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6GHz帯域リアルタイムサンプリングのデジタルオシロスコ
ープ2機種、Tektronix TDS 6604（図1）およびLeCroy
Wavemaster 8600A（図2）の実機対決計画は、2002年8
月中旬から具体的に動き始めた。

当時は、6GHzの装置としてはこの2機種だけしかなく、
AgilentのInfiniium 54855A（図3）はまだ秘匿のベールに包
まれたままだった。プレス関係者にInfiniiumの情報が伝わった
のは、その数週間後だ。計画が動き出す2、3週前、そして
WaveMaster 8600Aの正式発表前日となる7月30日に、
LeCroyは新しいオシロスコープのデモンストレーションを行う
ため、比較用のTektronixのオシロスコープも携えてEDNオフ
ィスを訪れた。TDS6604は使用できず、LeCroyの製品管理
取締役を務めるMike Lauterbach氏が持参したのは、
Tektronixの狭帯域で前機種となる4GHz帯域TDS 7404だ。

ハイエンドのオシロスコープでは重要な機能となる、大量の
データ処理をともなう複雑な表示を生成する機能は、6604で
は7404に比べて大幅に高速化されており、この点については
Lauterbach氏にも異存はなかった。ただしLauterbach氏は、
このような表示を生成する機能は8600Aの方が6604より数
段高速と指摘し、画面上に的確な表示を高速に映し出すことは
オシロスコープにとって非常に重要だと念を押した。オシロス
コープは、50年以上も前からEE（エレクトロニクスエンジニ
ア）にとって欠かせない存在になっている。オシロスコープに
対する人気がこれほど長続きしているのは、ユーザーがオシロ
スコープをきわめて対話的に取り扱うことができるというその
特質からだろう。

オシロスコープの画面を観察したとき、その表示が何らかの
問題を映し出していれば、オシロスコープはそれを修正するよ
うに示唆しているのだし、テストユニットの予想外の動作を映
し出していれば、その原因を究明する別の計測を行うように示
唆していることになる。いずれの場合も、ユーザーはオシロス
コープの表示に応じてすぐに何らかの方法で対処すればよい。
このような示唆的な機能と迅速な対処が可能でなければ、計測
に関わる作業はまったく異なる性質になるはずだ。こうしたオ
シロスコープの対話的な特性が重要であることを認識している
のは、LeCroyだけではない。Tektronixもまた、このような特
性を重視して、DPO（デジタル・フォスファ・オシロスコープ）

モードをTDS7000シリーズの装置に組み入れている（その該
当モデルは6604ではなく7404）。ただし、残念ながらDPO
モードにはオシロスコープ機能の中で最も利用価値の高い機能
の一部が盛り込まれていない。

7404の帯域は8600Aおよび6604の帯域よりも低いが、
ディープメモリオプションを装備していることにより、6604
よりはるかに大きなメモリ深度を使うことができる。（7404の
標準的なメモリ深度は4チャネルモードで100kサンプル/チャ
ネル、オプションにより1チャネルモードで32Mサンプルまで
拡張可能。）どちらかといえば、よりメモリ深度が大きい7404
は8600Aと直接的に対抗するオシロスコープだ。8600Aの標
準的なメモリ深度は、4チャネルモードで1Mサンプル/チャネ
ル、さらにオプションにより2チャネルモードでアクティブチ
ャネルあたり48Mサンプルまで拡張可能できる。2チャネルモ
ードでは、8600Aおよび6604の双方とも20Gサンプル/秒の
最大速度でデータをリアルタイムに捕捉する。一方の7404は、
1チャネルモードでこの速度のサンプルが可能となる。

7404および8600Aは本格的なディープメモリ・アーキテ
クチャを採用しているが、6604はいわゆるFISO（fast
in/slow out）アーキテクチャを採用している。リアルタイム
でデジタル化するディープメモリのオシロスコープユニットと
は対照的に、FISOスコープはリアルタイムでサンプルを捕捉す

図3：AgilentのInfiniium 54855Aは、4チャネル、6GHzリアルタイムサン
プリング装置の分野に参入する最新機種となる。2002年10月の本誌実機テ
ストには姿を現さなかった。競合する2社の製品が一度に2チャネルで10Gサ
ンプル/秒より高速にサンプリングできるのとは異なり、54855Aは同時に4
チャネルをリアルタイム、20Gサンプル/秒でサンプリングできる。このため
54855Aオシロスコープは、5GHzを上回る顕著なエネルギーを含む4信号の
エイリアシングなしに、同時にデータを捕捉することができる。

図1：TektronixのTDS 6604は、業界初の4チャネル、リアルタイムサンプ
リング機能を備えた6GHz帯域DSOだ。

図2：LeCroyのWavemaster 8600Aは、EDNの6GHzオシロスコープ2機
種比較テストでトップのパフォーマンスを発揮した。
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るものの、サンプルをデジタル化する前にアナログ形式で保存
する。この保存速度は高速なスィープ掃引速度だが、通常は捕
捉する速度よりも遅くなる。（6604を含む多くのFISOスコープ
にはランダム反復サンプリングモードがあり、反復的な波形の
有効（実効）サンプリング速度をさらに強化できる。ランダム反
復サンプリングは、多くのディープメモリスコープの機能でも
あり、7404および8600Aもこの機能を備えている。）6604
のメモリ深度は、125,000サンプル/チャネルに固定されてい
る。このメモリ深度および通常の最大リアルタイムサンプリン
グ速度（4チャネルの各チャネルで10Gサンプル/秒）は、2チ
ャネルモードでオシロスコープを使用するときには2倍となる。

実機対決のプラン

LeCroyの8600Aが正式に発表されると、Tektronix側は
「LeCroyは同社の新型機種が複雑な表示をより高速に生成する
と主張しているが、それは間違いだ」と懸命にアピールした。
8600Aの前機種にあたる5GHz帯域のWavemaster 8500
は、何ヶ月も前から提供されている。そのアーキテクチャおよ
び表示を生成する速度は8600Aと変わらず、Tektronixには
8500の機能性を十分に吟味検証する時間があった。

両社ともテスト実施内容（表1）を提案し、双方から2名ずつ
エンジニアをマサチューセッツ州ニュートンのEDN編集部に派
遣すること、8600Aおよび6604を使い双方が提案したテス
ト実施内容を実行して、どちらが的確な表示を高速に生成する
か検証することに、両社が同意した。

LeCroyの同意を得て、Tektronixは後から、6604の他に
CSA7404を実機テストに加えたいと申し出た。CSA7404は
TDS7404の1バージョンで、波形分析機能が強化されている。
CSAユニットによって、Tektronixは同社のディープメモリス
コープ上位機種が持つ反応の良さを誇示しようという目算だっ
たようだ。実機比較の条件が次第に固まるのと並行して、EDN
の姉妹誌であるTest & Measurement World誌がこの計画に
参加すること、そしてイベントの共同スポンサーになることも
決まった。

実はこの段階で、状況が一変しそうな事態が起きた。という
のも、Agilentからまもなく4チャネル、6GHz帯域のDSOを発
表するという連絡が入ったからだ（参照先1）。私は、Agilent
にも実機対決に参加するように呼びかけ、同社は当初参加に前
向きだったが、同時に難しい問題に突き当たった。Agilentが実
機対決に参加するのであれば、TektronixおよびLeCroyにも
Agilentの参加について伝えねばならない。だとすればAgilent
が計画していた11月1日の製品発表の6週間も前に、
TektronixおよびLeCroyにAgilentの計画を明かすことになり、
それは非現実的だった。そこで、Agilentが同社製品を加えた実
機対決を希望する場合は、実機比較テストの第２ラウンドを用
意して、その実施結果を公表することに本誌は同意した。第２
ラウンドにエントリする装置はAgilent製品のみだが、テスト内
容はTektronixおよびLeCroy製オシロスコープで実施するのと
同じになる。現段階では、Agilentがこのようなプロジェクトに
興味を示すかどうか定かでないが、同社が参加するのであれば
第２ラウンドについても本誌でお伝えする。

実機比較プランが進むうちに、Tektronixはプロジェクトに
同席することを保留する姿勢を見せるようになった。一部には、
実機比較に至るまでの経緯を考えて、同社が比較テスト参加を
渋っている、という声もあった。Tektronixは、オシロスコー
プ市場でリーダー企業の座を確立している。6GHzオシロスコ
ープを市場に投入したのは、LeCroy製品より1年も前になる。
顧客は期待とともにTektronix製品を歓迎し、同製品のほぼす
べてのユーザーが製品に惚れ込んでいる。（LeC r o yも

表1-8つのテストの総括

LeCroy提案のテスト Tektronix提案のテスト

5.2GHz正弦波による振幅およびrms測定、60秒間隔 差分ライズタイム（立ち上がり時間）測定、シングルショット
モードのオシロスコープを使用。

5.2GHz正弦波による期間および周波数（周期）測定、60秒間隔 2.5Gbps PRBS7（127ビット）シリアルデータストリーム
によるアイダイアグラム測定、60秒間
（LeCroyのSDMオプションは無効）。

5.2GHz正弦波によるFFT測定 2.5Gbps PRBS7（127ビット）シリアルデータストリーム
によるアイダイアグラム測定、60秒間
（LeCroyの要請により、LeCroyのSDMオプションは有効）

信号の平方およびその総和の演算などの一致計算 TIE（時間間隔誤差）（ジッタ）測定、622Mbpsシリアル
データストリームによる

テスト見聞録

■LeCroyの6GHz帯域リアルタイムサンプリングDSO、
Wavemaster 8600Aは、「実用的な表示を生成する速度」に
関する8つのテストで、TektronixのTDS 6604を余裕で上回
っていた（テストのうち1項目では、Tektronix TDS 6604の
代わりにTDS 7404を使用した）。

■Tektronixの代表者が実機対決の場に同席していれば、比較テス
トからは今回とは幾分異なる結果データが得られただろう。当
然ながらTektronixのエンジニアは、同社製品を本誌スタッフま
たは他社スタッフよりも手際よく操作できたはずだ。

■1つの不可解な矛盾が未解決のままだ。反復的な622Mbps、疑
似乱数2進数列のデータストリームで、ランダムジッタおよび確
定ジッタ成分の評定が双方のオシロスコープでかけ離れたから
だ。

■これらのハイエンドオシロスコープ装置は、数々の瞠目すべき測
定機能および分析機能を容易な操作で実行してしまう。しかし
装置自体はきわめて精巧に作られており、効率的に使いこなす
ためには装置を繰り返し操作して熟練する必要もあるだろう。
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TDS6604を素晴らしいオシロスコープと呼んでいる－もっ
とも「素晴らしい」は「最高の」と必ずしも同義ではないが。）
この状況で、Tektronix製品が実機比較で相手を打ち負かすと
いう確証がない以上、Tektronix側がテストに同席しても、勝
利して当然、負ければ赤恥という結果しかなければ、その意味
も薄れるということだろう。

結局、Tektronixは比較テストの場に欠席することになった。
同社いわく、8600Aの新しいSDM（se r i a l - d a t a -
measurement）オプションを評価吟味する時間がなかったそ
うだ。このSDMオプションは、CSA7404の先進的な分析機
能に対抗して、LeCroyが開発した技術だ。このオプションは、
Tektronix側が検証するにはあまりにも新しすぎた。そして両
社の合意により、対抗相手が評価吟味できる製品のみをテスト
に持ち込むということになった。LeCroyが提案したテスト内容
ではこのオプションを使う必要がなかったが、Tektronixが提
案したいくつかのテスト内容はシリアルデータ分析をともなう
ものだった。LeCroyは、このテストのためにTektronix側も十
分に吟味できるオプション、すなわちJTA2（jitter timing
and analysis）を使うと提案、このオプションはLeCroyが
Wavemasterシリーズを発表した2002年3月から提供されて
いる。（Tektronixのオシロスコープ製品では、JIT3オプション
によって同等機能が提供されており、本誌はこのオプションを
使って両メーカー製オシロスコープのシリアルデータ分析速度
を比較した。）さらに、LeCroyはSDMを無効にすると提案、そ
の切り替えは8600Aのメインメニューから簡単にできる。そ
れでもTektronixは不服なようだった。おそらくLeCroyの申し
出を曲解していたのではないか。

実際に行われたテスト

Tektronixはテストの場に欠席したものの、実機対決はスケ
ジュールに沿って行われた。LeCroyは、JIT3をともなう
TDS7404を、対応可能な最大メモリ（8Mサンプル/チャネル）
を装備して用意した。さらにLeCroyはTDS6604を借用し、
借用期日も数日間延長した。残念ながら、JIT3はこのオシロス
コープでは有効に設定されなかった。2002年10月29日火曜
日午前8時、2名のLeCroyエンジニアが、2台のTectronixオシ
ロスコープ、JTA2およびSDMオプションをともなう
Wavemaster 8600A、車1台分の測定資材を携えて編集部を
訪れた（図4、コラム「出席者の略歴」を参照）。

このプロジェクトでは、非常に興味深く有用なデータを得る
ことができた。しかし、Tektronix側からオブザーバーだけで
も同席していれば、さらに充実度、有用性の高いデータが間違
いなく得られていただろう。（Tektronixがテスト欠席を決めた
後も、本誌はTektronix代表者がテストの期日に間に合うよう
に招待メッセージを送ったが、返信はなかった。）

我々がTektronix製オシロスコープの操作にとまどったとき、
Tektronixのオブザーバーが同席していれば、適切なアドバイ
スを得られたはずだ。そのアドバイスがあれば、テスト結果が
圧倒的にLeCroy有利に傾かずに済んだのではないか。両社は6
項目のテストを提案し、2日間で双方のテスト内容から4項目の
テストを双方の6GHzオシロスコープで実行した。（Tektronix
の提案したテストの1項目では、6604の代わりに7404を使
う必要があった。）

本誌は、12のテストを完全な状態で実行できなかった。とい
うのは時間的な制約があり、さらに8600AおよびTektronixオ
シロスコープ（2台のうちの片方）の双方で実行できなかった
テストを止めたからだ。使用した6604ではJIT3オプションが
無効だったために実行できなかった1項目のテストのみに、
TDS7404を使用した。8600Aは、今回の実機テスト元来の
目的である「オシロスコープがデータを表示する速度の検証」
に関連するいずれのテストでも、優勢な結果をたやすく示した
（「スループット結果一覧表」を参照）。LeCroyが提案したテス
トでは、8600Aが上回った最小の速度差は2.1対1だった。
Tektronixが提案したテストにおける最大の速度差は、651対
1に及んだ。

念のため記すると、651対1の差を示したテストでは、
LeCroyはSDMオプションを使用した。もしTektronixの代表
者がテストに出席していれば、LeCroyがSDMオプションを使
用することに異議を申し立てただろう。JTA2を使って類似の
測定を行った場合もLeCroyは確かに差を付けてはいるが、6.5
対1とそれほど劇的ではない。テストの詳細な結果、画面の画
像、LeCroyのMarty Millerによる分析とコメントについては、
ウェブサイトを参照して頂きたい（参照先2）。

オシロスコープ取り扱いの習熟度

もしLeCroyではなく、Tektronix側の代表者だけがテストに
出席したとしたら、テスト結果はどうであったろうか。誰にも
予想はできないが、Tektronixはおそらく今回同社製オシロス
コープが示した結果を上回っただろうし、またLeCroy代表者と
Tektronix代表者が同席した場合よりもさらに好結果を出した
のではないか。実機テストに出席した片方のメーカー機種に好
結果が傾いても、それは不正とは何も関係ない。本誌が見てい
た限り、そのような行為は何もなかった。さらに、Tektronix
側の代表者だけが比較テストに出席していたとしても、
Tektronixが不正をはたらくと疑う理由は何もない。

図4：2002年10月29日、LeCroyの代表者は車一台分の測定資材とともに訪
れ、EDNおよび姉妹誌Test & Measurement World誌の代表者と合流、オ
シロスコープのテスト開始が宣言された（写真上、左からLeCroy製品管理取
締役のMichael Lauterbach、Test & Measurement World編集主幹の
Rick Nelson、EDN上席技術編集者のDan Strassberg、LeCroy主任科学者
のMartin T Miller）。写真下は、Tektronix TDS 6604をテストする
StrassbergおよびNelson。
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問題は、きわめて精巧に作られた測定装置を使いこなせるよ
うに、オシロスコープの扱いをどの程度習熟しているかだ。両
社製品ともユーザーインタフェースの作りは素晴らしく、オシ
ロスコープが備える幅広い最新鋭の測定および分析機能を簡単
に呼び出せるように配慮されている。しかし当然ながら、オシ
ロスコープをいかに効率的に使いこなせるかは、普段からその
オシロスコープを頻繁に使用して、取り扱いに習熟しているか
どうかで決まってしまう。LeCroyから主席したスタッフは
Tektronix製装置をある程度は使いこなせたが、やはり自社製
品の取り扱いに習熟している。Tektronixのスタッフが出席し
ていれば、同じように自社製品の方が扱いやすだろう。どちら
のメーカーのスタッフも、相手メーカー製品を使うより自社製
品を使用した方がより好結果を出せることに変わりはない。

このような理由もあり、Tektronix側がテスト欠席を決めた
後も、もし今回のテスト方法あるいは測定結果について
Tektronixが何らかの問題を認めた場合は、Tektronix側の論拠
となる材料を送ってもらえれば、それを本誌に掲載するかまた
は本誌ウェブサイト（参照先2）からそこにリンクすると、
Tektronixに何回か申し入れた。このような本誌の立場に変わ
りないことを付け加えておく。

不可解な相違

今回のテストでは原因が未解明なままの疑問点が残ったが、
それを解消するためにTektronixの協力が得られることを願っ
ている。8600Aおよび7404の双方が、622-Mpbs PRBS7
データストリーム（反復性疑似乱数2進数列、2の7乗 - 1ビッ
ト長）でほぼ同一の総ジッタを計測したが、両オシロスコープ
のR

J
およびD

J
（ランダムジッタおよび確定ジッタ成分）評定は

大きく異なった（コラム「不可解なジッタの不一致」参照）。
我々には、どちらのオシロスコープが正しい評定を行ったのか
（どちらかが正しいのなら）判断できないままだ。LeCroyは、
8600Aの測定結果についてそれなりの理由（一概に正しいと
は限らないが）を説明している（参照先2）。また本誌発行の期
限までに、TektronixがTDS 7404/JIT3の評定が正しく
8600A/JTA2が誤っていると考える理由について、同社から
は何のコメントも得られなかった。Tektronixは沈黙を守って

いるからといっても、おそらく同社の測定装置が誤った結果を
出したと半ば認めているというわけではないだろう。同社から
何らかの回答があれば、本誌は当社ウェブサイトからそのコメ
ントへのリンクを作成する方針だ。

本誌の当初の計画では、TektronixがJIT3オプションをとも
なう6604ユニットを持ち込むはずだった。今回のテストで本
誌がこのオシロスコープを使うことができれば、テストでは両
社のオシロスコープに2.488-Gbps PRBSデータストリームを
採用できただろう。しかし、JIT3分析機能を持つTektronixオ
シロスコープは7404のみだ。その4HGz帯域は、2.488-
Gbpsストリームに対しておそらく性能の限界ぎりぎりと考えら
れる。

したがって今回のテストでは622Mbpsストリームを採用し、
統一のために8600Aにもこの信号を採用した。622Mbpsス
トリームを採用したことによって、7404の4GHz帯域および
8600Aの6GHz帯域間の差違がR

J
およびD

J
値の不一致に結び

ついたとは考えにくい。

1つ確かなのは、ジッタ測定はまだ今後発達する余地がある
技術分野であり、アート的な技巧に属するという声もある。多
くの頭脳がこの技術分野に結集しているところだ。その中には、
ジッタ測定の標準策定に向けた動きもあり、ジッタ測定機器お
よびソフトウェアのパッケージも数タイプが存在する。設計に
携わり、ビットエラーレートなど主にジッタの結果として生じ
るパラメータの計量ではなく、ジッタの特性化と最小化を目的
としているなら、先進的な分析機能をともなう広帯域オシロス
コープはそのような目的に最適な測定装置になりそうだ。その
場合でも、他タイプの装置をいくつか試してみると良いだろう。

参照先
1. Dan Strassberg「DSO、プローブは同時に4つの6GHz差分信号を20G

サンプル/秒で捕捉する」（www.e-insite.net/ednmag/index.asp?lay-
out=articlePrint&articleID=CA257061）

2.実機比較テストの詳細結果については、本記事のHTMLバージョンを参照の
こと（www.edn.com）

謝辞
EDNの評価担当者として、シニアアートディレクタのMike O’Learyに謝辞
を述べたい。Mike O’Learyが考案した見事な表題デザインのおかげで、この
記事が引き立てられた。

筆者略歴
Dan Strassbergは、EDNでテストおよび計測の分野を15年以上に渡り担当
している。ニューヨークのPolytechnic InstituteでBSEEを、マサチューセ
ッツ工科大学でMSEEを取得。テスト計測機器製品の設計に30年以上携わり、
エンジニアリングプロジェクト管理にも同様に長年の実績がある。多くのEDN
読者と同様に、Strassbergも最新鋭のオシロスコープの愛好家だ。というの
も、オシロスコープが多彩な機能を備えており、多数のエレクトロニクスエン
ジニアにとって仕事上欠かせない重要な役割を担うからだ。

詳細情報について
本記事に登場する各メーカーによる詳細情報については、
www.edn.com/info を閲覧表示して読者サービス番号を入力されたい。直
接下記のメーカーに問い合わせる場合は、各社製品についてEDNの記事を読ん
だとお伝え頂きたい。

特別情報番号（super info number）
このボックスに一覧表示されているベンダすべてから提供されている製品の詳
細情報については、www.edn.com/info から326番を入力すること。

テスト出席者の略歴

Michael Lauterbachは、LeCroyの製品管理取締役を
務めている。エンジニアリングサービスのマネージャ
としてLeCroyに入社して以来、20年以上同社に在籍
している。イエール大学で、素粒子物理学の博士号を
取得。デジタルテスト機器の幅広い用途に関して、30
を超える論文を発表している。世界中の技術カンファ
レンスおよび主要エレクトロニクス企業で、これまで

に100を超えるセミナーに参加した。

Martin T Millerは、LeCroyの主任科学者を務めてい
る。実地で装置を扱うエンジニアおよび設計者でもあ
るMillerは、25年以上LeCroyに在籍している。ロチェ
スター大学で、素粒子物理学の博士号を取得。ボルチ
モア出身のMillerは、アナログ、デジタル、ソフトウェ
ア設計に貢献し、さらに最近15年はLeCroy製スコー
プの測定および表示ソフトウェア機能を重点的に手が
けている。複数の米国特許を取得しており、IEEE標準委員会TC-10（波
形デジタイザに関連するIEEE標準1057-1994、1241、181/194-
1997）の委員でもある。
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不可解なジッタの不一致
Martin Rowe、Test & Measurement誌

ジッタがデータの保全性に影響し、デジタル通信システムのデータ
転送速度に影響を与えることが多いという見解には、誰もが同意する
だろう。しかし、ジッタの測定方法、または測定値をどのように解釈
するかは、見解の分かれる部分だ。今回2つのオシロスコープ装置で行
ったジッタ測定は、そのことをかつてないほど如実に物語っていた。

今回は、両方のオシロスコープ（表A）を使って、622Mbps、
PRBS7（反復127ビット、疑似乱数2進数列）のデータストリーム
でジッタを測定した。両オシロスコープとも似通った総ジッタをレポ
ートしたが、表はジッタ成分にかなりの差があることを示している。
いずれにしても、テスト結果は総ジッタ（参照先A）を表す一般式：

T
J
（総ジッタ）

J
=D

J
（確定ジッタ）+14・R

J
（ランダムジッタ）

と一致している。

誰が正しいのか

次に、いずれのオシロスコープが正確にD
J
およびR

J
をレポートした

のか、またはいずれのオシロスコープも正しくないのか、定かではな
い。不一致の説明を求めるために、私は何人かのジッタ専門家に問い
合わせた。（出席者の1人、LeCroyの主任科学者、Martin Millerが開
発した分析が、この記事のHTMLバージョンで、比較テストの詳しい
結果とともにEDNウェブサイトに掲載されている。）Amherst
Systemsのシステムエンジニア、Tom Zychは、オシロスコープが
R
J
およびD

J
を抽出するために使用したアルゴリズムを指摘した。Zych

によると、エンジニアによってR
J
およびD

J
を抽出する方法についての

意見が分かれるのだから、2つの測定装置が異なる結果を生み出すのも
当然というのだ。

エンジニアの間でジッタアルゴリズムに関する見解が分かれている
ことは、Amherst Systemsのジッタ分析ソフトウェアで3つのアル
ゴリズムのいずれでも使える理由にもなっている。Zychの考えによれ
ば、Tektronix製オシロスコープは第４のアルゴリズムを使っており、
Zychが知る限りこのアルゴリズムはLeCroyが使うアルゴリズムから
大きくかけ離れている。Tektronixは、同社が採用しているアルゴリズ
ムについても、テスト結果の不一致についてもコメントを避けている。

以前Wavecrest社に在籍し現在はSignal Integrityコンサルタント
を務めるMichael DeBieは、どちらのオシロスコープが正しいかを判
断するには（どちらかが正しければ）、アービターを使うと便利だと話
している。BERテスターを使いBERT（ビットエラーレートテスト）
スキャンを実行すれば手がかりを得られる場合もあるが、本誌のテス
トでは使用できなかった（Tektronixがテスターを持ち込む予定だっ
た）。WavecrestあるいはGuideTech製などのジッタアナライザは、
エッジタイミングを使いジッタを測定してジッタ成分を抽出する。ま
たこれらの装置は、アービターとしても機能する。

振幅および時間の面でより詳細情報がわかることから、Agilentのデ
ジタル通信アナライザまたはTectronixの通信信号アナライザなどに
代表されるsequential-equivalent-time-sampling（順次同等時サン
プリング）オシロスコープが今回の不一致を理解するのに役立つ可能
性もあると、DeBieは指摘する。このオシロスコープは、今回テスト
したオシロスコープに比べてほぼ10倍の帯域を持ち、また大幅に高い
分解能（解像度）でのデジタル化が可能だが、リアルタイムのデジタ
ル化には対応していない。最大サンプリング速度は通常200kサンプ
ル/秒、またこれらのオシロスコープは通常トリガイベントごとに1サ
ンプルのみを捕捉する。このような特性は、装置をきわめて特別なア
プリケーション、すなわちデバイスの特性化などに限定することが普
通である。）

オシロスコープは実用的か

回路の問題解消のためにオシロスコープを使い、そして総ジッタか
らD

J
を抽出するポイントはジッタ原因についての手がかりを与えてく

れるだろう。またジッタ成分をさらに細かく分析すれば、ジッタ原因
の特定に結びつくかもしれない。両方のオシロスコープとも、ジッタ
原因の特定に役立つ他のツールを使用する。たとえば、図Aに示される
ようなヒストグラムの生成が可能だ。ヒストグラムには、ピーク左方
向に「ショルダー」を抱えている。この非ガウス曲線は、ジッタが非
ランダムな成分を含むことを示している。

ジッタの周期的な非ガウス曲線の特性を分離するためには、オシロ
スコープのFFT機能を使ってジッタの周波数プロット、または周期ま
たは半周期の長さを生成することが可能だ。周波数（周期）プロット
からは、電源切り替えによるクロックなど、周期的なジッタの発生源
を特定することができる。

【参考資料】A. Wavecrest Crop, Eden Prairie MN, Jitter
Fundamentals（ジッタの原理）、
www.wavecrest.com/technical/pdf/jittfun_hires_sngls.pdf.

【筆者略歴】Martin Roweは、Test & Measurement World誌の上席テク
ニカルエディタを務める。Worcester Polytechnic Institute（マサチュ
ーセッツ）でBSEEを取得、またBentley大学ではMBAを取得。複数のテ
スト測定用機器メーカーにエンジニアとして勤務、Test & Measurement
World誌に10年以上に渡り寄稿している。

図A：LeCroy Wavemaster 8600Aによるこの画面キャプチャは、
622Mbps PRBS7データストリームでの時間間隔誤差ヒストグラム（上
部中央にあるピンク色の曲線）を示している。ヒストグラムの周囲は、ジッ
タのバスタブ曲線（左右に距離をおいて分かれた黄色部分）。これら曲線の
下には、およそ200万の測定値グループの統計があり、これによりオシロ
スコープが約1分で曲線を構成した。

表A PRBS7のデータストリームのジッタに関する評定誤差

オシロスコープ Tektronix LeCroy

オプション TDS 7404/JIT3 Wavemaster 
8600A/JIA2

T
J

44.28 39.09

R
J

1.16 3.36

D
J

27.79 5.87

測定値の単位はいずれもピコ秒、小数点以下2桁に概数化
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LeCroy提案テスト1A：シンプルな5.2GHzシヌソイド、波形ごとに単一値の
測定、最高最低振幅およびrms値など電圧関連パラメータの測定。
スループット比率：LeCroy/Tektronix=3.5
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MEASUREMENTS/MINUTE (NOTE LOG SCALE)

1 10 102 103 104 105 106

LeCroy提案テスト1B：上記と同様、ただし複数値、期間および周波数など時
間関連パラメータの測定。
スループット比率：LeCroy/Tektronix=357
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LeCroy提案テスト2：シンプルなFFT測定。（注：TDS 6604では、FFTレコ
ード長を100kサンプルに構成できなかった。）
スループット比率：LeCroy/Tektronix=6.2
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0 200 400 600 800 1000 1200

OPERATIONS/MINUTE

LeCroy提案テスト3：シンプルな計算およびデータロギングまたはトレンディ
ング。（注：Tektronixの速度は、コネクティビティソリューションを必要とす
る実際のトレンディングなしの数値。）
スループット比率：LeCroy/Tektronix=2.1

0 500 1000 1500 2000 2500

LECROY
RATE

TEKTRONIX
RATE

MEASUREMENTS/MINUTE

SINGLE-SHOT
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Tektronix提案テスト1：差分、高速ライズタイム（立ち上がり時間）測定。
Agilent 8133Aパルス発信器およびPicosecond Pulse Labsのバラン回路
を使用。
スループット比率：1ショット（リアルタイム）LeCroy/Tektronix=4.75
ランダムインターリーブサンプリング（等価時間）
スループット比率：LeCroy/Tektronix=2.95

0 2000 4000 6000 8000 10,000 12,000
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Tek t r on i x提案テスト2A：2.5 -Gbpsアイダイアグラム測定。LA
Techniques LA19-01-01データ発生器を使用、反復的な疑似乱数ビット列
（PRBS7）2進数列データストリームを生成。
スループット比率：LeCroy/Tektronix=6.5
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Tek t r on i x提案テスト2B：2.5 -Gbpsアイダイアグラム測定。LA
Techniques LA19-01-01データ発生器を使用、PRBS7データストリーム
を生成。ただし、LeCryoオシロスコープではマスクテストモードでSDMソフ
トウェアオプションを使用。
スループット比率：LeCroy/Tektronix=651

1 5�105 1�106 1.5�106 2�106 2.5�106

TIE VALUES/MINUTE
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Tektronix提案テスト4：622-MbpsデータストリームでTIE（時間間隔誤差）
を測定。（注：時間切れとなりT3テストは行わなかった。）
スループット比率：LeCroy/Tektronix=70

スループット結果一覧表
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