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スペクトル解析の追加

高速フーリエ変換（Fast Fourier Transform: FFT）オプションWP02は、このオシロスコープ
にスペクトル解析を追加します。単一タイム･ドメイン波形の各スペクトルは計算して表示で
き、パワー･アベレージは、50,000本以上もの大量のスペクトルより得られます。

各スペクトルは、0からナイキスト周波数までのリニアな周波数軸に対して表示されます。周
波数のスケール･ファクタ（Hz/div）は1-2-5シーケンスにあります。ナイキスト周波数はトレー
スの右端にあります。

処理方程式と、FFTスペクトルを特徴づける次の3つのキー･パラメータが画面下部に表示さ
れます。

- 変換サイズN（入力ポイント数）
- ナイキスト周波数（= 1/2サンプリング･レート）
- 周波数増分Δf（連続する2スペクトル間）
これらのパラメータ間には次の関係式が成り立ちます。

ナイキスト周波数 = Δf * N/2

さらに、Δf = 1/T

ここで、Tは入力波形レコードの時間（10 * time/div（時間軸））です。
出力ポイント数は、N/2です。
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演算タイプ

"FFT SETUP""Math Type"メニューより"FFT"を選択すると（第11章を参照）、下記のパラメー
タを設定できます。

FFT結果

パワー･スペクトル（dBm）
信号パワー（あるいはマグニチュード）は、縦軸に対数目盛で表示し、0 dBmは、50Ωに1 mW
供給できる電圧（0.316 Vピーク）に対応します。パワー･スペクトルは、隔離されているピー
クを含むスペクトルの特徴づけに適しています。

パワー密度（dBm）
FFT計算に関連する等価フィルタのバンド幅を正規化したものであり、広バンド･ノイズの特
徴づけに適しています。

マグニチュード（入力信号と同じ単位）
リニアな目盛りで表したピーク信号振幅です。

位相（度）
最大値が画面の左端に表示されるコサイン波に着目すると、その時点の位相はほとんど0ﾟで
あり、画面の左端より正方向に開始されるサイン波の位相は-90ﾟです。

実部、虚部、実部 + 虚部（入力信号と同じ単位）
これらは、FFT処理結果を複素数で表します。

最大ポイント数

FFTスペクトルはそれぞれ、ソースのタイム･ドメイン波形全体で計算されます。このパラ
メータは、FFT処理に用いるポイント数を限定します。入力波形のポイント数がこの最大数
より大きいと、FFT処理の前に櫛引きされて捨てられます。この最大数より少ない場合は、
すべて使われます。
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ウィンドウ･タイプ

ウィンドウ･タイプは"with"メニューより選択し、FFT処理に用いる等価フィルタのバンド幅
と形状を定義します。

レクタンギュラ（rectangular）
通常、下記の場合に用います。
- 信号がトランジェント波形で、タイム･ドメイン･ウィンドウに完全に収まる場合。
- 信号が、ウィンドウの基本周波数の整数倍である基本周波数成分を持っていることが既知の場合。

これにあてはまらない信号は、他のタイプのウィンドウで収集され、変動する膨大な数のス
ペクトル･リークとスカラップ･ロス（scallop loss）を提します。

ハニング（Von Hann）とハミング
リークを低減し、増幅精度を改善できるため頻繁に用いられます。しかし、周波数分解能は
落ちます。

フラット･トップ
このウィンドウは、リークを適度に抑えることで優れた増幅精度を示しますが、これも周波
数分解能は落ちます。

Blackman-Harris
これはリークを最小限に抑えますが、やはり周波数分解能の低下がともないます。

等価フィルタのパラメータに関しては、ページC-10の表を参照してください。

FFTパワーアベレージ
関数は、他の関数で計算されたFFTスペクトルのパワーアベレージで定義できます。

処理関数（Processing Facilities）

FFT処理の前には、平均や算術演算などの他の処理関数を適用できます。トリガが安定して
いるときには、FFTの前にタイム･ドメイン平均が使えます。これにより信号に含まれている
ランダム･ノイズを削減できます。
FFTの周波数帯域、つまりナイキスト周波数を広げるには、最大ポイント数を増やして、あ
るいはより速いタイム･ベースを用いて、有効サンプリング周波数を増やします。
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FFT周波数分解能を上げるには、より遅いタイム･ベースを用いてタイム･ドメイン波形のレ
コード長を増やします。

メモリ状態
メモリ状態は、ポイント数、水平スケール･ファクタ、垂直スケール･ファクタ、単位を含む
波形記述子のパラメータを表示します。

カーソル

絶対時間（Absolute Time）カーソルを、タイム･ドメイン波形の右端を通り越して周波数ドメ
インにまで動かすと、データ･ポイントの振幅と周波数を表示できます。

相対時間（Relative Time）カーソルを周波数ドメインまで動かすと、周波数ドメイン･トレース
ごとの2ポイント間の周波数差と振幅差を同時に表示できます。

絶対電圧（Absolute Voltage）カーソルでは、1スペクトルの1ポイントの絶対値を適当な単位で
表示できます。相対電圧（Relative Voltage）カーソルでは、トレースごとの2レベル間の差異を
表示できます。
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FFTアルゴリズム

オシロスコープのFFT計算に用いられているアルゴリズムを、ステップ1～7に参
考として概説します。

1. 最大ポイント数がソースのポイント数より小さいと、FFT計算の前にそのソース波形デー
タがふるいにかけられて捨てられます。このポイントの切り捨ては、ソース波形の全体に
わたって実行されます。その結果得られたサンプリング･インターバルと実際に選択され
た変換サイズによって、1-2-5シーケンスに周波数スケール･ファクタが与えられます。

2. データに、選択されたウィンドウ関数が掛けられます。

3. 下記の高速実装DFT（離散フーリエ変換）を用いてFFT計算します。

ここで、*[Xk]*は複素行列で、その実部は修正されたソースのタイム･ドメイン波形であり、
虚部は0です。

*[Xn]*は、複素周波数ドメイン波形の解です。

*[N]*は、*[Xk]*と*[Xn]*のポイント数です。

ここに実装されている一般型FFTアルゴリズムはNで動作しますが、このNは2の累乗である
必要はありません。

4. ウィンドウ化による信号エネルギー損失を補償するために、解である複素ベクトル*[Xn]*
が、ウィンドウ関数のコヒーレント･ゲインで割られます。この補償により、隔離された
スペクトル･ピークの精密な振幅値が得られます。
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5. *[Xn]*の実部は、ナイキスト周波数を挟んで対称であり、次のように表せます。

虚部は非対称であり、次のように表せます。

周波数nの信号エネルギは、スペクトルの前半と後半に等しく分配されます。周波数0のエネ
ルギは、第0項に完全に含まれます。

スペクトルの前半（実部と虚部）、つまり0～ナイキスト周波数までは、次の処理に対して保存
され、振幅が2倍されます。

6. 得られた波形が、選択されたスペクトル･タイプに計算されます。

"Real（実部）"、"Imaginary（虚部）"、または双方が選択されたときは、これ以上の計算は不要
です。複素数解の該当する部分は、（上記で定義された*[R'n]*または*[I'n]*または*[R'n + jI'n]
*）解で与えられます。

"Magnitude（マグニチュード）"が選択されたときは、複素ベクトルのマグニチュードが次の式
で計算されます。

ステップ1～6により次の結果が得られます。

タイム･ウィンドウで周期整数Npを持つ振幅1.0  VのACサイン波は、レクタンギュラ
（rectangular）ウィンドウで変換されると、周波数Np x Δfのスペクトルでマグニチュード1.0 V
の基本ピーク解が得られます。しかし1.0 VのDC成分は、レクタンギュラ（rectangular）ウィン
ドウで変換されると、0 Hzでマグニチュード2.0 Vの基本ピーク解になります。
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他の使用可能なスペクトル･タイプでの波形は、次の式で計算されます。

位相: 角度 = 《数式略》
角度 =  0

ここで、*[Mmin]*は最小マグニチュードであり、どのゲイン設定でもフルスケールの0.001近
傍に固定されます。これ以下では角度はうまく定義されません。

dBmパワー･スペクトルは次の式で表されます。

ここで、*[Mref]* = 0.316 V（つまり、0 dBmは、50Ωに1.0 mW供給されるときの0.316 Vピー
クまたは0.224 V RMSのサイン波で定義されます）。

dBmパワー･スペクトルは、上の式からもわかるようにdBmマグニチュードと同じです。

dBmパワー密度は次の式で表されます。

ここで、ENBWは、選択したウィンドウに対応するフィルタの等価ノイズ･バンド幅です。
Δfは、現在の周波数分解能（ビン幅）です。

7. FFTパワー平均は、ステップ5で生成されたスペクトルごとに複素周波数ドメイン･データ
*[R'n]*と*[I'n]*をとり、マグニチュードの2乗を計算します。

*[Mn2]*を合計し累積したスペクトル数を数えます。合計はスペクトル数で正規化され、フー
リエ変換に使用された式と同じ式で、選択された結果タイプに変換されます。
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FFT処理: 例

ウィンドウ処理の効果

上の画面は、スペクトル･リーク例であり、正しいウィンドウの使用でスペクトル･リークが
削減されることを示しています。

チャンネル1（最上部のトレース）は、周波数約1 kHzの三角波を示します。

最下部のトレースは、RectangularウィンドウでFFTをかけ拡大したものです。各ピークが、特
に1 kHzの基本成分が、広い範囲の周波数にわたってスペクトルに影響を与えています。これ
は、等価フィルタのサイド･ローブを介する信号パワーのリークによるものです。

まん中のトレースは、チャンネル1の同じ波形に対して、Blackman-Harrisウィンドウを用いて
もう一つのFFTをかけ拡大したものです。明らかにリークは削減されていますが、高調波付
近にピークが広がっています。これは、このウィンドウに関連するフィルタのバンド幅の増
大を示しています。
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FFT平均の効果

上記画面は、ノイズ信号（最上部のトレース）のFFT結果を示します。このFFTにパワー･アベ
レージ」を適用すると、インコヒーレントなノイズはすべて除去されます。信号（振幅変調）は
見やすくなります。
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FFT用語集

FFTスペクトル解析に頻繁に用いられる用語を定義し、オシロスコープに関連付
けます。

Aliasing（エリアシング）
サンプリング捕捉システムへの入力信号に、ナイキスト周波数（サンプリング周波数の半分）
より大きい周波数成分が含まれていると、信号周期あたり2サンプル未満になります。結果的
には、サンプリングした波形に対するこれらの成分の影響を、ナイキスト周波数未満の成分
のものと区別できなくなります。これをエリアシングといいます。

タイムベースと変換サイズを正しく選択して、ナイキスト周波数が、タイム･ドメイン･レ
コードの最大周波数成分より大きくなるようにする必要があります。

Coherent Gain（コヒーレント･ゲイン）
ウィンドウ関数ごとに対応するフィルタの正規化されたコヒーレント･ゲインは、レクタン
ギュラ（rectangular）ウィンドウでは1.0（0 dB）であり、他のウィンドウでは1.0未満です。これ
は、ウィンドウ関数が掛け合わされることによる信号エネルギー損失を定義します。この損
失はオシロスコープで補償されます。後続ページの表に、実装されているウィンドウごとの
値をリストします。

ENBW（Equivalent Noise Bandwidth）（等価ノイズ･バンド幅）
ENBWは、ホワイト･ノイズ信号では同じパワーが集められる周波数ビンそれぞれに関連する
フィルタと等価な、（中心周波数で同じゲインを持つ）レクタンギュラ（rectangular）フィルタの
バンド幅です。下記の表に、実装されているウィンドウ関数ごとにENBWをリストし、ビン
で表します。
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Filters（フィルタ）
NポイントFFT計算は、タイム･ドメイン入力信号をN/2個のフィルタにかけ、それらの出力を
周波数に対してプロットしたものと等価です。フィルタ間隔は、Δf = 1/Tであり、バンド幅
は使用するウィンドウ関数に依存します（周波数ビンを参照してください）。

Frequency bin（周波数ビン）
FFTアルゴリズムには離散ソース波形が用いられますが、これらはNポイントにわたって定義
され、N個の複素フーリエ係数が計算されます。これらの係数は入力信号の高調波成分に変
換されます。

（虚部が0の）実部ソース波形では、N/2個の独立高調波成分のみになります。
1FFTは、形状と幅がすべて同じであり、N/2離散周波数を中心としたN/2個のフィルタを通し
た入力信号解析に対応します。各フィルタには、それぞれの中心周波数の近傍に落ち込む信
号エネルギが集められます。このため、N/2個の"周波数ビン"があるとも言えます。
隣接する2つのビンの中心周波数間の距離は、ヘルツで表すと常に次の式で与えられます。

Δf = 1/T

ここで、Tはタイム･ドメイン･レコードの期間を秒で表した時間です。

各ビンの中心にあるフィルタの主ローブ幅は、用いられたウィンドウ関数に依存します。レ
クタンギュラ･ウィンドウでは1.0ビンにノミナル幅があります。他のウィンドウには、より
広い主ローブがあります（表を参照してください）。

Frequency Range（周波数範囲）
計算され表示される周波数範囲は、（画面の左端に表示される）0 Hzから（トレースの右端にあ
る）ナイキスト周波数までです。

ウィンドウ周波数ドメイン･パラメータ
ウィンドウ･タイプ

レクタンギュラ
ハニング
ハミング
フラット･トップ
ブラックマン･ハリス

最大サイド･ローブ
(dB)
- 13
- 32
- 43
- 44
- 67

スクラップ･ロス
(dB)
3.92
1.42
1.78
0.01
1.13

ENBW
(bins)
1.0
1.5
1.37
2.96
1.71

コヒーレント･ゲイン
(dB)
0.0

- 6.02
- 5.35
- 11.05
- 7.53
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Frequency Resolution（周波数分解能）
周波数分解能は、単純にはビン幅Δfと同じです。つまり、入力信号の周波数がΔfごとに変
化すると、対応するスペクトル･ピークもΔfごとに変化します。周波数変化が小さくなると、
ピーク形状のみが変化します。
しかし、実効周波数分解能（つまり、周波数がほとんど同じである2つの信号を区別する能力）
は、使用されるウィンドウ関数に著しく限定されます。レクタンギュラ･ウィンドウ以外のす
べてのウィンドウのENBW値は、Δfおよびビン幅より大きくなります。実装されているウィ
ンドウごとのENBW値は、表にリストされてます。

Leakage（リーク）
（レクタンギュラ）タイム･ウィンドウに整数個の周期を持つ（つまり、ソース周波数が1つのビ
ン周波数に等しい）サイン波のパワー･スペクトルの場合、そのスペクトルには、ソース波形
の振幅に確実に影響を与える鋭い成分が含まれます。中間入力周波数では、このスペクトル
成分には小さい幅広いピークがあります。
ピーク･ベースが広がるにつれて多くの隣のビンに広がっていくことを、leakage（リーク）と言
います。これは、それぞれの周波数ビンに関連するフィルタの比較的大きなサイド･ローブに
起因します。
フィルタのサイド･ローブとそれによるリークは、どれか使用可能なウィンドウが適用されると
削減されます。最良の削減率はブラックマン･ハリス･ウィンドウとフラット･トップ･ウィンド
ウで得られますが、この削減は、フィルタの主ローブの広がりによってオフセットされます。

Numbers of Points（ポイント数）
FFTは、それぞれの上限がソース･ポイント数であるポイントすべて（変換サイズ）にわたっ
て、メニューで選択された最大ポイント数で計算されます。FFTにより、出力ポイントN/2個
のスペクトルが生成されます。

Nyquist Frequency（ナイキスト周波数）
ナイキスト周波数は、（ふるにかけられた後の）実効サンプリング周波数の1/2、つまりΔf x N/2です。

Picket Fence Effect（杭垣効果）
タイム･ドメイン･レコード中に整数個の周期を持つサイン波の場合、レクタンギュラ･ウィン
ドウで得られたパワー･スペクトルは、そのサイン波の周波数と振幅に正確に対応した鋭い
ピークを持ちます。これ以外の場合、レクタンギュラ･ウィンドウで得られたスペクトル･
ピークは、小さく幅広いものとなります。
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離れた2つのビン周波数の中程にソース周波数があるとき、パワー･スペクトルの最大ポイン
トは3.92 dB（1.57倍）下がります。このスペクトル･マグニチュードの変動をPicket Fence Effect

（杭垣効果）といいます。（この損失はscallop loss（スカロップ･ロス）と言います）。

ウィンドウ関数はすべて、この損失をある程度補償するものですが、最良の補償はフラット･
トップウィンドウで得られます（表を参照してください）。

Power Spectrum（パワー･スペクトル）
パワー･スペクトル（*[V2]*）は、マグニチュード･スペクトルの2乗です。

パワー･スペクトルはdBm目盛りで表わされ、0 dBmは次の式に対応します。

ここで*[Vref]*は、50Ωに1 mW供給する電圧と等価な正弦波電圧のピーク値です。

Power Density Spectrum（パワー密度スペクトル）
パワー密度スペクトル（*[V2/Hz]*）は、パワー･スペクトルをフィルタの等価ノイズ･バンド幅

（単位はヘルツ）で割ったものです。
パワー密度スペクトルはdBm目盛りで表わされ、0 dBmは（*[Vref2/Hz]*）に対応します。

Sampling Frequency（サンプリング周波数）
タイム･ドメイン･レコードは、選択されたタイム･ベースに依存するサンプリング周波数で捕
捉されます。
タイム･ドメイン･レコードは、FFT計算前に櫛引きされます。選択された最大ポイント数が
ソース･ポイント数より小さいと、実効サンプリング周波数は削減されます。
実効サンプリング周波数は、ナイキスト周波数の2倍です。

Scallop Loss（スカロップ･ロス）
杭垣効果に関連する損失です（表を参照してください）。

Window Function（ウィンドウ関数）
ウィンドウ関数は、1～3個のゼロでないコサイン項で構成されるコサイン族の和に属し、次
の式で表されます。

ここで、
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M = 3 は最大項数
*[am]* は各項の係数
N は櫛引きされたソース波形のポイント数
k は時間添え字
です。

下記の表に係数*[am]*をリストします。タイム･ドメインに見られるウィンドウ関数は、k =
N/2を挟んで対称です。

ウィンドウ･タイプ
レクタンギュラ 1.0  0.0 0.0
ハニング 0.5 -0.5 0.0
ハミング 0.54 -0.46 0.0
フラット･トップ 0.281 -0.521 0.198
ブラックマン･ハリス 0.423 -0.497 0.079

ウィンドウ関数の係数
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エラー･メッセージ

画面最上部に表示されるFFT関連のエラー･メッセージには、次のものがありま
す。

"Incompatible input record type（入力レコード･タイプに互換性がありません）"
FFTパワー･アベレージは、FFTに定義された関数でのみ定義されます。

"Horizontal units don't match（横軸の単位が合いません）"
周波数ドメイン波形のFFTは使用できません。

"FFT source data zero filled（FFTソース･データは0で置き替えられました）"
ソース波形（レコードの先頭または末尾）に不当なデータ･ポイントがあると、FFT実効前にゼ
ロに置き替えられます。

"FFT source data over/underflow（FFTソース･データがオーバフロー/アンダーフ
ロー状態です）"

ゲインが大きすぎるあるいはオフセットが不適当な捕捉中に、または前の処理で、ソース波
形データが振幅クリッピングされています。このFFT解には、クリッピングのない波形では
出現しない高調波成分が含まれます。

捕捉または処理の定義設定を変更して、オーバフロー/アンダーフロー状態を取り除いてくだ
さい。

"Circular computation（循環計算）"
関数定義が循環しています。（つまり、関数が、他の関数または式を介して間接的に関数自身
のソースになっています）。いずれかの定義を変更してください。
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パラメータの数式化

パラメータ測定は、IEEEスタンダード181-1977 Standard on Pulse Measurement and Analy-
sis by Objective Techniques（オブジェクト技術によるパルスの測定および解析に関する標準）
の勧告に準じます。用語は、ANSI/IEEEスタンダード194-1977 Standard Pulse Terms and
Definitions（パルスの標準用語と定義）に依ります。

電圧測定
マグニチュード参照交点を求めるために、IEEEスタンダード181-1977方式に従って、ベース･
マグニチュードとトップ･マグニチュードが割り当てられます。カーソル･ウィンドウ内に波
形のマグニチュード･ヒストグラムが作成されます。主要マグニチュード母集団が検索されま
す。主要母集団が2つない場合は、分布の最小値と最大値が用いられます。2つのマグニ
チュードのうち、カーソル･ウィンドウの最下部がBase（ベース）ラインに割り当てられ、最上
部がTop（トップ）ラインに割り当てられます。

Amplitude （振幅）は、Base（ベース）とTop（トップ）との絶対差です。
Maximum （最大値）は、カーソル間に定義された領域内の最大電圧です。
Minimum （最小値）は、カーソル間に定義された領域内の最小電圧です。

Peak to Peak value （ピーク･ツー･ピーク値） ＝Maximum－Minimum
Overshoot positive （正オーバーシュート） ＝ （Maximum－Top）／Amplitude
Overshoot negative （負オーバーシュート） ＝ （Minimum－Base）／Amplitude



D-2

付録D：パラメータ測定

算出値に対する注釈

Mean（平均）、Standard Deviation（標準偏差）、RMS、およびArea（領域）のそれぞれの値の算出
に使用するデータ数は、周期波形の検証法により異なります。

1周期以上存在すると同定された場合は、オリジナル･ウィンドウの最初の中間値点（50 %変
化点）で開始し、リーディング･エッジの最後の中間値点で終了するサブウィンドウが用いら
れます。（つまり、下記の式では、N = （最大100周期まで確定された）周期内データ･ポイント
数です）。

他の場合、平均値、標準偏差、RMS、および領域値の算出は、カーソル･ウィンドウ内の全
データ･ポイントが用いられます。下記の式で Vi は測定サンプル値を示します。
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Mean（平均）
上記の説明のように、選択したデータ･ポイントすべての平均値であり、次式で与えられます。

Standard Deviation（標準偏差） （Sdev）
平均からの測定ポイントの標準偏差であり、次式で与えられます。

RMS
上の説明のようにすべてのデータに対するマグニチュードの二乗の平均値の平方根より導き
出され、次式で与えられます。

Area（領域）
信号によりカバーされる領域は、既に述べたように、選択したすべてのデータ･ポイント合計
にサンプル･インターバルを掛けて算出されます。

時間測定
注: 時間測定には、リーディング（前）･エッジで発生するマグニチュード交点とトレーリング

（後）･エッジで発生するマグニチュード交点とを区別する必要があります。以下の式で
は、次の表記を用います。

Ml = リーディング･エッジ数
Mt = トレーリング･エッジ数
Tlxi = リーディング･エッジiがx%レベルと交差する時刻
Ttxi = トレーリング･エッジiがx%レベルと交差する時刻

2つの測定ポイント間の時刻はすべて直線的に補間されます。
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Period（周期）
選択した期間内の波形の完全周期長の平均より算出されます。完全周期はそれぞれ、第1の
50%交差点と第3の50%交差点の間、第3と第5の交点間、第5と第7の交点間、...というように
各交点間で測定されます。

Frequency（周波数）

1/Period（周期）です。

Cycle（サイクル）
これにより周期数が与えられます。

Pulse Width（パルス幅）（Width）
波形のPulse Start（パルス開始点）（中間点、つまりリーディング･エッジの50%マグニチュード･
トランジション点））とPulse Stop（パルス終了点）（トレーリング･エッジの中間点）間の時間で
す。パルス開始点同様、パルス終了点も50 %マグニチュード参照点です。

Delay（ディレイ）
トリガ･ポイントから最初の50%トランジション交点つまりPulse Start（パルス開始点）までの
時間です。

Duty Cycle（デューティ･サイクル）
パルス幅をパルス周期のパーセンテージで表したものです。

Risetime（立ち上がり時間）（Rise）
パルス波形の上向き勾配のトランジション時間です。

Falltime（立ち下がり時間）（Fall）
パルス波形の下向き勾配のトランジション時間です。
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立ち上がり時間と立ち下がり時間は、測定装置によりリーディング･エッジの近位点（10%マ
グニチュード･トランジション）と遠位点（90%マグニチュード･トランジション）間の時間で、
およびトレーリング･エッジの遠位点と近位点間の時間で測定されます。

リーディング･エッジ時間 ＝

トレーリング･エッジ時間＝

リーディング･エッジ･トランジションの勾配の向きによって、測定装置により以下のいずれ
かが割り当てられます。

正勾配: Risetime （立ち上がり時間） ＝ リーディング･エッジ時間
Falltime （立ち下がり時間） ＝ トレーリング･エッジ時間

負勾配: Risetime （立ち上がり時間） ＝トレーリング･エッジ時間
Falltime （立ち下がり時間） ＝ リーディング･エッジ時間

サイクル･パラメータ
サイクル･カテゴリ･パラメータは、最初に表示された捕捉終了波形50サイクルより求められ
ます。51サイクル以上表示されていても、最初の完全50サイクルのみ用いられます。

サイクル･カテゴリ･パラメータ
cmean
crms
cycles
freq

cmedian
csdev
duy
period
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ASCII保存ファイルの使用

従来波形データはバイナリ･フォーマットで保存していましたが、一般に使用されている解析
パッケージ向けに、ASCII波形保存機能により、各解析パッケージで規定されているASCII
フォーマットでも保存できます。ASCII波形保存のサポートによるユーザ･インタフェイスの
変更点は、STORE（保存）メニューより参照できます（第15章を参照してください）。

ASCIIフォーマットで保存した波形は、オシロスコープへは呼出せないので注意してください。

5つのフォーマットの基本レイアウト情報を下の表にまとめます。

ヘッダ データの前にヘッダのあるフォーマット

時間値 振幅値の他に時間の値も保存するフォーマット

振幅値 振幅値を保存するフォーマット

シーケンス時間 シーケンスのセグメントごとにシーケンス時間情報を持つヘッダ

マルチ･セグメント シーケンス波形のセグメントを複数連結したフォーマット

デュアル･アレイ デュアル･アレイ･データ（Extrema（エクストレーマ）や複素FFT）を保存で
きるフォーマット

3つのフォーマットの使用例をそれぞれ以降のページに示します。

フォーマット ヘッダ 時間値 振幅値 シーケンス マルチ･ デュアル
時間 セグメント ･アレイ

スプレッドシート Yes Yes Yes Yes Yes Yes
MathCad Yes Yes Yes Yes Yes ??
MATLAB No No Yes No Yes No
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例 : Excelのスプレッドシート･フォーマット

Windows 95用Microsoft Excel Version 7.0を使用して作成した例です。スプレッドシート。
フォーマットで保存された波形は、下に示すように《File -> Open》ダイアログを使用して
Microsoft Excelへ読み込むことができます。

Excel画面で、ファイル･タイプ入力が促されます。Wizardの最初の手順で"Delimited（区切り
文字）"オプションが選択されていることを確認します。
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次の手順で区切り文字を指定します。オシロスコープで作成されたスプレッドシート･フォー
マットでは、カラム（列）区切りにカンマが使用されています。この選択を確認します。
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3番目の手順と最後の手順では、カラムのフォーマットを指定します。カラムごとに（デフォ
ルトの）"General（汎用）"フォーマットを用いる必要があります。

《Finish》ボタンをクリックすると、例のように表示されます。
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シングル･セグメント波形のプロット
シングル･セグメント波形から得られたデータをプロットするには、第1カラムをX値とした
最初の2カラムのデータで分布プロットを使用する必要があります。

シーケンス波形からのセグメント抽出
スプレッドシート･フォーマット用に作成されたヘッダには、シーケンス波形のさまざまなエ
レメントを抽出するのに必要な情報がすべて入ってます。ある与えられたセグメントのデー
タ開始行や終了行あるいはトリガ時間等の情報を抽出するには、下の式を使用します。
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分布プロットですべてのセグメントのデータをプロットすると、すべてのセグメントが（シー
ケンス･トレースをパーシスタンス･モードでオシロスコープに表示するのと同様に）重ねられ
て表示されます。
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例 : MathCad

この例は、MathSoftのWindows用MathCad Version 3.1で作成しました。

ファイルの読み込みとグラフ描画－シングル･セグメント･バージョン
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マルチ･セグメント･バージョン
以下のMathCad例は、ある与えられたセグメントからのデータ抽出方法を示します。この例
に使用されたデータは、それぞれセグメントを2つ持つサンプル3つより構成され、移入され
た行列全体が表示されます。
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例 : MATLAB

これは、MathWorksのWindows用MATLAB Version 4.2c.1を使用して作成した例です。

MATLABで波形を読み込みグラフ描画するには、次の例に示されるような2つの簡単なコマ
ンドを使います。最初のコマンドでファイルを行列にロードします。このとき自動的にファ
イル名が割り当てられます。次のコマンドでこの行列をプロットします。
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シングル･セグメントの例

フォーマット詳細

スプレッドシート
フォーマット
注:  太字のフィールドは、以下に示すように出力ファイル中の定数を表します。イタリック

体のフィールドは、ファイル書き込み時に記入された変数を表します。

<scopeid>, <scopeserial>
Segments, <numseg>, SegmentSize,
<numpts>
Segment, TrigTime,
TimeSinceFirstSegment
#1, <trigtime(numseg)>,
… …
#<numseg>, <trigtime(numsedg)>
<trigdelta(numseg)>,
Time, Ampl, [Ampl1]
x(0), y(0), [y1(0)]
x(1), y(1), [y2(0)]
… …
x(numgseg*numpts), y(numseg*numpts),
[y1(numseg*numpts)]
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デュアル･アレイの例注

マルチプル･セグメントの例

注：
スプレッドシート･フォーマットの基本構造では、先頭に、オシロスコープID情報が入れられ
たヘッダ、次に、マルチ･セグメント波形に対するトリガ時間が入れられたブロック、その後
に、データが続きます。

このフォーマットは、レクロイのLW4xx Arbitrary Function Generator（任意信号発生器）のASCII
インポート互換です。
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MathCad
フォーマット

<“scopeid”>,
<“TriggerTime”>
<numseg> <numpts>
Segment TimeSinceFirstSegment
1 0.0
… …
<numseg> <trigdelta(numseg)>
Time Ampl Ampl1
<x(0)> <y(0)> [<y1(0)>]
<x1)> <y(1)> [<y1(1)>]
… …
<x(numgseg*numpts)> <y(numseg*numpts)>
[<y1(numseg*numpts)>]

シングル･セグメントの例
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マルチプル･セグメントの例

注
MathCadで作成されたフォーマットは、スプレッドシート･フォーマットによく似ています
が、MathCadのヘッダ情報変換方法の違いによりいくらか異なります。

最も重要な差異は、絶対トリガ時間が最初のセグメントに対してのみ与えられ、各セグメン
トに対しては相対時間が（秒単位で）与えられる点です。

もう1つの差異は、オシロスコープIDとトリガ時間がMathCadによってインポートされないよ
うに、引用符で囲まれていることです。
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注
MATLABでは、ヘッダ情報のない振幅値のみの非常に単純なフォーマットがサポートされて
います。複数のセグメントがセパレータなしで連結されます。デュアル･アレイには振幅値が
ペアで存在しますが1つの値のみ保存されます。

MATLABファイル
フォーマット

y(0)
y(1)
…
y(numseg*numpts)

シングル･セグメントの例


