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はじめに 

この基本操作マニュアルでは、WaveSurfer10 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 Setup… プレファレンスの設定] 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。  

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：0 ～ 50℃ 

湿度：温度が摂氏 30℃までの場合は最大相対湿度 90%(50℃では相対湿度 50%まで直線的に低下) 

高度：最高 3,048 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 

オシロスコープ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。 

 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入力しな

いでください。詳細についてはカタログの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。 

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。 

 

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、機器の側面と背面に最

低 15 cm の隙間が必要です。 
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 注意 

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でください。 

 注意 

オシロスコープは精密機器です。埃の舞う環境での使用や通気孔などから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 340W(340 VA)の電力を

消費します。 

 

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 
 

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の断線や安全接地

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。 
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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。 

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 

WaveSurfer10 シリーズは Windows7 Professional(英語版)を搭載しています。USB メモリやイーサ

ーネットなど外部機器と接続する可能性がある場合には、ウィルス対策を必要とします。Windows 

Update の実行、およびアンチウィルスソフトウェアをインストールしてください。アンチウィルス

ソフトウェアは Windows7 Professional(英語版)上で動作する製品をお選びください。オシロスコー

プに ESET NOD32（キヤノン IT ソリューションズ）の評価版が付属しています。ESET NOD32 を

インストールするにはオシロスコープのメニューバーから[File ファイル]→[Minimize 最小化]をタッ

チして、Windows デスクトップにある"eset_nod32…"のショートカットを起動してください。継続

して使用する場合はライセンスが必要になります。ライセンスは、キヤノン IT ソリューションズ株

式会社からご購入いただけます。 

スクリーン保護フィルム 

WaveSurfer10 シリーズのディスプレイにスクリーン保護フィルムを取り付けると、タッチスクリー

ンが正しく動作しない可能性があります。スクリーン保護フィルムを貼らずに使用してください。

また出荷された製品に張られているスクリーン保護フィルムは、タッチスクリーンの動作に影響す

る可能性があります。取り外して使用してください。 



基 本 操 作 マ ニ ュ ア ル  

WaveSurfer10-OM-J   5 

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

てください。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。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。 

ソフトウェアの確認方法 

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]→[Utility Setup…ユーティリティーの設定] にタッチし

ます。 

 

2. ダイアログの [Status ステータス]タブ をタッチします。オプションを確認することができます。 



WAVESURFER10 シリーズ  

6 WaveSurfer10-OM-J 

 

 

ソフトウェアオプション 

表示 オプション 表示 オプション 

MSURF 高機能デバックオプショ

ン 

PWR_ANALYSIS スイッチング電源解析

オプション 

SPECTRUM スペクトラム解析オプシ

ョン 

  

シリアルデータオプション 

表示 オプション 表示 オプション 

ARINC429 ARINC429 シンボリッ

ク・デコード 

I2S_TD AudioBus トリガ/デコー

ド 

CAN_TD CAN トリガ/デコード CAN_FD CAN FD トリガ/デコー

ド 

DPHY-
DECODE 

D-PHY デコード DIGRF_3G_D DigRF 3G デコード 

DIGRF_V4_D DigRF v4 デコード 10-100-ENET-
BUS 

イーサーネットデコー

ド 

FLX FlexRay トリガ/デコード I2C I2C トリガ/デコード 

LIN LIN トリガ/デコード MANCHESTER-
BUS 

マンチェスタデコード 

MIL1553 MIL-STD-1553 トリガ/デ

コード 

NRZ-BUS NRZ デコード 
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SENT SENT トリガ/デコード SPI SPI トリガ/デコード 

UART UART および RS-232 トリ

ガ/デコード 

USB2 USB2.0 デコード 

HSIC USB2-HSIC デコード SPMI SPMI デコード 

MDIO MDIO デコード   
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保証とライセンス 

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。 

テレダイン・レクロイ社は、a)テレダイン・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) テレダイン・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、テレダイ

ン・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。テレダイン・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。  

上記の保証条項は、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。テレダイン・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。テレダイン・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テレダイン・レクロイ社

が負担いたします。 

 

保守契約  

テレダイン・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。

詳細については、お近くのテレダイン・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。 

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、テレダイン・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。 
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基本操作 

各部の名称(フロントパネル/リアパネル/サイド) 

前面 

 

10.4 インチ･タッチスクリーン 

フロントパネル(11 ページ参照) 

スタイラス・ホルダ 

 USB 

電源スイッチ(10 ページ参照) 

 チャンネル入力(36 ページ参照) 

 GND と CAL 信号出力端子 

チルト･フット 

 

 

 

 

 

 

側面 

オーディオ入出力端子 

イーサーネット・ポート(ページ参照) 

 USB2.0 コネクタ 

 L-BUS コネクタ 

 VGA コネクタ 
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電源オン 

 
電源のオンは、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。 

注意)電源ボタンは最後まで深く押す必要があります。 

テレダイン･レクロイのロゴが表示され、BIOS が起動します。 

 

Windows７起動後、Xstream アプリケーションが起動します。 

 

電源オフ 

 
電源のオフは、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、ディスプレイ上のメニューから[File ファイル]→[Shutdown シャットダウン]を選択して、電

源オフすることができます。 

 

注意) 電源ボタンを押して、オフにした場合、最後の設定が保存されない可能性があります。 
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フロントパネルの操作 

WaveSurfer10 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。次は WaveSurfer10 の様々なノブやボ

タンについて説明します。 
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垂直軸コントロール 

垂直軸コントロールには波形のオフセットや感度を調整するためのノブ、チャンネルやデジタルト

レースの表示/選択ボタンが用意されています。 

 

[Offset オフセット]や電圧感度を調整する[V-mV]と書かれた Volt/Div の 2 つのノブは、全ての波形で

使用します。波形にはアナログチャンネルの他に[Math 演算]・[Zoom]・[Memory メモリ]・[Digital デ

ジタルバス]などがあり、ノブの操作はこれら波形を事前に選択した後に行います。 

[Math 演算]・[Zoom]・[Memory メモリ]・[Digital デ

ジタルバス]の各波形は、グリッド下に表示されてい

る波形ディスクリプタラベル(左図の F1 ラベルなど)

を選択後、操作を行います。 

 

 

オフセットはディスクリプタラベル内の表示や波形表示エリアの左側にあるインジケータにより設

定を確認できます。感度はディスクリプタラベルに設定値が表示されます。 

また、この 2 つのノブは「プッシュノブ」が採用されています。[Offset オフセット]ノブを押すと、

オフセット位置が 0V にリセットされます。 

 

チャンネル･ボタンは現在の状態により、ボタンの動作が異なります。 

・ 波形が表示されていない状態でボタンが押されると、対応するチャンネルが ON します。 

・ 波形が表示されていて、選択されている状態(LED が ON)で、ボタンが押されると、チャンネル

が OFF します。 

・ 波形が表示されていて、非選択状態(LED が OFF)で、ボタンが押されると、チャンネルが選択

されます。 

[Volts/Div]のつまみを回した時にオフセットの位置を画面上の位置で固定するか、または電圧で固定

するかをプリファレンス設定で選択することができます(205 ページ参照)。 
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水平軸コントロール 

水平軸コントロールには波形の時間軸やディレイの位置を調整するノブが用意されています。 

 

[Delay ディレイ]ノブはトリガ位置の調整に使用します。画面下にあるディレイ･インジケータや

Timebase ディスクリプタラベルに現在のディレイの位置を示します。 

時間軸を調整する[s - ns]と書かれた[Time/Div]や[Delay ディレイ] の 2 つのノブは、全ての波形で使用

します。波形にはアナログチャンネルの他に[Math 演算]・[Zoom]・[Memory メモリ]などがあり、ノ

ブの操作はこれら波形を事前に選択した後に行います。 

チャンネル選択後にノブを回すとチャンネルの時間軸の設定が変化し、Timebase タブに現在の値が

表示されます。[Math 演算]・[Zoom]・[Memory メモリ]の各波形はグリッド下に表示されている波形

ディスクリプタラベルを選択後、操作を行います。現在の設定値は各ディスクリプタラベルの中で示

されます。 

また、この 2 つのノブはボタンになっています。

[Delay ディレイ]ノブを押すと、ディレイ位置が 0 に

リセットされます。[Math 演算]・[Zoom ズーム]・

[Memory メモリ]波形が選択されている場合に

[Time/Div] (時間軸調整用)ノブを押すと、微調整と粗

調整切り替えが行われ、ノブを回したときの変化率が

異なります。 

 

WaveSurfer10 オシロスコープでは、サンプリング速度やメモリの長さを固定することができません

が、自動的に最適な状態に調整されます。[Timebase]ディスクリプタラベルをタッチすると、タイム

ベースの設定ダイアログが表示されます。そのダイアログ中にある[MaxSamplePoint 最大サンプルポ

イント数]コントロールはオシロスコープの中で使用するサンプルポイント数の制限を行っています。

WaveSurfer10 オシロスコープでは、この[MaxSamplePointt 最大サンプルポイント数]を超えない範囲

で最大のサンプリング速度が得られるように自動調整されています。 
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ディレイが 0 でない場合に[Time/Div]のつまみを回すと、ディレイの値、または画面上のディレイの

位置を表す三角形のインジケータが移動します。これはプリファレンス設定によりどちらかの動作が

決まります。詳しくはプリファレンスの説明を参照してください(206 ページ参照)。 

時間軸を長く、または短く設定すると捕捉モードが[RIS]や[Role]モードに自動的に移行する場合があ

ります。 

(RIS モードは 47 ページ、Role モードは 48 ページを参照してください) 

演算/ズーム/メモリボタン 

 

Measure– このボタンを押すと、測定パラメータの設定ダイアログ

が表示されます。 

Zoom– このボタンを押すと、表示中のすべてのチャンネルがズー

ムされます。もう一度押すと、ズーム表示が解除されます(110 ペ

ージ参照)。 

Math– このボタンを一度押すと、Math(演算)トレースが有効にな

り 演算の設定 ダイアログが表示されます。もう一度押すと、ダイ

アログが閉じます(91 ページ参照) 。 
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トリガ･セクション 

トリガ･セクションにはトリガのレベルを調整する[Level レベル]ノブ、トリガモードを選択するボタ

ン、設定用ダイアログを開く[Setup]ボタン、トリガ状態を表すインジケータが用意されています。 

 

・ トリガレベル 

 [Level レベル]のノブを回すと、波形表示エリア右側のインジケータと[Trigger トリガ]ディスク

リプタラベルに現在の値が示されます。トリガの位置は、[Level レベル]と水平軸コントロール

にある[Delay ディレイ]の位置で決まります。また、このノブはボタンになっています。ノブを

押すと、現在表示されている波形の振幅から中央値を計算し、トリガレベルに設定します。 

・ トリガモード 

トリガモードは次の 4 種類をフロントパネルから選択することができます。 

AUTO 

トリガ条件が満たされなくても、タイムアウト時間が経過すると、無条件にトリ

ガを発生させます。RealTime モードでは自動的に高速波形更新モード(重ね書き)

で表示されます。 

NORMAL 

選択されたトリガの種類に対して設定されているトリガ条件を満たす信号が入力

される度にトリガを発生させます。RealTime モードでは自動的に高速波形更新モ

ード(重ね書き)で表示されます。 

SINGLE 

選択したトリガの種類で設定されたトリガ条件を満たす信号が入力されるのを待

ち、その信号が入力されると一度だけトリガを発生させます(単発捕捉)。すでに

トリガを待っている状態であれば、強制的にトリガを発生させます。 

STOP 
Auto、Normal、Single の各トリガモードでの捕捉を中止します。Auto, Normal モ

ードは Stop ボタンが押された時点で、最後のトレースだけを表示します。 

・ Setup ボタン 

トリガ設定用ダイアログを開くことができます。ダイアログにはトリガの種類やその種類に対

する詳細を設定することができます(53 ページ参照) 。 

・ インジケータ 

[READY]インジケータはトリガの準備ができたことを表します。[TRIG’D]はトリガされたタイ

ミングで LED が一瞬光ります。連続してトリガされる場合、[TRIG’D]は点灯しているように見

えます。 
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シングルトリガやノーマルトリガでは、[Delay 遅延]設定により、トリガポイント前の時間も捕

捉されている必要があります。[Time/Div]を長い時間に設定した場合には、トリガ前のサンプ

ルを捕捉するために必要とされる時間まで[READY]ランプは点灯しません。 

 

セットアップ･コントロール･セクション 

  

・ [AutoSetup]ボタン－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、感度

を自動的に設定して、信号を表示します。(但し、検出できる周波数は 30Hz 以上) 

・ [ClearSweeps]ボタン－パーシスタンス表示、アベレージ・トレース、パラメータ（測定）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クリアします。 

・ [Print]ボタン－Print ボタンが押されると、LabNotebook の新規エントリ、または画面イメージ

の保存設定に従い、画面イメージを出力します（174 ページ参照)。LabNotebook、または画面

イメージの保存のどちらの機能を割り当てるかは LabNotebook のプリファレンス設定で決定し

ます(191 ページ参照)。 

・ [WaveStream]インジケータ – WaveStream 動作時にインジケータが点灯します(44 ページ参照)。 

・ [Intensity]ノブ － トレースの輝度をコントロールします。このノブはトルグボタンになって

います。ボタンを押すと、WaveStream の ON／OFF を切り替えることができます。 
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調整ノブ 

調整ノブは設定ダイアログ内の値コントロールの調整に使用することができます。ダイアログ内の

値コントロールをタッチして、選択状態にしてから、ノブを回します。 

調整ノブは、トルグボタンになっています。ボタンを押すと、微調整と粗調整を切り替えることが

できます。 
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カーソル用のノブとタイプ選択ボタン 

 

WaveSurfer10 オシロスコープには、カーソル制御専用のノブとタイプ選択ボタンがあります (78 ペ

ージ参照)。 

・ このノブを回してカーソルの位置を調整します。カーソルが OFF である場合、ノブを回すとカ

ーソルが ON になります。水平カーソル、または垂直カーソルでノブを押すと、カーソルが初期

位置へ戻ります。水平＋垂直カーソルでは、ノブによりコントロールされるカーソルが入れ替

わります。 

・ [TYPE]ボタン － このボタンを一度押すとカーソルが ON になり、水平(時間)、水平＋垂直、垂

直、水平(周波数)、水平（イベント）, OFF ができるようになります。（周波数やイベントは演算

により FFT またはトレンド波形が表示されている場合のみ有効)。 
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ディスプレイの操作 

WaveSurfer10 は波形エリア内で次のようなタッチスクリーンを使った直感的な操作を可能にしてい

ます。 

 ディレイ････波形の一部をタッチし、水平に移動 

 

 オフセット････波形の一部をタッチし、垂直に移動 

 

 ズーム････ズームしたい範囲を斜めにドラッグ 

 

 計測パラメータのゲート位置 
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 カーソルの位置 

 

この他にも次のような設定を指で変更することができます。 

 0V、ディレイ、トリガレベル・インジケータの位置 

 アノテーションラベルの表示位置 

また、波形をタッチすると、その波形に対する計測やラベル設定などの操作が行えるダイアログ

が表示されます。 

 

 

指で細かい操作が難しい場合は付属のスタイラスを使うと簡単に操作が可能です。スタイラスは前

面パネルのスタイラス･ホルダにあります。(9 ページ参照) 

 

 

選択コントロール 

ダイアログなどでオプションを選択する場合、選択項目の量により選択方法が異なります。 
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ポップアップ選択コントロールがタッチされると、そのコントロール上に次のような小さい選択ボ

ックスが表示されます。 

 

多くの選択項目がある場合、選択コントロールをタッチすると、大きな選択画面が中央に表示され

ることがあります。この選択の左側にはカテゴリボタンがあり、選択できるアイテムは右側に表示

されます。 

 

カテゴリ付きポップアップ選択コントロール 

数字入力コントロール 

数値入力はコントロールを 2 回タッチすると、次のようなキーバッドが画面に表示されます。設定

値はキーパッドによる入力と上下ボタンにより設定することができます。キーバッドによる入力で

は指数での入力や単位を選択することができます。 
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単位入力ボタンを押すと、数値入力コントロールが閉じ、値が入力されます。また、+/-ボタンは値

の正負以外にも指数でも使用されます。指数では表示通りに入力する必要があります。 

テキスト入力コントロール 

ほとんどのコントロールは 1 回タッチするだけで操作できますが、テキスト入力や数字を入力する

場合にはバーチャルキーボードを使って、画面にタッチしながら値を入力することができます。 

 

バーチャルキーボードを使用して LabNotebook へテキストの入力 
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フォルダ/ファイル･ブラウズ･コントロール 

これらのコントロールは波形や画像イメージの保存や設定情報の呼び出しなど、フォルダやファイ

ルをナビゲートするために使用します。 

 

波形コントロールの Folder/File ブラウジング･コントロール 

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

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

るために使用します。 
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ディスプレイに表示される情報 

オシロスコープの画面は、波形表示の他に垂直軸(チャンネル)、水平軸(タイムベース)、トリガ条件

の設定に関する情報やタッチ操作だけで全てのコントロールができるようにボタンで構成されたダ

イアログ･メニューなどが表示されます。ダイアログ･メニューには関連する操作を素早く行えるよ

うにツールバーが用意されています。  

 

オシロスコープの画面は次のセクションに別れています。 

 メニューバー(24 ページ参照) 

 波形表示エリア(25 ページ参照) 

 ディスクリプタラベル(28 ページ参照) 

 ダイアログ(30 ページ参照) 

 メッセージバー(31 ページ参照) 

メニューバー 

 

メニューバーは全ての設定ダイアログへのアクセスを提供します。メニューのアイテムをタッチす

ると、サブメニューが表示され、サブメニューのアイテムが選択されると、画面の下にダイアログ

が表示されます。メニューの中で[Analysis 解析]はインストールされているオプションによりサブメ

ニューの内容が変わります。WaveSurfer10 のソフトウェアオプションであるシリアルデコードプシ

ョンは[Analysis 解析]のサブメニューとして表示されます。 

設定ダイアログへのアクセスはメニューバー以外にもフロントパネル内のボタンや各ディスクリプ

タラベルをタッチすることでアクセスすることができます。 
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また、本マニュアルでは特定のダイアログを表示するため、メニューバーを操作する場合には矢印

を用います。例、Save Setup 機能へのアクセスは[File] →[ Save Setup...]と記述します。 

波形表示エリア(グリッド領域) 

波形表示エリアは垂直 8 目盛と水平 10 目盛に分けられたグリッドが表示されます。グリッドの 1 つ

の目盛りは Div と呼び、時間軸や垂直軸の設定はこの Div を基準としています。例えば、Time/Div が

100ms/Div に設定している場合、水平に 10Div あるため、画面に表示されている時間は

100ms×10Div=1 秒です。 

 

波形表示エリアの設定は、メニューバーの[Display 画面] → [Display Setup...画面の設定]から設定し

ます。ディスプレイ･ダイアログはグリッドの組み合わせやグリッド表示強度の選択が用意されてい

ます(178 ページ参照)。 

インジケータ 

グリッドの周囲には波形の捕捉条件などを示すインジケータが配置されます。インジケータにはデ

ィレイ、トリガレベル、波形の 0V の位置が示されます。 

 

 トリガディレイ -これはグリッド下端に配置されたトレース･カラーで色分けされた三角形のインジ

ケータです。 トリガディレイは水平軸上のトリガ位置を示しています。このインジケータよりも左側

にある波形はトリガより前の時間の信号を意味し、プリトリガと呼ばれます。このプリトリガは画面

の右端が最大となります。トリガインジケータより右側にある波形はポストトリガと呼ばれます。ポ

ストトリガは画面の左端より長く設定することができます。このトリガディレイはフロントパネルの

[Delay遅延]ノブで調節することができます。 
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トリガディレイの値は Timebase ディスクリプタラベルに表示されます。ゼロ位置はグリッドの中央

です。波形表示領域より前にトリガを設定すると、トリガディレイの表示は次のように矢印(←)に変

化します。この状態はトリガ発生後、しばらく時間が経過した後の波形が表示されていることを意

味します。 

 

ディレイの位置は時間軸の設定(Time/Div)を変更した場合にモードにより、その動作が異なります。

設定はメニューバーの[Utilities ユーティリティ] →[ Preference Setup...プリファレンスの設定]をタ

ッチして、[ Acquisition 信号捕捉] タブを選択して設定を変更します(206 ページ参照)。ディレイの

設定を Time に設定すると、中心からのディレイ時間は固定されるため、画面上のディレイの位置は

Time/Div により移動します。DIV に設定すると、画面上のディレイの位置は固定されるため、ディ

レイの値が Time/Div により変化します。 

 トリガレベル -トリガのレベルを表すグリッド右側に配置される色分けされた三角形のラベルで

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。トリガレベルの値は

Trigger ディスクリプタラベルに表示されます。 

 

 ゼロ電圧レベル - 各波形のゼロ電圧のレベルを表すグリッド左側に配置される色分けされたラ

ベルです。オフセットの設定が変更されると、ゼロ電圧レベルが移動します。オフセット電圧は

各チャンネルのディスクリプタラベルに値が表示されます。 

 

オフセット電圧が波形表示エリアを越えた範囲にある場合、(↑)や(↓)の矢印により画面位置より外

れていることを示します。 

 



基 本 操 作 マ ニ ュ ア ル  

WaveSurfer10-OM-J   27 

 

アノテーション(ラベル) 

波形にはそれぞれアノテーション(ラベル)を表示させることができます。アノテーションはユーザー

が使用している信号の名称などを入力することで、画面に表示されている波形を理解しやすくしま

す。 

チャンネル、演算トレース、ズームトレース、メモリ(参照波形)に対してアノテーション(ラベル)を

付加することができます。これらのラベルは波形上の任意の位置に配置できます。 

 

各波形には複数のラベルを貼ることができ、ラベルの位置はタッチ＆ドラックで移動することがで

きます。ラベルの削除や非表示は個別に設定できます。 

波形にラベルを付加するには 

1. ラベルを付加したいチャンネル、演算、ズーム、またはメモリのダイアログを開きます。 

2. ツールバーの [Label ラベル] ボタンにタッチします。  

 

3. ポップアップメニュー内の [Add Label] ボタンにタッチします。 

 

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。 
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ディスクリプタラベル 

グリッドの下に表示される矩形のボックス内にチャンネルやタイムベース、トリガなどの各種情報

が表示されたものをディスクリプタラベルと呼びます。ディスクリプタラベルにはステータス情報

が表示されるほか、ラベルにタッチすると、詳細ダイアログが開きます(ラベルはダイアログへのシ

ョートカットとして機能します)。トレースが選択されると、ディスクリプタラベルの枠が強調され

て表示されます。 

 

C1 は選択状態、Ch2 非選択状態 

 

 

オプション表示 

通常 短縮 機能 

  デスキュー 

  帯域制限 

  アベレージ 

  サイン補間 

  反転 

  フィルタ 

 (表示領域が足りない場合は短縮表示されます) 

 

 

(トレース表示できるデータが無い場合の表示) 

 

（インターリーブ時の CH1 や Ch4 チャンネルの表示） 

チャンネルのディスクリプタラベルはチャン

ネルに関する様々な情報が提供されます。 

1 段目： 

ラベルの左上には、チャンネルの番号が表

示されます。チャンネルに設定されている

オプションがチャンネル番号の右側に表示

されます。  

 ゼロ以外の値に設定されたスキュー補

正(DSQ) 

 フル以外の帯域幅の制限(BwL) 

 2 以上のアベレージング(AVG) 

 反転演算(INV) 

オプションの隣にカップリング(AC1M, 

DC1M, DC50, Gnd)が表示されます。 

2 段目：Volt/Div が示されます。 

3 段目：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。 

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。 
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演算(F1,F2)、ズーム(Z1,Z2,Z3,Z4)、メモリ

(M1,M2,M3,M4)のディスクリプタラベルは

垂直軸、水平軸の情報やカーソルが表示され

ている場合、カーソルの値が表示されます。

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

内容やソース波形が示されます。表示形式は

演算内容(ソース波形)のように表示されま

す。 

2 段目は Volt/Div が示されます。 

3 段目は Time/Div が示されます。 

4 段目以降はチャンネルと同じになります。 

 

デジタルトレース 

 

 

 

 

 

（ロールモード） 

（シーケンスモード） 

（RIS モード） 

（WaveStream モード） 

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。 

また、タイムベースの設定により、若干表示

が異なります。 

 ロールモードディスクリプタラベルに Roll

と表示されます。 

 シーケンスモードディスクリプタラベルに

Seq と表示され、セグメントの設定数が表示

されます。 

 RIS モード－スクリプタ･ラベルに RIS と表

示されます。 
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 WaveStream モード －ディスクリプタラベ

ルに WStream と表示されます。 

 

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。 

ダイアログ 

オシロスコープの画面下には情報の表示や設定を行うダイアログ･エリアがあります。このダイアロ

グはメインタブ(赤)、サブタブ(青)、ポップアップ･ダイアログなどで整理されています。 

 

ツールバー 

ツールバーはダイアログに対応するトレースをソースとして、特定のツールを実行できます。 

例として、チャンネル設定ダイアログには、次のようなツールが用意されています。 

 

・ Measure –測定パラメータ選択ポップアップメニューが開きます。チャンネル設定ダイアロ

グからアクティブなチャンネルに対して最大 6 つのパラメータを 1 度に選択できます。下図の

①パラメータを選択と②測定内容の選択を繰り返して、1 つの波形に必要な測定を、すべてこ

のダイアログで選択することができます。 
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・ Zoom -チャンネル信号の拡大トレースを作成します。拡大トレースがアクティブになり、垂

直および水平調整ノブを使用してスケールや位置を修正できます。 

・ Math – 演算選択ポップアップメニューが開きます。チャンネル設定ダイアログからアクティ

ブなチャンネルに対して全ての演算を設定できます。演算トレースの選択と演算内容の選択を

繰り返して、1 つの波形から必要な演算を、すべてこのダイアログで選択することができます。 

 

・ Decode -シリアルデコードメニューが開きます(シリアルデコードオプションがインストー

ルされている場合のみ有効)。 

・ Store -チャンネル･トレースを対応するメモリ(基準信号)位置にコピーします。たとえば、

C1 は M1 に、C2 は M2 に保存されます。 

・ Find Scale -波形をグリッドに合わせる垂直スケーリングを自動的に実行します。 

・ Label - Labeling ポップアップメニューを開きます。ユーザー定義ラベルを波形に付けること

ができます。画像イメージの保存や LabNotebook で取り除かれることはありません。 

 

メッセージバー 

オシロスコープ画面一番下には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。ス
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テータスの赤いバーは進捗を表すプログレス･バーです。処理時間を要する場合に、現在の状態をプ

ログレスバーで示します。現在の時刻はユーティリティメニューから調整することができます(203

ページ参照)。 

主なステータス表示 

 
校正作業中を示します。この間は波形の更新は行われません。 

 
トリガ信号を待っている状態を示します。主にシングルトリガ、また

はノーマルトリガ設定時に Time/Div が 50ms/Div 以下のときに表示さ

れます。Time/Div が長い時間で設定されている場合には Slow 

Acquisition が表示されます。 

 
アクイジションに時間がかかっていることを示します。主にシングル

トリガ、またはノーマルトリガ設定時に Time/Div が 100ms/Div 以上の

ときに表示されます。Time/Div が短い時間で設定されている場合には

Waiting for Trigger が表示されます。 

 
Auto トリガ使用時に波形が自動更新された場合に表示されます。

Time/Div が 100ms/Div 以上のときに表示されます。 

 
波形演算などの内部処理に時間がかかる場合に表示されます。 

 
シーケンスモードで捕捉したセグメント数を表示します。 
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 目的別ツール選択の参考 

 稀に発生する現象のデバック 

稀に発生する現象のデバックには、高速波形更新モード(43 ページ参照)、History モード(50 ペー

ジ参照)、WaveScan(114 ページ参照)が適しています。高速波形更新モードは稀な信号に対して

高い検出能力を持ちますが、それ以上の情報を得ることはできません。逆に WaveScan の検出

能力は劣りますが、検出した後の解析に強みがあります。目的に応じて使い分ける必要がありま

す。 

高速波形更新…デバックの初期段階で、異常波形の有無を調べるために使用します。但し、重ね

書き画像になるため、波形の詳細は不明です。更に稀な信号ではパーシスタンス機能を有効にす

ると、検出しやすくなります。高速波形更新は Auto や Normal トリガ時に自動的に選択される

モードです。 

History…波形を観測中に異常波形に気づいても、タイミング良く停止できない場合が多くあり

ます。History は直近の波形データを自動的に保存して、通過してしまった異常波形を再確認す

ることができます。 

WaveScan…WaveScan は異常波形の頻度が比較的高い場合に使用します。多くのビットデータ

が含まれた波形の中から異常イベントの発生を検索することができ、その特徴や発生時刻から重

要なヒントを得る事ができます。デジタルバスも検索対象にすることができ、バスデータが示す

異常値や正常値以外で信号の場所を検索することができます。 

 パルス波形の評価やデバック 

振幅、周波数、立ち上がり時間など一般的な評価は測定パラメータ(82 ページ参照)で行います。

統計値やヒストアイコンを利用すると、更に正確な評価を与えることができます。サージパルス

など、デジタル波形と異なる形状のパルス波形はカーソル(78 ページ参照)により測定します。 

周波数ドメインで評価するには FFT 演算(103 ページ参照)を使用します。 

周期に比べてパルスが細い波形を取りこぼし無く、複数個捕捉する場合には、シーケンスモード

(44 ページ参照)を使います。 

 論理回路のデバック 

論理回路の中で組み合わせ回路と順序回路ではデバックのポイントが異なります。組み合わせ回

路では、論理回路の遅延差などによりグリッチ(細いパルス)が発生する可能性があります。 

 

例えば、XOR の入力に同時に Hi になる信号がある場合、片方の

入力に伝搬遅延があると、意図しないパルスが出力されること

になる。 

1 ッ箇所だけを測定する場合、パルス幅トリガ(62 ページ参照)を使用し、1 クロックサイズより

短い条件でトリガさせます。複数個所を同時に監視させる場合にはクォリファイトリガ(63 ペー

ジ参照)が便利です。クォリファイトリガには OR パターンとグリッチ条件を加えることにより、

観測する信号のどれか 1 つでも条件に合えば、トリガするようにセットアップできます。 

順序回路はデータ信号とクロック信号のタイミングに問題がある場合、出力がメタステーブル

(中間の値)になります。メタステーブルは状態が不安定ですが、最終的に 0 または 1 のどちらか

の状態に安定します。出力される信号に決まった形状はありませんが、ラントや立ち上がり時間

の遅い波形になる場合があります。 
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例えば、フリップフロップはセットアップ時

間やホールド時間の間、入力信号が安定して

いる必要がありますが、非同期信号を入力し

ている場合、データの遷移タイミングに重な

る場合もあります。この場合、メタステーブ

ルになる可能性があります。 

簡単にチェックするには、高速波形更新モード(43 ページ)や WaveScan(114 ページ参照)が適し

ています。トリガさせて詳しく調べるには、ラントトリガ(75 ページ参照)やスルーレートトリガ

(76 ページ参照)を使用します。 

メタステーブルの原因となるセットアップ時間やホールド時間のチェックには Delay パラメータ

(82 ページ参照)を使用します。セットアップ時間はクロック信号をトリガソースに設定して、デ

ータ信号を Delay パラメータで測定します。逆にホールド時間はデータ信号をトリガソースに設

定して、クロック信号を Delay パラメータで測定します。またトリガは、2 信号のタイミングで

トリガできるクォリファイトリガ(63 ページ参照)が適しています。クォリファイトリガには、時

間条件を付けることができます。時間条件を付けて、タイミング違反の発生でトリガさせること

もできます。 

 シリアル・バスのデバック 

シリアルデコード機能(136 ページ参照)はシリアル・バスのアドレスやデータ内容の確認、ビッ

トレートや送信時間を含めた表を表示することができます。プロトコル・エラーがある場合、ク

ロックとデータ信号間のタイミングエラーをカーソル(78 ページ)で測定することができます。ま

たシリアル・バスに接続されたデバイスの応答タイミングを確認することができます。応答信号

でトリガさせ、シリアルデコードのテーブルで時間を確認します。デコードに表示される時間は

応答信号を基準に表示されるため、応答時間をそのまま読むことができます。 

シリアルトリガ機能(77 ページ参照)は特定のシリアル・バスのアドレスやデータでトリガするこ

とができます。 

シリアルデコード/トリガはデジタル・プローブをソース信号として使用することができます。

MSO オプション(143 ページ参照)を使うことでアナログ入力を別の信号の測定に利用すること

ができます。 

 パラレル・バスのデバック 

コントローラ側が既に特定のアドレス、またはデータでエラーがあることが分かっている場合、

WaveScan のパス・パターン検索(151 ページ参照)やパターントリガ(68 ページ参照)で信号を特

定し、デバックすることができます。 

データの取りこぼしや意図しないデータに化けている場合、クロックのタイミングでグリッチや

メタステーブルが発生している可能性があります(グリッチやメタステーブルは上記の”論理回

路のデバック”を参考にしてください) 。データ信号がセットアップ時間やホールド時間の間

安定している必要がありますが、パラレル・バスの全ラインをチェックするには時間がかかりま

す。このような場合クォリファイトリガ(63 ページ参照)が便利です。タイミング・エラーの条件

を設定し、データ信号のソースを Adjust ノブで切り替えながらチェックすると、比較的簡単に

すべてのデータラインをチェックすることができます。 

 クロック信号の安定性の評価 

安定性の評価方法としては、周期ジッタや RMS ジッタ、パルス幅などが良く使われます。ジッ

タは Period パラメータ(82 ページ参照)で測定し、統計値表示にさせ、Max－Min で周期ジッタ

を計算します。統計値の中で Sdev は RMS ジッタです。Width パラメータは正側のパルス幅、

WidthN は逆に負側のパルス幅を測定することができます。 

パーシスタンス表示(181 ページ参照)にすれば、目視で確認することができます。 
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 波形形状の変化の評価 

リファレンス波形を表示(43 ページ参照)しながら、新しく捕捉された波形の違いを評価すること

ができます。 

繰り返し信号を使用している場合、エンベローブ演算(106 ページ参照)を使い、形状の違いの大

きさなどを確認することができます。 

稀に大きな振幅のある波形では、エッジトリガのウィンド・スロープ(59 ページ参照)で捕捉する

ことができます。逆に稀に小さい波形がある場合にはラントトリガ(75 ページ参照)やインターバ

ルトリガ(72 ページ参照)で捕捉できる可能性があります。 

 データの連続自動保存 

波形データの蓄積…Auto Save 機能を使用すると、波形が捕捉されたタイミングで、波形データ

を大容量記憶装置に保存することができます。トリガを Normal や Auto に設定すれば、STOP

ボタンが押されるまで波形を自動的に保存します。 

測定パラメータ値の蓄積…トレンド機能を使うと、パラメータの値を 1000 個まで保存すること

ができます。そのトレンド波形を CSV などに保存することができます。 

手順 1． メニューバーの Mesure –MesureSetup を選択して、ダイアログを開き、測定パラメ

ータの設定を行います。 

手順 2．メニューバーの Math – F1 Setup などを選択し、ダイアログを開きます。 

手順 3．Source1 を選択し、Measure カテゴリから手順 1 で設定した測定パラメータを選択し

ます。 

手順 4．Operetor1 を選択し、Treand を選択すると、データが蓄積されていきます。 

(ファイルに落とす場合)。 

手順 5．メニューバーの File –Save Waveform を選択します。ソースファイルや保存形式、保

存先などを設定し、SaveNow を選択します。 
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垂直軸の設定 

垂直軸の設定は信号が AD コンバータの入力に最適な状態になるように、信号を整えるための機能を

提供します。オシロスコープの AD コンバータは入力できる電圧の範囲が固定されているため、さま

ざまな信号を測定するには、前段のオフセットやアンプなどで信号を適度な大きさや位置に調整す

る必要があります。 

その他にもプローブのコントロールやノイズ除去のための帯域制限フィルタ、接続するプローブや

ケーブルの伝搬遅延を補償するためのデスキュー機能も提供します。 

 

注意) 波形が画面に入りきらないオーバードライブ状態は波形をゆがめる原因となります。下図はオ

ーバードライブしていない波形からのズームやオーバードライブ・リカバリー特性に優れた

DA1855A の波形で比較した図です。明らかにオーバードライブ状態では波形を歪めています。比較

的ゆっくりとした変化になるため、Time/Div によっては DC オフセットが加わったように感じます

(オーバードライブの波形形状はかかる電圧により変化します) 。100mV/div より高い電圧感度で

Volt/Div に対して 10 倍以上の電圧が画面から外れている場合、特に注意が必要です。 

 

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チャンネル 1 ボタンを押して、オンにします。該当のボタンが点灯し、チ

ャンネル 1 のディスクリプタラベルが表示されます。  
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3. AUTOSETUP ボタンを押して、垂直軸やトリガの設定を自動調整します。AUTO SETUP は反復

信号であれば、即座に波形を表示します。反復信号で無い場合、フロントパネルの Horizontal ノ

ブと Vertical ノブで設定を調整して信号を表示します。トリガがかからない場合 AUTO トリガ･

ボタンを押して、信号を確認しながら、トリガレベルを調節します。 

 

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

のディスク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。 メ

ニューバーやフロントパネルからもダイアログを開くことができます。 

 

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] ボタンをタッチすると、ダイアログが閉じて、波形表示領域が広くなります。  
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ダイアログ 

 

(A)トレース表示 

波形の表示/非表示をコントロールします。 

(B)[Volts/div]電圧感度 

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、隣の上下コントロール、またはフロントパネルの

Volt/Div ノブで指定します。[Variable Gain 連続可変]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、マークされている場合、細かく Volt/Div を指定することができます。 

注意)波形の一部が画面の表示範囲を超えている場合、波形が歪む可能性があります。 

(C)[Offset 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。 

(D)[BandWidth 帯域幅] 

観測する信号の帯域幅が非常に低い場合は、高周波ノイズを制限して波形をクリアにできます。帯

域幅の制限はオシロスコープの全帯域幅より狭い帯域幅にアナログ的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、[Full]、[20MHz]、

[200MHz]の中から目的の値を選択します ([Full]は帯域制限 OFF の状態です)。 

(E)[Coupling 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－入力抵抗 50Ω で、入力信号の AC 成分と DC 成分のすべてを計測することができま

す。 

・ GROUND－入力端子からの信号を切り離し、オシロスコープの入力をグランドに接地します。

「GND」を使うと、グランドレベルを確認することができます。 

・ DC 1MΩ－入力抵抗 1M Ω で、入力信号の AC 成分と DC 成分のすべてを計測することができま

す。 

・ AC 1 MΩ－入力端子にコンデンサが接続され、信号の DC 成分をブロックします。10Hz 以下の

信号を減衰することができ、電源ラインに乗るノイズなど交流信号だけを計測したい場合に使

用します。100Hz 以上の信号に使用します。 
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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、そのプローブに合わせて選択できるカ

ップリングが変わります。 

注意) DC1MΩや AC1MΩカップリングの帯域は 500MHz です。 

(F) [Deskew]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）をします。すべてのプローブを 1 つ

の信号源に接続した後、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。調整範囲は Time/Div に対して±45Div の範囲で調整が可能です。値は時間で入

力します。 

注意) スキュー補正が有効になっている場合、遅いサンプリング速度では、波形の先端と終端のサ

ンプルが削られることがあります。リモートの波形転送や波形のファイル保存時には、注意してく

ださい。 

(G)[Probe Atten プローブの倍率] 

弊社 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、設定項目がグレーアウト（ユーザーによる設定不可の状態）にな

ります。他社製プローブなど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、ポップアップから適切な値を指定する必要があります。  

(H)[Invert] 反転 

波形を反転することができます。 

注意)トリガのレベルには影響を与えません。反転を有効にした場合でも、トリガレベルは入力信号

に対して決める必要があります。 

 (I)[Average アベレージ] 

信号を連続的に平均化して信号ノイズを低減します。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。 シーケンスモード利用時にアベレージングが行われた場合、セグメ

ント波形に対してアベレージが行われ、画面にはアベレージングされた１波形だけが表示されます。 

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。 

(J)[Interpolation 表示補間] 

サンプリングポイント間の補完方法を[Linear]または[Sinx/x]のどちらかを指定します。[Linear 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、[Sinx/x 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。次は

Sin 波形の周波数に対してサンプリング速度が十分でない場合の Linear と Sinx/X で比較した結果で

す。Sinx/X の補完は十分に Sin 波を再現することがわかります 
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注意) 矩形波のような直線的な波形はエッジ部分が丸く補間され、プリシュートやオーバーシュー

トのように補間波形が作成されます。 

 

(K)[Noise Fileter 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。このフィルタは移動平均のように隣接するサンプルを移動しながら平均する FIR デジタル･ロ

ーパス・フィルタです。そのため、アベレージのように安定した繰り返し波形だけでなく過渡現象

のよう単発の信号に対しても高周波ノイズをカットすることができます。但し、デジタル･ローパ

ス･フィルタとなるため ERES の設定値以外にサンプリング速度によりフィルタの帯域が変化します。

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。信

号の帯域幅は実際に ERES フィルタにより処理された場合、ERES オプションの下に帯域幅が表示

されます。 

 

(L)ツールバー 

ツールバー上のショートカットを使用すると、現在のセットアップダイアログに対応するチャンネ

ルに対して特定のアクションを簡単に実行できます。  

測定、ズーム、演算関数、メモリ（参照波形）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 測定] 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、アクティブなチャンネルに対してパラメータ（測定）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。 (82 ページ参照) 

 

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、水平軸のノブを使用して、ズームトレースの時間軸と位置を調整できるようにな

ります。(110 ページ参照) 

 

[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、アクティブなチャンネルに対して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。(91 ページ参照) 

 
[Decode デコード]ポップアップメニューを開きます(136 ページ参照)。 

 
メモリにチャンネル・トレースをコピーします。 (165 ページ参照) 

 
電圧感度やオフセットを最適な設定に変更します。 
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[Trace Annotation トレース情報] 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。  (27 ページ参照) 
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水平軸とサンプリングの設定 

時間軸方向の設定は Timebase 設定で行います。時間軸の設定、メモリサイズの制限やサンプリング

モードについて設定することができます。また、トリガとサンプリングの位置関係を表すディレイ

もここで設定します。 

サンプリングモードは信号速度や使用目的により使い分けます。 

モード 信号速度 目的や応用例 

リアルタイム 全般 入力信号を一定の間隔でサンプリングします。一般的に

使われるモードです。 

WaveStream 全般 異常波形の有無を調べるために使用します。稀にしか起

こらない波形の異常は更新レートが速くなるほど、検出

確率が高くなります。WaveStream モードは高速に波形更

新することにより、稀なイベントを素早く検出します。 

シーケンス 

(WS10-ADT

オプション) 

全般 ・ レーザーなどのように出力パルスの幅に比べて無信

号期間が長い信号を取りこぼしなく捕捉する場合。 

・ 信号の発生タイミングを調査する場合(トリガで目的

の波形を分離し、捕捉ステータスのトリガタイミン

グを確認)。 

・ アベレージ波形を高速に取得する場合(演算機能でア

ベレージ)。 

RIS 高速 繰り返し信号で、高いサンプリング速度を必要とする場

合に使用します。サンプリング速度は時間測定の精度に

影響します。立ち上がり時間の速いパルスの立ち上がり

時間を正確に測定する場合には、RIS モードが適していま

す。 

ロール 低速 変化の遅い波形をスクロールさせて、波形の変化を見な

がら、サンプリングをさせたい場合に使用します。 

注意) サンプリング速度に注意してください。信号の周波数に対して、サンプリングが足りてい

ない場合、下図のように入力信号と異なる波形が表示されます。特に最大メモリを制限した場合

に注意が必要です。入力信号の周波数とサンプリング速度との関係により、入力信号と同じ形状

で周波数が低い波形が表示される場合や波形のエッジ部分が波打つように表示されることがあり

ます。 
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ダイアログ 

サンプリングモードはグリッド右下の Timebase ディスクリプタラベルをクリック、またはメニュー

バーの[Timebase タイムベース] →[Horizontal Setup 水平軸の設定]からアクセスします。 

 

 

(A)[Sampling Mode サンプリングモード] 

サンプリングモードには次の 5 つがあります。 

タイムベースの設定に応じて、次のサンプリングモードを利用できます。 

 

リアルタイム・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。通常、トリガ発生後に一定数のサンプルが収集されると、捕捉が停

止します。サンプル収集後はデータ処理が行われ、演算やパラメータ計測、画面の更新が行われま

す。全ての処理が終了すると、新しいトリガを受け入れることができます。 

 

WaveStream モード --高速にトリガして捕捉された波形が重ね書きされ、アナログオシ

ロスコープのように輝度の変化で表現されます。 

 

リアルタイムモード --リアルタイム(シングルショット）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(WS10-ADT オプション) -- 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 -- 時間分割が 500 ms/div 以上であるときは、低速の捕捉について、この

モードが自動的に呼び出されます。ロールモードでは、右から左に随時波形が更新され

ます。 

 

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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WaveStream 高速波形更新 

WaveStream 高速波形更新は高速に捕捉された波形が重ね合わされて作られた画像と演算やパラメー

タなどで取り扱うことができる波形データが共にグリッド上に表示されます。画像データは目視に

てラントやグリッチなどの異常波形を素早く見つけることに適しています。発生頻度が極めて稀に

なる異常波形にはパーシスタンス設定を有効にして、高速更新される画像をより長い時間保つこと

が効果的です。異常波形を分析的に評価するには、適切にトリガ設定して、データとして波形を捕

捉することが重要です。 

 

シーケンス・サンプリングモード(高機能デバックオプション) 

シーケンスモードは A/D 変換器の直後にある波形メモリを指定された数で分割し(分割されたメモリ

をセグメントと呼ぶ)、トリガが発生するたびにセグメントに波形を保存します。全てのセグメント

に波形が保存されると、データ処理が行われ、演算やパラメータ計測、画面の更新が行われます。

その全ての処理が終了すると、新しいトリガを受け入れることができます。WaveSurfer10 シリーズ

は最大 5,000 セグメント、セグメント間のデッド･タイムは 1us でアクイジションすることができま

す。 

 

これは、間断なく発生する高速のパルスの捕捉や休止している時間がランダム、または不定期に発

生するイベントを捕捉する場合に最適です。長時間にわたり、不定期にトリガされるような波形で

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い、個々のセグメントのイベント発生時間を記録

し、リスト表示することができます。 

シーケンスモードには以下のような特徴があります。 

・ 最高 4 チャンネル同時にイベントを捕捉することができます。 

・ トリガ間のデッドタイムを最小化することができます。 

・ 個々のセグメント捕捉時のタイムスタンプを確認することができます。 

・ 個々のセグメントの拡大や各セグメントを演算関数の入力として使用することができます。 
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・ 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、波形の高速転送を活用することができ

ます。 

各セグメントの捕捉時間は、TimeBase タブの(B)Time/Div 設定に基づいて決定されます(捕捉時間は

time/div の 10 倍)。なお、1 セグメントあたりのサンプル数やセグメント数は、TimeBase タブの

MuximumPoint や Time/Div、Sequence タブの Num of Segments の関係から決定されます。  設定状

態は、Timebase ディスクリプタラベルに表示されます。 

 

注意) デジタル波形はシーケンスモードに対応しません。 

注意) 波形の振幅が画面の範囲を超え、且つセグメント数が画面の水平ドット数以上に設定している

場合、捕捉された波形は画面上に表示されません。波形が表示されない場合は、リアルタイムに戻

して、電圧軸の設定を見直してください。 

注意) 仕様で記載されているセグメント間隔は、サンプリング速度など、サンプリングの設定によ

り、仕様より長い時間を必要とする場合があります。 

シーケンスモードを有効にすると、シーケンス･タブがダイアログに追加されます。 

 

[Number of Segments セグメント数] 

TimeBase タブ(D)で設定されている最大メモリを上限として、ここで設定された数で波形メモリ

を分割します。 

[Enable Timeout タイムアウトを有効にする] 

タイムアウト設定が有効にされていると、設定されているセグメント数に到達しない場合でも、

直前のトリガが発生してからタイムアウト時間経過すれば、捕捉を中断し、後続の処理が行われ

ます。 

注意)設定してから、最初にトリガされるまでの時間は、この機能の対象外です 

 [Show Sequence Trigger Times…] 

トリガが発生したタイムスタンプを表示します。 

シーケンスモードを設定するには 

1. メニューバーの [TimeBase タイムベース]→ [Horizontal Setup... 水平軸の設定] を選択します。 

2. [Sequence シーケンス] ボタンにタッチします。 
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注意)初めに設定されているセグメント数や Time/Div の設定により、シーケンスモードに入れな

い場合があります。シーケンスモードに入れない場合、一度 Time/Div を短く設定し、シーケン

スモードを有効にしてから、セグメント数を少なくてください。 

3. [Sequence シーケンス] タブをタッチします。 [Number 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セグメント数を入力します。 

注意)セグメントを多くすることにより、メモリが足りなくなることがあります。メモリが足り

なくなると、サンプリング速度が遅くなります。タイムベースのディスクリプタラベルを参照し

て、事前確認されることをお勧めします。 

4.  [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。 

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、何らかの理由で設定したセグメント数まで波形が埋まらなかった場

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。 

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。 

個々のセグメントを表示するには 

1. フロントパネルの Zoom ボタンを押します。Zoom ダイアログが表示されます。 

 

2. セグメント間の移動は Zoom ダイアログの Segments セクションにある First の値を変更して移

動します。また Num を使って隣り合う複数のセグメントだけを表示することもできます。 

3. ダイアログ内の下記のコントロールを使用して拡大縮小を行います。 

 

注意)パーシスタンスモードを有効にすると、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、ズームを使い

セグメントを個別に表示することができます。 

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] →[Acquisition Status... 信号捕捉ステータス] を選択し

ます。 
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2. [Trigger time トリガ時間] タブをタッチします。 

3. Time of フィールドでチャンネルまたはメモリ波形を選択します。 

 

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、繰り返し波形であれば、リアルタイムモード時のサ

ンプリング速度よりも高速にサンプリングできるモードです。RIS モードは、安定してトリガできる

繰り返し波形が条件となります。RIS モードでは、500MS/s のサンプリング速度で 100 回捕捉した

波形を使い、最大 50 GS/s の有効サンプリング速度を実 現します。信号とオシロスコープのサンプ

リングクロックが非同期であることを利用したモードです。ビンと呼ばれる波形の各サンプルが保

存される場所に、トリガとサンプルの相対的ずれを配慮してビンにサンプルデータを配置します。 

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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ロールモード 

 ロールモードは随時波形データが更新され、波形が右から左に流れて表示されるモードです。人の

感覚として遅いと感じるくらい波形の変化がゆるやかな波形では、ロールモードが適しています。

リアルタイムモードでは、全てのサンプルが捕捉された後に、画面が更新されるため、波形更新さ

れるまで、波形の状態を知ることはできません。ロールモードに設定すると、波形の変化を観測し

ながら波形を捕捉することができます。 

 

 1Div の時間が 100ms より長く、サンプリングモードが Roll に設定されている場合、動作します。

サンプリング速度は Time/Div と最大メモリ長により決まり、最高サンプリング速度は 10MS/s です。 

ロールモードはトリガモードにより動作が異なります。Single モードでは、トリガイベントが検出

されるまで、随時波形更新が行われ、トリガイベントが検出されると、更新が停止します。Normal

モードは Single トリガモードと同様にトリガイベントが検出されるまで波形を随時更新しますが、

トリガを検出すると、一度画面がクリアされ、再実行されます。Auto モードに設定すると、トリガ

条件は無視され、波形が流れ続けます。 

注意)画像イメージの保存はトリガモードを停止してから実行してください。途中の状態で保存する

と、アクイジションがリセットされます。 

注意)各チャンネルにつながったパラメータや演算関数は、ロールモードが停止するまで計算が行わ

れません。 

注意)トリガポイントに波形が到達するまで、トリガイベントは無視されます。[READY]ランプの表

示に気を付けてください。 

(B)[Time/Div]時間軸の設定 

Time/Div は波形表示エリアの水平方向に 10 分割されたグリッドの一区画の時間を指します。画面内

に表示される波形は Time/Div で設定された時間の 10 倍の時間が表示されます。Time/Div の設定範

囲はサンプリングモードにより異なります。 

・ リアルタイムモード(43 ページ参照)：1000s/Div～200ps/Div 

・ シーケンスモード(44 ページ参照)：1000s/Div～200ps/Div 

・ RIS モード(47 ページ参照)：10ns/Div～200ps/Div 

・ ロールモード(48 ページ参照)：1000s/Div～100ms/Div 



基 本 操 作 マ ニ ュ ア ル  

WaveSurfer10-OM-J   49 

 

(C)[Delay]ディレイ 

トリガディレイは、波形メモリとトリガとの時間的位置を決定します。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

発生時刻までの過去の時間であり、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。 

 

プリトリガは画面上の右端(ディレイ原点からマイナス 5Div の位置)まで設定が可能です。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過去の波

形を確認することができます。一方、ポストトリガでは、イベントが発生した後の波形を観測する

ことができます。ポストトリガでは画面の左端以上の 10,000 div に相当する時間を設定することが

できます。トリガポイントが画面の左端を越えるとグリッドの左下に矢印(←)が表示されます。 

 

(D)[Max Sample Points 最大メモリ長] 

WaveSurfer10 は[Maximum Points]をタッチしてメニューの中から最大メモリ長を設定することがで

きます。 

[32M, 20M, 16M, 10M, 5M, 1M, 100K, 10K, 500] 

サンプリング速度は最大メモリ長と Time/Div の設定により決定されます。最大メモリ長を長く設定

した場合、Time/Div を長くしても、サンプリング速度を高く維持することができるため、グリッジ

などのような稀に発生する細いパルスの測定には適しています。しかしメモリ長を長く設定した場

合、波形を出力して他のソフトウェアでインポートする際にソフトウェアの最大入力範囲を超える

可能性やオシロスコープの更新速度が遅くなるため、特にサンプリング速度を必要としない場合は

最大メモリ長を下げたほうが良い場合もあります。 

Time/Div、サンプリング速度、最大サンプル数には次のような関係があります。 

設定可能なサンプリング速度 < 最大サンプル数÷(Time/Div の設定×10Div) 
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注意) WS10-ADT 高機能デバックオプションにより、32M、16M の最大メモリ長の選択が可能にな

ります。また 4CH 同時に 10GS/S のサンプリングスピードが可能になります。 

(E)[Active Channels チャンネルモード] 

WaveSurfer10 は使用する入力チャンネルを制限して、メモリ長やサンプリング速度を通常より高く

することができます(通常インターリーブと呼ばれます)。4, 2, Auto から選択でき、4 は全てのチャン

ネルを使用するモードです。2 はチャンネル 2 とチャンネル 3 だけを信号入力に使用して、チャンネ

ル 1 とチャンネル 4 は無効になります。無効なチャンネルのディスクリプタラベルは"Trigger only"

と表示され、波形表示できないことを示します。 

 

Auto は表示されているチャンネルにより自動的にインターリーブになることができます。結合でき

るチャンネルはチャンネル 1 とチャンネル 2 のペアとチャンネル 3 とチャンネル 4 のペアになりま

す。つまり、Auto モードでは、チャンネル 1 とチャンネル 2 を同時、またはチャンネル 3 とチャン

ネル 4 を同時に有効にすると、インターリーブは解除されます。 

インターリーブによりサンプリング速度を上げることで、時間を出力するパラメータを精度よく測

定することができます。RIS モードとは異なり、単発の信号でも使用することができます。 

インターリーブは入力信号を隣り合う 2 つの AD コンバータに供給し、サンプリングします。但し、

1 つの AD コンバータには、サンプリングクロックが 1/2 クロックだけ遅延して入力されます。2 つ

の AD で半クロックずれてサンプリングされた波形は、後段で交互に並べ替えをして、一つの波形に

します。 

 

History モード(WS10-ADT 高機能デバックオプション) 

オートトリガなどの連続して波形が更新されるトリガは、稀に起こる信号の異常に気付いても、波

形の更新をタイミングよく停止することができない場合が多くあります。History モードは、直近の

捕捉波形が自動的に保存され、通過してしまった異常なイベントを再確認すことができます。また、

呼び出した波形にカーソルや測定パラメータを使って、問題の原因をすばやく特定することができ

ます。History モードは、ボタンを 1 回押すだけで常にアクセスできます。モードを有効に切り替え

る必要もなく、波形を見失うこともありません。 
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注意)リアルモード以外では動作しません。 

History 表示している間はトリガ停止状態になります。バッファリングされている波形は水平軸や垂

直軸、トリガなど波形捕捉の設定が変更された場合、リセットされます。また、バッファに空きが

なくなった場合、最も古い波形から消され、新しい波形が保存されます。 

波形の検索にはビデオの操作パネルのような再生や巻き戻し、早送り、コマ送りなどのようなコン

トロールが用意されています。 

波形グリッドの左側には波形のインデックスと捕捉された時間のテーブルが表示されます。[Relative 

Times]チェックボックスがマークされている場合は、最新の波形に対する各波形の相対時間が表示さ

れます。 

 

ダイアログ 
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ヒストリ機能の ON/OFF 

ヒストリの履歴を削除 

保存数と保存可能数 

履歴を保存できる波形の数は 1 波形に使われるサンプル数と画面更新タイミングにより変化しま

す。1 波形で使うサンプルが少なければ、多くの履歴を保存できます。タイムベース設定の最大

メモリの設定を 100kS 以下に落とせばより多くの履歴を保存可能です。 

ナビゲーション 

履歴の移動をビデオ再生のように自動的に行い、問題の箇所を見つけやすくします。またインデ

ックスを直接指定することも可能です。 

テーブルの表示 

波形表示エリアの左側にヒストリの全ての履歴がリスト表示されます。リストをタッチすると、

タッチした部分の波形が波形表示エリアに表示されます。 

テーブル内のデータ種類 

RelativeTimes がオフの場合、[時：分：秒]で時間が表示されます。 

RelativeTimes がオンの場合、最終トリガからの時間が表示されます。 
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トリガ 

トリガ機能は条件を指定して、目的の信号だけを捕捉できるようにする機能です。 

オシロスコープは捕捉が開始されると、AD 変換されたデータを波形メモリに連続的に記録します。

波形メモリに AD 変換されたデータを保存する領域がなくなると、古いデータを新しいデータで上書

きしながらトリガが来るのを待ちます。ちょうど下図のようなリング状のメモリに AD からのデータ

が書き込まれ、トリガタイミングで書き込みを停止するようなイメージを思い浮かべていただけれ

ばと思います。トリガは選択されたソース信号が指定されたトリガ条件に一致するかを監視し、波

形が条件に一致すると、ポストトリガの範囲まで波形記録を継続して、波形メモリに保存動作停止

を命令します。保存動作が停止すると、波形データを画面に表示する処理などが開始されます。 

トリガ機能に入力できる信号はチャンネル波形以外にも、デジタルライン、外部トリガ端子、電源

の商用周波数のタイミングを入力することができます。トリガのカップリングは信号の周波数によ

り分離をする機能です。 

 

 

トリガは選択したトリガ固有の設定の他に、ソース信号の選択、カップリング、トリガディレイ、

トリガレベル、スロープなど、多くのトリガで同じ設定項目が使用されています。それらの設定は

「トリガのセットアップに関するガイドライン」で説明しています。ガイドラインはエッジトリガ

を中心に説明を進めているため、エッジトリガの詳細はガイドラインを参照してください。 
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トリガの種類と特徴 

トリガ 特徴 

エッジ 

 

標準的に使われるトリガです。特に

WaveStream では、複雑な条件のないエ

ッジトリガが良く使われます。 

またスロープを Window に設定して、一

定範囲の電圧を超える波形に対して、ト

リガできます。安定した振幅の中で、稀に大きな振幅波形が出力される波形を

トリガする場合に便利です。 

パルス幅 

 

パルス幅トリガは多目的に使うことがで

きる便利なトリガです。グリッチなどの

細いパルス幅の信号など異常信号を見つ

けるのに最適です。またバースト信号の

先頭でトリガさせる場合にも、無信号の

幅を条件にして、トリガすることができ

ます。 

クォリファイ 

 

クォリファイトリガは 2 つのチャンネル

にトリガ条件を設定し、その順番により

トリガすることができます。例えば、パ

ラレル・バスの制御信号が Low に変化し

た後に続くデータ信号の立ち上がりでト

リガすることができます。 

また 2 つのイベント間の時間に条件を加

えて、Setup や Hold 時間のタイミング・

エラーを検出することもできます。 

パターン 

 

複数チャンネルが特定条件に一致すると、トリガしま

す。And 条件で特定パターンを見つける場合や OR 条件で

マルチプルトリガとして使用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。 

グリッチ 

 

パルス幅の細いグリッチ波形をトリガします。パルス幅ト

リガと同じ動作をしますが、簡単に設定できるようにメニ

ューが簡略化されています。 

(SMART トリガ内に配置) 
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インターバル 

 

信号周期に対してトリガします。回転系

のセンサー出力などの測定で、特定の周

期(周波数)でトリガさせる場合やパルス抜

けした波形でトリガする場合にも便利で

す。 

 (SMART トリガ内に配置)  

ドロップアウ

ト 

 

信号の遷移が一定期間無い場合、トリガします。これは機

器がハングアップする直前の動作を調査する場合や機器の

電源を OFF にした場合の挙動を調べる場合に便利です。 

(SMART トリガ内に配置) 

ラント 

 

波形が遷移しきらない波形に対して、トリガします。フリ

ップ・フロップの出力などで発生するラント信号やスイッ

チング・ノイズなど若干大きなノイズをトリガする場合な

どに便利です。 

(SMART トリガ内に配置) 

スルーレート 

 

立ち上がり時間の違いに対して、トリガします。ノンモノ

トニック信号などに対して、トリガする場合に便利です。 

(SMART トリガ内に配置) 

 

 

トリガのセットアップに関するガイドライン(エッジトリガ) 

トリガはトリガディレイとトリガレベルの交点の位置に波形を固定します。選択されたソース信号

により指定できるトリガの種類やカップリング、トリガレベルの範囲が決まります。 

[Delay ディレイ] 

トリガディレイはトリガと波形メモリの水平方向の位置関係を表しています。画面中心を基準とし

て、5～-10,000 div(設定は時間)の範囲で調整できます。トリガディレイをグリッド右端まで移動し

た場合、トリガ発生タイミングまでの過去 10Div の波形を表示することができます。逆にマイナス

側に移動すると、トリガ発生タイミング後の波形を見ることができます。 
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(調整方法) 

調整はフロントパネルの[Delay]つまみを回して、調整することができます。また[Delay]つまみを押

すと、画面中心にディレイ位置を戻すことができます。 

 

または、[TimeBase]ディスクリプタラベルを押して、[Delay]の値を変更します。 

 

(ディレイ位置の表示) 

ディレイの位置はグリッド下に三角形のインジケータ、または[TimeBase]ディスクリプタラベルに

値として示されます。 

 または  

但し、ディレイ位置が画面から外れると、矢印で表示されます。 
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[Source ソース] 

トリガに使用できるソース信号はアナログ波形、外部トリガ入力(EXT TRIG 端子から入力)、デジタ

ルライン波形(MSO オプションの各ライン)、ライン入力(オシロスコープに接続した商用電源波形か

ら作られた 50Hz/60Hz のトリガ)があります。トリガの種類により、選択できるトリガソース信号が

異なり、ソース信号の選択によりトリガレベルやカップリングの設定が異なります。 

ソース信号 トリガの種類 備考 

チャンネル エッジ、パルス幅、クォリファイ

ド、パターン、TV、グリッチ、イ

ンターバル、ドロップアウト、ラ

ント、スルーレート、全てのシリ

アルデータ・トリガ 

レベル: チャンネルの Volt/Div や Offset

設定に依存(ほぼグリット内) 

カップリング: DC,AC, LFREJ, HFREJ 

外部トリガ エッジ、パルス幅、クォリファイ

ド、パターン、TV、グリッチ、イ

ンターバル、ドロップアウト、ラ

ント、スルーレート、全てのシリ

アルデータ・トリガ 

レベル: ±410ｍV(×1)、±4.1V(÷10) 

カップリング:DC,AC, LFREJ, HFREJ 

ライン エッジ レベル: ゼロ・クロス固定 

カップリング:無し 

デジタルライ

ン 

エッジ、パルス幅、クォリファイ

ド、パターン、インターバル、ド

ロップアウト、I2C、SPI、

UART、LIN 

レベル: TTL, ECL, COMS 5V, COMS 

3.3V, COMS 2.5V, PECL 5V, LVDS, 任

意±10V 

カップリング:無し 

外部トリガ 

 

外部トリガは全てのチャンネルが既に使用され、更にトリガ信号を追加したい場合に使用します。

最大入力電圧の仕様は他のチャンネル入力と同じです。入力インピーダンスは 50Ω、または 1MΩを

選択することができるため、立ち上がりの速い信号や電圧の高い信号など用途に合わせて選択する

ことができます。ソース選択で表示される外部トリガは Ext と Ext/10 の 2 種類があります。Ext は

±410mV のトリガレベルまで対応し、Ext/10 は 10:1 のアッテネータが組み込まれ、±4.1V までトリ

ガレベルを指定することができます。 

[Coupling カップリング] 

カップリングは特定の周波数成分をフィルタする目的で使用します。例えば、下図のようなスパー

ク・ノイズが含まれる波形をトリガさせる場合、DC カップリングでは、どちらの信号もトリガする

ため、ノーマルトリガなどでは、波形の水平位置が安定しません。LFREJ に設定すれば、スパーク

ノイズの位置で波形が固定されます。逆に HFREJ に設定すれば、信号波形の位置で波形が固定され

ます(但し、含まれる周波数成分により、効果がない場合もあります)。 
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カップリングの選択により、トリガできる信号の周波数が異なります。 

カップリング 周波数 

DC 全周波数 

AC 10Hz 以上 

LFREJ 30KHz 以上 

HFREJ 100KHz 以下 

[Level レベル] 

エッジトリガでは、波形がトリガレベルを通過する電圧位置でトリガします。トリガレベルは三角

形のインジケータがグリッド右側に表示されます。インジケータを見ながら最適な位置にレベルを

調整します。トリガモードを[STOP]にしてレベルを変更すると、中抜きの三角形が上下に移動しま

す。これは次回トリガする時のレベルを表しています。現在波形のトリガレベルは塗りつぶされた

三角形で表示されます。 
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または[Trigger]ラベルをタッチして、[Level]の値を入力 

 

注意）トリガレベルを設定できる範囲は、Volt/Divやオフセットの設定により決まります。ほぼ波形

が表示される垂直軸の範囲までとなり、チャンネルの Volt/Div を変更して、トリガレベルがその範囲

から外れると、その範囲内の最大値に自動設定されます。 

[Slope エッジの向き] 極性 

信号が遷移する方向をスロープと言い、トリガ条件に加えることができます。エッジトリガのスロ

ープには、[Positive 上向き]、[Negative 下向き]、[Either どちらか] 、[Window ウィンド]の 4 種類が

あります。しかし、エッジ以外のトリガには[Either どちらか]や[Window ウィンド]の選択はありませ

ん。またトリガにより若干呼び名が変化します。幅トリガでは、[Polality エッジパルス]と呼ばれ、

選択は[Positive 上向き]や[Negative 下向き]があります。[Qualified]トリガの[State ステート]条件では、

選択項目が[Above 上回る]や[Below 下回る]に変化します。 

 

ウィンドトリガは指定した電圧幅を超える電圧でトリガします。これは AMI 符号のようなバイポー

ラ符号で伝送される信号や異常振幅の波形を捕えるのに便利なトリガです。電圧の指定は[Level レベ

ル]と[Window Size ウィンドのサイズ]で指定します。 

異常振幅でトリガさせる場合は、通常状態の振幅より若干大きくウィンドを設定します。また立ち

上がり時間の速いデジタル信号ではデバイスの最大入力電圧を超えるオーバーシュートにより、不

具合が発生する場合があります。このような場合にも、ウィンドを利用することができます。 
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[Holdoff ホールドオフ] 

ホールドオフはエッジトリガの追加条件(省略可能)です。ホールドオフ条件を指定すると、指定され

た時間間隔やイベント回数だけトリガイベントを無視することができます。(イベント数とは、トリ

ガレベルやスロープなどのトリガ条件が満たされる回数です)。 

 

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

[Time 時間](1ns – 20s)または[Events イベント](1# - 99999999#)を選択して、[Time 時間]フィールド

や[Events イベント]フィールドに値を入力します。 

また、ホールドオフ期間が設定される位置を指定することができます。トリガレディに変化したタ

イミングからホールドオフが始まる [Acquisition Start]、またはトリガ発生後からホールドオフが始

まる[Last Trigger time]のいずれかを選択できます。 

 

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

ます。  

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

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

対象のエッジの前にあるエッジの個数をホールドオフ条件として設定できます。   
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時間の指定方法 

エッジトリガには設定がありませんが、パルス幅、インターバル、スルーレートなどでは、ある状

態が継続される時間を条件指定することができます。指定方法には比較演算子と値により、柔軟な

指定が可能になっています。 

[Less Than 未満] 

 

[Upper 上限値]の値を設定し、その値より長い時間継

続すると、トリガはキャンセルされます。 

[Greater Than 超過] 
 

[Lower 下限値]の値を設定し、その値より短い時間し

か継続できない場合、トリガはキャンセルされま

す。 

[In Range 範囲内] 
 

[Upper 上限値]と[Lower 下限値]の値を設定し、その

範囲の時間に限り、トリガを生成します。 

[Out Of Range 範囲外] 
 

[Upper 上限値]と[Lower 下限値]の値を設定し、その

範囲外の時間に限り、トリガを生成します。 
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[Width パルス幅]トリガの動作 

パルス幅トリガには、トリガレベルを通過する正方向または負方向のパルスの時間幅でトリガを生

成します。設定には、カップリング、極性、レベル、パルス幅の時間を指定することができます。

その組み合わせにより、いろいろな利用方法があります。参考にグリッチ、バースト、異常波形で

の利用例を紹介します。 

・ バーストの先頭でトリガ 

パルス幅トリガを使用して、バースト信号の先頭でトリガすることができます。パルス幅トリガ

の極性を負極に設定し、パルス幅の条件を＞[Greater Than 超過]にします。[Lower 下限値]はビ

ットが連続できる最大長より長い時間でありながら、バーストの最小間隔より短い時間を設定す

ると、バーストの先頭でトリガすることができます。 

 

・ 稀に起こる異常波形でトリガ 

パルス幅の条件を[Out Of Range 範囲外]に設定して、連続的なパルス波形の中で、稀に起こる異

常波形だけをトリガすることができます。一度、測定パラメータでパルス幅の統計表示を行い、

最小値と最大値を知ることができれば、[Lower 下限値]や[Upper 上限値]の設定の参考になります。 
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[Qualified 適合した]クォリファイトリガの動作 

クォリファイトリガでは 2 つのトリガ条件を組み合わせてトリガします。トリガの組み合わせ方に

は大きく分けて 3 種類あります。 

1 番目のトリガ条件を[Event' A'イベント A]、2 番目の条件を[Event'B'イベント B]とします。 

 1 番目のトリガ条件が成立後、2 番目のトリガ条件を待つ順序による組み合わせ 

 

 1 番目のトリガ条件が成立している間に 2 番目の条件が成立する必要があるステートによる組み

合わせ(主にイネーブル信号やデータ＆クロックに使用する) 

 パターン条件と継続する時間や周期の条件の組み合わせ(ソース信号はパターンにより定義し、

時間的な条件を加える) 

 

Event'A'は[Edge エッジ]、[State ステート]、[Pattern パターン]、または[PatState パターンステート]

から選択できます。Event'B'は[Edge エッジ]、[Width パルス幅]、[Glich グリッチ]、[Interval 周期]、

または[Pattern パターン]から選択できます。 

'Event B'は'Event A'の選択により、選択できるトリガが異なります。'Event A'が[Edge エッジ]、また

は[State ステート]の場合、'Event B'は[Edge エッジ]、または[Pattern パターン]からの選択になりま

す。'Event A'が[Pattern パターン]、または[PatState パターンステート]の場合、'Event B'は[Edge エ

ッジ]、[Width パルス幅]、[Glitch グリッチ]、または[Interval 周期]からの選択になります。 

Event'A' Event'B' 使用例 

エッジ エッジ Event'A'発生後に Event'B'のタイミングで

トリガ。Event'A'発生後に時間条件を設け

ることもできます。 

パターン Event'B'の論理条件を AND に設定し

て、Event'A'発生後にパターンが一致

したタイミングでトリガ。    

 

Event'B'の論理条件を OR に設定し

て、Event'A'発生後にパターンに登録さ

れたいずれかのチャンネルが Hi になる

タイミングでトリガ 

ステート エッジ Event'A'が Hi の状態で、Event'B'が発生し

たタイミングでトリガ 
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パターン Event'B'の論理条件を AND に設定

し、Event'A'が Low の状態で、パタ

ーンが一致したタイミングでトリガ 

パターン エッジ Event'A'の論理条件を AND に設定し、

パターンが一致し、Event'B'が発生し

たタイミングでトリガ 

パルス幅 Event'A'の論理条件を AND に設定し、

パターンが一致し、Event'B'で設定した

時間継続するタイミングでトリガ 

グリッジ OR パターンに設定して、複数チャン

ネルでグリッチを監視 

周期 特定パターンの周期によりトリガ 

パターン・ス

テート 

エッジ クロックを Event'B'のソースに設定

し、更に時間条件を設けて、特定パタ

ーンのセットアップ違反でトリガ 

注意) デジタルラインをパターンに組み込んだ場合、論理演算は AND のみになります。他の

論理条件は設定できません。 

 

更にクォリファイトリガでは、Event'A'と Event'B'の間の時間に条件を設けることができます。 

AnyTime いつでも 

 

時間に対する制約条件はありません。 

Before 前に 

 

EventA 成立後、[Before 前に]に入力した時間より前

に Event'B'が発生すれば、トリガします。 
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Afgter 後に 

 

EventA 成立後、[After 後に]に入力した時間より後

に Event'B'が発生すれば、トリガします。 

Events イベント 

 

EventA 成立後、[N Events]に入力したイベント数が

発生した後に Event'B'が発生すれば、トリガしま

す。[N Events]は無視されるイベントの回数と理解

してください。初めからトリガする場合は AnyTime

を使用します。 

 

・ Event'A'(エッジ)＋Event'B'(エッジ)の例 

この設定では Event'A'の後に Event'B'が成立すると、トリガが発生します。例として、Event'A'

を CH1 の[Edge エッジ]トリガ、Evnet'B'を CH2 の[Edge エッジ]トリガとした場合(下図参照)、

まず、CH1 のエッジトリガが成立する必要があります。その前に CH2 に信号が流れても、無視

されます。また、EventA が満たされた後の CH1 の波形は、どのような状態でもトリガの発生

に影響しません。トリガは EventB の条件を満たす CH2 の信号を待ちます。 

 

・ Evnet'A'(ステート)＋Event'B'(エッジ)の例 

この設定では Event'A'が成立している間に Event'B'が発生すると、トリガします。[State ステー

ト]は[Level レベル]指定した電圧値より大きい、または小さいで条件指定します。これはパター

ントリガを AND 条件で指定した場合と同じ動作になります。 

 

・ [After 後で]時間条件の例 
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クォリファイトリガはイベント間の時間に制約を加えることができます。例として下図を参照

してください。Event'A'と Event'B'はそれぞれエッジが設定され、[After 後で]で時間に制約を加

えた場合、Event'A'が発生した後に Event'B'が発生するまでのホールドオフとして機能すること

ができます。 

 

・ [Before 前に]時間条件の例 

[Before 前に]条件を追加した場合、セットアップ時間やホールドオフ時間を違反した信号でトリ

ガすることができます。例えばセットアップ時間の場合、データを Event 'A'のステート、クロ

ックを Event'B'に設定し、セットアップ時間を[Before 前に]に設定します。ホールド時間の場合

の場合、クロックを Event 'A'のステート、データを Event'B'に設定し、ホールド時間を[Before

前に]に設定します。 

 

 

・ 設定方法(Event'A’；[State ステート]、Event'B'；[Edge エッジ]、[Gather than 超過]10us) 

1. メニューの[Trigger トリガ] →[ Trigger Setup…トリガの設定]を選択します。 

2. Type の中から[Qualified]を選択します。 

3. [Event'A']を[State ステート]、[Event'B]を[Edge エッジ]、[When B occurs'B'が発生するとき]

の選択を[> After 後で]に設定し、無視する時間を入力します。 
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4. [Event’A’ Status]タブを開き、Event'A'の[Source ソース]や[Coupling カップリング]、[Slope

パルスの向き]、[Level レベル]を選択します。 

 

5. Event’B’タブを開き、Event'B'の [Source ソース]や[Coupling カップリング]、[Slope スロー

プ]、[Level レベル]を選択します。 
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[Pattern パターン]トリガの動作 

パターントリガは複数チャンネルの信号を組み合わせて、トリガすることができます。入力信号は

電圧の高低により「Hi」と「Low」を判定し、どちらの状態を「真」にするかを条件指定することが

できます。条件には[1:  Hi を真], [0:  Low を真], [x: Don't care]を選ぶことができます。 

 

入力チャンネルは Ch1～Ch4 の任意のチャンネルを使用することができます。MSO オプションを搭

載しているモデルでは、デジタルラインをトリガソースに加えることができます。 

論理演算には次のような利用方法もあります。 

[Or]条件 複数の信号ラインの中で、どの信号でもトリガしたい場合などに利用

できます。 

 

[And]条件 特定のパターンでトリガさせたい場合に利用できます。 

 

[Nand]条件 特定パターンが継続している状態で、そのパターンから外れた場合に

トリガしたい場合に利用できます。 

 

注意) デジタルラインをパターンに組み込んだ場合、論理演算は AND のみになります。他の論理条

件は設定できません。 

・ ダイアログ 
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ダイアログは MSO オプションを搭載している場合は表示が異なります。 

(MSO オプション無し)。 

 

(MSO オプション有り) 

MSO オプションが搭載されているモデルはパターンの設定や表示方法を指定する[Digital 

Pattern]タブとそれぞれのレベルを選択する[Levels]タブに分かれます。 

 

パターンの指定方法には、全デジタルラインから任意のパターンを指定する[Logic]とデジタ

ルグループから選択する[LogicBus]の２つの方法があります。アドレスバスやデータ・バスの

値でトリガさせる場合には、それぞれのバスの値で指定ができる[LogicBus]が便利です。

[LogicBus]を選択すると、[Source ソース]の選択が可能になります。デジタルグループを

[Digital1]～[Digital4]の中から選択します。デジタルグループの設定は 144 ページを参照して

ください。 

クロックのタイミングでラッチするデジタルバスは若干のスキューやジッタを含んでいた場

合でも、問題なく動作します。しかし、オシロスコープでは、クロックのタイミングを与え

られていないため、偶然にパターンが一致して、トリガが発生する場合があります。[Filter 

Out Unstable Donditions]は１，２サンプル程度の違いで一致したパターンをトリガから除外

させることができます。 

(Levels) 

[Levels]タブは High や Low を判定する電圧レベルを設定します。アナログチャンネルは電圧

レベルを個別に設定でき、各チャンネルの Volt/Div の設定により設定範囲が決まります。デ

ジタルチャンネルは D0-D7、または D8-D15 の 2 つのグループごとに電圧レベルとヒステリ

シスレベルを設定できます。電圧レベルは-10.0V~＋10.0V まで設定可能です。 
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設定方法 

1. メニューバーから[Trigger トリガ] →[ Trigger Setup…トリガの設定]を選択します。 

2. Type から[Pattern]を選択します。 

3. MSO オプションがインストールされている場合には、デジタル・リードを含んだパターン設定

メニューが表示されます。 

4. Operator の中から論理演算を選択します。 

5. MSO オプション無しの場合、各チャンネルのステートの中から[High ハイ]、[Low ロー]、[Don’t 

Care 無視]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 無視]を選択し

ます)。MSO オプションを搭載しているモデルでは、[1 ハイ]、[0 ロー]、[X 無視]からそれぞれ選

択します。 

6. ステートの Hi, Low を決めるレベルをそれぞれ設定します。MSO オプション搭載モデルでは

[Levels]タブで設定します。 
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[Glitch グリッチ]トリガの動作 

グリッチ波形は、主に組み合わせ回路内で、経路の違いによる伝搬遅延の差が原因で発生します。グ

リッチトリガはパルス幅トリガと同じように、パルス幅の時間を指定して、トリガを行いますが、パ

ルス幅トリガに比べて、設定項目が簡略化されています。値の指定方法はパルスの極性やレベル、パ

ルス幅の時間を指定します。1 ビット幅より短い時間を設定すると、グリッチでトリガすることがで

きます。 

 

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[Less Than 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。 
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[Interval インターバル]トリガの動作 

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、同じ遷移方向の隣

り合うエッジ(正から正、負から負)間の時間を指します。時間の指定は[Less Than 未満]、[Greater 

Than 超過]、[In Range 範囲内]、[Out Of Range 範囲外]から選択できます。時間指定の詳細は 61 ペ

ージを参照してください。 

例として下図を参照してください。上段はトリガ回路に入力されている信号、中段が[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. メニューバーから[Trigger トリガ]→[ Trigger Setup トリガの設定]を選択します。 

 

2. Type を[Smart]に設定して、Smart Type の中から[Interval]を選択します。 

3. Setup の中で[Source ソース], [Coupling カップリング], [Slope 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 で時間に関する条件を指定します。 
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[Dropout ドロップアウト]トリガの動作 

ドロップアウトトリガは信号の遷移が一定期間無い場合、トリガします。これは機器がハングアッ

プする直前の動作を調査する場合や機器の電源を OFF にした場合の挙動を調べる場合に便利です。

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。 

 

設定方法 

1. メニューバーから[Trigger トリガ] →[ Trigger Setup トリガの設定]を選択します。 

2. Type から[Smart]を選び、Smart Type の中で[Dropout]を選択します。 

 

3. Setup の中で[Source ソース], [Coupling カップリング], [Slope エッジの極性]を選択します。 

4. 遷移を計測する信号レベルを[Level]に入力します。 

5. 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。 

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無視する場合は[Igunore Opposite 

Edge]のチェックボックスをマークします。 
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[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や 720p、1080p、

1080i の HDTV 信号を安定してトリガできます。特定のフィールドやラインを指定してトリガさせる

こともできます。 

 

設定方法 

1. メニューの[Trigger トリガ] →[ Trigger Setup トリガの設定]を選択します。 

2. Type の中の[TV]を選択します。 

 

3. Setup の中で[Source ソース], [Coupling カップリング]を選択します。 

4. TV Standard の中から TV 信号に規格に合うように、[NTSC]、[PAL]、[Custom]、[720p/50]、

[720p/60]、[1080p/50]、[1080p/60]、[1080i/50]、[1080i/60]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、[Trigger on Line Any]チェックボックスを有効にすると、ラインの位置

に関係なく同期パルスの位置でトリガします。無効に設定すると、ラインやフィールドを選択で

きます。 
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[Runt ラント]トリガの動作 

ラントトリガは[Upper Level 上側のレベル]と[Lower Level 下側のレベル]の 2 つの電圧レベルを指定

し、パルスがどちらかの信号レベルを通過した後、もう一つの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. メニューバーから[Trigger トリガ] →[ Trigger Setup…トリガの設定]を選択します。 

2. Type から[Smart]を選び、Smart Type の中で[Runt]を選択します。 

 

3. Setup の中で[Source ソース], [Coupling カップリング], [Slope エッジの極性]を選択します。 

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

ル検索]ボタンを押すと、流れている信号から自動的に最適な値を入力することができます。 

[Upper Level 上限]は振幅の 80%、[Lower Level 下限]は振幅の 20%が自動的に入力されます。 

5. Time Condition is でラント信号のパルス幅に対して時間条件を入力します。 
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[SlewRate スルーレート]トリガの動作 

スルーレートトリガは立ち上がり、または立ち下り時間に対して、トリガします。[Upper Level 上側

のレベル]と[Lower Level 下側のレベル]の 2 つの電圧レベルを設定し、その電圧レベルを通過する時

間を条件設定することができます。デジタルバスなどのクロックに同期した信号では、クロストー

クや信号に同期したノイズにより、スルーレートが影響を受け、タイミングエラーを引き起こすこ

とがあります。時間条件を[Gather Than 超過]に設定して、変化したスルーレートだけをトリガする

ことができます。 

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の信号をトリガしたい場合、

時間条件を[Less Than 未満]に設定します。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測定し、時間条件と比較してトリガします。ちょうど 2 番目

のような立ち上がりの急なパルスがトリガされます。 

 

設定方法 

1. メニューバーから[Trigger トリガ] →[Trigger Setup…トリガの設定]を選択します。 

2. Type から[Smart]を選び、Smart Type の中で[SlewRate]を選択します。 

 

3. Setup の中で[Source ソース], [Coupling カップリング], [Slope エッジの極性]を選択します。 

4. Levels で[Upper Level 上側のレベル]と[Lower Level 下側のレベル]をそれぞれ設定します。また

[Find Level レベルの検索]ボタンを押すと、流れている信号から自動的に最適な値を入力するこ

とができます。 [Upper Level]は振幅の 80%、[Lower Level]は振幅の 20%が自動的に入力されま

す。 

5. Time Condition is でスルーレートの時間条件を入力します。 
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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、Inter-IC (I2C) や Serial Peripheral Interface (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。シリアルトリガ・デコード機能は組み込み型コ

ントローラのシリアルデータ通信を解析し、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。オシロスコープのトリガ回路に

組み込まれています。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の設定が

できます。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 シリーズや

ZD シリーズなど)を通じてオシロスコープに入力します。デコード機能は、メニューバーの 

[Analysis 解析] →[Serial Decode]からアクセスします。 

シリアルトリガへのアクセス 

1. [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。 

 

2. 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タブが追加され、ダイアロ

グが表示されます。 

 

シリアルトリガの詳しい操作方法については、「シリアル・デバック・ソリューション」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 

カーソルは波形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、カーソル専用ノブと[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、水平(時間)、水平＋垂直、垂直、水平(周波数)、OFF の間でカーソルの種類が切り替わります。

但し、水平軸(周波数)は FFT 専用の測定カーソルです。 FFT 波形が画面に表示されている状態で初

めて、有効にすることができます。またカーソル専用ノブを押すと、ノブでコントロールされるカ

ーソルを選択することができます。 

注意) FFT 波形は [Horizontal(Frequency)]専用モードを使用してください。 

注意)トレンド波形を Horizontal(Time)カーソルで測定するには、画面のモードをオートグリッドに変

更し、チャンネル波形上にあるカーソルを右端、または左端まで移動すると、カーソルがトレンド

波形上に移動します。 

注意)ズーム波形上にカーソルを配置するには、ソース波形のズーム領域にカーソルを移動する必要

があります。カーソルはズームとそのソース波形の関係を正しく認識した動作を行います。  
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カーソルを ON にする 

カーソル専用ノブを回すと、カーソルが自動的に ON になります。また、[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。 

カーソルの種類 

(A) [Horizontal(Time)水平 (時間)] 

 

水平(時間)カーソルは、垂直方向の一点鎖線、または点線のカーソルが左右に

移動します。任意の位置に水平カーソルを置くと、その位置における時間を表

示します。 

時間はトリガやタイムベースのディスクリプタラベルの下に X1(一点鎖線)、

X2(点線)、ΔX(X2-X1)、1/ΔX(ΔX の逆数)の値が表示されます。 

    

電圧は各チャンネルのディスクリプタラベルに表示します。カーソル上に表示

される矢印が示す電圧を表しています。 

   

(B) [Horizontal+Vertical 水平 ＋垂直] 

 

水平＋垂直カーソルは、左右、上下のカーソルを使用して、時間と強度を同

時に読み取ることができます。カーソルは一点鎖線と点線の 2 種類で、垂直

と水平の 4 本で指定できます。 

時間はトリガやタイムベースのディスクリプタラベルの下に X1(一点鎖線カ

ーソルの時間)、X2(点線カーソルの時間)、ΔX(X2-X1)、1/ΔX(ΔX の逆数)の値

が表示されます。 

      

強度は各チャンネルのディスクリプタラベルに線種と共に表示されます。 

(C) [Vertical(Amplitude)垂直 (強度)] 

 

垂直カーソルは、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。一点鎖線と点線の 2 種類のラインで表されます。カーソルの値

はトレース・ディスクリプタラベルに線種と共に表示されます。 
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(D) [Horizontal(Frequency)水平 (周波数)] 

 

水平(周波数)カーソルは、FFT 演算トレースに沿って左右に移動します。周波

数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周

波数を読み取ることができます。  

周波数はトリガやタイムベースのディスクリプタラベルの下に X1(一点鎖線)、

X2(点線)、ΔX(X2-X1)、1/ΔX(ΔX の逆数)の値が表示されます。 

   

(E)[Find]ボタン 

[Find]ボタンは水平カーソルの位置を見つけやすい位置に移動します。X1 は 2.5Div、X2 は 7.5Div

の位置に移動が行われます。特に指での移動が困難な 0Div や 10Div に配置されたカーソルを[Find]

ボタンを使ってドラックしやすくします。 

(F)[Position ポジション] 

カーソルの位置はキーパッドを使って入力します。 

(G)[Track トラック] 

水平軸カーソルで、カーソルノブを使って移動するときに X1,X2 を同時に移動することができます。 

(H)カーソル・ノブ・インジケータ 

ノブによりコントロールされるカーソルを表示します。 
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XY 表示でのカーソル 

 

XY 表示を有効にした状態でカーソルを有効にすると、矢印で示された 2 点間をベクトルとして、角

度や大きさを測定することができます。 

・ΔY/ΔX…比率。また dB 形式でも示されます。20*log10(ΔY/ΔX) dB 

・ΔY*ΔX…積。 

・Angle…角度。tan−1（∆𝑌/∆𝑋) 

・ΔY*ΔX…積。 

・Radius…半径。二乗平均を求めます。√∆𝑋２ + ∆𝑌２ 

カーソルの種類の変更 

カーソル専用ノブの間にある[TYPE]ボタンを押すたびにカーソルの種類が切り替わり、最後にはカ

ーソルが OFF になります。カーソルのセットアップダイアログを開く必要はありません。 

カーソル情報の読み取り 

カーソル情報は WaveSurfer10 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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パラメータによる測定 

概要 

パラメータはカーソルをセットアップしなくても標準的な測定(立ち上がり時間、立ち下がり時間、ピ

ーク間振幅など)を実行することができます。波形の一般的な属性を自動的に計算するときには、パラ

メータを使用してください。パラメータによる測定では、1 つまたは複数の波形に対して一般的な測定

を実施し、最高 6 個の測定結果を表示できます。 

パラメータには、波形の一部分だけを測定対象にできる測定ゲート機能があります。測定ゲートは開始

と停止の位置を画面の位置で指定します。波形上にカーソルが表示されるので、波形とゲートの位置関

係が分かるようになっています。パラメータにより、計測が波形の繰り返しサイクル単位で実行される

ものと、波形全体で実行されるものがあります。Mean(平均値)などのパラメータは、ゲート間のすべ

ての波形から単一の値が計算されます。Rise Time(立ち上がり時間)などのパラメータは、トレースに含

まれる繰り返し波形を認識し、サイクルごとに個別に計算されます。こちらの場合 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。 

 

計測されたデータは[ClearSweep]が実行されるまで、蓄積されます。蓄積されたデータは統計機能やヒ

ストアイコン(ヒストグラム)、およびトレンド機能などで利用することができます。 

 

また、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、測定結果の下

に警告記号が表示されます。   
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パラメータの種類 

出力形式 パラメータ名 計測内容 ローカル 

垂直軸 Amplitude 振幅 × 

Base ベース × 

Maximum 最大値 × 

Minimum 最大値 × 

Mean 平均値：全てのサンプリングデータを合計

し、サンプリングポイント数で割った値 

 

Peak to peak ピーク･ツー･ピーク × 

RMS 

二乗平均平方根    

× 

Std dev 

標準偏差    

× 

Top トップ × 

時間 Delay トリガ点からの遅延：画面内に複数の周期

がある場合は Start ゲートに最も近い遷移

が採用されます。 

× 

Duty cycle デューティサイクル ○ 

Fall Time 立ち下り時間 90-10% ○ 

Fall 80-20 立ち下り時間 80-20% ○ 

Period 周期幅 ○ 

Rise Time 立ち上り時間 10-90% ○ 

Rise 80-20 立ち上り時間 20-80% ○ 

Skew スキュー ○ 

Width 正のパルス幅 ○ 

WidthN 負のパルス幅 ○ 

比率 Overshoot+ 正のオーバーシュート;100%*(max-

top)/(top-base) 

 

Overshoot- 負のオーバーシュート;100%*(base-

min)/(top-base) 

 

Phase 位相(-50％～+50％) 

 

 

周波数 Frequency 周波数 ○ 

Vs Area 面積  

※[Statics 統計値]機能をオンにした場合、ローカル・パラメータはゲート内にある複数周期の波形を

それぞれ個別に計測します。全ての値は統計値として利用されますが、パラメータの Value に表示さ

れる値は最後の周期を計測した値になります。[Statics 統計値]機能をオフにした場合は最初の周期だ

けを計測します。 

※ローカル・パラメータ以外の波形は、波形周期に関係なく、パラメータ・ゲート内の全てのサンプ

ルが計算に使われます。波形内の位置を指定したい場合はゲートで範囲指定してください。 

パラメータのセットアップ手順 

パラメータの設定は Mesure Setup ダイアログからの設定が基本となります。しかし、各波形の設定

ダイアログにあるツールバーからもセットアップが可能です。ツールバーから設定した場合、現在の
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波形がソース信号に設定されます。1 つの波形に対して、複数のパラメータを設定する場合には、ツ

ールバーからの設定が簡単です。 

(Measure Setup からの設定) 

1. 上部メニューバーの [Measure 測定] →[Measure Setup …測定のセットアップ] を選択します。 

計測パラメータのダイアログが表示されます。 

 

2. デフォルト状態は、パラメータは OFF、すべてのパラメータが未定義("None")です。アイコン

にタッチするか、[None] エリアにタッチして、[Select Measurement 測定の選択] ダイアログを

開きます。 

 

 

いずれかのアイコンにタッチして、目的のパラメータ測定を選択します。リストを下方にスクロ

ールするには、メニューの右側にあるスライダ・バーを使用します。  

 

3. [Show Table 表の表示]をチェックすると、選択したパラメータが次の図のようにグリッドの下

に表示されます。 
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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、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。  

 

5. 別のパラメータ測定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。  

 

(ツールバーからの設定) 

1. 波形のダイアログを表示させ、ツールバーにある Measure をタッチして、Mesurement ダイア

ログを開きます。 

 

2. Mesurement ダイアログの右側にある[ASSIGN TO]セクションでパラメータ番号を選択します。 
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3. 測定内容を指定します。 測定したいパラメータをすべて設定するまで、ステップ 2 とステッ

プ 3 を繰り返します。 

4. [OK]ボタンを押して、実行します。 

 

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。  

Mesure： パラメータの設定内容が表示されます。パラメータの書式は Px:名前(ソース) です。 

P1- P6 パラメータ番号。"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。  

名前 上図の P1 の例では ampl がパラメータ名(amplitude の短縮形)です。 

(ソース) 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(Fx)、メモリ(参照波形)(Mx)、デジタルライン(Dx)です。 

value: パラメータの測定値 

1 つのトレースで複数の値を出力するパラメータは[Statics 統計値]の設定により Value が測

定している波形の位置が異なります。オフの場合、表示トレースの最初の波形、オンの場合、

表示トレースの最後の波形の値を表示します。 

※Mean～Num の間は[Statics 統計値]がオンの場合だけ表示されます。 
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mean: 蓄積された統計データ内の平均値 

min:  蓄積された統計データ内の最小値 

max:   蓄積された統計データ内の最大値 

sdev:  蓄積された統計データの標準偏差 

num:  蓄積された統計データ数 

status:  現在画面に表示されている波形に対して、Value の測定状態を表します。 

 
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、測定自体は有効です)。 

 
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。  

histo:  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･ゲート 

状況によっては、信号の特定部分のみにパラメータ測定を実行して、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、測定ゲートを適用します。測定ゲートはグリッドのディビジョ

ン単位で設定します。 

ゲートの位置は画面上の一点破線(Start Gate)と破線(Stop Gate)で表示されます。(理解を容易にする

ために下図ではゲート内の間の色を変えていますが、実際は変化しません) 
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測定ゲートはグリッドのディビジョン単位で設定します。  

[Default]は[Start]を 0.00 div, [Stop]を 10.00 div の初期状態に戻します。 

 

測定統計値 

測定統計はパラメータで測定した結果(Value)を蓄積し、統計値として測定結果の傾向を分析すること

ができます。また、この蓄積されたデータを基にヒストアイコンにも表示することができます。 

フロントパネル上、または [Measure 測定] ダイアログ内の[Clear Sweeps]ボタンを押すと、蓄積され

たデータを消去できます。また測定条件(Volts/div など)が変更されると、蓄積データが消去されます。  

注意)ロールモード(48 ページ参照)使用時は全てのパラメータ測定が画面更新毎に行われるため、

統計データは正しい値を示すことができません。統計データを利用する場合には、アクイジション

をリアルタイムモードにしてください。 

 

 

測定統計情報を表示するには、[Measure 測定] ダイアログの [Statistics 統計

機能] の下にある [Statistics On]にチェックマークを付けます。測定結果が表

示されると、統計情報も一緒に表示されます(下図を参照)。  

 

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 は統計標本内の測定値の個数です。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(WS10-ADT 高機能デバックオプション) 

 

ヒストアイコンは計測パラメータの下にミニチュアのヒストグラムを表示しま

す。ヒストグラムは統計値だけでは見抜けない、データのばらつきを視覚的に

理解することができます。 

自然界のデータのほとんどは正規分布しています。もし測定データのばらつきがノイズによって引き

起こされている場合、ヒストグラムは正規分布します。ヒストグラムが正規分布する場合は統計値デ
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ータだけでも十分な情報を得ることができますが、正規分布では無い場合、統計値だけでは不十分で

す。 

例えば、次のような 2 つの山があるヒストグラムの場合、統計値では、ばらつきが大きいとしか分か

りません。しかしヒストグラムでは、山が 2 つに分かれているため、何らかの状態の違いにより、異

なる値が測定されていると推測できます。また、山の高さが異なることから、ひとつは稀な現象であ

ると推測することができます。このことから、稀に起こる状態をデバックすれば、ばらつきを改善で

きる可能性があることが視覚的に理解できます。 

 

トレンド(WS10-ADT 高機能デバックオプション) 

トレンド機能は測定されたパラメータ値を時系列に並べて、波形として表示します。測定値の生デー

タをファイルに出力したい場合や時系列変化を確認したい場合に使用します(108 ページ参照)。 

この値の時系列変化から、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 により帰還制御している回路では、その挙動を把握することは簡単ではありません。制御はパ

ルスのデューティー比を変化させているため、波形を見るだけでは変化の推移が分かりません。トレ

ンドに出力することにより、アナログ波形のように変調度が上下に変換され、一目で挙動を理解する

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 測定] 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。 
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トップ基準線とベース基準線の決定 

トップとベースの値は他のパラメータ計測の中で基準として使われます。正しい計測結果を得るため

には、トップとベースの決定方法を理解することは重要です。 

トップとベースはゲート範囲内の全てのサンプルからヒストグラムを描き、ヒストグラムの 2 山のう

ち、上側の山の頂点をトップ、下側の山の頂点をベースとしています。この 2 つの山を確定できない

場合ステータスで示されます。 

主なパラメータの値は次図を参照してください。このほかにも時間や周波数の計測でも 50％の位置を

確定するためにトップとボトムが使用されます。 

 

時間測定の精度 

測定結果が時間で出力される次のパラメータはサンプリング速度により影響を受ける場合があります。 

Delay, Duty cycle, Fall time, Frequency, Period, Phase, Rise time, Skew, Width, WidthN 

波形が大きく表示されるように Volt/Div を調整してある理想的な条件では、計測誤差は次式に従いま

す。高周波パルスの RiseTime などでは、サンプリング間隔が精度に大きく影響し、逆に低い周波数

では、本体のクロック制度である 5ppm が大きな影響を与えます。 

±(サンプリング間隔×0.06＋測定結果×5ppm) 

高周波の RiseTime などを測定する場合には、RIS サンプリングモードやインターリーブなどを使用

して、なるべく高いサンプリング速度で測定してください。 
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演算トレースの使用 

概要 

トレンドを除く演算(Math)トレースは、信号、ズームまたはメモリ(参照波形)に対して演算を実行で

きます。ロールモード以外の捕捉モード(リアルタイム、RIS、シーケンスモード)で動作することがで

きますが、モードにより動作が若干異なります。 

・ リアルタイム、RIS・・ソース波形更新後に波形全体に対して、演算が行われます。 

・ ロール・・Average、Envelope、Floor、Roof は実行されません。 

・ シーケンス・・ソース波形更新後に演算が行われます。出力波形の形式は選択した演算により異

なります。Average、Envelope、Floor、Roof は全てのセグメントが組み合わされ、1 つの波形と

して出力します。それ以外の波形はソース波形と同様にセグメントで分割された波形のまま演算

が行われます。 

演算トレースはオペレータ(演算子)とソースを定義します。四則演算や関数、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。 

なお、演算にはチャンネル波形のズームとは独立したズーム機能が組み込まれています。演算トレー

スがアクティブの時は、フロントパネルの[Vertical]ノブと[Horizontal]ノブを使用して、ズームのスケ

ールと位置を調整できます。  

注意)高機能デバックオプション(WS10-ADT)を搭載しているモデルは、演算の種類が増え、演算トレ

ースの数が１つから２つに強化されます。 

演算の種類 

カテゴリ オペレータ 概要 

2 波形の四則演算 

Difference 

減算 

Product 

乗算 

Ratio 

除算 

Sum 

加算 

関数演算 

Absolute 

絶対値を計算します。(ADT オプション) 

Derivative 

微分します。101 ページ参照 

Exp 

波形の指数(底は e)を計算します。(ADT オプション) 

Exp10 

波形の指数(底は 10)を計算します。(ADT オプション) 
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Integral 

積分します。102 ページ参照 

Invert 

波形を反転します。(ADT オプション) 

Log 

自然対数を計算します。（ADT オプション） 

Log10 

常用対数を計算します。（ADT オプション） 

Reciprocal 

逆数を計算します。(ADT オプション) 

Rescale 

波形に任意の係数と定数項を設定して、y=ax+b の計算

をします。計算した結果の表示単位を置き換えることが

できます。 100 ページ参照 

Square 

二乗を計算します。 

Square 
Root 

平方根を計算します。 

SN 比改善 

Average 

繰り返し波形に含まれるノイズを減衰させて SN 比を改

善します。最高 100 万回（ユーザが指定可能）まで平

均を計算します。97 ページ参照（ADT オプション） 

Eres 

高周波成分を除去するスムージング・フィルタです。垂

直分解能を向上することができます。106 ページ参照

（ADT オプション） 

周波数解析 

FFT 

オシロスコープの離散波形から周波数スペクトル波形に

変換します。最高１M ポイントの波形データを周波数

スペクトル波形に変換することができます。103 ページ

参照 

エンベローブ 

Envelope 

Envelope は波形形状のばらつきを確認するのに便利な

機能です。Evelope はサンプルの Floor と Roof を保持

する２つの波形を作り、その間を塗り潰します。波形更

新時に新しく捕捉された波形のサンプルは Floor と

Roof のサンプルと比較され、値がその範囲を超えれ

ば、サンプルを入れ替えします。この更新はスイープ数

で制限することができます。106 ページ参照(ADT オプ

ション) 

Floor 

波形形状のばらつきの最悪値を確認するのに便利な機能

です。波形が更新されると、過去の Floor 波形の各サン

プルと比較し、値が低い方が採用され、新しい Floor 波

形が作成されます。(ADT オプション) 
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Roof 

波形形状のばらつきの最悪値を確認するのに便利な機能

です。波形が更新されると、過去の Roof 波形の各サン

プルと比較し、値が高い方が採用され、新しい Floor 波

形が作成されます。(ADT オプション) 

パラメータ 

Trend 

測定パラメータの値を時系列に並べて表示します。直近

から最大 1000 データまでのデータを波形として表示す

ることができます。108 ページ参照(ADT オプション) 

拡大 

Zoom 

入力波形をズームします。他の演算に付属するズーム機

能と同じです。 

演算トレースのセットアップ 

1. メニューバーの [Math 演算] →[Math Setup… 演算の設定] を選択します。演算トレースが ON にな

り、最後に選択された演算オペレータが現在の演算子として選択されます。  

 

2. 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。 

 

3. 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。  

4. 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。  

5.  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。  
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6. 演算により、詳細設定を必要とする演算があります。右側のサブ・ダイアログを使い詳細設定を行

います。 

例 FFT 

 

演算ダイアログ 

演算ダイアログはメニューバーの [Math 演算] →[Math Setup… 演算の設定] を選択すると、表示され

ます。 

注意) 高機能デバックオプション(WS10-ADT)を搭載したモデルは２つの演算トレース用に F1,F2 の

２つのタブが用意されます。オプションを搭載していないモデルは Math タブのみです。 

 

・ ソース波形や演算の種類はモードの選択により異なります。 

 

１つの演算だけを実行するには[single]を選択します。 
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演算を 2 段階で適用するには、[dual]を選択します。(ADT オプション) 

例えば次のように[FFT]の後に[Average 平均]設定すると、周波数分布の平均を表示

することができます。FFT や Average の個別設定は右側 Zoom タブの位置に追加さ

れる個別設定タブを切り替えて設定します。 

 

また、次のように(C1-C2)×C3 のような複雑な演算も可能です。 

 

 

[graph]は[Trend トレンド]用に用意されたタブです。[grath]を選択することで、パラ

メータとトレンドを一度に設定することができます。(ADT オプション) 

 

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ます。演算トレースのスケールや位置は必要に応じて

フロントパネルのノブを使って簡単に変更できます。 

 

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[Horizontal]や[Vertical]セクションのノブを

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。下記の表をガイドとして使用してくださ

い。  

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。 

 

パネルのノブ ズーム調整操作 

[Delay] 演算トレースの水平位置を調整する。 

[Timebase] 演算トレースの水平スケールを調整する。 

[Offset] 演算トレースの垂直位置を調整する。 

[Gain / Sensitivity] 演算トレースの垂直スケールを調整する。 

[Push – Zero Delay] 演算トレースの水平ズームを 1:1 スケールにリセットし、デフォルトの水
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平位置に戻す。 

[Push – Zero Offset] 演算トレースの垂直ズームを 1:1 スケールにリセットし、デフォルトの垂

直位置に戻す。 
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演算の詳細設定 

いくつかの演算はソース波形の選択の他にサブ・ダイアログで詳細設定が必要になります。ここでは

各演算の詳細設定について説明します。 

[Avarage アベレージ](WS10-ADT オプション) 

アベレージは安定したトリガが可能な繰り返し信号に対し、波形がアップデートされる度に平均化し

てノイズを低減します。演算の[Continuos 連続]アベレージはチャンネルメニューに含まれる

[Averaging アベレージ]と同じ動作をします。[Summed 加算]アベレージ演算でのみ利用可能な機能で

す。シーケンスモード利用時にアベレージングが行われた場合、セグメント波形に対してアベレージ

が行われ、画面にはアベレージングされた 1 波形だけが表示されます 

 

(ダイアログ) 

 

[Summed 加算平均] 

加算平均は、[Sweeps スイープ数]に設定した回数まで均等な重みで波形を平均します。スイープ

数に達すると、更新を停止します。安定してトリガが掛かれば、元の単発信号と比較してランダム

ノイズを抑えた結果が得られます。 

[Continuous 連続平均] 

連続平均も、[Sweeps スイープ数]に設定した回数までは均等な重みで波形を平均します。しかし、

スイープ数に達しても、更新は継続されます。最新の波形からスイープ数までは比較的に均等な平

均が行われますが、それより過去の波形は徐々に重み付けが減少します。これは特に、時間または

振幅において、極めてゆっくりドリフトする信号上のノイズを抑えるときに有用です。しかし、連

続平均の統計量は同一スイープ数での加算平均の統計値に比べてその信頼性が低下する傾向があり

ます。これは平均を行っている最中に突発的なノイズが入っても、そのノイズの平均後の波形に対

する寄与率は、加算平均に比べて小さくなります。 

注意)チャンネル・メニューに表示されるアベレージと同じ動作をします。チャンネル・メニュー

に表示されるアベレージは標準機能として使用いただけます。 

[Sweeps スイープ数] 
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加算平均はこの回数に達すると処理が停止します。連続平均では処理は継続されますが、スイープ

数に達すると波形の重みが軽く計算されます。 

[Skip invalid input] 

ソース波形として演算が使用された場合、処理の内容により演算が出来ない場合があります。この

ような波形を入力とした場合、[Skip invalid input]がチェックされていれば、異常ソース波形以外は

スキップして、連続して動作が可能になります。チェックされていなければ、ソース波形が正常に

戻った後にアベレージ波形が初期化され、リスタートされます。 

[Clear sweeps スイープ数をクリア] 

現在演算されている波形をクリアし、アベレージを再スタートします。 

プロセス・カウンタ 

現在のスイープ数を表示します。 

 アベレージの計算方法 

ここではスイープ数を 4 に設定した場合の Summed と Continuous の動作の違いと計算方法を説

明します。アベレージはスイープ毎に次のような計算が行われます。 

新しいアベレージ = (新しいデータ + W * 古いアベレージ)/(W+ 1) 

この式で W は古いアベレージの捕捉回数と考えます。 

1 回目の捕捉 (古いアベレージはまだ存在しない): 

 新しいアベレージ = (新しいデータ + 0 * 古いアベレージ)/(0 + 1) = 新しいデータのみ 

(1 回目の捕捉では古いアベレージ･データがないため、そのまま 1 回目の捕捉データが出力されま

す） 

2 回目の捕捉:  

新しいアベレージ = (新しいデータ + 1 * 古いアベレージ)/(1 + 1) = 1/2 新しいデータ + 1/2 古いア

ベレージ 

(2 回目の捕捉では 1 回目のデータと 2 回目のデータが足され、2 で割られているため、1 回目と 2

回目の重みはそれぞれ 1/2 の同じ重みになります) 

3 回目の捕捉:  

新しいアベレージ = (新しいデータ + 2 * 古いアベレージ)/(2 + 1) = 1/3 新しいデータ + 2/3 古いア

ベレージ 

(3 回目の捕捉では 2 回目の捕捉で計算されたデータに 2 が掛け算されています。この 2 を掛けたこ

とにより、1 回目と 2 回目の重みが１に戻り、新しいデータも重みが１となり、それら全てを足し

て、3 で割るため、各データの重みは 1/3 の同じ重みになります) 

4 回目の捕捉:  

新しいアベレージ = (新しいデータ + 3 * 古いアベレージ)/(3 + 1) = 1/4 新しいデータ + 3/4 古い

アベレージ 

(4 回目の捕捉では 3 回目の捕捉で計算されたデータに 3 が掛け算されています。この 3 を掛

けたことにより、1 回目,2 回目,3 回目の重みが１に戻り、新しいデータも重みが１となり、そ

れら全てを足して、４で割るため、各スイープの重みは 1/4 の同じ重みになります) 

5 回目の捕捉:  

新しいアベレージ = (新しいデータ +4 * 古いアベレージ)/(4 + 1) = 1/5 新しいデータ +4/5 古いアベ

レージ 

(5 回目の捕捉では 4 回目の捕捉で計算されたデータに 4 が掛け算されています。この 4 を掛けたこ

とにより、1～4 回目の重みが１に戻り、新しいデータも重みが１となり、それら全てを足して、5

で割るため、各スイープの重みは 1/5 の同じ重みになります。ここで Summed はこれ以上の計算

は行いません) 
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6 回目の捕捉:  

新しいアベレージ = (新しいデータ +4 * 古いアベレージ)/(4 + 1) = 1/5 新しいデータ +4/5 古いアベ

レージ 

(6 回目の捕捉では 5 回目の捕捉で計算されたデータに 4 が掛け算されています。この 4 を掛けたこ

とにより、1～5 回目の重みが 4/5 になり、新しいデータも重みが１となり、それら全てを足して、

5 で割るため、1～5 回目の重みは 4/25,6 回目は 1/5 になり、1～5 回目の重みに比べ、6 回目の重

みが大きくなります) 

7 回目の捕捉:  

新しいアベレージ = (新しいデータ +4 * 古いアベレージ)/(4 + 1) = 1/5 新しいデータ +4/5 古いアベ

レージ 

(７回目の捕捉では 6 回目の捕捉で計算されたデータに 4 が掛け算されています。この 4 を掛けた

ことにより、それぞれの重みは 1～5 回目:16/25、6 回目:4/5、新しいデータは重みが１となり、そ

れら全てを足して、5 で割るため、1～5 回目は 16/125,6 回目は 4/25,7 回目は 1/5 になり、各重み

は 7 回目＞6 回目＞1～5 回目の関係になります) 

連続加重平均の場合、6 回目以降の捕捉では、古いアベレージの重み(weight）が指数的に減少し

ていきます。 
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[Rescale リスケール] 

 

[First multiply by] 

波形に掛け合わす係数を入力します。 

[then add] 

[First multiply by] の係数が計算された後に追加させるオフセットを入力します。 

[Override units] 

このチェックボックスを ON にすると[Output units]が有効になり、単位を変更することができます。 

[Output units] 

単位を選択することができます。以下に、使用可能な単位の省略形を一覧表示します。 

記号 単位 記号 単位 記号 単位 

A 電流 CEL 摂氏(度) SAMPLE ｻﾝﾌﾟﾙ 

C ｸｰﾛﾝ FAR 華氏(度) SWEEP ｽｲｰﾌﾟ 

CYCLE ｻｲｸﾙ L ﾘｯﾄﾙ SEC 秒 (角度) 

DB ﾃﾞｼﾍﾞﾙ M ﾒｰﾄﾙ S 秒 

DBC ｷｬﾘｱのﾃﾞｼﾍﾞﾙ FT ﾌｨｰﾄ SIE ｼｰﾒﾝｽ 

DBM ﾃﾞｼﾍﾞﾙ･ﾐﾘﾜｯﾄ IN ｲﾝﾁ T ﾃｽﾗ 

DBV ﾃﾞｼﾍﾞﾙ･ﾎﾞﾙﾄ 
YARD ﾔｰﾄﾞ UI 

ﾕﾆｯﾄ･ｲﾝﾀｰﾊﾞ

ﾙ 

DBUZ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ･ﾏｲｸﾛｱﾝﾌﾟ MILE ﾏｲﾙ V ﾎﾞﾙﾄ 

DEC Decade(10) N ﾆｭｰﾄﾝ VA ﾎﾞﾙﾄ･ｱﾝﾌﾟ 

DIV ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ OHM Ω W ﾜｯﾄ 

Event ｲﾍﾞﾝﾄ PAL ﾊﾟｽｶﾙ WB ｳｪﾊﾞｰ 

F ﾌｧﾗｯﾄﾞ PCT ﾊﾟｰｾﾝﾄ MIN 分 

G ｸﾞﾗﾑ POISE ﾎﾟｱｽﾞ HOUR 時 

H ﾍﾝﾘｰ PPM 100 万分の 1 DAY 日 

HZ ﾍﾙﾂ RAD ﾗｼﾞｱﾝ WEEK 週 

J ｼﾞｭｰﾙ DEG 度(角度)   

K ｹﾙﾋﾞﾝ度 MNT 分(角度)   

上記の単位を組み合わせて入力する場合は、次のような SI(国際単位系)組立単位の表記ルールに従い

ます。 

・ 2 つの単位記号の除は、「/」で表します。 

・ 2 つの単位記号の積は、「･」で表します。 

・ 指数は、単位の後にスペースを入れずに数字を付け足して表します。 
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[Derivative 微分] 

波形の左端からサンプル間隔の時間で微分します。Sin 波形を入力すると、位相が 90 度進みます。 

 

注意) 高いサンプリング速度の場合、ノイズの影響を大きく受ける可能性があります。 

(ダイアログ) 

 

微分の計算： (次のサンプルの値  -  現在のサンプルの値)÷サンプル間の時間 

[vert units/div] 

垂直軸のスケールを設定します。 

[vertical offset] 

垂直軸のオフセットを設定します。 

[Find Scale] 

現在の波形から垂直軸のスケールとオフセットを最適な値に変更します。 

[Auto Scale on setup change] 

設定が変更された場合、最適なスケールを見つけ出します。 

注意)オシロスコープ内で波形データの管理は 16 ビットにて行われています。しかしスケールやオ

フセットの設定が正しく行われていない場合、精度が極端に悪くなる場合やオーバーフローする可

能性があります。 
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[Integral 積分] 

波形の左端からサンプル間隔の時間で積分します。Sin 波形を入力すると、位相が 90 度遅れます。 

 

注意)波形内の特定の位置で定積分した値を求める場合には、パラメータの Area が適切です。 

(ダイアログ) 

 

[First multiply by] 

波形に掛け合わす係数を入力します。 

[then add] 

[First multiply by] の係数が計算された後に追加させるオフセットを入力します。 

 [vert units/div] 

垂直軸のスケールを設定します。 

 [vertical offset] 

垂直軸のオフセットを設定します。 

 [Find Scale] 

現在の波形から垂直軸のスケールとオフセットを最適な値に変更します。 

 [Auto Scale on setup change] 

設定が変更された場合、最適なスケールを見つけ出します。 

注意)オシロスコープ内で波形データの管理は 16 ビットにて行われています。しかしスケールやオ

フセットの設定が正しく行われていない場合、精度が極端に悪くなる場合やオーバーフローする可

能性があります。 
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[FFT] 

FFT を使用して、波形から周波数スペクトラムに変換することができます。 

 

(ダイアログ) 

 

[Output type] 

出力形式は FFT の演算された結果の表現方法を指定します。FFT 演算により出力される各周波数

は実数と虚数を持つ複素数形式になります。信号の大きさはピーク振幅です。FFT 演算された結果

を以下のような形式で表現させることができます。 

出力形式 説明 

Power 
Spectrum 

周波数成分毎の信号のエネルギーを dBm で表示します。0dBm は Line 

impedance の負荷に対して計算されます。また PS で使用される dBm は

1mW を基準とするため、[Line impedance]が 50Ω の場合、1mW から

V(rms)=root(W*R)=root(0.001*50)=0.224 と計算することができます。

V(rms)から V に変換するため、root(2)をかけると、等価な電圧は 0.316V で

す。 

PS(dBm)=20log10(Magnitude/0.316)の関係があります。 

V 以外の単位では、負荷を考慮した計算は行われません。 

W では PS(dBm)=10log10(Magnitude/(root(2)*1mW)) 

A など他の単位では PS(dB)=20log10(Magnitude/root(2))として計算されま

す。 

Magnitude リニアスケールで表示されたピーク信号振幅です。単位は入力信号と同じ
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です。 

 Window 

FFT 演算はオシロスコープにより計測された波形が時間軸上で繰り返されていると仮定して計算し

ます。そのため FFT が計算されるサンプルの始点と終点が信号波形と一致していない場合、演算

結果に影響を与えてしまいます。この影響を抑えるため、あらかじめ波形の始点と終点の信号を

徐々に減衰させます。この徐々に減衰させる重み関数を時間窓関数と言い、レクロイでは 5 種類の

関数を用意しています。 

Window 説明 

Rectangular 信号がインパルスのように、測定しているタイムウィンドに完全に収ま

る場合、またはタイムウィンドの幅が基本周波数成分の整数倍であるこ

とがわかっている場合に使用します。この他のケースでこのウィンドを

使用すると、スペクトルリーケージとスカラップ損失が発生する可能性

があります。これを是正するには他のウィンドタイプを使用します。 

Von Hann スペクトルリーケージを抑え、振幅精度を改善できますが、周波数分解

能が落ちます。 

Hamming スペクトルリーケージを抑え、振幅精度を改善できますが、周波数分解

能が落ちます。 

Flat Top スペクトルリーケージを緩やかに抑え、優れた振幅精度を得られます

が、周波数分解能損失が伴います。 

Blackman-
Harris 

スペクトルリーケージを最小限に抑えますが、周波数分解能が落ちま

す。 

 [Line impedance] 

出力タイプで[PowerSpectrum]が選択された場合に、基準となる電力の計算に影響します。一般的

には[50Ω]を選択します。 

 [Suppress DC] 

FFT 処理前に入力信号の DC 成分が 0 に設定され、特に入力信号の DC 成分が大きい波形に対して

振幅分解能が向上します。 

 インジケータ 

FFT 演算が行われている場合、FFT 演算に使われているサンプル数(Transform)周波数ビンの個数、

周波数分解能(Δf),FFT 出力される最大周波数が表示されます。 

下図の例では波形データ中の 256 ポイントが使用され、周波数ビンはほぼその半分の 129 ビンで

す。周波数分解能は計算に使われる 256 ポイントの時間の逆数となるため、サンプリングスピー

ドが 50MS/s の場合、50MS/s÷256=195.31KHｚとなります。ENBW は等価雑音帯域幅を表してい

ます。 
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注意)WaveSurfer10 シリーズの FFT 演算は 1M ポイント以下で計算が行われます。タイムベースの

最大メモリ長を 1M ポイントより大きく設定した場合、波形の一部分だけが FFT 演算に使用され

ます。過渡現象などを中心に置いた場合、関心のある波形が演算されていない可能性があります。 
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[ERES] (WS10-ADT オプション) 

ERES 演算は移動平均処理に似た演算を行う FIR･ローパス･フィルタを使用しますが、単純な移動

平均処理に比べて通過帯域フィルタリングに関して高い性能を示します。また観測している信号の

分解能を上げ、ノイズに埋もれた微小な電圧を検出することができます。アベレージを使用できな

いシングルショット、または繰り返しの遅い信号で信号の S/N 比を向上するためにこの機能を使

用します。ERES フィルタは信号をスムージング(平滑化)する単純なフィルタと似ていますが、帯

域幅と通過域のフィルタリングに関して非常に高い性能を示します。また、高精度の電圧測定(高

い垂直ゲインによるズームなど)を実施するときにも、ERES フィルタを使用するのが効果的です 

 

(ダイアログ) 

 

bits 

ERES の大きさを指定します。 

設定 帯域(-3dB) フィルタ長 

0.5 0.5 2 

1.0 0.241 5 

1.5 0.121 10 

2.0 0.058 24 

2.5 0.029 51 

3.0 0.016 117 

※ 帯域はサンプリング速度に対する帯域になります。１GS/S の波形に対して、0.5 ビットが選択さ

れた場合、500MHz になることを意味します。 

※ フィルタ長により、サンプリングの長さが短くなります。3 ビットが選択された場合、入力波形

のサンプル数より 117 ビット短くなります。 

インジケータ 

計算が行われると、タップ数や帯域を表示します。 
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[Envelope、Floor,  Roof エンベローブ、フロア、ルーフ] (WS10-ADT オプション) 

繰り返し入力される波形の包絡線(エンベローブ)を描きます。通常と異なる波形形状を確実に残すこ

とができます。波形の各サンプルが過去波形の同じ位置のサンプルと比較されます。[Roof ルーフ]波

形はその中で値の大きいサンプルが選択されて作られる波形です。[Floor フロア]は逆に値の小さいサ

ンプルが選択されて作られる波形です。[Envelope エンベロープ]は[Roof ルーフ]と[Floor フロア]の 2

つの波形を描き、その間を塗りつぶします。 

 

注意) Envelope 波形をテキスト形式などでファイル保存した場合、Floor と Roof の 2 つのデータが出力

されます。 

(ダイアログ) 

 

[Limit#] 

有効にした場合、下の[Sweeps スイープ数]に入力されたスイープ回数までエンベロープの演算が

行われます。無効の場合は設定の変更、又は[Clear Sweeps スイープ数をクリア]が行われるまでエ

ンベロープの演算をします。 

[Sweeps] 

スイープ回数までエンベローブの演算が行われます。 

[Clear sweeps] 

エンベロープの演算をクリアします。 
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[Trend トレンド](WS10-ADT オプション) 

選択されたパラメータの時間変動をグラフとしてプロットします。グラフの垂直軸はパラメータの値、

一方水平軸はパラメータが捕らえた数になります。 

次の図は周波数スイープ波形を周波数パラメータで計測し、パラメータの値をトレンド波形に出力し

ています。トレンドの[ValusToTrend トレンドの値]を 250 に設定し、捕捉された波形の周波数を計測

したデータが 237 個あるため、トレンド波形はほぼ横軸全体に広がっています。トレンド波形の垂直

軸は計測パラメータの値である周波数を表しています。トレンド波形は[Values To Trend トレンドの

値]を超えると古いデータから削除されます。もう一度スイープ波形を捕捉した場合、前の周波数デー

タ最後 13 個が残り、新たに 237 個のデータが追加された波形になります。 

 

周波数パラメータで計測した値をトレンドに出力 

Trend サブダイアログ 

 

[Mode] 

トレンドに使用される対象データを指定します。 

Mode 説明 

[All] パラメータ計測された全てのデータが使われます。 

[Average] 1 トレースでパラメータ計測のデータが複数出力される場合、1 トレース

毎に平均値を取り、その平均データがトレンドのデータに使用されます。 

[All per Trace] 1 トレースでパラメータ計測のデータが複数出力される場合、トレース毎
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にトレンドのデータが入れ替わります。 

 

[Values to Trend] 

トレンド 1 トレースに使われる数を指定します。これ以上のデータが入力された場合、先頭のデー

タが削除され、新しいデータが追加されます。 

 [Clear Sweeps] 

トレンドデータに蓄積されたデータをクリアします。 

 [Find Scale] 

現在トレンドデータに使われているトレースから最適な[Center]と[Height/div]が入力されます。 

 [Auto Find Scale] 

入力波形のトレースが更新されるたびに最適な[Center]と[Heigight/div]が更新されます。 
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チャンネルのズーム 

概要 

テレダイン・レクロイの WaveSurfer10 オシロスコープでは、極めて強力で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。  

WaveSurfer10 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。 

・ 人間の指やスタイラス、その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 Zoom ボタンを使用する。 

・ チャンネルダイアログ内でツールバーの Zoom ボタンを使用する。  

 [AutoGrid](178 ページ参照)を選択している状態でチャンネル波形のズームをすると、波形表示エリア

が上下 2 つのグリッドに分割され、上位グリッドにチャンネル波形、下位グリッドにズーム波形が表

示されます。 

ズームトレースは、比較しやすいように元チャンネルと同じ色で表示されます。ズームされた領域は

元チャンネル上にマスクされて表示され、CH1 から CH4 が全て同じスケールやポジションに設定さ

れます。フロントパネルのつまみでスケールと位置をコントロールすることができます。 

 

注意)チャンネル波形のスケールや位置は個別に設定することはできません。個別波形をズームする場

合は、演算やメモリ波形にコピーしてズームを使用してください。演算やメモリには、ズームトレー

ス(Zx)から独立したズーム機能が組み込まれています。 

シーケンスモードで捕捉した波形は、ズーム位置をセグメント単位で指定することができます。

Horizontal セクションのつまみでセグメントの移動も可能です(詳細は 46 ページ参照)。 
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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。 

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 Zoom ボタン 

 

 

フロントパネルの[Zoom]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、[Trace On]チェックボックスのチェックを外します。  

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。  

注意)Zoom が既に表示されている状態で、新たにチャンネルのトレ

ースを[Trace On]にした場合、新しいチャンネルのズームは自動的に

作成されません。  

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。  
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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[Trace 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 2 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。 

(下図のように)ディスクリプタラベルの下に緑色のラインが引かれている場合、そのズームトレース

がアクティブであることを示しています。これはフロントパネルの Horizontal ノブがズームトレース

の調整に使用できることを意味します。 

 

アクティブではないズームトレースをアクティブにするには、単に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ます。こうすると、ズームトレースがアクティブになるとともに、[Zoom 

trace ズームトレース] ダイアログが表示されます。  

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。WaveSurfer10 オシロスコープでは、フロ

ントパネルの Horizontal ノブと Vertical 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。ズームトレースを作成すると、スケールと位置が自動的に調整されます。その設定はチャン

ネル、演算トレース、メモリ(参照波形)を作成するまで残ります。  

 

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。  

 

次にフロントパネルの Horizontal 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。下記の表をガイド

として使用してください。  

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。  
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パネルのノブ ズーム調整操作 

(A) [Delay] ズームトレースの水平位置を調整する。 

(B) [Timebase] ズームトレースの水平スケールを調整する。 

(C) [Offset] ズームトレースの垂直位置を調整する。 

(D) [Gain / 
Sensitivity] 

ズームトレースの垂直スケールを調整する。 

(A) [Push – Zero 
Delay] 

ズームトレースの水平ズームを 1:1 スケールにリセットし、デフォルトの

水平位置に戻す。 

(C)  [Push – 
Zero Offset] 

ズームトレースの垂直ズームを 1:1 スケールにリセットし、デフォルトの

垂直位置に戻す。 

 

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 Horizontals や Vertical セクションの[Scale/div]、または[Center]を使用して、スケールと

位置を調整します。 元波形に対する拡大範囲はプレビューウィンドに表示されます。また、シーケン

スモードを使用している場合は、Segments セクションでセグメントの指定ができます。 
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WAVESCAN™ 波形検索/解析ツール 

WaveScan は多くの周期が含まれる波形の中から目的の波形を検索することができます。検索結果は

ソース波形上に赤いラインで位置が示され、対象波形を簡単にズーム表示できます。検索結果から目

的波形の頻度や形状を確認することができます。 

デバックではラント、ノンモノトニックなどの異常イベントを検索することができます。異常イベン

トの発生タイミングを知ることで、原因究明に役立ちます。 

注意)数分に一度しか発生しない異常イベントなど、非常に稀な現象には適していません。しかし、

比較的頻度の高い稀な異常イベントには効果的な検索ツールです。 

次のような利用方法があります。 

・ 異常パルスの簡易チェック – ラントやノンモノトニックを簡単な操作だけでチェックすること

ができます。 

・ 異常波形パラメータの簡易チェック - 標準値から大きく外れた波形パラメータだけを検索する

ことができます。立ち上がり時間やパルス幅など選択されたパラメータのデータから統計処理

を行い、平均値や標準偏差を計算して検索範囲の選択に使用します。±1 シグマ、±3 シグマ、±5

シグマから検索範囲を選択できます(フィルタ機能)。 

・ 動的スキャン - 検索モードやフィルタを事前に設定し、捕捉しながら異常なイベントを検出し

ます。これは繰り返し捕捉しながら条件に一致する波形を見つけると、波形の保存やアクイジ

ションの停止などのアクションが行われます(アクション)。 

・ シリアル・パターン検索－シリアルデータの波形から特定のシリアル・パターンを検出します。

シリアルデータのクロックは波形から PLL によりクロック・リカバリーされるため、別途に用

意する必要はありません。 

・ バスパターン検索 – MSO オプションを搭載したモデルではバスパターンを検索することができ

ます。詳しくは MSO オプションのバスパターン検索を参照してください(151 ページ参照)。 

WaveScan へのアクセス 

WaveScan はフロントパネルにある WaveScan ボタンを押すか、またはメニューから[Analysis 解

析]→[WaveScan]を選択してアクセスします。 

WaveScan 画面表示 

WaveScan は 3 つの表示エリアに分かれます。 

・ [ソース] ビューでは、条件に一致するイベントが赤い線でハイライト表示されます。 

・ [ズーム] ビューでは、検索されたイベントを中心にズームすることができます。テーブルのイン

デックスにタッチしてズーム位置を指定できます。またイベント間の移動を「進む」、「戻る」ボ

タンで行えます。 
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・ [テーブル]ビューでは、条件に一致する結果がテーブルで一覧表示されます。 

注意)各表示エリアは表示/表示のチェックボックスによりコントロールすることができます。 

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。このトレースは検索結果に一致した

部分がハイライト表示になります。下図は立ち上がり時間をパラメータ測定し、平均から外れている

波形を検索しています。検索結果がソース波形に赤いラインで示されます。 

 

レベルマーカー 

検索モードによりソース波形上には青い点線や矢印が表示されることがあります。これはマーカ

ーと呼ばれ、WaveScan の測定が波形のどの部分で行われているのかを示しています。選択した

検索モードが目的に適しているのかを確認するのに役立ちます。マーカーが表示されるのは初め

の信号のみになります。マーカーが見難い場合、一度 Time/Div を調節してください。 

マーカーは WaveScan モードが選択状態の間だけ表示されます。 

 

ズーム表示 

検索されたイベントを中心にズームすることができます。テーブルのインデックスにタッチしてズー

ム位置を指定できます。イベント間の移動は「進む」、「戻る」ボタンやインデックスを直接指定する

こともできます。 

ズームは水平と垂直のどちらとも拡大率を調整することができます。また、ズーム波形にラベルを付

けることや測定パラメータへのショートカットを提供します。 
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フロントパネルの Horizontal ノブと Vertical ノブのつまみ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。 

 

ズーム表示に対して測定することやラベルを貼り付けることができます。 

   

 

テーブル表示 

テーブルに表示されるデータはインデックスと Mode の選択により、検索結果の時間、または、その

値を表示します。 

Edge トリガ位置を基準にした時間 

Non Monotonic ノンモノトニック信号の振幅 

Runt ラント信号の振幅 

Measurement 選択したパラメータの測定値 

Serial Pattern トリガ位置を基準にした時間 
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Bus Pattern トリガ位置を基準にした時間 

ダイアログ下にある Times にチェックを入れると検索されたイベントの時間（各イベントの開始と終

了）を表示することができます。 

表示される時間は、トリガ位置を 0 とした時間です。１波形の中に複数のイベントがある場合には、

各時間の間隔やタイミングを知ることで異常イベントに対する重要な情報を得ることができます。 

関心のあるイベントはインデックスにタッチすると、選択されたインデックの位置がズームトレース

で拡大表示されます。 

 

 

ダイアログ 

 

WaveScan Enable 

WaveScan を有効にします。 

注意)[Enable]にチェックすると、サンプリングモードがリアルタイムに変わります。 

Mode 

[Edge エッジ] 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) 
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[Non Monotonic 非

単調] 

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)立ち上がりの途中で一度電圧が下がり、再度上昇するような信号 

 

[Runt ラント] 信号が最後まで遷移しない信号を検索します。 

 

[Measurement 計

測] 

パラメータ計測を検索条件に基づいて検索します。 

Duty cycle, Fall80-20, Fall time,  Frequency, Period, Rise 20-80%, Rise time, 

Skew, Width, WidthN をサポートしています。 

[Serial Pattern] 指定されたシリアル・ビット･パターンを検索

 

[Bus Pattern] MSO オプションが搭載されている場合に利用できます。パラレル・バスの

値で検索することができます。 

Source 

検索対象のソースを指定します。 

Filter Mode 

モードとして[Measurement 計測]が選択されている場合に、測定値から条件を絞り込むことができ

ます。[Filter Mode]の選択により、リミットを入力するコントロールが表示されます。 

No Filter 

 

フィルタは行われません。全ての測定値が計測結果に表示さ

れます。 

Less Than 

 

[Filter Limit] にリミット値を入力します。リミット値以下にフ

ィルタリングされます。 

Gather Than 

 

[Filter Limit] にリミット値を入力します。この値以上に絞り込

むことができます。 

Within limit±delta 

 

[Filter Limit] と[Delta]に値を入力します。[Filter Limit] -[Delta]

から[Filter Limit] + [Delta]までの範囲に絞り込むことができま

す。 

Within limit±%delta 

 

[Filter Limit] と[Delta%]に値を入力します。[Delta%] は[Filter 

Limit] に対する割合を示します。[Filter Limit] -[Delta%]から

[Filter Limit] + [Delta%]までの範囲に絞り込むことができま

す。 

Outside limit±delta 

 

[Filter Limit] と[Delta]に値を入力します。[Filter Limit] -[Delta]

以下、または[Filter Limit] + [Delta]以上の範囲に絞り込むこと

ができます。 



基 本 操 作 マ ニ ュ ア ル  

WaveSurfer10-OM-J   119 

Outside limit±%delta 

 

[Filter Limit] と[Delta%]に値を入力します。[Delta%] は[Filter 

Limit] に対する割合を示します。[Filter Limit] -[Delta%]以下、

または[Filter Limit] + [Delta%]以上の範囲に絞り込むことがで

きます。 

Rarest events 

 

[Outside limit±delta]と同じ動作をしますが、[Filter Wizard]で

値を指定することができます。 

注意)Delta(%)は Limit に対するパーセントです。例として Limit を 1000Hz、Delta(%)を 1%とし

た場合、Delta は±10Hz です。 

Filter Wizard 

Filter Wizard は稀に発生する異常波形を検索する場合に、検索範囲を自動入力する機能です。ここ

で選ばれた条件に従って、[Filter Mode]を適切に設定します。立ち上がり時間やパルス幅など選択

されたパラメータのデータから統計処理を行い、平均値や標準偏差を計算して検索範囲の選択に使

用します。±1 シグマ、±3 シグマ、±5 シグマから検索範囲を選択できます。 

 

Table 

テーブル・ビューを表示します。 

Zoom 

ズーム・ビューを表示します。 

Times 

テーブル・ビューに各イベントのスタートとストップの時間を表示します。 

Trigger Action 

異常波形が発生するタイミングが予想できない場合、波形の監視をユーザーの代わりに行うことが

できます。トリガを[Normal ノーマル]モードなどで連続的に波形を捕捉しながら、異常波形を検索

し、見つかり次第、次のアクションを実行します。 
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何もアクションを行いません。 

 

アクイジションを停止します。 

 
波形データを保存。メニューの[File ファイル] →[SaveWaveform 波

形の保存]の設定に従い、波形が保存されます。 

 
Labnotebook へ保存します。 

 

画像イメージを保存。メニューの[Utility ユーティリティ]→ [Utility 

Setup ユーティリティの設定]を選択し、Hardcopy タブの設定に従

い、プリントが実行されます。 

 

ブザーが鳴ります。 

 

[Non-monotonic Mode 非単調]モード 

[Non monotonic 非単調]検索モードは Hi と Low レベル間にあるヒステリシスレベル以上のノンモノト

ニック信号を検出します。Hi と Low の間にあれば、ノンモノトニックの位置は関係しません。 

 

またノイズがノンモノトニックと誤認識されるのを避けるため、ヒステリシスを設定できます。ヒス

テリシスの設定値より大きな振幅がノンモノトニックとして検索されます。 

 

条件に適合する全てのイベントがテーブルに表示され、ソーストレース上でハイライト表示されます。 

ノンモノトニックのサブメニュでは次のような設定があります。 

 

[Slope スロープ] 

[Both 両方]、[Pos 正極]、[Neg 負極]のいずれかを選択できます。 
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[Hysteresis is ヒステリシスは] 

次の③で入力するヒステリシスの指定方法を[Division ディビジョン]、[Percent パーセント]、

[Absolute]から選択します。[Division ディビジョン]はソース波形の Volt/Div の設定値を基準に入力

します。[Percent パーセント]はパルス波形の振幅を基準にして入力します。 [Absolute]は電圧値で

入力します。 

[Division ディビジョン], [Percent パーセント], [Absolute] 

②で選択された指定方法に従い、ヒステリシスレベルを入力します。 

[Levels are レベルは] 

次の⑤で入力するレベルの指定方法を[Percent パーセント]、または[Absolute]から選択します。 

[Percent パーセント]はパルス波形の振幅を基準にして入力します。 [Absolute]は電圧値で入力しま

す。 

[High]、[Low] 

④で選択された指定方法に従い、レベルを入力します。この範囲に含まれるノンモノトニック信号

が対象になります。 

[Runt ラント] モード 

[Runt ラント]検索モードは Hi 、または Low レベルだけを通過して、元のレベルに戻る信号を検出し

ます。ノイズがラント信号と誤認識されるのを避けるため、ヒステリシスを設定できます。ラント信

号が Hi や Low レベルを超え、ヒステリシスの半分の値より大きくなると、ラントとして検索されま

す。 

 

 

 

ラントのサブメニュでは次のような設定があります。 

 

 [Runt Type ラントの種類] 
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[Both 両方]、[Pos 正極]、[Neg 負極]のいずれかを選択できます。 

[Hysteresis ヒステリシス]  

ノイズなどにより一瞬スレッシュホールドを越える信号を無視する範囲を入力します。④の選択に

従い、ヒステリシスレベルを入力します。[Absolute levels 絶対レベル]がチェックされていない場

合、パルス波形の振幅を基準にしたパーセントで設定します。チェックされている場合、電圧値で

入力します。 

[High Threshold 上限閾値]と[Low Threshold 下限閾値] 

④で選択された指定方法に従い、レベルを入力します。一度レベルを超えた後に最後まで上がりき

らず、同じレベル以下に戻る信号を検出します。[Absolute levels 絶対レベル]がチェックされてい

ない場合、パルス波形の振幅を基準にしたパーセントで設定します。チェックされている場合、電

圧値で入力します。 

[Absolute levels 絶対レベル] 

②や③で入力する値の指定方法を選択します。[Absolute levels 絶対レベル]がチェックされていな

い場合、パルス波形の振幅を基準にしたパーセントで設定します。チェックされている場合、電圧

値で入力します。 

[Measurement 計測]モード 

[Measurement 計測]モードはパラメータで計測されたデータから条件を指定して、波形を絞り込むモ

ードです。条件に一致した波形に赤いラインで位置が示されるため、測定メニューのパラメータ機能

では読み取ることができないタイミングを知ることができます。パラメータは Duty cycle, Fall80-20, 

Fall time,  Frequency, Period, Rise 20-80%, Rise time, Skew, Width, WidthN をサポートしています。 

条件は[Filter Mode]で指定します。[Gather Than 超過]、[Less Than 未満]、[Within 範囲内]、[Outside

範囲外]などを選択できます。標準的な値を調べてから[Outside 範囲外]に設定すると、異常信号を検

索することができますが、手順が複雑になるため、[Filter Wizard フィルタ・ウィザード]が用意されて

います。 

また、いつ観測されるか分からない稀な現象は、アクション機能を使ってオシロスコープで監視させ

ることができます。 

設定手順 

次の設定手順は、C1 波形のパルス幅の異常を WaveScan で監視する例です。 

1. メニューバーから[Analysis 解析]→[WaveScan]を選択します。 

2. [Enable 有効]にチェックを入れます。 

3. [Modo モード]を[Measurement 計測]に設定し、[Width パルス幅]パラメータを選びます。 

4. [Sorce ソース 1]は[C1]を選択します。 

5. 標準的な波形のパラメータを取得するため、一度波形を捕捉します。 

6. Filter Wizard を使い、[±5sigma]を選びます。 

[Serial Pattern シリアル・パターン]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） 
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[Patern Time]タブ 

 

[Viewing 表示形式] 

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]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。[Viewing]の設定により値の指定方法が異なります。

オプションとしてビットがどの状態でもパスすることを意味する X を使用できます。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ビットの一部で X が指定されている場

合、表示されます。 

 

[Num. Pattern to detect] 

検出するビット・パターン長を指定します。 

[NRZ to Digital]タブ 

 

[Base Frequency ベース周波数] 

ビット周波数を指定します。[Data is NRZ]の設定により 1 ビットの計測期間が異なります。 

[Data is NRZ]  
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ビット列が NRZ の場合、チェックします。チェックが外れている場合 RZ として計測されます。 

(RZ では検出が安定して行われない場合があります。) 

[Level Type レベルタイプ] 

Level の指定方法を信号振幅に対する[Percent パーセント]、または[Absolute 電圧] で指定します。 

[Level レベル] 

波形のエッジを検出する閾値を指定します。 

[Slope エッジパルスの向き] 

エッジの検出を[Pos 正極], [Neg 負極], [Both 両方]の中から指定します。 

[Signal Type]  

信号タイプを[Clock クロック]、または[Data データ]から指定します。通常は[Data]を指定します。 

[PLL Setup]タブ 

 

[Use PLL]: ビットの検出に PLL を使用する場合、チェックします。 
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パス/フェイル（合否）テスト 

概要 

オシロスコープのパス/フェイル（合否）テストは、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。判定結果はマーカーや数値で表示します。また判定結果により実行され

るアクションを定義し、無人で長時間の監視を可能にします。 

 

マスク判定条件と結果表示 

マスク判定条件は次の４つから選択することができます。 

設定 真になる条件 

[All In] 波形全体がマスク内に入れば真 

[All Out] 波形全体がマスクの外にあれば真 

[Any In] 波形の一部がマスク内に入れば真 

[Any Out] 波形の一部がマスクの外にあれば真 

波形の一部分だけを使い、判定を行いたい場合は、ゲート機能を使い、判定範囲を絞り込むことができ

ます。 

判定結果はマーカー、または画面下に数値で表示されます。マーカーの種類には赤と緑色の２つがあり

ます。赤のマーカーは、判定条件として[All In], または[All Out]が選択された場合に条件から外れた部分

が赤いマーカーで示されます。緑色のマーカーは判定条件として[Any in], または[Any Out]が選択された

場合に、条件に一致する部分が緑色のマーカーで示されます。 

 

数値での判定結果はパスした波形のスイープ数、合否判定した全スイープ数、全スイープ数を通しての

結果、パスしなかったスイープの割合が表示されます。 
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マスク・テストのセットアップ 

1. 右側の[Test テスト]ダイアログ内の [Test is True when ] グループのいずれかのボタンを選択しま

す。 

  
たとえば、[All In] を選択した場合、波形の一部でもマスクの範囲外になるとテストは偽(False)に

なります。 

2. [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。 

3. 既存のマスクを読み込む場合は、[Load Mask マスクの読み出し] タブにタッチし、[File ] ボタン

にタッチします。続いてマスクのファイル名を入力するか、ファイルの保存先を検索します。 

4. 波形からマスクを作成する場合は、[Make Mask マスクの作成] タブにタッチします。  

5. [Ver Delta 垂直軸(幅)] フィールドと [Hor Delta 水平軸(幅)] 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、各フィールドに境界値を入力します。 

6. 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。 

7. 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。 

 

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がで

きます。また 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やテキスト

エディタにて直接マスクファイル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.teledynelecroy.com/japan/pdf/software/default.asp 

テストにはユーザー独自の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 で作成されたマ

スクはハードディスク、又は USB メモリなどから読み込むことができます。 

測定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。Gate の開始は一点破線、終了は破線で表示されます。 
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現在表示されている波形からマスクを作成 

リファレンス波形を計測し、その波形からマスクを作成することができます。マスクの作成には水平

方向にゲートさせて作成することができます。 

パス/フェイルのサブダイアログにある[MakeMask マスクの作成]タブを開き、[Ver Delta 垂直軸(幅)]

や[Hor Delta 水平軸(幅)]によりマスクの幅を設定し、[Make from Trace]ボタンを押して、マスクデー

タを作成します。作成されたマスクデータは、[Destination File Name]に示されるファイルに保存され

ます。 
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Mask Maker によるマスクデータの作成 

 

Mask Maker を起動すると、グリッド画面と同じ水平 10Div、垂直 8Div スケールのパレットが表示さ

れます。各座標をマウスの左クリックをしながら描き、右クリックすると座標で囲まれた範囲が塗り

つぶされます。ここで作成したファイルをメニューの[File]→[Save]ボタンを押して、マスクデータを

保存します。 

作成されたマスクデータはオシロスコープの中で呼び出すことができます。パス/フェイルの[Load 

Mask マスクの呼び出し]サブメニューにある[File]ボタンを押して、ファイルを呼び出します。 

 

テキストエディタからのマスクデータの作成 

ファイル･フォーマットは ASCII テキスト･ファイルを使用しているため、ユーザーはテキストエディ

タを使用して簡単にマスク形状を作成することができます。(但し、ファイルの拡張子は*.msk です)各

ラインは MASK ワードに続くスペースの後で命令を記述します。命令の種類は COLOR, MOVETO, 

DRAWTO, FILL の４種類があります。 

マスクの色は COLOR 命令を使って 44 色の中から選ぶことができます。作図の順番は MOVETO で開

始点を指定して、DRAWTO を使い直線を引きます。DRAWTO の次に DRAWTO 命令が記述される場

合、前の DRAWTO の座標が始点となります。最後 DRAWTO の座標は MOVETO で指定された座標

に戻し、囲まれるように作図します。FILL は DRAWTO で作図された内側の座標を指定して、作図さ

れた中を塗りつぶすか、作図された外の座標を指定して、作図された範囲以外を塗りつぶすことがで

きます。座標はグリッドの垂直軸方向は中心を０として上下 +4 ～ -4、水平軸は左端を０とし、右を

10 とします。 
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フォーマット 

MASK COLOR <mask colors> 

MASK MOVETO <x_value>,<y_value> 

MASK DRAWTO <x_value>,<y_value> 

MASK FILL <x_value>,<y_value> 

 

例： 

MASK COLOR,WHITE 

MASK MOVETO, 1.00, 2.80・・・・・・・① 

MASK DRAWTO, 9.00, 2.80・・・・・・・② 

MASK DRAWTO, 9.00, 4.00・・・・・・・③ 

MASK DRAWTO, 1.00, 4.00・・・・・・・④ 

MASK DRAWTO, 1.00, 2.80・・・・・・・⑤ 

MASK FILL, 5.00, 3.00・・・・・・・・・⑥ 

 

マスクデータの削除 

画面に表示されているマスクデータはパス/フェイルの[LoadMsk マスクの呼び出し]サブメニューにあ

る[Delete]ボタンを押して、削除することができます。 
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XY 表示でのマスク試験 

 

XY 表示モードでは XY 波形をソースにして、マスク試験を実行できます。例えば変位計からの位置信

号を元に XY 表示させ、リファレンスとしてマスクを使用して、位置調整に使用することができます。 

アクション 

合否結果により波形データや画像の保存などのアクションを定義することができます。アクションは

マスク判定結果に対して、真、又は為のどちらでも定義できます。アクションの指定はチェックボッ

クスになっているため、複数個のアクションを同時に実行することができます。 

 

アクションには次の種類があります。 

 Stop： テストを停止する 

 Alarm: 警報を鳴らす 

 Hardcopy: 画像イメージを出力する 

HardCopy を有効にすると HardCopy タブが追加されます。出力形式を選択します。 

 Pulse: パルスを発生させる 

Pulse を有効にすると、本体背面にある Aux Out 端子から 3.3V 程度のパルスが出力されます。設

定は追加された Aux Out タブから PassFail ボタンを選択して、パルス幅を調整します。 

 Save: 波形を保存する 

Save を有効にすると、SaveWaveform タブが追加されます。保存先や保存形式はこのタブ内で

設定します。 
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 LabNotebook: LabNotebook に保存する 

パス/フェイル（合否）アクションのセットアップ 

1. 上部メニューバーの [Analysis 解析] →[Pass/Fail Analysis 合否テストの設定] 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。   

 

2. マスク･テストのソースを選択します。 

ソース信号はチャンネル以外にも演算や XY 波形も選択できます。FFT 演算を使用して高調波レ

ベルの合否判定や変位計からの信号を使い位置調整などに利用できます。 

3. 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ために、［Pass 

合格］ ボタンまたは ［Fail 不合格］ ボタンにタッチします。 

   

4. 実行するアクション（テストを終了する、警報を鳴らす、テスト結果を印刷する、パルスを出力

する、波形を保存する）にタッチします。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

は「印刷」176 ページを参照してください。 

5. 波形を自動的に保存する場合は、[Save 保存] にタッチします。こうすると、 [Save Waveform 波

形の保存] タブが追加されます。詳細は「波形の保存と呼び出し」165 ページを参照してください。 
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SPECTRUM（オプション） 

Spectrum オプションはオシロスコープをスペクトラムアナライザのように操作できるオプションで

す。周波数スパン、周波数分解能、および中心周波数により調整することができます。また、信号ピ

ークを振幅と共にテーブル表示することやスペクトルのアベレージや Max Hold させることもできま

す。 

 

Spectrum の設定 

1. メニューから[Analysis 解析] →[ Spectrum Analyzer]を選択して Spectrum 設定にアクセスします。 

2. 入力波形を Source Trace から選択します。 

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

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

Bandwidth]に任意の値を入力します。 

5. スペクトラム波形は[Mode]選択によりアベレージや最大値でホールドをさせることができます。 

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

中心周波数を画面内のマーカーを使い選択することができます。[Makers]の[Reference Freq]を使い、

マーカーを移動し、[Marker Center Freq]ボタンを使い、中心周波数をセットします。 

Spectrum Analyzer タブ 

 

ソース信号選択 

[1Input]、または[input1-input2]を選択できます。[input1-input2]は演算機能を使わず下の[Input1]の波

形から[Input2]を引き算します。これはシリアル信号で使われる D+、D-の差動信号を別々のチャン

ネルで捕捉する場合に、Spectrum 機能の中だけで引き算を行うことが出来ます。 

周波数軸の設定 

設定方法は中心周波数と周波数の幅[Center Span]、または開始周波数と終了周波数[Start Stop]で設

定する方法があります。 

周波数分解能の設定 
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[Auto]を選択すると周波数分解能は自動的に最適な値に設定します。[Auto]をオフにすると、

[Resolution BW]に指定される範囲で任意に周波数分解能を決定することができます。 

注意) ResolutionBW は最低限必要とされる周波数分解能を指定するもので、設定値がそのまま反映さ

れることはありません。実際の周波数分解能は Actual に表示されます。 

モードと FFT の窓設定 

計算された周波数の表示モードを次から選択することができます。 

 

[Normal] 

デフォルトの表示モードです。スペクトラム波形がそのまま

表示されます。また[Normal]モードにはオプションとしてパ

ーシスタンス表示を選択することができます。 

 

パーシスタンス表示 

[Normal]モードが選択されている状態で、[Persistance On]を

有効にするとパーシスタンス表示されます。 

 

[Average] 

スペクトラム波形を平均することができます。このモードは

ノイズに埋もれた小さな周波数成分を観測する場合に有効な

方法です。 

 

[Max Hold] 

スペクトラム成分を繰り返し計測させた場合、周波数成分の

中で大きな値だけが残ります。これは周波数成分が常に出力

されていない、スイープされた信号などに有効な方法です。 

また、窓関数を[VonHann], [Hamming], [Flat Top], [Blackman Harris]の中から選択できます。窓関数

については FFT の項目を参照してください(103 ページ参照) 

垂直軸のスケール設定 

垂直軸のスケールタイプを[dBm], [dBVrms], [dBmVrim], [dBuVrms], [Vrms]の中から選択できます。

1Div あたりのスケール設定やオフセットはフロントパネルの[Vertical]ノブで変更が行えます。変更

された値は[Reference Level]や[Scale]に反映されます。[Reference Level]はスペクトラムグリッド

の上端の値を示します。 
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スペクトグラム設定 

周波数の時系列変化を表示することができます。 

ソース波形表示 

ソース波形やソース波形のズームを表示することができます。ソース信号選択で[input1-input2]を選

択した場合に、信号レベルの設定が適切化どうかを確認するのに最適な機能です。 

Peak タブ 

 

Peak のテーブル表示は[Peaks/Markers]タブの[Table]設定の中から[Peaks]を選択します。[Pkeaks]を選

択すると周波数のピーク位置がテーブルに一覧表示されます。 

 

 [Max Peaks]はピークをリスト表示する数を選択できます。信号の大きなピークから[MaxPeaks]

の数だけリスト表示されます。[MaxPeaks]は最大 100 個まで表示できます。 

 [Sort By]はテーブルの順番をピークの大きさ順[Amplitude]、または周波数順[Frequency]のどちら

かを選択できます。 

 [Action]はピーク波形を更に詳細に解析したい場合に、スペクトラム・トレースの中心を選択した

ピーク位置に移動することができます。 
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Markers タブ 

 

Marker のテーブル表示は[Peaks/Markers]タブの[Table]設定の中から[Markers]を選択します。[Markers]

を選択するとマーカーで選択した位置の周波数や振幅がテーブルに一覧表示されます。(マーカーはス

ペクトラム波形上に逆三角形で表示されます) 

 

マーカーの位置は任意に設定できます。[Marker Control]の[Marker]から各マーカーを選択して、

[Frequency]を設定します。マーカーは最大 20 個まで設定することができます。 

またマーカーの設定を簡単にするいくつかの便利な機能が用意されています。[Next Peak]や[Next 

Ampl]は現在マーカーが示している位置から一番近い周波数ピークを見つけることや振幅を見つけるこ

とができます。また[View]セクションにある各種ボタンはピークや高調波成分から自動的にマーカーを

最適に設定することができます。 

マーカーのテーブルは[Marker Measurement]により詳細なデータを提供します。[Ref(リファレンス)]に

設定されたマーカーに対して、各マーカーとの値の違いなどを表示することができます。 
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シリアルデコード(オプション) 

 

シリアルデコードは I2C や SPI などの波形データからプロトコル情報にデコードすることができま

す。プロトコルのデータやアドレスの情報などはセクションごとに色分けされ、波形上にオーバー

レイ表示されます。 

このデコードされたメッセージは画面上にオーバーレイ表示される以外にテーブル表示やズーム検

索機能により深い解析を行うことができます。特に数百、数千のメッセージが含まれたコンパクト

表示されているデコードに有効な機能です。テーブル表示はグリッドの下に表示され、テーブル内

のメッセージを選択すると、選択されたメッセージがズーム表示されます。検索機能はズーム機能

に組み込まれ、検索されたメッセージに対応する波形がズーム表示されます。ズーム表示された波

形は同様にオーバーレイ表示され、全てのデコード情報が表示されます。 

シリアルデコード･メイン･ダイアログ 

2 つあるデコーダの ON/OFF や各デコーダがどのように設定されているかを表した要約ページです。

またそれぞれのデコーダに対応する[Setup 設定] や[Search サーチ] などのショートカットが提供され

ています。また、デコード設定で設定したプロトコルトリガと設定を同期化する[Link to Trigger トリ

ガにリンク]の選択があります。次にダイアログの例を示します。 

 

ダイアログには 2 つの独立したデコーダがあります。ユーザーは入力チャンネル数の制限によりデ

コードできる数に制限が起こるかもしれませんが、一度に 2 つまで設定することができます。 

 [ON オン] 

この チェックボックスを ON にすると対応するデコードを有効にできます。 

 [Protocol プロトコル] 

シリアル信号のプロトコル選択を行います。幾つかのケースでは規格化が完全にされていない場

合やそのプロトコルより高いレベルの定義がある場合があります。そのため 1 つのオプションで

多数の選択項目が提供されるかもしれません。例えば SPI プロトコルでは、chip select を持たな

い SIOP や SSPI のようなサブセット版のプロトコルも提供しています。それぞれのプロトコルは

プロトコルのフィールドをタッチしてポップアップ内で選択します。 

[Data データ] と [Clock クロック] 

デコードする波形の選択をします。プロトコルによっては 3 つを選択する必要かもしれません

(SPI の場合、Chip Select の選択が必要です)。 UART, RS‐232, CAN, LIN, FlexRay などの非同期
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のプロトコルはソースが 1 つだけになります。選択できる波形はチャンネル以外にも、演算、ズ

ーム、メモリ、デジタルラインなどが選択できます。 

[Setup 設定] 

検索やテーブル表示のための[Decode Setup デコード設定]タブへのクイックアクセスを提供しま

す。 

 [Search サーチ] 

選択したチャンネルのズームが表示されます。またズームトレースの右側には対応するプロトコ

ル用に特化した検索オプションが提供されます。 

 [Link to Trigger トリガにリンク] 

デコードの設定とトリガの設定の同期をします。トリガとデコードに同じ設定があるものは一方

の設定を変更すると自動的にもう片方の設定も変化します。このチェックボックスを ON にする

と Trigger ボタンが右側に表示され、トリガ設定へのクイックアクセスを提供します。またこちら

のチェックボックスは 4 つあるデコードの中で 1 つだけを有効にできます。新たに別のチェック

ボックスが ON になると今までのチェックボックスは自動的に OFF されます。 
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デコード設定ダイアログ 

Decode Setup ダイアログは選択したプロトコルの詳細を設定します。下記のような画面イメージに

なります(例では I2C の Decode Setup ダイアログが表示されています)。 

 

左側にはデコード設定情報に関連した 2 つのボタンのあるタブがあります。ここではこの左側のタブ

について説明が行われます(右側のタブはそれぞれのプロトコルによって説明がされます)。 

 [Decoder #デコード#] 

2 つのデコーダのうち現在選択されているデコーダを示しています。 

 [View Decode デコード結果表示] 

個々のデコード表示を On/Off するためのチェックボックスです。 

[ Table#Rows]  

表示するテーブルの行数を設定します。 

 

[ Source #(Data)], [ Source #(Clock)] 

クロックやデータのソースを選択するダイアログが表示されます。 

注意)デコードするプロトコルにより選択できる波形の数や表示が異なります。 

注意)Source はチャンネル(C1 - C4)、メモリ波形(M1 – M2)、Math トレース(F1-F2)、Digital ライン

の中から選択できます。但し、Digital ラインはプロトコルにより使用できないものもあります。 

 [Protocol プロトコル] 

プロトコルを選択するダイアログが表示されます。このプロトコルの選択により正しい Souce の

選択が左側に現れます。 

 

 [Search サーチ] 
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ズームトレースが作成され、通常の Zoom ダイアログから zoom/search ダイアログに変更されま

す。 

多くのメッセージ･データが含まれているようなロングメモリで捕捉されたデータの中から特定の

メッセージが含まれるレコードを見るためには Search を使用します。検索基準に一致したメッセ

ージを見つけたとき、そのメッセージのフレームが Zoom に表示されます。前進、後進の矢印ボタ

ンはメッセージが複数検索された時に検索された場所を前後に移動するために使います。検索が成

功しなかった場合、画面の下に通知されます。 

[Configure Table 表の設定] 

テーブル表示する内容を選択するダイアログが表示されます。この中でチェックされた内容が表の

列に反映されます。 

[Export Table 表をエクスポート] 

全てのプロトコルテーブルを[Output File]により指定された任意のファイル名を付けてエクスポー

トします。出力フォーマットは[Configure Table]の設定に従います。 

[Output File出力ファイル] 

右側の[Browse] ボタンを使ってファイル名やディレクトリを選択することができます。 

 

プロトコルテーブル 

オシロスコープの設定によりデコードされたプロトコルデータがグリッド上でコンパクト表示され、

詳細を確認できない場合、プロトコルデータをテーブル表示することにより簡単にデータを把握する

ことができます。さらに、テーブル内のインデックスにタッチして、指定されたメッセージを簡単に

ズーム表示することができます。 

プロトコルテーブルは波形グリッドの下に表示され、下図のようになります(この例は I2C です。そ

れぞれのプロトコルによってテーブルの表示内容は異なります)。 

 

プロトコルテーブルの表示位置を移動するには右側の垂直軸のスクロール･バーを使います。テーブ

ルが選択状態の場合、オシロスコープのフロントパネルにある ノブを回してテーブルを操作すること

ができます(調整に用いるノブはモデル毎に異なります)。 

テーブルの中の行をタッチすると選択されたデコードがズーム表示されます。 

テーブルの表示内容は[Configure Table]を使用して任意に設定することができます。[Configure Table] 

ボタンを押すと下図のような設定ダイアログを表示できます。 



WAVESURFER10 シリーズ  

140 WaveSurfer10-OM-J 

 

 [Default] – テーブル表示設定を標準に戻します。 

 テーブルの列に含めるアイテムをこのチェックボックスで決定します。 

 [BitRate Tolerance] -幾つかのプロトコルにはビットレートの許容量設定があります。ここには

0.01% から 10%までの値を設定できます。ビットレートがこの許容量を超えているとテーブル

のテキストが赤く表示されます。ビットレートの広い変化が許されるプロトコル、I2C のような

プロトコルにはこの機能はありません。  

ソフトウェアバージョン Ver8.3.0.7 からテーブルの表示形式が変わりました。複数のデコーダをオン

にした場合、以前のソフトウェアでは別々のテーブルが表示されていましたが、新しいソフトウェア

では、次のように同じテーブルに表示されます。このテーブルでは、LIN のレスポンスで得られたデ

ータを CAN に乗せて送信しています。全てのプロトコルが時系列に並ぶことで、流れが理解しやす

くなります。単一のデコーダで動作させた場合には、以前と同じくプロトコル独自にテーブルで表示

されます。 

 

新しいソフトウェアは、シーケンスモードに対応したインデックスやフィルタリング機能、複数のデ

コーダーを有効にした場合の表示方法が異なります。 

 シーケンス時のインデックス 

新しいインデックスはシーケンスを有効にした場合、セグメント番号とセグメント内のインデッ

クスの２つの数値で表現されます。カッコ内の初めの数字はセグメント番号です。後の数字はセ

グメント内のインデックスを表します。次の表の 8(2-3)は 2 セグメント目にある 3 番目のフレー

ムを示しています。 
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 フィルタリング 

テーブルのヘッダにフィルタリング機能が追加されました。テーブルのヘッダにある逆三角のマ

ークにタッチすると、次のダイアログが表示されます。タッチした列のテーブルにある文字列を

入れることにより、フィルタリングされたプロトコルだけがテーブルに表示されます。 

 

タッチすると、次のようなポップアップが表示されます。フィルタリングの条件を設定できます。

フィルタリングは複数の列に対して行うことができます。 

 

フィルタリングの条件は文字列や数字など種類により選択が異なります。 

文字列はイコール(Equals)や指定文字列の包含 (Contains)などの条件を指定することができます。

Equals any(List)はカンマ区切りでイコールの条件を入力して、複数の値を条件にすることができ

ます。 

 

ID 番号などの数字はイコールや含まれるかどうかの条件に足して、不等号での指定が可能です。 
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ビットレートなどアナログ的なデータを表す数値は、Contains や List などの指定は無くなります。 

フィルタリングはテーブル・オーバーレイ・アイパターン・エクスポートされたファイルに適用

されます。 

 

 

メッセージの検索 

特定のメッセージを検索するサーチにアクセスする方法は幾つかあります。下記は多くのメッセージ

の中から特定のメッセージを検索する方法を示します。 

 ダイアログ、又は[Decode Setup] ダイアログの中の[Search] ボタンをタッチします。 

 

 

注意)プロトコルによって検索の機能は異なります。SPI の場合はアドレスを持ちません。そのため

SPI はアドレスによってサーチすることができません。 

注意)Search Option はアドレス、パケット、データなどのサーチの種類を決定します。Value(Hex) には

16 進数で入力し、左右の矢印で検索結果の移動に使います。 
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MSO(オプション) 

概要 

MSO ミックスド・シグナルオプションは付属の 18ch デジタル･リード・セットを接続して、アナロ

グ波形のアクイジションと同期してデジタル波形を捕捉することができます。デジタル･リードの信

号は波形表示以外にも、トリガソースとして利用することができます。捕捉されたデジタル信号はパ

ターン検索やタイミング計測、シリアル･パターン･デコードなど様々な解析方法を提供します。 

標準付属品 

 

MS-250 シリーズ 本体 

 

デジタル・リード・セット 

測定対象物に接続するリードです。D0-D8, D9-D17 の

2 つのグループに分かれています。それぞれのリード

には色分けされたターミナルに信号ラインとグランド

のソケットがあります。ターミナルの先にはオプショ

ンでマイクログリッパを接続することができます。 

 

L-BUS ケーブル 

オシロスコープと MS-250 を接続するために使用する

ケーブルです。MS-250 の電源、コントロールするた

めの USB、信号やトリガ、クロック信号ラインなど

が含まれます。 

 

グランドエクステンダ(20 個) 

デジタル・リードの GND 端子を延長して、2.54mm

ピッチの端子に接続することができます。 

 

フレキシブル･グランドリード(5 本) 

注意) デジタル波形を表示できるのは、リアルタイムモードのみです。ロールモードやシーケンスモ

ードなどでは動作しません。またデジタルチャンネルを使ったパターントリガとシーケンスモードは

併用できません。 

 

プロービング 

デジタルリードの先端は信号と GND の 2 つのソケットがあります。GND ソケットはノイズが信号に

与える影響を軽減する目的で使用します。なるべく信号近くの GND に接続することが望ましい設定

です。また、デジタルラインのソケットはスクウェア･ピンに接続することも可能ですが、本ソケッ

トをスクウェア･ピンに接続すると、マイクログリッパの接続が緩くなる可能性があります。 
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標準付属品のグランド･エクステンダを使用すると、GND が信号ピンの面と同じとなり、2.54mm ピ

ッチのヘッダピンなどに接続することが可能です。 

 

標準付属品の特大グリッパを使用すると、2.54mm ピッチ程度までの比較的大きな端子などに接続す

ることができます。 

GND ピンへの接続に距離がある場合、フレキシブル･グランドリードにより 8cm 程度伸ばす事ができ

ます。 

オプションのマイクログリッパは基板上の部品に直接接続を可能にします。周波数帯域が 100MHz と

なるため、高周波のデジタル信号に使用することはできませんが、ピン間隔の狭い IC にも簡単に接

続することが可能です。 

 

デジタル･リードとマイクログリッパは四角い部分を合わせて接続します。 

 

高速のデジタル信号を計測する場合には基板に接続できるピンをデバイスの終端近くに置けるように

ピンを立てます。 

ロジック・プローブのセットアップ 

1. オシロスコープ側面の L-BUS 端子と USB 端子に L-BUS ケーブルを接続します。 
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2. L-BUS ケーブルを MS-250 に接続します。 

 

3. デジタル・リードを MS-250 に接続します。 

 

4. デジタルラインの接続を計画します。 

デジタルラインは信号レベルを任意に設定できますが、D0～D8、または D9～D17 の範囲では

同じ信号レベルです。接続先の信号レベルが異なる場合には、下図のようにラインの選択を

別々にします。 

 

5. デジタル・リードを接続します。 

6. オシロスコープを起動します。 

7. グループ設定をします。 
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ロジック･プローブが正常に認識されると、メニューバーの[Vertical 垂直軸]に[Digital 1]、

[Digital2]、[Digital3]、[Digital4]の 設定メニューへのアクセスが提供されます。このグループはバ

ス表示やパターントリガの設定、WaveScan のバス検索で１つのまとまりとして利用できます。

設定するグループをメニューから選択します。 

注意）トリガ信号のソースとしてデジタル入力を利用する場合には、グループ設定は必需条件

ではありません。 

 

グループを選択すると、次のダイアログが表示されます。ここではグループに割り当てるデジタ

ル･リード（D0 ～D17） の選択と名称の設定、バスの名称設定、ディスプレイへの表示形式を設

定することができます。 

 

8.  [Logic Setup]タブに移り、信号レベルを選択します。 

デジタルラインの D0～D8、および D9～D17 は異なる信号レベルを設定することができます。

[Logic Family]の中から適切な信号を選択します。 

[Logic Family]：[TTL], [ECL], [COMS5.0V], [CMOS3.3V], [CMOS2.5V], [PCEL 5V], [LVDS], 

[UserDefined] 

[LogicFamily]の選択によりスレッシュホールド･レベルとヒステリシスが規格に従い設定されま

す。[UserDefined]を選択すると、ユーザーによる設定も可能です。スレッシュホールド･レベル

は-10V から+10V まで設定することが可能です。ヒステリシスは 100mV から 1.4V まで設定する

ことが可能です。 
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9. 表示設定をします。 

[Digital #]タブへ移り、表示モードを設定します。 [Collapse], [Expand]から選択でき、[Collapse]

を選択すると、グループで選択された番号の小さいデジタルラインから値を HEX 形式で値を表

示します。また[Bus Name]で設定された名称がトレースの左側に表示されます。 

 

[Expand]を選択すると、グループ内の全てのデジタルラインが表示されます。[Line Name]で設

定された名称がそれぞれのデジタルラインの左側に表示されます。 

 

表示の大きさと位置は Vertical コントロール、またはフロントパネルの[Offset]や[Volt/Div]ノブに

より行ないます。 

[Position]はデジタルバス波形のトップ位置を示します。グリッドの中央を基準にし、上をプラス、

下をマイナスとし、Div 単位で設定します。[Group Height]はその幅を指定することができます。

表示はデジタルラインの番号の若い方から順番に上から下へ並びます。 

 

または 
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10. メニューバーから[Timebase タイムベース] →[Horizontal Setup 水平軸の設定]を選択し、水平

軸の設定をします。水平軸の設定はアナログ波形の設定と同じように[Time/Div]や[Max 

Sample Points 最大メモリ長]の設定に依存します。 

注意)MSO オプションの最大メモリ長や最大サンプリング速度は、アナログ波形の捕捉機能と同じ仕

様ではありません。アナログ波形と同じ設定が可能な場合、同じサンプリング速度に自動的に設定さ

れます。しかし調整範囲を超えている場合、アナログ波形に近いサンプリング速度が選択されます。 

注意)アナログ波形とのスキューは自動的に調整されます。各アナログ波形の[Deskew]にデスキュー値

が自動入力されます。 

 

トリガ 

任意のアナログチャンネルと任意のデジタル・チャネルを組み合わせて、単純なトリガから複雑なク

ロス・パターントリガまで設定することができます。パターントリガでは、ロジックバス値で設定す

ることができます。またデジタルラインはオシロスコープの標準トリガである[Edge], [Width], 

[Qualified],  [Gritch], [Interval], [Dropout]のソース波形として使用することができます。 

パターントリガや[Qualified]トリガの[Pattern, PatState]の設定では次のように[1]，[0]、[X]の３つのス

テートでパターンと設定します。 

注意)デジタルラインでパターントリガを使用する場合、論路条件は And 以外を選択できません。 

 

パターンの中にアナログチャンネルを含める場合、Hi, Low の判定に Levels タブにある各チャンネル

のスレッシュホールド･レベルを設定します。 
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またデジタルラインを I2C,SPI,UART のシリアル･パターントリガのソース信号として利用することが

できます。シリアル・パターントリガの詳細は“シリアルトリガ＆デコーダ”マニュアルをご参照くだ

さい。マニュアルのダウンロードは弊社ウェブページからダウンロードしてください。 

http://teledynelecroy.com/japan/support/manu/default.asp#op 

パラメータ計測 

次の計測パラメータはデジタルラインに対応しています。 

Delay (遅延) トリガ位置からビットが 0→1 に変化するまでの時間を計測します。ビ

ット変化がトリガ位置より前にある場合、マイナスの値を示します。 

Duty cycle(デュ

ーティサイク

ル) 

ビットの“1”と“0”の比率を％で示します。画面内に複数のサイクルがあ

る場合は、そのサイクル数だけ測定が行なわれます。但し、測定開始は

ビットが 0→1 に変化する位置から始まります。 

Frequency(周波

数) 

ビットの“1”と“0”から周波数を求めます。画面内に複数のサイクルがあ

る場合は、そのサイクル数だけ測定が行なわれます。但し、測定開始は

ビットが０→１に変化する位置から始まります。 

Period(周期) ビットの“1”と“0”から周期を求めます。画面内に複数のサイクルがある

場合は、そのサイクル数だけ測定が行なわれます。但し、測定開始はビ

ットが 0→1 に変化する位置から始まります。 

Width(正の幅) ビット“1”の幅を求めます。画面内に複数のサイクルがある場合は、そ

のサイクル数だけ測定が行なわれます。 

WidthN(負の幅) ビット“0”の幅を求めます。画面内に複数のサイクルがある場合は、そ

のサイクル数だけ測定が行なわれます。 

セットアップ 

1. 上部メニューバーの [Measure 計測] →[Measure Setup 計測の設定] を選択します。 計測パラメー

タのダイアログが表示されます。 

 

2. デフォルト状態は、パラメータは OFF、すべてのパラメータが未定義("None")です。アイコンにタ

ッチするか、[None] エリアにタッチして、[Select Measurement 測定の選択] ダイアログを開きま

す。 

 

デジタルラインをソースにしたタイミング計測は、ほぼ[Horizontal]カテゴリに含まれます。

[Horizontal]カテゴリを選択後に上記の計測パラメータを右のペインから選択してください。 
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3. 計測項目の右にある[Source]を押して、[Select Source ソース波形の選択]ダイアログを開きます。 

 

[Degital Lines]カテゴリの中からデジタルラインを選択します。 

 

4. [ShowTable 表を表示]にチェックが入れて、測定データを表示します。 

 

選択したパラメータ測定が、グリッドの下に値が表示されます。 

 

5. 別のパラメータ測定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。 
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バスパターン検索 

WaveScan 機能を使い、デジタルバス波形の中から特定の値を検索することができます。これはアド

レスバスなどに接続し、関心のあるアドレスの検索や高いサンプリングレートを生かして、信号出力

タイミングの違いにより作られたタイミング･エラーを探し出すことに有効です。 

デジタルバスの値はグループ内のデジタルラインの若い番号からビットに割り当てられます。例えば、

[Digital1]に D0, D1 ,D7, D8 を選択した場合の値は、D0=１、D1=2、D7=4、D8=8 を示します。 

検索の値指定方法はバイナリ(Binary)、16 進数（Hex） のどちらでも可能です。Binary の場合、ビッ

トの指定を“0”、または“1”で指定しますが、必要なビット以外は “X”を使い、マスクすることもできま

す。Hex の場合には 0～F までの値を入力します。Binary で X を含めた指定をした後に入力形式を

Hex に変更すると、＄文字が表示されることがあります。＄は Hex に変換した 4 ビット中にマスクビ

ット X が含まれていることを示しています。 

検索に該当するパターンはリスト表示され、リストのインデックスを選択すると、選択したパターン

が拡大表示されます。選択に該当するパターンは赤くオーバーレイ表示され、選択箇所が分かりやす

くなっています。 

 

 

セットアップ 

 

1. [BusPattern]を[Mode]から選択します。 

2. [Source1]はデジタルグループの[Digital1]、または[Digital2]のいずれかを選択します。 

3. [Pattern Time]タブにある検索条件を入力します。 
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4. [Num Patterns to detect]は検索数に制限を設けることができます。 

データの保存 

捕捉したデジタル波形は[Excel]、または[WaveML]形式の波形として保存することができます。デー

タソースはデジタルライン、又はデジタルバスとして選択することができます。デジタルバスを

[Excel]に保存する際には 16 進数での保存、またはデジタルバスに含まれるデジタルラインを独立し

た列で保存することが可能です。 

 

WaveML 形式は XML 形式をベースにしています。XML はテキスト･ベースの文字列に「<」や「>」(開

始タグ)、または「</」や「>」(終了タグ)を使い、タグに囲まれたテキストに属性を指定することがで

きます。“<タグ A>タグ A の内容</タグ A>”のように、開始タグや終了タグの間に挟まれたテキストは

内容を示し、「<」と「>」タグ内のテキストは属性を示します。 

WaveML には、デジタル波形データの他にオシロスコープの情報やサンプル速度などの波形情報が含

まれます。これら全てはタグにより属性が分類されています。デジタルグループの主な属性に次のよう

なタグがあります。 

<NumLines>…ライン数 

<Line>…各デジタルラインの情報 

       <Idx>…インデックス 

     <Name>…名称 

    <SubBusName>…サブ名称 

<Line> 

<HorStart>…最初のサンプルのトリガ位置に対する時間位置 

<HorPerStep>…サンプル間の時間 

<NumSamples>…サンプル数 

デジタル波形データは BASE64 形式で符号化され、<BinaryData>タグ内に埋め込まれます。BASE64

エンコードは 6 ビットのビット･データを半角英数の文字列にエンコードします。デジタル･バスのデジ

タル･ラインは 6 ビットごとに分割されて、BASE64 エンコードしてあり、ライン波形が順番に並び１

つのデジタル･バス･データになります。 

 

例えば、上図のデジタル波形”0,0,1,1,1,1”を変換する場合 

それぞれ 8 ビットで表すと、 

” 00000000,00000000,00000001,00000001,00000001,00000001” 

これを 6 ビットごとに分割し直すと、 
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” 000000,000000,000000,000001,000000,010000,000100,000001” 

これを Base64 で変換すると、 

A,A,A,B,A,Q,E,B   …この文字列が<BinaryData>の内容になります。 
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プローブインターフェース 

概要 

WaveSurfer10 シリーズは多様なプローブとの接続を可能にする ProBus 接続インターフェースを提供

しています。これはプローブからの信号の伝達だけでなく、プローブへの電源供給やプローブとオシ

ロスコープ間の通信が提供されます。これにより電流、電圧、差動プローブなどを使った計測を素早

く簡単に行うことができます。ProBus はまたパッシブプローブを認識するためのプローブ識別リン

グが含まれています。これはパッシブプローブの種類をオシロスコープに伝え、ユーザーからの操作

無しに適切なプローブ減衰率の設定を自動的に行います。 

テレダイン･レクロイは、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やアクティブ

プローブを提供しています。各プローブの詳細な仕様については、ww.teledynelecroy.com/japan を参

照してください。 

 

ProBus インターフェース概要 

 

テレダイン･レクロイ社の ProBus プローブ･システムは、信号のピックアップから表示するまでを 1

つに統合した計測ソリューションを提供します。オシロスコープは ProBus に接続したプローブを認

識して、自動的にスケールなどの設定をします。例えば電流プローブを接続した場合、その電流プロ

ーブの出力電圧レートから正しい電流値が画面上に表示されるように設定が行われ、波形の単位も自

動的にアンペアに設定されます。プローブの設定をマニュアルで行う標準的な BNC やプローブ･リン

グに比べ間違いや推測による操作を減らし、高い信号忠実度を提供することができます。 

ProBus を使用すれば、接続したプローブのゲインやオフセットなどをオシロスコープ本体のフロン

トパネルから直接調整できます。ユーザーはプローブにより別々の操作を覚える必要が無く、電圧プ

ローブ、差動プローブ、電流プローブのどのプローブを使用しても、同じ操作でゲインやオフセット

を調整できます。また、ProBus に搭載された EPROM からゲイン/オフセット補正係数を読み出して、

自動補正が行われます。これはユーザによる操作なしにプローブ＋オシロスコープの周波数レスポン

スを最良の状態にすることができます。 

ProBus 対応プローブがオシロスコープに接続されると、接続されたチャンネルのメニューが次のよ

うに変化します。 

 プローブが接続されると、そのプローブが認識され、チャンネルタブの隣にそのプローブ名称の新

しいタブが追加されます。 
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プローブを接続した後のチャンネルダイアログ 

 追加されたタブには接続されたプローブ固有の情報が含まれます。さらに、プローブ･カップリン

グやアッテネーションのデフォルト値がプローブから自動的にダウンロードされ、その他の属性と

共にこれらの設定がプローブ･ダイアログに表示されます。 

 

接続されたプローブのコントロール属性表示 

ProBus インターフェースの仕様 

ProBus インターフェースは電源や通信で使われる 6 ピンのコネクタと BNC 信号接続を提供します。

高インピーダンス･パッシブ･ブロー部や高インピーダンス･アクティブプローブ、電流プローブ、高

電圧プローブ、差動プローブなど広範囲なプローブに対応するため、50Ω/1MΩ 両方の入力インピー

ダンスが用意され、プローブの電源やコントロールを提供します。 

プローブ 

テレダイン・レクロイは次のような多種多様なプローブを提供しています。プローブの仕様は弊社ウェ

ブページを参照してください。 

 パッシブ・プローブ   

 

パッシブ・プローブは受動素子のみで回路が構成され、電源の供給を必要と

しません。主に低周波の 電圧を測定します。入力インピーダンスが高く、高

い電圧を測定することができますが、入力キャパシタンスが高く、高周波で

は信号が減衰します。プローブのグランドはオシロスコープのグランドや電

源のグランドと共通です。プローブのグランド接続先がオシロスコープのグ

ランド電位と異なると故障の原因になります。プローブの減衰率はプローブ

識別リングにより自動判別され、接続したチャンネルのチャンネルダイアロ

グ(メニューバーの[Vertical 垂直軸]→[Channel Setup..]) に減衰率が表示され

ます。パッシブプローブが接続されている間は減衰率を変更できません。 

 

注意) パッシブプローブの中心導体は非常に細く、引っ張り方向の力に弱くなっています。取扱い

には注意してください。 
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 ハイインピーダンス・アクティブプローブ   

 

広帯域の信号をオシロスコープまで低損失で伝送する目的で FET など能動素

子を使用したプローブです。高い電圧は測定できませんが、高い入力インピ

ーダンスと低キャパシタンスで測定対象に影響を与えずに高周波の信号を測

定できます。プローブのグランドはオシロスコープのグランドや電源のグラ

ンドと共通です。プローブのグランド接続先がオシロスコープのグランド電

位と異なると故障の原因になります。能動素子を使用しているため、ドリフ

トなどが発生し、ゼロ点の補正が必要になります。ゼロ点の補正は、チャン

ネルのダイアログに追加されたプローブの型式名が入ったタブにある Auto 

Zero ボタンを押してください。 

 

 広帯域差動プローブ  

 

広帯域の差動信号を測定するためのプローブです。2 つのテストポイントに

プローブの D+と D-を接続し、接地点を基準に測定された２つのテストポイ

ントの電圧差をオシロスコープに伝送します。高い電圧は測定できません

が、高い入力インピーダンスと低キャパシタンスで測定対象に影響を与えず

に高周波の信号を測定できます。同じ信号に D+,D-を接続した場合に、理想

的には 0V になりますが、素子の微小の違いなどで微小な信号が観測される

ことがあります。差動プローブはこの同相入力の影響度を CMRR で表しま

す。能動素子を使用しているため、ドリフトなどが発生し、ゼロ点の補正が

必要になります。ゼロ点の補正は、チャンネルのダイアログに追加されたプ

ローブの型式名が入ったタブにある Auto Zero ボタンを押してください。 

 

 高電圧プローブ  

 

高圧パッシブ・プローブは高電圧を安全に測定するために設計されていま

す。普通のパッシブプローブより更に高い電圧を測定することができます。

しかし高い周波数になるにつれ、測定可能な電圧は下がります。高周波で使

用される場合はマニュアルのディレーティング特定を確認してください。プ

ローブのグランドはオシロスコープのグランドや電源のグランドと共通で

す。プローブのグランド接続先がオシロスコープのグランド電位と異なると

故障の原因になります。プローブの減衰率はプローブ識別リングにより自動

判別され、接続したチャンネルのチャンネルダイアログ(メニューバーの

[Vertical 垂直軸]→[Channel Setup..]) に減衰率が表示されます。パッシブプ

ローブが接続されている間は減衰率を変更できません。 

 

・ 高圧差動プローブ  

 

スイッチング電源やモーターなどのフローティング回路や三相交流電源など

高電圧でありながら、グランドでは無い 2 つの信号の差を測定する場合に使

用します。2 つのテストポイントにプローブの D+と D-を接続し、接地点を基

準に測定された２つのテストポイントの電圧差をオシロスコープに伝送しま

す。しかし高い周波数になるにつれ、測定可能な電圧は下がります。高周波

で使用される場合はマニュアルのディレーティング特定を確認してくださ

い。同じ信号に D+, D-を接続した場合に、理想的には 0V になりますが、素

子の微小の違いなどで微小な信号が観測されることがあります。差動プロー

ブはこの同相入力の影響度を CMRR で表します。能動素子を使用しているた

め、ドリフトなどが発生し、ゼロ点の補正が必要になります。ゼロ点の補正
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は、チャンネルのダイアログに追加されたプローブの型式名が入ったタブに

ある Auto Zero ボタンを押してください。 

 

・ 電流プローブ   

 

電流プローブはワイヤを通過する電流を計測します。これは従来から行なわ

れているテストポイントにシャント抵抗を取り付けて、その両端の電圧を測

定する方法とは異なり、ワイヤをプローブの先端の口で挟み込む(クランプす

る)事でプローブすることができます。プローブを接続すると、チャンネルの

表示では単位が A(アンペア)に変化し、プローブのタブの中でプローブのデガ

ウス(消磁)やオートゼロを行うことができます。 

付属パッシブプローブの付属品 

(PP011 の付属品) 

パーツ 個数 説明 応用例 

スプリングフック 1 計測ポイントにフックを引っ掛けて

計測することができます。スプリン

グフックを引き、先端からフックが

露出します。 
 

グランドリード 1 被測定対象のグランドにワニ口クリ

ップで接続する場合に使用します。 

但し、高周波の測定では、グランド

リードのインダクタンスが影響して

共振が起こります。10MHz 以上の

信号成分を含む場合には注意してく

ださい。 

高周波信号を測定する場合には、オ

プションのグランドスプリング

(PK1-5MM-118)、または PCB アダ

プタ(PK1-5MM-107)を使用してくだ

さい。 

 

交換用チップ 1 プローブの先端は交換することがで

きます。PP011 は金属部分を引き抜

きます。  

調整ドライバ 1 プローブの周波数特性を調整するた

めに使用します。 

 

保護キャップ 1 チップを保護するために使用します。 
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絶縁キャップ 1 プローブの GND 部分をカバーし

て、チップだけで測定します。 

 

カラーリング(黄、

赤、青、緑) 

1 チャンネルと同色のカラーリングを

プローブに取り付ける事により、カ

ラーリングからチャンネルを判別す

ることができます。 

 

 

（PP024,PP025 の付属品） 

 

Idx パーツ番号 説明 個数 

1 PK6-5MM-101 リジットチップ 2 

2 PK5-PK6-001 調整ドライバ 1 

3 PK6-5MM-102 スプリングフック 1 

4 PK5-PK6-002 カラーリング 8 
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5 PK6-5MM-103 グランドリード 1 

6 PK6-5MM-104 グランドスプリング 1 

7 PK6-5MM-105 PCB アダプタ 1 

8 PK6-5MM-106 BNC アダプタ 5 ㎜ 1 

9 PK6-5MM-107 スプリングチップ 1 

10 PK6-5MM-108 プローブ・チップ・カバー 1 

11 PK6-5MM-109 IC 絶縁チップ 2 

12 PK6-5MM-110 絶縁チップ 1 

 

パッシブプローブのチップ交換方法 

PP011 のプローブチップ（針）が折れた場合などにプローブチップを交換することができます。チッ

プの交換を行う場合、ラジオペンチなどでチップの端の太い部分を注意して挟み、真っ直ぐ引き抜きます。

チップを引き抜く際にラジオペンチでプラスチック部分を挟まないでください。また、スプリング･チップ

の金色の部分も歪む可能性があるため、ラジオペンチで挟まないでください。取り外した後はラジオペン

チを使って交換用のチップを穴に差し込みます。チップは完全に入るまで押し込みます。 

 

 

PP024, PP025 は次のようにプローブチップを交換します。 

1. プローブチップ先端の黒いプラスチック部分を半時計周りに回すとプローブチップが外れます。 

 

2. 新しいプローブチップを時計周りに回してプローブチップを取り付けます。 
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パッシブプローブの調整 

WaveSurfer10 シリーズのオシロスコープに付属しているパッシブプローブ"PP011"は、使用する前に

オーバーシュートを平坦にする補償を行わなければなりません。これはプローブエンドのコネクタに

あるトリマを用いて行われます。 

1. チャンネルにパッシブプローブを取り付けます。 

2. オシロスコープの前面右下にある CAL 出力にプローブを接続します。またプローブの GND 端子

もオシロスコープの GND に接続します。CAL 端子からは 1KHz の矩形波が出力されています。 

 

3. フロントパネルの AutoSetup ボタンを押します。チャンネルの設定が最適化されます。 

 

4. プローブの BNC コネクタ側にあるトリマに付属の調整ドライバを使い、方形波ができるかぎり平

坦になるように調整します。トリマにより 1KHz 以上の周波数特性が変化します。最大 20%程度

変化する可能性があります。 

 



基 本 操 作 マ ニ ュ ア ル  

WaveSurfer10-OM-J   161 

 

プロービングの注意 

• 測定対象とオシロスコープの GND 電位が異なる場合 

通常はプローブのグランドリードを被測定物のグランドに接続します。しかし、被測定物のグラ

ンドがオシロスコープのグランド･レベルと大きく異なる場合は注意が必要です。プローブのグ

ランドリードはオシロスコープの筐体グランドを通して電源のグランドに接地されます。グラン

ドリードの接続先が電源の接地電位と異なる場合、感電、故障の原因になります。 

 

フローティグ電位を測定する場合には、高圧差動プローブ、又は、下図の例のように差動方式に

よる測定をお勧めします。 
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2 つのチャンネルで測定した波形は波形演算機能(91 ページ)の減算演算を使って目的の波形を得

る事ができます。 

 

• GND リードの影響 

グランドリードはインダクタンスが増加することにより、共振がプローブ帯域内で発生します。

比較的に低周波のデジタル信号では、遷移後の波形が振動、またはノイズが多い波形になります。

また 10MHz 以上の周波数成分を持つ波形では、大きなオーバーシュートや波形が変形している

ように見えます。下図はグランドスプリングとグランドリードの影響の違いを示しています。周

波数特性や 30MHz の矩形波、低周波のシリアル信号を測定した場合の違いです。グランドを最

短にしたグランドスプリングは影響を受けにくく、高い信号忠実度を得られます。 

 

 

 

• 信号源の出力インピーダンスとプローブの入力インピーダンス 

測定対象回路へのプローブ接続は、測定対象回路にプローブの回路が追加された事と同じになり

ます。センサー出力など測定対象回路のインピーダンスが高い場合は注意が必要です。プローブ

の入力インピーダンスは高周波になるにつれて、低くなります。高い周波数成分を含む高インピ

ーダンスの信号は波形が出ない、または波形を歪める原因となります。 
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• 高電圧の測定 

プローブの仕様に示される最大入力電圧は低周波を条件としています。高周波になるにつれて最

大入力電圧は低下します。周波数に対する最大電圧の特性はプローブのマニュアルなどに記載さ

れるディレーティング特定を参照してください。ディレーティング特性の範囲を超える信号にプ

ロービングした場合、プローブが故障する可能性があります。 

 

• プローブの接続位置 

基本的には、信号の出力源、または終端位置に接続します。プローブの GND もどこでも良いわ

けではありません。GND のプリントパターンが引き回された位置にプローブのグランドを接続し

た場合、高周波ではそのインダクタンスが波形形状に影響を与える可能性があります。 
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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、内臓メモリ、ハードディスク、USB メモリ･スティ

ック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。  

注意) ファイルへ設定保存する情報は、モデルやソフトウェアバージョンなどにより、違いが生じま

す。他のオシロスコープへ読み込む場合やファームウェアアップデート後に設定ファイルを読み込む

場合には、設定全てが読み込まれているか確認してください。 

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 

 

メニューバーの [File ファイル] →[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、内部メモリ、または外部記憶デバイス

のどちらかに保存することができます。  

内部メモリに保存する場合は Setup1~Setup6 の[Save 保存]ボタン

を押してください。 

File に保存する場合、ファイル名を指定して、[Save Now 保存の実

行] にタッチします。 

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 

 

メニューバーの [File ファイル] →[Recall Setup セットアップ情報の

呼び出し…] を選択します。  

 

内部メモリ、または外部記憶デバイスから呼び出すことができま

す。  

内部メモリから呼び出す場合は、Setup1~Setup6 の[Recall 呼び出

し]ボタンを押してください。 

ファイルから呼び出す場合は、ファイルを指定して、[Recall Now

呼び出しの実行] にタッチします。 

オシロスコープのデフォルト設定を呼び出すには 

 

メニューバーの [File ファイル] →[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 

波形データは内部メモリ、またはファイルに保存することができます。保存できる波形はチャンネル、

演算、デジタルバス、デジタルライン、またはズームトレースです。 

内部メモリ への保存 

内部メモリへの保存は新しく捕捉する波形と比較するためのリファレンスとして使用することができ

ます。チャンネルや演算、ズーム、デジタルバス、デジタルライン波形を M1～M4 に保存することが

できます。 

チャンネルや演算などのツールバーから[Store 保存]ボタンを押すか、[SaveWaveform 波形の保存]ダ

イアログで[Memory メモリ]を選択すると M1～M4 に保存することができます。またバイナリ形式で

ファイルに保存した波形をオシロスコープで表示する場合にも内部メモリを使用します。 

注意)ここに保存された波形は再起動をかけると消去されます。 

ファイルへの保存 

波形をデータとしてファイルに保存する場合に使用します。保存形式はバイナリ、アスキー、Excel, 

Matlab, Mathcad, WaveML 形式があります。バイナリ形式はオシロスコープ、または弊社フリーソフ

トウェアの波形ビューア WaveStudio で呼び出すことができる形式です。ASCII, Excel, MATLAB, 

MathCad 形式に一度出力してしまった波形はオシロスコープや WaveStudio で読み込むことができま

せん。WaveML はデジタルバス波形をファイルへ保存する形式です。 

ファイルへ保存する場合、オートセーブ機能を使い、波形更新時に自動的に波形を保存することがで

きます。 

注意) オシロスコープの設定により、波形サンプルポイント数が変化することがあります。複数波形

を保存し、PC などで比較する場合には注意が必要です。チャンネルの設定では、低いサンプリング

速度時にデスキューを使用すると、サンプルポイント数が少なくなることがあります。また補間方法

で Sinx/x を使用すると、サンプル数が 10 倍に増えます。演算やズーム波形は、波形表示している範

囲だけが保存されるため、ズームの水平方向の設定により波形の一部だけが保存されます。演算で

ERES を使用すると、サンプル数が少なくなります。 

SaveWaveform ダイアログ 

 

[Save To 保存先] 

保存先はメモリ(M1～M4)、または外部記憶デバイスのどちらに保存するかを選択します。メモリ

が選択されると、保存先メモリのコントロールが表示されます。 

[Source ソース] 

ソース波形はチャンネル以外にも演算波形、ズーム波形、トレンド波形、スペクトラム波形、デジ

タル波形などを選択することができます。また、画面表示されている全ての波形を保存する場合に

は[All Displayed]を選択します。 
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[Trace Title 波形のタイトル] 

ファイルのタイトルを設定します。しかし実際に保存されるタイトルは、”波形の名称＋Trace Title

＋インデックス. 拡張子”です。 

[Format フォーマット] 

フォーマットはソースの選択により、選択可能なオプションが決まります。波形ファイルなどでは

バイナリやアスキーなどが選択できますが、スペクトラムやデジタル波形は[WaveML]で保存され

ます。[Audio]は WaveSurfer10 シリーズでは使用できません。 

 

WaveAce, WaveJet を除くテレダイン・レクロイのオシロスコープ、ま

たは弊社フリーソフトウェア WaveStudio で読むことができる形式で

す。最もファイルサイズが小さく、測定条件を含め詳細なデータが記録

されています。データ構造の詳細はリモートコントロール・マニュアル

の波形テンプレートを参照してください。 

サブフォーマットとして 8 ビットの[Byte バイト]、または 16 ビットの

[Word ワード]を選択できます。生波形は[Byte バイト]形式です。演算な

どを実行すると 16 ビットに拡張されます。16 ビット波形を[Byte バイト]

形式で保存すると、下位バイトは削除されて保存されます。[Byte バイ

ト]形式の波形を[Word]形式で保存すると、下位バイトが 0 で埋まりま

す。 

拡張子(*.trc) 

 

波形データをテキストエディタなどで読むことができる形式です。サブ

フォーマットとして[Amplitude 垂直軸のデータのみ]、[Time&Amplitude

時間と電圧]、[WithHeader ヘッダ付き]の 3 種類から選択できます。また

データ間のデリミタをコンマ、スペース、セミコロン、タブの中から選

択できます。 

拡張子(*.txt) 

 

コンマ区切りの ASCII 形式を csv の拡張子で保存した形式です。ASCII

形式と同様にサブフォーマットとして[Amplitude 垂直軸のデータのみ]、

[Time&Amplitude 時間と電圧]、[WithHeader ヘッダ付き]の 3 種類から選

択できます。 

拡張子(*.csv) 

注意)Excelでは読み込めるデータ数に制限があります。波形データ

のサンプル数が多い場合には全てを読み込めない可能性がありま

す。 

 

Matlab で読み込むことができる形式です。サブフォーマットとして

[Amplitude 垂直軸のデータのみ]、[Time&Amplitude 時間と電圧]の 2 種類

から選択できます。 

拡張子(*.dat) 

 

Mathcad で読み込むことができる形式です。サブフォーマットとして

[Amplitude 垂直軸のデータのみ]、[Time&Amplitude 時間と電圧]の 2 種類

から選択できます。 

拡張子(*.prn) 
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デジタルバス波形を保存する形式です。オシロスコープや WaveStudio

で読み込むことができます。サブフォーマットの選択はできません。 

拡張子(*.XMLdig) 

※ASCII データで保存される波形情報はサンプル数、サンプル間の時間、トリガの水平位置、トリ

ガ時間、遅延の位置などが保存されます。 

[Subformat サブフォーマット] 

サブフォーマットを選択します。バイナリー形式では[WORD ワード], [BYTE バイト]、アスキー形

式などは[Amplitude 垂直軸データのみ], [Time&Amplitude 時間と電圧], [WithHeader ヘッダ付き]な

どが選択できます。 

・ [Amplitude 垂直軸データのみ]: 垂直軸の電圧データが出力されます。データの先頭にセグメ

ント数(シーケンスモードを使用していない場合は必ず 1)や 1 波形あたりのサンプルポイント

数などのデータが表示されます。次の図は CSV 形式で出力された結果を表形式で表示してい

ます。3 段目まで波形情報が入力され、4 段目以降の 1 列目が電圧データです。 

 

・ [Time&Amplitude 時間と電圧]： 電圧データと 1 サンプル毎の時間データが出力されます。デ

ータの先頭にセグメント数(シーケンスモードを使用していない場合は必ず 1)や 1 波形あたり

のサンプルポイント数などのデータが表示されます。次の図は CSV 形式で出力された結果を

表形式で表示しています。5 段目まで波形情報が入力され、4 段目以降の 1 列目が時間データ、

2 列目が電圧データです。時間データはトリガタイミングを基準に各サンプルの時間が出力さ

れます。 

 

 

・ [WithHeader ヘッダ付き]： 1 列目～3 列目までは波形情報が出力されます。1 列目はタイト

ル、2 列目はデータ、3 列目は単位が入ります。シーケンスモードの場合、この波形情報は各

セグメントの開始行からそれぞれ出力されます。波形情報の中には次のような情報が含まれま

す。時間データは 4 列目、電圧データは 5 列目に出力されます。 

Record Length：1 波形のサンプリングポイント数(シーケンスの場合 1 セグメントのポイン

ト数)、 

Sample Interval：サンプリング間の時間 

Trigger Point：トリガ位置 

Trigger Time：前回のトリガタイミングから新しくトリガされたタイミングまでの時間 

Horizontal Offset：オフセット時間 
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[Delimiter デリミタ] 

アスキー形式で保存する際に[Comma コンマ]、[Space スペース]、[Semicolon セミコロン、[Tab タ

ブ]の中から選択できます。 

[Auto Save 自動保存] 

自動保存はオシロスコープが波形更新するたびに波形を保存することができます。[Warp ラップ]と

[Fill フィル]の違いは USB メモリなどの保存領域が限られているデバイスに保存する場合に、デー

タを保存する空き容量がなくなると[Warp ラップ]は古い波形から上書きされます。[Fill フィル]は空

き容量が無くなると自動保存を終了します。 

注意)この機能は安全のため、このダイアログが表示されている間だけ実行されます。その他のダ

イアログに移動すると、自動的に解除されます。 

[Save file in directory] 

ファイルを保存するディレクトリを指定します。 

[Next file will be save to] 

次回データが保存されるファイル名が表示されます。 

 [Save Now 保存の実行] 

保存を実行する場合、このボタンを押します。 

波形をファイルに保存するには 

 

メニューバーの [File ファイル] →[Save Waveform 波形の保存] を選択し

ます。 

 

Save To の選択の中から[File ファイル]を指定して、波形データの出力先

をファイルに指定します。  
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保存したい波形データの[Source ソース]を選択し、データファイルの

[TraceTitle 波形のタイトル]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ます。保存ファイル名は上書き保存さ

れないようにタイトル名の最後に自動的にインクリメントされるイン

デックスが付きます。競合を避けるため、タイトルの最後にある数字

は削除されます。 

 

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。 

 

 

[Save files in directory] フィールドの内部にタッチし、ポップアップキー

ボードを使用してパス名を入力します。または、[Browse] ボタンにタッ

チして、目的のフォルダを探します。 

 

最後に、ダイアログ内の [Save Now 保存の実行] ボタンにタッチします。 

自動保存するには 

波形が更新のタイミングで波形を自動的に保存することができます。上記のファイル保存の設定を行

った後に次の手順で自動保存することができます。 

 

フロントパネルの[Stop]ボタンを押して、一度ア

クイジションを停止します。 

 

[Warp ラップ]または[Fill フィル]を選択します。 

注意)このダイアログから別のダイアログに移

ると、自動保存は解除されます。 

 

フロントパネルの[Auto オート]、または[Normal

ノーマル]を選択して、自動保存を開始します。 
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複数波形を同時に保存するには 

画面に表示されている波形を全て保存することができます。 

1. 保存する波形だけを表示します。各波形のダイアログで[Trace On 表示]を有効・無効を選択して

ください。 

2. メニューバーの [File ファイル] →[Save Waveform 波形の保存] を選択します。 

3. Save To の選択の中から[File ファイル]を指定します。 

4. [Source ソース]で[All Displayed]を選択します。 

5. [Format フォーマット]などの設定をして、[Save Now 保存の実行] ボタンにタッチします。 

 

ファイルに保存された波形を呼び出すには 

 

メニューバーの [File ファイル] →[Recall Waveform 波形の呼び出し] 

を選択します。  

 

 

[Recall From 呼び出し元]の選択の中から[File ファイル]を指定して、

波形データのソースを[File ファイル]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

先メモリを選択します。メモリ波形を即座に表示したい場合は、

[Show on Recall] ボックスにチェックマークを付けます。  

  

 

[Recall files from directory] フィールドの内部にタッチし、ポップアッ

プキーボードを使用してパス名を入力します。または、[Browse] ボタ

ンにタッチして、目的のフォルダを探します。波形が 

 

[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。 

注意)読み込まれた波形の Time/Div は現在表示されている波形の Time/Div と異なっている可能性があ

ります。メモリ波形の Time/Div はメモリ波形のディスクリプタラベルを参照してください。
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波形をメモリへのコピーするには 

新しく捕捉した波形を既に捕捉した波形と比較する場合、メモリ波形を使用します。現在表示されて

いるチャンネルや演算、ズーム、デジタルバス、デジタルラインからコピーできます。 

波形トレースのメニューからコピーする方法 

 

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。  

対応するメモリ波形に保存された波形はグリッド上に表示されます。メモリ波形には、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。メモリ波形のズームやグリッド上の

位置を変更することもできます。 

メモリ波形のメニューからコピーする方法 

 

上部メニューバーの [Math 演算] →[Memory Setup メモリの設定…] を選

択します。  

 

[Memory Setup メモリの設定] ダイアログ内でメモリを選択します。こ

の例では M1 を選択します。  

 

 

メモリにコピーする波形を選択します。この例では、メモリ M1 に波形

C1 をコピーします。  

メモリにコピーする波形を選択した後、[Copy Now] ボタンにタッチし

ます。   

M1 メモリ波形には、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 メモリ波形が 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、メモリ波形の

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。  
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テーブルの保存 

テーブルの保存では次の情報を保存することができます。 

 

計測パラメータの統計 

 

WaveScan のテーブル 

 

デコードテーブル 

 

スペクトラムのピークやマーカー 

 

ダイアログ 

 

 [Sorce ソース] 

ソース波形は[Measure]、[Decode#]、[ScanDecode]、[SpeAnTable]から選択します。画面表示さ

れている全てのデータを保存する場合には[All Displayed]を選択します。 

[Measure]：P1-P6 までの計測パラメータの値を保存します。統計値表示がオフでは、パラメータ

名、unit(単位)、value(値)、status(ステータス)が保存されます。統計値表示がオンでは、パラメ

ータ名、unit(単位)、value(値)、mean(平均)、min(最小値)、max(最大値)、sdev(標準偏差)、

num(数)、status(ステータス)が保存されます。保存されるファイル名は”Measure”が先頭に付き、

タイトルが続きます。 
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[Decode]：Decode1～2 のシリアルデコードのデータを保存します。保存されるデータはデコー

ドデータの表示形式(Viewing)やテーブルの設定(configure Table)により変化します。保存される

ファイル名は”Decode1～2”が先頭に付き、タイトルが続きます。 

[ScanDecode]：WaveScan のテーブル情報を保存します。保存されるデータはインデックス、値、

WaveScan の Times にチェックが入っている場合は Start と Stop の列が追加されます。保存され

るファイル名は”ScanDecode”が先頭に付き、タイトルが続きます。 

[SpecAnTable]: スペクトラムアナライザモードのピーク、またはマーカーのテーブルを保存しま

す。保存されるデータはスペクトラムアナライザの Peaks/Markers 設定に従います。保存される

ファイル名は”SpecAnTable”が先頭に付き、タイトルが続きます。 

[Table Titile] 

ファイルのタイトルを設定します。しかし実際に保存されるタイトルは、”波形の名称＋Trace 

Title＋ファイルインデックス. 拡張子”です。 

[Format フォーマット] 

フォーマットはアスキー、または Excel のいずれかを選択できます。 

 [Delimiter デリミタ] 

アスキー形式で保存する際に[Comma コンマ]、[Space スペース]、[Semicolon セミコロン]、[Tab

タブ]の中から選択できます。 

[AutoSave 自動保存] 

[AutoSave 自動保存]はオシロスコープが波形更新するたびに波形を保存することができます。

[Warp ラップ]と[Fill フィル]の違いは USB メモリなどの保存領域が限られているデバイスに保存

する場合に、データを保存する空き容量がなくなると[Warp ラップ]は古い波形から上書きされま

す。[Fill フィル]は空き容量が無くなると自動保存を終了します。 

注意)この機能は安全のため、このダイアログが表示されている間だけ実行されます。その他のダ

イアログに移動すると、自動的に解除されます。 

 [Save file in directory] 

ファイルを保存するディレクトリを指定します。 

 [Next file will be save to] 

次回データが保存されるファイル名が表示されます。 

 [Save Now 保存の実行] 

保存を実行する場合、このボタンを押します。 
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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の機能があります。プリント出力では、オシロスコープに搭載された

Windows に登録されているデフォルト・プリンタから出力します。 

注意) 画像イメージの右上に表示される TeledyneLecroyのロゴは非表示にすることができます。メニ

ューバーから[Utilities]→[Perference Setup]に入り、[Other]タブ内の HardCopyのチェックを外すと、非

表示になります。 

ハードコピー・ダイアログ 

メニューバーの [File]→ [Print Setup]を選択、または[Utilities] →[Utilitis Setup]を選択して、Hard Copy

タブを選択すると、次のダイアログが開きます。画像イメージの設定はこのダイアログで行います。 

 

出力先 

プリンタに印刷、USB メモリなどにファイルとして保存、または電子メールで画像イメージを添

付ファイルとして送信することができます。この選択により、ダイアログ内の右側のメニューが異

なります。 

[File Format ファイル形式] 

[File ファイル]や[E-Mail 電子メール]を選択すると、[File Format ファイル形式]を選択することがで

きます。画像イメージの形式として、[JPEG], [PNG], [TIFF], [BMP]を選択することができます。 

[Colors 色] 

グリッドの背景を白に変更することができます。[Standard 標準]に設定すると、背景が画面と同じ

色になります。 [Print 印刷]を選択すると、グリッドエリアの背景色が反転します。[Black&White 白

黒]に選択すると、全て白黒になります。 

 

[FileName ファイルの名前] 

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。同じファイル名が既に存在する場

合、ファイルの上書きを防止するため、ファイル名の後にインデックス番号が付きます。 

[Directory ディレクトリ] 
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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。 

 [Hardcopy Area 印刷範囲] 

画像イメージの範囲を指定することができます。[Grid  Area Only]はグリッドエリアのみ、[DSO 

Window]は設定ダイアログを含んだ範囲で保存します。 

 [Print 印刷] 

画像イメージの保存(印刷)を実行します。 

 

画面イメージの保存(印刷)の実行 

次の 3 つの方法で画像イメージの保存(印刷)を実行することができます。 

・ メニューバーの[File ファイル] → [Print 印刷]ボタンを押すと、実行されます。 

 

・ ハードコピー・ダイアログの[Print 印刷]ボタンを押すと、実行されます。 

 

・ フロントパネルの[印刷 Print]ボタンを押すと、実行されます。 

 

注意)フロントパネルの[Print]ボタンは LabNoteBook の保存にも使用されます。どちらの機能に割り

当てるかは、LabNotebook のプリファレンス設定により決まります(191 ページ参照)。 

 

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] アイコンを選択します。 

1. メニューバーの [Utilities ユーティリティ] →[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、ポップアップから画像フ

ァイル形式を選択します。 
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4. トレースを白い背景で出力する場合は、[Colors 色] フィールドにタッチして[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、[Hardcopy Area

印刷範囲]を[Grid Area Only グリッド範囲のみ]にします。 

8. ダイアログの[Print 印刷] ボタンを押します。または、フロントパネルの [Print 印刷] 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 

 

MAPI プロトコルまたは SMTP プロトコルを使用して、画像イメージを電子メールで

送信するには[E-mail]アイコンを選択します。 

1. メニューバーの[Utilities ユーティリティ] →[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 [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] 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、Hardcopy Area

を[Grid Area Only グリッドの範囲のみ]にします。 

7. ダイアログの[Print 印刷] ボタンを押します。または、フロントパネルの [Print 印刷] ボタンを押

して、画面イメージをメール送信します。 

注意)電子メールで送信するためには、電子メールサーバーとの接続設定を事前にしてください。

設定はメニューバーの[Utilities]→[Preference Setup] を選択し、E-mail タブを開きます。 

画面イメージをプリンタに出力するには 

 

画面イメージを外部プリンタに出力するには、[Printer プリンタ] アイコンを選択し

ます。 

1. メニューバーの [File ファイル] →[Print Setup...ページ設定] を選択します。[ 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。 

4. [Select Printer] フィールドの内部にタッチし、印刷に使用するプリンタをポップアップから選択

します。プリンタのセットアップ情報を確認する場合は、[Properties] ボタンにタッチします。 

5. [Orientation] を指定するために、縦または横を示すアイコンにタッチします。 
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6. ダイアログ領域を出力対象から外して、波形とグリッドのみを出力する場合は、Hardcopy Area

を[Grid Area Only グリッド範囲のみ]にします。 

7. ダイアログの[Print 印刷] ボタンを押します。または、フロントパネルの [Print 印刷] ボタンを押

して、画面イメージをプリントします。  
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表示設定 

WaveSurfer10 シリーズは 2 つの入力チャンネルを使用する XY 表示やアナログ･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など多様な表示形式を提供します。 

 

通常表示 
 

XY 表示 

 

パーシスタンス・カラー表示 

 

パーシスタンス・アナログ表示 

注意) 演算やズーム、メモリ波形を含め、最大トレース 8 トレース表示できます。 

画面設定するには 

1. メニューバーの [Display 画面] →[ Display Setup 画面の設定] 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 輝度] 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。Intensity には波形とグリッドの 2 種類を別々に設定することができます。 

 

4. 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 軸ラベル] チェックボックスをオンにしま

す。 
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表示ダイアログ 

 

グリッドスタイルの選択 

[Auto オート]：自動的にグリッドの種類が選択されます。チャンネル 1～4、演算 F1～F2、または

ズーム Z1～Z4 のグループに分かれ、グループ内の波形は同じグリッドに描かれますが、グループ

が異なるトレースが有効になると、新しいグリッドが追加されます。 

[Single シングル]：すべてのトレースが 1 つのグリッドに表示されます。グリッドの分割が行われ

ないため、最も大きく波形を表示する場合に適しています。 

[XY]：XY 表示します。XY が選択されると、画面中央に XY グリッドが表示され、④で指定された

トレースに従い XY 表示を行います。 

[XYSingleXY シングル]：XY 表示および、そのソース波形となるトレースが同時に表示されます。 

[Grid グリッド] 

[Grid Intensity グリッドの輝度]：グリッドラインの輝度を調整します。100％に近いほど濃く表示

されます。 

 

[Grid on Top]：グリッドを波形の上に描きます。 

 

 [Axis Labels 軸ラベル]：グリッドの枠にあたる位置の時間や電圧を示します。 
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[Trace トレース] 

トレースの線スタイルとして、[Lineライン] または [Pointsポイント] を選択できます。Point はアクイジションされ

たサンプルがそのまま配置されます。Line はサンプルポイントとその間を直線が引かれます。 

 

注意) XY 表示やパーシスタンスでは Line 表示は機能しません。Point 表示されます。 

[XY] 

グリッドスタイルを XY、または XYSingle に設定した場合に、そのソース波形を選択します。ま

たシーケンスモードで捕捉した波形はソース波形としてその波形のズームトレースを選択するこ

とで、セグメント毎の XY 表示をすることができます。選択セグメントの移動はズームトレースの

ダイアログ内にある First セクションの値を変更します。 

 

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。 

注意) XY 表示に Mask を使用した合否判定は使用できません。 

注意) カーソルは水平軸(時間)のカーソル以外は機能しません。 

XY ディスプレイのセットアップ 

1. メニューバーの [Display 画面]→[Display Setup…画面の設定] をタッチします。 

2. XY 表示だけのグリッドは[XY]を選択します。XY グリッドとソース波形を同時に表示するには

[XYSingle]を選択します。目的の XY 表示アイコンを選択すると、XY 表示用にダイアログが変化

します。 
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3.  [Input X X 軸の信号] フィールドと [Input Y Y 軸の信号] フィールド内部をタッチし、ポップアップ

から入力ソースを選択します。 

 

パーシスタンス 

パーシスタンスは任意時間に取り込まれた捕捉波形を重ね書きしながら波形表示をアップデートします。

これは目視では見逃してしまうような波形異常の観測やアナログ的な調整で使用することができます。

特に稀に起こる現象では飽和レベルを調整して、微小頻度の波形に焦点を当てた表現方法も可能です。 

パーシスタンスは複数の捕捉波形から、その頻度を輝度や色で表現します。捕捉波形は時間と電圧で小

さく区分けされたパーシスタンスマップにサンプリングされた点を配置します。同じ位置のサンプルは

その頻度が加算されます。ちょうど 3 次元のヒストグラムのようなデータが作成されます。パーシスタ

ンスはその頻度を輝度、またはカラースペクトルで表現しています。 

 

注意)パーシスタンスは重ね書きとなるため、繰り返し信号に安定してトリガがかかる設定にする必

要があります。また、トリガモードを Auto にすると誤った位置に重ね書きされる可能性があるた

め、Normal モードを使用してください。 

注意)異常波形の確認には、演算機能のエンベローブも有効な方法です。 
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パーシスタンス・ダイアログ 

 

 [Persistance On 重ね書きをオン] 

パーシスタンス表示を有効にします。 

 [Color/Analog カラー/アナログ] 

パーシスタンスの表現方法を明るさで表す場合には[Analog アナログ]、色の変化で表現する場合に

は[Color カラー]を選択します。アナログでは個々のトレースの色はそのまま保持され、頻度は明る

さでのみ表現が行われます。カラーではカラースペクトルによりパーシスタンスの頻度を表現しま

す。 

 

 [Saturation 飽和レベル] 

飽和レベルを調整します。飽和レベルは設定されたパーセントより多い頻度は最高輝度、または最

大を表す色になります([Intensity 輝度]の設定により最大輝度や最大を表す色は異なります)。

[Saturation 飽和レベル]の値を下げると頻度の低い波形がクローズアップされ、その頻度の違いな

どが明確になります。次の図は同じデータを[Saturation]を変更して表現した波形です。飽和レベル

が高い設定は頻度の高い内部側で色の変化が見られます。飽和レベルが低い設定は非常に低い頻度

も表示対象となるため、表示される波形が大きくなり、低頻度の波形に対して色の変化が見られま

す。 

 

 [Persistance Time 残光時間] 

パーシスタンス対象になる波形を時間で指定します。この時間は最後に捕捉された波形を基準と

して、対象となる過去の時間を指定します。[Infinite 無限], 0.5 秒、1 秒、2 秒、5 秒、10 秒、20

秒の中から選択することができます。 

 [Show Last Trace 最新波形を表示] 

最後に捕捉されたトレースをパーシスタンスとは関係なく前面に表示します。 

パーシスタンスのセットアップ 

1. メニューバーの [Display 画面] →[ Persistence Setup 重ねがきの設定] を選択します。 

2. [Persistence On 重ね書きをオン] チェックボックスをオンにします。 
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3. [Color カラー]または[Analog アナログ]のどちらかを選択します。 

4. 最後のトレースを表示する場合は、[Show last trace 最新波形を表示] チェックボックスをオンにし

ます。 

5. [Saturation 飽和レベル] 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。 

6. [Persistence time 残光時間] データ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップから適切な時間を

選択します。 
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LABNOTE BOOK 

何か問題を見つけたときに重要なことは、多くの情報をそのまま保存し、再現できるようにすること

です。オシロスコープには波形、設定、表示イメージの保存機能がありますが、それらを別々に保存

するには手間となり、一部保存し忘れが後日の作業に大きく影響することがあります。LabNotebook

は現在の状態をそのまま保存して、別の担当者に引き継ぐ場合や再検証する場合に、いつでも確認で

きます。 

またレポート作成に画面キャプチャした画像にコメントや矢印などを追加できる画像エディタが搭載されていま

す。測定結果だけでは分からない測定対象物の情報や波形上の問題を書き込むことで、報告書の作成や暫く

時間が経った結果を見直す際に正しい理解を得ることができます。作成されたレポートは PDF、HTML, RTF

（リッチテキスト）形式でファイル出力することはもちろん、プリンタへの出力や電子メールでご自身のアドレスへ

レポートを送信することが可能です。 

 

LabNotebook は波形データや設定情報、画像イメージを１つのエントリとして保存ができるデータベ

ースです。このデータベースはノートブックと呼ばれ、指定ディレクトリ内にすべてのデータが保存

されます。エントリには、それらデータの他にタイトルや説明を加えて管理することができます。通

常、エントリのタイトルとして日時が使用されます。タイトルはいつでも変更することができ、プリ

ファレンスの[Prompt for Entory Title Before Saving]をオンにすると、エントリ作成時にユーザーが入

力することができます。 
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Labnotebook ダイアログ 

LabNotebook へのアクセスはメニューバーの[File ファイル]→[LabNotebook...]を選択します。 

 

 [Create 新規] 

現在状態をノートブックに保存します。保存されたデータはエントリと呼ばれ、③にエントリが

追加されます。 

 [Flashback フラッシュバック] 

フラッシュバックは保存された時と同じ状態にオシロスコープを戻すことができます。③の My 

Notebook Entries でフラッシュバックするエントリを選択して、Flashback ボタンを押します。 

 [My Notebook Entries 登録リスト] 

ノートブックに含まれるすべてのエントリがリストされます。このリスト内のエントリを選択す

ると、中央のタブに選択されたエントリのタイトルや説明が表示されます。この内容はこのタブ

の中でいつでも変更することができます。変更されたタイトルは、My Notebook Entories のリス

トに反映されます。 

 

 [Filter] 

My Notebook Entries 内のリストを日付、またはキーワードでフィルタリングすることができます。 
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レポート出力 

レポートを表示するには[View 表示]を押します。レポートをファイルに出力するには[Create 

Report レポートの作成]を押します。レポートの形式は[Format フォーマット]で選択できます。電

子メールで送信するには[E-Mail 電子メール]を押します。印刷や全てのデータ(画像イメージ、波

形ファイル、設定情報)を出力するには、[More Actions その他のアクション]を押して、それぞれ

の機能を選択します。 

 [Delete 削除][DeleteAll 全て削除] 

１つのエントリだけを削除する場合には、[Delete]ボタンを選択します。全てのエントリを削除す

るには[Delete All]を選択します。 

エントリを追加するには 

次の 3 つの方法でエントリを追加します。 

・ メニューバーの[File ファイル] → [Create NotebookEntry 登録の作成]ボタンを押すと、実行され

ます。 

 

・ LabNotebook ダイアログの[Create 新規]ボタンを押すと、実行されます。 

 

・ フロントパネルの[Print 印刷]ボタンを押すと、実行されます。 

 

注意)フロントパネルの[Print 印刷]ボタンは画面イメージの保存にも使用することができます。

Printボタンの割り当ては LabNotebook の Preference タブにある[Create Entry when Hardcopy 

Pressed]チェックボックスに指定により決まります。 

Preference タブの[Prompt for Entry Title Bevore Saving]チェックボックスが ON にすると、エントリ

追加時にタイトルと説明を入力することができます。 
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タイトルとして入力された文字列はエントリ・リストに表示されます。コメントはダイアログの 2 番

目のタブに選択状態のエントリのコメントが表示されます。 

[Title タイトル] や[Description 説明]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文

字列を入力します。入力した後、[OK] をタッチします。 

作成する場合、[Save 保存]、または[Skip スキップ]ボタンをタッチします。[Save 保存]はここで入力

したタイトルやコメントが反映されます。[Skip スキップ]はタイトルやコメントは反映されませんが、

データの保存は行われます。 

背景に画像イメージが表示された画像エディタに切り替わります。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

細情報を記入することができます。 

 

画像エディタの[Done] をタッチすると、全てのデータが保存されます。 

画像エディタ 

 

 

鉛筆ツール 

フリーハンドで描画することができます。タッチしてい

る間は１つの線として認識されます。タッチし直すと別

の線として新しい線が描かれます。一度描いた線は Done

ボタンが押されるまでは移動が可能です。ライン上にマ

ウスのカーソルがあると、移動カーソルに変化します。

移動カーソルでタッチをすると点線に変わり、線を移動

することができます。 

 

円ツール 

円を描画することができます。タッチした位置が円の中

心になり、ドラッグすると円が大きくなります。一度描

いた円は Done ボタンが押されるまでは移動や変形が可能

です。描いた線の上でタッチすると円の大きさを変形さ

せることができます。円の中をタッチすると、移動する

ことができます。 
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矢印ツール 

矢印を描画することができます。タッチした位置が線の

根元、ドラッグすると矢印の先端として線が描かれま

す。一度描いた矢印は Done ボタンが押されるまで移動や

変形が可能です。描いた線の端をタッチすると、矢印を

変形させることができます。線上をタッチすると線を移

動することができます。 

 

 

 

 

 

文字ツール 

文字を入力することができます。文字を入力したい位置

でタッチするとテキストボックスが表示されます。オシ

ロスコープにキーボードなどが接続されている場合に

は、そのまま文字を入力することができますが、Label 部

分をタッチして、バーチャルキーボードで入力すること

もできます。テキストボックスの OK ボタンを押すと、

描画エリアの点線の位置に文字が入力されます。文字の

上をタッチすると、文字を移動することができます。 

 
色の選択 

描画の色を変更することができます。色の変更は描画後

に変更することはできません。線を描く前に選択する必

要があります。 

 
削除とアンドウ 

Erase Selected を押すと、選択されている図形や文字を削
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除することができます。Erase All を選択すると描画した

全ての図形や文字を削除します。Undo は操作前の状態に

一つだけ戻します。 

 
描画の確定 

Done ボタンを押すと、レポートに付ける画像が確定しま

す。一度確定されると、一つの画像として保存され、再

編集する際に削除などは行えません。 

 

 

フラッシュバックするには 

 

フラッシュバックするエントリを My Notebook Entories リ

ストの中から選択します。 

一度登録されたエントリは My Notebook Entories の中にア

イテムのタイトルが表示されます。 

 

 

フラッシュバック 

[Flashback フラッシュバック]ボタンを押すと、選択された

エントリがフラッシュバックします。但し、データが壊れ

ているなどフラッシュバックできない場合には、フラッシ

ュバックの文字列がグレーアウトします。 

 

エントリを削除するには 

 

1 つのエントリを削除するには、[My Notebook Entories 登

録リスト]から削除するエントリを選択します。 

 

 

1 つのエントリを削除するには[Delete 削除]ボタンを押しま

す。すべてのエントリを削除するには[DeleteAll 全て削除]ボ

タンを押します。 
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エントリのタイトルや説明を編集するには 

 

編集するエントリを[My Notebook Entories 登録リスト]から

選択します。 

 

 

LabNotebook の中央のタブを選択します。 

 

[Title タイトル]や[Description 説明]をタッチして、ポップア

ップキーボードで文字列を入力します。 

注意)WaveSurfer10 では、英数字のみ対応しています。日

本語には対応していません。 

レポートを出力するには 

レポートはファイル、または電子メールで送信することができます。またオシロスコープの Windows

で登録されているデフォルト・プリンタで印刷することやエントリに保存されている波形データ、セ

ットアップ、画像データを一つのフォルダにまとめて出力することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集するエントリを[My Notebook Entories 登録リスト]から

選択します。 

[View 表示]ボタンを押すと、レポートのイメージを確認し

ながら、選択できます。 

 

また、[Multi Selection 複数選択]にチェックを入れると、複

数ファイルを選択して、一度に出力することができます。 
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出力するフォーマットを[HTML],[ RTF(リッチテキスト)], 

[PDF]から選択します。 

 

 

 

[CreateReport レポート作成]を押すと、選択したフォーマッ

トでファイルに保存することができます。ファイルダイア

ログが表示され、パスの指定やファイル名を入力すること

ができます。 

[E-Mail 電子メール]を押すと、選択したフォーマットのファ

イルが添付された電子メールが送信されます。送信先はプ

リファレンス・メニューで設定することができます。 

 

[More Actions…その他のアクション]ボタンを押し、[Print

印刷]ボタンを押すと、オシロスコープの Windows でデフ

ォルトに設定されているプリンタで印刷することができま

す。 

 

 

 

 

[More Actions…その他のアクション]ボタンを押し、[Save 

Data To データ保存先]ボタンを押すと、ディレクトリやフ

ァイル名を入力するダイアログが表示され、波形データや

画像イメージを１つのフォルダに入れたファイルを保存し

ます。 

また、[Zip]にチェックを入れると、フォルダを圧縮した Zip

ファイルが作成されます。 

 

プリファレンス設定 

 

プリファレンス設定では次のような設定が可能です。 

・ [prompt for Entry Title Before Saving 保存前にタイトルの入力を許可] 

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。 

・ [Annotate Entry Before Saving 保存する前に注釈の入力を許可] 

チェックが ON されている場合、新規作成時に簡単なグラフィック･エディタが表示され画面イ

メージ上に簡単に注釈を入力することができます。 

・ [Create Entry when Hardcopy Pressed  Hardcopy ボタンで登録を作成] 
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フロントパネルの[Print 出力]ボタンにより Labnotebook(184 ページ参照)に新規エントリが追加

されます。 

・ [Use Print Colors 白い背景で印刷] 

チェックがされている場合、画面イメージの背景を黒から白に変更します。 

また[Hardcopy Area 印刷範囲]の設定により画面イメージの範囲を指定することができます。 

・ [Attach Setup & Waveforms セットアップ情報と波形を添付] 

チェックされている場合、電子メール送信時に波形や設定情報も添付されます。 

アドバンスド設定 

 

・ [Database] 

ノートブックを指定しますノートブックは Zip 形式で保存されたデータベースです。この選択

を変更すると、[My Notebook Entries]に表示されるエントリが切り替わります。 

・ [Import Fromインポート] 

他のノートブックを選択し、現在のノートブックに選択したノートブックに含まれるエントリ

がインポートされます。別々に作成されたノートブックを一つにしたい場合などに便利な機能

です。 

・ [Start Now新たにスタート] 

新規にノートブックを作成します。 

・ [Backup バックアップ] 

現在のノートブックを USB メモリなどの外部記憶メディアにバックアップすることができま

す。 

・ [Compact 圧縮] 

現在のノートブックを圧縮し、容量を小さくすることができます。 

・ [Directory ディレクトリ] 

レポートが出力されているディレクトリを指定します。 

・ [Template テンプレート] 

XSL スタイルシートを選択して、任意のレポート形式を指定することができます。 

・ [Logo ロゴ] 

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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ユーティリティ 

概要 

ユーティリティーはオシロスコープ機能以外の設定やメンテナンスを行うことができます。ユーティ

リティ・メニューへのアクセスはメニューバーから[Utilities ユーティリティ]→[Utilities Setup…ユーテ

ィリティの設定]を選択します。 

ユーティリティーメニューには次の 7 つのタブにそれぞれ次のようなメニューが用意されています。 

・ [Utilities ユーティリティ]・・・オシロスコープのソフトウェア・アップデートやタッチパネルの調

整など 

・ [Status ステータス]・・・オシロスコープのソフトウェア・バージョンの確認やインストール済み

のオプションを表示 

・ [Remote リモート]・・・オシロスコープのリモートコントロール設定 

・ [AuxOut 補助出力]・・・AUX OUT 端子の出力設定 

・ [Date/Time 日時]・・・画面右下に表示される時刻の設定 

・ [Options オプション]・・・オプションのインストトール 

 

[Utility ユーティリティ]タブ 

 

ユーティリティータブにはハードコピー、日時の設定、システム・ステータスなどの別のタブへのシ

ョートカットやタッチスクリーンのキャリブレーションを実行することができます。 

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校正] 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。5 つの十字をタッチすると、校正が完了します。 
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1 つの十字マークを 4 か所タッチします。 

注意)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。 

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。 

 

[Status ステータス]タブ 

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/ハードウェアオプションなど、様々なシステム

情報が表示されます。 

 

Model Number 型式 

Serial Number シリアル・ナンバー 

Firmware Version オシロスコープのソフトウェアのバージョン(新しいソフトウェアに更新す

ると、この番号が変化します) 

Hardware Options ハードウェアオプションです。 

 

Software Options ソフトウェア。オプションです。 

 

Operating System Windows のバージョンが表示されます。 

Windows7 Professional 
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Processor Memory オシロスコープ内の Windows が使用しているメモリサイズを示します。 

2014 年 11 月現在, 2040 Mbyte です。 

Processor Speed オシロスコープ内の Windows が使用している CPU のスピードを示しま

す。2014 年 11 月現在 Interl Core 2 Duo CPU T7400 の 2.16G が搭載さ

れ、2×2.15G と表示されます。 

[Remote リモート]タブ 

 

WaveSurfer10 シリーズのリモート環境は TCP/IP、LXI、GPIB から選択できます。 

TCP/IP はオシロスコープに標準搭載されているイーサーネット・コネクタを使って接続します。

GPIB は USB2-GPIB オプションを別途購入する必要があります。 

[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。 

本オシロスコープはリモート通信ログをモニタリングすることができます。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。 

本オシロスコープのリモートコマンドについてはリモートコントロール・マニュアルをご参照くださ

い。 

http://teledynelecroy.com/japan/support/manu/default.asp 

注意)リモート接続は複数セッションを受けられません。例えば、WaveStudio や ScopeExplorer など

でセッションを開始した後で、ユーザーが作成したプログラムでセッションをオープンすると、接続

エラーが起こります。特に TCP/IP や LXI 接続では注意する必要があります。 

注意) WaveSurfer10 は内部校正を自動的に実行します。リモートコントロールにより外部 PC から自動

化を行う場合、信号源が出力するタイミングに合わなくなる可能性があります。内部校正は内部温度

や Volt/Div、またはサンプリング速度の変化などにより実行されます。Volt/Div はゲインによりそれぞ

れの校正データを持つため、テーブルが作られています。電源投入直後はテーブルに校正データはあ

りませんが、一度作成されれば、温度変化がない限り、データは再利用されます。初めて使用する

Volt/Div がアクイジションを開始する時点で、その Volt/Div に対する校正データが作成され、テーブ

ルに書き込まれます。サンプリング速度は 10GS/s、または 10GS/s 以下に変化す場合に実行します。

オシロスコープの内部温度が上昇した場合も自動的に実行します。内部温度上昇による校正はコマン

ド(ACAL)により停止することができますが、設定変更などによる自動校正は停止できません。また、

トリガ可能な状態を調べるには INR ステータスレジスタをクエリし、トリガレディの状態を調べるこ

とができます。 

注意) 更新速度を重視する場合、接続形式や波形の更新、設定など注意すべき点があります。PC とオ

シロスコープの間はイーサーネットのクロスケーブルを用いてギガビットで通信してください。オシ

ロスコープの波形表示の更新を"DISP OFF"コマンドで止めると、更新速度が上がります。使用してい

ない不要なチャンネルやパラメータを OFFにし、タイムベースメニューにある最大メモリを調節し

て、最小限に抑えると、更新速度が上がります。 

注意) オシロスコープの設定により、波形サンプルポイント数が変化することがあります。複数波形

を転送し、PC などで比較する場合には注意が必要です。チャンネルの設定では、低いサンプリング

http://teledynelecroy.com/japan/support/manu/default.asp
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速度時にデスキューを使用すると、サンプルポイント数が少なくなることがあります。また補間方法

で Sinx/x を使用すると、サンプル数が 10 倍に増えます。演算やズーム波形は、波形表示している範

囲だけが転送されるため、ズームの水平方向の設定により波形の一部だけが転送されます。演算で

ERES を使用すると、サンプル数が少なくなります。 

注意) リモートコマンドには、旧タイプのテレダイン・レクロイのオシロスコープと互換性を保つた

めに用意された GPIB コマンドと新しいオシロスコープの全ての機能に対応したオートメーションコ

マンドの 2 種類があります。レガシーコマンドで対応していない機能をコントロールするにはオート

メーションコマンドを使用してください。 

注意) 1 回のトリガに対するオシロスコープの処理時間は、設定やオシロスコープに搭載された

Windows の処理タイミングにより、異なります。待機時間などでタイミングを調整した場合、タイミ

ングが合わない可能性があります。*OPC コマンドや Waitコマンド、またはサービスリクエスト

(SRQ)などでフロー制御を確実に行ってください。 

注意) セミコロン”;”で複数個のコマンドを 1 度に送信できます。一度に受信できる文字数が 256 文

字です。256 文字を超える前の命令は実行されますが、それ以降の命令は無視されます。 

TCP/IP を使ったリモート通信をセットアップ 

オシロスコープをネットワークに接続する場合は、最初にシステム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、イーサーネット・クロス･ケーブルを使用して接続します。 

 

1. [Remote]タブ内で[TCPIP]通信ポートを選択します。 

2. イーサーネット・ケーブルを接続します。DHCP を使って IP アドレスを取得する場合は、ケー

ブルを挿しただけで正しい[HostName]と[IP Address]がダイアログに表示されます。固定 IP アド

レスを使用している場合には[Net Connections]ボタンを押して、[Local Area Connection]のプロ

パティを表示し、IP アドレスを設定します。 

3.  [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。セキュリティを[Yes]に設定すると[Arrow control from/コントロールを可能にする]

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。 

注意) [Secrity/セキュリティ]設定を[Yes]にした場合、[Allow control from/コントロールを可能に

する]に入力されたアドレス以外からのアクセスは拒否されます。 

LXI を使ったリモート通信をセットアップ 

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、イーサーネット･クロス･ケーブル

を使用して接続します。 
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1. [Remote/リモート]タブ内で[Control from/インターフェース]から[LXI]通信ポートを選択します。 

2. イーサーネット・ケーブルを接続します。DHCP を使って IP アドレスを取得する場合は、ケー

ブルを挿しただけで正しい[HostName/ホスト名]と[IP Address/IP アドレス]がダイアログに表示さ

れます。 

3. LXI はウェブブラウザによる表示も行うことができます。ウェブブラウザで、”http://オシロスコ

ープの IP アドレス/ ” にアクセスすると Web で確認することができます。 

 

4. また、Web ブラウザ上でオシロスコープの画像イメージを表示することができます。表示するに

は、メニューの[Utility ユーティリティ]→ [Preference Setup プリファレンスの設定]に入り

[Misecllaneous その他]タブにある[Enable HTTP Screen Capture]をオンにします。 

 

5. Web ページから IP アドレスの設定を変更することができます。IP アドレスを変更するには[Lan 

Configuration]を開きます。ユーザー名とパスワードの入力を求められます。デフォルトでは次の

ようになります。 

ユーザー名：lxi.lecroyuser 

パスワード：lxi 
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パスワードは[Lan Configuration]の中で変更することができます。変更したパスワードをデフォル

トに戻すためにはオシロスコープの[Remote リモート]タブにある[Lan Configuration Reset]ボタン

を押してください。 

GPIB(オプション)を使ったリモート通信をセットアップ 

オプションの USB2-GPIB を使って GPIB によるリモートコントロールをすることができます。

USB2-GPIB は IEEE488.2 に準拠しています。デリミタは LF+EOI を使用しています。 

 

1. オプションの USB2-GPIB を USB ポートに接続します。オシロスコープのどの USB ポートに接

続しても動作します。接続され、電源が供給されると USB2-GPIB の Ready ランプが赤く点灯し

ます。 

2. [Remote リモート]タブ内で[Control from インターフェース]から「GPIB]通信ポートを選択します。 

3. [GPIB Address]ボタンを押し、アドレスを選択します。 

注意) GPIB 製品は稀にホストコントローラとの相性により、通信が不安定になる場合がありま

す。弊社製品との接続は National Instruments 社製ホストカードを推奨します。 

リモートコントロールのデバックと通信イベントログ 

リモートコントロールのトラブルは通信ログを参照することで、問題解決に助けになります。ログは

エラー以外にもコマンドやクエリ、応答メッセージなどがタイムスタンプと共にリアルタイムで更新

されます。ログには次の情報が記録されます。 

・ PC→オシロスコープのメッセージ（Full Dialog のみ） 

・ オシロスコープ→PC への応答メッセージ（Full Dialog のみ） 

・ 接続/切断 

・ コマンド・エラー 

ログの内容はオシロスコープ再起動時に消去、または継続を選択することができます。ログに記録で

きるデータ数に限りがあるため、通常は消去をお勧めします。しかし、リモートコントロールにより

再起動の発生する場合や操作継続できない場合など、ログを確認できない場合は消去せずに、再起動

後に確認してください。またログの内容はテキスト・ファイルに保存することができます。 
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(ログ表示内容) 

 

注意)TCPIP 接続時に Securityにチェックを入れた場合、接続を許可された PC 以外からアクセスがあ

った場合、Connection refused が表示されます。 

 

(ログモード) 
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ログモードはイベントログ表示ダイアログに表示される内容を制限することができます。[Full Dialog]

はオシロスコープと PC 間の全てのメッセージを含む全てのログが記録されます。[Error Only]は接続

切断、およびコマンド・エラーだけを表示し、オシロスコープと PC 間のメッセージは表示されませ

ん。[Off]は何も記録されません。 

注意) ログモードはリモートコマンドで制御することができます。ログモードがリモート子トンロー

ル中に変更される場合は、[CHLP]、または[COMM_HELP]がリモートプログラムに含まれているか確

認してください。 

(エラーログ) 

リモートコマンドのエラーが発生した場合、Type に Error 表示されたログが記録されます。Error の

内容は Summary に表示されますが、表示できる文字数の関係から簡単な内容だけが示されます。エ

ラー部分をタッチすると、詳細ダイアログを表示することができます。 

 

(エラー表示例) 

エラー表示の基本的なフォーマットは、次のように command の次の<>に受信したコマンドが表示さ

れ、at token <>に具体的な誤り部分を示します。続く文字列は誤りの内容を示します。 

error: command <COMB 3> at token <3>: parameter cannot be interpreted by this command 

表示 内容 

parameter cannot be interpreted 
by this command 

パラメータに誤りがある。例えば COMB コマンドは

1,2,または Auto をパラメータ指定する必要があります

が、ここで 3 を入力すると at token <3>がエラーとし

て表示されます。 

illegal header path for command チャンネル指定部分のヘッダに誤りがある。2 チャン

ネルモデルの機種で C4 などが指定された場合など 

unknown or not applicable 
keyword 

指定されるキーワードに誤りがある。外部トリガ機能

が無い機器に<SCLK TTL>などのない機能を指定する

コマンドが送信された場合など 

unknown command コマンド自体に誤りがある場合。 
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注意) コマンドにより、パラメータの指定範囲を超えているコマンドがエラーにならない場合があり

ます。この場合パラメータの指定に近い値が設定されます。 

(イベントログ保存手順) 

1. メニューバーから[Utility ユーティリティ]→[Utility Setups…ユーティリティ設定…]を選択し、

[Remote リモート]タブを開きます。 

2.  [Remote リモート]タブ右側にある[Log Mode/ログモード] フィールドの内部にタッチします。 

3. ポップアップから [Off/オフ]、[Errors Only/エラーのみ]、[Full Dialog] のいずれかを選択します。

[Errors Only]の場合、送受信されるコマンドは表示されません。 

4. [Show Remote Control Log/リモートコントロールログの表示]ボタンを押すと、イベントログの

ダイアログが表示されます。ダイアログの内容を表示させながら自動更新するには、[Enable/有

効]にチェックします。 

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、 [DestFilename/エ

クスポート先のファイル名] 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/テキストでエクスポート] ボタンにタッ

チします。 

(FAQ) 

症状 チェックポイント 

 接続できない ログのダイアログを開き、ログをクリアしてから、

PC からのリモートを開始してください。

「Connection accepted…」の表示があり、途中で

「Disconnected」になっていないか確認してくださ

い。開始を確認できない場合、Control from の設定を

一度[OFF]に設定してから再度接続の設定を行ってく

ださい。 

 受信できていないコマンドがあ

る 

ログを参照し、エラーが発生していないか確認して

ください。制御フローに問題がある可能性もありま

す。「*OPC?」クエリや「WAIT」コマンドでフロー

制御を確実に行ってください。 

 更新速度が遅い 高速な通信が可能なイーサーネットを検討してくだ

さい。波形のメモリを最小に抑え、不要な演算やパ

ラメータ測定は OFF にすることで処理を軽くしてく

ださい。モニタへの表示が必要なければ、「DISP 

OFF」コマンドも検討してください。 

 別のオシロスコープに変更した

ら動作が完了しなくなった。 

ログを参照し、エラーが発生していないか確認して

ください。ソフトウェアのバージョンが大きく異な

る場合、応答文字列に違いがある可能性がありま

す。それぞれのオシロスコープで動作させた際のフ

ルログをエクスポートし、違いを確認してくださ

い。タイミングの違いが考えられる場合、ログのタ

イムスタンプを確認し、「*OPC?」クエリや

「WAIT」コマンドでのフロー制御を検討してくださ

い。 
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[Aux Output 補助出力]タブ 

WaveSurfer10 の本体背面にある AUX OUTPUT 同軸コネクタはトリガの状態、または合否判定の結

果をパルス出力できます。 

 

 

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 -- 別の機器のトリガに使用できます。パルス幅はほぼ 60~130ns

程度です。トリガの種類に関わらず、ほぼ 32ns 程度の遅延が発生します。 

 
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。 

 
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、または WaveScan の設定により、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] →[Utilities Setup...ユーティリティの設定] を選択します。 

2. [Aux Output 補助出力] タブにタッチします。 

3. 「Use Auxiliary Output For］ の下にあるボタンの１つにタッチします。 

4. [Pass/Fail 合否]を選択する場合は、[Pulse Duration] フィールドの内部にタッチし、ポップアップ/

キーパッドを使用して1 msから500 msの範囲のパルス持続時間値を入力します。 

注意) 電圧レベルは接続機器が高インピーダンス場合、3.3V、50Ω入力インピーダンスを持つ機器の

場合 1V です。 

[Data/Time 日時]タブ 

本オシロスコープには、日付と時刻を手作業で設定する機能と、日付/時刻情報をインターネットから

取得する機能があります。日付/時刻情報をインターネットから取得する場合は、背面の LAN コネク
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タを通じてオシロスコープをインターネットに接続する必要があります。タイムゾーンを設定するこ

ともできます。 

 

・ 日付と時刻を手作業で設定するには 

1.  [Hour 時, Minute 分, Second 秒, Day 日, Month 月, Year 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。 

 

2. [Validate Changes 変更を有効にする] ボタンにタッチします。 

・ 日付/時刻情報をインターネットから取得するには 

1. 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.  [Set from Internet インターネットからの設定] ボタンにタッチします。 

 

・ タイムゾーンを設定するには 

1. 初期状態のタイムゾーンは米国東海岸時間に設定されています。日本時間に変更するには

Windows の「時間と日付のプロパティ」を表示し、「Time Zone」タブから「(UTC+9:00) 

Osaka, Sapporo, Tokyo 」を選択します。 

 

[Options オプション]タブ 

WaveSurfer10 はキーコードの入力でオプションをインストールすることができます。Add Key ボタ

ンを押して、4 桁ごとにハイフン("-")で区切られた 16 個の 16 進数文字列をスクリーンキーボードで

入力します。入力が完了すると、再起動を確認するためのメッセージが表示されます。OK ボタンを

押して、再起動を行ってください。 
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オプションを購入するには 

1. メニューバーから[Utilitis ユーティリティ]→ [UtilitiesSetup…ユーティリティの設定]を選択し、

[Options オプション]タブを開きます。 

2. ScopeID と Serial#の情報をメモします。 

3. 弊社、またはご購入いただいた際の販売代理店にご購入のオプション、オシロスコープのモ

デル名、[ScopeID スコープ ID]、および[Serial#シリアル番号]をお伝えください。 

オプションをインストールするには 

1. メニューバーから[Utilitis ユーティリティ]- [UtilitiesSetup…ユーティリティの設定]を選択し、

[Options オプション]タブを開きます。 

2. 右側にある[Add Key オプションの追加]ボタンを押します。ボタンを押すと、バーチャルキー

ボードが表示されます。 

 

3. テレダイン・レクロイから電子メールで送付されたキーコードをここで入力します。 

キーコードは 0-9 および A-F の 4 桁の英数字がハイフンで接続された 16 文字で構成されま

す。 

例：  8BAA-D234-91C8-EF2C 

4. OK ボタンを押します。正常にインストールされれば、入力したキーコードとオプションが表

示されます。 
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プレファレンス 

プリファレンス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] →[Preference 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。  

[Preference プリファレンス]タブ 

 

[Audible Feedback 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。 

[Automatic Calibration 校正] 

自動校正を有効にすると、温度上昇により変化したゲインやオフセットを自動的に再校正します。実

行タイミングは捕捉が実行されるタイミングで動作します。 

注意)オシロスコープの校正情報は Volt/Div やオフセットなどにより、区分けされた校正テーブルを使

用しています。この校正テーブルは再起動により消去されます。電源投入後、初めて使用する電圧レ

ンジで捕捉を開始した時点で、1 度は校正が行われます。 

[Language 言語] 

オシロスコープのメニューで表示される言語を 9 ヶ国語から選択することができます。選択後、オシ

ロスコープのアプリケーションを再起動すると、新しい言語が有効になります。  

[Aquisition 信号捕捉]タブ 

 

[Offset Setting Constant in] 

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、0V の位置を画面に対して一定位置

に固定するか([Div 画面の位置]を選択した場合)、実際のオフセット電圧レベルとともに移動するか

([Volts 電圧値] 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] を選択した場合は、ゲイ

ンを増加したときに、0V に近い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 電圧

値] を選択した場合は、オフセット電圧近辺の波形がグリッド上に留まります。 
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注意)[Div 画面の位置]を選択した場合も [Volts 電圧値] 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電圧値になります。ただし、 [Div 画面の位置] が選択され

ている場合、電圧軸のスケールを変更すると、オフセットの位置がグリッド上に固定されているた

め、オフセットの値が変化します。 

[Delay Settiing Constant in]  

タイムベースを変更するときに遅延コントロールを使用すると、ディレイの位置を画面に対して一定

位置に固定するか([Div 画面の位置] を選択した場合)、遅延時間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ます。一方、[Time 時間] を選択すると、遅延時間を設

定したときに水平軸の中心が固定されます。 
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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、[Div 画面の位置 ] が選択されてい

る場合、時間軸のスケールを調整すると、遅延の位置がグリッド上に固定されているため、[Delay 遅

延]の値は変化します。 

 

[Email 電子メール]タブ  

 

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] →[Preference プリファレンスの設定]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 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。 
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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。 

 

[Misc その他]タブ 

 

ハードコピー時のテレダイン・レクロイ･ロゴ 

ハードコピーをしたときに TeledyneLeCroy 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] →[Preference プリファレンスの設定] 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 TeledyneLeCroy 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] 

→[Preference プリファレンスの設定] 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。 

デコードの表示位置コントロール 

シリアルデコードのデータを波形上に表示する場合に、トレース波形のすぐ上に表示[On Trace]、ま

たは[On Noisy Trace]のどちらかを選択できます。 

HTTP での波形表示 

リモートコントロールで LXI が選択されている場合に、このチェックをオンにすると、オシロスコー

プの画像イメージがウェブブラウザなどで見ることができます。 
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付録 

Windows へのアクセスと復帰 

 

 

 

オシロスコープのデスクトップにアクセスするに

は、メニューバーの [Fileファイル]→ [Minimize最小

化]、または[Windowedウィンド表示] 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、

またはウィンド化され、他のWindowsプログラム

（Windowsエクスプローラ、ペイント、Internet 

Explorerなど）を起動できるようになります。  

 

最小化されたオシロスコープ･プログラムは、ディス

プレイの右下隅に、小さなオシロスコープ画面がア

イコンとして表示されます。アイコンにタッチする

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。  

 

 

 

オシロスコープのアプリケーションを終了するに

は、メニューバーの [Fileファイル] →[Exit終了]を選

択します。 

 

再度、オシロスコープのアプリケーションを起動す

るにはデスクトップの[Start DSO]をダブルクリック

します。 

 

 

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.teledynelecroy.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。 

http://www.teledynelecroy.com/japan/support/firmware/default.asp
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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。 

 

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。 

 

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。 
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12. マイクロ・コントローラや FPGA のアップデートが必要となる場合のみ、次の画面が表示されます。

Microcontroller,  FPGA, Serial 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。全てのアップ

デートが完了したら、Close ボタンを押します。 

 

13. プログラムのインストールが終了すると、次の画面が表示されます。Finish ボタンを押すと、再起動

します。 

 



WAVESURFER10 シリーズ  

212 WaveSurfer10-OM-J 

システム・リカバリー 

WAVESURFER10 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。 

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.teledynelecroy.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。 

 

リカバリーの手順 

1. WAVESURFER10 の USB ポートにキーボード、マウスを接続 

2. 電源ボタンを押して、起動後次の画面が表示されたら、ファンクションの F11 ボタンを押す 

 

注意) 起動時に F11 の画面が表示されない場合、Acronics の起動オプションが有効になっていな

い可能性があります。この場合、Windows のスタートメニューから Acronics ソフトウェアを起

動し、右上の Tools & Utilities を選び、Acronics Startup Recovery Manager を選び Active にしま

す。これにより起動時に F11 を選択するメニューが表示されます。詳しくは Acronics起動オプシ

ョンの設定(217 ページ)を参照してください。 

3. リカバリーソフトウェアが起動され、Linux Kernel command line は Cancel ボタンを押す。(こ

の画面が無い場合もあります) 

http://www.teledynelecroy.com/
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4. メイン画面で Acronis True Image Home を選択 

 

5. Recovery を選択 

 

6. Disk Recovery を選択 
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7. リカバリーデータを選択画面が表示されます。そのまま Next ボタンを選択 

 

8. リカバリー方法の選択をします。Revcovery whole disks and partitions を選択して、Next ボタン

を押します。 

 

9. NTFS(SystemC)を選択して Next ボタンを押します。 
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10. C ドライブの設定画面が表示されます。そのまま Next ボタンを押します。 

 

注意) Specify recover settins of Patition C の Partition location(required)で Not selected と表示されて

いる場合には New location を選択し、NTFS の選択で System D:を選択します。 

11. 確認画面が表示されます。Procede ボタンを押します。リカバリーが開始されます。 

12. リカバリー後、リカバリーが終了したことを知らせるメッセージボックスが表示されます。リカ

バリーのメニューから抜けるため、ダイアログの×印をクリックし、再起動します。 

 

13. オシロスコープが再起動された後、標準的な設定が行われた後、オシロスコープのアプリケーシ

ョンが立ち上がります。一度[File] - [Exit]を押して、アプリケーションを終了します。デスクト

ップにある[Click Me]アイコンを選択して、オシロスコープのソフトウェアをインストーラーに

したがって、プログラムをインストールします。インストールの仕方はファームウェア・アップ

グレードを参照してください。（209 ページ） 

 

（また、この時点で、You must restart your computer to apply these change と表示される可能
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性があります。ここでは無視します） 

14. オシロスコープのソフトウェアのインストールが終了すると、再起動させます。 

15. 再起動中に Windows Activation の画面が表示されます。インターネットに接続して、アクティ

ベーションを行ってください。 

16. 再起動後、オシロスコープの画面から File-Minimize を押し、最小化してから Windows ボタンを

押して、Computer を右クリックして、ポップアップから Properties を選択します。 

 

17. Computername の部分で Change settings を選択し、システムプロパティを開きます。 

 

18. Change ボタンを押して、Computer name を本体背面に書かれている LCRY からはじめるシリ

アル番号を入力します。入力後、OK ボタンを押します（System Properties も同様） 
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19. 再起動します。 

20. Windows Update を実行して、Windows を最新の状態にします。 

Acronics 起動オプションの設定 

オシロスコープの電源をオンにし、Windows が起動するまでの間に”Starting Acronics Loder 

…”と表示されない場合があります。Acronics の設定で無効になっている可能性もあるため、以下の

手順で確認、および有効に変更してください。 

1. オシロスコープのメニューからファイル[File] →[Minimize]を選択し、Windos 画面を表示します。 

2. スタートメニューから All Programs→Acronics True Image Home→Acronics True Image Home を起

動します。 

3. Acronics True Image Home の右上の Tools & Utilities をクリックします。 

 

4. Acronics Startup Recovery Manager をクリックします。 

 

5. 次のように Active と書かれたポップアップが表示された場合、Active を選択します。これにより起動

時に F11 を選択するメニューが表示されます。 
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Active ではなく、次のように Deactive と表示される場合には、既に有効に設定されています。

このまま終了し、起動時の画面を再度ご確認ください。 

 

Windows の日本語化について 

WAVESURFER10 シリーズは Windows7 Embededded  Standerd 英語版が搭載されています。（2014

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 ファイル] →[Minimize 最小化]を選択し、Windos

画面を表示します。 

２． Start – Control Panel を選択し、”Clock, Language and Region ”, “Region and Language”のア

イコンをダブルクリックします。 

３． Regional Options タブでフォーマットを日本語にします。 
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４． 日本語でのキーボード入力をする場合には Keyborad and Languages タブに移り、 Change 

Keyborad ボタンを押します。 

５． 新しく開かれた入力言語設定のダイアログ中で Add ボタンを押し、Input Language から

Japanese  IME を選択し、OK ボタンを押します。日本語の入力でデフォルトにしたい場合は

Default input language を Japanse に設定します。OK ボタンを押してダイアログを閉じます。 

 

 

 

Unicode を使用していないプログラム（オシロスコープのソフトウェアは Unicode に対応していま

す）は文字化けを起こすことがあります。Administrative タブの Language for non Unicode 

programs を Japanse に変更して、改善することができます。
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ネットワークへの接続 

オシロスコープに標準装備された 10/100/1000 Base-T Ethernet ポートを通じて、高速かつ簡単にネッ

トワークに接続することができます。本オシロスコープでサポートされる DHCP (Dynamic Host 

Configuration Protocol) では、ネットワークにファイアウォールが存在しない場合に、ネットワーク･

ケーブルをオシロスコープの Ethernet ポートに差し込むだけで、ネットワーク･アドレスが自動的に

割り当てられます。  

ネットワークにファイアウォールが存在する場合は、Windows の一般的なセットアップ･ルーチンを

使用し、ネットワーク管理者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。 

注意) 長い時間インターネットに接続していない機器をインターネットに接続する場合、Windows 

Update が起動されることにより、動作が遅くなることがあります。 

アンチウィルスソフトウェアは Windows7 Professional(英語版)上で動作する製品をお選びください。

オシロスコープに ESET NOD32（キヤノン IT ソリューションズ）の評価版が付属しています。ESET 

NOD32 をインストールするにはオシロスコープのメニューバーから[File ファイル]→[Minimize 最小化]

をタッチして、Windows デスクトップにある"eset_nod32…"のショートカットを起動してください。

継続して使用する場合はライセンスが必要になります。ライセンスは、キヤノン IT ソリューションズ

株式会社からご購入いただけます。 

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.teledynelecroy.com/dsosecurity を参照してください。 

 

外部モニタのセットアップ 

WaveSurfer10 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 209 ページを参照） 

2. タスク･バーのシステムトレイ領域内の Intel ®モニタ･アイコンをクリックします。 

 

3. Intel® Graphics Media Accelerator Driver ポップアップから [ Graphics Properties… ]を選択しま

す。 
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注意) 外部ディスプレイの接続により、オシロスコープの解像度設定が変更される可能性がありま

す。デュアル・ディスプレイの設定から拡張ディスプレイ表示に変更し、General Settings の中で

Resolution（解像度）を 800×600 に変更して戻します。 

4. プロジェクタなどオシロスコープと同じ画像を表示する場合には、[Operating Mode]を[Clone 

Displays]を選択し、デスクトップを拡張し、表示領域を広げるためには[Extended Desktop]を指

定します。Extended Desktop では Primary Display として[Notebook]を選択してください。 

 

5. [ Display Setting] ダイアログ･ボックスで各ディスプレイの表示モードを選択します。外部モニ

タは[Minitor]を選択して、分解能(Resolution)を調整します。 

 

 

フリーソフトウェアの紹介 

弊社ウェブページにはユーザーの作業を助けるいくつかのフリーソフトウェアが提供されます。次

のアドレスからソフトウェアをダウンロードできます。 

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

WaveStudio 

WaveStudio は PC 上で動作するアプリケーションです。WaveStudio には次のような特徴がありま

す。 

 オシロスコープからの波形データの転送、および保存 

 バイナリ保存された波形を表示するビューアー 

オシロスコープとオフラインで保存された波形を確認できます。 
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 ビューアーで読み込んだ波形のカーソル測定や簡単なパラメータ測定 

 画像イメージの転送、および保存 

 オシロスコープのリモートコントロール 

オシロスコープと同じフロントパネルが PC 上で表示され、PC からリモートコントロールするこ

とや画像イメージ内をクリックして、タッチパネルでの操作と同じことが行えます。 

 オシロスコープのハードディスクに保存されたファイルのリモート転送 

 設定情報の送受信 

 ターミナル機能 

リモートコマンドの送受信がターミナル上で行えます。これはプログラムを作成する前にコマン

ドを確認するのに便利な機能です。 

 WaveSurfer10 との接続は TCP/IP, USBTMC, GPIB などが選択できます。 

注意) USBTMC は事前に National Instruments 社の VISA をインストールする必要があります。 

ActiveDSO 

ActiveDSO はオシロスコープのプログラミングを簡単にする ActiveX 形式のミドルウェア・ソフトウ

ェアです。ActiveDSO はリモートコントロールする PC 側にインストールし、Excel、VB、VC++、

LabView, Matlab などで利用することができます。リモートコマンドの送受信以外にも波形転送コ

マンドが用意されています。波形転送はバイナリ形式で転送され、ActiveDSO 側で電圧データに変

更することができるため、高速で簡単な操作を可能にします。ActiveDSO を使ったサンプルはイン

ストールプログラムに含まれています。ActiveDSO をインストール後、Windows のスタートボタン

から[Program files]→[LeCroy] →[ActiveDSO] →[Exsample]から目的のサンプルを開くことができま

す。また、ActiveDSO のプログラムにインストールされている以外にも弊社ウェブページからサン

プルをダウンロードすることができます。 

http://teledynelecroy.com/japan/solutions/program/sampleprogram/default.asp 

NIST トレーサビリティ証明書 

標準構成品に含まれる NIST トレーサビリティ証明書には、出荷検査時のデータが含まれます。 

このデータはバンド幅とフラットネス、リニアリティ、ノイズ、時間軸精度の試験データが含まれま

す。仕様のあるものは Specification 列に値が示されます。 

 [バンド幅とフラットネス Bandwidth and Flatness] 

バンド幅の試験は入力カップリングを 50Ω、10mV,100mV の電圧レンジで測定します。入力信

号はオシロスコープのバンド幅とほぼ同じ周波数、振幅はフルスケールの 70%程度を入力しま

す。測定結果は 20log(結果の振幅／入力の振幅)dB で示されます。 

WaveSurfer10 は周波数に対して、ゲインはほぼ一定ですが、高周波になるに従い、若干上下す

ることがあります。フラットネス試験は周波数をエリアごとに分け、それぞれのエリアでゲイン

仕様を定めています。データの A,B,C,D はエリアを表しています。A は 0Hz～200MHz、 B は

200MHz～500MHz、C は 500MHz～1000MHz、D1000MHz～2000MHz でエリア分けされ、そ

れぞれ下限、上限の仕様を設けています。試験では周波数を変化させ、エリア内で仕様範囲を超

えないことをチェックします。結果の表には合否判定結果と-3dB に落ちるまでの周波数が記述

されます。 

 [リニアリティ Linearity Tests] 

リニアリティ試験は入力インピーダンス、漏れ電流、ゲイン精度について試験を行います。 

http://teledynelecroy.com/japan/solutions/program/sampleprogram/default.asp
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入力抵抗(Input Impedance Measurements)はカップリングやレンジを設定後、BNC コネクタに

マルチメータを接続し、抵抗値を測定します。測定結果は抵抗値(Ω)です。 

漏れ電流(Measurements of Volgate Produced by Input)はカップリングやレンジを設定後、BNC

コネクタにマルチメータを接続し、電圧値を測定します。単位は mV です。 

ゲイン精度(Input Gain Measurement)はカップリングやレンジを設定後、BNC コネクタにマルチ

メータと DC 電圧源を接続します。DC 電圧源からの出力をマルチメータとオシロスコープでの

測定値と比較します。オシロスコープは mean パラメータにて測定します。結果はオシロスコー

プの mean で測定した値からマルチメータの値を差し引きます。得られた値は、フルスケール

（Volt/Div の設定値を 8 倍にしたもの）に対しての割合(％)で評価します。 

  [ノイズ試験 Noise Tests] 

Auto トリガで捕捉した無入力時の波形を sdev パラメータで測定し、評価します。 

 

 [時間計測精度 Time Measurement Accuracy] 

10MHz の信号を入力し、タイムベースの設定を 500ms/Div、MaxSample Pints を 1.0MS にしま

す。サンプリング速度は 200KS/s 程度のため、エリアジングした波形が表示されています。エ

リアジングされた波形が 100Hz 以下(10MHz の 10ppm が 100Hz)であれば使用範囲内になりま

す。 

 

 [外部出力 Auxiliary output] 

プローブ校正用の CAL 端子から出力されている矩形波の電圧を測定し、ハイレベルが 0.988V

以上、ローレベルが 0.005V 以下であることを確認します。 
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製品の修理 

修理の必要が生じた製品は、テレダイン・レクロイ・ジャパン株式会社、または担当の代理店にご

返却ください。保証期間内の製品に関しては無償で修理いたします。保証期間を過ぎた製品に関し

ては、弊社修理規定による修理費を請求させていただきます。 

お預かりから納品まで 

 ご依頼は Web、または E-mail にて承ります。 

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

Email：repair.jp@teledynelecroy.com 

製品番号と不良の内容をご確認ください。故障の判断が難しい

場合、故障診断(225 ページ)を参考にしてください。 

注意)保証期間は弊社販売履歴より判断します。 

 弊社サービス窓口 担当者よりご連絡させていただきます。弊

社から梱包箱をお届けする引き取りサービスもございますの

で、サービスをご要望の方はご相談ください。 

お急ぎの方は、申し込み時のフォームにご記入の上、印刷した

ものを現品添付してご発送ください。 

 

 

 

 

 

お預かりしてから 1 週間以内に診断結果を報告します。有償修

理の場合は、合わせて見積書をご案内させていただきます。診

断が難航し見積書提出までに 1 週間以上を要する場合や症状が

表れていない時などにつきましても、1 週間以内に途中経過を

報告いたします。 

注意)見積書ご確認の際はお支払条件をご確認ください。弊

社販売代理店でも修理依頼を承ります。 

 見積書承認欄への署名や注文書を弊社へ頂いた時点で作業着手

となります。 

キャンセルの場合、診断料や送料を含む費用の請求はございま

せん。診断のため、分解していることがあり、復旧までにお日

にちをいただきます。 

 作業完了後、ご指定の場所へ返却いたします。お申し込み時に

E-mail アドレスをご記入いただきますと、納品時に発送伝票番

号をお知らせします。 

ご請求先と返却先が同じ場合、納品時に請求書を合わせてお送

りします。請求先が異なる場合や代理店を通して修理をご依頼

いただいている場合は、後日請求書を指定先にお送りします。 

 

修理校正のお申込み 

お預かり・発送 

診断及び見積のご案内 

キャンセル 作業着手 

作業完了～納品 

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

テレダイン・レクロイジャパン株式会社 サービスセンター 

〒183-0006 東京都府中市緑町 3-11-5 芳文社府中ビル 3F 

TEL: 042-402-9401  FAX: 042-402-9583 

E-mail: repair.jp@teledynelecroy.com 

【修理を依頼する前にご確認いただきたい情報】 

・型式、シリアル番号 

・症状 

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

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

件をお知らせください) 

・発生頻度 

故障診断 

Case1．電源を入れた時のトラブル 

症状 診断 

起動時に TeledyneLecroy のロゴまで表示しない 

具体的な症状 

 何も動作しない 

 ファンは回っているが何も表示されていな

い 

 ブザーが鳴り、立ち上がらない 

別の電源に接続し、電源ケーブルが確実に接続

されているか確認してください。 

症状が改善しない場合は、故障が考えられま

す。弊社サービスセンターに修理を依頼してく

ださい。 

TeledyneLecroy のロゴまで表示するが、オシロ

スコープのソフトウェアまで起動しない 

具体的な症状 

 ブルースクリーンが表示される 

 再起動が繰り返される 

 No hardware detected と表示される 

 No Authorized to run on this system と表示

される 

 System file Missing と表示される 

 Windows は起動するが、オシロスコープの

ソフトウェアは起動しない 

USB メモリや USB ハードディスクなどのリムー

バブルメディアが接続されていないか確認して

ください。起動時に外部メディアを取り外して

ください。 

再起動しても状態が変化しない場合、システム

リカバリーをお試しください(212 ページ参照)。 

注意)システムリカバリーをすると、C ドライ

ブの全てのデータが消去します。 

症状が改善しない場合は、故障が考えられま

す。弊社サービスセンターに修理を依頼してく

ださい。 
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Case2. 起動後のトラブル 

症状 診断 

 信号を入力していないにもかかわらず、全

チャンネルで正弦波のようなシミュレーシ

ョン波形が表示される 

システムリカバリーをお試しください(212 ペー

ジ参照)。 

注意)システムリカバリーをすると、C ドライ

ブの全てのデータが消去します。 

症状が改善しない場合は、故障が考えられま

す。弊社サービスセンターに修理を依頼してく

ださい。 

 メッセージバーのアクイジション・ステー

タスに Acquiring が表示されたまま終了しな

い 

 No signal available が表示される 

初期設定に戻してから、もう一度お試しくださ

い。メニューバーの[File ファイル] →[Recall 

Setup セットアップ情報の呼び出し] を選び、

[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すると、初期設定

に戻すことができます。 

症状が改善しない場合は、[File] – [Exit]でオシロ

スコープのソフトウェアを終了し、D:\Setup フ

ォルダにある CurrentNvl や CurrentPnl を一度削

除してから、オシロスコープのソフトウェアを

起動してください。 

注意)この 2 つのファイルを削除すると、メモ

リ保存された設定が消去されます。 

症状が改善しない場合は、最新のファームウェ

アをインストールしてください(209 ページ参

照)。 

上記全てをお試しいただき、症状が改善しない

場合は、故障が考えられます。弊社サービスセ

ンターに修理を依頼してください。 

 特定の操作が設定できない 

 動作がおかしい 

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

D:\Setup フォルダにある CurrentNvl や

CurrentPnl を一度削除してから、オシロスコー

プのソフトウェアを起動してください。 

注意)この 2 つのファイルを削除すると、メモ

リ保存された設定が消去されます。 

症状が改善しない場合は、最新のファームウェ

アをインストールしてください(209 ページ参

照)。 

上記全てをお試しいただき、症状が改善しない

場合は、故障が考えられます。弊社サービスセ

ンターに修理を依頼してください。 

 付属のパッシブプローブや高圧プローブを

使って測定された波形が小さい 

プローブ減衰率の自動判定機能が機能していな

い可能性があります。プローブが接続されてい

る状態と外した状態で、プローブ減衰率が変化



基 本 操 作 マ ニ ュ ア ル  

WaveSurfer10-OM-J   227 

するか確認してください(39 ページ参照)。 

 

 波形に大きいノイズが表示されるようにな

った 

オシロスコープのチャンネル入力端子に接続し

ているケーブルやプローブを全て取り外し、症

状が改善されるか確認してください。また他の

チャンネルを問題のチャンネルと同じ設定にし

た場合、違いがあるか確認してください。 

特定のチャンネルに大きなノイズが表示される

場合、症状が改善しない場合は、故障が考えら

れます。弊社サービスセンターに修理を依頼し

てください。 

 トリガはかかるのに、トリガ位置に波形が

見当たらない 

サンプリング速度が低い場合、トリガに対応す

る波形が粗いサンプリングのため、捕捉されて

いない可能性があります。Time/Div を短い時間

に設定して該当する波形があるか確認してくだ

さい。 
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仕様 

仕様は WaveSurfer10 製品カタログをご参照ください。製品カタログは弊社ウェブページからダウン

ロードすることができます。 

http://teledynelecroy.com/japan/pdf/cata/ws10-catalog.pdf 

注意)スペックは予告無しに変更される場合があります。 
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