり）を選択す

るように求められます。他のパルス幅トリガ等では、同様な選択は Polarity（正または負）になりま

す。 

レベル 

アナログ・トリガの場合、トリガ条件が発生する電圧レベルを入力します。Find Level ボタンを使用

してレベルを信号レベルの平均値に設定します。  

Window、SlewRate、Runt などのトリガ条件を定義するために複数の交差レベルを必要とするトリガ・

タイプには、Upper Level 欄と Lower Level 欄があります。 

デジタル・パターン・トリガの場合、レベル設定はデジタル・グループに設定されているロジック・

ファミリによって決まります。これは、カスタム（ユーザー定義）Threshold と Hysteresis で指定す

ることもできます。通常これらの設定のための個別の Logic タブがあります。 

ヒステリシス 

エッジトリガでは、Optimize for HF を選択できます。このボックスがチェックされていないと、トリ

ガ回路のヒステリシスが非常に高く設定され、低周波入力信号に乗る高周波ノイズによるトリガの不

安定性を排除します。HF 信号の振幅は小さくなる傾向があるため、Optimize for HF 設定はヒステリシ

ス値を減少させ、トリガをより敏感にします。これがトリガ動作に与える影響は、基本周波数ではな

く信号のスペクトラムとノイズの内容に依存しますので全体の効果を定量化することは困難です。  

条件設定（スマート・トリガ） 

スマート・トリガを使用するとどれでも、ブール論理を適用して、単純なレベルとスロープ/極性以

外のトリガ条件を絞り込むことができます。 

Less Than、Less Than or Equal To、Greater Than などの演算子を満たす値は Upper Value および/ま

たは Lower Value を入力することで設定できます。  

場合により、条件を満たす値の範囲を設定する事も可能です。トリガにより、値は上限値または下限

値で囲まれた範囲に対して In Range または Out Range とする事ができます。 

範囲は、絶対値の上限と下限の値ではなく、Nominal 値と Delta 値を使用して指定することもできま

す。この場合、Nominal 値は範囲の中心を設定し、Delta は Nominal 値の±どれだけの範囲を含めるか

を指定します。 

ドロップアウト・トリガの場合、デフォルトは Ignore Opposite Edge で、トリガは所定の時間枠内の

立ち上がりエッジまたは立ち下がりエッジの喪失に対して設定されます。選択を解除すると両エッジ

に対してエッジの喪失を検出する設定になります。  
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パターン 

デジタル・ライン、アナログ・チャンネル、あるいはその両方の組み合わせでロジック・パターン・

トリガを行うことができます。 

デジタル・パターン 

デジタル・パターンは、１つのバス（グループ）に手動で設定するか、または 16 進数の値を適用し

て設定することができ、その他のラインは無効となります（“Don’t Care”）。 

ロジック・バスを使用する方法では、Digital 設定ダイアログですでに定義したデジタル・グループと

ロジックを利用してパターン設定を簡略化できます。もし、まだデジタル・グループの設定を行って

いない場合は、ロジック設定画面を使ってライン毎にデジタル・パターンを設定することができま

す。全ての使用可能なラインは選択可能な状態となります。  

1. トリガ・ダイアログにおいて、Pattern トリガを選択します。Digital Pattern ダイアログを開

きます。 

2. ダイアログの一番右で、Logic Bus または Logic を選択します。 

3. 必要に応じて、Filter Out Unstable Conditions の選択を解除します。このデフォルトフィルタ

は、3.5ns 未満のロジック状態トリガの短いグリッチを無視します。  

4. Logic Bus を使用している場合は、Source をタッチし、デジタル・グループを選択します。こ

のグループに含まれていないラインは無効になります。  

5. 以下のいずれかの方法でデジタル・ロジック・パターンを適用します：  

 パターンの 16 進値を Hex または Value で入力します。ラインはパターンに応じて論理

1、0 または X（"Don’t Care"）をとります。無効になっている行は X のままです。 

 アクティブなライン毎に Dn を押し、論理しきい値と比較して High または Low のどちらに

するかを選択します。論理１（ハイ）または０（ロー）が設定ダイアログに現れます。パ

ターンから除外するラインは X を選択したままにします。左右の矢印ボタンを使用して、

他のデジタルバンクのラインを表示します。 

 

 

 

6. ロジック閾値をまだ設定していない場合は、レベル・ダイアログを開き、ラインを選択した

各デジタルバンクのロジック・ファミリを選択します。カスタム・ロジックの閾値を設定す

るには、ロジック・ファミリのユーザー定義を選択し、閾値電圧とヒステリシスを入力しま

す。 

 

 

 

  

メモ：１または０の代わりに、任意の行にエッジ条件を設定することができま

す。Dn をタッチし、エッジを選択します。エッジ条件は、トリガ条件全体で常

に論理 OR をとります。 

メモ：デジタル・ラインは、デジタル・グループを定義するときに作成されたロ

ジック設定を継承します。ただし、レベル・ダイアログで論理閾値を変更するこ

とはできます。ロジック閾値は、リード・バンクごとに設定することができ、

個々のラインには設定できません。 
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アナログ・パターン 

1. トリガ・ダイアログで、Pattern トリガを選択します。 

2. アナログ入力間の関係を記述するブール演算子を選択します（例えば C1=High AND C2=Low） 

3. トリガ・パターンの各入力について、それが閾値レベルと比較してどのような State でなけれ

ばならないかを選択します。条件から除外する入力は Don't Care のままにします。 

4. トリガに含まれる各入力に対して、電圧閾値 Level を入力します。 

5. もし入力として EXT(ernal)が含まれる場合は、Ext タブを開いて外部トリガ入力の Attenuation

欄で減衰比を設定します。 

メジャメント・トリガ 

Measurement トリガは厳密にはトリガではありませんが、トリガと同様にポスト・プロセスの計測パ

ラメータ結果に基づいて捕捉を停止して表示することができます。使用可能な計測パラメータ値は、

使用している危機のモデルとオプションによって異なり、計測パラメータ毎に“トリガ”条件を指定

する方法が異なります。一般的には、トリガ値またはトリガ値の範囲を指定することができます。

@level パラメータでは、測定が行われる電圧レベルを指定できます。  

TV トリガ 

TV トリガは標準またはカスタム・コンポジット・ビデオ信号の指定したラインでトリガします。 

1. 信号入力 Source を選択します。 

2. TV Standard を選択します。カスタム信号を使用するには、同様に Frame Rate と、ライン毎

のフィールド番号(# of Fields)、ライン番号(# of Lines)およびインタレース比(Interrace)を入力

します。 

3. トリガする Line および Field を選択します。 
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シリアル・トリガ 

シリアル・データ・トリガおよびデコード・オプションがインストールされている場合は、シリア

ル・トリガが表示されます。Serial type を選択し、次に希望の Protocol を選択してシリアル・トリガ

設定ダイアログを開きます設定の手順については teledynelecroy.com/support/techlib の Manuals > 

Software Options にあるソフトウェアの取扱説明書を参照してください。  

Qualified トリガ 

Qualified トリガは A イベントでトリガ準備し、その後 B イベントでトリガします。ノーマル・トリ

ガ・モードでは、B イベントの後に自動的にリセットされ、次の一致する A イベントに再びトリガ準

備状態になります。ホールドオフを使用する基本的なエッジまたはパターン・トリガとは異なり、A

と B のイベントは異なる入力信号をソースとする事ができ、ある信号の状態を使用して別の信号のト

リガを“条件つける”ことができます 

トリガ・ダイアログで、MultiStage トリガを選択し、Qalified を指定します。 

Qualified ダイアログで、A および B イベントを選択します。 

エッジまたはパターンの他に、トリガ準備イベント（A）として 2 つの特殊条件を選択することがで

きます。 

 State は単一入力の場合のアナログまたはデジタル Hi / Low ステートです。 

 PatState は、複数入力にまたがるアナログまたはデジタルのパラレル Hi / Low ステートで

す。 

B イベントがエッジまたはパターンの場合、When B Occurs ボタンを使用して、条件に対して時間ウ

ィンドウを追加します。 

 Any Time は A イベント発生後、いつでも B イベントが発生したらトリガします。 

 Less Than は、A イベント発生後、制限時間以前に B イベントが発生した時のみトリガしま

す。 

 Greater Than は、A イベント発生後、制限時間以降に B イベントが発生した時のみトリガし

ます。 

 Events は、A イベント発生後、指定した N 回のイベント発生後の次の B イベントでトリガし

ます。 

メモ：特定のソフトウェア・シリアルトリガは特定のチャンネルでのみ入力に使用できま

す。ダイアログのセットアップでは、使用するチャネルを指示します。ハードウェア・シ

リアル・トリガの操作に関する完全な情報は高速シリアル・トリガ取扱説明書をご覧くだ

さい。 
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通常の Holdoff と同様に、カウンタは捕捉スタート(Acquisition Start)または最後のトリガ時間(Last 

Trigger Time)どちらかを起点とする事ができます。  

Qualified ダイアログで A および B イベントを選択したら、それぞれの“Event”ダイアログでシング

ル・ステージのトリガと同様に条件を設定します。  

QualFirst トリガ 

シーケンス・サンプリング・モードで使用される QualFirst トリガは、Qualified トリガとまったく同じ

ように設定されます。唯一の違いは、“B”イベントは、シーケンス捕捉の繰り返しセグメントをトリ

ガすることです。 

トリガ・ホールド・オフ 

ホールドオフは、エッジトリガとパターン・トリガの追加条件として設定できる時間またはイベン

ト・カウントです。ホールドオフは、他の条件が満たされていてもトリガを一時的に無効にします。

ホールドオフを使用すると、繰り返し波形の安定したトリガを得ることができます。例えば、副次的

信号の数または持続時間が分かっている場合は、適切なホールドオフ値を設定することによって、そ

れらを無効にすることができます。 

Hold Off by Time 

これは、トリガ準備イベントの後に次のイベントをトリガするまで待つ時間です最大許容時間は  20 

秒です。ホールドオフ時間は、その他入力信号、カップリング、および機器の帯域幅によってのみ制

限されます。 

捕捉の開始から時間によるホールドオフがカウントされると、オシロスコープは、最初のイベントで

トリガ準備をし、指定された時間ホールドし、次のイベントをトリガします。1 回の完全な捕捉が完

了すると、オシロスコープは次の捕捉の準備、トリガ準備、ホールド、トリガを再度行います。  

捕捉の開始からカウントする指定の Hold off by time 設定をした正のエッジトリガ。 

前回のトリガ時間から時間によるホールドオフをカウントすると、オシロスコープはトリガ後の最初

のイベントで直ちに再度トリガ準備し、完全な捕捉を完了するのを待つのではなく、ホールドオフの

カウントを開始します。ホールドオフ数は、オシロスコープの処理中に非常に短い時間の間でも継続

されます。ホールドオフが満たされ、オシロスコープが再び準備完了になるとすぐに、次のイベント

でトリガします。再トリガ準備とホールドオフは、1 回の捕捉中に発生し、次でトリガします。 

  

メモ：Qualified トリガは時間またはイベント数の条件をホールドオフと同様に使用します

が、トリガ準備とトリガのソースは別々です。 
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前回のトリガ時間からカウントする指定の Hold off by time 設定をした正のエッジトリガ 

捕捉レコードのどこでトリガイベントが検出されたかにかかわらず（最初のエッジまたは最後）、

Time/Div および Delay の設定に基づいて、トリガ前およびトリガ後の時間が表示されます。  

Hold Off by Events 

イベントとは、トリガ準備イベントの後にトリガ条件が満たされる回数を指します。  

例えばホールドオフが捕捉開始から数えて 2 つのエッジである場合、オシロスコープは最初のエッジ

でトリガ準備し、次の 2 つのエッジをホールドし、4 番目のエッジでトリガして捕捉を完了します。

常に最初のトリガ準備エッジがなければならないため、それはは“ホールドオフ＋1”のように見え

ます。 

捕捉の最初からカウントする指定で Hold Off by Events 設定した立ち上がりエッジトリガ 

Hold Off by Time と同様に、イベントによるホールドオフが前回のトリガ時間からカウントされると、

オシロスコープはトリガ後ただちに再トリガ準備を完了し、ホールドオフ・カウントを開始します。

オシロスコープが再び READY 状態になるまでにカウントが満たされると、トリガは新しい捕捉の開

始時に次のイベントで発生します。 

前回トリガ時間からカウントする指定で Hold Off by Events 設定をした立ち上がりエッジトリガ 

  

メモ：捕捉ごとに 1 つのトリガしかないため、トリガイベントは常に新しい捕捉に属しま

す。ここに示されている処理時間は、説明のためのものです。  
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ホールドオフ設定 

エッジまたはパターン・トリガにホールドオフを追加するには、トリ・ディスクリプタ・ボックスを

タッチするか、フロントパネルの  Trigger Setup ボタンを押して、Holdoff タブを開きます。 

Holdoff by Time(時計マーク)または Events を選択します。 

 Holdoff by Time を使用する場合、トリガ前に待つ時間を単位[s]で指定します。 

 Holdoff by Events を使用する場合、トリガ前に待つイベント数を指定します。 

Start Holdoff Counter On を以下から選択します： 

 現在の捕捉の開始時間(Acquisition Start) 

 前回捕捉のトリガ時間(Last Trigger time)からのカウント指定 
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ソフトウェア・アシスト・トリガ 

ソフトウェア・アシスト・トリガは、ハードウェア・トリガ・ポイントに最も近いトリガレベルの交

差点を見つけるために使用されます。その後、波形の時間オフセットを調整して、指定されたトリガ

レベルとスロープに合わせます。 

次の図では、白いトレースはソフトウェア・アシスト・トリガ処理への入力時の波形です。赤いトレ

ースは処理後のもので、グリッド下の赤いマーカで示されたトリガ・ポイントに合わせて表示されま

す。 

1. メニューバーから、Triggers > Trigger Setup を選択し、Software Assisted Trigger タブをタッ

チします。 

2. Enable をタッチ 

3. Hysteresis を入力してトリガ・ウィンドウを作成します。この値は、ノイズを排除するために

メイン・トリガレベルの上下の境界を設定します。  

4. Auto または Normal モードを選択します。これは、トリガ・ソース波形にトリガ交差点が見

つからない場合のトリガ動作を決定します。 

 Auto モードはチャンネルを通る全ての波形が許可されます。  

 Normal モードでは、チャンネルを通る水平ゲート領域内でトリガが交差する波形のみが

許可されます。 

5. Software Assisted Trigger タブの Horizontal Gate のセクションで開始時刻(Start)と終了時刻(Stop)

の値を設定します。これらの値は、ソフトウェア・アシスト・トリガ処理が波形のどこでト

リガ交差を検索するか指定します。 

 

  

メモ：この機能はエッジトリガでノーマル・トリガに設定したときにのみ使用可能です。  
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トリガスキャン 

TriggerScan は、捕捉中の稀なイベントを検出するように設定されたトリガ条件リストを構築するプロ

セスを自動化することによって、波形の異常をすばやく発見するのに役立つデバッグツールです。  

トリガスキャンは捕捉波形を見てシステムをトレーニング(train)します。トレーニング中、トリガス

キャンは波形を解析して、どのような波形が正常に見えるかを判断します。この情報を使用して、ス

マート・トリガのリストを生成し、異常な状況を切り分けます。全ての捕捉設定は将来的に使用する

ために TriggerScan setup ファイルに保存しておくことができます。 

Trainer から trigger setup を読み込み、TriggerScan は異なるトリガ条件を入れ替えながら新たな捕捉を

Scan して稀なイベントを探してゆきます。トリガが発生すると、波形が画面上に表示されます。各

トリガで波形ファイルを自動保存すると、TriggerScan したデータをキャプチャすることができます。  

トリガスキャンのトレーニング 

TriggerScan トレーナーは、現在の捕捉を検査し、関心のあるイベントを見つけるために使用できる可

能性のあるトリガ設定のリストを自動的に作成します。  

1. メニューバーから Trigger > Trigger Setup…をタッチ。TriggerScan タブを開きます。 

2. Trainer ボタンをタッチ。 

3. TriggerScan トレーナー・ポップアップで、トレインおよびトリガをかけたい Source チャンネ

ルを選択。設定したい全てのトリガ・タイプを選択します。 

4. Start Training ボタンをタッチします。トレーニングが完了すると、スマート・トリガの設定

がトリガ・リストに列挙されます。 

トリガ・リストの編集 

TriggerScan によって作成されたトリガを変更するには、次の手順に従います。トリガ・リストを完成

させたら、スキャンを開始する準備が整いました。  

1. リストに新しいトリガを追加するには：トリガ・ダイアログで、新しいトリガを必要にあわ

せて設定します。次に、TriggerScan ダイアログに戻り、Add New ボタンを押して、新しい

トリガを Trigger List に追加します。 

2. トリガを、トリガ・ダイアログで手動設定したものと置き換えるには：トリガ・リストの設

定をハイライトし、Update Selected ボタンをタッチします。 

3. リストからトリガを削除するには：トリガ・リストでトリガを強調表示し、Delete Selected

ボタンをタップします。Delete All ボタンをタッチすることですべてのトリガ設定を一度に削

除することができます。 

  

メモ：トリガのタイプを変更したい場合や、チャンネルや信号を変更した場合は、トレー

ナーを実行します。トレーナーを実行する前に少なくとも 3 サイクルの信号を取得して表

示する必要があります。 
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4. オプション： 

 機器が次のトリガ条件を読み込んでくる前に待つ時間を Dwell Time で指定します。 

 Stop On Trigger をチェックすると、トリガがイベントを見つけたときにそこでストップし

てイベントを切り分けることができます。 

トリガスキャン設定の保存 

トリガ・リストは、設定ファイルに保存することができます。現在のトリガ・リストは、手動で保存

しない限り、アプリケーションを終了したときに保持されません。  

1. TriggerScan ダイアログにおいて、Setup File Name をタッチし、ファイル名を入力、または

Browse ボタンをタッチして保存先とファイル名を指定します。  

2. Save Setup…ボタンをタッチします。 

保存されたトリガ・リストを再読み込みするには、Browse ボタンをタッチしファイルを見つけ、

Load Setup…をタッチします。 

トリガスキャンを走らせる 

トリガ・リストが設定されたら、トリガスキャン・ダイアログの Start Scan ボタンをタッチします。

機器は自動的にリスト内のすべてのトリガを順番に適用します。  

1 つのトリガだけを実行するには、トリガ・リストからトリガを選択し、Load Selected をタッチし

ます。トリガ設定はトリガ・ダイアログにコピーされ、捕捉を開始するときに使用されます。  
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ディスプレイ 
ディスプレイ設定は、画面に表示されるグリッドの数とスタイル、およびトレースの視覚的な特性

（パーシスタンスなど）を指定します。 

このオシロスコープはマルチグリッド・ディスプレイ機能を備えています。各グリッドの縦フルスケ

ールは 256 の垂直レベルを完全に表します。 

デフォルトでは Auto Grid が有効になっています。この機能は、新しいトレースが開かれるたびにグ

リッドが追加され、使用可能なグリッドがなくなるまで追加されます。単一グリッド上にすべてのト

レースを表示したり、グリッドを手動で異なる数と配置にしたりする表示オプションがあります。グ

リッド・モード・アイコンは、選択結果がどのように表示されるかを示します。  

マルチグリッド・ディスプレイで異なるタイプのトレースを開いた例   

Q-Scape 表示オプションはスクリーンを複数のタブ表示に分割します。それぞれのタブは別々のマル

チグリッド表示モードに指定できます。ドラッグ＆ドロップによって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。 

Display Mode 設定は、タッチスクリーンがひとつのディスプレイ領域を持つ(“Normal”モード)の

か、またはタブそれぞれを別の表示(さまざまな Q-Scape モード)で表すかどうかを決定します。Grid 

Mode 設定では、表示領域内にグリッドを構成する方法、どのようなトレースを表示するか (たとえば

XY または VT)を決定します。Normal Display モード(シングル・ディスプレイ)がデフォルトです。 

 

 

 

  



WaveRunner 9000 オシロスコープ・オペレーターズ・マニュアル  

68 

各タブの異なるグリッドモードで構成された Q-Scape Mosaic 表示モード 
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ディスプレイ設定 

ディスプレイ・ダイアログにアクセスするには、Display > Display Setup を選択します。 

グリッドモード 

Grid Mode 設定は、それぞれがフル垂直レベルを表す、ディスプレイ・グリッドの数とレイアウトを

決定します。選択アイコンはグリッドの数と配置を示しています。  

Normal 表示モードでは、ひとつのグリッドモードを選択します。Q-Scape 表示モードでは、それぞれ

のタブのグリッドモードを指定します。 

グリッドモード 番号 向き 説明 

Auto (デフォルト) variable 横長 トレースが表示オン/オフされる度に最大サポート数まで自動的に

グリッドを追加したり閉じたりします。 

Single 1 横長 すべてのトレースは、1 つのグリッドを共有します。 

Dual 2 横長 上部に 2 つのグリッドを表示 

Tandem 2 縦長 左右に二つのグリッドを表示 

Triple 3 可変 左に横長グリッド２つ、右に１つの縦長グリッド 

Quad 4 横長 上、中、下に縦に配置 

Quattro 4 横長 縦 2x 横 2 で配置 

Octal 8 横長 縦 4×横 2 で配置 

Twelve 12 横長 縦 4×横 3 で配置 

Sixteen 16 横長 縦 4×横 4 で配置 

XY 1 縦長 1 つの XY 型グリッド 

XYSingle 2 縦長 左に VT グリッド、右に XY グリッドを配置 

XYDual 3 可変 左側に 2 つの VT グリッド、右に XY グリッドを配置 

 

 

 

  

メモ：ソフトウェア・オプションのインストールで追加のグリッドモードが利用可能にな

る場合があります。 
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グリッド輝度 

背景のグリッド線を暗くしたり明るくしたりするには、Grid Intensity にタッチし、0〜100 の値を入

力します。 

Grid on Top は波形上にグリッド線を重ねます。 

Axis labels は、垂直軸とタイムベース設定に基づいて、グリッドの各 division で表される値を表示し

ます。デフォルトでオンになり、絶対値または中心（0）からのデルタとして表示されることがあり

ます。ディスプレイから削除するにはチェックボックスをオフにします。  

トレース明度 

トレースの線種を選択します：実線(Lines)または点線(Points) 

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。Intensity をタッチし、0〜100 の値を入力します。 

Intensity 40％（左）：40％以下の時間で発生するサンプルを暗くしより頻繁なサンプルをハイライト  

vs Intensity 100％（右）：全てのサンプルを同じ明るさで表示  

XY プロット 

他の点では同一の信号間の位相シフトを表示するには XY プロットを使用します。XY プロットは両軸

で電圧または周波数を表すのに使用できます。両軸は異なるパラメータではなく異なる信号入力に対

応します。得られるパターンの形状を見ると位相差および周波数比に関する情報が得られます。  

XY グリッドモードを選択し、Input X と Input Y のソースを選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

メモ：入力はチャンネル、演算、またはメモリ・トレースの任意の組み合わせですが、両

方のソースが同じ X 軸スケールを持たなければなりません。 

メモ：Grid on top にすると、いくつかの波形は表示が隠れます。 



オシロスコープの概要とセットアップ 

71 

Q-Scape 表示 

Q-Scape はスクリーンを複数のタブ表示に分割します。それぞれのタブは別々のマルチグリッド表示

モードに指定できます。 

表示モード 

Display Mode 設定により、表示するタブのレイアウトと数を定義します。それぞれのタブは個別の異

なるグリッドスタイル、数を持つことができます。  

タブの無い単一ディスプレイ、Normal(デフォルト)か、３つの Q-Scape 表示モードのいずれかを選択

します。 

Q-Scape single：一度に１つだけ見えるように

４つのタブを積み重ねたセット。それぞれのタ

ブは同じ、または異なる任意のグリッドモード

に設定できます。 

 

 

 

 

 

Q-Scape Dual：４つのタブを積み重ねた２つの

セット。各セット内の同等のタブは同じグリッ

ドモードを共有しますが、異なるトレースを表

示することができます。各セットから 1 つのタ

ブを一度に表示することができますが、それら

は異なる番号のタブ(例えば、セット 1 からタブ

1 とセット 2 からタブ 3)である必要がありま

す。 

 

 

Q-Scape Mosaic：一度にすべてを見ることがで

きるように４つのタブを配置した設定各ディス

プレイ上部のタブに注目してください。これに

より、通常の Quad 表示モードなのか、Q-Scape

の Mosaic 表示モードなのかが区別できます。 
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Q-Scape モードでは、チャンネル、演算、メモリおよびズーム・ディスクリプタはトレースが開かれ

ているタブに表示されます。一方タイムベースとトリガ・ディスクリプタはタブの外に置かれます。

それらはいかなる１つのタブにも縛られないからです。  

タブ名の変更 

Q-Scape タブに表示されるラベルは、表示している内容を説明する様に、複雑な画面レイアウトにあ

わせて変更することができます。 

Q-Scape タブを開いてから名称を変更するには： 

1. タブ n を Rename ポップアップ・メニューが出てくるまでタッチ＆ホールド（マウスの場合は

右クリック）します。 

2. Rename をタッチします。 

3. 新しい名称(New Alias)を入力し、OK をタッチします。 

拡張ディスプレイ 

Q-Scape モードでセカンドモニタ表示を利用するには： 

1. ディスプレイ・ダイアログで、Extend Grids Onto 2nd Monitor を選択します。この選択をす

ると拡張ディスプレイにグリッドが開きます。 

2. Extended Display サブメニューに切り替え、Grid Style を選択します。タブ 1 と外部モニタは

同じグリッドスタイルを共有します。 

 

 

  

メモ：もし Normal モードから Q-Scape のいずれかのモードに切り換えた場合、全てのト

レースはタブ 1 に移動します。そこから他のグリッドへドラッグ&ドロップで再配置する

ことができます。Q-Scape Single モードではタブをまたいでドラッグ&ドロップすることは

できません。タブ 1 内のグリッド間のみの移動となります。 

メモ：“Extend Grids...”オプションは、セカンドモニタが接続されている場合にのみ表示

されます。オシロスコープのウィンドウを最小化し、標準の Windows ディスプレイ・コ

ントロールを使用して、オシロスコープをメイン・ディスプレイにします。Duplicate 設

定にせず拡張デスクトップ設定にする必要があります。  

ヒント：ドラッグ&ドロップで所望のグリッドにトレースを移動することができます。よ

り大きなディスプレイで Q-Scape を最大限に活用するには、File>Windowed を選択し、オ

シロスコープ・アプリケーションをウィンドウ化したのち、そのウィンドウのタイトル・

バーをつかんで外部モニタにドラッグします。そうすることで外部ディスプレイを機器の

スクリーンにします。 
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パーシスタンス表示 

パーシスタンス機能は、古い蛍光面オシロスコープのアナログ形式の表示と同様に、徐々に“減衰”

しながら一定時間、波形トレースをディスプレイ上に保持します。このモードでの表示は、時間経過

と共に繰り返すイベントのサンプリングとサンプリングされたデータの“パーシスタンス・マップ”

への蓄積によって生成されます。（減衰）期間は、データ内の各振幅または時間の組み合わせのパー

シスタンスの母集団に比例するため、統計的な完全性は維持されます。  

さまざまなパーシステント・モードは、単色（アナログ）、傾斜色スペクトル（カラー）または 3 次

元強度表示で最も頻繁な信号経路を示します。 

Display ダイアログからパーシスタンス・ダイアログにアクセスするか、メニューバーから Display > 

Persistence Setup...を選択します。 

パーシスタンスの適用 

1. Persistence On をチェックします。 

2. すべてのトレースをまとめて設定するには、All Locked をタッチします。これは、すべての入

力チャンネルに同じバーシスタンス設定を適用します。個別にトレースを設定するには、Per 

Trace をタッチします。 

3. ボタンを使いパーシスタンス・モードを選択します：  

Analog モードでは、パーシスタンス・データ・マップが増大するに

つれて、同じ色の異なる強度が最小および最大母集団の間の範囲に割

り当てられます。最大母集団は自動的に最高強度、最小母集団は最低

強度となり、中間集団はこれらの間で強度が割り振られます。より低

い母集団の情報（例えば、ノイズ・レベルの縁）は、残りの部分より

も興味ある部分です。アナログ・パーシスタンス・ビューではデータ

の分布が強調表示され、詳細を調べることができます。 

 

Color モードのパーシスタンスは、アナログ・パーシスタンスと同じ

原則で動作しますが、代わりにフルカラー・スペクトラムを使用して

信号強度をマッピングします。最小母集団の場合は紫、最大母集団の

場合は赤です。このモードでは、すべてのトレースがすべての色を使

用します。トレース間で同じ色を探して振幅を比較するのに役立ちま

す。 
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3D モード・パーシスタンスは、Wireframe、Solid、および Shade から選択した波形の立体地形図

を作成します。立体地形図の利点は、強度または輝度の高い領域が、色または輝度に加えて、

ピークおよび谷として表示されることです。ピーク（尖っているかフラットな）の形状は、波

形の出現頻度に関する詳細情報を示します。以下の 3D ディスプレイの Quality を選択します： 

Solid では、カラーまたはモノクロのいずれかを選択できます。Saturation は

50％に設定され、より鮮やかな色が最高強度を示します。  

 

Solid のモノクロ表示では、最も明るい領域が最も高い強度を示し、カラー表示

の赤色領域に対応します。 

 

Shaded（投影光）では、パルスの形状が強調されます。この Quality 設定は単

色の場合のみです。 
 

Wireframe では、同じ明度の線を使用してパーシスタンス・マップを作成しま

す。この表示は、カラーまたはモノクロのいずれかになります。  

3 モードでは、X Axis Rotation と Y Axis Rotation は-90°〜+ 90° 180°の範囲で指定できます。上記例で

は、X 軸は 60°、Y 軸は 15°回転しています。 

4. Saturation level を最大母集団の個数の割合として選択します。飽和レベルより上のすべての母

集団には最高の色強度が割り当てられます：つまり、飽和します。同時に、飽和レベル以下

のすべての母集団に残りの強度が割り当てられます。新しい集団からのデータが蓄積される

と、データ集団は動的に更新されます。100％に飽和レベルを指定すると、分布全体にわたっ

て強度変化を割り当てます。より低い飽和レベルでは、指定されたパーセント値で強度が飽

和（明るくなる）します。このパーセンテージを下げると、ピクセルはより低い数の母集団

で飽和し、より高い飽和レベルではほとんど見られないイベントが表示されます。  

5. Persistence Time に、パーシスタンス・データが表示から消去されるまでの時間（秒）を入力

します。 

6. Show Last Trace（3d モードでは使用できません）を選択すると、最後の波形をパーシスタン

ス表示にスーパーインポーズするようにできます。  

7. パーシスタンス・トレースを（一連のサンプルポイントではなく）連続した線として表示す

るには、Dot Joined を選択します。 

パーシスタンスの削除 

パーシスタンスをオフして通常のトレース・スタイルに戻すには、Persistence On のチェックをはず

します。

ヒント：グラフをすばやく回転させるには、パーシスタンス・マップの角をマウスでつか

んで希望の方向にドラッグします。 
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カーソル 
カーソルは、それらが X 軸または Y 軸と交差する水平方向および垂直方向の値を識別するマーカー

（ライン、十字線、矢印）です。カーソルを使用して、波形内の特定のポイントを素早く正確に測定

できます。 

このセクションでの算出式は以下の表記法に従います：  

X1 and X2 =カーソル及び/又はカーソルが X 軸と交差する場所の値 

Y1 and Y2 =カーソル及び/又はカーソルが Y 軸と交差する場所の値 

y@X1 = X1 カーソルがソース・トレースに交差する点の値 

y@X2 = X2 カーソルがソース・トレースに交差する点の値 

Δx = X1 と X2 の差 

Δy = y@X1 と y@X2（水平軸）または、Y1 と Y2（垂直軸）の差 

カーソル・タイプ  

水平カーソル 

水平カーソルは、X 軸上の点に配置され、その点でのソース・トレースの水平および垂直値を計測し

ます。通常、これらの値は時間とボルトの単位ですが、そのトレースの単位はどのようなものであっ

ても構いません。OneTouch MAUI 対応モデルでは、タイムベース・ディスクリプタ・ボックス下のカ

ーソル読み値をズーム・トレースのあるクリッドまたはそのズームのディスクリプタ・ボックスにド

ラッグすると、ズームとソース・トレースとのスケールの違いを反映して自動的にカーソル位置が調

整されます。 

水平相対値カーソル 
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Horizontal Abs(olute)カーソルは、１本の線、X1 を表示します。タイムベースとトリガ・ディスクリ

プタの下の読み値は、ソース・トレースの X 軸単位がなんであっても、X1 の X 軸との交点の水平位置

を示します。ソース・トレースのディスクリプタ・ボックスの読み値は、Y 軸の単位がなんであれ X1

がソース・トレースと交差する点の垂直値、y@X1 を示します。 

Horizontal Rel(ative)カーソルは２本の線を表示します：X1 は下向き矢印、X2 は上向き矢印で示され

ます。タイムベースとトリガ・ディスクリプタの下の読み値は以下を常に示しています：  

 各カーソルが X 軸と交差する値（X1 と X2） 

 差 X2 − X1 (Δx) 

 時間トレースの場合、デルタ時間から計算された周波数(Hz) (1/Δx) 

水平カーソルがトラック設定されていない場合は、それらは個別に X 軸に沿って自由な位置に移動で

きます。水平Δは X2 - X1 を表し、X2 が X1 より右側にあれば正の値をとります。もし X2 を X1 よりも

左に動かすと、負の値となります。 

ソース・トレースのディスクリプタ・ボックス上の読み値は、選択された表示オプションに従いま

す： 

 Absolute は X1 および X2 がソース・トレースと交わる点の垂直値を示します。 

 Delta は各カーソルの（矢印で示された）ソース・トレースとの交点間の差を示します。以下

で計算されます： 

y@X2 − y@X1 = Δy 

ここで X1 の矢印が X2 の矢印よりも上にある場合は、X2 がゼロレベルより上に位置している場

合でも、（例えば電圧の）降下を示すので、値は負の数値になります。X1 矢印が X2 矢印よりも

低いレベルの場合、正の値となり、上昇を表します。  

 Abs + Delta では、絶対値とΔ値の読み値両方を表示します。 

 Slope は、水平値の差に対する垂直値の差を計算し、これは X1 矢印から X2 矢印までの傾きを

表します。あるいは： 

𝛥𝑦

𝛥𝑥
 

値は、ソース・トレースに対応した単位に自動的に変換されます。Delta 読み値の様に、水平

位置に関わらず、X1 に対して X2 の相対的な垂直位置に応じて正または負の値となります。  

水平カーソルは、FFT など X 軸が時間以外の次元を持つトレース上に置くこともできます。少なくと

も 1 つの非時間領域のトレースが開いている場合、標準カーソル設定ダイアログに X 軸設定セクショ

ンが含まれています。このセクションでは、水平カーソルで測定すべき単位を選択できます。選択項

目は、開いているトレースのタイプによって変わります；たとえば、FFT トレースがある場合、Hz の

オプションがあります。カーソルは、時間の X 軸を持つものではなく、選択した単位で x 軸の値を表

示するトレース上に置かれます。 
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垂直カーソル 

垂直カーソルは Y 軸と交差し、その点における垂直値（例えば電圧）を示します。これらのカーソル

は、”トレース外”の部分にも配することができ、トレースの無い部分の垂直スケールを示すことが

できます。垂直カーソルには X 軸要素がないため、タイムベース・ディスクリプタの下に水平読み値

を表示しません。それらは画面の目盛り（division）で位置設定されているので、該当トレースのスケ

ールが変更されても再調整されずに同じ位置に留まります。  

Vertical Abs(olute)カーソルは一本の線 Y1 を表示します。ソース・トレース・ディスクリプタ・ボッ

クスの読み出し値は、Y1 が y 軸と交差する点における垂直値を示しています。 

Vertical Rel(ative)カーソルは 2 つの線を表示します：一点鎖線は Y1、破線は Y2 です。水平相対カー

ソルと同じように、ソーストレース・ディスクリプタ・ボックスの読み出し値は、表示の選択によっ

て異なります： 

 Absolute の場合、Y1 および Y2 は Y 軸と交差する垂直方向の値を示しています。 

 Delta の場合、Y2 - Y1 の差(Δy)を表示します。Y2 が Y1 より下にある場合、Y2 がゼロレベルよ

りも上に配置されていても、値は負の数値となります。Y2 が Y1 より上に移動されれば、値は

正の数値をとります。 

 ABS +Delta は、両方の垂直読み値を表示します。  

組み合わせカーソル 

Both Rel(ative)オプションは、垂直および水平相対カーソルを一緒に配置します。ソース・トレー

ス・ディスクリプタ上の垂直読み値は、垂直相対カーソルと同様に、表示選択によって変わります。

一方で、タイムベース・ディスクリプタの下の水平読み値は、水平相対カーソルと同じです。  
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カーソルの配置と適用 

カーソルを表示するには： 

 メニューバーから、Cursors を選択し、プルダウンメニューから、所望のカーソル・タイプを

選択します。 

 フロントパネルで、Cursor ボタンを押してカーソルをオンにします。その後続けて押すと全て

のカーソル・タイプが順次現れます。適用したいカーソル・タイプが表示されたら押すのを

やめます。 

カーソルを非表示するには： 

 メニューバーから、Cursors > Off を選択します。 

 Cursor ボタンをオフに達する（カーソル・ラインが消える）まで続けて押します。  

カーソル位置を変更するには： 

 新しい位置にカーソル・マーカーをドラッグ・アンド・ドロップします。グリッド端のトレ

ース名のインジケータは、1 つのグリッド上に複数のトレースがあるときにカーソルがどのト

レースに属するかを示します。 

カーソルを正確な位置に配置するには、Standard Cursors ダイアログの Position 入力欄を使い

ます。 

 または、フロントパネルの Cursors ノブを使います。再配置したいカーソルが選択されるまで

ノブを押して、その後ノブを回して位置を動かします。カーソルノブを３回押すと、両方の

カーソルが同時選択されて、ノブを回すと連動して動きます。  

同じグリッド上に複数のトレースがある場合は、まずトレースまたはそのディスクリプタ・

ボックスにタッチして、目的のトレースをフォアグラウンドに移動します。Cursors ノブは、

フォアグラウンド・トレースでのみ動作します。 

OneTouch MAUI 対応のオシロスコープでは、水平カーソルがソース・トレースに適用されているが、

スケールの違いによりそのソースから生成されたトレース（ズームなど）に表示されない場合、カー

ソルの読み取り値をタイムベース・ディスクリプタ・ボックスの下からターゲット・トレースまたは

そのディスクリプタ・ボックスにドラッグ＆ドロップします。これにより、配置先のトレースの

5(absolute 設定時)または、2.5 および 7.5(相対設定時)division にカーソルを適用し、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。 

カーソル間の距離を保ったまま両ラインを同時に動かすには、Standard Cursors ダイアログで Track に

チェックを入れます。X1 または Y1 カーソル・マーカーをドラッグ、またはフロントパネルコントロ

ールを使用してカーソルノブを回します。絶対読み値が新しいカーソル位置によって変化するのに対

して、デルタ読み値は、トラッキングしているときは変化がないか非常に小さな変化となります。X2

または Y2 を移動すると、相対距離およびデルタがリセットされます。その後 X1 または Y1 マーカを

動かすことで再び連動して移動することができます。  

  

メモ：カーソルをオンにするときに、捕捉は処理中もしくはストップしているかもしれま

せんが、適用するにはグリッド上にトレースがなければなりません。  
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標準カーソル・ダイアログ 

フロントパネルからの操作の代わりに、これらのコントロールを使用してカーソルを表示 ON した

り、カーソルの位置を調整したりすることができます。メニューバーから Cursors> Cursors Setup を

選択して、ダイアログにアクセスします。 

Cursor Type ボタンでグリッドに表示するカーソルの種類を選択します。  

Show 選択欄では、相対カーソル選択時に垂直読み値欄にどの値を表示するかを指定します：  

 Absolute は２つのカーソル位置のそれぞれの電圧値を表示します。  

 Delta では、カーソル位置のそれぞれの電圧値の差を表示します。 

 Abs + Delta では、絶対値とΔ値の読み値両方を表示します。 

 Slope(水平相対のみ)は、カーソルの場所間の波形の傾きを示します。 

各選択時に表示されるものの詳細は、カーソル・タイプのセクションをご覧ください。 

標準カーソル・ダイアログの右側にある Position コントロールには、現在のカーソル位置が表示さ

れ、新しいカーソル位置の設定に使用できます。  

 X1 および X2 は、水平カーソル位置を設定します。それらは時間として入力することができ

ます。 

 Y1 および Y2 は、垂直カーソルを画面 division で設定します。 

Track は、カーソル・ラインが連動して移動するように相対カーソル・ラインをロックし、互いに同

じ距離を維持します。カーソルの再配置の為には X1 または Y1 だけを動かします。相対距離を変更す

るには X2 または Y2 を移動します。 

XY カーソル・ダイアログ 

グリッドモード選択に XY トレース表示が含まれている場合は、標準カーソル・ダイアログの後ろに

XY カーソル・ダイアログが表示されます。これを使用して、XY トレースのカーソルを正確に配置で

きます。これは、時間軸トレースの場合の標準カーソル・ダイアログでの設定と機能は同じです。機

能は同じです。 
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計測パラメータ 
計測パラメータは、立ち上がり時間、RMS 電圧および Peak-Peak 電圧の様に幅広い波形特性にアクセ

スするためのツールです。この計測器は、標準パラメータを素早く選択することができます。また

は、使用可能なすべての計測パラメータから得られたカスタムパラメータ・セット（My Measure）を

作成することもできます。 

高機能カスタマイズ・オプション（XDEV）がインストールされた機器では、パラメータを計算するの

にカスタムスクリプトを使用することができます。アプリケーションに応じて、いくつかのスクリプ

ト“言語”がサポートされています。これらのオプションは、計測パラメータ選択ウィンドウの

Custom サブメニューで見つけることができます。スクリプトは、機器の Script Editor ウィンドウに読

み込んだり書き込こんだりすることができます。プロセスの説明については P Script の使用を参照し

てください。 

カスタムスクリプトの測定を含む全てのパラメータについては、必要に応じて統計的な平均値、最小

値、最大値とそのパラメータの sdev を計算して表示することができます。統計は、捕捉ごとに計算

を行い、計測値バッファの最大 20 億の上限に達するまで複数の捕捉に渡って蓄積します。計測パラ

メータ値の履歴は、統計分析のためにヒストグラム、トラック、またはトレンドとしてグラフ化する

こともできます。 

パラメータ読み値は、波形グリッド下の、動的に更新される計測パラメータ・テーブルに表示されま

す。すべてのアクティブな測定値は、計測値テーブル非表示の場合でも、合否判定テストのような他

のプロセスの入力として使用することができます。  

計測パラメータ値は非表示であっても、値は計算され、他のプロセスにも  

適用することができます。右図において、計測パラメータ・テーブルは非表示ですが、  

P1 振幅計測パラメータが合否判定テストに使用されています。  
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Measure ダイアログ 

Measure ダイアログを使用すると、計測機能にすばやくアクセスできます。パラメータのオン/オフの

ほかに、このダイアログを使用して、標準およびユーザー定義パラメータ・セットの統計表示

(Statistics)、ヒストアイコン(Histicons)、ヘルプマーカー(Help Markers)の表示/非表示を切り換えられま

す。標準的なパラメータ・セットをゲートすることで、水平方向の計測範囲を制限することもできま

す。すべての標準パラメータは同じゲートを共有します。（ユーザー定義のパラメータの場合は Pn ダ

イアログを使用して個々のパラメータ毎にゲートします）  

計測パラメータの選択 

1. Measure ダイアログを開くには、Add New ボックスをタッチして Measurement を選択する

か、メニューバーから Measure> Measure Setup を選択します。 

2. 読み出しを表示するには、Show Table にチェックしてください。このチェックは計測には必

要はありません。 

3. Std. Vertical または Std. Horizontal パラメータを選択します。 

あるいは、パラメータを個別設定するには My Measure を選択します。そして、表示したい

各パラメータの左にある On チェックボックスを選択します。新しいパラメータを定義するに

は、Pn ダイアログを開きます。 

4. オプション： 

 左右ゲートの位置（を画面 division で）入力することで標準パラメータの計測箇所をゲー

トすることができます。 

 ヘルプマーカーの表示 

 統計表示(Statistics)およびヒストアイコン(Histicons)を計測パラメータ・テーブルに追加。 

Clear Sweeps をタッチするとすべての計測カウンタをリセットし、すべての統計情報を再取得し始

めます。 

全ての計測パラメータを“None”にするには、Clear All Definitions をタッチします。 

標準計測パラメータ・セット 

Measure ダイアログで使用可能なプリセット済の標準パラメータは以下になります：  

 Std. Vertical：Pk-Pk, Ampl, Max, Min, Sdev, Mean, Base, Top 

 Std Horizontal：Rise, Fall, Period, Frequency, Width, Duty Cycle, Delay, N Points  

Standard Vertical または Horizontal セットに基づいて新しいユーザー定義パラメータ・セットをすばや

く開始するには、Quick Setups をタッチし、コピーするセットを選択します。その後 Pn ダイアログ

で設定を調整します。 

  

注意：定義をクリアした後に復元することはできません。再度計測パラメータの設定を行っ

てください。 
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統計表示 

Measure ダイアログで Statistics On にチェックすると、各パラメータ計測値の mean, min, max, sdev

が計測値テーブルに追加されます。 

各パラメータ値の統計は、捕捉毎に１回計算され、Clear Sweeps が押されるか、計測バッファが一杯

になるまで蓄積されます。計測値テーブルの Num 行は、統計値計算に含まれる計測値の合計数を示

します。測定値がゲートされている場合、パラメータ値自体がゲートによる制限を反映するように、

ゲート間のデータ・ポイントについてのみ統計が計算されます。 

Mean 

Mean は表示された回数に渡って計算された計測パラメータの加重平均を示します。 

Min 

Min は表示された回数での計測パラメータの最小値を示します。 

Max. 

Max は表示された回数での計測パラメータの最大値を示します。 

Sdev 

Sdev は表示された回数に渡って計算された計測パラメータの母数標準偏差を示します。 

Num 

波形全体で計算され 1 つの波形に対して１つの値が得られる任意のパラメータに対しては、num 値は

スイープの数を表します。 

周期の様な捕捉中の全てのイベントに対して計算されるパラメータの場合は、Num はスイープ中のイ

ベント数とスイープ数の乗算値を表します。従って、5 つの周期を持つひとつの捕捉に対して、周期

毎の計測に対して示される Num 値は 5 となります。その時 5 つの計測が行われ、統計値はそれら 5

つの計測値を反映します。次に１回捕捉をした後には、Num は 10、すなわち 5 つの計測×2 スイープ

となります。ここで統計値は全１０個の計測値を反映します。  

ヒストアイコン 

ヒストアイコンは、計測値テーブル読み値に追加されるパラメータの

ミニ・ヒストグラムです。これらのミニ・ヒストグラムでは、各パラ

メータの統計分布を一目で見ることができます。Measure ダイアログで Histicons をチェックしま

す。 

 

  

ヒント：拡大したいヒストアイコンに触れることで、完全なヒストグラムを素早く表示す

ることができます。 
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計測パラメータのゲーティング 

全ての計測は、グリッド上及び測定ゲート内に表示されている波形トレースのその部分のみに基づい

て計算されます。観察窓の外にトレースを移動させたり、あるいはトレースが『クリップ』されたり

するように見える設定は、計測値に影響を与えます。 

計測ゲート・ポストのデフォルトの開始位置は、0div と 10div であり、グリッドの左右端および最初

と最後のポイントと一致します。したがって、計測ゲートは、初期状態では全ての可視波形を包含し

ます。計測ゲートを移動することで、最も興味のある捕捉の部分に計測値をフォーカスすることがで

きます。たとえば、波形の 6 つの立ち上がりエッジを“ゲート”すると、計算はゲート・ポストで囲

まれた 6 つのパルスに対してのみ実行されます。 

 

ゲート（垂直白線）は計測されるデータを制限し、計算された計測値は目に見えて変わります  

ゲートを設定する最も簡単な方法は、グリッドの左端と右端のゲート・ポストを目的の位置にドラッ

グすることです。標準パラメータ・セットの場合は Measure ダイアログの Gate Start と Stop 欄を、

ユーザー定義パラメータの場合は Gate サブダイアログを使用し、この設定をグリッド幅に対して 100

分の 1division に微調整できます。Default をタッチすると計測ゲートをグリッド幅に戻します。  
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ヘルプマーカー 

ヘルプマーカーは、ライン、ラベル、ヒステリシスバンドを表示してトレース上の計測点をマーキン

グすることによってどのような計測かを明確にします。"@Level"パラメータの場合、マーカにより波

形が選択されたレベルと交差する場所を確認しやすくなります。表示された計測パラメータのセット

を変更すると、マーカも変更されます。 

ラインのみの Simple マーカ、または測定ポイントラベルを含む Detailed マーカを選択できます。 

また、Always On チェックボックスを使用して、Measure ダイアログまたは計測値テーブルを閉じた

後にも、マーカをトレース上に表示することができます。  

Detailed ヘルプマーカー 

 

 

 

 

  

メモ：白色で移動可能な通常のカーソルと異なり、ヘルプマーカーは青色で、註釈をつけ

るだけです。移動できず、測定ポイントをリセットしません。いくつかのオプションの分

析ソフトウェア・パッケージには、オプション・マニュアルに記載されている、参照用に

特別に設計されたマーカが含まれています。 
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計測パラメータ設定 

Pn ダイアログを使用して、新しい計測パラメータ・セット（"My Measure"）を定義します。 

1. メニューバーから、Measure> Measure Setup を選択します。 

2. Measure Mode は My Measure を選択します。 

3. Pn のダイアログを開き、On にチェックしてパラメータをアクティブにします。  

4. Type は Measure On Waveforms を選択します。 

5. Source セレクタをタッチして、計測するトレースを選択してください。一部の計測パラメー

タでは、2 つのソースを必要とします。 

6. Measure フィールドをタッチし、ポップアップ・メニューから計測パラメータを選択しま

す。 

7. 計測パラメータ選択の後に表示されるサブダイアログでさらに詳細な選択を行います。これ

らはダイアログ内に説明が表示され、測定値を完全に定義するために必要です。 

 @Level パラメータについては、計測レベル(Level)と必要に応じてヒステリシスを入力しま

す。 

 特定の時間に関する測定では、測定するスロープ(Slope)を選択します。 

 該当する場合は、計測を周期またはサイクルごとに行う選択(per period または cycle)も可能

です。 

8. 必要に応じてヘルプマーカーをオンにするか、パラメータのサブダイアログを使用して次の

操作を行います： 

 計測ゲート(Gate)（計測の水平範囲を制限します） 

 追加条件を満たす計測値のみを Accept します。 

 計測値の出力単位を選択します。 

スロープ、レベルおよびヒステリシス 

いくつかの時間ベースの測定では、波形のどのエッジで測定を開始するか、またはどのレベルで計測

するかを選択することができます（例えば*@level パラメータ)。これらの計測パラメータには通常、

レベルの定義方法を決定したり、不要な波形の影響によって計測値が変化したりするのを防ぐための

ヒステリシス幅を設定するためのオプションもあります。  

スロープ 

スロープは、測定が行われるパルスのエッジ（の X 軸位置）あるいは、どのエッジからどのエッジま

でをひとつの周期/サイクルとしてカウントするかを定義します。スロープは使用されるエッジによ

って周期数が変わるので、周期およびサイクル毎計測に影響します。  
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Dtime@level のような 2 入力パラメータの場合は、比較する波形それぞれのポイントを定義するため

に、各入力で個別に使用するスロープを指定します。  

スロープでは 3 つの設定が可能です。 

 Positive：パルスの立ち上がりエッジを使用 

 Negative：パルスの立ち下がりエッジを使用 

 Both：他の条件を満たせば次にくるどちらのエッジでも使用。  

ここで、P1 の半周期パラメータは、Both スロープを使用しているので（ヘルプマーカーは、最初の

立ち上がりエッジにしかマーカーを表示しませんが）立ち上がりまたは立下りで信号が 50%レベルを

横切るごとに１つ、5 周期の捕捉を行うことで 10 の計測値を得ています。 

スロープを Positive にした場合は、立下りではなく、立ち上がりエッジ（のみ）が 50%レベルを横切

るごとに１つとなり、この捕捉では５つの計測値となります（Num 行の値が変わります）。 
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レベル 

レベルは、測定を行うために使用される垂直軸(Y)上の点です。計測のためのデフォルトのレベルは

0V または振幅の 50%、垂直オフセットなしの場合はセンターグリッド線になります。レベルを指定す

ることができる場合は、通常以下のいずれかで設定することができます：  

 電圧あるいはソース波形の任意の垂直単位の絶対値(Absolute) 

 Top-Base 計算によって定義された波形振幅のパーセント(Percent) 

周期毎に計算される計測値には通常、全周期をカウントする立ち上がりエッジのレベルを指定する設

定があります。 

ヒステリシス 

ヒステリシス設定は、クロスポイントを定義するために入力信号が超える必要のある振幅“幅”を定

義します。間違ったクロスポイントの判定を防ぐためにゼロでないヒステリシス設定値が必要です。

デフォルト値は 500 ミリ division(mdiv)となっています。この“division”はオシロスコープの垂直軸の

１目盛と同義です。 

 低いヒステリシス設定値はより低い振幅の信号に対してクロスポイントの検知感度を改善し

ます。しかしながら、間違ったクロスポイントを検知してしまう危険があります。これは信

号が最少振幅の要件を満たし，かつ低い振幅において比較的低ノイズでなければならないと

いうことを意味します。 

 高いヒステリシス設定値は信号歪みもしくはノイズによるクロスポイント決定に対する悪影

響の除去能力を改善します。しかし、クロスポイントの検知精度が低下する恐れがありま

す。 

例：非単調増加信号は、観測ウィンドウ内の立ち上がりエッジで 50％の測定しきい値を 9 回横切りま

すが、実際には 4 つの波形サイクルしかありません。ヒステリシス設定なしでは、この非単調増加区

間でクロスポイントおよび計測周期を誤検知してしまい、その結果周期計測値は間違った計算結果と

なります。 

非単調増加部分の振幅よりも大きなヒステリシス幅レベルを設定し、誤った計測インターバルの計算

を避けることができます。 
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周期的およびサイクルごと計測 

いくつかの計測パラメータ設定ダイアログには、Show one value per period または Cyclic チェック

ボックスがあります。 

Per period（周期毎）計測では、捕捉全波形の周期毎にひとつの計測値を計算します。通常は捕捉毎に

１つの値を計測する Amplitude 等の垂直パラメータのためのオプションです。以下の例では、P1 の

Amplitude パラメータおいて per period を設定することで、Num 統計値が１から５に変化するのを示

しています。ヒステリシス・ヘルプマーカーはまた、周期がカウントされるレベルを表示します。  

同様に、Cyclic 計測は、捕捉中の全周期に対して計算されます。捕捉前後の途切れた周期は無視され

ます。例えば Area パラメータを Cyclic に設定し、捕捉中には 5 つの全周期があるとします。その時そ

れら 5 つのサイクルの Area が計算され以下の様になります。青いヘルプマーカーには 5 つの周期の

全区間が表示されますが、捕捉開始時と終了時の部分的な周期は省略されています。通常 Area は目

に見える捕捉全域に対して計算されます。両方の場合において、一つだけ測定値が返されますが、そ

の値は異なるでしょう。 

  

ヒント：同じソースと計測パラメータで WaveScan を Measurement モードに設定すると、

捕捉内の周期ごとの値がすべて表示されます。 
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周期/サイクルのカウント 

Per period および Cyclic 計測は、波形周期のカウントをすべきスロープおよびレベルなどの他の計測設

定に従います。さらなる設定を行う必要があるかどうか、Show one value per period あるいは Cyclic を

チェックしたときには必ずサブダイアログを確認する様にしてください。  

計測ゲートがデフォルト位置の 0 および 10div の時には、周期/サイクルはグリッドの全幅に対してカ

ウントされます。ゲートが他の場所に設定されている場合、計測はゲート内の全周期/サイクル数に

対してのみ計算されます。以下に示す様に、Cyclic エリア計測に計測ゲートをかけると、計測ゲート

間の３つのフルサイクルまで計算を縮小させます。  

N-Cycle と N-Period のセットアップ 

Period@level および Dperiod@level 計測パラメータには、サイクルの全数のみではなく、計測を行う頻

度と、どのサイクルからスタートするかの設定があります。これら設定を含むサブダイアロクは、そ

れぞれ N-Cycle Setup あるいは N-Period Setup と呼ばれ、同じではありません。 

Group Size は、計測を行うべき全サイクルの区間を設定します。例えば下の図は、５つの全サイクル

の捕捉を示しており、P2 の Period の統計値は Num=5 であり、どれだけの周期が計算されたかは明ら

かです。デフォルトでは２つの連続した周期のデルタを計測する P1 Dpriod@level は、Num=4 を示し

ています。これは Group Size=1 を使用しているので、４つの比較がなされているからです－周期１か

ら周期２、２から３...合計４つとなります。 

 

  



WaveRunner 9000 オシロスコープ・オペレーターズ・マニュアル  

90 

ヘルプマーカーは最初の 2 つの周期をオーバーレイ表示しますが、計測値テーブルに表示された  

-1.686ns の測定値は実際には最後の 2 つの周期を比較した最後の計測値であることに注意してくださ

い。同じ捕捉の WaveScan で見られるのと同様です。 

Dperiod@level の Group Size を 2 に変更すると、計測は１つおきの周期に対して行われます。そして、

合計５つの周期に対して２つだけの計測（周期１から３、２から４）となって、P1 の Num は 2 に変

化します。 

Start Cycle は計測をカウントし始めるサイクルです。カウントは最初のグループで行うので、Group 

size -1 までの範囲の任意の数をとることができます。P1 の Dperiod@level の Start Cycle が 0 から 1 に

変更されると、周期１がスキップされて計測は周期２から始まります。ここで、周期２と４を使った

計測だけができるようになり、Group Size が 2 のため、３および５は除外されて Num は 1 に変化しま

す。 
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Dperiod@level も同様に、分離か総和として、どのように Group Size 間隔を扱うかを指定することがで

きます。Use One Value Per Group(上図)は、各グループの最初の周期を使って、n サイクルおきに計

測をします。Sum All Values in Group（下図）は、グループ内のすべてのサイクルの合計を計算し、

次のグループのものと比較します。 

計測値の範囲制限 

いくつかの計測パラメータは、垂直方向または水平方向に制限された値の範囲、または第 2 の波形の

状態によって“ゲート”されたサンプルに制約できます。どちらの条件も同時に適用できます。この

機能により、不要な特性を計測から除外することができます。これは水平軸に沿った解析範囲を狭め

るためにのみ使用される計測ゲートよりはるかに強い制限を加えられます。  

計測パラメータでこの機能がサポートされている場合は、Pn ダイアログの隣に制約を定義するための

Accept サブダイアログが表示されます。 

 

 

  

メモ：この機能はデータの一部分のみを扱うため、計測に関するアラートやステータス・

インジケータ（“Data range too low”など）は表示されません。 
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パラメータ範囲制限 

1. メニューバーから Measure>Measure Setup を選択。Pn タブをタッチし、計測パラメータ設

定ダイアログを開きます。 

2. Accept サブダイアログで、Value In Range を選択し、開始値と終了値を入力するか、Find 

Range ボタンをタッチして直前に計測した値の範囲を素早く表示させます。  

波形ゲートつきパラメータ 

1. メニューバーから Measure>Measure Setup を選択。Pn タブをタッチし、計測パラメータ設

定ダイアログを開きます。 

2. Accept サブダイアログで、Values Based on Waveform State を選択。 

3. When Wform をタッチし、ゲート波形を選択。計測ソース波形と同時にアクティブなどんな

波形でも構いません。 

4. State Is をタップし、ポップアップ・メニューから High または Low を選択します。計測はゲ

ーティング波形が選択された状態のときにのみ行われます。  

5. Level Type をタッチしてポップアップ・メニューから Absolute（電圧値）または（振幅値

の）Percent を選択します。 

6. 測定を開始する閾値を入力します。 

Find Level ボタンをタッチすると、自動的にゲート波形の 50％レベルに設定されます。 

単位の変更 

Units サブダイアログを使用して計測パラメータや演算トレースの出力単位を変更することができま

す。このダイアログは、ソース単位として等価的な次元の代替単位が存在する場合に有効となりま

す。 

Unit Category は例えば長さ、速度または時間等の単位の種別です。  

単位(Unit)はカテゴリ選択を反映します。例えば長さ単位のメートル(m)に対して速度単位の単位時間

当たりのメートル(m/s)など。 

  

メモ：計測パラメータの正しい単位（V、s、Hz、dB など）は自動的に設定され表

示されます。無次元値（力率など）を生成する単純比パラメータを選択すると単

位は省略されます。 
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標準パラメータ一覧 

波形測定 

Amplitude 

２値（バイモーダル）信号のハイとローのレベル差ノイズ、オーバーシュート、アンダーシュート、

リンギングが測定に影響しないという点で Peak-to-Peak(pkpk)と異なります。振幅は、Top - Base の式

を使用して計算されます。バイモーダルとして識別することができない信号（例えば、三角波）に

は、Amplitude は最大値－最小値と同じ値を返します。Amplitude は Amplitude サブダイアログで

“Show one value per period”を選択する事で、捕捉毎にひとつの値ではなく、全ての周期に対してそ

れぞれ計算することもできます。 

Area 

データの積分。ゼロレベルに対する波形の面積を計算します。ゼロ以上の値は area 値に正の寄与をし

ます；ゼロ未満の値は負の寄与をします。Area サブダイアログで Cyclic がチェックされている場合

は、捕捉全体ではなく、全サイクルの総数に渡って Area 計算されます。周期的計測をご覧くださ

い。 

Base 

２値信号のローレベル（ハイレベルは Top）、または二値でない波形において最も確率の高い２つの波

形ステートの低い方。Base は、ノイズ、オーバーシュート、アンダーシュート、リンギングが測定に

影響しないという点で Minimum と異なります。バイモーダルではない信号（例えば、三角形波形）

の場合、Base は Minimum と同じ値を返します。Base は Base サブダイアログで”Show one value per 

period”を選択する事で、捕捉毎にひとつの値ではなく、全ての周期に対してそれぞれ計算すること

もできます。 

Bit Rate 

入力ストリームのビットレート。立ち上がりエッジのみをもとに計算されるので DCD の影響はありま

せん。立ち上がりエッジ間の区間が１つ以上とれるように計測には最低でも３つの立ち上がりエッジ

必要です。データ信号ではない場合は、測定値はクロック周波数を返し、警告記号が計測値テーブル

に現れます。 

Cycles 

計測ゲート間（デフォルトでは 0division～10division あるいは捕捉全体）にある周期波形のサイクル数

最初のサイクルは、左計測ゲートの後の最初に閾値をまたぐ立ち上がりから始まります。  

Delay 

捕捉トリガから観測ウィンドウ中にみられる最初の 50%レベル交点までの時間。タイムベース遅延の

設定がされていない捕捉の場合は、これは通常負の値となります。  

  

メモ：特に断りのない限り、計測パラメータは、IEEE 規格に従って計算されます。インス

トールされているオプションによって追加の計測パラメータが使用できる場合がありま

す。リモートコントロール・プログラムで使用するキーワードは、Pn ダイアログのサマリ

ーに表示されます。 
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Delta Delay 

Source1 の最初の 50%レベル・クロスポイントから、Source2 最初の 50%クロスポイントまでの時間

Delta Delay は、1 つの信号でトリガし、他の信号の Delay を求める事によって、2 つの信号間の伝搬遅

延を測定する事に使用できます。これは Source2 のクロスポイントが Source1 のクロスポイントより

も前にある場合は負の結果を生じます。計測パラメータのゲーティングを参照してください。 

Dperiod@level 

波形の各サイクルの周期測定の隣接サイクル偏差（サイクル間ジッタ）。指定レベルでの立ち上がり

エッジ（Pos Slope）、立ち下がりエッジ(Neg Slope）、あるいは次のエッジ(Both Slope）を選択できま

す。スロープ、レベルおよびヒステリシスを参照してください。デフォルトでは、波形中の各サイク

ルに対して、サイクル偏差（Cycle-to-Cycle ジッタ）を計測します。しかし、N-Cycle 設定を使用する

ことで、設定した間隔でサイクルを比較したり、サイクル・グループの合計値を比較したりするよう

に設定することもできます。周期的計測をご覧ください。 

Dtime@level 

２つの異なる入力信号の遷移間の時間。指定レベルでの立ち上がりエッジ（Pos Slope）、立ち下がり

エッジ(Neg Slope）、あるいは次のエッジ(Both Slope）を選択できます。Dtime@level は Source2 のクロ

スポイントが Source1 のクロスポイントよりも前にある場合は負の結果を生じます。計測パラメータ

のゲーティングやスロープ、レベルおよびヒステリシスを参照してください。 

Dtrig Time 

前回の捕捉トリガから現在の捕捉トリガまでの時間。シーケンス・モード捕捉においては、ひとつの

単一セグメント波形のセグメント・トリガ間の時間になります。  

Duration 

Average、ヒストグラムまたはセグメント波形に含まれる最初の捕捉トリガから最後の捕捉トリガまで

の時間。単一スイープの捕捉に対しては Duration の値は 0 になります。セグメント波形（シーケン

ス・モード捕捉）では、Duration は最初のセグメントのトリガから最後のセグメントのトリガまでの

時間になります。捕捉の履歴に対して計算を行う Average、ヒストグラムおよび他の波形に対して

は、Duration は累積した波形のトリガの最初から最後までの時間になります。  

Duty Cycle 

データが信号の 50％レベルを上回る、または下回る区間のパーセント。ヒステリシス幅は振幅の 22%

を使用します。 

Duty@level 

指定したレベルより上または下まわる区間幅のパーセント。立ち上がりエッジ（Pos スロープ）また

は立下りエッジ（Neg スロープ）に対して計測。スロープ、レベルおよびヒステリシスを参照してく

ださい。 

Dwidth@level 

隣接する幅の差。指定レベルでの立ち上がりエッジ（Pos Slope）、立ち下がりエッジ(Neg Slope）、ある

いは次のエッジ(Both Slope）を選択できます。 
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Edge to Edge 

Source1 で指定したエッジから Source2 で指定したエッジまでの時間。 

Edge@level 

指定した閾値レベルを交差する波形中のエッジの数。指定レベルでの立ち上がりエッジ（Pos 

Slope）、立ち下がりエッジ(Neg Slope）、あるいは次のエッジ(Both Slope）を選択できます。スロー

プ、レベルおよびヒステリシスを参照してください。 

Fall 80-20% 

計測ゲート間のすべての立ち下がり遷移について、平均した振幅の 90％から 10％へのパルス波形の

立ち下がり遷移時間。（三角波のように）２つの主要なレベルを持たない信号の場合には、振幅計算

に使用される Top-Base 計測値は Max.および Min.による計測に置き換えられて、結果は予測される値

からずれてきます。 

Fall Time 

計測ゲート間のすべての立ち下がり遷移について、平均した振幅の 90％から 10％へのパルス波形の

立ち下がり遷移時間。（三角波のように）２つの主要なレベルを持たない信号の場合には、振幅計算

に使用される Top-Base 計測値は Max.および Min.による計測に置き換えられて、結果は予測される値

からずれてきます。 

Fall@level 

パルス波形の立下り遷移の２つのユーザー指定遷移レベル間の時間幅。立下りエッジの２つの垂直レ

ベル値を立下り時間の計算に使用します： 

High = upper threshould value × Amplitude/100 + Base 

Low = lower threshould value × Amplitude/100 + Base 

スロープ、レベルおよびヒステリシスを参照してください。 

First 

左側の計測ゲートが時間軸と交わる時間。計測に含まれる最初のサンプリング・ポイントを示しま

す。デフォルトではグリッド左端に配置されており、0divsion の時間になります。 

Frequency 

周期信号の各周期の逆数。立ち上がりエッジの 50％クロスポイント間の時間として計測される周期。

左側計測ゲート後の最初の立ち上がり遷移から計測を始めます。  

Freq@level 

周期信号の各周期の逆数。ユーザー指定レベルでのクロスポイント間の時間として計測される周期。

左側計測ゲート後の最初の適合する遷移から計測を始めます。スロープ、レベルおよびヒステリシス

を参照してください。 

Half Period 

波形の半周期。指定レベルにおける隣接する逆向きスロープの遷移間の時間で計測されます。この計

測パラメータは、立ち上がりエッジから立ち下がりエッジまでのみ(Pos Slope)、立下りエッジから立

ち上がりエッジまでのみ(Neg Slope)、またはいずれかの全ての交点から次まで(Both Slope)を選択する

ことができます。スロープ、レベルおよびヒステリシスを参照してください。 
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Hold Time 

指定スロープおよびレベルの最初のデータ信号エッジ(Source2)から、指定スロープおよびレベルの直

前のクロック信号エッジ(Source1)までの時間。Hold Clock サブダイアログを使用して、クロックエッ

ジを指定し、Hold Data サブダイアログではデータエッジを指定します。  

Last 

右側の計測ゲートが時間軸と交わる時間。計測に含まれる最後のサンプリング・ポイントを示しま

す。デフォルトではグリッド右端に配置されており、10divsion の時間になります。 

Level@X 

数値で入力するか、白い計測カーソルを動かして指定した X 軸位置での垂直値。もし位置が 2 つの点

の間にある場合、補間された値が返されます。Nearest point チェックボックスをオンにすると、最も

近いデータ・ポイントの垂直値が表示されます。  

Maximum 

波形の最大垂直値。TOP とは異なり、２値の波形である事を想定しません。 

Mean 

波形の垂直値の平均。データ値のヒストグラムの分布重心として計算されます。  

Median 

トップとベースの値の平均。 

Minimum 

波形の最小垂直値。BASE とは異なり、2 値の波形である事を想定しません。 

N-Cycle Jitter 

N UI 間隔で計測されるエッジ間の Peak-to-Peak ジッタ。結果は時間(秒)または UI で表示されます。 

NBPhase 

狭帯域位相、信号の特定の周波数における位相。  

NBPower 

狭帯域電力、信号の特定の周波数における電力。  

Num Points 

計測ゲート間のソース波形内のデータ・ポイント数  

Overshoot- 

立ち下がりエッジ後のオーバーシュート量。振幅のパーセントとして表されます。Overshoot-は、

式：（Base - Minimum）/ Amplitude x 100 を使用して計算されます。２つの主要レベルを持たない波形

（例：三角波）においては、この計測値の結果は予測される値からずれてきます。 

Overshoot+ 

立ち上がりエッジ後のオーバーシュート量。これは振幅のパーセントとして表されます。Overshoot+

は、式：(Maximum - Top)/Amplitude x 100 を使用して計算されます。２つの主要レベルを持たない波形

（例：三角波）においては、この計測値の結果は予測される値からずれてきます。 
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Peak to Peak 

計測ゲート内の最大値と最小値の差。Amplitude と異なり、Peak to Peak では２レベル波形を想定しま

せん。 

Period 

立ち上がりエッジの 50%クロスポイント間の時間。左計測ゲート後の最初の遷移から計測を始めま

す。周期は各隣接ペアについて計測されます。 

Period@level 

ユーザー指定のスロープおよびレベルでのクロスポイント間の時間。左計測ゲート後の最初の遷移か

ら計測を始めます。スロープ、レベルおよびヒステリシスを参照してください。 

Phase 

基準信号と解析信号の間の位相差。それらの立ち上がりエッジの 50%レベルから計測。 

Rise 20-80% 

計測ゲート間のすべての立ち上がり遷移で平均振幅の 20％から 80％へのパルス波形の立ち上がり遷

移時間。（三角波や鋸波のように）２つの主要なレベルを持たない信号の場合には、Rise 計算に使用

される Top-Base 計測は Max.および Min.による計測に置き換えられて、結果は予測される値からずれ

てきます。 

Rise Time 

計測ゲート間のすべての立ち上がり遷移で平均振幅の 10％から 90％へのパルス波形の立ち上がり遷

移時間。（三角波や鋸波のように）２つの主要なレベルを持たない信号の場合には、Rise 計算に使用

される Top-Base 計測は Max.および Min.による計測に置き換えられて、結果は予測される値からずれ

てきます。 

Rise@level 

ユーザー定義レベル間のパルス波形の立ち上がりエッジの遷移時間。立ち上がり時間を計算するため

に使用される二つの値は次のように計算されます：  

High = upper threshould value × Amplitude/100 + Base 

Low = lower threshould value × Amplitude/100 + Base 

スロープ、レベルおよびヒステリシスを参照してください。 

RMS 

(測定ゲート間の）垂直値の二乗平均平方根。以下の式を使用します：  

√
1

𝑁
∑ (𝑉𝑖)2

𝑁

𝑖=1
 

ここで：Vi=計測された垂直値、および N=データ・ポイント数 

もし RMS サブダイアログで Cyclic がチェックされている場合、RMS は全捕捉ではなくフルサイクルの

みで計算されます。周期的計測をご覧ください。 
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Setup 

データエッジ(Source2)から次の最も近いクロックエッジ(Source1)までの時間。 

Skew 

Clock2 エッジ(Source2)の時間から最近接の Clock1 エッジ(Source1)の時間を引いたもの。 

Slew Rate 

ユーザー指定のスロープおよびレベルでのスリューレート(ローカル dV/dt）スロープ、レベルおよび

ヒステリシスを参照してください。 

Std Dev 

計測ゲート間の垂直値の標準偏差。以下の式を使用します：  

√
1

𝑁
∑ (𝑉𝑖 − 𝑚𝑒𝑎𝑛)2

𝑁

𝑖=1
 

ここで：Vi=計測された垂直値、および N=データ・ポイント数これは、平均値がゼロの波形の実効値

に相当します。AC RMS とも呼ばれます。 

もし Std Dev サブダイアログで Cyclic がチェックされている場合、標準偏差は全捕捉ではなくフルサ

イクルのみで計算されます。周期的計測をご覧ください。 

TIE@level 

指定のスロープの指定レベルとのクロスポイントの測定された時間と理想的な予想時間との差。計測

結果は時間(秒)またはユニット・インターバル(UI)で与えられます。UI は、クロック１周期に等しくな

ります。VClock サブダイアログで設定される仮想クロックは Standard(1.544MHz)またはカスタム・リ

ファレンス・クロックの選択でシミュレート可能です。また、低周波ジッタをフィルタリングするた

めに数式で定義される Golden PLL を使用可能です。カットオフ周波数はユーザーが選択できます。ス

ロープ、レベルおよびヒステリシスを参照してください。 

Time@level 

トリガ（t=0）から指定スロープおよびレベルでのクロスポイントまでの時間。スロープ、レベルおよ

びヒステリシスを参照してください。 

Top 

２値信号のハイレベル（ローレベルは Base）、または二値でない波形において最も確率の高い２つの

波形ステートの高い方。ノイズ、オーバーシュート、アンダーシュート、リンギングが測定に影響し

ないという点で Maximum と異なります。２つの主要レベルを持たない波形（例：三角波）において

は、Top は Maximum と同じ値を返します。Top は Top サブダイアログで“Show one value per period”

を選択する事で、全ての周期に対してそれぞれ計算することもできます。  

パルス幅 

50%レベル、正スロープで計測されたパルスの幅。ヒステリシスには 22%振幅が使用されます。パル

ス幅は全てのパルスについて計測されます。 

WidthN 

50%レベル、負のスロープで計測されたパルスの幅。ヒステリシスには 22%振幅が使用されます。パ

ルス幅は全てのパルスについて計測されます。 
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Width@level 

ユーザー指定レベルおよびスロープで計測したパルス幅。パルス幅は全てのパルスについて計測され

ます。スロープ、レベルおよびヒステリシスを参照してください。 

X@max 

測定ゲート間の垂直最大値の水平軸位置。 

X@min 

測定ゲートの間の垂直最小値の水平軸位置。 
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ヒストグラム測定 

これらの計測は、ヒストグラム演算において行うことができます。パルス波形または他の互換性のな

いソースに適用しようとすると、エラーステータスが表示されます。  

FWXX 

xx%における全幅。最高ピーク高さの母集団のユーザー指定パーセントにおける最大面積ヒストグラ

ムピークの幅。 

Hist ampl 

２つの主要な値を持つ分布の場合、ヒストグラム内の最も高さの高い 2 つのピーク間の値の差。もし

分布に主要な２つのピークが存在しない場合にはヒストグラムの最大値と最小値の差となります。  

Hist base 

最も高い２つのヒストグラムピークの左端の値。  

Hist max pop 

ヒストグラムの最大母集団（最高）ピークのカウント数。  

Hist maximum 

ヒストグラムの最大計測値。 

Hist mean 

ヒストグラム測定の平均あるいは代表値。 

Hist median 

ヒストグラムの平均値。ヒストグラムの母集団を２つの等しい部分に分ける X 軸の値。 

Hist minimum 

ヒストグラムの最小測定値。 

Hist mode 

最大ヒストグラムピークによって表される値。ヒストグラム描画されている計測パラメータの単位で

表示されます。 

Hist pop@x 

指定した水平軸位置でのヒストグラムのビンの母集団。トリガを停止してこの計測値のために軸ラベ

ルを表示しておくと水平軸範囲を見ることができて便利です。この範囲内にひとたび数値を指定すれ

ば、ヒストグラム・カーソルが表れるので、これをドラッグして X 軸に沿って異なる位置に動かすこ

とができます。計測値テーブルに表示される値は、カーソルをドラッグすると変わります。  

Hist range 

ヒストグラムの最大値～最小値の範囲。 

Hist rms 

ヒストグラムの値の二乗平均平方根(RMS） 

Hist sdev 

ヒストグラムの値の標準偏差。 
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Hist top 

右端のヒストグラムのピークの値。 

Hist X@peak 

n 番目に高いヒストグラムピークの値。n の値を指定します。 

Peaks 

ヒストグラムのピークの数。 

Percentile 

左側の総数が全体の xx％になるヒストグラムを分割する水平方向のデータ値。  

Total Pop 

ヒストグラムの母集団(プロットされた値の数)を合計します。 
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カスタム計測パラメータ 

これらの“計測パラメータ”は、カスタムスクリプトをオシロスコープ処理プロセスに組み入れ、リ

アルタイムにパラメータの結果を読み取ることができるようになります。スクリプトは、数値の結果

を生成する必要があります。 

カスタム計測パラメータは WaveMaster、LabMaster、DDA および SDA モデルでは標準です。それらは

XDEV オプションにより有効になります。 

ExcelParam 

Excel で計算されるカスタム計測パラメータ。計測はひとつまたは 2 つの波形(一連の時間値のぺアと

して)を Excel スプレッドシートに転送し、関数の結果をパラメータに読み込みます。  

Fast MultiWave Port 

メモリに格納された C++ファイルから複数の入力を使ってアクセスし、カスタム計測パラメータの計

算を行えます。その結果は追加でパラメータに読み戻すことができます。 

HParamScript 

波形ではなく、ひとつまたは 2 つの入力ヒストグラムに対して計測の計算を行うカスタム Visual Basic

または Java スクリプト。 

MathCad param 

計測値を計算するカスタムの MathCad 関数。 

MATLAB param 

計測値を計算するカスタム MATLAB 関数。オシロスコープ上で MATLAB スクリプトを書いたり、ある

いはスクリプトに既存の MATLAB 関数を呼び出したりすることができます。MATLAB は、オシロスコ

ープ上で、あるいはオシロスコープからアクセス可能なホスト上で実行できます。MATLAB のリモー

ト接続については、MAUI Oscilloscopes Remote Control and Automation Manual を参照してください。 

ParamScript 

1 つまたは 2 つの入力波形からの計測値を計算する Visual Basic または Java スクリプト。スクリプト

は、オシロスコープ上で、またはリモートでオシロスコープからアクセス可能なホスト上で実行する

ことができます。リモート接続については、MAUI Oscilloscopes Remote Control and Automation Manual

を参照してください。 

  

http://cdn.teledynelecroy.com/files/manuals/maui-remote-control-and-automation-manual.pdf
http://cdn.teledynelecroy.com/files/manuals/maui-remote-control-and-automation-manual.pdf
http://cdn.teledynelecroy.com/files/manuals/maui-remote-control-and-automation-manual.pdf
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計測パラメータ・テーブル 

パラメータ読み値(P1-Pn)はグリッド下のテーブルに現れます。Value の行には、最後の捕捉で各パラ

メータに対して行った計測値が表示されます。必要に応じて統計表示およびヒストアイコンを計測パ

ラメータ・テーブルに追加することができます。  

計測パラメータ・テーブルの操作 

計測パラメータ・テーブルが表示されているときに設定ダイアログを閉じて、波形を表示するための

領域を最大化できます。テーブル自体を、設定ダイアログを再度開くために使用することができま

す。パラメータ設定（Pn）ダイアログを開くには、テーブルの Pn セルにタッチします。左端の

Measure 列をタッチして Measure ダイアログを開き、テーブルを変更します。標準計測パラメータを

使用しているときテーブルは固定となり、テーブルの内容は変更できません。  

計測パラメータ・ステータス表示 

Status 行に表示されるシンボルは以下を示します：  

OK：有効な値が返されました。 

Warning：信号または測定することを防ぎ、セットアップに問題があります。メッセージ・バ

ーでの説明を参照するには、パラメータのセルをタッチします。 

No Pulse/Insufficient Data：ソフトウェアは、Top と Base を決定することができません。垂直

計測パラメータの場合、これはパルスを検知するソフトウェアにとって最大値と最小値の差

が十分でないことを示している可能性があります。  

あるいは、ステップ応答を詳細に調べる場合などに、パルスの目に見える top または base の部分にあ

るポイント数が不十分である可能性もありえます。 

Underflow Condition：波形の最低部（負）のサンプル点が ADC 入力範囲を下回ります。おそ

らく、パルスの下が切断されているように見えるでしょう。  

Overflow Condition：波形の最上部（正）のサンプル点が ADC の入力範囲を超えています。お

そらく、パルスの上部が切断されているように見えるでしょう。  

Simultaneous Underflow and Overflow Condition：両方の条件が、一度に発生しています。 
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パラメータ演算 

波形の計測に加えて、他の計測パラメータの結果に対して数学的演算を実行する計測パラメータを設

定することができます。パラメータ演算は、入力と出力が計測値テーブルに表示される数値である点

で、通常の演算とは異なります。一方、演算;Math はグリッド上に表示される波形トレースを入出力

します。 

パラメータ演算の設定は、他のパラメータの設定と同じです。いくつかのパラメータは、通常の波形

測定と同様に、値の範囲またはゲーティング波形を使用して Accept サブダイアログで条件追加するこ

とができます。高機能カスタマイズ・オプション（XDEV）を使用している場合、カスタムスクリプト

を適用して結果を計算する機能があります。 

除外 

以下は、パラメータ演算ではサポートされません。  

 対数値を返すパラメータの乗算と除算 

 他のパラメータの演算の結果であるソース・パラメータ  

パラメータ演算の設定 

1. メニューバーから、Measure>Measure Setup…を選択。 

2. 計測モードで My Measure を選択し、計測パラメータ設定ダイアログ(Pn)を開きます。 

3. Math on Parameters ボタンをタッチ。 

4. Math Operator をタッチし、Select Measurement メニューから演算を選択します。 

5. Source をタッチし、計測の入力となる計測パラメータを指定します。 

6. On をチェックし、新しい出力パラメータを有効化し計測値テーブルに追加します。  

P Script の使用（カスタムパラメータ演算） 

高機能カスタマイズ・オプション（XDEV）がインストールされた計測器では、独自の VBScript または

JavaScript を記述して、1 つまたは 2 つの入力パラメータに数学的演算を適用できます。数学演算子 P 

Script を選択します。スクリプト・エディタ・ウィンドウを開き機器上で直接スクリプトを作成した

り、既存のスクリプトをインポートしたりすることができます。  

 

 

 

 

メモ：Param Script は、1 つまたは 2 つの波形を計測して計測パラメータを出力する

VBScript または JavaScript です。パラメータ演算である P Script は、1 つまたは 2 つのパラ

メータ値を入力し、それらに対して演算を実行して別のパラメータを出力する VBScript ま

たは JavaScript です。 
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1. メニューバーから Measure>Measure Setup を選択 

2. 出力パラメータの Pn タブをタッチし、計測パラメータ設定ダイアログを表示します。  

3. Math on Parameters ボタンをタッチ 

4. Math Operator をタッチして P Script を選択 

5. Source 入力パラメータを指定（１つまたは２つ） 

6. Script Math サブダイアログで、Script Language をタッチして VBScript または Jscript どちらか

を選択します。 

7. Edit Code ボタンをタッチして Script Editor ウィンドウを開きます 

8. ウィンドウ上でコードを入力します。または Import from File ボタンを使って既存スクリプト

を読み込みます。その後 Apply を押して変更を反映し、OK で終了します。このウィンドウで

作成されたスクリプトは、将来の使用のために新しいファイルにエクスポートできます。  
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WebEditor の利用 

パラメータ演算を使用すると、計測パラメータに１つの演算操作を適用できますが、Web Editor を使

用すると、カスタム演算や計測パラメータ（XDEV オプションが必要）などを含む、複数の入力で多

くの操作を連鎖するプロセスを作成できます。これらのプロセスは、機器の操作に組み込まれていま

す。データを他の外部プログラムにエクスポートする必要はありません。  

XStream アプリケーション上で、異なる演算または計測パラメータを表す一連のブロックを配置し、

それらを接続してフローチャートを作成するだけで、“プロセッシング Web”というプロセスが“プ

ログラム”されます。プロセスの終端に繋がる計測パラメータまたは演算は、このプロセスの最終出

力を表します。 

プロセッシング Web の作成 

1. メニューバーから、Measure>Measure Setup を選択します。 

2. Measure ダイアログで、計測モードに My Measure を選択します。 

3. Pn ダイアログを開き、Advanced Web Edit を選択します。 

4. Show Processing Web ボタンをタッチ。潜在的な入力ソースが左に揃えられ、右端にパラメー

タ番号が付いた終端が配置された編集画面が表示されます。  

5. Source Filter サブダイアログで、プロセスで使用しないすべてのタイプ（例えばズームなど）

の選択を解除します。これにより表示が簡略化され、スクロールの必要性が減ります。  

6. Web Editor ダイアログで、フローに追加するプロセスのタイプを選択します。演算、計測パラ

メータ、あるいはパラメータ演算を追加することができます。 
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7. ポップアップ・メニューから、そのノードに配置する演算または計測パラメータを選択しま

す。新しいブロックがディスプレイに表示されます。ブロックをフロー内の場所にドラッグ

します。 

8. プロセス・ブロックの左側は入力ピンとなっています。入力として波形が必要な場合、ピン

は青色です。数値が必要な場合は、ピンは紫色です。一致する色のピンをタッチして、画面

の左側のソースからブロックにドラッグして接続します。ブロックにある入力ピンの数だけ

ソースを選択します。 

ピンをドラッグ＆ドロップすると、ソースからプロセスに線が引かれます。ソースがプロセ

スと互換性がない場合、ソースをピンと接続することはできません。  

9. プロセスに追加の設定が必要な場合は、Web Editor ダイアログの隣にサブダイアログが表示さ

れます。そのサブダイアログを使用して、そのプロセス・ノードに適用する値を入力しま

す。 

 

 

  

ヒント：ノードを追加する前に、配置したい位置をタッチしてそこに緑色のプラス

記号を表示します。そうすると、この場所に新しいブロックが作成されます。さも

なければ、ブロックは移動させるまで同じ位置に重なって配置されます。  

ヒント：使用可能なすべてのソースを表示するには、スクロールバーを使用する必

要があります。Web Editor ダイアログの後ろにある Math タブと Measure タブには、

現在各ソースに指定されている内容が要約されています。  
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10. 必要に応じてプロセスを追加してゆき、各ブロックの出力をフロー内の次のブロックの入力

に接続します。最終的なプロセスは、終端と同じタイプ（この例では、計測パラメータ）で

なければなりません。 

11. 出力ピンを最終プロセス・ブロックから終端の入力ピンまでドラッグします。  

プレビュー出力 

プレビュー“ウィンドウ”を追加して、フローの任意の段階でプロセスの出力を表示できます。これ

らのプレビューは Web エディタにのみ適用されます。 

プレビューする処理ブロックの出力ピンを選択します。ピンが明るい緑色に変わります。次に、Web 

Editor ダイアログで Add Preview を選択します。 

プロセスと接続の削除 

Web からプロセスを削除するには、ブロックを選択して Delete をタップします。そのブロックとその

間のすべての接続は自動的に削除されます。 

プロセス・ブロック間の接続を削除するには、接続ラインをタッチします。その上にはさみアイコン

が表示されます。接続を切断するかどうかの確認ポップアップで Confirm ボタンを押します。 

他の終端をプロセッシング Web に追加する 

他の計測パラメータまたは演算は、同じ処理ウェブを共有することができます。たとえば、全プロセ

スの最終出力が計測パラメータである場合でも、サブ処理ノードから生じる波形の演算を作成するこ

とができます。 

終端を追加するには： 

1. Web Editor ダイアログの後ろの Math または Measure タブを開きます。 

2. Pn または Fn に続く Web Edit アイコンをタッチします。サマリーは Web Edit に変更され、新

しい終端ブロックが Web Editor 編集画面に現れます。 

3. 所望のプロセスの出力ピンを終端の入力ピンに接続します。既に他のブロックに接続されて

いる出力ピンを選択することも可能です。 

Web Editor の終了 

プロセッシング Web が完成したら、Web Editor ダイアログを閉じるか、Display メニューから Scope 

Display を選択します。画面は通常のオシロスコープ表示を再開します。  

 

 

  

ヒント：入力/出力矢印の色は、どの組み合わせに互換性があるかを示します。多く

のプロセスが他のプロセスを経由した入力を受け入れることができるので、フロー

は厳密に逐次的である必要はありません。唯一の要件は、出力が許容可能な入力に

接続されていることです。 
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ヒストグラムの使用 

ヒストグラムは、計測頻度を表現するために様々な高さのバーを使用して、パラメータ値の統計的分

布を表示します。ヒストグラム演算は、パラメータ値の関数として、ビンと呼ばれる小さな範囲内に

あるパラメータ計測値の数をプロットします。各ビンは、グラフ上のバーで表されます。ヒストグラ

ムは、それぞれが計測値の連続した小範囲を表す 20 から 5000 のビンを使用でき、最大 20 億の計測

値を保持できます。 

Phistogram 演算はパーシスタンス・マップ（パーシスタンス表示をオンにしているときに作成される

トレース）を垂直または水平”スライス”して得られる値をパラメータ値としたヒストグラムを作成

します。 

ヒストグラム・ディスクリプタ・ボックスには以下が表示されます：ヒストグラム

バーの各垂直グリッド division で表される値の数（＃/div）、ヒストグラムの各バーで

表されるビンの幅（垂直または水平単位/div）、およびヒストグラム（＃）で計算さ

れた値の総数。 

パラメータ値ヒストグラムのサムネイル・バージョンは、ヒストアイコンと呼ばれます。Measure ダ

イアログのチェックボックス・オプションとして使用できます。新たな演算トレースとしてではな

く、計測値テーブルに現れるヒストアイコンは、タッチするだけで通常のヒストグラムに変換するこ

とが出来ます。 

ヒストグラムの使用 

ヒストグラムは、複数捕捉にまたがる波形パラメータ値の確率密度分布を示します。それらは、ジッ

タなどのランダムプロセスを可視化し、定量化するのに特に有用です。ヒストグラムの形状は、測定

されているパラメータに関する直接的な情報をもたらします： 

ガウシャン/単峰型ヒストグラムは、分布の中心付近に 1 つのピークがあり、両側でおよそ正三角形に

ロールオフしています。ガウス分布は、パルス測定におけるランダム・ジッタの効果など、ランダム

プロセスが様々な計測値のばらつきを形成していることを示すよい指標です。  

二峰性ヒストグラムには、外側の端に分布する 2 つの異なるピークがあり、定常状態のハイ値とロー

値を示しています。 

均一/対称ヒストグラムは、矩形に見え、値が広く分布していることを示しています。  

傾斜ヒストグラムは、反対側に向かって着実にロールオフしながら、測定範囲のネガティブまたはポ

ジティブエッジのいずれかにピークを示します。  

ヒストグラム分布の形状は特に興味深く、これらの分布を分析するために追加のヒストグラム計測パ

ラメータを利用できます。それらは一般に、いくつかのピーク値ビンのうちの 1 つに集中していま

す。Measure セレクタの Statistics サブメニューにヒストグラム計測パラメータがあります。  

ヒストグラムの各ビンの総母集団を比較すると、そうでなければ見過ごされる可能性があるめったに

発生しないイベントの定量化に役立ちます。これは、測定データの統計的解析の利点の 1 つです。ヒ

ストグラムの活用例は次のとおりです： 

 DDR Read/Write タイミングの特性評価 

 ジッタおよびタイム・インターバル・エラーを発生させるシステムおよびランダム変動の調

査 

 電子デバイスの立ち上がり時間、セットアップ/ホールド時間、および遅延測定 

 クロスオーバー歪みのような回路問題の検出および診断 

 

https://teledynelecroy.com/japan/pdf/lab/lab_wm777j.pdf
https://teledynelecroy.com/japan/pdf/mag/b-using-histograms-part-i.pdf
https://teledynelecroy.com/japan/pdf/mag/b-using-histograms-part-i.pdf
https://teledynelecroy.com/japan/pdf/mag/b-using-histograms-part-ii.pdf
https://teledynelecroy.com/japan/pdf/mag/b-using-histograms-part-iii.pdf
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ヒストグラム計算 

ヒストグラムは、パラメータの様に、捕捉ウィンドウおよび計測ゲートに入る波形部分の計算で計算

が行われます。同様に、ヒストグラム計測は、グリッド上に表示されて計測ゲート内に含まれるヒス

トグラムのバーに制限されます。 

シーケンス・サンプリング・モードでは、各セグメントに１つの捕捉がパラメータ計算に先立って行

われ、スイープはすべてのセグメントに対する捕捉と同等です（非セグメント波形に対しては、捕捉

はスイープと同じです）。シーケンス・モード捕捉の 1 つのセグメントが選択されて表示されている

場合、ヒストグラムはそのセグメントの計測についてのみ再計算されます。  

ひとつの捕捉でひとつの値を得る計測パラメータ（振幅、面積、ベース、サイクル、遅延、デルタ遅

延、継続時間、最初、最後、最大、平均、中央値、最小、Nb 位相、Nb パワー、オーバーシュート+、

オーバーシュート-、ピーク・トゥ・ピーク、フェーズ、ポイント、RMS、標準偏差など）は、スイー

プが蓄積されない限り、特徴的なヒストグラム分布を生成できません。  

プロットヒストグラム 

1. ヒストグラムをプロットしたいパラメータに対応した計測パラメータ (Pn)設定ダイアログを開

きます。 

2. Pn ダイアログ下部の Histogram アクション・ボタンをタッチし、ヒストグラムを描画する演

算(Fn)を割り当てます。 

3. 新しく表示された hist ディスクリプタ・ボックスをタッチして、Fn ダイアログを開き、

Histogram サブダイアログを開いて、ヒストグラムバッファとスケーリングを定義します（下

図参照）。 

Clear Sweeps を押すと、計測カウンタをリセットし、ヒストグラムを再描画します。  

ヒストグラムバッファ 

ヒストグラムのひとつのビンの最大値#Values を入力します。これは、バーの全高によって表される

計測値の総数を決定します。この数に達すると、ヒストグラムは選択された垂直スケール方法に従っ

てリスケールされ、データの蓄積を継続します。  

ヒストグラムは、パラメータ・バッファの最新の N 個のイベントを使用して最大 20 億まで動的に計

算されます。もし#Values が変更された場合は、必要な最後の N 回のイベントを使用してヒストグラ

ムが再描画されます。 

パラメータのソースがメモリである場合、新しいデータをメモリに格納する事が捕捉トリガ/スイー

プとして働き、パラメータ・バッファおよびヒストグラムを更新します。  

  

ヒント：これを行う簡単な方法は、計測値テーブルのセルをタッチすることです。  
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ヒストグラムスケーリング 

Bins 

まず、ヒストグラムを構成する合#Bins を入力してください。これはヒストグラムにいくつのバーが

現れるかを指定します。 

ピーク値ビンまたはヒストグラムピークを決定することは、パラメータの支配的な値を示すので非常

に有用です。しかし、取得されたパラメータ値の数に対してビンの数が多すぎるとスパイク状のヒス

トグラムが得られ、意味のあるピークを区別しにくくします。  

 デフォルト値の 100 は、垂直（振幅）パラメータの場合には良い数値です。  

 水平（タイミング）パラメータでは、ビンの最大数まで使用しても安全です。  

最適なビン数は、ビン値の変化があまり大きくなく、ヒストグラム分布がギザギザの外観でないもの

です。この機器は、ヒストグラム・データを分析して、バックグラウンド・ノイズからのピークおよ

び非常に狭いビンによる小さなギャップなどのヒストグラム定義上の不自然な結果を識別できます。  

ヒストグラム・ビンは、波形パラメータ計測の小範囲を表します。ビン内に入る計測値は、その小範

囲内のどこに値を持ってもかまいません。しかし、ヒストグラム自体の計測パラメータは、ビン内の

すべてのイベントが単一の値を持つと仮定します。計測器は、すべてのヒストグラム計測パラメータ

で各ビンのサブレンジの中央値を使用します。ヒストグラムの範囲を細分するために、使用されるビ

ンの数が多いほど、実際の計測値とヒストグラム計測パラメータで想定される値との間の潜在的な偏

差は少なくなります。しかしながら、より多くのビンを使用することは、特徴的なヒストグラム分布

を識別するのに十分にビンを埋めるため、より多くの掃引を必要とする場合があります。  

Center および Width 

パラメータ値がビンにどのように配分されるかは、Center と Width によって決まります。 

Center は、ヒストグラムにより表される測定範囲の中央値です。これは、一般的に予想されるピーク

値に近い値、または対称ヒストグラムの中心バーの値になります。ヒストグラムを作成したいパラメ

ータの平均値を調べて、Center に指定する値を決定することをお勧めします。 

Width は、ヒストグラムの各ビンで表される測定間隔で、垂直パラメータの場合は垂直単位/ div、水

平パラメータの場合は水平単位/div で表されます。Width が 500ns の場合、中心から 500ns 以下の水

平方向の計測値は最初の正のビンに入り、中心から-500ns までの水平方向の計測値は最初の負のビン

に入ります。以下 500ns の増分ごとに隣接したビンに収められてゆきます。ヒストグラムに含まれる

ビンを多くするとビン幅は狭くなり、値はヒストグラム全体に分散してゆきます。これにより中心か

らの有意な偏差が確認できます。 

分布を描画するのに必要な理想的範囲がはっきりしない場合、Find Center and Width ボタンを使用し

て最適範囲を計算し、それを用いてヒストグラムを再描画することができます。機器は、ヒストグラ

ム演算のサブダイアログで値が表示範囲内に入っている数をカウントします。もし above や below が

カウントされている場合は、それらの値が範囲内に収まる様にヒストグラムを再計算することができ

ます。この機能を使用するには、まず Enable Auto Find にチェックしてください。 
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Vertical Scale 

データが複数の捕捉にまたがって蓄積するヒストグラムは、縦方向に伸びてゆきます。十分な回数の

掃引の後、ヒストグラムのピークバーがグリッドの最大値に達し、オーバーフロー状態を引き起こ

し、分布を正確に反映するためにヒストグラムを再スケーリングする必要がある場合があります。ヒ

ストグラムバッファが一杯になったときに Vertical Scale をどのように扱うか選択します： 

 Linear は、ヒストグラムがグリッドの最上部に達すると、各垂直 division で表される値の数を

再調整します。ヒストグラムはいったん縮んだように見えます。その後、より多くのデータ

を蓄積できる値/div の再スケーリングが再び必要になるまで、ヒストグラムは伸び始めます。  

 LinConstMax は、ヒストグラムがグリッドの最上部に達すると、ほぼフルスケールでヒスト

グラムの高さを維持したまま、より多くのデータを蓄積しつつ垂直軸のスケールを変えてゆ

きます。 
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トレンドの使用 

Trend 演算は、計測値が得られた順に並んだ、パラメータ計測値で構成された波形をプロットしま

す。垂直単位はソース・パラメータのもので、水平単位は測定番号です。トレンドは、ひとつの計測

で得られる１個の値によって構成されています、したがって同じ計測値が一回の捕捉中で複数得られ

る場合には、ソース波形との時間相間はわからなくなります。  

トレンドの使用 

トレンドは、長期間にわたり、または複数の捕捉に跨がってパラメータの変動を視覚化する場合に特

に便利です。トレンドはオシロスコープをチャートレコーダーの様に使う方法と考えてください。ト

レンドの活用例は次のとおりです： 

 複数の回路パラメータをデータロギング 

 電源ライン監視 

 出力変動とリップルの測定 

 PLL 回路の動的トラッキング応答の特性評価 

 クロック・ジッタ異常の検査 

トレンドのプロット 

トレンドはパラメータ値をプロットしますが、演算(Fn)ダイアログで演算として作成されます。 

1. トレンド表示したい計測パラメータのダイアログ（Pn）を開きます。これを行う簡単な方法

は、計測値テーブルのセルをタップすることです。  

2. Pn ダイアログの下部にある Trend ボタンを押して、プロットを描画する演算（Fn）を選択し

ます。トレンドは、演算ディスクリプタ・ボックスと共に新しいグリッドで開いて来ます。 

3. 新しい Trend ディスクリプタ・ボックスをタッチして Fn ダイアログを表示し、Trend サブダ

イアログを開きます。 

4. 計算 Mode として、All (捕捉毎の全計測値）、Average(捕捉毎に１つの平均値計測値）、All per 

Trace(前回トレンドをクリアしてから次回捕捉の全計測値をプロット）を選びます。  

5. Values to Trend：Trend プロットする 1 画面中の計測値の数を入力します。  

 

  

https://teledynelecroy.com/doc/data-logging-using-trend-plots
https://teledynelecroy.com/japan/pdf/mag/b-use-trend-functions-to-take-powers-pulse.pdf
https://teledynelecroy.com/doc/regulation-and-ripple
https://teledynelecroy.com/doc/dynamic-response-measurements
https://teledynelecroy.com/doc/locating-clock-jitter-anomalies


WaveRunner 9000 オシロスコープ・オペレーターズ・マニュアル  

114 

トラックの使用 

トラックはソース波形と時間同期する計測パラメータ値で構成される波形です。ソース・パラメータ

と同じ垂直単位、水平単位は秒です。時間同期のため、トラック機能のポイント数はソース波形のサ

ンプル数と同じになり、トラックは 1 回の捕捉でのサンプルに制限されます。トラックは、多くの冗

長な値が含まれる場合があります。 

トラックの使用 

一般的に、トラックは互いに密接し連続したデータ・ストリームをキャプチャする場合に使用するツ

ールです。時間同期を必要とするアプリケーションや、長時間の捕捉で異常なパラメータ値を見つけ

るためにも役立ちます。トラックの活用例は次のとおりです：  

 PWM 信号の変調解析 

 PLL 位相誤差の測定 

 減衰振幅波形のセトリング時間を測定 

 距離拡大時の PRI スタッガ特性評価のためのレーダー測定 

トラックのプロット 

トラックはパラメータ値をプロットしますが、演算(Fn)ダイアログで演算として作成されます。 

1. トラック表示したい計測パラメータのダイアログ（Pn）を開きます。これを行う簡単な方法

は、計測値テーブルのセルをタップすることです。  

2. Pn ダイアログ下部にある Track ツールバー・ボタンを押して、プロットを描画する演算

（Fn）を選択します。 

3. 新しい Track ディスクリプタ・ボックスをタッチして Fn ダイアログを表示し、Track サブダ

イアログを開きます。 

4. トラックサブダイアログで、波形中でトラック内の点を接続する方法 (Connect)を選択しま

す：サンプル間にポイントを補間(Interpolate)するか、ポイント間を直(水平）直線で延長

(Extend)。 

  

https://teledynelecroy.com/japan/pdf/mag/pwm-note.pdf
https://teledynelecroy.com/doc/dynamic-measurements-of-phase-lock-loop-transient-response
https://teledynelecroy.com/japan/pdf/lab/lab-wm455j.pdf
https://teledynelecroy.com/doc/pri-stagger-during-walkoff-appnote
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トラック対トレンド 

以下の表は、トラックとトレンドの違いをまとめたものです。  

 Track（パラメータ値 vs 時間）  Trend（パラメータ値 vs イベント） 

累積？ ×：捕捉毎にリセット 無制限の捕捉に渡り最大 20 億イベン

トの累積が可能 

他のデータとの時間相関？ 対応 × 

周波数ドメインのモニタ？ 対応 ×：ポイントが時間的に均等に配置さ

れていないため、FFT には使用でき

ません 

複数捕捉に跨がるパラメータ

のモニタ？ 

×：捕捉毎にリセット 対応 

全ての計測パラメータ・デー

タを保存する？ 

〇：キャプチャできる最大時間は、捕捉

メモリとサンプリング速度によって制限

されます。 

×：オシロスコープが捕捉後に次の捕

捉準備をする時間の間にデータが欠け

る可能性があります。 

EMC パルス・パラメータ・オプション 

EMC オプションは、EMC/ESD 規格で特徴的な立ち上がり時間や立ち下がり時間、パルス幅特性の計測

においてオーバーシュートやアンダーシュート、またはテールのリンギングによる影響を受けないよ

うにオシロスコープの計測機能を強化します。 

@level パラメータ 

Rise@Level、Fall@Level、Width@Level、Time@Level および dTime@Level において、絶対電圧もしくは

計算された Top、Base に基づいた振幅の％値を使用したクロス Level 設定に加えて、以下のレベル指

定が可能です： 

 実際の Peak to Peak 値 

 0V – Max 

 0V - Min 

オプションをアクティブにすると、Level ポップアップ・メニューに新しい選択項目が追加されます。

その他については、以前と全く同様に設定されます。  

EMC パラメータ 

EMC 計測用に設計された 2 つのパラメータが IEC-EMC サブメニューに追加されます： 

 EMClvlPulse—EMC Level After Pulse、すなわち信号の前半部分を省いた指定のパルス遷移に続

く信号レベルを計測することができます。 

 lEMCt2Val—EMC Time to Halv Value すなわち、立ち上がりエッジの 0%の補間時間と立ち下が

りエッジの半値の時間の時間間隔を計算します。0%時間の補間は低いクロスレベルおよび高

いクロスレベル閾値を使用した線形外挿法で得られます。  
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演算 
演算トレース（Fn）は、数学的操作をソース・トレースに適用した結果を表示します。演算の出力は

常に別のトレースですが、計測パラメータの出力は測定の表形式の読取り値となる点が違いです。  

演算（Math）は、任意のチャンネル（Cn）、ズーム（Zn）、またはメモリ（Mn）トレースに適用でき

ます。これは、別の演算トレースに適用することもでき、連結演算を可能にします（たとえば、トレ

ース F1 は C1 の平均を示し、トレース F2 は F1 の積分を提供します）。 

高機能カスタマイズ・オプション（XDEV）がインストールされた機器では、演算を定義するのにカス

タムスクリプトを使用することができます。アプリケーションに応じて、いくつかのスクリプト“言

語”がサポートされています。これらのオプションは、演算選択ウィンドウの Custom サブメニュー

で見つけることができます。スクリプトは、機器の Script Editor ウィンドウに読み込んだり書き込ん

だり、後で使用するために保存したりすることができます。プロセスの説明については P Script の使

用を参照してください。 

あらゆるモデルで標準の広範な演算機能に加えて、オプションのソフトウェア・パッケージを使用し

て、さまざまな分野やアプリケーション向けにカスタマイズされた高度な演算解析ツールが提供され

ます。各オプション・パッケージで利用可能な演算ツールについては、teledynelecroy.com の製品デー

タシートを参照してください。 

ソフトウェア・オプションがインストールされている場合、新しい機能には通常、Math メニューで

はなく Analysis メニューからアクセスできますが、標準の Math ダイアログを使用して特別な演算を

使用できます。 

演算機能の設定 

演算設定ダイアログを使用して、演算トレースを設定します。演算は、1 つ以上のチャンネル、ズー

ム、メモリ、または演算トレースを入力とし、新しい演算トレース（Fn）を出力します。演算に必要

なその他の設定は、画面右のサブダイアログに表示されます。  

シングル演算は、1 つまたは 2 つの入力ソースに対して 1 つの演算を実行します。 

デュアル演算は２つの演算を組み合わせてひとつの結果を得ます。これにより、2 つの別々の演算を

使って連結する必要がなくなります。シングル演算と同様に、必要なソースの数は演算に応じて  

異なります。Operator1 のソースは 1 つだけ必要ですが、Operator2 のソースは 2 つ必要な場合もあり

ます（最初の操作の結果は 1 つのソースとしてカウントされます）。 

新しい演算の設定 

1. メニューバーから、Math>Math Setup を選択するか、フロントパネルの Math ボタンを押しま

す。 

2. Fn タブのいずれかをタップして場所を選択します。 

どの演算を使用するかが分かっている場合は、Math メニューから Fn Setup...を選択します。 

  



演算 

117 

3. Single f(x)または dual g(f(x))演算を選択します。 

Web edit を選択することもできます。この場合、この演算は processing Web に端子として追加

されます。Web Edit の使用を参照して演算を設定してください。 

4. Operator1 で、適用する演算を選択します。 

5. 演算を選択すると、表示される Source フィールドの数が決まります。各フィールドで選択を

行うか、ソース・チャンネルのディスクリプタ・ボックスをソース選択フィールドにドラッ

グします。 

作成している演算の概要(Summary)がダイアログに表示されます。これを参考にして、必要な

機能を実現するためにソースが適切な順序になっていることを確認してください（例：C1-C2 

vs. C2-C1）。 

6. 選択した演算に他の設定可能な設定がある場合は、演算と同じ名前のサブダイアログが表示

されます。タブをタップしてダイアログを開き、それ以上の設定を行います。ダイアログ上

に説明が表示されます。 

7. Dual 演算を作成する場合は、2 番目の演算の手順を繰り返します。 

グラフ化 

演算(Fn)ダイアログで Graph ボタンを押すと、計測パラメータをヒストグラム、トラックまたはトレ

ンドとしてプロットできます。 

他の演算と同様に、プロットが選択された後、サブダイアログに構成可能な設定が表示されます。  

メモリまたは演算トレースの調整 

チャンネル・トレースとは異なり、メモリ（Mn）または演算（Fn）トレースのスケールは、個別のズ

ーム・トレースを作成することなく直接調整できます。ズーム・トレースに使用されるズーム比コン

トロールと同じ設定がズーム・サブダイアログに表示されますが、このメニューでは新しいズームを

作成するのではなく、アクティブな演算またはメモリ・トレースの表示サイズを変更するだけです。

これは、解析オプションとグラフを使用して生成されたトレースを含む、数学関数（Fn）トレースと

して作成されたすべてのトレースで同様です。 

必要に応じて、通常のズームを作成するのと同じように、メモリまたは関数のトレースから別のズー

ム・トレースを作成することができます（選択ボックスをドラッグするなど）。この場合、トレース

を描画するズーム位置（Zn）の 1 つを選択しますが、ソース・トレースは元の縮尺で残ります。  

  

メモ：高度カスタマイズ・オプション（XDEV）が入っている場合、Operator をい

くつかのスクリプト"言語"の 1 つで書かれたカスタムスクリプトにする事ができ

ます。Custom サブメニューから選択し、Script Editor でスクリプトをインポートま

たはエクスポートします。手順については、P Script の使用を参照してください。 

ヒント：プロットは、パラメータ（Pn）ダイアログでツールバーを使用して作成されたプ

ロットと同じです。 
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標準演算のリスト 

標準演算子 

Absolute 

波形中の全てのポイントのゼロからの距離を計算します。ゼロを超える値に対しては、その値と同一

です。ゼロ未満の値に対しては、符号を外したその値の大きさとなります。  

Average 

選択した数の掃引の加算または連続平均を計算します。波形の Average を参照してください。スイー

プの最大回数は、オシロスコープのモデルとメモリによって決まります。  

Copy 

処理されていない状態の波形を最初に使用可能なメモリ位置にコピーします。 

Correlation 

2 つの波形の類似度、または１つの波形自身に対する波形の類似度をそれらの 1 つに適用されるタイ

ムラグの関数として計算します。 

Derivative 

次の式を使用して、隣接するサンプルの微分係数を計算します：  

(次のサンプル値 − 現在のサンプル値)/(水平サンプル間隔) 

Deskew 

指定デスキュー値分トレースを時間方向にシフトします。  

Difference 

波形のすべての点について、Source1 の値から Source2 の値が減算されます。Source1 と Source2 は、

同じ水平および垂直単位とスケールを持つ必要があります。  

Envelope 

指定された掃引回数ごとに、各水平値での波形の最高および最低垂直値を計算します。  

ERes 

分解能向上ビット数を指定してノイズ低減および平滑化フィルタを適用します。ERes(分解能向上)演

算のセクションを参照してください。 

Exp 

e を底とする指数関数を計算します。 

Exp10 

10 を底とする指数関数を計算します。 

  

メモ：オシロスコープにインストールされているソフトウェア・オプションに応じて、追

加の演算が使用できる場合があります。リモート制御プログラムで使用するキーワード

は、Fn ダイアログの Summary 欄に表示されます。 
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FFT 

オプションの Rectangular、Von Hann、Flat Top、Hamming、Blackman-Harris および Hanning 窓関数を使

用して周波数スペクトラムを計算します。最大 128Mpts を計算します。2 番目の演算を適用して FFT

の平均化も可能です。FFT を参照してください。 

Floor 

指定された掃引回数に対して、各水平値で波形の最小垂直値を求めます。  

Histogram 

統計的に有意な間隔あるいはビンに入るデータ・ポイントの数をプロットします。バーの高さは、デ

ータ・ポイントが各間隔/ビンに入る頻度に関連しています。 

Integral 

次の式を使用して、画面の左端から始まる波形入力の線形リスケール積分（乗算係数と付加定数を使

用）を計算します： 

(現在のサンプル値 + 次のサンプル値) ∗ (水平サンプル間隔) 

計算された各領域は、以前の領域の合計と合計されます。乗算係数と付加定数が積分演算の前に適用

されます。 

Interpolate 

以下の 3 つのアルゴリズムの中の 1 つに従ってサンプリングされたポイント（アップサンプル）の間

にポイントを挿入します：Linear（直線）、Sinx/x（曲線）、Cubic（スパイン）補間係数は、アップサン

プルのポイント数を決定します。 

Invert 

正負反転を計算します。 

Ln 

波形の自然対数を計算します。ゼロ以下の値はアンダーフローに設定されます。  

Log10 

波形の常用対数(10 基底）を計算します。ゼロ以下の値はアンダーフローに設定されます。  

Phistogram 

ユーザーが定義した垂直および/または水平ボックス（スライス）内にあるパーシスタンス・マップ

の表示ピクセルに基づいてヒストグラムを作成します。ソース・トレースはパーシステント表示を

ON にしておかなければなりません。 

Product 

波形の各ポイントについて、Source1 の値と Source2 の値の乗算を求めます。Source1 と Source2 は、

同じ水平単位とスケールを持つ必要があります。  

Ptrace mean 

パーシスタンス・マップ内の各サンプルポイントの平均値をプロットします。ソース・トレースはパ

ーシステント表示を ON にしておかなければなりません。 
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Ptrace range 

パーシスタンス・マップの母集団の指定範囲から導出された幅の波形を生成します。ソース・トレー

スはパーシステント表示を ON にしておかなければなりません。 

Ptrace sigma 

パーシスタンス・マップの標準偏差から導出された幅の波形を生成します。ソース・トレースはパー

システント表示を ON にしておかなければなりません。 

Ratio 

波形の各点について、Source1 の値を Source2 の値で除算します。Source1 と Source2 は、同じ水平単

位とスケールを持つ必要があります。 

Reciprocal 

波形のすべての点について、次の公式を使用して逆数を計算します：1/(サンプル値) 

Rescale 

波形のすべての点について、サンプル値に指定された乗数が乗算され、指定した付加定数が加算され

ます。リスケールと単位の割り当てを参照してください。 

Roof 

指定された掃引回数に対して、各水平値で波形の最高垂直値を計算します。  

Segment 

セグメント波形からひとつのセグメント[#]を選択して、演算にコピーします。ソース・トレースとは

独立にリスケールすることが出来るようになります。  

Sinx/x 

Sin(x)/x フィルタを使用して 10 対 1 の補間を実行します。 

Sparse 

サンプルポイントを一定間隔毎にスキップすることで、捕捉データを“間引き”ます。Sparcing factor

は何ポイントに１ポイント残すかを指定します。(例えば factor=4 の場合、1 ポイントを残し続く 3 ポ

イントは破棄します)Sparcing offset は Sparcing factor の適用を開始するポイントを指定します。（例え

ば offset=3 は第 3 のサンプルからカウントを開始し、Sparcing factor（4）によって指定されたサンプ

ルの数を破棄します。） 

Square 

波形のすべての点について、サンプル値の 2 乗が計算されます。 

Square Root 

波形のすべての点について、サンプル値の平方根が計算されます  

Sum 

波形の各点について、Source1 の値と Source2 の値が加算されます。Source1 と Source2 は、同じ水平

および垂直単位とスケールを持つ必要があります。  
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Track 

ソース波形と時間同期する計測パラメータ値で構成される波形を生成します。ソース・パラメータ値

と同じ垂直単位、水平単位は秒です。パラメータ値はサンプリング速度でプロットされます。  

Trend 

計測が行われた順に並べた一連の計測パラメータ値で構成された波形を生成します。垂直単位はソー

ス・パラメータのもので、水平単位は測定番号です。Trend には、各計測値に対しそれぞれ１つの値

が含まれています。 

Zoom 

入力波形の選択された部分の拡大トレースを生成します。トレースのズームを参照してください。 
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カスタム算術演算子 

これらの“演算子”は、カスタムスクリプトをオシロスコープ処理プロセスに組み入れ、リアルタイ

ムに結果波形を見ることができるようになります。  

エクセル演算 

Excel で実行されるカスタム演算。演算子は、(一連の時間値のペアとして)ひとつまたは 2 つの波形を

Excel スプレッドシートに転送し、結果波形を表示します。  

Fast Wave Port 

カスタム演算計算の為にメモリにマッピングされた C++ファイルによるアクセスを可能にします。 

演算スクリプト 

1 つまたは 2 つの入力波形から波形を生成する Visual Basic または Java スクリプト。 

Mathcad 演算 

カスタム Mathcad 関数を使用して波形を生成します。 

MATLAB 演算 

カスタム MATLAB 関数を使用して波形を生成します。オシロコープ上で MATLAB スクリプトを書いた

り、あるいはスクリプトに既存の MATLAB 関数を呼び出したりすることができます。MATLAB は、オ

シロスコープ上で、あるいはオシロスコープからアクセス可能なホスト上で実行できます。MATLAB

のリモート接続については、MAUI Oscilloscopes Remote Control and Automation Manual を参照してくだ

さい。 

  

http://cdn.teledynelecroy.com/files/manuals/maui-remote-control-and-automation-manual.pdf
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Average 演算 

アベレージ機能を使用して、複数捕捉の全データサンプルの summed または continuous アベレージを

新しい波形トレースとして表示できます。 

Average の設定 

演算として Continuous または Summed Average を適用するには： 

1. 通常の手順に従って、Basic Math サブメニューから Average を選択して演算を設定します。 

2. Average サブダイアログで、Summed または Continuous を選択します。 

3. Sweep をタップして値を入力します。 

加算平均 

加算平均(Summed Average)は、連続してソース波形の捕捉を繰り返し、同じ重みで加算します。安

定したトリガが利用可能である場合、結果として得られる平均されたトレースは、単一ショット捕捉

のランダムノイズ成分よりも低いランダムノイズ成分となります。スイープの最大回数に達すると、

平均化プロセスは停止します。Summed average では、平均する捕捉数を指定します。平均化されたデ

ータは上限スイープ数に達するまで定期的に更新されます。  

ダイアログ内の数字を変更するだけで、それまでの捕捉に追加して、より多くの捕捉を蓄積すること

ができます。ただし、他のパラメータは変更しないでください、そうしないと新たに最初から平均計

算が開始されます。トリガ・モードを Normal/Auto から Stop に変更することにより、平均化を一時停

止することができます。トリガ・モードを Normal/Auto に戻すと、平均化が再開されます。 

Clear Sweeps ボタンを押すか、入力ゲイン、オフセット、カップリング、トリガ条件、タイムベー

ス、または帯域幅制限などの捕捉設定を変更すると、累積平均はリセットされます。演算の現在の平

均された波形の数は捕捉ステータス・ダイアログに表示されます。加算平均が実行されると、ディス

プレイは、平均化速度（1 秒当たりのポイントおよびイベント）を増加させるために、ディスプレイ

の更新レートは減少します。 

連続加重平均 

連続加重平均（Continuous Average：システムのデフォルト設定）を計算するときは、連続した入力

波形データを累算するときに、捕捉の時間に応じて異なる重み付けを適用します。この方法は、ゆっ

くりと浸透する信号ノイズを低減するのに特に有効です。最も新しく捕捉された波形の重みが以前に

捕捉された波形の重みよりも大きく設定されるため、連続加重平均は新しい波形の統計的変動の影響

を強く受けます。以前の波形の重みは指数法則に従って徐々にゼロに漸近します (重みが減少するに伴

って、漸近速度は上昇します)。 

重み付け係数を割り当てることによって、新しいデータと古いデータの重要性を定義します。平均の

式は次のとおりです： 

new average = (𝑛𝑒𝑤 𝑑𝑎𝑡𝑎 + 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 ∗ 𝑜𝑙𝑑 𝑎𝑣𝑎𝑟𝑎𝑔𝑒)/(𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 + 1) 

  

ヒント：Continuous Average（のみ）をすばやく設定するのであれば、チャンネル設定ダイ

アログ（Cn）を開き、平均するスイープ回数を Averaging 欄で入力します。 
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設定したスイープ回数に達すると古い平均値に割り当てられる重みは固定値が適用されます。たとえ

ば、スイープ（weight）値が 4 の場合： 

Sweep New Average= 

1 (古いアベレージは無し) (new data +0 * old average)/(0 + 1) = new data only 

2 (new data + 1*old average)/(1 + 1) = 1/2 new data +1/2 old average  

3 (new data + 2 * old average)/(2 + 1) = 1/3 new data + 2/3 old average  

4 (new data + 3 * old average)/(3 + 1) = 1/4 new data + 3/4 old average 

5 (new data + 4 * old average)/(4 + 1) = 1/5 new data + 4/5 old average  

6 (new data + 4 * old average)/(4 + 1) = 1/5 new data + 4/5 old average  

7 (new data + 4 * old average)/(4 + 1) = 1/5 new data + 4/5 old average  

Copy 演算 

Copy 演算機能は、現在の波形のコピーを未処理の状態で最初の利用可能なメモリ位置に保存します。

メモリにコピーすることによって場合により高速処理が可能となり、元波形で演算や計測を処理しつ

つ元データを保持します。しかし、より速いスループットの利点の代わりにメモリ使用量は犠牲にな

ります。 

通常の手順に従って、演算を設定し、Misc サブメニューから Copy を選択します 

Wform Copy サブダイアログで、オプションで Reset Count または Change Batch Size を選択しま

す。 

 

  

メモ：平均を計算するために使用されるスイープの数は、トレース・ディスクリプタ・ボ

ックスの下部に表示されます。 
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ERes(分解能向上)演算 

ERes（Enhanced Resolution：分解能向上）フィルタにより、垂直分解能が向上し、近接した電圧レベ

ルを区別することができます。本機器の ERes 機能は、単純な移動平均フィルタを使用して信号をス

ムージングするのと似ていますが、帯域幅と通過帯域のフィルタリングに関してはより効率的です。

以下の場合に ERes を使用します： 

 シングルショット捕捉の場合、またはデータレコードがゆっくりと繰り返している場合

（Average を使用できない場合）。 

 ノイズ測定をする必要がなく、ノイズの多い信号のノイズを低減する場合。  

 ローパス・フィルタとして。ERes フィルタは、信号から高周波成分を除去します。分解能向

上が高いほど、得られる帯域幅は狭くなります。 

 高精度電圧測定（例えば、高感度ゲイン設定でのズーム）を行う場合。  

ERes の設定  

演算として ERes を設定するには： 

1. 通常の演算設定手順に従って、Filter サブメニューから Eres を選択して演算を設定します。 

2. Trace On チェックボックスをタッチします。 

3. ERes サブダイアログで、ポップアップ・メニューから改善するビット数(bits)を選択します。 

ERes フィルタ 

本機器の ERes 機能は、各フィルタ設定に対して垂直解像度を一定量だけ向上させます。この実質分

解能の増加は、信号にノイズがあるかどうか、または信号がシングルショットであるか反復的である

かにかかわらず生じます。信号対雑音比（SNR）の改善は、元信号のノイズの形態によります。ERes

フィルタ設定により、ノイズの一部をフィルタすると共に信号の帯域幅が減少します。  

本機器の定位相有限インパルス応答（FIR）フィルタは、演算速度が速く、0.5 ビットステップで 0.5〜

3 ビットの分解能向上、優れたステップ応答、最小限の帯域幅低減を提供します。各ステップ(+0.5 ビ

ット）の設定で帯域幅は半分になり、帯域幅のトレードオフを容易に制御できます。  

分解能向上 -3dB 帯域幅(x ナイキスト) フィルタ長（サンプル数） 

0.5 0.5 2 

1.0 0.241 5 

1.5 0.121 10 

2.0 0.058 24 

2.5 0.029 51 

3.0 0.016 117 

 

  

ヒント：プリプロセス機能として ERes をすばやく設定するには、チャンネル設定ダイアロ

グ（Cn）を開き、Noise Filter（ERes）の bit 値を選択します。 
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ローパス・フィルタでは、特定の状況で得られる実際の SNR の増加は、信号上のノイズのパワー・ス

ペクトラム密度に依存します。 

SNR の改善は、信号内のノイズがホワイトノイズ（周波数スペクトラム全体に均等に分布している）

であれば分解能向上に一致します。雑音電力が高周波に偏っている場合、SNR 改善は分解能向上より

もさらに良好になります。 

ノイズが主により低い周波数である場合、逆のことが当てはまる可能性があります。例えばクロック

信号のコヒーレントノイズ信号の除去による SNR 改善は、通過帯域内の信号の支配的な周波数成分の

低下によって決定されます。これは、スペクトラム解析を用いれば容易に確認できます。フィルタ

は、正確に一定のゼロ位相応答を有します。これには 2 つの利点があります。第 1 に、フィルタは、

たとえイベントの周波数成分が異なったとしても、波形内の異なるイベントの相対位置を歪ませませ

ん。第 2 に、波形は保存されるので、通常発生するフィルタによる遅延（入力波形と出力波形との間

の遅延）は、フィルタされた波形の計算中に正確に補償することができます。  

フィルタは低周波で正確にゲイン=1 となっています。従って、ソースデータがオーバーフローしてい

ない場合、ERes はオーバーフローを引き起こしません。ソース・トレースの一部がオーバーフローす

ると、フィルタの適用は可能ですが、オーバーフローしたデータ付近の結果（フィルタのインパルス

応答の長さ）は正しくありません。これは、状況によっては、オーバーフローが 1 つまたは 2 つのサ

ンプルのスパイクである可能性があり、このスパイクのエネルギーが結果に大きな影響を与えるには

不十分であるためです。トレースがオーバーフローして一部のデータを欠いた状態でフィルタを適用

する事は望ましくありません。 

 

  

メモ：ERes はトレースの分解能を向上させますが、ADC 本来の量子化誤差や直線性を向上

させることはできません。通過帯域は、カットオフ周波数付近の信号の振幅を低下させま

す。通過する最高周波数はわずかに減衰します。有限レコード長でフィルタを適用しま

す。波形の左端と右端のデータが失われ、フィルタ後にトレースがわずかに短くなりま

す。失われるサンプルの数は、使用されるフィルタのインパルス応答の長さに正確に等し

くなり：2〜117 サンプルです。通常、この損失（50,000 点のトレースのわずか 0.2％）を

意識することはありません。ただし、ポイント数が少ない場合はレコードをフィルタして

ポイントが減りすぎ、データが出力されない場合もありえます。この様な場合は、ERes 機

能を使用することはできません。 
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Fast Wave Port 演算 

Fast Wave Port 演算は 高機能カスタマイズオプション(XDEV)が入っていると演算選択メニューの 

Custom カテゴリの中に現れます。Fast Wave Port は Teledyne LeCroy XStream オシロスコープの機能

で、C/C++言語で記述されたカスタム・アルゴリズムをオシロスコープの処理ストリームに挿入する

ことができます。また、デバッグあるいは外部処理の目的で捕捉システムからカスタム・アルゴリズ

ムまでのデータ・スループットを最大化します。スクリプトエディタを使用して、カスタム・アルゴ

リズムをオシロスコープに直接書き込むことができます。  

2 つの Windows システムプロセスがひとつのメモリ領域を共有するので、Faxt Wave Port はオシロス

コープ・アプリケーションとは別のプロセスで実行される捕捉システムとカスタム・アルゴリズム間

の高速データ転送を可能にします。Fast Wave ポートの主な利点は、アルゴリズムが実装され、さら

に重要なことに、メイン・アプリケーションとは独立してデバッグできることです。  

アルゴリズムの結果を XStreamDSO 処理ストリームに転送することも可能です。もしパフォーマンス

が第一の目標であり、XStreamDSO ソフトウェア内の結果のさらなる処理または表示が必要ない場

合、このステップはスキップする事ができます。  

Fast Wave Port は、C/C++プログラミング言語用に設計されています。ただし、名前付きメモリマッ

プ・ファイルを開くことができる Windows 名前付きイベント（Mutex）をサポートする任意の言語で

処理を実装することは、理論上可能です。ただし、C/C++以外の関数を使用した関数の動作について

は保証しません。 

メモリ・ウィンドウのサイズは 80MB 固定です。これは 40ms に相当します。 

Fast Wave Port を使用するには、通常の手順に従い演算を設定し、演算として Fast Wave Port を選択

し、Fast Wave Port サブダイアログで適切な設定を行います。 

Port Name は重要であり、メモリ・ウィンドウのベース名と Windows OS 内のグローバルオブジェク

トを示します。複数の高速ウェーブポート機能を並列に使用する場合は、デフォルト値を変更してく

ださい。 

デフォルトのグローバルオブジェクトのフルネームは次のとおりです：  

オブジェクト  フルネーム 

メモリマップ・ファイル FastWavePort1File 

利用可能データ FastWavePort1MutexDataAvailable 

処理完了イベント FastWavePort1MutexProcessingComplete 

 

タイムアウトコントロール(Timeout)は、DSO がカスタム処理関数の完了するのを待つ時間を指定しま

す。これにより、決して終了しない可能性のあるカスタム処理機能を DSO が無期限に待つのを防ぎま

す。このコントロールを妥当な値に設定することに注意してください。つまり、カスタム処理よりも

妥当な時間だけ長い時間がかかることを意味します。  

  

メモ：ベース名は、クライアント・アプリケーションで使用されるベース名と一致する必

要があります。 

ヒント：C++アプリケーションの例については、オシロスコープのオンライン・ヘルプの

Fast Wave ポートを参照してください。 
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FFT 演算 

多くの信号において、時間軸でのプロットではなくスペクトラムのプロットを見ることでより深く理

解する事ができます。例えば周波数領域では、増幅器の周波数応答、発振器の位相雑音および機械的

振動解析の信号が観測しやすくなります。 

元の波形（通常は信号の最高周波数成分の 5 倍）を忠実に近似するのに十分な速さでサンプリングを

行うと、結果として得られる離散データ系列はアナログ信号を一意に記述します。これは、従来の掃

引スペクトラム・アナライザでは処理できない過渡信号を扱う場合に特に役立ちます。  

FFT は一般的な分析ツールになっていますが、いくつか注意点があります。ほとんどの場合、表示グ

リッド内での信号の誤った配置は、スペクトラムを著しく変化させ、スペクトラムを歪める漏れおよ

びエリアシングなどの影響を生じさせます。 

これらの影響を軽減する効果的な方法は、捕捉レコードの長さを最大にすることです。レコード長は

実効サンプリング速度を直接的に調整するため、スペクトラム解析を実行できる周波数分解能とスパ

ンを決定します。 

FFT の設定 

1. 通常の演算設定手順に従って、Frequency Analysis サブメニューから FFT を選択して演算を

設定します。 

2. FFT サブダイアログを開きます。 

3. Output type を選択します。 

4. Output Type が Power Density または Power Spectrum の場合は、Line Impedance も入力しま

す。デフォルトでは、FFT 機能は 50 オームの終端を想定しています。外部ターミネータを使

用している場合、この設定を変更して、新しいターミネーション値に基づいて FFT を適切に計

算することができます。 

5. オプションで窓関数(Window)を指定します。（以下参照） 

6. DC ビンをゼロにするにするために Suppress DC にチェックをいれます。そうでない場合はチ

ェックを外します。 

窓関数(Window)の選択 

スペクトラム・ウィンドウの選択は、信号の特性によって決まります。重み関数はフィルタ応答形状

を制御し、サイドローブレベルだけでなくノイズ帯域幅にも影響します。理想的には、すべてのサイ

ドローブを無限に減衰させながら、すべてのスペクトラム成分を効果的に区別するために、メインロ

ーブはできるだけ狭く平坦でなければなりません。ウィンドウタイプは、FFT 処理で使用される等価

フィルタの帯域幅と形状を定義します。 

Rectangular ウィンドウは最高の周波数分解能を提供し、信号に存在する高調波のタイプを推定するの

に役立ちます。Rectangular ウィンドウはスペクトラム領域で（SinX）/X 関数として減衰するので、わ

ずかな減衰が引き起こされます。Hamming と Von Hann は、一般的に連続波形で使用するのに適して

いる一方で、減衰の少ない関数（Flat Top と Blackman-Harris）は周波数分解能を犠牲にして最大振幅

が得られます。 
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窓関数タイプ  アプリケーションと制約 

Rectangular 信号が過渡的（完全に時間領域ウィンドウに含まれる）またはウィンドウの基

本周波数の整数倍である基本周波数成分を有することが知られている場合に通

常使用されます。これらのタイプ以外の信号は、スペクトラム漏れとスカラッ

プ損失が発生する場合があり、別のタイプのウィンドウを選択することによっ

て改善することができます。 

Hanning(Von Hann) & Hamming 漏れを低減し、振幅精度を改善します。しかし、周波数分解能も低下しま

す。 

Flat Top 漏れは適度に低減されますが、周波数分解能は低く、その代わり優れた振

幅精度を提供します。 

Blackman-Harris 漏れを最小限に抑えますが、周波数分解能は低下します。 

 

FFT 窓関数パラメータ 

窓関数 最高サイドローブ 

(dB) 

スカラップ損失 

(dB) 

有効帯域幅 

ENBW(bins) 

コヒーレント・ゲイン 

(dB) 

Rectangular -13 3.92 1.0 0.0 

Von Hann -32 1.42 1.5 -6.02 

Hamming -43 1.78 1.37 -5.35 

Flat Top -44 0.01 3.43 -11.05 

Blackman-Harris -67 1.13 1.71 -7.53 
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補間(Interpolate)演算 

補間演算を使用すると、選択した方法とアップサンプリング係数に従って、データ点をソース・トレ

ースに補間したトレースを生成できます。 

Linear 補間はサンプル点間に直線を挿入し、方形波などの直線状の信号を再構築するのに最適です。

オシロスコープが使用するデフォルトの補間方法です。  

(SinX)/X 補間は、特にサンプリング速度がシステム帯域幅の 3〜5 倍である場合に、曲線状または不

規則な波形を再構成するのに適しています。 

Cubic 補間を使用すると三次多項式を適用し、滑らかで連続的な関数を作成する事ができます。  

それぞれの方法について、サンプル間に挿入する 2〜50 ポイントのアップサンプル係数を選択できま

す。 

1. 通常の演算設定手順に従って、Filter サブメニューから Interpolate を選択して、演算を設定し

ます。 

2. 補間方法を選択します。 

3. ポイント数によってアップサンプル(Upsample by)を入力します。 

4. Half Width では、フィルタのタップ幅を入力します。 

5. Upsample 係数ではなく重み関数を使用するには、Weighting から選択します。これら関数の

詳細については、FFT を参照してください。Kaiser 関数を使用する場合は、Beta 値も入力しま

す。 

間引き(Sparse)演算 

Sparse 演算を使用すると、特定のオフセット（ポイント）で捕捉を開始し定期的にポイントをスキッ

プすることで、入力波形のポイント数を間引くことができます。Sparsing factor は、入力波形を減少さ

せるサンプル点の数を指定します。例えば、Sparse factor=4 では、4 つのサンプルのうち 1 つだけを

保持します。一方、Sparse offset=3 の設定では、3 番目のサンプルから始まり、Sparse factor（4）で指

定されたサンプル数をスキップします。このようにして、サンプリング速度が効果的に低減されま

す。 

Sparsing factor（間引き間隔）は、1〜1,000,000 ポイントの値を設定できます。Sparsing offset は、0〜

999,999 の値を設定できます。 

1. 通常の演算設定手順に従って、Misc サブメニューから Sparse を選択して演算を設定しま

す。 

2. Sparse サブメニューを開き、Sparsing factor 入力欄に値を設定します。 

3. Sparsing offset 入力欄に値を設定します。 

 

  

ヒント：Up および Down ボタンを使用してこの値を設定できます。ひとつずつに増

分を変更するには、"only by 2, 5..."チェックボックスの選択を解除します。 
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リスケール演算 

リスケール演算で、新しい演算トレースを作成し、他のトレースを乗算係数 (a)と、付加定数(b)を適用

してリスケールすることができます。また別の測定単位で演算のソースを表示する方法としても使用

できます。 

リスケールの設定 

1. 通常の演算設定手順に従い、Functions サブメニューから Rescale を選択して演算を設定しま

す。 

2. Rescale サブダイアログを開きます。 

3. 出力のスケールを変更するには： 

 First multiply by をチェックして、1V に相当するその単位での数値を入力します(a は乗算

係数)。 

 then add 入力欄をタッチし、付加定数 b を入力します。 

4. ソース波形の単位と異なる出力単位を設定するには：  

 Override units にチェック 

 Output units に新しい単位の省略形を入力します 

次の規則に従って単位を組み合わせることができます： 

 2 つの単位の割り算を指定するには：  “ / ” 

 2 つの単位の掛け算を指定するには：  “ . “ 

 指数については、数字をスペースなしで単位に付加します。(例：“S2”は s2 を示します) 

5. Units ダイアログから選択して、出力単位をさらに変更することができます。リスケール演算

トレースと同等の次元の単位のみ選択が可能です。  

測定単位 

信号の相対的大きさに基づき SI プレフィックス、標準リストの範囲内で単位は自動的に再スケーリン

グされます。例えば、1000V 読み値は 1kV として示されます。一方で.1V は 100mV となります。乗算

係数が 1V=1Pascal のとき、10 ミリボルト(mV)読み値は 100e-3Pa ではなく、10mPa と表示されます。 

以下はサポートされる計測パラメータの SI 単位と Rescale 設定ダイアログで使用されるそれらを表す

簡略記号です。 

  

ヒント：チャンネルおよびセンサ・トレースは Cn および SEn 設定ダイアログから直接リス

ケールすることができます。 

メモ：いくつかの複雑な単位は自動的に単純な単位に変換されます。（例えば、V.A

は W になります） 
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カテゴリ 単位 簡略記号 

質量 グラム G 

slug SLUG 

容積 リットル L 

立方メートル M3 

立方インチ IN3 

立方フィート FT3 

立方ヤード YARD3 

角度 ラジアン RAD 

arcdegree DEG 

arcminute MNT 

arcsecond SEC 

サイクル CYCLE 

回転数 REV 

turn TURN 

力/質量 ニュートン N 

グレイン GR 

オンス OZ 

ポンド LB 

速度 メートル/秒 M/S 

インチ/秒 IN/S 

フィート/秒 FT/S 

ヤード/秒 YARD/S 

マイル/秒 MILE/S 

加速度 メートル/秒2 M/S2 

インチ/秒2 IN/S2 

フィート/秒2 FT/S2 

標準重力 GN 

 

  

メモ：それらの同じ簡略記号はリモート・プログラムやカスタムスクリプトの中でも使用

することができます。コード中では基本単位のみ指定し、プレフィックスはつけません。  

メモ：時間と無次元の単位は特定の計測パラメータおよび関連するコードのみで使用され

ます。 
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カテゴリ 単位 簡略記号 

圧力 パスカル PAL 

bar BAR 

工学気圧 AT 

標準気圧 ATM 

Torr TORR 

ポンド/平方インチ PSI 

温度 ケルビン度 K 

摂氏度 CEL 

華氏度 FAR 

エネルギー ジュール J 

英国熱量単位 BTU 

カロリー CAL 

回転機械 ラジアン/秒 RADPS 

周波数（ヘルツ） HZ 

回転/秒 RPS 

回転数/分 RPM 

トルク N•m NM 

トルク in•oz INOZ 

トルク in•lb INLB 

トルク ft•lb FTLB 

機械的パワー（ワット） W 

馬力 HP 

磁気 ウェーバー WB 

テスラ T 

インダクタンス（ヘンリー） H 

磁界強度 A/M 

透磁率 HENRYPM 
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カテゴリ 単位 簡略記号 

電気 アンペア A 

ボルト V 

ワット W 

皮相電力 VA 

無効パワー VAR 

力率 PF 

静電容量（ファラッド） F 

クーロン C 

Ω OHM 

ジーメンス SIE 

電界強度 V/M 

電束密度 CPM2 

誘電率 FARADPM 

導電率 SIEPM 

時間 秒 S 

分 MIN 

時間 HOUR 

日 DAY 

週 WEEK 
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カテゴリ 単位 簡略記号 

無次元 パーセント PCT 

%min-max PCTMNMX 

デシベル DB 

デシベル ミリワット DBM 

デシベル ボルト DBV 

デシベル ミリボルト DBMV 

デシベル マイクロボルト DBUV 

デシベル マイクロアンペア DBUA 

デシベル キャリア比 DBC 

decade DECADE 

ユニット・インターバル UI 

Q-スケール Q 

ビット BIT 

バイト BYTE 

ボー BAUD 

最下位ビット LSB 

ポアズ POISE 

ppm PPM 

ピクセル PIXEL 

division DIV 

イベント EVENT 

サンプル SAMPLE 

セグメント SEG 

スイープ SWEEP 
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Phistogram 演算 

Phistogram 演算は、パーシスタンス・マップの垂直または水平の“スライス”内のサンプルのヒスト

グラムを作成し、複数の取り込みが重なり合ったときにのみ現れる特徴を明かにすることができま

す。垂直方向のスライスでは、各ビンには同様の振幅レベルのクラスが含まれています。水平方向の

スライスには、各ビンには同様の時間値のクラスが含まれています。  

パーシスタンス・マップを生成するには、ソース・トレースのパーシスタンスを“On”にする必要が

あります。パーシスタンス・マップの一種である Eye パターンは、Phistgram 演算を適用できるトレー

スの中で特に有用なクラスです。 

対象 使用するヒストグラム 

Eye パターン上の時間または振幅における 

クロスオーバーポイント* 

垂直および水平スライスのパーシスタンス・ヒストグラム 

Eye パターン上の累積ジッタ* 水平スライスのパーシスタンス・ヒストグラム 

Eye パターン上の信号対雑音比* 垂直スライスのパーシスタンス・ヒストグラム 

*SDAIII やシリアルデコード TDME ソフトウェアなどのアイパターンを  

作成できるオプションのソフトウェア・パッケージが必要です。  

1. 通常の演算設定手順に従って演算を設定します。Single 演算を選択し Phistogram 演算を指定し

ます。 

2. Phistogram サブダイアログでパーシスタンス・マップをヒストグラム化するスライスの設定を

します： 

 Slice Direction は、スライスがマップを水平に横切るのか（Horizontal）、垂直に横切るの

か（Vertical）を決定します。 

 Slice Center はスライスの中心レベルまたは時間を表します。  

 Slice Width はスライスの振幅幅または時間幅を表します。この設定は、ヒストグラムに

プロットされる値のスライスの総面積を深く、あるいは広くします。ヘルプマーカーがオ

ンになっている場合は、スライスを表す青いバーで変更を確認できます。  

3. Center Cursor ボタンを押すと、Slice Center を中心に戻します。 

 

  

メモ：この操作は、既存のヒストグラムに適用される表示に関する Center およ

び Width の設定には影響しません。 
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Ptrace 演算 

Ptrace Mean、Ptrace Range、Ptrace Sigma の演算（Math Operator セレクタの Jitter Functions サブメニュ

ーにあります）は、元になるデータを破壊することなく、信号捕捉のパーシスタンス・マップに基づ

いてベクトルトレースを計算し、生データから解析結果を表示します。2GS/s 以上でサンプリングさ

れ、パーシスタンス・マップに蓄積された信号は、10ps（100GS/s 等価サンプリング）の分解能でト

レースにする事ができます。結果として得られる演算トレースに対して、さらに計測パラメータを適

用したり、Pass/Fail テストを実行したりすることができます。 

それらの機能で使用されるパーシスタンス・マップを生成するには、演算のソース・トレースに対し

てパーシスタンスを“On”にする必要があります 

Ptrace Mean 

Ptrace Mean トレースによって、高速信号のエッジを詳細に観察、あるいはパーシスタンス・マップ

上のノイズを除去することができます。 

パーシスタンス・マップ上の各タイムスライスに対して、Ptrace Mean は平均垂直値に対応するトレ

ースを計算してプロットします。Ptrace Mean は、立ち上がり時間などの機器の標準パラメータを使

用してさらに解析することができます。必要に応じて、プロットするポイント数 (Num Points)の制限

をすることができます。 

Ptrace Range 

Ptrace Range トレースは、パーシスタンス・マップの平均的ノイズを知るのに役立ちます。 

パーシスタンス・マップ上の各時間スライスに対して、Ptrace Range はマップの垂直値範囲に対応す

るエンベロープを計算してプロットします。 

％母数範囲（エンベロープを形成するパーシスタンス・マップの母数パーセント）を入力します。こ

れにより、発生頻度の低いイベント（不自然な要素）を除外できます。必要に応じて、プロットする

ポイント数(Num Points)の制限をすることができます。 

Ptrace Sigma 

Ptrace Sigma トレースは、パーシスタンス・マップの最悪ケースのノイズを知るのに役立ちます。合

否テスト用の許容値マスクを作成するために使用できます。  

パーシスタンス・マップ上の各時間スライスについて、Ptrace Sigma は、垂直値の標準偏差に対応す

る包絡線を計算し、プロットします。 

エンベロープは指定されたσにスケーリングすることができます。（2σ、3σなど）Scale to (Sigma)

欄の値を入力します。プロットされた値の包絡線を定義するために 0.5 から 10.0 までのシグマを選択

することができます。必要に応じて、プロットするポイント数(Num Points)の制限をすることができ

ます。 
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演算ダイアログ 

演算が作成されて演算ダイアログ（Fn）に保存されたら、メインの Math ダイアログを使用してそれ

を素早く有効/無効にできます。また、このダイアログを使用してズーム・トレースをオン/オフする

こともできます。 

Math ダイアログを開くには、フロントパネルの Math ボタンをタッチするか、メニューバーから

Math>Math Setup を選択します。表示する各機能の横にあるチェックボックスを On にします。 

演算を変更するには、Fn ボタンを押します。 

すべての演算設定を消去するには、Reset All をタップします。 

累積機能（Average など）でカウンタをリセットするには、Clear Sweeps をタップします。 
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メモリ 
この機器には、グリッド上でアクティブな波形をコピーできる内部メモリ・スロット（Mn）が用意さ

れています。これは、後で表示および解析できるように捕捉を保存するのに便利な方法です。  

Memory トレースは、ほとんどの演算と計測パラメータの入力ソースとして使用できます。これによ

り以前のデータをライブ捕捉波形と比較したり、保存された捕捉に対して様々なモデリングを実行し

比較したりできます。 

メモリの保存 

Memory 設定ダイアログ（Mn）で波形をメモリ・トレースに保存します。メモリはソース・トレース

と同じスケールで作成されますが、Mn ダイアログの横に表示されるズーム比コントロールを使用し

て独立して表示範囲を調整できます。 

メモリへの波形の保存 

OneTouch 対応オシロスコープの場合、空のメモリ・スロットが表示されるまで、Add New ボックス

をタップして Memory を選択します。保存する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 

1. フロントパネルの Mem ボタンを押すか、Math> Memory Setup を選択して Memories ダイア

ログを開きます。 

2. 使用するメモリ・スロットに対応する Mn タブをタッチします。 

3. Copy from Waveform で、メモリにコピーするソース・トレースを選択します。 

4. Copy Now ボタンをタッチします。 

5. 必要に応じて、Trace On をチェックするとメモリがすぐに表示されます。ズームコントロー

ルを使用して、メモリ・トレースのスケールを調整します。  

（外部）波形ファイルから Memory への保存 

他のテレダイン・レクロイの機器で保存されたトレース（ .trc）ファイルも内部メモリに保存できま

す。Recall Waveform 機能を使用して、外部ファイルをメモリに保存します。次に、Memories ダイア

ログを使用して、それらをタッチスクリーンに復元することができます。  

  

ヒント：空のスロットを選択してください。もし既に保存されていると、その場所に現在

格納されているものが上書きされます。すべての Memory は、それらが空であるか、また

はそこに保存済みか表示されます。 
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メモリの復元 

Memories ダイアログは、保存されたメモリをディスプレイに復元するための便利なパネルです。  

フロントパネルの Mem ボタンを押すか、Math>Memory Setup を選択して Memories ダイアログにア

クセスします。 

表示したいメモリ・トレースの隣のチェックボックスを On にします。ダイアログ上の各 Mn の隣

に、ソース・チャンネルと作成時刻を示すメモリの説明が表示されます。  

メモリ・バンクを空にするには Clear All Memories ボタンをタップします。 

 

 

 

注意：メモリは消去されると復元できません。 
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解析ツール 
解析メニュー・ツールは、標準的な演算と計測パラメータを補完し波形の動作を理解するのに役立ち

ます。 

WaveScan は、単一または複数の捕捉から特定の条件を満たすイベントを検索します。  

Pass/Fail テストは、波形または計測パラメータ値が定義された判定条件のセットを満たすかどうかを

示します。 

高機能カスタマイズ・オプション(XDEV)により、オシロスコープ処理ストリームにカスタム VB スク

リプト(VBS)または Excel™、Mathcad™、MATLAB™などのサードパーティ製プログラムを挿入することが

できます。 

パワー解析などの特別な用途のために、オプションのソフトウェア・パッケージを購入することがで

きます。ほとんどの場合、これらのオプションは Analysis メニューに追加されます。ソフトウェア・

オプションに関するドキュメントは、teledynelecroy.com/support/techlib の Manuals>Software Options

の下にあります。日本語化されているものは http://teledynelecroy.com/japan/support/manu/default.asp

からダウンロードできます。また、ご使用のプラットフォームで利用可能な多くのオプションのドキ

ュメントは、MAUI サポートサイトの Support メニューにあります。 

WaveScan 

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できます。各 Scan Mode は、異な

るタイプのイベントを見つけるように最適化されています。結果にはタイムスタンプが付き、表形式

で表示され、個別に表示することができます。 

異なる Scan "View"をオンにした WaveScan ウィンドウ  

Scan View と呼ばれる異なる WaveScan 表示を選択して表示をカスタマイズします。必要に応じて、異

常なイベントが検出されたときに自動的に停止またはビープ音などの Action を設定できます。 

  

https://teledynelecroy.com/japan/pdf/mag/xdev-application-example.pdf
https://teledynelecroy.com/support/techlib/
http://teledynelecroy.com/japan/support/manu/default.asp
http://teledynelecroy.com/japan/support/manu/default.asp
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WaveScan の設定 

WaveScan を設定する前に、ソース・チャンネルとトリガを設定してください。  

1. フロントパネルの Stop ボタンを押して捕捉を停止します。 

2. メニューバーから Analysis>WaveScan を選択します。 

3. Enable をチェックします。 

4. Source 波形を選択します。 

5. Scan Mode を選択し、選択に応じて右側に表示されるダイアログの追加設定に対して値を入力

します。 

6. ダイアログの下部にあるチェックボックスを選択し、結果を表示したい Scan View を選択しま

す。各 View は同時に表示可能です。 

7. オプションで、スキャン条件を満たすイベントが検出されたときにトリガする Action を選択

します。 

8. 捕捉を再開します。 

Scan モード 

スキャン・モードは、実行される検索のタイプを決定します。メインの WaveScan ダイアログで検索

する Source トレースと共に Mode を選択します。モード毎に、WaveScan ダイアログに異なるコント

ロールが表示され、検索条件に追加の入力が現れます。検索を開始する前に、これらのフィールドに

適切な設定を入力します。 

Edge モード 

エッジ・モードは、エッジの発生を検出するために使用されます。閾値レベルを満たすイベントがキ

ャプチャされ、表にまとめられます。捕捉が停止すると、スキャン・フィルタを各エッジに適用して

特定の特性を見つけることができます。エッジ・モードの設定は次のとおりです：  

 Slope－Pos, Neg または Both から選択 

 Level is－Percent または Absolute から選択 

 Percent/Absolute Level－TOP-BASE のパーセントか、電圧レベルで閾値を入力します。  

  

メモ：WaveScan を有効にすると、本機はリアルタイム・サンプリング・モードに戻りま

す。 
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Non-monotonic モード 

Non-monotonic モードは、Hi レベルと Low レベルの間で 1 回以上閾値を交差するエッジを探します。

スロープ、ヒステリシス、およびレベルの基準を満たす全てのイベントがテーブルに表示され、ソー

ス・トレースで強調表示されます。表に表示される値は、非単調増加エッジの最大値と最小値の差で

す。これはカーソルで確認できます。ヒステリシス値はノイズを除去するために使用されます。非単

調性は、その振幅がヒステリシスよりも大きい場合にのみ検出されます。したがって、ヒステリシ

ス・レベルを設定する場合は、ノイズの振幅よりも大きな値を設定してください。設定は次のとおり

です： 

 Slope－Pos, Neg または Both から選択 

 Hysteresis is－Division、Percent、Absolute から選択 

 Division/Percent/Absolute－選択した単位でヒステリシスを指定します 

 Levels are－Percent、Absolute または Pk-Pk%から選択。 

 High/Low Level－上下閾値を選択した単位で入力。  

Runt モード 

Runt モードは、指定された閾値を超えないパルスを探します。正または負方向のラント、またはその

両方を検索することができます。ノイズ除去のため、ヒステリシスを調整可能です。  

負方向の Runt パルスの場合、表に表示される値は、信号の Hi レベルとラント振幅（すなわち、ラン

トのボトム位置）の差（デルタ）になります。これは、ラントパルスにカーソルを置き、トレースラ

ベルのデルタ Y 値を読み取ることで確認できます。正の Runt パルスの場合、表に表示される値は

Runt パルスのトップ位置と信号の Low レベルの差となります。Runt モードの設定は次のとおりで

す： 

 Runt Type－Both、Pos または Neg から選択。 

 Hysteresis－ヒステリシス・レベルをパーセントまたは電圧で指定。  

 Low/High Threshold－閾値レベルをパーセントまたは電圧で指定。 

 Absolute Levels－パーセントの代わりに電圧絶対値で指定する場合はこのチェックをいれま

す。 

Measurement モード 

Measurement モードは、フィルタを計測パラメータ値に適用して、定義した条件を満たすものを検索

し、多くのサンプル内の特定のイベントを分離するのに役立ちます。マーカはソース・トレース上に

表示され、計測値の位置を示します。表には指定した条件を満たした計測パラメータの値が表示され

ます。Measurement モードの設定は次のとおりです： 

 Measurement－検索する計測パラメータを指定します。 

 Filter Method－Filter Limit との関係を示す関係式を選択します。この条件を満たす計測値のみ

が返されます。 

 Filter Limit－フィルタ条件を完成するリミット値を入力します。  

または、Filter Wizard を使用してフィルタ条件を作成することもできます。  
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Serial Pattern モード 

シリアルパターン・モードは、デジタル・シーケンスで 2〜64-bit パターンを検出するために使用さ

れます。PLL がロックできないバーストパターンに最適です。シリアルパターン・モードの設定は次

のとおりです： 

 Viewing－パターンをバイナリまたは 16 進どちらで入力するか指定します。 

 Binary/Hex－パターンを入力します。 

 Num.Patterns to detect－検出するパターンの総数を整数で指定します。 

Bus Pattern モード 

バス・パターン・モード(ミックスド・シグナル・モデルのみ)は、デジタル・ラインにまたがる 2～

16-bit パターンを検出するのに使用されます。バス・パターン・モードの設定は以下の通りです：  

 Viewing－パターンをバイナリまたは 16 進どちらで入力するか指定します。 

 Binary/Hex－パターンを入力します。 

 Num.Patterns to detect－検出するパターンの総数を整数で指定します。 

Scan ビュー 

Scan ビューは、WaveScan の結果を表示する様々な方法です。WaveScan ダイアログの下部にあるチェ

ックボックスを On にして、同時に表示したいビューをチェックしてください。  

Scan Overlay と Zoom ビューの追加コントロールはそれぞれのダイアログに表示されます。これらのト

レースをダイアログから有効にする場合は、トレースをオフにする場合もそこから行う必要がありま

す。 

ソース・トレース 

デフォルトでは、ソース・トレースは検索条件に合致した部分にマーカを付加して一番上のグリッド

に表示されます。 

Table 

Table ビューにチェックすると、ソース・トレースの横に選択した検索モードに関連する計測値の表

が表示されます。Times ビューは、各イベントの開始時刻と終了時刻を示す列を表に追加します。  

Scan Overlay 

Scan Overlay ビューは条件合致したイベントの位置を見るために、カラーオーバレイ表示を行いま

す。 

Zoom 

Zoom ビューは、XStreamDSO ソフトウェアの他のメニューからと全く同様に機能し、ソース・トレー

スの拡大部分である新しいトレースを作成します。WaveScan を起動すると、Zn タブがデフォルトで

表示されます。このダイアログにある残りのコントロールの説明については、ズーム比コントロール

を参照してください。 

  

メモ：グリッドの数は、有効になっているビューによって異なります。WaveScan はこの

機能を自動的に処理する為、通常の操作と同様にグリッド間でトレースを移動することは

できません。 
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Scan Overlay 

スキャン・オーバーレイに単色のパーシスタンスを適用するには：  

1. Wave Scan を設定し、Scan Overlay を選択します。Scan Overlay ダイアログを開きます。 

2. Persistence On をチェックします。 

3. 飽和（Saturation）レベルをパーセントで指定します。飽和レベルを超えるサンプルは最高色

強度に割り当てられます。 

4. Persistence Time を選択します。時間を長くするほどパーシスタンスが安定します。  

スキャン・オーバーレイ表示を調整して「拡大」または「縮小」するには： In/Out ボタンをタッチす

るか、Scale をタッチして新しい値を入力します。デフォルトの 1、2、5 より細かいステップでスケ

ールを調整するには Var をチェックしてください。 

Scan Histogram 

スキャン・ヒストグラムは、ヒストグラムを生成する追加の WaveScan の“ビュー”で、検索条件を

満たすイベントを統計的に表示します。ヒストグラムと同じように設定します：  

1. ヒストグラムバッファに割り当てる合計の#Values を入力します。 

2. ヒストグラムのビン数（#Bins）を入力します。 

3. Center 値と Width を入力するか、または Enable Auto Find をチェックし、ソフトウェアが自

動的に Center と Width を検索するようにします。 

4. Vertical Scale の設定を選択します： 

 Linear では、データが蓄積するにつれてヒストグラムが垂直に伸びて行きます。ヒスト

グラムがディスプレイの上部に達すると、垂直軸を再スケーリングして画面上に保持しま

す。 

 LinConstMax はヒストグラムをほぼフルスケールに保ち、データが蓄積されると垂直軸

を再スケーリングします。 
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WaveScan Search 

Search は、トレースでイベントを検索するために使用されます。通常は、ユーザー定義条件に一致す

るトレース－ズーム・トレース（Zn）が使用されます。WaveScan 内を検索するには： 

1. Zoom ビューを選択します。 

2. 捕捉を止め、WaveScan ダイアログの裏に現れる WScanZ1 ダイアログをタッチして開きま

す。 

3. Prev と Next ボタンを使って、Scan モードの条件に合致するイベントをトレース内で前後に

移動します。 

または 

見つけたいイベントの WaveScan テーブル・インデックス（行）番号がわかっている場合は、

Idx に入力します。 
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パス/フェイル・テスト（合否テスト） 

Pass/Fail テストでは、捕捉がテストに対して合格または不合格となる可能性のある一連の条件を定義

し、結果に応じてアクションを実行します。 

 マスク・テストは、サンプル値をグリッド上に事前に定義した領域（“マスク”）と比較し、

範囲内にあるのか範囲外にあるのかを判定します。  

 パラメータ比較テストでは、計測パラメータ値として得られた結果を、事前に定義した値と

（Param compare を選択した場合）または、他の計測パラメータ値と（Dual param compare を

選択した場合）比較します。 

どちらの方法でも、8 つの判定条件（Qn）を事前に設定できます。これらの判定条件は、Pass/Fail ダ

イアログで選択し、Actions ダイアログでどのような結果が Pass となるかを定義することで有効にな

ります。 

マスク・テスト 

マスクは、ソースの Channel、Zoom または Math トレースが比較されるグリッド上の領域を定義しま

す。テスト条件は、マスクと関連付けられ、波形がマスクされた領域とどのように比較されるかを定

義します（一部の/すべての値が範囲内にあり、一部の/すべての値が範囲外になるなど）、テスト条件

が真または偽かが判定されて Pass または Fail の結果が返されます。 

マスク・テストは、予め定義されたマスク、またはユーザー定義の垂直および水平許容誤差を備え

た、波形から作成されたマスクを使用して行うことができます。コンプライアンス・テストに使用さ

れるいくつかの業界標準マスクがオシロスコープ・ソフトウェアに含まれています。マスク・テスト

は、計測ゲートを使用してトレースの一部に限定することができます。  

Mask Test ダイアログの設定 

1. メニューバーから Analysis>Pass/Fail Setup を選択し、Pass/Fail ダイアログを表示します。 

2. 判定条件を設定したい Qn ボタンをタッチします。 

3. Mask test を選択します。 

Qn ダイアログが選択されたマスク・テスト条件で開きます。右側には、すべてのマスク設定を管理

する Test、Load Mask、Make Mask、および Gate サブダイアログがあります。 
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マスクの作成 

ライブ波形に基づいて新しいマスクを作成するには、以下の手順で行います。マスクは、波形に設定

した条件を適用した境界をカバーします。 

1. Make Mask サブダイアログを開きます。 

2. 必要に応じて、新しい保存ファイル名(Destination File Name)とパスを入力するか、Browse ボ

タンをタッチして上書きする前のファイルを選択します。ファイル名の拡張子は .msk である

必要があります。 

3. Ver Delta と Hor Delta フィールドにタッチし、ポップアップするバーチャル・キーパッドま

たはフロントパネルの調整ノブを使用して境界値を入力します。  

4. Make from Trace をタッチします。 

マスクの読み込み 

あらかじめ定義されたマスクファイルがある場合は、Make Mask の代わりに以下の手順を使用しま

す。 

1. Load Mask サブダイアログを開きます。 

2. 保存済みの msk ファイルを使用するには、File をタッチし、マスクを選択します。 

3. View Mask をチェックすると、トレース上にマスクを表示します。  

マスクをディスプレイから削除する 

Load Mask サブダイアログの Delete All Masks ボタンをタッチします。または、特定のマスクが設定

されている Qn ダイアログを開き、Load Mask サブダイアログで Delete をタッチします。 

ゲートの設定 

マスクと比較される波形部分を制限できます。 

1. Gate サブダイアログを開きます。 

2. テストする波形の部分を指定する Start および Stop 水平 division を入力します。これらは水平

10division 全体または全 10division の一部に指定することもできます。division は左端から右端

に向かって 0 から 10 の数値で指定します。 

真判定(“True”)の定義 

1. Test サブダイアログを開きます。 

2. 真の時に Pass または Fail とする条件を選択します。 

3. 必要に応じて、マーカを On にして、波形マスク違反が発生した場所を表示します。  

 

  

ヒント：グリッドの左端と右端のゲート・ポストを目的の位置にドラッグすること

もできます。 
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Param(eter)比較 

Pass/Fail 判定条件（Qn）は、異なるパラメータ計測値（Pn）を互いに比較するか、ユーザー定義のリ

ミット値（または統計的な範囲）と比較するように構成できます。Summary フィールドには、判定条

件によって表わされる論理が表示されます。あなたの選択があなたの望むテストとなっていることを

確認してください。 

計測パラメータ値とリミット値の比較 

この方法は、選択したパラメータの結果をユーザー定義のリミット値または統計範囲と比較します。  

1. メニューバーから Analysis > Pass/Fail を選択し、Pass/Fail ダイアログを表示します。 

2. 判定条件を設定したい Qn ボタンをタッチします。 

3. ポップアップ・メニューから Param compare を指定します。 

4. Qn ダイアログで、Source1 をタッチし、パラメータを選択します。 

5. ParamCompare サブダイアログで、Compare Values をタッチし、All(全ての値がリミット値以

内であれば“真”)または、Any(いずれかの値がリミット値以内であれば”真”)を選択しま

す。 

6. Condition をタッチして論理演算子を選択し、Limit をタッチして条件を満たす値を入力しま

す。入力された値は、テストされているパラメータに対応する属性を引き継ぎます。たとえ

ば、時間パラメータをテストする場合、単位は秒になります。  

7. Delta limit を選択した場合、Absolute または%Delta 値を入力します。リミット値を手動で設

定する代わりに、ダイアログの下部に配置されたボタンを使用して設定することもできま

す。 

計測パラメータ値同士の比較 

この方法は、リミット値ではなく、あるパラメータを別のパラメータと比較します。  

1. メニューバーから Analysis > Pass/Fail を選択し、Pass/Fail ダイアログを表示します。 

2. 判定条件を設定したい Qn ボタンをタッチします。 

3. Pass/Fail Condition メニューから Dual Param Compare を選択します。 

4. Qn ダイアログの左側で比較する Source1 および Source2 を選択します。 

5. ParamCompare サブダイアログで Compare All(全ての値が条件合致した場合“真”)または

Any(いずれかの値が条件合致したら“真”)を選択します。 

6. Condition をタッチし、２つの計測パラメータ値の関係を記述する論理演算子を指定します。

（例えば、All P1<P2；全ての P1 の値が P2 の値より小さくなければならない） 
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Pass/Fail テストの定義 

判定条件(Qualifier)は、合致すれば“真”となる条件を定義しますが、テスト結果自体を決定するもの

ではありません。Action ダイアログでは、Pass または Fail を構成するものを個別に定義する必要があ

ります。Pass または Fail の結果は、別の機器にパルスを送信するなど、さまざまな追加のアクション

を生成することができます。 

1. Pass/Fail テストの判定条件を設定した後、Actions タブを開きます。 

2. 必要に応じて、Summary View をチェックして、全スイープ数に対する実行結果の要約を表示

します。 

3. Pass if 欄で、テストが Pass する条件を指定します。 

4. テスト結果に対して行う追加アクションを指定します。  

5. Enable Action にチェックしアクションを有効にします。 

 If 欄で、もしテスト結果が Pass した時に Action を適用するか、Fail の時に適用するかを

選択します。 

 Then 欄で、適用するアクションを全て指定します： 

 Save は波形ファイルを保存します。 

 Stop はテストを停止します。 

 Alarm はアラーム音を鳴らします。 

 Pulse は AUX OUT コネクタからパルスを送出します。この操作を行うときは、メニ

ューバーから Utilities>Utilities Setup > Aux Output に進み、Use Auxiliary Output 

For 欄で Pass/Fail を選択します。 

 Hardcopy は、Hardcopy(Print)設定に従ってスクリーンをキャプチャします。 

 LabNotebook は LabNotebook エントリを作成します。 

すべてのアクション・チェックボックスをクリアするには、Clear All ボタンを使用します。テスト結

果に関係なく確認のため一度アクションを実行するには、Force Actions Once を使用します。 

テストの遅延スタート 

Start Testing After 欄で待機するスイープ数を入力することで、テストの開始を遅らせることができま

す。Clear Sweeps をタッチするといつでもテスト・カウンタをリセットできます。  

テストの停止 

Pass または Fail の結果ではなく、指定された数のスイープを行った後にテストを停止するには、Stop 

Test ボックスをオンにして、Stop After 欄にスイープ回数を入力します。 
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データの保存(ファイル保存機能) 
このセクションでは、機器のファイル・メニュー機能について説明します。  

Save/Recall 機能を使用すると、設定、波形データ、テーブル・データ、画面キャプチャ、

LabNotebook、およびレポートを保存および復元できます。Print または E-mail を使用してこれらのフ

ァイルを共有できます。 

LabNotebook は、波形データ、オシロスコープの設定と表示を含む複合ファイルをキャプチャする

Teledyne LeCroy 独自のツールで、事前に書式設定されたレポートに出力することができます。

LabNotebook の重要な機能はフラッシュバックです。この機能を使用すると、LabNotebook のエント

リを呼び出すだけで、捕捉（および作成に使用した設定）をオシロスコープの画面に復元することが

できます。 

保存 

オシロスコープの設定(構成)、波形データ、表形式データ、およびディスプレイを複数の形式で保存

できます。それらすべを複合 LabNotebook ファイルに保存するには、LabNotebook へ保存を参照して

ください。 

波形の保存 

波形保存機能は、トレース・データを内部メモリ（M1-Mn）またはテキスト形式またはバイナリ形式

のファイルに保存します。ソース波形には、任意のタイプのトレースを使用できます。チャンネル、

演算、ズーム、またはさらにメモリ・トレースも使用することができます。波形ファイルは内部メモ

リに呼び出すことができます。この内部メモリを介して波形ファイルをオシロスコープに復元するこ

とが可能です。 

メモリへの波形の保存 

1. メニューバーから、File>Save Waveform を選択します。 

2. Save To 欄で Memory を選択します。 

3. 保存したい Source トレースを指定します。 

4. 必要に応じて、Show On Save にチェックをいれると、ソース・トレースがメモリ・トレース

に保存されると即座にメモリ・トレースを表示 On にします。 

5. 選択されていないメモリ・スロットの Save ボタンを直接タッチします。保存されると保存さ

れたメモリの日付・時間のタイムスタンプが Destination 欄に記載されます。 

  

メモ：テレダイン・レクロイ独自のフォーマットで保存されたトレースのみを再表示させ

ることができます。アナログ波形に対してはバイナリ・フォーマット (.trc)、あるいはデジ

タル波形に対しては WaveML(.xml)を使用してください。 
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ファイルへの波形の保存 

1. メニューバーから、File>Save Waveform を選択します。 

2. Save To 欄で File を選択します。 

3. Source 波形を選択します。画面表示されている全ての波形を個々のトレース・ファイルに素

早く保存するには、All Displayed ボタンをタッチします。 

4. ファイル Format を指定します。テレダイン・レクロイの.trc ファイル形式はバイナリ形式で

す。バイナリ形式は最小のファイルサイズとなります。バイナリ型式のファイルは、フリー

ウェアのユーティリティ・ソフトウェア WaveStudio で後からリモート PC 上で ASCII に変換す

ることができます。WaveML は独自の.xml 形式です。パーシスタンス・マップ、Eye パター

ン、ヒストグラム、およびデジタル・トレースを保存するために使用されます。このオプシ

ョンは、ソースに互換性がある場合にのみ有効です。  

5. ASCII フォーマットの場合、Delimiter をタッチし、ポップアップ・メニューから区切り記号を

選択します。 

6. フォーマットの選択に応じて、SubFormat を指定する必要があります： 

 Word (Binary)は 16 ビットを使用するサンプルを表します。特に Byte モードで保存する必

要がなければこちらをお使いください。 

 Byte (Binary)は 8 ビットを使用するサンプルを表します。このオプションは分解能の低下

をまねきます。 

 Auto (Binary)はデータを判断して自動的に Wrod または Binary サブフォーマットのどちら

かを選択します。 

 Amplitude only（テキスト）は、各サンプル点の振幅データを含みますが、時間データは

含みません。 

 Time and Amplitude（テキスト）は、各サンプル点の振幅、時間の両データを含みます。  

 With Header（テキスト）は、スケール情報を記載したファイル・ヘッダを含めます。  

7. システムは<Source>-Trace-<Counter>の様に自動的に名前を割り当てます。ファイル名やフォル

ダ名を変更するには File 欄でフルパスと名称を入力してください。またはファイルブラウザ

を使用します。デフォルトでは、トレース・ファイルは機器の D:¥Waveforms に保存されま

す。 

8. 波形ソース名をファイル名の先頭につけたくない場合、あるいは連番をつけたくない場合は

Source、Counter のチェックを外します。 

9. Save Now ボタンをタッチします。 
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設定の保存 

オシロスコープの設定は、内部設定パネルの 1 つ、またはテキストベースのオートメーション・プロ

グラムとして記載された LeCroy System Setup（.lss）ファイルにすばやく保存できます。設定を簡単に

呼び出して、オシロスコープを保存した時の状態に戻すことができます。  

メモリへの設定の保存 

1. メニューバーから、File>Save Setup を選択します。 

2. Save To 欄で Memory を選択します。 

3. 必要に応じて、Setup スロットのひとつをタッチして、メモリの名称を入力します。デフォル

トの名称は Paneln となっています。すでに保存されている内容は上書きされますので、空き

スロットを選択してください。 

4. 選択した Setup スロットの左の Save ボタンをタッチします。保存した日時が Setup 名の上に

記載されます。 

ファイルへの設定の保存 

1. メニューバーから、File>Save Setup を選択します。 

2. Save To 欄で File を選択します。 

3. システムは自動的にファイル名“DSOSetup-<counter>"を割り振ります。ファイル名やフォル

ダ名を変更するには File 欄でフルパスと名称を入力してください。またはファイルブラウザ

を使用します。デフォルトでは設定ファイルは D:¥Tables フォルダに保存されます。 

4. 連番をつけたくない場合は、Counter のチェックを外します。 

5. Save Now ボタンをタッチします。 
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テーブルの保存 

テーブルの保存機能は、画面に表示される表形式の計測パラメータのデータを Excel または ASCII ファ

イルに保存します。 

1. メニューバーから、File>Save を選択し、Table を指定します。 

2. 表示されているテーブルのうちひとつだけを保存するには、Source をタッチし、選択しま

す。 

デフォルトでは、全ての表示されているテーブルが個別のファイルに保存されます。Source

指定を変更した後、この選択に素早く戻すには、All Displayed ボタンをタッチします。 

3. ASCII(.txt)または Excel(.csv)からフォーマットを選択します。もし ASCII フォーマットを選択

した場合は、Delimiter をタッチして区切り文字を指定します。 

4. システムは自動的にファイル名"<source>-Table-<counter>”を割り振ります。ファイル名やフ

ォルダ名を変更するには File 欄でフルパスと名称を入力してください。またはファイルブラ

ウザを使用します。デフォルトでは D:¥Tables フォルダに保存されます。 

5. ソース名や連番をつけたくない場合は Source および Counter number のチェックをはずしま

す。 

6. Save Now ボタンをタッチします。 
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スクリーン・イメージの保存 

タッチスクリーン・ディスプレイ全体またはその選択された部分は、キャプチャして画像ファイルに

保存し、カスタム注釈の書き込みを追加する事ができます。  

1. メニューバーから、File>Save を選択します。その後 Screen Image を指定します。 

2. File Format を.JPEG、.PNG、.TIF、.BMP から選択します。 

3. 描画ツールを使用して画面イメージに書き込みをするには、Annotate Screen Image Before 

Saving を選択します。 

4. キャプチャする Screen Area を指定します： 

 Grid Area Only は、表示している全波形グリッド、テーブル、ディスクリプタ・ボックス

を含みます。 

 DSO Window は、上記に加えて開いている全てのダイアログ、メニューバー、メッセー

ジ・バーを含みます。 

 Full Screen は、他の表示されているアプリケーションやデスクトップを含む Windows の

フルスクリーンを含みます。 

5. Colors 欄でキャプチャする配色を指定します： 

 Standard は機器の画面で見ている通りのグリッドの背景色が黒の配色です。  

 Print(デフォルト)は、プリンタのインクやトナーを節約するためにグリッドの背景色を白

にして(Preference で設定した)print color palette を使用します。 

 Black & White は、イメージをグレースケールでキャプチャします。  

6. システムは自動的にファイル名"LeCroy-<counter>"を割り振ります。ファイル名やフォルダ名

を変更するには File 欄でフルパスと名称を入力してください。またはファイルブラウザを使用

します。デフォルトでは、画像ファイルは機器のドライブの D:¥Hardcopy に保存されます。 

7. Save Now ボタンをタッチします。 

8. Annotate Screen Image Before Saving にチェックをいれている場合は、描画ツールを使って、ス

クリーン・イメージにメモ書きを追記できます。完了したら Done をクリックします。 
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自動保存 

オシロスコープのディスプレイに表示されるデータ（波形、計測パラメータ値、デコードデータな

ど）は、捕捉を停止しない限り、絶えず大きく変動していてオシロスコープから読み取るのが難しい

場合があります。 

自動保存機能を使用すると、波形やテーブルのデータを新しいトリガごとにファイルに自動的に保存

できます。このファイルは、後でオシロスコープに呼び出すか、外部ストレージに永久保存すること

ができます。 

1. メニューバーから File>Save を選択し、Auto Save ダイアログを開きます。 

2. Waveforms、Tables のいずれか、または両方のチェックをいれて自動保存するものを選択し

ます。 

3. 保存する Source を指定します。 

4. デフォルトでは、波形ファイルは機器のドライブの D:¥Waveforms に、テーブルは D:¥Talbes に

保存されます。オプション： 

File 欄で異なるフルパスとファイル名を入力するか、Browse ボタンを使ってパスを選択しま

す。 

必要に応じてデフォルトの"Trace"または"Table"よりもわかりやすいファイル名を入力してく

ださい。自動保存されるファイルの名前は、常にソース名をファイル名の先頭に、連番を末

尾に使用して指定されます。 

5. Auto Save オプションの 1 つを選択してください：Wrap（保存先がいっぱいになると古いフ

ァイルが上書きされます）または Fill（ファイルは上書きされず、上限を超えた部分は捨てら

れます） 

トリガが頻繁に発生すると、最終的にストレージ・スペースが足りなくなる可能性がありま

す。機器に残っているファイルが上書きされても良い場合にのみ Wrap を選択してください。

Fill を選択した場合は、ファイルを定期的に削除または移動して保存先を確保しなければ、新

しいデータを失う場合があります。 

6. これらの選択を有効にするには、表示されるポップアップ・ダイアログから Configure Auto 

Save を選択します。 

7. トリガが発生するとすぐに、ファイルが保存され始めます。捕捉が進行中のときにファイル

の保存を停止するには、Disable Auto Save を選択します。 

Auto Save ダイアログで Off を選択して、捕捉の間にこの機能を無効にすることもできます。  
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呼び出し 

内蔵メモリまたは.LSS ファイルに保存された設定を呼び出して、オシロスコープを保存済みの状態に

戻すことができます。 

.TRC または.XML ファイルに保存された波形データは、メモリに読み込みされ、そこから画面に復元さ

れます。 

保存した LabNotebook ファイルを呼び出し、その後設定を変更する方法については、LabNotebook の

呼び出しを参照してください。 

波形の呼び出し 

1. メニューバーから、File>Recall Waveform を選択します。 

2. Browse をタッチし、ファイルの場所に移動します。 

ファイルが選択されたフォルダにある場合は、上下矢印を使用して、目的のファイルが選択

されるまで利用可能なファイルを順番に切り換える事ができます。  

必要に応じて、Show only files をタッチして、使用可能なファイルのリストに検索フィルタ

（チャンネル、演算、またはメモリ）を適用します。  

3. Destination 欄でファイルを呼び出す先のメモリ・スロットを選択します。  

4. 読み込みと同時にトレースをグリッドに表示するには、Show on Recall を選択します。 

5. Recall Now ボタンをタッチします。 

 

  

メモ：バイナリ形式（.trc）または WaveML 形式(.xml)で保存されたファイルのみタッチ

スクリーンに呼び出すことができます。 
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設定の呼び出し 

メニューバーから、File>Recall Setup を選択します。 

メモリからの設定の呼び出し 

1. Recall From 欄で Memory を選択します。 

2. Recall From Internal Setup 欄の６つの Recall ボタンからひとつを選んでタッチします。 

ファイルからの設定の呼び出し 

1. Recall From 欄で File を指定します。 

2. File 欄でパスを入力するか、Browse をタッチして目的のファイルに移動します。 

ファイルが選択されたフォルダにある場合は、上下矢印を使用して、目的のファイルが選択

されるまで利用可能なファイルを順番に切り換える事ができます。  

3. Recall File の下にある Recall Now をタップします。 

デフォルト設定の呼び出し 

フロントパネルの Default ボタンを押して工場出荷時の設定に戻します。ボタンを押すとポップアッ

プ・ウィンドウが出てくるので Confirm を押します。タッチスクリーンを使用してデフォルト設定を

復元することもできます： 

1. メニューバーから、File>Recall Setup を選択します。 

2. Recall From 欄で File を指定します。 

3. Recall Default の下の Recall Now をタッチします。 

  

メモ：スロットに設定が保存されている場合は、保存日時のラベルが付けられます。保存

されていなければ、スロットの記載は Empty になります。 
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LabNotebook 

LabNotebook 機能を使用すると、表示されたすべての波形のキャプチャと、キャプチャ時のすべての

波形と設定データを含む合成ファイルを作成して保存することができます。フラッシュバック機能

は、LabNotebook エントリに保存されている設定と波形を直ちに呼び出すので、後で追加の分析を行

うために機器の正確な状態を復元することができます。  

LabNotebook は、書式設定済みの.PDF、.RTF、または HTML レポートに出力できます。デフォルトを使

用しない場合は、独自のレポートレイアウトをアップロードすることもできます。  

LabNotebook の保存 

すべての LabNotebook ファイル（.LNB）は、表示されている各波形のスクリーン・イメージ

（.PNG）、セットアップファイル（.LSS）、および波形ファイル（.TRC）で構成されています。

LabNotebook を作成するときは、レポート・ジェネレータの出力が従う画面イメージ・コンポーネン

トの処理方法を選択し、説明やその他の手書き注釈を追加することができます。  

1. メニューバーから File>Save LabNotebook を選択します。 

2. 必要に応じて、Description 欄に註釈を入力します。このテキストはファイルを呼び出す時に

見ることができ、レポートにも記載されます。 

3. 描画ツールを使用してイメージに書き込みをするには、Annotate Screen Image Before 

Saving を選択します。 

この手順をスキップするには、チェックボックスをオフにします。後で LabNotebook を呼び

出して、説明と注釈を追加することができます。 

4. 取り込まれた画面の領域と使用される色を変更するには、Area/Color Preferences をタッチ

し、ポップアップで選択します： 

 Use Print Colors（デフォルト）では、インクを節約するために、グリッドのバックを白地

にしてプリント・カラー・パレット（Preference で設定）を使用します。このオプション

の選択を解除すると、画面に表示される通りの黒いバックに画面の色を使用して表示をキ

ャプチャします。 

 Grid Area Only は、表示している全波形グリッド、テーブル、ディスクリプタ・ボックス

を含みます。 

 DSO Window は、上記に加えて開いている全てのダイアログ、メニューバー、メッセー

ジ・バーを含みます。 

 Full Screen は、他の表示されているアプリケーションや Windows デスクトップを含む

Windows のフル・ディスプレイです。 

Close をタップして変更を保存します。 
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5. システムは自動的に"MyLabNotebook"の後に連番を付けてファイルを作成します。これをより

わかりやすいものに変更するか、ファイルパスを変更するには、LabNotebook Entry に入力す

るか、Browse をタッチしてファイルブラウザを使用して選択します。デフォルトでは、

LabNotebook ファイルは機器のドライブの D：¥LabNotebook に保存されます。 

6. 自動番号付けを使用してファイルを識別したくない場合は、Counter の選択を解除します。 

7. Save Now ボタンをタッチします。 

8. Annotate Screen Image Before Saving のチェックをしている場合は、描画ツールバーを使用して

画面イメージに書き込みをします。完了したら Done をクリックします。 

LabNotebook 描画ツールバー 

基本的な LabNotebook は、エントリ作成時のディスプレイとセットアップデータと波形データのスク

リーン・キャプチャです。Annotate Screen Image Before Saving を選択した場合、キャプチャは直ちに

描画ウィンドウに表示されます。LabNotebook をプレビュー・ウィンドウに呼び出し、画面イメージ

に注釈を付けることで、注釈を後で追加することができます。  

描画ツールは、ウィンドウの上部にあるツールバーから使用できます。  

 

いずれかのツールを使用するには、アイコンをタップし、描画する場所またはテキストを追加する画

像をタッチします。左から順に、ツールは次のとおりです：  

ツール 機能 

鉛筆 フリーハンドで描きます。画面にタッチしたまま線を書き連続マークを作成します。タッチをリリ

ースしたら、作成したオブジェクトをタッチしてドラッグし、画像上の任意の場所に移動すること

ができます。 

円 強調したい波形の特徴ある部分の周りに円を描きます。円の中心に触れてドラッグします。解放す

ると、円が配置されます。作成した円は画像上の任意の場所にドラッグすることができます。イメ

ージ上のどこにでも円をドラッグして移動できます。 

矢印 吹き出しを配置するための矢印線を描画します。これらの線を360度回転させるか、画像の任意

の場所にドラッグすることができます。 

文字 イメージにラベル/注釈を配置するためのテキスト・ボックスを開きます。画像上の点をタッチして

ラベルを配置し、ポップアップ・ダイアログにテキストを入力します。配置後は、テキスト・ボッ

クスのサイズを変更したり、イメージ上の任意の場所にドラッグしたりすることができます。 

RGBセレクタ すばやく線の色を変更します。色アイコンをタッチして、次の描画ツールを選択します。 

  

メモ：ファイルパス、名前、または書式を変更すると、その設定の一連のファイル

の次の番号にリセットされます。 
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ツール 機能 

More カスタム・ライン色フィールドを有効にします。デフォルトは黄色です。別の色を選択するには、

色見本欄（Customフィールド）をタッチし、次にColorダイアログから選択します。RGB値を入力

するか、スペクトルから選択します。保存すると新しい色がCustomフィールドに表示されます。

別の指定をするまで、この色が描画色に使われます。 

Erase Selected/ 

Erase All 

選択した描画オブジェクトを削除します。Erase Allは全てのオブジェクトを削除します。 

Undo 最後のアクションをキャンセルします。誤って消去したオブジェクトを復元するのにも使用しま

す。 

Move 描画ツールバーを画面の上部から切り離して、ディスプレイ上の任意の場所に移動できます。この

機能を使うと、波形の特定の領域で作業するときにツールを手元に配置する事ができます。ボタン

をもう一度タッチすると、ツールバーは画面の上部に戻ります。 

Done 注釈をイメージに保存し、描画ウィンドウを閉じます。 

LabNotebook の呼び出し 

LabNotebook エントリが保存されたら、Description 欄の情報を表示および変更したり、添付ファイル

やコンポーネント・ファイルを管理したりするために LabNotebook エントリを呼び出します。フラッ

シュバックはオシロスコープを LabNotebook ファイルに保存された状態に復元します。 

メニューバーから、File>Recall LabNotebook を選択します。 

フラッシュバック 

Flashback は、LabNotebook Entry で保存された波形と設定を復元します。その結果、後でそのキャプチ

ャにつながった入力を分析できます。フラッシュバックに含まれない結果データの一部は次のとおり

です： 

 パーシスタンス・データは.LNB ファイルと共に保存され、レポートに表示されていても呼び

出されません。 

 16 ビットを超えるヒストグラム・データ 

 16 ビットよりもはるかに高い分解能を持つ特定の演算から生じる浮動小数点波形。フラッシ

ュバックを使用してトレースを呼び出すと、この超過分の解像度は保持されません。  

 フラッシュバックするエントリが保存されたときの累積計測値。Flashback が使用されると、

それまでの波形捕捉から取得されたデータは含まれず、代わりに保存された波形の計測結果

のみが表示されます。 

1. LabNotebook Entry 欄で、LabNotebook のパスを入力するか、Browse ボタン使ってファイ

ルの場所に移動します。 

2. Flashback ボタンをタッチします。 

3. フラッシュバックを終了するには、メニューバーの右端にある Undo ボタンをタッチしま

す。 
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呼び出しとプレビュー 

1. LabNotebook Entry 欄でファイルへのパスを入力するか、Browse をタッチしてファイルに移

動します。 

2. View On/Off をタッチし、プレビュー・ウィンドウを開きます。  

3. ファイルがプレビューになっている間、Edit Description、Annotate Screen Image、Manage 

Attachments のボタンで Description の編集、画面イメージへの註釈つけ、添付ファイルの管理

ができます。 

4. 必要に応じて、プレビューに表示されている出力レポート形式で LabNotebook を Save、

Print、または Email 送信することを選択できます。Close を選択してプレビュー・ウィンドウ

を閉じます。 

Description の編集 

LabNotebook Entry で保存した説明と注釈を変更できます。LabNotebook で元々保存された設定や波形

データは変更できません。 

1. LabNotebook Entry を Browse して選択します。ファイルが選択されたフォルダにある場合

は、上下の矢印キーを使用して選択します。 

2. View On/Off を選択してファイルをプレビューします。 

3. プレビュー・ウィンドウの上部から、Edit Description を選択します。 

4. ポップアップする Description をタップして仮想キーボードを開き、テキストを編集します。  

5. OK を 2 回タッチして変更を保存します。 

画面イメージに注釈を付ける 

1. LabNotebook Entry を Browse して選択します。ファイルが選択されたフォルダにある場合

は、上下の矢印キーを使用して選択します。 

2. View On/Off を選択してファイルをプレビューします。 

3. プレビュー・ウィンドウの上部から、Annotate Screen Image を選択し描画ツールを使いま

す。 

4. 終了したら Done をクリックして描画ウィンドウを閉じ、プレビューに戻ります。  
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添付ファイルの管理 

外部ファイルを LabNotebook コンポジットに追加するには（DUT、マスクファイル、テストスクリプ

ト、またはそのエントリに関連するものなど）： 

1. LabNotebook Entry を Browse して選択します。ファイルが選択されたフォルダにある場合

は、上下の矢印キーを使用して選択します。 

2. View On/Off を選択してファイルをプレビューします。 

3. プレビュー・ウィンドウの上部から、Manage Attachments を選択し添付するファイルを指定

します。ファイル・リストは添付ファイルブラウザの下に現れます。 

4. Update Attachments をクリックして終了します。 

後で添付ファイルを削除するには、添付ファイルを管理し、リストからファイルを選択解除します。

Update Attachments をタッチしてリストを更新します。 

ファイル型式の変換 

従来の.ZIP 形式のノートブックの個々のエントリは、新しい LabNotebook ファイル形式に変換するこ

とができます。 

1. Recall タブの中の LabNotebook Entry で、ファイルブラウザの左側のナビゲーション・ツリー

から、レガシーの.zip ファイルを Browse して選択します。 

2. すべてのエントリを別々の LabNotebook ファイルに一括変換するには、ファイルブラウザの

一番上にある Save All As LNB Files をタッチします。 

1 つのエントリを変換するには、名前リスト（右側）からエントリを選択し、Save As LNB 

File をタッチします。 

元のエントリと同じ名前の新しい LabNotebook が D：¥XPort フォルダに作成されます。これらは、フ

ラッシュバック、編集、レポート、または抽出のための他の .LNB ファイルと同じように選択できま

す。 

ファイルの抽出 

LabNotebook コンポジット（.PNG、.LSS、および.TRC）と追加されたファイルを構成するコンポーネン

ト・ファイルは、別々のファイルに抽出することができます。  

1. LabNotebook Entry にパスを入力、あるいは Browse して選択します。 

2. すべてのファイルを抽出するには、Content Management 欄で Extract Files を選択します。添

付ファイルのみを抽出するには、Extract Attachments を選択します。 

3. ファイルを抽出するフォルダに移動し、Extract Now を選択します。 

別のファイルを含む元の LabNotebook と同じ名前のフォルダがその場所に作成されます。  

  

メモ：左側のツリーから.zip ファイルを選択すると、そのサブエントリが右側の欄

に表示され、ブラウザに Save ボタンが表示されます。ファイルブラウザの現在の

パスの中にファイルが現れます。 
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レポート生成 

レポート生成機能を使用すると、注釈付きの画面イメージと、キャプチャされたときの設定のサマリ

ーからなる事前に書式設定されたレポートを出力できます。このレポートは、既存の LabNotebook か

ら生成することも、オシロスコープの現在の状態から新たに生成することもできます。  

レポートの作成に使用するロゴと出力テンプレートは、Email & Report Settings ダイアログで変更でき

ます。 

LabNotebook からの生成 

この手順では、既存のソースをそのまま出力します。LabNotebook ファイルの説明にさらに注釈を付

ける場合や、LabNotebook ファイルの Description 欄の説明を変更する場合は、まず LabNotebook を呼

び出してください。 

1. メニューバーから File>Report Generator を選択します。 

2. LabNotebook Entry を Browse して選択します。選択されているフォルダ内にある場合は、上

下矢印キーを使用して選択します。 

3. 必要に応じて View On/Off を選択してファイルをプレビューします。 

4. Save Format 欄で HTML、.RTF、.PDF からどの型式で保存するかを指定します。 

5. デフォルトでは、システムはファイル名として"Report"に続いて連番を自動的に付けます。フ

ァイル名または選択したフォルダを変更するには、Save Report File 欄でフルパスと名前を入

力するか、Browse をタッチしてファイルブラウザを使用します。デフォルトでは、レポート

ファイルは機器のドライブの D：¥Xport フォルダに保存されます。 

6. 自動連番を使用したくない場合は、Counter の選択を解除します。 

7. レポートを保存するには、Save Now をタッチします。 

  

メモ：HTML レポートのみ後で.RTF または.PDF 形式に保存できます。.RTF およ

び.PDF レポートは、同じ形式の別のレポートにのみ結合できます。  

メモ：ファイルパス、名前、または書式を変更すると、その設定の一連のファイル

の次の番号にリセットされます。 
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現在の状態からの生成 

機器の現在の状態からレポートを作成する場合、手順は上の手順とほぼ同じですが、通常最初に

LabNotebook を作成するときに行うように Description 欄で新しい説明を入力し、画面イメージに注釈

を付け、キャプチャ領域/色の設定を Area/Color Preferences で選択することができます。これらの手

順の説明については、LabNotebook の保存を参照してください。 

ただし、現在の状態から Report Generator を使用すると、後で呼び出すことや、コンポーネント・フ

ァイルに抽出することができるコンポジット .LNB ファイルは保存されません。あらかじめフォーマッ

トされたレポートファイルのみが生成されます。 

シェア 

File Sharing ダイアログを使用して、機器からファイルを電子メールで送信します。Email & Report 

Settings ダイアログでは電子メール送信のためにオシロスコープを設定します。  

1. メニューバーから File>File Sharing を選択します。 

2. ファイルブラウザを使用して Email 送信したいファイルを全て選択します。複数を選択するに

は CTRL キーを押しながらクリックします。 

3. 必要に応じて、Recipient(s)欄で電子メールの宛て先を変更します。このフィールドの既定値

は、Email & Report Settings ダイアログの設定に含まれるものです。 

4. Subject と Message Body 欄に記入し、Share Now ボタンをタッチします。 
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プリント 

プリント設定ダイアログではオシロスコープのプリント機能の動作を設定します。これには、

File>Print オプションと同様にフロントパネルの Print ボタンも含まれます。 

プリントは、タッチスクリーン・ディスプレイの画像をキャプチャしますが、画像に対して次に何を

するかに関してはいくつかのオプションがあります：  

 Printer；プリンタに送ります。 

 Clipboard；Windows のクリップボードにコピーします。 

 File；現在のスクリーン・イメージ設定に従ってイメージ・ファイルに保存します。 

 Email；現在のスクリーン・イメージ設定および電メール設定に従ってイメージ・ファイルを

Email 送信します。 

 LabNotebook；現在の LabNotebook 設定に従って新しい LabNotebook ファイルを作成します。 

Print ダイアログの右端にある Print Now ボタンを使用して、選択したプリントを実行することもでき

ます。 

プリンタ設定 

プリンタに出力する場合は： 

1. Select Destination 欄をタッチし、接続されたプリンタを選択します。Properties ボタンをタ

ッチし、Windows 標準のプリント・ダイアログで必要なプリンタ属性を変更します。  

2. 紙の向きを Portrait（縦）または Landscape（横）から選択します。 

3. プリント前にキャプチャにメモ書きを追記するには Annotate Before Saving をチェックしま

す。プリント・ボタンを押すたびに描画ツールが開きます。書き込みが終わったら Done をタ

ッチしてイメージをプリントします。 

キャプチャの設定 

1. Screen Area を選択します： 

 Grid Area Only は、表示している全波形グリッド、テーブル、ディスクリプタ・ボックス

を含みます。 

 DSO Window は、上記に加えて開いている全てのダイアログ、メニューバー、メッセー

ジ・バーを含みます。 

 Full Screen は、他の表示されているアプリケーションや Windows デスクトップを含む

Windows のフル・ディスプレイです。 

2. Colors 欄でキャプチャする配色を指定します： 

 Standard は機器の画面で見ている通りのグリッドの背景色が黒の配色です。  

 Print(デフォルト)は、グリッドの背景色を白にして(Preference で設定した)print color 

palette を使用します。 

 Black & White は、イメージをグレースケールでキャプチャします。  
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電子メールとレポート設定 

このダイアログには、ファイル共有機能とレポート生成機能で使用される追加の設定が含まれていま

す。 

電子メール設定 

1. MAPI を使用するか SMTP を使用するか指定します。 

2. SMTP を使用する場合、SMTP Server をタッチし、メール・サーバーのネットワークアドレス

を入力します。 

3. Originator Address(From:)をタッチし、機器の電子メールアドレスを入力します。  

4. Default Recipient Address(To:)をタッチし、受信者の電子メールアドレスを入力します。  

5. 必要に応じて、Attach Setup & Waveforms 欄で電子メール用に選択された画像ファイルに関

連付けられたセットアップと波形を常に添付するように選択します。 

6. Send Test Mail ボタンを使って適切な電子メール設定がされているかを確認するための確認メ

ールを送ることができます。 

レポート設定 

デフォルトのレポート・テンプレートでは、テレダイン・レクロイのロゴを暫定として使用していま

す。これをあなた自身の（会社の）ロゴに置き換えることができます。ロゴ・ファイルは、ビットマ

ップ（.bmp）形式で、高さ 100 ピクセル、幅 180 ピクセルを超えないようにしてください。ファイル

は D：¥Xport フォルダに配置します。 

独自のレポート・テンプレートを使用することもできます。テンプレートは.xsl または.xslt ファイル

として保存し、D：¥Xport フォルダに配置する必要があります。 

変更する各項目の横にある Use Default の選択を解除してから、新しいファイルを Browse して選択

します。 
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ファイルブラウザを使用する 

ファイル・メニュー・ダイアログのいずれかで Browse ボタンをタッチすると、基本的なディスク・

ユーティリティ機能を実行し、ファイルパス/名前とフォーマットの選択を行うことができるファイ

ルブラウザが開きます。使用可能な追加のファイル・アクションは、基本となるダイアログ（ファイ

ルの保存、電子メールによるレポート送付など）で使用できるアクションによって異なります。  

ディスク・ユーティティ 

New Folder、Delete Folder、Delete File、Delete All Files を使って、新しいファイルを保存する前に

ファイル・システムを変更できます。最初に左のフォルダツリーからフォルダを、あるいは右側のフ

ァイル・リストからファイルを選択してください。 

ファイルパスと名称 

現在のパスは、ナビゲーションペインのすぐ下の Current Path 欄に表示されます。ナビゲータを使用

して別のフォルダを選択すると反映して変更されます。  

既存のファイルを選択するには、ナビゲータの右側にあるファイル・リストを使用します。ファイ

ル・リストのすぐ上にあるボタンを使用すると、アイテムの表示方法（アイコンのみ、詳細など）を

変更できます。探しているファイルが表示されない場合は、File name 欄の横にあるドロップダウン

を使用してファイル・タイプを"All files (*.*)"とすると表示されます。 

ほとんどのファイル・タイプは、自動生成された接頭記号および/または末尾記号が追加されるデフ

ォルトのルートファイル名（例えば、"MyLabNotebook"）を有します。これを変更するには、File 

name 欄で新しいファイル名を入力します。自動生成している場合、指定されたファイル・タイプの

ルートファイル名は変更されるまで保持されます。  
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自動ファイルネーム生成の選択 

ファイル名を自動生成するために使用される Source プリフィックス（先頭）と Counter（連番）サフ

ィックス（末尾）をオン/オフするチェックボックスがファイルブラウザに表示されます。これらの

選択は、基本となるダイアログのものにリンクされており、いずれかの場所で値を変更すると、連動

して変更されます。 

アクション 

Close ボタンは、ファイルブラウザで選択した内容を受け入れ、ブラウザ・ウィンドウを閉じます。

タスクを完了するためにダイアログにエントリを追加する必要がない場合は、ファイルブラウザから

保存、呼び出し、フラッシュバック、電子メールなどを選択できます。  

 

 

メモ：ファイルブラウザまたはダイアログでファイルパス/名称または書式のいずれかの

部分を変更すると、連番はその設定の一連のファイルの次の番号にリセットされます。  

例：
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ユーティリティ 
Utilities 設定は、主に、他の機器/システムとの連携を制御します。 

Preferences 設定は、オシロスコープ・アプリケーションの外観とパフォーマンスを制御する目的があ

ります。これらの設定を使用して、機器の動作をカスタマイズします。  

Disk Utilities を使用すると、一般的な Windows ファイル機能を実行できます。 

ユーティリティ・ダイアログ 

Utilities ダイアログにアクセスするには、メニューバーから Utilities>Utilities Setup...を選択します。 

Hardcopy Setup（Print）、Date / Time Setup、System Status ボタンは対応するダイアログを開きます。  

Show Windows Desktop は、オシロスコープ・アプリケーション・ウィンドウを最小化します。デス

クトップの右下にあるディスプレイ・アイコンをタッチして、アプリケーションを最大化します。  

ダイアログの右端にある Service ボタンは、テレダイン・レクロイ正規サービス担当者用に予約され

たアプリケーションのセクションを起動します。このセクションに入るにはアクセスコードが必要で

す。 

ステータス 

Utilities Status ダイアログには、モデル番号、シリアル番号、ファームウェアのバージョン、インスト

ールされているハードウェアとソフトウェアのオプションなど、機器に関する情報が表示されます。  

メニューバーから Utilities>Utilities Setup を選択し、Status タブをタッチします。 

または 

メニューバーから Support>About を選択します。 
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Remote Control 

リモート・ダイアログには、機器のリモート制御とネットワーク・アクセスのための設定が含まれて

います。サポートされているリモートコントロールプロトコルは次のとおりです：  

 TCPIP（イーサネット）－このオプションを選択し LabVIEW で制御を行う場合は、コントロ

ーラにテレダイン・レクロイの VICP ドライバもインストールしてください。これらは VICP 

Passport プラグインに含まれており、teledynelecroy.com/support/softwaredownload の

Oscilloscope Download の下の Software Utilities から無料で入手できます。この機器は、デフォ

ルトのアドレス取得プロトコルとして DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）を使用しま

す。標準の Windows ネットワーク設定メニューを使用して静的 IP アドレスを割り当てること

ができます。 

 LXI(イーサネット)－Windows10 オシロスコープ上でこのオプションを使用するには、管理者

ユーザ・アカウント、LCRYADMIN からオシロスコープを動作させます。Windows ユーザーの

切り替えをご覧ください。 

 USBTMC－オシロスコープ側面の USBTMC ポートを使用し、USB ケーブルを介してこの接続

を使用する場合は、リモート PC に NI 社のサイトより VISA をダウンロードしてインストール

する必要があります。 

 GPIB－この選択項目は USB2-GPIB アダプタをお使いの場合に指定可能になります。アダプタ

を使ってオシロスコープの任意の USB ポートからコントローラの GPIB ポートへ接続します。  

メモ：完全にリモート制御の設定をするには、コントローラにソフトウェアをインストー

ルして設定する必要があります。リモート接続の作成とリモートコマンドの送信の詳細に

ついては、MAUI Oscilloscopes Remote Control and Automation Manual を参照してください。

日本語の資料は、teledynelecroy.com/japan/solutions/program/remote/default.asp#manu にあ

ります。ここに示す手順は、接続を可能にするためにオシロスコープで実行される手順の

みです。コメント付きのオシロスコープの波形テンプレート(.tpl)ファイルは、オシロスコ

ープの C:¥Program Files¥LeCroy¥XStream にインストールされています。この ASCII ファイル

は、オシロスコープにもインストールされている Windows の Notepad のようなテキスト・

エディタで開くことができます。このテンプレートは波形データをオシロスコープとの間

でやりとりする MAUI アーキテクチャの理解に役立ちます。 

メモ：LeCroy ソフトウェアへの DCOM 接続は、Windows10 オシロスコープではサポー

トされていません。オートメーションスクリプトをリモートで実行するには、ActiveDSO

や NI-VISA などの他のタイプのオートメーションインタフェースを使用します。  

ヒント：リモート・プログラミングに関しての日本語資料やソースコードつきのサンプル

プログラムについては、

https://teledynelecroy.com/japan/solutions/program/remote/default.asp にまとまっています。

また、レクロイのオシロスコープのプログラミングが初めての方は Teledyne LeCroy オシロ

スコープリモート・プログラミングの準備をご覧ください。レクロイのオシロスコープ・

プログラミングに関する TIPS をまとめてあります。 

http://cdn.teledynelecroy.com/files/manuals/maui-remote-control-and-automation-manual.pdf
https://teledynelecroy.com/japan/solutions/program/remote/default.asp
https://teledynelecroy.com/japan/pdf/mag/remote-howto.pdf
https://teledynelecroy.com/japan/pdf/mag/remote-howto.pdf
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リモート制御の設定 

1. メニューバーから、Utilities>Utilities Setup を選択し、Remote タブを開きます。 

2. リモート・ダイアログにて、Control From 欄で接続方法を選択します。 

3. TCPIP を使用していて、特定のネットワーククライアントに制御を制限したい場合は、Security

で Yes を選択します。許可されたコントローラの IP アドレスまたは DNS 名をコンマ区切りリ

ストに入力します。 

Remote Control Assistant Event Log の設定 

Remote Control Assistant は、コントローラと計測器間の通信を監視します。すべてのイベントまた

はエラーのみを記録できます。ログは ASCII ファイルに出力することができ、リモートコントロー

ル・プログラムを作成してデバッグする際には非常に役立ちます。  

1. メニューバーから、Utilities>Utilities Setup を選択し、Remote タブを開きます。 

2. Remote Control Assistant 欄の下の Log Mode 欄をタッチし、Off、Errors Only、Fill Dialog のいず

れかを指定します。 

3. 起動時にログを毎回クリアするには、Reset to Errors Only and clear at startup をチェックしま

す。 

イベントログの内容のエクスポート 

1. メニューバーから、Utilities>Utilities Setup を選択し、Remote タブを開きます。 

2. Show Remote Control Log ボタンをタッチします。イベント・ログ・ウィンドウが開いてき

ます。 

3. DestFilename 欄にログファイル名を入力するか、Browse してファイルがある場所に移動しま

す。 

4. Export to Text File をタッチします。 

  

メモ：新しいコンテンツは既存のコンテンツを上書きします。追記はされません。  
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外部(AUX)出力 

Aux Output ダイアログを使用して、補助出力(AUX Out)ポートと校正出力(CAL out)ポートの出力を設

定します。 

外部(AUX)出力 

Aux 出力ポートは、選択されたイベントに続いて 3.3V CMOS 高インピーダンスパルスを出力します。 

 Trigger Enabled は、トリガが準備完了（準備完了インジケータ点灯）したときにパルスが送

信されますが、必ずしもトリガされる必要はありません。これは別の計測器をトリガするゲ

ーティング機能として使用できます。Pulse Duration 欄で希望のパルス幅を入力します。 

 Trigger Out は、トリガ時にパルスを送信します（TRIG'D インジケータ点灯時）。Pulse Duration

欄で希望のパルス幅を入力します。 

 Pass/Fail は Pass/Fail テスト条件が合致したら、パルスを送出します。Pulse Duration 欄で希望

のパルス幅を入力します。Pass/Fail アクション設定ダイアログで Pulse を選択していることも

確認してください。 

Off は出力を無効にします。 

校正信号出力 

機器前面にある Cal Out フックから出力する信号を選択します： 

 方形波信号(Square)の場合、Frequency および Amplitude into 1MΩ 欄で周波数と振幅を設定

するか、Set to 1kHz, 1V Square Wave ボタンをタッチします。 

 基準 DC レベルの場合は、Amplitude into 1MΩ 欄で電圧を設定します。 

Off は出力を無効にします。 
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日付/時刻設定 

日付/時刻の設定は、計測器のタイムスタンプを制御します。これらの数値は、オシロスコープ・ア

プリケーション内部のメッセージ・バーやテーブル/記録（ヒストリ・モードや WaveScan など）に表

示されます。 

Date/Time ダイアログにアクセスするには、メニューバーから Utilities>Utilities Setup を選択し、

Date/Time タブをタッチします。 

手動設定方法 

時間、分、秒、曜日、月、年を入力し、Validate Changes ボタンをタッチします。 

インターネットからの自動設定 

この方法では、SNTP（Simple Network Time Protocol）を使用して time-a.nist.gov から時刻を読み取りま

す。機器は LAN（イーサネット）ポートを介してインターネット・アクセス・デバイスに接続する必

要があります。 

接続が有効な場合は、Set from Internet ボタンをタップします。 

Windows からの設定方法 

内部の Windows システム・クロックを使用して日付と時刻を設定するには、Windows Date/Time ボ

タンをタッチします。これにより、標準の Windows の Date and Time Properties ポップアップ・ダイ

アログが表示され、これらの設定をすることができます。設定に問題がなければ、OK にタッチしま

す。 
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オプション 

多くのオプションのソフトウェア・パッケージを使用して、機器の解析機能を拡張することができま

す。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、テレダイン・ジャパンのセールス・

オフィスにご連絡ください。Options ダイアログを使用し、キーコードを入力してソフトウェアをア

クティベートします。このダイアログには ScopeID とシリアル番号も表示されます。 

キーをインストールするには： 

1. メニューバーから Utilities>Utilities Setup を選択し、Option タブを開きます。 

2. Add Key をタッチします。画面にオンスクリーン仮想キーボードが表示されます。  

3. 仮想キーボードを使用してオプションキー欄にキーコードを入力します。情報を入力するに

は OK をタッチします。 

このキーコードは、Installed Option Keys の一覧に追加されます。▲/▼ボタンを使用すると、

一覧をスクロールできます。各キーコードが有効化するオプションがリストの下に表示され

ます。 

4. XStreamDSO アプリケーションを再起動するには、Yes を選択します。 
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ディスク・ユーティティ 

ディスク・ユーティリティダイアログを使用して、機器のドライブ上のファイルとフォルダを管理し

ます。Disk Space の情報は、便宜上、ダイアログの右端に表示されています。  

メニューバーから Utilities>Disk Utilities と選択して、Disk Utilities ダイアログにアクセスします。 

１つのファイルの削除 

1. ダイアログ左端で Delete を選択します。 

2. Current Folder 欄右の Browse ボタンを押して、削除したいファイルのあるフォルダを指定し

ます。 

3. File To Be Deleted 欄右の Browse ボタンを押すか、上下矢印ボタンを押してスクロールし、削

除するファイルを選択します。 

4. ファイルを指定したら Delete File ボタンをタッチします。 

フォルダ中のファイルを全て削除 

1. ダイアログ左端で Delete を選択します。 

2. Current Folder 欄右の Browse ボタンを押して、削除したいファイルのあるフォルダを指定し

ます。 

3. 所望のフォルダが選択されたら、Empty Folder をタッチします。 

新規フォルダの作成 

1. ダイアログ左端で Create を選択します。 

2. Current Folder 欄をタッチして、新しいフォルダ名をフルパスで指定します。  

3. Create Folder ボタンをタッチします。 
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プリファレンス・ダイアログ 

Preference 設定は、主に他のデバイス/システムとの連携ではなく、機器自体の外観やパフォーマンス

を設定するものです。これらの設定は、オシロスコープの再起動時や設定パネルの呼び出し時には失

われずに変更されない“不揮発性”の設定です。  

メニューバーから Utilities>Preference Setup...を選択して、Preferences ダイアログにアクセスしま

す。 

Audible Feedback は、機器のオーディオ出力を制御します。このボックスを選択すると、画面または

フロントパネルのコントロールに触れるたびにビープ音が鳴ります。  

Language はタッチスクリーン・ディスプレイに表示する言語を指定します。  

Performance 設定では、Analysis（捕捉速度と計算速度）または Display（画面更新速度/リフレッシ

ュ速度）のいずれかのパフォーマンスを最適化できます。たとえば、パーシスタンスや平均に関心が

ある場合は、分析を最適化して、波形捕捉を優先して表示更新レートを犠牲にします。選択肢はアイ

コンで表示されています。 
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校正 

校正により、アナログ/デジタルコンバータ（ADC）の出力が入力を正確に表すことが保証されます。

オシロスコープは出荷前に工場にて 23℃(±2℃)で校正されています。指定された性能を維持するた

めに、始動時は自動校正ルーチンを実行し、いつでも性能を保証するように工場で設定されていま

す。 

キャッシュ校正 

自己校正 

キャッシュ校正を採用しているオシロスコープでは、機器が自動的に校正を実行するときに使用する

自己校正ルーチンを選択することができます。Utilities > Preference Setup を選択し、Calibration タブ

を開きます。 

Stored Calibration(デフォルト選択）は、機器の起動時にキャッシュに保存された校正値ファイルを

使用して校正を行います。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、特に垂直軸スケール、カッ

プリング、帯域幅、減衰率および水平軸スケールの変更があった場合にオシロスコープを再校正しま

す。これにより操作中の割り込みが発生する場合がありますが、毎回、ご使用の操作環境において絶

対精度を保証します。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。これにより再校正の頻度を下げる事ができま

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。  

手動校正 

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できます。  

Utilities > Preference Setup を選択し、Calibration タブを開いて手動で校正を行います。 

  

メモ：20 分以上オシロスコープをウォームアップし、電源投入後に確実に温度が安定し、

校正ルーチンが完了するようにします。オシロスコープがまだウォーミングアップ状態に

あるときは、Calibration ダイアログに警告メッセージが表示されます。ウォームアップ中

の仕様は保証されません。 

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。  
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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。 

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。 

 機器を新たな操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。 
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捕捉 

捕捉プリファレンス設定は、垂直オフセットまたは水平遅延を変更した際にトレースがどのような挙

動をするかを決定します。Utilities> Preference Setup を選択し、Acquisition ダイアログを開きます。 

Offset Setting constant in: 

 Volts は V/div 設定にかかわらず、指定した電圧値でオフセット量を保ちます。オフセットが

調整されると、トレースはゼロ・レベルを基準に上下します。  

 Div(ision)は垂直オフセット・レベル・インジケータを固定に保ちます。V/div を変更しても波

形はそのままグリッドに残りますが、オフセット値は変わります。  

Delay Setting constant in: 

 Time では、time/div 設定に関係なく、水平遅延（画面横中心位置の時間）を保ちます。時間

軸スケールを変更すると水平軸ディレイ・インジケータは相対的に移動します。  

 Div(ision)は水平軸ディレイ・インジケータの画面上の位置を固定にします。トリガ・ポイン

トはタイムベースを変更してもグリッド上に残ります。一方、Time を選択すると、トリガ・

ポイントがグリッドから外れることがあります。 

Trigger Counter Setting は、デフォルトで選択されています。新しい捕捉コマンドが送信されるたび

に、トリガ・カウンタがクリアされます。トリガ・ホールド・オフが設定されている場合にのみ、選

択解除のためにアクティブにされます。 

  

メモ：Div が選択されていれば、これらの値はゲインまたはタイムベースの変化に

比例してスケーリングされ、グリッドの分割比を一定に保ちます。  
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カラー設定 

カラー・ダイアログの設定は、チャネル、演算、およびメモリ・トレースに使用される色を割り当て

ます。すべてのダイアログ、表、およびトレース・ディスクリプタ・ボックスは、ここで割り当てら

れたトレースの色と一致します。画面上と印プリントで使用する色を別々に選択できます。  

設定を行うには、トレース番号の横にある Screen または Print の色指定欄に触れて、Color ポップアッ

プ・メニューから選択します。 

Preview print colors ボタンで、印刷出力に設定がどのように反映されるかを確認できます。  

Factory default colors ボタンをタッチすると、工場出荷時のデフォルト色設定を呼び出します。  

  

メモ：Print 色の設定は、File メニューのダイアログ（Save Screen Image、Print など）のい

ずれかで Colors 欄が Print に設定されている場合にのみ使用されます。それ以外の場合、

スクリーンカラーがプリント出力とスクリーン上両方で使用されます。  
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その他の設定 

他のプリファレンス設定は、Miscellaneous ダイアログにあります。 

Teledyne LeCroy のロゴをプリント出力に追加するには、Print Teledyne LeCroy Logo When Printing 

Grid Area Only をチェックします。これにより、この機器が画像のソースであることがわかるように

できます。 

Dimming は、ソース波形のズーム波形の一部ではない部分を暗くします。 

Control Sensitivity は、フロントパネルのノブの感度を調整します。Optimized は、ノブに加速アルゴ

リズムを適用します。Legacy は従来のオシロスコープと同様にフロントパネルのノブの回転を検出

します。 

Serial Decode Annotation Position : 機器にシリアル・トリガまたはデコード・オプションがインスト

ールされている場合、この設定によってトレース・ラインに対する注釈ラベルの配置が決まります。

インストールされているオプションがない場合は表示されません。 

 On Trace はラベルをラインの近くに配置します。  

 On Noisy Trace は、トレースの潜在的なノイズスパイクに対応するために、さらに離してラ

ベルを配置します。 

ネットワーク経由の Web ブラウザを介してタッチスクリーン・ディスプレイをリモートでキャプチ

ャするには、Enable HTTP Screen Capture をオンにします。この設定は、WaveStudio ソフトウェア

で機器を使用する必要があります。 
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保守 
このセクションのトピックでは、機器を最適な作業状態に保つための手順について説明します。  

機器のリスタート/リブート 

MAUI オシロスコープ・アプリケーションを再起動するには、メニューバーから File>Exit を選択し、

Start DSO でデスクトップ・ショートカットをタッチします。  

機器を再起動するには、Windows OS の再起動が必要です： 

1. オシロスコープのアプリケーション内で、File>Shutdown を選択します。 

2. オシロスコープが完全にシャットダウンしてから 10 秒待ち、その後、機器のフロントパネル

のスタンバイ電源ボタンを押します。 

デフォルト設定の呼び出し 

フロントパネルの Default Setup ボタンを押して工場出荷時の設定に戻します。ポップアップ・ウィ

ンドウで Confirm を押します。タッチスクリーンを使用してデフォルト設定を復元することもできま

す： 

1. メニューバーから、File>Recall Setup を選択します。 

2. Recall From 欄で File を指定します。 

3. Recall Default の下の Recall Now をタッチします。 

スクリーン設定の変更 

Windows10 で動作している機器では、MAUI ソフトウェアのフォントサイズやその他の画面設定は、

MAUI アプリケーションではなく、標準の Windows10 コントロールを使用して変更されるようになり

ました。テキストフォントはデフォルトで 125％にて表示されるように設定されています。 

1. タッチスクリーンを右からスワイプしてアクションセンターを表示します。  

2. All Settings アイコンをタッチします。 

3. System settings を選択します。 

4. Setting ダイアログから設定を行います。 

5. 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。 

6. オシロスコープ・アプリケーションから、File>Shutdown を選択し、その後電源ボタンを押し

て再起動します。 

  



WaveRunner 9000 オシロスコープ・オペレーターズ・マニュアル  

184 

ソフトウェアおよびファイルの管理 

Windows10 のセキュリティが強化されたため、以前のバージョンの Windows よりも多くの操作に管理

者権限が必要です。Windows10 オシロスコープでデフォルトの LeCroyUser アカウントから次のいずれ

かを実行すると、管理者パスワード「SCOPEADMIN」（すべて大文字）を入力するように求められま

す。 

 ソフトウェアのインストール、サードパーティ製アプリケーションと MAUI(オシロスコープ・

アプリケーション・ソフトウェア）のアップデートの両方  

 サードパーティ製アプリケーションへのアクセスまたは管理者としてのアプリケーションの

実行 

 オシロスコープ・アプリケーションに変更を加えることをサードパーティアプリケーション

に許可する 

 デバイスマネージャで変更を加える（新しいデバイスドライバのインストールなど） 

 特定のファイルの移動、削除、またはコピー 

 グローバル設定の変更 

 

  

メモ：一部の QualiPHY コンプライアンスパッケージでは、管理者として実行する必要があ

ります。これが必要になるかどうかについては、製品資料を参照してください。  
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XStreamDSO ファームウェアのアップデート 

XStreamDSO ファームウェア・インストーラは、MAUI アプリケーション、必要な DLL、デバイスドラ

イバ、および集積回路用の低レベルのマイクロコードを含む複数のコンポーネントを更新します。  

アップデートでは、保存されたパネル設定、波形、画面キャプチャ、校正定数、または D:¥ドライブ

に保存されているその他のデータは変更または削除されません。 

ダウンロード手順 

1. ダウンロードページ teledynelecroy.com/japan/support/firmware/default.asp アクセスし、

WaveRunner 9000 シリーズのリンクをクリックしてください。米国のサイトに移動します。  

2. プルダウンメニューからモデル名を選択します。 

3. 登録ログイン情報を入力するか、新しいアカウントを作成（電子メールアドレス登録）しま

す。アカウント無しに続行することはできません。  

4. ダウンロード・リンクをクリックし、インストーラをオシロスコープのデスクトップに保存

します、または計測器に転送するために USB ストレージデバイスに保存を選択します。 

インストール手順 

1. オシロスコープのメニューバーから File>Exit を選択し、オシロスコープ・アプリケーション

を閉じます。 

2. Xstreamdsoinstaller_x.x.x.x.exe を参照しダブルクリックしてセットアップ・ウィザードを起

動します。 

3. 標準ユーザー(デフォルトの状態)で実行されている Windows10 機器のパスワード

SCOPEADMIN(すべて大文字)を入力します。 

4. インストーラの指示に従ってください。デフォルトのインストールをそのままにするか（推

奨）、個々のコンポーネントを選択します。 

 MATLAB MCR－サンプリングスコープ、QPHY-USB、QPHY-Broad-R-Reach に必要です。 

 XStream DSO, DSO Device drivers, Upgrade DSO Microcode－バージョンアップに必要

です。 

 Touch Screen Driver－ディスプレイをタッチスクリーンとして使用する為に必要です。  

選択したら Install をクリックします。  

注意：Windows10 オシロスコープには、8.6.1.x 以前のいかなる XStreamDSO バージョンもイ

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

ウェアが正常動作しません。Windows10 マシンにファームウェアをインストールするに

は、管理者としてログオンするか、パスワード「SCOPEADMIN」を入力する必要がありま

す。インストールには数分かかる場合があります。インストール中に電源を切らないでく

ださい。 

ヒント：オシロスコープにインターネット接続がある場合は、File>Exit を選択しオシロス

コープ・アプリケーションを終了します。そしてブラウザを使用してインストーラを直接

ダウンロードします。 

メモ：全モデルで全てのコンポーネントが利用可能なわけではありません。もし上

記オプションがインストーラに出てこない場合は、お使いの機器では必要がない場

合です。 

https://teledynelecroy.com/japan/support/firmware/default.asp
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5. Windows のセキュリティ警告が表示された場合は、ファイルを信頼してインストールを続け

てください。 

6. Hardware Programmer スクリーンが現れたら、全てのコードのインスールを行い、プログラミ

ングが完了して XStream セットアップ・ウィザードに戻ったことを確認し、Close ボタンをク

リックします。 

7. インストールが完了したら、Reboot now を選択し、Finish をクリックします。 

リリースノート 

リリースノートは、それぞれの新しいバージョンごとに提供されます。それらは、インストーラをダ

ウンロードしたページにリンクされています。 

QualiPHY ユーザーへの注意 

XStreamDSO と QualiPHY ソフトウェアのバージョンは、正常に機能させるために下一桁のバージョン

まで一致させる必要があります。もしオシロスコープ・ファームウェアをアップグレードする場合

は、できるだけ早く QualiPHY のバージョンもアップグレードします。 

Windows ユーザーの切り替え 

Windows の 10 オシロスコープのみ 

最高のセキュリティプロファイルを維持するために、オシロスコープは標準ユーザーLeCroyUser とし

て動作するように出荷されています。管理者として実行する必要がある場合（コンプライアンスソフ

トウェアを実行する場合など）は、次の手順を実行して LCRYADMIN に切り替えます。これにより、オ

シロスコープは「レガシー」モードになり、Windows 7 とほとんど同じように動作します。 

1. File>Exit を選択し、オシロスコープ・アプリケーションを閉じます。 

2. Windows のスタートメニュー 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. パスワード SCOPEADMIN(すべて大文字)を入力します。 

デフォルトの LeCroyUser アカウントに戻るには、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・アカウント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。オシロスコープの性能を損なわずに新しいユーザーを作

成する方法については、お近くの Teledyne LeCroy オフィスにお問い合わせください。 

  

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

オシロスコープは最後にアクティブだった標準ユーザーで再起動してきます。これを変更

する唯一の方法は、LeCroyUser（および他のすべての作成したユーザー）を管理者にする

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：lecroy.service.japan@teledyne.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.１８８)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:lecroy.service.japan@teledyne.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: lecroy.service.japan@teledyne.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:lecroy.service.japan@teledyne.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.185 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.185 エラー! ブックマークが定

義されていません。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.

３６参照)。 

✓ 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.１７８)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。  

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/support/default.asp 

Email： lecroy.contact.japan@teledyne.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://teledynelecroy.com/japan/support/default.asp
mailto:lecroy.contact.japan@teledyne.com
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