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※ 初版 2010 年 4 月 

※ オシロスコープのファームウェアは、6.1.0.7 を元に解説をしています。 

※ パラメータ仕様は予告なく変更される事があります。 
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出力形式別一覧表 

出力形式 パラメータ名 計測内容 カテゴリ ローカル･ 

パラメータ 

Amplitude 振幅 Vertical × 

Base ベース Vertical、Pulse × 

Level@X 任意 X 軸上の値 Vertical × 

Maximum 最大値 Vertical × 

Mean 平均値 Vertical × 

Median 中央値 Vertical × 

Minimum 最大値 Vertical × 

Peak to peak ピーク・ツー・ピーク Vertical × 

RMS 二乗平均平方根 Vertical × 

Std dev 標準偏差 Vertical × 

垂直軸 

Top トップ Vertical、Pulse × 

Delay トリガ点からの遅延 Horizontal × 

Delta delay 2 波形間の遅延 Horizontal × 

Dtime@level 任意レベルでの 2 波形の時間差 Horizontal ○ 

Dtrig time セグメント間の時間 Misc × 

Duration トリガ間の時間 Misc × 

Fall 80-20% 立ち下り時間 80-20% Pulse ○ 

Fall Time 立ち下り時間 90-10% Pulse ○ 

Fall@level 任意レベルでの立ち下り時間 Pulse ○ 

First 最も左側にあるカーソルの時間 Misc × 

Last 最も右側にあるカーソルの時間 Misc × 

Period 周期 Horizontal ○ 

Rise 20-80% 立ち上り時間 20-80% Pulse ○ 

Rise 立ち上り時間 10-90% Pulse ○ 

Rise@level 任意レベルでの立ち上り時間 Pulse ○ 

Time@level トリガからの任意レベルの時間 Horizontal ○ 

Width 正のパルス幅 Horizontal、Pulse ○ 

WidthN 負のパルス幅 Horizontal、Pulse ○ 

X@max 最大値に対する水平軸座標 Horizontal、Misc ○ 

時間 

X@min 最小値に対する水平軸座標 Horizontal、Misc ○ 

Cycles 周期の数 Horizontal × 数 

Num points ポイント数 Horizontal、Misc × 



Duty cycle デューティー･サイクル Horizontal ○ 

Overshoot+ 正のオーバーシュート Pulse × 

Overshoot- 負のオーバーシュート Pulse × 

比率 

Phase 位相 Horizontal ○ 

周波数 Frequency 周波数 Horizontal ○ 

面積 Area 面積 Pulse × 

任意 Matlab Matlab の計算結果  × 

無し None 無し  × 

※ローカル･パラメータはトレース波形内で周期を判定し、各周期に対して値が計測されるもととしま

す。 



Amplitude(振幅) 

ノイズ、オーバーシュート、アンダーシュート、リンギングの影響を受けずに、振幅を計測できます。ノイズ、オ

ーバーシュート、アンダーシュート、リンギングを含めた最大値と最小値の差は pkpk を使います。計測は top 

から base を引いた値となり、top やbase については「トップ基準線とベース基準線の決定」の項を参照してく

ださい。 

 2 つの主要レベルを持たない信号（三角波、のこぎり波など）については、pkpk と同じ値になります。 

 

アイコン 

 

設定メニュー 

 

設定項目：無し 



Area(面積) 

データ値の積分を行います。 ゼロ･レベルを基準として Gate カーソル間の波形領域を計算します。 ゼロより

大きい値は正領域、ゼロより小さい値は負領域と計算されます。 最初のデータから最後のデータまでの合計

に、ポイント間の水平時間を掛けます。 

アイコン 

 

設定メニュー 

 

設定項目 

Cyclic：入力で検出された完全な周期の期間で Area が計測されます。下図のように Cyclic にチェ

ックされている場合、Gate（白い縦の点線）に囲われた範囲の中で周期を検出し（青い縦

の点線）、その周期に対して計測が行われます。3 周期の範囲で Area が計測されます。 

   



Base(ベース) 

Gate で設定される左右の時間カーソルによって区切られる時間間隔にある波形データに対してヒストグラム

を作成し、最も度数の多い者のうち、低い方の値（高い方の値は top）を計測します。（詳しくは「トップ基準線

とベース基準線の決定」の項を参照してください）ノイズ、オーバーシュート、アンダーシュート、リンギングの

影響を受けない点で、min とは異なります。  

 

アイコン 

 

設定メニュー 

 

設定項目：無し 

 



Cycles(周期の数) 

左右の Gate カーソル間にある周期的な波形のサイクル数を計測します。 最初のサイクルは、左側の Gate

カーソルの後にある最初の遷移から始まり、右側のGateカーソルまでの計測します。 周期のカウントは開始

される極性に関係しません。 

アイコン 

 

設定メニュー 

 

設定項目：無し 

 



Delay(遅延) 

トリガ点から波形が遷移するまでの時間を計測します。左側の Gate カーソル（白い縦の点線）の後に初めて

来る遷移だけが計測対象になります。遷移が振幅に対して 50%で交差する地点とトリガ点との間の時間を計

測します。（50%は top と base の中央値を使用します。Top と base については「トップ基準線とベース基準線

の決定」の項を参照してください）1 つの信号で発生したトリガが別の信号に伝わるまでの遅延時間を計測し

て、2 つの信号間の伝播遅延を測定することができます。 

 

アイコン 

 

設定メニュー 

 

設定項目：無し 

 



Delta delay(Δ遅延) 

2 つの波形の遅延時間を計測します。左側の Gate カーソル（白い縦の点線）の後に初めて来る遷移だけ

が計測対象になります。各ソースの 50%で交差する地点の時間を計測し、その差を算出します。（50%は top

と base の中央値を使用します。Top と base については「トップ基準線とベース基準線の決定」の項

を参照してください）下図では C1 をソース 1、C2 をソース 2 に設定しています。緑色の線の範囲が

計測されています。（この計測パラメータでは実際にはマーカーは表示されません。） 

 

注意：左側の Gate カーソル（白い縦の点線）の後に遷移する波形を計測するため、下図のように C1 の立下り

の遷移は無視され、C1 最初の立ち上がりと C2 最初の立下りの差が計測されます。緑の範囲が計測値となり、

Souce1 を C1、Souce2 を C2 としているため、値はマイナスになります。 

 

アイコン 

 



設定メニュー 

 

設定項目：無し 

 



Dtime＠Level(Δ任意レベルでの時間差) 

２つの波形が遷移する時間差を計測します。 2 つのソースについて、各ソースに任意に設定したレベルとの

交差ポイントを求め、その時間差が計測されます。遷移の極性をそれぞれの波形に対して設定でき、信号と

ノイズを分離するためヒステリシスを設定できます。左側のGateカーソル（白い縦の点線）から右側のGate

カーソルの間にある遷移は全て計測対象になるため、1 スイープで複数の結果を出力することができます。

左側の Gate カーソル以降に設定メニューの条件に最初に一致したソース 1 とソース 2 の遷移がペアとなり、

それ以降左側から順番に時間差を比較するペアが作成されます。 

次図の例ではソース 1 に C1 の立ち上がりエッジ、ソース 2 に C2 の立ち下がりエッジで時間差を計測させて

います。最初のペアは Ch2 が後ろになるため、プラスの値になりますが、3 つ目以降のペアより Ch1 が後に来

るため値がマイナスになります。Value では最後のペアの値が表示されるため、マイナスに表示されます。最

初のペアなどの値は計測パラメータの統計値にとして利用されます。（※実際には緑色の線は表示されませ

ん） 

 

アイコン 

 

設定メニュー 

  



設定項目： 

 Level type： エッジを検出するレベルの設定方法を指定します。 

・ Percent（パーセント）を選択した場合、波形の top を 100%、base を 0%として隣の Percent 

level 内で設定します。この top や base はスイープ毎に計算されます。 

・ Absolute を選択した場合、電圧値で隣の Absolute level 内に設定します。 

Percent level： Level type の設定で、Percent が選択された場合のみ表示されます。波形の top を 100%、

base を 0%として設定します。 

Absolute level: Level type の設定で、Absolute が選択された場合のみ表示されます。電圧値で、値を設定し

ます。 

Find level: Absolute 設定時に、top と base の中央値が Absolute level に入力されます。 

Slope： 遷移（エッジパルス）の極性を設定します。Pos（立ち上がり）、Neg（立ち下り）,Both(どちらの極性で

も動作)の中から選択します。 

Hysteresis：信号の遷移を判定させる際に、ノイズなどによる擬似遷移を誤認識する可能性があるため、ヒ

ステレシス間隔の境界を越えない疑似遷移を無視させることができます。想定されるノイズの

大きさより僅かに大きく、波形の振幅より小さい値を設定します。 

 



Dtrig time(セグメント間の時間) 

一つ前のトリガから現在のトリガまでの時間を計測します。タイムベース設定をシーケンスモー

ドに設定した場合、各セグメント間のトリガ時間を確認することができます。 

アイコン 

 

設定メニュー 

 

設定項目：無し 

 



Duration(トリガ間の時間) 

チャンネルメニューの中でアベレージが設定された場合やシーケンス･モードにおいて、最初の捕

捉から最後の捕捉までの時間を計測します。アベレージ設定ではクリア･スイープボタンが押され

てからの時間が表示されます。シーケンスモードでは最初のセグメントから最後のセグメントま

での時間が表示されます。 

アイコン 

 

設定メニュー 

 

設定項目：無し 

 



Duty cycle(デューティ･サイクル) 

デューティ・サイクルを計測します。ソース波形の立ち上がり遷移の 50%交差ポイントを基準として、

ソースの正のパルス幅と周期を計測し、パルス幅を周期で割った値を算出し、パーセント表示します。ノ

イズによる遷移の誤判定を避けるため、波形のアンプリチュードに対して 22%の大きさのヒステリシスが自動

的に設定されます。 

 アイコン 

 

設定メニュー 

 

設定項目：無し 

 



Fall 80-20%(立ち下り時間 80-20%) 

パルス波形の立ち下がりエッジが 80%から 20%までに至る時間を計測します。パーセントの計算は波

形の top を 100％、base を 0%として計算します。top や base については「トップ基準線とベース基準線

の決定」の項を参照してください。値は Gate で設定された範囲にある全ての立ち下がりエッジが計測されま

す。Value には最後のエッジの Fall 80-20%が表示されます。全ての立ち下がりエッジの値は統計値で使用さ

れます。 

 2 つの主要レベルを持たない信号（三角波、のこぎり波など）については、トップ値(top)とベース値

(base)のデフォルト値として最大値(maximum)と最小値(minimum)を使用します。しかし、予想でき

ない結果が生じる可能性があります。 

 

アイコン 

 

設定メニュー 

 

設定項目：無し 



Fall Time(立ち下り時間 90-10%) 

パルス波形の立ち下がりエッジが 90%から 10%までに至る時間を計測します。パーセントの計算は波

形の top を 100％、base を 0%として計算します。top や base については「トップ基準線とベース基準線

の決定」の項を参照してください。値は Gate で設定された範囲にある全ての立ち下がりエッジが計測されま

す。Value には最後のエッジの Fall time が表示されます。全ての立ち下がりエッジの値は統計値で使用され

ます。 

 2 つの主要レベルを持たない信号（三角波、のこぎり波など）については、トップ値(top)とベース値

(base)のデフォルト値として最大値(maximum)と最小値(minimum)を使用します。しかし、予想でき

ない結果が生じる可能性があります。 

 

アイコン 

 

設定メニュー 

 

設定項目：無し 



Fall@level(任意レベルでの立ち下り時間) 

パルス波形の立ち下がりエッジが指定されたレベルから指定されたレベルまでに至る時間を計測しま

す。レベルの指定方法には Percent 又は Absolute のいずれかを指定する事ができます。Percent を指

定した場合、波形の立ち下がり開始レベル位置を High percent に入力し、終了レベル位置を Low 

percent に入力します。パーセントの計算は波形の top を 100％、base を 0%として計算します。top

や base については「トップ基準線とベース基準線の決定」の項を参照してください。Absolute を指定した場合、

波形の立ち下がり開始レベル位置を High absolute に入力し、終了レベル位置を Low absolute に入力

します。値の入力は絶対値で入力します。 

値は Gate で設定された範囲にある全ての立ち下がりエッジが計測されます。Value には最後のエッジの

Fall@level が表示されます。全ての立ち下がりエッジの値は統計値で使用されます。 

 2 つの主要レベルを持たない信号（三角波、のこぎり波など）については、トップ値(top)とベース値

(base)のデフォルト値として最大値(maximum)と最小値(minimum)を使用します。しかし、予想でき

ない結果が生じる可能性があります。 

下図は 70%-10%の立下り時間を計測した結果です。 

 

アイコン 

 



設定メニュー 

 

設定項目： 

 Level type： エッジを検出するレベルの設定方法を指定します。 

・ Percent（パーセント）を選択した場合、波形の top を 100%、base を 0%として隣の High 

percent, Low percent 内で設定します。この top や base はスイープ毎に計算されます。 

・ Absolute を選択した場合、電圧値で隣の High absolute, Low absolute 内に設定します。 

High(Low) percent： Level type の設定で、Percent が選択された場合のみ表示されます。波形の top を

100%、base を 0%として設定します。 

High(Low) absolute: Level type の設定で、Absolute が選択された場合のみ表示されます。電圧値で、値を

設定します。 

Set Levels to 10% and 90%：波形の top を 100%、base を 0%とした場合に、90%の値が High absolute、又は

High percent に入力され、10％の値が Low absolute、又は Low percent に入力されます。 

Set Levels to 20% and 80%：波形の top を 100%、base を 0%とした場合に、80%の値が High absolute、又は

High percent に入力され、20％の値が Low absolute、又は Low percent に入力されます。 

 



First(最も左側にあるカーソルの時間) 

First に設定された Gate の設定位置とトリガ点の間の時間を計測します。最も左側にある位置を示し

ます。Gate の Stop が Start 位置より左にある場合、Stop の位置が示されます。 

アイコン 

 

設定メニュー 

 

設定項目：無し 



Frequency（周波数） 

 周波数を計測します。 最初に、周期的な信号の周期を振幅に対して 50%の位置で交差する地点で周

期を計測します。 左端の Gate カーソルの後にある最初の遷移から開始し、右側の Gate カーソル内

にある全ての周期を計測します。 計測した各期間の逆数が周波数となります。( 1/周期) Value には

最後の周期の周波数が表示されます。それより前の周波数は統計値で利用されます。 

 

アイコン 

 

設定メニュー 

 

設定項目：無し 

 



Last(最も右側にあるカーソルの時間) 

Last に設定された Gate の設定位置とトリガ点の間の時間を計測します。最も右側にある位置を示し

ます。Gate の Start が Stop 位置より左にある場合、Start の位置が示されます。 

 

アイコン 

 

設定メニュー 

 

設定項目：無し 

 



Level@x(任意 X 軸上の値) 

指定された x 位置（トリガ点を基準として）における垂直軸の値を返します。 x 位置が 2 つのポイ

ント間にある場合は、補間された値を返します。 [Nearest point 最近接点]チェック・ボックスがオ

ンになっている場合は、最も近いデータ点の垂直軸の値を返します。 

下図では、トリガポイントが＋4.32us の地点での垂直軸の値を示しています。計測している位置は十

字カーソルによって確認することができます。 

  

アイコン 

 



設定メニュー 

 

設定項目： 

 X position: 計測地点をトリガポイントからの時間で指定します。 

 Nearest point: X positon で指定された位置にサンプリング点がない場合、最も近いサンプリング

点の値を計測します。無効に設定されている場合、補間された値が計測されます。 

 



Matlab 

ソースで指定された波形データを Matlab に送り、Matlab からの計算結果を計測パラメータとして表

示します。（但し、Matlab はお客様側でご購入いただき、オシロスコープに事前にインストールされ

ている必要があります。）また、Matlab からの計算結果を Matlab のグラフ機能を使い表示させるこ

とができます。 

アイコン 

 

設定メニュー 

 

設定項目： 

 Edit Code: このボタンを押し、Matlab の Code を入力します。Matlab の作業ディレクトリに保存

されたユーザーが任意に作成したファンクションも使用する事ができます。下図では、

オシロスコープからのソース 1 の波形データ WformIn1 のうち、1~100 サンプルのデ

ータをパラメータ出力(ParamOut)しています。オシロスコープと Matlab とのデータ

の受け渡しの詳細は各オシロスコープのオペレーターズ･マニュアルを参照してくださ

い。 

 



 

 

Matlab plot： Matlab からの計算結果をグラフとして表示することができます。 

 



Maximum(最大値) 

波形の最大値を計測します。1回のアクイジションでGateカーソル内にある最も高い値を計測します。 

アイコン 

 

設定メニュー 

 

設定項目：無し 

 



Mean(平均値) 

波形データの平均値を計測します。 全てのサンプリング･ポイントの値を合計し、サンプリングポイ

ント数で割った値になります。下図では 20%のデューティー比を持つパルスに対して計測しています。

値は振幅の 20％を示しています。 

 

 

 

設定項目 

Cyclic：入力で検出された完全な周期の期間で Mean が計測されます。Cyclic にチェックされて

いる場合、Gate（白い縦の点線）に囲われた範囲の中で周期を検出し、その周期を対象に

計測が行われます。 



Midian(中央値) 

データの中央値を計測します。波形データに対してヒストグラムを計算し、数として中央に当たる位

置のデータの値を示します。 

下図はデューティー比 40％の矩形派に対して Median を計算しています。また、F1 に同じ波形をヒ

ストグラム表示させています。矩形派をヒストグラム表示しているため、頻度の多い山が２つできま

す、山と山の間には、ほぼデータがありません。デューティー比 40％では０レベルの頻度が高くなり

ます。数としての中央値はこの場合０レベル付近の値となるため、Median の出力は０レベルあたり

の低い値が示されます。 

 

アイコン 

 



設定メニュー 

 

設定項目 

Cyclic：入力で検出された完全な周期の期間で Median が計測されます。Cyclic にチェックされて

いる場合、Gate（白い縦の点線）に囲われた範囲の中で周期を検出し、その周期を対象に

計測が行われます。 

 



Minimum(最小値) 

波形の最小値を計測します。1回のアクイジションでGateカーソル内にある最も低い値を計測します。 

 

アイコン 

 

設定メニュー 

 

設定項目：無し 

 



None(無し) 

パラメータが使用されていないことを示しています。 

アイコン 

 

設定メニュー 

 

設定項目：無し 

 



Num Points(ポイント数) 

波形データのサンプル･ポイント数を示します。 

アイコン 

 

設定メニュー 

 

設定項目：無し 

 



Overshoot-(負のオーバーシュート) 

負オーバーシュートを計測します。 立ち下がりエッジの後に発生するオーバーシュートの量を振幅に

対するパーセンテージで表します。 

 (ベース最小 / 振幅）×100 

 波形に少なくとも 1 つの立ち下がりエッジが存在する必要があります。 2 つの主要レベルを持たな

い信号（三角波、のこぎり波など）については、予想できない結果が生じる可能性があります。 

 

アイコン 

 

設定メニュー 

 

設定項目：無し 

 



Overshoot+(正のオーバーシュート) 

正オーバーシュートを計測します。 立ち上がりエッジの後に発生するオーバーシュートの量を振幅に

対するパーセンテージで表します。  

 (最大トップ / 振幅）×100 

 波形に少なくとも 1 つの立ち下がりエッジが存在する必要があります。 2 つの主要レベルを持たな

い信号（三角波、のこぎり波など）については、予想できない結果が生じる可能性があります。 

 

アイコン 

 

設定メニュー 

 

設定項目：無し 

 



Peak to Peak(ピーク･ツー･ピーク) 

波形の最大値と最小値の差を計測します。 

 

アイコン 

 

設定メニュー 

 

設定項目：無し 

 



Period(周期) 

周期を計測します。 周期的な信号の振幅に対して 50%の位置で交差する地点で周期を計測します。 左

端の Gate カーソルの後にある最初の立ち上がり遷移から開始し、右側の Gate カーソル内にある全て

の周期を計測します。 Value には最後の周期が表示されます。それより前の周期は統計値で利用され

ます。 

 

アイコン 

 

設定メニュー 

 

設定項目：無し 

 



Phase(位相) 

解析対象の信号と基準として使用される信号との間の位相差を計測します。 出力の形式として、パー

セント、度、ラジアンを選択できます。 

ソース 1 に設定された信号が基準（Reference）となります。ソース 2 に設定された信号（Signal）が

比較される信号になります。Phase-Reference, Phase-Signal の２つのメニューがそれぞれ提供され、

それぞれ別々にレベル、極性、ヒステリシス･レベルを設定できます。 

リファレンス信号の Slope 設定を Pos 又は Neg にした場合、設定された Slope 設定から始まる 1 周期

以上の信号が Gate カーソル内にある必要があります。リファレンス信号の 1 周期内に比較信号の

Slope 設定と合致する信号を検出して位相を測定します。リファレンス信号の Slope 設定を Both にし

た場合、半周期以上の信号が Gate カーソル内にある必要があります。リファレンス信号の半周期内

にある比較信号の Slope 設定と合致する信号を検出して位相を測定します。 

1 回のスイープに複数個の位相が計測される場合、Value には最後の位相が表示されます。それより

前の位相は統計値で利用されます。 

下図はソース 1 を C1、ソース 2 を C2、リファレンスの Slope は Pos、比較信号の Slope は Pos に設

定し、出力形式はパーセントを選択しています。リファレンス信号の立ち上がりエッジを持つ周期は

2 周期あります。リファレンス信号の周期内に比較信号の立ち上がり信号は同じく２つあり、出力と

しては 2 データ出力されます。リファレンス信号の周期に対する比較信号が 50％以上の位置にあるた

め、マイナスに表示されます。 

 

アイコン 

 



設定メニュー 

 

 Level type： エッジを検出するレベルの設定方法を指定します。 

・ Percent（パーセント）を選択した場合、波形の top を 100%、base を 0%として隣の Percent 

level 内で設定します。この top や base はスイープ毎に計算されます。 

・ Absolute を選択した場合、電圧値で隣の Absolute level 内に設定します。 

Percent level： Level type の設定で、Percent が選択された場合のみ表示されます。波形の top を 100%、

base を 0%として設定します。 

Absolute level: Level type の設定で、Absolute が選択された場合のみ表示されます。電圧値で、値を設定し

ます。 

Find level: Absolute 設定時に、top と base の中央値が Absolute level に入力されます。 

Slope： 遷移（エッジパルス）の極性を設定します。Pos（立ち上がり）、Neg（立ち下り）,Both(どちらの極性で

も動作)の中から選択します。 

Hysteresis：信号の遷移を判定させる際に、ノイズなどによる擬似遷移を誤認識する可能性があるため、ヒ

ステレシス間隔の境界を越えない疑似遷移を無視させることができます。想定されるノイズの

大きさより僅かに大きく、波形の振幅より小さい値を設定します。 

 Output type: 出力表示形式を設定します。出力の形式として、Percent(パーセント)、Degrees（度）、

Radian（ラジアン）などを選択できます。 

Percent: －50％～＋50％ 

Degrees: －180°～＋180° 

Radians: －3.14rad～＋3.14rad 

Degrees[0:360] : 0～360° 

Radians[0:2π]: ０rad～6.28rad 

 

 



Rise 20-80%(立ち上がり時間 20-80%) 

パルス波形の立ち上がりエッジが 20%から 80%までに至る時間を計測します。パーセントの計算は波

形の top を 100％、base を 0%として計算します。top や base については「トップ基準線とベース基準線

の決定」の項を参照してください。値は Gate で設定された範囲にある全ての立ち上がりエッジが計測されま

す。Value には最後のエッジの Rise 20-80%が表示されます。全ての立ち上がりエッジの値は統計値で使用さ

れます。 

 2 つの主要レベルを持たない信号（三角波、のこぎり波など）については、トップ値(top)とベース値

(base)のデフォルト値として最大値(maximum)と最小値(minimum)を使用します。しかし、予想でき

ない結果が生じる可能性があります。 

 

アイコン 

 

設定メニュー 

 

設定項目：無し 



Rise(立ち上がり時間 10-90%) 

パルス波形の立ち上がりエッジが 10%から 90%までに至る時間を計測します。パーセントの計算は波

形の top を 100％、base を 0%として計算します。top や base については「トップ基準線とベース基準線

の決定」の項を参照してください。値は Gate で設定された範囲にある全ての立ち上がりエッジが計測されま

す。Value には最後のエッジの Fall time が表示されます。全ての立ち上がりエッジの値は統計値で使用され

ます。 

 2 つの主要レベルを持たない信号（三角波、のこぎり波など）については、トップ値(top)とベース値

(base)のデフォルト値として最大値(maximum)と最小値(minimum)を使用します。しかし、予想でき

ない結果が生じる可能性があります。 

 

アイコン 

 

設定メニュー 

 

設定項目：無し 



Rise@level(任意レベルでの立ち下り時間) 

パルス波形の立ち上がりエッジが指定されたレベルから指定されたレベルまでに至る時間を計測しま

す。レベルの指定方法には Percent 又は Absolute のいずれかを指定する事ができます。Percent を指

定した場合、波形の立ち上がり開始レベル位置を High percent に入力し、終了レベル位置を Low 

percent に入力します。パーセントの計算は波形の top を 100％、base を 0%として計算します。top

や base については「トップ基準線とベース基準線の決定」の項を参照してください。Absolute を指定した場合、

波形の立ち下がり開始レベル位置を High absolute に入力し、終了レベル位置を Low absolute に入力

します。値の入力は絶対値で入力します。 

値は Gate で設定された範囲にある全ての立ち上がりエッジが計測されます。Value には最後のエッジの

Fall@level が表示されます。全ての立ち上がりエッジの値は統計値で使用されます。 

 2 つの主要レベルを持たない信号（三角波、のこぎり波など）については、トップ値(top)とベース値

(base)のデフォルト値として最大値(maximum)と最小値(minimum)を使用します。しかし、予想でき

ない結果が生じる可能性があります。 

下図は 70%-10%の立下り時間を計測した結果です。 

 

アイコン 

 



設定メニュー 

 

設定項目： 

 Level type： エッジを検出するレベルの設定方法を指定します。 

・ Percent（パーセント）を選択した場合、波形の top を 100%、base を 0%として隣の High 

percent, Low percent 内で設定します。この top や base はスイープ毎に計算されます。 

・ Absolute を選択した場合、電圧値で隣の High absolute, Low absolute 内に設定します。 

High(Low) percent： Level type の設定で、Percent が選択された場合のみ表示されます。波形の top を

100%、base を 0%として設定します。 

High(Low) absolute: Level type の設定で、Absolute が選択された場合のみ表示されます。電圧値で、値を

設定します。 

Set Levels to 10% and 90%：波形の top を 100%、base を 0%とした場合に、90%の値が High absolute、又は

High percent に入力され、10％の値が Low absolute、又は Low percent に入力されます。 

Set Levels to 20% and 80%：波形の top を 100%、base を 0%とした場合に、80%の値が High absolute、又は

High percent に入力され、20％の値が Low absolute、又は Low percent に入力されます。 

 

 



RMS（二乗平均平方根） 

左右のカーソル間にあるデータの二乗平均平方根を計算します。（平均値がゼロの波形の場合は、sdev

と同じ）  

式の説明: vi は計測された個々のデータ値、N は観察期間内のデータ・ポイントの個数 

 

アイコン 

 

設定メニュー 

 

設定項目 

Cyclic：入力で検出された完全な周期の期間で RMS が計測されます。Cyclic にチェックされてい

る場合、Gate（白い縦の点線）に囲われた範囲の中で周期を検出し、その周期を対象に計

測が行われます。 

 



Std dev（標準偏差） 

左右のカーソル間にあるデータの標準偏差を計算します。（平均がゼロの波形の場合は、rms と同じ）  

 

式の説明: vi は計測された個々のデータ値、N は観察期間内のデータ・ポイントの個数 

 

アイコン 

 

設定メニュー 

 

設定項目 

Cyclic：入力で検出された完全な周期の期間で Std dev が計測されます。Cyclic にチェックされて

いる場合、Gate（白い縦の点線）に囲われた範囲の中で周期を検出し、その周期を対象に

計測が行われます。 

 



Time@level（トリガからの任意レベル時間） 

波形が指定された信号レベルと交差するトリガ点からの時間を計測します。 Gate に囲われた全ての

エッジが出力されます。Value には最後の Time@level の値が表示されます。それより前の値は統計値

で利用されます。 

基準レベルとエッジが遷移する極性を選択できます。信号とノイズを分離するためヒステリシスを

設定できます。 

 

アイコン 

 

設定メニュー 

 



設定項目： 

 Level type： エッジを検出するレベルの設定方法を指定します。 

・ Percent（パーセント）を選択した場合、波形の top を 100%、base を 0%として隣の Percent 

level 内で設定します。この top や base はスイープ毎に計算されます。 

・ Absolute を選択した場合、電圧値で隣の Absolute level 内に設定します。 

Percent level： Level type の設定で、Percent が選択された場合のみ表示されます。波形の top を 100%、

base を 0%として設定します。 

Absolute level: Level type の設定で、Absolute が選択された場合のみ表示されます。電圧値で、値を設定し

ます。 

Find level: Absolute 設定時に、top と base の中央値が Absolute level に入力されます。 

Slope： 遷移（エッジパルス）の極性を設定します。Pos（立ち上がり）、Neg（立ち下り）,Both(どちらの極性で

も動作)の中から選択します。 

Hysteresis：信号の遷移を判定させる際に、ノイズなどによる擬似遷移を誤認識する可能性があるため、ヒ

ステレシス間隔の境界を越えない疑似遷移を無視させることができます。想定されるノイズの

大きさより僅かに大きく、波形の振幅より小さい値を設定します。 

 



Top（トップ） 

Gate で設定される左右の時間カーソルによって区切られる時間間隔にある波形データに対してヒストグラム

を作成し、最も度数の多い者のうち、高い方の値（低い方の値は base）を計測します。（詳しくは「トップ基準線

とベース基準線の決定」の項を参照してください）ノイズ、オーバーシュート、アンダーシュート、リンギングの

影響を受けない点で、maximum とは異なります。  

アイコン 

 

設定メニュー 

 

設定項目：無し 

 



Width（正のパルス幅） 

パルス幅を測定します。周期的な信号の振幅に対して 50%の位置で交差する地点で正側パルス幅を計

測します。左端の Gate カーソルの後にある最初の立ち上がり遷移から開始し、右側の Gate カーソル

内にある全てのパルス幅を計測します。 Value には最後のパルス幅が表示されます。それより前のパ

ルス幅は統計値で利用されます。 

 アイコン 

 

設定メニュー 

 

設定項目：無し 



WidthN（負のパルス幅） 

負側のパルス幅を測定します。周期的な信号の振幅に対して 50%の位置で交差する地点で負側のパル

ス幅を計測します。左端の Gate カーソルの後にある最初の立ち下がり遷移から開始し、右側の Gate

カーソル内にある全てのパルス幅を計測します。 Value には最後のパルス幅が表示されます。それよ

り前のパルス幅は統計値で利用されます。 

アイコン 

 

設定メニュー 

 

設定項目：無し 

 



X@max（最大値に対する水平軸座標） 

Gate カーソル間にある最大値の水平軸座標を示します。値はトリガ点からの時間になります。最大値

は 1 回のスイープ内で最も高い値の場所を示す場合と繰り返し波形に対してそれぞれ最大値を求める

場合の 2 種類があります。繰り返し波形に対してそれぞれの最大値を求める場合には信号とノイズを

分離するためヒステリシスを設定できます。 

時間波形と周波数波形のみに適用される。 

下図は LocalMaxim に設定して計測された例です。3 ヶ所の x@max が計測されています。（青い縦の

点線） 

 

同じ波形に対して LeftMostMax に設定した場合、最も高い 1 点のみ計測されます。（青い縦の点線） 

 



アイコン 

 

設定メニュー 

 

設定項目： 

Method：最大値を求める方法を選択します。 

・ Local Maxima：繰り返し波形に対して、それぞれ最大値を求める場合に使用します。

値は 1 回のスイープで複数個計測することができますが、Value に表示される値は

最後に計測された値が表示されています。それより前の値は統計値で利用されます。

Hysteresis レベルを設定することができます。 

・ LeftMostMax：1 回のスイープで最も高い値を求める場合に使用します。波形に複

数同じ値の最大値がある場合、もっとも左の位置を計測します。 

・ RightMostMax: 1 回のスイープで最も高い値を求める場合に使用します。波形に複

数同じ値の最大値がある場合、もっとも右の位置を計測します。 

   Hysteresis：信号の遷移を判定させる際に、ノイズなどによる擬似遷移を誤認識する可能性がある

ため、ヒステレシス間隔の境界を越えない疑似遷移を無視させることができます。想定される

ノイズの大きさより僅かに大きく、波形の振幅より小さい値を設定します。 

 



X@min（最小値に対する水平軸座標） 

Gate カーソル間にある最小値の水平軸座標を示します。値はトリガ点からの時間になります。最大値

は 1 回のスイープ内で最も低い値の場所を示す場合と繰り返し波形に対してそれぞれ最小値を求める

場合の 2 種類があります。繰り返し波形に対してそれぞれの最小値を求める場合には信号とノイズを

分離するためヒステリシスを設定できます。 

時間波形と周波数波形のみに適用される。 

下図は LocalMinima に設定して計測された例です。3 ヶ所の x@min が計測されています。（青い縦の

点線） 

 

同じ波形に対して LeftMostMin に設定した場合、最も低い 1 点のみ計測されます。（青い縦の点線） 

 



アイコン 

 

設定メニュー 

 

設定項目： 

Method：最大値を求める方法を選択します。 

・ Local Minima：繰り返し波形に対して、それぞれ最小値を求める場合に使用します。

値は 1 回のスイープで複数個計測することができますが、Value に表示される値は

最後に計測された値が表示されています。それより前の値は統計値で利用されます。

Hysteresis レベルを設定することができます。 

・ LeftMostMin：1 回のスイープで最も低い値を求める場合に使用します。波形に複

数同じ値の最小値がある場合、もっとも左の位置を計測します。 

・ RightMostMin: 1 回のスイープで最も低い値を求める場合に使用します。波形に複

数同じ値の最小値がある場合、もっとも右の位置を計測します。 

   Hysteresis：信号の遷移を判定させる際に、ノイズなどによる擬似遷移を誤認識する可能性がある

ため、ヒステレシス間隔の境界を越えない疑似遷移を無視させることができます。想定される

ノイズの大きさより僅かに大きく、波形の振幅より小さい値を設定します。 

 



トップ基準線とベース基準線の決定 

パラメータを正しく計算するためには、適切なトップ基準線とベース基準線を決定することが重要です。これら

の基準線を決定するには最初に、各測定の Gate で設定される左右の時間カーソルによって区切られる時間

間隔にある波形データに対してヒストグラムを作成します。（図 1 を参照）。このヒストグラムに基づき、ヒストグ

ラムの頻度が最も高い領域を含む 2 つの領域を検出します。次に、これら 2 つの領域の発生頻度が最も高い

位置を検出して、トップ基準線とベース基準線を決定します。  

 

図 1 

ヒステリシスの設定 

電圧などの信号の遷移を判定させる際に、ノイズなどによる擬似遷移を誤認識する可能性があるため、ヒス

テレシス間隔の境界を越えない疑似遷移を無視させることができます。下図は徐々に減衰する信号に対して

x@min の測定をし、ヒステリシスを１Div に設定した例です。左から 7 周期までは１Div 以上の遷移があるため

検出（青い縦の点線）していますが、それ以降は１Div 以下になるため計測が行われません。 



 

スロープとレベルの指定 

何回か連続で測定を実行する場合は、正または負（あるいはその両方）のスロープを指定してからパラメータ

測定を開始することができます。2 つの入力データを必要とするパラメータ（Dtime@level など）の場合は、個々

の入力ごとにスロープを指定できるほか、レベルとタイプ（パーセントまたは絶対値）を指定することができま

す。 

 


