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安全に関する
注意

●周囲に爆発性のガスがある場所で使用しないで下さい。
爆発性のあるガスがある場所で使用すると、爆発の原因になります。

●煙、異臭又は異音がした場合は、直ちに電源を切り、電源プラグをコンセ
ントから抜いて下さい。
そのまま使用すると、感電・火災の原因になります。煙が出なくなるのを確認してから、当
社製品の取扱店に修理をご依頼下さい。お客様による修理は、大変危険ですから絶対にお
やめ下さい。

●本器に水が入らないよう、また濡らさないようにご注意下さい。
濡らしたまま使用すると、感電・火災の原因になります。水などが入った場合は、電源を
切り、電源プラグをコンセントから抜いた後、当社製品の取扱店に修理をご依頼下さい。

●濡れた手で電源コードのプラグにさわらないで下さい。
濡れた手でプラグにさわると、感電の原因になります。

警　告

　本製品を安全にお使いいただき、人体への危害や財産への損害を未然に防ぐため
に守っていただきたい事柄が、以下の文書で"　　警告"と"　　注意"に分けて記

載されています。

　"　　警告"と"　　注意"に記載されている内容をよく理解してから、お使い下

さい。

　　　警　告：ここに記載されている事柄を無視して、誤った取り扱いをする

と、人が死亡するか 又は、重傷を負う可能性が想定される内

容を示しいます。

　　　注　意：ここに記載されている事柄を無視して、誤った取り扱いをする

と、人が傷害を 負う可能性が想定される内容、及び物的損害
のみの発生が想定される内容を示しています。

安全のために、必ずお読み下さい。



警　告

●付属の3ピン電源コードをご使用下さい。
付属の３ピン電源コードを使用しないと、感電・故障の原因になります。
３ピン-２ピン変換アダプタを使用して２線式コンセントから電源を供給するときは、３ピ
ン -２ピン変換アダプタのグランド端子を接地してご使用下さい。
付属の３ピン電源コードを使用して、３線式の電源コンセントから電源を供給すると、電
源コードのグランド端子によって、接地されます。

●規定の電源電圧でご使用下さい。
規定以外の電源電圧/周波数で使用すると、感電・火災・故障の原因になります。使用でき
る電源電圧の範囲は、単相交流90V～132V又は180V～250V、周波数の範囲は45Hz～66Hz
です。

●ぐらついた台の上や傾いた所等、不安定な場所に本器を置かないで下さ
い。
落ちたり、倒れたりすると、感電・けが・火災の原因になります。本器を落としたり、ケー
スを破損した場合は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いた後、当社製品の取
扱店に修理をご依頼下さい。

●通風孔などから金属や燃えやすいものなどの異物を入れないで下さい。
感電・火災・故障の原因になります。異物が入った場合は、電源を切り、電源プラグをコ
ンセントから抜いた後、当社製品の取扱店に修理をご依頼下さい。

●カバーを外さないで下さい。
内部には電圧の高い部分がありますので、触ると感電の原因になります。点検・校正又は
修理が必要な場合は、当社製品の取扱店にご依頼下さい。

安全のために、必ずお読み下さい。



警　告

●プローブ及び入力コネクタのグランドは、必ず被測定物の接地電位(グラ
ンド)に接続して下さい。
本器のグランドを被測定物のグランド以外の電位に接続すると、感電・事故(被測定物、本
器、接続しているその他の機器の破損)の原因になります。

●商用電源(AC100V)を、本器の入力端子に直接接続しな　いで下さい。
商用電源を本器の入力端子に直接接続すると(プローブで接続する場合も含みます)、感電や
被測定物あるいは本器の破損の原因になります。商用電源波形を測定する場合は、オプショ
ンのアイソレーション･プローブ(弊社AP030等)をお使い下さい。

●ヒューズホルダを取り外す際には、必ず電源コードをコン　セントから外
してから行って下さい。
電源コードをコンセントに接続した状態で、ヒューズホルダを取り外すと、感電の原因に
なります。

●高電圧を測定する時は、十分に気を付けて下さい。
測定中に高電圧に触れると、感電の原因になります。

安全のために、必ずお読み下さい。



警　告

●電源コードの取り扱いについては、以下の事項を厳守して　下さい。
・電源コードを加工しない ・電源コードを引っ張らない
・電源コードを無理に曲げない ・電源コードを加熱しない
・電源コードをねじらない ・電源コードを濡らさない
・電源コードを束ねない ・電源コードに重い物をのせない

厳守しないと、感電・火災の原因になります。電源コードが破損した場合は、当社製品の
取扱店にご連絡下さい。

●本器を改造しないで下さい。
改造すると、感電・火災・故障の原因になります。改造した場合は修理に応じられないこ
とがあります。

安全のために、必ずお読み下さい。



警　告

●入力端子に規定以上の電圧を加えないで下さい。
規定以上の電圧を加えると、故障の原因になります。入力できる最大電圧については、こ
のマニュアルの補足A･仕様をご参照下さい。特に、50オームの入力抵抗を持つ入力端子は、
耐圧が低いので十分ご注意下さい。

●以下の事を行うときは、必ず電源スイッチをオフにしてから行って下さ
い。
　・電源コードの取り付け /取り外し
　・外部機器との接続

●電源コードをコンセントから外す時には、プラグを持って下さい。
電源ケーブルを引っ張るとコードが傷つき、感電や火災の原因になることがあります。

●損傷した電源ケーブルを使わないで下さい。
損傷した電源ケーブルを使うと、感電や火災の原因になることがあります。

●本器の上に重量物を置かないで下さい。
本器の上に重量物を置くと、ケースが変形し内部回路に甚大な影響を与え、故障、感電、火
災の原因になることがあります。

●本器の通風孔及びファンの近くに物を置かないで下さい。
近くに物を置くと、内部に熱がこもり、火災や故障の原因になることがあります。

●湿気やほこりの多い場所で使わないで下さい。
湿気やほこりの多い場所で使用すると、感電や火災の原因になることがあります。

●故障したまま使用しないで下さい。
故障したまま使用すると、感電や火災の原因になることがあります。故障の場合は、当社
製品の取扱店に修理をご依頼下さい。

●規定の動作範囲内でご使用下さい。
動作範囲外で使用すると、故障の原因になることがあります。使用できる温度・湿度範囲
は以下の通りです。
　・動作保証温度範囲　0℃～50℃
　・動作保証湿度範囲　80%未満

●輝線や文字を必要以上に明るくしないで下さい。
必要以上に明るくすると、目の疲労やCRTの焼損の原因になることがあります。

●長時間ご使用にならない場合は、安全のため電源プラグをコンセントから
抜いておいて下さい。

安全のために、必ずお読み下さい。
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簡易操作マニュアル

Ｇ－１

9304A/10A/14Aは高機能なデジタル・オシロスコープで、さまざまな計測が可能で
す。例えば、オシロスコープ、トランジェント・レコーダ、スペクトラム・アナラ
イザ、波形レコーダ．．．etc.
この簡易操作ガイドは、基本的な使い方をごく大まかにまとめ、短時間で終了する
ように構成されています。また、ガイドに沿った操作の体験を通して、9304A/
9310A/9314Aの使用感に親しんでいただき、弊社のデジタル・オシロスコープの特徴
を理解して頂けるよう配慮しております。そして、実際に体験された他社にはない
本機の捕捉機能や解析能力が、皆様の業務にきっと役立つものと確信しておりま
す。

但しこの短い簡易操作ガイドでは、9304A/10A/14Aのパワフルな特徴を全て網羅する
事はとてもできません。さらに詳しい機能説明や操作方法は、操作マニュアルをご
覧ください。また、ご質問等がございましたら当社のカストマ・サポートまでお気
軽にお問い合わせください。
では、気軽に始めることにしましょう。

レクロイ・ジャパン(株)
カストマ・サポート
東京  03(3376)9400
  Fax  03(3376)9587
大阪  06(330)0961
  Fax  06(330)8096

GENERAL
INFORMATION



簡易操作マニュアル

AUTO
SETUP

DELAY

TIME/DIV LEVEL

TIMEBASE
SETUP

TRIGGER
SETUP

DISPLAY UTILITIES

STORE RECALL
WAVEFORM

CURSORS/
MEASURE

PANEL
SETUPSRETURN

SCREEN
DUMP

SHAW
STATUS

CLEAR
SWEEPS

ZOOM

MATH
SETUP

RESET

SELECT
A B C D

POSITION POSITION

ZOOM

TRACE    ON/OFF

A B C D

COUPLING4

3

2

1

1 2 3 4
OFFSET

VOLT/DIV

CHANNELSTIMEBASE+TRIGGER

ZOOM+MATH

LeCroy 9304 100Ms/s
50Kpt/chQUAD 200MHz OSCILLOSCOPE

STOP AUTO

NORM

SINGLE

ZERO

VAR

ZERO

5V 2mV
1nS1000S

B:1

A:1

:1C

1

1 ms
    
2  50mV   AC
3  50mV   AC
4  50mV   AC

1

11  ms�
10mV

100 μs�
10mV

10 μs�
10mV

10 μs�
10mV

10mV   AC

10mV   AC

1 DC   -12  mV

TIMEBASE

TIMEBASE

For    100  us

        collect

        10000

       samples

   at  10.0 nS

      intervals

Sampling

Single   Shot

AUTO

CH 4

100MS/s

Sequence

Off   On   Wrap

CH 1 CH 2 CH 3 CH 4 EXT CAL

Ｇ－２

TIMEBASE+TRIGGERTIMEBASE+TRIGGERTIMEBASE+TRIGGERTIMEBASE+TRIGGERTIMEBASE+TRIGGER

トリガの種類の選択やレベ
ルの調節及び、時間軸の調

節を行います。

MEMORY CARDMEMORY CARDMEMORY CARDMEMORY CARDMEMORY CARD
READERREADERREADERREADERREADER (ｵﾌﾟｼｮﾝ)
波形や画面のセット
アップを保存しま
す。
JEIDA(Ver.4)対応、
DOS互換、簡単にパ
ソコンにデータ転送
可能です。

高解像度、
高輝度の大
型ディスプ
レイ。
４つの波形
グリッド表
示が可能。

CHANNELCHANNELCHANNELCHANNELCHANNEL

入力チャンネルのオン/オフや
垂直感度、オフセットの調節を
行います。(バーニャを使う事
により、2mV/div～5V/divまで

連続可変）

CURSORS/MEASURECURSORS/MEASURECURSORS/MEASURECURSORS/MEASURECURSORS/MEASURE　
このキーにより、カーソルを使った波形デー
タの読みとりや、自動計測、Pass/Failテスト
のモードに入ります。

ZOOM+MATHZOOM+MATHZOOM+MATHZOOM+MATHZOOM+MATH

波形及び演算結果の拡大
と位置の調節を行いま
す。  　

AUTO-SETUPAUTO-SETUPAUTO-SETUPAUTO-SETUPAUTO-SETUP

信号に応じた適切な感度、
時間軸に自動的に設定し、
画面に表示します。

FRONT PANEL CONTROLS



簡易操作マニュアル

Ｇ－３

　9304A/10A/14Aの電源は、電圧90V～132V又は180V～250Vで周波数45Hz～66Hzの
交流電源で動作します。本体の電源部には、使用電圧を切り換える機械的なｽｲｯﾁは
なく、上記の条件を自動検知して動作します。しかし、電源を投入する前に、必ず
電源が前記の範囲にあるかどうか確認してください。

電源に問題がなければケーブルを接続し、リアパネルの電源スイッチを投入してく
ださい。  画面が現れる前に、ハードウェアとソフトウェアのセルフ・テスト、つま
りシステムのフル校正が行われます。この間、おおよそ15秒位です。

INSTALLATION CHECK



簡易操作マニュアル

Ｇ－4

1

50 ns
    50mV   AC  
    
    50mV   AC
   

1

1 ms
200mV

1 AC   0 mV

PANEL SETUPS

PANEL SETUPS

STOPPED
1

2

14-Feb-92

13:17:39

Save

Recall

FROM SETUP1
14-FEB-1992

13:12:12

FROM SETUP2

Empty

FROM SETUP3

Empty

FROM SETUP4

Empty

From DEFAULT

SETUP

From Card

DISPLAY UTILITIES

STORE RECALL
WAVEFORM

CURSORS/
MEASURE

PANEL
SETUPSRETURN

 PANEL SETUPSPANEL SETUPSPANEL SETUPSPANEL SETUPSPANEL SETUPSを押す。

セルフ・テストが正常に終了すると、下に示す図のような画面が現れます。ここで、
下記の指示に従って初期設定に戻してみましょう。

画面右側のメニュー領域にこのような表示が現れます：

INITIALIZING
YOUR 9304A/10A/14A
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Ｇ－５

PANEL SETUPSPANEL SETUPS

Save

Recall

RETURNSTOPPED

From DEFAULT

SETUP

From Card

さて次に FROM DEFAULT SETUP を押してください。
これで、初期設定の呼び出しが終わりました。

PANEL SETUPSPANEL SETUPS

Recall

Save

RETURN

1

PANEL SETUPS

PANEL SETUPS

STOPPED

Save

Recall

FROM SETUP1
14-FEB-1992

13:12:12

FROM SETUP2

Empty

FROM SETUP3

Empty

FROM SETUP4

Empty

From DEFAULT

SETUP

From Card

AUTO
SETUP

一番上のメニューボタンを一度押してみ
てください。反転文字が切り替わるのが
確認できましたか？ ではもう一度ボタン
を押してRECALL に戻してください。

INITIALIZING
YOUR 9304A/10A/14A
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Ｇ－６

CH 4CH 1 CH 2 CH 3 CH 4 EXT CAL

付け替えたBNCアダプタをCAL出力に接
続してください。

CH 4CH 1 CH 2 CH 3 CH 4 EXT CAL

　では、まず最初に付属のプローブをCH1の
BNC端子に接続してください。

次にプローブの先端部分
を取り除き、

　これから述べる説明により、いくつかの基本的な操作を覚える事ができます。ほん
の少しの時間で、波形を取り込み、表示できるようになります。それから、カーソル
による計測や波形の演算、波形の保存や呼出も簡単にできるようになります。

プローブパッケージの
BNCアダプタと付け替え
てください。

INITIALIZING
YOUR 9304A/10A/14A
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AUTO
SETUP

DELAY

TIME/DIV LEVEL

TIMEBASE
SETUP

TRIGGER
SETUP

TIMEBASE+TRIGGER

STOP AUTO

NORM

SINGLE

ZERO

1nS1000S

オート・セットアップオート・セットアップオート・セットアップオート・セットアップオート・セットアップ(AUTO-SETUP)(AUTO-SETUP)(AUTO-SETUP)(AUTO-SETUP)(AUTO-SETUP)
オート・セットアップは大変便利な機能です。このボタンを押すだけで、連続信号
を適切な大きさで画面に表示してくれます。

AUTO-SETUPAUTO-SETUPAUTO-SETUPAUTO-SETUPAUTO-SETUPボタン（青色）を押してください。自
動的にトリガ・レベル、時間軸、電圧軸を判断して、
入力信号を最適な大きさに表示します。

WAVEFORM ACQUISITION
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トレースのオン／オフトレースのオン／オフトレースのオン／オフトレースのオン／オフトレースのオン／オフ
 画面には1kHzの矩形波(CH1)と水平な線(CH2)の2つの波形が表示されています。

トレースラベル領域には、両チャンネルの時間軸と電圧軸の情報が1マス毎に示され
ています。

1

 1  ms
    .2     V   AC  
    
    10 mV   AC
   

1

1 ms
200mV

1 DC   0.000 V

PANEL SETUPS

PANEL SETUPS

STOPPED
1

2

14-Feb-92

13:18:57

Save

Recall

FROM SETUP1
14-FEB-1992

13:12:12

FROM SETUP2

Empty

FROM SETUP3

Empty

FROM SETUP4

Empty

From DEFAULT

SETUP

From Card

2
1 ms
10.0mV

2

Ｇ－８

WAVEFORM ACQUISITION
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COUPLING

1 2
OFFSET

VOLT/DIV

CHANNELS

VAR

FIND

5V 2mV

COUPLING

OFFSET

VOLT/DIV

VAR

FIND

5V 2mV

TRASE  ON/OFF TRASE  ON/OFF

COUPLING

1 4
OFFSET

VOLT/DIV

CHANNELS

VAR

FIND

5V 2mV

TRASE  ON/OFF

2 3

1

4

2

3

SELECT
CHANNEL

Ｇ－９

２チャンネルモデルの場合 ４チャンネルモデルの場合

CH2を消すには、CH2のTRACE ON/OFFボタンを押します。

波形とラベルが消
えているのを確認
してください。

1

 1 ms
    .2     V   AC  
    
    10 mV   AC
   

1

1 ms
200mV

1 DC   0.000  V

PANEL SETUPSPANEL SETUPS

STOPPED
1

2

14-Feb-92

13:20:24

Save

Recall

FROM SETUP1
14-FEB-1992

13:12:12

FROM SETUP2

Empty

FROM SETUP3

Empty

FROM SETUP4

Empty

From DEFAULT

SETUP

From Card

WAVEFORM ACQUISITION
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では、次に違った大きさで波形を表示してみましょう。次に述べる操作で簡単に調節で
きます。
TIME/DIV つまみで時間軸を調節します。

AUTO
SETUP

DELAY

TIME/DIV LEVEL

TIMEBASE
SETUP

TRIGGER
SETUP

TIMEBASE+TRIGGER

STOP AUTO

NORM

SINGLE

ZERO

1nS1000S

画面で波形を確認したら、もとの1ms/divに戻してください。

もっと短い時間で信号を捉える為に、.2ms/divに変えてみてください。

1

1

.2 ms
200mV

1 DC   0.000  V
STOPPED

14-Feb-92

13:21:02

.2 ms
    20 mV   AC  

    10 mV   AC

   

CHANNNEL 1

CHANNNEL 1

1

2

DC  50Ω
Grounded
DC  1MΩ
Grounded
ACAC   1MΩ

V/div  Offset

NORMAL

ECL      TTL
Global  BWL
Off           On

( 30  MHz )

Probe  Atten
X1   X10    X100

X1K   X10K

Coupling

NORMAL

Off

X10

X
10

Ｇ－１０

MAIN CONTROLS
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COUPLING

1 2
OFFSET

VOLT/DIV

CHANNELS

VAR

FIND

5V 2mV

COUPLING

OFFSET

VOLT/DIV

VAR

FIND

5V 2mV

TRASE  ON/OFF TRASE  ON/OFF

COUPLING

1 2
OFFSET

VOLT/DIV

CHANNELS

VAR

FIND

5V 2mV

COUPLING

OFFSET

VOLT/DIV

VAR

FIND

5V 2mV

TRASE  ON/OFF TRASE  ON/OFF

波形を画面一杯に表示
するには、VOLTS/DIV
つまみを右に回してく
ださい。
（トレースラベルの
VOLTSDIVの数値が細か
くなっているのを確認
してください。）
この様にグリッド一杯
に表示することで、最
高の分解能（8bit=256分
割）を得る事ができま
す。

1

1

1 ms
100mV

1 DC   0.000  V
STOPPED

14-Feb-92

13:22:18

 1 ms
    10 mV   AC  
    
    10 mV   AC
   

CHANNNEL 1

CHANNNEL 1

1

2

DC  50Ω
Grounded
DC  1MΩ
Grounded
ACAC   1MΩ

V/div  Offset

NORMAL

ECL      TTL
Global  BWL
Off           On

( 30  MHz )

Probe  Atten
X1   X10    X100

X1K   X10K

Coupling

NORMAL

Off

X10

X
10

 VOLTS/DIV は電圧軸を
2mV/divから5V/divに設定
できます。通常の使い方
では1-2-5ステップです。

電圧軸を微調整するにはまず、VAR（バー
ニャ）ボタンを押してください。

VARボタンをもう一度押すと、もとの1-2-5ス
テップに戻ります。

選択されたVOLTS/DIVがチャンネルラベルに表示されます。
試しに100mV/divにしてみてください。

VERTICAL SECTION

Ｇ－１１
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COUPLING

1 2
OFFSET

VOLT/DIV

CHANNELS

VAR

FIND

5V 2mV

COUPLING

OFFSET

VOLT/DIV

VAR

FIND

5V 2mV

TRASE  ON/OFF TRASE  ON/OFF

数字の1はチャンネルの番
号を示し、その下の横線は
グランド・レベルを示して
います。

では、CH2をONにしてグ
ランド・レベルを確認して
みましょう。確認できまし
たらOFFにしてください。

注：9304A/10A/14Aは電圧
軸の設定が変更される度に
再校正されます。これに
よって垂直軸の2%精度を
維持し、チェックしていま
す。校正は非常に高速で行
われていますので、操作性
を損なうことはありませ
ん。

1

1

1 ms
200mV

1 DC   0.000  V
STOPPED

14-Feb-92

13:24:05

 1 ms
    20 mV   AC  

    10 mV   AC
   

CHANNNEL 1
CHANNNEL 1

1

2

DC  50Ω
Grounded
DC  1MΩ
Grounded
ACAC   1MΩ

V/div  Offset

NORMAL

ECL      TTL
Global  BWL
Off           On

( 30  MHz )

Probe  Atten
X1   X10    X100

X1K   X10K

Coupling

NORMAL

Off

X10

X
10

OFFSETつまみで入力波形の上
下の位置あわせをします。

VERTICAL SECTION



簡易操作マニュアル

Ｇ－１３

TRIGGER LEVELつまみでトリガ・レベルを調節します。トリガ・レベルは
グリッド左右の＞＜印で表示されています。

AUTO
SETUP

DELAY

TIME/DIV LEVEL

TIMEBASE
SETUP

TRIGGER
SETUP

TIMEBASE+TRIGGER

STOP AUTO

NORM

SINGLE

ZERO

1nS1000S

AUTO
SETUP

DELAY

TIME/DIV LEVEL

TIMEBASE
SETUP

TRIGGER
SETUP

TIMEBASE+TRIGGER

STOP AUTO

NORM

SINGLE

ZERO

1nS1000S

TRIGGER DELAYつまみでトリガの水平位置（グリッド下の↑印）を調節します。
プリ・トリガは0%（画面左端）より100%（画面右端）まで可能です。ポスト・トリ
ガは最大10,000ディビジョンの設定が可能です。

1

1

1 ms
200mV

1 DC   0.084  V
STOPPED

14-Feb-92

13:24:05

 1 ms
    20 mV   AC  
    
    10 mV   AC
   

CHANNNEL 1CHANNNEL 1

1

2

DC  50Ω
Grounded
DC  1MΩ
Grounded
ACAC   1MΩ

V/div  Offset

NORMAL

ECL      TTL
Global  BWL
Off           On

( 30  MHz )

Probe  Atten
X1   X10    X100

X1K   X10K

Coupling

NORMAL

Off

X10

X
10

(Trigger level)

注：これらのつま
みは回す速さに感
応していますの
で、速く回せば大
きく移動し、ゆっ
くり動かせば微調

整が可能です。

(Trigger delay)

VERTICAL SECTION
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カーソルによる計測

カーソルを使って迅速で正確な計測を行えば、あいまいで感覚的な計測から開放され
ます。

DISPLAY UTILITIES

STORE RECALL
WAVEFORM

CURSORS/
MEASURE

PANEL
SETUPSRETURN

MEASUREMEASURE

Parameters

CursorsOff

RETURN

AUTO
SETUP

このメニューボタンを
押して、CURSORSを
選んでください。

CURSORS/MEASUREMENT
ボタンを押してカーソルを表
示します。

MEASURE

MEASURE

Parameters

Cursors

mode

Vertical

Relative

cursor

Position

Off

Horizontal

Type

Absolute

RETURN

AUTO
SETUP

MEASUREMEASURE

Parameters

Cursors

mode

Vertical

Relative

cursor

Position

Off

Horizontal

Type

Absolute

RETURN

AUTO
SETUP

2つめのボタンはHori-
zontalにします。

3つめのボタンは
Absoluteにします。

TRIGGER SECTION
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1

 1 ms
    .2     V   AC  
    
    10 mV   AC
   

1

1 ms
200mV
      -7mV

1 DC   0.084  V

MEASURE

MEASURE

STOPPED
1

2

14-Feb-92

13:26:31

RETURN

AUTO
SETUP

Parameters

Cursors

mode

Vertical

Relative

cursor

Position

Off

Horizontal

Type

Absolute

Time  1.010  ms

カーソル

カーソルの時間値は画面下に表示されます（基準はトリガ点）。電圧値はCH1のラベ
ルに表示されています。

Cursor Positionつまみでカーソルを動かします。
カーソルは波形の上に＋で表示されています。

WAVEFORM MEASUREMENT
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Ｇ－１６

さて、今度はカーソルのTypeをABSOLUTE（絶対値）をRELATIVE（相対値）にし
てみましょう。

Relative
Type

Absolute

Type

Absolute
Relative

この場合には画面に２つのカーソルが表示されます。1つは基準のカーソル（↓）
で、もうひとつは差のカーソル（↑）です。

各々Reference CursorつまみとDifference Cursorつまみで動かします。

画面上にはカーソル間の相対時間（△t）と周波数（1/△t）及び電圧差が表示されま

す。

1

 1 ms
    .2     V   AC  
    
    10 mV   AC
   

1

1 ms
200mV
  -1.008 V

1 DC   0.084  V

MEASURE

MEASURE

STOPPED
1

2

14-Feb-92

13:26:31

RETURN

AUTO
SETUP

Parameters

Cursors

mode

Vertical

cursor

Position

Off

Horizontal

Type

Absolute

Δt  545  μs                1.835  KHz1／Δt

Relative

Reference Cursor

Difference Cursor

WAVEFORM MEASUREMENT
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mode

Std Time

Std Voltage

Custom
Pass / Fail

mode
Std Voltage

Custom
Pass / Fail

Std Time

1

 1 ms
    .2     V   AC  
    
    10 mV   AC
   

1

1 ms
200mV

1 DC   0.084  V

MEASURE

MEASURE

STOPPED
1

2

14-Feb-92

13:28:46

RETURN

AUTO
SETUP

Parameters

Cursors

mode

Std Time

0.00  div

Track           On

Off

Std Voltage

statistics

OnOff

on displayed

  (trace)
1

to
 10.00  div

10000 points

Off

Custom
Pass / Fail

from

* *

pkpk  ( 1 )                            1.031   V
mean( 1 )        ～                 -0.7 mV
sdev  ( 1 )        ～              495.1 mV
rms ( 1 )           ～              495.1 mV
ampl ( 1 )                               988 mV

波形パラメーター
9304A/10A/14Aは、カーソルによる計測以外に、波形パラメーターの高精度な自動計
測が可能です。
では、メニュー・ボタンを押してParametersを選びます。グリッド下に5つの電圧パ
ラメータが表示されます。
 2番めと3番めのボタンを押してStd. VoltageとStd. Timeに交互に切り替えてくださ
い。

切り替える度に、パラメータのリストが変わります。また、波形が更新される度
に、パラメータは再計算されます。
では、計測されたパラメータに対する統計的な情報を得るために、statisticsをオンに
してください。この情報は、回路特性のゆらぎや他の変化を知るのに非常に有効で
す。

一番上のメニュー・ボタンをOffにすれば、通常の画面に戻ります。

WAVEFORM MEASUREMENT
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Dualを選びます。

DISPLAY UTILITIES

STORE RECALL
WAVEFORM

CURSORS/
MEASURE

PANEL
SETUPSRETURN

まず、DISPLAYボタンを押します。

1

 1 ms
    .2     V   AC  
    
    10 mV   AC
   

1

1 ms
200mV

1 DC   0.084  V

DISPLAY  SETUPDISPLAY  SETUP

STOPPED
1

2

14-Feb-92

13:26:31

RETURN

AUTO
SETUP

XY

Standard

Persistance

OnOff

Grid

W'form+Text

intensity

90%

Grids

Quad
DualSingle

intensity

60%

画面のグリッドは2つに分割されますので、下のグリッドに拡大波形を表示してみま
しょう。

拡大機能
波形の拡大（ZOOM）機能を使って入力波形を更に詳しく見てみましょう。
ZOOMは入力と同時に行えますので、違った時間軸で表示できます。

 ZOOMは同時に4箇所、同じ波形に対してでも、違った波形に対してでも可能です。
（例：拡大波形を更に拡大する、演算結果の拡大をする）

WAVEFORM PROCESSING
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ZOOM

MATH
SETUP

RESET

SELECT
A B C D

POSITION POSITION

ZOOM

TRACE    ON/OFF

A B C D

ZOOM+MATH

ZOOM

MATH
SETUP

RESET

SELECT
A B C D

POSITION POSITION

ZOOM

TRACE    ON/OFF

A B C D

ZOOM+MATH

↑↓POSITIONつまみでトレー
スAを下のグリッドに移動して
ください。

ZOOM

MATH
SETUP

RESET

SELECT
A B C D

POSITION POSITION

ZOOM

TRACE    ON/OFF

A B C D

ZOOM+MATH

Trace Aボタンを押してト
レースAを表示します。

 ←ZOOM→つまみで拡大率を変
えます。

WAVEFORM PROCESSING
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1

 1 ms
    .2     V   AC  
    
    10 mV   AC
   

1

1 ms
200mV

1 DC   0.084  V

DISPLAY  SETUPDISPLAY  SETUP

STOPPED
1

2

14-Feb-92

13:26:31

XY

Standard

Persistance

OnOff

Grid

W'form+Text

intensity

90%

Grids

Quad
DualSingle

intensity

60%

A
.2 ms
146 mV

 上の入力波形の輝度の明るい部分が、拡大され
ている箇所を示しています。
拡大位置は←POSITION→つまみで調節してく
ださい。

ZOOM

MATH
SETUP

RESET

SELECT
A B C D

POSITION POSITION

ZOOM

TRACE    ON/OFF

A B C D

ZOOM+MATH

ZOOM

MATH
SETUP

RESET

SELECT
A B C D

POSITION POSITION

ZOOM

TRACE    ON/OFF

A B C D

ZOOM+MATH ZOOMつまみは拡大波形を縦方向に拡大しま
す。試してみてください。
（おそらく↑↓POSITONつまみで上下の位置を
調節する必要があると思います。）

拡大波形の垂直軸、
水平軸の設定はト
レース・ラベルに表
示されています。

WAVEFORM PROCESSING
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Ｇ－２１

ZOOM

MATH
SETUP

RESET

SELECT
A B C D

POSITION POSITION

ZOOM

TRACE    ON/OFF

A B C D

ZOOM+MATH

Setup  of  CSetup  of  C

1  2  A   B   D

M1  M2  M3  M4

Yes

use  Math?

Trace  C  is

Zoom  of

1

No

加算平均機能
9304A/10A/14Aに標準で装備されている加算平均機能を使って、連続信号の垂直分解
能を向上させ、生波形が含んでいる不必要な雑音をとり除いてみましょう。
まず、トレースA（拡大機能）を消してCトレースを表示し、MATH SETUPボタンを
押してください。

use Math? をYesにします。

ZOOM

MATH
SETUP

RESET

SELECT
A B C D

POSITION POSITION

ZOOM

TRACE    ON/OFF

A B C D

ZOOM+MATH

TRACE  Cを押します。 MATH SETUPを押します。

WAVEFORM PROCESSING
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ZOOM  +  MATH

ZOOM  +  MATH
AUTO

SETUP

for  Math

Multi-Zoom

Off On

use  at  most

1000  points

REDEFINE    A
A=1

REDEFINE    B
B=2

REDEFINE    C
C=1

REDEFINE    D
D=2

1

 1 ms
    .2     V   AC  
    
    10 mV   AC
   

1

1 ms
200mV

NORMAL
1

2

14-Feb-92

13:30:02

RETURN

AUTO
SETUP

C
1 ms
200mV

Average(1)

431  swps

Setup  of  CSetup  of  C

Yes

use  Math?

No

Average

Math  Type
Arithmetic

Enh. Res

Extrema

FFT

for

1000

( sweeps )

Summed

Avg  Type

Continuous

C :  Average ( 1 )

10000  - >  1000 points

1  2  A   B   D

M1  M2  M3  M4

1

メニュー・ボタンを使ってAverageを選ん
でください。（画面はフルオプションの
例です。波形演算オプションのない場合
には、ArithmeticとAverageだけしか表示
されていません。）

REDEFINE Cを押します。

現在の加算回数はトレース･ラベルにxxx swpsと表示されます。

前ページで述べた要領で、トレースCを下のグリッドに移動させます。  既に加算平
均は始まっています。生の波形とどう違うか較べてみてください。加算回数は、初期
設定では1,000回になっています。1,000回の加算が行われたら、自動的に演算は終了
します。

WAVEFORM PROCESSING
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1

 1 ms
    .2     V   AC  
    
    10 mV   AC
   

1

1 ms
200mV

NORMAL
1

2

14-Feb-92

13:32:40

RETURN

AUTO
SETUP

C
5   KHz
19.8  dBm

FFT ( 1 )

Setup  of  CSetup  of  C

Yes

use  Math?

No

Math  Type
Enh. Res
Extrema
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ＦＦＴ演算機能（オプションWP02）
ＦＦＴ機能を使えば、取り込んだ波形を周波数軸に変換できます。これにより時間
軸のデータではわからなかったスペクトル情報が得られます。

さて、まずMATH SETUPを押して、メニューからREDEFINE Cを前項の要領で選ん
でください。

メニューをこのように設定してください。
画面の下の波形は、CH1の矩形波のＦＦＴ演算結果です。

さて、絶対値の水平カーソルを使って周波数の計測をしてみましょう。STOPボタン
を押して波形の取り込みを止めます。（もろん取り込みながらでも計測はできます
が、入力を止めるとカーソルやつまみの反応が良くなります。）前述の要領でカー
ソル表示し、Absoluteを選択してください。そしてカーソルがＦＦＴの波形に来るま
で移動させてください。読み取り値は、Hz（横軸）とdBm（縦軸）で画面左に表示
されます。

左側にある最初の周波数のピークは、矩形波の基本周波数（1kHz）のはずです。そ
の次のピーク（3kHz、5kHz、7kHz....）は、矩形波を構成する高調波です。NORMボ
タンを押してノーマルトリガ・モードに戻りましょう。

WAVEFORM PROCESSING
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9304A/10A/14Aは4つの波形メモリ（即ち、M1, M2, M3, M4）を持っています。これ
らのメモリに波形を保存すれば、後で波形の比較や解析ができます。

それでは試しに、CH1の波形をM2のメモリに保存してみましょう。

 まず、トレースC（FFT）
を消します。

次にWAVEFORM STOREボタンを押します。

この2つのボタン
を使って保存し
たい波形（1）を
選びます。

そして、相手先のメモリ
（M2）を選びます。

WAVEFORM STORAGE
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最後にDO STOREと表示されたボタンを押せば保存は終了です。

保存された波形を表示するには、WAVEFORM RECALLボタンを押して、どのメモ
リからどのトレース（例えばA）に呼び出すのかを選び、DO RECALLボタンを押し
てください。呼び出された波形は表示位置を変えたり拡大したりできます。
注：同様にして最大4波形まで保存できます。これらの波形は別の波形を上書きする
か、電源を落とすまでは保存されています。波形を大量にあるいは長期間保存した
い場合は、オプションのメモリ・カード（MC-01）、フロッピ・ディスク
（FD01）、ハード・ディスク（HD01）をお使いください。詳しくはオペレーショ
ン・マニュアルをご覧ください。

WAVEFORM STORAGE
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セットアップを内部のメモリ（不揮発性）に保存しておき、後で呼び出すことができ
ます。例えば、よく使う計測のセットアップを保存し、それを呼び出せば毎回セット
アップすることなく、簡単に計測が開始できます。
この例ではフロントパネル・セットアップをパネルメモリ１に保存してみましょう。
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SETUPSRETURN

まず、PANEL SETUPSを押します。

Saveを選択します。 TO SETUP1を押します。
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Save

さて、試しにCH1のオフセットや電圧軸、時間軸をずらしてみてください。今保存し
たセッティングを呼び出してみましょう。SaveをRecallに切り替えて、FROM
SETUP1のボタンを押してください。オリジナルのセッティングが呼び出されて、
チャンネル1の波形が元どおりに戻りました。パネルメモリのラベルには、保存され
た時の日時が表示されています。

 本体には最大4種類までのセットアップの保存が可能ですが、それ以上のセットアッ
プの保存はオプションのメモリ・カード（MC-01）、フロッピ・ディスク
（FD01）、ハード・ディスク（HD01）をお使いください。詳くはオペレーション・
マニュアルをご覧ください。

SAVING AND
RECALLING SETUP
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簡単に操作を覚えることができたと思いますが、いかがでしたでしょうか。ほんの
わずかの時間があれば、こうして9304A/10A/14Aの基本操作をマスターすることがで
きます。

 この簡易操作ガイドを使って、フロント・パネルの構成を理解し、波形を取り込み
それを表示することができるようになりました。また、波形の計測、演算もできる
ようになり、最後に波形やセットアップの保存、呼び出しまでできるようになりま
した。

しかし、この簡易操作ガイドで紹介した事柄は9304A/10A/14Aの機能のほんの一部で
しかありません。さらに詳しい操作方法については、この後に続くマニュアルを参
照してください。
9304A/10A/14Aは、例えば以下のような強力な機能を持っています：

◇種々のユニークなトリガ機能
◇高度なPASS/FAILテスト機能
◇分解能向上機能（オプションWP01）
◇高速FFT（オプションWP02）
◇ヒストグラム演算機能（オプションWP03）
◇ICメモリ・カード（DOS互換）
◇内蔵フロッピ・ディスク（DOS互換）
◇取り外し可能なハード・ディスク（DOS互換）
◇内蔵高速サマール・プリンタ

さあ、9304A/9310A/9314Aで実際に信号を測定してみてください！そうすれば、
9304A/9310A/9314Aの素晴らしさをより実感していただけるものと思います。

GENERAL
INFORMATION
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はじめに

　レクロイ社のﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ｵｼﾛｽｺ-ﾌﾟ9300Aｼﾘｰｽﾞ(9304A, AM, 9310A, AM, AL, 9314A, AM,
AL )は、非常に強力な機能を搭載しているので、広い分野で高い性能を発揮できます。
本機は2または4ﾁｬﾝﾈﾙ同時に単発信号を高速に取り込めるだけだなく、繰り返し信号を
10Gｻﾝﾌﾟﾙ/sの等価ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ速度で取り込むことができます。

本機の主な仕様を下記に示します。

●400MHzﾊﾞﾝﾄﾞ幅(9304Aｼﾘｰｽﾞは200MHz)
●単発：100Mｻﾝﾌﾟﾙ/sのｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ速度
●繰り返し：10Gｻﾝﾌﾟﾙ/sの等価ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ速度
●50Kﾜｰﾄﾞ/ch(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ･ﾓﾃﾞﾙ)、200Kﾜｰﾄﾞ/ch(Mﾓﾃﾞﾙ)、1Mﾜｰﾄﾞ/ch(Lﾓﾃﾞﾙ)の中から選べ
　るﾒﾓﾘ長
●全ﾁｬﾝﾈﾙ同時ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ及びﾌﾙﾚﾝｼﾞｱｯﾃﾈｰﾀ装備
●ｸﾞﾘｯﾁ･ﾄﾘｶﾞやﾄﾞﾛｯﾌﾟｱｳﾄ･ﾄﾘｶﾞ、TVﾄﾘｶﾞを含む高機能ﾄﾘｶﾞ群
●最大2000ｾｸﾞﾒﾝﾄ(Lﾀｲﾌﾟ)の高速ｼｰｹﾝｼｬﾙ･ﾄﾘｶﾞとﾀｲﾑｽﾀﾝﾌﾟ
●自動波形計測(統計表示付き)
●波形ﾏｽｸ／ﾊﾟﾗﾒｰﾀによる自動合否判定
●超高速ﾒﾓﾘ･ｶ-ﾄﾞ、ﾌﾛｯﾋﾟ･ﾃﾞｨｽｸ又はﾊｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｽｸによるﾃﾞｰﾀの外部保存(ｵﾌﾟｼｮﾝ)
●11ﾋﾞｯﾄまでの垂直分解能(ｵﾌﾟｼｮﾝ)
●波形のｽﾍﾟｸﾄﾙ(FFT)分析(ｵﾌﾟｼｮﾝ)
●ﾋｽﾄｸﾞﾗﾑによる統計解析機能(ｵﾌﾟｼｮﾝ)
●超高密度表示(810×696ドット)
●内蔵ﾌﾟﾘﾝﾀによる高速ﾊｰﾄﾞｺﾋﾟｰ(ｵﾌﾟｼｮﾝ)
●内蔵ﾌﾛｯﾋﾟによるDTP(ｵﾌﾟｼｮﾝ)
●ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄ･ﾌﾟﾛｰﾌﾞ･ｲﾝﾀﾌｪｰｽProBusTM装備

11 主な特徴

第１章－１
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はじめに22 サービス体制

第２章－１

保証 本体には、納入後１年間の保証期間を設けております。保証期間内に生じた不良
で、操作上のミスや不注意、あるいは事故、異常な環境や操作によるものでない
と判断されたものは、無償にて修理を行います。
なお、付属品(標準プローブ等)に関しましては、初期不良を除き、３ヶ月の保証期
間とさせて頂きます。

修理の必要が生じた製品は、お買い求めの販売店にご返送下さい。保証期間を過
ぎた製品に関しては弊社規定による修理費をご請求させていただきます。

修理品のご返送に際しては、お手数ですが、製品名、製造番号、不良の内容、ご
担当者のお名前、ご所属、電話番号等を明記ください。返送用の箱は、運送中の
事故を避けるため、納入時に使用したﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ箱、または同等の緩衝材をもつ箱を
ご使用ください。運送中の事故により修理期間が大幅に長引いたりする場合が考
えられますので、適当な梱包箱が見つからない場合は、お買い求めの販売店にご
連絡ください。

校正業務や、装置の取扱に関するご質問は、下記までご連絡下さい。

レクロイ･ジャパン株式会社　カストマ･サポート
〒151 東京都渋谷区笹塚2-1-6 (笹塚センタービル6F)

TEL:03-3376-9400 FAX:03-3376-9587
〒564 大阪府吹田市垂水町3-16-3 (江坂三昌ビル3F)

TEL:06-330-0961 FAX:06-330-8096

修理品の返却

修理

技術サポート
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33 アーキテクチャ

第３章－１

本装置は、各ﾁｬﾝﾈﾙ毎に100Mｻﾝﾌﾟﾙ/sの8ﾋﾞｯﾄ･ﾌﾗｯｼｭ型A/D変換器を搭載しています。
波形取り込み用ﾒﾓﾘはﾁｬﾝﾈﾙ毎にｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ･ﾓﾃﾞﾙが50Kﾜｰﾄﾞ、Mﾓﾃﾞﾙが200Kﾜｰﾄﾞ、Lﾓ
ﾃﾞﾙが1Mﾜｰﾄﾞ持っています。さらに、波形の一時記憶用のﾒﾓﾘを４つと拡大/演算用の
ﾒﾓﾘを４つ持っています。ﾒｲﾝ･ﾌﾟﾛｾｯｻにはﾓﾄﾛｰﾗ社の68020を採用し、演算と装置のｺ

ﾝﾄﾛｰﾙを行っています。
ﾌﾛﾝﾄ･ﾊﾟﾈﾙの全てのつまみとﾎﾞﾀﾝは、ﾌﾛﾝﾄ･ﾊﾟﾈﾙ･ﾌﾟﾛｾｯｻによって常時ﾓﾆﾀｰされていま
す。変更があるとただちに内部の16ﾋﾞｯﾄ･ﾊﾞｽを通してﾒｲﾝ･ﾌﾟﾛｾｯｻに情報が送られ、設
定条件の変更が行われます。取り込まれたﾃﾞｰﾀは、ﾌﾛﾝﾄ･ﾊﾟﾈﾙの設定に従って高速で演
算が行われ、波形表示を行うために表示用ﾒﾓﾘに転送されたり、一時記憶用ﾒﾓﾘに記憶
されます。

また、68020ﾒｲﾝ･ﾌﾟﾛｾｯｻは、ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ﾌﾟﾛｯﾀの制御、ﾘﾓｰﾄ･ｺﾝﾄﾛｰﾙの制御等をRS-232Cﾎﾟｰ
ﾄ又はGPIB(IEEE488)ﾎﾟｰﾄを介して行います。
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なお、ﾛﾝｸﾞﾒﾓﾘ対応の高速ﾒｲﾝ･ﾌﾟﾛｾｯｻ･ｵﾌﾟｼｮﾝ(68030搭載)を用意しています。
ｵｼﾛｽｺｰﾌﾟの入力ﾁｬﾝﾈﾙには、各々100Mｻﾝﾌﾟﾙ/sの８ﾋﾞｯﾄ･ﾌﾗｯｼｭ型A/D変換器が搭載され
ています。A/D変換器を一つしか搭載していない多ﾁｬﾝﾈﾙ･ｵｼﾛｽｺｰﾌﾟに比べて、この独立
A/D変換器方式は、観測信号の電圧と位相の正確な測定を保証し、多ﾁｬﾝﾈﾙ動作であっ
ても１ﾁｬﾝﾈﾙ動作であってもA/D変換器の能力を最大限に引き出します。また、動作し
ているﾁｬﾝﾈﾙ数に関わらず長い記録時間と高い時間分解能を保証します。

最長1MWのﾒﾓﾘ長を持っているので、長い時間に亙る現象をｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ･ﾚｰﾄを落とす事
無く捕捉する事ができます。またｽﾞｰﾑ機能を使えば、波形の全体を表示しながら、詳
細に観測したい波形部分を最高2000倍まで拡大して表示する事ができます。

繰り返し信号は、ﾗﾝﾀﾞﾑ･ｲﾝﾀｰﾘｰﾌﾞﾄﾞ･ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ(RIS)により、10Gｻﾝﾌﾟﾙ/sの等価ｻﾝﾌﾟﾘﾝ
ｸﾞ速度で取り込まれます。RISでは、繰り返し信号を装置のｱﾅﾛｸﾞ･ﾊﾞﾝﾄﾞ幅一杯まで
使って測定ができ、100psecの等価ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ間隔と10psecの測定時間分解能を提供しま
す(第８章ﾀｲﾑﾍﾞｰｽ＋ﾄﾘｶﾞ参照)。

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ﾄﾘｶﾞｼｽﾃﾑはﾄﾘｶﾞ性能を飛躍的に拡張しています。測定対象の信号に応じて最適
なﾄﾘｶﾞをﾌﾛﾝﾄ･ﾊﾟﾈﾙのつまみやﾎﾞﾀﾝとﾒﾆｭｰによって設定することができます。

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ･ﾄﾘｶﾞ･ﾓｰﾄﾞでは、ﾌﾛﾝﾄ･ﾊﾟﾈﾙの操作でﾌﾟﾘ･ﾄﾘｶﾞやﾎﾟｽﾄ･ﾄﾘｶﾞの設定やｵｰﾄ、ﾉｰﾏ
ﾙ、ｼﾝｸﾞﾙのﾓｰﾄﾞ切り替え、ﾄﾘｶﾞ･ﾚﾍﾞﾙの設定等ができます。全ての入力ﾁｬﾝﾈﾙと外部ﾄﾘ
ｶﾞ入力及び電源ﾗｲﾝがﾄﾘｶﾞ･ｿｰｽとして使えます。入力ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞは、DC、AC、LF
REJect、HF REJect、HFが選択できます。また、ﾄﾘｶﾞ･ｽﾛｰﾌﾟは正、負及びウインドウの
選択ができます。両ﾄﾘｶﾞ･ﾓｰﾄﾞの詳細は、第８章ﾀｲﾑﾍﾞｰｽ＋ﾄﾘｶﾞをご参照下さい。

本機は、自動校正機能を有しており、垂直軸の精度をﾌﾙｽｹｰﾙの±2%に保持します。

垂直軸のｹﾞｲﾝとｵﾌｾｯﾄの校正は、電圧軸の変更がある度に行われます。さらに、定期的
に校正が行われますので、長時間に及ぶ同一設定での測定でも精度の高い安定な測定
が保証されています。

12.5×17.5cm(対角線で９ｲﾝﾁ)の大画面は、非常に高い分解能の波形を表示し、かつ画面
のすぐ右横に設けたﾒﾆｭｰ･ﾎﾞﾀﾝを使った対話形式の使いやすいﾒﾆｭｰを同時に表示するこ
とができます。

本機の画面には、測定ﾊﾟﾗﾒｰﾀを表示しながら同時に４つまでの波形を表示することが
できます。また画面には、操作上ﾒﾆｭｰや測定ﾒﾆｭｰ、波形解析ﾒﾆｭｰを表示するだけでな
く内部ｽﾃｰﾀｽや測定結果を表示することができます。

A/D変換器と
メモリ

第３章－２

表示

トリガ

自動校正
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画面のﾊｰﾄﾞｺﾋﾟｰは、ﾌﾛﾝﾄ･ﾊﾟﾈﾙのSCREEN DUMPﾎﾞﾀﾝを押すことで簡単に取れま
す。
ﾌﾛﾝﾄ･ﾊﾟﾈﾙの配置や操作方法は、ｱﾅﾛｸﾞ･ｵｼﾛｽｺｰﾌﾟをお使いの方には非常になじみや
すいものになっています。本機はﾚｽﾎﾟﾝｽが早く、波形を高分解能で素早く表示でき
るので、"ｱﾅﾛｸﾞ感覚"がより強く実感できます。

本機はまた、自動試験機やｺﾝﾋﾟｭｰﾀ支援測定装置への対応のためﾌﾙ･ﾘﾓｰﾄ･ｺﾝﾄﾛｰﾙ機
能を持っています。ｶｰｿﾙの設定やﾊﾟﾙｽ･ﾊﾟﾗﾒｰﾀの選択、ﾌﾛﾝﾄ･ﾊﾟﾈﾙの設定変更や表
示ﾌｫｰﾏｯﾄの指定等を含む手順全てを、ﾘｱﾊﾟﾈﾙのRS-232CﾎﾟｰﾄまたはGPIB(IEEE-488)
ﾎﾟｰﾄを介して制御することができます。

本機は内部のﾒﾓﾘに最大４つまでﾌﾛﾝﾄ･ﾊﾟﾈﾙの設定を本体に記憶することができま
す。記憶されたﾌﾛﾝﾄ･ﾊﾟﾈﾙ設定は、手動又はﾘﾓｰﾄ･ｺﾝﾄﾛｰﾙで読み出しすることがで
き、ﾌﾛﾝﾄ･ﾊﾟﾈﾙの設定を素早く行うことができます。また、本機は、電源切断直前
のﾌﾛﾝﾄ･ﾊﾟﾈﾙ設定を記憶しています。従って次に電源を入れた時、電源を切る直前
のﾌﾛﾝﾄ･ﾊﾟﾈﾙ設定で立ち上がります。

33 アーキテクチャ

第３章－３

マニュアル操作
とリモート･
コントロール
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本ｵｼﾛｽｺ-ﾌﾟの性能を保つため、下記の条件下でお使いください。

温度： 摂氏5度～40度
湿度： 80%以下

本ｵｼﾛｽｺｰﾌﾟに接続する交流電源は、電圧が115V(90Vから132V)または220V(180Vから
250V)で、周波数が45Hzから66Hzのものをお使いください。本機の電源電圧の切り替え
は、電圧が供給されると自動的に判断して設定されます。

本機の電源は、ｼｮｰﾄや過負荷に対して２本の5A/250Vのﾋｭｰｽﾞを入れて保護されていま
す。このﾋｭｰｽﾞは、電源ｺﾈｸﾀ上部のﾋｭｰｽﾞ･ﾎﾞｯｸｽに取付けられています。

ﾋｭｰｽﾞの点検や交換の前には必ず電源ｹｰﾌﾞﾙを抜いてください。ﾋｭｰｽﾞ･ﾎﾞｯｸｽのふたを開
けるには、小さなﾏｲﾅｽ･ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰでふたのﾛｯｸを押し上げてください。

本機の電源ｹｰﾌﾞﾙは、電源とｸﾞﾗﾝﾄﾞの接続が確実に行えるように、３線式でｸﾞﾗﾝﾄﾞ端子
付き３ﾋﾟﾝ･ｺﾈｸﾀを使用しています。このｹｰﾌﾞﾙのｸﾞﾗﾝﾄﾞ端子は直接本機の筐体に接続さ
れています。感電等の事故を避けるため、このｺﾈｸﾀは、ｸﾞﾗﾝﾄﾞが接続された３ﾋﾟﾝ･の
ｺﾝｾﾝﾄに差し込んでください。

本機の電源を入れるには、電源ｹｰﾌﾞﾙを接続し、ｺﾝｾﾝﾄに差し込んだ後ﾘｱﾊﾟﾈﾙの電源ｺﾈ
ｸﾀ部にある電源ｽｲｯﾁを入れてください。電源が投入されると、本機は自動校正をし、
A/D変換器とﾒﾓﾘのﾃｽﾄを行います。全てのﾃｽﾄに約15秒かかり、ﾃｽﾄが終了すると画面が
表示されます。

操作環境

電源

44 設置条件

第４章－１

電源の投入
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次ﾍﾟｰｼﾞにあるﾌﾛﾝﾄ･ﾊﾟﾈﾙの図をご覧下さい。

TIMEBASE & TRIGGER CONTROLS は、時間軸(Time/Div)、ﾄﾘｶﾞ･ﾚﾍﾞﾙとﾄﾘｶﾞ･ﾃﾞｨﾚ
ｲを直接設定することができます。また、ｵｰﾄｾｯﾄｱｯﾌﾟ･ﾎﾞﾀﾝは、連続して入力されて
いる信号に対して自動的にﾄﾘｶﾞやﾀｲﾑﾍﾞｰｽ、電圧ﾚﾝｼﾞ、ｵﾌｾｯﾄを調整して画面に表示
します。

CHANNEL CONTROLS は、垂直軸の感度とｵﾌｾｯﾄを直接設定することができます。
FINDﾎﾞﾀﾝを押すと、選択されているﾁｬﾝﾈﾙの電圧ﾚﾝｼﾞとｵﾌｾｯﾄを自動的に調整しま
す。

MEMORY CARD READER は、波形ﾃﾞｰﾀの高速記憶や測定条件を記憶させることが
できます(ﾒﾓﾘ･ｶｰﾄﾞ･ｵﾌﾟｼｮﾝを搭載した機種のみ有効になります)。

ZOOM & MATH は、ﾄﾚｰｽの移動、拡大、定義ができます。(A B C Dﾎﾞﾀﾝでﾄﾚｰｽを選
択します。)

MENU BUTTON & KNOB は、高度な機能の設定を簡単に行えます。

CHANNEL INPUT の入力ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽは1MΩ／50Ωです。

DISPLAYは、高分解能９ｲﾝﾁCRTを採用しています。

55 フロント･パネル

第５章－１
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はじめに操作方法66

通常よく使われる電圧感度や時間軸設定、ﾄﾘｶﾞ･ﾚﾍﾞﾙやｵﾌｾｯﾄの設定などは、ﾌﾛﾝﾄ･ﾊﾟ
ﾈﾙに独立して設けられたつまみやﾎﾞﾀﾝでｱﾅﾛｸﾞ･ｵｼﾛｽｺｰﾌﾟと同じように直接操作がで
きるようになっています。これらの設定を変更すると、通常即座に変更された値で
測定されるので、画面上で確認できます。

その他、細かな測定条件や演算機能、表示ﾓｰﾄﾞの設定等はﾒﾆｭｰを用いて行います。
設定ﾒﾆｭｰを呼び出すには、ﾌﾛﾝﾄ･ﾊﾟﾈﾙの濃いｸﾞﾚｰのﾎﾞﾀﾝを押します。画面右側に呼び
出されたﾒﾆｭｰが現われます。SHOW STATUS ﾎﾞﾀﾝを押すと、測定条件や装置、波形
ﾃﾞｰﾀの概要を確認することができます。

11個の濃いｸﾞﾚｰのﾎﾞﾀﾝとSHOW STATUS ﾎﾞﾀﾝは統一された構造のﾒﾆｭｰを呼び出しま
す。これらのﾎﾞﾀﾝを総称してMENU ENTRY ﾎﾞﾀﾝと呼びます。

ﾒﾆｭｰ･ﾎﾞﾀﾝは全部で７つあり、最後の２つにはつまみが付いています。全てのﾒﾆｭｰが
ﾒﾆｭｰ･ﾎﾞﾀﾝを全部使うわけではありません。対応する位置にﾎﾞｯｸｽが表示されているﾒ
ﾆｭｰ･ﾎﾞﾀﾝは使用可能で"ｱｸﾃｨﾌﾞ"であると言います。ﾎﾞｯｸｽ以外に表示された文字は、
単に情報を提供しているだけで、対応するﾎﾞﾀﾝは機能しません。

MENU ENTRY ﾎﾞﾀﾝを押すと、いつでも対応するﾒﾆｭｰが現われます。このﾒﾆｭｰは、呼
び出したﾒﾆｭｰ･ﾂﾘｰの親ﾒﾆｭｰです。

基本操作法

アクティブ･
ボタン

メニューの
切り替え

解説:ﾒﾆｭｰの構造 親メニュー

子メニュー

孫メニュー孫メニュー孫メニュー孫メニュー 孫メニュー

子メニュー子メニュー

第６章－１

一般的にﾒﾆｭｰの構造は、上記のように階層化された構造を持っています。大まかな設定を
親ﾒﾆｭｰで行い、細かな設定はその下に連なる子ﾒﾆｭｰを呼び出して行い、さらに細かな設定
を孫ﾒﾆｭｰで行うといった使い方をします。このように枝分かれした木のような構造を持つ
ため、ﾒﾆｭｰ･ﾂﾘｰと呼ばれます。階層を深くしてﾒﾆｭｰを増やすほど細かな設定ができます
が、構造が複雑で使いにくくなってしまいます。また、孫ﾒﾆｭｰから離れた孫ﾒﾆｭｰを呼び出
すには、親ﾒﾆｭｰまで一旦戻らなければならない不便さが付きまといます。93ｼﾘｰｽﾞのﾒﾆｭｰ
では、ﾒﾆｭｰ全体の親ﾒﾆｭｰをなくし、MENU ENTRYﾎﾞﾀﾝがそれぞれ対応する子ﾒﾆｭｰを直接
呼び出す方式を取っているので、階層が浅く使いやすくなっています。
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操作法が分かりやすく統一されていると使い勝手が
よくなります。
93ｼﾘｰｽﾞのﾒﾆｭｰでは、本を読み進むように上から下に
向かって操作が行えるように設計されていて、ﾌﾞｯｸ･
ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ･ｽﾀｲﾙと呼んでいます。
上から読み進めると、大まかな設定から徐々に細か
な設定が効率よく行えるように構成されています。

ﾄﾘｶﾞの設定を例にとってみてみましょう。
上から順に、
「ﾄﾘｶﾞのﾀｲﾌﾟを"Interval"とする。」
「ﾄﾘｶﾞをCH1の信号を対象にする。」
「CH1のｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞを"DC"にする。」
「立ち上がりｴｯｼﾞ間の時間間隔を計測する。」
「その時間間隔が80.0nsよりも短くて、」
「65.0nsよりも長い時にﾄﾘｶﾞをかけます。」

操作方法66

この内のいくつかの親ﾒﾆｭｰは、その下に子ﾒﾆｭｰを持っています。ﾎﾞｯｸｽが二重に
なっている項目は、その下に子ﾒﾆｭｰがあることを表しています(左図参照)。対応す
るﾎﾞﾀﾝを押すと、子ﾒﾆｭｰが現われます。

RETURN ﾎﾞﾀﾝを押すと、いつでも親ﾒﾆｭｰが表示されます。もし表示されているのが
既に親ﾒﾆｭｰの場合には、ﾒﾆｭｰが消えます。

本機がﾘﾓｰﾄ･ｺﾝﾄﾛｰﾙされている場合には、REMOTE ENABLE ﾒﾆｭｰが現われます。こ
のﾒﾆｭｰには"GO TO LOCAL" ﾎﾞﾀﾝが、その操作が許される間だけ現われます。手動
でREMOTE ENABLE ﾒﾆｭｰを消すには、このﾎﾞﾀﾝを押してください。

解説:ﾒﾆｭｰの操作法

RETURN

SMART TRIGGER

SMART TRIGGERSampling

GLITCH

Qualified
TV

Dropout

Interval

trigger on

Ext   Ext10
    2   3   41

coupling  1

LFREJ  HFREJ
          ACDC

between

edges
          NegPos

interval <

80.0 ns
Off On

interval >

65.0 ns
Off On

それぞれの項目は、その右隣にあるﾒ
ﾆｭｰ･ﾎﾞﾀﾝとつまみで設定を行います。
選択された項目は、反転文字で表示さ
れます。
この操作法は、ここに示したの例だけ
でなく全てのﾒﾆｭｰで共通しています。

第６章－２
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ほとんどのﾒﾆｭｰ･ﾎﾞﾀﾝには、選択項目が表示され、その内の一つを選ぶという動作を
伴いますが、いくつかのﾎﾞﾀﾝには選択項目が無く、ある決まった動作しか行わない
ものがあります。この場合、ﾒﾆｭｰ･ﾎﾞｯｸｽ内に表示されている文字は、全て大文字に
なっています(左図)。

値の変更をすると、すぐに変更された値で測定や演算、表示の形式の変更を実行す
るので、画面上で確認することができます。

ﾎﾞｯｸｽがﾎﾞﾀﾝ１つと対応している場合、この選択項目はｼﾝｸﾞﾙであると言います(左
図)。いくつかの選択肢が表示されていてその内の１つが反転文字で表示されている
ものがあります。反転文字で表示された選択肢が現在選択されているのですが、対
応するﾎﾞﾀﾝを押すと、選択肢が変更され反転文字が移って行きます。もしこのﾒﾆｭｰ･
ﾎﾞﾀﾝの横につまみがある場合には、つまみを使っても選択肢の変更ができます。つ
まみで変更する場合には、移動方向をつまみを回す方向で選択することができま
す。このつまみは、他のつまみ同様に速度感応型ですので、早く回すと移動速度が
はやくなりますので回し過ぎないように注意してください。
選択肢が１つしかない場合には、ﾎﾞﾀﾝを押しても機能しません。

ﾎﾞｯｸｽが２つのﾎﾞﾀﾝにまたがっている場合、この選択項目はﾀﾞﾌﾞﾙであると言います
(左図)。ｼﾝｸﾞﾙと同様に、いくつかの選択肢が表示されていてその中で現在選択され
ている項目が反転文字で表示されます。下のﾎﾞﾀﾝを押すと選択肢が下に移動し、上
のﾎﾞﾀﾝを押すと選択肢が上に移動します。ﾎﾞｯｸｽの横に表示された矢印が選択肢の移
動方向を示しています。矢印が消えていると、選択肢がその方向にはもうないこと
を示しています。

左図のように数値を入力する場合に、つまみを用いることができます。このつまみ
は速度感応型なので、ゆっくり回すと、設定できる最小分解能で値が変化し、早く
回すと値が大きく変化します。ﾎﾞﾀﾝを使っても値の変更は可能ですが、変化の割合
が大きくなります。

また、ﾎﾞﾀﾝとつまみを使って連続した値を設定することもできます(左図)。ﾎﾞﾀﾝで変
更したい値の桁を設定し(反転文字で示される)、つまみを回して反転表示された桁の
値を可変し設定します。

動作の実行

操作方法66

第６章－３

選択肢の選び方

システム･
リセット

装置のﾘｾｯﾄは、AUTO SETUP ﾎﾞﾀﾝと一番上のﾒﾆｭｰ･ﾎﾞﾀﾝとRETURN ﾎﾞﾀﾝの３つを同
時に押すことで実行できます。ﾘｾｯﾄを実行するとﾃﾞﾌｫﾙﾄ設定に戻ります。
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表　示77 画面表示の概要

11-DEC-91
12:04:09    0.0

1

2

5 μs
 1 V

5 μs
 1 V

  5 μs
1 1.00  V  AC

2 1.00  V  AC

TRIGGER  SETUP

1 AC  0.00  V  
   10.0  ns  <   pulse 

SINGLE

at end of

pulse
Pos

width  <
-  -  -

onoff

on

Neg

width  >
10.0  ns

off

coupling   1

LFREJ  HFREJ
DC AC

trigger  on

Ext10    Line
Ext1

TRIGGER
SETUP   SMART

(GLITCH)
Edge

2

SMART

11

3

6 5

3

2

1

4 Δt -3.460 ms     1/Δt  -289.02Hz

9

10

Connect input signal to cahnnel 1

87

ﾊﾞｯﾃﾘ･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟされたﾘｱﾙﾀｲﾑ･ｸﾛｯｸで現在の日時を表示します。

表示されているﾄﾚｰｽの設定内容や、時間軸と入力感度の設定、またはｶｰｿﾙ測定時に
はｶｰｿﾙの読み取り値が表示されます。最大４つまでﾄﾚｰｽを同時に表示できます。

ｸﾞﾘｯﾄﾞの左右両側にﾄﾘｶﾞ･ﾚﾍﾞﾙを示します。また、入力ﾁｬﾝﾈﾙの番号とｸﾞﾗﾝﾄﾞ･ﾚﾍﾞﾙが
ｸﾞﾘｯﾄﾞの右側に表示されます。

時間軸の設定とそれぞれの入力ﾁｬﾝﾈﾙの入力感度とﾌﾟﾛｰﾌﾞの減衰率、ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの設定
を表示します。4ﾁｬﾝﾈﾙ･ﾓﾃﾞﾙの機種では、選択されたﾁｬﾝﾈﾙが反転文字で示されま
す。

注：ﾄﾚｰｽ･ﾗﾍﾞﾙは、取り込まれたﾃﾞｰﾀに対する設定を表示しているので、現在の設定
を表示している測定条件ﾌｨｰﾙﾄﾞの値と異なることがあります。

リアルタイム
･クロック
･フィールド

表示トレース
･フィールド

トリガ･レベル
･フィールド

測定条件
･フィールド

２

３

４

１
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表　示 画面表示の概要77

トリガ遅延
フィールド

ﾄﾘｶﾞ位置(↑で表示)の遅延時間を、ｸﾞﾘｯﾄﾞの左端を起点として表示します。遅延時
間は、ﾌﾟﾘﾄﾘｶﾞ時には0～10ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝまで、ﾎﾟｽﾄﾄﾘｶﾞ時には0～10,000ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝま
で設定ができます。表示される単位は、ﾌﾟﾘﾄﾘｶﾞ時には%(0～100)、ﾎﾟｽﾄﾄﾘｶﾞ時には
秒になります。
絶対時間ｶｰｿﾙ(十字ﾏｰｸ)で計測する場合(ｶｰｿﾙ測定の章を参照)には、ﾄﾘｶﾞ点を起点と
して時間を表示します。

相対時間ｶ-ｿﾙ(↑と↓)で計測する場合(ｶｰｿﾙ測定の章を参照)には、2つのｶｰｿﾙ間の時
間が表示されます。この時には同時に、"1/△T"の式で計算された周波数も合わせて
表示されます。

ﾄﾘｶﾞのｿｰｽとﾚﾍﾞﾙ、ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞが表示されます。ｽﾏ-ﾄ･ﾄﾘｶﾞ･ﾓｰﾄﾞでは、さらに多くの
設定情報が表示されます(例えば、ﾎｰﾙﾄﾞｵﾌ時間やﾎｰﾙﾄﾞｵﾌ･ｲﾍﾞﾝﾄ数、ﾛｼﾞｯｸ･ｽﾃｰﾄな
ど)。画面の下に表示されるｱｲｺﾝでﾄﾘｶﾞの設定条件が分かるようになっています。

各入力ﾁｬﾝﾈﾙや内部ﾒﾓﾘの波形を表示します。表示ﾒﾆｭｰでﾃﾞｭｱﾙ･ｸﾞﾘｯﾄﾞやｸｧｯﾄﾞ･ｸﾞﾘｯﾄﾞ
を選択することもできます(第18章参照)。

このﾌｨｰﾙﾄﾞは、7つのｻﾌﾞ･ﾌｨｰﾙﾄﾞに分けられ、それぞれ横のﾒﾆｭｰ･ﾎﾞﾀﾝと2つのつま
みに対応しています。それぞれのｻﾌﾞ･ﾌｨｰﾙﾄﾞには、そのﾒﾆｭｰの名前と、対応するﾒ
ﾆｭｰ･ﾎﾞﾀﾝを押して操作できる内容が表示されます。RETURNｷｰを押すと、1つ上のﾒ

絶対時間ｶｰｿﾙ(十字ﾏｰｸ)が選ばれた場合には、ｶｰｿﾙとﾄﾘｶﾞ間の時間を表示します。

ﾄﾘｶﾞのｽﾃｰﾀｽ(AUTO､NORMAL､SINGLE､STOPPED)が表示されます。

ｽﾃｰﾀｽを示す文字の左横のﾎﾞｯｸｽが白くなってﾃﾞｰﾀ取り込み中であることを知らせます。
これは、ﾄﾘｶﾞ･ﾚｰﾄの確認に便利です。

NORMALｽﾃｰﾀｽの時、一定時間経過してもﾄﾘｶﾞ信号の入力が無い場合、"SLOW
TRIGGER"というﾒｯｾｰｼﾞが表示され、ﾄﾘｶﾞ信号待ちの状態であることを知らせます。

ﾃﾞｰﾀの取り込みに時間がかかる場合には、"SLOW UPDATE"が表示され、波形が現われ
るまでに時間のかかることを知らせます。

このﾌｨｰﾙﾄﾞのすぐ左横に、演算やﾊｰﾄﾞｺﾋﾟｰなどの実行中を示すﾒｯｾｰｼﾞが現われます。

ﾆｭｰに戻ります。
このﾌｨｰﾙﾄﾞには、装置の状態を知らせる様々なﾒｯｾ-ｼﾞが表示されます(例えば、警告
やﾀｲﾄﾙなど)。

時間/周波数
フィールド

５

７

６ トリガ設定
フィールド

トリガ
･ステータス
･フィールド

８

メッセージ
･フィールド

11

10

９ グリッド

メニュー
･フィールド
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タイムベース
機能

時間軸設定によって、下記のｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ･ﾓｰﾄﾞが選択できます。
　・ｼﾝｸﾞﾙ・ｼｮｯﾄ
　・ﾗﾝﾀﾞﾑ･ｲﾝﾀｰﾘｰﾌﾞﾄﾞ･ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ（ＲＩＳ）
　・ﾛｰﾙ･ﾓｰﾄﾞ
　・ｼｰｹﾝｽ･ﾓｰﾄﾞ
このうちｼｰｹﾝｽ･ﾓｰﾄﾞは、間欠的に発生する過渡現象を効率よく捕捉するために、ｱｸｲ
ｼﾞｼｮﾝ･ﾒﾓﾘをﾕｰｻﾞの定義したｾｸﾞﾒﾝﾄ数に分割して、ﾄﾘｶﾞが発生する度にｾｸﾞﾒﾝﾄを自動
更新しながら捕捉波形を高速にﾒﾓﾘへ格納するﾄﾘｶﾞ･ﾓｰﾄﾞです。

ｼﾝｸﾞﾙ・ｼｮｯﾄによる波形の捕捉ﾓｰﾄﾞは、ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ｵｼﾛｽｺｰﾌﾟの基本です。ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ｵｼﾛｽｺｰ
ﾌﾟの他の捕捉ﾓｰﾄﾞも、全てこのｼﾝｸﾞﾙ・ｼｮｯﾄ捕捉ﾓｰﾄﾞの技術をもとにしています。
捕捉された波形は、入力された信号を一定のﾚｰﾄでｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞした電圧値の連なり(ｻﾝﾌﾟ
ﾘﾝｸﾞ点の集まり) として表現されます。波形の捕捉は、ﾄﾘｶﾞ･ﾃﾞｨﾚｲで決められたﾄﾘ
ｶﾞ･ｲﾍﾞﾝﾄの時間が経過した直後に止まります。
ﾄﾘｶﾞ･ｲﾍﾞﾝﾄの時間は、時間軸ｸﾛｯｸによって測定されます。波形の水平位置は、ﾄﾘｶﾞ
点を時間０として扱います。波形表示もこの定義に従って行われます。各ﾁｬﾝﾈﾙごと
にA/D変換器を装備しているので、ﾁｬﾝﾈﾙ間の電圧値は全く同じ時間にｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞされ
ます。これによって、異なるﾁｬﾝﾈﾙ間の安定した電圧測定が行えます。
ﾄﾘｶﾞが発生する以前の波形を観測できるようにﾌﾟﾘﾄﾘｶﾞ（0から100%）機能がついて
います。これは、ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ｵｼﾛｽｺｰﾌﾟ最大の特長の一つです。また、ﾄﾘｶﾞの発生後
10,000 div相当のﾎﾟｽﾄ･ﾄﾘｶﾞが可能です。
このｼﾘｰｽﾞの最高ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞは、100MS/s(10ns)で最も遅いｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞは1S/sです。時間軸
の設定は50ns/div～1000s/divです。Lﾓﾃﾞﾙでは、最大1,000,000点のﾃﾞｰﾀを捕捉し、
100MS/sで10msの間ﾃﾞｰﾀを連続的に捕捉することができます。

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ｵｼﾛｽｺｰﾌﾟの捕捉時間(ﾀｲﾑ･ｳｲﾝﾄﾞ)は、「ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ速度 × ﾒﾓﾘ長」で決まりま
す。捕捉時間を長く取ろうと時間軸(Time/div)を遅くしていった場合、ﾒﾓﾘ長が短いと
ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ速度が遅くなり、最高ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ速度を保持することができません。
従ってﾛﾝｸﾞﾒﾓﾘは、より遅い時間軸まで（広い時間軸に渡って）最高ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ速度を
使うことができます。短いﾒﾓﾘで、常に最高ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞを行う方法も開発されています
が、ﾛﾝｸﾞﾒﾓﾘの最大の利点は、捕捉した波形の全体と拡大による詳細部分の観測を同
時に行える事です。同時観測は、特に過渡的な変化を捕らえる際に大変重要です。

ﾒﾓﾘﾒﾓﾘﾒﾓﾘﾒﾓﾘﾒﾓﾘ長と長と長と長と長とｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ速度の例：速度の例：速度の例：速度の例：速度の例：
ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ速度 ×  ﾒﾓﾘ長 = 捕捉時間(ﾀｲﾑ･ｳｨﾝﾄﾞ)
10nS(100MS/s) × 10kﾜｰﾄﾞ(10,000) = 100μS(10μS/div)
10nS(100MS/s) × 50kﾜｰﾄﾞ(50,000) = 500μS(50μS/div)
1μS(1MS/s) × 10kﾜｰﾄﾞ(10,000) = 10mS(1mS/div)
5μS(5MS/s) × 50kﾜｰﾄﾞ(50,000) = 10mS(1mS/div)
10nS(100MS/s) ×  1Mﾜｰﾄﾞ(1,000,000) = 10mS(1mS/div)

シングル・
ショット

メモリ長とサンプリ
ング速度

第８章-１
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ランダム・イン
ターリーブド・
サンプリング

　数回の掃引で、取り込んだ波形デ－タの時間差を測って合成して用います。

１回目

３回目

２回目

合成結果

４回目

ﾗﾝﾀﾞﾑ･ｲﾝﾀｰﾘｰﾌﾞﾄﾞ･ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ(RIS)は、繰り返し発生する信号に対して安定したﾄﾘｶﾞを
かけ、等価的にｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ速度を上げる方法です。特にｸﾞﾘｯﾁやｲﾝﾀｰﾊﾞﾙなどの高機能ﾄﾘ
ｶﾞと組み合わせると、複雑な波形の変化に安定してﾄﾘｶﾞをかけることができるので効
果的です。9300Aｼﾘｰｽﾞは、等価的に最高10GS/s(100ps)の分解能を得ることができ、
波形の特性をｱﾅﾛｸﾞﾊﾞﾝﾄﾞ幅の制限の範囲で観測することができます。この時、実際の
は100回のｼﾝｸﾞﾙ･ｼｮｯﾄ捕捉を100MHzの速度で繰り返し行います。この100回の取り込
みによって、最終的に合成される波形の抜けている部分にﾃﾞｰﾀを順次埋めていきま
す。
通常、完全に波形を取り込む為には520回のﾄﾘｶﾞが必要です。これらの取り込みは、
複数回の最高ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ速度での単発捕捉をずらしていく事によって行われます。しか
しながら、波形を構築するまでにかかる時間はﾄﾘｶﾞ･ﾚｰﾄによって変わってきます。ｵｼ
ﾛｽｺｰﾌﾟは、最高10,000 RIS/秒の取り込みが可能です。
RISによる波形の捕捉は、1ns/div から200MS/s(5ns/point)のｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞがﾒﾓﾘを埋めるま
での時間軸まで可能です。遅い時間軸に於ては、RISﾓｰﾄﾞは必要ないので設定できま
せん。
RISによる取り込みは、必ずしも完全な波形を構築する必要はありません。不完全な
波形でも、十分に波形情報が得られると判断した場合は、取り込みを中止することが
できます。RISﾓｰﾄﾞは、STOPﾎﾞﾀﾝを押すと手動で取り込みを中止し、AUTOﾎﾞﾀﾝを押
すと連続的に取り込みを行います。

0.5s/divより遅い時間軸(Lﾀｲﾌﾟは10s/div)の設定では、自動的にﾛｰﾙ･ﾓｰﾄﾞになります。
ﾛｰﾙ･ﾓｰﾄﾞはﾘｱﾙﾀｲﾑに波形を表示するので、変化の遅い信号の取り込みに適していま
す。ﾄﾘｶﾞ･ﾓｰﾄﾞがﾉｰﾏﾙの時のﾛｰﾙ･ﾓｰﾄﾞは、取り込まれたﾃﾞｰﾀを次のﾄﾘｶﾞが発生するま
で連続的に捕捉表示します。ﾄﾘｶﾞ･ﾓｰﾄﾞがｵｰﾄの時は、取り込まれたﾃﾞｰﾀを連続的に捕
捉表示します。
ﾛｰﾙ･ﾓｰﾄﾞ時には、STOP, SINGLE, NORM, AUTOのﾄﾘｶﾞ･ﾓｰﾄﾞ･ﾎﾞﾀﾝは通常とは違った
働きをします(９章参照)。そのため、ﾃﾞｰﾀの捕捉が完全に終了してからでないと実行
できない、波形演算やﾊﾟﾗﾒｰﾀ計算を行う際にはご注意下さい。

ランダム・インターリーブド･サンプリング

ロール・モード

第８章-２
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シーケンス・
モード

ｼｰｹﾝｽ･ﾓｰﾄﾞは、間欠する単発信号の捕捉に大変有効です。このﾓｰﾄﾞでは、波形の
必要な部分だけを捕捉するので、ﾒﾓﾘ長を有効に使えるのでｾｸﾞﾒﾝﾄの波形を高速
でｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞする事ができます。
ｽｲｰﾌﾟ間のﾃﾞｯﾄﾞﾀｲﾑ(ﾎｰﾙﾄﾞｵﾌ時間)は、一般的には数十ミリ秒～数百ミリ秒ありま
すが、ｼｰｹﾝｽ･ﾓｰﾄﾞの各ｾｸﾞﾒﾝﾄ間のﾃﾞｯﾄﾞﾀｲﾑは最小150μsで、高速の間欠信号の捕
捉に適しています。
ｼｰｹﾝｽ･ﾓｰﾄﾞでは、掃引を一時停止するので各ｾｸﾞﾒﾝﾄ間のﾄﾘｶﾞの時間関係が判らな
くなります。そこで、ﾄﾘｶﾞ間の精密な時間測定を行い記憶するﾄﾘｶﾞ･ﾀｲﾑｽﾀﾝﾌﾟ機
能があります。この機能は、Status menuの中の "TEXT & TIMES"を選択するとﾄﾘ
ｶﾞ時間のﾘｽﾄが表示されます(２４章-３参照)。
各ｾｸﾞﾒﾝﾄは、ﾏﾙﾁ･ｽﾞｰﾑの機能によって最大４波形まで、同時に拡大または演算表
示する事ができます。
ｼｰｹﾝｽ･ﾓｰﾄﾞでは、時間軸の設定は各ｾｸﾞﾒﾝﾄの時間、つまりTime/divの１０倍が表
示されます。時間軸の設定については、希望するｾｸﾞﾒﾝﾄ数と各ｾｸﾞﾒﾝﾄのﾎﾟｲﾝﾄ
数、ﾄｰﾀﾙ･ﾒﾓﾘ長の選択によって実際のｾｸﾞﾒﾝﾄ/ｻﾝﾌﾟﾙとｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ速度が決定されま
す。設定された全てのｾｸﾞﾒﾝﾄが捕捉後に画面表示されます。また、ｾｸﾞﾒﾝﾄ数の選
択によっては、画面の途中までの表示になります。
通常、ｼｰｹﾝｽ･ﾓｰﾄﾞは設定されたｾｸﾞﾒﾝﾄ数分の波形を捕捉して止まります。しか
し、連続してｾｸﾞﾒﾝﾄを捕捉し、常にｾｸﾞﾒﾝﾄ数分の最終ﾃﾞｰﾀを捕捉する事もできま
す。この場合、手動で STOPﾎﾞﾀﾝを押すか、ﾀｲﾑｱｳﾄを設定(UTILITYﾒﾆｭｰの
SPECIAL MODEで設定)すれば、ｵｼﾛｽｺｰﾌﾟは波形捕捉を中止し画面に波形を表示
します。
このﾓｰﾄﾞ下でのSTOP,SNGL,NORM,AUTOﾎﾞﾀﾝの動作は、通常と異なります(９章
参照) 。ｾｸﾞﾒﾝﾄ間のﾃﾞｯﾄﾞﾀｲﾑを極力少なくするために、ｼｰｹﾝｽ･ﾓｰﾄﾞでの捕捉中は
ﾎﾞﾀﾝやつまみの操作は受け付けません。

シーケンスモードに於ける波形捕捉の例

波形を捕捉した時間を
絶対時間と相対時間で記録

第８章-３
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ｴｯｼﾞ･ﾄﾘｶﾞのｿｰｽ、ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ、ｽﾛｰﾌﾟ、ﾚﾍﾞﾙ状態について記述します。ﾏｰﾄ･ﾄﾘｶﾞに於
けるこれらのﾊﾟﾗﾒｰﾀも同様に使用できます。
ｴｯｼﾞ･ﾄﾘｶﾞはｼﾝｸﾞﾙ･ｿｰｽで下記のﾁｬﾝﾈﾙが選択できます。
－CH1 CH2 (CH3 CH4)：ｱｸｲｼﾞｼｮﾝ･ﾁｬﾝﾈﾙの入力信号の電圧ｹﾞｲﾝ、ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ、ﾊﾞﾝﾄﾞ
幅　などの状態については１２章と１３章に記述されています。
－LINE：ｵｼﾛｽｺｰﾌﾟの電源ﾗｲﾝに供給されている電圧です。このﾓｰﾄﾞは、商用電源ﾗ
ｲﾝ　に同期して安定した表示を得たい場合に使います。ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞとﾚﾍﾞﾙは、この
ﾓｰﾄﾞで　は変更できません。
－EXT：ﾄﾘｶﾞ信号は、TRIG BNC(外部ﾄﾘｶﾞ入力端子)から入力されます。この信号
は　±0.5Ｖﾚﾝｼﾞの範囲内で使用できます。
－EXT/10：ﾄﾘｶﾞ信号は、TRIG BNC(外部ﾄﾘｶﾞ入力端子)から入力されます。この信
号　は±5Ｖﾚﾝｼﾞの範囲内で使用できます。

ｵｼﾛｽｺｰﾌﾟに於けるﾄﾘｶﾞ機能は、いつｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ･ﾃﾞｰﾀを止めるかを決めています。こ
こでは、大きく分けて２種類のﾄﾘｶﾞ機能が選択できます。
・ｴｯｼﾞ･ﾄﾘｶﾞ
　下記の項目を含みます。
　－入力信号に対する単純な振幅ﾄﾘｶﾞ。
　－入力信号に対するｳｨﾝﾄﾞ･ﾄﾘｶﾞ。
　－LINE信号によるﾄﾘｶﾞ。
　－ﾎｰﾙﾄﾞｵﾌ時間によるﾄﾘｶﾞ。
　－ﾄﾘｶﾞ･ｲﾍﾞﾝﾄによるﾄﾘｶﾞ。
・ｽﾏｰﾄ･ﾄﾘｶﾞ
　１入力でのﾄﾘｶﾞは下記の項目です。
　－入力信号のｸﾞﾘｯﾁまたはﾊﾟﾙｽ幅によるﾄﾘｶﾞ。
　－入力信号のｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ幅によるﾄﾘｶﾞ。
　－ｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄ･ﾋﾞﾃﾞｵ信号に対するTVﾄﾘｶﾞ。
　－途切れる信号に対するﾄﾞﾛｯﾌﾟｱｳﾄ･ﾄﾘｶﾞ。
　２入力でのﾄﾘｶﾞは下記の項目です。
　－１つの信号がある状態の時、もう１つの信号でﾄﾘｶﾞするｸｫﾘﾌｧｲﾄﾞ･ﾄﾘｶﾞ。

ｸﾞﾘｯﾁ、ｽﾊﾟｲｸ、ﾐｯｼﾝｸﾞ･ﾋﾞｯﾄ、間欠的な異常波形などの希にしか発生しない現象を
確実に捕らえるために、これらの高機能ﾄﾘｶﾞを装備しています。9300ｼﾘｰｽﾞの装備
しているﾄﾘｶﾞの技術は、ﾄﾘｶﾞ信号に設定できるｲﾍﾞﾝﾄ･ｶｳﾝﾄ(1～109)や時間間隔測定
(20sまで)などのﾀｲﾑ･ｾﾝｽ機能を基本にしています。
各ｽﾏｰﾄ･ﾄﾘｶﾞに付いての説明は、１１章に設定方法と共に記述されています。

トリガ機能

エッジ・トリガ
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ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ(Coupling)ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ(Coupling)ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ(Coupling)ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ(Coupling)ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ(Coupling)は、ﾄﾘｶﾞ回路の入力ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞを選択します。この選択は、各ｿｰｽごとに独立
して選択できます。従って、ﾄﾘｶﾞ･ｿｰｽを変更すると、それに伴ってﾄﾘｶﾞ･ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞも変わることに
注意して下さい。
各ﾄﾘｶﾞ･ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの機能は以下の通りです。
－HFHFHFHFHF
　このﾓｰﾄﾞは、400MHz(9304Aｼﾘｰｽﾞは200MHz)高周波の連続信号に対してﾄﾘｶﾞをかける為に使わ
れます。このﾓｰﾄﾞでは、最高ﾄﾘｶﾞ･ﾚｰﾄ500MHz(9304A ｼﾘｰｽﾞは300MHz)以上が可能です。HFﾄﾘｶﾞ
は、高速なﾄﾘｶﾞ･ﾚｰﾄが必要な場合のみ選択します。
　このﾓｰﾄﾞでは、自動的にACｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞになり、ﾄﾘｶﾞ･ｽﾛｰﾌﾟは+しか選択できません。
－ACACACACAC
　信号は容量結合されﾄﾘｶﾞ回路に導かれます。DCﾚﾍﾞﾙは除去され50Hzまでの周波数は減衰されま
す。
－LF REJLF REJLF REJLF REJLF REJ
　信号は、ﾊｲﾊﾟｽ･ﾌｨﾙﾀを通過したあとﾄﾘｶﾞ回路に導かれます。DCﾚﾍﾞﾙは除去され50kHz以下の周
波数は減衰されます。LF REJﾓｰﾄﾞは、中高帯域な信号に対して安定したﾄﾘｶﾞを得たい場合に選択
します。
－HF REJHF REJHF REJHF REJHF REJ
　信号は、ﾛｰﾊﾟｽ･ﾌｨﾙﾀを通過したあと、DC結合のﾄﾘｶﾞ回路に導かれます。このﾌｨﾙﾀは、50kHz以
上の周波数を減衰させます。HF REJﾓｰﾄﾞは、高域のﾉｲｽﾞ成分を含む低周波信号に対して安定した
ﾄﾘｶﾞを得たい場合に選択します。
－DCDCDCDCDC
　全ての信号の周波数成分が、ﾄﾘｶﾞ回路に導かれます。このｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ･ﾓｰﾄﾞは、　　ACｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ
を使うとﾄﾘｶﾞ･ﾚﾍﾞﾙがｼﾌﾄしてしまう、高周波のﾊﾞｰｽﾄ信号の測定などに　適しています。

ｽﾛｰﾌﾟ(Slope)ｽﾛｰﾌﾟ(Slope)ｽﾛｰﾌﾟ(Slope)ｽﾛｰﾌﾟ(Slope)ｽﾛｰﾌﾟ(Slope)は、ﾄﾘｶﾞ･ｲﾍﾞﾝﾄを発生させる場合のﾄﾘｶﾞ･ﾚﾍﾞﾙの極性を選択します。Pos 、Negの２
つの一般的なﾓｰﾄﾞ以外に、ｳｲﾝﾄﾞｳ･ﾓｰﾄﾞがあります。ｳｲﾝﾄﾞｳ･ﾓｰﾄﾞは、２つのﾄﾘｶﾞ･ﾚﾍﾞﾙを設定し、
２つのﾚﾍﾞﾙの間から上下いずれかのﾚﾍﾞﾙを横切った場合にﾄﾘｶﾞをかけます(下図参照)。

電圧ウインドウ

トリガ点

ｳｲﾝﾄﾞｳ･ﾄﾘｶﾞｳｲﾝﾄﾞｳ･ﾄﾘｶﾞｳｲﾝﾄﾞｳ･ﾄﾘｶﾞｳｲﾝﾄﾞｳ･ﾄﾘｶﾞｳｲﾝﾄﾞｳ･ﾄﾘｶﾞ

上上上上上ｽﾚｼｮﾙﾄﾞ･ﾚﾍﾞﾙｽﾚｼｮﾙﾄﾞ･ﾚﾍﾞﾙｽﾚｼｮﾙﾄﾞ･ﾚﾍﾞﾙｽﾚｼｮﾙﾄﾞ･ﾚﾍﾞﾙｽﾚｼｮﾙﾄﾞ･ﾚﾍﾞﾙ

下下下下下ｽﾚｼｮﾙﾄﾞ･ﾚﾍﾞﾙｽﾚｼｮﾙﾄﾞ･ﾚﾍﾞﾙｽﾚｼｮﾙﾄﾞ･ﾚﾍﾞﾙｽﾚｼｮﾙﾄﾞ･ﾚﾍﾞﾙｽﾚｼｮﾙﾄﾞ･ﾚﾍﾞﾙ
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ｽﾛｰﾌﾟの選択もｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞと同様に、ﾄﾘｶﾞ･ｿｰｽの選択と連動しています。
ﾚﾍﾞﾙ(Level)ﾚﾍﾞﾙ(Level)ﾚﾍﾞﾙ(Level)ﾚﾍﾞﾙ(Level)ﾚﾍﾞﾙ(Level)は、入力信号(CH1～CH4及びEXT)に対してどの電圧ﾚﾍﾞﾙでﾄﾘｶﾞを発生
させるかを設定します。ﾚﾍﾞﾙの選択は、ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞと同様にﾄﾘｶﾞ･ｿｰｽと連動していま
す。ﾄﾘｶﾞ･ﾚﾍﾞﾙは電圧で定義し、通常は垂直ｹﾞｲﾝやｵﾌｾｯﾄを変更しても変わりません。

ﾄﾘｶﾞ･ﾚﾍﾞﾙのﾚﾝｼﾞは下記の通りです。
　－ﾄﾘｶﾞ･ｿｰｽの±5ｽｸﾘｰﾝ･ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ。
　－LINEﾄﾘｶﾞではﾚﾝｼﾞはありません(0ｸﾛｽ点を使用)。
　－外部(EXT)ﾄﾘｶﾞでは±0.5Ｖ。

　－EXT/10ﾄﾘｶﾞでは±5Ｖ。
ﾎｰﾙﾄﾞｵﾌは、一度ﾄﾘｶﾞ･ｲﾍﾞﾝﾄが発生してから次のﾄﾘｶﾞ信号の受け付けを一時的に休止
することをいいます。ﾎｰﾙﾄﾞｵﾌがOFFの場合、ﾄﾘｶﾞ信号受け付けの休止期間がないの
で、ﾄﾘｶﾞ･ｲﾍﾞﾝﾄが発生するﾀｲﾐﾝｸﾞは、入力信号/ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ/ｵｼﾛｽｺｰﾌﾟのﾊﾞﾝﾄﾞ幅によって
決められてしまいます。しかし、ﾊﾞｰｽﾄ波やPCM信号のように複雑な周期を持つ信号
に対して、安定な表示を得るためには、ﾎｰﾙﾄﾞｵﾌをONにしてﾄﾘｶﾞ発生のﾀｲﾐﾝｸﾞを調整
しなければならない場合があります。
ﾎｰﾙﾄﾞｵﾌをONにすると、時間或いはｲﾍﾞﾝﾄを使って休止期間を設定することができま
す。時間による設定では、最初のﾄﾘｶﾞ･ｲﾍﾞﾝﾄで時間の計測がｽﾀｰﾄし、設定された時間
が経過した直後に入力されたﾄﾘｶﾞ信号で、ﾄﾘｶﾞをかけます。ｲﾍﾞﾝﾄによる設定では、
最初のﾄﾘｶﾞ･ｲﾍﾞﾝﾄでｲﾍﾞﾝﾄのｶｳﾝﾄを開始し、設定した回数のﾄﾘｶﾞ･ｲﾍﾞﾝﾄ発生直後のｲﾍﾞ
ﾝﾄでﾄﾘｶﾞをかけます。これらの二つのﾎｰﾙﾄﾞｵﾌ･ﾓｰﾄﾞは、ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝによって選択され
ますが、しばしば両者は同じ結果が得られる場合があります。
ここで、ﾎｰﾙﾄﾞｵﾌ期間のｽﾀｰﾄは、波形ﾃﾞｰﾀの捕捉終了のﾀｲﾐﾝｸﾞではなく、ﾄﾘｶﾞ･ｲﾍﾞﾝﾄ
の発生のﾀｲﾐﾝｸﾞであることに注意して下さい。つまり、ﾄﾘｶﾞ･ｲﾍﾞﾝﾄは、ｵｼﾛｽｺｰﾌﾟがﾄﾘ
ｶﾞ信号を受け付ける状態になっている時のみ発生可能で、一つ手前のﾄﾘｶﾞ･ｲﾍﾞﾝﾄに
よってｵｼﾛｽｺｰﾌﾟが波形の捕捉を行っている期間中は、ﾄﾘｶﾞ信号が入力されてもﾄﾘｶﾞ･ｲ
ﾍﾞﾝﾄの発生はありません。従って、ﾎｰﾙﾄﾞｵﾌの時間或いはｲﾍﾞﾝﾄ数の設定は、ｵｼﾛｽｺｰﾌﾟ
が波形の捕捉を終了して最初に発生するﾄﾘｶﾞ･ｲﾍﾞﾝﾄを基準にして行われます。

ホールドオフを
使った
エッジ・トリガ
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SINGLESINGLESINGLESINGLESINGLE
このﾓｰﾄﾞでは、１回だけﾄﾘｶﾞが有効になります。ﾄﾘｶﾞ
がかかると取り込まれた信号が表示され、取り込みは
停止します。もしﾄﾘｶﾞがかからなければ、このﾎﾞﾀﾝを
もう一度押してﾄﾘｶﾞのかかっていない信号を見ること
ができます。
RISﾓｰﾄﾞ(ﾀｲﾑﾍﾞｰｽの設定で行う)では、１つの波形を構
築するのに必要なﾄﾘｶﾞが発生するまで取り込みを続
け、波形が構築されると停止します。
ﾛｰﾙ･ﾓｰﾄﾞの場合は、ﾄﾘｶﾞが入力されなくても輝線の表
示が行われますが、信号が入力されてﾄﾘｶﾞが発生する
と、ﾒﾓﾘ分だけ波形を取り込んで取り込みを停止しま
す。

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
このﾓｰﾄﾞでは500msの間にﾄﾘｶﾞがかからなければ、
自動的に内部でﾄﾘｶﾞを発生させ、波形の更新を行
います。500ms以内にﾄﾘｶﾞが発生すれば、NORMﾓｰ
ﾄﾞと同じです。RISﾓｰﾄﾞでは、いくつかの必要なｾ
ｸﾞﾒﾝﾄを取り損なったとしても、波形の取り込みを
終了して１秒毎に波形を表示します。ﾛｰﾙ･ﾓｰﾄﾞで
は、入力信号を取り込みながら連続的に表示を行
います。しかし、STOPﾎﾞﾀﾝによって任意の場所で
止めることもできます。

NORMNORMNORMNORMNORM
このﾓｰﾄﾞでは、ﾄﾘｶﾞが発生する毎に波形の更新を
行います。ﾄﾘｶﾞがなくなると、最後に取り込んだ
波形を保持し、ﾄﾘｶﾞ･ｽﾃｰﾀｽ･ﾌｨｰﾙﾄﾞ（画面右下）に
"SLOW TRIGGER"と表示され、ﾄﾘｶﾞが発生してい
ないことを知らせます。
RISﾓｰﾄﾞの場合は、必要なｾｸﾞﾒﾝﾄが埋められてから
波形の捕捉は止まります。
ﾛｰﾙ･ﾓｰﾄﾞの場合は、ﾄﾘｶﾞが入力されていなくても
輝線は表示されますが、信号が入力されﾄﾘｶﾞが発
生するとのﾒﾓﾘ分だけﾃﾞｰﾀを取り込んで表示を一時
停止します。しばらくしてﾄﾘｶﾞの発生が無けれ
ば、先ほど取得したﾃﾞｰﾀをﾘｾｯﾄし、次にﾄﾘｶﾞが発
生するまで輝線の表示を続けます。
ｼｰｹﾝｽ･ﾓｰﾄﾞの場合は、最後のｾｸﾞﾒﾝﾄの捕捉が終了
して取り込みを一旦中止します。その後、すぐに
発生したﾄﾘｶﾞで次のｾｸﾞﾒﾝﾄの捕捉を始めます。ｼｰｹ
ﾝｽ･ﾓｰﾄﾞのWRAPは、SINGLEと同じです。

STOPSTOPSTOPSTOPSTOP
このﾎﾞﾀﾝを押すと３つのﾓｰﾄﾞ(AUTO、NORM、SNGL)のいずれでも、測定を停止します。このﾎﾞﾀﾝが押され
ると、新しい信号の取り込みを行いません。
RISﾓｰﾄﾞでの取り込みが始まっていたら、取り込みは中止されて、その時点での波形の形成が行われます。
ﾛｰﾙ･ﾓｰﾄﾞでの取り込みの場合は、ﾄﾘｶﾞが発生後であれば、取り込みを中止しその時点までの波形が表示され
ます。ｼｰｹﾝｽ･ﾓｰﾄﾞでは、取り込みを中止し、それまでにｾｸﾞﾒﾝﾄに取り込んだ波形を表示します。
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DELAYDELAYDELAYDELAYDELAY
このつまみはﾌﾟﾘ･ﾄﾘｶﾞやﾎﾟｽ
ﾄ･ﾄﾘｶﾞの設定を行います。
ﾌﾟﾘ･ﾄﾘｶﾞは１画面の０から
100%まで１%刻みで調節でき
ます。ﾌﾟﾘ･ﾄﾘｶﾞ使用時には、
画面のｸﾞﾘｯﾄﾞの下に"↑"が表
示されﾄﾘｶﾞ位置を示します。
ﾎﾟｽﾄ･ﾄﾘｶﾞは０から10,000ﾃﾞｨ
ﾋﾞｼﾞｮﾝまでの0.1ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ刻
みで設定できます。ﾎﾟｽﾄ･ﾄﾘ
ｶﾞ使用時には、遅延時間がﾄﾘ
ｶﾞ･ﾃﾞｨﾚｲ･ﾌｨｰﾙﾄﾞに表示され
ます。

LEVELLEVELLEVELLEVELLEVEL
このつまみは、ﾄﾘｶﾞのｽﾚｯｼｮﾙﾄﾞを調
節します。
ﾄﾘｶﾞ･ﾚﾍﾞﾙのﾚﾝｼﾞは下記の通りです。
－入力ﾁｬﾝﾈﾙをﾄﾘｶﾞ･ｿｰｽとするとき、
　±５ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ。
－外部ﾄﾘｶﾞ入力(EXT)を使用すると　
　き、±0.5V
－減衰器付き外部ﾄﾘｶﾞ入力(EXT/10)　
　を使用するとき、±5V
－ﾗｲﾝ･ﾄﾘｶﾞ入力の時は動きません。
ﾄﾘｶﾞ感度は、1/3ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ以上で　　
す。

ZEROZEROZEROZEROZERO
このﾎﾞﾀﾝを押すと、ﾄﾘｶﾞ遅延時間が０になります。
つまり、ﾄﾘｶﾞ点はｸﾞﾘｯﾄﾞの一番左端になります。

AUTO SETUPAUTO SETUPAUTO SETUPAUTO SETUPAUTO SETUP
このﾎﾞﾀﾝは連続信号に対し、自動的にﾄﾘｶﾞ、時間軸、ｵﾌｾｯﾄ、電圧軸を設定します。また、この機能はONに
なっているﾁｬﾝﾈﾙにのみ有効ですが、全てのﾁｬﾝﾈﾙがOFFの場合は全てのﾁｬﾝﾈﾙに対して自動設定した後全ﾁｬﾝﾈ
ﾙをONにします。この機能は、2mV～40V,50Hz以上,ﾃﾞｭｰﾃｨ比0.1%以上の入力信号に対して有効です。もし、
時間軸が有効なﾁｬﾝﾈﾙによって異なる場合は、番号の若いﾁｬﾝﾈﾙの時間軸を優先します。

TIMEBASE SETUPTIMEBASE SETUPTIMEBASE SETUPTIMEBASE SETUPTIMEBASE SETUP
このボタンを押すと、１０章
で説明する"ﾀｲﾑﾍﾞｰｽ･ｾｯﾄｱｯ
ﾌﾟ･ﾒﾆｭｰ"が呼び出されます。

TRIGGER SETUPTRIGGER SETUPTRIGGER SETUPTRIGGER SETUPTRIGGER SETUP
このﾎﾞﾀﾝを押すと、１１章で説明す
る”ﾄﾘｶﾞ･ｾｯﾄｱｯﾌﾟ･ﾒﾆｭｰ”が呼び出さ
れます。

TIME/DIVTIME/DIVTIME/DIVTIME/DIVTIME/DIV
このつまみは、1-2-5のｼｰｹﾝｽで時間
軸の設定をします。設定された時
間軸の値は、測定条件ﾌｨｰﾙﾄﾞに表
示されます。
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Sample Clock
ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ･ｸﾛｯｸ･ﾓｰﾄﾞ(Internal 又はExternal)の選択をしま
す。

Sampling
ここでは、以下の2つのﾓｰﾄﾞがﾎﾞﾀﾝで切り換えられます。
－Single Shot(単発ﾓｰﾄﾞ)－このﾓｰﾄﾞでは、単発で捕えられた入力信号
が表示されます。従って、１度しか起きなかったり、あるいは非常に
ゆっくりした繰り返し信号を全入力ﾁｬﾝﾈﾙ同時に捕えることができま
す。
－RIS(繰り返しﾓｰﾄﾞ)－このﾓｰﾄﾞでは、ﾄﾘｶﾞが安定した繰り返し信号に
対してのみ有効ですが、Random Interleaved Sampling方式を用いて、単
発ﾓ-ﾄﾞに比べて等価的に高い時間分解能で測定をすることができま
す。

また、以下の項目の状態を確認することができます。
－取り込まれたﾃﾞｰﾀ･ﾎﾟｲﾝﾄ数
－ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ速度
－１ｽｲ-ﾌﾟ当たりの記録時間

この章では、時間軸の設定を行なうﾀｲﾑﾍﾞｰｽ･ｾｯﾄｱｯﾌﾟ･ﾒﾆｭｰを説明します。
このﾒﾆｭｰでは、以下の項目の設定が出来ます。
－Single Shot(単発ﾓｰﾄﾞ)とRIS(繰り返しﾓｰﾄﾞ)の切り換え
－ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ･ｸﾛｯｸ･ﾓｰﾄﾞ(Internal 又はExternal)の選択
－Sequence(ﾒﾓﾘ分割)ﾓｰﾄﾞの選択
－分割されたｾｸﾞﾒﾝﾄの数
－波形記録ﾒﾓﾘ長の選択

この章の概要TIMEBASE
SETUP

Record up to
ここでは、波形記録ﾒﾓﾘ長の選択ができます。

－On－このﾓｰﾄﾞでは、波形記録ﾒﾓﾘを分割し、複数回
起きる単発信号を分割されたｾｸﾞﾒﾝﾄに順次取り込むこ
とができ、設定されたｾｸﾞﾒﾝﾄ数波形を取り込むと終了
します。このﾓ-ﾄﾞは、特に時間間隔の短い単発信号を
取り込むのに有効です。
－Wrap－このﾓｰﾄﾞでは、基本的にはOn と同じ動作を
しますが、波形の取り込み数が設定されたｾｸﾞﾒﾝﾄ数に
達した後は、常に最新の波形が一番古い波形と置き替
わるように書き込まれ、強制的に終了するまで測定を
続けます。

Sequence

第１０章－１
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ｼｰｹﾝｽをWrapに設
定した場合

ｾｸﾞﾒﾝﾄは、STOPﾎﾞﾀﾝを押すまで連続的に捕捉しています。ﾎﾞﾀﾝが押された時、最
新の設定された分割数分のｾｸﾞﾒﾝﾄが表示されます。自動的にWrapで止めるために
は、AUTOﾓｰﾄﾞでﾀｲﾑｱｳﾄを設定します。設定時間を越えてﾄﾘｶﾞが発生しない場合、
自動的に波形の捕捉を止め、波形を表示します。

ﾀｲﾑﾍﾞｰｽ設定1010

1.ﾄﾘｶﾞ･ﾓｰﾄﾞがｼﾝｸﾞﾙの場合、ｵｼﾛｽｺｰﾌﾟはｾｸﾞﾒﾝﾄを全て一杯にして止まります。
　また、ﾄﾘｶﾞが設定分割数に満たない場合は、STOPﾎﾞﾀﾝを押さないかぎり波形を
　表示しません。
2.ﾄﾘｶﾞ･ﾓｰﾄﾞがﾉｰﾏﾙな場合、ｵｼﾛｽｺｰﾌﾟは設定分割数のｾｸﾞﾒﾝﾄを全て一杯にして止りま
す。更にﾄﾘｶﾞが発生した場合は、再び設定分割数分の取り込みを始めます。
3.ﾄﾘｶﾞ･ﾓｰﾄﾞがｵｰﾄでﾄﾘｶﾞ間のﾀｲﾑｱｳﾄ時間が設定されている場合、ｵｼﾛｽｺｰﾌﾟは始めの
　ｾｸﾞﾒﾝﾄから再び設定分割数分の取り込みを始めます。
　ﾀｲﾑｱｳﾄ時間の設定は、UTILITIESﾒﾆｭｰのSPECIAL MODEで行います。

ｼｰｹﾝｽについての
追加説明
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注：ﾒﾆｭｰの上部にｾｸﾞﾒﾝﾄ数、各ｾｸﾞﾒﾝﾄの
ﾚｺｰﾄﾞ長、ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ速度、ﾀｲﾑﾍﾞｰｽ設定な
どの取り込み条件が表示されます。

Max. Segment
このﾒﾆｭｰでは、つまみかﾎﾞﾀﾝを使って各
ｾｸﾞﾒﾝﾄの最大ﾒﾓﾘ長を設定します。

Sequence
このﾒﾆｭｰでは、ｼｰｹﾝｽ･ﾓｰﾄﾞのOFF／ON
／WRAPを選択し、つまみでｾｸﾞﾒﾝﾄの数
を設定します。

ﾀｲﾑﾍﾞｰｽ設定1010

ｼｰｹﾝｽがONの時の
ﾒﾆｭｰ表示
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Record
このﾒﾆｭｰは、実際のｼﾝｸﾞﾙ･ｼｮｯﾄに使うｻﾝﾌﾟﾙ数を選択します。Time/div は、Sample/
divを意味するs/divに表示を変更します。ﾄﾘｶﾞ･ﾃﾞｨﾚｲも同様に表示を変更しますが通
常と同じように設定ができます。
外部ｸﾛｯｸとﾄﾘｶﾞの時間差の測定は行っていません。従って、連続して捕捉される同
じ信号はｼﾞｯﾀとして画面に表示されるかもしれません。
ｵｼﾛｽｺｰﾌﾟは、外部ｸﾛｯｸ信号を認識する前に通常50ﾊﾟﾙｽの信号が必要です。取り込み
は、ﾄﾘｶﾞ条件が満たされ設定されたﾎﾟｲﾝﾄ数を取り込んだ後停止します。Time/divの
ﾉﾌﾞを回すと、すぐに外部ｸﾛｯｸは解除され通常のｲﾝﾀｰﾅﾙ･ｸﾛｯｸでの動作に戻ります。

ﾀｲﾑﾍﾞｰｽ設定1010

Sampling
外部ｸﾛｯｸを使用する際には、ｼﾝｸﾞﾙ･ｼｮｯﾄのみの
設定となります。

Sequence
このﾒﾆｭｰは、必要に応じてｼｰｹﾝｽ･ﾓｰﾄﾞが選択できま
す。つまみでｼｰｹﾝｽのｾｸﾞﾒﾝﾄ数を設定することがで
きます。外部ｸﾛｯｸのｼｰｹﾝｽ･ﾓｰﾄﾞでは、ﾄﾘｶﾞ･ﾀｲﾑｽﾀﾝ
ﾌﾟは使えません。また、AUTOｼ-ｹﾝｽのﾀｲﾑｱｳﾄも使用
できません。さらに、このﾓｰﾄﾞでのﾃﾞｯﾄﾞﾀｲﾑも保証
されません。

外部ｸﾛｯｸ 外部ﾄﾘｶﾞのBNC入力端子からAD変換器のｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ･ｸﾛｯｸを入力することができま
す。外部ｸﾛｯｸのための追加ﾒﾆｭｰが表示され、ｸﾛｯｸ信号のﾀｲﾌﾟ(ﾚﾍﾞﾙ)やﾚｺｰﾄﾞ長を設定
することができます。

Sample Clock
このﾒﾆｭｰは、外部ｸﾛｯｸで使用するｸﾛｯｸ信号のﾀｲﾌﾟ(ﾚ
ﾍﾞﾙ)を選択します。ｵｼﾛｽｺｰﾌﾟは、信号の立ち上がり
のｴｯｼﾞをAD変換器のｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ･ｸﾛｯｸとして使用しま
す。実際に有効なｽﾚｼｮﾙﾄﾞ･ﾚﾍﾞﾙは下記の通りです。
・ECL -1.3V
・0V 0.0V
・TTL +1.5V
信号の立ち上がり／下がり時間は、10nS以下である
必要があります。

External
外部ﾄﾘｶﾞ入力端子の入力ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽの選択を行いま
す。
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ﾄﾘｶﾞ･ﾓｰﾄﾞの選択

－ﾄﾘｶﾞ･ﾓｰﾄﾞ
－ｴｯｼﾞ･ﾄﾘｶﾞの設定
－以下のｽﾏｰﾄ･ﾄﾘｶﾞの設定
　●ｸﾞﾘｯﾁ･ﾄﾘｶﾞ
　●ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ･ﾄﾘｶﾞ
　●TVﾄﾘｶﾞ
　●ｽﾃｰﾄ/ｲﾍﾞﾝﾄ･ｸｫﾘﾌｧｲﾄﾞ･ﾄﾘｶﾞ
　●ﾄﾞﾛｯﾌﾟｱｳﾄ･ﾄﾘｶﾞ

ﾄﾘｶﾞ･ﾚﾍﾞﾙ(ｽﾚｯｼｮﾙﾄﾞ)とﾄﾘｶﾞ･ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞは、各ﾁｬﾝﾈﾙ毎に設定できますが、各ﾄﾘ
ｶﾞ･ﾓｰﾄﾞを通じての共通の設定となります。

"TRIGGER SETUP"ﾒﾆｭｰを表示するには、TRIGGER SETUPと書かれた濃いｸﾞﾚｰ
のﾒﾆｭｰ呼び出しﾎﾞﾀﾝを押してください。

ﾄﾘｶﾞ･ﾓｰﾄﾞ間で
共通して使える
設定

SMART TRIGGER
このﾒﾆｭｰが現われると、この２つのﾎﾞﾀﾝを使ってﾓｰ
ﾄﾞの選択を行います。

SETUP SMART TRIGGER
ｽﾏｰﾄ･ﾄﾘｶﾞが選択されると、下にSETUP SMART
TRIGGERの表示が現われます。このﾎﾞﾀﾝを押すと、
"SETUP SMART TRIGGER"ﾒﾆｭｰが呼び出され、ｽﾏｰ
ﾄ･ﾄﾘｶﾞの各ﾓｰﾄﾞの設定ができます。

Edge/SMART
いちばん上のﾎﾞﾀﾝでｴｯｼﾞ･ﾄﾘｶﾞとｽﾏｰﾄ･ﾄﾘｶﾞの選択を
行います。
ｽﾏｰﾄ･ﾄﾘｶﾞを選択すると、現在選択されているｽﾏｰﾄ･
ﾄﾘｶﾞの各種ﾊﾟﾗﾒｰﾀが表示され、変更が可能になりま
す。
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Edge/SMART
ｴｯｼﾞ･ﾄﾘｶﾞとｽﾏｰﾄ･ﾄﾘｶﾞの切り替えを行います。

トリガの設定1111

trigger on
ｴｯｼﾞ･ﾄﾘｶﾞのﾄﾘｶﾞ･ｿ-ｽの切り替えを行います。

coupling
選択されているﾄﾘｶﾞ･ｿｰｽのｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの切
り替えを行います。

エッジ･トリガ このﾒﾆｭｰでは、以下の項目の設定が出来ます。

－ﾄﾘｶﾞ･ｿ-ｽの選択
－各ﾄﾘｶﾞ･ｿ-ｽに対するｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの選択
ーﾄﾘｶﾞ･ｽﾛ-ﾌﾟ(Positive-立ち上がり,Negative-立ち下がり、Window-ｳｲﾝﾄﾞｳ)の選択
－ﾎｰﾙﾄﾞｵﾌ時間の設定(時間かｲﾍﾞﾝﾄ数による)

slope
ﾄﾘｶﾞ･ｽﾛｰﾌﾟをPos(立ち上がり)又はNeg(立
ち下がり)を選択することができます。
３番目のWindowを選択すると、window
sizeで設定されたﾄﾘｶﾞ･ｳｨﾝﾄﾞｳ･ﾚﾍﾞﾙを越え
た場合に、どちらのエッジの信号が入力
されてもﾄﾘｶﾞがかかります。

hold off
ここでは、ﾄﾘｶﾞ･ﾎｰﾙﾄﾞｵﾌ時間(ﾄﾘｶﾞが起きてから決められた間ﾄﾘｶﾞを受け
付けなくする時間)を時間かｲﾍﾞﾝﾄの数で設定することができます。
ﾒﾆｭｰ･ﾎﾞﾀﾝを押すことで、以下のﾓｰﾄﾞを切り換えることができます。
－時間で設定(10ns ～ 20s)
－ｲﾍﾞﾝﾄ数(ﾄﾘｶﾞ条件を満たした事象数)で設定(1 ～ 109)
このつまみでﾎｰﾙﾄﾞｵﾌの値を設定します。

window size
slopeのﾌｨｰﾙﾄﾞでWindowを選択した時、ここには、
電圧ｳｲﾝﾄﾞｳ幅(次ﾍﾟｰｼﾞの図参照)の設定ﾒﾆｭｰが出現
します。電圧ｳｲﾝﾄﾞｳ幅の設定はこのつまみで行
い、ﾄﾘｶﾞ･ﾚﾍﾞﾙの設定は、Trigger Levelの調整つま
みで行って下さい。
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ｳｨﾝﾄﾞ･ﾄﾘｶﾞのﾚﾍﾞﾙ

電圧ウインドウ

トリガ点

ｳｲﾝﾄﾞｳ･ﾄﾘｶﾞは、下記の要領でﾄﾘｶﾞをかけます。

トリガの設定1111

下図はｴｯｼﾞ･ﾄﾘｶﾞのｱｲｺﾝです。どのような状況でﾄﾘｶﾞがかるかを一目で認識す
ることができます。

ｴｯｼﾞ･ﾄﾘｶﾞのｼﾝﾎﾞﾙ
(ﾄﾘｶﾞ･ｱｲｺﾝ)
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SETUP SMART TRIGGER
このﾎﾞﾀﾝを押すと別のｽﾏｰﾄ･ﾄﾘｶﾞを選べるﾒﾆｭｰが呼び出
せます。一番上のﾒﾆｭｰに選択可能なｽﾏｰﾄ･ﾄﾘｶﾞの種類
（後述）が表示され、選択されているものは反転文字
で示されています。

Edge SMART
ｽﾏｰﾄ･ﾄﾘｶﾞを選択したら、現在設定されているｽﾏｰﾄ･ﾄﾘ
ｶﾞに対する、全ての設定が画面右に表示されます。

type
ここでは、ｽﾏｰﾄ･ﾄﾘｶﾞのﾀｲﾌﾟ
GLITCH-ｸﾞﾘｯﾁ
Interval-ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ
TV-ﾃﾚﾋﾞ
Qualified-ｸｫﾘﾌｧｲﾄﾞ
Dropout-ﾄﾞﾛｯﾌﾟｱｳﾄ
の切り換えができます。
各々のﾄﾘｶﾞ･ﾀｲﾌﾟについては、
後述します。

トリガの設定1111

スマート･トリガ ここでは、ｽﾏｰﾄ･ﾄﾘｶﾞのｾｯﾄｱｯﾌﾟ･ﾒﾆｭｰ(SETUP SMART TRIGGERﾒﾆｭｰ･ﾎﾞﾀﾝを押すと
現われます)について説明します。
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このﾄﾘｶﾞは設定したﾊﾟﾙｽ幅に合致する波形のおわりのｴｯｼﾞ部分でかかります。
正負どちらのﾊﾟﾙｽにも設定可能です。ﾊﾟﾙｽ幅はある値より大きいか小さいかで
規定されます。

このﾄﾘｶﾞは、様々なｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ分野での広範囲な適応が可能です。例えば、ﾃﾞ
ｼﾞﾀﾙ/ｱﾅﾛｸﾞ･ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽの開発、ATE、EMI、通信関係、磁気ﾒﾃﾞｨｱ関連など。ｸﾞ
ﾘｯﾁ･ﾄﾘｶﾞを使えばめったに起こらないようなｸﾞﾘｯﾁでも、簡単に捉えることが
できるようになります。ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽの分野では、評価用の回路は通常内
部ｸﾛｯｸを使用しており、ｸﾞﾘｯﾁは理論的にはｸﾛｯｸの周期（あるいは周期の半
分）より小さな幅をもったﾊﾟﾙｽとして定義されます。

もっと広い意味で言えば、ｸﾞﾘｯﾁは観察される波形よりも非常に速いﾊﾟﾙｽであ
ると言えます。

ｸﾞﾘｯﾁ･ﾄﾘｶﾞの最小値は2.5nsで、2.5ns刻みで設定が可能です。繰り返し発生す
るｸﾞﾘｯﾁであれば、RISﾓｰﾄﾞを使えば最大10GS/s(100ps/point)相当のｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ速
度でｸﾞﾘｯﾁを見ることができます。

トリガの設定1111

ｸﾞﾘｯﾁ･ﾄﾘｶﾞｸﾞﾘｯﾁ･ﾄﾘｶﾞｸﾞﾘｯﾁ･ﾄﾘｶﾞｸﾞﾘｯﾁ･ﾄﾘｶﾞｸﾞﾘｯﾁ･ﾄﾘｶﾞ

設定ﾊﾟﾙｽ幅>

トリガ･レベル

ﾊﾟﾙｽ幅

設定ﾊﾟﾙｽ幅<

トリガ点

グリッチ･トリガ ｸﾞﾘｯﾁ･ﾄﾘｶﾞは、入力信号のﾄﾘｶﾞ･ﾚﾍﾞﾙを横切るﾊﾟﾙｽ幅を計測して、これをもと
にﾄﾘｶﾞをかけます。このﾄﾘｶﾞは信号入力時に生じるｸﾞﾘｯﾁ（高速の変化）や周
波数の異なる同じ振幅の信号を検出するのに有効です。
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at end of
ここでは、測定するﾊﾟﾙｽの向き(Positive-正又は
Negative-負)の選択ができます。

coupling
ｸﾞﾘｯﾁ･ﾄﾘｶﾞのﾄﾘｶﾞ･ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの選択ができます。

trigger on
ｸﾞﾘｯﾁ･ﾄﾘｶﾞのﾄﾘｶﾞ･ｿ-ｽの選択ができます。

type
GLITCHを選択します。

width>
このﾌｨｰﾙﾄﾞで設定された値よりも、大きな値を持
つﾊﾟﾙｽが入力されたときにﾄﾘｶﾞがかかります。値
の設定は、つまみで行ない、ﾎﾞﾀﾝでこの条件のｵﾝ/ｵ
ﾌができます。
ﾃｽﾄ条件は、上のwidth<と組み合わせることもでき
ます。

width<
このﾌｨｰﾙﾄﾞで設定された値よりも、小さな値を持
つﾊﾟﾙｽが入力されたときにﾄﾘｶﾞがかかります。値
の設定は、つまみで行ない、ﾎﾞﾀﾝでこの条件のｵﾝ/ｵ
ﾌができます。ﾃｽﾄ条件は、以下のwidth>と組み合わ
せることもできます。
Width の値は、2.5nsから20sまでです。

width<とwidth>との組み合わせについて
・width<の値がwidth>よりも大きく設定された場合
width>で設定された時間より長く、かつwidth<で設定された時間より短いﾊﾟﾙｽ幅を
もつ信号が入力された場合にﾄﾘｶﾞがかかります。
この場合、"width>"の表示は"& width>"に変わります。
・width<の値がwidth>よりも小さく設定された場合
width>で設定された時間より短いか、もしくはwidth<で設定された時間より長いﾊﾟ
ﾙｽ幅をもつ信号が入力された場合にﾄﾘｶﾞがかかります。
この場合"width>"の表示は"OR width>"に変わります。

第１１章－６
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このﾄﾘｶﾞは設定したｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ幅に合致する波形のおわりのｴｯｼﾞ部分でかかりま
す。正負どちらの極性にも設定可能です。ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ幅はある値より大きいか小
さいかで規定されます。

ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ･ﾄﾘｶﾞの最小値は10nsで、2.5ns刻みで設定が可能です。このﾄﾘｶﾞは磁気
ﾒﾃﾞｨｱなどの再生信号で、長いﾋﾞｯﾄ･ｽﾄﾘｰﾑの中のﾐｯｼﾝｸﾞ･ﾋﾞｯﾄを捕える場合など
に使われています。

トリガの設定1111

インターバル･
トリガ

ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ･ﾄﾘｶﾞはｸﾞﾘｯﾁ･ﾄﾘｶﾞとよく似たﾄﾘｶﾞですが、入力信号のﾄﾘｶﾞ･ﾚﾍﾞﾙを横
切るｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ幅でﾄﾘｶﾞをかけます。このﾄﾘｶﾞは連続信号の周期の欠損(例えば磁
気ﾒﾃﾞｨｱ上のﾐｯｼﾝｸﾞ･ﾋﾞｯﾄ)などﾄﾘｶﾞをかけたい信号が、他の信号よりも振幅の
低い場合に有効です。

第１１章－７

ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ･ﾄﾘｶﾞｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ･ﾄﾘｶﾞｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ･ﾄﾘｶﾞｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ･ﾄﾘｶﾞｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ･ﾄﾘｶﾞ

ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ

トリガ･レベル

設定ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ幅>

設定ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ幅<

トリガ点
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interval<
このﾌｨｰﾙﾄﾞで設定された値よりも、小さな値を持つｲﾝ
ﾀｰﾊﾞﾙが発生したときにﾄﾘｶﾞがかかります。値の設定
は、つまみで行ない、ﾎﾞﾀﾝでこの条件のｵﾝ/ｵﾌができま
す。ﾃｽﾄ条件は、下のinterval>と組み合わせることもで
きます。
ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ幅の設定は10nsから20sでできます。

interval>
このﾌｨｰﾙﾄﾞで設定された値よりも、大きな値を持つｲﾝ
ﾀｰﾊﾞﾙが発生したときにﾄﾘｶﾞがかかります。値の設定
は、つまみで行ない、ﾎﾞﾀﾝでこの条件のｵﾝ/ｵﾌができま
す。
ﾃｽﾄ条件は、上のinterval<と組み合わせることもできま
す。

between
ここでは、測定するｲﾝﾀｰﾊﾞﾙのｴｯｼﾞの向き(Positive-正又は
Negative-負)の選択ができます。

trigger on
ここでは、ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ･ﾄﾘｶﾞのﾄﾘｶﾞ･ｿ-ｽの選択ができます。

type
Intervalを選択します。

coupling
ここでは、ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ･ﾄﾘｶﾞのﾄﾘｶﾞ･ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの選択ができます。

interval<とinterval>との組み合わせについて

・interval<の値がinterval>よりも小さく設定された場合
interval>で設定された時間より短いか、もしくはinterval<で設定された時間より長
いｲﾝﾀｰﾊﾞﾙが発生した場合にﾄﾘｶﾞがかかります。
この場合、"interval>"の表示は"OR interval>"に変わります。
・interval<の値がinterval>よりも大きく設定された場合
interval>で設定された時間より長く、かつinterval<で設定された時間より短いｲﾝﾀｰ
ﾊﾞﾙが発生した場合にﾄﾘｶﾞがかかります。
この場合、"interval>"の表示は"&  interval>"に変わります。

第１１章－８
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TV-ﾃﾚﾋﾞ･ﾄﾘｶﾞ TVﾄﾘｶﾞは、NTSC,PAL,SECAMなどの標準規格やﾕｰｻﾞの定義した最大1500ﾗｲﾝ／
8ﾌｨｰﾙﾄﾞまでのｺﾝﾎﾟｼｯﾄ･ﾋﾞﾃﾞｵ信号に対して安定した同期が得られます。
このﾄﾘｶﾞは、特種な状態のｴｯｼﾞ･ｸｵﾘﾌｧｲﾄﾞ･ﾄﾘｶﾞです。ﾄﾘｶﾞ･ｿｰｽに入力されたｺﾝ
ﾎﾟｼｯﾄ･ﾋﾞﾃﾞｵ信号は、(any,odd,even)のいずれか選択されたﾌｨｰﾙﾄﾞの選択されたﾗ
ｲﾝでﾄﾘｶﾞをかけます。(下図参照) ﾌｨ-ﾙﾄﾞ信号でﾗｲﾝ･ｶｳﾝﾄをはじめ、設定された
ﾗｲﾝでﾄﾘｶﾞをかけます。このTVﾄﾘｶﾞは、ﾌｨｰﾙﾄﾞ･ｶｳﾝﾄの機能を装備し、指定し
たﾌｨｰﾙﾄﾞで信号をﾛｯｸ(FIELD LOCK)する事ができます。この機能を使う場合、
ﾌｨｰﾙﾄﾞ数とﾚｰﾄ、ｲﾝﾀｰﾚｰｽ･ﾌｧｸﾀ、ﾗｲﾝ/ﾋﾟｸﾁｬｰ数を設定する必要があります。標
準設定は、最も一般的なTVﾄﾘｶﾞの設定になっています。このﾄﾘｶﾞはもちろん
単純なﾗｲﾝでのﾄﾘｶﾞもできます。

第１１章－９
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as
このﾌｨｰﾙﾄﾞでは、対象とするﾃﾚﾋﾞ信号のﾌｫｰﾏｯﾄの選択
ができます。上記のﾀｲﾌﾟを標準に選ぶと、625/50/2:1
(PAL,SECAM)と525/60/2:1(NTSC)の切り換えができま
す。また、ｶｽﾀﾑ･ﾀｲﾌﾟを選ぶと、ﾗｲﾝ数、垂直同期周波
数、ｲﾀｰﾚｰｽ比が設定できます。

TV type
ここでは、対象とするﾃﾚﾋﾞ信号のﾀｲﾌﾟをStandard-標準
(NTSC,PAL,SECAM)とCustom-ｶｽﾀﾑの選択ができます。

TV signal on
ここでは、ﾃﾚﾋﾞ･ﾄﾘｶﾞのﾄﾘｶﾞ･ｿ-ｽの選択ができます。

type
TVを選択します。

# of field
ここでは、対象とするﾃﾚﾋﾞ信号のﾌｨｰﾙﾄﾞ数(最大8ﾌｨｰﾙ
ﾄﾞ)の選択ができます。

trigger on
このﾌｨｰﾙﾄﾞでは、ﾄﾘｶﾞをかけるﾌｨｰﾙﾄﾞとﾗｲﾝを設定でき
ます。

第１１章－１０
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A. 強化ﾌｨｰﾙﾄﾞ･ｶｳﾝﾄ機能(FIELD LOCK)を使えば、ｵｼﾛｽｺｰﾌﾟは選択したﾌｨｰﾙﾄﾞ
内の更にその中の選択したﾗｲﾝで常にﾄﾘｶﾞをかけることができます。ほとんど
のTVｼｽﾃﾑには、２つ以上のﾌｨｰﾙﾄﾞがあります。例えば、ﾌｨｰﾙﾄﾞ数が８に設定
された場合、所要のﾗｲﾝでﾄﾘｶﾞがかかり、ﾕｰｻﾞはその特性の全部を繰り返して
調べる事ができます。尚、ﾌｨｰﾙﾄﾞについては、ｵｼﾛｽｺｰﾌﾟがﾗｲﾝ１、３、５また
は７(あるいは２、４、６または８)を絶対的に区別できないという点で、相対
的なものです。ｵｼﾛｽｺｰﾌﾟがひとたびある特定のﾌｨｰﾙﾄﾞの特定のﾗｲﾝでﾄﾘｶﾞをか
け始めたら、ﾌｨｰﾙﾄﾞまたはﾗｲﾝの変更は通常の方法で処理されます。ただし、
選択されたﾌｨｰﾙﾄﾞの絶対値が必要な場合、それはﾕｰｻﾞが決めなければなりませ
ん。本器が、そのﾌｨｰﾙﾄﾞ同期手順の再開を強制されると、警告ﾒｯｾｰｼﾞが表示さ
れます。(このﾒｯｾｰｼﾞは、TVﾄﾘｶﾞ設定ﾒﾆｭｰに於ける誤ったﾊﾟﾗﾒｰﾀを示す事がよ
くあります。)

B. 各特性に関する備考は下記の通りです。
1) 625/50/2:1(ﾖｰﾛｯﾊﾟ規格のPAL, SECAMｼｽﾃﾑ)
標準の50ﾌｨｰﾙﾄﾞ/秒の信号にはこの設定を使ってください。ﾗｲﾝは1 ～ 626(626番
目のﾗｲﾝはﾗｲﾝ1と同じ)まで選択可能です。ﾌｨｰﾙﾄﾞ数は、313を越える数値で選
択できるように適切に設定しなければなりません。
ﾌｨｰﾙﾄﾞ数８は、ｶﾗｰPALの信号にとって大変有効で、ﾌｨｰﾙﾄﾞ数４は、SECAMの
信号に適しています。

2) 525/60/2:1(日本/ｱﾒﾘｶ規格のNTSCｼｽﾃﾑ)
60ﾌｨｰﾙﾄﾞ/秒のNTSC信号の測定には、この設定を使用します。ﾗｲﾝは1 ～ 1051
(1051番目のﾗｲﾝはﾗｲﾝ1と同じ)まで選択可能です。ﾌｨｰﾙﾄﾞおよびﾌｨｰﾙﾄﾞ数は、ﾗ
ｲﾝを262を越える数で選択できるように適切に設定しなければなりません。
ﾌｨｰﾙﾄﾞ数４は、NTSCの信号に適しています。

3) ?/50/?, ?/60/?
最大限に自由度を持たせるために、ﾗｲﾝ･ｶｳﾝﾄの変換をなくしました。ﾗｲﾝ･ｶｳﾝﾄ
は、ﾗｲﾝ同期のﾊﾟﾙｽ数と同じで、ｲｺﾗｲｼﾞﾝｸﾞ･ﾊﾟﾙｽの変化を含んでいます。ま
た、ある特殊なTV信号の場合では、ﾌｨｰﾙﾄﾞの変化の認識はもはやされませ
ん。このような場合では、"any line"ﾓｰﾄﾞだけが適応します。

C. ﾌｨｰﾙﾄﾞ･ｶｳﾝﾄの機能は、RISﾓｰﾄﾞでは使えません。

D. ｺﾝﾎﾟｼｯﾄ･ﾋﾞﾃﾞｵ信号は、立ち下がりの同期信号でなければ正しくﾃﾞｺｰﾄﾞされ
ません。

TVﾄﾘｶﾞの注意事項

第１１章－１１
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クォリファイド
･トリガ

このﾄﾘｶﾞでは１つめの信号（ｸｫﾘﾌｧｲﾔ信号）に対して、あるﾚﾍﾞﾙより上か下かを
決めてこの信号が有効であるかどうかを判定し、この信号が有効である間で設
定された時間かｲﾍﾞﾝﾄ数の後に入力された信号（ﾄﾘｶﾞ信号）でﾄﾘｶﾞがかけられま
す。ｸｫﾘﾌｧｲﾔ信号のﾀｲﾌﾟとしてState(ｽﾃｰﾄ)とEdge(ｴｯｼﾞ)が選べます。ｽﾃｰﾄを選ぶ
とｸｫﾘﾌｧｲﾔ信号が設定されたﾚﾍﾞﾙを超えている間は有効とみなされます。ｴｯｼﾞを
選ぶとｸｫﾘﾌｧｲﾔ信号が設定されたﾚﾍﾞﾙを超えた瞬間から後は、ずっと有効とみな
されます。

典型的なｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝとしては、ﾏｲｸﾛ･ﾌﾟﾛｾｯｻのﾃﾞﾊﾞｯｸﾞや通信分野での時間ﾊﾞｲｵﾚｰ
ｼｮﾝが起こったときなどが挙げられます。

ステートによる
クォリファイド
･トリガ

ｽﾃｰﾄを選ぶとｸｫﾘﾌｧｲﾔ信号が設定されたﾚﾍﾞﾙを超えている(または下回っている)
間は有効とみなされます。ﾄﾘｶﾞ信号は、ｸｫﾘﾌｧｲﾔ信号が有効な時で、かつ設定さ
れた時間又はｲﾍﾞﾝﾄ数の後に、受け付けられます。ｸｫﾘﾌｧｲﾔ信号が有効でなくな
ると、時間またはｲﾍﾞﾝﾄのｶｳﾝﾀはﾘｾｯﾄされます。

第１１章－１２

スレショールド･レベル

ホールドオフ時間

クォリファイヤ信号

有効有効 有効

スレショールド･レベル
トリガ信号

トリガ点

ｽﾃｰﾄ･ｸｫﾘﾌｧｲﾄﾞ･ﾄﾘｶﾞｽﾃｰﾄ･ｸｫﾘﾌｧｲﾄﾞ･ﾄﾘｶﾞｽﾃｰﾄ･ｸｫﾘﾌｧｲﾄﾞ･ﾄﾘｶﾞｽﾃｰﾄ･ｸｫﾘﾌｧｲﾄﾞ･ﾄﾘｶﾞｽﾃｰﾄ･ｸｫﾘﾌｧｲﾄﾞ･ﾄﾘｶﾞ
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type
Qualifiedを選択します。

Wait
このﾌｨｰﾙﾄﾞでは、ｸｫﾘﾌｧｲﾔ信号が有効になってか
ら、ﾄﾘｶﾞ信号を受け付けるまでの遅延時間を設定で
きます。
T<は、設定時間内にﾄﾘｶﾞが発生すれば有効で、T>
は設定時間分ﾎｰﾙﾄﾞｵﾌをします。Evsは、設定された
ｲﾍﾞﾝﾄ数の遅延を行います。
設定可能な時間値は10ns ～ 20sです。
設定可能なｲﾍﾞﾝﾄ値は1 ～ 109です。

goes & stays
このﾌｨｰﾙﾄﾞでは、ｸｫﾘﾌｧｲﾔ信号に対するｽﾚｯｼｮｰﾙ
ﾄﾞ･ﾚﾍﾞﾙの設定ができ、信号の有効性の判定を、
そのﾚﾍﾞﾙを超えると有効(Above)か下回ると有効
(Below)かの設定できす。

only after
ここでは、ｸｫﾘﾌｧｲﾔ信号の選択ができます。

trigger on
ここでは、ﾄﾘｶﾞ信号の選択ができます。

by
Stateを選びます。
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エッジによる
クォリファイド
･トリガ

ｴｯｼﾞを選ぶとｸｫﾘﾌｧｲﾔ信号が設定されたﾚﾍﾞﾙを超えた（あるいは下回った）瞬間
から後はずっと有効とみなされます。ｸｫﾘﾌｧｲﾔ信号が有効になった後、設定され
た時間内、設定された時間後、あるいはﾄﾘｶﾞ･ｲﾍﾞﾝﾄ数の後にﾄﾘｶﾞ信号が有効にな
ります。しかし、新しくｸｫﾘﾌｧｲﾔ信号が有効になる現象が起これば直ちに時間－ｲ
ﾍﾞﾝﾄ･ｶｳﾝﾀはﾘｾｯﾄされます。

第１１章－１４

スレショールド･レベル

ホールドオフ時間

クォリファイヤ信号

有効

スレショールド･レベル
トリガ信号

トリガ点

ｴｯｼﾞ･ｸｫﾘﾌｧｲﾄﾞ･ﾄﾘｶﾞ
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Wait
このﾌｨｰﾙﾄﾞでは、ｸｫﾘﾌｧｲﾔ信号が有効になってか
ら、ﾄﾘｶﾞ信号を受け付けるまでの遅延時間を設定
できます。
T<は、設定時間内にﾄﾘｶﾞが発生すれば有効で、
T>は設定時間分ﾎｰﾙﾄﾞｵﾌをします。Evsは、設定さ
れたｲﾍﾞﾝﾄ数の遅延を行います。
設定可能な時間値は10ns ～ 20sです。
設定可能なｲﾍﾞﾝﾄ値は1 ～ 109です。

has gone
このﾌｨｰﾙﾄﾞでは、ｸｫﾘﾌｧｲﾔ信号に対するｽﾚｯｼｮｰﾙ
ﾄﾞ･ﾚﾍﾞﾙの設定ができ、信号の有効性の判定を、
そのﾚﾍﾞﾙを超えた時から有効(Above)か下回った時
から有効(Below)かの設定できす。

only after
ここでは、ｸｫﾘﾌｧｲﾔ信号の選択ができます。

trigger on
ここでは、ﾄﾘｶﾞ信号の選択ができます。

by
Edgeを選びます。

type
Qualifiedを選択します。

第１１章－１５



タイムベース＋トリガ トリガの設定1111

ドロップアウト・
トリガ

このﾄﾘｶﾞは、信号のｲﾝﾀｰﾊﾞﾙが設定時間を超えて発生しない場合にﾄﾘｶﾞをかけま
す。ﾄﾘｶﾞは、最後のｲﾍﾞﾝﾄが発生してから設定時間後にかかります。
典型的な使用方法は、Normalﾄﾘｶﾞを使った完全に途切れた信号の捕捉です。こ
れは単発信号のｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝで、ﾌﾟﾘﾄﾘｶﾞを使って途切れるまでの経過を観測しま
す。従って、連続信号を対象にしたRISﾓｰﾄﾞは使えません。

第１１章－１６

トリガ･レベル

設定時間

トリガ点

ﾄﾞﾛｯﾌﾟｱｳﾄ･ﾄﾘｶﾞﾄﾞﾛｯﾌﾟｱｳﾄ･ﾄﾘｶﾞﾄﾞﾛｯﾌﾟｱｳﾄ･ﾄﾘｶﾞﾄﾞﾛｯﾌﾟｱｳﾄ･ﾄﾘｶﾞﾄﾞﾛｯﾌﾟｱｳﾄ･ﾄﾘｶﾞ
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within... of previous edge
このﾌｨｰﾙﾄﾞでは、25ns～ 20sの範囲で判定時間の
設定ができます。

with slope
ここでは、測定するｲﾝﾀｰﾊﾞﾙのｴｯｼﾞの向き(Positive-
正又はNegative-負)の選択ができます。

occurs on
ﾄﾞﾛｯﾌﾟｱｳﾄ･ﾄﾘｶﾞのﾄﾘｶﾞ･ｿｰｽの選択ができます。

type
Dropoutを選択します。

第１１章－１７
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スマート･トリガ
のアイコン

ﾄﾘｶﾞ･ｱｲｺﾝが画面下に表示されますので、現在のﾄﾘｶﾞの状態が一目で判断できま
すので非常に便利です。ｽﾏｰﾄ･ﾄﾘｶﾞのｱｲｺﾝの例を下図に示します。更に詳しい情
報はﾄﾘｶﾞがかかったときに見ることができます。

第１１章－１８
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COUPLING

1 2
OFFSET

VOLT/DIV

CHANNELS

VAR

FIND

5V 2mV

TRACE  ON/OFF TRACE  ON/OFF

COUPLING

OFFSET

VOLT/DIV

VAR

FIND

5V 2mV

TRACE ON/OFF
このﾎﾞﾀﾝを押すと、ﾎﾞﾀﾝに書かれたﾁｬﾝﾈﾙ
の波形が画面に表示されます。既に表示さ
れている場合は、波形が消去されます。

OFFSET
このつまみで、各ﾁｬﾝﾈﾙの波形の
垂直位置を設定します。

FIND
このﾎﾞﾀﾝを押すと、各ﾁｬﾝ
ﾈﾙの波形の大きさに合わ
せてVOLTS/DIVとOFFSET
が自動的に設定されま
す。

VOLTS/DIV
このつまみで、各ﾁｬﾝﾈﾙの垂直感
度を1-2-5のｼｰｹﾝｽで、あるいは連
続的に(VARを参照)設定します。
垂直感度を変更したときの
OFFSETの動きは、"SPECIAL
MODES"ﾒﾆｭｰで切り替えることが
できます(19章参照)。

VAR
このﾎﾞﾀﾝを押すと、VOLTS/
DIVの設定を1-2-5のｼｰｹﾝｽ、ま
たは連続的、の２通りのどち
らかが選べます。測定条件ﾌｨｰ
ﾙﾄﾞ内の垂直感度の表示が
VOLTS/DIVのつまみが連続的
か段階的かどちらに設定され
ているかを示しています。

２チャンネル･モデル

第１２章－１

COUPLING
このﾎﾞﾀﾝを押すと、13章で説明する"COUPLING"
ﾒﾆｭｰが現われます。
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COUPLING4

3

2

1

1 2 3 4
OFFSET

VOLT/DIV

CHANNELS

VAR

FIND

5V 2mV

SELECT
CHANNELS

TRACE  ON/OFF

TRACE ON/OFF
このﾎﾞﾀﾝを押すと、ﾎﾞﾀﾝに書かれたﾁｬﾝﾈﾙ
の波形が画面に表示されます。既に表示さ
れている場合は、波形が消去されます。こ
のﾎﾞﾀﾝで表示させたﾁｬﾝﾈﾙが"ｱｸﾃｨﾌﾞ"にな
り、VOLTS/DIVやOFFSETの調整の対象と
なります。

COUPLING
このﾎﾞﾀﾝを押すと、13章で説明する"COUPLING"
ﾒﾆｭｰが現われます。

４チャンネル･モデル

SELECT CHANNEL
このﾎﾞﾀﾝを押すと、ﾎﾞﾀﾝに書かれたﾁｬﾝﾈﾙ
が"ｱｸﾃｨﾌﾞ"(垂直軸の設定の対象になる)に
なります。これは、波形が画面に表示され
ているいないにかかわらず行われます。

VOLTS/DIV
このつまみで、各ﾁｬﾝﾈﾙの垂直感
度を1-2-5のｼｰｹﾝｽで、あるいは連
続的に(VARを参照)設定します。
垂直感度を変更したときの
OFFSETの動きは、"SPECIAL
MODES"ﾒﾆｭｰで切り替えることが
できます。(19章参照)

VAR
このﾎﾞﾀﾝを押すと、VOLTS/
DIVの設定を1-2-5のｼｰｹﾝｽ、
または連続的、の２通りの
どちらかが選べます。測定
条件ﾌｨｰﾙﾄﾞ内の垂直感度の
表示がVOLTS/DIVのつまみ
が連続的か段階的かどちら
に設定されているかを示し
ています。

FIND
このﾎﾞﾀﾝを押すと、"ｱｸﾃｨ
ﾌﾞ"になったﾁｬﾝﾈﾙの波形
の大きさに合わせて
VOLTS/DIVとOFFSETが自
動的に設定されます。

OFFSET
このつまみで、"ｱｸﾃｨﾌﾞ"に
なったﾁｬﾝﾈﾙの波形の垂直位
置を設定します。

第１２章－２

1212 ﾀﾞｲﾚｸﾄ･ｺﾝﾄﾛｰﾙ
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"COUPLING"ﾒﾆｭｰでは、以下の選択をすることができます。
－入力ﾁｬﾝﾈﾙのｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞを各ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞまたはｸﾞﾗﾝﾄﾞに設定する。
－入力ﾁｬﾝﾈﾙの感度とオフセットをECLまたはTTL用に設定する。
－ﾌﾟﾛｰﾌﾞの倍率を設定する。　
－全ﾁｬﾝﾈﾙ用ﾊﾞﾝﾄﾞ幅ﾘﾐｯﾄ　

注：4CHﾓﾃﾞﾙでは、ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙのSELECT CHANNELﾎﾞﾀﾝを押してﾒﾆｭ-に現われる
ﾁｬﾝﾈﾙ番号を選択し、変更したいﾁｬﾝﾈﾙを設定します。2CHﾓﾃﾞﾙでは、各ﾁｬﾝﾈﾙに
それぞれCOUPLINGﾎﾞﾀﾝが装備されているので、変更したいﾁｬﾝﾈﾙのﾎﾞﾀﾝを押し
て設定できます。

1313 カップリング

第１３章－１

Coupling
入力ﾁｬﾝﾈﾙのｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞを選択します。
もしOVER LOADが検知されたら、自動的に
ｸﾞﾗﾝﾄﾞになります。この時、ﾒﾆｭｰにはOVER
LOADの表示が現われます。

Global BWL
全ﾁｬﾝﾈﾙ同時に入力帯域を-3dB点で30MHz
(9304Aｼﾘｰｽﾞは20MHz)に制限することができ
ます。
この機能は特にｼﾝｸﾞﾙ･ｼｮｯﾄ時の高周波ﾉｲｽﾞや
ｴﾘｱｼﾝｸﾞ防止に効果があります。
注：全注：全注：全注：全注：全ﾁｬﾝﾈﾙﾁｬﾝﾈﾙﾁｬﾝﾈﾙﾁｬﾝﾈﾙﾁｬﾝﾈﾙ同時に同時に同時に同時に同時にON/OFFON/OFFON/OFFON/OFFON/OFFされます。されます。されます。されます。されます。

V/div Offset
このﾎﾞﾀﾝを押して　NORMAL、ECL、TTLの
３つが選択できます。ECLを選択すると、
ECL信号に合わせて自動的にｵﾌｾｯﾄや垂直感
度が設定されます。TTLを選択すると、TTL
信号に合わせて自動的にｵﾌｾｯﾄや垂直感度が
設定されます。

Probe Atten
入力ﾁｬﾝﾈﾙのﾌﾟﾛｰﾌﾞの倍率をｾｯﾄします。(ﾎﾞﾀ
ﾝでもつまみでも設定できます。)
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ProBusシステム ProBusTMｼｽﾃﾑは、接続されたﾌﾟﾛｰﾌﾞの種類、減衰率を自動的に認識し、各ﾌﾟﾛｰﾌﾞ
に合わせて自動校正を行ないます。また、垂直軸ｹﾞｲﾝやｵﾌｾｯﾄあるいはｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞな
どをｵｼﾛｽｺｰﾌﾟのﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙを操作して調整できるので、特にﾌﾟﾛｰﾌﾞを接続したこと
を意識することなく測定を行なうことができます。

このﾒﾆｭｰは、10:1のｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾌﾟﾛｰﾌﾞAP020を接続した場合のものです。

第１３章-２
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第１３章-３

1313 カップリング

入力
カップリングに
ついて

ACｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞでは、信号経路にｺﾝﾃﾞﾝｻが直列に挿入されるので、入力信号に含まれ
ている10Hz以下の信号成分は除去されます。
DCｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞでは、直流成分を含む全ての信号の成分が通過します。また、1MΩ
と50Ωの入力ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽを選択することができます。
50Ω入力に於ける最大印加電力は0.5Wです。これを越える電力が印加された場
合、保護回路が動作して、ｵｼﾛｽｺｰﾌﾟの入力端子と内部のｱﾝﾌﾟとの間を物理的に切
り離し、ｱﾝﾌﾟが破損することを防ぎます。ｵｼﾛｽｺｰﾌﾟの入力端子と内部のｱﾝﾌﾟとの
間を切り離した状態(ｵｰﾊﾞｰﾛｰﾄﾞ状態)は、測定条件ﾌｨｰﾙﾄﾞ(第７章－１ﾍﾟｰｼﾞ参照)の
ﾒﾆｭｰに表示されます。ｵｰﾊﾞｰﾛｰﾄﾞ状態を解除するには、入力されている信号を入力
端子から外し、ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞを50Ωに再設定してください。

Model PP002が入力CH分標準添付されます。このﾌﾟﾛｰﾌﾞは、入力ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ10MΩ
で、並列容量は約16pFです。
ﾌﾟﾛｰﾌﾞを接続した時のｵｼﾛｽｺｰﾌﾟの帯域は以下の様になります。
9310A及び9314Aｼﾘｰｽﾞの場合：DC～230MHz。ACｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ時は10Hz～
230MHz。
9304Aｼﾘｰｽﾞの場合：DC～180MHz。ACｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ時は10Hz～180MHz。

ﾌﾟﾛｰﾌﾞを使って正確な波形測定を行う為には、ﾌﾟﾛｰﾌﾞが正しく校正されているこ
とが重要です。ﾌﾟﾛｰﾌﾞの校正は、以下の手順で行って下さい。
1.ﾌﾟﾛｰﾌﾞを入力CHに接続し、CAL BNCの出力信号を付属の「BNCｱﾀﾞﾌﾟﾀ」を介し
て　入力します。
2.ﾌﾟﾛｰﾌﾞが接続されているCHのｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞをDC 1MΩに設定し、ｵｰﾄｾｯﾄｱｯﾌﾟのﾎﾞﾀﾝ
を　押します。
3.もし、波形に図1又は図2に示すような歪みがある場合には、ﾌﾟﾛｰﾌﾞの根元にあ
る小　さなﾄﾘﾏを付属のﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製のﾄﾞﾗｲﾊﾞを使って調整し、歪みが無くなるよう

PROBES

図1　調整が適正でない場合1 図2　調整が適正でない場合2 図3　調整が適正な場合
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第１３章



ズーム＋マス1414 拡大と演算能力

第１４章－１

取り込まれた波形ﾃﾞｰﾀに対して広範囲の演算処理を行う事ができます。その設定
は、ﾌﾛﾝﾄ･ﾊﾟﾈﾙの"ZOOM+MATH"ｺﾝﾄﾛｰﾙによっておこないます。
A,B,C,Dの各々のﾄﾚｰｽ･ﾒﾓﾘは、拡大のみ、又は波形演算と併用して利用できます。

どの機種でもﾁｬﾝﾈﾙ当たり最低でも50Kﾜｰﾄﾞのﾒﾓﾘ長があるので、時間軸方向に1000倍
もの拡大を行って波形観測しても、時間分解能が落ちることはありません。又、精
密なﾀｲﾐﾝｸﾞ測定の為に、同じ波形の別々の場所を同時に拡大して観測することも可
能です。
一例として、二つの立ち上がり部分の時間間隔が約500μsの波形に対して、その時間
間隔を正確に測定したい場合を考えてみましょう。時間軸設定を0.1ms/divにして、波
形の立ち上がり部の間隔が、5ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝぐらいに表示されるようにします。そしてﾄ
ﾚｰｽ"A"で１つ目の立ち上がり部分を拡大するように設定し、ﾄﾚｰｽ"B"で２つ目の立ち
上がり部分を拡大するように設定します。
200Kﾜｰﾄﾞ以上のﾒﾓﾘを持つ機種の場合、50ns/divすなわち2000倍までの時間軸拡大が
できます。"Time Relative"ｶｰｿﾙ（第22章を参照）を利用すれば、500μsの間隔を0.5ns
の分解能で測定する事ができます(下図)。すなわち、ﾛﾝｸﾞﾒﾓﾘと拡大機能を組み合せ
れば、時間間隔測定の分解能は、1000000倍(500μs÷0.5ns)になります。

各ﾄﾚｰｽA,B,C,Dは入力ﾁｬﾝﾈﾙCH1,CH2(CH3,CH4)と、内部ﾘﾌｧﾚﾝｽ･ﾒﾓﾘM1～M4(第20章の
波形の保存参照)、そして自分自身とは別のﾄﾚｰｽA～Dに対して、拡大表示の設定が行
えます。拡大している範囲は、原波形上に輝度変調で表示されます。ﾌﾛﾝﾄ･ﾊﾟﾈﾙの
"ZOOM+MATH"ｾｸｼｮﾝにある４つのつまみを使って、拡大表示する垂直及び水平の位
置と、垂直、水平の各々の拡大率の調整がおこなえます。複数のﾄﾚｰｽが同時に表示
されている場合は、一度に１つのﾄﾚｰｽしか調節できないので、"SELECT A,B,C,D"ﾎﾞﾀ
ﾝを押して、調節したいﾄﾚｰｽを選んでください。

拡大表示による
精密な
タイミング測定

拡大表示
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これは複数のﾄﾚｰｽの拡大領域(輝度変調されている部分)に対して、あるいは同一ﾄ
ﾚｰｽの異なる拡大領域に対して、拡大率や拡大位置を同時に変更できる、たいへん
便利な機能です。"MATH-SETUP"ﾒﾆｭｰの"Multi-Zoom"を"ON"にすると、表示され
ている複数のﾄﾚｰｽA～Dの水平拡大率と拡大領域を同時にｺﾝﾄﾛｰﾙし、異なったﾄﾚｰｽ
の似た部分を同時に比較観測するのに便利です。垂直軸のｺﾝﾄﾛｰﾙは、"SELECT"ﾎﾞ
ﾀﾝで選択したﾄﾚｰｽに対して個別にｺﾝﾄﾛｰﾙできます。又、"Multi-Zoom"ﾓｰﾄﾞが"ON"
になると、ﾄﾚｰｽのﾀｲﾄﾙ･ﾎﾞｯｸｽが二重の破線になります(左図)。

内部ﾘﾌｧﾚﾝｽ･ﾒﾓﾘM1～M4は、直接表示する事はできません。これらは"MATH-
SETUP"ﾒﾆｭｰで、入力ｿｰｽを内部ﾘﾌｧﾚﾝｽ･ﾒﾓﾘを選ぶことで、ﾄﾚｰｽA～Dを通して見る
ことができます。より簡単な方法としては、"RECALL WAVEFORM"ﾒﾆｭｰ(21章)を
用いて、ﾄﾚｰｽA～Dの内どれかへ"recall"を行う方法もあります。"recall"を用いれ
ば、いつでも転送先のﾄﾚｰｽは内部ﾘﾌｧﾚﾝｽ･ﾒﾓﾘの表示に切り替わり、以前の表示は
ｷｬﾝｾﾙされます。

各ﾄﾚｰｽA～Dは、波形演算ﾓｰﾄﾞに切り替えることができます。標準仕様で行える演
算は、
・波形の反転
・加減乗除
・1000回までの加算ｱﾍﾞﾚｰｼﾞ
・ｻｲﾝ補間
の４つです。

波形演算ｵﾌﾟｼｮﾝとして次に挙げる５つを用意しております。ご用途に応じてお選
び下さい。
・WP01
　－連続ｱﾍﾞﾚｰｼﾞ(指数ｱﾍﾞﾚｰｼﾞ)
　－1,000,000回までの加算ｱﾍﾞﾚｰｼﾞ
　－ﾌｨﾙﾀｰ機能を兼ねた３ﾋﾞｯﾄまでの分解能向上機能
　－ｴｸｽﾄﾚｰﾏ（ｴﾝﾍﾞﾛｰﾌﾟ）表示
　－微分、積分、指数、対数、二乗、平方根、等の数学処理
・WP02
　－高速ﾌｰﾘｴ変換及びFFTｱﾍﾞﾚｰｼﾞ
・WP03
　－各種波形ﾊﾟﾗﾒｰﾀのﾋｽﾄｸﾞﾗﾑ演算/処理/表示
・DDM
　－ﾃﾞｨｽｸ･ﾄﾞﾗｲﾌﾞ解析ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
・PRML
　－PRMLﾀｲﾌﾟのﾃﾞｨｽｸ･ﾄﾞﾗｲﾌﾞ解析ﾊﾟｯｹｰｼﾞ

Ｍｕｌｔｉ
－Ｚｏｏｍ

内部メモリ内容
の表示

波形演算

拡大と演算能力1414
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波形演算の対象となるのは、CH1～CH4と内部ﾘﾌｧﾚﾝｽ･ﾒﾓﾘM1～M4及びﾄﾚｰｽA～D
です。例えば、ﾄﾚｰｽAでCH1とCH2の差を計算し、そのﾄﾚｰｽAのｱﾍﾞﾚｰｼﾞをﾄﾚｰｽB
で行い、最後にﾄﾚｰｽCでﾄﾚｰｽBを積分します。つまり、ﾄﾚｰｽCにはCH1とCH2の差
の波形をｱﾍﾞﾚｰｼﾞした波形を積分した結果が表示されます(下図)。

波形演算(続き)

演算により画面の切り替えが遅くなることを避けるために、演算は、ﾄﾚｰｽが表示
されたときに行われるようになっています。しかしながら先ほどの例の場合に、
ﾄﾚｰｽCのみ表示したとしても、途中経過であるﾄﾚｰｽA,Bは内部で処理されます。
表示されているﾄﾚｰｽの処理内容は、各ﾄﾚｰｽにﾀｲﾄﾙで示されます。もしﾀｲﾄﾙがない
場合は、望みどおりの処理結果が得られなかったことを示していて、ﾄﾚｰｽの内容
は演算前のままです。
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ﾄﾚｰｽA～Dを(拡大のみの設定ではなく)演算処理とした時にも、拡大表示の調整が
行えます。つまり、他のﾄﾚｰｽを使って改めて拡大する必要はありません。波形処
理の全体を確認したい時は、"RESET"ﾎﾞﾀﾝで拡大と位置の調整をｷｬﾝｾﾙします。

ﾃﾞｰﾀ･ﾎﾟｲﾝﾄを多く使って波形処理を行うと、実行時間が長くなってしまいます。
計算に使用するﾃﾞｰﾀ･ﾎﾟｲﾝﾄを小さく制限すれば、実行時間を短縮する事ができま
す。ﾃﾞｰﾀ数に制限を設けると、本機は波形全体の中からＮ番目ごとのﾎﾟｲﾝﾄを用い
て波形演算処理を行います。Ｎは時間軸設定と選択された"Max number of points"
よって決まります。

波形演算は、内部に搭載されいるｼｽﾃﾑ･ﾒﾓﾘを使用して行われます。演算の種類に
よっては、演算に必要なﾒﾓﾘ･ｴﾘｱが、元の波形ﾃﾞｰﾀの最大８倍になることがありま
す。例えば、CH1で250kWの波形ﾃﾞｰﾀを捕捉してFFTを実行する場合、ｼｽﾃﾑ･ﾒﾓﾘ
上には２MWのﾒﾓﾘ･ｴﾘｱが必要になります。もしｼｽﾃﾑ･ﾒﾓﾘの空き領域が、演算に必
要なﾒﾓﾘ･ｴﾘｱを確保できない場合は、"insufficient data memory (see SHOW STATUS)
"というｴﾗｰ･ﾒｯｾｰｼﾞを出して演算がｽﾄｯﾌﾟします。
演算に使用できるｼｽﾃﾑ･ﾒﾓﾘの容量は、ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ･ﾓﾃﾞﾙの場合約1.5MBです。ﾒﾓﾘ長
の長いﾓﾃﾞﾙに関しては、MWP(ﾒｶﾞ･ﾜｰﾄﾞ･ﾌﾟﾛｾｯｼﾝｸﾞ)ｵﾌﾟｼｮﾝが用意されており、長
いﾒﾓﾘ長で捕捉した波形ﾃﾞｰﾀに対しても複雑な演算が可能になります。MWPｵﾌﾟｼｮ
ﾝをCHあたりの捕捉ﾒﾓﾘが200kWの"M"ﾓﾃﾞﾙにｲﾝｽﾄｰﾙすると、ｼｽﾃﾑ･ﾒﾓﾘ領域の内約
7MBが演算用に確保されます。また、CHあたりの捕捉ﾒﾓﾘが1MWの"L"ﾓﾃﾞﾙにｲﾝｽ
ﾄｰﾙすると、ｼｽﾃﾑ･ﾒﾓﾘ領域の内約15MBが演算用に確保されます。
"SHOW STATUS"ﾒﾆｭｰの中で、"Memory Used"を選択するとｼｽﾃﾑ･ﾒﾓﾘの状態をﾓﾆﾀｰ
でき、使用されていないﾒﾓﾘ･ｴﾘｱの内容をｸﾘｱする事ができます。

演算結果の拡大

波形演算の
スピードアップ

システム・
メモリ
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このつまみは、"ｱｸﾃｨﾌﾞ"になっ
ているﾄﾚ-ｽの垂直拡大率を設定
します。第19章で説明する"SPE-
CIAL MODES"ﾒﾆｭｰの"in"で設定
された内容に従って調整できま
す。

ZOOM

MATH
SETUP

RESET

SELECT
A B C D

POSITION POSITION

ZOOM

TRACE    ON/OFF

A B C D

ZOOM+MATH

複数のﾄﾚ-ｽが表示されている場
合、このﾎﾞﾀﾝを押すと、"ｱｸﾃｨ
ﾌﾞ"になるﾄﾚ-ｽを変更することが
できます。(押す度にABCDの順
で切り替わります。)

POSITION(垂直位置)
このつまみは、"ｱｸﾃｨﾌﾞ"になっ
ているﾄﾚ-ｽの垂直位置の設定を
します。

MATH SETUP(演算の設定)

このﾎﾞﾀﾝは、"ｱｸﾃｨﾌﾞ"になって
いるﾄﾚｰｽの水平/垂直の拡大率と
位置をﾘｾｯﾄするのに用います。

RESET(ﾘｾｯﾄ)

SELECT TRACE(ｾﾚｸﾄ･ﾄﾚ-ｽ)
このﾎﾞﾀﾝを押すと、押したﾎﾞﾀ
ﾝに対応するﾄﾚｰｽ(A,B,C,D)の表
示がｵﾝ/ｵﾌされます。このﾎﾞﾀﾝ
で表示したﾄﾚ-ｽが"ｱｸﾃｨﾌﾞ"にな
り、ﾎﾟｼﾞｼｮﾝとｽﾞｰﾑの設定とﾘ
ｾｯﾄの操作は、"ｱｸﾃｨﾌﾞ"になっ
たﾁｬﾝﾈﾙに対して行われます。

TRACE ON/OFF(ﾄﾚ-ｽ･ｵﾝ/ｵﾌ)

POSITION(水平位置)
このつまみは、"拡大"されてい
るﾄﾚ-ｽの水平位置の設定に用い
ます。拡大波形の原波形が同時
に表示されていると、原波形上
に拡大位置が輝度変調がかけら
れ、明るく表示されます。

ZOOM(水平拡大)
このつまみは、"ｱｸﾃｨﾌﾞ"になっ
ているﾄﾚ-ｽの水平拡大率を設定
します。拡大波形の原波形が同
時に表示されていると、原波形
上に拡大位置が輝度変調がかけ
られ、明るく表示されます。

このﾎﾞﾀﾝを押すと、第16章で説
明する"演算の設定"ﾒﾆｭ-が呼び出
されます。このﾒﾆｭｰでは、拡大
を行う波形の選択や演算の設定
の他、"ﾏﾙﾁ･ｽﾞｰﾑ"やｼｰｹﾝｼｬﾙ･ﾄﾘ
ｶﾞ時のｾｸﾞﾒﾝﾄ番号の選択ができ
ます。

　　ZOOM(垂直拡大)
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"MATH SETUP"(演算設定)ﾒﾆｭｰでは、以下の設定ができます。
－拡大：一般的な垂直、水平軸の拡大以外に、同一波形によるﾏﾙﾁ･ｽﾞｰﾑ、異な
る波　形によるるﾏﾙﾁ･ｽﾞｰﾑ等が設定できます。
－演算： 四則演算や1000回までのｱﾍﾞﾚｰｼﾞ等の基本的な波形演算に加えて、ｵﾌﾟ
ｼｮﾝで　高度な波形演算機能を持たせることができます。
－表示するｼｰｹﾝｼｬﾙ･ｾｸﾞﾒﾝﾄの選択（第８章のｼｰｹﾝｼｬﾙ･ﾓｰﾄﾞを参照）

4つのﾄﾚｰｽ(A,B,C,D)は、演算を実行するためのものです。これらのﾄﾚｰｽは、ど
のような拡大でも演算でも設定して実行することができます。またﾄﾚｰｽを組み
合わせて、複数の拡大や演算を連結して実行させることができます。
例えば、
－ﾄﾚｰｽAを、CH1の信号をｱﾍﾞﾚｰｼﾞするように設定します。
－ﾄﾚｰｽBは、ﾄﾚｰｽAのFFTに設定します。
－ﾄﾚｰｽCは、ﾄﾚｰｽBの拡大に設定します。
すべてのﾄﾚｰｽは、TRACE ON/OFFﾎﾞﾀﾝを押すことによって同時にｽｸﾘｰﾝ上に表
示することができます。又、どの演算結果も"ZOOM"つまみを用いて拡大する
ことができます。

標準で装備されている波形処理機能は、1,000回までの加算ｱﾍﾞﾚｰｼﾞと四則演算
（加算、減算、掛け算、割り算）、反転表示及びｻｲﾝ補間です。

ｵﾌﾟｼｮﾝの波形演算の内容は以下の通りです。
・WP01
100万回までの加算ｱﾍﾞﾚｰｼﾞ、1,000,000回までの連続ｱﾍﾞﾚｰｼﾞ、逆数、係数補正、
絶対値、微分、積分、自然対数、常用対数、ｅの指数、10の指数、二乗、平方
根、
ｴｸｽﾄﾚｰﾏ(ｴﾝﾍﾞﾛｰﾌﾟ表示）、ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ﾌｨﾙﾀによる+0.5～+３ﾋﾞｯﾄの分解能向上機能
・WP02
周波数軸解析(FFT＆FFTｱﾍﾞﾚｰｼﾞ)
・WP03
波形ﾊﾟﾗﾒｰﾀのﾋｽﾄｸﾞﾗﾑ演算処理及び表示
・DDM
ﾃﾞｨｽｸ･ﾄﾞﾗｲﾌﾞ特性を決めるﾊﾟﾗﾒｰﾀの自動測定機能(WP03の機能も含まれる)
・PRML
PRMLﾀｲﾌﾟのﾃﾞｨｽｸ･ﾄﾞﾗｲﾌﾞ特性を決めるﾊﾟﾗﾒｰﾀの自動測定機能

演算の使い方

標準及び
オプションの
演算パッケージ
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REDEFINE
"Setup"ﾒﾆｭｰで設定するﾄﾚｰｽを選択します。"Setup"ﾒ
ﾆｭｰは、演算の種類に応じて様々なﾒﾆｭｰが用意されて
いますが、これらについては、この章の中で解説さ
れています。

Multi-Zoom
このﾒﾆｭｰで設定するﾄﾚｰｽを選択します。
ﾏﾙﾁｽﾞｰﾑをONにすると、すべての拡大ﾄﾚｰｽの
位置と拡大率を、POSITIONとZOOMﾉﾌﾞに
よって同時にｺﾝﾄﾛｰﾙすることができます。
ﾏﾙﾁｽﾞｰﾑをOFFにすると、"ｱｸﾃｨﾌﾞ"になったﾄﾚｰ
ｽ(SELECT ABCD ﾎﾞﾀﾝを押すによって選択し
ます）だけがPOSITIONとZOOMﾉﾌﾞで位置と
拡大率を変更することができます。

for Math use max point
演算に用いるﾎﾟｲﾝﾄ数の最大値が選択できま
す。小さな値にするほど、演算速度は上がり
ますが、逆に精度は落ちます。ﾎﾞﾀﾝでもつま
みでもどちらでも変更ができます。

Selected(ｼｰｹﾝｽ･ﾓｰﾄﾞ選択時のみ)
ﾄﾚｰｽA...Dにｼｰｹﾝｽ･ﾓｰﾄﾞの波形が選択されてい
る場合、このﾒﾆｭｰが表示されます。このﾒﾆｭｰ
は演算の際に、選択されているﾄﾚｰｽを選択す
るか全てのｾｸﾞﾒﾝﾄを選択するかを決めます。
ﾎﾞﾀﾝを押すとSegmentとAll Segmentsが切り替
わり、Segment選択時でつまみでｾｸﾞﾒﾝﾄ番号を
変更できます。
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ZOOM of
拡大を行うﾄﾚｰｽ波形を選択します。ﾎﾞﾀﾝ
でもつまみでも選択できます。

use Math?
"拡大のみ(No)"と"演算(Yes)"がﾎﾞﾀﾝを押
す度に切り替わります。

拡大メニュー
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演算･メニュー
(標準装備)

このﾒﾆｭｰでは、加算、減算、掛け算、割り算が設定できます。この２つの波形と演
算の種類は、下の３つのﾌｨｰﾙﾄﾞで選択します。

このﾍﾟｰｼﾞに示したﾒﾆｭｰの例では、ﾄﾚｰｽAをCH1とCH2の加算に設定しています。

use Math?
Yesを選択します。

Math Type
Arithmeticを選択します。

演算の種類を選択します。
この例ではSum-加算が選択されています。

２つの波形を選択します。ﾎﾞﾀﾝでもつまみでも
選択できます。
この例ではCH1とCH2が選択されています。
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アベレージ･
メニュー
(標準及びWP01)

このﾒﾆｭｰでは加算（ﾘﾆｱ）ｱﾍﾞﾚｰｼﾞや連続（指数）ｱﾍﾞﾚｰｼﾞの設定をおこないます。

加算加算加算加算加算ｱﾍﾞﾚｰｼﾞ(ｱﾍﾞﾚｰｼﾞ(ｱﾍﾞﾚｰｼﾞ(ｱﾍﾞﾚｰｼﾞ(ｱﾍﾞﾚｰｼﾞ(標準で標準で標準で標準で標準で10001000100010001000回。回。回。回。回。WP01WP01WP01WP01WP01搭載で搭載で搭載で搭載で搭載で100100100100100万回万回万回万回万回)))))
 取り込んだ波形を、均等な重み付けで連続的に加算するﾓｰﾄﾞです。安定してﾄﾘｶﾞが
かけられれば、元の単発信号と比較してﾗﾝﾀﾞﾑ･ﾉｲｽﾞを抑えた結果が得られます。設
定された最大ｽｲｰﾌﾟ数に達すると、ｱﾍﾞﾚｰｼﾞﾝｸﾞ処理は終了します。ﾄﾘｶﾞ･ﾓｰﾄﾞを
NORMからSTOPへ切り替えるか、演算ﾄﾚｰｽの表示ををOFFにすることで処理を中断
する事ができます。ｱﾍﾞﾚｰｼﾞﾝｸﾞを再開するには逆の操作をおこないます。

すでに加算されているｱﾍﾞﾚｰｼﾞ結果は"CLEAR SWEEPS"ﾎﾞﾀﾝを押すか、時間軸、垂直
軸、ｵﾌｾｯﾄやﾄﾘｶﾞ条件等の各種ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定を変えることによってﾘｾｯﾄされます。現在
までの取り込み数（ｱﾍﾞﾚｰｼﾞﾝｸﾞ回数）は、"ﾄﾚｰｽ･ﾗﾍﾞﾙ･ﾌｨｰﾙﾄﾞ"に表示されます。

 最大ｽｲｰﾌﾟ数に達したら、"SETUP"ﾒﾆｭｰで最大ｽｲｰﾌﾟ数を増やすことで、加算を継続
できます。但し、他の設定をそのままにしておかないと、加算はﾘｾｯﾄされ新たなｽｲｰ
ﾌﾟが開始されます。

加算ｱﾍﾞﾚｰｼﾞをONにすると、ｱﾍﾞﾚｰｼﾞﾝｸﾞ速度（ﾎﾟｲﾝﾄ/秒、ｲﾍﾞﾝﾄ/秒）を上げるため、
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲの更新ﾚｰﾄが下がります（約1.5秒に１回）。加算ｱﾍﾞﾚｰｼﾞは、ｼｰｹﾝｼｬﾙ･ﾓｰﾄﾞ
で取り込んだｾｸﾞﾒﾝﾄのｱﾍﾞﾚｰｼﾞﾝｸﾞにも対応しています。

連続連続連続連続連続ｱﾍﾞﾚｰｼﾞｱﾍﾞﾚｰｼﾞｱﾍﾞﾚｰｼﾞｱﾍﾞﾚｰｼﾞｱﾍﾞﾚｰｼﾞ（指数（指数（指数（指数（指数ｱﾍﾞﾚｰｼﾞﾝｸﾞｱﾍﾞﾚｰｼﾞﾝｸﾞｱﾍﾞﾚｰｼﾞﾝｸﾞｱﾍﾞﾚｰｼﾞﾝｸﾞｱﾍﾞﾚｰｼﾞﾝｸﾞとも呼ばれます）とも呼ばれます）とも呼ばれます）とも呼ばれます）とも呼ばれます）(WP01(WP01(WP01(WP01(WP01搭載機のみ搭載機のみ搭載機のみ搭載機のみ搭載機のみ)))))
取り込んだ波形を加算する時に、ﾕｰｻﾞｰが指定する重みを付けて加算するｱﾍﾞﾚｰｼﾞ技
法です。
計算は以下の式に従って行われます。

S(i,new)=
N

N+1
[S(i,old)]+

1
N+1

[W(i)]

ここで、i ｽｲｰﾌﾟ回数
　W(i) 新たに捕捉された波形
　S(i,old) 旧累積ｱﾍﾞﾚｰｼﾞ波形
　S(i,new) 新累積ｱﾍﾞﾚｰｼﾞ波形(最終的に表示される波形)
　N 重み係数(1,3,7,15,31,63,127,255,511,1023から選択)

連続ｱﾍﾞﾚｰｼﾞは、その名の通り連続してｱﾍﾞﾚｰｼﾞを行い加算ｱﾍﾞﾚｰｼﾞのように規定回数
に達すると止まることがありません。従って、ﾉｲｽﾞの重畳した信号波形を長時間に
亙りﾉｲｽﾞを低減した状態で観測したい場合に便利です。S/N比の向上は、重み係数N
を大きくすることで実現できます。
また、このｱﾍﾞﾚｰｼﾞ技法ではｱﾍﾞﾚｰｼﾞを行っている最中に突発的なﾉｲｽﾞが入っても、
そのﾉｲｽﾞのｱﾍﾞﾚｰｼﾞ後の波形に対する寄与率は、加算ｱﾍﾞﾚｰｼﾞに比べて小さいという
特徴があり、重み係数Nを大きくとることでその効果を高めることができます。
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このﾒﾆｭｰでは加算ｱﾍﾞﾚｰｼﾞや連続(指数)ｱﾍﾞｰﾚｰｼﾞの設定ができます。
このﾍﾟｰｼﾞに示したﾒﾆｭｰの例では、ﾄﾚｰｽAをCH1の信号で1,000回の加算ｱﾍﾞﾚｰｼﾞをす
るように設定しています。　

use Math?
Yesを選択します。

Avg Type
ﾎﾞﾀﾝを押す度に加算ｱﾍﾞﾚｰｼﾞと連続ｱﾍﾞﾚｰｼﾞが切り替わりま
す。

Math Type
Averageを選択します。

for(Summed時)/With(Continuous時)
加算ｱﾍﾞﾚｰｼﾞ･ﾓｰﾄﾞでは、このﾌｨｰﾙﾄﾞでは、ｱﾍﾞﾚｰｼﾞに用
いるｽｲｰﾌﾟ数を設定します。連続ｱﾍﾞﾚｰｼﾞ･ﾓｰﾄﾞでは、こ
のﾌｨｰﾙﾄﾞでは、ｱﾍﾞﾚｰｼﾞに用いる重みを設定します。
　それぞれの値は、つまみで設定できます。ﾎﾞﾀﾝを押
すと、加算ｱﾍﾞﾚｰｼﾞの場合はﾃﾞﾌｫﾙﾄの1,000になりま
す。連続ｱﾍﾞﾚｰｼﾞの場合は重みが1:1になります。

o f
ｱﾍﾞﾚｰｼﾞを行なう入力波形を選択します。ﾎﾞﾀﾝでもつまみ
でも設定できます。
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分解能向上･ﾒﾆｭｰ
(WP01)

このﾒﾆｭ-は、表示される信号の分解能を向上させることのできるﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ﾛｰﾊﾟｽ･ﾌｨﾙ
ﾀの設定ができますが、このフィルタを用いるとﾊﾞﾝﾄﾞ幅がせまくなります。

注：これらのﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ﾌｨﾙﾀはｱﾅﾛｸﾞﾊﾞﾝﾄﾞ幅制限ﾌｨﾙﾀのような役割を果たします。単
発ﾓｰﾄﾞでは、これらのﾌｨﾙﾀのﾊﾞﾝﾄﾞ幅は、ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞｽﾋﾟｰﾄﾞに依存します。もし遅いﾀ
ｲﾑﾍﾞｰｽで高いﾊﾞﾝﾄﾞ幅が必要とするならば、ｱﾍﾞﾚｰｼﾞの使用を考慮して下さい。

enhance by

use Math?
Yesを選択します。

Math Type
Enh.Resを選択します。

ﾌｨﾙﾀをかける信号波形を選択します。ﾎﾞﾀﾝでもつ
まみでも設定できます。

必要なﾌｨﾙﾀを選択します。これらのﾌｨﾙﾀは、表
示された信号を1～3bitsまで0.5bit単位で分解能を
向上できます。ﾎﾞﾀﾝでもつまみでも設定できま
す。
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このﾒﾆｭｰでは、複数回取り込まれた波形のｴﾝﾍﾞﾛｰﾌﾟ表示の設定を行います。

ｴｸｽﾄﾚｰﾏ波形は、既に累積されている波形と繰り返し比較計算を行いながら、一連の
ｿｰｽ波形ﾃﾞｰﾀの最大値ﾃﾞｰﾀ(ﾙｰﾌ)と最小値ﾃﾞｰﾀ(ﾌﾛｱ)を表示します。新たに取り込んだ波
形の特定のﾎﾟｲﾝﾄがﾙｰﾌ･ﾃﾞｰﾀ の対応する値より大きければ、そのﾎﾟｲﾝﾄが新たなﾙｰﾌ･
ﾃﾞｰﾀとして置き換えられます。又、ﾌﾛｱ･ﾃﾞｰﾀより小さいﾃﾞｰﾀがあれば、新規のﾌﾛｱ･
ﾃﾞｰﾀとなります。このようにして、すべての波形の最大値と最小値を表すｴﾝﾍﾞﾛｰﾌﾟが
累積されていきます。

ﾙｰﾌ･ﾃﾞｰﾀとﾌﾛｱ･ﾃﾞｰﾀは、それぞれ別々に表示することも、両方同時に表示する事もで
きます。

ｽｲｰﾌﾟ回数が設定された最大数に達すると、累積はｽﾄｯﾌﾟします。又、ﾄﾘｶﾞ･ﾓｰﾄﾞを
"NORM"から"STOP"に切り替えるか、ﾌｧﾝｸｼｮﾝ･ﾄﾚｰｽの表示をOFFにすることで、累積
を中断する事ができます。この操作を逆におこなうと、累積を継続することができま
す。現在累積されているｴｸｽﾄﾚｰﾏ波形は、入力ｹﾞｲﾝ、ｵﾌｾｯﾄ又はｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ、ﾄﾘｶﾞ条件、
ﾀｲﾑﾍﾞｰｽ、ﾊﾞﾝﾄﾞ幅ﾘﾐｯﾄ等の補足ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定を変更する事でﾘｾｯﾄされます。現在までの
累積回数は、そのﾄﾚｰｽ又はその拡大ﾄﾚｰｽの"ﾄﾚｰｽ･ﾗﾍﾞﾙ･ﾌｨｰﾙﾄﾞ"に表示されます。

ｽｲｰﾌﾟ数が設定値に達した場合、"SETUP"ﾒﾆｭｰで最大ｽｲｰﾌﾟ数を変更するだけで、より
多くのｽｲｰﾌﾟを行う事ができます。但しその時、他のﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定も変更してしまうと
累積がﾘｾｯﾄされてしまいます。

エクストレーマ
メニュー
(WP01)
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use Math?
Yesを選択します。

Math Type
Extremaを選択します。

limits
表示をｴﾝﾍﾞﾛｰﾌﾟ、ﾌﾛｱ、ﾙｰﾌと切り替えます。"Floor"
は、最小値のみを表示する場合に使用し、"Roof"は
最大値のみを表示します。この"Limits"の内容を途中
で切り替えても、累積はﾘｾｯﾄされません。

of
ｴﾝﾍﾞﾛｰﾌﾟを適用する信号波形を選択しま
す。ﾎﾞﾀﾝでもつまみでも設定できます。

for
演算に必要なｽｲｰﾌﾟ回数を選択します。つま
みで設定できます。ﾎﾞﾀﾝを押すと、ﾃﾞﾌｫﾙﾄ
の1,000になります。
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FFTメニュー
(WP02)

このﾒﾆｭ-では、捕捉した波形(ﾀｲﾑ･ﾄﾞﾒｲﾝ)を周波数ﾄﾞﾒｲﾝの信号に変換して観測する
ための演算(高速ﾌｰﾘｴ変換[FFT])の設定できます。高速ﾌｰﾘｴ変換の詳しい説明は補
足のＣ章で行われていますので、そちらをご覧ください。

use Math?
Yesを選択します。

Math Type
FFTを選択します。

FFT実行時の
注意事項

FFT演算中は、画面の右下ｺｰﾅｰに"FFT"とｼﾝﾎﾞﾙが表示されます。時間軸的に長い
波形（演算ﾎﾟｲﾝﾄ数が多い）の場合、FFT演算時間が長くなり、その間ﾌﾛﾝﾄ･ﾊﾟﾈﾙ
のﾎﾞﾀﾝやつまみの操作を受け付けなくなる事がありす。

FFT result
FFTの出力ﾌｫｰﾏｯﾄを振幅,位相,ﾊﾟﾜｰ密度,ﾊﾟﾜｰ･ｽ
ﾍﾟｸﾄﾗﾑ,実数部,実数部+虚数部の中から選んで設
定できます。

with
FFTの窓関数をﾚｸﾀﾝｷﾞｭﾗ、ﾊﾆﾝｸﾞ、ﾊﾐﾝｸﾞ、ﾌﾞﾗｯ
ｸﾏﾝ-ﾊﾘｽ、ﾌﾗｯﾄ-ﾄｯﾌﾟの中から選んで設定できま
す。ﾎﾞﾀﾝでもつまみでも設定できます。

of
FFTする波形を選択します。ﾎﾞﾀﾝでもつまみで
も設定できます。
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FFTアベレージ･
メニュー
(WP02)

このﾒﾆｭ-では、FFTﾄﾚｰｽをｿｰｽとしたFFTｱﾍﾞﾚｰｼﾞの設定ができます。

FFTｱﾍﾞﾚｰｼﾞは、安定したﾄﾘｶﾞがかけられない周期的な信号や広帯域ﾉｲｽﾞの特性を測
定するために役立ちます。なお、この種のｱﾍﾞﾚｰｼﾞﾝｸﾞの場合、各周波数ごとのﾄｰﾀﾙ･
ﾊﾟﾜｰ（信号とﾉｲｽﾞの）で測定されます。

注:FFTｱﾍﾞﾚｰｼﾞを行なう信号波形は、FFTされていなければなりません。

use Math?
Yesを選択します。

Math Type
FFTAVGを選択します。

FFT result
FFTｱﾍﾞﾚｰｼﾞの出力ﾌｫｰﾏｯﾄを振幅、ﾊﾟﾜｰ密
度、ﾊﾟﾜｰ･ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑの中から選んで設定でき
ます。

of
FFTｱﾍﾞﾚｰｼﾞに用いる信号波形が選択できま
す。ﾎﾞﾀﾝでもつまみでも設定できます。

FFTｱﾍﾞﾚｰｼﾞは、"CLEAR SWEEPS"ﾎﾞﾀﾝを押すことでﾘｾｯﾄされます。現在までの
累積回数は、そのﾄﾚｰｽ又はその拡大ﾄﾚｰｽの"ﾄﾚｰｽ･ﾗﾍﾞﾙ･ﾌｨｰﾙﾄﾞ"に表示されます。

for
ｱﾍﾞﾚｰｼﾞに必要なｽｲｰﾌﾟ回数が設定できま
す。
つまみで設定できます。ﾎﾞﾀﾝを押すと、ﾃﾞ
ﾌｫﾙﾄの1,000になります。
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関数演算ﾒﾆｭｰ
(標準又はWP01)

このﾒﾆｭ-では、以下に挙げる関数演算ができます。

 注:
◆平方根は、実際には元波形の絶対値に対して行われます。

◆指数及び対数計算は、(単位に関係なく)数値に対しておこなわれます。

◆積分する波形に対して、その波形の-1016～＋1016までのｵﾌｾｯﾄがかけられます。

Absolute value(絶対値)(WP01) Log (base e)(自然対数)(WP01)
Derivative(微分)(WP01) Log 10 (base 10)(常用対数)(WP01)
Exp (base e)(eの指数)(WP01) Negation(反転)(標準)
Exp 10 (base 10)(10の指数)(WP01) Reciprocal(逆数)(WP01)
Identity(同一波形)(標準) Sinx/x(ｻｲﾝ補間)(標準)
Integral(積分)(WP01) Squre(二乗)(WP01)

Squre root(平方根)(WP01)
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use Math?
Yesを選択します。

Math Type
Functionsを選択します。

Function
関数演算のﾀｲﾌﾟを選択します。

of
ﾃﾞｰﾀ処理に用いる波形を選択します。ﾎﾞﾀﾝで
もつまみでも設定できます。
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use Math?
Yesを選択します。

Math Type
Rescaleを選択します。

係数補正を適応する波形を選択します。
ﾎﾞﾀﾝでもつまみでも設定できます。

係数補正ﾒﾆｭｰ
(WP01)

このﾒﾆｭｰでは、波形ﾃﾞｰﾀに対して任意のｹﾞｲﾝ(a)とｵﾌｾｯﾄ(b)を与えることができます。
その際の計算式は以下の通りです。

( a ×Waveform ) + b
ここでaおよびbは-1×1015から+1×1015までの間で選ぶことができます。

a=(またはb=)
ﾎﾞﾀﾝを押して数値、べき乗、桁数のいずれか変更し
たい項目を反転文字にします。つまみで選択された
項目の値の設定を行います。

ﾎﾞﾀﾝを押してaまたはbのどちらか変更したい項目を反転文
字にします。
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ﾒﾆｭ-･ﾎﾞﾀﾝ
ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ上の、濃いｸﾞﾚｰのﾎﾞﾀﾝのどれか
を押してﾒﾆｭｰ画面を呼び出すと、画面の
右端に最大7つの選択ﾌｨｰﾙﾄﾞが現われま
す。この選択ﾌｨｰﾙﾄﾞの内容の変更は、対
応する右隣のボタンを押すことで行えま
す。

つまみ
2つのつまみが、最後の2つのﾒﾆｭｰ･ﾌｨｰﾙﾄﾞに対応し
て用意されています。このﾒﾆｭｰ･ﾌｨｰﾙﾄﾞの内容は、
ﾎﾞﾀﾝでもつまみでも変更ができます。例えば、ﾎﾞﾀ
ﾝはﾘｽﾄにあげられたﾊﾟﾗﾒｰﾀを選ぶのに用い、つま
みはそのﾊﾟﾗﾒｰﾀの値を設定するのに用います。

8個目(一番下)のﾎﾞﾀﾝには、"RETURN"
と書かれていますが、このﾎﾞﾀﾝを押す
ことで、より高いﾚﾍﾞﾙのﾒﾆｭ-に戻りま
す。もし、最も高いﾚﾍﾞﾙのﾒﾆｭｰにいれ
ば、ﾒﾆｭｰを消します。

PANEL SETUPS(ﾊﾟﾈﾙ設定)
このﾎﾞﾀﾝを押すと、第23章で説明する
"PANEL SETUPS"ﾒﾆｭｰが現われ、装置の設定
条件を記憶／読みだしできます。

CURSORS / MEASURE(数値計測)
このﾎﾞﾀﾝを押すと、第22章で説明する
"CURSORS/MEASURE"ﾒﾆｭｰが現われ、波
形ﾃﾞｰﾀを、ｶｰｿﾙやﾊﾟﾗﾒｰﾀで数値計測がで
きます。

DISPLAY UTILITIES

STORE RECALL
WAVEFORM

CURSORS/
MEASURE

PANEL
SETUPSRETURN

SCREEN
DUMP

SHAW
STATUS

CLEAR
SWEEPS

DISPLAY(表示)
このﾎﾞﾀﾝを押すと、第18章で説明する"DIS-
PLAY"ﾒﾆｭｰが現われ、ｸﾞﾘｯﾄﾞや輝度、重ね書
きﾓｰﾄﾞ等の設定ができます。

WAVEFORM  RECALL
(波形呼び出し)
このﾎﾞﾀﾝを押すと、第21章で
説明する"WAVEFORM
RECALL"ﾒﾆｭｰが現われ、内部
ﾒﾓﾘ又は外部ﾒﾓﾘに記録された
波形を呼び出すことができま
す。

UTILITIES(付加機能)
このﾎﾞﾀﾝを押すと、第19章で
説明する"UTILITIES"ﾒﾆｭｰが
現われ、ﾌﾟﾘﾝﾀやGPIBﾎﾟｰﾄのｱ
ﾄﾞﾚｽ等の設定ができます。

1717 メニュー操作

STORE(波形記憶)
このﾎﾞﾀﾝを押すと、第20章で
説明する"WAVEFORM
STORE"ﾒﾆｭｰが現われ、波形を
内部ﾒﾓﾘや外部ﾒﾓﾘに書き込む
ことができます。
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DISPLAY UTILITIES

STORE RECALL
WAVEFORM

CURSORS/
MEASURE

PANEL
SETUPSRETURN

SCREEN
DUMP

SHAW
STATUS

CLEAR
SWEEPS

CLEAR SWEEPS(ｽｲｰﾌﾟ･ﾘｾｯﾄ)
ｱﾍﾞﾚｰｼﾞ(第16章"AVERAGE"ﾒﾆｭｰを参
照してください)や　PASS/FAILﾃｽﾄの
ように、複数のｽｲｰﾌﾟが必要な測定方
法がいくつかあります。このような
測定を行っている時にこのﾎﾞﾀﾝを押
すと、ｶｳﾝﾀをｾﾞﾛにして測定を初めか
ら始めることができます。

SHOW STATUS(ｽﾃｰﾀｽ表示)
このﾎﾞﾀﾝを押すと、第24章で説明する
"SHOW STATUS"ﾒﾆｭｰが現われます。

SCREEN DUMP(ﾊｰﾄﾞ･ｺﾋﾟｰ)
このﾎﾞﾀﾝを押すと、画面に表示されている
情報すべてをﾊｰﾄﾞｺﾋﾟｰする事ができます。
"Display  Setup"ﾒﾆｭｰでｸﾞﾘｯﾄﾞの輝度を0(ｾﾞﾛ)
に設定すると、ｸﾞﾘｯﾄﾞを出力せずに波形を
出力できます。
出力中は、画面上部に進行状況を示すﾊﾞｰが
表示され、PRINTNIGまたはPLOTTINGのﾒｯ
ｾｰｼﾞが画面右下に表示されます。
このﾎﾞﾀﾝをもう一度押すと、出力を中止で
きます。ただし、ﾊﾞｯﾌｧが空になるまで、出
力は継続して行われます。
注：第19章"UTILITIES"のﾌﾟﾘﾝﾀ設定を参考
にしてください。

1717 メニュー操作
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メニュー

DISPLAY UTILITIES

STORE RECALL
WAVEFORM

CURSORS/
MEASURE

PANEL
SETUPSRETURN

SCREEN
DUMP

SHAW
STATUS

CLEAR
SWEEPS

AUTO
SETUP

ｼｽﾃﾑ･ﾘｾｯﾄ
本機にリセットをかけるには、"AUTO SETUP"ﾎﾞﾀﾝと、一番上のﾒﾆｭｰ･ﾎﾞﾀﾝと
"RETURN"ﾎﾞﾀﾝの３つを同時に押してください。
この操作を行うと、装置はｼｽﾃﾑ･ｿﾌﾄｳｴｱを再ﾛｰﾄﾞし工場出荷時のﾃﾞﾌｫﾙﾄ状態に戻り、
内部ﾘﾌｧﾚﾝｽ･ﾒﾓﾘM1～M4に保存されている波形ﾃﾞｰﾀは消失します。但し、ﾊﾟﾈﾙ・ｾｯﾄ
ｱｯﾌﾟ･ﾃﾞｰﾀは失われません。

1717 メニュー操作

第１７章－３
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メニュー

このメニューは次の項目を選択する場合に使用します。
－標準ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲまたはXYﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ
－重ね書きのON/OFF
－ｸﾞﾘｯﾄﾞ数
－波形と文字の輝度調整
－ｸﾞﾘｯﾄﾞの輝度調整

1818 表示

標準ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲと

XYﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ

標準ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲでは、縦軸に信号ﾚﾍﾞﾙを、横軸に時間(またはFFTでは周波数)を表
示します。XYﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲでは、任意の二つのﾄﾚｰｽを縦軸(Y軸)と横軸(X軸)に割り当
てて表示します。

XYﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲが正しく表示されるためには、選択されたﾄﾚｰｽが同じ時間または周
波数ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙのもので、同じ横軸単位(秒またはﾍﾙﾂ)を持っていなければなりませ
ん。２つの互換性のあるﾄﾚｰｽを選択すると、直ちにXYﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲが表示されま
す。互いに互換性のないﾄﾚｰｽを選択すると、画面上部に警告ﾒｯｾｰｼﾞが表示されま
す。互いに互換性のあるﾄﾚｰｽで、水平方向に位置がずれた表示を選択すると、各
ﾄﾚｰｽの共通部分がXY表示されます。画面左端の表示ﾄﾚｰｽ･ｴﾘｱに△Tまたは△Fが
表示されます。

第１８章－１



メニュー 1818 表示

重ね書き表示は、標準ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲおよびXYﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲどちらでも行なえます。重ね
書き表示では、複数の波形を画面に重ね書きするために、多くの点を表示しま
す。重ね書き表示により、ｱｲ･ﾊﾟﾀｰﾝやｺﾝｽﾀﾚｰｼｮﾝ表示が得られます(下図参照)。最
後に捉えられた波形は、高輝度で表示されます。但し、XYおよびｼｰｹﾝｽ･ﾓｰﾄﾞで
はこの限りではありません。

重ね書き表示
(Persistence)

第１８章－２
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画面表示形式およびｸﾞﾘｯﾄﾞの大きさは、標準ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲまたはXYﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲの選択
によって違います。Parameter表示は、標準ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲが選択されており、
CURSORS/MEASUREﾒﾆｭｰでParametesを選択した場合のみ、表示されます。この
時、ｸﾞﾘｯﾄﾞ数は強制的に１個になります。

1818 表示

画面表示形式

第１８章－３

Single Grid Dual Grid

Quad Grid Parameter

STANDARD DISPLAY MODE



メニュー 1818 表示
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XY DISPLAY MODE

"XY only" Grid

"XY-Dual"XY-Single" Grid



メニュー

標準ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ Standard/XY
Standardを選択します。

1818 表示

W'form + Text intensity
(波形・文字の輝度調整）
このつまみを使って入力波形、文字の輝度
を調整します。

Grid intensity
このつまみを使ってｸﾞﾘｯﾄﾞの輝度を調整しま
す。輝度を0%に設定すると、画面ﾊｰﾄﾞ･ｺﾋﾟｰ
の際にｸﾞﾘｯﾄﾞは出力されません。

Dot Join
補間表示の選択をします。ONのﾓｰﾄﾞではｻﾝ
ﾌﾟﾙ点間を直線補間して表示します。OFFの
ﾓｰﾄﾞではｻﾝﾌﾟﾙ点のみを表示します。

Persistence Setup
重ね書きﾓｰﾄﾞの設定ﾒﾆｭｰを呼び出します。
(第１８章－７ﾍﾟｰｼﾞを参照下さい。)

Persistence
重ね書きﾓｰﾄﾞのON/OFFを選択します。ON
のﾓｰﾄﾞでは取り込まれた波形は重ね書きさ
れ、CLAER SWEEPSﾎﾞﾀﾝを押す、信号取り
込み条件を変える、演算処理の設定を変え
る等を行うと、ﾘｾｯﾄできます。
重ね書きされたｽｲｰﾌﾟの数(最大1,000,000回)
は、ｸﾞﾘｯﾄﾞの下に表示されます。

第１８章－５

Grids
ｸﾞﾘｯﾄﾞ数の選択をします(第１８章-３ﾍﾟｰｼﾞ参
照)。
但し、"CURSORS/MEASURE"ﾒﾆｭｰで
"Parameters"や"PASS/FAIL"を選択している場合
は、ｸﾞﾘｯﾄﾞ数は１個です。



メニュー

XYﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ

Persistence
重ね書きﾓｰﾄﾞのON/OFFを選択します。ONのﾓｰﾄﾞ
では取り込まれた波形は重ね書きされ、CLAER
SWEEPSﾎﾞﾀﾝを押すか、信号取り込み条件を変え
る、または演算処理の設定を変えるか、ｸﾞﾘｯﾄﾞ数を
変えた場合にﾘｾｯﾄできます。重ね書きされたｽｲｰﾌﾟ
の数は、ｸﾞﾘｯﾄﾞの下に表示されます。

Standard/XY
XYを選択します。

1818 表示

W'form + Text intensity
(波形・文字の輝度調整）
このつまみを使って入力波形、文字の輝度
を調整します。

Grid intensity
このつまみを使ってｸﾞﾘｯﾄﾞの輝度を調整しま
す。輝度を0%に設定すると、画面ﾊｰﾄﾞ･ｺﾋﾟｰの
際にｸﾞﾘｯﾄﾞは出力されません。

Dot Join
(XYﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｰでは、機能しません。)

Grids
必要なｸﾞﾘｯﾄﾞ数を選択します。XY onlyﾓｰ
ﾄﾞでは、ｽｸﾘｰﾝ全体にＸＹｸﾞﾘｯﾄﾞが表示さ
れます。Singleを選択すると、画面の上部
にＸＹｸﾞﾘｯﾄﾞが表示され、その下の長方
形のｸﾞﾘｯﾄﾞ内に入力波形が表示されま
す。また、Dualを選択すると、長方形の
ｸﾞﾘｯﾄﾞ部が２分割され"Dual Grid"表示にな
ります。
(第１８章-４ﾍﾟｰｼﾞを参照下さい )

第１８章－６
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重ね書き

1818 表示

Persist for
残光時間を秒で設定します。Infiniteにする
と、残光時間が無限大になり、"Clear Sweep"
キーを押す等して、波形表示をｸﾘｱするまで
重ね書きを続けます。

Persistence
重ね書きを全ﾄﾚｰｽに対して行うか、表示され
ている波形の内の上２つのﾄﾚｰｽのみに対して
行うかを選択します。

第１８章－７
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Hardcopy Setup
このﾎﾞﾀﾝを押すと、ﾌﾟﾘﾝﾀやﾌﾟﾛｯﾀ設定及びｸﾞﾗﾌｨｯｸ･ﾌｧｲﾙ
の選択及び変更ができます。

Time/Date Setup
このﾎﾞﾀﾝを押すと、画面左上部に表示されるﾘｱﾙﾀｲﾑ･ｸﾛｯｸ
を設定ができます。

Mass Storage Utilities
このﾎﾞﾀﾝを押すと、Mass Storage Utilities
ﾒﾆｭｰが呼び出せます。

1919

この章ではﾕｰﾃｨﾘﾃｨ･ﾒﾆｭｰを説明します。このﾒﾆｭｰでは、次の設定ができます。
－ﾊｰﾄﾞｺﾋﾟｰの設定
－ﾘｱﾙﾀｲﾑ･ｸﾛｯｸの日時の設定
－GPIBとRS232Cの選択
－ﾒﾓﾘ･ｶｰﾄﾞやﾌﾛｯﾋﾟ･ﾃﾞｨｽｸ及びﾊｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｽｸのﾕｰﾃｨﾘﾃｨ(ｺﾋﾟｰ、ﾌｫｰﾏｯﾄやﾌｧｲﾙの削除等)
－ｽﾍﾟｼｬﾙ･ﾓｰﾄﾞ(ｵﾌｾｯﾄの設定方式の選択、ｼｰｹﾝｽ･ﾓｰﾄﾞのﾀｲﾑｱｳﾄの設定等)

－校正信号の設定(周波数､ﾄﾘｶﾞ出力、ﾊﾟｽ/ﾌｪｲﾙ･ﾃｽﾄ時のﾊﾟﾙｽ出力の設定)　

Special Modes
このﾎﾞﾀﾝを押すと、Special Modesﾒﾆｭｰが呼

び出せます。

CAL BNC setup
このﾎﾞﾀﾝを押すと、CAL BNC Setupﾒﾆｭｰが

呼び出せます。

GPIB/RS232 Setup
このﾎﾞﾀﾝを押すと、ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ設定の確認及
び変更ができます。

第１９章－１
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ﾊｰﾄﾞｺﾋﾟｰの設定

plot size(ﾌﾟﾛｯﾀのみ有効)
ﾎﾞﾀﾝまたはつまみで、A4(11"×8.5")またはA5
(8.5"×5.5")を選択します。

レクロイ
93xxｼﾘｰｽﾞ
に接続

2
3
7
20

2
3
5
8

本機とﾌﾟﾘﾝﾀ/ﾌﾟﾛｯﾀに接続するRS232Cｹｰﾌﾞﾙのﾋﾟﾝ接続

pen number(ﾌﾟﾛｯﾀのみ有効)
つまみを回して、ﾌﾟﾛｯﾀにｾｯﾄされているﾍﾟﾝの数
を選択します。

ユーティリティ1919

page feed
ﾌﾟﾘﾝﾀに出力する際にﾍﾟｰｼﾞ自動送りにするかど
うかをﾎﾞﾀﾝで切り替えます。

D-Sub 25ﾋﾟﾝ(ｵｽ)D-Sub 9ﾋﾟﾝ(ﾒｽ)

ﾌﾟﾘﾝﾀ/
ﾌﾟﾛｯﾀに接続

output to
出力する装置を選択します。ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽを用いる場合には、
GPIB&RS232 Setupﾒﾆｭｰでﾎﾟｰﾄの設定をご確認ください。
出力装置は、ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ(RS232,GPIB,ｾﾝﾄﾛﾆｸｽ(*))を介してﾌﾟﾘﾝﾀ
やﾌﾟﾛｯﾀに設定することも、記憶装置(ﾒﾓﾘ･ｶｰﾄﾞ(*)、ﾌﾛｯﾋﾟ･ﾃﾞｨｽ
ｸ(*)、ﾊｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｽｸ(*))に設定することや、内蔵ﾌﾟﾘﾝﾀ(*)に設定す
ることもできます。ｵﾌﾟｼｮﾝ搭載の条件に応じて、設定可能な装
置の一覧が現われます。
注)(*)はｵﾌﾟｼｮﾝです。

plotter/printer
ﾎﾞﾀﾝを押して、適切なﾌﾟﾘﾝﾀ機種を選択します。

注注注注注:ﾌﾛﾝﾄ･ﾊﾟﾈﾙ:ﾌﾛﾝﾄ･ﾊﾟﾈﾙ:ﾌﾛﾝﾄ･ﾊﾟﾈﾙ:ﾌﾛﾝﾄ･ﾊﾟﾈﾙ:ﾌﾛﾝﾄ･ﾊﾟﾈﾙにあるにあるにあるにあるにある"SCREEN DUMP"ﾎﾞﾀﾝ"SCREEN DUMP"ﾎﾞﾀﾝ"SCREEN DUMP"ﾎﾞﾀﾝ"SCREEN DUMP"ﾎﾞﾀﾝ"SCREEN DUMP"ﾎﾞﾀﾝををををを
押すと、画面の押すと、画面の押すと、画面の押すと、画面の押すと、画面のﾊｰﾄﾞｺﾋﾟｰﾊｰﾄﾞｺﾋﾟｰﾊｰﾄﾞｺﾋﾟｰﾊｰﾄﾞｺﾋﾟｰﾊｰﾄﾞｺﾋﾟｰが設定された出力装が設定された出力装が設定された出力装が設定された出力装が設定された出力装
置に書き出されます。置に書き出されます。置に書き出されます。置に書き出されます。置に書き出されます。

注意注意注意注意注意! !! !! !! !! !　　　　　ﾊｰﾄﾞｺﾋﾟｰ･ﾎﾟｰﾄﾊｰﾄﾞｺﾋﾟｰ･ﾎﾟｰﾄﾊｰﾄﾞｺﾋﾟｰ･ﾎﾟｰﾄﾊｰﾄﾞｺﾋﾟｰ･ﾎﾟｰﾄﾊｰﾄﾞｺﾋﾟｰ･ﾎﾟｰﾄをををををGP-IBGP-IBGP-IBGP-IBGP-IBに選択した場合、に選択した場合、に選択した場合、に選択した場合、に選択した場合、ｺﾝﾋﾟｭｰｺﾝﾋﾟｭｰｺﾝﾋﾟｭｰｺﾝﾋﾟｭｰｺﾝﾋﾟｭｰ
ﾀ･ﾎﾟｰﾄ(GPIB/RS232 Setupﾒﾆｭｰ)ﾀ･ﾎﾟｰﾄ(GPIB/RS232 Setupﾒﾆｭｰ)ﾀ･ﾎﾟｰﾄ(GPIB/RS232 Setupﾒﾆｭｰ)ﾀ･ﾎﾟｰﾄ(GPIB/RS232 Setupﾒﾆｭｰ)ﾀ･ﾎﾟｰﾄ(GPIB/RS232 Setupﾒﾆｭｰ)をををををRS232CRS232CRS232CRS232CRS232Cに設定してくに設定してくに設定してくに設定してくに設定してく
ださい。正しく設定されていれば、ださい。正しく設定されていれば、ださい。正しく設定されていれば、ださい。正しく設定されていれば、ださい。正しく設定されていれば、"GPIB/RS232 Setup""GPIB/RS232 Setup""GPIB/RS232 Setup""GPIB/RS232 Setup""GPIB/RS232 Setup"
のののののﾒﾆｭｰﾒﾆｭｰﾒﾆｭｰﾒﾆｭｰﾒﾆｭｰの中にの中にの中にの中にの中に"GPIB Talk Only""GPIB Talk Only""GPIB Talk Only""GPIB Talk Only""GPIB Talk Only"が表示されます。が表示されます。が表示されます。が表示されます。が表示されます。
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output to
Internal Printerを選択します。

auto print
ここの設定をONにすると、ﾄﾘｶﾞがかかるたびに
画面のﾊｰﾄﾞ･ｺﾋﾟｰを内蔵ﾌﾟﾘﾝﾀへ出力します。

cm/division
ﾌﾟﾘﾝﾄ･ｱｳﾄの横軸拡大率を設定します。

注意!　重ね書き表示の時横軸拡大を
行っても、重ね書きされた波形はﾌﾟﾘﾝﾄ･
ｱｳﾄされません。また、拡大したﾌﾟﾘﾝﾄ･ｱ
ｳﾄにはｶｰｿﾙが出ません。

page feed
(ここでは、機能しません)

内蔵ﾌﾟﾘﾝﾀの設定
(FD-01搭載機)

ｸﾞﾗﾌｨｯｸ･ﾌｧｲﾙ DTPに対応する為、画面のﾊｰﾄﾞｺﾋﾟｰをｸﾞﾗﾌｨｯｸ･ﾌｧｲﾙとして出力できます。

output to
ｸﾞﾗﾌｨｯｸ･ﾌｧｲﾙとして出力する先を設定します。
標準では、GPIBとRS-232-Cが選択でき、ｵﾌﾟｼｮﾝを取り付ける
と、ﾌﾛｯﾋﾟ･ﾃﾞｨｽｸ、ﾒﾓﾘ･ｶｰﾄﾞ、ﾊｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｽｸに出力できます。

Protocol
ｸﾞﾗﾌｨｯｸ･ﾌｧｲﾙの指定を行います。以下の
ﾌｧｲﾙ形式が指定できます。
－TIFF
－TIFF compr.(圧縮TIFF)
－BMP
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日付/時間の設定

Hour/Min/Sec
ﾎﾞﾀﾝでHour(時),Min(分),Sec(秒)を切り換
え、つまみで正しい時刻に合わせます。

SET CLOCK...　(FALL)
ｳｨﾝﾀｰﾀｲﾑ(時計を１時間遅らせる)にする時に使用します。

SET CLOCK...　(SPRING)
ｻﾏｰﾀｲﾑ(時計を１時間進める)にする時に使用します。

LOAD CHANGES NOW
このﾎﾞﾀﾝを押すと、Hour/Min/SecとDay/Mnth/Yearの
つまみで変更した内容が有効になります。

Day/Mnth/Year　
ﾎﾞﾀﾝでDay(日),Mnth(月),Year(年)を切り換
え、つまみで正しい年月日に合わせます。
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GPIB&RS232
の設定

Remote Control from
ﾘﾓｰﾄ･ｺﾝﾄﾛｰﾙのﾎﾟｰﾄを選択します。

注：注：注：注：注：RS232RS232RS232RS232RS232を選択した場合、を選択した場合、を選択した場合、を選択した場合、を選択した場合、GPIB ｲﾝﾀｰGPIB ｲﾝﾀｰGPIB ｲﾝﾀｰGPIB ｲﾝﾀｰGPIB ｲﾝﾀｰ

ﾌｪｲｽﾌｪｲｽﾌｪｲｽﾌｪｲｽﾌｪｲｽははははは"TALK ONLY"ﾓｰﾄﾞ"TALK ONLY"ﾓｰﾄﾞ"TALK ONLY"ﾓｰﾄﾞ"TALK ONLY"ﾓｰﾄﾞ"TALK ONLY"ﾓｰﾄﾞになります。になります。になります。になります。になります。

RS232 Mode
RS232を介した通信時のﾃﾞｰﾀ長を７ﾋﾞｯﾄまたは
８ﾋﾞｯﾄのいずれかを選択します。

GPIB Device (Address)
適切なGPIBｱﾄﾞﾚｽを選択します。変更と同
時にそのｱﾄﾞﾚｽは有効になります。

Stop bits
ｽﾄｯﾌﾟ･ﾋﾞｯﾄの数を選択します(RS232時)。

Baud Rate
ﾎﾞﾀﾝまたはつまみで適切なﾎﾞｰ･ﾚｰﾄを選択
します(RS232時)。

注:全ての設定は、このﾒﾆｭｰで変更された直後に有効になります。

Parity
ﾊﾟﾘﾃｨの選択をします(RS232時)。
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RS-232-Cｺﾈｸﾀ

DB9
ﾋﾟﾝ番号
  ３ TXD TRANSMITTED DATA(ｵｼﾛｽｺｰﾌﾟから出力)
  ２ RXD RECEIVED DATA(ｵｼﾛｽｺｰﾌﾟへ入力)
  ７ RTS REQUEST TO  SEND(ｵｼﾛｽｺｰﾌﾟから出力)

XON/XOFFﾊﾝﾄﾞｼｪｰｸが選択された場合は、
常にTRUEになります。その他の場合、ｵｼﾛ
ｽｺｰﾌﾟが入力待ちなった時にTRUE、入力を
受け付けられない時にFALSEなります。

  ８ CTS CLEAR TO SEND(ｵｼﾛｽｺｰﾌﾟへ入力)
TRUEの時、ｵｼﾛｽｺｰﾌﾟはﾃﾞｰﾀの転送が行え
ます。FALSEの時、ﾃﾞｰﾀの転送は停止しま
す。

  ４ DTR DATA TERMINAL READY(ｵｼﾛｽｺｰﾌﾟから出力)
常にTRUEです。

  － GND ﾌﾟﾛﾃｸﾃｨﾌﾞ･ｸﾞﾗﾝﾄﾞ

  ５ SIG GND ｼｸﾞﾅﾙ･ｸﾞﾗﾝﾄﾞ

  RS-232-Cｺﾈｸﾀ･ﾋﾟﾝ･ｱｻｲﾒﾝﾄ

この接続は、DTE(Data Terminal Equipment)接続です。

ﾘｱ･ﾊﾟﾈﾙに装備されているRS-232-Cｲﾝﾀﾌｪｰｽは、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀからのﾘﾓｰﾄ･ｺﾝﾄﾛｰﾙ用のｲﾝ
ﾀｰﾌｪｰｽとして使用できます。また、画面のﾊｰﾄﾞｺﾋﾟｰﾃﾞｰﾀを、RS-232-Cを介して直
接ﾌﾟﾘﾝﾀやﾌﾟﾛｯﾀに出力することもできます。
ﾌﾟﾘﾝﾀまたはﾌﾟﾛｯﾀがRS-232-Cﾎﾟｰﾄを介してｵｼﾛｽｺｰﾌﾟに接続されているならば、
GP-IBﾎﾟｰﾄを経由してｵｼﾛｽｺｰﾌﾟのﾘﾓｰﾄ･ｺﾝﾄﾛｰﾙが可能です。
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mass storage utilitiesﾒﾆｭｰで、ﾏｽ･ｽﾄﾚｰｼﾞ･ﾌｧｲﾙ･ｼｽﾃﾑに関するｺﾝﾄﾛｰﾙを行います。
ここで言う"ﾏｽ･ｽﾄﾚｰｼﾞ･ﾌｧｲﾙ"とは、ﾒﾓﾘ･ｶｰﾄﾞ、ﾌﾛｯﾋﾟ･ﾃﾞｨｽｸ又はﾊｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｽｸ上に
蓄積されているﾃﾞｰﾀ･ﾌｧｲﾙのことを指します。

ﾒﾓﾘ･ｶｰﾄﾞのﾃﾞｰﾀ構造は、PCMCIA 1.0/JEIDA 4.0規格に準拠し、通常のDOSﾌﾛｯﾋﾟ
やﾊｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｽｸに書かれているのと同様のﾌｧｲﾙ構造を持っています。
ｵｼﾛｽｺｰﾌﾟでﾒﾓﾘ･ｶｰﾄﾞをﾌｫｰﾏｯﾄすると、512ﾊﾞｲﾄごとのｾｸﾀｰに分割されます。ｵｼﾛｽ
ｺｰﾌﾟでは、ｴﾗｰ検出のためにｾｸﾀ間に挿入されるCRCやﾁｪｯｸｻﾑをｻﾎﾟｰﾄしていませ
ん。CRCやﾁｪｯｸｻﾑをｻﾎﾟｰﾄするようにﾌｫｰﾏｯﾄされたﾒﾓﾘ･ｶｰﾄﾞの場合、ｵｼﾛｽｺｰﾌﾟか
らのﾃﾞｰﾀの書き込みができませんのでご注意下さい。

ﾌﾛｯﾋﾟ･ﾃﾞｨｽｸは、MS-DOS互換の1.44MB(2HD)および720kB(2DD)ﾌｫｰﾏｯﾄをｻﾎﾟｰﾄし
ています。

マス・
ストレージ・
ファイル・
システム

ﾒﾓﾘ･ｶｰﾄﾞの
ﾌｫｰﾏｯﾄ

ﾌﾛｯﾋﾟの
ﾌｫｰﾏｯﾄ

ユーティリティ1919

ﾊｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｽｸのﾃﾞｰﾀ構造は、PCMCIA 2.0/JEIDA 4.0規格に準拠し、通常のDOSﾌﾛｯ
ﾋﾟやﾊｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｽｸに書かれているのと同様のﾌｧｲﾙ構造を持っています。
ｵｼﾛｽｺｰﾌﾟでﾊｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｽｸをﾌｫｰﾏｯﾄすると、512ﾊﾞｲﾄ単位のｾｸﾀｰと4ｾｸﾀｰ単位のｸﾗｽﾀを
持ったﾌｧｲﾙ構造にﾌｫｰﾏｯﾄされます。1ｸﾗｽﾀがﾌｧｲﾙｻｲｽﾞとしては最小単位となりま
す。その為、2048ﾊﾞｲﾄよりも小さなﾃﾞｰﾀであっても、ﾃﾞｨｽｸ上では1ｸﾗｽﾀ、すなわ
ち2048ﾊﾞｲﾄ分のｽﾍﾟｰｽを占有する事になります。

すべてのﾌｧｲﾙは、ﾒﾃﾞｨｱ内の"LECROY_1.DIR"という作業用ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘから読み書き
されます。このﾃﾞｨﾚｸﾄﾘはｵｼﾛｽｺｰﾌﾟでﾒﾃﾞｨｱをﾌｫｰﾏｯﾄした時に自動的に作られま
す。もし、ﾒﾃﾞｨｱが他の機器でﾌｫｰﾏｯﾄされている場合には、ﾌｧｲﾙが最初に書き込
まれる時に"LECROY_1.DIR"という名前のﾃﾞｨﾚｸﾄﾘが作られます。

作業用ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘは、"Mass Storage Preference"ﾒﾆｭｰで新たに名前を付けて変更する
事ができます。ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ名は、DOSﾌｫｰﾏｯﾄに準拠します。なお、全ての作業用ﾃﾞｨ
ﾚｸﾄﾘは、ﾙｰﾄ･ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘの下にｻﾌﾞ･ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘとして作成されます。

一つのﾃﾞｨﾚｸﾄﾘの中に収納できるﾌｧｲﾙ数の上限は2400です。

ﾌﾛｯﾋﾟ･ﾃﾞｨｽｸ上のﾃﾞｰﾀを日本電気製PC-98ｼﾘｰｽﾞで読み込む場合は、以下の点にご留意
下さい。
　－PC-98ｼﾘｰｽﾞの中には1.44MBﾌｫｰﾏｯﾄのﾌﾛｯﾋﾟ･ﾃﾞｨｽｸを読めない機種があります。
　　お手持ちのPC-98ｼﾘｰｽﾞが、1.44MBﾌｫｰﾏｯﾄのﾌﾛｯﾋﾟ･ﾃﾞｨｽｸをｻﾎﾟｰﾄするかどうか　
　　は、取扱説明書やPC-98ｼﾘｰｽﾞをお買い求め頂いた販売店等でご確認下さい。
　－1.44MBをｻﾎﾟｰﾄしていないPC-98ｼﾘｰｽﾞでﾌﾛｯﾋﾟ･ﾃﾞｨｽｸ上のﾃﾞｰﾀを読む場合には、
　　720kBにﾌｫｰﾏｯﾄされた2DDﾌﾛｯﾋﾟ･ﾃﾞｨｽｸをお使い下さい。

ﾊｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｽｸの
ﾌｫｰﾏｯﾄ

LeCroyﾃﾞｰﾀ用
ｻﾌﾞﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ
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第１９章－８

ﾌｧｲﾙ･ﾈｰﾑの構造 MS-DOSでは、半角８文字のﾌｧｲﾙ･ﾈｰﾑと半角３文字の拡張子で構成されます。
実際のﾌｧｲﾙ･ﾈｰﾑは次のようにきめられます。
－ﾊﾟﾈﾙ･ｾｯﾄｱｯﾌﾟ･ﾌｧｲﾙの拡張子はPNL
－波形ﾌｧｲﾙの拡張子は３文字の数字
－波形ﾃﾝﾌﾟﾚｰﾄ･ﾌｧｲﾙの拡張子はTPL
－ﾊｰﾄﾞｺﾋﾟｰ･ﾌｧｲﾙの拡張子はTIF, BMP,PRTまたはPLT
もし、ﾒﾃﾞｨｱ内にある同じ名前のﾌｧｲﾙ･ﾈｰﾑで保存しようする場合は、古いﾌｧｲﾙは消さ
れます。

ﾌｧｲﾙや作業用ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘの名前は、ある決まった規則にのっとって自動的に付けられま
す。なお、ｵｼﾛｽｺｰﾌﾟがﾃﾞﾌｫﾙﾄで持っている名前の設定は、"UTILITIES"ﾒﾆｭｰのなかの
"File Name Preferences"ﾒﾆｭｰで変更する事ができます。ﾌｧｲﾙ及び作業用ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘの名前
の付け方は以下の表に示すとおりです。

ユーティリティ1919

上の表の略号は、以下の通りです。
－"x"は、MS-DOSで許される文字(半角英数文字)を示しています。
－"tt"はﾄﾚｰｽ名を示し、C1,C2,C3,C4,TA,TB,TC,TDの内のどれかです。
　C1～C4はCH1～CH4に、TA～TDはZOOM+MATHﾄﾚｰｽのA～Dに対応します。
－"nnn"は3桁の10進数を表し、000から自動的に1づつ増えながら付けられてゆきま　
　す。
　例えば、CH1の波形ﾃﾞｰﾀを手動で保存すると、最初に保存した波形ﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙは　　
　"SC1.000"となり、二番目は"SC1.001"となります。
－"vv"は、ﾃﾝﾌﾟﾚｰﾄのﾊﾞｰｼﾞｮﾝ番号です。もし、ﾊﾞｰｼﾞｮﾝが2.2ならばﾃﾝﾌﾟﾚｰﾄ･ﾌｧｲﾙは、
　"LECROY22.TPL"となります。
－拡張子のTIFはTIFFﾌｧｲﾙであることを、BMPはBMPﾌｧｲﾙであることを示します。
－拡張子PLTは、ﾌﾟﾛｯﾀ･ﾌｧｲﾙであることを示します。
－拡張子PRTは、ﾌﾟﾘﾝﾀ･ﾌｧｲﾙであることを示します。

ﾌｧｲﾙの種類 ﾃﾞﾌｫﾙﾄの名前 ｶｽﾀﾏｲｽﾞ時の名前

手動でｽﾄｱした波形ﾌｧｲﾙ Stt.nnn xxxxxxxx.nnn
ｵｰﾄ･ｽﾄｱ時の波形ﾌｧｲﾙ Att.nnn xxxxxxxx.nnn
ﾊﾟﾈﾙ･ｾｯﾄｱｯﾌﾟ･ﾌｧｲﾙ Pnnn.PNL xxxxxnnn.PNL
ﾊｰﾄﾞｺﾋﾟｰ･ﾌｧｲﾙ Dnnn.TIF xxxxxnnn.TIF

Dnnn.BMP xxxxxnnn.BMP
Dnnn.PRT xxxxxnnn.PRT
Dnnn.PLT xxxxxnnn.PLT

ﾃﾝﾌﾟﾚｰﾄ･ﾌｧｲﾙ LECRPYvv.TPL 変更不可
ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘの名前 LECROY_1.DIR xxxxxxxx
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ｵｰﾄ･ｽﾄｱ波形ﾌｧｲﾙ
の名前の付け方

手動で波形ﾌｧｲﾙをﾒﾃﾞｨｱに保存すると、ﾃﾞﾌｫﾙﾄのﾌｧｲﾙ名は"Stt.nnn"となり、ｵｰﾄ･ｽﾄ
ｱでﾄﾘｶﾞがかかる度に自動的に保存するようにすると、ﾃﾞﾌｫﾙﾄのﾌｧｲﾙ名は
"Att.nnn"となります。ﾌｧｲﾙ名の最初の１文字の"A"は、ｵｰﾄ･ｽﾄｱで保存されたこと
を示し、"S"は手動で保存されたことを示しています。
波形ﾃﾞｰﾀを保存する時、ｵｼﾛｽｺｰﾌﾟのｼｽﾃﾑはﾃﾞﾌｫﾙﾄのﾌｧｲﾙ名に続いて、000から順
次1づつ増加する３桁の数字(拡張子のnnnの部分)を自動的に割り振ります。波形
ﾃﾞｰﾀのﾌｧｲﾙ名が、ﾃﾞﾌｫﾙﾄの"Stt"のﾌｫｰﾏｯﾄ(すなわちSC1やSTB等)に設定されている
と、ｵｰﾄ･ｽﾄｱ時には、自動的に"Att"のﾌｫｰﾏｯﾄ(すなわちSC1はAC1に、STBはATB
等)に変更されます。
但し、"File Name Preferences"ﾒﾆｭｰでﾌｧｲﾙ名をｶｽﾀﾏｲｽﾞした場合は、手動で波形を
保存した場合も、ｵｰﾄ･ｽﾄｱで波形保存した場合も同じﾌｧｲﾙ名になりますのでご注
意下さい。

ﾌｧｲﾙの消去を実行すると、拡張子或いはﾌｧｲﾙ名の一部に３桁の数字を用いている
ﾌｧｲﾙの場合、数字の部分も消去されます。なお、一度使われた数字はﾒﾃﾞｨｱがﾌｫｰ
ﾏｯﾄされない限り、重複して使われることはありません。
例えば、CH1の波形ﾌｧｲﾙである"SC1.000"を消去した後、次にCH1の波形をﾒﾃﾞｨｱ
に保存するとﾌｧｲﾙ名は"SC1.001"になります。

93xxｼﾘｰｽﾞのﾏｽ･ｽﾄﾚｰｼﾞ･ﾌｧｲﾙ･ｼｽﾃﾑでは、ﾒﾃﾞｨｱの容量をkﾊﾞｲﾄ単位で表し、1kﾊﾞｲﾄ
を1024ﾊﾞｲﾄと定義しています。多くのﾒﾃﾞｨｱ･ﾒｰｶｰは、ﾒﾃﾞｨｱの容量をMﾊﾞｲﾄ単位
で表しますが、1Mﾊﾞｲﾄを100万ﾊﾞｲﾄと定義している場合が多くみられます。その
為、ﾒﾃﾞｨｱの波形保存能力としては全く同一であるにも関わらず、93xxで示され
るﾒﾃﾞｨｱ容量の方が、ﾒﾃﾞｨｱ･ﾒｰｶｰの示している容量よりも小さく表示される場合
があります。
例えば、93xx用のﾊｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｽｸは、ﾒﾃﾞｨｱ･ﾒｰｶｰが示している容量値は131Mﾊﾞｲﾄで
すが、93xxｼﾘｰｽﾞの画面には約128Mﾊﾞｲﾄと表示されます。これは上記の理由によ
るもので、128Mﾊﾞｲﾄを1.024倍すると131Mﾊﾞｲﾄとなり、ﾒﾃﾞｨｱ･ﾒｰｶｰが示している

第１９章－９

ﾌｧｲﾙの消去

ﾊｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｽｸの取扱上の注意
・ﾊｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｽｸを本体のｽﾛｯﾄに挿入してお使いになるときは、必ず保護ｶﾊﾞｰを取り付
け　た上でお使い下さい。ﾊｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｽｸがｽﾛｯﾄから外れて落下する可能性がありま
す。
・ﾊｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｽｸを本体のｽﾛｯﾄから取り外す時は、保護ｶﾊﾞｰを取り外した上で、ﾊｰﾄﾞ･
ﾃﾞｨ　ｽｸ本体に手を軽く添えてから、取り外し用の黒いﾎﾞﾀﾝを押して下さい。ﾊｰﾄﾞ･
ﾃﾞｨｽｸ　に手を添えていないと、取りだし用のﾎﾞﾀﾝを押した際、ﾊｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｽｸが飛び
出すこと　があります。

・ﾊｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｽｸを持ち運びする場合には、かならず添付の保護ｹｰｽに入れて下さい。

ﾒﾃﾞｨｱの容量
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第１９章－１０

容量値と等しくなります。
ﾒﾓﾘ･ｶｰﾄﾞやﾌﾛｯﾋﾟ･ﾃﾞｨｽｸの後側には、書き込み防止用のﾗｲﾄ･ﾌﾟﾛﾃｸﾄ･ｽｲｯﾁが取り付け
られています。このﾌﾟﾛﾃｸﾄがかかっているとﾒﾓﾘ･ｶｰﾄﾞまたはﾌﾛｯﾋﾟ･ﾃﾞｨｽｸ･ﾒﾆｭｰの右
上に"WRITE  PROTECT"の表示が出ます。

各々のSRAMﾒﾓﾘ･ｶｰﾄﾞにはﾃﾞｰﾀを保持するための小さな乾電池が使用されています。
ﾎﾞﾀﾝ型でBC2325またはCR2325ﾀｲﾌﾟです。交換の必要がある場合は、ｵｼﾛｽｺｰﾌﾟが
"BAD  BATTERY"のﾒｯｾｰｼﾞを表示します。ﾊﾞｯﾃﾘの交換は、ﾒﾓﾘ･ｶｰﾄﾞの上部にある小
さな蓋をはずして行います。ﾒﾓﾘ･ｶｰﾄﾞ内のﾃﾞｰﾀを保持するためには、ｵｼﾛｽｺｰﾌﾟを動
作状態にしてﾒﾓﾘ･ｶｰﾄﾞを挿入し、そのままの状態でﾊﾞｯﾃﾘ交換を行って下さい。

ﾒﾓﾘ･ｶｰﾄﾞの電池
の交換

書き込み禁止
ｽｲｯﾁ

MS-DOSは、Microsoft Corporationの登録商標です。
PC-98ｼﾘｰｽﾞは、日本電気株式会社の登録商標です。
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第１９章－１１

マス・
ストレージ・
ユーティリティ

ﾏｽ・ｽﾄﾚｰｼﾞ(ﾌﾛｯﾋﾟ･ﾃﾞｨｽｸ、ﾒﾓﾘ･ｶｰﾄﾞ、ﾊｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｽｸ)に関連するﾕｰﾃｨﾘﾃｨのﾒｲﾝ･ﾒﾆｭｰ
です。
なお、このなお、このなお、このなお、このなお、このﾒﾆｭｰﾒﾆｭｰﾒﾆｭｰﾒﾆｭｰﾒﾆｭｰは、は、は、は、は、ﾌﾛｯﾋﾟ･ﾃﾞｨｽｸﾌﾛｯﾋﾟ･ﾃﾞｨｽｸﾌﾛｯﾋﾟ･ﾃﾞｨｽｸﾌﾛｯﾋﾟ･ﾃﾞｨｽｸﾌﾛｯﾋﾟ･ﾃﾞｨｽｸ、、、、、ﾒﾓﾘ･ｶｰﾄﾞﾒﾓﾘ･ｶｰﾄﾞﾒﾓﾘ･ｶｰﾄﾞﾒﾓﾘ･ｶｰﾄﾞﾒﾓﾘ･ｶｰﾄﾞ、、、、、ﾊｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｽｸﾊｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｽｸﾊｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｽｸﾊｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｽｸﾊｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｽｸのいずれかののいずれかののいずれかののいずれかののいずれかのｵｵｵｵｵ

ﾌﾟｼｮﾝﾌﾟｼｮﾝﾌﾟｼｮﾝﾌﾟｼｮﾝﾌﾟｼｮﾝが搭載されている機種のみで有効です。が搭載されている機種のみで有効です。が搭載されている機種のみで有効です。が搭載されている機種のみで有効です。が搭載されている機種のみで有効です。

Memory Card Utilities(MC93xx-014搭載機)
Floppy Disk Utilities(FD01搭載機)
Hard Disk Utilities(HD01搭載機)
それぞれのﾒﾆｭｰには、以下のｻﾌﾞ･ﾒﾆｭｰがあります。
－各ﾒﾃﾞｨｱ内のﾌｧｲﾙの削除
－各ﾒﾃﾞｨｱのﾌｫｰﾏｯﾄ
－ﾃﾝﾌﾟﾚｰﾄ･ﾌｧｲﾙの各ﾒﾃﾞｨｱへのｺﾋﾟｰ
詳細は、第１９章-１２ﾍﾟｰｼﾞをご覧下さい。

Mass Storage Preferences
このﾒﾆｭｰには、以下のｻﾌﾞ･ﾒﾆｭｰがあります。
－作業用ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘの設定
－新しいﾃﾞｨﾚｸﾄﾘの作成及び削除
－ﾌｧｲﾙ･ﾈｰﾑのｶｽﾀﾏｲｽﾞ
詳細は、第１９章-１６ﾍﾟｰｼﾞをご覧下さい。

File Transfers
このﾒﾆｭｰには、以下のｻﾌﾞ･ﾒﾆｭｰがあります。
－ﾌｧｲﾙを各ﾒﾃﾞｨｱ間でｺﾋﾟｰする
但し２つ以上のﾏｽ･ｽﾄﾚｰｼﾞ･ｵﾌﾟｼｮﾝを搭載してい
る必要があります。
詳細は、第１９章-１５ﾍﾟｰｼﾞをご覧下さい。



メニュー ユーティリティ1919

第１９章－１２

このﾒﾆｭｰでは、ｵﾌﾟｼｮﾝでｵｼﾛｽｺｰﾌﾟにｲﾝｽﾄｰﾙされているｽﾄﾚｰｼﾞ･ﾒﾃﾞｨｱについての情
報を表示します。
－ﾒﾃﾞｨｱが最後にﾌｫｰﾏｯﾄされた日時
－ﾒﾃﾞｨｱの容量と現在の空き容量
－選択されたﾌｧｲﾙが保存された日時と容量
　(選択されたﾌｧｲﾙはﾒﾆｭｰ･ﾌｨｰﾙﾄﾞの中で白抜き表示されます)
さらに、以下の項目の操作が可能です。

ストレージ・
メディア・
ユーティリティ

注)
このﾍﾟｰｼﾞの例では、"Floppy Disk Utilities"ﾒﾆｭ-表示が使われていますが、"Memory
Card Utilities"及び"Hard Disk Utilities"でも全く同じﾒﾆｭ-が表示されます。

File
ﾎﾞﾀﾝ又はつまみで削除するﾌｧｲﾙを選択します。

DO DELETE
下のﾒﾆｭｰ･ﾌｨｰﾙﾄﾞで選択されたﾌｧｲﾙを削除します。
誤って削除することを防ぐために、二回ﾎﾞﾀﾝを押す
必要があります。

TEMPLATE & FORMATTING
各ﾒﾃﾞｨｱのﾌｫｰﾏｯﾄを行う時や、ﾃﾝﾌﾟﾚｰﾄ･ﾌｧｲﾙをﾒﾃﾞｨｱ
にｺﾋﾟｰする時に使用するﾒﾆｭｰです。
ﾃﾝﾌﾟﾚｰﾄ･ﾌｧｲﾙはｱｽｷｰ形式のﾃｷｽﾄ･ﾌｧｲﾙで、ﾊﾞｲﾅﾘ波形
ﾃﾞｰﾀを一般のﾊﾟｰｿﾅﾙ･ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ等で利用可能なﾌｧｲﾙに
変換するために必要な情報が書かれています。
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第１９章－１３

(RE-)READ DRIVE
このﾎﾞﾀﾝを押すと、ﾌﾛｯﾋﾟを読みに行き内容を表
示します。

ストレージ・
メディア・
ユーティリティ
(続き)

このﾒﾆｭｰは、ﾌﾛｯﾋﾟ･ﾃﾞｨｽｸ･ｵﾌﾟｼｮﾝを装備した機種のみで有効で、以下の条件の時
の表示されます。
－新しいﾌﾛｯﾋﾟ･ﾃﾞｨｽｸが挿入された時
－ﾄﾞﾗｲﾌﾞにﾌﾛｯﾋﾟ･ﾃﾞｨｽｸが挿入されていない時
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ストレージ・
メディア・
ユーティリティ
(続き)

このﾒﾆｭｰは、ﾌﾛｯﾋﾟ･ﾃﾞｨｽｸ、ﾒﾓﾘ･ｶｰﾄﾞ、ﾊｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｽｸの共通のﾒﾆｭｰです。

Density(FD01搭載機のみ)
希望のﾒﾃﾞｨｱ･ｻｲｽﾞを選択します。1.44Mﾊﾞｲﾄ(2HD)又
は720kﾊﾞｲﾄ(2DD)が選択できます。

PERFORM FLPY FORMAT(FD01搭載機)
PERFORM CARD FORMAT(MC93xx-014搭載機)
PERFORM HDD FORMAT(HD01搭載機)
このﾎﾞﾀﾝを押すと、ﾒﾃﾞｨｱのﾌｫｰﾏｯﾄを開始します。誤って
ﾌｫｰﾏｯﾄすることを防ぐために二回押すようになっていま
す。

COPY TEMPLATE TO FLPY(FD01搭載機)
COPY TEMPLATE TO CARD(MC93xx-014搭載
機)
COPY TEMPLATE TO HDD(HD01搭載機)
ﾒﾃﾞｨｱにﾃﾝﾌﾟﾚｰﾄ･ﾌｧｲﾙをｺﾋﾟｰします。ﾃﾝﾌﾟﾚｰﾄ･ﾌｧｲﾙはｱｽ
ｷｰ形式のﾃｷｽﾄ･ﾌｧｲﾙで、ﾊﾞｲﾅﾘ波形ﾃﾞｰﾀを一般のﾊﾟｰｿﾅﾙ･ｺ
ﾝﾋﾟｭｰﾀ等で利用可能なﾌｧｲﾙに変換するために必要な情報
が書かれています。
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第１９章－１５

File Transferﾒﾆｭｰ

DO COPY
選択された種類のﾌｧｲﾙのｺﾋﾟｰを実行します。

Which files
ﾌｧｲﾙ･ｺﾋﾟｰをしたいﾌｧｲﾙの種類を選択します。

Direction
このﾒﾆｭｰで、ｺﾋﾟｰ元→ ｺﾋﾟｰ先を指定します。
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プリファレンス・
メニュー

File Name Preferences
このﾎﾞﾀﾝを押すと、波形ﾌｧｲﾙ、ｾｯﾄｱｯﾌﾟ･ﾌｧｲﾙ及
びﾊｰﾄﾞｺﾋﾟｰ･ﾌｧｲﾙの名前をｶｽﾀﾏｲｽﾞできるﾒﾆｭｰに
入ることができます。

on drive
ﾌﾟﾘﾌｧﾚﾝｽの設定を行うﾒﾃﾞｨｱを選択します。

このﾒﾆｭｰには、以下の機能があります。
－作業ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘの選択
－ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘの消去
－ﾌｧｲﾙ･ﾌﾟﾘﾌｧﾚﾝｽ･ﾒﾆｭｰへのｱｸｾｽ
－ｱｯﾄﾞ･ﾆｭｰ･ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ･ﾒﾆｭｰへのｱｸｾｽ

DELETE THIS DIRECTORY
下のﾒﾆｭｰ･ﾎﾞｯｸｽで選択されたﾃﾞｨﾚｸﾄﾘを削除します。
誤って削除することを避けるため、ﾎﾞﾀﾝを二回押す
必要があります。

work with
ﾌｧｲﾙの読み書きを行うﾃﾞｨﾚｸﾄﾘを選択します。

Add new Directory
このﾎﾞﾀﾝを押すと、新しいﾃﾞｨﾚｸﾄﾘを追加する
為のﾒﾆｭ-に入ります。

第１９章－１６
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第１９章－１７

ファイル・
ネーム・
プリファレンス・
メニュー

このﾒﾆｭｰでは、波形ﾌｧｲﾙ、ｾｯﾄｱｯﾌﾟ･ﾌｧｲﾙ、及びﾊｰﾄﾞｺﾋﾟｰ･ﾌｧｲﾙのｶｽﾀﾑ･ﾈｰﾑを付け
ることができます。

ENTER NEW FILE NAME
新しくｶｽﾀﾏｲｽﾞされた名前を有効にする為に、この
ﾎﾞﾀﾝを押します。

RESTORE DEFAULT NAME
ｶｽﾀﾏｲｽﾞされたﾌｧｲﾙ名を、ﾃﾞﾌｫﾙﾄのﾌｧｲﾙ名に戻します。

BACK SPACE
"to be set to:"で設定されている名前を１文字戻して
消去します。
INSERT
"to be set to:"で設定されている名前に、characterで選
択された文字を１文字挿入します。

character
ﾎﾞﾀﾝ又はつまみを使って、ｶｽﾀﾏｲｽﾞする名前の文字を選
択します。

File Type
ﾎﾞﾀﾝ又はつまみを使って、名前をｶｽﾀﾏｲｽﾞするﾌｧｲﾙを選
びます。
選択できるﾌｧｲﾙは以下の通りです。
－Channnel 1,Channnel 2,Channnel 3,Channnel 4
－Trace A,TraceB,Trace C,Trace D
－Panel Setups
－Screen Dump
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第１９章－１８

ニュー・
ディレクトリ・
メニュー

このﾒﾆｭｰでは、新しいﾃﾞｨﾚｸﾄﾘを、ﾕｰｻﾞｰが指定するｶｽﾀﾑ名称で作ることができま
す。

MAKE THIS DIRECTORY
すぐ上で設定された新しいﾃﾞｨﾚｸﾄﾘをﾒﾃﾞｨｱの上に作
り、有効にします。

character
ﾎﾞﾀﾝ又はつまみを使って、ｶｽﾀﾏｲｽﾞする名前の文字を選
択します。

INSERT
"to be set to:"で設定されている名前に、characterで選
択された文字を１文字挿入します。

注)
このﾍﾟｰｼﾞの例では、ﾊｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｽｸ上にﾃﾞｨﾚｸﾄﾘを追加するﾒﾆｭｰ画面が表示されてい
ますが、ﾌﾛｯﾋﾟ･ﾃﾞｨｽｸ及び、ﾒﾓﾘ･ｶｰﾄﾞでも全く同じﾒﾆｭｰが表示されます。

BACK SPACE
"to be set to:"で設定されている名前を１文字戻して消去
します。
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第１９章－１９

"SPECIAL
MODES"
メニュー

Timebase Trigger
Timebase Triggerｻﾌﾞﾒﾆｭｰを呼び出します。

Channels
Channelsｻﾌﾞﾒﾆｭｰを呼び出します。

Cursors Measure
Cursors Measureｻﾌﾞﾒﾆｭｰを呼び出します。
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第１９章－２０

AUTO sequence time out
ｼｰｹﾝｽ･ﾓｰﾄﾞ時のﾀｲﾑｱｳﾄ時間を設定します。(第
８章参)照設定された時間を越えてﾄﾘｶﾞが発生
しない場合に、ﾄﾘｶﾞ待ちの状態を解除し、画
面に取り込まれた分のｾｸﾞﾒﾝﾄの波形を表示し
ます。

Timebase Triggerｻﾌﾞﾒﾆｭｰ
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第１９章－２１

in
ｹﾞｲﾝ(VOLTS/DIV)を変えたときのｵﾌｾｯﾄの動きを設定
します。Volts(電圧固定)或いはDivisions(画面の位置固
定)のどちらかが選択できます。

Voltsは、設定されたｵﾌｾｯﾄの電圧値を記憶します。従っ
て、電圧ﾚﾝｼﾞを変更すると、画面上のDCﾗｲﾝは上下に動き
ます。Divisionsは、設定されたｵﾌｾｯﾄの画面の位置を記憶
します。従って、電圧ﾚﾝｼﾞを変更すると、画面上のDCﾗｲﾝ
は動かず、ｵﾌｾｯﾄの電圧が変わります。

Automatic Recalibration
自動校正機能のOn/Offを選択します。ﾃﾞﾌｫﾙﾄではOnに
なっています。自動校正機能をOffにすると、測定中に
校正機能による中断がなくなりますが、この期間中の
測定値の精度保証はなくなります。

Channelsｻﾌﾞﾒﾆｭｰ
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第１９章－２２

in
時間ｶｰｿﾙの読み取り値の単位をVoltsまたはdBmのどちら
かを選択します。

Cursors Measureｻﾌﾞﾒﾆｭｰ
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第１９章－２３

このﾒﾆｭｰでは、CAL BNCから出力されるCAL信号をｺﾝﾄﾛｰﾙすることができます。
ｺﾝﾄﾛｰﾙ可能な項目は下記の通りです。
－校正信号のON/OFF
－校正信号の周波数
－校正信号の振幅
－校正信号のﾊﾟﾙｽの形

また、CAL信号の代わりに以下の信号を出力させることもできます。
－PASS/FAIL ﾃｽﾄのｱｸｼｮﾝ信号の出力
－ﾄﾘｶﾞのかかったときにﾊｲ･ﾚﾍﾞﾙになる信号(Trigger Out)の出力
－ﾄﾘｶﾞ待ちの状態になったときにﾊｲ･ﾚﾍﾞﾙになる信号(Trigger Rdy)の出力

注)ｵｼﾛ･ｽｺｰﾌﾟの電源をいれた時には、毎回自動的にﾃﾞﾌｫﾙﾄ・ｾｯﾄｱｯﾌﾟ(1kHz, 1Vの
方形波)になります。

"CAL BNC OUT"
メニュー

mode
ﾎﾞﾀﾝを押して設定する信号の種類を選択します。

SET TO
CAL BNCの信号をﾃﾞﾌｫﾙﾄ･ｾｯﾄｱｯﾌﾟに戻します。

Frequency
つまみを回し  500Hz～2MHzの 範囲でCAL
信号の周波数を可変できます。

Amplitude
つまみを回し0.05Vから1V(1MΩ負荷時)の
範囲で信号の振幅を可変できます。

Shape
ﾎﾞﾀﾝを押すとCAL信号を、方形波かﾊﾟﾙｽ波のどちらか
に変更することができます。
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第１９章

ユーティリティ1919



メニュー

"STORE WAVEFORM"ﾒﾆｭｰでは次のような設定ができます。
－内部ﾒﾓﾘやﾒﾓﾘ･ｶｰﾄﾞ(*)、ﾌﾛｯﾋﾟ･ﾃﾞｨｽｸ(*)又はﾊｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｽｸ(*)に保存する波形の選択
－ﾒﾓﾘ･ｶｰﾄﾞ(*)、ﾌﾛｯﾋﾟ･ﾃﾞｨｽｸ(*)又はﾊｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｽｸ(*)を対象とした、波形の自動記録
－自動記録のﾓｰﾄﾞ：ﾒﾃﾞｨｱがいっぱいになると停止するﾓｰﾄﾞとｻｰｷｭﾗ･ﾊﾞｯﾌｧのように
　常に新しい波形を書き込む"wrap around"(ﾗｯﾌﾟｱﾗｳﾝﾄﾞ)ﾓｰﾄﾞ

2020 波形記憶

Auto-Store
波形の保存先をこのﾒﾆｭｰの一番下でﾒﾓﾘ･ｶｰﾄﾞ(*)、ﾌﾛｯﾋﾟ･ﾃﾞｨｽｸ
(*)、ﾊｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｽｸ(*)を選択した時のみ有効です。Auto-Storeを選択
すると、波形を取り込む度にﾃﾞｰﾀを自動的に保存します。
このﾓｰﾄﾞには２つあり、そのどちらかを選ぶことができます。
Fillにすると、ﾒﾃﾞｨｱが一杯になる迄書き込みます。Wrapにす
ると、継続的に書き込みを続け、ﾒﾃﾞｨｱが一杯になると最も古
いﾃﾞｰﾀが捨てられ、新しいﾃﾞｰﾀが書き込まれます。

DO STORE
このﾎﾞﾀﾝを押すと、下記のﾒﾆｭｰで設定した
条件の波形保存を行ないます。

store
ｽﾄｱする波形を選択します。All displayedを
選ぶと下記のﾒﾆｭｰで選択する保存先が、自動
的にﾒﾓﾘ･ｶｰﾄﾞ(*)、ﾌﾛｯﾋﾟ･ﾃﾞｨｽｸ(*))、ﾊｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｽ
ｸ(*)に変更されます。ﾎﾞﾀﾝでもつまみでも選
択できます。

to
波形の保存先を内部ﾒﾓﾘM1～M4、ﾒﾓﾘ･ｶｰﾄﾞ
(*)、ﾌﾛｯﾋﾟ･ﾃﾞｨｽｸ(*)、ﾊｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｽｸ(*)の中から選
択します。ﾎﾞﾀﾝでもつまみでも選択できま
す。

第２０章－１

注:
・(*)はｵﾌﾟｼｮﾝです。
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第２０章－２

ｵｰﾄ･ｽﾄｱのﾒﾆｭｰでFillを選択した場合、例えばCH1の波形なら最初に"AC1.000"がｽﾄｱさ
れ、次に"AC1.001"と拡張子の部分が自動的に1づつ増加しながら波形ﾃﾞｰﾀを保存して
ゆきます。この場合、ﾒﾃﾞｨｱが一杯になるか拡張子の数字が999になるまで保存を続け
ます。
Wrapを選択した場合は、ﾒﾃﾞｨｱが一杯になるか拡張子の数字が999になると、ｵｰﾄ･ｽﾄｱ
されたﾌｧｲﾙで古いものから順番に上書してゆきます。
例えば、ﾌｧｲﾙの拡張子が999まで到達した場合、次にｵｰﾄ･ｽﾄｱした波形ﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙの拡張
子は000になり、順次拡張子を1づつ増やしながらｵｰﾄ･ｽﾄｱを続けます(下図[1])。
"STOP"ｷｰを押すなどしてｵｰﾄ･ｽﾄｱを止めた時、拡張子が017まで増加していた場合(下
図[2])、最も時間的に古い波形ﾌｧｲﾙの拡張子は、018になります(下図[3])。

[1]
拡張子が999に到達した時
次の拡張子は000になる。

[2]
ｵｰﾄ･ｽﾄｱを止めた時、拡張
子が017になった。

[3]
[2]の状態の時、最も時間
的に古い波形の拡張子は
018となる。

ｵｰﾄ･ｽﾄｱ波形ﾌｧｲﾙ
についての補足
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波形呼び出しﾒﾆｭｰを使って、内部ﾒﾓﾘやﾒﾓﾘ･ｶｰﾄﾞ(*)、ﾌﾛｯﾋﾟ･ﾃﾞｨｽｸ(*)又はﾊｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｽｸ(*)

から波形が呼び出せます。

from Memory
波形を呼び出すﾒﾓﾘを選択します。ﾎﾞﾀﾝでも
つまみでも選択できます。

to
波形の呼び出し先を選択します。ﾎﾞﾀﾝでも
つまみでも選択できます。

from
Memoriesを選択します。

DO RECALL
このﾎﾞﾀﾝを押すと、下記のﾒﾆｭｰで設定し
た条件の波形読み出しを行ないます。こ
の時、保存した時の波形の全部見えるよ
うに、垂直、水平の位置と拡大率はﾘｾｯﾄ
されます。

注:
・内部ﾒﾓﾘからﾄﾚｰｽA～Dへ波形を呼び出すと、それ以前に設定されていたﾄﾚｰｽの条件
　(演算設定や拡大設定)は書き変わってしまいます。

第２１章－１

内部メモリから
呼び出す

・(*)はｵﾌﾟｼｮﾝです。
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to
波形の呼び出し先を選択します。ﾎﾞﾀﾝ又は
つまみで選択できます。

from
外部ﾒﾃﾞｨｱ(ﾒﾓﾘ･ｶｰﾄﾞ(*)、ﾌﾛｯﾋﾟ･ﾃﾞｨｽｸ(*)又はﾊｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｽｸ(*))を選択
します。

DO RECALL
このﾎﾞﾀﾝを押すと、下記のﾒﾆｭｰで設定した
条件の波形読み出しを行ないます。

外部ﾒﾃﾞｨｱからか
ら呼び出す
(ｵﾌﾟｼｮﾝ)

File
波形を呼び出すﾌｧｲﾙを選択します。ﾎﾞﾀﾝ又
はつまみで選択できます。

第２１章－２

注)
・(*)はｵﾌﾟｼｮﾝです。
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標準画面表示時
のカーソル表示

ｶｰｿﾙによる信号の測定は、最も基本的なものです。電圧ｶｰｿﾙは0.2％の分解能、1/64
Divisionのｽﾃｯﾌﾟで信号の電圧値を測れます。 時間軸ｶｰｿﾙは時間軸上の任意の箇所に
合わせられ、その電圧値を読みとることができます。また、時間軸ｶｰｿﾙは、ｸﾞﾘｯﾄﾞ
上を2,000ｽﾃｯﾌﾟ（表示されている時間軸の0.05%）で移動させることができます。

Abolute mode(絶対値ﾓｰﾄﾞ) では、１つのｶｰｿﾙでｸﾞﾗﾝﾄﾞ･ﾚﾍﾞﾙからの電圧値あるいは、
ﾄﾘｶﾞ点からの絶対時間値を読みとることができます(下図参照)。

2222 波形計測

第２２章－１

電圧軸ｶｰｿﾙ(絶対値ﾓｰﾄﾞ)の例時間軸ｶｰｿﾙ(絶対値ﾓｰﾄﾞ)の例

電圧軸ｶｰｿﾙ(相対値ﾓｰﾄﾞ)の例時間軸ｶｰｿﾙ(相対値ﾓｰﾄﾞ)の例

Relative mode(相対値ﾓｰﾄﾞ) では、ふたつのｶｰｿﾙによってｶｰｿﾙ間の相対電圧あるいは
相対時間を読みとることができます。
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電圧値は常に各ﾄﾚｰｽのﾄﾚｰｽ･ﾗﾍﾞﾙの中に表示されます。時間軸ｶｰｿﾙの時間読みとり値
はｸﾞﾘｯﾄﾞの下に表示されます。また相対ｶｰｿﾙで測定された時間の逆数を取った周波数
もここに表示されます。時間軸の設定により、画面表示上のｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ･ﾎﾟｲﾝﾄが500ﾎﾟｲ
ﾝﾄ以下の場合、ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ･ﾎﾟｲﾝﾄ間は直線補間されます。また同様にｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ･ﾎﾟｲﾝﾄが
200ﾎﾟｲﾝﾄ以下の場合、ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞされたﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ﾃﾞｰﾀははっきりとした"点"として表示
されます
時間軸ｶｰｿﾙが、実際のｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ･ﾎﾟｲﾝﾄ上に来ると通常のｶｰｿﾙに水平線が現れます(下
図参照)。

2222 波形計測

時間軸ｶｰｿﾙがｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ･ﾎﾟｲﾝﾄ上にある時の例

設定された時間軸上に500ﾎﾟｲﾝﾄ以上ﾃﾞｰﾀのｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ･ﾎﾟｲﾝﾄがある場合は、その中の
500ﾎﾟｲﾝﾄのﾃﾞｰﾀを表示します。この時、圧縮表示のｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑにより、ﾃﾞｰﾀとして重要
な最小値・最大値を必ず表示できるようになっています。時間軸ｶｰｿﾙは、圧縮表示さ
れたﾄﾚｰｽ上の任意の500点上に移動することができます。
時間軸ｶｰｿﾙのAbsolute modeで、ｶｰｿﾙをﾄﾘｶﾞ･ﾎﾟｲﾝﾄに置くと絶対時間の値が"0"になり
ますので確認してください。

標準画面表示時
のカーソル表示
(続き)

第２２章－２
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電圧ｶｰｿﾙは、標準画面表示の場合と同じです。時間軸ｶｰｿﾙは、２本の垂直ﾊﾞｰによっ
て表示されます(下図参照)。

重ね書き表示時
のカーソル表示

ﾊﾟｰｼｽﾀﾝｽ･ﾓｰﾄﾞにおける時間軸ｶｰｿﾙの例

標準画面表示の場合と同様、ＸＹ表示の時もｶｰｿﾙを表示することができます。相対
電圧ｶｰｿﾙは、２本の垂直ﾊﾞｰと２本の水平ﾊﾞｰとで表示されます(下図左)。絶対電圧ｶｰ
ｿﾙは１本の垂直ﾊﾞｰと１本の水平ﾊﾞｰとで表示されます(下図右)。

ＸＹ表示時
のカーソル表示

XY表示時のｶｰｿﾙ(絶対値ﾓｰﾄﾞ)の例XY表示時のｶｰｿﾙ(相対値ﾓｰﾄﾞ)の例

第２２章－３



メニュー 2222 波形計測

第２２章－４

絶対・相対時間ｶｰｿﾙは標準画面表示の時と同じです。この時電圧値は、下に示すよう
なに計算されて正方形のＸＹｸﾞﾘｯﾄﾞの左側に表示されます。

1)比 ΔY / ΔX
2)dBで表した比 20*log10(ΔY / ΔX)
3)積 ΔY * ΔX
4)原点からの距離 r = sqrt(ΔX2 + ΔY2)
5)角度 q = acrtan(ΔY / ΔX)

但し:-180°～+180°
ΔXとΔYの定義は設定されたｶｰｿﾙの種類により下の表のようになります。

ＸＹ表示時
のカーソル表示
(続き)

ここで
VAbs = 絶対電圧ｶｰｿﾙ
VRel = 相対電圧ｶｰｿﾙ
TAbs = 絶対時間軸ｶｰｿﾙ
TRel = 相対時間軸ｶｰｿﾙ
Org = 原点

VXRef = X軸波形のreferenceｶｰｿﾙの電圧
VYRef = Y軸波形のreferenceｶｰｿﾙの電圧
VXDif = X軸波形のDifferenceｶｰｿﾙの電圧
VYDif = Y軸波形のDifferenceｶｰｿﾙの電圧
VXOffset =X軸波形のｵﾌｾｯﾄ電圧
VYOffset =Ｙ軸波形のｵﾌｾｯﾄ電圧

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ･ﾓｰﾄﾞを使用すると、取り込んだ波形のﾃﾞｰﾀを自動的に計測してﾊﾟﾗﾒｰﾀ表示す
ることができます。第２２章－５ﾍﾟｰｼﾞに示した表は測定できるﾊﾟﾗﾒｰﾀのﾘｽﾄです。補
足のD章には、それぞれのﾊﾟﾗﾒｰﾀの定義を示してあります。統計表示では、連続して
取り込んでいる信号の平均値、最小値、最大値、及び標準偏差を表示します。

これらのﾊﾟﾗﾒｰﾀを使用して、ﾊﾟｽ/ﾌｧｲﾙ･ﾃｽﾄを行うことができます。
ﾊﾟｽ/ﾌｧｲﾙ･ﾃｽﾄでは、判定の対象となるﾊﾟﾗﾒｰﾀと判定結果を知らせる為のｱｸｼｮﾝの設定
を行います。あるいは、波形ﾏｽｸを利用してﾊﾟｽ/ﾌｧｲﾙ･ﾃｽﾄを行うこともできます。ま
た、両者の組み合わせでﾊﾟｽ/ﾌｧｲﾙ･ﾃｽﾄを行うこともできます。

自動計測

パス／フェイル･
テスト

VXDif - VXRef

VYDif - VYRef

カーソルの種類

TRel

VXRef - VXOffset

VYRef - VYOffset

VXRef - 0

VYRef - 0

Org = (0,0)
Org = VXOffset

      VYOffset

TAbs

VRelVAbs

VXDif - VXRef

VYDif - VYRef

VXRef - 0

VYRef - 0

ΔX

ΔY
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第２２章－５

2222 波形計測

標準で搭載されている自動測定可能なﾊﾟﾙｽ･ﾊﾟﾗﾒｰﾀ一覧

パラメータ 略語 解説
振幅 ampl ﾄｯﾌﾟとﾍﾞｰｽ間の電圧値
面積 area ｶｰｿﾙで挟まれた部分の積分値
ベース base 波形ﾃﾞｰﾀの電圧最頻値の内、電圧の低い方の値(補足D章参照)
平均値(周期性) cmean 周期性のある波形の平均値
中間値(周期性) cmedian 周期性のある波形のﾄｯﾌﾟとﾍﾞｰｽの平均値
実効値(周期性) crms 周期性のある波形の実効値
標準偏差(周期性) csdev 周期性のある波形の標準偏差
周期数 cycles ｶｰｿﾙ間の周期数
データ data ﾋｽﾄｸﾞﾗﾑのﾊﾟﾗﾒｰﾀ　最大値-最小値の平均を表示　
遅延時間 delay ﾄﾘｶﾞ点から最初のｴｯｼﾞの中間点までの時間
信号間遅延時間 Δdelay 2つの信号のｴｯｼﾞの中間点の間の時間
信号間遅延時間2 Δt@lv 2つの信号のｴｯｼﾞで設定されたﾚﾍﾞﾙまでの時間
捕捉時間 dur ｼｰｹﾝｽ、ｱﾍﾞﾚｰｼﾞ、ﾋｽﾄｸﾞﾗﾑ等演算した波形の捕捉時間
ﾃ゙ ｭー ﾃｨｻｲｸﾙ duty 周期に対するﾊﾟﾙｽ幅の割合
立ち下がり時間 fall 立ち下がりｴｯｼﾞの90%から10%になる時間

ｶｰｿﾙ間に複数の立ち下がりｴｯｼﾞがある場合はその平均値
立ち下がり時間2 f80-20% 立ち下がりｴｯｼﾞの80%から20%になる時間

ｶｰｿﾙ間に複数の立ち下がりｴｯｼﾞがある場合はその平均値
立ち下がり時間3 f@level 立ち下がりｴｯｼﾞの設定したﾚﾍﾞﾙでの2点間の時間
計測開始点 first ﾄﾘｶﾞ点から初めの(左側)ｶｰｿﾙまでの時間
周波数 freq 周期の逆数
計測終了点 last ﾄﾘｶﾞ点から終わりの(右側)ｶｰｿﾙまでの時間
最大値 maximum ｶｰｿﾙ間での最大値
平均値 mean 波形の直流成分の平均値
中間値 median ﾄｯﾌﾟとﾍﾞｰｽの平均値
最小値 minimum ｶｰｿﾙ間での最小値
ｵー ﾊ゙ ｼーｭー ﾄ over+ （最大値- ﾄｯﾌﾟ）/振幅　の百分率
ｱﾝﾀ゙ ｼーｭー ﾄ over- （最小値- ﾍﾞｰｽﾟ）/振幅　の百分率
周期 period 一周期の時間

ｶｰｿﾙ間に複数の周期がある場合は、その平均値
ﾋﾟｰｸ･ﾄｩ･ﾋﾟｰｸ pkpk 最大値と最小値の間の電圧
ﾃﾞｰﾀ･ﾎﾟｲﾝﾄ数 points ｶｰｿﾙ間のﾃﾞｰﾀ数
立上り時間 rise 立ち上がりｴｯｼﾞの10%から90%になる時間

ｶｰｿﾙ間に複数の立ち上がりｴｯｼﾞがある場合はその平均値
立上り時間2 r20-80% 立ち上がりｴｯｼﾞの20%から80%になる時間

ｶｰｿﾙ間に複数の立ち上がりｴｯｼﾞがある場合はその平均値
立上り時間3 r@level 立ち上がりｴｯｼﾞの設定したﾚﾍﾞﾙでの2点間の時間
実効値 rms ｶｰｿﾙ間の実効値
標準偏差 sdev ｶｰｿﾙ間のﾃﾞｰﾀの標準偏差
信号間遅延時間3 t@level ﾄﾘｶﾞ点から信号のｴｯｼﾞで設定されたﾚﾍﾞﾙまでの時間
ﾄｯﾌﾟ top 波形ﾃﾞｰﾀの電圧最頻値の内、電圧の高い方の値(補足D章参照)
ﾊﾟﾙｽ幅 width 最初のﾊﾟﾙｽの幅

ｶｰｿﾙ間に複数のﾊﾟﾙｽがある場合は、その平均値



メニュー

インフォメーション

ﾊﾟﾗﾒｰﾀを決定するのに複数の周期(100周期まで)が取り込ま
れ、その平均値が算出された。

ﾊﾟﾗﾒｰﾀを決定するのに複数の周期が必要で、それを満足し
た。

ﾊﾟﾗﾒｰﾀを決定するのに充分なﾃﾞｰﾀがない。

警告

ﾊﾞﾗつきが大きすぎて電圧ﾋｽﾄｸﾞﾗﾑに有意なﾋﾟｰｸが見つからな
いため、最大値と最小値をﾄｯﾌﾟとﾍﾞｰｽの値にする。

上限の値しか予測できない。(ﾊﾟﾗﾒｰﾀの実際の値は、表示さ
れた値よりも小さい可能性がある。)

信号が一部ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰしている。

信号が一部ｱﾝﾀﾞｰﾌﾛｰしている。

信号が一部ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰし、ｱﾝﾀﾞｰﾌﾛｰもしている。

パラメータ表示
の記号と警告

波形のﾊﾟﾗﾒｰﾀを測定するｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑは測定状態が適切か否かを判定するように設計
されています。この判定結果は以下の記号によって対応するそれぞれのﾊﾟﾗﾒｰﾀと
ともに表示されます。
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第２２章－６



メニュー

カーソル
・メニュー
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Difference
ｶｰｿﾙのﾀｲﾌﾟが Relativeの場合のみ有効で、つ
まみで位置の調整します。

Off/Cursors/Parameters
Cursorsを選択します。

mode
時間・周波数を計りたいときは，Timeを選択します。電圧を
計りたいときはAmplitudeを選択します。

type
Relative か Absoluteを選択します。Relativeを選ぶと２つのｶｰ
ｿﾙ（ReferenceとDifference）が表示され、２つのｶｰｿﾙ間の電
圧か時間が示されます。Absolute はｶｰｿﾙが１つだけ表示さ
れ、ｸﾞﾗﾝﾄﾞ･ﾚﾍﾞﾙからの電圧或いは、ﾄﾘｶﾞ点からの時間が示さ
れます。

Reference
ｶｰｿﾙのﾀｲﾌﾟがRelativeの場合のみ有効で、つま
みで位置の調整します。ﾎﾞﾀﾝでTrackingを変更
できますが、Trackingが on の時、このつまみ
でReferenceとDifferenceのｶｰｿﾙ両方の位置を
同時に調整します。
TrackingをonにするとReferenceとDifference
のｶｰｿﾙが一定の時間あるいは電圧保ったまま一
緒に動きます。このTrackingの間隔の表示は、
ｸﾞﾘｯﾄﾞの端の上部（時間）、または左側（電
圧）に、時間は横方向、電圧は縦方向のﾊﾞｰに
よって行われます。

Cursor Position
ｶｰｿﾙのﾀｲﾌﾟがAbsoluteの場合のみ有効です、つ
まみで位置の調整をします。

show
modeがTimeでtypeがRelativeの時のみ表示され
ます。ｶｰｿﾙで測定した値を、２つのｶｰｿﾙ間の電圧
として表示するか(Diff-Ref)、各々のｶｰｿﾙの絶対
電圧(Diff&Ref)で表示するかを選択します。

上の図は、
modeがTimeで
TypeがRelativeの時の
ﾒﾆｭｰの例です。



メニュー

Off/Cursors/Parameters
Cursorsを選択します。

mode
時間を測りたいときは，Timeを選択します。電圧を測りたい
ときはAmplitudeを選択します。

type
Relativeを選ぶと２つのｶｰｿﾙ（ReferenceとDifference）が表示
され、Absolute はｶｰｿﾙが１つだけ表示されます。

Origin at
ｶｰｿﾙのﾀｲﾌﾟがAbsoluteの場合のみ有効で、極座標
表示をする時に便利です。(0,0)の点、つまりX軸
波形の0VとY軸波形のか0Vの点かあるいはｸﾞﾘｯﾄﾞ
の中心のどちらかをﾎﾞﾀﾝを押して選ぶことができ
ます。
基準点の値は、ｸﾞﾘｯﾄﾞの左側に表示されます。X
軸Y軸各々のｵﾌｾｯﾄを調整して、波形をｸﾞﾘｯﾄﾞの中
心に移動させ、中心からの距離や角度を測定する
ことができます。

Control
電圧ｶｰｿﾙの場合のみ有効で、ｶｰｿﾙの調整を行う波
形をX軸波形とY軸波形のいずれかを選択します。
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Cursor Position
ｶｰｿﾙのﾀｲﾌﾟがAbsoluteの場合のみ有効です、つまみで
位置の調整をします。

Reference　　
ｶｰｿﾙのﾀｲﾌﾟが Relative の場合のみ有効で、つまみで
位置の調整します。ﾎﾞﾀﾝでTrackingを変更できます
が、Trackingが on の時、このつまみでReferenceと
Differenceのｶｰｿﾙ両方の位置を同時に調整します。
TrackingをonにするとReferenceとDifferenceのｶｰｿﾙ
が一定の時間あるいは電圧保ったまま一緒に動きま
す。このTrackingの間隔の表示は、ｸﾞﾘｯﾄﾞの端の上部
（時間）、または左側（電圧）に、時間は横方向、電
圧は縦方向のﾊﾞｰによって行われます。

(Relative時のﾒﾆｭ-)

(Absolute時のﾒﾆｭ-)

XY表示の
カーソル･ニュー

Difference
ｶｰｿﾙのﾀｲﾌﾟが Relative の場合のみ有効で、つまみで位
置の調整します。



メニュー

ﾊﾟﾗﾒｰﾀによる測定では、２種類（標準時間ﾊﾟﾗﾒｰﾀ／標準電圧ﾊﾟﾗﾒｰﾀ）の標準設定が
用意されており、通常必要とされるﾊﾟﾗﾒｰﾀがそれぞれ５つずつ設定されています。

このほか、任意の波形に対して第２２章－５ﾍﾟｰｼﾞの表にﾘｽﾄ･ｱｯﾌﾟされたｶｽﾀﾑ･ﾊﾟﾗﾒｰ
ﾀから５種類を選んで表示させることもできます。

いずれのﾊﾟﾗﾒｰﾀ表示においても統計処理を行うことができ、各々のﾊﾟﾗﾒｰﾀの平均
値・最小値・最大値・標準偏差を表示することができます。

パラメータ・
メニュー
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メニュー

このﾒﾆｭｰは５つのﾊﾟﾗﾒｰﾀを表示します。
－　ﾋﾟｰｸ･ﾄｩ･ﾋﾟｰｸ (最大値と最小値間の電圧振幅)
－　平均値
－　標準偏差
－　ＲＭＳ(実効値)
－　振幅(電圧の頻度分布から求められたﾄｯﾌﾟとﾍﾞｰｽ間の電圧振幅)

標準電圧
パラメータ･
メニュー

Off/Cursors/Parameters
Parametersを選択します。

mode
Std Voltage を選びます。

to
ﾊﾟﾗﾒｰﾀ測定の終了点（ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝで設定）を
選択します。同時にまた、ﾊﾟﾗﾒｰﾀ測定に
使ったﾃﾞｰﾀ･ﾎﾟｲﾝﾄ数も示します。つまみで
位置調整します。

2222 波形計測

第２２章－１０

statistic
Onが選択されると、統計的な意味をもつ測定
回数になったら、ﾊﾟﾗﾒｰﾀの平均値、最低値、
最高値と標準偏差を表示します。ｽｲｰﾌﾟ回数は
ｸﾞﾘｯﾄﾞの下に表示され、測定条件を変更する
か、CLEAR SWEEPSﾎﾞﾀﾝを押すとﾘｾｯﾄされ
ます。
StatisticがOffであっても、PARAMETERが選
択されていれば内部では統計処理が行われて
います。

on displayed (trace)
どのﾄﾚｰｽに対して演算を行うか選択しま
す。

from
ﾊﾟﾗﾒｰﾀ測定の開始点(ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝで設定)を選
択します。つまみで位置調整します。



メニュー

標準時間
パラメーター･
メニュー

このﾒﾆｭｰは５つのﾊﾟﾗﾒｰﾀを表示します。
－　周期
－　ﾊﾟﾙｽ幅（信号振幅の５０％を横切るﾊﾟﾙｽの幅）
－　立ち上がり時間（信号振幅の１０％から９０％までの時間）
－　立ち下がり時間（信号振幅の９０％から１０％までの時間）
－　遅延時間（トリガ点から最初に信号振幅の５０％の点までの時間）

Off/Cursors/Parameters
Parametersを選択します。

mode
Std Time を選びます。

statistic
Onが選択されると、統計的な意味をもつ測
定回数になったら、ﾊﾟﾗﾒｰﾀの平均値、最低
値、最高値と標準偏差を表示します。ｽｲｰ
ﾌﾟ回数はｸﾞﾘｯﾄﾞの下に表示され、測定条件
を変更するか、CLEAR SWEEPSﾎﾞﾀﾝを押
すとﾘｾｯﾄされます。
StatisticがOffであっても、PARAMETERが
選択されていれば内部では統計処理が行わ
れています。

on displayed (trace)
どのﾄﾚｰｽを測定するかを選択します。

from
ﾊﾟﾗﾒｰﾀ測定の開始点（ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝで設定）を
選択します。つまみで位置調整します。

to
ﾊﾟﾗﾒｰﾀ測定の終了点（ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝで設定）を
選択します。同時にまた、ﾊﾟﾗﾒｰﾀ測定に
使ったﾃﾞｰﾀ･ﾎﾟｲﾝﾄ数も示します。つまみで
位置調整します。

2222 波形計測

第２２章－１１



メニュー

このﾒﾆｭｰは第２２章－５ﾍﾟｰｼﾞに示されているｶｽﾀﾑ･ﾊﾟﾗﾒｰﾀの内、最大５つのﾊﾟﾗﾒｰﾀ
を選択して異なる波形に適用して表示することができます。
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Off/Cursors/Parameters
Parametersを選択します。

from
ﾊﾟﾗﾒｰﾀ測定の開始点（ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝで設定）を
選択します。つまみで位置調整します。

to
ﾊﾟﾗﾒｰﾀ測定の終了点（ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝで設定）を
選択します。同時にまた、ﾊﾟﾗﾒｰﾀ測定に
使ったﾃﾞｰﾀ･ﾎﾟｲﾝﾄ数も示します。つまみで
位置調整します。

mode
Customを選びます。

statistic
Onが選択されると、統計的な意味をもつ測定回
数になったら、ﾊﾟﾗﾒｰﾀの平均値、最低値、最高
値と標準偏差を表示します。ｽｲｰﾌﾟ回数はｸﾞﾘｯ
ﾄﾞの下に表示され、測定条件を変更するか、
CLEAR SWEEPSﾎﾞﾀﾝを押すとﾘｾｯﾄされます。
StatisticがOffであっても、PARAMETERが選択
されていれば内部では統計処理が行われていま
す。

カスタム･
パラメータ･
メニュー

CHANGE PARAMETERS
このﾎﾞﾀﾝを押すと、次に説明するﾊﾟﾗﾒｰﾀの
変更ﾒﾆｭｰが現われ、測定したい波形やﾊﾟﾗﾒｰ
ﾀが選択できます。



メニュー

このﾒﾆｭｰは表示したいｶｽﾀﾑ･ﾊﾟﾗﾒｰﾀ選択するときに用います。
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パラメータの
変更メニュー

Category
このﾒﾆｭｰ項目に表示されているｶﾃｺﾞﾘを選択すると、関連性の
あるｶｽﾀﾑ･ﾊﾟﾗﾒｰﾀのみを、measureの項目に表示することがで
きます。選択できるｶﾃｺﾞﾘは以下の通りです。
-ALL,-Cyclic,-Horizontal,-Misc,-Pulse,-Vertical

なお、WP03等のｵﾌﾟｼｮﾝが搭載されている場合は項目が増えま
す。各ｶﾃｺﾞﾘの内容については、補足Ａ章をご覧下さい。

on line
最大５つのﾊﾟﾗﾒｰﾀが異なる行に表示されます。ﾎﾞﾀﾝを押して
変更したい行番号を選択します。選択された行番号は反転文
字になります。

DELETE ALL PARAMETERS
このﾎﾞﾀﾝを押すと、それまで設定されてい
た全てのﾊﾟﾗﾒｰﾀが削除されます。

Measure
表示したいﾊﾟﾗﾒｰﾀを選択します。ﾎﾞﾀﾝでも
つまみでも選択できます。

of
ﾊﾟﾗﾒｰﾀ測定のを行うﾄﾚｰｽを選択します。ﾎﾞﾀ
ﾝでもつまみでも選択できます。



メニュー

以下にあげるﾊﾟﾗﾒｰﾀは、測定のための詳細設定が必要です。

　－Δt@lv(二つの信号のｴｯｼﾞにおいて、設定されたﾚﾍﾞﾙを横切る時間を測定する)
　－t@level(ﾄﾘｶﾞ点から、指定された信号のｴｯｼﾞまでの時間を測定する)
　－f@level(立ち下がり時間を任意のｽﾚｯｼｮﾙﾄﾞで測定する)
　－r@level(立ち上がり時間を任意のｽﾚｯｼｮﾙﾄﾞで測定する)
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詳細設定が必要な
パラメータ

on line
どのｶｽﾀﾑ･ﾊﾟﾗﾒｰﾀ行にΔt@lvを表示するか選択します。
この例では、１行目が選択され、文字が反転表示されていま
す。

Measure
Δt@lvを選択します。

From/To
Fromで測定の起点となるﾄﾚｰｽを選択し、To
で測定の終点となるﾄﾚｰｽを選択します。
ﾎﾞﾀﾝでFrom/Toがﾄｸﾞﾙで切り替わり、つま
みを回してﾄﾚｰｽの選択をします。

Δt@lvの設定

MORE Δt@lv SETUP
Δt@lvの詳細設定ﾒﾆｭｰを呼び出します。

Category
Δt@lvが分類されているｶﾃｺﾞﾘは、
AllとDualです。



メニュー2222 波形計測
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Δt@lvの詳細
設定メニュー

Levels are
設定するﾚﾍﾞﾙを絶対電圧で行うか、信号の振幅値を
100%とする割合で行うか選択します。

from
測定の起点の設定を行います。このﾒﾆｭｰの中の
項目の意味は以下の通りです。

level
levels areがabsoluteの時は電圧値
levels areがpercentの時は%
で表示されます。
ﾚﾍﾞﾙの変更はつまみを使います。

Pos
ﾊﾟﾗﾒｰﾀ･ﾒﾆｭｰで設定された測定ｽﾀｰﾄ点から数えて
最初の立ち上がりｴｯｼﾞを示します。

Neg
ﾊﾟﾗﾒｰﾀ･ﾒﾆｭｰで設定された測定ｽﾀｰﾄ点から数えて
最初の立ち下がりｴｯｼﾞを示します。

First
ﾊﾟﾗﾒｰﾀ･ﾒﾆｭｰで設定された測定ｽﾀｰﾄ点から数えて
最初のｴｯｼﾞ(Pos又はNeg)を示します。

to
測定の終点の設定を行います。このﾒﾆｭｰの中の
項目の意味はfromの場合と同じです。
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on line
どのｶｽﾀﾑ･ﾊﾟﾗﾒｰﾀ行にt@levelを表示するか選択します。
この例では、１行目が選択され、文字が反転表示されていま
す。

Measure
t@levelを選択します。

of
どのﾄﾚｰｽの波形を測定対象とするのか選択
します。ﾎﾞﾀﾝでもつまみでも選択可能で
す。

Category
t@levelが分類されているｶﾃｺﾞﾘは、
AllとHorizontalです。

MORE t@level SETUP
t@levelの詳細設定ﾒﾆｭｰを呼び出します。

t@levelの設定

第２２章－１６



メニュー

t@levelの詳細
設定メニュー
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Level is
設定するﾚﾍﾞﾙを絶対電圧で行うか、信号の振幅値を
100%とする割合で行うか選択します。

level
測定の起点は、ﾄﾘｶﾞ点と決まっていますの
で、測定の終点の設定を行います。このﾒ
ﾆｭｰの中の項目の意味は以下の通りです。

level
levels areがabsoluteの時は電圧値
levels areがpercentの時は%
で表示されます。
ﾚﾍﾞﾙの変更はつまみを使います。

Pos
ﾊﾟﾗﾒｰﾀ･ﾒﾆｭｰで設定された測定ｽﾀｰﾄ点から数
えて最初の立ち上がりｴｯｼﾞを示します。

Neg
ﾊﾟﾗﾒｰﾀ･ﾒﾆｭｰで設定された測定ｽﾀｰﾄ点から数
えて最初の立ち下がりｴｯｼﾞを示します。

First
ﾊﾟﾗﾒｰﾀ･ﾒﾆｭｰで設定された測定ｽﾀｰﾄ点から数
えて最初のｴｯｼﾞ(Pos又はNeg)を示します。

第２２章－１７
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f@levelの設定

第２２章－１８

on line
どのｶｽﾀﾑ･ﾊﾟﾗﾒｰﾀ行にf@levelを表示するか選択します。
この例では、１行目が選択され、文字が反転表示されてい
ます。

Measure
f@levelを選択します。

of
どのﾄﾚｰｽの波形を測定対象とするのか
選択します。ﾎﾞﾀﾝでもつまみでも選択
可能です。

Category
f@levelが分類されているｶﾃｺﾞﾘは、
AllとPulseです。

MORE f@level SETUP
f@levelの詳細設定ﾒﾆｭｰを呼び出します。
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f@levelの詳細
設定メニュー

第２２章－１９

Levels are
設定するﾚﾍﾞﾙを絶対電圧で行うか、信号の振幅値を
100%とする割合で行うか選択します。

from
測定の起点の設定を行います。このﾒﾆｭｰの
中の項目の意味は以下の通りです。

levels areがabsoluteの時は電圧値
levels areがpercentの時は%
で表示されます。
ﾚﾍﾞﾙの変更はつまみを使います。

to
測定の終点の設定を行います。このﾒﾆｭｰの中
の項目の意味はfromの場合と同じです。
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第２２章－２０

r@levelの設定

on line
どのｶｽﾀﾑ･ﾊﾟﾗﾒｰﾀ行にr@levelを表示するか選択します。
この例では、１行目が選択され、文字が反転表示されていま
す。

Measure
r@levelを選択します。

of
どのﾄﾚｰｽの波形を測定対象とするのか
選択します。ﾎﾞﾀﾝでもつまみでも選択
可能です。

Category
r@levelが分類されているｶﾃｺﾞﾘは、
AllとPulseです。

MORE r@level SETUP
r@levelの詳細設定ﾒﾆｭｰを呼び出します。
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第２２章－２１

r@levelの詳細
設定メニュー

Levels are
設定するﾚﾍﾞﾙを絶対電圧で行うか、信号の振幅値を
100%とする割合で行うか選択します。

from
測定の起点の設定を行います。このﾒﾆｭｰの中の
項目の意味は以下の通りです。

levels areがabsoluteの時は電圧値
levels areがpercentの時は%
で表示されます。
ﾚﾍﾞﾙの変更はつまみを使います。

to
測定の終点の設定を行います。このﾒﾆｭｰの中の
項目の意味はfromの場合と同じです。
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ﾊﾟｽ/ﾌｪｲﾙ･ﾃｽﾄは、２つの異なる方法またはその組み合わせで行うことができます。

１.ﾊﾟﾗﾒｰﾀを使ったﾊﾟｽ/ﾌｪｲﾙ･ﾃｽﾄ
　同時に最大５つのﾊﾟﾗﾒｰﾀをそれぞれの判定値と比較して判断します。

２.境界線ﾏｽｸを使ったﾊﾟｽ/ﾌｪｲﾙ･ﾃｽﾄ
　ﾄﾚｰｽを境界線ﾏｽｸと比較して判断します。

ﾊﾟｽもしくはﾌｪｲﾙになった時、次のｱｸｼｮﾝを選んで実行させることができます。
－測定を停止する。
－接続された装置でﾊｰﾄﾞｺﾋﾟｰをとる。
－選択した波形を内部ﾘﾌｧﾚﾝｽ･ﾒﾓﾘまたは、ﾒﾓﾘ･ｶｰﾄﾞ(*)、ﾌﾛｯﾋﾟ･ﾃﾞｨｽｸ(*)、ﾊｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｽｸ(*)　

　　に保存する。（(*)はｵﾌﾟｼｮﾝです。）
－ﾌﾞｻﾞｰを鳴らす。
－校正信号用BNCｺﾈｸﾀからﾊﾟﾙｽを出す

ﾊﾟｽ/ﾌｪｲﾙ･ﾃｽﾄの表示画面では、表示している波形の判定結果と、それまでのｽｲｰﾌﾟ回
数とﾊﾟｽした回数を表示します。

パス/フェイル･
テスト

第２２章－２２
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第２２章－２３

2222 波形計測

from
ﾊﾟﾗﾒｰﾀ演算に用いる区間の最初を画面のﾃﾞｨﾋﾞ
ｼﾞｮﾝを単位として設定します。ﾎﾞﾀﾝでTracking
が変更できますが、TrackingをOnにすると、
fromとtoのｶｰｿﾙが一定の時間を保ったまま一緒
に動きます。このTracking間隔の表示は、ｸﾞﾘｯ
ﾄﾞの上部に横方向のﾊﾞｰで示されます。つまみで
位置の調整をします。

mode
PassまたはFailを選択します。

Off/Cursors/Parameters
Parametersを選択します。

testing
ﾃｽﾄ実行のON/OFFを設定します。ﾎﾞﾀﾝを押す度に切り替わり
ます。

to
ﾊﾟﾗﾒｰﾀ演算に用いる区間の最後を画面のﾃﾞｨﾋﾞ
ｼﾞｮﾝを単位として設定します。つまみで位置の
調整をします。

パス/フェイル
テストの設定

CHANGE TEST CONDITIONS
このﾎﾞﾀﾝを押すと、ﾃｽﾄ条件設定ﾒﾆｭｰ(第２２章
－２４ﾍﾟｰｼﾞ参照)を呼び出されます。このﾒﾆｭｰ
では、ﾃｽﾄをする波形やﾊﾟﾗﾒｰﾀの種類と基準値、
または境界線ﾏｽｸ、判定後のｱｸｼｮﾝなどを設定し
ます。
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第２２章－２４

DELETE ALL TESTS
以前に設定されたﾃｽﾄ条件を削除する場合、この

ﾎﾞﾀﾝを押します。

choose　
Paramを選択します。Limit（ﾊﾟﾗﾒｰﾀの制限条
件）に変更する方法は第22章-23参照

on line
line 1～5まで各々ﾊﾟﾗﾒｰﾀを１つずつ、最大５つまでの異なる
ﾊﾟﾗﾒｰﾀを設定することができます。まずこのﾎﾞﾀﾝを押してﾊﾟ
ﾗﾒｰﾀを設定するlineを選択します。
(合否判定結果に対するActionの設定方法は第22章-29参照)

measure
設定中のlineのﾊﾟﾗﾒｰﾀを選択します。ﾎﾞﾀﾝでもつ
まみでも選択できます。

of
ﾊﾟﾗﾒｰﾀを計測するﾄﾚｰｽを選択します。ﾎﾞﾀﾝでもつ
まみでも選択できます。

test on
Paramを選択します。（Maskによるﾃｽﾄは第22章-26参照）
─そのlineに設定されたﾊﾟﾗﾒｰﾀによる合否判定を行わない場　
　合、(No Test)を選択してください。

ﾊﾟﾗﾒｰﾀを使った
パス/フェイル
･テスト
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第２２章－２５

ﾊﾟﾗﾒｰﾀを使った
パス/フェイル
･テストの判定値
の設定

on line
line 1～5まで各々ﾊﾟﾗﾒｰﾀを１つずつ、最大５つまでの異なる
ﾊﾟﾗﾒｰﾀを設定することができます。まずこのﾎﾞﾀﾝを押してﾊﾟ
ﾗﾒｰﾀを設定するlineを選択します。
(合否判定結果に対するｱｸｼｮﾝの設定方法は第22章-29参照)

test on
Paramを選択します。（Maskによるﾃｽﾄは第22章-26参照）
─そのlineに設定されたﾊﾟﾗﾒｰﾀによる合否判定を行わない場
合、(No Test)を選択してください。

choose
Limitを選択します。（ﾊﾟﾗﾒｰﾀを変更する方法は
第22章-24参照)

True if
ﾊﾟﾗﾒｰﾀによる測定値とlimitで設定された値との判
定条件を設定します。
設定値より測定値が小さい時に「真」とする場合
は「＜」を、設定値より測定値が大きい時に
「真」とする場合は「＞」を選択して下さい。

DELETE ALL TESTS
以前に設定されたﾃｽﾄ条件を総て削除する場合、

このﾎﾞﾀﾝを押します。

SET TO LATEST VALUE
このﾎﾞﾀﾝを押すと、判定値を最後に測定した測定
値に設定します。

limit
判定値の変更をします。このﾎﾞﾀﾝで、判定値の仮
数部、指数部と桁数を選択できます。選択された
項目は反転文字になります。選択された項目の値
をつまみで変更します。
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第２２章－２６

境界線による
パス/フェイル
･テスト

MODIFY MASK
このﾎﾞﾀﾝを押して、ﾏｽｸの設定画面を呼び出しま
す。

test on
Maskを選択します。（Parameterによるﾃｽﾄは第22章-24参照）
─そのlineに設定されたﾏｽｸによる合否判定を行わない場合、
(No Test)を選択してください。

on line
line 1～5まで各々ﾊﾟﾗﾒｰﾀを１つずつ、最大５つまでの異なる
ﾊﾟﾗﾒｰﾀを設定することができます。まずこのﾎﾞﾀﾝを押してﾊﾟ
ﾗﾒｰﾀを設定するlineを選択します。
（合否判定結果に対するActionの設定方法は第22章-29参照）

True if
真になる条件を設定します。
all points:全てのﾃﾞｰﾀ･ﾎﾟｲﾝﾄがareのﾒﾆｭｰ　
　　　で選択された条件に合致する時　
　　　「真」になります。
some points:全てのﾃﾞｰﾀ･ﾎﾟｲﾝﾄがareのﾒ
　　　　　ﾆｭｰで選択された条件に合致す
　　　　　る時「真」になります。

mask
ﾏｽｸの波形を選択します。ﾃﾞﾌｫﾙﾄはﾄﾚｰｽDです。
ﾎﾞﾀﾝでもつまみでも選択できます。

of
ﾏｽｸで判定する波形を選択します。

are
判定したいﾃﾞｰﾀがﾏｽｸの内側(inside)にあれば
「真」とするのか、外側(outside)にあれば「真」
とするのかを選択します。

ﾎﾞﾀﾝでもつまみでも選択できます。
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第２２章－２７

into
自動的に境界線ﾏｽｸを画面上に表示する場合はD=M4を選択し
ます。それ以外の場合は、M1～M4を選択します。

INVERT MASK
このﾎﾞﾀﾝを押すと、境界線ﾏｽｸの極性が反転しま
す。

from
W'formを選択します。

delta T
横軸の許容値を画面のﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ単位で設定しま
す。値の変更はつまみで行ないます。

delta V
縦軸の許容値を画面のﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ単位で設定しま
す。値の変更はつまみで行ないます。

取り込んだ波形
による境界線
マスクの作成

Use W'form
境界線ﾏｽｸ作成の基準になる波形を選択します。

MAKE MASK
指定した条件、Use W'formで指定した基準になる
波形とdelta Vとdelta Tで指定した縦軸と横軸の許
容値に従って境界線ﾃﾞｰﾀを作成します。
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ﾏｽ･ｽﾄﾚｰｼﾞからの
境界線マスクの
呼び出し
(ｵﾌﾟｼｮﾝ搭載機のみ)

DO RECALL
このﾎﾞﾀﾝを押すと、指定したﾌｧｲﾙが内部ﾒﾓﾘに呼
び込まれます。

INVERT MASK
このﾎﾞﾀﾝを押すと、境界線ﾏｽｸの極性が反転しま
す。

into
自動的に境界線ﾏｽｸを表示する場合はD=M4を選択します。そ
れ以外の場合は、M1～M4を選択します。

from
ﾊｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｽｸ(*)　、ﾒﾓﾘ･ｶｰﾄﾞ(*)、ﾌﾛｯﾋﾟ･ﾃﾞｨｽｸ(*)を選択します。

第２２章－２８

注)
(*)はｵﾌﾟｼｮﾝです。

File
希望のﾌｧｲﾙを選択します。ﾎﾞﾀﾝでもつまみでも
選択できます。
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ﾃｽﾄの結果ﾊﾟｽ(合格)またはﾌｪｲﾙ(不合格)になったとき、下記に示したようにいくつか
のｱｸｼｮﾝを実行させることができます。

第２２章－２９

DELETE ALL ACTIONS
このﾎﾞﾀﾝを押すと、それまで設定されていた全
てのｱｸｼｮﾝが解除されます。

on line
Actionを選択します。

上で選択したｱｸｼｮﾝの実行を行うか(Yes)、否か
(No)を選択します。ﾎﾞﾀﾝでもつまみでも選択でき
ます。

Then:
実行するｱｸｼｮﾝを選択します。ﾎﾞﾀﾝでもつまみで
も選択できます。

パス/フェイル
･テストで行う
アクションの設定

if
Pass(合格)、Fail(不合格)のどちらでｱｸｼｮﾝを実行
するかを選択します。
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第２２章
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"Panel Setup"ﾒﾆｭｰでは、以下のことができます。
－ｵｼﾛｽｺ-ﾌﾟの設定条件(ﾊﾟﾈﾙ･ｾｯﾄｱｯﾌﾟ)をﾒﾓﾘ･ｶｰﾄﾞ(*)、ﾌﾛｯﾋﾟ･ﾃﾞｨｽｸ(*)又はﾊｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｽｸ(*)内
　部の不揮発性ﾒﾓﾘやに記憶します。
－内部の不揮発性ﾒﾓﾘやﾒﾓﾘ･ｶｰﾄﾞ(*)、ﾌﾛｯﾋﾟ･ﾃﾞｨｽｸ(*)又はﾊｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｽｸ(*)から希望の　　　
　PanelSetupを呼び出します。
(*)はｵﾌﾟｼｮﾝです。

第２３章－１

Save
このﾒﾆｭｰでSaveを選びます。(Recallについては次ﾍﾟｰｼﾞ参照)

TO SETUP...
内部の不揮発性ﾒﾓﾘには、4つのﾊﾟﾈﾙ･ｾｯﾄｱｯﾌﾟが記憶できま
す。それぞれのﾒﾓﾘに対応するﾎﾞﾀﾝを押すことで、そのﾒﾓﾘに
記憶します。

TO CARD FLOPPY or HDD
ｵﾌﾟｼｮﾝが内蔵されていると、このﾒﾆｭｰが出現しま
す。
ﾊﾟﾈﾙ･ｾｯﾄｱｯﾌﾟを外部ﾒﾃﾞｨｱに記憶させることがで
きます。

TO CARD
TO FLOPPY
TO HDD
上記のｷｰを押すと出現するｻﾌﾞ･ﾒﾆｭｰです。
それぞれに割り当てられているｷｰを押せば、
目的の外部ﾒﾃﾞｨｱに現在のﾊﾟﾈﾙ･ｾｯﾄｱｯﾌﾟが保存さ
れます。

パネル･
セットアップ
の保存
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第２３章－２

Recall
このﾒﾆｭｰでRecallを選びます。

FROM SETUP...
内部の不揮発性ﾒﾓﾘには、4つのﾊﾟﾈﾙ･ｾｯﾄｱｯﾌﾟが記憶できま
す。それぞれのﾒﾓﾘに対応するﾎﾞﾀﾝを押すことで、そのﾒﾓﾘに
記憶されたﾊﾟﾈﾙ･ｾｯﾄｱｯﾌﾟを呼び出します。

FROM DEFAULT SETUP
このﾎﾞﾀﾝを押すと、工場出荷時の標準ﾊﾟﾈﾙ設定に
なります。

from Card Flpy or Disk
このﾎﾞﾀﾝを押すと、外部ﾒﾃﾞｨｱからﾊﾟﾈﾙ･ｾｯﾄｱｯﾌﾟ
を呼び出すﾒﾆｭｰが現われ、ﾒﾓﾘ･ｶｰﾄﾞ(*)、ﾌﾛｯﾋﾟ･ﾃﾞｨ
ｽｸ(*)又はﾊｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｽｸ(*)に記憶されたﾊﾟﾈﾙ･ｾｯﾄｱｯﾌﾟ･
ﾌｧｲﾙを呼び出すことができます。

注)
(*)はｵﾌﾟｼｮﾝです。

パネル･
セットアップ
の呼び出し
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第２３章－３

ﾏｽ･ｽﾄﾚｰｼﾞからの
パネル･
セットアップの
呼び出し
(ｵﾌﾟｼｮﾝ搭載機のみ)

from
ﾒﾓﾘ･ｶｰﾄﾞ(*)、ﾌﾛｯﾋﾟ･ﾃﾞｨｽｸ(*)又はﾊｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｽｸ(*)を選択します。

DO RECALL
指定したﾌｧｲﾙ名のﾊﾟﾈﾙ･ｾｯﾄｱｯﾌﾟを呼び出します。

File
希望のﾊﾟﾈﾙ･ｾｯﾄｱｯﾌﾟ･ﾌｧｲﾙのﾌｧｲﾙ名をつまみで選
択します。

注)
(*)はｵﾌﾟｼｮﾝです。
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第２３章



メニュー

各ﾁｬﾝﾈﾙの電圧ﾚﾝｼﾞ、ﾌﾟﾛｰﾌﾞの減衰率、ｵﾌｾｯﾄ、ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ、ﾀｲﾑ･ﾍﾞｰｽ、ﾄﾘｶﾞの設定が
表示されます。

2424 ステータス表示

１

第２４章－１

ステータスの選択
Acquisitionを選択します。

ﾌﾛﾝﾄ･ﾊﾟﾈﾙのSHOW STATUSﾎﾞﾀﾝを押すことで、ｽﾃｰﾀｽ画面を呼び出すことができま
す。この画面では、次の設定条件の一覧を見ることができます。
　－ACQUISITION(測定条件)
　－SYSTEM(ｼｽﾃﾑ･ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ､ｵﾌﾟｼｮﾝ)
　－TEXT & TIME (ﾀｲﾑ･ｽﾀﾝﾌﾟ情報)
　－WAVEFORM(波形ﾃﾞｰﾀ)
　－CHANNEL(入力ﾁｬﾝﾈﾙ設定条件)
　－MEMORY(ﾒﾓﾘ設定条件)
　－ZOOM&MATH(拡大/演算設定条件)
　－DISPLAY(表示設定条件)
　－MEMORY USED(ｼｽﾃﾑ･ﾒﾓﾘの使用状況表示)

１

測定条件の一覧



メニュー 2424 ステータス表示

１

１

第２４章－２

装置のｼﾘｱﾙ番号、ｼｽﾃﾑのﾊﾞｰｼﾞｮﾝ･ﾅﾝﾊﾞｰと装着されているｿﾌﾄｳｴｱおよびﾊｰﾄﾞｳｴｱのｵﾌﾟ
ｼｮﾝが表示されます。

ステータスの選択
Systemを選択します。

ｼｽﾃﾑ･ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ及び
ｵﾌﾟｼｮﾝの一覧
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１

２

３

ﾕｰｻﾞｰがﾘﾓｰﾄ･ｺﾏﾝﾄﾞで登録したﾃｷｽﾄと、ﾄﾘｶﾞの発生時間を表示します。

Select
ﾀｲﾑ･ｽﾀﾝﾌﾟ情報が画面に収まらない場合には、その数を表示し、つまみを使っ
てﾀｲﾑ･ｽﾀﾝﾌﾟ情報をｽｸﾛｰﾙして表示することができます。

for
どの波形のﾀｲﾑ･ｽﾀﾝﾌﾟ情報を確認するかを選択します。

注)
ここに表示されたﾀｲﾑ･ｽﾀﾝﾌﾟ情報は、ﾄﾘｶﾞ時刻を左側に絶対時刻で、右側にｾｸﾞﾒﾝﾄ1
を基準にした相対時間で示されます。

ﾃｷｽﾄと時間情報
の一覧

第２４章－３

２

３

１ ステータスの選択
Text&Timeを選択します。



メニュー 2424 ステータス表示

１

２

入力ﾁｬﾝﾈﾙ(Channels)、演算ﾒﾓﾘ(Zoom+Math)、内部ﾒﾓﾘ(Memory)、現在表示されてい
るﾄﾚｰｽ(Displayed)の詳しいｽﾃｰﾀｽが表示されます。

第２４章－４

ステータスの選択
Waveformを選択します。

１

２ どの波形のｽﾃｰﾀｽ情報を確認するかを選択します。

波形情報の一覧



メニュー

第２４章－５

１

３

２

ｼｽﾃﾑ･ﾒﾓﾘの使用状況を一覧表示します。

CLEAR INACTIVE
FFT等の演算を行った後、その演算を止めてもｼｽﾃﾑ･ﾒﾓﾘの中に演算結果が残っ
たままになっている時があります。そのﾒﾓﾘ･ｴﾘｱを"INACTIVE"と呼びます。
"INACTIVE"なﾒﾓﾘ･ｴﾘｱを消去したい時、このﾎﾞﾀﾝを押します。

Clear M1...M4
波形ﾒﾓﾘM1～M4にﾃﾞｰﾀが入っていると、このﾒﾆｭｰが表示されます。該当する
ｷｰを押すと、波形ﾒﾓﾘの内容が消えます。

２

３

１ ステータスの選択
Memory Usedを選択します。

ｼｽﾃﾑ･ﾒﾓﾘの使用
状況の一覧

2424 ステータス表示



メニュー 2222 波形計測

第２２章



補　足

入力ﾊﾞﾝﾄﾞ幅(-3dB)
　9310A/9314A

入力ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ50Ω時
5V/div～500mV/div：DC ～400MHz
200mV/div～5mV/div：DC～350MHz
2mV/div：DC～300MHz

入力ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ1MΩ時
5V/div～5mV/div：DC～230MHz(ﾌﾟﾛｰﾌﾞ先端における標準値)
2mV/div：DC～210MHz(ﾌﾟﾛｰﾌﾞ先端における標準値)

　9304A
入力ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ50Ω時

5V/div～2mV/div：DC ～200MHz
入力ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ1MΩ時

5V/div～5mV/div：DC～180MHz(ﾌﾟﾛｰﾌﾞ先端における標準値)
2mV/div：DC～160MHz(ﾌﾟﾛｰﾌﾞ先端における標準値)

入力ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ：1MΩ//15pF及び50Ω±１%
入力感度：2mV/div から5V/divまで1,2,5ｼｰｹﾝｽ(連続可変も可能)
縦軸拡大：5倍まで可能（ｱﾍﾞﾚｰｼﾞﾝｸﾞ時、50倍または40μV/divまで可能）

ｽｹｰﾙ･ﾌｧｸﾀｰ：×1,×2,×5,×10,×20,×25,×50,×100,×200,×500,×1k,×10kの内、ど
れか一つをﾌﾟﾛｰﾌﾞ減衰率として選択できます。

ｵﾌｾｯﾄ： 2mV/div - 9.9mV/div ±120m V
10mV/div - 199mV/div ±1.2 V
200mV/div - 5V/div ±24 V

DC確度： ﾌﾙｽｹｰﾙの±２％以下(ｵﾌｾｯﾄが0Vに設定されている時)
ﾊﾞﾝﾄﾞﾘﾐｯﾄ： 30MHz(-3dB標準値)　[9304Aは、20MHz(-3dB標準値)]
最大入力電圧： 1MΩに対して250V(DC + ACﾋﾟｰｸ;10kHz以下)

50Ωに対して ±5V DC(500mW)または5V RMS

仕様AA

Ａ章－１

垂直アナログ部



補　足 仕様AA

ADC：各ﾁｬﾝﾈﾙ独立。8ﾋﾞｯﾄ･ﾌﾗｯｼｭA/Dｺﾝﾊﾞｰﾀｰ
ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ速度：単発時 最大100MS/s、等価ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ時 最大10GS/s、全ﾁｬﾝﾈﾙ同時
波形捕捉用ﾒﾓﾘ長(8ﾋﾞｯﾄ)

垂直デジタル部

Ａ章－２

size/channel
9310/14AL 9304/10/14AM 9304/10/14A

1MW 200kW 50kW

number of segment
9310/14AL 9304/10/14AM 9304/10/14A
2-2000 2-500 2-200

ﾒﾓﾘ･ｾｸﾞﾒﾝﾄ数

波形演算／拡大ﾒﾓﾘおよびﾘﾌｧﾚﾝｽ･ﾒﾓﾘ(16ﾋﾞｯﾄ)
　演算／拡大ﾒﾓﾘ：A,B,C,D
　ﾘﾌｧﾚﾝｽ･ﾒﾓﾘ： M1,M2,M3,M4

水平部

ﾀｲﾑﾍﾞｰｽ ﾚﾝｼﾞ：1ns/divから1000s/divまで。
ｸﾛｯｸ確度：±0.002％以下
補間分解能：10ps

等価ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ(Random Interleaved Sampling： RIS)
1ns/div～5μs/div(但し、繰り返し信号に限る)

ｼﾝｸﾞﾙ･ｼｮｯﾄ
50ns/div～200ms/div

ﾛｰﾙ･ﾓｰﾄﾞ
500ms/div ～ 1000s/div (Lﾀｲﾌﾟ･ﾓﾃﾞﾙは10s/div ～ 1000s/div)

ｼｰｹﾝｼｬﾙ･ﾄﾘｶﾞ
複数回の現象を波形捕捉ﾒﾓﾘを分割した各ｾｸﾞﾒﾝﾄに順次保存する。

捕捉ﾓｰﾄﾞ



補　足仕様AA

Ａ章－３

トリガ ﾌﾟﾘﾄﾘｶﾞ機能：ﾌﾙｽｹｰﾙ（ｸﾞﾘｯﾄﾞの幅）の100%まで1%刻みで設定可能。
ﾎﾟｽﾄ･ﾄﾘｶﾞ･ﾃﾞｨﾚｲ：10,000divまで0.1div刻みで設定可能。
外部ﾄﾘｶﾞ入力：1MΩ//15pF以下、最大250V(DC + ACﾋﾟｰｸ;10kHz以下)
外部ﾄﾘｶﾞ入力ﾚﾝｼﾞ：Ext入力時±0.5V　、Ext/10入力時±5V　
ﾄﾘｶﾞ･ﾚｰﾄ：HFﾄﾘｶﾞ･ﾓｰﾄﾞ使用時500MHzまで。(9304,04Mは300MHzまで)
ﾀｲﾐﾝｸﾞ：ﾄﾘｶﾞ･ﾀｲﾐﾝｸﾞ(日時)は波形と共にﾒﾓﾘに記録され、"Memory Status"ﾒﾆｭｰで確認

　が可能。
　ｼｰｹﾝｽ･ﾓｰﾄﾞにおいては、一連のﾄﾘｶﾞ･ﾀｲﾐﾝｸﾞが１s単位分解能で絶対時間とし
　て計測されるか、最初のﾄﾘｶﾞを基準としたns単位の分解能で相対時間として
　計測されます。この情報は、"Text&Time Status"ﾒﾆｭｰで確認が可能。

標準ﾄﾘｶﾞ
　ｿｰｽ：CH1、CH2、(4ﾁｬﾝﾈﾙ･ﾓﾃﾞﾙにおいてはCH3、CH4)、Ext、Ext/10、Line。

  各ﾁｬﾝﾈﾙともｽﾛｰﾌﾟ、ﾚﾍﾞﾙ、ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞが個別に設定可能。
　ｽﾛｰﾌﾟ：正、負、ｳｨﾝﾄﾞ(±)
　ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ：HF, AC, LF REJ, HF REJ, DC
　ﾎｰﾙﾄﾞ･ｵﾌ時間：25ns ～20s
　ﾎｰﾙﾄﾞ･ｵﾌ･ｲﾍﾞﾝﾄ：0 ～ 1,000,000,000ｲﾍﾞﾝﾄ

ｽﾏｰﾄ･ﾄﾘｶﾞ
　ﾊﾟﾙｽ幅ﾄﾘｶﾞ： 2.5ns ～20sの範囲で設定した時間幅より短い、または長いﾊﾟﾙｽ幅

の信号でﾄﾘｶﾞ。
　ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ･ﾄﾘｶﾞ： 10ns ～20sの範囲で設定した時間幅より短い、または長いｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ

の信号でﾄﾘｶﾞ。
　ｽﾃｰﾄ/ｴｯｼﾞ･ｸｫﾘﾌｧｲﾄﾞ･ﾄﾘｶﾞ：2つのﾄﾘｶﾞ･ｿｰｽでﾄﾘｶﾞを判断。
　　　　　　　　ｽﾃｰﾄ･ｸｫﾘﾌｧｲﾄﾞはｹﾞｰﾄ･ﾄﾘｶﾞとも呼ばれ、指定したｸｫﾘﾌｧｲｱの信号 が
　　　　　　　　ﾛｰまたはﾊｲの状態を維持している時に、別のｿｰｽからﾄﾘｶﾞが入力さ
　　　　　　　　れ た場合にﾄﾘｶﾞをかける。ﾎｰﾙﾄﾞ･ｵﾌと併用可能。
　　　　　　　　ｴｯｼﾞ･ｸｫﾘﾌｧｲﾄﾞは、指定したｸｫﾘﾌｧｲｱの信号が、ﾛｰまたはﾊｲに変化
　　　　　　　　するｴｯｼﾞが存在した後に、別のｿｰｽからﾄﾘｶﾞが入力された場合にﾄﾘ
　　　　　　　　ｶﾞをかける。ﾎｰﾙﾄﾞ･ｵﾌと併用可能。
　TVﾄﾘｶﾞ： 　　NTSC, PAL, SECAM規格のTV信号に対して同期。Customﾓｰﾄﾞでは

　　最大1500ﾗｲﾝ、8ﾌｨｰﾙﾄﾞの信号に対して同期可能。
　ﾄﾞﾛｯﾌﾟ･ｱｳﾄ･ﾄﾘｶﾞ：設定された時間より長い時間、信号がとぎれた時にﾄﾘｶﾞをかけ
　　　　　　　　る。



補　足

ディスプレイ

Ａ章－４

仕様AA

CRT： 12.5×17.5cm 対角線ｲﾝﾁ(電磁偏向型垂直ﾗｽﾀｽｷｬﾝ方式)
解像度： 810×696ﾋﾟｸｾﾙ
ﾘｱﾙ･ﾀｲﾑ･ｸﾛｯｸ：年月日、時分秒
ｸﾞﾘｯﾄﾞ：電子ｸﾞﾘｯﾄﾞ。ｸﾞﾘｯﾄﾞと波形はそれぞれ個別に輝度を変更可能。

　ｸﾞﾘｯﾄﾞの表示モードにはｼﾝｸﾞﾙ、ﾃﾞｭｱﾙ、ｸﾜｯﾄﾞ、XY、XY+YTがあります。

ﾊｰﾄﾞ･ｺﾋﾟｰ： ﾌﾟﾛｯﾀ；HP7470,HP7550または互換機(HP-GL)
ﾌﾟﾘﾝﾀ；内蔵ﾌﾟﾘﾝﾀ(ｵﾌﾟｼｮﾝ),HP Quiet-Jet, Think-Jet, Laser-Jet, Paint-Jet

　　　　　　　　　Desk-Jet, EPSON(Esc/p)
ﾌﾛｯﾋﾟ；HP-GL,TIFF,BMPﾌｧｲﾙをｻﾎﾟｰﾄし、DTPに対応。
ﾊｰﾄﾞ･ｺﾋﾟｰI/F；GP-IB, RS-232C, ｾﾝﾄﾛﾆｸｽ(ｵﾌﾟｼｮﾝ)
ﾊｰﾄﾞ･ｺﾋﾟｰは、ﾌﾛﾝﾄ･ﾊﾟﾈﾙのﾎﾞﾀﾝ操作又はﾘﾓｰﾄ･ｺﾝﾄﾛｰﾙで開始することが
できます。

XYﾓｰﾄﾞ：各ﾁｬﾝﾈﾙおよびﾄﾚｰｽA,B,C,Dから任意の２つを選んで表示可能。重ね書きﾓｰ
　ﾄﾞと併用可能。
　ｸﾞﾘｯﾄﾞ表示ﾓｰﾄﾞは、XY表示ｸﾞﾘｯﾄﾞのみ、XY表示とYTｸﾞﾘｯﾄﾞ(ｼﾝｸﾞﾙまた

　 　はﾃﾞｭｱﾙ)の同時表示が選択可能。時間ｶｰｿﾙとXY電圧ｶｰｿﾙが使用可能。

重ね書きﾓｰﾄﾞ：変動の傾向が分かるように、取り込んだ波形を全て連続的に重ねて
　表示。波形の残光時間は、0.5sから20sまで可変でき、無限残光も可能。

　　　　時間ｶｰｿﾙとXY電圧ｶｰｿﾙが使用可能。

相対時間：２つのｶｰｿﾙを使い、拡大しない波形に対しては画面のﾌﾙｽｹｰﾙに対して
±0.05％の精度で計測することができます。拡大された波形に対してはｻﾝﾌﾟﾘﾝ
ｸﾞ間隔の±10％の精度まで計測可能。

　　　測定された時間間隔については、逆数計算をして周波数も表示します。

相対電圧：２つ電圧軸ｶｰｿﾙを使い、ｼﾝｸﾞﾙ･ｸﾞﾘｯﾄﾞ･ﾓｰﾄﾞでのﾌﾙｽｹｰﾙに対して±0.2％
までの電圧値を計測可能。

絶対時間：十字ﾏｰｸを使い、ﾄﾘｶﾞからの時間とｸﾞﾗﾝﾄﾞからの電圧を計測可能。
絶対電圧：ﾘﾌｧﾚﾝｽ･ﾊﾞｰを使い、ｸﾞﾗﾝﾄﾞからの電圧値を計測可能。

ﾊﾟﾙｽ･ﾊﾟﾗﾒｰﾀ：二つのｶｰｿﾙに挟まれた区間に対して、ﾊﾟﾙｽ･ﾊﾟﾗﾒｰﾀを自動的に計算し
て表示。内蔵しているﾊﾟﾙｽ･ﾊﾟﾗﾒｰﾀに関しては、A章-５ﾍﾟｰｼﾞを参照下さい。

　　　測定されたﾊﾟﾙｽ･ﾊﾟﾗﾒｰﾀに対しては最大値、最小値、平均値、標準偏差値を表
　　　示可能。

カーソル測定



補　足

Ａ章－５

仕様AA

"AUTO SETUP"ﾎﾞﾀﾝを押すと、入力された信号に応じて時間軸、電圧軸とﾄﾘｶﾞ･ﾎﾟｲﾝ
ﾄが自動的に計算され、適切な設定で表示されます。

入力信号条件：信号は振幅2mVから40Vまで、周波数は50Hz以上でﾃﾞｭｰﾃｨ比が0.1％
　以上必要。

ｵｰﾄ･ｾｯﾄｱｯﾌﾟ時間：約２秒

垂直感度とｵﾌｾｯﾄを自動設定可能。

波形演算機能をﾒﾆｭｰから設定できます。演算機能(加算、減算、乗算、除算、反転、
同一、ｻｲﾝ補間)、と加算平均（1,000回まで）が標準装備。

ﾊﾟﾙｽ･ﾊﾟﾗﾒｰﾀ：ANSI/IEEE 規格181-1977「客観的手法によるﾊﾟﾙｽ測定･解析基準」に準
　　　　拠。用語は、IEEE規格 194-1977「標準ﾊﾟﾙｽ用語および定義」による。

波形演算

オート
･セットアップ

縦軸自動設定

自自自自　　　　動動動動　　　　測測測測　　　　定定定定　　　　可可可可　　　　能能能能　　　　なななな　　　　項項項項　　　　目目目目　　　　一一一一　　　　覧覧覧覧

標標標標　　　　準準準準　　　　測測測測　　　　定定定定　　　　項項項項　　　　目目目目

Cyclic Dual Horizontal Misc Pulse Vertical

cmean ∆dly delay dur area ampl

cmedian ∆ t@lv freq first base cmean

crms period last fall cmedian

csdev points points f80-20% crms

cycles t@level f@level csdev

duty width over+ data

freq over- maximum

period rise mean

r20-80% median

r@level minimum

top pkpk

width rms

sdev

各ﾊﾟﾗﾒｰﾀは、自動的に統計処理され、下記の項目が表示可能。

　平均値 最大値 最小値 標準偏差

ﾊﾟｽ/ﾌｪｲﾙ･ﾃｽﾄに５つまでのﾊﾟﾗﾒｰﾀを選択して検査項目とすることが可能。また、各波
形が内部で作成された境界線ﾏｽｸを使って判定することが可能。



補　足 仕様AA

演算
オプション

演算ｵﾌﾟｼｮﾝを装着することで、波形演算機能の強化が可能。
WP01では、10,000,000回までのｱﾍﾞﾚｰｼﾞ、垂直分解能を11bitまで上げる分解能向上演
算や拡張演算(微分、積分等)や最小値と最大値を保存するｴｸｽﾄﾚｰﾏ機能を提供。
WP02ではｽﾍﾟｸﾄﾙ解析(FFT,FFTｱﾍﾞﾚｰｼﾞﾝｸﾞ演算)を提供。
WP03では、波形ﾊﾟﾗﾒｰﾀのﾋｽﾄｸﾞﾗﾑ表示を含む。統計解析機能を提供。
DDM/PRMLでは、磁気ﾒﾃﾞｨｱやその周辺機器の性能を測定する為に不可欠なﾊﾟﾗﾒｰﾀを
自動測定する機能を提供。

GP01：内蔵ﾌﾟﾘﾝﾀ + ｾﾝﾄﾛﾆｸｽI/F；190DPIの分解能、126 x 90 mmのｻｲｽﾞ。
FD01：3.5ｲﾝﾁ･ﾌﾛｯﾋﾟ･ﾃﾞｨｽｸ + ｾﾝﾄﾛﾆｸｽI/F；DOSﾌｫｰﾏｯﾄ, 1.44MB(2HD),720KB(2DD)
MC01/04：ICﾒﾓﾘ･ｶｰﾄﾞ；JEIDA V.4(PCMCIA Type II)に準拠。
　　　　　ﾄﾞﾗｲﾌﾞ +  512kﾒﾓﾘ･ｶｰﾄﾞ付属
HD01/02：ﾊｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｽｸ；PCMCIA Type IIIに準拠。ﾄﾞﾗｲﾌﾞ+131MBﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ･ﾒﾃﾞｨｱ

垂直軸感度、ｵﾌｾｯﾄ、位置調整を含むﾌﾛﾝﾄ･ﾊﾟﾈﾙ･ｺﾝﾄﾛｰﾙ、ｶｰｿﾙ･ｺﾝﾄﾛｰﾙおよび内部演
算がﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ可能。

RS-232Cﾎﾟｰﾄ：ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ/ﾀｰﾐﾅﾙからのｺﾝﾄﾛｰﾙ及ﾌﾟﾛｯﾀの接続用。最大通信速度は
19200baudまで。
GPIB(IEEE-488)ﾎﾟｰﾄ：ｺﾝﾋﾟｭｰﾀよるﾘﾓｰﾄ･ｺﾝﾄﾛｰﾙおよび高速ﾃﾞｰﾀ転送のためﾄｰｶ/ﾘｽﾅ機
能を持つ。
ﾛｰｶﾙ/ﾘﾓｰﾄ：ﾘﾓｰﾄ･ｺﾝﾄﾛｰﾙは、いつでもﾌﾛﾝﾄ･ﾊﾟﾈﾙのﾎﾞﾀﾝを押すことにより中断され、

ﾛｰｶﾙ(ﾏﾆｭｱﾙ)になります。
（ただしﾘﾓｰﾄ･ｺﾝﾄﾛｰﾙからlock-outｽﾃｰﾄが選択されているときはﾛｰｶﾙにできません。）

PP002 (Bw=350MHz 10:1, 10MΩ//15pF　ﾊﾟｯｼﾌﾞ･ﾌﾟﾛｰﾌﾞ)をCH数分標準装備
ﾌﾟﾛｰﾌﾞ校正信号：周波数可変矩形波、 立ち上がり時間750ps以下、

　　  立ち下がり時間500ps以下、平坦度1%以内

温度：定格温度5ﾟ～40ﾟC、動作温度0ﾟ～50ﾟC
湿度：80%未満
電源：90-250V AC, 45 ～ 66Hz,150W(ｵﾌﾟｼｮﾝなし)
振動/衝撃：MIL-STD-810Cを基本にしたレクロイ社内規格とMIL-T-2880Cに合致。

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ･ﾊﾞｯﾃﾘｰ：ﾌﾛﾝﾄ･ﾊﾟﾈﾙ設定を２年間保持
外形寸法：21cm(高さ)×37cm(幅)×41cm(奥行き)
重量：10.5kg、梱包重量18kg

保証期間：納入後１年間

Ａ章-６
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補　足

ﾚｸﾛｲのｵｼﾛｽｺｰﾌﾟの測定ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ･ﾚｰﾄは､信号の測定や解析に必要とされるｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ･
ﾚｰﾄを上回り､広いﾊﾞﾝﾄﾞ幅で測定をしている場合が少なくありません。このようなｵｰ
ﾊﾞ･ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞが起きるのは､ﾒﾓﾘ長が長いからですが､この高いｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ･ﾚｰﾄと長いﾒﾓﾘ
を有効に利用して、表示ﾄﾚｰｽの実効分解能を向上させるために､ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ･ﾃﾞｰﾀにﾃﾞ
ｼﾞﾀﾙ･ﾌｨﾙﾀをかける事ができます。これは､単純な移動平均ﾌｨﾙﾀ(ｽﾑｰｼﾞﾝｸﾞ)で信号を平
滑化するのと似ていますが､ﾊﾞﾝﾄﾞ幅の点からみればより効果的で､優れた通過帯域の
特性を持ったｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑを採用しています｡したがって､単発であるためにｱﾍﾞﾚｰｼﾞﾝｸﾞ
が使用できない信号の分解能を上げるｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝに適しています。

分解能向上演算により､以下の2つの特性が改善されます。

1. いかなる場合でも､分解能(つまり､どれだけ接近した電圧ﾚﾍﾞﾙを区別する能力)は､
各ﾌｨﾙﾀごとに一定量だけ改善されます。これは､真の分解能向上で､信号にﾉｲｽﾞが
含まれているかどうかに無関係です。また､信号が単発であるか繰り返しであるか
にも関係ありません｡

2. SN比(SNR)は､原信号に含まれるﾉｲｽﾞの形態に応じて改善されます｡
これは､高分解能演算によって信号のﾊﾞﾝﾄﾞ幅が狭められる結果､ﾉｲｽﾞの一部が取り
除かれるためです｡

本機では､速い演算速度､優れたｽﾃｯﾌﾟ応答性､0.5ﾋﾞｯﾄ～3ﾋﾞｯﾄまで0.5ﾋﾞｯﾄｽﾃｯﾌﾟの分解
能向上を行う為に､ﾊﾞﾝﾄﾞ幅の低減を最小限に抑えるように最適化された､直線位相有
限ｲﾝﾊﾟﾙｽ応答(FIR)高分解能ﾌｨﾙﾀを用いています。0.5ﾋﾞｯﾄｽﾃｯﾌﾟは､それぞれﾊﾞﾝﾄﾞ幅の
1/2減に対応しますから､ﾊﾞﾝﾄﾞ幅と分解能のﾄﾚｰﾄﾞｵﾌを簡単に見積り設定する事ができ
ます。6つのﾌｨﾙﾀのﾊﾟﾗﾒｰﾀを下表に示します｡

FIR高分解能ﾌｨﾙﾀのﾊﾟﾗﾒｰﾀ

分解能向上 -3dBﾊﾞﾝﾄﾞ幅 ﾌｨﾙﾀ長
(改善度)　 (ﾅｲｷｽﾄ)　 (ｻﾝﾌﾟﾙ点数)

0.5　 0.5　         2
1　　 0.241　         5
1.5　 0.121　       10
2　 0.058　       24
2.5　 0.029　 　  51
3　 0.016　 　117

BB 分解能向上演算
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補　足 BB 分解能向上演算

どんな場合に
分解能向上演算
を使ったら良い
か｡

使用されているﾌｨﾙﾀはﾛｰﾊﾟｽ･ﾌｨﾙﾀですから､実際のSNRの向上は信号に介在しているﾉ
ｲｽﾞのﾊﾟﾜｰ･ｽﾍﾟｸﾄﾙ密度に応じて異なります。ﾌｨﾙﾀは､信号がﾎﾜｲﾄ･ﾉｲｽﾞであれば､つま
り､周波数ｽﾍﾟｸﾄﾙ全体に均等に分布するﾉｲｽﾞであれば､分解能の向上と同じ比率のSNR
向上が得られます。ﾉｲｽﾞ･ﾊﾟﾜｰが高調波側に片寄っていると､SNRの向上は分解能の向
上を上回ります。これに対し､低周波数成分の多いﾉｲｽﾞであれば､SNRの向上は分解能
の向上を下回ることが考えられます。ｺﾋｰﾚﾝﾄ･ﾉｲｽﾞ信号(例えば､CPUｸﾛｯｸの漏れ)の排
除によるSNRの向上は､信号がﾌｨﾙﾀの通過帯域にあるかないかに応じて異なります。
この条件は､ﾚｸﾛｲのｽﾍﾟｸﾄﾙ解析ｵﾌﾟｼｮﾝ(WP02)を使って推測することができます。

分解能向上演算に使われるﾌｨﾙﾀは､厳密に直線的な位相応答性を持っています。これ
には優れた特性が2つあります。第一に､ﾌｨﾙﾀはｲﾍﾞﾝﾄの周波数成分が異なる場合でも､
波形における異なるｲﾍﾞﾝﾄの相対位置を変える事がありません。第二に､波形がｵｼﾛｽｺｰ
ﾌﾟのﾒﾓﾘ内に保存されるという点を活かして､通常ﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞの際に発生する入/出力波
形間のﾃﾞｨﾚｲを､ﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞされた波形の計算中に厳密に補正することができます。

採用されている全てのﾌｨﾙﾀは､厳密に1倍のｹﾞｲﾝ(低周波数に於いて)を持つものとなっ
ています。したがって､ｿｰｽ･ﾃﾞｰﾀがｵｰﾊﾞﾌﾛｰしたからといって､分解能向上演算がｵｰﾊﾞﾌ
ﾛｰの原因になっていることはありません。ｿｰｽ･ﾄﾚｰｽの一部がｵｰﾊﾞﾌﾛｰした場合､ﾌｨﾙﾀﾘﾝ
ｸﾞは実行できますが､ｵｰﾊﾞﾌﾛｰしたﾃﾞｰﾀの周辺(ﾌｨﾙﾀ･ｲﾝﾊﾟﾙｽ応答の長さの範囲内)の結
果が不正確である点に注意しなければなりません。これが許されているのは､ｵｰﾊﾞﾌﾛｰ
がせいぜい1つないし2つのｻﾝﾌﾟﾙ点のｽﾊﾟｲｸという場合にもあるからで、このようなｽ
ﾊﾟｲｸのｴﾈﾙｷﾞｰは､結果に重大な影響を及ぼすほどではない場合も考えられ、ﾄﾚｰｽ全体
にこの演算が実行できないのは不便だからです。

分解能向上演算が特に効果的に使われるｹｰｽは､大きく分けて2つあります。第一に､信
号にかなりのﾉｲｽﾞが含まれ、かつﾉｲｽﾞを除去して測定したい場合に､分解能向上演算
を使って信号を｢ｸﾘｰﾝ･ｱｯﾌﾟ｣することができます。第二に､信号にそれほどﾉｲｽﾞが含ま
れていないものの､波形を高精度に測定したい場合、例えば、単発で波形の全体を捉
えた上で波形の一部を大きく拡大して観測したい場合に用いると、実際のA/D変換器
の分解能よりも高い分解能で波形の観測ができます。

一般に､分解能向上演算は､現象が単発または低速の繰り返しで､ｱﾍﾞﾚｰｼﾞﾝｸﾞが使用で
きない場合に､ｱﾍﾞﾚｰｼﾞﾝｸﾞの代わりに使用します。

以下にそのようなｹｰｽでの分解能向上演算の使い方を示します。

Ｂ章－２
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下の図は､分解能向上演算を実行する前(ｸﾞﾘｯﾄﾞ上)と実行した後(ｸﾞﾘｯﾄﾞ下)の矩形
波のｽﾍﾟｸﾄﾙです。演算によって信号の高い周波数成分がいかに除去されたかを、
その結果が鮮明に示しています。より高いﾋﾞｯﾄの分解能向上は､より低い周波数
成分まで除去します。

ﾛｰﾊﾟｽ･ﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞ

Ｂ章－３
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以下の例において、上のﾄﾚｰｽは下のﾄﾚｰｽを3ﾋﾞｯﾄの分解能向上しています。
注:元の信号は高いｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ･ﾚｰﾄでｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞされ､演算結果の波形も十分なﾊﾞﾝﾄﾞ幅が
得られているので､波形が歪んでいません。

Ｂ章－４

垂直分解能の
向上
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以下の図は､ﾉｲｽﾞが重畳した信号(ｸﾞﾘｯﾄﾞ上)に対して、2ﾋﾞｯﾄの高分解能演算を行った
時の結果を示しています。
演算結果のﾄﾚｰｽ(ｸﾞﾘｯﾄﾞ下)は､ほとんどのﾉｲｽﾞが除去され「平滑化｣されています。

BB 分解能向上演算

ﾉｲｽﾞの低減

Ｂ章－５
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注意事項

Ｂ章－６

高分解能演算は､ﾄﾚｰｽ波形の分解能を向上させるものにすぎず､8ﾋﾞｯﾄのA/D変換器に
よる量子化の確度あるいは直線性を向上させることはできません。

分解能向上演算に用いられるﾌｨﾙﾀは、位相特性を特に重視する必要があるので、振幅
特性の平坦性を重視したﾌｨﾙﾀを採用することはできません。従って、ﾌｨﾙﾀの振幅特性
は低い周波数から徐々に減衰するような特性を有しています。
上の図では、2ﾋﾞｯﾄの分解能向上演算に用いられるﾌｨﾙﾀの代表的な特性を示していま
す。このﾌｨﾙﾀは、ﾅｲｷｽﾄ周波数の5.8%(上図の場合、5.8kHz)に遮断周波数を持ち、そ
の時の減衰比は約-3dBになります。

ﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞは､有限ﾚｺｰﾄﾞ長を対象に行われなければなりませんから､波形ﾚｺｰﾄﾞの終わり
の切れ目部分は演算に必要なﾎﾟｲﾝﾄ数が無いために演算ができません。この部分のﾃﾞｰ
ﾀ･ﾎﾟｲﾝﾄは表示されませんから､ﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞ後のﾄﾚｰｽはやや短くなります。失われたｻﾝﾌﾟ
ﾙ点の数は､使用されたﾌｨﾙﾀのｲﾝﾊﾟﾙｽ応答の長さと正確に一致しますから､2～117ｻﾝﾌﾟﾙ
ということになります。しかし､本機は極めて長いﾒﾓﾘ長を持っていますから､この様
なﾛｽがあっても通常は気付きません。(50Kﾜｰﾄﾞの場合､波形ﾄﾚｰｽの0.2%にすぎませ
ん。)
ただし､ﾃﾞｰﾀ出力(表示)を伴わないほど短いﾚｺｰﾄﾞ長のﾄﾚｰｽでも設定する事はできます
が､実際に演算は実行されません。



補　足

FFTｵﾌﾟｼｮﾝ(WP02)は､全ての93XXｼﾘｰｽﾞにｽﾍﾟｸﾄﾙ解析機能を加えるものです。この
章では、このｵﾌﾟｼｮﾝ機能について詳しく説明しています。
個々の時間領域波形のｽﾍﾟｸﾄﾙを計算､表示することができ、50,000ものｽﾍﾟｸﾄﾙにつ
いてﾊﾟﾜｰ･ｱﾍﾞﾚｰｼﾞをとることもできます。
ｽﾍﾟｸﾄﾙは､ﾘﾆｱな周波数軸で、ｾﾞﾛからﾅｲｷｽﾄ周波数まで表示されます。周波数ｽｹｰ
ﾙ･ﾌｧｸﾀｰ(Hz/div)は、1-2-5のｼｰｹﾝｽとなっています。
Fourier Transformﾒﾆｭｰの一番下には処理方程式が表示され、それと一緒に､FFTｽﾍﾟ
ｸﾄﾙの特徴を表わす次の3つのｷｰ･ﾊﾟﾗﾒｰﾀも表示されます。

1)変換ｻｲｽﾞN(入力ﾎﾟｲﾝﾄ数)
2)ﾅｲｷｽﾄ周波数
3)ｽﾍﾟｸﾄﾙ周波数分解能Δf(周波数増分)

これらのﾊﾟﾗﾒｰﾀは次のように関係づけられます。
ﾅｲｷｽﾄ周波数＝Δf*N/2

なお､Δf=1/Tという点にも注意してください。Tは入力波形の記録時間(TIME/div
の10倍の時間)です。
出力ﾎﾟｲﾝﾄ数はN/2に等しく、Nは時間領域波形ﾃﾞｰﾀのﾎﾟｲﾝﾄ数です。

ﾒﾆｭｰを使って、下記のﾊﾟﾗﾒｰﾀを設定することができます。
Power Spectrum(dBm)は、垂直ｽｹｰﾙが対数で表わされる各周波数における信号ﾊﾟ
ﾜｰ(または振幅)を表示します。0dBmは､1mW(対50Ω)に相当し、電圧に換算する
と約0.316Vﾋﾟｰｸ(約0.632Vﾋﾟｰｸ･ ﾂｰ･ﾋﾟｰｸ)になります。ﾊﾟﾜｰ･ｽﾍﾟｸﾄﾙは､孤立したﾋﾟｰ
ｸ(isolated peaks) を含む周波数ｽﾍﾟｸﾄﾙを特性化するのに適しています。

Power Density(dBm)は､FFTによって計算された等価的なﾌｨﾙﾀの帯域で正規化され
た信号の周波数に対するﾊﾟﾜｰを表示します。ﾊﾟﾜｰ密度は、広帯域に亙るﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾉｲ
ｽﾞを特性化するのに適しています。

Magnitude(入力信号と同単位)は、ﾘﾆｱ･ｽｹｰﾙで表わされるﾋﾟｰｸ信号振幅です。

Phase(度) は､ｽｸﾘｰﾝの左縁から最大値が始まるｺｻｲﾝ波形に対して測定され(左縁で
は位相 0°)、同様に左縁から正の方向にｽﾀｰﾄするｻｲﾝ波形の場合は-90°の位
相となります。

CC フーリエ変換

Ｃ章－１

Type

フーリエ変換
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Realのみ､Imaginaryのみ､あるいはReal＋Imaginary(入力信号と同単位)は､FFT処理結
果を複素数で表現したものです。
FFTｽﾍﾟｸﾄﾙは、時間領域波形の全体について計算されます。このﾊﾟﾗﾒｰﾀを指定すると
FFT処理に使われるﾎﾟｲﾝﾄの数を制限することができます。入力波形に含まれるﾎﾟｲﾝﾄ
が指定した最大ﾎﾟｲﾝﾄ数より多い場合､それらのﾎﾟｲﾝﾄはFFT処理の前に切り捨てられ
ます。入力波形に含まれるﾎﾟｲﾝﾄがそれより少ない場合は､全てのﾎﾟｲﾝﾄが使われま
す。実際に使われるﾎﾟｲﾝﾄ数(Transform Size)は､ﾒﾆｭｰ･ｽｸﾘｰﾝの一番下に表示されます。

FFT処理を行う場合、時間波形に対して前処理のための関数をかける必要がありま
す。この関数をWindow関数と呼びます。以下に、このWindow関数の使い方を説明し
ます。

下記の場合は､通常､Rectangular Windowが使用されます。
　a)信号がﾄﾗﾝｼﾞｪﾝﾄで､計算対象波形が､画面に完全におさまっている場合。
　b)画面に入った計算対象波形が､ぴったり整数倍の周期で記録されているとき。
この二つの条件を満たさない場合は、ｽﾍﾟｸﾄﾙ･ﾘｰｸおよびｽｶﾗｯﾌﾟ･ﾛｽの量が変動します
が､これは他のｳｲﾝﾄﾞｳのどれか1つを使って補正することができます。

ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰなVon Hann(Hanning)およびHamming Windowは､ﾘｰｸを低減し､振幅精度を向
上させます。ただし､周波数分解能は低下します。

Flat Top Windowでは､ﾘｰｸの低減は中程度で､非常に高い振幅精度が得られますが､そ
のぶん周波数分解能が犠牲になります。

Blackman-Harris Windowは､ﾘｰｸを最小限に減らしますが､周波数分解能は犠牲になり
ます。

本節の「FFT用語解説」の項の表(C章-８ﾍﾟｰｼﾞ)に､Window関数をかけた時の等価ﾌｨﾙﾀ
のﾊﾟﾗﾒｰﾀを示します。

ﾊﾟﾜｰ･ｱﾍﾞﾚｰｼﾞは､安定したﾄﾘｶﾞ信号を使えない広い帯域のﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾉｲｽﾞあるいは周期信

Maximum
Number of
Points
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号の特性化に役立ちます。なお､この種のｱﾍﾞﾚｰｼﾞﾝｸﾞでは､各周波数ごとにﾄｰﾀﾙ･ﾊﾟﾜｰ(
信号とﾉｲｽﾞ）が測定されます。
FFT処理の前には､ｱﾍﾞﾚｰｼﾞﾝｸﾞや演算などの他の波形処理ﾌｧﾝｸｼｮﾝを波形に適用するこ
とができます。安定したﾄﾘｶﾞを使えば､FFT前の時間領域ｱﾍﾞﾚｰｼﾞﾝｸﾞを行なうことが
できます。そうすれば､信号のﾗﾝﾀﾞﾑ･ﾉｲｽﾞが減少します。

FFTの周波数解析ﾚﾝｼﾞ(即ちﾅｲｷｽﾄ周波数)と分解能は次のように設定します。
●分解能を上げるには、時間軸波形を長く取ります。(遅いﾀｲﾑ･ﾍﾞｰｽにする。)
●周波数レンジを広げるには、実効ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ･ｽﾋﾟｰﾄﾞを上げます。(maximum number
of pointsを多くするか、速いﾀｲﾑ･ﾍﾞｰｽにする。)

"Memory Status"ﾒﾆｭｰには、波形情報(ﾎﾟｲﾝﾄ数、縦軸と横軸の係数と単位など)が示さ
れています。

ﾃﾞｰﾀ･ﾎﾟｲﾝﾄの振幅や周波数を読み取るには、"Absolute Time"ｶｰｿﾙを用います。時間軸
波形上にあるｶｰｿﾙをｸﾞﾘｯﾄﾞの右端を超えて移動すると周波数軸波形の上に現われ周
波数軸上での計測ができます。

"Relative Time"ｶｰｿﾙを周波数軸上に移動させると各周波数ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑの２点間の振幅差
と周波数差を計測することができます。

"Absolute Voltage"ｶｰｿﾙは、ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑのあるﾎﾟｲﾝﾄの絶対値を計測し、"Relative Voltage"
ｶｰｿﾙは、各ﾄﾚｰｽの２点間のﾚﾍﾞﾙ差を計測します。

以下に､93XXのFFT計算に使われるｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑをまとめて示します。

1)
Max Number Of Pointsが入力波形のﾎﾟｲﾝﾄ数より小さい場合､FFTに先立って入力波形
ﾃﾞｰﾀを間引きします。間引きされたﾃﾞｰﾀで､入力波形の全長をｶﾊﾞｰします。
間引きの結果によって決まるｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ･ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙと指定された実際の変換ｻｲｽﾞで､1-　
2-5のｼｰｹﾝｽの周波数ｽｹｰﾙ･ﾌｧｸﾀｰが決まります。

2)
ﾃﾞｰﾀに選択されたWindow関数が掛けられます。

処理機能

カーソル
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3)
FFTは､DFT(Discrete Fourier Transform)を高速化したものを使って次のように計算され
ます。

　ここで､Xkは､実数部がﾓﾃﾞﾌｧｲされた入力時間領域波形で､虚数部が0の複素数配列で
　　　　　  す。
　　　  Xnは､得られた複素数周波数領域波形です。

　 W=e(-j×2×π/N)

   Nは､XkとXnにおけるﾎﾟｲﾝﾄの数です。
　93XXで採用されている汎用FFTｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑでは､2の累乗でなくてもよいNが使われま
　す。

4)
得られた複素ﾍﾞｸﾄﾙXnをｳｲﾝﾄﾞｳ･ﾌｧﾝｸｼｮﾝのｺﾋｰﾚﾝﾄ･ｹﾞｲﾝで割って､ｳｲﾝﾄﾞｲﾝｸﾞ
(windowing)による信号ｴﾈﾙｷﾞｰのﾛｽを補正します。この補正により､ｽﾍﾟｸﾄﾙの孤立ﾋﾟｰｸ
(isolated peaks)について正確な振幅を求めることができます。

5)
Xnの実数部は､ﾅｲｷｽﾄ周波数を中心として対称､すなわち､次の通りです。
　Rn=RN-n

　一方､虚数部は､非対称､すなわち､次の通りです。
　In=-IN-n

　周波数nの信号のｴﾈﾙｷﾞｰはｽﾍﾟｸﾄﾙの両半部分に均等に分布し､周波数0の信号のｴﾈﾙ　
ｷﾞｰは0項に完全に含まれます。
　0からﾅｲｷｽﾄ周波数までのｽﾍﾟｸﾄﾙの第一の半部分(Re,Im)は事後の処理に備えて保持　
され、次の通り振幅が2倍にされます。
　R'n=2XRn     0≦n<N/2
　I'n=2XIn        0≦ｎ<N/2

6)
得られた波形は､選択されたｽﾍﾟｸﾄﾙ･ﾀｲﾌﾟに応じて計算されます。
Real, Imaginaryまたはその両方を選択した場合､それ以下の計算は必要ありません。複
素数結果の該当する部分が結果(R'nまたはI'nまたはR'n+jI'n'上に規定した通り)として示
されます。
Magnitudeを選択した場合､複素ﾍﾞｸﾄﾙの大きさ(magnitude)は次式の通り計算されま
す。

以上のｽﾃｯﾌﾟ(1)～(6)により､下記の結果がえられます。

X   =         　　　x 　×Ｗ
１

ＮΣ
k=N-1

k=0

n k
n×k
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時間領域において振幅1.0Vの正弦波が周期Npのちょうど整数倍の長さで記録され､
Rectangular Windowで変換されると､ｽﾍﾟｸﾄﾙの基本ﾋﾟｰｸは1.0V(周波数NpXΔf)となりま
す。
ただし､1.0VのDC成分がRectangular Windowで変換されると､ﾋﾟｰｸは2.0V(周波数0Hz)
となります。他のﾀｲﾌﾟの場合､波形は次のように計算されます。
位相：　　角度＝逆正接(In/Rn)   Mn>Mmin

                  角度＝0　　　　　　Mn≦Mmin

ここで､(記号)は最小振幅(magnitude)で､いかなるｹﾞｲﾝ設定でもﾌﾙｽｹｰﾙの約0.001に固定
されており､それ以下では､角度は判然としません。
dBmﾊﾟﾜｰ･ｽﾍﾟｸﾄﾙ：

ここで､(記号)=0.316V(すなわち､0dBmは0.316Vﾋﾟｰｸまたは0.224VRMSと規定されて
いますから､50Ωに対して1.0mWとなります)。
上記の式から想像がつくと思いますが､"dBmﾊﾟﾜｰ･ｽﾍﾟｸﾄﾙ"は"dBm振幅(dBm
Magnitude)"と同じです。
dBmﾊﾟﾜｰ密度：
dBm PD=dBm PS - 10 × log10 ( ENBW × Δf )
ここで､ENBWは､選択されたｳｲﾝﾄﾞｳに対応するﾌｨﾙﾀの等価ﾉｲｽﾞ･ﾊﾞﾝﾄﾞ幅です。
Δfは､現在の周波数分解能(bin width)です。

7)
FFTﾊﾟﾜｰ･ｱﾍﾞﾚｰｼﾞは､ｽﾃｯﾌﾟ(5)で生成された各ｽﾍﾟｸﾄﾙごとの複素数周波数領域ﾃﾞｰﾀR'n

2

および、I'n
2を取り込み､その振幅(Mn

2)の二乗を計算します。
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dBm PS  =  10 × log               = 20 × log
2

10 10
M'
M2 ))2M'

M2 )) n n

ref ref

M2
n =R, 2

n +I , 2
n

そして､Mn
2を合計し､累積ｽﾍﾟｸﾄﾙを計数します。その合計は､ｽﾍﾟｸﾄﾙの数によって正規

化され､ﾌｰﾘｴ変換に使われるのと同じ式を使って､指定された表示ﾀｲﾌﾟに変換されま
す。
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FFT処理の例
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Ｃ章－６

上図は、ｽﾍﾟｸﾄﾙ･ﾘｰｸのある例およびｳｲﾝﾄﾞｳの使用によるﾘｰｸの低減を示すものです。
CH1(一番上のﾄﾚｰｽ)は､約1kHzの周波数の三角波を示しています。ﾄﾚｰｽB(一番下のﾄﾚｰ
ｽ)は､Rectangular Windowで前処理をした波形のFFT結果を拡大したものです。各ﾋﾟｰ
ｸ、そして特に1kHzでの基本成分は、Rectangular Windowで前処理を行ったことによ
る等価ﾌｨﾙﾀのｻｲﾄﾞ･ﾛｰﾌﾟ信号ﾊﾟﾜｰのﾘｰｸにより、広い周波数範囲にわたってｽﾍﾟｸﾄﾙに
影響を及ぼしています。ﾄﾚｰｽA(中央のﾄﾚｰｽ)は､Blackman-Harris Windowで前処理を
行って同じCH1波形のFFT結果を拡大したものです。ﾘｰｸは明らかに低減されていま
すが､高調波を中心とするﾋﾟｰｸは幅が広くなっています。これは､Blackman-Harris
Windowに関連するﾌｨﾙﾀのﾊﾞﾝﾄﾞ幅の増大を反映するものです。

ｳｲﾝﾄﾞｳ関数の
効果
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上図は､矩形波信号のFFTとFFT･ｱﾍﾞﾚｰｼﾞを施されたﾊﾟﾜｰ･ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑを示したものです。
1番上のﾄﾚｰｽは､ﾉｲｽﾞの乗ったFFTｽﾍﾟｸﾄﾗﾑが示されています。このｽﾍﾟｸﾄﾙをFFT･ｱﾍﾞﾚｰ
ｼﾞするとﾗﾝﾀﾞﾑ･ﾉｲｽﾞが打ち消されます。結果としてﾉｲｽﾞに埋もれていた信号(振幅変
調信号)がはっきりと現われています。
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この用語解説は､FFTｽﾍﾟｸﾄﾙ解析でよく使われる用語の意味を明らかにし､それらをｵｼ
ﾛｽｺｰﾌﾟと関係づけて示すものです。

ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ･ﾃﾞｰﾀ収集ｼｽﾃﾑへの入力信号に､ﾅｲｷｽﾄ周波数(ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ周波数の1/2)より高い
周波数を持つ成分が含まれる場合､1信号周期当たりのｻﾝﾌﾟﾙ数は2未満となります。
そうすると､ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞされた波形に対するこれらﾅｲｷｽﾄ周波数より高い周波数成分の
寄与によって､これらﾅｲｷｽﾄ周波数より高い成分とﾅｲｷｽﾄ周波数より低い成分との間で
区別がつかなくなります。これをｴﾘｱｼﾝｸﾞと言います。

FFT定義ﾒﾆｭｰには､実効ﾅｲｷｽﾄ周波数が表示されます。ﾕｰｻﾞは､ﾅｲｷｽﾄ周波数が時間領域
波形の最高周波数成分より高くなるようなﾀｲﾑﾍﾞｰｽと変換ｻｲｽﾞを選択しなければなり
ません。

各ｳｲﾝﾄﾞｳ･ﾌｧﾝｸｼｮﾝに対応するﾌｨﾙﾀの正規化ｺﾋｰﾚﾝﾄ･ｹﾞｲﾝは､Rectangular Windowの場合
が1.0(0dB)､他のｳｲﾝﾄﾞｳの場合が1.0未満です。この値によって､ｳｲﾝﾄﾞｳ･ﾌｧﾝｸｼｮﾝの乗算
に起因する信号ｴﾈﾙｷﾞｰのﾛｽが明らかになります。93xxでは､このﾛｽは補償されます。
採用されている各ｳｲﾝﾄﾞｳごとの値を下表に示します。

各周波数ﾋﾞﾝ(frequency bin)をﾌｨﾙﾀとして考えたときの概念です。ENBWは、Window
関数によって変形を受けた等価ﾌｨﾙﾀがﾎﾜｲﾄ･ﾉｲｽﾞ信号からRetangular Window中心周波
数でﾌﾗｯﾄなｹﾞｲﾝ特性を持つ)と同じﾊﾟﾜｰを集めるのにどれだけの幅のﾌｨﾙﾀになるかを
表したものです。下表には､採用されている各Window関数ごとにENBWをﾋﾞﾝ(bin)単
位で示してあります。

FFT用語解説

ｴﾘｱｼﾝｸﾞ

ｺﾋｰﾚﾝﾄ･ｹﾞｲﾝ

ENBW
(等価
ﾉｲｽﾞ･ﾊﾞﾝﾄﾞ幅)

　　ｳｲﾝﾄﾞｳのﾀｲﾌﾟ　　　　最高ｻｲﾄﾞﾛｰﾌﾞ　　ｽｶﾗｯﾌﾟ･ﾛｽ　　ENBW　　ｺﾋｰﾚﾝﾄ･ｹﾞｲﾝ
　　　　　 　　(dB) 　(dB) 　(ﾋﾞﾝ) 　(dB)

Rectangular -13 3.92 1.0 0.0
von Hann -32 1.42 1.5　　　 -6.02
Hamming -43 1.78 1.37　　　-5.35
Flat-Top -44 0.01 2.96　　 -11.05
Blackman-Harris -67 1.13 1.71　　　-7.53

Window関数ごとの周波数領域におけるﾊﾟﾗﾒｰﾀ
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フィルタ

周波数ビン
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NﾎﾟｲﾝﾄのFFTを計算することは､時間領域入力信号をN/2のﾌｨﾙﾀに適し､それらの出力
を周波数との関係においてﾌﾟﾛｯﾄするのと同じことです。ﾌｨﾙﾀの間隔はΔf=1/Tで､ﾊﾞﾝ
ﾄﾞ幅は使用されるｳｲﾝﾄﾞｳ･ﾌｧﾝｸｼｮﾝに応じて異なります(下記の「周波数ﾋﾞﾝ」参照)。

FFTｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑは､Nﾎﾟｲﾝﾄにわたって規定された入力波形を取り込み､入力信号の高調波
成分とみなされるNﾎﾟｲﾝﾄの複素ﾌｰﾘｴ係数を計算します。

時間領域波形をFFT処理すると、N個のﾃﾞｰﾀは周波数0を中心として、対称な実数の周
波数成分と虚数の周波数成分に別れます。このため、本機では実数部のみを表示し
ﾃﾞｰﾀの個数はN/2個になります。

FFT処理とは、同じ形状と幅を持ちかつN/2個の離散的な周波数を中心値に持つﾌｨﾙﾀ
で、時間領域波形を解析することに相当します。各ﾌｨﾙﾀは､その中心周波数のすぐ近
くの信号ｴﾈﾙｷﾞｰを集めますから､N/2の"周波数ﾋﾞﾝ"と言うことができます。

隣接する2つのﾋﾞﾝの間の距離(Hz単位)は､常に次式の通りです。
Δf=1/T

ここで､Tは時間領域ﾚｺｰﾄﾞの持続時間(秒単位)です。

各ﾋﾞﾝを中心とするﾌｨﾙﾀのﾒｲﾝ･ﾛｰﾌﾞの幅は､使用されるｳｲﾝﾄﾞｳ･ﾌｧﾝｸｼｮﾝに応じて異なり
ます。Rectangular Windowの名目幅は1.0ﾋﾞﾝです。他のｳｲﾝﾄﾞｳでは､ﾒｲﾝ･ﾛｰﾌﾞ幅はそれ
より広くなっています(前ﾍﾟｰｼﾞの表参照)。

93XXで計算･表示される周波数のﾚﾝｼﾞは､0Hz(ｽｸﾘｰﾝの左縁に表示)からﾅｲｷｽﾄ周波数(ｽｸ
ﾘｰﾝの右縁に表示)までにわたります。

単純な意味では､周波数分解能はﾋﾞﾝ幅(Δf)と同等です。すなわち､入力信号の周波数
がΔfだけ変化すると､対応するｽﾍﾟｸﾄﾙ･ﾋﾟｰｸがΔfだけ変位します。周波数の変化がそ
れより小さい場合は､ﾋﾟｰｸの形状だけが変化します。

ただし､実効周波数分解能(すなわち､周波数がほぼ等しい2つの信号を分解する能力)
は、Window関数の使用によってさらに制限されます。Rectangular Window以外の全て
のWindowのENBW値は､Δfより大､すなわちﾋﾞﾝ幅より大です。前ﾍﾟｰｼﾞの表には､採
用されている各ｳｲﾝﾄﾞｳごとのENBW値が示してあります。

周波数レンジ

周波数分解能
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Rectangular Windowを使って､時間領域のおけるｵｼﾛｽｺｰﾌﾟのﾀｲﾑ･ｳｲﾝﾄﾞｳに、整数倍の
周期でぴったり収まっている正弦波(すなわち､時間領域における信号の周波数が、周
波数領域におけるﾋﾞﾝ周波数の1つと等しい)のﾊﾟﾜｰ･ｽﾍﾟｸﾄﾙを観察してください。その
ｽﾍﾟｸﾄﾙは､時間領域の波形の振幅を正確に反映する値を持つｼｬｰﾌﾟなｽﾍﾟｸﾄﾗﾑが観測さ
れるはずです。入力信号の周波数を少し変えると､このｽﾍﾟｸﾄﾙはﾚﾍﾞﾙが低下し､ｽﾍﾟｸﾄ
ﾗﾑの幅が広がります。

ﾋﾟｰｸ底部の広がりと､これによる隣接ﾋﾞﾝへの侵入をﾘｰｸといいます。これは､各周波
数ﾋﾞﾝに組み込まれたﾌｨﾙﾀの比較的高いｻｲﾄﾞ･ﾛｰﾌﾞに起因するものです。

使用可能なWindow関数のどれか1つを適用すると､ﾌｨﾙﾀのｻｲﾄﾞ･ﾛｰﾌﾞとそれに伴うﾘｰｸ
が低減します。低減効果が最も大きいのは､Blackman-Harris WindowとFlat Top
Windowです。ただし､ﾘｰｸは減少しますが、ﾌｨﾙﾀのﾒｲﾝ･ﾛｰﾌﾞ幅が広がってしまい、低
減効果が相殺されます。

FFTは､ｿｰｽのﾎﾟｲﾝﾄ数とFourier Transformﾒﾆｭｰで選択されたMaximium Number Of Points
を上限とするﾎﾟｲﾝﾄ数(Transfrom Size)について計算されます。実効変換ｻｲｽﾞ(FFTへの
入力ﾎﾟｲﾝﾄ数)Nは､ﾒﾆｭｰの一番下に表示されます。

FFTは､N/2のﾎﾟｲﾝﾄを持つｽﾍﾟｸﾄﾙを生成します。

ﾅｲｷｽﾄ周波数は､実効ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ周波数(間引きしたことによるｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ･ｽﾋﾟｰﾄﾞの低下を
考慮)の1/2に相当するものです。すなわち､ΔfxN/2です。ﾅｲｷｽﾄ周波数の値は､Fourier
Transformﾒﾆｭｰの一番下に表示されます。

時間領域ﾚｺｰﾄﾞにおいて正弦波が整数の周期を持つ場合､Rectangular Windowを適応し
て得られるﾊﾟﾜｰ･ｽﾍﾟｸﾄﾙは､正弦波の周波数と振幅にぴったり一致するｼｬｰﾌﾟなﾋﾟｰｸを
有することになります。これに対し､時間領域ﾚｺｰﾄﾞにおいて正弦波が整数の周期を
持たない場合､Rectangular Windowで得られるﾊﾟﾜｰ･ｽﾍﾟｸﾄﾙは､それより低く幅の広い
ものになります。

ｿｰｽ周波数が2つのﾃﾞｲｽｸﾘｰﾄ･ﾋﾞﾝ周波数の中間にある場合､ﾊﾟﾜｰ･ｽﾍﾟｸﾄﾙにおけるﾋﾟｰｸ
値は、3.92dB(1.57倍)低くなることがあります。このようなｽﾍﾟｸﾄﾙ振幅(magnitude)の
変動をﾋﾟｹｯﾄ･ﾌｪﾝｽ効果と言います(ﾛｽはｽｶﾗｯﾌﾟ･ﾛｽと言います)。

どのWindow関数も､このﾛｽをある程度は補償しますが､補償効果が最も大きいのは
Flat Top Windowです(C章-８の表参照)。

リーク

CC フーリエ変換

Ｃ章－１０

ポイント数

ﾅｲｷｽﾄ周波数

ﾋﾟｹｯﾄ･ﾌｪﾝｽ効果
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パワー・
スペクトラム

CC フーリエ変換

Ｃ章－１１

ﾊﾟﾜｰ･ｽﾍﾟｸﾄﾙ(V2)は､振幅(magnitude)ｽﾍﾟｸﾄﾙを二乗したものです。
ﾊﾟﾜｰ･ｽﾍﾟｸﾄﾙはdBmｽｹｰﾙで表示され､0dBmはVref2=(0.316Vpeak)2に相当します。ここ
で､Vrefは50Ωに対して1mWに相当する正弦波電圧のﾋﾟｰｸ値です。

ﾊﾟﾜｰ･ｽﾍﾟｸﾄﾙをﾌｨﾙﾀの等価ﾉｲｽﾞ･ﾊﾞﾝﾄﾞ幅(Hz単位)で割ったものです。
ﾊﾟﾜｰ密度ｽﾍﾟｸﾄﾙはdBmｽｹｰﾙで表示され､0dBmは(Vref2/Hz)に相当します。

時間領域の波形は､選択されたﾀｲﾑﾍﾞｰｽに応じて異なるｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ周波数で捕捉されま
す。
FFT計算の前に､時間領域ﾃﾞｰﾀを間引きすることができます。選択された最大ﾎﾟｲﾝﾄ数
がｿｰｽのﾎﾟｲﾝﾄ数より少ない場合､実効ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ周波数は､低くなります。
実効ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ周波数は､ﾅｲｷｽﾄ周波数(Fourier Transformﾒﾆｭｰに表示）の2倍です。

ﾋﾟｹｯﾄ･ﾌｪﾝｽ効果に伴うﾛｽ(C章-８の表5に､採用されている各ｳｲﾝﾄﾞｳごとに示してあり
ます)。

用意されているWindow関数は、1～3個の係数がｾﾞﾛでないｺｻｲﾝ項の多項式です。

パワー･密度･
スペクトラム

サンプリング
周波数

スカラップ･
ロス

ここで､M=3は､項の最大数です。
amは､項の係数です。
Nは､間引きされたｿｰｽ波形のﾎﾟｲﾝﾄ数です。
kは､ﾀｲﾑ･ｲﾝﾃﾞｯｸｽです。

次ﾍﾟｰｼﾞの表に係数(記号)を示します。時間領域に見られるWindow関数は､ﾎﾟｲﾝﾄk=N/
2(ｵｼﾛｽｺｰﾌﾟのｽｸﾘｰﾝ中央)を中心として対称になっています。

W   =         　a   cos              m     0 ≦ k ＜ NΣ
m=M-1

m=0

n m )) 2πK
N

Window関数
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　　ｳｲﾝﾄﾞｳのﾀｲﾌﾟ　　　　 a0 a1 a2　　

Rectangular 1.0 0.0 0.0
von Hann 0.5 -0.5 0.0
Hamming 0.54 -0.46 0.0
Flat-Top 0.281 -0.521 0.198
Blackman-Harris 0.423 -0.497 0.079

ｿｰｽ波形特性と処理ﾌｧﾝｸｼｮﾝは､その組み合わせによっては､下記のｴﾗｰ･ﾒｯｾｰｼﾞのどれ
か1つがｽｸﾘｰﾝ上部に表示されることがあります。

FFTｱﾍﾞﾚｰｼﾞは､FFTとして規定されたFunctionについてのみ規定されます。周波数領
域波形のFFTは使えません。

周波数軸の波形に対してFFTは行えません。

ｿｰｽ波形(ﾚｺｰﾄﾞの始めまたは終わり)に無効なﾃﾞｰﾀ･ﾎﾟｲﾝﾄがある場合、これらのﾎﾟｲﾝﾄ
は､FFT処理の前にｾﾞﾛに置き換えられます。

ｿｰｽ波形ﾃﾞｰﾀが､捕捉時に振幅をｸﾘｯﾌﾟされたが(ｹﾞｲﾝが高すぎるかｵﾌｾｯﾄが不適当)､あ
るいは前の処理時に振幅をｸﾘｯﾌﾟされたとき。それによるFFTは､ｸﾘｯﾌﾟされていない
波形には存在しないはずの高調波成分を含んでいます。捕捉または処理を規定して
いる設定を変更してｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰまたはｱﾝﾀﾞｰﾌﾛｰ状態を排除してください。

Function定義は循環性があります(すなわち､Functionは､それ自体がｿｰｽで､間接的に別
のFunctionまたは、Expansionを経由します)。Definitionsの1つを変更してください。

FFT source data
over/underflow

CC フーリエ変換

Ｃ章－１２

エラー・
メッセージ

FFT source data

zero filled

Incompatible input

record type

Horizontal units

don't match

Circular computa-
tion
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ﾊﾟﾗﾒｰﾀ測定は、IEEE規格181-1977「客観的手法によるﾊﾟﾙｽ測定･解析基準」に準拠
し、用語は、ANSI/IEEE194-1977「標準ﾊﾟﾙｽ用語および定義」によります。

振幅基準交点(magnitude reference crossings)を見つけるために、ﾍﾞｰｽ振幅とﾄｯﾌﾟ振幅
を割り当てます。これに使用する方法はIEEE181-1977に準拠するものです。ｶｰｿﾙで
指定されたﾊﾟﾗﾒｰﾀｰ測定ｳｲﾝﾄﾞｳ内の波形の振幅ﾋｽﾄｸﾞﾗﾑを作成し、基本振幅母集団を
探し出します。２つの基本母集団を見つけられない場合は、分布の最小値と最大値
を使います。２つの振幅のうち、ﾊﾟﾗﾒｰﾀｰ測定ｳｲﾝﾄﾞｳ内の低い方をﾍﾞｰｽ･ﾗｲﾝに、高
い方をﾄｯﾌﾟ･ﾗｲﾝにそれぞれ割り当てます。

振幅(Amplitude)では、ﾍﾞｰｽとﾄｯﾌﾟの差の絶対値が求められます。
最大値(Maximum)では、ﾊﾟﾗﾒｰﾀｰ測定ｳｲﾝﾄﾞｳ内の最大電圧が求められます。
最小値(Minimum)では、ﾊﾟﾗﾒｰﾀｰ測定ｳｲﾝﾄﾞｳ内の最小電圧が求められます。

そして、次のものが計算されます。

ﾋﾟｰｸ･ﾂｩ･ﾋﾟｰｸ電圧(Peak to Peak value) = 最大値－最小値
ｵｰﾊﾞｰｼｭｰﾄ(Overshoot positive) = (最大値－ﾍﾞｰｽとﾄｯﾌﾟの大きいほう－最小値)/振幅
ｱﾝﾀﾞｰｼｭｰﾄ(Overshoot negative) = (最大値－ﾍﾞｰｽとﾄｯﾌﾟの小さい方－最小値)/振幅
中間値(Median) = (ﾍﾞｰｽ＋ﾄｯﾌﾟ)/２

Ｄ章-１

DD ﾊﾟﾗﾒｰﾀ計算

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ計算
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Ｄ章－２

DD ﾊﾟﾗﾒｰﾀ計算

以下の説明で、「Ｖｉ」で表現されているﾃﾞｰﾀは、測定されたｻﾝﾌﾟﾙ値を表していま
す。
平均値(Mean)、標準偏差(Standard Deviation)、実効値(RMS)の値を計算するのに使
うﾃﾞｰﾀ値の数は、ﾊﾟﾗﾒｰﾀｰ測定ｳｲﾝﾄﾞの中に信号の周期がいくつ入っているかによりま
す。
１つまたはそれ以上の周期が入っている場合は、ﾊﾟﾗﾒｰﾀ測定ｳｲﾝﾄﾞｳの最初のﾘｰﾃﾞｨﾝ
ｸﾞ･ｴｯｼﾞの半値点(振幅遷移の50%)から始まり、ﾊﾟﾗﾒｰﾀ測定ｳｲﾝﾄﾞｳが終わる一つ手前の
ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ･ｴｯｼﾞの最後の半値点で終わるｻﾌﾞｳｲﾝﾄﾞｳの中に入っているﾃﾞｰﾀを使います。
つまり、切りの良い周期になるように調整されます。
この時、周期の数は最大100で、その100周期内に入っているﾃﾞｰﾀ数Ｎが計算に用いら
れます。
他の場合では、平均値(Mean)、標準偏差(Standard Deviation)、実効値(RMS)の値
は、ﾊﾟﾗﾒｰﾀ測定ｳｲﾝﾄﾞ内の全ﾃﾞｰﾀ･ﾎﾟｲﾝﾄを使って求めます。

平均値(Mean)では、上記の通り選択された全ﾃﾞｰﾀ･ﾎﾟｲﾝﾄの平均値が求められます。

標準偏差(Standard Deviation=Sdev)は、測定されたﾎﾟｲﾝﾄの、平均値からの標準偏差
で、次式から求められます。

実効値(RMS)は、上記の全てのﾃﾞｰﾀについて、振幅の二乗の平均値の平方根から導か
れます。

面積(Area)は、上記の全てのﾃﾞｰﾀについて、総和を求めｻﾝﾌﾟﾙ間隔を乗じて求められ
ます。

1
NΣVi

N

i = 1

1
N - 1Σ(　　.)V   - meani

N

i = 1

2

1
NΣ(　)Vi

N

i = 1

2
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時間測定では、ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ･ｴｯｼﾞに生じる振幅交差とﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ･ｴｯｼﾞに生じる振幅交差
を区別する必要があります。以下の方程式では、下記の表記法を使用しています。

　　　 = 確認されたﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ･ｴｯｼﾞの数
　　　 = 確認されたﾄﾚｰリﾝｸﾞ･ｴｯｼﾞの数
　　　 = ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ･ｴｯｼﾞ i が x%ﾚﾍﾞﾙと交差する時点
　　　 = ﾄﾚｰﾘﾝｸﾞ･ｴｯｼﾞ i が x%ﾚﾍﾞﾙと交差する時点

全ての時間については、測定された２ﾎﾟｲﾝﾄ間に直線補間が行われます。

周期(Period)は、ﾊﾟﾗﾒｰﾀｰ測定ｳｲﾝﾄﾞにおける波形の全周期を平均して求めた値です。
全周期とは、最初と３番目、３番目と５番目、５番目と７番目といった具合に、１
つおきのｴｯｼﾞの50%交差ﾎﾟｲﾝﾄの間について測定された時間のことです。

周波数(Frequency)は、周期の逆数を計算します。

周期数(Cycles)は、ﾊﾟﾗﾒｰﾀｰ測定ｳｲﾝﾄﾞで認識された周期の数を求めます。

ﾊﾟﾙｽ幅(Pulse width=Width)は、ﾊﾟﾙｽ波形のPulse Start(ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ･ｴｯｼﾞの半値点、すな
わち、振幅遷移50%)とPulse Stop(ﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ･ｴｯｼﾞの半値点)の間の持続時間が求めら
れます。Pulse Startと同様、Pulse Stopも50%振幅基準点です。

ﾃﾞｭｰﾃｨ比(Duty Cycle)は、ﾊﾟﾙｽ周期に対するﾊﾟﾙｽ幅の百分率として求められます。

時間測定

Ｄ章－３

DD ﾊﾟﾗﾒｰﾀ計算
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立ち上がり時間(Risetime=Rise)では、ﾊﾟﾙｽ波形の正ｽﾛｰﾌﾟ遷移時間が測定されます。

立ち下がり時間(Falltime=Fall)では、ﾊﾟﾙｽ波形の負ｽﾛｰﾌﾟ遷移時間が測定されます。

立ち上がり時間と立ち下がり時間のどちらの場合も、本機は、次式の通り、ﾘｰﾃﾞｨﾝ
ｸﾞ･ｴｯｼﾞの近位点(振幅遷移10%)と遠位点(振幅遷移90%)の間の持続時間およびﾄﾚｰﾘﾝ
ｸﾞ･ｴｯｼﾞの遠位点と近位点の間の持続時間を求めます。

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ･ｴｯｼﾞ遷移のｽﾛｰﾌﾟの符号(向き)に応じて、本機は下記のどちらかを割り当て
ます。

正ｽﾛｰﾌﾟの場合、立ち上がり時間 = ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ･ｴｯｼﾞ持続時間
　　　　　　　   立ち下がり時間 = ﾄﾚｰﾘﾝｸﾞ･ｴｯｼﾞ持続時間
負ｽﾛｰﾌﾟの場合、立ち上がり時間 = ﾄﾚｰﾘﾝｸﾞ･ｴｯｼﾞ持続時間
　　　　　　　   立ち下がり時間 = ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ･ｴｯｼﾞ持続時間

遅延時間(Delay)は、ﾄﾘｶﾞ･ﾎﾟｲﾝﾄから最初の50%遷移交差、すなわち、Pulse Startまで
の時間です。

　　　

Ｄ章-４

DD ﾊﾟﾗﾒｰﾀ計算
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