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はじめに 

この基本操作マニュアルでは、WaveSurfer4000 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・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。  
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安全上のご注意 

このセクションでは、機器を適切かつ安全な状態で動作させるために注意すべき情報や警告を述べていま

す。ここで述べる安全対策だけでなく、一般的な安全手順にも従ってください。 

安全に関する記号 

機器のフロントパネルまたはリア・パネル、あるいは本マニュアルに、以下の記号または用語が表示されて

いる場合は、重要な安全上の危険を警告しています。 

 

この記号は警戒が必要なことを示しています。けがや機器への損傷を防止する

ために、付属の情報やドキュメントを参照してください。 

 
この記号は感電の危険性を警告します。 

 
この記号は測定グランド接続を示します。 

 
この記号は安全グランド接続を示します。 

 

この記号が付いているスイッチは、オン/スタンバイ・スイッチです。このス

イッチを押すと、本製品の状態が動作モードとスタンバイ・モードの間で切り

替わります。このスイッチは電源を切断するものではありません。機器への電

源を完全に遮断するには、スタンバイ状態になってから、電源コードを AC コ

ンセントから抜く必要があります。 

 
この記号は"交流"を示します。 

注意 

「注意」は潜在的な危険を示します。指示に従わないと機器に損傷を与える可

能性がある手順、行為、状態に対する注意を促します。「注意」が示されてい

る場合は、現在の状態を完全に理解し、すべての条件に適合しない限り、先に

進んではなりません。 

警告 

「警告」も「注意」と同様に潜在的な危険を示します。ただし、「注意」が機

器への損傷を警告するのとは異なり、「警告」はけがや死亡を含む人体への被

害を警告します。この場合も、現在の状態を完全に理解し、すべての条件に適

合しない限り、先に進んではなりません。 

CAT I 

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

コープのフロントパネルの測定用端子に適用できます。CAT I 定格端子は、測

定値を取り込んで過渡電圧を適切な低レベルに制限するソース回路にしか接続

してはなりません。 
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動作環境 

この機器は屋内での使用が想定されています。清潔で乾燥した場所で使用してください。本製品を使用する

前に、動作環境が次の条件の範囲内に維持されていることを確認してください。 

温度：0 ～ 50℃ 

湿度：温度が摂氏 31℃までの場合は最大相対湿度 90%(40℃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。 
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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。 

 

 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 150 W(150 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

 警告 

感電注意！ 
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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。 

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。 

消費電力 

4CH モデルに全てのアクセサリが接続された場合の最大消費電力は 150W です。通常の消費電力は 90W で

す。 

校正および最新状態の維持 

月に一度は[Utilities]→[Preference]を開き、[Calibration]タブにある[Calibration All]を実行してください。毎年

1 回、弊社校正施設で校正(キャリブレーション)を実施することをお勧めします。 

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。 

 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することや患者の検査に

使用しないでください。 
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たとえば、本体に損傷が認められる場合や輸

送中に振動や衝撃を与えた場合に安全装置が

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。 

ウィルス対策 

WaveSurfer4000 シリーズは WindowsCE を搭載し、システム領域は書き込みを禁止しています。ウィルス

対策用ソフトウェアをインストールする必要はありません。 

スクリーン保護フィルム 

WaveSurfer4000 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。 

WaveSurfer4000 シリーズのタッチパネルについて 

WaveSurfer4000 シリーズから静電式タッチパネルが採用されています。静電式はアースから浮いていない

一定の面積がある導体で触れる必要があります。画面に触れる先端部が太く伝導性のスタイラスペン以外は

認識されない可能性があります。またユーザーがアースから完全に浮いている状態になると認識されない可

能性があります。
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オシロスコープの納入時 

すべてのものが揃っていることを確認してください 

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

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 [Support]→[About] にタッチします。 

 

2. 下に表示されるメニューにある Hardware Option や Software Options を確認してください 

 

ハードウェア･オプション 

AFG: ファンクションジェネレータ  
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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 

I2C I2C バス･トリガ・デコー

ド 

UART UART、RS232 トリガ･

デコード 

SPI SPI バス･トリガ･デコー

ド 

MSXX 16 チャンネル・デジタ

ル入力。16 チャンネ

ル・リードセット付属 

CANi CAN バス･トリガ･デコー

ド 

LIN LIN バス･トリガ･デコー

ド 

CAN_FD_TD CAN FD バス・トリガ・

デコード 

FLX FlexRay バス・トリ

ガ・デコード 

I2S_TD オーディオバス・トリ

ガ・デコード 

PWR_ANALYSIS 電源解析オプション 

注意) WS4K-AUTO は CAN, LIN,の３つのキーコードが追加されます。WS34K-EMB オプションは

I2C, SPI, UART の３つのキーコードが追加されます 
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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・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。

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

 

A. 12.1 インチ･タッチスクリーン (800× 

B. フロントパネル(13 ページ参照) 

C. GND と CAL 信号出力端子(208 ページ参

照) 

D. USB 3.1 ポート 

E. 16 チャンネル・デジタルリード入力(143

ページ参照) 

F. チャンネル入力(42 ページ参照) 

G. 電源スイッチ(11 ページ参照) 

H. 回転/チルト･フット(11 ページ参照)
 

 

背面 

 

A. MicroSDHD カード 

B. 外部トリガ入力(62 ページ参照) 

C. AUT OUT トリガアウト出力

(224 ページ参照)、PassFail(131

ページ参照) 

D. FG 出力ポート 

E. HDMI ポート 

F. イーサーネット・ポート(200 ペー

ジ参照) 

G. USBTMC ポート(202 ページ参照) 

H. USB ポート 

I. AC 電源コネクタ 

J. セキュリティロック 
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設置 

設置場所は両側面、通気孔を塞がないように背面に 15cm 程度の隙間が必要です。また、

WaveSurfer4000HD シリーズは非常に軽いため、安定した平らな場所に設置してください。 

 

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。 

注意)[Utilities]→[Preference Setups…]の Power on AC 設定により、AC 電源を ON にしたタイミングで起動

することができます。但し、ON の前に十分に AC 電源を OFF にする時間が必要です。瞬間的な OFF は認

識されない可能性があります。 

注意）オシロスコープを起動する前にチャンネルやトリガ入力に大きな信号を入力しないでください。 

テレダイン･レクロイのロゴが表示され、BIOS が起動します。 

 

Xstream アプリケーションが起動します。 

 

 

電源オフ 

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、電源オフしてくだ

さい。 
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注意) 電源スイッチを押して、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。 

注意)工場内で全ての機器をブレーカーで OFF するときなど、AC 電源を抜いて OFF にすることができま

す。最後の設定は保存されません。 

注意）ディスプレイのメニューからシャットダウンしない場合、最後の状態が正しく保存されない場合があ

るため、再起動時にパネル情報が読み込めないエラーが発生することがあります。 
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フロントパネルの操作 

WaveSurfer4000HD 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。 

 

Trigger、Horizontal、Vertical の文字列は LED バックライトが埋め

込まれています。現在選択されているチャンネルやソース信号のチ

ャンネル色に合わせて LED の色が変化します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursor、Adjust 文字列は LED が埋め込まれています。下のノブに

対応する機能が有効になっている場合、LED が点灯します。 

 

次は WaveSurfer4000HD 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・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。 

 

電圧感度を調整する[V-mV]と書かれた[Volt/Div]・[Offset オフセット]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。 

CH1~CH4・Zoom・Digital 波形の選択はフロントパネルのボタン、または画面上のディスクリプタラベルを

選択します。Math や Mem は画面のディスクリプタラベルで選択することができ、波形が選択されると、フ

ロントパネルに埋め込まれた LED で確認することができます。 

 

[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。電圧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。感度調整用(Volt/Div)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 (微調整が選択されている場合、ノブ下の Variable LED が点灯

します)。 

 

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。 
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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(218 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 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]・[Memory メモリ]波形が選択されている場合に

時間軸調整用(Time/Div)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。 

 

WaveSurfer4000HD 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。WaveSurfer4000HD

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、ディレイの時間、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(219 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 Roll モードに自動的に移行する場合があります。 

(Roll モードは 52 ページを参照してください) 
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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]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。 

タイムアウト時間は Time/Div の設定により変化します。ほぼ Time/Div×10 より若

干長い時間でタイムアウトします。 

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 
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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(58 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。 

シングルトリガやノーマルトリガでは、遅延(Delay)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)。 

・ [DefaultSetup]ボタン－工場出荷時の状態に設定を戻します。 

・ [TouchScreen]ボタン－タッチスクリーンのオン･オフをコントロールします。このボタンが点灯してい

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

このボタンは常に点灯(ON)または消灯(OFF)のどちらかの状態になります。 

・ [Save/User]ボタン－ ボタンに対応する機能を任意に設定できます。メニューバーの[Utility] –[Front 

Panel Setup…]で設定することができます。 

調整、およびカーソルノブ 

調整ノブは設定ダイアログ内の値コントロールの調整、またはカーソルの移動に使用することができます。

値の調整は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。COASE

ノブを回すと、変化のステップが大きく、FINE ノブを回すと、変化のステップが小さく変化します。 
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カーソルとして使用する場合には、Cursors Type ボタンなどでカーソルを選択した後にノブを回します。 

・ このノブを回してカーソルの位置を調整します。左右のノブはそれぞれ左右のカーソルに対応していま

す。ノブはボタンになっています。ノブを押すと、グリッドの 25%、75%のデフォルト位置に設定され

ます。 

・ [Cursors 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 

テレダイン・レクロイのオシロスコープは以前からタッチパネルを中心にしたユーザインターフェースを提

供してきました。しかしこれはマウス操作をタッチパネルに応用した単純な操作でした。One Touch MAUI

はスマートフォンやタブレットで使用されるタップ、ドラッグ、スワイプを取り入れ、より複雑な操作を可

能にしました。 

・スワイプ：特定の選択対象を持たずに、画面に置いた指を掃くように動かす動作です。リスト内や画面

をスクロールさせるときに使用します。 

⚫ 表示の ON 

チャンネルのディスクリプタボックスの右側に白い点線で囲われた"+"のボックスが配置されます。このボ

ックスにチャンネル・パラメータ・演算・ズーム・メモリのいずれかをドラック＆ドロップで落とすことによ

り、非表示になっているアイテムが１つ追加表示されます。また直接"+"ボックスにタップすると、追加アイテ

ムを選択するポップアップメニューが表示されます。 

 

⚫ コピー 

同じ種類のアイテム間でドラック＆ドロップすると、設定のコピーが実行されます。チャンネル・演算・

パラメータは設定をコピーすることができます。 

 

⚫ ソースの設定 

種類の異なるアイテム間でドラック＆ドロップすると、ドラックしているアイテムをドロップ先のアイテ

ムのソースに設定します。演算・パラメータ・ズーム・トリガをドロップ先に設定できます。また画面下

に表示されるダイアログのソース設定にドロップすることも可能です。波形の保存や WaveScan、デコー

ドなどソース設定はほぼドラック可能です。 
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⚫ パン････波形の一部をタッチし、水平や垂直に移動 

 

⚫ 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やカーソルの移動 

 

⚫ カーソルの配置････X カーソルの値をディスクリプタラベルや波形にドラック＆ドロップすると、対象

の波形にカーソルが移動します。ズームや FFT・トレンドなど X 軸のスケールが違う波形への移動が簡

単になります。絶対カーソルの場合波形の中心、相対カーソルは 2.5Div、7.5Div の位置にカーソルを配

置します。 
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⚫ トリガレベルの移動 

 

 

WaveSurfer4000HD 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。 

 

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。 

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。 

 



WAVESURFER4000HD シリーズ  

24 WaveSurfer4000HD-OM-J  

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。 

 

 

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。 
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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。Windows のファイルブラウザとはツリーの構造が異なります。microSD カー

ドは Storage Card、USB メモリなどは USB Disk を選択してください。 

 

波形コントロールの Folder/File ブラウジング･コントロール 
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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(27 ページ参照) 

• 波形表示エリア(30 ページ参照) 

• ディスクリプタラベル(33 ページ参照) 

• ダイアログ(36 ページ参照) 

• メッセージ･バー(37 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。WaveSurfer4000HD のソフトウェア･オプションであるシリアル･デコードオプションは[Analysis 解析]

のサブメニューとして表示されます。 
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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。 

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。 

メニューバー 

メニュー サブメニュー 説明 

File Save LabNotebook… LabNotebook 保存設定メニューを表示 

Save Waveform… 波形の保存 

Save Setup… 設定保存メニューを表示 

Save… 保存メニューを表示 

Recall LabNotebook… LabNotebook 読み込みメニューを表示 

Recall Wavform… 波形読み込みメニューを表示 

Recall Setup… 設定読み込みメニューを表示 

Recall… 読み込みメニューを表示 

File Sharing Email 送信メニューを表示 

Print Setup… プリント設定メニューを表示 

Print Now プリントの実行 

Shutdown シャットダウン 

Vertical Channel 1 Setup… Ch1 設定メニューを表示 

Channel 2 Setup… Ch2 設定メニューを表示 

Channel 3 Setup… Ch3 設定メニューを表示 

Channel 4 Setup… Ch4 設定メニューを表示 

Digital 1 Setup… Digital1 設定メニューを表示 

Digital 2 Setup… Digital2 設定メニューを表示 

Channel Setup… アナログチャンネル設定のサマリを表示 

Auto Setup トリガに設定しているチャンネルに対して入力信号

から垂直軸と水平軸のスケールを最適化します 

Channels Status… 捕捉設定状態を表示 

Timebase History ヒストリ機能メニューを表示 

Horizontal Setup… 水平軸の設定メニューを表示 

Auto Setup トリガに設定しているチャンネルに対して入力信号

から垂直軸と水平軸のスケールを最適化します 

Acquisition Status… 捕捉設定状態を表示 

Trigger Trigger Setup… トリガ設定メニューを表示 
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Stop トリガモードを Stop に変更 

Auto トリガモードを Auto に変更 

Normal トリガモードを Normal に変更 

Single トリガモードを Single に変更 

Auto Setup トリガに設定しているチャンネルに対して入力信号

から垂直軸と水平軸のスケールを最適化します 

Acquisition Status… 捕捉設定状態を表示 

Display Display Setup… 画面設定メニューを表示 

Persistance Setup… パーシスタンス設定メニューを表示 

Single Grid シングルグリッドに固定 

XY Grid XY 表示に固定 

XYSingle Grid XYSingle 表示に固定 

Auto Grid Auto 表示に設定 

Cursors Cursors Setup… カーソル設定メニューを表示 

Off カーソルをオフ 

Horizontal(Time) Horizontal カーソルを有効 

Vertical(Amplitude) Vertical カーソルを有効 

Horizontal + Vertical Both カーソルを有効 

Measure Measure Setup… 計測メニューを表示 

Off 計測を無効 

Statics On 統計値を表示 

Histicons On 非ストアイコンを表示 

Math Math Setup… 演算メニューを表示 

F1 Setup… F1 演算メニューを表示 

F2 Setup… F2 演算メニューを表示 

Zoom Setup… ズーム設定を表示 

Memory Setup… 波形メモリ設定を表示 

Math Status…. 捕捉設定状態を表示 

Zoom Status… 捕捉設定状態を表示 

Memory Status… 捕捉設定状態を表示 

Analysis Power Analysis… （オプション）電源解析メニューを表示 

WaveScan… WaveScan メニューを表示 

Serial Decode… デコードメニューを表示 

Pass/Fail Setup… 合否判定メニューを表示 
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PF Test On 合否判定を有効 

Analysis Status… 捕捉設定状態を表示 

Utilities 
Setup 

Utilities Setup… ユーティリティメニューを表示 

Disk Utilities… ディスクユーティリティメニューを表示 

Front Panel Setup… Save/User キーの機能割り当てメニューを表示 

Execute User Action Front Panel Setup メニューで設定された機能を実

行 

Calibration Setup… 内部校正機能メニューを表示 

Preference Setup… プリファレンスメニューを表示 

Wave Source… （オプション）FG 機能メニューを表示 

Support Tell Teledyne LeCroy テレダイン・レクロイへのメール送信 

About… ステータス表示 

 

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(190 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。 
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• 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。 

 

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(219 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。 
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• 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。 

 

 

ラベル 

波形にはそれぞれラベルを表示させることができます。ラベルはユーザ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・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。  
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3. ポップアップ内の [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の調整

[Horizontal Position]、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。 

 

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 

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) 
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  帯域制限 

  反転 

(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) 

 

• 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。 

 

 

 

演算(F1,F2)、ズーム(Z1,Z2,Z3,Z4)、メモリ

(M1,M2)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・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。 

 

デジタル波形のディスクリプタラベルはサン

プリング速度やメモリ長が示されます。 
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(ロールモード) 

(シーケンスモード) 

 

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。 

 

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。 
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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。 

 

・ 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。 
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・ 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から調整することができます(209 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。 
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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(48 ページ参照)、History モード(56 ページ参

照)、WaveScan(121 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。高速波形更新モード時に並列して動作していますが、History モードの波形保存数は少ないため、高

速波形更新で見つかった波形が含まれない可能性があります。 

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(86 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(81 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(107 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(49 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(66 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パターントリガ(72 ページ参照)が便利で

す。パターントリガにはパルス幅トリガと同様に時間条件を加えることや OR 条件により、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。 
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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。 

 

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(48 ページ)や WaveScan(121 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(78 ページ参照)やスルーレートトリガ(79 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(86 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(68 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(131 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(81 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(80 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(72 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
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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(68 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(86 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(193 ページ参照)にすれば、目視で確認することができます。 

⚫ 波形形状の変化の評価 

リファレンス波形を表示(48 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(110 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、ウィンドトリガ(74 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(78 ページ参照)やインターバルトリガ(75 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とオーバードライブした波形を比較した図です。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) 
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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。  

 

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)[Trace On]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｣、[200MHz]・[20MHz]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。 
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・ 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。 

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。 

(F)[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 減衰] 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。 また BNC 接続する電流プローブを接続する場合、[Vertical 

Unit]を A に設定することで、全ての計算が電流として認識されます。 

(G) [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。 

(H)[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±0.04Div の範囲で調整が可能です。値は時間で入力します。 

(I)[Vertical Unit] 単位 

シャント抵抗や他社製電流プローブなど電圧値から電流値に変換する必要がある場合には A を指定します。

オシロスコープは電流として認識すると、電力計算などが正しく計算されます。 

(J)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。 (86 ページ参照) 



WAVESURFER4000HD シリーズ  

46 WaveSurfer4000HD-OM-J  

 
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(115 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(96 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(131 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。 (115 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。 

 
[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。  (32 ページ参照) 

(K)[Units/Div(Slope)] 

入力信号に係数を掛け合わせることで信号を補正するすることができます。例えば、2V の電圧がプロービ

ングしているセンサーからの出力で 0.7V で測定される場合、2/0.7=2.86 を入力することで目的の値に補正

することができます。 

(L)[Add] 

入力信号にオフセットを加算することで信号を補正するすることができます。例えば、センサー出力に常に

0.3V のオフセットがある場合には-0.3V を入力すると、正しい値に補正されます。 

 

注意)チャンネルのディスクリプタラベルに Units/Div や Add の補正がかけられていることは示されません。

混乱を避けるため接続対象を変更する場合は設定した補正を元に戻してください。Units/Div のデフォルトは

１、Add のデフォルトは 0 を設定します。 
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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、一般的に使わ

れます。また、高速波形更新はリアルタイムモードでサ

ポートされる機能です。 

シーケンス 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)。 

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。 

アベレージ 全般 繰り返し信号に乗るノイズを除去します。 

注意) 水平軸の設定は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 4 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。 

 

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 -- 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。 

 

アベレージ・モード –アベレージ・モードでは、全てのチャンネルでアベレージが実行

されます。最高 1024 スイープまでアベレージを設定できます。 

高速にアベレージさせるには、[Preference]の[Disable Hardware Accelerated View]を

OFF にする必要があります。 
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データ処理は波形を捕捉している時間に比べ、比較的長い時間を要しますが、実際にはデータ処理の間も捕

捉は継続して行われています。リアルタイムモードは高速波形更新やヒストリモードに捕捉された波形デー

タを提供しています。これらのモードは多くの波形データを高速に捕捉する必要があるため、アクイジショ

ンは無駄のない動作をしています。ヒストリは空いている波形メモリに波形データ保存していますが、通常

は最新の波形データだけがアップデートされます。ヒストリを有効にした時に波形メモリにある全てのデー

タ呼び出されます。 

高速波形更新 

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(セグメントの操作) 

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。WaveSurfer4000HD シリーズは最大 1,000 セグメント、

セグメント間のデッド･タイムは最小 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
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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。 

・ 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。 

・ 個々のセグメントを個別に拡大することができます。また各セグメントを演算関数の入力として使用

することができます。 

・ シーケンスモードと高機能トリガを組み合わせることで、数時間から数日に渡る長期間で稀な現象を

全て捕捉して後から確認することができます。 

・ シーケンスモードをリモートコントロールで利用して、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(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。 
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[Enable Timeout タイムアウトを有効にする] 

タイムアウト設定を有効にしていると、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。 

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。 
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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。 

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。 

 

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 50ms 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 25MS/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
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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(48 ページ参照)：100s/Div～500ps/Div 

・ シーケンスモード(49 ページ参照)：100s/Div～500ps/Div 

・ ロールモード(52 ページ参照)：100s/Div～50ms/Div 

 

(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。 
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(D)[Max Sample Points 最大メモリ長] 

WaveSurfer4000HD 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。 

[25M, 12.5M, 5M, 1.25M, 500K, 125K, 50K, 12.5K, 5K, 1.25K] 

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) 

インターリーブ 

インターリーブは 2 つのチャンネルを結合して、リアルタイムモードの最高サンプリング速度を倍に上げる

ことができます。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。インターリーブは専用の設定項目がありません。サンプリングモード、有効になっているチャン

ネル・トリガソース・時間軸の設定・最大メモリ長により、条件が合えば有効になります。 

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、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。またトリガのソースチャンネルとして利用していても同様です。 

時間軸の設定は最大メモリ長を 25MS に設定した時に 500us 以下の Time/Div で有効になります。最大メモ

リ長を下げた場合、Time/Div の時間は短くする必要があります。 

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。 
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設定方法 

1. チャンネル 1 とチャンネル 2、またはチャンネル 3 とチャンネル 4 のペア・チャンネルの一つを OFF

にします(ここでは C1 を有効、C2 を無効とします)。 

 

2. トリガのソースは有効になっているチャンネルを使用します(ここでは C1 をトリガソースとします)。 

 

3. TimeBase の設定で、最大メモリ長を 25MS、Time/Div を 500us に設定します。 
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History モード 

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。 

 

注意)リアルタイム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・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・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。 
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ダイアログ 

 

 

 

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、背面にある外部トリガ端子、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。特に高速波形更新では、複雑な

条件のないエッジトリガが良く使われます。 

 

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。またパターン

の継続時間を条件に加えることで、複数チャ

ンネルのグリッチ監視や特定パターンの 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。 

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。 

ウィンド 

 

一定範囲の電圧を超える波形に対して、トリガします。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。 
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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・カップリング・トリガレベルが決まります。 

[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(本体背面の 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･ウィンド･インター

バル･ドロップアウト･ラント･スル

ーレート･ I2C･ SP･ UART 

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 レベル: ±610ｍV(×1)、±3.050V(÷5) 

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 

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 

[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)。 

 



基 本 操 作 マ ニ ュ ア ル  

WaveSurfer4000HD-OM-J   63 

 

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 50Hz 以上 

LFREJ 50KHz 以上 

HFREJ 50KHz 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

ガモードが[STOP]状態では、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。 

 

または[Trigger]ラベルをタッチして、[Level]の値を入力 
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トリガレベルはボルト単位で指定されます。垂直軸のゲインまたは位置を変更しても、トリガレベルは変わ

りません。  

[Slope エッジパルスの向き] 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]の 3 種類があります（しかし、エッジトリガ以外

には[Either どちらか]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]・[Negative 下向き]に変化します。[Qualified]トリ

ガの[State ステート]条件では、選択項目が[Above 上回る]・[Below 下回る]に変化します。 

 

 

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

間](10ns – 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。 

 

 

[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。 

・ グリッチのトリガ 

パルス幅の条件を＜[ Less Than 未満]を選択し、[Upper Value 上限値]にデジタル信号の 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。 
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・ 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]・[Upper 上限値]の設定の参考になります。 

 



WAVESURFER4000HD シリーズ  

68 WaveSurfer4000HD-OM-J  

[Qualify 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 つの条件を組み合わせてトリガします。1 番目の条件を[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。Event'A'は[Edge エッジ]、または[State ステート]の条件を設定

することができます。Event'B'は[Edge エッジ]条件のみになります。エッジ＋エッジの組み合わせ、または

ステート＋エッジの組み合わせを指定することができます。 

また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。 

Less Than 未満 

 

[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。 

Gather Than 超過 

 

[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。 

 

・ Event'A'(エッジ)＋Event'B'(エッジ) 

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) 

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。 
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・ [Gather Than 超過]時間条件  

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、[Gather Than 超過]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。 

 

・ [Less Than 未満]時間条件 

[Less Than 未満]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[Lower 未満]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[Lower 未満]に設定します。 
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・ 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]の選択を[> After 後で]に設

定し、無視する時間(10us)を入力します。 

 

4. [Event’A’ Status]タブを開き、Event'A'の[Source ソース]・[Coupling カップリング]・[Slope パルス

の向き]・[Level レベル]を設定します。 

 

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

[Level レベル]を設定します。 



基 本 操 作 マ ニ ュ ア ル  

WaveSurfer4000HD-OM-J   71 
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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。アナログチャンネルは[And]・[Or] ・

[Nand]・[Nor]の論理演算を行い、更に状態が継続する時間も条件に加えることができます。 

 

注意) 時間条件を設定できるのは AND と NOR のみです。OR と NAND は動作しません。 

注意) デジタル波形は AND のみ有効です。 

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や時間条件

を[Less Than 未満]に設定して、複数チャンネルでグリッチの発生を監

視する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。また時間条件

を設定して、特定のバスパターンのセットアップやホールド時間の違

反でトリガすることができます。 
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[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 

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) 
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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。 

7. [Time Condition is] を設定します。条件が成立する時間的制約を設けることができます。デジタルバス

の Setup や Hold 時間の違反を特定のパターンで指定することができます。特に条件を指定する必要が

無ければ、[Gather Than 超過]を指定して、[LowerValue 下限値]に短い時間を設定します。 

 

[Window ウィンド] トリガの動作 

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[Lower 下側]と[Upper 上側]

で指定する[Absolute 絶対値]、または[Nominal 基準値]と[Delta 偏差]で指定する[Relative 相対値]の 2 つの指

定方法があります。 

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、ウィンドトリガを利用することができます。 
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また、バイポーラ符号のような信号では、FindScale 機能を利用して、レベルを自動設定することができま

す。レベルは信号振幅に対して、ほぼ 70％程度に設定されます。 

 

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 の中の Smart、Smart Type の中で Window を選択します。 

3. Setup の中でトリガ･ソース、カップリングを選択します。 

4. Window の信号レベルを入力します。 

 

[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 66 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。 
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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 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。 

 

[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。 
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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[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. 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。 

 

[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。 
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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。 

6. トリガレベルつまみを回して、同期パルスの中心あたりにトリガのレベルを合わせます。 

 

[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。 
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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 でラント信号のパルス幅に対して時間条件を入力します。 

 

[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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[Serial 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[Cursors Type カーソル種類]ボタンが用意されてい

ます。 

 

[Cursors 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)、水平(イベント), 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、水平(イベント)はトレンド専用の測定カーソルです。 それぞれ

FFT やトレンド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。 

カーソルを ON にすると、表示されるすべての波形がカーソルで測定できますが、FFT 演算とトレンド波形

は例外です。これら 2 つの波形は時間軸が異なるため、[Horizontal(Frequency)]、または[Horizontal(Event)]

の専用モードを使用してください。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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ダイアログ 

 

(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と電

圧を表示します。 

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線種と共に表示されます。 

(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。 
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(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

はディスクリプタラベルに線種と共に表示されます。 

 

(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

波数と強度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。 

   

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。 

(E) [Horizontal(Event)水平 (イベント)] 

 

水平(イベント)カーソルは、トレンド演算トレースに沿って左右に移動しま

す。トレンド軸に沿った任意の位置に水平カーソルを置くと、その位置のイン

デックスと値を読み取ることができます。トレンドはパラメータで計測された

値を時系列に並べた波形です。横軸の情報はイベント(パラメータのデータ)の

発生順に付けられたインデックスを表します) 

インデックス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。 

   

値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。 
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(F) [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。 

(G) [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。 

(H) [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。 

(I) 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。 

 

XY 表示でのカーソル 

 

XY 表示を有効にすると、XY Cursors タブが表示されます。CursorType として Horizontal を選択すると、元

波形に対するトラック動作で位置を移動します。Vertical を選択すると、Control で指定された方向にカーソ

ルが移動します。 

 

画面には次のようにカーソルが表示されます。 
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XY 表示を有効にした状態でカーソルを有効にすると、Horizontal+Vertical カーソルが表示され 2 点間のベク

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) 

・Radius…半径。二乗平均を求めます。√∆𝑋２ + ∆𝑌２ 
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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測定するときには、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。また測定値の結果を蓄積して、統計値や簡単なヒストグラムで表現すること

もできます。 

 

パラメータには、波形の一部分だけを測定の対象にすることができる測定ゲート機能があります。測定ゲー

トは開始位置と停止位置の 2 つを DIV 単位で設定し、ゲート内の波形をパラメータが測定します。Mean(平

均値)などの特定のパラメータは、測定ゲート間のすべての波形データから単一の値が計算されます。Rise 

Time(立ち上がり時間)などは、捕捉データ内のすべてのイベントについて個別に計算します。 

 

何らかの理由でパラメータを正しく計算できない場合は、注意を喚起するために、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。 
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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.  [Markers マーカー]のチェックボックスをオンにすると、画面に測定箇所の補助線が表示され、測定が

正しいことを確認することができます。 

6. 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 
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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。 

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(div)単位で

設定します。 

 

測定ゲートはグリッドのディビジョン(div)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。 
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Gate の位置は画面上に点線で表示されます。測定位置を絞り込むために点線の位置を確認しながら設定する

ことができます。 

 

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(52 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)。  
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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 

 

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 

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(112 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。 
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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。 

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。 
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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 
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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、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・・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・・捕捉が停止した後に演算が実行されます。Auto トリガでは演算が行われません。 

・ 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。これはチャンネル

波形のズームとは異なり、垂直方向のズームもサポートされています。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。  

WaveSurfer4000HD の演算トレースの強力な機能の 1 つは、各トレースが 16 ビットの垂直分解能で計算さ

れることです。したがって、演算トレースを表示するときには、演算トレースを垂直方向に拡大しても極め

て高い分解能が維持されます。  

注意) ソースに指定されたデータが無い場合、ディスクリプタラベルに No data available と表示されま

す。 

演算の種類 

カテゴリ Math 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。 
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Derivative 

微分します(104 ページ参照)。 

Integral 

積分します(106 ページ参照)。 

Invert 

波形を反転します。 

Reciprocal 

逆数を計算します。 

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( 103 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(101 ページ参照)。 

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(ページ参照) 

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(107 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(110 ページ参照)。 

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。 
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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 Roof 波

形が作成されます。 

補間 

SinX/X 

サンプリング間を補完することができます。 

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(112 ページ参照)。 

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. 上部メニューバーの [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。 
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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。  

 

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 

 

演算トレースのズーム 

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

に変更できます。演算トレースは次のいずれかの方法でズームできます。 

 

ディスクリプタラベルにタッチして、トレースをアクティブにし

ます。  

 

次にフロントパネルの[Horizontal]ノブと[Vertical]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。 
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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

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。 

演算ダイアログのコントロールによる調整 

 

ディスクリプタラベルを 2 回タッチして、演算ダイアログを開きます。 

 

 

右側のズーム・ダイアログを使用して、スケールと水平/垂直位置を調整し

ます。 
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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] 

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]アベレージは水平軸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]アベレージは演算でのみ利用可能な機能で、指定回数に達するまでアベ

レージを実行します。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波形が表示されます 

 

(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。 
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[Sweeps スイープ数] 

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。 
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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。 
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・ 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。 
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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。 

 

[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。 

 

注意) 計算に使用できるサンプルは 1Mポイント以下の 2 の階乗個のサンプルです。波形のポイントが多い

場合、波形の左側から使用されます。 

(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。
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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、信服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、信服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] 
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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。 

 

注意)WaveSurfer4000HD 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] 

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] 

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。 

 

[Trend トレンド] 

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。 
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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

にトレンドのデータが入れ替わります。 
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[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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参照メモリ 

参照メモリは波形を比較するためのリファレンスとして使用します。コピー元の波形は現在表示されている

波形、又はファイルから選択することができます。チャンネル波形の他に演算やズーム、デジタルバス、他

のメモリ波形もソース波形として使用することができます。波形のオフセットやディレイなど他の波形と同

じようにフロントパネルのノブを使用して操作することができます。また各メモリ波形にラベルを付けるこ

ともできます。 

 

注意)  このメモリは再起動でリセットされます。 

メモリダイアログ 

メニューバーから[Math 演算]→[Memory Setup メモリの設定]からアクセスします。[Memory メモリ]タブは

概要を示しています。M1～M2 までのタブで詳細を設定します。 

 

 

 

ダイアログの中で波形のコピーを実行することができます。[Copy From Waveform コピーする波形]で波形

を選択し、[Copy Now コピーの実行]ボタンで実行します。現在の波形データを消去するには[Clear Memory 

メモリをクリア]ボタンを押してください。 

ラベルについては 32 ページを参照してください。 

ズームについては 117 ページを参照してください。 

波形のセット 

現在の波形をメモリへコピーするにはいくつかの方法が提供されています。 

⚫ メモリダイアログからのコピー 



WAVESURFER4000HD シリーズ  

116 WaveSurfer4000HD-OM-J  

 

⚫ 各波形のダイアログ上のツールバーを使用 

 

Ch1 と Ch3 は M1 に、Ch2 と Ch4 は M2 にコピーされます。 

⚫ ファイルから 

ファイルからコピーする場合には 182 ページを参照してください。 
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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 WaveSurfer4000HD 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 12.1"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。  

WaveSurfer4000HD 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。  

チャンネル波形のズームは、上下 2 つのグリッド画面に変わります。上位グリッドをチャンネル波形、下位

グリッドをズーム波形が使用します。 

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。 

 

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。 

 

ズームトレースの作成と動作 

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。  
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 タッチスクリーン 

 

ズームしたい領域を人間の指、スタイラス、又はマウスのポインタを

使い、ドラッグしてズームすることができます。ドラック時、ズーム

対象領域にはボックスが描かれます。独立したグリッド内にズームト

レースが即座に作成されます。 

ズームトレースやズーム機能を搭載している演算やメモリトレース上

でドラックすると、ズーム範囲の変更ができます。 

 

 

フロントパネル 

 

ズームの ON/OFF 

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、[ON]チェックボックスのチェックマークを外しま

す。  

ズームを取り消すには、フロントパネルの[Zoom]ボタンをもう一

度押します。  

注意)Zoom が表示されているときにチャンネルを[ON]にした場

合、新しいチャンネルはズームされません。  

 

ズームの拡大率と移動 

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、Horizontal セクションにあるノブを使って調整を行

ないます。 

[Delay] ノブを回すと、水平方向に移動します。 

ノブを押すと、水平方向の拡大率を 1:1 に戻すことがで

きます。 

[s-ns] ノブを回すと水平方向の拡大率を変更できます。 

ノブを押すと、水平方向の拡大率の変化を粗調整 / 微調

整に切り替えることができます。 
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ダイアログ 

メニューバーから[Math 演算] → [Zx Setup…]を選択すると、ズーム・ダイアログを表示します。 

 

・ ズームの ON/OFF 

[Source ソース]でズームするトレースを選択して、[Trace ON 表示]をチェックすると、ズームを表示す

ることができます。 

又は、各トレースのダイアログ下にある[Zoom]ボタンを押します。 

 

・ ズームの拡大率と移動 

[Horizontal 水平軸]セクションの[Scale/Div スケール]で水平の拡大率を変更することができ、[Center 中

心]で水平方向の移動が可能になります。 

また、シーケンスモードで捕捉した波形は個々のセグメント波形だけを取り出して拡大することができ

ます。[First]はズームするセグメントの開始位置です。[Num]はズームする個数を指定することができま

す。 

[Reset Zoom ズームのリセット]ボタンを押すと、ズームをリセットすることができます。 
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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 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。  
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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)。 

・ 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。 
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・ [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。 

・ [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。 
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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。 

 

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。 
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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 

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。 
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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) 

[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。 

[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。 
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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。 

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 
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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。 

 
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ーでは次のような設定があります。 
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[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。 

[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。 
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ラントのサブメニューでは次のような設定があります。 

 

 [Runt Type ラントの種類] 

[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 
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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。 
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パス/フェイル(合否)テスト 

概要 

WaveSurfer4000HD 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されます。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 

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.  [Test is True when テストが真となる条件] グループのいずれかのボタンを選択します。 

  

たとえば、[All In] を選択した場合、波形の一部でもマスクの範囲外になるとテストは偽(False)になりま

す。 

2. [Show Markers マーカー表示] 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 マスクの読み込み] タブにタッチし、[File ファイル] 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 マスク作成] タブにタッチします。  

5. [Ver Delta 垂直デルタ] フィールドと [Hor Delta 水平デルタ] フィールドの内部にタッチし、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。 

 

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 

テストには波形から作成したマスク、または MaskMaker などユーザ独自のマスクを使用することができま

す。ユーザ独自のマスクデータは USB メモリから読み込むことができます。 
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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/フェイルのサブメニューにある MakeMsk タブを開き、Ver Delta(垂直方向)、Hor Delta(水平方向)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。 

 

 

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 LoadMsk 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。 
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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。 

 

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 
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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 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。 

 

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、為の場合に実行されます。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 



WAVESURFER4000HD シリーズ  

136 WaveSurfer4000HD-OM-J  

・ 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、2us 程度のパルスが出力さ

れます。 

・ 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。 

・ LabNotebook: LabNotebook に保存する 

注意) Pulse を選択した場合、ユーティリティメニューの[Cal Output ]で Pass/Fail を選択してください。

AuxOutpu 端子はトリガアウトパルスの出力にも使用されているため、切り替える必要があります。 

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から選択します。   

3. 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、PictBridge 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」189 ページを参照してください。 

4. 波形を自動的に保存する場合は、[Auto Save 自動保存] にタッチします。こうすると、現在のダイアログ

が閉じて、[Auto Save 自動保存] ダイアログが開きます。詳細は 174 ページを参照してください。 
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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]・[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
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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] 

デコードする波形を選択します。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] 
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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] 

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)。 
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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。 

 

 [Default] – テーブル表示設定を標準に戻します。 

 

 Checkboxes -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。  

 

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。 
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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 16ch 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 

 

16Ch デジタル･リード･セット 

 

 

特大グリッパ・プローブ(22 個) 

 

グランドエクステンダ(20 個) 

 

フレキシブル･グランド･リード(5 本) 

 

アクティベーション・コード・カード 

http://teledynelecroy.com/optioncard/へアクセスし

て、オシロスコープの ScopeID,や Serial No、本カー

ド背面に記載されている Card Code を入力するとオ

プションを有効にするキーコードがユーザ登録された

アドレスに送信されます。 

ScopeId や SerialNo は 210 ページをしてください 

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。 

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。 

http://teledynelecroy.com/optioncard/
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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。 
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ロジック・プローブのセットアップ 

1. 本体前面の右下にあるデジタル端子に接続します。 

 

2. 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～D7、または D8～D15 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。 

 

3. グループ設定をします。 

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 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 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、グループ設定は必要ありません。 
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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 ～D15) 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。 

 

アクティビティ･インジケータはデジタルラインの現在のステートを表しています。信号が流れている

状態では Both になり、Hi や Low に固定している場合には信号に変化が無いことを示しています。これ

は接続状態をオシロスコープのアクイジションを動作せずに確認できるため、デジタルラインの接続に

誤りが無いか簡単に確認することができます。 

 

4. [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～D7、および D8～D15 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。 

 

 

 

5. 表示設定をします。 
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[Digital #]タブへ移り、[Display Mode 画面のモード]を設定します。Display Mode 画面のモード]は

[Bus]・[Lines]・[Bus and Lines]の 3 種類があります。[Bus]は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。[LINES]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。 

表示の大きさと位置は Vertical コントロールにより行ないます。 

 

[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。 

 

デジタル･トレースの[ラベル Label]設定はトレースの左端に表示されるラベル設定が可能です。

[Data]・[Address]・[Custom]の 3 種類から選択ができ、デジタルライン選択チェックボックスの下にあ

るボタンをタッチすることで、ライン名称の選択や任意の文字列をラベルに使用することができます。 

 

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
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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(Pattern,PatState)]・[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。 

 

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。 

 

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。 
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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。 
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セットアップ 

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。 

 

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。 

 

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。 
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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。 

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。 
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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。 

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。 
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ファンクションジェネレータ(オプション) 

概要 

WaveSource ファンクションジェネレータは最高 25MHz、125MS/s の波形を背面の BNC コネクタから出力

することができます。波形タイプとして、正弦波や矩形波、パルス、ランプ波、三角波、ノイズ、DC、任

意信号を選択することができます。 

 

ダイアログ 

ダイアログへのアクセスはメニューバーから[Utilitis]→[Wave Source]を選択して開きます。 

 

A) [Enable] 

Enable のチェックボックスが有効になると、信号を出力します。 

[Load]は FG 端子に接続した機器のインピーダンスを[50Ω]、または[HiZ]から選択します。これは接続先

に生じる電圧がこのダイアログで設定する電圧と一致させるため、必要な選択です。 

ファンクションジェネレータの出力インピーダンスは 50Ω 固定です。接続先の入力インピーダンスが

50Ω の場合には、接続先の入力にかかる電圧は分圧比の関係から電圧源に対して半分の電圧になります

が、接続先がハイ･インピーダンスでは、電圧源とほぼ同じ電圧が接続先に加わります。この設定によ

り、50Ω では電圧源の電圧を倍にし、負荷に加わる電圧として波形の電圧を設定することができます。 
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B) 波形選択 

波形の選択により右の[Settings]の設定内容や調整範囲が異なります。 

Sin 

 

[Frequency]: 1uHz ～ 25MHz 

[Amplitude]: 2mV ～ 3V 

[Offset]: -1.499V ～ +1.499V 

 

Square 

 

[Frequency]: 1uHz ～ 10MHz 

[Amplitude]: 2mV ～ 3V 

[Offset]: -1.499V ～ +1.499V 

[Duty Cycle]: 1-99% 、またはパルス幅

が 50ns 以下 

Triangle 

 

[Frequency]: 1uHz ～ 300kHz 

[Amplitude]: 2mV ～ 3V 

[Offset]: -1.499V ～ +1.499V 

[Symmetry]: 1 ～ 100% 

Pulse 

 

[Frequency]: 1uH ～ 10MHz 

[Amplitude]: 2mV ～ 3V 

[Offset]: -1.499V ～ +1.499V 

[Width]: 50ns ～ Frequency の値によ

る 

[RiseTime]: 20ns 以上 

[Fall Time]: 20ns 以上 
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DC [Offset]: -1.5 ～ +1.5V 

Noise [Mean]: -1.5V ～ +1.5V 

[Std Dev]: 106uV ～ 159mV 

ARB 

ユーザから提供される波形データを読み込み、波形を

出力します。 

オシロスコープの波形データを Excel 形式で保存した

データを使うことができます。 

[Frequency]: 1uH ～ 5MHz 

[Amplitude]: 2mV ～ 3V 

[Offset]: -1.499V ～ +1.499V 

C) 周波数、または周期の設定 

[Freq]ボタンを押すと、周波数で指定することができます。 

[Period]ボタンを押すと、周期で指定することができます。 

D) 振幅設定 

出力できる最大電圧は+1.5V、最低電圧は-1.5V です。この範囲で振幅を設定する必要があります。 

[Ampl]ボタンを押すと、[Amplitude]と[Offset]で振幅を設定することができます。 

[Level]ボタンを押すと、[High Level]と[Low Level]で振幅を設定することができます。 

 

E) 初期設定 

[Default Setup]ボタンを押すとファンクションジェネレータの出力設定を初期化することができます。 

初期化状態(Load: HiZ, Waveform: Sin,  Frequency: 1kHz,  Amplitude: 100mV,  Offset 0V) 

注意)フロントパネルの[Default Setup]は、ファンクションジェネレータの設定は初期化されません。 

F) 校正 

[Calibrate]ボタンを押すと、ファンクションジェネレータの校正を実行します。 

注意)校正時は FG端子に何も接続しないでください。 

任意信号作成手順 

任意信号は CSV 形式で保存された特定フォーマットの波形を読み込み、出力することができます。オシロ

スコープの波形保存メニューにある Excel フォーマットに対応します。サブフォーマットは全ての形式に対

応しています([Amplitude Only]・[Time & Amplitude]・[With Header])。同じフォーマットであれば、CSV 形

式で保存した Excel の波形、テキストエディタで作成した波形も読み込むことができます。 

注意) CSV 形式で保存された波形の形状だけが取り込まれます。信号の周波数や振幅などの情報は反映さ

れません。CSV に保存された波形の電圧の最大値が[WaveSource]ダイアログの[Amplitude]で設定された電
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圧と同じになります。また[WaveSource]ダイアログの[Frequency]・[Period]は CSV 波形のほぼ全体の長さ

です。信号の周波数に合わせるには波形を測定しながら調整してください。 

オシロスコープの捕捉波形からインポート 

オシロスコープで捕捉した波形は一度 USB メモリに CSV 形式で保存してから読み込みます。 

インポート手順) 

1. 波形を捕捉します。 

2. メニューバーから[File ファイル]→[Save Waveform…波形の保存]を選択します。 

3. [Source ソース]・[Trace Title 波形のタイトル]を指定し、[Format フォーマット]を[Excel]・[Save Files in 

Directory]を[USB Disk]に指定し、[Save Now]で波形を保存します。 

4. [Utilities]→[Wave Source…]を選択して、WaveSource の設定画面を開きます。 

5. [Waveform]は[ARB]を指定します。Browse ボタンを押して、[USB Disk]内に含まれる先ほど保存した波

形ファイルを選択します。 

6. [Upload]ボタンを押すと、波形がインポートされます。 

7. 暫定的に[Frequency]はオシロスコープの[Time/Div]の逆数に 1/10 を掛けた値を設定します。[Amplitude]

は捕捉波形の最大値と同じ値を設定します。 

8. 本体背面の[WAVESOURCE]端子から BNC ケーブルでオシロスコープのチャンネルに入力し、

[Frequency]・[Amplitude]・[Offset]により目的に近い信号に設定します。 

テキストからインポート 

簡単なフォーマットでは、次のように 1 行目～3 行目までは決められた形式でテキストを入力します。2 行

目の"SegmentSize,"の次の数字(下図では 10)はデータ数を指定します。Ample より下の行は電圧値(出力され

る波形は形状のみ反映され、電圧値は Amplitude の設定に従います)を入力します。波形メモリは

16384(16k)サンプル固定ですが、CSV のサンプル数は 16K に合わせる必要はありません。少ないサンプル

数では自動的に直線補完が行なわれます。但し、最後のサンプルの電圧値が等分割されたサイズで継続する

ため、サンプル数が少ない場合には気をつける必要があります。 

例として、次のような 10 サンプルの波形をロードした場合、サンプル間の時間は 10 分割され、それぞれの

点の間は直線補完されます。但し、最後のサンプルは電圧値が継続して波形が作成されます。 
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手順） 

1. テキストエディタなどで上記フォーマットの波形データを CSV 形式で保存します。 

2. 波形データを USB メモリにコピーし、WaveSurfer4000HD オシロスコープの USB に接続します。 

3. [Utilities]→[Wave Source…]を選択して、WaveSource の設定画面を開きます。 

4. [Waveform]は[ARB]を指定します。Browse ボタンを押して、[USB Disk]内に含まれる先ほど保存した波

形ファイルを選択します。 

5. [Upload]ボタンを押すと、波形がインポートされます。 

6. 本体背面の[WAVESOURCE]端子から BNC ケーブルでオシロスコープのチャンネルに入力し、

[Frequency]・[Amplitude]・[Offset]により目的に近い信号に設定します。 
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デジタル・ボルト・メータ(オプション) 

メータ機能を用いると、測定ポイントの電圧レベルを簡単に計測/モニタすることができます。この機能で

は、例えオシロスコープのトリガがかかっていなくても、常にリアルタイムで電圧レベルを計測し画面に表

示します。デジタル・ボルト・メータの詳細な設定ができるように専用のメニューが用意されています。

WaveSurfer4000HD のユーザは無償で利用することができます。 

 

オプション追加手順 

1. ウェブブラウザで次のアドレスにアクセスし、メールアドレス等を入力して、Submit ボタンを押しま

す。 

http://teledynelecroy.com/ws4khd/redeemdvm 

 

2. 入力されたメールアドレス宛てに、テレダイン･レクロイからのメールが送信されます。そこに記述さ

れる Card Code をメモします。 

3. 次のアドレスにアクセスして、オシロスコープの ScopeID,や Serial No、Card Code を入力するとオ

プションを有効にするキーコードがユーザ登録されたアドレスに送信されます。ScopeIdや SerialNo は

210 ページをしてください 

http://teledynelecroy.com/optioncard/ 

http://teledynelecroy.com/optioncard/
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4. メニューバーから[Utilitis]→[Utilities Setups…]を選択し、Options タブにある[Add Key]を押して、メール

で送信されるキーコードを入力します。 

 

操作手順 

1. メニューバーから[Utilities]→[DVM Setup]を開きます。 

2. [Enable]を有効にして、[Source ソース]チャンネルを指定します。 

3. [Mode]には次の 4 種類を指定することができます。 

DC DC 電圧を測定します。 

DC RMS 電圧の二乗平均平方根を測定します。 

AC RMS 電圧の標準偏差を測定します。 

Frequency 信号の周波数を測定します。 

4. 測定結果は DVM ダイアログ内、またはディスクリプタラベルに表示します。 

 または 
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5. [Auto Range]を有効にすると、最適なレンジに自動的に調整します。 
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プローブインターフェース 

概要 

WaveSurfer4000HD 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。 
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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。 

 

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 インタフェースの仕様 

ProBus インタ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･プローブ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
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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。 

• 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性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
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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性を確認してくださ

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

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。 

 

・ 光アイソレーション・プローブ 

 

光アイソレーション・プローブは、大きな同相ノイズ環境下での測定となる 

パワーエレクトロニクス回路内の高電圧バスにフロー ティングしたゲート駆

動信号（ハイサイド・ゲート信 号）や、EMC、EFT、FSD、RF イミュニテ

ィ・テスト・センサなどの計測において、従来型差動プローブや捕 捉システ

ムよりもはるかに高い信号忠実度を誇りま す。光ファイバーによる接続のた

めオシロスコープと 測定対象が離れている場合にも対応可能です。 
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・ 電源レール・プローブ 

 

電源レール・プローブは、スイッチング電源の出力など DC 電源に乗る僅か

な振幅のスイッチング・ノイズを測定するのに最適なプローブです。広帯域

でありながら低ノイズ、高 DC 入力インピーダンスで、電源レールの測定で

高信号忠実度を持ちます。内蔵されたオフセット回路の設定範囲は 30V と広

く、多くの電源に対応することができます。 

 

付属パッシブ･プローブの付属品 

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。 

 

BNC アダプタ 1 BNC コネクタに接続することがで

きます。 
 

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。プローブチップを取り外す

場合には反時計回りにプローブチッ

プを回して外します。 

 

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。 

 

IC 絶縁キャップ 1 2.54mm ピッチの IC を隣のピンに

触れずに測定することができます。 
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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。 

 

グランドスプリング 1 GND との接続を最短にし、インダ

クタンスの増加を抑えて接続できま

す。高周波を測定する場合には、こ

ちらを使用してください。 

 

 

パッシブ･プローブのチップ交換方法 

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。 

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。 

 

パッシブ･プローブの調整 

WaveSurfer4000HD 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 “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。 
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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。 

 

 

 

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
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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。 

 

2 つのチャンネルで測定した波形は波形演算機能(96 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。 
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• 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。 

• スキュー 

測定対象からの信号はプローブやケーブルを通してオシロスコープに到達しますが、信号が伝達される

際には遅延が発生します。一般的に 15cm につき 1ns 程度の遅延が発生すると言われています。信号間

の時間差を測定する際に複数のモデルの異なるプローブを使用する場合には注意が必要です。オシロス

コープの各チャンネルのメニューには遅延を補正するための Deskew コントロールが用意されていま

す。調整にはファンクションジェネレータなどで矩形波を出力し、複数のプローブで同時に同じ信号を

測定し、Deskew の値を調整します。 
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ファイル入出力と印刷 

WaveSurfer4000HDHD はファイルメニューの中で画像イメージや波形データの保存を行います。出力先は

USB メモリや SD カード以外にもプリンタでの印刷や電子メールへ送信が可能です。それぞれの機能は密接

にリンクし、柔軟な操作を可能にします。 

LabNotebook,・波形データ・設定情報・表データ・画面イメージは SD ドライブや USB メモリなどに保存

することができます。 

• LabNotebook は画面に表示されている波形データ・設定情報・画面イメージを１つにまとめて圧縮ファ

イルに保存します。 

• 表データはパラメータやデコードなどの表形式のデータです。 

• レポートは画像イメージにサンプリング速度やチャンネルの情報を加えて PDF 形式などで保存各ファ

イルの詳細は次を参照してください。 

LabNotebook(176 ページ) 

波形データ(178 ページ) 

設定情報(184 ページ) 

表データ(186 ページ) 

画面イメージ(187 ページ) 
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メニューへのアクセス 

メニューバーの [File ファイル]をタッチして、表示されるサブメニューの中から目的の機能を選択すること

ができます。一度サブメニューを選択してダイアログを表示させると、もう一度メニューバーから開き直さ

ずに別の機能にたどり着けるようにタブや機能を示すアイコンで切り替えられるようになっています。 

 

ダイアログはそれぞれ機能別にタブで分かれています。それぞれの機能にアクセスするには、タブを移動し

ます。例えば、波形データの設定をした後に、[Auto Save]タブに移動して、自動保存を設定することができ

ます。 

 

ダイアログの右側にあるアイコンにより対象を切り替えることができます。 
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ファイル出力をサポートする機能 

それぞれのファイルの作成時や作成後にオプションとして実行可能な複数の機能がサポートされています。 

• 自動保存：[Waveform]、または[Table 表]を対象にトリガタイミングで自動保存を実行できます。 

• 電子メール： [File Sharing]・[Print 印刷]から送信できます。 

自動保存 

自動保存はトリガ条件に一致した波形を自動的にファイルに保存したい場合に使用します。特に稀に発生す

る現象を全て保存しておきたい場合に便利な機能です。保存できるファイルには波形データと表データの 2

種類があります。 

 

注意) 表や波形データのフォーマットは事前に[Save]タブでそれぞれ設定します。 

注意) ロールモードでは正常に動作しません。 

[Auto Save]タブに移り、保存したいデータにチェックを入れ、右側にある[Wrap ラップ]、又は[Fill フィル]

のアイコンにタッチします。この 2 つは記録メディアに空き容量が無くなった場合の処理に違いがありま

す。[Wrap ラップ]は新しいデータを追加する代わりに、古いデータを削除します。[Fill フィル]は書き込みを

停止します。 

[Source ソース]や[File ファイル]は[Save 保存]タブ内の設定とリンクしています。ファイル名はファイルが

上書き保存されないようにインデックスが追加されます。新しいファイル作成時にフォルダ内に含まれる同

じタイトルのファイルからインデックスを読み取り、その中の最大値にインクリメントした値を新しいファ

イルのインデックスにします。 

自動保存で大量のファイルが作成されることが考えられるため、フォルダの指定でルートディレクトリは適

用されません。フォルダの選択でルートディレクトリを選択している場合は、自動的に Autosave フォルダ

が作成されます。その中にファイルが追加されます。 

 

自動保存を有効にしていることを忘れて、不必要なファイルにより記録メディアがフルになることを避ける

ため、実行中は画面の右上にポップアップが表示されます。 
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保存にかかる時間(参考値) 

メモリ 1CH のみ(1 回あたり) ４CH 全て(1 回あたり) 

1.25ks 0.16 秒 0.55 秒 

12.5ks 0.16 秒 0.55 秒 

125ks 0.2 秒 0.68 秒 

1.25Ms 0.55 秒 2.27 秒 

2.5Ms 1.0 秒 4.16 秒 

12.5Ms 5.0 秒 25 秒 

 

注意) FAT や FAT32 の最大インデスクは 998 までです。それより多くのファイルを保存する予定がある場合

は exFat でフォーマットしてください。 

注意) ファイル保存する際にフォルダ内に含まれる全てのファイル名を検索するため、ファイル数が増える

につれて、1 回に保存する時間は増加していきます。 

電子メール 

オシロスープをネットワークに接続できる環境下では、出力したファイルを電子メールで送信することがで

きます。電子メールの送信には、SMTP を使用します。SMTP は電子メールサーバーに直接送信します。但

し SMTP サーバーのポートが 25、認証の必要のない環境下でのみ利用できます（社内の LAN 環境によるた

め、社内のシステム管理者にご相談ください）。 

 [File Sharing]・[Print 印刷]の 2 つが電子メール送信に対応しています。 [File Sharing]は任意のファイルを添

付することができます。[Print 印刷]は画像イメージを添付して送信します。 

電子メールは[Email Settings]タブで基本的な設定を行います。 
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SMTP で送信する場合は、Email Server の中で [SMTP Server]でサーバーのアドレスを入力します。 

宛先や送信元アドレスを[Originator 送信元]や[Recipient Address 宛先]に入力します。 

 

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。 

 

LabNotebook は波形データや設定情報、画像イメージなどを１つの圧縮ファイルに保存します。保存された

ファイルをエントリと呼びます。このエントリから保存時の状態に再現させることをフラッシュバックと呼

びます。 

 

注意) パラメータの統計値、パーシスタンスは LabNotebook で保存できません。 

作成されるファイル名（エントリ名）に自動インクリメントされるカウンタを付加して、試験を繰り返す場

合に名前付けを簡単にすることができます。また逆にファイルを呼び出す際にインデックス番号だけで判別

することは難しいため、それぞれのエントリにコメント入力が可能です。ファイル選択時にコメントを見な

がらファイルを選択できます。 
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エントリの保存 

メニューバーから[File ファイル]→ [Save Labnotebook …]を開くと、下に表示されるダイアログの右側が次

のようにエントリ保存用メニューに切り替わります。 

 

1. [Description 説明]…説明を入力することができます。タップすると、バーチャルキーボードから入力

することができます。キーボードのリターンキーを押すと、説明に改行を加えて複数行入力すること

ができます。 

2.  [Area/Color Preferences]…画像イメージの保存形式の設定 

3. [LabNotebook Entory]…ファイル名の入力 

4. [Counter]…自動インクリメントするカウンタを有効にします。チェックすると、ファイル名の後にカ

ウンタが追加されます。 

5. [Save Now]…保存の実行 

 

フラッシュバックと展開 

メニューバーから[File ファイル]→ [Recall Labnotebook…] を開くと、下に表示されるダイアログの右側が次

のようにエントリ呼び出しメニューに切り替わります。 

 

1. [LabNotebookEntory]…対象のエントリを選択します。[Brows]ボタンで直接選択することや矢印キーを

使用して、ファイルを名前順で移動することができます。選択ファイルに説明がくわえられている場

合、③に説明が表示されます。 

2.  [Description]…選択ファイルの説明を表示します。 

3. [Extract Files]…圧縮ファイルを展開して保存します。 

4. [Extract Attachments]…圧縮ファイルから特定のファイルだけ展開します。 

5. [Flashback]…フラッシュバックを実行し、保存時の状態を再現します。 
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LNB ファイルに対応したソフトウェア 

LNB ファイルに含まれる波形・設定ファイル・画像イメージのファイルはオシロスコープのアプリケーショ

ン以外に WaveStudio、又は LabNotebook Windows Plugin を使い取り出すことができます。WaveStudio は

アプリケーションとして動作するため、LNB ファイルを開くか、ドラック＆ドロップすることでファイルを

開き、それぞれのファイルを個別に保存することができます。LabNotebook Windows Plugin は Windows の

プラグインとして動作し、ファイルエクスプローラー上で LNB ファイルを右クリックした際に解凍をメニュ

ーから選択できます。 

 

（スクリーンイメージでの表示はオシロスコープ上でのみ動作） 

WaveStudio や LabNotebook Windows Plugin は次のウェブページからダウンロードし、ユーザの Windows 

PC にインストールすることができます。 

http://teledynelecroy.com/japan/pdf/software/default.asp 

波形データ 

テレダイン・レクロイの波形データは１つのトレースに対して、１つのファイルを出力します。形式は大き

く分けてバイナリ・テキスト・WaveML形式の 3 種類があり、目的に合わせて形式を選択します。 

⚫ バイナリ形式：テキストデータ形式に比べファイルサイズが小さく(1/10 以下)、オフラインの波形表示

ソフトウェア WaveStudio で読み込むことやオシロスコープの参照用メモリに読み込むことができま

す。データサイズは BYTE と WORD の 2 種類があります。1 サンプルにつき、BYTE は 1 バイト、

WORD は 2 バイトで保存します。WORD 形式で保存した場合、上位バイトに 12 ビット分だけデータが

入り、下位バイトは 0 が入ります。BYTE 形式で保存した場合、上位バイトに 8 ビット分だけデータが

入り、下位バイトは 0 が入ります。アベレージや ERES の演算をした場合、2 バイト形式で結果が保存

されます。この場合 WORD 形式での保存は有効な方法です。 
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⚫ アスキー形式：ファイルサイズは大きくなりますが、弊社以外のアプリケーションでファイルを開くこ

とができます。Excel や Matlab など複数のフォーマットに対応しています。 

⚫ WaveML 形式：XML 形式をベースにしたテキスト形式のファイルです。データは BASE64 でエンコードさ

れています。1 次元配列では表現できないデジタルバス波形などを保存する場合に使用します。オシロスコー

プの参照メモリや WaveStudio に呼び出すことができます。 

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、サンプル数が数倍に増えます。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。 

注意) バイナリ形式の構造はリモートコントロール・マニュアルを参照してください。リモートコントロー

ルで転送するバイナリ波形と同じ構造を持ちます。弊社ウェブサイトではバイナリ形式のファイルをテキス

トに変換する開発言語別のサンプルを用意しています。 

サンプル：http://teledynelecroy.com/japan/solutions/program/sampleprogram/default.asp 

 

波形データ保存 

メニューバーから[File ファイル]→ [Save Waveform …波形の保存] を開くと、下に表示されるダイアログの

右側が次のように波形データ保存用メニューに切り替わります。 

 

[Save To 保存先] 

保存先はメモリ(M1～M2)、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。ファイルに保

存するには、[File]を選択してください。 

[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、[Source]

選択の下にある[All Displayed]ボタンを押します。 

 [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 HDO シリーズでは使用できません。 
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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
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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 

 

 [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。 

[File ファイル] 

ファイルのタイトルやディレクトリを選択します。[Browse 参照]ボタンを押すと、保存先のディレクト

リを選択することができます。[Counter ]や[Source ソース]のチェックボックスはファイルの上書きを避

けるため、タイトルにソースチャンネルの名やカウンタを自動に追加する機能です。 

 [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。 

波形データ呼び出し 

メニューバーから[File ファイル]→ [Recall Waveform…波形の呼び出し] を開くと、下に表示されるダイアロ

グの右側が次のように波形データ呼び出し用メニューに切り替わります。 
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[File ファイル] 

波形ファイルを指定します。[Browse 参照]ボタンを押すと、ファイルブラウザーが起動されます。[Show 

only FIles]や上下矢印のボタンは選択状態にあるディレクトリ内にある別のファイルを選択する場合の機

能です。[Show Only Files]はファイル名からフィルタリングを行い、そのフィルタリングされたファイル

を上下矢印のボタンで選択を移動します。 

[Destination 保存先] 

保存先は M1～M2 のいずれかの参照用メモリを指定します。呼び出ししたタイミングで画面に波形を表

示する場合には、[Show On Recall]チェックボックスを有効にします。 

 [Recall 呼び出し実行] 

呼び出しを実行します。 

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。 

ファイルから呼び出された波形は M1～M2 のメモリ波形に呼び出されます。チャンネルに戻すことはできま

せん。チャンネルに呼び出すような用途では、LabNotebook を使用します。
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設定情報 

設定保存は同じ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と共有している

場合に使用します。オシロスコープの設定情報は、一部の情報を除き、ほとんどの設定を内臓メモリ、ハー

ドディスク、USB メモリなどの媒体に保存することができます。除外される設定は、トレース色などのプリ

ファレンス設定やディレクトリなどの情報です。これらのファイルは別ファイルで管理されます。頻繁に設

定を切り替えることができるように保存先をアクセスが簡単な 6 個のボタン（メモリ）に割り当てることが

可能です。 

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。 

設定データ保存 

メニューバーから[File ファイル]→ [Save Seup…セットアップ情報の保存] を開くと、下に表示されるダイ

アログの右側が次のように設定データ保存用メニューに切り替わります。 

 

 

[Save To 保存先] 

保存先を[Memory メモリ]、または[File ファイル]に選択します。選択により右側のメニューが変わりま

す。 

[File ファイル] 

設定ファイルのファイル名を指定します。[Browse 参照]ボタンを押すと、保存先のディレクトリを選択

できます。ファイルの上書きを避けたい場合には、[Counter]にチェックを入れます。指定フォルダ内の同

じタイトルを持つファイルの中で最大インデックスを探します。その最大インデックスをインクリメント

したインデックスを新しいファイルのインデックスに採用します。 

 [Save Now] 
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保存を実行します。 

 [Save To Internal Setup メモリにセットアップ情報を保存] 

Setup1～6 に割り当てた[Save 保存]ボタンを押すと、現在の設定が対応するボタンに保存されます。呼び

出す場合には、同じ Setup 番号のボタンをタッチします。保存されるとタイムスタンプが更新されます。

呼び出す際に分かりやすいタイトルをタイムスタンプ下のコントロールで入力することができます。 

 

設定データ呼び出し 

メニューバーから[File ファイル]→ [Recall Setup …セットアップ情報の呼び出し] を開くと、下に表示され

るダイアログの右側が次のように設定データ呼び出し用メニューに切り替わります。 

 

 

[Recall From 呼び出し元] 

呼び出し元を[Memory メモリ]、または[File ファイル]に選択します。選択により右側のメニューが変わり

ます。 

[File ファイル] 

設定ファイルのファイル名を指定します。[Browse 参照]ボタンを押すと、呼び出し元のファイルを選択

できます。上下の矢印ボタンを押すと、選択されているディレクトリに含まれる別の設定ファイルに選択

を移動できます。 

 [Recall Now] 

呼び出しを実行します。 

 [Recall Default] 

デフォルトの状態に設定を戻します。この設定はフロントパネルの[Default Setup]ボタンと同じです。 

注意) 完全に初期設定に戻すには、D:\Setup ファイルにある CurrentNvl.lss と CurrentPnl.lss ファイルを

一度消去し、再度立ち上げ直します。 
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 [Recall From InternalSetup メモリからセットアップ情報の呼び出し] 

Setup1～6 に割り当てた[Recall 呼び出し]ボタンを押すと、対応するボタンの設定が呼び出されます。 

 

表データ 

表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 

 

 

表データ保存 

メニューバーから[File ファイル]→ [Save …] を選択して、下に表示されるダイアログの左側を[Table 表]にす

ると、次のような表データ保存メニューに切り替わります。 

 

 [Source ソース] 
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ソース波形は[Measure]、[Decode#]、[ScanDecode]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。 

[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)や表の設定(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。 

[ 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。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。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。 

[ File ファイル] 

ファイルのタイトルやディレクトリを選択します。[Browse]ボタンを押すと、保存先のディレクトリを

選択することができます。[Counter ]や[Source]のチェックボックスはファイルの上書きを避けるため、

タイトルにソースチャンネルの名やカウンタを自動に追加する機能です。 

 [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。 

 

画面イメージ 

画面に表示されているままをファイルとして保存することができます。サポートしているファイル形式は

*.jpg, *.png, *.tiff, *.bmp の 4 種類のイメージフォーマットを指定することができます。 

イメージを保存する際に画像イメージに記入することができます。フロントパネルの[Print]ボタンを押した

ときのアクションとして、画面イメージを保存することができます。このプリントボタンの割り当ては、印

刷タブで[File ファイル]を選択してください。 

画面イメージの保存 

メニューバーから[File ファイル]→ [Save …] を選択して、下に表示されるダイアログの左側を[Screen 

Image]にすると、次のような画面イメージ保存メニューに切り替わります。 
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[Annotate Screen Image Before Saving] 

保存が実行される前に画像エディタを起動します。 

[File Format ファイル形式] 

[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。 

[Screen Area] 

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。 

[ Colors色 FileName ファイルの名前] 

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。 

 

[印刷イメージ] 

③や④の設定により変化する保存される画像イメージの状態を確認することができます。 

 [File ファイル] 

ファイルのタイトルやディレクトリを選択します。[Browse]ボタンを押すと、保存先のディレクトリを選

択することができます。[Counter ]のチェックボックスはファイルの上書きを避けるため、タイトルにカ

ウンタを自動に追加する機能です。 

 [Save Now] 

画像イメージの保存を実行します。 

注意)フロントパネルの[Save/User]ボタンを Save Screen Image to File に割り当てると、ボタンを押すこ

とで、保存が実行されます。割り当てはメニューバーから[Utilities]→[Front Panel  setup]で設定できま

す。 
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画面イメージの印刷 

本製品は USB 接続の PictBridge プリンタに対応しています。プリンタとの接続はオシロスコープ背面の B-

type の USB コネクタに接続します。 

注意) PictBridge(wifi)には対応していません。USB 接続の PictBridge のみ対応 

メニューバーの [File ファイル]→ [Print Setup ページ設定]を選択すると、次のダイアログが開きます。 

 

 

[Properties] 

プリンタのプロパティを表示します。 

[Color 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。 

[Hardcopy Area] 

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。 

[Orientation 向き] 

印刷方向を指定します。 

印刷イメージ 

[Hardcopy Area]や[Color]などの設定による印刷の状態を確認することができます。 

[Print Now] 

[Print Now]ボタンを押すと、ファイルとして保存を実行します。 

注意)フロントパネルの[Save/User]ボタンを Print Now に割り当てると、ボタンを押すことで、印刷が実

行されます。割り当てはメニューバーから[Utilities]→[Front Panel  setup]で設定できます。 
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表示設定 

WaveSurfer4000HD 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) 最大 8 トレースまで表示することができます。 

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。 

 

[Axis Labels 軸ラベル]：グリッドの左端に各グリッドラインの電圧値や下側に各グリッドラインの時間

を表示します。 
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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。 

 

[Intensity 輝度]：波形トレースの輝度を調整します。100％に近いほど濃く表示されます。 

 

[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。 
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XY ディスプレイのセットアップ 

1. メニューバーの [Display]→[Display Setup…] をタッチします。 

2. XY 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。 

 

3.  [Input X] フィールドと [Input Y] 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。 

 

XY 表示でのカーソル計測 

XY 表示では 2 つのカーソル位置をベクトルとして角度や大きさを求めることができます。詳しくは 84 ペー

ジを参照してください。 

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。 
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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。 

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。 
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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 重ね書きの設定] をタッチします。 

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。 

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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ユーティリティ 

概要 

ユーティリティ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 

・ [Cal Out]・・・AUX OUT の信号の選択やプローブ校正用の CAL 端子の周波数の設定 

・ [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やファームウェアのアップデートを実行することができま

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ェアは、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

追加やソフトウェ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にな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
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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 メモリを本体に接続します。 

5. [Utility ユーティリティ] → [Utility Setup ユーティリティの設定…]を選択して、[UpdateFirmware]ボタ

ンを押します。 

 

6. ボタンを押すと、次のようなダイアログが表示されます。 

 

7. [Browse]ボタンを押して、ファイルを選択します。左のツリーから[USB Disk]を選択して、新しいファ

ームウェアを選択して、[OK]ボタンを押します。 

http://www.teledynelecroy.com/japan/support/firmware/default.asp
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8. ファイルが選択されていれば、Browse ボタン横のパスは選択されたファイルになります。 

 

9. [Upgrade]ボタンを押して、アップデートを開始します。[Status]に現在の進行状況が表示されます。 

 

10. アップデートが終了すると、[Status]に”Firmware update successfully…….”と表示されます。

WaveSurfer4000HD の再起動を行ってください。 

 

サービス･ダイアログ 
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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。オプションには次のような種類がありま

す。 

AFG：ファンクションジェネレータ・オプション 

Software Options ソフトウェア。オプションです。オプションには次のような種類がありま

す。 

I2C：I2C トリガ・デコード・オプション 

SPI：SPI トリガ・デコード・オプション 

UART：UART/RS232 トリガ・デコード・オプション 

MSXX：ミックスド・シグナル・オプション 

[Remote リモート] タブ 

 

WaveSurfer4000HD シリーズのリモート環境は TCP/IP、USBTMC 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。USBTMC

は本体背面の USBTMC コネクタを使って接続します。 
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[Remote リモート] ダイアログでは、インタフェースの選択、ネットワーク接続の設定、セキュリティの設

定、通信ログの取得などの作業を行うことができます。 

注意)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 接続では注意する必要があります。 

注意) リモートコントロール時はプリファレンスメニューの Disable Hardware Accelerated View のチェック

を入れてください。高速波形更新モード動作中の波形転送はサポートしていません。 

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 USB 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。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。 

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。オートメーションコマンドは WaveStudio で確認することができます。 

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。 

注意) 起動直後はトリガ準備状態になる時間が長くなることがあります。オシロスコープ内部の温度が安定

するまで(およそ 30 分程度)、トリガを Auto モードにした状態で待機してください。 

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 

 

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。 

http://teledynelecroy.com/japan/support/manu/default.asp
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注意) 事前にネットワークケーブルを接続してください。 

1. [Remote]タブ内で[TCPIP]通信ポートを選択します。 

2. Net Connections ボタンをタッチして、ネットワークアダプタのプロパティを表示させます。 

3. ネットワークアダプタを選択して、プロパティ表示させます。 

 

4. DHCP を使用する場合、[IP Address]タブの[Obtain an IP addres via DHCP]を選択します。固定 IP で使

用する場合には[Specify an IP address]を選択し、キーボードで[IP Address]・[Subnet Mask]などを入力

します。DNS サーバーの設定が必要な場合は[Name Servers]タブで設定してください。設定を有効にす

るには[OK]ボタンを押してからネットワークアダプタの画面を閉じます。 

注意) 固定 IP アドレスの設定には USB キーボードが必要です。 

5. 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。 

6.  [Security/セキュリティ]を使って特定の PC からのリモートだけを受け付けるように設定することがで

きます。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。 
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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。 

 

1. Remoteタブ内でControl from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、IPアドレスを設定します。 

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。 
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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

LanConfigurationを開きます。ユーザ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。 

ユーザ名：lxi.lecroyuser 

パスワード：lxi 

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。 

USBTMC を使ったリモート通信をセットアップ 

USB 経由のリモートコントロールで使用される USBTMC は、USB Test & Measurement Class の略称で

す。USB-IF により USBTMC-USB488 クラス仕様が制定され、計測器に搭載された USBTMC ポートを使い

USB 経由で計測器と通信することができます。WaveSurfer4000HD シリーズと PC を USBTMC で接続する

場合、NI-VISA を PC 側にインストールする必要があります(最新の NI-VISA は www.ni.com/visa/からダウン

ロードしてください)。NI-VISA をインストール後、PC と WaveSurfer4000HD の間を USB ケーブルで接続

すると、NI-VISA により自動的にドライバがロードされ、WaveSurfer4000HD 専用のドライバは必要ありま

せん。 

USBTMC をプログラム言語から見た場合、通信をオープンにするコマンドの引数以外は GPIB と同じように

操作することができます。通信オープン時の引数として、次のような USBTMC の ID を使い識別を行いま

す。 
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例：“USB::0x05ff::0x1023::3502N04412::INSTR 

 

1. オシロスコープと接続するコンピュータ上に NI-VISA をインストールします。NI-VISA はオシロスコー

プとコンピュータ間の接続に必要な USB ドライバを提供しています。NI-VISA は www.ni.com/visa から

無償でダウンロードすることができます。NI-VISA にはランタイム版とフルパッケージの 2 つがあり、

そのどちらでも動作します。 

2. 本体背面の USBTMC 端子と PC の USB ポートを通常の USB ケーブルで接続します。 

3. PC からオシロスコープを認識するために、[USBTMC VISA Address]に書かれている内容をメモし、PC

側ソフトウェアで利用します。 

例：“USB::0x05ff::0x1023::4901C04412::INSTR” 

また、Measurement&Autometion Explorer を使い簡単に確認することができます(NI-VISA 3.0 以上)。 

 

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イベント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 
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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が発生

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。 

 

(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。 
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(ログモード) 

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。 
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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。 

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。 



WAVESURFER4000HD シリーズ  

208 WaveSurfer4000HD-OM-J  

✓ 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。 

 

[Cal Output] タブ 

Cal Output は本体背面の AUX OUT の BNC コネクタや本体前面右下の Cal 端子の出力信号について設定し

ます。タブ内の左側にある[Use Auxilliary Output For]は AUX OUT 端子の設定、右側にある[User Calibration 

Output For]は Cal 端子の設定です。 

AUX OUT はトリガ出力パルスや合否判定の結果からパルスを出力することができ、ここで AUX OUT の

BNC コネクタに出力する信号を選択します。トリガ出力は他の測定器のトリガ信号に使用することや高速度

カメラのトリガ信号として使用することができます。合否判定は合否判定のアクションメニューでパルス出

力が選択されている必要があります。 

Cal 端子は主にプローブのチェック用に使用します。主に周波数を 1KHz に設定して、付属のパッシブ・プ

ローブを校正する目的で使用しますが、直流電流やパルスの周波数を変更して、プローブの動作を確認する

ために使用することができます。 
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AUX OUT の出力信号は 50Ω 終端の機器に接続された場合、Low:0V、Hi:450mV、 Rise Time:900ps 程度の

パルス信号が出力されます。ハイインピーダンスの機器に接続された場合、Hi:3.3V、Low:0V のパルス信号

が出力されます(多重反射が発生するため、立ち上がり波形は段々になる可能性があります) 

CAL 出力を設定するには 

CAL 出力は Low:0V～Hi:3V の方形波、またはオフを選択できます。周波数は 500Hz～1MHz まで任意の値に

設定できます。この出力はプローブ校正用です。別の目的で使用することはできません。 

設定方法 

1. メニューバーの [Utilities ユーティリティ] →[Utilities Setup...ユーティリティの設定] を選択します。 

2. [Cal Output] タブにタッチします。 

3. [Sqare wave]ボタンを選択します。 

4.  [Frequency]フィールドをタッチして、周波数を入力します。 

注意)パッシブ･プローブの校正手順は「パッシブ･プローブの調整」P167 を参照してください。 

 

[Date/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. 背面パネルの LAN コネクタを通じてオシロスコープがインターネットに接続されていることを確認

します。 

2.  [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。 
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・ 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「Time 

Zone」をタッチして、「(UTC+9:00) Osaka, Sapporo, Tokyo 」を選択します。 

 

 

[Option オプション]タブ 

WaveSurfer4000HD 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。 

 

オプション・キーコードの発行 

オシロスコープは、オプションのキーコードを本体に入力することにより、機能を拡張することができま

す。 

ご購入いただくと、お客様へオプションカードが送付されます。オプションカードに記載されているカ

ードコードを弊社 Web 上で登録することで、メールによりオプションキーコードが送信されます。 
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1． お手元にオプションコードのカードが届きましたら、中面の Card Code をご確認ください。 

 

2． オシロスコープのシリアル番号とスコープ ID をご確認ください。 

確認方法 

メニューバーから「Utility」→「Utility Setups」を選択し、下に表示されるメニューから「Option」タ

ブに入ります。「ScopeID」と「Serial#」をご確認ください。 

 

3． 弊社 Web サイトでユーザー登録してください。 

https://teledynelecroy.com/japan/ 

メニューバーから「問い合わせ」→「ウェブ登録」→「新規ウェブ登録」に進み、「新規登録」ボタン

を押して、登録します。すでに登録済みのお客様はログインボタンでログインしてください。 

4． 次の Web サイトを開きます。 

https://teledynelecroy.com/optioncard/ 

5． 「Continu to next step」のリンクをクリックします 

 

6． 次の画面で、「Scope ID」を選択すると、次のような画面が表示されます。手順 2 で確認した

「ScopeID」と「Serial Number(#)」、オプションカードに記載されている「Card Code」を入力し、

https://teledynelecroy.com/optioncard/
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「Submit」ボタンを押します。 

 

7． システムから 2 通のメールがユーザー登録したメールアドレス宛に送信されます。１つは Sumit を押

すとすぐに送信され、オプションキーコードが含まれたメールは 24 時間以内に送信されます。 

From：webmaster@teledynelecroy.com 

メールタイトル：Teledyne LeCroy Software Key Code Access Request 

内容例 

 

上記の例では、HDO4K-PWR(S/N….) key:の次に書かれている文字列がオプションキーコードになり

ます。HDO4000HD シリーズではハイフンでつながれた 16 文字のキーコード(xxxx-xxxx-xxxx-xxxx)と

26 文字のキーコード(xxxxxx-xxxxx-xxxxxx-xxxxxx-xx)の 2 種類が書かれています。2 種類ある場合は

２つとも入力します。 

次の手順に従い、オシロスコープにキーコードを入力します。 

(注意)キーコードの種類の数はモデルにより異なります。 

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。 
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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。 

 

 

（デモキーコードについて） 

ご希望のオプションを弊社セールスオフィスまでご連絡いただければ、1 か月間無償でご利用いただけ

るデモンストレーション・キーコードを発行することができます。但し、同じオシロスコープに同じ

デモンストレーション・オプションは 2 度有効にできません。デモンストレーション・キーコードの

状態はメニューバーの [Utilities ユーティリティ] →[Utilities Setup...ユーティリティの設定] を選び、

[Option オプション]タブで確認することができます。右側のオプションキーコードのリスト内のアイテ

ムを選択します。[Key Enables Options キーが有効にするオプション]は選択されたキーコードに対す

るオプションを示します。[Demo Key Status]が[Demo key hasExpired デモキ―の有効期限が切れまし

た]になっていれば、期限切れを示しています。 
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[Disk Utility ディスクユーティリティ] 

WaveSurfer4000HD シリーズはファイル管理するディスクユーティリティを使い、ファイルやフォルダの操作

を実行できます。メニューバーから[Utility ユーティリティ]→[Disk Utilities…ディスクユーティリティ]を選択

すると、ダイアログメニューが表示されます。 

 

 

(フォルダの作成) 

1. [Utility ユーティリティ]→[Disk Utilities…ディスクユーティリティ]を選択します。 

2. [Create]ボタンを押します。 

3. [Current Folder]をタッチして、バーチャルキーボードで作成するフォルダ名をフルパスで指定します。 

 

4. [Create Folder 新規フォルダ]ボタンを押します。 

(ファイルの削除) 

1. [Utility ユーティリティ]→[Disk Utilities…ディスクユーティリティ]を選択します。 

2. [Delete]ボタンを押します。 

3. [Current Folder]やその隣の[Browse 参照]ボタンをタッチして、フォルダを指定します。 

4. フォルダ内にある全てのファイルを削除するには[Empty Folder フォルダを空に]、個別のファイルを削

除するには、[File To Be Deleted]でファイルを指定して[Delete File ファイルの削除]ボタンを押します。 

(ファイルやフォルダのコピー) 

1. [Utility ユーティリティ]→[Disk Utilities…ディスクユーティリティ]を選択します。 
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2. [Copy]ボタンを押します。 

3. [Current Folder]やその隣の[Browse 参照]ボタンをタッチして、コピー元のフォルダを指定します。 

4. [Destination Folder]やその隣の[Browse 参照]ボタンをタッチして、コピー先のフォルダを指定します。 

5. フォルダ内にある全てのファイルをコピーするには[Copy Folder]、個別のファイルをコピーするには、

[File To Be Copied]でファイルを指定して[Copy File]ボタンを押します。 

注意) フォルダの削除はサポートされていません。フォルダの削除はメディアをパソコンに接続し、パソコ

ン上で削除してください。 
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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。 

[Language 言語設定] 

表示言語は日本語を含む 7 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。 

[Power on AC] 

AC 電源が OFF の状態から ON の状態に変化した場合に起動を開始します。工場などブレーカーで全ての機

器を ON/OFF するような場合にオンしてください。 

注意) AC 電源から OFF にした場合最後の状態は保存されません。 

 [Calibration 校正]タブ 

 

WaveSurfer4000HD は Calibration All で校正された結果から作られる補正テーブルを内部に保存していま

す。ウオームアップ後のオシロスコープは事前に作成された補正テーブルを呼び出すことで、校正ステップ

を省きながら精度を維持しています。精度は外気温に影響を受けるため、補正テーブルが作成された時点の

外気温に対して±５℃の範囲を有効にしています。外気温の変化が±５℃以上違いがある場合や前回校正をし

てから一か月以上経過している場合は Calibration All で再校正してください。 
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Status には起動時のウォームアップや外気温が前回校正時から±5℃の範囲を超えている場合、または校正デ

ータに問題がある場合などにメッセージを表示します。 

[Calibrae All 再校正] 

現在の環境で、全ての校正パラメータを再作成するには[Caliburate All]を実行します。再校正を行う場合に

は全てのチャンネルを無接続の状態にしてから実行します。全ての再校正が完了するまで、およそ 2 時間必

要とします。この校正パラメータは現在の外気温に対して±5 度の範囲で有効です。 

再校正が完了すると、校正データの上書きを確認するダイアログが表示されます。データはチャンネル毎に

存在するため、確認ダイアログが 4 回表示されます。ここで OK ボタンを押すと、設定が書き変わります。 

 

[Calibrate Current State 現在の状態 1 点だけの再校正] 

現在の環境で、オシロスコープの現在の状態(電圧感度など)だけの校正パラメータを更新するには、

Calibrate Current State を実行します。[Calibrate All]に比べ高速に再校正を行えます(ほぼ 30 秒程度)。 

[Status ステータス］ 

Status には起動時のウォームアップ、外気温が工場出荷時の気温±5℃の範囲である場合、この範囲を超える

場合の状態が示されます。現在の校正パラメータが作成された時間や現在の気温と校正が行われた時点の気

温差が通常動作時に表示されます。 

起動時の表示 

 

通常 

 

温度が適正範囲を超えた場合 
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[Aquisition 信号捕捉]タブ 

 

 

[Offset Setting Constant in]オフセット･コントロール 

フロントパネルの Volt/Div つまみなど、電圧軸の変化に対するオフセットの動作を設定します。[Div 画面の

位置]と[Volts 電圧値]の 2 つの選択があります。オフセットを 0V にしている場合には、どちらの設定も動作

に違いはありません。オフセットが 0V 以外で違いがあります。[Volts 電圧値]は Volt/Div が変化してもオフ

セットの値は固定しています。そのため、Volt/Div の変化に対して、トレースの 0V の位置が移動することに

なります。それに対して[Div 画面の位置] は、グリッド上の 0V の位置は固定して、オフセットの値が変化し

ます。 

[Div 画面の位置]は 0V 近くの波形に注目している場合に選択します。[Volts 電圧値]は注目している電圧が

0V 以外で、その電圧をグリッドの中心に置いた場合に有効な方法です。例えば次の絵のように波形のトッ

プに注目している場合、トップの位置がグリッドの中心になるようにオフセットを設定しておけば、Volt/Div

の変化に対して、トップの位置は固定することになります 

 

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です。 
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[Delay Settiing Constant in]遅延コントロール  

フロントパネルの Time/Div つまみなど、時間軸の変化に対するディレイの動作を設定します。[Div 画面の位

置]と[Time 時間]の 2 つの選択があります。ディレイを 0 にしている場合には、どちらの設定も動作に違いは

ありません。ディレイが 0 以外で違いがあります。[Time 時間]は Time/Div が変化してもディレイの値は固定

しています。そのため、Time/Div の変化に対して、トレースのトリガ位置が移動することになります。それ

に対して[Div 画面の位置] は、グリッド上のトリガ位置を固定して、ディレイの値が変化します。 

[Div 画面の位置]はトリガ位置近くの波形に注目している場合に選択します。[Time 時間]はトリガ位置から一

定時間経過した後の波形の振る舞いに注目していて、その位置をグリッドの中心に置いた場合に有効な方法

です。例えば次の絵のようにトリガ位置から特定の時間経過した位置にある波形に注目している場合、

Time/Div の変化に対して、注目している位置の波形は固定することになります。 

 

注意)[Time 時間] または [Div 画面の位置] のどちらを選択しても、タイムベースのセットアップダイアログに

表示される [Delay 遅延] は常に時間を示します。 

[Disable Hardware Accelerated View] 

WaveSurfer4000HD シリーズは波形を重ね書きしながら画面を更新する高速波形更新モードをサポートして

います。最高 17 万波／秒で画面更新を可能にする反面、ノイズが多い波形では形状を判断しにくいなどの

弊害があります。このチェックボックスをオンにすることにより、重ね書きしない状態で波形をアップデー

トします。 

注意) リモートコントロール時は Disable Hardware Accelerated View のチェックを入れてください。高速波

形更新モード動作中の波形転送はサポートしていません。 
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[Miscellaneous 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。 
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フロントパネル(SAVE/USERボタン)設定 

ユーザが頻繁に使用する機能をフロントパネルの「Save/User」キーに割り当てることができます。割り当

て可能な機能はファイルの保存、プリンタ出力、パラメータやアベレージなどで蓄積された値をクリアする

クリアスイープ機能などがあります。 

 

 

設定手順 

１． メニューバーの[Utilities ユーティリティ]→[Front Panel Setups..]を選択すると下に次のようなメニュー

が表示されます。 

 

２． [Select User Action]をタッチして、メニューからアクションを選択します。 

アクション 説明 

Save LabNotebook Entory メニューバーの[File]→[Save Labnotebook]で設定した内容

に従って LabNotebook に新しいエントリを追加します。 

Save Waveform to File メニューバーの[File] →[Save Waveform]で設定した内容に

従って波形データをファイルに保存します。 

Save Setup to File メニューバーの[File] →[Save Setup]で設定した内容に従っ

て設定情報をファイルに保存します。 

Save Screen Image to File メニューバーの[File] →[Save]で Screen Image を選択した

状態で設定した内容に従って画像イメージをファイルに保

存します。 

Print Now メニューバーの[File] →[Print Setup]で設定した内容に従っ

て印刷します。 

Change Trigger Slope トリガのスロープ設定を押すたびに切り替えます。 

Measure Off パラメータの設定をオフにします 
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Clrear Sweeps パラメータの統計値やアベレージの蓄積値をクリアしま

す。 

 

 

３． [Change Action]選択した機能の詳細を設定します。 

４． [Execute User Action Now]ボタンを押すと、アクションを実行し、動作を確認することができます。 
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付録 

ネットワークへの接続 

WaveSurfer4000HD オシロスコープに標準装備された 10/100Base-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･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。  

注意)WaveSurfer4000HD オシロスコープはシステム領域への書き込みが不可となっているため、ウィルス

対策を必要としません。 

外部モニタのセットアップ 

WaveSurfer4000HD シリーズは外部モニタやプロジェクタにオシロスコープと同じ画面を表示させることが

できます。本体背面にある HDMI コネクタにモニタを接続すると、オシロスコープの表示と同じ画面がモニ

タに映し出されます。 

解像度：1280×800(固定) 

注意) HDMI モニタへの接続はオシロスコープが起動されている状態で行ってください。HDMI モニタへの接

続を先に行ってからオシロスコープを起動すると、正しく表示されません。正しく表示されていない場合

は、HDMI ケーブルを挿しなおしてください。 

 

SD カード 

本体背面にある SD カードスロットはゴムのラバーを開けて、microSD カードを差し込みます。取り外しす

る際は、一度押してから抜きます。 

microSD カードは SDHC class10 に対応しています。最大 32Gbyte までの microSD カードを使用すること

ができます。 
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USB ホスト 

本体の前面や背面に配置されている USB コネクタ(A タイプ)はマウス・キーボード・USB メモリ・USB ハ

ードディスク・USB ハブを接続することができます。USB メモリや USB ハードディスクに対応するディス

クフォーマットは FAT・FAT32・exFAT の 3 種類です。NTFS には対応していません。 

 

トリガアウト 

本体背面の AUXOUT 端子はトリガを検出するタイミングでパルスを出力、または合否判定試験の結果とし

てパルス出力することができます。オシロスコープのトリガタイミングに合わせて、他の機器にトリガ信号

を供給することや合否判定での結果を他の機器に通知することができます。 

電圧は接続先がハイインピーダンス場合 3V、50Ω の場合 400mV 程度の振幅が出力されます。 

パルス幅は Time/Div の設定やプリファレンスメニューにある Disable Hardware Accelerated View の設定に

より異なります。遅延はほぼ 800ns 程度です。 

 

注意) トリガアウト出力のデフォルトはトリガアウトです。合否判定のアクションでパルスが選択されてい

る場合だけ、合否判定の出力に切り替わります。 

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 

MAUI Studio 

MAUI Studio は PC 上で動作する波形ビューアー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。 

⚫ オシロスコープとほぼ同じアプリケーションがユーザの PC で動作します。 

⚫ 波形やセットアップ、LabNotebooks の 保存/読み込み 

⚫ 複数の波形フォーマットの読み込み 

⚫ 自動計測波形パラメータ 

⚫ 任意波形生成演算による基本波形の シミュレーション 

MAUI Studio には無償版と解析機能を利用できる Pro 版がありますが、WaveSurfer4000HD シリーズは無

償版のみの利用になります。 
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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 

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。 

⚫ ビューア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 SD カード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。 

⚫ WaveSurfer4000HD との接続は TCP/IP や USBTMC を選択できます。 

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] 

http://teledynelecroy.com/japan/solutions/program/sampleprogram/default.asp
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バンド幅の試験は入力カップリングを 50Ω、10mV～1000mV 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。 

WaveSurfer4000HD 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,E,F はエリアを表しています。表の Applicable Frequencies は入力信号

の周波数範囲を示しています。A は 0Hz～A Hz、 B は A Hz～B Hz、C は B Hz～C Hz、D は C Hz～D 

Hz、E は D Hz~ E Hz、F は E Hz~ F Hz 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、ゲイン精度について試験を行います。 

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。 

ゲイン精度(Voltage Accuracy Verification)はレンジを設定後、DC 電圧源からの出力をオシロスコープで

測定し、入力電圧値と比較します。オシロスコープは mean パラメータで測定します。結果はオシロス

コープの mean で測定した値から入力電圧値を差し引きます。この測定結果はオフセット 0V 時の誤差

を含むため、仕様に示される DC ゲイン精度とは若干異なります。 

入力電圧値はレンジが 5mV/Div 以下は＋3Div と－３Div、それ以上のレンジは＋3.75Div と-3.75Div の電

圧を入力します。それぞれのレンジでプラスとマイナスでそれぞれ測定し、絶対値として大きい値が結

果として記載されます。この仕様は次のようになります。 

±(フルスケールの 0.5% + 入力電圧の 0.5% + 1mV) 

⚫  [ノイズ試験 Noise Tests] 

無入力時の波形を Auto トリガで捕捉し、sdev パラメータでノイズを測定します。次式のように SNR を

計算して評価します。 

無入力時の sdev の値を σ(mVr.m.s)とします。 

SNR=20log(root(8)*レンジ／ σ) 

結果の表には、[Range/レンジ]、[input Coupling 入力カップリング]、 [Noise σ mVrms] 、[SNR]、 [SNR 

specification SNR 仕様]が記述されます。 

注意) SNR の計算は設定レンジの全体（VDIV 設定の 8 倍）に Sin 波形を表示していると仮定して、

RMS 計算(root(8)*vdiv)を行っています。 

⚫ [時間計測精度 Time Measurement Accuracy] 

時間計測精度はエリアジング(サンプリング速度の 1/2 以上の周波数を入力した場合の現象)を利用し

て、精度良くサンプリング精度を測定します。サンプリング速度は 100MS/s になるように設定します。
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オシロスコープ上で表示されるエリアジング波形の周波数は、入力信号の周波数をサンプリング速度で

除算した剰余と同じになります。この波形の周波数と名目周波数を差し引き、評価を行います。入力信

号周波数の 100 万分の 1 を 1ppm として得られた値を評価します。 

結果の表には、[Frequency 入力周波数]、 [Measured Timebase deviation 測定されたタイムベースの偏

差] 、 [Specification 仕様]、[Unit 単位]が記述されます。 
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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(229 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。 

注意) お預かりした修理品の不具合が確認できずに一時返

却するケースが増えています。必ず再現できる方法をお知

らせください。 

 弊社サービス窓口 担当者よりご連絡させていただきます。

弊社から梱包箱をお届けする引き取りサービスもございます

ので、サービスをご要望の方はご相談ください。 

お急ぎの方は、申し込み時のフォームにご記入の上、印刷し

たものを現品添付してご発送ください。 

 

 

 

 

 

お預かりしてから 1 週間以内に診断結果を報告します。有償

修理の場合は、合わせて見積書をご案内させていただきま

す。診断が難航し見積書提出までに 1 週間以上を要する場合

や症状が表れていない時などにつきましても、1 週間以内に

途中経過を報告いたします。 

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。 

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 

http://www2.odn.ne.jp/aaf80240/form-repair2010.html
mailto:repair.jp@teledynelecroy.com
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 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。 

 

【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．電源投入時のトラブル 

症状 診断 

起動時に TeledyneLecroy のロゴまで表示しな

い 

具体的な症状 

・ 何も動作しない 

 

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 

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。 

作業完了～納品 

mailto:repair.jp@teledynelecroy.com
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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 
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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 

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 デフォルトの呼び出

し] 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、最新のファームウ

ェアをインストールしてください(196 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 最新のファームウェアをインストールしてく

ださい(196 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、またはソフトウェアのバグ

が考えられます。弊社サービスセンターにお

問い合わせください。 

✓ 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

が変化するか確認してください(45 ページ参

照)。弊社サービスセンターに修理を依頼して

ください。 

✓ 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。 
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特定のチャンネルに大きなノイズが表示され

る場合、症状が改善しない場合は、故障が考

えられます。弊社サービスセンターに修理を

依頼してください。 

✓ 波形の振幅、またはオフセットのずれが大

きい 

内部校正データに不備がある可能性がありま

す。[Utility ユーティリティ]→[Preference 

Setups プリファレンスの設定]を選び、

[Calibration 校正]タブにある Status を確認し

てください(216 ページ参照)。正常でない場

合、[Calibrate All]、または[Calibrate Current 

State]で再校正を実行してください。 

✓ 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 WaveSurfer4000HD 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/products/scopes/ws3k/default.asp 

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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