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はじめに 
この基本操作マニュアルでは、WaveRunner Xi-A シリーズのオシロスコープ（以下「本オシロ

スコープ」と表記）の設置と安全性に関する重要な情報を示すほか、本オシロスコープの基

本機能を初めて利用するための操作手順を簡潔に説明します。  
ユーザー・インタフェース(UI)は英語以外の言語に変更することができます。UI の言語を変

更するには、画面の最上部のメニュー・バーから [Utilities ユーティリティ] を選択して、プル・

ダウンメニューから [Preferences プレファレンス] を選択します。表示されるダイアログで 

[Language 言語] を選択できます。  
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安全上のご注意 
このセクションでは、機器を適切かつ安全な状態で動作させるために注意すべき情報や警

告を述べています。ここで述べる安全対策だけでなく、一般的な安全手順にも従ってくださ

い。 

安全に関する記号 
機器のフロント・パネルまたはリア・パネル、あるいは本マニュアルに、以下の記号または用

語が表示されている場合は、重要な安全上の危険を警告しています。 

 
この記号は警戒が必要なことを示しています。けがや機器への損傷を防止す

るために、付属の情報やドキュメントを参照してください。 

 
この記号は感電の危険性を警告します。 

 
この記号は測定グランド接続を示します。 

 
この記号は安全グランド接続を示します。 

 

この記号が付いているスイッチは、オン/スタンバイ・スイッチです。このスイッ

チを押すと、本製品の状態が動作モードとスタンバイ・モードの間で切り替わ

ります。このスイッチは電源を切断するものではありません。機器への電源を

完全に遮断するには、スタンバイ状態になってから、電源コードを AC コンセ

ントから抜く必要があります。 

 
この記号は"交流"を示します。 

注意 

「注意」は潜在的な危険を示します。指示に従わないと機器に損傷を与える

可能性がある手順、行為、状態に対する注意を促します。「注意」が示されて

いる場合は、現在の状態を完全に理解し、すべての条件に適合しない限り、

先に進んではなりません。 

警告 

「警告」も「注意」と同様に潜在的な危険を示します。ただし、「注意」が機器

への損傷を警告するのとは異なり、「警告」はけがや死亡を含む人体への被

害を警告します。この場合も、現在の状態を完全に理解し、すべての条件に

適合しない限り、先に進んではなりません。 

CAT I 

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

スコープのフロント・パネルの測定用端子に適用できます。CAT I 定格端子

は、測定値を取り込んで過渡電圧を適切な低レベルに制限するソース回路

にしか接続してはなりません。 
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動作環境 
この機器は屋内での使用が想定され

ています。清潔で乾燥した場所で使

用してください。本製品を使用する前

に、動作環境が次の条件の範囲内に

維持されていることを確認してくださ

い。 
温度：5 ～ 40℃ 
湿度：温度が摂氏 31℃までの場合は

最大相対湿度 80%（40℃では相対湿

度 50%まで直線的に低下） 
高度：最高 2,000 m 

注意： 周囲温度に関しては、直射日光、放

射線、その他の熱源に注意してください。 

 警告 
DSO は爆発の可能性のある環境、粉塵の多い環

境、湿度の高い環境では絶対に使用しないでくださ

い。 

 注意 
ディスプレイのタッチ・スクリーンに過度な衝撃が加

わらないようにしてください。 

この機器の設計は、以下の制限事項

について EN61010-1 安全基準に適

合することが確認されています。 
設置（過電圧）カテゴリ II（主電源コネ

クタ）およびカテゴリ I（測定端子） 
汚染度 2 
保護クラス I  

注意： 
設置（過電圧）カテゴリ II は局所配電レベ

ルであり、主電源（AC電源）に接続された

装置に適用されます。 
 
設置（過電圧）カテゴリ I は信号レベルであ

り、測定値を取り込んで過渡電圧を適切な

低レベルに制限するソース回路に接続され

る装置測定用端子に適用できます。 
 
汚染度 2 は、通常は乾燥した非導電性の

汚染だけが発生する動作環境を指します。

場合によっては、結露によって発生する一

時的な導電性を予測する必要があります。
 
保護クラス 1 は保護接地された装置を指し

ます。 この装置では、基礎絶縁による分離

とビル配線の保護グランド導体への接続に

よって感電に対する保護が行われます。 

 注意 
フロント・パネル端子（CH1、CH2、CH3、CH4、

EXT）の最大規定電圧レベルを超える電圧を接続し

ないでください。詳細については仕様を参照してく

ださい。 

 注意 
プローブまたはアース導線が電圧源に接続されてい

る間は、それらのプローブやアース導線の接続また

は切断を行わないでください。 



基本操作マニュアル 

WRXi-A-GS-J Rev D  13 

冷却に関する要件 
この機器は内部ファンと通気孔によ

り強制空冷を行っています。本オシ

ロスコープの両側面や背面にある通

気孔を遮らないよう注意してくださ

い。十分な換気を行うために、機器

の側面、前面、背面に最低 15 cm

（6 インチ）の隙間が必要です。 

 注意 
DSO の両側面や背面にある通気孔を遮らないでくだ

さい。 

  

 注意 
通気孔などから DSO に異物が入らないようにしてくだ

さい。 

AC 電源 
この機器は単相の 50/60Hz（±

5%）、100-240Vrms（±10%）AC 電源

か、400Hz（±5%）、100-120Vrms（±

10%）AC 電源で動作します。  
この機器は自動的にライン電圧に

対応するため、手動による電圧選択

は必要ありません。 
導入されるアクセサリ（フロント・パネ

ル・プローブ、PC ポート・プラグイン

など）に応じて、この機器は最大

300 W（300 VA）の電力を消費しま

す。 
1 GHz および 2 GHz モデル：340 

W (340 VA) 

注意： 
この機器は、下記の範囲の AC ライン入力に自動的に

対応します。 

 

電圧範囲： 90 ～ 264 Vrms 90 ～ 132 Vrms 
周波数範囲： 47 ～ 63 Hz 380 ～ 420 Hz  
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電源接続とグランド接続 
この機器には、ライン電圧および安

全グランド接続のために、モールド

3端子極性プラグ付き接地コード・

セットと標準 IEC320（タイプ C13）コ

ネクタが付属しています。AC入力

グランド端子は、機器のフレームに

直接接続されています。感電を防

止するために、電源コード・プラグは

安全接地端子付き AC コンセントに

接続しなければなりません。この機

器用に指定され、各国で認定され

た電源コードのみを使用してくださ

い。 

 警告 
感電注意！ 
DSO の内側または外側の保護導体が断線したり、ある

いは安全接地端子の接続が切断されると、危険な状

態になります。 
意図的な断線は禁止されています。 

本オシロスコープは、AC コンセント

がある場所に設置してください。本

オシロスコープへの電源を完全に

遮断するには、本体の電源コードを

AC コンセントから抜いてください。

本オシロスコープを長期間使用しな

い場合は、AC コンセントから電源コ

ードを抜いておくことをお勧めしま

す。 

 注意 
フロント・パネルの端子（CH1、CH2、CH3、CH4、

EXT）の外郭は、機器のシャシーに接続されているた

め安全に接地されています。 

校正および最新状態の維持 
毎年 1回、校正（キャリブレーション）を実施することをお勧めします。校正は必ず資格を持っ

た専門スタッフが実施してください。 

クリーニング 
湿った柔らかい布を使って、機

器の外側のみ掃除してくださ

い。化学物質や研磨性材料が

含まれているものは使用しない

でください。機器内部に絶対に

水分が入らないようにしてくださ

い。掃除の前に、感電防止のた

め AC電源から電源コードを抜

いてください。 

 警告 
感電注意！ 
オペレータは内部部品に触れてはなりませ

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

さい。 
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異常状態 
この機器は操作マニュアルに従

って動作させてください。 
DSO の安全装置が故障してい

る疑いがある場合は、電源コー

ドを抜いて、機器が誤作動しな

いようにしてください。 
たとえば、本体に損傷が認めら

れたり、輸送中に振動や衝撃を

与えた場合は、安全装置が故

障する可能性があります。 
機器を正しく使用するには、すべ

ての指示事項とラベルを注意深

く読んでください。 

 警告 
製造業者が規定していない方法で使用する

と、DSO の安全装置が故障する可能性があり

ます。この機器や付属品を、直接人体に接続

したり、患者の検査に使用しないでください。

ウイルス対策 
オシロスコープはWindows ベースの PC プラットフォーム上で動作するため、ネットワーク上

にある他の PC と同じように、ウイルスから保護する必要があります。Windows の優先度の高

い更新プログラムに従ってオシロスコープを最新の状態に維持することが重要です。またア

ンチウイルス・ソフトウェアをインストールし、常に最新の情報に更新しておく必要があります。  
Windows Service Pack とレクロイのオペレーティング・ソフトウェアの互換性等に関する詳細

については、www.lecroy.com/dsosecurity を参照してください。 
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オシロスコープの納入時 

すべてのものが揃っていることを確認してください 
最初に、梱包物リストまたは請求書写しに記載されているすべての品目が届いていることを

確認します。欠落しているものや破損しているものがあった場合は、お近くのレクロイ顧客サ

ービスセンターまたは各国の販売会社にお問い合わせください。欠落しているものや破損し

ているものがあった場合に即座にご連絡いただけないと、交換品をお届けできなくなる可能

性があります。 
下記の保証条項は、明示的または暗黙的を問わず、他の一切の保証条項（特定の用途や

商用性・適応性に関する保証を含む。それらに限定されない）よりも優先されます。レクロイ

社は、契約に明記されているかどうかに関わらず、一切の間接損害、実害、偶発的損害、直

接損害に関する責任を負いません。レクロイ社のサービスセンター等に製品を返送する際の

送料や保険料はお客様の負担とします。保証対象の製品を送付するときの送料はレクロイ

社が前払いいたします。 

保証 
本オシロスコープはお客様に納入した時点から３年間、仕様範囲内における通常の使用お

よび操作に対して保証されています。レクロイ社は保証期間内に当社のサービスセンターに

返送された製品を修理または（当社の判断により）交換いたします。ただし、上記保証の適用

は通常の使用範囲内での故障であり、お客様の誤った使用、保守の不備、事故、または異

常な状態あるいは運用によるものは適用外となります。 
レクロイ社は、a)レクロイ社代理人以外による修理または設置、b)互換性のない機器への不

正な接続、c)レクロイ製以外の消耗品を使用したことによる障害または誤動作により生じた不

具合、損傷、故障に対しても一切の責任を負いません。また、レクロイ社は、作業期間が増

加しオシロスコープの提供が困難になるような変更や統合を行った製品を修理・点検する義

務を負いません。予備部品、交換部品、および実施した修理に対する保証はすべて 90 日

です。 

本オシロスコープのファームウェアは十分にテストされており、問題なく機能することが確認さ

れています。ただし、ファームウェアには、機能の詳細に関していかなる保証も適用されませ

ん。予備部品、交換部品、および実施した修理に対する保証はすべて 90 日です。レクロイ

社製以外の製品については、製造元の保証だけが適用されます。  

保守契約  
レクロイ社は保守契約に従って各種サービスを提供いたします。これによって当初 3年間の

保証期間が切れた後も引き続き保証を受けることができ、保守予算を効率的に管理できます。

なお、特別な補助サポート契約を結ぶと、一般的なサービスのほかに、導入と設置、トレーニ

ング、機能強化、現地出張修理などのサービスを受けることができます。詳細については、

お近くのレクロイ顧客サービスセンターまたは各国の販売会社にお問い合わせください。 
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Windows®ライセンス契約 
レクロイ社と Microsoft 社との契約により、波形の測定、解析、または保存に関連しないソフト

ウェアを LeCroy オシロスコープ上で実行することは禁止されています。 

LeCroy® X-Stream ソフトウェアに関するエンドユーザー・ライセンス契約 
本製品に付属のソフトウェアは、レクロイ社からのライセンスに基づき使用が許可されます。

エンドユーザー・ライセンス契約の詳細については、オンライン･ヘルプの「著作権」を参照し

てください。  

設置および電源オン 

電源オン 

 

電源のオン/オフを切り替えるには、オシロスコープの前面の左下にあ

る電源スイッチを押します。 

電源オフ 

電源オフはオシロスコープの前面の左下にある電源スイッチを押します。または画面上部に

表示されるメニューバーから[File – ShutDown]をタッチします 

Windows画面の表示 
または画面上部に表示されるメニューバーの[File]メニューから [Minimize]または [Window]、

[Excit]のいずれかをタッチします 

アプリケーション・ソフトの再起動 
電源をオンにすると、オシロスコープのアプリケーション・ソフトが自動的に起動します。  

• アプリケーションを終了した後、再びアプリケーションを起動するには、デスクトップ

にあるショートカット・アイコンにタッチします。 

. 
• アプリケーションを最小化するには、タスク・バーまたはデスクトップにあるボタンに

タッチして、アプリケーションを一度最大化します。 

 

ソフトウェア･バージョンの確認 
オシロスコープのソフトウェアおよびハードウェアの構成は下記の手順で確認できます。 

1. メニュー・バーの [Utilities ユーティリティ] にタッチします。 
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2. ダイアログ・エリアの [Status ステータス] にタッチします。 

3. [Firmware Version]がソフトウェアバージョンです 

ソフトウェア・オプションの追加 
ソフトウェア・オプションを追加するには、そのオプションを有効にする特別なコードが必要で

す。レクロイのカスタマー・サポートにご連絡の上、オプション・コードをご注文ください。 

 



基本操作マニュアル 

WRXi-A-GS-J Rev D  19 

プローブ 
WaveRunner Xi-A オシロスコープに付属しているパッシブ・プローブ"PP009"や”PP011“は、
本オシロスコープの入力インピーダンスに合わせて校正されています。本オシロスコープで

他のパッシブ・プローブを使用する場合は、AUX OUT 端子に出力される 1 kHz 方形波に

基づいて校正を実行してから、そのプローブを信号測定に使用してください。 

レクロイは、他にも本オシロスコープで使用できる様々な種類のパッシブ・プローブとアクティ

ブ・プローブを提供しています。各プローブの詳細な仕様と注文方法については、

www.lecroy.com を参照してください。 

電流プローブ 30 A～500 Aが利用可能   

アクティブ・プローブ シングルエンドから 1.5 GHz まで 

差動プローブ 20 MHz～1.5 GHzの差動 

パッシブ・プローブ 

PP009やPP011はプローブ先端で機器の

完全帯域幅が保証されるパッシブ・プロー

ブ。他のパッシブ･プローブも使用できるが

性能は制限される。  

高電圧プローブ 20 kVまでの電圧を測定 



WaveRunner Xi-Aシリーズ  

20 WRXi-A-GS-J Rev D 

フロント・パネルの操作 
 
WaveRunner Xi-A オシロスコープのフ

ロント･パネルは、ソフトウェア・ダイアロ

グを開かなくてもオシロスコープの基

本機能を操作できるように設計されて

います。各ノブやボタンは水平軸や垂

直軸、トリガ、カーソル、ズームなど論

理的なグループに分れています。下記

に、各ノブやボタンについて説明しま

す。 
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各種設定コントロール 

 
・Auto Setup - さまざまな繰り返し信号に合わせて、タイムベース、トリガ・レベル、垂直感度
を自動的に設定して、信号を表示します。 
・Clear Sweeps - パーシスタンス表示、アベレージ・トレース、パラメータ（計測）統計などの
複数のスイープ（信号捕捉）で蓄積されたデータを一度クリアします。 
・Touch Screen – ボタンを押して、タッチ･スクリーンのオン/オフを切り替えるこ
とができます。ボタンに組み込まれた LED の点灯/消灯は、オシロスコープのタッチ・スク

リーンが動作しているかどうかを示します。このボタンが点灯している場合、タッチ・スクリー

ンはONです。ボタンが消灯している場合、タッチ・スクリーンはOFF です。 

・印刷ボタン - このボタンを使用すると、表示されている画面イメージをファイルやプリンタな

どに出力します。出力先の選択と書式の指定は、[Utilities ユーティリティ］ の ［Hardcopy 

ハードコピー］ ダイアログで行います。 

・Intensity - INTENSITYノブはトレースの輝度を調整します。このノブを押すと、WaveStream

高速表示モード（インジケータ点灯）とリアルタイム・モード（インジケータ消灯）が切り替わり

ます。 

トリガ･セクション 

 

•  LEVEL ‐レベル･ノブを回して、トリガのスレッシュホールド･レベルを調整します。現在の設
定位置はグリッド下の Trigger ディスクリプタ・ラベルに表示されます。また、Level ノブを

押すと、トリガ･レベルをゼロに戻すことができます。 

 

・READY ‒ トリガの待機状態を示します。 

・TRIG‘D ‒ トリガしたことを示します。 



WaveRunner Xi-Aシリーズ  

22 WRXi-A-GS-J Rev D 

・Setup ‒ トリガ設定を画面下のダイアログに表示します。 

・Auto ‒ トリガ条件に一致した信号に対してトリガを発生させますが、条件に一致しない状態

でもタイムアウト時間を経過すると、オシロスコープが自動的にトリガを発生させます。これは

トリガ条件を決定する前に波形を確認するのに有効です。但し、自動的にトリガされるので、

思わぬ位置で波形が更新されることがあります。 

・Normal ‒入力されている信号がトリガ条件に一致している場合、トリガを発生させ、波形を捕

捉後、トリガ待ちの状態に戻ります。トリガ条件に一致しない場合、画面は更新されません。

条件が不明な場合、Auto トリガを使用して波形を確認してください。 

・Single ‒入力されている信号がトリガ条件に一致している場合、トリガを発生させます。Single

モードではトリガ発生後、Stop の状態に入ります。すでにトリガを待っている状態でトリガボ

タンを押すと、強制的にトリガを発生させます。 

・Stop ‒ Auto、Normal、Singleの各トリガ･モードでの捕捉を中止します。 

Horizontal(水平軸)セクション 

 

・Delay - 遅延ノブを回転させて、画面上に表示される波形の水平

位置を調整します。この位置はトリガ･ポイントを示し、グリッドの下

に三角のマーカーで現在の設定位置を知ることができます。トリ

ガ・ディレイによってプリ･トリガやポスト･トリガが調節されます。 

また、遅延ノブを押すと、トリガ･ポイントがゼロに戻ります。ボタンを

もう一度押すと、トリガ・ディレイが直前の設定値に戻ります。 

・Time/Div -フロント・パネルの水平調整ノブを使用して、タイムベ

ースのTime/Divを設定します。 

 

TIPS：Delayの設定を変更する場合に、Delayの位置をユーザの好みに合わせて、時間で固定
させるか、または画面の位置で固定させるかを選択することができます。 

設定箇所はメニューバーから[ユーティリティ Utilities] – [プリファレンス設定 Preference 
Setup]を開き、[信号捕捉 Acquisition]タブの[遅延設定を固定するモード Delay setting constant 
in]を使って調整します。 
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Vertical(垂直軸)セクション 

 

各チャンネルの操作はオフセットやVolt/Divノブで

共通に行うことができます。チャンネルのボタンが点

灯している場合、そのチャンネルがアクティブであ
り、垂直調整ノブの操作対象であることを示します。 

• チャンネルをONにするには、該当のチャンネ

ル･ボタンを一度押します。  

• アクティブではないチャンネルをアクティブに

するには、該当のチャンネル･ボタンを一度押

します。  

• チャンネルをOFFにするには、該当のチャンネ

ルをアクティブにした後、チャンネル･ボタンを

もう一度押してOFFに切り替えます。 

チャンネルがアクティブになると、そのチャンネルのディスクリプタ・ラベルの外観が変わりま

す。 

 
アクティブではない

チャンネル 

 

アクティブなチャン

ネル 
チャンネルをOFF に切り替えると、次のチャンネルがアクティブなチャンネルになります。 
フロント・パネルのどのチャンネル･ボタンも点灯していない場合は、ONになっているチャン

ネルが存在しないことを意味します。 

また、オフセット･ノブを押すと、オフセットの値をゼロに戻すことができます。 

 

TIPS：Volt/Divの設定を変更する場合に、オフセットの位置をユーザの好みに合わせて、オフ
セットの電圧で固定させるか、または画面の位置で固定させるかを選択することができます。 

設定箇所はメニューバーから[ユーティリティ Utilities] – [プリファレンス設定 Preference 
Setup]を開き、[信号捕捉 Acquisition]タブの[オフセット設定を固定するモード Offset setting 
constant in]を使って調整します。 
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カーソル＆微調/粗調コントロール･セクション 

 

カーソル･セクションには、カーソルの位置を調整するための2つのカ
ーソル･ノブがあります。このノブはカーソル以外にも、メニュー内で

選択されているコントロールに対して微調、または粗調で値を変更

することができます。現在のノブのモードは下のインジケータ

により示されます。カーソルの選択はCursor Typeボタンによ
り行います。微調（または粗調）モードは、ダイアログ内のコン

トロールが選択されると自動的に切り替わります。 

 
CURS – カーソル･モードが選択されていることを示します。 
ADJ ‐微調、または粗調の調整モードが選択されていることを
示します。 
 

・Cursor Type- このボタンを一度押すと、カーソルがONになります。その後、ボタンを押すた

びに、次の4種類のカーソルが切り替わります。 

    
・ADJUST FINE(微調)ノブ-- このノブはカーソルの配置または調整の2種類のモードで動作

します。カーソル･モードでは上部または左側のカーソルの配置を制御します。このノブがカ

ーソル配置モードにあるときは、CURSランプが点灯します。  

任意のダイアログ・ボックス内で任意のフィールドをクリックすると、ノブが自動的にカーソル

配置モードから調整モードに切り替わり、ADJランプが点灯します。調整モードでは、選択

されたフィールドを微調整できます。ダイアログ・ボックスを閉じると、ノブはカーソル配置モ

ードに戻ります。 

・ADJUST COARSE(粗調) ノブ -- このノブはカーソルの配置または調整の2種類のモードで

動作します。カーソル･モードでは下部または右側のカーソルの配置を制御します。このノ

ブがカーソル配置モードにあるときは、CURSランプが点灯します。  

任意のダイアログ・ボックス内で任意のフィールドをクリックすると、ノブが自動的にカーソル

配置モードから調整モードに切り替わり、ADJランプが点灯します。調整モードでは、選択

されたフィールドを粗調整できます。ダイアログ・ボックスを閉じると、ノブはカーソル配置モ

ードに戻ります。 
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ズーム＆演算コントロール･セクション 

このセクションではズーム設定や演算、

メモリ波形に対する拡大やオフセット調

整をするために使用します。 
現在選択されているモードは下のインジ

ケータの表示で確認することができま

す。 

 
Zoom – ズーム･トレースが選択されてい
ることを示します。 
Math – 演算トレースが選択されている
ことを示します。 
Mem – メモリ･トレースが選択されてい
ることを示します。 

 QUICKZOOM -- マルチ・グリッド上に最大で 4つのチャンネル信号の拡大
ビューを自動的に表示します。4つの入力信号の場合、各信号は 4つのズーム・トレ
ースに沿って、それぞれ独自のグリッド上に表示されます。このボタンを押すと、他

のすべてのトレースがオフになり、すべての演算関数がチャンネルのズームに再定義

されます。 

 POSITION --画面上のズーム・トレースの水平位置を調整します。ズーム
領域は、ソース・トレース上でハイライト表示されます。DELAYボタンとは異
なり、水平位置はトリガ位置に対して校正されません。 

 ZOOM -- 選択したズーム・トレースの水平ズーム（拡大率）を調整しま
す。 

 POSITION -- 画面上の選択したズーム・トレースの垂直位置を調整します。
OFFSETボタンとは異なり、垂直位置は 0 V基準に対して校正されません。 

 ZOOM -- 画面上の選択したズーム・トレースの垂直ズーム（拡大率）を調整
します。 

フロントパネルと同じ操作を行う別の方法 
フロント･パネルとディスプレイのノブやコントロールの使用は、オシロスコープの各種機能に

アクセスするための最も一般的な方法です。ただし、別の方法でオシロスコープのダイアログ

を表示したり、設定を変更したりすることもできます。  
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上部メニュー・バー 
Windows と類似したインタフェースでオシロスコープを操作したい場合は、ディスプレイの最

上部にあるメニュー・バーからダイアログにアクセスすることもできます。この方法では画面の

一番下にダイアログ･ボックスが表示され、そのダイアログ内で調整を行うことができます。  
ダイアログ領域は画面の下部の 3分の 1 を占めます。信号波形の表示エリアを広げるには、

ダイアログ・ボックスの右にある [Close 閉じる] タブを押して、ダイアログ・ボックスを最小化す

ることができます。 
一定の限られたケースでは、メニュー・バーが特定の機能にアクセスする唯一の方法になり

ますが、一般的に、オシロスコープのほとんどの基本機能はフロント・パネルから制御できま

す。  
トレース･ポップアップ･メニュー 
トレースをタッチすると、ポップアップ･メニューが表示されます。このメニューは

チャンネル、演算、メモリなどにより選択できるメニューの項目が異なります。 

 
マウスおよびキーボード操作 
これまでの操作説明では、一般的な操作を行うときはフロント･パネルを使用し、選択を行うと

きにはタッチ・スクリーンを使用することに焦点を当ててきました。しかしながら、オシロスコー

プにマウスが接続されている場合は、オブジェクトにタッチする代わりにクリックすることができ

ます。同様に、キーボードが接続されている場合は、機器から提供される仮想キーボードの

代わりに実際のキーボードを使用してデータを入力することができます。  
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ディスプレイに表示される情報 
WaveRunner Xi-A オシロスコープのディスプレイには、垂直軸（チャンネル）、水平軸（タイム

ベース）、トリガ条件の現在の設定に関する重要な情報が表示されます。また、数多くのショ

ートカットが用意されており、ディスプレイのタッチ・スクリーン機能を使用して様々な情報をす

ばやく表示したり、ダイアログを開いたりすることができます。  

 

上部メニュー・バー（"ファイル"メニュー） 
上部メニュー・バーから様々なソフトウェア・ダイアログにアクセスできます。上部メニュー・バ

ーは、様々なWindows プログラムの"ファイル"メニューによく似ています。オシロスコープの

一般的な操作については、フロント･パネルまたはディスクリプタ・ラベルからほとんどのダイア

ログにアクセスできるため、上部メニュー・バーを使用する必要がありません。ただし、下記の

操作やダイアログにアクセスするには、上部メニュー・バーを使用するのが唯一の方法です。 
• ディスプレイのセットアップ 
• 波形の保存または呼び出し 
• セットアップ情報の保存または呼び出し 
• 印刷の設定 
• 垂直軸（チャンネル）、水平軸、またはトリガのステータス 
• メモリ（参照波形）のセットアップ 
• 合否テストのセットアップ 
• ユーティリティとプレファレンスのセットアップ 
• ヘルプの起動 
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上部メニュー・バーの右端にはUndo（元に戻す）ボタンが表示されます。このボタンが表示さ

れるのは、フロント・パネルの Autosetup（自動セットアップ）ボタンを押した後、またはズーム

操作を実行した後です。Undo（元に戻す）操作を実行する場合は、Autosetup（自動セットア

ップ）またはズーム操作のすぐ後に Undo（元に戻す）操作を実行する必要があります｡ 

グリッド領域 

 
他のオシロスコープと同様に、グリッド領域は垂直 8目盛と 1 水平 10 目盛に分けられます。

グリッド領域には、次の情報を明示できるように複数のインジケータがあります。 

• トリガ・ディレイの設定 

• トリガ・レベルの設定 

• トレースのゼロ電圧レベル 
これらのインジケータは、オシロスコープで現在トリガ対象となっている各チャンネルと同じ色

で色分けされます。  
トリガ・ディレイ・インジケータ 

 

トリガ・ディレイ・インジケータは、グリッド上で水平方向に配

置される色分けされた三角形です。  
トリガ・ディレイではディスプレイ上で水平方向にオシロスコ

ープ・トレースが配置されるため、トリガ時間より前の信号を

観察できます。トリガ・ディレイによってプリトリガ時間とポスト

トリガ時間が調節されます。 
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ポストトリガ・ディレイは、左向きの色付き矢印によって示され

ます。 これはトリガ発生後、しばらく時間を置いてから
の波形が表示されていることを意味します。 

すべてのトリガ・ディレイ値（ポストトリガ・ディレイ、ここでは-

1.04μs、を含む）は、タイムベースのディスクリプタ・ラベル

内に表示されます。  
トリガ・レベル・インジケータ 
 

トリガ・レベル・インジケータは、グリッド上で垂直方向に配置

される色分けされた三角形です。 
Stopトリガ･モードでトリガ・レベルが変更された場合、塗り潰

された三角形とともに同じ色の中抜けの三角形も表示されま

す。中抜けの三角形は、変更されたトリガ･レベルを示し、塗

り潰された三角形は現在表示されている波形のトリガ･レベ

ルを示します。  
トリガ対象のチャンネルが表示されていない場合は、トリガ・

レベル・インジケータが表示されません。 
ゼロ電圧レベル・インジケータ 

 

ゼロ電圧レベル・インジケータは、グリッド上で垂直方向に配置さ

れる色分けされたラベルです。  
ゼロ電圧レベルを変更するには、フロント・パネルのVERTICAL ノ

ブ領域にあるOFFSETノブを使用します。このノブを回すとゼロ電

圧レベルが調整され、ノブを押すとゼロ電圧にリセットされます。ノ

ブをもう一度押すと、直前のオフセット設定に戻ります。 

ディスクリプタ・ラベル 
ディスクリプタ・ラベルと呼ばれる矩形のボックス内に各種情報が表示されます。ディスクリプ

タ・ラベルにはステータス情報が表示されるほか、ラベルにタッチすると、詳細ダイアログが開

きます（ラベルはダイアログへのショートカットとして機能します）。チャンネルのディスクリプ

タ・ラベルは、ONになっているチャンネルのみについて表示されます。タイムベースとトリガ

のディスクリプタ・ラベルは常に表示されます。  
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チャンネルのディスクリプタ・ラベルは信号の垂直軸の設定情報を示し

ます。ラベルの左上には、チャンネルの番号が表示されます。その他

の情報はチャンネル番号の右側に次のように表示されます。  
• カップリング（AC1M, DC1M, DC50, Gnd） 
• ゼロ以外の値に設定されたスキュー補正（DQ） 
• フル以外の帯域幅の制限（BwL） 
• 2 以上のアベレージング（AVG） 
• Sinx/x 補間(SINX) 
• 反転演算(INV) 
• 分解能向上演算（FLT） 

（）内は表示記号、但し、表示領域が足りない場合、短縮記号

で表示される場合があります。 
チャンネルのディスクリプタ・ラベルに一度タッチすると、そのチャンネ

ルがアクティブになり、設定メニューが表示され、上記の設定を変更す

ることができます。 
2段目は Vot/Divが示されます。 
3段目はオフセットが示されます。 
4段目以降は設定状態により表示が異なります。 
チャンネルのアベレージが設定されている場合、そのスイープ

数が(#)で表示されます。 
シーケンスモードが設定されている場合、捕捉されたセグメン

ト数が（Seg）で表示されます。 
カーソルがON になっている場合は、そのチャンネルのカーソル情報

がトレース・ラベルに表示されます。 

また、シリアル･デコードを使用している場合やチャンネルモードの設

定により、メッセージがディスクリプタ･ラベルに表示される場合がありま

す。 

 

演算、ズーム、メモリのディスクリプタ･ラベルは演算内容、ソース波形、

垂直軸、水平軸の情報が表示されます。ラベルの左上には、演算やズ

ーム、メモリなどの番号が表示されます。その右側には演算内容とソー

ス波形が示されます。表示形式は演算内容（ソース波形）のように表示

されます。 

2段目は Vot/Divが示されます。 
3段目は Time/Divが示されます。 
4 段目以降はチャンネルと同じになります。 
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TimeBase（水平）ラベルの右側には、トリガ・ディレイの状態が表示され

ます。 

２段目右側には、Time/Div の設定が表示されます。またシーケンス･

モードに設定されている場合、1 セグメント内の Time/Div を示し、セグ

メント数が左側に表示されます（Seq） 

３段目左側には使用されているサンプル数が示され、右側にはサンプ

リング速度が示されます。 シーケンスモードが選択されている場
合、サンプル数は 1セグメントあたりのサンプル数を表します。 
TimeBase ディスクリプタ・ラベルに一度タッチすると、細かい調整を行

うためのソフトウェア・ダイアログが開きます。 

 

Trigger ラベルの右端には、トリガ対象のチャンネルとトリガのカップリン

グ情報が表示されます。 

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

トリガレベルが表示されます。 

3 段目左側にはトリガの種類、右側にはそのトリガの種類に応じたサブ

設定が表示されます。  
Trigger ディスクリプタ・ラベルに一度タッチすると、細かい調整を行うた

めのソフトウェア・ダイアログが開きます。 
ディスクリプタ・ラベルは、演算トレース、ズーム・トレース、メモリ（参照波形）の各トレースにつ

いても表示されます。これらのディスクリプタ・ラベルは、該当のトレースがONになっている

場合のみ表示されます。 

メッセージ・バー 
オシロスコープ画面の一番下には狭いメッセージ・バーがあります。メッセージ・バーの右端

には現在の日付と時刻が表示されます。ステータス、エラー、その他のメッセージもこの領域

に表示されます。  
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サンプリング･モード と時間軸のセットアップ 

タイムベースの設定と制御 
時間軸の設定はフロント・パネルの Horizontal(水平軸)セクションのノブを使用して
設定します。 
 
タイムベースの詳細な設定 
1. メニュー・バーの [Timebase タイムベース] をタッチした後、プルダウン・メニ

ューから [Horizontal Setup... 水平軸の設定] を選択します。[Horizontal タイムベ
ース] ダイアログが表示されます。 

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

て値を入力するか、上下矢印を使用して値を増減します。 
3. [Delay ] フィールド内部をタッチし、ポップアップ数値キーパッドを使用して値

を入力します。ディレイをゼロに設定する場合は、[Set To Zero ゼロに設定] ボ
タンにタッチします。 

4. 必要に応じ、サンプリング･モード（Sampling Mode）を選択します。 
5. [Real Time Memoryリアルタイム･メモリ] セクションで、メモリを必要に応じて

調整します。 
 
現在設定されているタイムベースの設定はグリッド右下のディスクリプタ･ボックス

に表示されます。 

 
白枠右：ディレイ 
黒枠右上：Time/Div 
黒枠左下：サンプリング･ポイント数 
黒枠左下：サンプリング速度 
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サンプリング･モードの種類 
タイムベースの設定に応じて、次のサンプリング・モードを利用できます。 

 
 

 

WaveStream モード -- この高速表示モードでは、アナログ･オシロスコ

ープの画面上の蛍光体と類似した減衰時間を使用し、段階的な輝度で

信号の強度が表示されます。WaveStream高速表示モードは最高 10 
GS/sで動作するほか、最大 20,000波形/秒までの更新速度がサポート
されるため、高周波の異常イベントをより的確に捕捉することができ

ます。但し、このモードで捕捉された波形のほとんどはパーシスタン

ス･マップ(画像)として処理が行われるため、演算やパラメータでの更

新速度はリアルタイム･モードと変わりありません。 

 

リアルタイム・モード -- シングル･ショット（リアルタイム）捕捉モー
ドでは、入力信号を一定の間隔でサンプリングし、デジタル化された

一連の電圧値を得ます。 

 

シーケンス・モード -- シーケンス・モードでは、アクイジション･メモ
リを複数の固定長セグメントに分割し、トリガ毎にシングルショッ

ト・モードで捕捉された波形をセグメントが埋まるまで繰り返しサン

プリングします。 シングルショットで最高のトリガ･レートを得たい場
合に有効な手法です。 

 

ロール・モード – Time/Div が 100 ms/div以上であるときに、このモー
ドを選択できます。ロール・モードでは、右から左に随時波形が更新

されます。波形の更新はとトリガ･モードにより異なります。Single モ

ードではトリガポイントが TimeBase の Delay 設定の位置に到達するま

で右から左に随時波形が更新されます。Normal モードでは Single モー

ドの繰り返しになりますが、毎回波形がクリアされます。Auto モード

では他のモードに切り変わるまで波形が右から左に更新されます。  

ロール･モード動作中の Pass/Fail テストは波形が取り終わるまで試験

結果が確定しません。 

 

RISモード -- RIS (Random Interleaved Sampling) は、シングルショッ
トの最高サンプリング速度よりも高い有効サンプリング速度を実現す

る捕捉手法です。RISモードは、安定したトリガを持つ繰り返し波形
にだけ使用することができます。 
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リアルタイム・サンプリング・モード（シングル･ショット） 
リアルタイム・モードでは、入力信号を一定の間隔(サンプリング速度)でサンプリン

グし、デジタル化された一連の電圧値を得ます。波形の捕捉は、トリガ･ディレイで

決められたトリガ･イベントの時間が経過した後に止まります。 

トリガ・ディレイには、プリトリガとポストトリガがあります。プリトリガはディス

プレイ・グリッドの左端からトリガ・イベントの発生時刻までの時間であり、ポスト

トリガはトリガ・イベントが発生してから現在までの時間です。プリトリガでは、ト

リガ・イベントのかなり前からトリガ・イベントの発生時刻までの範囲で、波形をサ

ンプリングすることができます。これは 100%プリトリガと呼ばれ、トリガ条件が満
たされてトリガ・イベントが発生する時点までの波形を確認することができます(プ
リトリガ情報については、最大レコード長までのポイントがオシロスコープに保持さ

れます)。一方、ポストトリガでは、イベントが発生した後、10,000 divに相当する
ポイント以降の波形をサンプリングすることができます。 
本オシロスコープの個々の入力チャンネルには専用の ADコンバータがあるため、各
チャンネルの波形が同時にサンプリングされて計測されます。このようにして、チャ

ンネル間の時間がきわめて高い精度で計測されます。 
タイムベースを速く設定すると、シングルショット・サンプリング速度の最高値が使

用されます。一方、タイムベースを遅く設定した場合は、サンプルの数を保持しなが

ら、サンプリング速度が遅くなります。 
サンプリング速度、メモリ、時間の間には、次式で定義される関係があります。 
  

 
および 

 
 
シーケンス・サンプリング・モード（セグメントの操作） 
シーケンス・モードを用いると、最大 5,000 個(機器の仕様を参照)のイベントをトリ

ガが発生するたびにオシロスコープの捕捉メモリを分割したセグメントに記録するこ

とができます。これは、間断なく発生する高速のパルスを捕捉したり、長い間休止し

て生じる短いイベントを捕捉する場合に最適です。機器は、イベント間の無意味な時

間を無視することで、長時間に渡る複雑なシーケンスのイベントを詳細に確認するこ

とができます。、。また、高精度の捕捉タイムベースを使用して、特定のセグメント

上にあるイベント間の時間を計測することもできます。 

シーケンス･モードには以下のような特徴があります。 

• 最高 4チャンネル同時にイベントを捕捉することができます。 
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• トリガ間のデッドタイムを最小化することができます。 

• 個々のセグメント捕捉時のタイムスタンプを確認することができます。 

• 個々のセグメントを拡大したり、各セグメントを演算関数の入力として使用す

ることができます。 

• シーケンス・モードと高機能トリガを組み合わせることで、数時間から数日に

渡る長期間で稀な現象を全て捕捉して後から確認することができます。 

• シーケンス･モードをリモート・コントロールで利用して、機器の高速転送を活

用することができます。 

シーケンス･モードでは、シングル・ショットで捕捉する場合、捕捉が終了するのは

設定したセグメント数(機器の仕様を参照)の信号捕捉が行われた後です。各セグメン

トの捕捉時間は、シーケンス・タイムベースの設定に基づいて決定されます(10 x 
time/div)。なお、サンプルまたはセグメントの実際の数、および時間またはポイント
を決めるときには、シーケンス・タイムベースの設定とともに、ユーザーが指定した

セグメント数、セグメントの最大長、利用可能なメモリ総量も考慮されます。ただし、

完全な波形とそのセグメントが画面全体に表示されない場合もあります。 

   
セグメントを捕捉する仕組み 

シーケンス・モードを設定するには 

注意：Single モードによる捕捉が開始された後、フロント・パネルの Singleボタンをもう一
度押すと、捕捉をいつでも中止することができます。その場合、既に捕捉されたセグメントは

メモリに保持されます。 

1. メニュー・バーの [TimeBase タイムベース] をタッチした後、プルダウ
ン・メニューから [Horizontal Setup... 水平軸の設定] を選択します。 
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2. [Sequence  シーケンス] ボタンにタッチします。 

 
3. [Sequence シーケンス] タブをタッチします。 

 
4. [Acquisition  Settings 信号捕捉設定] セクションで、[Num of Segments 
セグメント数] フィールド内部をタッチし、ポップアップ数値キーパッドを
使用して表示対象のセグメント数を入力します。 

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

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

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

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

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

シロスコープの機能を利用できるようになります。 

6. [Enable Timeout タイムアウトを有効にする] チェックボックスをオンにし
ます。 

個々のセグメントを表示するには 

1. フロントパネルの Quickzoom ボタンを押します。 

 

2. セグメント間の移動は Zoom&Mathの Positionつまみで移動します。 

3. Zoomの調整を行う場合は、作成された Zxトレースラベルを選択して、ダ
イアログを表示させます。 

4. ズーム･ダイアログ内の[Horizontal 水平]や[Vertical 垂直]の下記のコントロー
ルを使用して拡大縮小を行います。Varチェックボックスをマークすること
により倍率を微調整することができます。 
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注意：パーシスタンス・モードでは、各セグメントが自動的に相互に重ね合わされて表示され

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

タイム・スタンプを表示するには 

1. メニュー・バーの [TimeBase タイムベース] をタッチした後、プルダウ
ン・メニューから [Acquisition Status... 信号捕捉ステータス] を選択しま
す。 

2. [  Trigger time トリガ時間] タブをタッチします。 
3. [Time of選択] フィールドでチャンネルまたはメモリ波形を選択します。 

 
TIPS：Excel形式でタイムスタンプを出力するには 

シーケンスモードのタイムスタンプは Dtrig Timeパラメータでも取得することができます。
Dtrig Timeはトリガとトリガの間の時間を計測しています。ここから得られたデータを Math[演
算]機能の Trend[トレンド]を使用して出力させます。トレンド機能はパラメータのデータを順番
に並べて波形のように出力します。[File – SaveWaveform]を使い、Excel形式で、ソースをト
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レンドが設定された演算に設定してファイルに出力します。 

 
RISサンプリング・モード -- 高いサンプリング速度を実現 
RIS (Random Interleaved Sampling)モード は、リアルタイム･モードに比べ高い有効サン
プリング速度を得ることができます。RISモードでは、リアルタイムでの捕捉を複数回
繰り返し実行することによって、200 GS/sの最大有効サンプリング速度を等価的に実 
現します。そのため安定したトリガを持つ繰り返し波形以外には適用できません。 

通常、オシロスコープ内部のクロックで生成されたサンプリングのタイミングとトリ

ガ･ポイントの位置は同じになりません。下図の○をサンプリング･ポイントとした場

合、トリガされる位置と若干ずれてサンプリングされています。オシロスコープ内部

ではこのトリガ･ポイントとサンプリングのずれを計測しています。 

 
トリガ毎にサンプリングされた波形を Segment1、Segment2･･･などとした場合、RISモ

ードではトリガからのずれを基に波形を並べ直し、合成することで各セグメントのサ

ンプリング間隔を補間します。 
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注意： 固定サンプリング速度モードでオシロスコープを操作するときは、 RISモードが使用で
きないことに注意してください。 

ロール・モード 
(1) タイムベース・モードがリアルタイムである、(2) Time/Divが 100msより長い、
(3) サンプリング速度が５MS/sより遅いという 3つの条件が満たされている場合に、
ロール・モードを選択することができます。 
上記条件が満たされていても、自動的にロール・モードが選択されるわけではありま

せん。[Timebase タイムベース] ダイアログから手動でロール・モードを選択して起
動する必要があります。 
ロール・モードは、リアルタイムで捕捉した十分に低い信号速度の波形を、リアルタ

イムに表示します。オシロスコープの画面には、トリガ・イベントが検出されて捕捉

が終了するまで、入力データが流れるように連続的に表示されます。各チャンネルに

つながったパラメータや演算関数は、ロール・モードのバッファが更新されるたびに、

新たなデータが入った場合のように、再計算されます。有効なロール・モードの各段

階で統計が初期化されます。 

トリガ･モードによりロール・モードの表示は異なります。[Auto オート]ではトリ

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

はトリガ･イベントが来るまで波形が流れて表示されますが、トリガ･イベントが発生

すると、そのイベントがディレイの位置まで来るまで波形が流れ、同じ位置にで止ま

ります。[Normal ノーマル]ではシングル･トリガの繰り返しとなりますが、一度シン

グルが終了すると画面がクリアされます。 

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

オシロスコープから「Channel data is not continuous in ROLL mode!!! （ロール・モードのチャ
ンネル・データが途切れています。）」という警告が発行され、ロール表示が最初から開始さ

れます。 

WaveStream高速表示モード 

 
 

WaveStream高速表示モードでは、アナログ画面上の蛍
光体の動作をシミュレーションした減衰時間を使用し

て、段階的な輝度で信号の強度が表示されます。

WaveStream高速表示モードは最高5 GS/sで動作するほか、

最大8000波形/秒までの更新速度がサポートされるため、高

周波の異常イベントをより的確に捕捉することができます。 
INTENSITYノブはトレースの輝度を調整します。このノブを押
すと、WaveStream高速表示モードとリアルタイム・モードが
切り替わります。 
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Real Time Memoryリアルタイム･メモリ 
最大メモリ長 [Set Maximum Memory]モード 
Max Sample Pointで設定された Time/Divと最大メモリ長の範囲内で最高のサンプリ
ング･スピードが選択されます。これは最大メモリ長を制限して更新速度を早くする

ことができます。逆に最大メモリ長が増えた場合、高速なサンプリング･スピードを

得られますが、処理時間が長くなります。 
固定サンプリング速度[Fixed Sample Rate]モード 
Sampling Rateフィールドで設定されたサンプリング･スピードが固定されるモード
です。Time/Divは搭載されたメモリ以上には設定できません。 

チャンネル･モード[Active Channels] 
2つのチャンネルを結合して、サンプリング速度またはメモリ（あるいはその両方）
を増強することができます。チャンネルを結合した場合、結合により表示されないチ

ャンネルは、トリガの入力として使用することができます。 
2チャンネル・モードでは、チャンネル 2とチャンネル 3がアクティブになります。
自動（Auto）捕捉モードでは、チャンネル 1または 2、およびチャンネル 3または 4
を組み合わせて使用することができます。2つのチャンネルを結合すると、メモリ長
が大幅に増加します。またWaveRunner Xi-Aの 600MHz帯域以上の製品では最高サ
ンプリング速度は 2倍の 10GS/sになります。 
チャンネルを結合するには 
1. メニュー・バーの [TimeBase タイムベース] をタッチした後、プルダウン・メニ

ューから [Horizontal Setup... 水平軸の設定] を選択します。 
2. [Active Channels チャンネル･モード] で、4、2または [Auto] にタッチします。

各ボタンの隣に最高サンプリング速度が表示されます。 
 

外部サンプリングの設定 
通常、オシロスコープのサンプリングは内部のクロックを使ってサンプリングされて

います。この内部クロックを使用せずに外部入力端子（EXT）に入力された信号に従
ってサンプリングするのが外部サンプリング･モードです。外部サンプリング･モード

はチャンネル･モードが２(つまり、このモードでは１Chと４Chはご使用いただけま
せん)、リアルタイム･メモリが最大メモリ長、サンプリング･モードがリアルタイム
に設定されている必要があります。このモードに設定されると Time/Divは１Divあ
たりのサンプルポイント数で設定します。 
外部サンプリングを設定するには 
1. メニュー・バーの [Timebase タイムベース] をタッチした後、プルダウン・メニ

ューから [Horizontal Setup... 水平軸の設定] を選択します。[Horizontal タイムベ
ース] ダイアログが表示されます。 
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2. [Sampling Modeサンプリング･モード]セクションで[Real Timeリアルタイム]に
設定します。 

3. [Real Time Memoryリアルタイム･メモリ]セクションで[Set Maximum Memory
最大メモリ長を設定]に設定します。 

4. [Active Channelsチャンネル･モード]セクションで[2]に設定します。 
5. [Clock Sourceクロック･ソース]タブに移ります。 

 
6. [Sample Clockサンプル･クロック]セクションの中から Ext端子に供給されるク

ロックの信号タイプを入力します。 
7. [External Coupling外部カップリング]セクションの中から適切なものを選択しま

す。 
サンプル･クロックと外部カップリングの設定により必要とされる入力信号の仕様は

下記を参照してください。 

信号タイプ インピーダン

ス(Ω) 
スレッシュホ

ールド･レベル 
最小振幅 最小スルーレ

ート(mV/ns) 
TTL 50 1.5V 3V 250 
TTL 1M 1.5V 3V 350 
ECL 50 -1.3V 0.2V 150 
ECL 1M -1.3V 0.2V 250 
0 Cross 50 0V 0.2V 150 
0 Cross 1M 0V 0.2V 250 
 
8. 外部クロックの周波数が 100KHz以下の場合[External Clock Frequency外部クロ

ック周波数]に外部クロックに入力される最低周波数を入力します。 
9. もう一度[TimeBaseタイムベース]タブに戻り、Time/Divフィールドを使い、１

Divあたりのサンプル数を入力します。 
10. トリガがかかるようにトリガ条件を設定します。 

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

く設定する必要があります。 
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信号の表示 － 垂直軸セットアップ 

チャンネルをオンにする 

1. 信号をチャンネルに接続します（この例では、信号をチャンネル 1に接続し、チャ
ンネル 1はまだ ONになっていないと想定します）。  

2. フロント・パネル上の[Vertical 垂直軸]セクションにある Channel 1 ボタンを押してチ
ャンネル 1 をオンにします。該当のボタンが点灯し、チャンネル 1のディスプリプ

タ・ラベルが表示されます。  

3. グリッド上に信号が表示されない場合は、AUTO トリガ･ボタンを押し、フロント･パネ
ル上の Horizontal ノブと Vertical ノブで設定を調整して信号を表示します。または、

AUTOSETUP ボタンを押せば、ほとんどの反復信号を即座にグリッドに表示します。  

4. プローブの減衰率、カップリング、帯域幅の制限を変更する必要がある場合は、チ
ャンネル 1のディスプリプタ・ラベルにタッチしてチャンネル 1 のセットアップ・ダイ

アログを開きます。  

 
（トレースがアクティブでない場合は、これを 2 回押す必要があります）。または、メ

ニュー・バーから [Vertical 垂直軸]、[Channel 1 Setup チャンネル 1 のセットアップ] 

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

る [Close 閉じる] ボタンにタッチし、ダイアログを閉じるまでグリッド領域が狭くなりま

す。  

 

Volt/Div 

Volt/Divは波形が表示されるグリッドの単位(１Divに対する電圧)を決定します。フィ
ールドの内部にタッチしてバーチャルキーバッドで指定するか、隣の上下の矢印コン

トロール、またはフロント･パネルの Volt/.Divのノブで指定します。[連続可変
Variable Gain]のチェックがマークされていない場合、Volt/Divは段階的に 1-2-5の単
位になり、マークされれている場合、細かく Vot/Divを指定することができます。 

TIPS：振幅精度は波形の振幅が全グリッドの 80%程度の大きさになるように設定されると、最
も高くなります。複数のトレースを表示する場合にはマルチ･グリッドで使い、振幅精度を適正

に保ちながら見やすい表示を行うことができます。 

オフセット 

オフセットはチャンネルに入力された電圧をオフセット電圧で差し引きます。これは

画面上の配置オフセットではありません。微小信号に DC成分が加算された波形を観
測する際に Volt/Divの感度を上げて微小波形だけを大きく表示する場合に有効です。 

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

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

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

カップリング 
カップリングの選択肢は次のとおりです。 

• DC  50 Ω 
• GROUND 
• DC 1 MΩ 
• AC 1 MΩ 

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

ップ・メニューからカップリング・モードを選びます。 
注意：ProBus プローブがチャンネルに接続されている場合は、そのチャンネルについて選択できるカッ

プリングが変わります。 
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スキュー補正 
ケーブルの長さの違いやプローブの不整合、そのほか信号間のタイミング・ミスマッチを引き

起こす原因を補正する場合は、スキュー補正（デスキューイング）を行うことができます。目的

のチャンネルにすべてのプローブを接続した後、それらのチャンネルで同じ信号を測定し、

[Deskew ] を使用してタイミングの差異を調整します。  

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

オシロスコープによって自動的に設定されます。減衰率が自動的に設定されない場合は、

[Probe Atten プローブの倍率] フィールドの内部にタッチし、ポップアップ・メニューから適切

な値を選択して減衰率を設定します。  

帯域幅の制限 
入力信号の帯域幅が非常に低い場合は、高周波ノイズを制限するほうが適切です。そのよう

な場合には、オシロスコープの全帯域幅より狭いチャンネル帯域幅に制限することができま

す。帯域幅を制限するには、[Bandwidth 帯域幅] フィールドの内部にタッチし、ポップアッ

プ・メニューから目的の値を選択します。この帯域幅制限はADに入力される前のアナログ･

フィルタとなります。アベレージや ERES はデジタル処理が行われています。 

信号のアベレージング 
WaveRunner Xi-A オシロスコープには、信号を連続的に平均化して信号ノイズを低減し、信

号の評価をサポートする機能があります。このアベレージング機能を使用する場合は、

[Averaging アベレージ] フィールドの内部にタッチし、ポップアップ・キーパッドに最大 100 万

回までのスィープ値を入力します。  

TIPS：アベレージングとERESは共にノイズ除去に効果がありますが、入力される信
号に応じ、使い分ける必要があります。アベレージは同じ波形を複数回サンプリング

するため、毎回波形形状が異なる過渡現象のような波形に対しては利用できません。

ERESは移動平均のような処理を行うため、単発の波形に対してノイズ(高周波)除去
を行えますが、ローパスフィルタのように帯域幅は狭くなるため、高いサンプリング

周波数を必要とする信号には適していません。 

補間の設定 
直線補間はサンプリング・データの間を直線で結ぶため、方形波のようにエッジが直線であ

る信号の表示に適しています。一方、サイン補間は、曲線的な信号や不規則な波形の表示

に適しています。特にサンプリング速度がシステムの帯域幅の 3～5倍である場合には、サイ

ン補間が有効です。 

ノイズ・フィルタ（ERES） 
本製品の分解能向上機能では、垂直分解能が一定の割合で向上するようなフィルタが用意

されています。つまり、信号内のノイズ量や信号のタイプ（シングル・ショット信号、連続信号）

に関係なく、垂直分解能が一律に向上します。信号対雑音比(S/N 比)の向上度合いは、元

の信号に含まれるノイズのタイプに応じて異なります。分解能向上（ERES）フィルタによってノ
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イズの一部が取り除かれるため、信号の帯域幅は狭くなります。信号の帯域幅はサンプリン

グ速度と ERES のビット設定に応じて決まり、実際にサンプリングが行われると、ERES の設定

項目の下にカットオフ周波数が表示されます。 

 

ショートカットの使用方法 
チャンネル･メニュー上のショートカットを使用すると、現在のチャンネル･ダイアログから簡単

にアクションを実行できます。 計測や Zoom、Mathなどのソースは呼び出し元のチャン
ネルに自動的に設定されるため、素早く設定することができます。 
計測、ズーム、演算、メモリ（参照波形）、ラベルの詳細については、各トピックを説明するセ

クションを参照してください。  

 

[Measurement selection 計測の選択] ポップアップ・メニューを開きます。

このメニューを使用すると、[Channel Setup チャンネルのセットアップ] ダイ

アログを離れることなく、アクティブなチャンネルのパラメータ（計測）を最高

6個まで選択できます。パラメータは自動的にグリッドの下に表示されま

す。  

 

チャンネル信号のズーム・トレースを作成します。ズーム・トレースがアクテ

ィブになり、[Vertical] コントロールと [Horizontal] コントロールを使用して、

ズーム・トレースのスケールと位置を調整できるようになります。 

 

[Math selection 演算の選択] ポップアップ・メニューを開きます。このメニュ

ーを使用すると、[Channel Setup チャンネルのセットアップ] ダイアログを

離れることなく、アクティブなチャンネルの演算関数を選択できます。演算

関数を選択すると、演算トレースが独立したグリッド上に表示されます。  

 

対応するメモリ（参照波形）の位置にチャンネル・トレースをコピーします。

たとえば、C1 は M1 にコピーされ、C2 は M2 にコピーされます。  

 

波形をグリッドに合わせるように、垂直軸のスケーリングを自動的に実行し

ます。 

 

[Labeling ラベリング] ポップアップ・メニューを開きます。このメニューを使

用すると、ユーザ定義ラベルを波形に付けることができます。   

 

現在ダイアログ・ボックスが開いているチャンネル・トレースが自

動的に隣のグリッドに移動します。表示されているグリッドが 1つ
しかない場合は、自動的に新しいグリッドが作成され、トレースが

移動します。 
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トリガ 

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

を適切に設定すれば、波形を詳しく分析することができます。これらのトリガは主に、次の 2

つのカテゴリに分けられます。 
• エッジ･トリガ － エッジ・トリガは波形の立ち上がり、立ち下がり、ホールドオフなどの基

本的な条件でトリガします。 
• SMARTトリガ－ 波形の複雑な条件に基づいてトリガが行われます。 
• シリアル･トリガ（オプション） - UART, I2C, SPI, USBなど多くのシリアル規格に基づいて、

シリアルデータのIDやデータの条件でトリガします。 
単純な信号についてはエッジ・トリガを使用し、グリッジなどの特殊な属性を持つ信号につい

ては SMART トリガを使用してください。 
エッジ・トリガの設定方法は、この基本操作マニュアルに記載しています。SMART トリガの設

定方法と使用方法の詳細については、オンライン・ヘルプを参照してください。 

トリガ条件 

 
トリガ・ディレイ – オシロスコープのトリガ位置を画面の中心を基準として求めた時間。オシロ
スコープのトリガ位置は、プリトリガの場合は 0-100%（グリッド上で左から右）、ポストトリガの場

合は 0～10,000 div（時間単位）で調整できます。  
カップリング – トリガ・ソースの入力における信号カップリングの種類（AC, DC, LFREJ, 
HFREJ） 
レベル –  トリガが発生する時点のしきい値レベル（ボルト単位で指定）  
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スロープ–  特定のトリガを生成するために信号がトリガ電圧を横切る方向  

トリガのセットアップに関するガイドライン 
トリガ・ディレイ 

トリガ・ディレイ・インジケータは、グリッド上で水平方向に

配置される色分けされた三角形です。  
トリガ・ディレイではディスプレイ上で水平方向にオシロス

コープ・トレースが配置されるため、トリガ時間より前の信

号を観察できます。トリガ・ディレイによってプリトリガ時間

とポストトリガ時間が調節されます。プリトリガ・ディレイは0-

100%の範囲で調整できます。 

 

ポストトリガ・ディレイは、左向きの色付き矢印によって示さ

れます。ポストトリガ・ディレイは0～10,000 div（時間単位）

で調整できます。 

 

すべてのトリガ・ディレイ値（ポストトリガ・ディレイを含む、こ

こでは-1.92μs）は、タイムベースのディスクリプタ・ラベル

内に表示されます。  
 

ゼロ遅延はオシロスコープ画面の水平中心です。  
トリガ・ディレイを変更するには、フロント・パネルのHORIZONTAL ノブ領域にある[DELAY

遅延]ノブを使用します。ノブを回すとトリガ・ディレイが調整され、ノブを押すとゼロ遅延にリセ

ットされます。 
トリガ・レベル・インジケータ 

トリガ・レベル・インジケータは、グリッド上で垂直方向に配置さ

れる色分けされた三角形です。  
Stop トリガ･モードでは、特定の時点でトリガ・レベルが変更さ

れた場合に、塗り潰された三角形とともに同じ色の中抜けの三

角形も表示されます。中抜けの三角形は、次回の有効なトリガ

発生時のトリガ･レベルを示します。   
注意：トリガ対象のチャンネルが表示されていない場合は、トリガ・レベ

ル・インジケータが表示されません。  
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トリガ・レベルを変更するには、フロント・パネルの TRIGGER ノ

ブ領域にある LEVEL ノブを使用します。このノブを回すとトリ

ガ・レベルが調整され、ノブを押すと信号レベルの 50%にトリ

ガ・レベルが設定されます。  

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

レベルは変わりません。  
トリガ・レベルの振幅と範囲には次のような制限があります。 

• 1 つのチャンネルをトリガ・ソースとする場合は画面上で±4.1 div 

• EXT をトリガ・ソースとする場合は±0.5 V 

• EXT/10 をトリガ・ソースとする場合は±5 V 

• LINE をトリガ・ソースとする場合は制限なし（ゼロ交差が使用される）。 
エッジ・トリガをセットアップするには 

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

 
または、メニュー・バーの [Trigger トリガ] にタッチし、[Trigger Setup トリガの設定] 

を選択します。  
どちらの場合も、次のダイアログがディスプレイの下部に表示されます。  

 
"SMART Trigger" ではなく "Edge Trigger" がハイライト表示されていることを確認

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

択します。 
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C1 ～ C4 はチャンネル 1からチャンネル 4の略称です。  
Ext または Ext/10 を使用すると、オシロスコープの外部入力に

対してトリガを発生させることができます。Ext 入力は±0.41` V、

Ext/10 入力は±4.1 V です。  
Line は AC電源の Positive または Negative のエッジをトリガ対

象とするときに使用します（バッテリ電源または DC電源では使

用できません）。  
特定の SMART トリガでは、Pattern（論理パターン）をソースとし

て使用できます（エッジ・トリガでは論理パターンを入力として使

用できません）。  

3. [Coupling カップリング] フィールドの内側にタッチし、トリガ・カップリングを選択しま
す。カップリングは、トリガ回路の入力における信号カップリングの種類を指します。

下記の種類のカップリングから選択できます。 

  
 DC -- DC カップリングでは、信号のすべての周波数要素がトリガ回路に結合され

て高周波バーストが生成されます。また、AC カップリングを使用すると、有効トリガ･

レベルがシフトします。  
 AC – 信号が容量的にカップリングされます。DC成分は除去され、50 Hz 以下の

周波数は減衰されます。 
 LFREJ -- 容量性ハイパス・フィルタを通じて信号がカップリングされます。DC成分

は除去され、50 kHz 以下の信号周波数は減衰されます。中程度の周波数の信号

から高周波信号に対して安定的にトリガを設定するときに使用します。 
 HFREJ – 信号がトリガ回路に対して DC カップリングされます。50 kHz 以上の周波

数はローパス・フィルタによって減衰されます。低周波に対してトリガを設定するとき

に使用します。 
4. フロント･パネルのLevel ノブを回して、トリガ・レベルを調整します。 
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5.  [Slope 勾配] フィールドの内側にタッチし、トリガ勾配を選択します。 

 

Positive（上向き）および Negative(下向き)の勾配は、トリガ対象

の電圧が変化する方向を意味します。  
Ether(どちらか）はPositiveとNagativeのどちらの勾配でも
トリガされます。 
Window（ウィンド）は指定されたトリガ･レベルの上下に広がる領

域を定義します。信号がこの窓領域を上下どちらかの方向に離

れて上部領域または下部領域に入るときに、トリガ･イベントが発

生します（下図を参照）。信号が上部領域または下部領域から窓

領域に再び入るときに、次のトリガ･イベントが発生します。 

 
トリガの窓領域の説明 

ホールド･オフ機能（エッジ･トリガのみ） 
ホールド･オフはエッジ・トリガの追加条件（省略可能）です。ホールド･オフ条件を指定すると、

最後のトリガが発生した後、指定された時間間隔やイベント回数だけトリガ･イベントを無視す

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

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

で Time(1ns – 20s)または Events（1# - 99999999#）を選択して、Holdoff Time フィールドや
Holdoff Events フィールドに値を入力します。 

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

捉されます。  
反復的な合成波形について、トリガ回路を安定させたい場合は、ホールドオフ条件を設定し

てください。たとえば、トリガ対象とするエッジの前に複数のエッジが存在する信号について

は、トリガ対象のエッジの前にあるエッジの個数をホールドオフ条件として設定できます。  
ホールドオフの設定の詳細については、オンライン･ヘルプを参照してください。  
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標準トリガ概要 

 
エッジ 

 

エッジ･トリガは単純で反復的な信号に対して使用します。このトリガは、波形の

基本的な特性や条件（正のスロープ、負のスロープ、ホールドオフなど）に基づ

いて起動されます。 

パルス幅 

 

パルス幅トリガには、電圧レベルによって制限される正方向または負方向のパ

ルス幅を定義する機能があります。入力電圧がこのパルス幅を上回った場合ま

たは下回った場合に、トリガが発生します。また、パルス幅の範囲を指定するこ

ともできます。指定した範囲の内側または外側でトリガが発生します。 

クォリファイ 

 

クォリファイ（A-B）トリガでは、イベント A でトリガの発生を準備し、イベント B でト

リガを発生させることができます。トリガ発生を準備するイベントにアナログ信号

が 1回だけ発生するエッジまたはパターンが 1回だけ発生する（Pattern）、また

はアナログ信号が条件を満たした状態を維持するステートまたはパターンを維

持する（PatState）が設定でき、トリガを発生させるイベントとして使用できる条件

はエッジ（Edge）、パルス幅（Width）、グリッチ（Glitch）、またはインターバル

（Interval）です。このクォリファイ・トリガはレクロイの従来の "Qualify" トリガおよ

び "State" トリガと同じですが、異なる UI で設定されます。 

パターン 

 

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

論理結合（パターン）に基づいて、トリガを発生させることができます。論理結合

を定義するために、4 種類のブール演算子（AND、NAND、OR、NOR）が用意さ

れています。また、個々のチャンネル入力ごとに、論理電圧レベルの上限と下

限を定義することができます。 

TV 

 

TV トリガは、標準または独自の合成ビデオ信号に対して安定したトリガを生成

します。このトリガは PAL 規格、SECAM規格、NTSC 規格、HDTV (720P、

1080i、1080P)規格で使用します。他の規格については、CUSTOM セット

アップを使用します。 

  

オプション(I2C、SPI、LIN、UART・RS232、CAN など）  

シリアル 

 

シリアル・トリガでは、分かりやすいインタフェースを使用して、オシロスコープの

内部からシリアル・トリガ条件を設定できます。 

TIPS:  バースト信号の先頭でトリガする場合、パルス幅トリガを使用します。バースト信号
の終了から次のバースト信号までをパルス幅トリガさせるように設定し、条件として＞を選択

します。信号で流れてくる周期の最大時間より長い値を下限値に設定します。 
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SMART トリガ概要 

SMART トリガには下記の種類があります。 

グリッジ 

 

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

またはパルス幅の範囲のみをトリガ条件として指定する場合は、グリッジ・トリガ

を使用することができます。グリッジ・トリガではレンジの設定はできません。 

インターバ

ル 

 

グリッジ・トリガはパルス幅をトリガ条件としますが、インターバル・トリガはパルス

間隔（パルス周期）をトリガ条件とします。パルス間隔とは、同じ極性を持つ 2つ

の連続したエッジ（正から正、負から負）を分離する信号間隔を意味します。イン

ターバル・トリガを使用すると、指定した間隔よりもパルス間隔が小さい場合、ま

たは指定した間隔よりもパルス間隔が大きい場合に、トリガを発生させることがで

きます。また、パルス間隔が指定した範囲の内側または外側にある場合に、トリ

ガを発生させることもできます。つまり、パルス間隔による除外トリガとして使用で

きます 

ドロップア

ウト 

 

ドロップアウト・トリガは主にシングルショット・モードで使用されるトリガであり、事

前に設定されたトリガ・ディレイに基づいて、信号の損失を検出する機能があり

ます。ドロップアウト・トリガは、最後のトリガ・エッジが発生した後、タイムアウト期

間の最後に生成されます。タイムアウト期間は、１ns～20s の範囲で設定するこ

とができます。 

ラント 

 

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

に、2 番目のスレッショールド・ラインを交差しなかったときに発生します。1ns～20s の

時間範囲で 2つの電圧スレッショールドが選択できます。 このトリガのその他の

定義条件は、エッジ（選択されたものと反対の勾配でトリガ発生）とラント幅で

す。 

スルー・レ

ート 

 

スルー・レート・トリガは、パルスの立ち上がり、または立ち下がりエッジが上限レ

ベルと下限レベルの 2つのスレッショールド・レベルを交差したときに発生しま

す。パルス・エッジは、指定された時間よりも早くまたは遅くスレッショールドを交

差する必要があります。指定できる 2つのスレッショールドの範囲は、1ns～20s

です。 
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グリッジ･トリガの動作 
グリッジ･トリガは一定のパルス幅より短いパルス幅、または一定の範囲内に入るパ

ルス幅を検出します。条件として＜(未満)、またはレンジ In Range（範囲内）を選
択することができます。条件の違いは下図の例を参照してください。 

 

インターバル･トリガの動作 
グリッジ･トリガはパルス幅をトリガ条件としますが、インターバル･トリガはパルス

の周期をトリガ条件とします。パルスの周期とは、同じ極性を持つ 2 つの連続した
エッジ（正から正、負から負）間の時間を指します。 インターバル･トリガを使用す
ると、指定した間隔よりもパルス間隔が小さい場合、または指定した間隔よりもパル

ス間隔が大きい場合に、トリガを発生させることができます。 また、パルス間隔が
指定した範囲の内側または外側にある場合に、トリガを発生させることもできます

(パルス間隔による除外トリガ)。 
条件として[Less Than 未満]:が設定された場合、 指定したパルス間隔よりも実際の
パルスの周期が短い場合に、このインターバル・トリガが発生します。 
条件に合致するエッジが発生するたびに、トリガ条件が初期化され、間隔のタイマー

が再開されます。 
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例として下図を参照してください。上段（Trigger Cource）がトリガ回路に入力され
ている信号、中段（Trigger can occur）が[Less Than 未満]条件で Upper Interval（上
限）として設定された時間とした場合、最初の周期では設定値より長い周期のため無

視され、2番目の周期が設定値より短いためトリガされます。トリガ位置は下段の太
い矢印の位置です。 

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

 
2. Typeの中の Smart、Smart Typeの中で Intervalを選択します。 
3. Setupの中でトリガ･ソース、カップリング、エッジの極性を選択します 
4. 周期を計測する信号レベルを Levelに入力します 
5. Interval Conditionの次のアイコンを使ってインターバル･トリガの条件を入力し

ます。この選択により条件入力メニューが変化します。 

 

Less Than（未満）：Upper Intervalより短い周期の波形でトリガ
します 

 

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



WaveRunner Xi-Aシリーズ  

56 WRXi-A-GS-J Rev D 

 

In Range:周期の範囲を指定します。Deltaを選択すると、
Nominal Width±Deltaの範囲でトリガされます。Limitsを選択す
ると Lower Intervalと Upper Intervalの範囲でトリガします。 

 

Out Of Range:除外条件とする周期の範囲を指定します。Deltaを
選択すると、Nominal Width±Deltaの範囲以外でトリガされま
す。Limitsを選択すると Lower Intervalと Upper Intervalの範囲以
外でトリガします。 

クォリファイ･トリガの動作 
クォリファイ･トリガでは２つの条件を組み合わせてトリガします。１番目の条件を

イベント A、2番目の条件をイベント Bとします。A,Bそれぞれイベントは詳細メニ
ューが分かれており、別々のチャンネルを指定できます。イベント Aは 1度条件が
クリアされた後は Aの入力の状態を問わずイベント Bが有効になる条件(エッジ、パ
ターン)と、Aの条件が続いている間だけイベント Bが有効になる条件（ステート、
パターン･ステート）があります。イベント Bはイベント Aが発生した後、指定された
時間間隔やイベント回数だけトリガ･イベントを無視することができます。イベント B の条件は

エッジ･トリガが基本となりますが、イベント A でパターン･ステートが選択された場合、エッジ

の他にグリッジ、Width、インターバルを選択することができます。 

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

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

生後、イベント B を無視する区間とします。4 段目の実線がクォリファイ ・トリガの位置になり

ます。まずイベント A が発生後、イベント B の 1回目のエッジは無視する区間に入るためトリ

ガされません。2 回目のエッジは既に無視する区間を過ぎているので、この時点でトリガされ

ます。 

 

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

1. メニューの[Trigger – Trigger Setup]を選択します 
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2. Typeの中の Qualifiedを選択します。 
3. Aイベントを State、Bイベントを Edge、When B occursの選択を>にし、無視

する時間を入力します 

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

選択します 

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

選択します 

 
 

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

について設定します。ミックスド・シグナル・オプションを搭載している場合、デジタルチャンネ

ルのステートも指定できます。またステート･トリガには HoldOff を設定することができます。 

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

件で AND を選択した場合、条件が一致した時点でトリガされ、NAND の場合は条件から外

れた時点でトリガされます。 
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設定方法 

1. メニューの[Trigger – Trigger Setup]を選択します 
2. Typeの中の Patternを選択します 

 
3. Operatorの中から論理条件を選択します 
4. 各チャンネルや Extのステートの中から High, Low, Don’t Careのいずれかを選

択します。（論理条件に組み込みたくない場合 Don’t Careを選択します） 
5. ステートの Hi, Lowを決めるレベルをそれぞれ選択します 

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

例として下図を参照してください。上段の入力信号、中段はタイムアウトの設定時間を示して

います。入力信号のはじめの 2 パルスまではタイムアウト時間より短い間に信号があるためト

リガされません。3 番目のパルスはタイムアウト期間の間、パルスが発生しないため、タイムア

ウトが終了した地点でトリガが確定します。 
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設定方法 

1. メニューの[Trigger – Trigger Setup]を選択します 
2. Typeの中の Smart、Smart Typeの中で Dropoutを選択します。 

 
3. Setupの中でトリガ･ソース、カップリング、エッジの極性を選択します 
4. タイムアウト時間を Dropout Condition is内の Timeoutフィールドに入力します 
5. エッジを演出するスレッシュホールドレベルを Levelに入力します 
6. もし、Setupで検出した極性の後に逆方向のエッジが来ても気にしない場合は

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

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

ガリングができます。TV トリガの基準はコンポジット･ビデオ信号に含まれる同期信号が基準

になります。同期信号は極性の選択やレベルを指定することができます。またフィールドやラ

インをして指定ラインでトリガさせることができます。 

設定方法 

1. メニューの[Trigger – Trigger Setup]を選択します 
2. Typeの中の TVを選択します。 
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3. Source Setupセクションでソース信号、同期信号の極性を選択します。 
4. TV Standardの中から NTSC、PAL、Customのいずれかを選択します。

Customeを選択すると、下の信号定義欄が入力できるようになります。 
5. Trigger onセクションで、ラインやフィールドを選択します。ラインやフィール

ドの選択が必要ない場合、”trigger on Line ANY”チェックボックスをマークしま
す。 

6. 同期パルスを検出できる位置に Levelを調整します。 
 

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

ホールドレベルを通過せずに、元のレベルに戻るような信号に対してトリガします。条件とし

て極性やラント信号のパルス幅の指定ができます。 

 

設定方法 

1. メニューの[Trigger – Trigger Setup]を選択します 
2. Typeの中の Smart、Smart Typeの中で Runtを選択します 
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3. Setupの中でトリガ･ソース、カップリング、エッジの極性を選択します 
4. Levelで Upper Levelと Lower Levelをそれぞれ設定します。また、Find Level

ボタンを押して自動的に値を Upper Level(振幅の 80%)、Lower Level(振幅の
20%)に入力することができます。 

5. ラント信号のパルス幅に対して条件を入力します。 
 

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

ッシュホールド･レベルで判別し、速いエッジや遅いエッジでトリガをかけます。例として下図

を参照してください。指定した時間より速いスルーレートでトリガさせた場合、トリガ回路では

Lower Level を超える位置と Upper Level を超える位置からスルーレートを検出し、指定した

値と比較してトリガします。ちょうど 2 番目のような立上がりの急なパルスがトリガされます。 

 

設定方法 

1. メニューの[Trigger – Trigger Setup]を選択します 
2. Typeの中の Smart、Smart Typeの中で SlewRを選択します 
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3. Setupの中でトリガ･ソース、カップリング、エッジの極性を選択します 
4. Levelで Upper Levelと Lower Levelをそれぞれ設定します。また、Find Level

ボタンを押して自動的に値を Upper Level(振幅の 80%)、Lower Level(振幅の
20%)に入力することができます。 

5. スルーレートに対して条件を入力します。 
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TriggerScan 
TriggerScan は、非常に稀に起こるグリッチや異常性をすばやく検出するためのデ

バッグ･ツールです。TriggerScan では、トリガ･セットアップの一覧を作成し、異常な

イベントを検出して各イベントを自動的に連続スキャンすることができます。

TriggerScan では、SMART トリガ（グリッチ、ラントなど）のほかに、エッジ、トリガ幅、

クォリファイなど、使用可能な任意のタイプのトリガ･セットアップを取り扱うことができ

ます。TriggerScan では異常なイベントを検出するときに、次の 2 つのプロセスが自

動化されます。 

1. 捕捉される正常な波形を分析することによって、システムをトレーニング
（Train）します。TriggerScan Trainer によるこのトレーニングでは、捕捉され

る波形が自動的に分析され、正常な波形の属性が確定されます。その情報

に基づき、異常な波形を検出するための SMART トリガのセットアップの一

覧が作成されます。 

2. SMART トリガのセットアップを Trainer から読み込み、各セットア
ップのトリガ条件を順次適用します。発生したトリガは画面に重ね表

示されます。捕捉に関するすべての設定は維持され、オシロスコープ

の全機能（WaveScan、ヒストグラム、その他の高度な解析機能）を
使用して異常な波形の根本的原因を究明できます。 
 

 

TriggerScanのトレーニング機能 

TriggerScan Trainer では、現在捕捉されている波形が分析され 
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、異常なイベントを検出するための汎用的なトリガ･セットアップの一覧が自動的に

作成されます。  

次の点に注意してください。 

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

必要があります。 

• トリガのタイプを変更した場合や、チャンネルまたは信号を変更した場合は、

Trainer を実行する必要があります。 

 

1. メニュー･バーの [Trigger → Trigger Setup] をタッチします。 
2. [Trigger] ダイアログの [TriggerScan] タブをクリックします。 
3. [Source] データ入力フィールドの内部をタッチし、トレーニングのソースとし

てチャンネルを選択します。 

4. [Trainer] ボタンをタッチします。 
[TriggerScan Trainer Setup] ウィンドウにおいて、システムのトレーニングに

Trainer で使用されるトリガのタイプを選択し、[Start Training] ボタンをタッ

チします。トレーニングが始まります。トレーニングが完了すると、SMART トリ

ガのセットアップの一覧が [Trigger] リストに表示されます。 

 

 
 



基本操作マニュアル 

WRXi-A-GS-J Rev D  65 

TriggerScanの開始 
Trainer を実行すると、[Trigger] リストに SMART トリガ･セットアップの一覧

が表示されます。トリガ･セットアップは追加または削除できます。選択した

SMART トリガ･セットアップを変更することもできます。[Trigger] リストの変更

が完了すれば、スキャンを開始できる状態になります。 

 

1. メニュー･バーの [Trigger → Trigger Setup] をタッチします。 
2. [Trigger] ダイアログの [TriggerScan] タブをクリックします。 
3. 新しいトリガ･セットアップを追加する場合は、[Trigger] タブにタッチして新し

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

リストに追加します。 

4. トリガ･セットアップを削除する場合は、[Trigger] リストから目的のセットアップ
を選択して [Delete Selected] ボタンにタッチします。 

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

All] ボタンをタッチします。 

5. 選択したトリガ･セットアップで現在のトリガ･セットアップを置き換える場合は、
[Trigger] リストから目的のセットアップを選択して [Update Selected] ボタン

にタッチします。 

6. [Trigger] リストの変更が完了すれば、[Start Scan] をタッチします。すべて
のトリガ･セットアップが自動的に順次スキャンされます。 

次の点に注意してください。 

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

のトリガ･セットアップを読み込む前にオシロスコープが待機する時

間）を調整できます。 

• パーシスタンス表示モードが有効になっている場合は、すべてのトリ

ガ･イベントがディスプレイ上に記録されます。パーシスタンス表示モ

ードが有効にする手順については、「パーシスタンスの設定」を参照

してください。 

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

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

のトリガ･セットアップを隔離できます。 
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TriggerScanセットアップの保存 

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

す。TriggerScan セットアップを保存しない場合、[Trigger] リストに対する変更はア

プリケーションの終了時に失われます。 

1. [TriggerScan] ダイアログの [Setup File Name] データ入力フィールドの内部
をタッチし、ポップアップ･キーボードを使用してファイル名を入力します。 

 

または 
 

[Browse] ボタンにタッチし、フォルダとファイル名を選択します。 

2. [Save Setup] ボタンにタッチします。 

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

にタッチして目的のファイルを選択した後、[Load Setup] をクリックします。  
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シリアル・トリガ(オプション) 
周辺装置とマイクロプロセッサ間の通信は、I2Cや SPI などの様々なシリアル・データ規格に
よって制御されます。I2Cbus TD および SPIbus TD はレクロイ独自のオシロスコープ・ツール

であり、I2C 通信または SPI 通信を使用する組み込み型コントローラの解析とデバッグの効率

を大幅に向上させます。 
シリアル・トリガはオシロスコープに組み込まれているため、外部ハードウェアを使用する必要

はありません。オシロスコープの通常のトリガ･メニューを使用してシリアル・トリガを設定できま

す。I2C 信号と SPI 信号は通常のパッシブ･プローブまたはアクティブ･プローブ（レクロイの

ZS シリーズのハイインピーダンス・アクティブ･プローブなど）を通じてオシロスコープに入力さ

れます。シリアル･トリガのオプションがインストールされている場合、そのシリアル規格の信号

をデコードして表示することができます。デコード機能にアクセスするには、メニュー・バーの 

[Analysis 解析]  - [Serial Decode]メニューを使用します。デコードは適切なチャンネルに直

接適用され、簡単に識別できるように色分けされて直感的に表示されます。その他に、オシ

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

メッセージを検索する機能が用意されています。 
シリアル・トリガへのアクセス 
シリアル・トリガには次の 2通りの方法でアクセスできます。 

 [Trigger トリガ] ディスクリプタ・ラベルにタッチした後、ダイアログ･ボックス内でトリガ種類
として [Serial シリアル] を選択します。 

 

 メニュー・バーの [Trigger トリガ] にタッチした後、プルダウン・メニューから [Trigger 
Setup... トリガのセットアップ] を選択します。表示されるダイアログ･ボックス内でトリガ種

類として [Serial シリアル] を選択します。 

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

アログが表示されます。 
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ダイアログ － [Serial Decode シリアル・デコード] および [Decode Setup デコードの
セットアップ] 
これらのダイアログを使用すると、プロトコル・データを信号に重ねて表示しながら、シリアル・

データ・メッセージに対してプロトコル・デコードを実行するようにオシロスコープをセットアッ

プすることができます。また、オシロスコープのズーム機能、検索機能、テーブル表示機能、

テーブル・エクスポート機能に簡単かつすばやくアクセスすることができます。 
[Serial Decode シリアル・デコード] ダイアログと [Decode Setup デコードのセットアップ] ダイ

アログには次の 2通りの方法でアクセスできます。 

メニュー・バーの [Analysis  解析] にタッチした後、

プルダウン・メニューから [Serial Decode...  シリア

ル・デコード] を選択します。 
こうすると [Serial Decode シリアル・デコード] サマリ

ー・ダイアログが表示されます。このダイアログから 

[Decode Setup デコードのセットアップ] ダイアログに

アクセスできます。 

ディスプリプタ・ボックス "Channel" または "Memory" 

にタッチして該当のダイアログ･ボックスを開き、下部

ツールバーのDecodeボタンにタッチします。 
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演算（Math）、チャンネル（Channel）、メモリ

（Memory）のいずれかのトレースにタッチしてポップ

アップ・ダイアログを開きます。このポップアップ・ダイ

アログ内に [Decode Setup デコードのセットアップ] 

ダイアログ・ボックスへのショートカットがあります。 

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

てください。 
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カーソルによる測定 

概要 
カーソルは信号値の測定を補助する重要なツールです。カーソルを波形上で移動すると、

波形上の特定の電圧値や時間値を見つけることができます。迅速で精密な測定を行う場合

や、推測作業を避けたい場合は、カーソルを使用してください。  
カーソル用のコントロールとして、2 つのカーソル専用ノブと 1 つの TYPE（カーソル種類）ボ

タンが用意されています。TYPE ボタンを一度押すと、(まだ ON でない場合は)カーソルが

ON になります。ボタンを押すたびに、[Horizontal Abs(水平絶対)]、[Horizontal Rel (水平
相対）]、[Vertical Abs (垂直絶対)]、[Vertical Rel (垂直相対)]、OFF の間でカーソルの種
類が切り替わります。  
カーソルがON であるときは、表示されるすべての波形をカーソルで測定できます。ズーム

波形上にカーソルを配置するには、元のチャンネル信号がズームされた部分(ハイライト表示

部分)にカーソルを移動します。  

カーソルを ONにする 

 

TYPE ボタンを一度押すと、カーソルがONになります。その後、

ボタンを押すたびに、カーソルの種類が切り替わります。  カー
ソル機能をオンにすれば、2 つのカーソル専用ノブによりカー

ソルの配置を調整することができます。 
 

カーソルの種類 

水平軸（絶対値） 

 

[Horizontal Abs(水平絶対)]カーソルは、波形に沿って左右に
移動します。時間軸に沿った任意の位置に水平カーソルを置く

と、その位置における信号の時間と強度が読み取られます。 

画面上に信号波形と FFT された周波数波形の両方が表示され

ている場合、カーソル設定メニューの中でどちらにカーソルを配

置するか選択します。 
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水平軸（相対地） 

[Horizontal Rel (水平相対）]カーソルは、2本のカーソルが波形
に沿って左右に移動します。時間軸に沿った任意の位置に水平

カーソルを置くと、その位置における信号の時間と強度が読み

取られます。 

相対カーソルが選択されると、

カーソル設定メニューの中に表示

オプションの選択項目が表示されま

す。ここで選択された項目はトレー

ス･ディスクリプタの表示に反映され

ます。 

また、画面上に信号波形とFFTさ

れた周波数波形の両方が表示され

ている場合、カーソル設定メニュー

の中でどちらにカーソルを配置する

か選択します。（X-axis） 
 
垂直軸 （絶対値） 

[Vertical Abs (垂直絶対)]カーソルは、信号の強度を測定する
ために、グリッド上で上下方向に移動する直線です。 
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垂直軸 （相対値） 
[Vertical Rel (垂直相対)]カーソルは、2本のカーソルが信号の
強度を測定するために、グリッド上で上下方向に移動する直線

です。 

相対カーソルが選択されると、カ

ーソル設定メニューの中に表示オプ

ションの選択項目が表示されます。こ

こで選択された項目はトレース･ディス

クリプタの表示に反映されます。 
 

カーソルの配置 

 

カーソルの位置を調整するときに2つのカーソルを同時に移動し

たい場合は、メニュー・バーから [Cursors カーソル] を選択した

後、プルダウン・メニューから [Cursor Setup… カーソルの設定] 
を選択します。 

絶対カーソルはPosition1だけを調整します。相対カーソルは

Position1とPosition２をそれぞれ設定します。また、 

[Track トラック] チェックボックスをオンにすると、カーソルのトラ

ックを有効にします。  
トラックはPosition1とPosition2の間隔を保ちながらPosition1
の移動により、Position2も同様に移動する機能です。 
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カーソル情報の読み取り 
カーソル情報はWaveRunner Xi-A オシロスコープのディスプレイ上で 2つの異なる位置に

表示されます。  
ディスクリプタ・ラベル 

チャンネル、演算、ズーム、メモリの各トレースのディス

クリプタ・ラベルには、カーソル情報として絶対強度と相

対強度（電圧）が表示されます。  

カーソル･テーブル  
水平（時間）カーソルまたは水平（周波数）カーソルが

オンになっているときには、ディスクリプタ・ラベル 

"Timebase" および "Trigger" の下にカーソル･テーブ

ルが表示されます。このテーブルには 2つのカーソル

に共通の絶対情報と相対情報のほかに、水平（周波

数）カーソルがオンになっている場合は周波数情報が

表示されます。  
ディスプレイが XY モードである場合は、XYディスプレ

イの下に XY カーソル情報が表示されます。  
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パラメータによる計測 

概要 
パラメータは標準的な計測を自動で実行する機能です。パラメータによる計測では、1つま

たは複数の波形に対して一般的な計測を実施し、最高 6個の計測結果を表示できます。波

形の一部分だけを計測対象にするには「ゲート」を使用します。本製品のゲートは独立にそ

れぞれのパラメータに設定できます。何らかの理由でパラメータを正しく計算できない場合は、

注意を喚起するために、計測結果の下に警告記号が表示されます。 

WaveRunner Xi-A オシロスコープでは、Mean（平均値）などの特定のパラメータに関して、計

測ゲート間のすべてのデータから単一の値が計算されます。Rise Time（立ち上がり時間）な

どの他のパラメータは、捕捉データ内のすべてのイベントについて個別に計算されます。た

だし、value フィールドに表示される値は常に捕捉データ内の最後の値です。捕捉データの

計測結果の分布について詳細な情報が必要である場合は、統計機能やヒスコンを使用して

ください。  
パラメータにより「ヘルプ･マーカー」がサポートされています。ヘルプ･マーカーは

波形上にカーソルを表示して、測定中のパラメータを視覚的に表現します。パラメー

タの詳細設定を確認するときに便利な機能です。 
 
標準機能以外のパラメータ･オプションとして、次のような機能が用意されています。 

・ 「パラメータ演算」 パラメータの結果に対して演算する機能 

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

・ 「P スクリプト」 パラメータ同士の演算にスクリプトを使用する機能 

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

機能 

TIPS:パラメータの結果の応用として、合否判定を行うことができます。 合否判定では判定基準を任意
の値、または別のパラメータの結果を使って判定させることができます。さらに、合否判定の

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

細は合否判定の項目を参照してください。 

 

計測モード 
計測モードには P1～P6の各パラメータを任意に設定する[マイメジャー My Measure],  
または IEEE 規格で定義された標準的な計測を実行できます。計測モードの選択により垂直

軸方向、または水平軸方向の標準パラメータを表示します。 
・マイメジャー 
多種多様なパラメータを適用することができます。オプションにより更に多くのパ

ラメータが追加され、スクリプトなどを使ったユーザ独自のユニークなパラメータ

も利用することができます。 
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出力

形式 
パラメータ名 計測内容 カテゴリ ローカル･ 

パラメータ 
Amplitude 振幅 Vertical × 
Base ベース Vertical、Pulse × 
Level@X 任意 X軸上の値 Vertical × 
Maximum 最大値 Vertical × 
Mean 平均値 Vertical × 
Median 中央値 Vertical × 
Minimum 最大値 Vertical × 
Peak to peak ピーク・ツー・ピーク Vertical × 
RMS 二乗平均平方根 Vertical × 
Std dev 標準偏差 Vertical × 

垂直

軸 

Top トップ Vertical、Pulse × 
Delay トリガ点からの遅延 Horizontal × 
Delta delay 2波形間の遅延 Horizontal × 
Dtime@level 任意レベルでの 2波形

の時間差 
Horizontal ○ 

Dtrig time セグメント間の時間 Misc × 
Duration トリガ間の時間 Misc × 
Fall 80-20% 立下り時間 80-20% Pulse ○ 
Fall Time 立下り時間 90-10% Pulse ○ 
Fall@level 任意レベルでの立下り

時間 
Pulse ○ 

First 最も左側にあるカーソ

ルの時間 
Misc × 

Last 最も右側にあるカーソ

ルの時間 
Misc × 

Period 周期 Horizontal ○ 
Rise 20-80% 立上り時間 20-80% Pulse ○ 
Rise 立上り時間 10-90% Pulse ○ 
Rise@level 任意レベルでの立上り

時間 
Pulse ○ 

時間 

Time@level トリガからの任意レベ

ルの時間 
Horizontal ○ 
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Width 正のパルス幅 Horizontal、
Pulse 

○ 

WidthN 負のパルス幅 Horizontal、
Pulse 

○ 

X@max 最大値に対する水平軸

座標 
Horizontal、
Misc 

○ 

 

X@min 最小値に対する水平軸

座標 
Horizontal、
Misc 

○ 

Cycles 周期の数 Horizontal × 数 
Num points ポイント数 Horizontal、

Misc 
× 

Duty cycle デューティー･サイクル Horizontal ○ 
Overshoot+ 正のオーバーシュート Pulse × 
Overshoot- 負のオーバーシュート Pulse × 

比率 

Phase 位相 Horizontal ○ 

周波

数 
Frequency 周波数 Horizontal ○ 

面積 Area 面積 Pulse × 

任意 Matlab Matlabの計算結果  × 

無し None 無し  × 

※ローカル･パラメータはトレース波形内で周期を判定し、各周期に対して

値が計測されるもととします。 
 
・[垂直軸標準パラメータ Std Vertical]を次に示します。 

垂直軸 

mean （平均） 

sdev （標準偏差） 

max （最大値） 

min （最小値） 

Ampl（振幅） 

pkpk（ピーク・ツー・ピーク）
 
・[水平軸標準パラメータ Std Horizontal] を次に示します。 



基本操作マニュアル 

WRXi-A-GS-J Rev D  77 

水平軸 

Freq（周波数） 

Period(周期) 

Width（幅） 

Rise（立ち上がり時間） 

Fall（立ち下がり時間） 

Duty(デューティ比) 



WaveRunner Xi-Aシリーズ  

78 WRXi-A-GS-J Rev D 

パラメータを表示する 
1. 上部メニュー・バーの [Measure 計測] にタッチし、[Measure Setup 計測のセットア

ップ] を選択します。  

 
 

2. [Show Table 表の表示]チェックボックスにマークして、グリッドの下にパラ
メータ値を表示させます。 

3. 計測モード Measure Mode]を設定します。計測モードにはP1～P6の各パラメ
ータを任意に設定する[マイメジャー My Measure], 垂直軸の標準パラメータ
を測定する[垂直軸標準パラメータ Std Vertical], 水平軸の標準パラメータを
測定する[水平軸標準パラメータ Std Horizontal]の中から選択します。 

4. マイメジャーを選択した場合、P1～P6の対応するOnボタンを押して、個々
のパラメータの表示を有効にます。 

5. P1～P6のボタンを押して、[計測の選択 Select Measurement]ダイアログを表
示させます。 

 

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

にスクロールするには、ポップアップ･メニューの右側にあるスライダ・バーを使用し

ます。  
6. 選択したパラメータ計測は、次の図のようにグリッドの下に表示されます。 
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7.  チャンネル･ソースはデフォルトでC1になります。別のソース（チャンネル、演算関
数、メモリ、ズームのいずれか）を選択するには、[Source ソース] フィールドの内部

にタッチします。  

 
 

8. 別のパラメータ計測をディスプレイに追加するには、上記の手順に従って該当のパ
ラメータ（ラベルはP1～P6）を選択します。  

9. フロント・パネルの [Measure 計測] ボタンをもう一度押すか、画面上のダイアログ
の [Close 閉じる] にタッチして、計測ダイアログを閉じます。  

 

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

タ・ディスプレイの左から右、上から下の順序に従い、個々の略称の意味を説明します。  
パラメータの書式は Px:名前(ソース) であり、値と状態が下に表示されます。 

P1, P2, P3, 

P4, P5, P6 
パラメータ計測の番号。"P"は Parameter（パラメータ）を表します。各パラメー

タは一意の番号によって識別されます。  

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

パラメータの簡単な説明が [Measurement selection 計測の選択] ダイアログ･

ボックスにあります。  
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Source ソースとして使用できるのは、チャンネル(Cx)、ズーム・トレース(Zx)、演算トレ

ース(Math)、メモリ（参照波形）(Mx)です。 

Value 捕捉された最後の計測値。 

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

実行されたことを意味します。その他のステータス・シンボルの説明について

は、下記の表を参照してください。 

ステータス・シンボル 

各パラメータの下には、パラメータの状態を示す次のようなシンボルが表示されます。 

 
緑色のチェックマークは、オシロスコープから正常な値が返されていることを示しま

す。 

 
非パルスは、オシロスコープ側でトップ値とベース値を確定できないことを示します

(ただし、計測自体は有効です)。 

 
下向き矢印は、アンダーフロー（信号がグリッド領域の下にある）状態が発生したこと

を示します。  

 
上向き矢印は、オーバーフロー（信号がグリッド領域の上にある）状態が発生したこ

とを示します。  

 
上下両方向矢印は、オーバーフロー（信号がグリッド領域の上にある）状態とアンダ

ーフロー（信号がグリッド領域の下にある）状態が発生したことを示します。  

メッセージ･バー 
ステータス･シンボルで正常な状態ではないことを示している場合、更に詳しい情報

を確認するにはメッセージバーの表示を確認します。メッセージ･バーの表示は該当

パラメータを選択した後、数秒だけ表示されます。 

 

パラメータ･ゲート 

パラメータ･ゲートはパラメータ測定の対象とする波形スパンを絞り込めるため、興

味のあるエリアに焦点を当てることができます。測定ゲートを設定するには、波形に

沿って水平にゲート・ポストをドラッグするか、Divで相当する位置を指定します。
ゲート・ポストのデフォルトの開始位置は、0 divと 10 divです（これらの値はグリ
ッドの左端と右端に対応します）。したがって、デフォルトのゲート・ポストは波形

全体を囲むことになります。 
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状況によっては、信号の特定部分のみにパラメータ計測を実行して、

信号の他の部分を無視したい場合があります。そのような場合には、

計測ゲートを適用します。計測ゲートは [計測] ダイアログを使用し

て、グリッドのディビジョン単位で設定します。  
 

 

計測統計表示 
パラメータ計測を追加した後、そのパラメータ計測の統計情報を参照し、時間の経過とともに

計測値がどのように変化するのかを分析することができます。  

 

計測統計情報を表示するには、[Measure 計測] ダイアログの 

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

ークを付けます。計測結果が表示されると、統計情報も一緒に表示さ

れます（下図を参照）。  
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（フロント･パネル上または [Measure 計測] ダイアログ内の）Clear Sweeps ボタンが押される

か、計測条件（Volts/div など）が変更されるまで、トリガが発生するたびに統計情報が蓄積さ

れていきます。  
ほとんどの統計値（mean [平均値]、min [最小値]、max [最大値]、stdev [標準偏差]）の意味

は自明です。Num は統計標本内の計測値の個数です。Value と Status の定義については、

上記の「パラメータ・ディスプレイに表示される情報」を参照してください。  

ヒストアイコン 

 

ヒストアイコンはグリッドの下に計測パラメータのミニチュア･

ヒストグラムを表示します。この小さなヒストグラムは各パラメ

ータの統計分布を簡単に知ることができます。 
 

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

全ての定義をクリア] ボタンにタッチします。こうすると、すべてのパラメータ定義が NONE に

リセットされます。 

 

ヘルプ･マーカー 
ヘルプ・マーカーは、カーソルをグラフに追加し、測定中のパラメータを視覚的に表すことに

よって、パラメータ測定に関する情報を分かりやすく表示するインジケータです。たとえば、 

"@level" パラメータの場合は、ヘルプ・マーカーを見れば、波形が特定のレベルと交差する

位置が容易に分かります。特定のレベルで設定されたヒステリシス帯域を表示することもでき

ます。 

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

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

ヘルプ・マーカーの表示形式として、簡易（Simple）形式および詳細（Detailed）形式の 2つ

のオプションが用意されています。 

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

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

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

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

が表示されます（"@level" パラメータは、標準水平軸パラメータまたは標準垂直軸パラ

メータには含まれません）。 

注意：１つの波形に複数の値が出力される場合、ヘルプ･マーカーで使われる波形は Startゲー
トより後にある初めの計測値のみが対象になります。それ以降の波形で確認をする場合、Start
ゲートを調整します。 
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標準水平軸パラメータのヘルプ・マーカー 

 

標準垂直軸パラメータのヘルプ・マーカー 
 



WaveRunner Xi-Aシリーズ  

84 WRXi-A-GS-J Rev D 

ヘルプ・マーカーをセットアップするには 

1. メニュー・バーの [Measure Setup... 測定のセットアップ] をタッチします。 

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

3. 表示中の波形に関して測定されたすべてのパラメータにヘルプ・マーカーを
追加する場合は、[Show All すべて表示] ボタンをタッチします（上記の例
の C2を参照）。 

 

4. マイメジャーを選択した場合、個々のパラメータ設定ダイアログの[Help Markers ヘル
プ・マーカー] フィールド内部をタッチし、[Simple簡易方式] を選択します。
[Simple 簡易形式]を選択すると、カーソルと測定ゲート・ポストが表示さ
れます。測定ゲート・ポストは、個々のパラメータごとに別々の位置に表示

することができます。[Detailed詳細形式] を選択すると、カーソル、
Measure Gate（測定ゲート）のゲート・ポスト、測定するパラメータを示
すラベル、@levelパラメータに対するレベル・インジケータおよびヒステ
レシス・バンドが表示されます。 

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

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

5. 特定のパラメータについてヘルプ・マーカーを常に表示する場合は、
[Always On 常に表示] チェックボックスをオンにします。 

ヘルプ・マーカーをオフにするには 

1. すべてのパラメータのヘルプ・マーカーをオフにする場合は、[Clear All す
べてクリア] ボタンをタッチします。 

 

2. 各パラメータのヘルプ・マーカーを個別にオフにする場合は、目的のパラメ
ータの [Px] タブをタッチした後、[Always On 常に表示] チェックボックス
をオフにします。ダイアログを閉じると、そのパラメータのヘルプ・マーカ

ーが消えます。 
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パラメータ演算（オプション） 
2つのパラメータ測定の結果に対して四則演算（加算、減算、乗算、除算）を実行す
る機能があります。また、逆数のように、単一のパラメータに対して適用できる演算

もあります。独自のパラメータを定義すれば、個々のニーズに基づいて、パラメータ

測定の範囲を拡張することができます。ただし、パラメータ演算では対数値を返すパ

ラメータの乗算と除算がサポートされません。 

パラメータ演算へのアクセスは、各パラメータの設定タブに移り、Tyep の中から

[math on parameters]を選択します。 

 

演算子の種類 

 

Source1、Source2 にパラメータ（Px）を指定して、足し算した結果

を表示 

 

Source1、Source2 にパラメータ（Px）を指定して、引き算した結果

を表示 

 

Source1、Source2 にパラメータ（Px）を指定して、掛け算した結果

を表示 

 

Source1、Source2 にパラメータ（Px）を指定して、割り算した結果

を表示 

 

定数を設定し、他のパラメータ演算と共に使用。値は右側の

Const タブで設定 

 

Source で指定したパラメータ（Px）の逆数 

 

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

変数は右側の Rescale タブで設定 

 

Source1、Source2 にパラメータ（Px）を指定して、ユーザによりプ

ログラムされた VBS により計算した結果を出力 



WaveRunner Xi-Aシリーズ  

86 WRXi-A-GS-J Rev D 

 

Source1、Source2 にパラメータ（Px）を指定して、ユーザによりプ

ログラムされた Matlab により計算した結果を出力 
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WAVESCAN™ 波形検索/解析ツール 
レクロイのWaveScan 波形検索/解析ツールには次のような利用方法があります。 

• 捕捉と検索 – シングルでの捕捉を実行後、検索モードの設定やフィルタを適用し
て(検索条件の設定など)、目的の信号を検索 

• スキャン – 連続して捕捉を行いながら検索モードの設定やフィルタの適用して異
常なイベントを検出（ハードウェア・トリガに対してソフトウェア条件を定義するなど） 

• 解析 – スキャン･ヒストグラムやスキャン･オーバーレイ機能を使い、フィルタされた
イベントに対してさらに深い解析を実行 

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

択し、検索条件（スロープ、レベル、スレッショールド、ヒステリシスなど）を適用した後、捕捉し

た信号に対して検索を開始できます。 

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

で区分してデータセットを蓄積できるため、より高度なデバッグが可能になります。各イベント

にはタイム・スタンプと索引が付けられてテーブルに保存されます。そのテーブルからイベン

トを個別に選択してズーム表示できます。 
異常なイベントが検出されたときに、特定のアクション（捕捉の停止、警告音の出力、パルス

の出力、画面の印刷、波形の保存など）を自動的に実行するような設定も可能です。 

注意：WaveScan はリアルタイム･サンプリング･モード以外は動作しません。WaveScanが有
効になると、オシロスコープは自動的にリアルタイム・サンプリング・モードになります。 

 

WaveScanへのアクセスと画面構成 
WaveScan の設定はメニュー･バーの[解析 Analysis] – [WaveScan]からアクセスします。 
画面下のダイアログ･メニューの[有効 Enable]チェックボックスをマークしてWaveScan を有

効にします。デフォルトでは画面の左側に検索した結果がテーブルで表示され、グリッドエリ

アにはソース波形やズーム波形が表示されます。 

左側の設定ダイアログは複数のタブに分かれています。メインに使用するWaveScan 以外の

タブは表示するビュー毎に用意された個別のメニューです。 

右側の設定ダイアログは検索モードに対応した詳細設定ダイアログです。表示される内容は

検索モードや計測パラメータの選択により異なります。 

 

グリッド･エリアに表示できる波形には次の４形式があります。 

• [ソース] ビューは、ソースが有効な場合、常に表示されます。条件に一致する波形

は赤くハイライト表示されます。 
• [ズーム] ビューでは、テーブル表示されているアイテムを選択して、ズームの中心

を設定することやズームコントロールの中で検索されている次のアイテムへ移動す
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ることができます。通常のズームと同様に計測や波形保存、説明ラベルの追加など

の操作を実行できます。Zoom チェックボックスをマークして有効にします。 
• [スキャン・ヒストグラム]ビューでは、検索条件に一致するエッジに関する

統計情報が表示されます。Histgram チェックボックスをマークして有効にします。 
• [スキャン・オーバーレイ] ビューでは、捕捉された個々のエッジが別々のグ

リッド内に相互に重ねられて表示されます。この表示モードではパーシスタ

ンスを有効にできます。Overlayチェックボックスをマークして有効にします。 

注意：注意： 表示されるグリッドの個数は、上記のどのビューを使用するのかに応じて 1～3 
個になります。WaveScanではこの機能が自動的に制御され、WaveScan以外の通常の操作時
と同様に、複数のグリッド間でトレースを移動することはできません。 

 

 

WaveScan 検索モード 
検索モードは捕捉の実行中に異常イベントを検出するために使用します。 

• エッジ（Edge） – 発生するエッジを検出する（スロープとレベルを選択可能） 
• 非単調(Non Monotonic) – スレッショールドの再交差を検出する（スロープ、ヒステリ

シス、レベルを選択可能） 
• ラント(Runt) – スレッショールドを交差しないパルスを検出する（極性とスレッショー

ルドを選択可能)） 
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• 計測(Measurement) – パラメータ計測をフィルタリング(検索またはスキャン)条件に
基づいて検索する 

• シリアル･パターン(Serial Pattern)–指定されたシリアル･パターンを検出する 
• バス･パターン(Bus Pattern)–指定されたパラレル･バス･パターンを検出する 

イベント検出時の動作（Trigger Action） 
トリガ･アクションは連続して波形を捕捉しながら、異常なイベントや稀な現象をモ

ニタリングするのに便利な機能です。検索モードやフィルタリングの条件に一致した

場合、外部への信号出力、アクイジションの停止、画像イメージの保存、波形の保存、

ビープ音、LabNoteBookへの保存のうち一つを実行できます。 
 

ソース表示 
スクリーンの上位トレースはソースのトレースが表示されます。このトレースは

全ての捕捉エッジを表示し、検索結果に一致した部分がハイライト表示になりま

す。例として、この図ではタイムウィンド内に入らない遅い立ち上がりエッジを

検索します。 

 
このアクイジションでは、検索条件が 1.2ns±50psの範囲を外れる 11個のエッジ
をWaveScanが検索し、検索されたエッジは赤い長方形でハイライト表示されま
す。左側の表にインデックス表示され、立ち上がり時間の値もテーブルに表示さ

れます。 
レベルマーカー 

マーカーはレベルやスレッシュホールドなどの計測条件をソース･トレース上に

表示します。上の例では、レベルマーカーは立ち上がり時間計測の 10%と 90%
を示しています。レベルマーカーはWaveScanモードの間だけ表示されます。一
度WaveScanEnableチェックボックスがアンチェックされるとレベルマーカーは
非表示になります。 

スキャン・オーバーレイ・ビュー 
この表示モードでは、捕捉されたすべてのエッジが相互に重ね合わされて表示されま

す。スキャン・オーバーレイのデフォルト設定では、モノクロ・パーシスタンスが有

効になりますが、これを無効にすることもできます。飽和レベルとパーシスタンス持

続時間も調整できます。右側のコントロールはオーバーレイ表示させるスケールとデ

ィレイを任意に調整できます。 
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注意：ScanOverlayダイアログで設定される "Saturation"（飽和レベル）および "Persistence 
Time"（パーシスタンス持続時間）は、[Display --> Persistence  表示 パーシスタンス] セッ
トアップ･ダイアログで設定される同項目と互いに関連があり、一方を変更すると他方も変更さ

れます。 

 
例として、下記に示す捕捉では、持続時間が 1.4 nsより長い立ち上がり時間を検索
しました。この検索条件に合致する 6個のエッジがWaveScanによって検出されま
したが、そのうち 1つのエッジの立ち上がり時間は 2 nsを超えています。パーシス
タンス表示内のこの非常に遅いエッジをリストから選択してズームしました。このエ

ッジはソース・ビュー（最上部グリッド）内でもハイライト表示されています。 

 
オーバーレイ・ビューでは、トレースの水平軸スケールをズーム・トレースとは独立

に拡張できます。ただし、この例ではズーム・トレースと同じスケール（5 ns/div）
で表示しています。 
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スキャン・ヒストグラム・ビュー 
ScanHisto（スキャン・ヒストグラム）を有効にすると、検索条件に対応するヒスト
グラムがオーバーレイ・トレースに重ねて表示されます。下記の例では、パラメータ

測定「Rise 10-90%」が実行されていますが、持続時間が 1.2 nsより長くデルタが
50 psであるエッジのみがヒストグラムに蓄積されます。  
WaveScan のもう 1 つの機能として、ヒストグラムの 1 つのビンをタッチまたはク
リックすることで、そのビンを解析対象として選択できます（スキャン機能）。その

場合、確認用のポップアップ・ボタンが表示されます。 

 
このスキャン機能を確認すると、ヒストグラム内で選択された 1つのビンのみがビ
ューに残り、そのビンの内容に関する情報が Filter Method領域に表示されます。 

 
元のフィルタ条件を復元するには、画面の右上隅にある UNDO ボタンにタッチしま
す。 

ズーム表示 
各エッジは画面の左側の表から選択したものをズームすることができます。また

Searchダイアログ上の Prev/Nextボタンやインデックスを直接 Idxフィールドに
入力して選択することもできます。 
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フロントパネルの Zoomコントロールを使って倍率とズームトレースの位置をコ
ントロールすることができます。又はメニュー上の In/Outボタンを使うことも
できます。 

 
ズーム表示で、さらに深い計測や保存、ズーム波形上にラベルを貼り付けること

ができます。 

   

エッジ(Edge)モード 
これはアクイジション内の全てのエッジを示し、テーブルにタイム･スタンプを

表示します。ユーザーは正、負、両方のエッジの方向を選択することができます。

アクイジションが停止したとき、Measurementsモードに含まれるスキャンフィ
ルタは特定の特徴を見つけるためエッジに適用させることが出来ます。このケー

スで 50%に対応するレベルマーカーが上のトレース上に表示されます。 
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他の検索モードと同様に、トリガアクションはまたエッジモード用に設定するこ

とができます。 

 
 

非単調(Non-monotonic) モード 
非単調検索モードは high と lowレベルの間のスレッシュホールドを 2度以上ク
ロスするエッジを探します。全てのイベントはスロープやヒステリシスやレベル

に合う全てのイベントがテーブルに表示され、ソーストレースにハイライト表示

されます。 
テーブルに表示された値はノンモノトニックの Max と Min の差が表示されます。 
これはカーソルで確認することができます。 



WaveRunner Xi-Aシリーズ  

94 WRXi-A-GS-J Rev D 

 
ヒステリシス値はノイズを取り除くため使われます。ノンモノトニックは振幅が

ヒステリシスを超えているときだけ検出されます。それ故ヒステリシスレベルを

設定したとき、ノイズの振幅より大きな値を設定します 
 

ラント(Runt) モード 
この検索モードは与えられた領域を通過することを失敗するパルスを検出します。

ユーザーは正側に進むラント信号、負側に進むラント信号、又はその両方を検索

することができます。 
ネガティブの場合－ラントパルスの状況、テーブルに表示される値は信号のハイ

レベルの値とラントの振幅の差が表示されます。 
これはラントパルス上にカーソルを置いて、トレースラベルのΔYの値で確認す
ることができます。 
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ポジティブの場合－ラントパルスの状況、テーブルに表示される値はラントの振

幅の絶対値が表示されます。 



WaveRunner Xi-Aシリーズ  

96 WRXi-A-GS-J Rev D 

 

計測(Measurement)モード 
この検索モードとスキャン･フィルタ機能はソース･トレースの中から興味のある

特徴を持つ場所だけをハイライト表示させることができます。捕捉されたトレー

スに対してフィルタ処理を行うことや異なる計測パラメータを実行することがで

きます。 

 
例として、このトレースで、Rise time (10‐90%) パラメータを適用します。ここ
で 37nsより遅い立ち上がり時間のエッジを確認したい場合、Greater Thanフィル
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タを選択し Valueに 37nsを入力します。左の表に 37nsより遅い 4つのエッジが
フィルタリングされた結果として表示されます。 

 
次に 45.5nsより遅い立ち下がりエッジを探し出したい場合、同じトレースを使
用して計測設定とフィルタの値を変更することで確認することができます。 

Filter Wizard 
Filter ウィザードは計測パラメータの全てのデータから統計処理を行い、特異な
データイベントを検出することができます。 
・ 平均値を計算し、フィルタのリミットに適用 
・ 統計的な基準として±1, 3,  5 sigmaを計算してフィルタのリミットに適用し、

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

選択したフィルタメゾットにより、Filter Limitや Deltaとして適用される立ち下
がり時間が自動的に計算されます。 
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また、Filterウィザードを利用して稀なイベントや統計的基準、又は平均値を基
準にして検索することができます。 

Serial Patternモード 
この検索モードは指定されたシリアル･データ列を検出します。シリアルデータ

のパターンはバイナリ、または 16進数で指定する事ができ、シリアルデータの
周波数やエッジの検出方法、PLL設定などきめ細かい指定を右側のタブで行うこ
とができます。（パターンの設定と Base Frequencyの設定が最低限必要） 
設定可能なコントロール 
Patern Timeタブ 

Viewing： 隣のバイナリ･パターンの指定方法を Binary（バイナ
リ）、または Hex（16 進数）のいずれかで指定します。 

Binary Pattern： 検索したいバイナリ･パターンを指定します。Xが指定
された位置のデータは無視されます。また＄が表示さ

れているデータは 16進数で表されているデータの中に
Xが指定されている場合、表示されます。 

Num. Pattern to detect：検出する個数を指定します。 
NRZ to Digitalタブ 

Base Frequency: ビット周波数を指定します。 
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Data is NRZ： ビット列が NRZの場合、チェックします。 
Level Type： Levelの指定方法を信号振幅に対するパーセント

(Percent)、または電圧(Absolute) で指定します。 
Slope： エッジの検出を Pos, Neg, Bothの中から指定します。 
Level: 波形のエッジを検出する閾値を指定します。 
Signal Type： 信号タイプをクロック(Clock)、またはデータ(Data)の中

から指定します。通常は Dataを指定します。 
PLL Setupタブ 

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

 

Bus Patternモード 
この検索モードは指定されたバスデータ列をデジタルバスの中から検出します。

Sourceは Digital Busesの中から選択する必要があります。また、ここで検索され
るデータはサンプル毎に行われ、ビット周波数としては認識されません。 

Viewing： 隣のバイナリ･パターンの指定方法を Binary（バイナ
リ）、または Hex（16 進数）のいずれかで指定します。 
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Binary Pattern： 検索したいバイナリ･パターンを指定します。Xが指定
された位置のデータは無視されます。また＄が表示さ

れているデータは 16進数で表されているデータの中に
Xが指定されている場合、表示されます。 

Num. Pattern to detect：検出する個数を指定します。 
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チャンネルのズーム 
概要 
レクロイのWaveRunner Xi-A オシロスコープでは、極めて強力でありながら使いやすいズー

ム機能がサポートされます。大型で明るい 10.4"ディスプレイはタッチ・スクリーン操作が可能

であり、ズームを極めて簡単に作成できるほか、ズームと元のチャンネルの関係を正確に把

握できます。  
WaveRunner Xi-A オシロスコープでは次に示す 3通りの方法でズームを作成できます。 

• 人間の指、マウスや他のポインティング機器を使用して、ズーム対象領域の周囲に

ボックスを描く 
• フロント・パネルのQuickZoom ボタンを使用する 
• チャンネル･ダイアログ内でソフトウェア・ツールバーの Zoom ボタンを使用する  

上記 3通りの方法による操作は基本的に同じですが、若干の違いがあります。  
いずれの場合も、ズームされたチャンネルは（元のチャンネルとは別に）ディスプレイの下部

にある独立した 1/2 の高さのグリッド内に表示されます。 
ズームされたトレースは、比較しやすいように元のチャンネル・トレースとほぼ同じ色になりま

す。ズームされた領域は元のチャンネル・トレース上で白く表示されます。各ズーム・トレース

は独立した水平ズーム機能を持ちますが、マルチズームを使って、共通の水平ズーム・スケ

ールと水平位置を共有することができます。各ズーム・トレースは独立した垂直ズーム機能を

持ちます。すべてのズーム・トレースは 16 ビット垂直分解能に計算されます。したがって、信

号の細部を表示するときには、ズーム・トレースを垂直方向に拡大しても極めて高い分解能

が維持されます。  
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ズーム･トレースの作成 
チャンネルのズーム・トレースを作成するには次の 3通りの方法があります。  
 タッチ・スクリーンによるズーム 

 

ズーム対象の波形領域の周囲で人間の指、スタイラス、マウス

のポインタをドラッグして、ズーム対象領域の周囲に「ボックスを

描く」ことができます。こうすると、独立したグリッド内にズーム・ト

レースが即座に作成されます。 
ズームを取り消すには、ディスプレイの右上隅にある UNDO ボ

タンにタッチします。  
このタッチ・スクリーンズームを使用して、既存のズーム・トレー

ス、演算トレース、メモリ（参照波形）トレースのズーム・スケール

を変更することもできます。  
この方法で波形をズームすると、ズームされた領域の概観が Zx 

ダイアログ内のサムネイルとして表示されます。 

 
フロント・パネルのQuickZoomボタン 

 

フロント・パネルの Zoom(虫眼鏡アイコン)ボタンを押します。 
現在表示されているすべてのチャンネルについて、ズーム・トレー

スが作成されます。  
ズーム・トレースを個別にオフにするには、ズーム・トレース・ディス

クリプタ・ラベルにタッチして [Zoom trace ズーム・トレース] ダイア

ログを開き、ONチェックボックスのチェックマークを外します。  
ズームを取り消すには、フロント・パネルの Zoom ボタンをもう一度

押します。  
また、複数の波形が表示された常態で Zoomボタンによりズ
ームが行われると、マルチズーム設定となります。 
注意：QuickZoom が表示されているときにチャンネルを ON にした場合、新

しいチャンネルはズームされません。  
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ツールバーのZoomボタン 

  

 

ズーム対象のチャンネル･トレースの [Cx Vertical Adjust Cx 垂直

軸調整] ダイアログ内で、ツールバーの Zoom ボタンを押します。

そのチャネルのみについてズーム・トレースが作成されます。  
ズームを取り消すには、ディスプレイの右上隅にある UNDO ボタン

を押すか、フロント・パネルの Zoom ボタンを押します。  
 

ズーム・トレース･ディスクリプタ・ラベル 
ズーム・トレースがONであるときには、そのズーム・トレース用のディスクリプタ・ラベルが表

示されます。このディスクリプタ・ラベルはチャンネル、演算トレース、メモリ（参照波形）のラベ

ルとほぼ同じです。  

 

• 最初の行にはズーム・トレースに関する情報が表示されます(この例では、チャンネ

ル 1のラベル)。 

• 2 行目には垂直スケール情報が表示されます。 

• 3 行目には水平スケール情報が表示されます。 

• 4 行目にはシーケンストリガ、またはアベレージを使用した場合に表示されます。 
（上図のように）ディスクリプタ・ラベルが単色で塗りつぶされている場合、そのズーム・トレー

スはアクティブになっています。これはフロント・パネルの Zoom＆Math セクションの各ノブで

調整できることを意味します。  
シーケンス･モードではズーム表示の指定をセグメント単位で行うことができます。

開始セグメントは[ ]内、セグメントの個数は[ ]の右側に示されます。上図の例では 5
セグメント目だけをズーム表示していることを示しています。 

ズームのスケールと位置の調整 
フロント・パネルのノブによる調整 
ズーム・トレースのスケールと位置は簡単に調整できます。WaveRunner Xi-A オシロスコー

プでは、フロント・パネルの Zoom&Math セクションのノブを使用して、ズーム・トレースのスケ

ールと位置を調整できます。 

 

調整対象のズーム・トレースがアクティブでない

場合は、目的のズーム・トレースのディスクリプタ・

ラベルにタッチしてアクティブにします。  
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次にフロント・パネルのZoom&Math内のノブを使

用して、ズーム・トレースのスケールと位置を調整

します。各ノブは直感的に操作できます。 
注意：ズーム・トレースがアクティブであるときに

は、どのチャンネル･ボタンも点灯しません。これ

はズーム・トレースが現在アクティブであることを

示します。  

 

 
ズーム･ダイアログのコントロールによる調整 
ズーム･ダイアログのコントロールを使用して、ズーム・トレースを調整することもできます。  

 

ディスクリプタ・ラベルにタッチして、ズーム・ダイアログを開きます。 

次に画面上のズーム・コントロールを使用して、スケールと水平/垂直位置を調整します。  
水平スケールの調整は常にすべての波形に適用されます。  

 

ツールバー上のショートカットによる操作 
ツールバー上のショートカットを使用すると、個々のズーム･トレースに対して特定の操作を実

行できます。  

 

[Measurement selection 計測の選択] ポップアップ・メニューを開きます。こ

のメニューを使用すると、[Zoom Setup ズームのセットアップ] ダイアログを

離れることなく、ズーム・トレースのパラメータ(計測)を選択できます。パラメ

ータは自動的にグリッドの下に表示されます。  

 

ズーム･トレースを対応するメモリ（参照波形）位置に読み込みます(たとえ

ば、Z1 は M1 に保存され、Z2 は M2 に保存されます)。   

 

[Labeling ラベルの追加] ポップアップ・メニューが開き、ユーザ定義ラベル

を波形に関連付けることができます。  



WaveRunner Xi-Aシリーズ  

106 WRXi-A-GS-J Rev D 

マルチズーム 
マルチズームは波形トレースをグループ化し、拡大や縮小、波形の水平軸の位置を完

全に同期化します。選択できる波形は Z1-Z4までのズーム波形以外にもメモリ波形
や演算(Math)波形も対象にすることができます。複数波形のタイミングをズームしな
がら観測する場合、このマルチズームを使用することで、簡単にそれぞれの波形タイ

ミングの違いを確認することができます。 
マルチズームの操作 
マルチズームはフロント･パネルの Zoomボタン（虫眼鏡のマーク）を押すか、また
は ZoomダイアログのMutiZoomタブから操作します。MutiZoomタブではグループ
化される波形をチェックボックスで個別に指定することやオート･スクロール機能で

水平軸方向に自動的にスクロールさせることができます。選択される波形は現在画面

に表示されている波形だけが選択項目に追加されるため、表示されていない波形の選

択は行えません。 
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演算(MATH)トレースの使用 

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

数学的演算を実行できます。演算トレースの作成時にオシロスコープは任意の捕捉モード

（リアルタイム、RIS、Roll モード）で動作することができます。  
演算トレースはオペレータ（演算子）とソースを使用して定義します。Add、Subtract、Multiply、

Divide、FFT などのオペレータを使用できます。ソースはチャンネル、ズーム・トレース、また

はメモリ（参照波形）です。オペレータの中には 2つのソースを必要とするものと、1 つだけの

ソースを必要とするものがあります。オペレータを選択すると、演算トレースの定義に必要とさ

れるソースの個数が示されます。  
なお、別々のズーム・トレースを設定しなくても、個々の演算トレースをズームできます。この

ため操作手順が簡素化され、別のトレースを作成することなく、興味のある特性を正確に把

握できます。演算トレースがアクティブであるときには、演算ダイアログのズーム･コントロール

を使用するか、フロント･パネルの Zoom&Mat 内のノブを使用して、演算トレースの垂直軸/

水平軸のスケールと位置を調整できます。  
WaveRunner Xi-A の演算トレースの強力な機能の 1つは、各トレースが 16 ビットの垂直分

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

直方向に拡大しても極めて高い分解能が維持されます。  

演算関数の概要 
WaveRunner Xi-A オシロスコープには複数の演算オペレータが標準装備されているほか、

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

カテゴリ Math名 概要 
Difference 減算 
Product 積算 
Ratio 除算 

2波形の 
四則演算 

Sum 加算 
Absolute 絶対値計算します。 
Derivative 微分計算します。 
Exp 底を eとした指数計算します。 
Exp10 底を 10とした指数計算します。 
Integral 積分します。 
Invert 反転します。 
Ln 自然対数計算します。 

関数演算 

Log10 常用対数計算します。 
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Reciprocal 逆数計算します。 
Rescale Ax+bの計算をします。 
Square 波形を二乗します。 

 

Square 
root 

波形を√します。 

Histogram ヒストグラム表示 パラメータ

のグラフ表

示 
Trend トレンド表示 

周波数解析 FFT 周波数解析を行います。 
Average 繰り返し波形をアベレージして SN比を改善します。 SN比改善演

算 Eres 一回のスイープ波形に対して、移動平均のような演算

をして SN比を改善します。 
Envelope 最大･最小両方のエンベロープを作成します。 
Floor 最小エンベロープを作成します。 

エンベロー

プ 

Roof 最大エンベロープを作成します。 

カスタム MATLAB Matlabの関数を利用して波形を計算させ、結果をオシ
ロスコープに表示します。 

SinX/X サイン補間を行います。 サンプルの

補間･間引き Sparse 波形の間引き処理を行います。 
Copy 波形コピーを行い、スループットを向上します。 
Deskew デスキューを行います。 

その他 

Segment 指定された一部のセグメントだけを取り出します。 
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演算トレースのセットアップ 
上部メニュー・バーの [Math 演算] にタッチし、[Math F1 Setup 演算の設定] を選

択します。次のダイアログがディスプレイの下部に表示されます。 

 
1. 現在定義されているオペレータを変更するには、アイコンにタッチするか、

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

します。 

 
いずれかのアイコンにタッチして、目的の演算オペレータ（関数）を選択します。リス

トを下方にスクロールするには、ポップアップ･メニューの右側にあるスクロール・バ

ーを使用します。  
2. オペレータが選択されると、ポップアップ・メニューが閉じて演算トレースが再定義

されます。  
3.  [Single/Dual] ボタンからDualを選択すると、2番目のオペレータを選択することが

できます。  
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2番目のオペレータが表示されると、2番目のオペレータは最初のオペレータと同じ

方法で変更できます。  
特定の状況下では2つのオペレータを使用すると便利です。たとえば、高速フーリ

エ変換(FFT)を計算した後で、数多くの計算結果についてFFTの平均を求める場

合は、最初のオペレータとしてFFT関数を選択し、2番目のオペレータとして

Average関数を選択できます。また、標準以外の計算のために単位の変換と結果の

スケーリングを行う場合は、2番目のオペレータとしてRescale関数を選択できます。  
4. チャンネル･ソースはデフォルトでC1になります。別のソース（チャンネル、メモリ、ズ

ームのいずれか）を選択するには、[Source ソース] フィールドの内部にタッチしま
す。  

 
5. 選択されたオペレータにより、右側に各オペレータ独自の専用コントロール

タブが表示されます。詳細コントロールはこちらのタブで行います。 

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

[Close 閉じる] にタッチして、演算ダイアログを閉じます。  
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演算デスクリプタ・ラベル 
演算トレースが ONであるときには、その演算トレース用のディスクリプタ・ラベルが表示され
ます。このディスクリプタ・ラベルはチャンネル、ズーム、メモリ（参照波形）のラベルとほぼ

同じです。  
 

 

• 最初の行には演算トレースの定義に関する情報が表示されます（この例では、

チャンネル 1の FFT）。 

• 2行目には垂直スケール情報が表示されます。 

• 3行目には水平スケール情報が表示されます。 
（上図のように）ディスクリプタ・ラベルが単色で塗りつぶされている場合、その演算トレース

はアクティブになっています。これはフロント・パネルの Zoom&Math 内のノブがその演算トレ

ースを調整するように設定されていることを意味します。  
アクティブではない演算トレースをアクティブにするには、単に目的の演算トレースのディスクリ

プタ・ラベルにタッチします。こうすると、その演算トレースがアクティブになり、演算ダイアログ

が表示されます。  
 

演算トレースのズーム 
演算トレースにはズーム機能が組み込まれているため、演算トレースのスケールと位置を必

要に応じて簡単に変更できます。演算トレースは次のいずれかの方法でズームできます。 

 

ディスクリプタ・ラベルにタッチして、トレースをア

クティブにします。  

 

次にフロント・パネルのZoom&Math内のノブを使

用して、トレースのスケールと位置を調整します。

各ノブは直感的に操作できます。  
注意：演算トレースがアクティブであるときには、

どのチャンネル･ボタンも点灯しません。これは演

算トレースが現在アクティブであることを示しま

す。 
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演算ダイアログのコントロールによる調整 

 

ディスクリプタ・ラベルを2回タッチして、演算ダイアログを開きま

す。 

 

右側のズーム・ダイアログを使用して、スケール 

と水平/垂直位置を調整します。 

ツールバー上のショートカットによる操作 
ツールバー上のショートカットを使用すると、演算トレースに対して特定の操作を実行できま

す。  

 

[Measurement selection 計測の選択] ポップアップ・メニューを開きま
す。このメニューを使用すると、[Math Setup 演算の設定] ダイアログを離
れることなく、演算トレースのパラメータ（計測）を選択できます。パラメータ

は自動的にグリッドの下に表示されます。  

 

演算トレースを対応するメモリ（参照波形）位置に読み込みます(たとえば、

Memory 1 [略称 M1] に読み込みます)。  

 

[Labeling ラベリング] ポップアップ・メニューを開きます。このメニューを使

用すると、ユーザ定義ラベルを波形に付けることができます。   
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パラメータ解析 -  トレンド、トラック、ヒストグラム 
パラメータにより計測されたデータはトレンド、トラック、ヒストグラムなどの更に深い解析に応

用することができます。パラメータ計測された値の時系列変化を観測することで、複雑な現象

をすばやく把握できることがしばしばあります。例えば、PWM のような波形は各周期のデュ

ーティー比をパラメータ計測し、変調度を時系列に並べることで挙動を正確に捉えることがで

きます。 このような場合にトラックやトレンドを利用します。トレンドは計測された値を垂直軸

で表し、計測された値がグリッドの右側からサンプルとして随時追加されます。このトレンド波

形を[File – SaveWaveform]で保存することで、パラメータの生データを保存することもできま
す。トラックはトレンドと同じように値を垂直軸で表しますが、時間のパラメータと共に表現され、

計測された X 軸の位置とトレンド波形で表された X 軸の位置は同じになります。例えば、FM

変調波形の周波数をパラメータ計測し、トレンドで表示した後、そのトレンド波形に対してパラ

メータ計測することで信号波の周波数などを解析することができます。 

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

分析やばらつき度合いを視覚で確認するのに適しています。 

 

パラメータからセットアップ 
1. メニュー・バーの [ Measure 測定] にタッ チした後、プルダウン・メニューから[ Measure 
Setup 測定のセットアップ] を選択します。 

2. パラメータ・タブの 1つ( P1～P6) にタッチします。 
3. [ Source1 ソース 1] フィールド内部にタッチし、ポップアップ・メニューから入力波形を選
択します。 

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

5. ダイアログ・ボックスの下部にある  ボタンのいずれかを選択します。 

 

6. 演算(Math)の選択ダイアログが表示されます。出力する演算とレースを選択します。 
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7. [Measure]フィールドをタッチし、ポップアップ･メニューから[Histogram],[Trend],[Track]の
いずれかを選択します。 

 

 

演算（Math）からのセットアップ 
演算メニューからパラメータを含めたヒストグラムやトレンド、トラックの設定を 1
度に設定できます。パラメータ内で値の表示が必要ない場合、パラメータを消費せず

に演算で表示させることができます。 
1. メニュー・バーの [ Math 演算] にタッ チした後、プルダウン・メニューから[ Math Setup 演
算のセットアップ] を選択します。 

2. 演算タブの 1つ( F1～F4) にタッチします。 
3. graph を選択します。 

 

4. [ Source1 ソース 1] フィールド内部にタッチし、ポップアップ・メニューから入力波形を選
択します。 

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

6. [Graph with]フィールド内部にタッチし、ポップアップ･メニューから[Histogram], [Trend], 
[Track]のいずれかを選択します。 

 

トレンド、トラック、ヒストグラムの詳細設定 
詳細設定は Fx 演算（Math)の右側ダイアログに表示されます。 

 

ヒストグラムの詳細設定 
1. 上記で作成した演算トレースのトレース・ラベル にタッチします。 

2.  右側のダイアログ・ボックス内で、[ Histogram ヒストグラム] タブにタッチします。 
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3.  [ Buffer バッファ] セクションにある[ #Values 値の個数] フィールド内部にタッチして

値を入力します。この値はヒストグラムに使われる最大数を表します。この値以上のデ

ータが入力された場合、バッファの先頭データを消去し、新しいデータがバッファに

入力されます。 

4.  [ Scaling スケーリング] セクションにある[ #Bins ビンの個数] フィールド内部にタッチ

し、20～2000 の数値を入力します。ヒストグラムでは、測定されたパラメータの値は、

「ビン」と呼ばれる複数の小区間に分割されます。各ビンの値で振り分けられたパラメ

ータの値の数がカウントされ、ヒストグラムを形成します。 

5.  [ Find Center and Width 中心と幅の調整]ボタンにタッチして、ヒストグラムの中心点

を決めます。または、[ Center 中心]フィールドと [ Width 幅] フィールドの内部を順

番にタッチし、ポップアップ数値キーパッドを使用して値を入力します。 

 
トレンドの詳細設定 
1. 上記で作成した演算トレースのトレース・ラベル にタッチします。 

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

 
3. [Mode]フィールド内部をタッチして、モードの選択を行います。 

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

します。 
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5. Vertical Scale セクションで[Find Scale]ボタンを押して、現在の値から垂直軸を最適

な状態に調整します。 

 
トラックの詳細設定 
1. 上記で作成した演算トレースのトレース・ラベル にタッチします。 

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

 

 
3. [Connect]フィールドをタッチして、計測値間の処理を選択します。 
4. [Find Scale]ボタンを押して、現在の値から垂直軸を最適な状態に調整します。 
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WEB EDITOR（オプション） 
Web Editor はグラフカルな環境で演算やパラメータのアイコンを配置や接続して、複雑な計

測や演算を作成する機能です。通常の演算トレースでは組み合わせることのできる演算の数

が 2 個と限定されていますが、メモリが許す限りいくつでも組み合わせることができます。また、

ウェブ･エディタの中では演算、計測、パラメータ演算の全てを取り扱うことができ、波形から

Math（演算）→パラメータ計測→パラメータ演算、など通常では複雑で取り扱えない処理を

簡単に行うことができます。 

 
 

ウェブエディタで編集するには 

 

メニューの[Math演算] – [F1 SetupF
１の設定]をタッチして F1`の演算メ
ニューを表示させ、メニュにある、

Web Editアイコンを選択します。ダ
イ ア ロ グ に 表 示 さ れ る Show 
Processing Web ボタンをタッチす
るとウェブエディタ画面に入りま

す。 
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[Add Math]ボタン、 [Add Measure]
ボタン、 [Add Param Math]ボタン
を タッチして必要とする演算やパラ
メータを選択し、ウェブ･エディタ

上に配置します。 

 
 

 
 

接続 
C1 などのソースは WebEditor 内の
左側に配置され、F1 などの出力先
は左側に配置されています。ソース

となるチャンネルの矢印をクリック

して計測や演算の In 端子までドラ
ックします。計測や演算アイコンの

Out 端子は後段の計測（演算）の In
端子、または出力先となる F1 の矢
印に接続していきます。 
接続されると線で結ばれます。線の

色によりデータ形式が表現され、濃

い青色は Float 型データ、薄緑色は
8 ビットデータ、紫色はパラメータ
値などの単一のデータとなります。

Out端子と In端子の属性の違いによ
り接続できない場合、カーソルが禁

止マークにより表示されます。 

 

各計測や演算の個別設定 
計測や演算をタッチして、アイコン

が黄色い枠で囲われた後、ダイアロ

グ右下に対応する計測や演算の設定

ダイアログを使って設定します。 

 

接続の解除 
接続の解除を行うにはラインの上を

タッチし、ハサミの形に変化した

後、もう一度タッチするか、Delete
ボタンを押して解除します。 
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デバック 
デバックのため、計測や演算の結果

を表示する機能があります。データ

を見たいアイコンの Out 端子をクリ
ックし、黄緑色に変化させた後、

Add Preview ボタンを押すと、途中
の結果がサマリとして表示されま

す。 

 

WebEditorから抜けるには 
Close ボタンを押すか、上のメニュ
ー の 中 か ら [Display] – [Scope 
Display]を選択して、Web Editor か
ら抜けることができます。 

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

概要 
WaveRunner Xi-A オシロスコープのパス/フェイル（合否）テストは、パラメータ計測

結果に対して条件を設定することや信号がマスクの範囲内にあるかどうかを判定する

ことを主な目的としています。適切な範囲を外れた信号を簡単に検出できるように、マー

カーや警告音などのユニークなアクションが用意されています。  

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

のパラメータによる比較の 2種類があります。 

パラメータの値で合否テストするには 

1. メニュー･バーの [Analysis →  Pass/Fail Setup...] をタッチします。 
2. [Qx] タブの１つをタッチします。Qx 位置のセットアップ･ダイアログが開きま

す。 

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

力として使われるパラメータを選択します。 

4. メイン･ダイアログ･ボックスの [Condition 条件] フィールド内部にタッチし、
[ParamCompare]、または[Dual Param Compare]を選択します。 

5. 右側の ParamCompare タブに移り、[Compare Values 値の比較] フィールド
内部にタッチし、ポップアップ･メニューから [All] または [Any] を選択します。

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

ると、すべての値が設定した制限範囲内になる場合のみテストが真になりま

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

ります。 

6.  [Condition 条件] フィールドの内部にタッチし、ポップアップ･メニューから
演算子を選択します。 

7. [Limit] フィールド内部にタッチし、ポップアップ数値キーパッドを使用して値
を入力します。入力した値には、テスト対象のパラメータに対応する単位が

割り当てられます。たとえば、時間パラメータをテストする場合、単位は秒で
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す。また、ダイアログ下にあるボタンはパラメータの統計値を使って Limit に

値を設定することができます。 

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

きます。 

 

 

マスク・テスト 
マスクは事前に定義した垂直許容値や水平許容値に基づき実際の波形からマスクを作成す

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

MaskMaker は下記からダウンロードすることができます。 

http://www.lecroy.com/japan/pdf/software/default.asp 
テストには作成されたマスクやオシロスコープのハードディスク(D:\Mask)に保存された既存

の信号規格のマスクを使用してテストを実行できます。信号規格のマスクやMaskMaker で作

成されたMask はハードディスク、又は USB メモリなどから読み込むことができます。 

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

一部がマスクの範囲外になるとテストは偽（False）になります。 

設定 真になる条件 

All In 全てのトレースがマスク内に入れば真 

All Out 全てのトレースがマスクの外にあれば真 

Any In トレースの一部がマスク内に入れば真 

Any Out トレースの一部がマスクの外にあれば真 

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

ることができます。(この機能の詳細については、「計測ゲート」を参照) 

マスクで合否テストするには 
1. メニュー･バーの [Analysis →  Pass/Fail Setup...] をタッチします。 
2. [Qx] タブの１つをタッチします。Qx 位置のセットアップ･ダイアログが開きま

す。 

3. [Source1 ソース 1] フィールド内部にタッチし、ポップアップ･メニ
ューから入力波形を選択します。 

4. メイン･ダイアログ･ボックスの [Condition 条件] フィールド内部にタ
ッチし、[Mask Test マスク･テスト] を選択します。 
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5. ダイアログの [Test テスト] セクションで、[Test is True when テストが真とな

る条件] グループのいずれかのボタンを選択します。たとえば、[All In] を選

択した場合、波形の一部でもマスクの範囲外になるとテストは偽（False）にな

ります。 

6. ダイアログの [Show Markers] セクションで、マスク違反を表示するかどうか
を選択します。 

7. 既存のマスクを読み込む場合は、[Load Mask マスクの読み込み] タブにタ
ッチし、[File ファイル] ボタンを押します。続いてマスクのファイル名を直接

入力するか、ツリーからファイルのパスとファイルを選択します。 

 
8. 波形からマスクを作成する場合は、[Make Mask マスク作成] タブにタッチし

ます。  
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9. [Ver Delta 垂直デルタ] フィールドと [Hor Delta 水平デルタ] フィールド内

部にタッチし、ポップアップ数値キーパッドを使用して各フィールドに境界値

を入力します。 

10. マスクを保存するには、[Browse 参照] ボタンにタッチし、マスクのファイル
名と保存先のフォルダを指定します。 

11. [Make from Trace]ボタンを押して、マスクを作成します。 
12. 波形の一部分にマスクを限定する場合は、[Gate ゲート] タブにタッチして 

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

は、デフォルトではグリッドの左端と右端に配置されているゲート･ポスト にタ

ッチしてドラッグします。 

 

アクション 
波形に対する合否条件が成立した場合に実行するアクションを下記から 1つ以上選択

できます。 
• テストを停止する 
• 警報を鳴らす 
• テスト結果を印刷する 
• パルスを発生させる 
• 波形を保存する 

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

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

て、パルスの幅を設定することができます。 

ハードコピーや波形の保存を選択すると、ハードコピーや波形保存の設定タブが合否

テスト(Pass/Fail)の隣に表示されます。 
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アクションの設定は Q1-Q8の個々の設定以外に、Actionタブにある Pass if,や Ifの条
件を設定します。Pass ifは Q1-Q8の結果に対して論理演算を行い真になる条件を設
定します、Ifでは Pass Ifの結果からアクションを実行する条件を設定します。 

 
アクションを実行するには 

1. メニュー･バーの [Analysis →  Pass/Fail Setup...] をタッチします。 
2. [Actions アクション] タブにタッチします。 

 
3. [Enable Actions アクションを有効にする] チェックボックスをオンにします。こ

うすると、波形がテストに合格または不合格したときに実行するアクションを

選択できるようになります。 

4. 最後の波形の状態を簡潔に示し、捕捉回数をカウントするテキスト行
を有効にする場合は、[Summary View サマリー表示] チェックボッ
クスにタッチします。 

5. [Pass If 合格条件] フィールド内部にタッチし、ポップアップ･メニューから論
理条件を選択します。 

6. 一定回数の捕捉が完了した後で合否テストを終了する場合は、[Stop Test 
テスト終了] チェックボックスをオンにした後、[After 完了回数] データ入力
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フィールド内部にタッチし、ポップアップ数値キーパッドを使用して値を入力

します。 

7. 入力波形がテストに合格または不合格したときに実行するアクションを設定
する場合は、ダイアログの [If] セクションにある ［Pass 合格］ ボタンまたは 

［Fail 不合格］ ボタンをタッチします。 

8. ダイアログの [Then] セクションで。実行するアクション（stop テストを終了す
る、alarm 警報を鳴らす、ｈardcopy テスト結果を印刷する、pulse パルスを出

力する、save 波形を保存する）を選択します。テスト結果を印刷する場合は、

ローカル･プリンタまたはネットワーク･プリンタにオシロスコープが接続されて

いることを確認してください。詳細については「印刷」を参照してください。 

9. 波形を自動的に保存する場合は、[Save 保存] チェックボックスにタッチしま
す。 [Save Waveform 波形の保存] ダイアログが追加されます。詳細につい

ては「波形の保存と呼び出し」を参照してください。 

10. 合否条件とアクションをテストする場合は、[Force Actions Once アクション
の試行] ボタンにタッチします。条件を変更するときに、すべてのチェックボ

ックスを一度にクリアする場合は、[Clear All すべてをクリア] ボタンにタッチ

します。 

スイープ回数を指定してテストの停止 
合否試験のサンプル数を固定したい場合、指定回数スイープされた後、試験を自動的

に停止することができます。Stop Testチェックボックスをマークして、Afterに停止
するまでのスイープ数を入力します。 
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設定情報の保存と呼び出し 

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

ドライブなどの媒体との間で、保存と呼び出しを行うことができます。同様の作業を何回も繰り

返し実行する場合や、オシロスコープを他の多くのユーザーと共有している場合は、この機

能を利用すると非常に便利です。  
オシロスコープの設定をセットアップ・ファイルとして保存するには 

 

上部メニュー・バーの [File ファイル] から [Save Setup  セット

アップ情報の保存] を選択します。  

 

波形データの保存先として、RAM内の内部セットアップ用一

時領域（Internal Setup）、ハードディスク上または外付け記憶

デバイス内のファイル（File）のどちらかを選択します。  
[Save Now 保存の実行] にタッチして設定情報を保存しま

す。  

セットアップ・ファイルからオシロスコープの設定を呼び出すには 

 

上部メニュー・バーの [File ファイル] から [Recall Setup セッ

トアップ情報の呼び出し] を選択します。  

 

波形データを呼び出すソースとして、RAM内の内部セットアッ

プ用一時領域（Internal Setup）、ハードディスク上または外付

け記憶デバイス内のファイル（File）のどちらかを選択します。 
[Recall Now 呼び出しの実行] にタッチして設定情報を呼び

出します。  

オシロスコープのデフォルト設定を呼び出すには 

 

上部メニュー・バーの [File ファイル] から [Recall Setup セッ

トアップ情報の呼び出し] を選択します。  

 

[Recall Default Setup デフォルトの呼び出し] というラベルの

ボタンにタッチします。 
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波形データの保存と呼び出し 

概要 
波形信号の保存と呼び出しを行うには次の 2通りの方法があります。 

• チャンネル信号、演算トレース、またはズーム・トレースをメモリ・ロケーション（参照

波形）に保存する。 

• チャンネル信号、演算トレース、またはズーム・トレースをデータとしてファイルに保

存する。 
メモリ への保存 
メモリはWaveRunner Xi-A オシロスコープの非揮発性 RAM内に保存されます。メモリへの

信号の保存は簡単かつ高速であり、他の波形と簡単に比較するためにデータを保存するに

は最適な方法です。 
ファイルへの保存 
通常、波形データはバイナリ形式または ASCII 形式で保存されます（ただし、他の形式も利

用できます）。バイナリ形式の波形データは同じオシロスコープ上で呼び出せます。また、他

のオシロスコープや他のプログラム（Excel, MATLAB, Mathcad など）に波形データを転送し

て、詳細な処理を実行することもできます。オシロスコープ上で呼び出される波形データは、

メモリ（参照波形）トレースに読み込まれます。  

メモリの保存と呼び出し  
保存と表示を行う最速の方法 
現在の捕捉データと参照トレースを比較する機能は、オシロスコープにとって極めて重要な

基本機能です。WaveRunner Xi-A オシロスコープには、チャンネル、演算トレース、ズーム･

トレースを簡単にメモリ・ロケーションに保存する機能があります。  

 

チャンネル、演算、またはズームのディスクリプタ・ラベルを2回タッ

チして、メモリ・ロケーションに保存したいトレースのダイアログを開き

ます。 

 

ダイアログの下部にあるツールバー上の [Store 保存] ボタンにタッ

チします。 
  

対応するメモリ・トレースに（C1 は M1 に、C2 は M2 に．．．； Z1 は M1 に、Z2 は M2

に．．．； Math は M1 に）トレースが保存されて、グリッド上にトレースが表示されます。メモリ・

トレースには、他のトレースと同様に、ディスクリプタ・ラベルやダイアログなどがあります。メモ

リ・トレースをズームしたり、グリッド上の位置を変更したりすることもできます。 
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上部メニュー・バーの [Math 演算] か ら[Memory Setup  メモ

リの設定] を選択します。  

 

[Memory Setup メモリ] ダイアログ内でメモリ・ロケーションを

選択します。この例では M1 を選択します。  

 

 

メモリ・ロケーションにコピーする波形を選択します。この例

では、メモリ・ロケーションM1に波形C1をコピーします。  
メモリ・ロケーションにコピーする波形を選択した後、

[Copy Now コピーの実行] ボタンにタッチします。   
M1 メモリ･トレースには、コピーの時点で存在した波形C1 が

保存されます。同時にM1 メモリ･トレースがONになり、ディ

スクリプタ・ラベルがアクティブになります。ズーム・トレースの

場合とまったく同様に、メモリ･トレースの位置とスケールはフ

ロント・パネルのノブを使用して調整できます。  

ツールバー上のショートカットによる操作 
ツールバー上のショートカットを使用すると、メモリ・トレースに対して特定の操作を実行でき

ます。  

 

[Measurement selection 計測の選択] ポップアップ・メニューを開きます。
このメニューを使用すると、[Memory Setup メモリの設定] ダイアログを離れ
ることなく、メモリ・トレースのパラメータ(計測)を選択できます。パラメータは
自動的にグリッドの下に表示されます。  

 
保存されたトレースのメモリを全消去します。   

 

[Labeling ラベリング] ポップアップ・メニューを開きます。このメニューを使用

すると、ユーザ定義ラベルをメモリに付けることができます。   
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ファイルへの保存と呼び出し 
波形データを保存するには 

上部メニュー・バーの [File ファイル] から [Save Waveform  

波形の保存] を選択します。 

波形データをファイル（File）に保存するように指定します。  
 

保存したい波形データのソースを選択し、データ･ファイルの

ファイル名を指定します。  

 注意 
文字ではなく数字で終わる名前を使用すると、名前の末尾の

数字が自動的に削除または変更される可能性があります。こ

れは設計上、最初の波形に自動的に番号0が付き、2番目の
波形に番号1が付く（以下同様）ためです。  
 
データ形式を選択します。ASCIIまたはExcelを選択した場合

は、[SubFormat サブフォーマット] フィールドにタッチし、

[Time Data 時間] または[Time & Ampl 時間と振幅] を選択

した後、[Delimiter 区切り文字] フィールドにタッチし、ポップ

アップ・メニューから区切り文字（コンマ、スペース、セミコロ

ン、タブ）を選択します。 
次に、ファイルの保存先とするディレクトリとファイル名を選択

します（保存先はUSBメモリ・スティック、またはオシロスコープ

の内蔵ハードディスクのどちらかです）。 
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最後に、ダイアログ内の [Save Now 今すぐ保存] ボタンにタ

ッチします。  
 



基本操作マニュアル 

WRXi-A-GS-J Rev D  131 

波形データを呼び出すには 
 

 

上部メニュー・バーの [File ファイ

ル] から [Recall Waveform 波形の

呼び出し] を選択します。  

  

 

 

波形データをファイル（File）から呼

び出すように指定します。 
[Destination 保存先] フィールドの

内部にタッチし、波形データの出力

先メモリ・ロケーションを選択しま

す。メモリをONにして波形を即座に

表示したい場合は、[Show on 

Recall 表示] ボックスにチェックマー

クを付けます。  
[Recall files from directory ファイル

を読み出すディレクトリ] フィールド

の内部にタッチし、ポップアップ・キ

ーボードを使用してパス名を入力し

ます。または、[Browse 参照] ボタン

にタッチして、目的のフォルダを探

します。 
[Recall Now 呼び出しの実行] ボタ

ンを押して、波形データ･ファイルを

読み込みます。  
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画像イメージの保存と印刷 

本オシロスコープには、波形データに対する操作として、画像イメージの保存、プリンタでの

印刷、電子メールによる送信などを行う機能があります。プリント出力では、Windows XP でサ

ポートされる任意のプリンタを使用できます。 

画面イメージの保存(印刷)の操作 
画面イメージについては、ハードコピー・プリンタへの出力、記憶

媒体(内蔵ハードディスクや USB メモリ･スティックなど)への保存、

電子メールの添付ファイルとして送信、クリップボードに送信して他

のプログラムにコピーといった操作を実行することができます。  
 

フロント･パネルの [プリント] ボタンの動作を定義すると、画面イメ

ージの保存、印刷、電子メールによる送信などの操作を 1回のボ

タン押下で自動的に実行することができます。 
 
また、文書化作業を容易にするために、画面イメージを保存する

前に、注釈（ラベル）を画面イメージに付加することもできます。

個々の波形ごとにラベルの作成と追加を行うには、ツールバーの 

[Label ラベル] ボタンを使用します。  
 

 
画面イメージのファイル保存を設定するには 

 

USB メモリ･スティックや内蔵ハードディスクなどの記憶媒体に画面イメージを保存

するには、[File ファイル] を選択します。 

1. メニュー・バーの [Utilities ユーティリティ] にタッチした後、プルダウン・メニューか
ら [Utilities Setup... ユーティリティの設定] を選択します。 

2. [Hardcopy ハードコピー] タブにタッチした後、[File ファイル] アイコンにタッチしま
す。 

3. [File Format ファイルの形式] データ入力フィールドの内部にタッチし、ポップアッ
プ・メニューから画像ファイル形式を選択します。 

4. トレースを白い背景で出力する場合は、[Colors 色] フィールドにタッチして [Print  
印刷] 、または[Black & White白黒]を選択します。白い背景を使用すると、プリンタの

トナーを節約できます。 
5. [Directory ディレクトリ] 入力フィールドの内部にタッチし、ポップアップ・キーボード

を使用して、出力先フォルダのパス名を入力します。または、[Browse 参照] ボタン



基本操作マニュアル 

WRXi-A-GS-J Rev D  133 

にタッチして、目的のフォルダに移動します。 
6. [File Name ファイルの名前 ]フィールドの内部にタッチし、ポップアップ・キーボード

を使用して、画面イメージを保存する宛先ファイルの名前を入力します。 
7. ダイアログ領域を出力対象から外して、波形とグリッドのみを出力する場合は、

[Grid Area Only グリッド範囲のみ] チェックボックスをオンにします。 
8. [Print Now 印刷] ボタンを押します。または、フロント・パネルの [Print 出力] ボタ

ンを押して、画面イメージをファイルに保存します。  

 
画面イメージをメールで送信するには 

 

本オシロスコープには、MAPI プロトコルまたは SMTP プロトコルを使用して、デ

ータ（画面イメージなど）を電子メールで送信する機能もあります。電子メールを

送信するためには、最初に電子メール・サーバーに接続し、[Preference Setup 

プレファレンス] ダイアログで電子メール・サーバーと受信用アドレスを設定して

おく必要があります。 
1. メニュー・バーの [Utilities ユーティリティ] にタッチした後、プルダウン・メニューか

ら [Utilities Setup... ユーティリティの設定] を選択します。 
2. [Hardcopy ハードコピー] タブにタッチした後、[E-mail 電子メール] ボタンにタッチ

します。 
3. [File Format ファイル形式] データ入力フィールドの内部にタッチし、ポップアップ・

メニューからグラフィック・ファイルの形式を選択します。 
4. トレースを白い背景で出力する場合は、[Colors 色] フィールドにタッチして [Print  

印刷] 、または[Black & White白黒]を選択します。白い背景を使用すると、プリンタの

トナーを節約できます。 
5. 画像にコメントを付ける場合は、[Prompt for message to send with mail メールにプ

ロンプトを] チェックボックスをオンにします。 
6. ダイアログ領域を出力対象から外して、波形とグリッドのみを出力する場合は、

[Grid Area Only グリッド範囲のみ] チェックボックスをオンにします。 
7. [Print Now 印刷] ボタンにタッチします。 
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画面イメージをプリンタに出力するには 

 

画面イメージを外部プリンタに出力するには、[Printer プリンタ] を選択します。 

1. メニュー・バーの [File ファイル] にタッチし、プルダウン・メニューから [Print 

Setup... 印刷の設定] を選択します。[Utilities Hardcopy ハードコピー] ダイアログ

が表示されます。 

2. ダイアログ内部の  [Printer プリンタ] アイコンにタッチします。 
3. トレースを白い背景で出力する場合は、[Colors 色] フィールドにタッチして [Print  

印刷] 、または[Black & White白黒]を選択します。白い背景を使用すると、プリンタの

トナーを節約できます。（プリンタのカラー設定を変更するには、[Preferences -- 

Color プレファレンス － カラー] ダイアログを使用します。）  
4. [Select Printer プリンタの選択] フィールドの内部にタッチし、印刷に使用するプリ

ンタをポップアップ・メニューから選択します。プリンタのセットアップ情報を確認す

る場合は、[Properties プロパティ] ボタンにタッチします。 
5. [Orientation 用紙方向] を指定するために、縦または横を示すアイコンにタッチし

ます。 
6. ダイアログ領域を出力対象から外して、波形とグリッドのみを出力する場合は、

[Grid Area Only グリッド範囲のみ] チェックボックスをオンにします。 
7. [Print Now 今すぐ出力] ボタンを押します。または、フロント・パネルの [Print 出力] 

ボタンを押します。  

 
 
 

画面イメージをクリップボードに保存するには 

 

[Clipboard クリップボード] を選択すると、画面イメージ・データをクリップボード

に保存した後、そのデータを他のアプリケーション（Microsoft Word など）に貼り

付けることができます。  
1. メニュー・バーの [Utilities ユーティリティ] にタッチした後、プルダウン・メニューか

ら [Utilities Setup... ユーティリティのセットアップ] を選択します。 
2. [Hardcopy ハードコピー] タブにタッチします。 
3. トレースを白い背景で出力する場合は、[Colors 色] フィールドにタッチして [Print  

印刷] 、または[Black & White白黒]を選択します。白い背景を使用すると、プリンタの

トナーを節約できます。 
4. ダイアログ領域を出力対象から外して、波形とグリッドのみを出力する場合は、
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[Grid Area Only グリッド領域のみ] チェックボックスをオンにします。 
5. [Print Now 今すぐ出力] ボタンを押します。または、フロント・パネルの [Print 出力] 

ボタンを押します。  
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画面の構成 
WaveRunner Xi-Aシリーズはマルチグリッドや2つの入力チャンネルを使用するXY表
示、アナログ･オシロスコープと同じように波形を重ね書きするパーシスタンス表示、

シーケンス･モード時に多様な表示形式を提供します。 

マルチグリッドの利点 
マルチグリッドはグリッドを複数個用意して、波形表示を見やすくしながら、波形の

計測精度を最適な状態にすることができます。下図は２つの波形をマルチグリッド表

示させています。各波形は垂直軸方向にほぼ８Div使用しています。つまり、8ビット
分解能が使われています。１つのグリッドで同じように表示させるためには、

Volt/Divの感度を低くして、オフセットで波形が重ならないように位置を調整する必
要があります。その場合、1つの波形に４Divしか使われていないので4ビット分の分
解能しか得られず、さらにオフセットされているため、オフセット誤差も生じます。 

 

画面設定するには 
1. メニューバーの [Display → Display Setup] をタッチします。 
2. 目的とするグリッドボタンの 1つにタッチします。 

 
3. [Intensity] データ入力フィールド の内部をタッチし、ポップアップ数字キー

を使用して 0～100 の値を入力します。 
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4. 波形の上にグリッドを重ねる場合は、[Grid on top グリッドを手前に表示] チ
ェックボックスをオンにします。 

5. 最上部と最下部のグリッド線（volts/div から計算される）および左端と右端
のグリッド線（タイムベースから計算される）を常に表示する場合は、[Axis 

labels 軸のラベル] チェックボックスをオンにします。 

6. トレースの線スタイルとして、[Line 実線] または [Points 点線] を選択します。 

 
7. 輝度を変更する場合は、[Intensity] データ入力フィールドの内部をタッチ

し、ポップアップ数字キーを使用して 0～100 の値を入力します。 

TIPS：マルチグリッドで、波形を別のグリッドに移動させたい場合、各波形の[Next  Grid]ボタ

ン を押すと、次のグリッドに移動させることができます。但し、グリッドのタイプ

が Autoに設定されている場合、Nextボタンは無効にないます。 

XYディスプレイ 
他の属性が同じで位相のみが異なる信号間の位相偏移を測定するには、XY ディ

スプレイを使用します。軸上の電圧または 2 軸上の周波数を表示することができま

す。各トレースの X 軸は同じでなければなりません。作成されるパターンの形状を

見ると、位相差と周波数比に関する情報が分かります。 
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XYディスプレイのセットアップ 
1. メニュー･バーの [Display → Display Setup] をタッチします。 
2. XY ディスプレイ･モード･ボタンの１つにタッチして、目的の 

 
XY ディスプレイを選択します。 

XY グリッド上のみに 2つの波形を表示するか、シングル･グリッド上または

デュアル･グリッド上に入力波形を表示することができます。 

3. Input X 入力 X] フィールドと [Input Y 入力 Y] フィールド内部をタッチし、
ポ ッ プ ア ッ プ ･ ウ ィ ン ド ウ か ら 入 力 ソ ー ス を 選 択 し ま す 。  

  
 

パーシスタンス 
パーシスタンス（重ね書き表示）機能を使用すると、波形を表示･分析して反復信号

の特異性や異常性を検出したり、数多くの捕捉処理から時間の経過と信号の変化

の関係を確認したりすることができます。本オシロスコープのパーシスタンス･モード

には、最も頻繁に発生する信号経路を「3 次元形式」で表示させ、輝度の異なる色

や段階的なスペクトルによって信号の特性を表示することができます。 

個々のチャンネル、演算関数、メモリ･ロケーション（M1～M4）ごとに、最大 8 個の

入力に対してパーシスタンス機能を適用することができます。 

パーシスタンスのセットアップ 
1. メニュー･バーの [Display → Persistence Setup] をタッチします。 
2. [Persistence On  パーシスタンスを有効にする] チェックボックスをオンにし

ます。 
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3. モード･ボタンの 1つ にタッチします。  

4. 最後のトレースを表示する場合は、[Show last trace 最終トレースを表示] チ
ェックボックスをオンにします。 

5. [Saturation] データ入力フィールドの内部をタッチして、ポップアップ数値
キーパッドを使用して値を入力します。飽和レベルの詳細については「飽和

レベル」を参照してください。 

6. [Persistence time パーシスタンスの持続時間] データ入力フィールドの内部
をタッチし、ポップアップ･メニューから適切な時間を選択します。 
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作業内容の文書化 (LAB NOTE BOOK) 
WaveRunnerXiの LabNotebook機能を使用すると、波形、画面キャプチャ、オシロスコープ・
セットアップ・ファイルの保存や文書化を一度に簡単に行うことができます。LabNotebook で

は、Flashback 機能を使用して保存された状態をそのまま呼び出すこともできます。

また、画像イメージを表示しながら、pdf、html、rtf などの出力形式でレポートを

作成できます。 

Notebookエントリは内部データベースに保存され、いつでも呼び出して参照できま
す。LabNotebookには波形データの保存のほかに、パネル･セットアップ情報やパラ
メータ測定情報を保存する機能があります。データベースを外部メディアにバックア

ップする機能も利用できます。 
Flashback機能を利用すると、DSOの状態（保存された波形やセットアップ情報な
ど）を後で参照できるため、追加の測定を簡単に実行できます。キーワード･フィル

タを使用すると、目的の Notebookエントリを簡単に検出できます。 
エントリを保存･参照する宛先の Notebookを選択する機能、プロジェクト単位または
ユーザー単位で Notebookにラベルを付ける機能が用意されています。たとえば、複
数のユーザー間でオシロスコープを共有する場合や、1台のオシロスコープを別々の
プロジェクトで使用する場合には、LabNoteのデータベースを切り替えることにより
データを別々に保守できます。同様に、ハードコピー･レポートは別々のフォルダに

保存できます。 

LabNotebook のレポートの作成手順 
LabNotebookの各入力項目は、[File ファ
イル] メニューからLabNotebookを選択し
た後、[Create 作成] ボタンをクリックす
るだけで簡単に作成できます。  

 
その後、複数の注釈ツールやカラーを自

由に使用して、波形に書き込みを付ける

ことができます。[Done 終了] ボタンを

クリックすると、これらの書き込みとオ

シロスコープの設定内容がオシロスコー

プ内のデータベースに保存されます。 
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表示されるダイアログにエントリの名前（タイト

ル）とコメントを入力します。デフォルト設定

では、現在の日付と時刻がエントリのタイトル

になります。 

[Title タイトル] フィールド内部をタッチし、ポ

ップアップ･キーボードを使用してタイトルを

入力します。必要に応じて [Description 説

明] フィールド内部をタッチしてコメントを入

力した後、[Close 閉じる] をタッチします。 

作成する場合、[Save]ボタンをタッチします。

画像エディタ画面に切り替わります。画面の

上部には描画ツールバーが表示されます。

ツールには鉛筆ツール、円ツール、矢印ツ

ール、テキスト･ツールの4種類を使って、レ

ポートに詳細内容を記入することができます

Notebookエントリに対する注釈の付加が完

了したら、[Done 完了] をタッチします。

LabNotebookダイアログのリストにエントリの

名前が表示されます。 

ハードコピー形式のレポートを作成する

には、[Format]で出力形式を選択してか

ら[Create Report レポート作成] ボタンを
クリックします。このハードコピー形式

はネットワーク・ドライブまたは外部メ

ディアに保存できます。あるいは、E-

mailボタンをクリックして、レポートを

別の場所に送信します。またFlashback

機能を使用して任意のLabNoteBookのレ

ポート（オシロスコープのセットアップ

など）を呼び出し、さらに解析を行うこ

ともできます。 
 
 
 
 
 



WaveRunner Xi-Aシリーズ  

142 WRXi-A-GS-J Rev D 

LabNoteBookの管理 
アイテムのリスト表示 
一度登録されたレポートはMy Notebook 
Entoriesの中にアイテムが表示されま
す。この中で表示されるアイテムは作成

時に Titleに入力されたテキストが使用さ
れます。 
 

アイテムの削除 
アイテムの削除はMy NoteBook Entries内
の任意のアイテムを選択して、Deleteボ
タンを押して削除します。DeleteAllボタ
ンを押すとデータベースに登録されてい

る全てのアイテムが消去されます。 
 

レポートの表示 
アイテムを選択した後に Viewボタンを
タッチして、選択したレポートを表示す

ることができます。Viewを閉じるには
[Close]ボタンをタッチします。 

 

アイテムの検索 
Filter機能を使って、リスト内のアイテ
ムを検索することができます。日付やア

イテムに登録したキーワードを使って検

索できます。 
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複数レポートの同時印刷 
[Multi Selection]チェックボックスをマー
クして、複数のレポートの印刷を 1回で
済ませることができます。チェックボッ

クスをマークするとレポート選択ボタン

が表示されます。このボタンを使って複

数のレポートを選択した後、Printボタン
を押すことによって、レポートを複数出

力することができます。 

 
 

LabNotebookのプリファレンス設定 

 
プリファレンス設定では次のような設定が可能です。 
 
･[保存前にタイトル入力を許可 prompt for Entry Title Before Saving] 
チェックボックスが ONにされている場合、自動的に保存されたレコードのタイ
トルと説明を記入することができます。タイトルは LabNotebookタブ内のリスト
に表示されます。説明は LabNotebookのリストで選択時にレコードのタブが表示
され、内容を確認することができます。 

・[保存する前に注釈入力を許可 Annotate Entry Before Saving] 
チェックが ONされている場合、新規作成時に簡単なグラフィック･エディタが表
示され画面イメージ上に簡単に注釈を入力することができます。 

・[Hardcopyボタンで登録を作成 Create Entry when Hardcopy Pressed]  

フロントパネルの[Print 出力]ボタンにより Labnoteに新規レコードが作
成されます。 

・[白い背景で印刷 Create Entry when Hardcopy Pressed] 
チェックがされている場合、画面イメージの背景を黒から白に変更します。 
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また[印刷範囲 Hardcopy Area]の設定により画面イメージの範囲を指定することが
できます。 

・[セットアップ情報と波形の添付 Attach Setup & Waveforms] 
チェックされている場合、送信されるメールに設定ファイルと波形ファイルが添

付されます。チェックされていない場合、画像イメージのみが添付されます。 
 

アドバンスド設定 

 
アドバンスド設定では LabNotebookのデータベースファイルへの操作やレポートの保
存先やテンプレート、レポートに出力されるロゴの指定を行うことが出来ます。 
・[インポート Import From] 
データベース･ファイルを指定して、現在のデータベースにインポートすること

ができます。 
・[新たにスタート Start New] 
新規にデータベースを作成することができます。 

・[バックアップ Backup] 
USBメモリなどの外部記憶メディアなどにバックアップを作成することができま
す。 

・圧縮 Compact 
現在のデータベースを圧縮することができます。 

・[ディレクトリ Directory] 
レポートのデータが出力されるディレクトリを指定します。 

・[テンプレート Template] 
XSL スタイルシートを選択して、任意のレポート形式を指定することができます。 

・[ロゴ Logo] 
レポートに任意のロゴを指定する事ができます。 
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外部機器との接続とその他の設定 
WaveRunner Xi-A オシロスコープではOS にWindows XP が採用されているため、オシロス

コープ上でプログラムの最小化、フォルダへの保存、他のプログラムの起動といった基本操

作をWindows 環境と同じ感覚で実行することができます。そのため、本オシロスコープは直

感的で簡易な操作が可能です。  

標準入出力 

 
WaveRunner Xi-A オシロスコープの標準出力は次のとおりです。 
• 10/100/1000BaseT Ethernet 
• フロントパネルの USB ポート(1 個) 
•  側面パネルの USB ポート（4 個） 
• SVGA 出力 
• PS/2 端子 
• 音声入出力端子 
• Lbus 

注意： ご購入時、USBや Ethernetのポートには次のようなシールが貼ってあります。シール
を剥がしてお使いください。 

 

ネットワークへの接続 
WaveRunner Xi-Aオシロスコープに標準装備された 10/100/1000 Base-T Ethernetポ
ートを通じて、高速かつ簡単にネットワークに接続することができます。本オシロス
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コープでサポートされる DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) では、ネットワークに

ファイアウォールが存在しない場合に、ネットワーク・ケーブルをオシロスコープの Ethernet

ポートに差し込むだけで、ネットワーク・アドレスが自動的に割り当てられます。  
ネットワークにファイアウォールが存在する場合は、Windows の一般的なセットアップ・ルーチ

ンを使用し、IT 部門の援助を受けながらネットワークに接続してください。  
オシロスコープはWindows ベースの PC プラットフォーム上で動作するため、ネットワーク上

にある他の PC と同じように、ウイルスから保護する必要があります。オシロスコープを

Windows の優先度の高い更新プログラムに従って最新の状態にしておくことが重要であり、

またアンチウイルス・ソフトウェアをインストールし、常に最新の情報に更新しておく必要があり

ます。 
 
Windows Service Pack とレクロイのオペレーティング・ソフトウェアの互換性等に関する詳細

については、www.lecroy.com/dsosecurity を参照してください。 

デスクトップへのアクセス 

 
 

 

WaveRunner Xi-Aオシロスコープの（Windows形式）デ

スクトップにアクセスするには、上部メニュー・バ

ーの [File ファイル] を開いて [Minimize 最小化] 

を選択します。こうすると、オシロスコープ・プログラム

が最小化され、他のWindowsプログラム（Windowsエクス

プローラ、ペイント、Internet Explorerなど）を起動できる

ようになります。  
最小化されたオシロスコープ・プログラムは、ディスプレ

イの右下隅に、この図のようなアイコンとして表示されま

す。アイコンにタッチすると、オシロスコープ・プログラム

が元のサイズに戻り、画面全体に表示されます。  

外部モニタのセットアップ 

WaveRunner Xi-A/MXi-Aシリーズ・オシロスコープのマザーボードにはデュアルビ
デオ・チップが内蔵されており、オシロスコープのデスクトップを 2つのモニタに
拡張表示するか、同じオシロスコープ画面を外付けモニタに表示することができます。

この拡張表示モードでは、たとえば、オシロスコープの UI をオシロスコープ自身の
画面に表示する一方、Excel®などの他のアプリケーションを外付けモニタに表示す
ること（あるいはその逆）ができます。また、オシロスコープの画面をオフにして、

オシロスコープの UI を外付けモニタのみに表示することもできます。 
外部モニタを設定するには 

1. デスクトップへアクセスします（上記のデスクトップへのアクセスを参照） 
2. タスク・バーのシステムトレイ領域内の Intel ®モニタ・アイコンをクリッ

クします。 
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3. Intel® extreme graphics2 for mobileポップアップ・メニューから [ Graphics 

Properties… グラフィック・プロパティ]を選択します。 

 
4. [ Display Devices ディスプレイ機器] ダイアログ・ボックスで表示モードを

選択します 

 
5. [ Display Settings ディスプレイの設定] をクリックして、外付けモニタの分

解能（画面領域）とカラー･パレットを指定します。 
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画像ファイルに対する注釈の付加 
チャンネル、演算トレース、ズーム・トレース、メモリ（参照波形）に対して注釈（ラベル）を付加

することができます。これらのラベルは波形に付加され、波形上の任意の位置に配置できま

す。次の点に注意してください。 

• ラベルの配置は、トレースの垂直位置と水平位置の変更に応じて自動的に調整さ

れます。  

• 画面上の画像をディスクに保存すると、ラベルも画像の一部として保存されます。  

• ラベルを使用すると、別個のプログラムで注釈を追加する必要がありません。  

• ラベルは同僚や顧客が作業内容を理解するのに役立ちます。  
波形にラベルを付加するには 

1. ラベルを付加したいチャンネル、演算、ズーム、またはメモリのダイアログを開きま

す。 
2. ツールバーの [Label ラベル] ボタンにタッチします。  

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

位置（Horizontal Position）の調整、ラベルの削除（Remove Label）を行うこともでき

ます。ラベルの表示/非表示を切り替えるには、[View Labels ラベル表示] チェック

ボックスのオン/オフを切り替えます。  

捕捉ステータス 
オシロスコープの操作の一般的なカテゴリごとに、セットアップの状態を示すダイアログを表

示することができます。これらのダイアログは、メニュー・バーのプルダウン・メニューから選択

します。選択できるカテゴリは次のとおりです。 
• 垂直軸 -- プルダウン・メニューから [Channels Status . . . チャンネルのステータ

ス] を選択 
• タイムベース -- プルダウン・メニューから [Acquisition Status . . . 捕捉のステータ

ス] を選択 
• トリガ -- プルダウン・メニューから [Acquisition Status . . . 捕捉のステータス] を選

択 
• 演算 -- プルダウン・メニューから [Math Status . . . 演算のステータス] を選択 

これらのダイアログのほかに、XY のセットアップ、メモリ（M1-M4）のセットアップ、シーケンス・

モード・サンプリング用のタイム・スタンプのセットアップに関する状態を示すダイアログも用意

されています。 
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ユーティリティ 

概要 
[Utilities ユーティリティ] ダイアログにアクセスするには、上部メニュー・バーの [Utilities ユ

ーティリティ] を選択します。このダイアログには、頻繁に参照・変更する必要のないセットアッ

プ情報や他の項目があります。  
頻繁に参照・変更する必要のある項目は、上部メニュー・バーの様々なプルダウン・メニュー

にあります。  
下記に示すほとんどの項目は、[Utilities ユーティリティ] ダイアログのラベル付きタブに対応

しています。  

ステータス 
読み取り専用ダイアログである [Status ステータス] ダイアログには、シリアル番号、ファーム

ウェアのバージョン、インストールされているソフトウェア/ハードウエア・オプションなど、様々

なシステム情報が表示されます。 
[Status ステータス]ダイアログを表示するには 

1. メニュー・バーの [Utilities ユーティリティ] にタッチします。 
2. [Utilities Setupユーティリティの設定]にタッチします。 
3. [Status ステータス] タブにタッチします。 

リモート通信 
[Remote リモート] ダイアログでは、インターフェースの選択、ネットワーク接続の設定、セキュ

リティーの設定、通信ログの取得などの作業を行うことができます。 
注意： 本オシロスコープでは、アドレシング・プロトコルとしてダイナミック・ホスト構成プロトコル（DHCP：

Dynamic Host Configuration Protocol）を使用するため、ネットワークで DHCP をサポートしている場合

は、IP アドレスを設定する必要がありません。DHCP をサポートしていない場合は、Windows の標準的な

ネットワーク・セットアップ・ダイアログを使用して静的な IP アドレスを割り当てることができます。詳細につ

いては IT 部門に相談してください。ローカル・ファイアウォールが設定されている場合は、通常、一般ユ

ーザが自分自身で IP アドレスを割り当てるのは困難です。  

本オシロスコープをリモート操作するときは、PC とオシロスコープ間の通信がモニタリングさ

れています。ログにはすべてのイベントを記録するか、エラーのみを記録することができます。

リモート制御アプリケーションの開発やデバッグを行うときは、このログが非常に役立ちます。 
イーサーネットを使ったリモート通信をセットアップするには 
オシロスコープをネットワークに接続する場合は、最初にインフォメーション・システムの管理

者に連絡してください。オシロスコープを PC に直接接続する場合は、Ethernet ケーブルを

使用して接続します。 
1. メニュー・バーの [Utilities ユーティリティ] にタッチした後、プルダウン・メニューか

ら [Utilities Setup... ユーティリティの設定] を選択します。 
2. [Remote リモート] タブにタッチします。 
3. TCPIP、GPIB, LXIの中からTCPIP通信ポートを選択します。 
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4. TCPIP,またはLXIを選択した場合、[Net Connections ネットワーク接続] ボタンを押
します。Windowsの [Network Connections ネットワーク接続] ウィンドウが表示され

ます。GPIBを選択した場合、GPIBアドレスを選択します。 
5. オシロスコープがネットワークに接続されていない場合は、[Make New Connection 

新しい接続] にタッチし、Windowsネットワーク接続ウィザードを使用して新しい接

続環境を設定します。オシロスコープが既にネットワークに接続されている場合は、

[Local Area Connection LAN接続] にタッチして、オシロスコープの接続環境を再

構成します。  
6. [Securityセキュリティ]を使って特定のPCからのリモートだけを受け付ける

ように設定することができます。SecurityをYesに設定すると[Arrow control 
from]フィールドが表示されます。この中にリモート通信を許すPCのIPアド
レスを入力します。 

通信イベントログを確認するには 
1. メニュー・バーの [Utilities ユーティリティ] にタッチした後、プルダウン・メニューか

ら [Utilities Setup... ユーティリティの設定] を選択します。 
2. [Remote リモート] タブにタッチします。 
3. [Log Mode ログ モード] フィールドの内部にタッチします。 
4. ポップアップ・メニューから [Off オフ]、[Errors Only エラーのみ]、[Full Dialog す

べてのイベント] のいずれかを選択します。 
5. イベント・ログの内容をASCIIテキスト・ファイルにエクスポートする場合は、[Show 

Remote Control Log 遠隔制御ログを表示] ボタンにタッチします。[Event Logs イ

ベント ログ] ポップアップ・ウィンドウが表示されたら、[DestFilename 宛先ファイル

名] データ入力フィールドの内部にタッチし、ポップアップ・キーボードを使用して

ファイル名を入力した後、[Export to Text File テキスト・ファイルにエクスポート] ボ

タンにタッチします。 

補助出力 
WaveRunner Xi-A オシロスコープから出力できる信号は設定変更可能な本体右下のCAL

信号と背面にある AUX OUTPUT（補助出力）同軸コネクタ（このコネクタにはラベルが付い

ていません）からの信号があります。AUX OUTPUT の出力へは次の信号を出力することが

できます。  

 
補助出力オフ -- 補助出力信号をオフにします。 

 
トリガ出力 -- 別のオシロスコープをトリガするのに使用できます。 

 

トリガ・イネーブル -- オシロスコープが READY（稼動可能状態）のとき

に別の機器をトリガするためのゲーティング機能として使用できます。 
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Pass/Fail -- 1ms～500ms のパルス持続時間を設定できます。合否

（Pass/Fail）テストが作動中で、条件に合格するとパルスを発生します。

補助出力を設定するには 
1. メニュー・バーの [Utilities ユーティリティ] にタッチした後、プルダウン・メニューか

ら [Utilities Setup... ユーティリティのセットアップ] を選択します。 
2. [Aux Output 補助出力] タブにタッチします。 
3. 「Use Auxiliary Output For 補助信号出力使用］ の下にあるボタンの１つにタッチ

します。 
4. [Pass/Fail 合否]を選択する場合は、[Pulse Duration パルス持続時間] フィールド

の内部にタッチし、ポップアップ/キーパッドを使用して1 msから500 msの範囲のパ

ルス持続時間値を入力します。 
CAL出力を設定するには 
CAL出力は方形波、DC、オフのいずれかを選択できます。周波数は 250Hz～1MHz
まで、電圧は 50mV～１V まで任意に設定できます。この出力はプローブ校正用です。
別の目的で使用することはできません。 
設定方法 

1. メニュー・バーの [Utilities ユーティリティ] にタッチした後、プルダウン・メニューか
ら [Utilities Setup... ユーティリティのセットアップ] を選択します。 

2. [Aux Output 補助出力] タブにタッチします。 
3. [Sqare]ボタンを選択します。 
4. [Amplitude into 1MOhm]フィールドをタッチして振幅の電圧を入力します。 
5. [Frequency]フィールドをタッチして、周波数を入力します。 

日付と時間 
本オシロスコープには、日付と時刻を手作業で設定する機能と、日付/時刻情報をインター

ネットから取得する機能があります。日付/時刻情報をインターネットから取得する場合は、背

面パネルの LAN コネクタを通じてオシロスコープをインターネットに接続する必要があります。

タイムゾーンと夏時間を設定することもできます。 
日付と時刻を手作業で設定するには 

1. メニュー・バーの [Utilities ユーティリティ] にタッチした後、プルダウン・メニューか
ら [Utilities Setup... ユーティリティの設定] を選択します。 

2. [Date/Time 日時] タブにタッチします。 
3. [Hour, Minute, Second, Day, Month, Year 時、分、秒、日、月、年] の各データ入

力フィールドの内部にタッチし、ポップアップ数値キーパッドを使用して値を入力し

ます。 
4. [Validate Changes 変更を確認] ボタンにタッチします。 
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日付/時刻情報をインターネットから取得するには 
Simple Network Time Protocol (SNTP) を使用します。 

1. 背面パネルのLANコネクタを通じてオシロスコープがインターネットに接続されてい
ることを確認します。 

2. メニュー・バーの [Utilities ユーティリティ] にタッチした後、プルダウン・メニューか
ら [Utilities Setup... ユーティリティの設定] を選択します。 

3. [Date/Time 日時] タブにタッチします。 
4. [Set from Internet インターネットから情報を取得] ボタンにタッチします。 

Windows から日付と時刻を設定するには 
1. メニュー・バーの [Utilities ユーティリティ] にタッチした後、プルダウン・メニューか

ら [Utilities Setup... ユーティリティの設定] を選択します。 
2. [Date/Time 日時] タブにタッチします。 
3. [Windows Date/Time Windowsの日付/時刻] ボタンにタッチします。 

 
4. [Time & Date Properties 日付と時刻のプロパティ] ウィンドウを使用して、時間（タ

イムゾーンを含む）を設定します。 

 

サービス・ダイアログ 

 
このボタンにタッチすると、レクロイのサービス担当者専用のサービス・ダイアログが表示され

ます。サービス・ダイアログを表示するには、特別なセキュリティ・コードが必要です。 
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Windows デスクトップの表示 

 
[Utilities ユーティリティ] ダイアログの [Show Windows Desktop Windows デスクトップの表

示] ボタンにタッチすると、オシロスコープ・アプリケーションが最小化され、背後のWindows

デスクトップが表示されます。オシロスコープ・アプリケーションを元のサイズに戻すには、次

のショートカット・アイコンにタッチします。 

 . 

タッチ・スクリーンのキャリブレーション 

 
[Touch-Screen Calibration  タッチ・スクリーンのキャリブレーション] ボタンを押すと、キャリブ

レーション・プロセスが開始します。プロセスの実行中には、タッチ・スクリーン上の 5箇所に

表示される小さい十字マークの中心にタッチするように指示されます。指によるタッチでは十

分な精度が得られないため、このプロセスではスタイラスを使用してください。どの十字マー

クもタッチされない状態で 10 秒間以上が経過すると、タイムアウトとなってキャリブレーショ

ン・プロセスが終了します。 
視誤差を避けるために、十字マークを真正面から見つめてタッチしてください。 
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プレファレンス 
[Preferences プリファレンス] ダイアログにアクセスするには、上部メニュー・バーの [Utilities 

ユーティリティ] –[Preferences プリファレンスの設定]を選択します。このダイアログには、頻繁
に参照・変更する必要のないセットアップ情報や他の項目があります。  

応答音 
画面上やフロント・パネル上のコントロールにタッチするたびに、確認用のビープ音を鳴らす

ことができます。 
1. メニュー・バーの [Utilities ユーティリティ] にタッチし、プルダウン・メニューから 

[Preferences プレファレンス] を選択します。 
2. 応答音を [Enable 有効] チェックボックスにタッチします。こうすると、画面またはフ

ロント･パネルのコントロールにタッチするたびに、ビープ音が発生するようになりま

す。 

自動校正 
本オシロスコープには、周囲の温度が急激に変化したときに、自動的に校正を開始するオプ

ションが用意されています。このオプションを使用しない場合は、システムの起動時および特

定の操作条件が変更されたときのみ、校正が行われます。 
1. メニュー・バーの [Utilities ユーティリティ ]にタッチして、プルダウン・メニューから 

[Preferences プレファレンス] を選択します。 
2. 自動校正を [Enable 有効] チェックボックスをオンにします。 

各国語対応 
WaveRunner Xi-A オシロスコープは、複数の異なる言語でユーザ･インタフェース（UI）を表

示するように設定できます。UI 言語を選択すると、WaveRunner Xi-A オシロスコープ上に表

示される言語が即座に変わります  

画面更新速度の最適化 
オシロスコープの画面の処理は通常波形捕捉が終了するたびに更新されます。しかし、

統計的な処理を目的にしている場合やリモートで波形を転送させている場合など波形

を随時確認する必要がない場合、画面の更新回数を減らし、その分解析などの処理を

優先させることができます。[Preferences プレファレンス]タブにある性能セクションには５

つの画面更新頻度を選ぶことができます。歯車が多くなると解析を優先し、ディスプレイが大

きくなると画面更新が優先されます。 
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オフセット･コントロール 
ゲインを変更するときにオフセット・コントロールを使用すると、垂直位置インジケータを一定

位置に固定するか（[Div ディビジョン]を選択した場合）、実際の電圧レベルとともに移動する

か（[Volts ボルト] を選択した場合）を指定することができます。[Div ディビジョン] を選択した

場合は、ゲインを増加したときに、波形がグリッド上に留まるという利点があります。一方、

[Volts ボルト] を選択した場合は、波形がグリッドから離れる可能性があります。 
注意：[Div ディビジョン]を選択した場合も [Volts ボルト] を選択した場合も、チャンネルのセットアップ・

ダイアログに表示されるオフセットは常にボルト単位になります。ただし、オフセット単位として [Div ディビ

ジョン] を選択すると、ボルト単位のオフセットがゲインの変化と比例するようにスケーリングされるため、

ディビジョンが常にグリッド上に留まります。 

1. メニュー・バーの [Utilities ユーティリティ] にタッチして、プルダウン・メニューから 
[Preferences プレファレンス] を選択します。 

2. [Acquisition 信号捕捉] タブにタッチします。 
3. [Offset Setting constant in オフセット設定を固定するモード] を選択している状態

で [Div 画面の位置] ボタンまたは [Volts 電圧値] ボタンにタッチします。 

Delay(遅延)･コントロール 
タイムベースを変更するときにオフセット/遅延コントロールを使用すると、水平位置インジケ

ータを一定位置に固定するか([Div 画面の位置] を選択した場合)、トリガ･ポイントとともに移

動するか([Time 時間] を選択した場合)を指定することができます。[Div 画面の位置] を選択

する利点は、タイムベースを増加させてもトリガ・ポイントがグリッド上に固定されることです。

一方、[Time 時間] を選択すると、トリガ・ポイントはグリッドを離れて移動する可能性がありま

す。 
注意：[Time 時間] または [Div 画面の位置] のどちらを選択しても、タイムベースのセットアップ・ダイア

ログに表示される [Delay 遅延] は常に時間を示します。ただし、[Delay In 遅延対象] に対して [Div ] が

選択されている場合、遅延時間はタイムベースの変化に比例してスケール調整されるため、ディビジョン

はグリッド上に固定されます。 

1. メニュー・バーの [Utilities ユーティリティ] にタッチして、プルダウン・メニューから 
[Preferences プレファレンス] を選択します。 

2. [Acquisition 信号捕捉] タブにタッチします。 
3.  [Delay Setting constant in オフセット設定に従属] を選択している状態で [Div 画

面の位置] ボタンまたは [Time  時間] ボタンにタッチします。 

電子メール 
本オシロスコープから電子メールを送信するためには、最初に次の設定作業を行う必要があ

ります。 
1. メニュー・バーの [Utilities ユーティリティ] にタッチした後、プルダウン・メニューか

ら [Preference Setup...プレファレンスの設定] を選択します。 
2. [E-mail 電子メール] タブにタッチします。 
3. 電子メール・サーバーのプロトコルを選択します。MAPI (Messaging Application 

Programming Interface) は、単一のクライアント（Windows 95やWindows NTの
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Exchangeクライアントなど）を通じて複数の異なるメッセージング・アプリケーション

やワークグループ・アプリケーション(電子メール、ボイス・メール、FAXなど)を実行

できるようにするMicrosoftインタフェース仕様です。MAPIではWindowsのデフォル

トの電子メール・アプリケーション(通常はOutlook Express)が使用されます。SMTP 

(Simple Mail Transfer Protocol) は、ネットワークを通じて複数のコンピュータ間でメ

ッセージを交換するためのTCP/IPプロトコルです。このプロトコルは、インターネッ

ト上で電子メールを転送するときに使用されます。ほとんどの場合、特別な考慮や

変更は不要です。 
4. MAPIを選択した場合は、[Originator Address (From:) 送信者アドレス(From:)] デ

ータ入力フィールドの内部にタッチし、ポップアップ・キーボードを使用して本オシ

ロスコープの電子メール・アドレスを入力します。次に、[Default Recipient Address 

(To:) 標準の受信者アドレス(To:)] データ入力フィールドの内部にタッチし、ポップ

アップ・キーボードを使用して受信者の電子メール・アドレスを入力します。 
5. SMTPを選択した場合は、[SMTP Server SMTPサーバー] データ入力フィールドの

内部にタッチし、ポップアップ・キーボードを使用してSMTPサーバーの名前を入力

します。 [Originator Address (From:) 送信者アドレス(From:)] データ入力フィール

ドの内部にタッチし、ポップアップ・キーボードを使用して本オシロスコープの電子

メール・アドレスを入力します。次に、[Default Recipient Address (To:) 標準の受信

者アドレス(To:)] データ入力フィールドの内部にタッチし、ポップアップ・キーボード

を使用して受信者の電子メール・アドレスを入力します。 
6. テスト用の電子メール・メッセージを送信する場合は、[Send Test Mail テスト用メー

ルの送信] ボタンにタッチします。"Test mail from [オシロスコープの電子メール・

アドレス]" という本文のテスト用メールが送信されます。 
 

カラー 
各トレースの表示色と印刷時のカラーをカストマイズすることができます。ニュー・バーの 

[Utilities ユーティリティ] にタッチして、プルダウン・メニューから [Preferences プレファレン

ス] を選択し、カラータブを開きます。それぞれのトレースの色にタッチするとカラー編集画面

が表示されます。 

ハードコピー時のレクロイ･ロゴ 
ハードコピーをしたときにLeCroyロゴが標準で印刷されますが、このロゴを取り外すことがで

きます。[Utilities ユーティリティ] にタッチして、プルダウン・メニューから[Preferences プレフ

ァレンス] を選択し、その他を開きます。ハードコピーのチェックボックスのマークを外すと

LeCroyロゴは表示されません。 

ズーム･ハイライト表示コントロール 
通常ズームさせると、ズームしている箇所だけがハイライト表示されます。[Utilities ユーティリ

ティ] にタッチして、プルダウン・メニューから[Preferences プレファレンス] を選択し、その他

を開き、Dimmingの設定をオフにするとハイライト表示をOFFにすることができます。 
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リモート・コントロール操作 
本オシロスコープは完全にリモート制御可能です。フロント･パネルの各種ノブを使

用する必要のある数少ない操作は、オシロスコープの電源を入れる操作と、リモー

ト・コントロール用アドレスを設定する作業のみです。 

リモート標準規格 
レクロイのリモート・コントロール・コマンドは、GPIB IEEE 488.21規格に準拠しています。この

規格はIEEE 488.1を拡張した規格と考えることができます。 レクロイではLANポートで
LXI（LAN eXtensions for Instrumentation）もサポートしています。 

プログラム・メッセージ  
オシロスコープをリモート制御するには、1つ以上のコマンドまたはクエリーからなるプログラ

ム・メッセージを使用します。外部コントローラからWaveRunner Xi-Aオシロスコープに送信さ

れるプログラム・メッセージは、形式構文に厳密に準拠していなければなりません。正しい形

式構文で送信されるすべてのプログラム・メッセージはオシロスコープによって実行されます

が、誤りのあるプログラム・メッセージは無視されます。 

 

オートメーション 
以下の説明の詳細については、本オシロスコープに付属の CDに収録されている『オートメ
ーション･マニュアル』を参照してください。 
WaveRunner Xi-Aオシロスコープでは、ASCIIベースの一般的な"GPIB"リモート・コマンドが
サポートされるほかに、Microsoftの COM (Component Object Model) に基づくオートメーシ
ョン・インタフェースによるリモート制御が完全にサポートされます。COM を使用する場合は

外部コントローラが不要であり、制御側アプリケーションをオシロスコープ上で直接実行でき

ます。また、ネットワーク内のコンピュータ上でMicrosoft の DCOM (Distributed COM) 規格

を使用して、制御側アプリケーションを実行することもできます。 
 

                                                                 
 



基本操作マニュアル 

WRXi-A-GS-J Rev D  159 

ファームウェア･アップグレード 
X-Stream オシロスコープのファームウエアは、定期的にアップデートされ、最新の
機能およびドライバの追加やソフトウエアの問題が解決されます。最新のファームウ

ェアはレクロイのウェブページに公開され、ユーザはいつでも無料でダウンロードで

きます。 

注意：ソフトウェアのアップグレードによりメニューや設定方法が変更させる可能性がありま

す。また、現在のソフトウェア･バージョンより古いバージョンをインストールした場合、動作

が不安定になる可能性があります。ソフトウェアのインストールは常に現在のバージョンより

新しいバージョンをインストールしてください。 

 
最新ファームウェアをアップグレードするには 
1. 最新のファームウェアを次のアドレスからダウンロードします。 

 http://www.lecroy.com/japan/support/firmware/default.asp 

注意：ダウンロードするにはユーザ登録が必要になります。 

2. ダウンロードしたファイルをオシロスコープにコピーするため USB  メモリ等
にコピーします。 

3. オシロスコープ本体を起動します。 
4. USB マウスを接続します。 
5. オシロスコープのアプリケーションが起動したら、オシロスコープのアプリケ

ーションを終了する必要があります。アプリケーションを終了するには、メニ

ューの File の中の Exit を選択します。 
6. USBメモリにコピーしたファームウエアを、オシロスコープのデスクトップに

コピーします。 
7. オシロスコープのアンチウイルスソフト、セキュリティソフト（Norton Anti 

Virus、Windows Defender 等）を全て停止してください。停止しない場合、ドラ
イバが正常にインストールされない場合がございます。これらのソフトを必ず

停止していただくと共に、アップデート終了後にこれらのソフトウエアを必ず

有効にしてください。 
8. デスクトップに保存したファイルをダブルクリックし、アップデートを開始し

ます。以下のような画面が表示されます。Next ボタンをおして、次のステップ
に進みます。 
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9. 以下のようなライセンス契約のダイアログが表示されます。 I Agree ボタンをお

してライセンスの承認を行います。 

 
10. 以下のようなインストールするコンポーネントの選択画面が表示されます。チ

ェックボックスの内容を変更する必要はありませんので、このまま Install ボタ
ンを押します。 
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11. 以下のような画面が現れてプログラムおよび、ドライバのインストールが行わ

れます。 

 
12. プログラムのインストールが終了し、ドライバーのインストールが必要な場合

には、以下のような画面が表示されます。Finish ボタンをおして、ドライバー
のインストールを行います（この画面が表示されないまま自動的にドライバの

インストールを行う場合がございます）。 
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13. ドライバーのインストールが終了後、さらに内臓デバイスのファームウエアの

アップデートが必要な場合には、以下のような画面が現れ、各種デバイス用フ

ァームウエアのアップデートを行います。 
機種によりアップデートするデバイ

ス種類は異なります。この例では

Microcontroller,ACQ/ATC FPGA、
PCI FPGA の 3 種類のファームウエ
アの現在のバージョンと、アップデ

ート可能なバージョンが示されま

す。アップデートが必要なものは、

Upgrade ボタンがアクティブになり
ます。アクティブになっている

Upgrade ボタンを上から順番におし
ていきます。左図の例では

ACQ/ATC FPGAのアップデートが
必要となっています。 
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システムの復旧 
WaveRunner Xi-A シリーズのオシロスコープは、長期間にわたって非常に高い信頼性で動

作するように設計されています。ただし、オシロスコープを駆動するアプリケーション･ソフトウ

ェアはWindows プラットフォーム上で動作します。追加のWindows アプリケーションのインス

トールや既存のアプリケーションの不完全な削除によって、Windows オペレーティング･シス

テムの動作が不安定になる可能性があります。深刻なケースでは、基本オペレーティング･シ

ステムとオシロスコープ・アプリケーションの再インストールが必要になる場合もあります。この

ような再インストールを行うには、C:ドライブにインストールされる元のイメージのクリーン・コピ

ーをリカバリ・ルーチンによって復元します。D:パーティション内にあるユーザ･データやキャリ

ブレーション・データは、この復旧処理によって影響を受けません。 
レクロイは、オシロスコープのハードディスク上の特別なパーティション内にバックアップ･イメ

ージとともにリカバリ・ルーチンを用意しています。このリカバリ・ルーチンは、下記で説明する

手順に従って簡単に実行できます。 
システムの復旧処理が完了した後、Microsoft の Web サイトにインターネットで接続するか、

指定の番号に電話をかけて、Windows をアクティブにする必要があります。その際、オシロス

コープの底部に貼られたWindows 製品キー番号が必要になります。 

注意：システムの復旧処理を実行すると、オシロスコープの製造時に最新であったリビジョン・

レベルのオシロスコープ・アプリケーション･ソフトウェアとオペレーティング・システムの複製が

作成されます。それ以降のリビジョンのアプリケーション･ソフトウェア、Windows オペレーティ

ング・システム、ウイルス・スキャン定義ファイルは、自動的にはインストールされません。ディ

スク･イメージの復元が完了した後で、各ベンダーのWeb サイトを検索して、個々のコンポー

ネントを最新のリビジョン･レベルにアップグレードすることを強くお勧めします。最新のオシロ

スコープ・アプリケーション･ソフトウェアは、レクロイのWeb サイト（www.lecroy.com）から直接

ダウンロードすることができます。 
 
オシロスコープのキャリブレーション・データは D:ドライブに保存されるため、最新のキャリブ

レーション設定は復旧処理によって影響を受けません。 
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復旧の手順 

1. インターネットを通じてWindows をアクティブにする場合は、オシロスコープの背面

にある LAN ポートにネットワーク･ケーブルを接続します。 
2. キーボード（PS2）とマウス（PS2）をオシロスコープに接続します。  
3. オシロスコープの電源を入れます。  
4. [Starting Acronis Loader... アクロニス・ローダーの開始] が表示されたら即座に

F11 を押します。画面に[Acronis Startup Recovery Manager アクロニス・スタートア

ップ・リカバリ・マネージャ] のメッセージが表示されるので、リカバリ・ソフトウェアの

ロゴが一瞬表示されるまで F11 キーを押し続けます。[Acronis True Image Echo 

orkstation アクロニス・トゥルー・イメージ・エコー・ワークステーション]のメイン・ウィ

ンドウが表示されます。レクロイのロゴが画面上に表示されたら即座に F4 キーを押

します。リカバリ・ルーチンのロゴが一瞬表示されるまで、F4 キーを押し続けてくだ

さい。 

注意： Starting Acronis Loader メッセージが表示される前に F11 を押さないでください。 押し
た場合は、MB ブート・シーケンスの選択画面に進みます。 

5. メイン・ウィンドウから[Recovery 復旧]を選択します。 [Restore Data Wizard データ
の復元ウィザード]が開きます。 

6.  [Welcome ようこそ]ページで[Next 次へ]をクリックします。 

7.  [Backup Archive Selection バックアップ・アーカイブの選択]ページでは、復旧パ

ーティションを置くゾーンを選択します。 [Acronis Secure Zone アクロニス・セキュ

ア・ゾーン] (オシロスコープ内の復旧データの保存先)を選択して[Next 次へ]をクリ

ックします。 
8. [Backup Date Selection バックアップ・データの選択] ページで、バックアッ

プを作成した日付とシステムをどの状態に戻すかを選択して、[Next 次へ]を
クリックします。 

9. [Restoration Type Selection 復元タイプの選択] ページで、[Restore disks or 
partitionsディスクまたはパーティションを復元]を選択して、[Next 次へ]を
クリックします。 

10.  [Partition or Disk to Restore 復元するパーティションまたはディスク]ページ
で、ソースとして[SYSTEM (C:) システム(C:)]を選択し、[Next 次へ]をクリ
ックします。 

11. [Restored Partition Type 復元したパーティションのタイプ] ページで[Active ア
クティブ]を選択して[Next 次へ]をクリックします。 

注意： Acronis 製品を購入するかどうかを尋ねるウィンドウが表示されたら、[Do not show this 
message again 今後このメッセージを表示しない]をクリックし、[OK]をクリックします。 

12.  [Restored Partition Size 復元するパーティションのサイズ] ページには復旧に
必要なパーティション・サイズが表示されます。 何も変更は必要ありませ
んので、[Next 次へ]をクリックします。 
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13.  [Next Selection 次の選択] ページでは、他に復元したいパーティションやハ
ードディスク・ドライブがあるかどうか尋ねられます。 [No, I do not いいえ
復元しません]を選択して、[Next 次へ]をクリックします。 

14. [Restoration Options 復元オプション] ページには、復旧完了後の処理やエラ
ーに対する処置など、その他のオプションが表示されます。 デフォルトを
選択する場合は、[Next次へ]をクリックします。 

15. 概要ウィンドウが表示され、Acronis True Image は C:パーティションの復旧
処理の準備ができていることを知らせます。 [Proceed 進む]をクリックして
リカバリ・ルーチンを開始します。 

注意： 復旧処理は、復旧するオペレーティング・システムのバージョンによって、4 から 15 
分かかります。 画面に進捗状況が表示されます。 

16. 復旧が完了すると、情報ウィンドウが表示されて、データが正常に復旧され
たことを知らせます。 [OK]ボタンをクリックします。 

17.  [Exit 終了]から[Operations オペレーション]を選択します。 オシロスコープ
は再起動して、必要なソフトウェアのインストールを開始します。 メッセ
ージが表示され、Microsoft Office PowerPoint Viewer をインストールするか
どうかを尋ねます。 

18. PowerPoint Viewer をインストールするには[Yes はい]をクリックします。 
Adobe Flash Player 用の [InsallShield] ウィザードが開きます。 

19. Adobe Flash Player をインストールするには、[Install インストール]に続いて
[Finish 完了]をクリックします。X-Stream ソフトウェア・インストーラ画面
が表示されます。 

20. [Next 次へ] をクリックして続行してください。 使用許諾契約のページが表
示されます。 

21. 21. [I Agree. 同意する]をクリックします。 使用許諾契約のページが表示され
ます。 

22. 22. X-Stream のコンポーネントを全て選択し、[Install インストール]をクリ
ックします。 

注意：Windows セキュリティ・ウィンドウが表示されて、Windows がドライバ・ソフトウェア
の発行元の確認ができなかったことを知らせる場合があります。 [Install this driver software 
anyway このドライバ・ソフトウェアをインストールします]を選択して、[Install インストール] 
をクリックします。 

23. 23. X-Stream ソフトウェアのインストールが完了したら、オシロスコープを
リブートします。 

注意：ここで、Microsoft のWeb サイトにインターネットで接続するか、指定の番号に電話を
かけて、Windows®をアクティブにする必要があります。 アクティブにする場合、Windows 製
品キー番号（オシロスコープの背面に貼付）を手元に用意します。 
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Windows のアクティブ化 

1. タスク・バーの [Start スタート] をクリックし、[All Programs すべてのプログラム]  
[Activate Windows  Windows のアクティブ化] を選択します。  

注意：Windows がアクティブになると、この選択肢は [All Programs すべてのプログラム] メニューから消

えます。 
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2. アクティブ化の方法（インターネットまたは電話）を選択して、[Next] をクリックします。 

 

3. インターネットを通じてアクティブ化する方法を選択した場合は、プロンプトに従っ
てアクティブ化 ID（オシロスコープの底部に貼られたWindows 製品キー番号）を入

力した後、[Next] をクリックします。Windows のアクティブ化が開始されます。 

4. 電話でアクティブ化する方法を選択した場合は、オシロスコープが使用される国を
選んで指定の番号に電話をかけます。画面に表示されるインストール ID を電話で

繰り返すように求められます。伝えられる 7組の数字を画面下部の空のボックスに

入力してください。数字の入力を完了したら、[Next] をクリックします。 

 

5. アクティブ化が完了すると、確認画面が表示されます。OK ボタンをクリックします。 
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6. Windows の更新、ウイルス定義、X-Stream ソフトウェアのリビジョン･レベルを確認
します。各ベンダーのWeb サイトにアクセスして、必要なアップデートをすべてダウ

ンロードしてください。 
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Windowsの日本語化について 

WaveRunnerXi-A シリーズは WindowsXP Professional 英語版が搭載されています。
（2010年 12月現在）オシロスコープ上の表示はオシロスコープのプリファレン
ス設定から日本語に変更できますが、Windowsの表示やキーボードによる日本
語入力は次のようにWindowsの設定を変更する必要があります。 

 

・ Windowsコントロールパネルへのアクセス 

１．オシロスコープのメニューからファイル[File] – 最小化[Minimize]を選択し、
Windos画面を表示します。 

２．Start – Control Panelを選択し、”Regional and Language Options”のアイコンを
ダブルクリックします。 

 

３．Regional Optionsタブでフォーマットを日本語にします。 
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４．Languagesタブに移り、Language used in menus and dialogsを日本語に設定し
ます。この設定によりWindowsのメニューを日本語表示させることができ
ます。 

 

５．日本語でのキーボード入力をする場合には Detailsボタンを押して、入力言
語設定のダイアログを表示させます。Addボタンを押し、Imput Languageか
ら Japaneseを選択し、OKボタンを押します。日本語の入力でデフォルトに
したい場合は Default input languageを Japanseに設定します。 

６．Unicodeを使用していないプログラム（オシロスコープのソフトウェアは
Unicodeに対応しています）は文字化けを起こすことがあります。Advanced
タブの Language for non Unicode programsを Japanseに変更して、改善するこ
とができます。 

７．OKボタンを押すと、次のようなダイアログが表示されることがあります。
Yesを押してインストールを完了し、再起動を行ってください。 
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付録 

故障かな？と思ったら 
使用中に異常が生じた場合は、下記を確認してください。それでも異常がある場合は

弊社サービスセンターに修理をご依頼ください。 
 
Q１．電源が入らない 

・ 電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか？ 
・ 違うコンセントに挿しても電源が入りませんか？ 

 
Q2.．Windowsが起動しない  

・ その状態のまま、暫く待っても変化ありませんか？ 
⇒黒い画面の状態が続くのは異常ではありません。 

 
Q3．Windows起動後、XStreamのアプリケーションが起動しない。 

・ “No Hardware Detect”のメッセージボックスが表示されますか？ 
⇒この表示はハードウェアの故障を表しています。レクロイのサービスセン

ターまでご連絡ください。 
・ XStreamアプリケーションを再インストールしても改善しませんか？ 
（XStreamの一部のファイルが損傷を受けた可能性がある場合、以下の手順で
オシロスコープのソフトウェアを再インストールすることができます。最新の

XStreamアプリケーションは弊社Webサイトからダウンロードすることができ
ます） 
手順： 
 １．キーボードを接続し cntr + alt +deleteにより起動中のアプリケーションを

強制的にシャットダウンさせて、Windowsのデスクトップ画面にする。 
2．コントロールパネルの add/removeプログラムより、LeCroy Xstreamをア
ンインストールする。 

3．弊社Webページより最新のファームウェアをダウンロードする 
4．再度 Xstreamソフトウエアの再インストールを行う。 

Q4．XStreamの起動が遅い 
・ アンチウィルスのソフトウェアをインストールしていますか？ 
⇒アンチウィルスを使用すると起動時に時間がかかることがありますが、異常で

はありません。 
・ 一つのフォルダに大量の波形ファイルや画像データが保存されていません

か？ 
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⇒波形ファイルやイメージ･データは保存先フォルダ内にある全てのファイル･イ

ンデックスを確認するため、ファイルが大量にある場合、時間がかかります。フ

ァイルの移動を行ってください。 
・ 最近ファームウェアのアップデートをされましたか？ 
⇒新しいソフトウェアは最新機能などが含まれ、起動時間が長くなることがあり

ます 
Q5．信号が出ない。 

・ Time/Divや Volt/Divの設定が信号に対して適切に設定されていますか？ 
・ トリガがされていますか？ 
・ 他のチャンネルに接続を変更した場合、信号が表示されますか？ 
⇒全てのチャンネルで同様の現象が再現した場合、プローブなどの経路の問題が

考えられます。 
・ 初期設定に戻してから再設定を行っても、表示されませんか？ 
⇒設定による問題は一度初期状態に戻すことが最も早い解決方法になります。 
・ 付属のパッシブ･プローブを本体右下の CAL端子に接続して、AutoSetupボ

タンを押した場合、信号が出力されていますか？ 
（信号源に問題がある可能性があります。CAL信号で確認することで簡単に問
題の切り分けが行えます。） 
 

Q6．動作が遅い 
FFTやフィルタ演算などMath演算やパラメータ計測を無効にした場合、速度に
変化ありませんか？ 
⇒オシロスコープの解析機能により速度が遅くなることがあります。 
一つのフォルダに多くのデータが入っていませんか？ 
⇒波形データなどはファイル名の後ろにインデックスが追加されて保存されます。

このインデックスの中で最も大きい数を毎回検索するため、データ数が多くなる

と遅くなります。 
 

Q7．タッチパネルのポインタが指の位置と異なる 
ユーティリティメニューにあるタッチパネルのキャリブレーションを再度行って

確認してください。 
 

Q8．USBキーボード接続時、記号の配列が異なる。 
本製品はWindowsの英語版を使用しています。キーの配列は英語キーボードに
のみ対応しています。（故障ではありません） 
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Q9．日本語の入力ができない 
Windowsのコントロールパネルにある Regional and Languageオプションの設
定を変更する必要があります。 
 

Q10．チャンネル１やチャンネル４が計測できない。 
下のアイコンのようにチャンネル･ラベルの表示が”Trigger only”になって
いませんか？ 
こちらはタイムベースの設定が Interleaved（インターリーブ）の設定にな
っていることを表しています。タイムベースの Active Channelsを４に設
定すると、全てのチャンネルが表示されます。 
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仕様 
注意：スペックは予告無しに変更される場合があります。 

垂直システム 
 帯域幅 @ 50Ω (-3 dB)： 

10 mV/div ～ 1 V/div  400 MHz 

5 mV/div ～ 9.9 m/div  400 MHz 

WaveRunner 44Xi-A  

2 mV/div ～ 4.95 m/div  150 MHz 

10 mV/div ～ 1 V/div  600 MHz 

5 mV/div ～ 9.9 m/div  500 MHz 

WaveRunner 64Xi-A  
 

2 mV/div ～ 4.95 m/div  150 MHz 

10 mV/div ～ 1 V/div  600 MHz 

5 mV/div ～ 9.9 m/div  500 MHz 

WaveRunner 62Xi-A 
 

2 mV/div ～ 4.95 m/div  150 MHz 

10 mV/div ～ 1 V/div  1 GHz 

5 mV/div ～ 9.9 m/div  800 MHz 

WaveRunner 104Xi-A  
 

2 mV/div ～ 4.95 m/div  150 MHz 

10 mV/div ～ 1 V/div 2 GHz 

5 mV/div ～ 9.9 m/div 1 GHz 

WaveRunner 204Xi-A 

2 mV/div ～ 4.95 m/div 150 MHz 
 

 帯域幅 @ 1 MΩ (-3 dB) – 代表値： 
WaveRunner 44Xi-A 10 mV/div ～10 V/div  400 MHz 

WaveRunner 64Xi-A  10 mV/div ～10 V/div  500 MHz 

WaveRunner 62Xi-A 10 mV/div ～10 V/div 500 MHz 

WaveRunner 104Xi-A  5 mV/div ～10 V/div  
2 mV/div ～4.95mV/div 

500 MHz 
150 MHz 

WaveRunner 204Xi-A 5 mV/div ～10 V/div  
2 mV/div ～4.95mV/div 

500 MHz 
150 MHz 

 入力チャンネル数：４（62Xi-A : 2） 
 立ち上がり時間(倫理値)(10mV/div～1V/div) 

WaveRunner 44Xi-A  875ps 
WaveRunner 64Xi-A 525ps 
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WaveRunner 62Xi-A  525ps 
WaveRunner 104Xi-A 350ps 
WaveRunner 204Xi-A 180ps 

 
 帯域幅制限： 
・ フル 
・ 200 MHz (24Xi-A モデルを除く) 
・ 20 MHz 

 プローブ使用時の入力キャパシタンス： < 9.5 pF (代表値) 
 チャンネルの入力キャパシタンス (1/1、1/10、1/100)： < 20 pF (代表値) 
 入力インピーダンス： 1 MΩ // 16 pF または 50 Ω;  
 入力カップリング： AC、DC、GND（50 Ω： DC、GND） 

最大入力電圧 50Ω： 最大 5 Vrms: 1 マイクロ秒パルス、50% デューティ・
サイクル: ±10 V peak 

1 MΩ: 最大 400 V（ピーク AC: ≦ 5 kHz + DC） WR104Mxi-A、WR104Xi-A、
WR204Xi-A: 50 Ω: 5 V rms; 1 M Ω: 最大 250 V（DC + ピーク AC ≦ 10 kHz） 
 設置 (過電圧) カテゴリ： CAT I 
 チャンネル間分離： > 40 dB @ < 100 MHz (> 30 dB @ フル帯域幅) 
 垂直分解能： 8 bits; 高分解能時最大 11 bits (ERES) 
 感度： 50 Ω： 2 mV ～ 1 V/div 完全可変; 1 MΩ： 2 mV～10 V/div 完全可変 
 DC ゲイン確度: ±1.0% フルスケール（代表値）:   

±1. 5% ≧ 10 mV/div 

(保証値) 

±2. 5% 5 mV/div 

±3. 5% 2 mV/div 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



基本操作マニュアル 

WRXi-A-GS-J Rev D  177 

 オフセット領域： 
44Xi-A 64Xi-A 62Xi-A 104Xi-A 204Xi-A 

50Ω: ±1V@ 2.0 ～98 mV/div, ±10V@ 
100mV ～1 V/div 
1MΩ: ±1V@ 2.0 ～98 mV/div, ±
10V@ 100mV ～1 V/div, ±100V@ 
1.02V ～10 V/div 

50Ω: ±400mV@ 2.0 ～4.95 
mV/div, ±1V@ 5 ～99mV/div, 
±10V@ 100mV ～1 V/div, ±
10V@ 100mV ～1 V/div 
1MΩ: ±400mV@ 2.0 ～4.95 
mV/div, ±1V@ 5 ～99mV/div, 
±10V@ 100mV ～1 V/div, ±
10V@ 100mV ～1 V/div, ±
100V@ 1.02V ～10 V/div 

 
 オフセット精度： 

WR44Xi-A, 64Xi-A, 62Xi-A: ±（オフセット値の 1.5% + フルスケール値の 0.5% + 
1 mV） 
WR104Xi-A, 204Xi-Av: ±（ オフセット値の 1.5% + フルスケール値の 1.0% + 1 
mV） 

 プロービング・システム： BNC または ProBus 
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水平システム 
 タイムベース： すべての入力チャンネルに共通の内部タイムベース; 外部クロッ
クは予備入力用 

Time/div レンジ： リアルタイム: 200 ps/div ～ 10 s/div, RIS モード: 200ps/div ～ 10 
ns/div (WR104MXi-A、WR104Xi-A、WR204Xi-A: 100 ps/di～v 10ns/div), Roll モー
ド: 最大 1,000 s/div 
 演算および拡大トレース： ４ 演算/ 拡大トレース（標準） 
 クロック精度： 5 ppm（25℃）（≦ 10 ppm（5 ～ 40℃）） 
 ジッタ・ノイズ・フロア： 3 ps rms（代表値）WR204Xi-A 
 タイム・インターバル精度： クロック精度 + ジッタ・ノイズ・フロア 
 サンプル レートおよび 遅延時間精度： クロック精度と同等 
 トリガおよび補完ジッタ：≦ 3 ps rms代表値(WR204Xi-A) 
 チャンネル間デスキューレンジ： ±9 × time/div 設定 
 補間分解能： 1.2 ps 
 外部サンプル・クロック(2 チャンネル動作のみ; WaveRunner 62Xi-A は Ch 2 の
み): DC ～ 1GHz; (104, 204Xi-A; 50 Ω) DC ～ 600 MHz; (44, 64, 62Xi-A; 50 Ω) (1 
M Ωで帯域幅 は制限される), BNC 入力,最小の立ち上がり時間および振幅は低周波
数の場合に適用 

最小振幅(Vp-p) 最小スルーレート
(mV/ns) 

信号タ

イプ 
インピー

ダンス

(Ω) 

スレッシ

ュホール

ド･レベル 44,64,62 104,204 44,64,62 104,204 
TTL 50 1.5V 3V 1.8V 250 100 
TTL 1M 1.5V 3V 1.8V 350 100 
ECL 50 -1.3V 0.2V 0.35V 150 100 
ECL 1M -1.3V 0.2V 0.35V 250 100 
0 Cross 50 0V 0.2V 0.35V 150 100 
0 Cross 1M 0V 0.2V 0.35V 250 100 
 ロール・モード： ユーザー選択可;time/div 低設定時に利用 
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アクイジションシステム 
 シングルショット・サンプル・レート/Ch： 

WR44Xi-A: 5 GS/s, 
WR64Xi-A, WR62Xi-A, WR 104Xi-A,WR204 Xi-A: 5 GS/s(インターリーブ最大
サンプリング・レート 10 GS/s ) 
 

 メモリ 
 最大アクイジションポイント/Ch 

4 Ch 
標準 12.5Mpts/Ch 

(インターリーブ時: 25Mpts/Ch) 

 ランダム・インターリーブ・サンプリング (RIS)： 200 GS/s 
 トリガ・レート: 1,250,000 波形/s 
アクイジションモード 
 リアルタイム: 過渡信号および反復信号用: 200 ps/div to 1000 s/div 
 ロールモード 
 RIS 
 WaveStream、 
 シーケンス(5,000セグメントまで), シーケンス・タイム・スタンプ分解能: 1 ns, 
インターセグメント・タイム: 1μs 
アクイジション処理 
 時間分解能 (最小、シングルショット)：  200 ps (5 GS/s), 100 ps (10 GS/s) 
 平均化： 加算平均 100 万スイープ 
 補間分解能 (ERES)： 垂直分解能 8.5 ～ 11 ビット 
 インターポーレイション： リニア、(sinx)/x 
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トリガ・システム 
 モード： ノーマル、オート、シングル、ストップ 
 ソース： 任意の入力チャンネル、EXT、EXT/10、Line; スロープおよびレベルは
個別に設定可能 (ラインを除く） 

 カップリング・モード： DC1MΩ、AC1MΩ、HFRej、LFRej 
 プリ・トリガ遅延： フルスケールの 0～100% 
 ポスト・トリガ遅延： ０～10,000 div 
 時間もしくはイベントによるホールド・オフ： 1 ns ～ 20s または 1 ～ 
99,999,999 イベント 

 内部トリガレンジ： ±4.1 div （センターより（代表値）） 
 トリガおよび補間ジッタ： ≦3 psrms (代表値) 
 最大トリガ感度エッジ・トリガ(Ch1～4 + 外部)： 

44Xi-A 64Xi-A 62Xi-A 104Xi-A 204Xi-A 
2 div@<400MHz 
1 div@<200MHz 

2 div@<600MHz
1 div@<200MHz

2 div@<600MHz
1 div@<200MHz

2 div@<1GHz 
1 div@<200MHz

2 div@<2 GHz 
1 div@<200MHz

 最大トリガ感 度 SMART トリガ(Ch1 ～ 4 + 外部)： 
44Xi-A 64Xi-A 62Xi-A 104Xi-A 204Xi-A 
400 MHz max. 
@ ≧10 mV 

600 MHz max. 
@ ≧10 mV 

600 MHz max. 
@ ≧10 mV 

1 GHz max. 
@ ≧10 mV 

2 GHz max 
@ ≧10 mV 

 トリガ・レベル DC 確度： フルスケールの ±4% ±2 mV (代表値) 
 外部トリガレンジ： EXT/10 ±4 V; EXT ±400 mV 
基本トリガ 
 エッジ ：信号がスロープ（正スロープ、負スロープ、両スロープ、あるいは
Window スロープ）およびレベル条件に適合した場合に発生するトリガ。 

 グリッジ： 500 ps ～ 20 s の範囲の正または負のグリッジもしくは間欠故障時に
発生するトリガ。除外モードを含む（公称幅周期を指定して間欠故障時に発生する

トリガ） 
 パルス幅： 500 ps ～ 20 s の範囲の正または負のグリッジもしくは間欠故障時に
発生するトリガ。 除外モードを含む（公称幅周期を指定して間欠故障時に発生す
るトリガ） 

 ロジック（パターン）： 5 つの入力 (4 つのチャンネルと外部トリガ入力 ‒  ただ
し、WaveRunner 62Xi-A 上の 2 Ch+外部) の論理演算 (AND、NAND、OR、NOR)。 
各ソースは、ハイ、ロー、無条件トリガとなることが可能。 ハイおよびロー・レ
ベル・トリガは個別に選択可能。 
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 ステートまたはエッジ・クオリファイ: 定義済みのステートまたはエッジが別のソ
ースで発生している場合にのみ、任意の入力ソースで発生するトリガ。ソース間の

遅延は、時間またはイベントで選択可能。 
 TV 合成ビデオ：標準または独自の合成ビデオ信号に対して安定したトリガを生成。 

PAL、あるいは NTSC システムで使用。2000 行までの非標準フォーマットのほかに
1080i、1080p および 720p フォーマット用の HDTV トリガ (オプション)。 
SMART トリガ 
 ラント： 2 つの電圧しきい値と 2 つの時間しきい値で定義される正または負のラ
ントによって発生するトリガ。 1 ns ～ 20 s 間で選択。除外モードを含む（公称幅
周期を指定して間欠故障時に発生するトリガ）。 

 スルー・レート： エッジ速度によるトリガ発生。dv、dt、およびスロープのしき
い値を選択。 1 ns～ 20 s 間で選択。除外モードを含む（公称幅周期を指定して間
欠故障時に発生するトリガ）。 

 インターバル（信号またはパターン）： 1 ns ～ 20 s で選択可能な間隔で発生す
るトリガ。 

 ドロップアウト：選択可能なタイムアウト時間（1 ns～20 s）以上信号がない場
合に発生するトリガ。除外モードを含む（公称幅周期を指定して間欠故障時に発生

するトリガ）。 
 ステートもしくはエッジ・クオリファイ： ある与えられたステートまたはエッジ
が別のソースで発生している場合にのみ、任意の入力ソースで発生するトリガ。ソ

ース間の遅延は 1 ns～20 s、または 1～99,999,999 イベント。 除外モードを含む
（公称幅周期を指定して間欠故障時に発生するトリガ）。 
自動設定 
 AutoSetup：自動的に、タイムベース、トリガおよび感度を設定し、広範囲の反復
信号を表示。 

 Vertical Find Scale： 選択されたチャンネルで自動的に垂直感度とオフセットを設
定し、最大ダイナミック・レンジで波形を表示。 
プローブ 
 プローブ標準： チャンネル毎に 1 つの PP008 プローブ (104Xi-A/204Xi-A： チャ
ンネル毎で 1 つの PP007); オプションでパッシブまたはアクティブ･プローブが利
用可能。 

 プローブ・システム (ProBus)：多様な互換プローブを自動的に検知し、サポート
する。 

 スケール・ファクタ：使用されるプローブに応じて自動的に、あるいは手動で設
定。 
波形カラー表示 
 タイプ： 10.4 インチ カラー・フラット・パネル TFT LCD (高分解能タッチ・ス
クリーン付) 
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 分解能： SVGA; 800 × 600 ピクセル、最大外部モニタ出力; 2048 × 1536 ピクセ
ル 

 リアルタイム・クロック： 日付、時間、分、秒の波形表示; 精度 ±50 ppm; SNTP 
サポートによる高精度インターネット時計との同期。 

 トレース数： 最大 8 トレース; チャンネル、ズーム、メモリ、演算トレースを同
時に表示。 

 グリッド・スタイル：シングル、デュアル、クワッド、オクタル、XY、シングル
+XY、デュアル+XY 

 波形表示スタイル：サンプリング点の結合表示またはサンプリング点のドットの
み表示 

WaveStream 高速表示モード 
 輝度： 256 輝度レベル、フロント･パネルのコントロールにより 1～100%で調整
可能 

 トレース数： 同時に最大 4 トレース 
 波形/秒（連続）：最大 20,000 波形/秒 
 操作：リアルタイム・モードと LeCroy WaveStream 高速表示モードはフロン
ト・パネルから交互に選択可能。 
アナログ・パーシスタンス表示 
 アナログおよびカラー・グレード・パーシスタンス： 可変飽和レベル; 各トレー
スのパーシスタンス・データをメモリに保存 

 パーシスタンス・セレクション：アナログ、カラーから選択 
 トレース・セレクション： すべての、または任意のトレースの組み合わせ上でア
ナログ・パーシスタンスをアクティブにする 

 パーシスタンス残像時間： 500 ms ～ 無限大 
 スイープ表示： 全て蓄積、あるいは最後のトレースをハイライト化して蓄積が可
能 
ズーム拡大トレース 
 最大 4Math /Zoom トレースを表示 
内部波形メモリ 
 波形： M1、M2、M3、M4 (全波形を 16 bits/data ポイントで保存) 保存メディア
の容量制限まで、いくつでもファイルを保存可能。 
セットアップ・ストレージ 
 フロント・パネルおよび機器の状態： 内蔵 HDD、あるいは接続されている USB 
機器に保存可能 
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インタフェース 
 リモート・コントロール： Windows Automation または レクロイ リモート・コマ
ンド・セットを使用 

 GPIB ポート (オプション)： IEEE-488.2 に対応 
 Ethernet ポート： 10/100/1000Base-T Ethernet インタフェース (RJ-45 コネクタ) 
 USB ポート： 5 USB ポート (1 つはオシロスコープの前面)。Windows 互換デバ
イスに対応。 

 外部モニタ・ポート (標準)： 15-ピン D 型 SVGA 互換 DB-15; デュアル・モニ
タ・ディスプレイ・モードを使用して、二つ目のモニタに接続可能 

  
補助入力 
 信号形式： ダイアログで外部トリガあるいは外部クロック入力を選択 
補助出力 
 信号形式： フロント・パネルの校正信号、またはリア・パネルの BNC から出力
された制御信号から選択 

 校正信号： 250 Hz ～ 1 MHz の矩形波または DC レベル; 50 mV ～ 1.0 V (選択可) 
 制御信号:トリガ・イネーブル、トリガ・アウト、pass/fail 状態、または off 
演算ツール (標準) 
最大 4つまでの演算関数のトレースを表示 (F1 ～ F4)。使いやすいグラフィカル・イ
ンタフェースによって、各関数トレースについて 2 つまでの演算を簡単に設定可能。 
機能トレースをチェーン結合して、多重演算が可能。 
・ 絶対値  ・ In ( e底の対数) 
・ 平均値 (加算)  ・ log (10底) 
・ 平均値 (連続)  ・ MATL AB 演算 
・ コピー  ・ 積 ( X) 
・ 導関数  ・ 率 ( /) 
・ デスキュー (再サンプリング)  ・ 逆数 
・ 差(- )  ・ リスケール (単位付き) 
・ 高分解能 (垂直に 11 ビット)  ・ ルーフ 
・ エンベロープ  ・ セグメント 
・ exp (e 底)  ・ (sin x)/ x 
・ exp (10底)  ・ 2乗 
・ f f t ( パワースペクトル、大きさ、位相差) ・ 平方根 
・ 切捨て  ・ 和 ( +) 
・ 1000イベントのヒストグラム  ・ 1000イベントのトレンド ( データログ) 
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・ 積分  ・ ズーム (恒等変換) 
・ 反転 ( 否定) 
計測ツール (標準) 
最大 8 パラメータを統計データ（平均値、最大値、最小値、標準偏差値）で同時に
表示可能。 ヒストアイコンにより、パラメータや波形の特性を高速かつダイナミッ
クに表示。 
・振幅  ・ 平均値 
・ 面積  ・ 中間値 
・ ベース値  ・ 最小値 
・ サイクル  ・ ポイント数 
・ 遅延  ・ オーバーシュート + 
・ デルタ遅延  ・ アンダーシュート - 
・ デルタ ・タイム @ レベル ・ ピーク to ピーク
値 
・ Dtri g タイム  ・ 周期 
・ 間隔  ・ 位相差 
・ デューティ ・サイクル 
・ 立ち上がり時間 ・ 立ち下がり時間 
(10～90%, 20～80%, @ レベル) (90～10%, 80～20%, @ レベル) 
・ 実効値 
・ firs t演算子  ・ 標準偏差 
・ 周波数  ・ タイム @ レベル 
・ last 演算子  ・ TOP値 
・ レベル @ x  ・ パルス幅 
・ MATL AB パラメータ  ・ 負のパルス幅 
・ 最大値  ・ x @ 最小値 
・ x @ 最大値 
パス/フェイル（合否）テスト 
選択可能なパラメータ制限値に対して、同時に複数のパラメータをテスト。 パスま
たはフェイル条件により、ローカルまたはネットワーク・ファイルへの保存、故障時

画像の電子メール送信、波形の保存、またはリア・パネルの補助 BNC 出力からのパ
ルス出力を開始できます。 
一般仕様 
 オート･キャリブレーション：指定の DC およびタイミング精度は最低 1 年間保証。 
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 電源条件： 単相, 50/60 Hz (±5%) で 100 ～ 240 Vrms (±10%); 単相、400 Hz (±
5%) で 100 ～ 120 Vrms (±10%); 自動 AC 電圧選択 

電圧範囲  ９０～２６４ Vrms ９０～132 Vrms 

周波数範囲  47～63 Hz 380～420 Hz 

消費電力： 4 チャンネル・モデル： 最大 340 W (340 VA); 全 2 チャンネル・モデル 
(WR62Xi-A)： 最大 290 W (290 VA) - インストールしたアクセサリ（プローブ、PC 
ポート・プラグインなど）によるスタンバイ状態： 12 ワット 
 外形寸法 (HWD)： 260 mm × 340 mm × 152 mm; 高さには脚パッド含まず 
 重量： 7.27 kg 
保証およびサービス 
3 年間の保証; キャリブレーションは年次の保証契約を推奨 
オプションのサービス・プログラムには保証、アップグレード、キャリブレーショ

ン・サービスが含まれる。 
環境特性 
温度 
 動作時： 5 ～ 40℃ 
 保管時： (非動作時) 20 ～ +60℃ 
湿度 
 動作時： 温度が 31℃ までの場合は最大相対湿度 80% （40℃ では相対湿度 50% 
まで直線的に低下） 

 保管時 (非動作時)： 5% ～95% RH（非結露）MIL‒ PRF‒ 28800F にて検証 
高度 
 動作時： 最高 2,000 m 以下 
 保管時 (非動作時)： 12,192 m 
不規則振動 
 動作時： 5 Hz ～ 500 Hz, 全体の水準： 0.31 g、3 本それぞれの交直軸で 15 分 
 非動作時： 5 Hz ～ 500 Hz, 全体の水準： 0.24 g、3 本それぞれの交直軸で 15 分 
衝撃 
 耐衝撃性： X、Y、Z の各軸において：20 g ピーク、ハーフ・サイン、11ms パル
ス、3 ショック（正および負）の 合計 18 ショック 

認証 
CE に準拠、UL および cUL に認定 
CE 適合宣言 
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本製品は、電磁的両立性において EMC 指令 89/336/EEC に適合し、製品の安全性に
おいて低電圧指令 73/23/EEC に適合しています。 

EMC 指令： EN 61326-1:2006 
 電気装置の測定、制御、実験用途に
対する EMC 要件 

電磁放射線： EN 55011/A2:2002、放射性および伝導
性放射（クラス A）* 
 EN 61000-3-2/A2:2005 高調波電流放
出 (クラス A) 
 EN 61000-3-3/A2:2005 電圧変動およ
びフリッカ（Pst = 1） 

* 放射妨害波基準に従い、すべての入出力端子に適切なシールドを施されたケーブル
を使用してください。 
 
電磁波耐性：  EN 61000-4-2/A2:2001* 静電放電 

(4 kV コンタクト、8 kV エア、4 kV 垂直
/水平 カップリング・プレ 
ーン) 
 EN 61000-4-3/A1:2006** RF 放射電
磁界 
(3 V/m、80～1000 MHz; 3 V/m、1400 
MHz～2 GHz; 1 V/m、 
2 GHz～2.7 GHz) 
 EN 61000-4-4:2004* 電気的ファスト
トランジェント/バースト 
(電源ラインでは 1 kV、I/O 信号データお
よび制御ラインでは 
0.5 kV) 
 EN 61000-4-5/A2:2006* サージ 

(1 kV AC メイン、L-N、L-PE、N-PE) 
 EN 61000-4-6:2007* RF 放射電磁界 

(3 Vrms、0.15 MHz ～ 80 MHz) 
 EN 61000-4-11:2004† メイン、ディ
ップ およびインタラプション 
(1 サイクル電圧ディップ、100% ショー
ト・インタラプション) 
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* 電波妨害が発生による一時的な機能不全、パフォーマンスの低下が生じ、自己修復
可能な場合は、動作基準 B に従ってください。 
** 放射妨害波基準に従い、すべての入出力端子に適切なシールドを施されたケーブ
ルを使用してください。 
† 電波妨害による一時的な機能不全、パフォーマンスの低下が生じ、オペレータの
措置やシステムの再設定が必要な場合は、動作基準 C に従ってください。 
 

警告 
本製品は クラス A に属します。 本製品を国内で使用する際、無線妨害が発生する可
能性があります。このような場合は、適切な処置を行う必要があります。 

低電圧指令： EN 61010-1:2001 
電気装置の測定、制御、実験用途に対す

る安全要件 
本製品は以下の EN 61010-1 規格に適合
しています。 
 設置カテゴリ II (メイン電源コネクタ) 
および I (測定端子) 
 汚染度 2 (通常、乾燥した状態で非導
電性の汚染が発生する。 
結露によって一時的に導電性を引き起こ

すことが予想される。) 
 保護クラス I (保安用接地端子付属) 

 
UL および cUL 認証： 本製品は UL および cUL に認定されてお

り、以下の基準に適合して 
います。 
 UL 規格： UL 61010-1 第２版 
 カナダ規格： CSA-C22.2 No. 61010-

1-04 
 
 
WaveRunner MXi-A の標準機能 
WaveRunner MXi-A は WaveRunner Xi-A/MXi-A シリーズに属します。設定、捕獲モ
ード、動作モードはすべて同一となります。ただし、以下の特記事項に関しては異な

ります。本マニュアル中で参照しているオプション機能(XMAP, XMATH, XDEV, 
JTA2 または HDTVTRIG) は WaveRunner 104MXi-A の標準機能となります。 
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