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このオプションで提供されるもの
LeCroyのカラー・デジタル・オシロスコープのDDMとPRMLの各波形処理オプションによ
り、次の機能が提供されます。

－波形パラメータ測定。これにより、波形を部分的に選択して、あるいは波形全体にわたっ
てディスク・ドライブ測定を行えます。

－ディスク・ドライブ波形分析を行う関連関数。

DDMオプション
　このオプションにより、さまざまな波形パラメータが提供されます。
　Disk Drive(Disk-STD)パラメータ（第5章を参照してください）が提供され、オーバーライト、
pw50、トラック平均振幅（TAA: track average amplitude）などの標準ディスク・ドライブ測定
が可能になります。
　Local（Disk-Local）パラメータ（第4章を参照してください）が提供され、ディスク・ドライブ
波形のピークとトラフのペアに対する振幅、時間、ベースライン、その他の測定が可能にな
り、多種の標準ディスク・ドライブ測定以外にも有用な分析を行えます。
　Histogram Math関数とヒストグラム・パラメータ（第3章を参照してください）も提供されます。
　データ分析や測定値の解釈に用いられるhistogram値はよく知られています。オシロスコー
プにDDMオプションを追加すると、この波形パラメータ分析機能が得られます。波形分析測
定値のヒストグラムの作成、統計パラメータの決定、ヒストグラム機能のクウォリファイと
分析が可能になります。
　一般に、測定データの分布が期待したものであるかを判定するには、平均、標準偏差、メ
ジアンなどの統計パラメータだけでは不十分です。ヒストグラムを用いることによって分布
を視覚的にとらえることができ、測定パラメータ分布を深く理解することができます。ある
パラメータを持つヒストグラムをベースにして調べると、次のことがわかります。

はじめに：DDM & PRML
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－ 正規、非正規の分布タイプなど。これは、信号が期待通りの挙動を示すかどうかの判定に
有用です。

－分布テイルと極値。これらは、ノイズや頻度の低い繰り返し性のないソースに関連してい
ます。

－多重モード。これらは複数の周波数や振幅を示し、ジッタやノイズなどの他のソースとの
区別に用いられます。

PRMLオプション
　これにより相関ベース測定が可能になります。これには、相関関数と、自己相関信号対ノ
イズ比および非線形トランジションシフトの2つの相関ベース・パラメータが含まれます。非
線形トランジションシフト・パラメータは、オーバーライトなどの他の相関ベース・ディス
ク・ドライブ測定に使用できます。相関関数は、自己相関と相互相関の計算に使用できま
す。ヒストグラムで示されるように、相関関数はトレースに割り当てられ、相関波形が表示
されます。

パラメータ測定
　ユーザが選択した波形パラメータのヒストグラムは、オシロスコープのHistogram Math関
数で作成されます。これは、トレース（A、B、C、D）を関数に定義し、そのトレースに適用
する関数に"Histogram"を選択して実行します。他のトレースにもあてはまりますが、ヒスト
グラムは、オシロスコープのフロント・パネルにあるPOSITIONつまみとZOOMつまみで位置
決めでき、拡大できます。
　ヒストグラムは、ビン幅やパラメータ・イベント数などのユーザ設定セット・ベースで表
示されます。平均、メジアン、標準偏差、ピーク数、最大度数ビンなどのヒストグラム特性
を決定するパラメータが特別に提供されます。
　このヒストグラムの幅広いオプションと制御機能により、測定結果を迅速にやさしく分
析、理解できます。
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　図1.1に示す"MEASURE"  "Parameters"メニューと、このメニューにあるディスク・ドライ
ブ・パラメータおよびヒストグラム・パラメータにアクセスするには、CURSORS/MEASURE
ボタンを押し、表示されたトップ・メニューより"Parameters"を選択します。

図1.1

　Parametersは、パラメータ・カーソル間（この図の注記1）にある波形セクションの波形測定
に使用します。パラメータ・カーソルの位置は、"from"メニューと"to"メニューで設定し、関
連する'メニュー'つまみで調節します。
　最上部トレースはディスク・ドライブ・テスト波形を示しています。20.7 nsの計算値を持
つ波形（注記2）に対してpw50パラメータ測定が行われています。最下部のトレースはpw50パ
ラメータのヒストグラムを示しています。ここでは、パラメータは5つまで選択でき、これら
は波形表示グリッド下部のそれぞれの行に表示されます。さらに、"Category"メニューと
"measure"メニューより関連するメニュー・ボタンを用いて、さまざまなパラメータ測定を選
択できます。
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関連するパラメータ測定グループ別にカテゴリが提供されます。ヒストグラム・パラメータ
には"Statistics"カテゴリが提供されます。パラメータは、カテゴリ選択後"measure"メニュー
より選択できます。パラメータ選択にはメニュー・ボタンやつまみを用います。パラメータ
表示行は"On Line"メニューより選択します。

　図1.2では、"Category"より"Disk-Std"を、"measure"より"pw50"を選択しています。ディス
ク・ドライブ・カテゴリの"Disk-Std"、"Disk-Local"、"Disk-PRML"はそれぞれDisk Drive、
Local、PRMLの各パラメータ・グループに対応しています。1行目にはpw50パラメータが、
2行目には"mode"パラメータが選択されています。モード・パラメータは、ヒストグラム・ビ
ン値の最大イベント数を示します。3～5行目にはパラメータは選択されていません。

図1.2
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　さらにパラメータ設定が必要な場合は、"MORE 'xxxx' SETUP"メニューが表示されます。
上図は、"pw50"パラメータに必要なユーザ設定を示しています。設定するものがない場合
は、"DELETE ALL PARAMETERS"メニューが表示され、対応するメニュー・ボタンを押す
と、5つのパラメータ行がすべてクリアされます。

　"of"メニューでは、パラメータ測定を行う入力チャネル（"1"、"2"、"3"、"4"）やトレース
（"A"、"B"、"C"、"D"）を選択します。

パラメータ値計算と表示
　パーシスタンスを使用していないときは、入力チャネルに対する単一スイープの捕捉波形
が表示されます。

　非セグメント波形は単一捕捉と同じ表示です。セグメント波形では、全セグメントの単一
捕捉結果が表示されます。

　選択したパラメータの値表示は、"statistics"が"On"であるか、波形がセグメント化されてい
るかにより異なります。これら2つのファクタと選択したパラメータによって、結果が単一
捕捉（トリガ）表示、または多重捕捉表示されます。いずれの場合も、パラメータ・カーソル
間の波形セクションのみ用いられます。

　波形ソースがメモリ（"M1"、"M2"、"M3"、"M4"のどれか）にあるときは、新しい波形をメ
モリにロードしてトリガとスイープに使用できます。波形ソースが入力チャネルのズームで
あったり、新しいセグメントや"All Segment"メニューを選択したときも同様です。

　"statistics"が"Off"のときは最終捕捉のパラメータ値が表示されます。これはセグメント波
形の最終セグメント結果に対応し、全セグメントが表示されます。セグメント波形のzoomト
レースでは、セグメントを個別に選択すると、パラメータ・カーソル間のセグメント表示位
置のパラメータ値が表示されます。"All Segment"を選択すると、トレースの最終セグメント
のパラメータ値が表示されます。

　"statistics"が"On"であって、パラメータ値（Δdly、Δt@lv、owrt、res）計算に2つの波形を用
いていないときは、CLEAR SWEEPSボタンを押した後の捕捉すべてに対して表示されます。
パラメータ計算に2つの波形を用いているときは、波形ごとのスイープに対する最終セグメ
ントのみの比較値が表示されます。
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　選択したセグメントの統計量は、セグメント波形のzoomトレースについて表示されます。
新しいセグメントや"All Segments"を選択すると、これらが新しいスイープとパラメータ計算
に用いられ、この新しいセグメントの統計量が表示されます。

　捕捉ごとに単一計算されるか多重計算されるかは、パラメータによって異なります。たと
えば、自己相関信号対ノイズ比（acsn: auto-correlation signal-to-noise）パラメータでは、単一捕
捉のパラメータ値生成において、25以上の自己相関信号対ノイズ比計算が行われます。period
パラメータでは、最初の50サイクルまでサイクルごとにperiod値が計算されます。

　"statistics"  "Off"で多重計算実行時は、パラメータ値として、これらの計算の平均値が表示
されます。"statistics"  "On"時は、全計算値のaverage、low、high、sigmaが表示されます。

　以降の章では、さまざまなタイプのパラメータについて個別に説明します。また、これら
の計算に用いられる数学的手法、パラメータ別に返される値、パラメータ設定詳細について
も説明します。



ヒストグラム: 操作理論
　パラメータ値変量の統計的理解は、多くの波形パラメータ測定に極めて重要です。パラ
メータの平均、最小値、最大値、標準偏差だけで十分な場合もありますが、パラメータ値の
分布に関するより詳細な理解が必要な場合が数多くあります。

　ヒストグラムにより、多くの測定から得られたパラメータ値の分布度合いがわかり、詳細
な分析が可能になります。ヒストグラムでは、パラメータ値はビンと呼ばれる複数の小区間
に分割されます。各ビンには、計算されたパラメータ値の数が、つまりそのビンの小区間に
落ちるイベント数が入れられます。

　区間を無限にすることもできますが、実際は、現実的にとり得るパラメータ値の区間を定
義すれば十分です。たとえば、TTLのハイ電圧値の測定では、±50Vまでとる必要はなく、4V
±2.5Vで十分です。この5V区間がいくつかのビンに分割されます。ここでビン数を50とする
と、各ビンの小区間は5V/50または0.1Vになります。最初のビンに落ちるイベントは1.5V～
1.6Vのものになります。次のビンに落ちるものは1.6V～1.7Vのイベント、などとなります。

　数千イベントの過程後得られるビンごとの数のグラフ、つまりヒストグラムによって、そ
の値の分布の理解が容易になります。ヒストグラムでは、ビンの小区間値を'x'軸にとり、各
ビンに落ちるパラメータ値の数を'y'軸にとります。左端の非0の数は最小パラメータ測定値を
示します。縦方向に最も高いビンは、そのビンの小区間に落ちたイベント数が最大であるこ
とを示します。

　あるビン、ピーク、あるいはヒストグラムのイベント数は、そのビンの度数で表わされま
す。図2.1のヒストグラムでは、最大度数のビンは、TTL信号で予測される4.3V～4.4Vの小区
間のビンであることがわかります。イベントの発生した最小値は、3.0V～3.1Vの小区間にあ
ります。TTLのハイ電圧は2.5V超必要ですが、この最小値を示すビンは許容範囲内にありま

DDM：ヒストグラム2
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す。しかし、このビンが許容値近辺にあることと、他の全ビンからの離れ度合いを考慮する
と、なんらかの調査が望まれます。

LeCroy DSOプロセスでの演算処理
　入力波形パラメータ値のヒストグラムは、LeCroyのデジタル・オシロスコープによって生
成されますが、下記事項に関してはあらかじめ定義しておく必要があります。

－ヒストグラム計算する対象パラメータ
－ヒストグラムを表示するトレース
－ヒストグラム作成に用いる最大パラメータ測定値数
－ヒストグラムの測定区間
－ビン数

これらを定義しておくと、以降ヒストグラムはオシロスコープにより生成されます。

図2.1
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　以下の順にヒストグラム・データを捕捉します。

1）トリガ設定
2）波形捕捉
3）パラメータ計算
4）ヒストグラム更新
5）トリガ再設定

　非セグメント・モードでタイムベースを設定しているときは、パラメータ計算の前に単一
捕捉が行われます。しかしセグメント・モードでは、パラメータ計算の前にセグメントごと
に捕捉が行われます。ヒストグラム・データのソースがメモリにあるときは、メモリに新し
いデータをロードして、それらをトリガと捕捉に使用できます。画面の更新は、かなりの処
理時間がかかるため1秒間に1回だけ行われ、トリガ・デッドタイムが最小化されます。（リ
モート・コントロール下では画面を消すことで最大の測定スピードが得られます）。

パラメータ・バッファ
　オシロスコープには、設定ヒストグラム区間の外部に落ちた値も含め20,000の最新測定値
を記憶できる循環パラメータ・バッファがあります。ヒストグラムに用いられるイベントの
最大数が20,000未満の'N'であるときは、ヒストグラムは、新しい捕捉が開始されるごとに最
後の'N'イベントで連続的に更新されます。最大数が20,000を越えているときは、ヒストグラ
ムの更新はイベント数が'N'に等しくなると打ち切られます。その後ビン数やヒストグラム区
間を変更すると、パラメータ・バッファの値が用いられ、最終の'N'または20,000の捕捉値の
いずれか小さいイベント数でヒストグラムが再描画されます。したがって、パラメータ・
バッファにより、捕捉値と設定値を用いて、最も有用な情報を提供する分布形状を生成する
ヒストグラムの再表示が可能になります。
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　多くの場合、最適区間はすぐには見つかりませんが、このオシロスコープには強力な区間
探索機能があります。適宜、パラメータ・バッファの値が調べられ、最適区間が計算され、
この区間でヒストグラムが表示されます。さらに、区間内および区間の上下に落ちたパラ
メータ値の数のランニング・カウントも表示されます。区間の上または下に落ちるパラメー
タ値があれば、これらがバッファ内にある限り、区間探索機能（range-finder）によって区間内
に入るよう再計算されます。

パラメータ・イベントの取り込み
　波形捕捉や表示スイープごとに取り込まれるイベント数は、パラメータ・タイプによって
異なります。波形捕捉はトリガ・イベントで起動されます。スイープは、入力チャネル（1、
2、3、4）上の捕捉表示波形と等価です。非セグメント波形では、捕捉波形とスイープは等価
です。セグメント波形では、捕捉はセグメントごとに行われるので、スイープは全セグメン
トの捕捉波形と等価です。パラメータ値と、対応するヒストグラム・イベントの計算には、
パラメータ・カーソル間の波形セクションのみ用いられます。

　パラメータ別に、およびパラメータ・カーソル間の波形セクションに対して、捕捉やス
イープごとに取り込まれるヒストグラム・イベント数を以下の表に要約します。
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ヒストグラム・パラメータ

　ヒストグラムを定義し生成すると、以降そのヒストグラムに関する測定が可能になりま
す。一般的なものを以下に示します。

－平均値、標準偏差
－典型値（最大度数ビンのパラメータ値）
－左端ビン位置（最小測定波形値を表す）
－右端ビン（最大測定波形値を表す）

　これらの測定のためにヒストグラム・パラメータが用意されています。"Category"メニュー
より"Statistics"を選択すると使用でき、パラメータ・カーソル間の選択部分に対するヒストグ
ラム・パラメータが計算されます。（各パラメータの詳細説明は第3章にあります）。

分析区間の全データ値。
サイクルあたり1イベント、捕捉あたり最初の50サイ
クルまで。
捕捉あたり1イベント。

捕捉あたり50までの測定推移ごとに1イベント。

第1波形と第2波形間の推移ペアあたり1イベント、捕
捉あたり最初の50推移ペアまで。
スイープあたり最大2500。
第1波形と第2波形間の推移ペアあたり1イベント、捕
捉あたり最初の50推移ペアまで。
スイープあたり最大5000。

パラメータ 取り込まれるイベント数
data
duty freq period width

ampl area base cmean cmedian
crms csdev cycles delay dur first
last maximum mean median
minimum nbph nbpw over+ over-
pkpk points rms sdev
f@level f80-20% fall
r@level r20-80% rise
Δdly

Δt@lv
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avg ヒストグラムのデータ値平均
fwhm （最大ピークの）最大度数ビンに対して半分以上占めるビン幅
fwxx （最大ピークの）最大度数ビンに対してxx%以上占めるビン幅
hampl 2つの最大ピーク間のヒストグラム振幅
hbase ヒストグラム・ベースまたは2つの最大ピーク左側
high ヒストグラムの最大データ値
hmedian ヒストグラムのメジアンデータ値
hrms ヒストグラム・データのrms値
htop ヒストグラム・トップまたは2つの最大ピークの右側
low ヒストグラムの最小データ値
maxp ヒストグラムの最大度数ビンの度数
mode ヒストグラムの最大度数ビンのデータ値
pctl ヒストグラムの度数のx%が下回るデータ値
pks ヒストグラムのピーク数
range 最大データ値と最小データ値間の幅
sigma ヒストグラムのデータ値の標準偏差
totp ヒストグラムの度数合計
xapk 最大ピークのx軸位置

ズーム・トレースとセグメント波形
　ズーム・トレースのヒストグラムでは、パラメータ・カーソル間波形の表示部分に対する
イベントがすべて表示されます。セグメント波形のヒストグラムで、単一波形を選択する
と、パラメータ・カーソル間のこのセグメントの表示部分に対するイベントがすべて、矩形
のヒストグラムで表示されます。"All Segment"を選択すると、全セグメントに対するヒスト
グラムが表示されます。

ヒストグラム・ピーク
　ヒストグラム分布形状は特に重要ですが、追加パラメータ測定でこれらの分布を分析でき
ます。分布は一般的に、いくつかのピーク値ビンのどれかに集中しますが、これは、関連す
る周囲のビンも含めてヒストグラム・ピーク（histogram peak）と呼ばれます。

例
　図2.2の5ボルト振幅矩形波の電圧値のヒストグラムは、0Vと5Vの2つのピーク値ビンに集
中しています。隣接ビンの変量はノイズによるものです。このビン集中のグラフには2つの
ピークが示されています。
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図2.2

　このようなピークを見つけることは重要であり、これによって信号の傾向がわかります。

　しかし、信号ノイズがあるとき、取り込むパラメータ値の数に比べてビン数を大きくしす
ぎると、ぎざぎざした刺々しいヒストグラムになり、重要なピークを見つけられなくなりま
す。このオシロスコープでは、ヒストグラム・データが解析され、バックグラウンド・ノイ
ズや、狭すぎるビンに起因する微少ギャップなどのヒストグラム定義時の人為ノイズに対し
てピークが切り分けられます。

　オシロスコープがどのようにピークを見つけるかについては、第3章のpksパラメータの説
明を参照してください。

ビンニングと測定精度
　ヒストグラムのビンは、波形パラメータ値やイベントの小区間を表します。ビンで表され
るイベントは、その小区間内のどの値でも取り得ます。しかし、平均値などのヒストグラム
そのもののパラメータ測定値では、1ビン内のイベントをすべて1つの値と想定しています。
オシロスコープでは、各ビンの小区間の中心値がすべての計算に用いられます。ヒストグラ
ム区間を分割するビン数を大きくすると、実際のイベント値とヒストグラム・パラメータ計
算に用いられる値との間の潜在的偏位量は小さくなります。

　しかし、ビン数を増やすと、ヒストグラム分布特性を十分決定できるだけの度数を各ビン
に得るには、より多くの波形パラメータ測定が必要となります。
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　さらに、ビンニングを非常に細かくすると、度数発生したビン間のギャップが大きくなり
ピークを見つけるのが困難になります。

　図2.3のヒストグラムは、3672個のパラメータ測定値を2000個のビンでビンニングしたもの
です。このヒストグラムの標準偏差sigma（注記1）は81.17mVです。ヒストグラムにぎざぎざ
が現れていることに注目してください。

図2.3

　最適ビン数を求めるには、オシロスコープの20kパラメータ・バッファが効果的です。最
適ビン数とは、パラメータ値間の変化量が大きくなく、しかもヒストグラム分布にぎざぎざ
が現れないものです。このバッファを用いることにより、ビン数を変えながらヒストグラム
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を動的に再表示できます。さらに、選択したビン数に応じて、波形パラメータ値間の変化量
を表示することができます。

　図2.4のヒストグラムは、前図のものを100個のビンで再計算したものです。ぎざぎざが少
なくなり、本当のピークもしっかり現れていることに注目してください。sigmaの変化量も
（81.17mVに対して81mVに）最小限に抑えられています。

図2.4
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ヒストグラムの作成と分析

ヒストグラムを定義し、使用し、分析するためのオシロスコープの操作機能を以下に説明し
ます。一連のステップは、このヒストグラム作成手順の典型的なものです。

ヒストグラム関数の選択
　ヒストグラムは、一連の波形パラメータ測定値をグラフ化して作成されます。最初のス
テップは、ヒストグラムにグラフ化する波形パラメータの定義です。図2.2の画面表示は、
チャネル1のディスク・ドライブ波形のローカル・ピーク・ツー・ピーク（lpp）パラメータ測
定（注記q）です。

図2.5
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　lppパラメータは、捕捉されたディスク波形のピーク・トラフ・ペアごとのピーク・ツー・
ピーク・サイズです。上図では、ピーク・トラフ・ペアが10個表示されており、これはス
イープあたり10個のlppパラメータ値を持つヒストグラムになります。lppパラメータをベー
スにしたヒストグラムは、lppパラメータを選択して指定できます。

　最初に波形トレースをヒストグラムに定義しておく必要があります。これは、MATH
SETUPボタンを押して定義します。下図2.6はこの結果です。ヒストグラムをトレースAに設
定するには、"REDEFINE A"メニューに対応するメニュー・ボタンを押します。

図2.6
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　トレースを選択すると、図2.7の画面が表示されます。"USE MATH"メニューより"Yes"を
選択すると、ヒストグラムを含む数理関数がイネーブルになります。

図2.7

ヒストグラム・トレース設定メニュー
　"Math Type"メニューより"Histogram"を選択すると、図2.8の画面が表示されます。ここで
はlppパラメータのみ定義されています。しかし、他のパラメータも定義するのであれば、そ
れらのパラメータも個々に選択する必要があります。この場合は、対応するメニュー・ボタ
ンを押して、または目的のパラメータが"Histogram custom line"メニューに表示されるまで関
連するつまみを回して選択します。
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図2.8

　波形パラメータ値は、計算のたびに、ヒストグラムのビンに入れることができます。この
ような値の最大数は、"using up to"メニューより選択します。ヒストグラム表示に用いるパラ
メータ値計算の数は、関連するメニュー・ボタンやつまみで20～20億の範囲で選択できま
す。

　図2.9のようなヒストグラム画面を表示するには、該当するTRACE ON/OFFボタンを押して
トレース表示をオンにします。
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図2.9

　ヒストグラムはそれぞれ、指定区間に落ちるようなパラメータ値が取り込まれるようユー
ザが設定します。オシロスコープがこの区間で値を取り込むと、ビン・カウントが増やされ
ます。この区間内に落ちない値は、ヒストグラム作成には用いられません。

　選択したトレースのヒストグラム情報はDisplayed Trace Field（注記q）に表示されます。こ
こには以下の情報が表示されます。

－ヒストグラムの水平デビジョンの現在の設定値（この例では"20mV"）。この単位タイプは、
ヒストグラムのベースに用いられている波形パラメータ・タイプで決まります。

－デビジョンあたりの#binカウントの縦軸目盛り（この例では"200m"）。
－この区間内に落ちたパラメータ値の数（この例では"inside 0"）。
－この区間の下側に落ちたパラメータ値の数（この例では"←100%"）。
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－この区間の上側に落ちたパラメータ値の数（この例では"0%→"）。

　この図では、取り込まれたイベントの100%が、ヒストグラムに設定したビン値区間の下側
にあります。結果的に、ヒストグラム・グラフのベースライン（注記2）が表示され、どの値も
表示されていません。

　"FIND CENTER AND WIDTH"メニューを選択すると、最後に計算したパラメータ値に基
づいて最適中心値と最適ビン幅値の計算ができます。パラメータ計算数は"using up to"メ
ニューより（または20,000を越える場合は20,000を）選択します。図2.10は典型的な例です。

図2.10
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　ヒストグラム作成ベースのトレースがズームでないときは、イベントが落ちたビンはすべ
て表示されます。ヒストグラム作成ベースのトレースがズームの場合は、RESETを押してト
レースをリセットすると、すべてのヒストグラム・イベントが表示されます。

　前述画面最下部のInformation Window（注記1）には、（"A:Hlpp（1）"と表示されている）チャネ
ル1のトレースAに対するlppパラメータのヒストグラムが表示されています。このウィンドウ
の"1000->100 pts"は、チャネル1の信号にスイープあたり1000個の波形捕捉サンプルがあり、
これらが100個のヒストグラム・ビンにマップされていることを示しています。

　"MORE HIST SETUP"を選択すると、ヒストグラム設定をさらに追加することができます。
結果は図2.11のような表示になります。

図2.11
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ビンニングとヒストグラム目盛りの設定
　"Setup"メニューにより、"Binning"設定や"Scale"設定ができます。"Binning"を選択すると、
上図のような"classify into"メニューが表示されます。

　ビン数は、対応するメニュー・ボタンを押してまたは関連するつまみを回して、1-2-5シー
ケンスで20～2000の範囲より設定できます。

　"Setup"メニューより"Scale"を選択すると、図2.12のような画面が表示されます。

図2.12
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　縦軸目盛りを設定するには、"vertical"メニューより3つのオプションを選択できます。

1.  "Linear"。縦軸目盛りをリニアに設定します（前図を参照してください）。ヒストグラムの
ベースライン（注記q）はビン値0を表します。ビンの度数が現在の縦軸目盛りの画面に入
りきらなくなると、この目盛りは自動的に1-2-5シーケンスで増やされます。

2. "Log"。縦軸目盛りを対数で表示します（図2.13）。値0は対数では表せないため、ベースラ
インはありません。

図2.13
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3. "LinConstMax"。縦軸目盛りを、オシロスコープで表示できる縦軸全体を用いてリニアに
表示します（図2.14）。ヒストグラムの高さはほとんど一定に保たれます。

図2.14

　いずれのオプションでも、オシロスコープは縦軸目盛り設定を適宜増やし、最大度数のヒ
ストグラム・ビンでも画面内に入るようにします。

　"Center"メニューと"Width"メニューにより、ヒストグラムの中心値とデビジョン幅を設定
できます。表示されるヒストグラムは、パラメータ値の区間がデビジョン幅に横軸デビジョ
ン数（10）を掛け合わせたもの、中心が"Center"メニューの数字で表されたものになります。
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　前図のデビジョン幅は、10E-3（注記q）です。これはローカル・ピーク・ツー・ピーク・パ
ラメータのヒストグラムなので、測定パラメータはボルト（volts）です。

　したがって、このヒストグラムのパラメータ値区間は、次式になります。

（10E－3 volts/division）×（10 difisions）＝100mV

中心は1.91V（注記w）です。

この例のヒストグラムの全freqパラメータ値は、1.86V～1.96Vの1.91V±50mVの区間で表示さ
れます。この区間が、ユーザが設定したビン数で小区間に区分されます。ここで、区間を上
式の100mV、ビン数を100とすると、各ビンの小区間は、

100mV/100ビン
または、ビンあたり1mV

になります。

"Center"メニューにより、中心値の仮数部（ここでは1.88）、指数部（ここではE+00）、仮数指定
による桁数（ここでは3桁）を変更できます。これらはいずれも関連するつまみで変更できま
す。幅/デビジョン（width/division）は、ボタンやつまみで"Width"を設定すると、1-2-5シーケン
スで増やすことができます。

ヒストグラム・パラメータ
　ヒストグラム設定値を定義すると、追加のパラメータ値を選択して、ヒストグラムの特別
な属性を調べることができます。前図で"PARAMETER SETUP"を選択すると、図2.15の
"CHANGE PARAM"メニューにアクセスできます。

　ここで、新しいパラメータを選択したり、前のものを変更したりできます。この図では、
maxpとmode（注記1）の各ヒストグラム・パラメータが選択されています。これらはそれぞ
れ、最大ピークを持つビンの度数と、そのビンの中心の横軸値を求めます。
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図2.15

　"maxp"と"mode"には両方ともその後ろに"（A）"が表示されていることに注目してください。
これは、トレースAの信号について測定したヒストグラムであることを示しています。さら
に以下の表示もあります。

－"maxp（A）"の値"25#"は、最大度数のビンは25イベントであることを示します。
－mode（A）の値"1.9055V"は、このビンが1.9055Vにあることを示します。
－modeパラメータとmaxpパラメータの左側にある　　アイコンは、ヒストグラムが定義され
ているトレースにおいてパラメータが生成されていることを示します。

　しかし、これらのパラメータが、ヒストグラム定義のないトレースにおいて個別に設定さ
れているときは、それぞれの箇所に'---'が表示されます。
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測定カーソルの使用
　パラメータ・カーソルを使用して、ヒストグラム・パラメータ計算に用いるヒストグラム
のセクションを選択します。

　図2.16には、ピーク・ツー・ピーク（"lpp"）波形パラメータのヒストグラムに関する、パラ
メータ・カーソル間のピークの度数"totp（B）"（注記1）が表示されています。この画面のパラ
メータ・カーソル（注記2）は、4.44デビジョン"from（から）"5.56デビジョン"to（に）"設定されて
います。

図2.16
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　この機能は、入力波形捕捉を完了してからのみ使用することをお薦めします。入力波形捕
捉完了前にこの機能を使用すると、パラメータ・カーソルは、パラメータ計算に用いる入力
波形の特定部分を、その捕捉中に選択してしまいます。この結果、選択した波形部分につい
てのローカル・パラメータ値だけのヒストグラムが作成されてしまいます。

ズーム・トレースとセグメント波形
　ヒストグラムは、セグメント波形のズームであるトレースについても表示できます。ズー
ム・トレースから得られたセグメントを選択すると、そのセグメントについてのヒストグラ
ムが表示されます。表示されたセグメントとパラメータ・カーソル間の部分のみが、ヒスト
グラム計算に用いられます。対応するDisplay Trace Fieldには、そのセグメントについて取り
込まれたイベント数が表示されます。

　図2.17の画面には、チャネル2の2セグメント波形のズームであるトレース"A"の"Segment 1"
（注記q）についてのローカル・ピーク・ツー・ピーク（lpp）パラメータの"Selected"ヒストグラ
ムが表示されています。

図2.17
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　Display Trace Fieldには、24個のパラメータ・イベント（注記2）がヒストグラムに取り込ま
れたことが示されています。lppパラメータの平均値は、ヒストグラム・パラメータ"avg（B）
"で表示されています。

　図2.18は、"All Segments"を選択した結果です。

図2.18

　全セグメントについてのヒストグラムでは、Display Trace Fieldに48イベントが示され、"avg
（B）"が変化していることに注目してください。

　ヒストグラム・イベントは、CLEAR SWEEPSボタンを押すことで随時クリアできます。
20kパラメータ・バッファのイベントがすべて同時にクリアされます。縦軸と横軸のPOSI-
TIONとZOOMの各コントロールつまみはそれぞれ、ヒストグラムの拡大と位置変更を行い、
その特定な特性をズーミングします。その結果の縦軸と横軸の各目盛り設定値が、Display
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Trace Fieldに表示されます。しかし、"Center"メニューと"Width"メニューは、ヒストグラムの
区間を設定するものであり、特定のビンのパラメータ値区間は設定できないため、これらの
値は変化しません。横軸POSITIONつまみでヒストグラムの位置を変えると、ヒストグラムの
中心が画面の中心より移動します。横軸測定はCURSORS/MEASUREで行います。

　このオシロスコープの測定カーソルは、特定のビンの値と度数を調べるときに有用です。
図2.19には、特定のヒストグラム・ビンに位置設定された"Time"カーソル（注記q）が示され
ています。このビンの値（注記w）とその度数（注記e）も表示されています。

図2.19

　ヒストグラムの区間は、そのヒストグラム・ベースラインの横幅で表されます。ヒストグ
ラムを上下に動かすと、ベースラインの両サイドがわかります。この章のこの最終図には、
区間の左端（注記r）が表示されています。
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avg 平均

定義
　ヒストグラムのデータの平均値

説明
　平均は、次式で算出します。

avg＝
i = 1

n

bin count i bin value i /
i = 1

n

bin count i ,

　ここで、nはヒストグラムのビン数、bin countはビンのカウントまたは高さ、bin valueはビ
ンで表されるパラメータ値の区間の中央値です。

例

　このヒストグラムの平均値は、以下のようになります。
（4.1*2＋4.3*3＋4.4*1）/6＝4.25

DDM：ヒストグラム・パラメータ
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fwhm 最大度数の2分の1の全幅

定義
　最大度数面積を持つピークにおいて、最大度数ビンの両側にあって、最大度数の2分の1の
度数を持つビン間の幅です。最大度数面積を持つピークが複数存在する場合は、最左端の
ピークが計算に使用されます。

説明
　まず、最大度数面積のピークが特定され、そのピークの最大度数ビンの高さが求められま
す（ピークの求め方は、pksパラメータの説明を参照してください）。次に、その右側と左側に
向かって、それぞれ、最大度数ビンの50%未満のビンに達するまで調べられます。それぞれ
の側で最初に検出された最大度数ビンの50%未満のビン中心点より最大度数ビン寄りの隣接
ビン中心点に向かって直線が引かれます。これらの直線と最大度数の50%に引かれた水平線
との交点が求められます。交点を結ぶ水平線の長さがfwhm値になります。

例
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fwxx 最大度数のxx %の全幅

定義
　最大度数面積を持つピークにおいて、最大度数ビンの両側にあって、最大度数のxx%の度
数を持つビン間の幅です。最大度数面積を持つピークが複数存在する場合は、最左端のピー
クが計算に使用されます。

説明
　まず、最大度数面積のピークが特定され、そのピークの最大度数ビンの高さが求められま
す（ピークの求め方は、pksパラメータを参照してください）。次に、その右側と左側に向かっ
て、それぞれ、最大度数ビンのxx%未満のビンに達するまで調べられます。それぞれの側で
最初に検出された最大度数ビンのxx%未満のビン中心点より最大度数ビン寄りの隣接ビン中
心点に向かって直線が引かれます。これらの直線と最大度数のxx%に引かれた水平線との交
点が求められます。交点を結ぶ水平線の長さがfwxx値になります。

パラメータ設定
　"CHANGE PARAM"メニュー・グループでfwxxパラメータを選択すると、"MORE fwxx
SETUP"メニューが表示されます。対応するメニュー・ボタンを押してしきい値設定（threshold
setting）メニューを表示すると、'xx'値をピークの0～100 %に設定できます。

例
　fwxxのしきい値を35 %に設定した場合:
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hampl ヒストグラム振幅

定義
　ヒストグラムで最大度数面積を持つピーク2つのそれぞれの値の差です。このパラメータ
は、TTL電圧など主パラメータを2つ持つ波形に有用です、たとえばTTL電圧におけるhampl
は、バイナリの'1'に対する電位と'0'に対する電位との電位差になります。

説明
　最大度数面積を持つピーク2つに対してそれぞれ、中央値（ピーク面積を2分する直線）が求
められます（pksパラメータの説明を参照してください）。2つのピークのうち左側がヒストグ
ラム・ベース（hbaseを参照してください）、右側がヒストグラム・トップです（htopを参照して
ください）。したがって、このパラメータは次式で与えられます。

hample＝htop－hbase

例

　このヒストグラムでは、hamplは152 mV - 150 mV = 2 mVです。
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hbase ヒストグラム・ベース

定義
　ヒストグラムで最大度数面積を持つピーク2つのうちの左側の値です。このパラメータは、
TTL電圧など主パラメータを2つ持つ波形に有用です、たとえばTTL電圧におけるhbaseは、バ
イナリの'0'に対する電位を表します。

説明
　最大度数面積を持つピークが2つ求められます。同じ最大度数面積を持つピークが複数ある
場合は、最左端のピークが使用されます（pksパラメータの説明を参照してください）。2つの
ピークのうち左側が選ばれます。このピークの中央値（ピーク面積を2分する直線）がhbaseで
す。

例
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high ハイ

定義
　ヒストグラムの最右端で度数を持つビンの値です。

説明
　ヒストグラムで度数を持つビンのうち最右端のものが求められます。highは、そのビンの
中央値であり、そのヒストグラムの最大パラメータ値を表します。

例

　このヒストグラムでは、highは152 mVです。
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hmedian ヒストグラム・メジアン

定義
　ヒストグラムの全度数を2等分する'x'軸の値です。

説明
　ヒストグラムの全度数が求められます。左から右へスキャンされてビンごとの度数が加算
され、全度数の半分以上になると打ち切られます。この過半数になったビンにおいて、この
ビンのある度数を加えればちょうど全度数の半分となる割合が求められます。この割合を使用
して、このビンの区間で同じ割合の位置にある横軸値が計算され、hmedianとして返されます。

例
　ヒストグラム全度数を100とし、ヒストグラム区間が20個のビンに分割されている場合を想
定します。左から右へ数を加算していくと、8番目のビンで合計が48になります。9番目のビ
ンのカウントは8で、このビンの小区間は6.1～6.5 Vの範囲です。全度数の半分を求めるのに
必要は割合は、

2（必要カウント数）/8（カウント） = 0.25

　したがって、hmedian値は以下のようになります。

6.1 volts＋.25＊（6.5－6.1）volts＝6.2volts
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hrms ヒストグラム二乗平均平方根

定義
　ヒストグラムの各値の二乗平均平方根です。

説明
　度数を持つビンごとにその中央値が二乗され、そのビンの度数（高さ）が掛けられます。こ
れらがすべて加算され、その合計値が全ビンの全度数で割られます。その平方根がhrmsとし
て返されます。

例
　下図のヒストグラムを使用すると、hrmsは次式の値になります。

hrms＝ 3.5 2* 2＋2.5 2* 4 /6 ＝2.87
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top ヒストグラム・トップ

定義
　ヒストグラムで最大度数面積を持つピーク2つのうち右側の値です。このパラメータは、
TTL電圧など主パラメータを2つ持つ波形に有用です、たとえばTTL電圧におけるhtopは、バ
イナリの'1'に対する電位を表します。

説明
　最大度数面積を持つピークが2つ求められます。2つのピークのうち右側が選ばれます。そ
のピークの中央値（ピークを2分したとき左右それぞれの面積が等しくなるx軸上のポイント）
がhtopです。

例
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low ロー

定義
　ヒストグラムで最左端に度数を持つビンの値です。これは、ヒストグラム度数分布の最小
パラメータ値を表します。

説明
　ヒストグラムで最左端に度数を持つビンが求められます。そのビンの中央値がlowです。

例

　このヒストグラムでは、lowは140 mVです。
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maxp 最大度数

定義
　ヒストグラムで最大度数を持つビンのカウント（縦軸値）です。

説明
　パラメータ・カーソル間の各ビンのカウントが調べられます。最大カウントがmaxpとして
返されます。

例

　この例では、maxpは14です。
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mode モード

定義
　ヒストグラムで最大度数を持つビンの値です。

説明
　パラメータ・カーソル間の各ビンのカウントが調べられます。最大カウントを持つビンが
複数あるときは、最左端のビンが選択されます。その中央値がmodeとして返されます。

例

　この例では、modeは150 mVです。
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pctl パーセンタイル

定義
　ヒストグラム全体を左右に分けたとき、左側の総度数がヒストグラムの全度数の'xx'パーセ
ントになるような'x'軸上のデータ値です。しきい値を50 %に設定したときは、pctlはhmedian
と同じです。

説明
　ヒストグラムの全度数が求められます。左から右へスキャンされてビンごとの度数が加算
され、全度数の'xx'%以上になると打ち切られます。この'xx'%以上になったビンにおいて、こ
のビンのある度数を加えればちょうど全度数の'xx'%となる割合が求められます。このビンの
区間で同じ割合の位置にある横軸値が計算され、pctlとして返されます。

例
　ヒストグラムの全度数を100とし、ヒストグラム区間が20個のビンに分割され、'xx'%が25%
に設定されている場合を想定します。左から右へ数を加算していくと、6番目のビンで合計が
22になります。7番目のビンのカウントは9で、このビンの小区間は6.1～6.4 Vの範囲です。
全度数の25%を求めるのに必要は割合は、

3 （必要カウント数） / 9 （カウント） = 1/3

したがって、pctl値は以下のようになります。

6.1 volts + 3.3* (6.4) volts = 6.2 volts

パラメータ設定
　"CHANGE PARAM"メニュー・グループでpctlパラメータを選択すると、"MORE pctl
SETUP"メニューが表示されます。対応するメニュー・ボタンを押してしきい値設定（threshold
setting）メニューを表示すると、関連するつまみで%値を全度数の0～100 %に設定できます。
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pks ピーク数

定義
　ヒストグラムのピーク数です。

説明
　オシロスコープにより、ヒストグラム・データが解析され、バックグラウンド・ノイズや
微少ギャップなどのビンニング時の人為ノイズとピークが切り分けられます。

　ピークは、次の3段階で切り分けられます。

1）度数を持つビンすべてに対してヒストグラムの平均度数が計算されます。この平均値よ
りしきい値（T1）が次式のように求められます。

T1 = mean + 2 sqrt (mean).

2） 2番目のしきい値（T2）が、T1以上の度数を持つビンすべてより次式のように求められます。

T2 = mean + 2 * sigma.

ここでsigmaはT1以上の度数を持つビンすべての標準偏差です。

3）T2の定義が終わると、ヒストグラム分布が左から右へスキャンされます。T2より大きい
度数を持つビンがあると、ピークがあることになります。さらにT2より度数の小さいビ
ンが見つかるまで右方向にスキャンされます。しかし、T2より大きい度数を持つビンの
集合が、そのヒストグラム区間の100分の1未満の範囲にしか広がっていない場合は、そ
れらのビン集合は無視され、100分の1以上の区間でT2より大きい度数を持つビンの集合
を検出するスキャンが続けられます。さらに残りの区間がスキャンされ、新しいピーク
が切り分けられます。新しいピークは、その区間が、前のピークからの区間で度数分布
している区間の50分の1以内であれば無視されます。

注: ビン数を大きく設定しすぎると、ヒストグラムに微少ギャップが多数現れることがあり
ます。これによりsigmaが増大し、したがってT2も増大し、極端な場合、目に見える程度
のものが1つでも現れるとピーク切り分けの妨げになります。
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例
下の例では、ピークが2つ特定されています。最大度数面積を持つのピークは、ピーク#1で
す。
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range 区間

定義
　最右端に度数を持つビンと最左端に度数を持つビンの両値間の差です。

説明
　最右端に度数を持つビンと最左端に度数を持つビンが求められます。2値の差がrangeとし
て返されます。

例

この例では、rangeは2 mVです。
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sigma シグマ

定義
　ヒストグラムのデータの標準偏差です。

説明
　sigmaは、次式で算出されます。

mean＝
i = 1

n

bin count i * bin valuei / (
i = 1

n

bin count i ;

sigma＝
i = 1

n

bin count i * bin valuei－mean 2 /
i = 1

n

bin count i －1 ,

　ここで、nはヒストグラムのビン数、bin countはビンのカウントまたは高さであり、bin value
はビンの位置するパラメータ値区間の中央値です。

例
　このヒストグラムでは:

sigma＝ 2* 4 .1－4.25 2＋3* 4 .3－4.25 2＋1* 4 .4－4.25 2 / 6－1 ＝.1225
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totp 全度数

定義
　パラメータ・カーソル間のヒストグラムの度数合計です。

説明
　パラメータ・カーソル間の全ビンの度数が合計されます。

例

　このヒストグラムの全度数は、9です。
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xapk xx番目ピークのx軸値

定義
　ヒストグラムでxx番目に大きい度数面積を持つピークの値です。

説明
　まず、ヒストグラムのピークが求められ、度数面積の大きい順にランク付けされます（ピー
ク判定詳細は、pksパラメータの説明を参照してください）。n番目にランクされたピークの中
央値（2分したときに左右の面積が均等になるポイント）がxapkとして返されます。ここで、n
はユーザが選択した値です。



4 DDM: ディスク・ローカル

ローカル・フィーチャ
　ローカル・フィーチャ計算（local feature computation）という用語には、ある波形より
算出されるパラメータ値は、その波形で指定特性を示す近隣情報によってのみ求められ
る、という意味があります。DDMオプションでは、下図のように波形のピークの後にトラ
フが現れることを、ローカル・フィーチャと定義しています。

　しかし、トラフの後にピークが現れるものは、ローカル・フィーチャではありません。下
図では、ローカル・フィーチャは、最初のピークとそれに続くトラフでのみ示され、1つのみ
です。
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ピーク・トラフの識別
　ピーク・トラフ・ペアの識別には、本当のピーク・トラフ・ペアとそうでないものとを区
別する機能が必要です。たとえば下図のように、信号ノイズがローカル・フィーチャと間違
えられる可能性があります。

　同様に波形のバンプ（bump）もピーク・トラフ・ペアに間違えられる可能性があります。

　これらの間違った識別を避けるために、多くのローカル・フィーチャ・パラメータに対し
てhysteresis argumentが提供されています。これは基本的に、ユーザが設定した電圧帯域に
よって、つまりその電圧帯域内のものをノイズまたは「バンプ」とし、その電圧帯域外のもの
をピーク・トラフ・ペアと見なすことができるようにします。

　ヒステリシス設定は、オシロスコープによるピーク・トラフの識別にも重要です。

　ローカル・フィーチャは、パラメータ・カーソルの左から右に向かって検出されます。ま
ずピーク検出が必要です。ピークと判定されるには、波形が少なくともヒステリシス設定値
を越えている必要があります。
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　このピーク検出は第1波形サンプルで開始され、その電圧値がピーク検出の初期基準値とし
て使用されます。後続の波形サンプルの電圧値が第1波形サンプルの電圧値より、ヒステリシ
ス設定値分越えて高い場合に、ピークがあると見なされます。ピーク判定に用いられた基準
値未満のサンプルがあると、そのサンプルの値が新しい基準ポイントとして使用されます。

　波形が、それ以前の最小波形サンプルと比較してヒステリシス設定値分越えて高いと、
ピークがあると評価されます。その後、そのピークの位置と電圧値が検出されます。後続サ
ンプルが比較され、最高値を持つサンプルが検出されます。この検出は、最高値を持つサン
プルよりヒステリシス設定値分越えて低いサンプルが検出されるまで継続されます。このポ
イントまでに特定された最高値を持つサンプルにより、ローカル・ピークが決定されます。
その後、ここで検出された低いサンプルが初期基準ポイントに使用され、ピーク検出と同じ
方式で、トラフの位置が決定されます。

ローカル・ベースライン
　多くのパラメータ測定では、ローカル・フィーチャのベースライン（baseline）が特定される
必要があります。MRヘッドに起因する非対称性を考慮に入れるために、ピーク・トラフ間お
よびトラフ・ピーク間でそれぞれベースラインが特定されます。
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　ベースラインは、ピーク・トラフ・ピーク間で波形が'休止（rest）'するポイントによって検
出されます。休止ポイントは、間違ったベースライン特定が起こらないように内部許容レベ
ルが設定され、ピーク・トラフ間またはトラフ・ピーク間の電圧変化率が最小になる区間が
統計的に測定されて特定されます。

　休止ポイント特定のためのもう1つの条件として、休止ポイントは、ピーク・トラフ間の中
間点付近を中心とし、ヒステリシス設定値を高さとする帯域内に収まる必要があります。

　ベースラインのいずれかが特定できない場合、ローカル・ベースラインは、その検出値に
設定されます。ベースラインが2つとも特定できない場合、ローカル・ベースラインは、ロー
カル・フィーチャのピーク・トラフ間の中間に設定されます。

　ベースラインが2つとも特定できた場合は、ローカル・フィーチャ・ベースラインは、2つ
のベースラインの平均値です。

　特定しようとするローカル・フィーチャが、右パラメータ・カーソルまでの区間の最後の
ものであると、次のローカル・フィーチャがないため、その特定に必要なトラフ・ピーク
（trough-to-peak）のベースラインが特定できません。しかし、特定しようとするローカル・
フィーチャのピーク・トラフ（peak-to-trough）のベースラインが特定されると、求める2つの
ベースラインは、前のローカル・フィーチャの2つのベースライン間の距離と同じだけ離れて
いるものと想定されます。このピーク・トラフ（peak-to-trough）のベースラインが特定できな
い場合、求めるローカル・ベースラインはローカル・ピークとローカル・トラフの中央点に
なります。

　2つベースラインの分離間隔（ローカル・ベースライン分離間隔（local baseline separation））
は、測定値の妥当性の判定にも使われます。

　次の表に、特定しようとするローカル・フィーチャが、右パラメータ・カーソルまでの区
間の最後のものであるかないかによる、ローカル・ベースラインとその分離間隔の判定をま
とめます。
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ヒステリシス設定
　ローカル・パラメータはすべてヒステリシス設定が必要です。ヒステリシス値を決定する
ファクタを以下に示します。
1.  波形の最大ピーク・ツー・ピーク・ノイズ
2. 最小ローカル・フィーチャ振幅
3. ローカル・フィーチャの中点とピーク・トラフ・ベースライン間、またはローカル・
フィーチャの中点とトラフおよび次のローカル・フィーチャのピークのベースライン間
の最大電位差

ピーク・トラフ特定ベースラ
イン（PTBase）

yes

no

最終ローカル・フィーチャの場合のローカル・ベースラインと
ローカル・ベースライン分離間隔

ローカル・ベースライン

（PTBase + （PTBase + 前の分
離間隔）） / 2
ローカルピークとローカル・
トラフの中央点

ベースライン分離間隔

前のローカル・フィーチャの
ベースライン分離間隔

0

Local
Baseline

PTBase + TPBaseの平
均値

TPBase
PTBase

ローカルピークと
ローカル・トラフの
中央点

最終ローカル・フィーチャでない場合のローカル・ベースラインと
ローカル・ベースライン分離間隔

ピーク・トラフ特定
ベースライン
（PTBase）
yes

yes
no
no

トラフ・ピーク特定
ベースライン
（TPBase）
yes

no
yes
no

Baseline
Separetion

PTBase - TPBase

0
0
0
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　ノイズを誤ってローカル・フィーチャと特定することなく、確実にすべてのローカル・
フィーチャを特定するためには、値が上記の1番目のファクタと2番目のファクタの間にある
必要があります。また、ローカル・ベースライン検出を必要とするパラメータについては、
上記の3番目のファクタの2倍の値が必要です。

ローカル・パラメータ
　ローカル・パラメータ・グループにより、共通ディスク・ドライブ波形パラメータが提供
されます。"Category"メニューより"DISK-Local"を選択すると、以下のパラメータが得られま
す（各パラメータの詳細は、第5章を参照してください）。

lbase ローカル・フィーチャのベースライン
lbsep ピーク・トラフとトラフ・ピークの両ベースラインの分離間隔
lmax ローカル・フィーチャの最大値
lmin ローカル・フィーチャの最小値
lnum 表示ローカル・フィーチャ数
lpp ローカル・フィーチャのピーク・ツー・ピーク振幅
ltbe ピーク・トラフ間またはトラフ・ピーク間の時間
ltbp ローカル・フィーチャのピークからピークまでの時間
ltbt ローカル・フィーチャのトラフからトラフまでの時間
ltmn ローカル・フィーチャの最小値の時刻
ltmx ローカル・フィーチャの最大値の時刻
ltot しきい値%を越えるローカル・フィーチャ時間
ltpt ローカル・フィーチャのピーク・トラフ間の時間
lttp トラフから次のローカル・フィーチャのピークまでの時間
ltut しきい値%を下回るローカル・フィーチャ時間

　これらの測定はすべて特定されたローカル・フィーチャのピークとトラフで行われます。

注: オシロスコープの可変ヒステリシス設定は、ピーク・トラフ・ペアの特定、およびベー
スライン計算の許容範囲設定に必須です。



5 DDM: ディスク・ローカル・パラメータ

lbase ローカル・ベース

定義
　ローカル・フィーチャのベースライン値

説明
　パラメータ・カーソル間の全ローカル・フィーチャに対するローカル・ベースラインの平
均値がlbaseとして表示されます。ヒストグラムでは、パラメータ・カーソル間の全ローカ
ル・フィーチャに対するローカル・ベースライン値が個別に表示されます。前の章に、ロー
カル・ベースライン特定方法の説明があります。

パラメータ設定
　"CHANGE PARAM"メニューでlbaseパラメータを選択すると、"MORE lbase SETUP"メ
ニューが表示されます。対応するメニュー・ボタンを押してヒステリシス設定（hysteresis
setting）メニューを表示すると、メニュー・ボタンや関連するつまみで、ヒステリシス値を縦
軸の指定デビジョン数に設定できます。前の章に、ヒステリシスの説明があります。

例
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lbsep ローカル・ベースライン・セパレーション

定義
　ローカル・フィーチャのベースライン分離間隔値

説明
　パラメータ・カーソル間の全ローカル・フィーチャのローカル・ベースライン算出に使用
される2ベースライン間の分離間隔の平均値が表示されます。ヒストグラムでは、パラメー
タ・カーソル間の全ローカル・フィーチャの2ベースライン間の分離間隔値が個別に表示され
ます。前の章に、ローカル・ベースライン特定方法の説明があります。

パラメータ設定
　"CHANGE PARAM"メニュー・グループでlbsepパラメータを選択すると、"MORE lbsep
SETUP"メニューが表示されます。対応するメニュー・ボタンを押してヒステリシス設定
（hysteresis setting）メニューを表示すると、メニュー・ボタンや関連するつまみで、ヒステリ
シス値を縦軸の指定デビジョン数に設定できます。前の章にヒステリシスの説明がありま
す。

例
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lmax ローカル・マキシマム

定義
　ローカル・フィーチャの最大値

説明
　パラメータ・カーソル間の全ローカル・フィーチャの最大値が求められ、その平均値が
lmaxとして表示されます。ヒストグラムでは、パラメータ・カーソル間のローカル・フィー
チャごとに最大値が表示されます。

パラメータ設定
　"CHANGE PARAM"メニュー・グループでlmaxパラメータを選択すると、"MORE lmax
SETUP"メニューが表示されます。対応するメニュー・ボタンを押してヒステリシス設定
（hysteresis setting）メニューを表示すると、メニュー・ボタンや関連するつまみで、ヒステリ
シス値を縦軸の指定デビジョン数に設定できます。前の章にヒステリシスの説明がありま
す。

例



5-4

DDM

lmin ローカル・ミニマム

定義
　ローカル・フィーチャの最小値

説明
　パラメータ・カーソル間の全ローカル・フィーチャの最小値が求められ、その平均値がlmin
として表示されます。ヒストグラムでは、パラメータ・カーソル間のローカル・フィーチャ
ごとに最小値が表示されます。

パラメータ設定
　"CHANGE PARAM"メニュー・グループでlminパラメータを選択すると、"MORE lmin
SETUP"メニューが表示されます。対応するメニュー・ボタンを押してヒステリシス設定
（hysteresis setting）メニューを表示すると、メニュー・ボタンや関連するつまみで、ヒステリ
シス値を縦軸の指定デビジョン数に設定できます。前の章にヒステリシスの説明がありま
す。

例
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lnum ローカル・ナンバー

定義
　入力波形のローカル・フィーチャの数

説明
　パラメータ・カーソル間のローカル・フィーチャの数が求められ、lnumとして表示されま
す。ヒストグラムでは、スイープごとにlnum値が表示されます。

パラメータ設定
　"CHANGE PARAM"メニュー・グループでlnumパラメータを選択すると、"MORE lnum
SETUP"メニューが表示されます。対応するメニュー・ボタンを押してヒステリシス設定
（hysteresis setting）メニューを表示すると、メニュー・ボタンや関連するつまみで、ヒステリ
シス値を縦軸の指定デビジョン数に設定できます。前の章にヒステリシスの説明がありま
す。

例
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lpp ローカル・ピーク・ツー・ピーク

定義
　ローカル・フィーチャのピーク・トラフ間のピーク・ツー・ピーク

説明
　波形の全ローカル・フィーチャのピーク・トラフ間の電位差が求められ、その平均値がlpp
として表示されます。ヒストグラムでは、パラメータ・カーソル間のローカル・フィーチャ
ごとにピーク・ツー・ピーク値が表示されます。

パラメータ設定
　"CHANGE PARAM"メニュー・グループでlppパラメータを選択すると、"MORE lpp SETUP"
メニューが表示されます。対応するメニュー・ボタンを押してヒステリシス設定（hysteresis
setting）メニューを表示すると、メニュー・ボタンや関連するつまみで、ヒステリシス値を縦
軸の指定デビジョン数に設定できます。前の章にヒステリシスの説明があります。

例
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ltbe ローカル・タイム・ビトィーン・イベント

定義
　ローカル・フィーチャのピーク・トラフ間の時間、またはローカル・フィーチャのトラフ
から次のローカル・フィーチャのピークまでの時間

説明
　イベントがピークまたはトラフで定義されます。波形の連続イベント間の平均時間がltbeと
して表示されます。ヒストグラムでは、パラメータ・カーソル間の連続イベント間ごとに時
間が表示されます。

パラメータ設定
　"CHANGE PARAM"メニュー・グループでltbeパラメータを選択すると、"MORE ltbe
SETUP"メニューが表示されます。対応するメニュー・ボタンを押してヒステリシス設定
（hysteresis setting）メニューを表示すると、メニュー・ボタンや関連するつまみで、ヒステリ
シス値を縦軸の指定デビジョン数に設定できます。前の章にヒステリシスの説明がありま
す。

例
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ltbp ローカル・タイム・ビトィーン・ピークス

定義
　ローカル・フィーチャのピークから次のローカル・フィーチャのピークまでの時間

説明
　連続するローカル・フィーチャピーク間の平均時間が求められ、その値がltbpとして表示さ
れます。ヒストグラムでは、パラメータ・カーソル間のすべてピークに対して連続するピー
ク間の時間がそれぞれ表示されます。

パラメータ設定
　"CHANGE PARAM"メニュー・グループでltbpパラメータを選択すると、"MORE ltbp
SETUP"メニューが表示されます。対応するメニュー・ボタンを押してヒステリシス設定
（hysteresis setting）メニューを表示すると、メニュー・ボタンや関連するつまみで、ヒステリ
シス値を縦軸の指定デビジョン数に設定できます。前の章にヒステリシスの説明がありま
す。

例
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ltbt ローカル・タイム・ビトィーン・トラフ

定義
　ローカル・フィーチャのトラフから次のトラフまでの時間

説明
　連続するトラフ間の平均時間が求められ、その値がltbtとして表示されます。ヒストグラム
では、パラメータ・カーソル間のすべてのトラフに対して連続するトラフ間の時間がそれぞ
れ表示されます。

パラメータ設定
　"CHANGE PARAM"メニュー・グループでltbtパラメータを選択すると、"MORE ltbt SETUP"
メニューが表示されます。対応するメニュー・ボタンを押してヒステリシス設定（hysteresis
setting）メニューを表示すると、メニュー・ボタンや関連するつまみで、ヒステリシス値を縦
軸の指定デビジョン数に設定できます。前の章にヒステリシスの説明があります。

例



5-10

DDM

ltmn ローカル・タイム・アット・ミニマム

定義
　ローカル・フィーチャの最小値の時刻

説明
　左のパラメータ・カーソルから始まる波形区間の最初のローカル・フィーチャの最小値の
時刻が求められます。その時刻がltmnとして返されます。ヒストグラムでは、パラメータ・
カーソル間のローカル・フィーチャ最小値すべての時刻が表示されます。

パラメータ設定
　"CHANGE PARAM"メニュー・グループでltmnパラメータを選択すると、"MORE ltmn
SETUP"メニューが表示されます。対応するメニュー・ボタンを押してヒステリシス設定
（hysteresis setting）メニューを表示すると、メニュー・ボタンや関連するつまみで、ヒステリ
シス値を縦軸の指定デビジョン数に設定できます。前の章にヒステリシスの説明がありま
す。

例
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ltmx ローカル・タイム・アット・マキシマム

定義
　ローカル・フィーチャの最大値の時刻

説明
　左のパラメータ・カーソルから始まる波形区間の最初のローカル・フィーチャの最大値の
時刻が求められ、その時刻がltmxとして返されます。ヒストグラムでは、パラメータ・カー
ソル間のローカル・フィーチャ最大値すべての時刻が表示されます。

パラメータ設定
　"CHANGE PARAM"メニュー・グループでltmxパラメータを選択すると、"MORE ltmx
SETUP"メニューが表示されます。対応するメニュー・ボタンを押してヒステリシス設定
（hysteresis setting）メニューを表示すると、メニュー・ボタンや関連するつまみで、ヒステリ
シス値を縦軸の指定デビジョン数に設定できます。前の章にヒステリシスの説明がありま
す。

例
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ltpt ローカル・タイム・アット・ピーク・ツー・トラフ

定義
　ローカル・フィーチャのピーク・トラフ間の時間

説明
　すべてのローカル・フィーチャのピーク・トラフ間の平均時間が、ltptとして表示されま
す。ヒストグラムでは、パラメータ・カーソル間のローカル・フィーチャすべてに対して
ピーク・トラフ・ペア間の時間が表示されます。

パラメータ設定
　"CHANGE PARAM"メニュー・グループでltptパラメータを選択すると、"MORE ltpt SETUP"
メニューが表示されます。対応するメニュー・ボタンを押してヒステリシス設定（hysteresis
setting）メニューを表示すると、メニュー・ボタンや関連するつまみで、ヒステリシス値を縦
軸の指定デビジョン数に設定できます。前の章にヒステリシスの説明があります。

例
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ltot ローカル・タイム・オーバー・スレシュホールド

定義
　ローカル・フィーチャがユーザ指定しきい値（ピーク・トラフ間の振幅に対するパーセン
テージ指定）を越えている時間

説明
　ローカル・フィーチャのピーク・トラフの高さが測定されます。その値に対するユーザ指
定パーセント分のしきい値をローカル・フィーチャが越えている時間が求められます。波形
の全ローカル・フィーチャに対する平均がltotとして表示されます。ヒストグラムでは、パラ
メータ・カーソル間のローカル・フィーチャごとにしきい値を越えている時間が個別表示さ
れます。

パラメータ設定
　"CHANGE PARAM"メニュー・グループでltotパラメータを選択すると、"MORE ltot SETUP"
メニューが表示されます。対応するメニュー・ボタンを押してヒステリシス（hysteresis）メ
ニューとしきい値（threshold）メニューを表示します。メニュー・ボタンや関連するつまみで、
これらのメニューの値を縦軸の指定デビジョン数に、またはローカル・フィーチャのピー
ク・トラフの高さに対するパーセントに、それぞれ設定できます。前の章にヒステリシスの
説明があります。

例
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lttp ローカル・タイム・トラフ・ツー・ピーク

定義
　ローカル・フィーチャのトラフから次のローカル・フィーチャのピークまでの時間

説明
　すべてのローカル・フィーチャについてトラフから次のローカル・フィーチャのピークま
での時間の平均が、lttpとして表示されます。ヒストグラムでは、パラメータ・カーソル間の
ローカル・フィーチャすべてに対してトラフから次のローカル・フィーチャのピークまでの
時間が表示されます。

パラメータ設定
　"CHANGE PARAM"メニュー・グループでlttpパラメータを選択すると、"MORE lttp SETUP"
メニューが表示されます。対応するメニュー・ボタンを押してヒステリシス設定（hysteresis
setting）メニューを表示すると、メニュー・ボタンや関連するつまみで、ヒステリシス値を縦
軸の指定デビジョン数に設定できます。前の章にヒステリシスの説明があります。

例
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ltut ローカル・タイム・アンダー・スレシュホールド

定義
　ローカル・フィーチャがユーザ指定しきい値（ピーク・トラフ間の振幅に対するパーセン
テージ指定）を下回る時間

説明
　ローカル・フィーチャのピーク・トラフの高さが測定されます。その値に対するユーザ指
定パーセント分のしきい値を、ローカル・フィーチャが下回る時間が求められます。波形の
全ローカル・フィーチャに対する平均がltutとして表示されます。ヒストグラムでは、パラ
メータ・カーソル間のローカル・フィーチャごとにしきい値を下回る時間が個別表示されま
す。

パラメータ設定
　"CHANGE PARAM"メニュー・グループでltutパラメータを選択すると、"MORE ltut SETUP"
メニューが表示されます。対応するメニュー・ボタンを押してヒステリシス（hysteresis）メ
ニューとしきい値（threshold）メニューを表示します。メニュー・ボタンや関連するつまみで、
これらのメニューの値を縦軸の指定デビジョン数に、またはローカル・フィーチャのピー
ク・ツー・ピークの高さに対するパーセントに、それぞれ設定できます。前の章にヒステリ
シスの説明があります。

例



6 DDM: Disk-Std

標準ディスク・ドライブ・パラメータ（Disk-Std）
　Disk Drive（ディスク・ドライブ）パラメータにより、標準ディスク・ドライブ波形パラメー
タ測定が可能になります。これらのパラメータへアクセスするには、"Category（カテゴリ）"
より"DISK-Std"を選択します。これらのパラメータを以下に示します。

nbph 波形DFTの狭帯域位相
nbpw 波形DFTの狭帯域パワー
owrt オーバーライト
pw50 ベースラインより50 %振幅のピークのパルス幅
pw50+ ベースラインより50 %振幅の正ピークのパルス幅
pw50- ベースラインより50 %振幅の負ピークのパルス幅
res 分解能
taa トラック平均振幅
taa+ ベースラインより正ピークのトラック平均振幅
taa- ベースラインより負ピークのトラック平均振幅

　nbph、nbpw、owrt以外はすべて、波形のピーク・トラフ・ペアで測定されます。また、パ
ラメータによっては、それらの計算に先立って、ピーク・トラフ・ペアのベースラインが求
められるものもあります。

注: オシロスコープの可変ヒステリシス設定は、ピーク・トラフ・ペアの特定と、ベースラ
イン計算に対する許容範囲の設定に必要です。
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nbph 狭帯域位相（ナローバンド・フェイズ）

定義
　波形の指定周波数の位相測定

説明
　nbphは、波形の指定周波数で計算された離散フーリエ変換（DFT: Discrete Fourier Transform）
の位相部分です。この計算では、パラメータカーソル間の第1データ・ポイント波形の対応周
波数サイン波成分の位相が求められます。nbphパラメータでは、指定周波数を中心とする1ビ
ンのDFTが計算されます。オシロスコープの波形トレース表示が96 * （1/周波数）以上（つま
り、トレースが選択周波数における波形の96サイクル以上）の長さの場合には、ビン幅は選択
周波数の1.05 %です。それより短い場合、ビン幅は次式で与えられます。

100/integer[（オシロスコープ・トレース長）/（1/周波数）]%

　ここで、integer[]は、結果値の小数部すべて切り捨てを示します。したがって、波形トレー
スが1/周波数の48.5倍の長さの場合は、ビン幅は以下のように計算されます。

100/48 = 選択周波数の2.1 %

　nbphは、周波数の影響を受けやすいので、確度の高い結果を得るには、周波数値をできる
だけ精確に指定する必要があります。

パラメータ設定
　"CHANGE PARAM"メニューでnbphパラメータを選択すると、"MORE nbph SETUP"メ
ニューが表示されます。対応するメニュー・ボタンを押して周波数設定（frequency setting）メ
ニューを表示します。このメニューで、仮数、指数、仮数の桁数を指定するには、対応する
メニュー・ボタンを押し、関連する'メニュー'つまみでそれぞれ調節します。しかし、大きな
桁数を指定していると、周波数を厳密に指定できなくなります。この場合は、桁数を小さく
し、精度をおおよその周波数に下げておき、その後適宜精度を上げて厳密な値を選択しま
す。
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nbpw 狭帯域パワー（ナローバンド・パワー）

定義
　波形の指定周波数のパワー測定

説明
　nbpwは、波形の指定周波数で計算される離散フーリエ変換（DFT: Discrete Fourier Transform）
のマグニチュード部分です。nbpwパラメータでは、指定周波数を中心とする1ビンのDFTが
計算されます。オシロスコープの波形トレース表示が96 * （1/周波数）以上（つまり、トレース
が選択周波数における波形の96サイクル以上）の長さの場合には、ビン幅は選択周波数の1.05
%です。それより短い場合、ビン幅は次式で与えられます。

100/integer[トレース長/（1/周波数）]%

　ここで、integer[]は、結果値の小数部すべて切り捨てを示します。したがって、波形トレー
スが1/周波数の48.5倍の長さの場合は、ビン幅は以下のように計算されます。

100/48 = 選択周波数の2.1 %

　漏れによる影響を最少に抑えるために、入力データにブラックマン・ハリス窓が適用され
ます。これにより、たとえスピンドル速度変動で周波数変動が発生しても、nbpwで優れた結
果を得られることになります。実際の周波数と指定周波数の間に差異があり、ビン幅が±
1.05%であると、下の表に示すように、得られるパワーは実際のパワーより小さくなります。

　ビン幅が105%より大きいと、指定のdB減衰が発生するような周波数差は、ビン幅/1.05に比
例します。

周波数差 dB減衰
.3 % .3 dB
.6 % 1.1 dB
1 % 3 dB
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パラメータ設定
　"CHANGE PARAM"メニューでnbpwパラメータを選択すると、"MORE nbpw SETUP"メ
ニューが表示されます。対応するメニュー・ボタンを押して周波数設定（frequency setting）メ
ニューを表示します。このメニューで、仮数、指数、仮数の桁数を指定するには、対応する
メニュー・ボタンを押し、関連する'メニュー'つまみでそれぞれ調節します。しかし、大きな
桁数を指定していると、周波数を厳密に指定できなくなります。この場合は、桁数を小さく
し、精度をおおよその周波数に下げておき、その後適宜精度を上げて厳密な値を選択しま
す。
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owrt オーバーライト

定義
　高周波数波形でオーバーライトされた低周波数ディスク波形の残留パワー対オリジナル・
パワー比

説明
　owrtでは、低周波数LF波形が高周波数HF波形にオーバーライトされた後の、低周波数LF波
形の残留パワーが測定されます。LF波形をメモリ（M1～M4）に入れ、そのメモリをトレース
（A、B、C、またはD）に割り当てておく必要があります。その後、高周波数波形をオシロス
コープに取り込むことができます。オーバーライト・パラメータは次式で計算されます。

owrt＝20log (Vr/Vo),

　ここで、Vrは、HF波形書き込み後のLF基本周波数でのHF波形のサイン波成分の残留Vrms
であり、Voは、LF基本周波数でのLF波形のサイン波成分のVrmsです。

　この計算は、オシロスコープで高周波と低周波の両波形に対してLFでの狭帯域パワー測定
が行われ、前者の結果から後者の結果が差し引かれることによって実行されます。

　メニュー（例を参照してください）により、HFまたはLFのどの波形をオシロスコープのチャ
ネルまたはトレース（1、2、3、4、A、B、C、またはD）のどれに割り当てるか選択できます。
入力をHFにするかLFにするかはメニュー・ボタンで設定し、入力する波形は関連するつまみ
で設定します。

パラメータ設定
　"CHANGE PARAM"メニューでowrtパラメータを選択すると、"MORE owrt SETUP"メニュー
が表示されます。対応するメニュー・ボタンを押して周波数設定（frequency setting）メニュー
を表示します。この周波数は、高周波と低周波の両波形のnbpw計算に用いられます。このメ
ニューで、仮数、指数、仮数の桁数を指定するには、対応するメニュー・ボタンを押し、関
連する'メニュー'つまみでそれぞれ調節します。しかし、大きな桁数を指定していると、周波
数を厳密に指定できなくなります。この場合は、桁数を小さくし、精度をおおよその周波数
に下げておき、その後適宜精度を上げて厳密な値を選択します。
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例
　下図の画面では、LF波形がトレースAに、HF波形がトレースBに割り当てられています。
LF波形は1Vピーク・ツー・ピークの1MHzのサイン波であり、HF波形は1Vピーク・ツー・
ピークの5MHzのサイン波です。freqパラメータでLF波形の周波数を求めると、1MHzである
ことが確認できます（図の"freq（A）"を参照してください）。HF波形には1MHzの残留成分があ
ります。トレースBをズームすると、残留波形の振幅は0.1Vピーク・ツー・ピークです。し
たがって、オーバーライト値は、おおよそ

20 log（0.1ボルト/1ボルト）

　または-20dBです。オシロスコープのパラメータ表示では、owrtはまさしく-19.87dBです。
この数値と、HFとLFの両波形について表示されている1MHzでの両nbpwパラメータ測定値の
差異を比較すると、同じ結果に到達します。
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pw50 パルス幅50

定義
　ローカル・ベースラインとローカル・フィーチャ・ピーク間、およびローカル・ベースラ
インとローカル・フィーチャ・トラフ間の50%ポイントでの平均パルス幅

説明
　パラメータ・カーソル間の入力波形のローカル・フィーチャ（第4章を参照してください）が
すべて特定されます。この特性ごとにローカル・ベースラインが特定され、ローカル・ベー
スラインとピーク間の高さが求められます。パルス幅は、このピークの50%のところで測定
されます。トラフに対しても同じ測定が行われます。すべての幅測定値の平均がpw50として
表示されます。ヒストグラムでは、パラメータ・カーソル間のローカル・フィーチャごとに
平均pw50値が表示されます。

パラメータ設定
　"CHANGE PARAM"メニューでpw50パラメータを選択すると、"MORE pw50 SETUP"メ
ニューが表示されます。対応するメニュー・ボタンを押してヒステリシス設定（hysteresis
setting）メニューを表示します。このメニュー・ボタンや関連するつまみで、ヒステリシス値
を指定の垂直デビジョン数に設定できます。第4章にヒステリシスの説明があります。
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pw50- パルス幅50-

定義
　ローカル・フィーチャ・ベースラインとローカル・フィーチャ・トラフ間の50%ポイント
での平均パルス幅

説明
　パラメータ・カーソル間の入力波形のローカル・フィーチャ（第4章を参照してください）が
すべて特定されます。この特性ごとにローカル・ベースラインが特定され、ローカル・ベー
スラインとトラフ間の高さが求められます。パルス幅は、このトラフ振幅の50%のところで
測定されます。すべての幅測定値の平均がpw50-として表示されます。ヒストグラムでは、パ
ラメータ・カーソル間のローカル・フィーチャごとに平均pw50-値が表示されます。

パラメータ設定
　"CHANGE PARAM"メニューでpw50-パラメータを選択すると、"MORE pw50- SETUP"メ
ニューが表示されます。対応するメニュー・ボタンを押してヒステリシス設定（hysteresis
setting）メニューを表示します。このメニュー・ボタンや関連するつまみで、ヒステリシス値
を指定の垂直デビジョン数に設定できます。第4章にヒステリシスの説明があります。
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pw50+ パルス幅50+

定義
　ローカル・フィーチャ・ベースラインとローカル・フィーチャ・ピーク間の50%ポイント
での平均パルス幅

説明
　パラメータ・カーソル間の入力波形のローカル・フィーチャ（第4章を参照してください）が
すべて特定されます。この特性ごとにローカル・ベースラインが特定され、ローカル・ベー
スラインとピーク間の高さが求められます。パルス幅は、このピーク振幅の50%のところで
測定されます。すべての幅測定値の平均がpw50+として表示されます。ヒストグラムでは、
パラメータ・カーソル間のローカル・フィーチャごとに平均pw50+値が表示されます。

パラメータ設定
　"CHANGE PARAM"メニューでpw50+パラメータを選択すると、"MORE pw50+ SETUP"メ
ニューが表示されます。対応するメニュー・ボタンを押してヒステリシス設定（hysteresis
setting）メニューを表示します。このメニュー・ボタンや関連するつまみで、ヒステリシス値
を指定の垂直デビジョン数に設定できます。第4章にヒステリシスの説明があります。
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res レゾリューション

定義
　低周波数波形と高周波数波形におけるトラック平均振幅比

説明
　resは、低周波LF波形と高周波HF波形におけるトラック平均振幅（taaパラメータを参照して
ください）比がパーセントで返され、次式で与えられます。

《式入力略》

　メニュー（例を参照してください）で、HF波形またはLF波形を選択し、これを割り当てるオ
シロスコープのチャネルまたはトレースを選択します。最初に読み込んだ波形をメモリ（M1
～M4）に入れ、そのメモリをトレース（A、B、C、またはD）に割り当てます。入力にHFを設
定するかLFを設定するかは、対応するメニュー・ボタンを押して選択します。その後、選択
波形のソース1、2、3、4、A、B、C、またはDを、関連するつまみで設定します。

パラメータ設定
　"CHANGE PARAM"メニューでresパラメータを選択すると、"MORE res SETUP"メニュー
が表示されます。対応するメニュー・ボタンを押してヒステリシス設定（hysteresis setting）メ
ニューを表示します。このメニュー・ボタンや関連するつまみで、ヒステリシス値を指定の
垂直デビジョン数に設定できます。第4章にヒステリシスの説明があります
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例
　下図では、LF波形がトレースAに、HF波形が入力チャネル1に割り当てられています。LF
波形の周波数は1MHz、HF波形の周波数は2MHzです。分解能は77.8%と計算されています。
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taa トラック・アベレージ・アンプリチュード

定義
　全ローカル・フィーチャに対する平均ピーク・トラフ振幅

説明
　パラメータ・カーソル間の入力波形のローカル・フィーチャ（第4章を参照してください）が
すべて特定されます。この特性ごとにピーク・トラフ振幅が求められ、その平均がtaaとして
返されます。ヒストグラムでは、パラメータ・カーソル間のローカル・フィーチャごとに
ピーク・トラフ振幅が表示されます。

パラメータ設定
　"CHANGE PARAM"メニューでtaaパラメータを選択すると、"MORE taa SETUP"メニュー
が表示されます。対応するメニュー・ボタンを押してヒステリシス設定（hysteresis setting）メ
ニューを表示します。このメニュー・ボタンや関連するつまみで、ヒステリシス値を指定の
垂直デビジョン数に設定できます。第4章にヒステリシスの説明があります
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taa- トラック・アベレージ・アンプリチュード－

定義
　全ローカル・フィーチャに対するローカル・ベースライン対トラフ間振幅の平均

説明
　パラメータ・カーソル間の入力波形のローカル・フィーチャ（第4章を参照してください）が
すべて特定されます。この特性ごとにローカル・ベースライン対トラフ間振幅が求められ、
その平均がtaa-として返されます。ヒストグラムでは、パラメータ・カーソル間のローカル・
フィーチャごとにローカル・ベースライン対トラフ間振幅が表示されます。

パラメータ設定
　"CHANGE PARAM"メニューでtaa-パラメータを選択すると、"MORE taa- SETUP"メニュー
が表示されます。対応するメニュー・ボタンを押してヒステリシス設定（hysteresis setting）メ
ニューを表示します。このメニュー・ボタンや関連するつまみで、ヒステリシス値を指定の
垂直デビジョン数に設定できます。第4章にヒステリシスの説明があります。
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taa+ トラック・アベレージ・アンプリチュード＋

定義
　全ローカル・フィーチャに対するローカル・ベースライン対ピーク間振幅の平均

説明
　パラメータ・カーソル間の入力波形のローカル・フィーチャ（第4章を参照してください）が
すべて特定されます。この特性ごとにローカル・ベースライン対ピーク間振幅が求められ、
その平均がtaa+として返されます。ヒストグラムでは、パラメータ・カーソル間のローカル・
フィーチャごとにローカル・ベースライン対ピーク間振幅が表示されます。

パラメータ設定
　"CHANGE PARAM"メニューでtaa+パラメータを選択すると、"MORE taa+ SETUP"メニュー
が表示されます。対応するメニュー・ボタンを押してヒステリシス設定（hysteresis setting）メ
ニューを表示します。このメニュー・ボタンや関連するつまみで、ヒステリシス値を指定の
垂直デビジョン数に設定できます。第4章にヒステリシスの説明があります。
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PRMLオプション

　PRMLオプションにより、自己相関信号対ノイズ比（ACSN: auto-correlation signal-to-noise）
と非線形遷移シフト（NLTS: non-linear transition shift）の両パラメータ測定が可能になります。
この両パラメータは、このオプションに含まれている相関関数をベースに、計算されます。

　acsnパラメータ（第9章を参照してください）は、周期性があればどの波形にも適用できま
す。これらの波形は定義上すべての周期で同じであるため、偏差はすべて相関のとれないノ
イズ・ソースに起因すると見なすことができます。連続周期を持つ波形の自己相関を計算す
ることで、完全な相関値に対する割合で相関レベルを測定できます。さらにこの測定により
ノイズ・レベルもACSNで計算できます。

　nltsパラメータ（第9章を参照してください）により、ディスク波形の自己相関計算において
すべてのエコー測定が可能になります。これには、NLTS（隣接位置）、第2隣接位置、オー
バーライト（初期磁化）の各エコーが含まれます。このパラメータにより、NLTS平均化、パ
ターン長検索、リミット・チェックが行われることによって、ノイズの影響が抑えられ、精
度の高い測定が保証されます。
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相関: 操作の考え方

　オシロスコープの相関関数では、波形のあるセクションと、同じ波形の同じ長さの他のセ
クション間の相関が、または波形のあるセクションと、他の波形の同じ長さのセクション間
の相関が測定されます。

　同じ波形で相関がとられるとき、その相関は自己相関と呼ばれます。2つの波形セクション
の形状が同じであるとき、その相関値は最大になります。

　オシロスコープでは、これらの相関値は±1に正規化されます。ここで、1は両波形セク
ションの形状が同じ、-1は逆、0は相関がないことを意味します。

　ノイズのない周期波形では、自己相関において第2セクションの開始ポイントが第1セク
ション開始ポイントより整数倍周期分遅れていると完全な相関値が得られます。

　相関値は、対象とする2波形セクション間でシフトするさまざまな量の時間の関数で計算で
きます。この計算は、i番目の波形サンプルを第2セクションの開始ポイントの関数として、
次式で与えれます。

mean ( )＝
x＝a

b

wavex / b－a ,

variance waveb
a ＝

x＝a

b

wavex
2

b-a
－mean waveb

a
2 ,

Corri＝

j＝0

N

wave1j *wave2i+j / N+1 －mean wave1 N
0 *mean wave1 N+i

i

variance wave1 N
0 *variance wave1 N+i

i
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　ここで、Corr《i》は相関波形のi番目のサンプル・ポイント、wave1《j》は第1波形のj番目のサ
ンプル・ポイント、wave2は第2入力波形（自己相関ではwave1）、wave《ab》はサンプル'a'から
サンプル'b'までの波形セクションです。総和の上界'N'は、相関計算対象の波形セクションの
長さを決めます（最初のサンプルはポイント0なので、実際の長さはN+1です）。相関関数の分母

variance wave1N
0 *variance wave1N

0

は、相関値を±1に正規化します。ここで、分子の

mean wave1N
0 *mean wave2N+i

i

項は、相関関数における入力波形のDCオフセットの影響を取り除きます。

　相関波形関数は基本的に、第1波形のセクションをとり、第2波形の異なる開始ポイントか
らの同じ長さのセクションとの相関を計算します。これは、波形1のセクションを波形2に重
ねてその相関値を計算することで視覚化できます。開始ポイントは、第2波形の全長からセク
ション長を差し引いた範囲になります。上界では、第1波形セクションの末尾が、第2波形の
最終サンプル・ポイントに重なります。オシロスコープの波形長は10デビジョンしかとれな
いので、相関関数の上界は10デビジョンから（デビジョン単位の）セクション長を差し引いた
値になります。
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オシロスコープの操作

　このセクションでは、相関関数を定義し使用するオシロスコープの操作手順を説明しま
す。

　相関波形を指定するには、最初に波形トレースを相関関数に定義する必要があります。ま
ず、MATH SETUPボタンを押して、図8.1のメニューを表示します。

図8.1
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　トレースAに相関波形を設定したとすると、"REDEFINE A"メニューに対応するボタンを押
して、図8.2の"SETUP OF A"メニューを表示します。

図8.2
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　相関関数は数理関数なので、"use Math?"メニューより"Yes"を選択し、図8.3のメニューを
表示します。

図8.3

　"Math Type"メニューより"Correlation"を選択し、トレースAを相関波形にします。その下側
のメニューより、相関をとるセクションを含む波形、ここでは"B"を選択します。次に"with"
メニューより、相関の被参照波形、ここでは"C"を選択します。"length"メニューでは、セク
ション長（この例では1デビジョン）を設定します。
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　上図で、注記の付いた箱はそれぞれセクションを表します。

　注記qの箱は、"length"設定で相関用に選択されたトレースBのセクションです。このセク
ションにおいて、トレースC波形の同じ長さのセクションに対して相関がとられます。相関
波形がトレースAに表示されています。

　注記w、e、rの各箱は、トレースC波形の異なるセクションに重ねられた選択波形セクショ
ンです。明らかに、ディレイが0の波形セクション（注記wの箱）では、トレースCの対応セク
ションとはほとんど相関がとれていません。この箱より相関波形に指し示されている矢印ポ
イントは、相関波形はほとんど0です。

　ディレイが1.8デビジョンの選択波形セクション（注記e）では、トレースCの対応セクション
が選択波形セクションのほぼ反転形になっています。このポイントの相関波形は-1に近く、
逆相関を示しています。

　ディレイが5デビジョンの選択セクション（注記r）では、両セクションの形状が一致してお
り、その相関波形は1です。波形セクション長が1デビジョンの場合、相関波形計算可能な最
後のポイントは9デビジョン・ディレイになります。ディレイをこれより長くとると、選択波
形セクションが部分的にトレースCの最終サンプル・ポイントを越えてしまいます。そのた
め、相関波形が9デビジョンまでしか表示されていません。

　次ページの図8.4に、"start"メニュー設定を1デビジョンにしたときの結果を示します。この
メニューでは、"with"選択した波形のどのポイントから選択波形セクションの相関をとるかを
決めます。この図では、トレースBの選択波形は、最初にトレースCの1デビジョン目から始
まる波形と相関がとられます。その結果、この相関波形は、図8-3の相関波形の1デビジョン
目以降と同じです。相関はトレースCの波形の先頭より1デビジョン目から開始されるため、
相関波形は1デビジョンだけ短くなり、8デビジョンになります。
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図8.4

　波形セクションをトレースCから選択し、"with"波形をトレースBにしたときの相関波形結
果を、下図8.5に示します。この相関波形は前図のものとは著しく異なっています。トレース
Cの選択波形セクション(注記qの箱)がトレースB波形のさまざまなセクション(注記w、e、rの
各箱)に重ねられています。
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図8.5

　複雑なディスク波形の周期を求めるには、相関関数が有用です。このような波形の相関値
は全サイクルにわたって（普通はノイズにより厳密には1ではありませんが）ほとんど1である
ため、相関波形がこの値をとるときの相対時間を測定することによって周期を求めることが
できます。
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　図8.6は、測定カーソル(注記q)を用いてPRML波形の周期を求める例です。この周期は980ns
(注記w)です。

図8.6
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acsn 自己相関信号対ノイズ比

定義
　周期波形の信号対ノイズ比。

説明
　オシロスコープの相関関数acsnにより、繰り返し波形の自己相関信号対ノイズ比を求める
ことができます。acsn計算には、少なくとも2回の波形繰り返しと、その波形の周期指定が必
要です。

　その後このパラメータ計算で、周期は、この指定値をベースにして検証され調整されま
す。ディスクの回転速度にばらつきがありディスク波形の厳密な時間を求めることは困難な
ため、この機能は重要です。

　オシロスコープでは、この周期が開始ポイントに用いられ、自己相関がとられ、その周期
の自己相関ピークが検索されます。ピークのトップではパターンが繰り返されています。オ
シロスコープで、このトップ位置が求められ、対応する時刻が記されると、これにより周期
を求めることができます。その後この周期で自己相関が再計算されます。周期ピークでの自
己相関値をRとすると、ACSNは次式で計算されます。

S/N＝R/1(1－R),

ACSN＝10* log10 S/N

　acsn計算の精度を上げるため、オシロスコープではACSN測定が複数回行われその平均がと
られます。入力波形の周期数が26以上のときは、パターンごとにACSN測定が行われその平
均がとられます。入力波形の周期数が26未満のときは、相関を求める入力波形の開始ポイン
トが、毎回およそ入力波形長マイナス周期の25分の1だけずらされながら、ACSN測定が25回
行われます。その後この結果の平均がとられます。

　ACSN測定はそれぞれ、acsnパラメータをヒストグラムにしてすべて表示できますが、信号
対ノイズ比が9.6dB以上のものに限られます。
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パラメータ設定
　"CHANGE PARAM"メニューでacsnを選択して"MORE acsn SETUP"メニューを表示します。
仮数、指数、仮数の桁数を調節するには、このメニューの対応するボタンを押します。その
後、対応するメニューつまみでこれらの値を調節します。しかし、大きな桁数を指定してい
ると、周波数を厳密に指定できなくなります。この場合は、桁数を小さくし、精度をおおよ
その周波数に下げておき、その後適宜精度を上げて厳密な値を選択します。

　パターン長は波形周期の整数倍に設定する必要があります。これらの周期が後続の同数の
周期と相関がとられることになるので、パターン長は、そのスイープの全周期数の2分の1以
下である必要があります。

例
　下図の画面では、ノイズを含んだ5MHz周期の波形がチャネル2より取り込まれています。
"pattern len"メニューでは、パターン長が200nsに設定されています。acsn値は12.89dBです。
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nlts 非線形トランジションシフト

定義
　ディスク・ドライブ信号の非線形トランジションシフト測定

説明
　nltsでは、オシロスコープの相関関数で、非線形トランジション（隣接位置）シフトが測定さ
れます。自己相関をとる試験シーケンスは少なくとも2サイクル分必要です。さらに波形の周
期を指定する必要があります。

　その後このパラメータ計算で、パターン長は、この指定値をベースにして検証され調整さ
れます。ディスクの回転速度にばらつきがありディスク波形の厳密なパターン長を求めるこ
とは困難なため、この機能は重要です。

　オシロスコープでは、このパターン長が開始ポイントに用いられ、この長さで自己相関
ピークが検索されます。ピークのトップではパターンが繰り返されています。オシロスコー
プで、このトップ位置が求められ、対応する時刻が記されると、これによりパターン長を求
めることができます。その後この長さで自己相関が再計算されます。このパターン長での自
己相関のピーク値が0.9未満であると、nltsは計算されません。これは、そのパターン長部分
の相関が小さすぎるため計算自体意味を持たないためです。自己相関のピーク値が0.9以上の
ときは、このパターン長がnlts計算に用いられます。このパターン長がディレイ値に用いられ
て、入力波形の第1パターン長部分（'chunk'）の自己相関係数が、入力波形の先頭よりディレイ
値だけ遅らされたポイントから開始する第2パターン長部分に対して測定されます。

　nlts計算の精度を上げるために、ディスク・ドライブ波形は、非線形トランジションシフト
に対応する自己相関計算でエコーが生成されるような疑似ランダム・シーケンスである必要
があります。一般的に、この波形は、《式入力略》多項式ベースの127ビット・パターンであ
り、NLTSエコーは、入力パターン長の20.06%のパターン・ディレイ時点に出現します。
NLTSの理論値は次式で与えられます。

NLTS（%） = －20 * 相関係数（ディレイ時点）

　しかし、相関係数の値は入力波形のノイズに影響されるため、このオシロスコープでは、
ノイズの影響を抑えるために、NLTS測定が複数回行われその平均がとられます。入力波形の
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疑似ランダム・パターン数が26以上あるときは、パターンごとにNLTS測定が行われその平均
がとられます。入力波形の疑似ランダム・パターン数が26未満のときは、相関を求める入力
波形の開始ポイントが、毎回およそ入力波形長マイナスパターン長の25分の1ずつずらされな
がら、NLTS測定が25回行われます。その後この25個のNLTS測定値の平均がとられます。
NLTS測定は、nltsパラメータをヒストグラムにしてすべて個別表示できます。

　入力波形の疑似ランダム・パターン周期数が大きくなると、nlts計算でのノイズの影響は小
さくなります。このノイズの影響をさらに抑えるために、NLTS計算では各値が、パターン長
ディレイ数積分点での相関係数で割られて調節されます。

　下の表に、自己相関信号対ノイズ比の変量に対するnltsパラメータの標準偏差と、入力波形
の疑似ランダム・シーケンスの繰り返し数を示します。用いたサンプリング・レートは4サン
プル/ビット・セル、入力波形のNLTSは20%です。

26 dB 2 0.44%
10 0.28%
25 0.20%

23 dB 2 0.59%
10 0.32%
25 0.26%

20 dB 2 0.65%
10 0.42%
25 0.28%

17 dB 2 1.08%
10 0.57%
25 0.35%

ACSN パターン繰り返し数 nlts標準偏差
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パラメータ設定
　"CHANGE PARAM"メニューで"nlts"パラメータを選択して"MORE nlts SETUP"メニューを
表示します。pattern lengthメニューとpattern delayメニューにアクセスするには対応するメ
ニュー・ボタンを押します。仮数、指数、仮数の桁数を調節するには、このメニューの対応
するボタンを押します。その後、対応するメニューつまみでこれらの値を調節します。しか
し、大きな桁数を指定していると、周波数を厳密に指定できなくなります。この場合は、桁
数を小さくし、精度をおおよその周波数に下げておき、その後適宜精度を上げて厳密な値を
選択します。パターン長はパターン周期に設定します。

　オシロスコープにより正しいパターン長が検索されますが、その検索に際して、実際のパ
ターン長に十分近い値を与える必要があります。たとえば、1μsecパターンに対しては、1μ
sec±40nsecまでが受け付けられます。この範囲の値をnltsに与えます。そうでないと、測定不
能を表す"---"が画面に表示されます。

　パターン・ディレイは、パターン長に対するパーセントで設定します。入力したディレイ
値は、オシロスコープにより、ユーザが入力したパターン長に対して内部的に計算されたパ
ターン長の比で、内部的に調節されます。さまざまなディレイ値で、いくつかのディスク・
ドライブ波形属性を測定できます。さまざまな波形属性を測定するときに、一般に用いられ
る127ビット疑似ランダム・シーケンス（《式入力略》多項式）に対して入力するディレイ値を、
下の表に示します。

近接位置 25.5 20.08%
第2近接位置 30.5 24.02%
初期磁化 45.5 35.83%
対話インターフェイス 60.5 47.64%

波形属性 ビット・セル位置 ディレイ（%）



DDM & PRMLリモート・コントロール・コマンド

オシロスコープのリモート操作

　この最終章には、DDMオプションとPRMLオプションのリモート・プログラミングを実行
するコマンドをリストします。リモート・コントロール機能について詳細は、お手元の
「Remote Control Manual」を参照してください。ここにあげるコマンドは、短いフォーマッ
ト名称ではそれぞれDEF、PACU、PAVAですが、DDM関数とPRML関数をリモートにプログ
ラムする時に使用します。

10
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関数 DEFINE, DEF
コマンド/クエリ

説明
　DEFINEコマンドは、関数で評価する数式を指定します。このコマンドは、標準オシロス
コープとWP0X処理パッケージの関数をすべて制御します。

コマンド構文
<function>: DEFine EQN, '<equation>' [,<param_name>, <value>,...]

注1:パラメータはペアにグループ化されます。ペアの最初のパラメータで変更する変数名
<param_name>を指定し、2番目のパラメータで割り当てる新しい値を指定します。パラ
メータはペア単位で任意の順番にグループ化でき、変更する変数だけにとどめることも
できます。

注2:式中のスペース（ブランク）文字はオプションです。

クエリ構文
<function>: DEFine?

応答フォーマット
<function>: DEFine EQN, '<equation>' [,MAXPTS, <max_points>]
[,SWEEPS,<max_sweeps>][,WEIGHT,<sweight>][,BITS,<bits>]
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<param_name> <value> 説　明
EQB '<equation>' 下の表に定義された関数式
MAXPTS <max_points> 計算する最大ポイント数
SWEEPS <max_sweeps> 最大スイープ数

WP01でサポートされる追加関数のパラメータ

WEIGHT <weight> 連続平均重みづけ
BITS <bits> ERESビット数

WP02でサポートされる追加関数のパラメータ

WINDOW <window_type> FFT窓関数

WP03またはDDMでサポートされる追加関数のパラメータ

MAXBINS <bins> ヒストグラムのビン数
MAX_EVENTS <max_vbalues> ヒストグラムの値の最大数
CENTER <center> ヒストグラム表示の水平中央位置
WIDTH <width> ヒストグラム表示の幅
VERT <vert_scale> 垂直スケール・タイプ

PRMLでサポートされる追加関数のパラメータ

LENGTH <length> 第1波形より使用するポイント数
START <start> 第2波形の開始ポイント

関数式と関数名（全モードで使用可能）

<source> 同定 <source1><source2> 乗算
+ <source> 同定 <source1>/<source2> 除算（比率）
- <source> 否定 <AVFS (<source>) 加算平均
<source1> + <source2> 加算 SINX (<source>) Sin（x）/x補間
<source1> - <source2> 減算 ZOOMONLY ズームのみ

(<extended_source>) （非関数式）

WP01処理ファームウェアを装備したオシロスコープで使用できる拡張関数

ABS (<source>) 絶対値 INTG (<source>[{+,-} 積分
<addend>])

AVGC (<source>) 連続平均 LN (<source>) 対数（底e）
DERI (<source>) 微分 LOG10 (<source>) 対数（底10）
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ERES (<source1>) 拡張分解能 RESC([{+,-}][<multiplier>*] リスケール
<source>[{+,-)<addend>])

EXP (<source1>) 指数 （底e） ROOF (EXTR (<source>)) ルーフ （Extrema
ZOOMONLY ソースのみ）

EXP10 (<source>) 指数 （底10） 1/ <source> 逆

EXTR (<source>) Extrema （極値） SQR <source> 二乗
（ルーフとフロア）

FLOOR (EXTR(<source>)) フロア （Extrema SQRT <source> 平方根
ソースのみ）

WP02処理ファームウェアを装備したオシロスコープで使用できるパワー平均関数
注: ソース波形は、フーリエ変換に定義された別の関数とします。

FFT (<source>) 高速フーリエ変換 PHASE (FFT(<source>) 複素数解の
（複素数解） 位相角（角度）

REAL (FFT(<source>)) 複素数解の PA (FFT (<source>)) パワー・
実数部 スペクトル

IMAG (FFT(<source>)) 複素数解の PSD (FFT (<source>)) パワー密度
虚数部

MAG (FFT(<source>)) 複素数解の RESC ([{+,-}][<multiplier>]) リスケール
マグニチュ <source>[{+,-}<addend>])

WP02処理ファームウェアを装備したオシロスコープで使用できるFFT関数
注: ソース波形は、タイム・ドメイン信号の単一セグメントとします。

MAG (AVGP (<function>)) PSD (AVGP(<function>))
PS (AVGP (<function>))

（WP03またはDDM処理ファームウェアを装備したオシロスコープで使用できる）
関数式と関数名

HIST (<custom_line>) カスタム行に関する
パラメータのヒストグラム

（PRML処理ファームウェアを装備したオシロスコープで使用できる）関数式と関数名

CORR (<source1>,<source2>)  相関
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ソース値
<sourceN>: = {TA, TB, TC, TD, M1, M2, M3, M4, C1, C2, C3　, C4　}
<function>: = {TA, TB, TC, TD}
<custom_line>: = {CUST1, CUST2, CUST3, CUST4, CUST5}
<extended_source>: = {C1, C2, C3　, C4　, TA, TB, TC, TD, M1, M2, M3, M4}

ポイント数/スイープ数を定義する値
<max_points>: = 5000
<max sweeps>: = 1～1,000 （標準オシロスコープ用）
<max_sweeps>: = 1～1,000,000 （WP01用のみ）
<max_sweeps>: = 1～50,000 （WP02パワー・スペクトル用のみ）

リスケール関数に使用する値
<addend>: = 0.0～1e15
<multiplier>: = 0.0～1e15

加算平均とERESに使用する値
<weight>: = {1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023}
<bits>: = {0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0}
FFT窓関数に使用する値
<window_type>: = {BLHA, FLTP, HAMM, HANN, RECT}

WP03ヒストグラムに使用する値
<max_bins>: = {20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000}
<max_events>: = 20～2e9 （1-2-5シーケンス）
<center>: = -1e15～1e15
<width>: = 1e-30～1e30 （1-2-5シーケンス）
<vert_scale>: = {LIN, LOG, CONSTMAX}

FFT窓関数表記
LHA ブラックマン・ハリス・ウィンドウ
FLTP フラット・トップ・ウィンドウ
HABMM ハミング・ウィンドウ
HANN ハニング・ウィンドウ
RECT レクタンギュラ・ウィンドウ
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PRML相関に使用する値
<length>: = 0～10 div.
<start>: = 0～10 div.

使用可能対象
　<sourceN>:C3およびC4 - 4チャネル・オシロスコープでのみ使用できます。
　<extended_source>:C3およびC4 - 4チャネル・オシロスコープでのみ使用できます。
　SWEEPSは、最大スイープ数です（平均およびExtremaのみ）。

注: SWEEPS,<max_sweeps>のペアは加算平均（AVGS）にのみ適用されます。

例（GPIB）
　次のコマンドは、トレースAを、200スイープで5000ポイント使用してチャネル1の加算平
均を計算するものと定義します。
CMD$ = "TA:DEF EQN, 'AVGS(C1)', MAXPTS, 5000, SWEEPS, 200":
CALL IBWRT 9SCOPE%, CMD$)

WP01の例
 次のコマンドは、トレースAを、最大の10,000入力ポイントを使用してチャネル1とチャネル
2の積を計算するものと定義します。
CMD$ = "TA:DEF EQN, 'C1*C2', MAXPTS, 10000":
CALL IBWRT 9SCOPE%, CMD$)

WP02のFFT例（GPIB）
　次のコマンドは、トレースAを、チャネル1のFFTのパワー・スペクトル計算と定義しま
す。最大の1000ポイントを入力に使用します。窓関数は矩形窓です。
CMD$ = "TA:DEF EQN, 'PS(FFT(C1))', MAXPTS, 1000, WINDOW,":
RECT": CALL IBWRT 9SCOPE%, CMD$)

ヒストグラム表記（WP03およびDDMのみ）

LIN ヒストグラム表示にリニア垂直スケーリング使用
LOG ヒストグラム表示に対数垂直スケーリング使用
CONSTMAX ヒストグラム表示に定最大リニア・スケーリング使用
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WP02のPS例 （GPIB）
　次のコマンドは、トレースBを、最大の244スイープにおけるトレースAで算出されるFFT
のパワー平均のパワー・スペクトル計算と定義します。
CMD$ = "TB: DEF EQN, 'PS (AVGP(TQ))', SWEEPS,244":
CALL IBWRT (SCOPE%, CMD$)

WP03の例
　次のコマンドは、トレースCを、ソース・チャネル1で行われたすべての立ち上がり時間測
定のヒストグラム作成と定義します。立ち上がり時間測定は、カスタム行2に定義されます。
ヒストグラムはリニア垂直スケーリングが用いられ、立ち上がり時間パラメータ値は100ビン
にビニングされます。
CMD$ = "PACU 2, RISE, C1": CALL IBWRT (SCOPE%, CMD$)
CMD$ = "TC: DEF EQN, 'HIST (CUST2), VERT, LIN, MAXBINS, 100":
CALL IBWRT (SCOPE%, CMD$)

関連コマンド
FIND_CTR_RANGE, FUNCTION_RESET, INR?,
PARAMETER_CUSTOM, PARAMETER_VALUE?
PASS_FAIL_CONDITION
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カーソル PARAMETER_CUSTOM, PACU
コマンド/クエリ

説明
 PARAMETER_CUSTOMコマンドは、カスタマイズ可能クオリフィア付きパラメータ（たとえ
ばDt@lev、r@levelなど）を制御します。また、このコマンドを用いてヒストグラム作成パラ
メータを任意に割り当てることもできます。

コマンド構文
PArameter_Custom <line>, <parameter>, <qualifier>, [,<qualifier>,...}
<line>:= 1～5
<parameter>: = {下の表のパラメータ、またはPAVA?コマンドにリストされている任意のパラ

メータ}
<qualifier>: = <param>ごとに指定する複数の測定クオリフィア。下の表を参照してください。

<param> 定　義 <qualifier>リスト

パラメータ名（すべてのモデルで使用可能）
DDLY デルタ遅延 <source1>,<source2>
DTLEV レベルでのデルタ時間 <source1>,<source2><LEVEL1>,<source2>

<slope2>,<level2>
FLEV レベルでの立ち下がり時間 <source>,<high>,<low>
RLEV レベルでの立ち上がり時間 <source>,<low>,<high>
TLEV レベルでの時間 <source>,<slope>,<level>

パラメータ名（WP03またはDDM処理ファームウェアを装着したオシロスコープで使用可能）
FWXX 最大値のxx%での全幅 <source>,<threshold>
PCTL 百分位数 <source>,<threshold>
XAPK ピークのx位置 <source>,<rank>

パラメータ名（DDM処理ファームウェアを装着したオシロスコープで使用可能）
LBASE ローカル・ベース <source>,<hysteresis>
LBSEP ローカル・ベースライン分離 <source>,<hysteresis>
LMAX ローカル最大値 <source>,<hysteresis>
LMIN ローカル最小値 <source>,<hysteresis>
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<sourceN>: = {C1, C2, C3　, C4　, TA, TB, TC, TD}
<slopeN>: = {POS, NEG, LEVEL, TZERO}
<levelIN>, <low>, <high>: = レベルがパーセント（PCT）で指定された場合は1～99、そうでな

い場合は、
<levelIN>, <low>, <high>: = 波形単位の<sourceN>のレベル
<delay>: = -0.0005～0.0005秒
<freq>: = 10～1e9 Hz（狭帯域中心周波数）
<hysteresis>: = 0.01～8デビジョン

<param> 定　義 <qualifier>リスト
LNUM ローカル・イベント数 <source>,<hysteresis>
LPP ローカルのピーク・ツー・ピーク <source>,<hysteresis>
LTBE イベント間ローカル・タイム <source>,<hysteresis>
LTBP ピーク間ローカル・タイム <source>,<hysteresis>
LTBT トラフ間ローカル・タイム <source>,<hysteresis>
LTMN 各極小値でのローカル・タイム <source>,<hysteresis>
LTMX 各極大値でのローカル・タイム <source>,<hysteresis>
LTOT しきい値を超えるローカル・タイム <source>,<hysteresis>,<threshold>
LTPT ピーク・トラフのローカル・タイム <source>,<hysteresis>
LTTP トラフ・ピークのローカル・タイム <source>,<hysteresis>
LTUT しきい値未満のローカル・タイム <source>,<hysteresis>,<threshold>
NBPH 狭帯域位相 <source>,<freq>
NBPW 狭帯域パワー <source>,<freq>
OWRITE オーバーライト <source1>,<source2>,<freq>
PW50 パルス幅50 <source>,<hysteresis>
PW50NEG 各トラフに対してパルス幅50 <source>,<hysteresis>
PW50POS 各ピークに対してパルス幅50 <source>,<hysteresis>
RES 分解能 <source1>,<source2>,<freq>
TAA トラック平均振幅 <source>,<hysteresis>
TAANEG 各トラフに対するトラック平均振幅 <source>,<hysteresis>
TAAPOS 各ピークに対するトラック平均振幅 <source>,<hysteresis>

パラメータ名（WP03またはDDM処理ファームウェアを装着したオシロスコープで使用可能）
ACSN 自動相関信号対ノイズ比 <source>,<length>
NLTS 非線形トランジションシフト <source>,<length>,<delay>



10-10

DDM & PRML

<length>: = 1e-9～0.001秒
<rank>: = 1～100
<threshold>: = 0～100パーセント

クエリ構文
P Arameter_CUstom?  <line>

応答フォーマット
P Arameter_Custom <line>, <poarameter>, <qualifier>[, <qualifier>, ...]

使用可能対象
<sourceN>: = C3とC4 - 4チャネル・オシロスコープでのみ使用できます。

例
DTLEV

コマンド例
PACU 2, DTLEV, C1, POS, 345E-3, C2, NEG, -789E-3

クエリ/応答例
PACU2? で以下が返されます。
PACU 2, DTLEV, C1, POS, 345E-3, C2, NEG, -789E-3
PAVA? CUST2 で以下が返されます。
C2: PAVA CUST2, 789 NS

DDLY

コマンド例
PACU 2, DDLY, C1, C2

クエリ/応答例
PACU2? で以下が返されます。
PACU 2, DDLY, C1, C2
PAVA? CUST2 で以下が返されます。
C2: PAVA CUST2, 123 NS
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RLEV

コマンド例
PACU 3, RLEV, C1, 2PCT, 67PCT

クエリ/応答例
PACU3? で以下が返されます。
PACU3,  RLEV, C1, 2PCT, 67PCT
PAVA? CUST3 で以下が返されます。
C1: PAVA CUST3, 23 NS

FLEV

コマンド例
PACU 3, RLEV, C1, 345E-3, 122E-3

クエリ/応答例
PACU3? で以下が返されます。
PACU 3, RLEV, C1, 345E-3, 122E-3
PAVA? CUST3 で以下が返されます。
C1: PAVA CUST3, 23 NS

関連コマンド
PARAMETER_DELETE, PARAMETER_VALUE,
PASS_FAIL_CONDITION
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カーソル PARAMETER_VALUE?, PAVA?
クエリ

説明
　PARAMETER_VALUE?クエリは、指定トレースのパルス波形パラメータ（複数）とマスク・
テストのカレント値（複数）を返します。パルス・パラメータやマスク・テストの測定値は、
トレースを表示したり選択しなくても得られます。

1.  DDLY、DTLEV、FLEV、RLEV、TLEVは、PARAMETER_CUSTOMコマンドで定義しま
す。

ヒストグラムのメジアン
ヒストグラムのrms（二乗平均平方根）値
ヒストグラムのトップ値
分布のロー
最大度数
分布モード

パラメータ名（すべてのモデルで使用可能）1

全パラメータ
振幅
領域
ベース
循環波形の平均
循環波形のメジアン
波形の循環部分の二
乗平均平方根
波形の循環部分の標
準偏差
サイクル
ディレイ
捕捉期間

ALL
AMPL
AREA
BASE
CMEAN
CMEDI
CRMS

CSDEV

CYCL
DLY
DUR

デューティ・サイクル
立ち下がり時間
80～20%立ち下がり
周波数
最初のポイント
最後のポイント
最大値

平均値

メジアン値
最小値
負オーバーシュート

DUTY
FALL
FALL82
FREQ
FRST
LAST
MAX

MEAN

MEDI
MIN
OVSN

OVSP
PER
PKPK
PNTS
RISE
RISE28
RMS

SDEV

TOP
WID

正オーバーシュート
周期
ピーク・ツー・ピーク
ポイント
立ち上がり時間
20～80%立ち上がり
 二乗平均平方根

 標準偏差

トップ
幅

PKS
RANGE
SIGMA
TOTP

パラメータ名（WP03またはDDM処理ファームウェアを装着したオシロスコープで使用可能）
AVG
DATA
FWHM
HAMPL
HBASE
HIGH

HMEDI
HRMS
HTOP
LOW
MAXP
MODE

分布平均
データ値
最大の半分での全幅
ヒストグラム振幅
ヒストグラム・ベース
ヒストグラムのハイ

ピーク数
分布区間
分布のシグマ
全度数
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クエリ構文
<trace>: P Arameter_VAlue?  [,parameter>,..., <parameter>]
<trace>: = {TA, TB, TC, TD, C1, C2, C3　, C4　}
<parameter>: = ページSC-12のパラメータ名の表を参照してください。

マスク・テストに対するクエリの代替フォーマット
<trace>: P Arameter_VAlue?  <old_mask_test>
<trace>: P Arameter_VAlue?  <mask_test>, <mask>
<mask_test>: = {ALL_IN, SOME_IN, ALL_OUTY, SOME_OUT}
<old_mask_test>: = {ALLI, ANYI, ALLO, ANYO}
<mask>: = {TA, TB, TC, TD}

注:  古いマスク・テスト・キーワードALLI、ANYI、ALLO、ANYOは、マスク波形TDに対
する<trace>のテストを意味します。古いマスク・テスト・キーワードINSIDEとOUTSIDE
は、ALL_INとSOME_OUTと同等です。これらの古いキーワードは、旧バージョンの
9300オシロスコープとの互換性のためにのみサポートされています。

パラメータ計算ステート

AV 複数（最大100）周期の平均 OF 部分的にオーバーフローした信号
GT 指定値より大 OK  問題なしと判定
IV 無効値（データ不足） OU 部分的にオーバーフローとアンダーフローした信号
LT 指定値未満 PT 周期切り取りされた窓
NP パルス波形なし UF 部分的にアンダーフローした信号

カスタマイズ可能パラメータ
（カスタマイズ可能パラメータは、PARAMETER_CUSTOMコマンドで

定義します。数字は、選択パラメータの行番号を示します）。
CUST1 CUST2 CUST3 CUST4 CUST5

マスク・テスト名

ALL_IN 波形の全ポイントがマスク内 SOME_IN 波形にマスク内のポイントあり
（真 = 1、偽 = 0） （真 = 1、偽 = 0）

ALL_OUT 波形の全ポイントがマスク外 SOME_OUT 波形にマスク外のポイントあり
（真 = 1、偽 = 0） （真 = 1、偽 = 0）



10-14

DDM & PRML

応答フォーマット
<trace>: P Arameter_VAlue <parameter>, <value>, <state>
[,..., <parameter>, <value>, <state>]
<value>: = 10進数値
<state>: = {OK, AV, PT, IV NP, GT, LT, OF, UF, OU}

注: <parameter>を指定しないと、またはALLを指定すると、標準電圧パラメータと標準時間
パラメータのすべてに、それぞれの値とステートが付けられて返されます。

使用可能対象
<trace>: C3とC4 - 4チャネル・オシロスコープでのみ使用できます。

例 （GPIB）
次のクエリは、トレースB（TB）の立ち上がり時間を読み出します。
CMD$ = "TB: PAVA? RISE": CALL IBWRT 9SCOPE%, CMD$):
CALL IBRD (SCOPE%, RD$): PRINT RD$

応答メッセージ:
TB:PAVA RISE, 3.6E-9S, OK

関連コマンド
CURSOR_MEASURE, CURSOR_SET, PARAMETER_CUSTOM,
PARAMETER_STATISTICS


