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JTA2を使用する 
JTA2 の特別な機能を使用するには、JTA2 オプションを購入し、インストールする必要があります。

JTA2 オプションがインストールされると、JTA2 の演算やパラメータの一覧が、[Math 演算]メニュー

および[Measure 測定]メニューに表示されます。 

タイミング機能 

トラックやパーシスタンス・ヒストグラム、パーシスタンス・トレースは JTA2 の中でタイミング解析

を行うために使用されます。トラックは、極端なジッタ特性や異常なジッタ特性の原因を特定するカギ

となる機能です。検査用の信号と同期している信号ジッタの時系列をとることで、他のシステムでは表

示できないパターンを表示し、最大ジッタを含む領域に集中して問題を解決することができます。パー

シスタンス・ヒストグラムは、パーシスタンス表示を定量化するのに最適な「必携」ツールです。この

機能では、パーシスタンス（重ね書き）された波形の水平方向または垂直方向の断面をヒストグラム化

します。パーシスタンス・トレースでは、平均値、標準偏差、レンジなどの設定を利用して、ビット・

マップからベクトル・トレースを計算し、エッジの詳細を数ピコ秒単位まで細かく解析します。  

 トラックは、波形属性であるサイクル間変動、デューティ・サイクル、インターバル・エラー、周期、

幅、周波数などの振幅を、時間の関数としてグラフ表示します。たとえばインターバル・エラーは、ユ

ーザー指定の基準周波数で定義される理想的な時間間隔の期待値と信号を比較した、信号のタイミン

グ・エラーを計算します。これはもっとも一般的なジッタ推測方法です。この機能では、「デジタル信

号の有意な瞬間における短時間変動（理想的な時間位置からのずれ）」がプロットされます。この手法

は、SONETやSDHなどの同期通信方式のネットワークのクロックの特性を解析するのに最適なツール

です。この機能では、「デジタル信号の有意な瞬間における短時間変動（理想的な時間位置からのずれ）」

がプロットされます。 

 パーシスタンス・ヒストグラムは、複数の波形を重ね書きしたマップの垂直方向または水平方向の断面

の解析を行うものです。解析結果として、数値化された信号のタイミング変動が棒グラフに表示されま

す。信号のタイミング変動は、パーシスタンス表示では定性的に表示されます。一般的な応用例として

は、通信信号のアイパターンにおけるジッタの特性解析があります。 

 パーシスタンス・トレースは、波形を複数回掃引して捕捉したデータを表示する方法です。基調となる

複数回捕捉した信号のビット・マップに基づいて、ベクトル・トレースが計算されます。結果の詳細は、

3種類のグラフ方式 で表示することができます。各グラフ形式は、それぞれ波形の異なった特徴を示す

ものです。エッジの詳細に関しては、数ピコ秒単位まで細かく解析されるため、高速信号トランジショ

ンの調査といった用途に役立ちます。 
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タイミング・パラメータ 

タイミング・パラメータは、サイクル間ジッタ、正のパルスおよび負のパルスの幅、各極性の

デューティ・サイクル、ロング・レコード上の無数のサイクルなどを測定できます。パルスや

サイクルは、こういったパラメータを使用してカウントされます。 

タイミング・パラメータは補間フィルタを測定点に近接する信号エッジに適用して電圧または

信号振幅の割合(パーセンテージ)から選択したレベルで計測します。各パラメータの計算は、

入力信号に見られるすべてのサイクルまたはエッジに対して、無制限に実行されます。 

 

タイミング・パラメータ一覧 

パラメータ 説明 

Dperiod@level 指定電圧レベルを基準とした隣接サイクルの周期の偏差（サイクル間

ジッタ）を計測 

Duty@level 指定電圧レベルを基準としたデューティー比を計測 

DWidth@level 指定電圧レベルを基準とした隣接サイクルのパルス幅の偏差を計測 

Freq@level 指定電圧レベルを基準とした周波数を計測 

HalfPeriod ハーフピリオドを計測 

Period@level 指定電圧レベルを基準とした周期を計測 

TIE@level タイム・インターバル・エラーを計測 

Width@level 指定電圧レベルを基準としたパルス幅を計測 

Setup セットアップタイムを計測 

HOLD ホールドタイムを計測 

Skew スキューを計測 

 

 

統計ツール 

タイミング・パラメータを使用して得られる情報は、ヒストグラムやトレンドといった統計ツ

ールでさらに詳しく解析することができます。 

 ヒストグラムは、タイミング・パラメータに関する一連の数値の統計的分布を解析し、棒グラ

フで表します。さらに、18の統計ヒストグラム・パラメータがあり、これらはヒストグラム上

で直接機能します。 

 トレンドは、タイミング・パラメータの変化を線グラフで表します。グラフの縦軸はパラメー

タ値、横軸はパラメータ値が捕捉された順序を表します。 
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タイミング・パラメータのセットアップ 

1. メニュー・バーの[Measure 測定]をタッチし、プル・ダウン・メニューから[Measure Setup... 
測定のセットアップ...]を選択します。 

2. [My Measure カスタム測定] ボタンにタッチします。 

3. [Measure 測定]ダイアログで、[Select Math Operator 演算子の選択]メニューからジッ

タ・パラメータを選択するために、使用されてない[Px]ボタンをタッチするか、または[Px] 
タブをタッチし、さらに設定を行います。 

4. [Select Measurement 測定の選択] メニュー の[Jitter ジッタ]ボタンをタッチします。パ

ーシスタンス機能の一覧を表示します。 

  

 

5. その中から 1 つのパラメータにタッチします。選択した Px 位置に関するセットアップ・

ダイアログが自動的に開きます。 

6. メインダイアログの[Souce１]にタッチして、ソース選択ダイアログから計測の対象となる

信号を選択します。 

7. メイン・ダイアログの右側に小さなダイアログが開き、選択したパラメータについてさら

に設定を行うことができます。 
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Dperiod@level,Duty@level,DWidth@level,Freq@level,HalfPeriod,Period@level, 
Width@level のセットアップ 

各パラメータのメインメニューではレベルと入力される信号の波形属性を選択できます。レベ

ルのパーセント設定は波形のトップを 100%、ベースを 0%として計算されます。 

 

 

[Input is ]からクロック・モード（クロック信号を測定）とデータ・モード（データ・ストリ

ームを測定）の選択が可能です。 

通常、クロック信号がジッタ解析に必要となりますが、測定する波形がデータ・ストリームで

ある場合には、クロック信号を得ることはできません。データ・ストリームがランダムである

ため、クロック信号が見えにくくなるためです。これを解決するため、タイミング・パラメー

タにはクロック・モードおよびデータ・モードの両方が用意されています。 このデータ・モー

ドはデータ・ストリームのクロック周波数を入力してエッジ間に含まれるビット数を計算し、

パラメータ計測をした際に正規化した計測値を計算します。 

下図はデータ・パルス中に、複数のクロック信号パルス幅が含まれている様子が示されていま

す。データ・ストリーム中の正のパルスを解析すると、パルスによってその幅がかなり異なり、

から 3まで変動していることがわかります。実際に重要となるのは、小さな変動（ジッタ）

です。この変動は、クロック周波数およびデータ・パルス内でのクロック周波数がわかってい

れば、正規化することができます。エラー ( )をはっきりと捉えられるよう、正規化をします。

正規化では、ジッタ・レンジを小さくし、ｎ  に等しい各測定結果が n で除算されます。  

 
ランダム NRZ (Non-Return to Zero) データ・ストリームと対応するクロック信号. 
 

ランダムなデータ・ストリームをクロック・モードとデータ・モードで解析した場合の比較 

モード： クロック データ 

ジッタ・レンジ 3Τ+ ε ε<< 3Τ 

表示分解能： 低 高 
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メインダイアログのの[Input is ]から[Data]を選択すると、クロック速度を入力する VClock ダ
イアログが追加されます。  VClock には規格化された信号の通信速度から選べる[Standard]
と任意の速度を入力できる[Custom]モードから選択できます。[Custom]モードを選択すると

[Custom freq]の中に値を入力するか[Find frequency]ボタンを押して、信号ソースから通信速

度を算出して入力することができます。 

 

 

TIE@level のセットアップ 

インターバル・エラーは理想クロックの位置からのずれを計測する Edge-Ref モードとデータ

のエッジ間のタイミングを決めて信号の名目上の UI と比較する Edge-Edge モードから成りま

す。 

 

[Input is]はクロック・モード（クロック信号を測定）とデータ・モード（データ・ストリーム

を測定）の選択が可能です。データ・モードを選択すると[Data is NRZ]を変更できるようにな

ります。[Data is NRZ]にチェックされている場合、信号が NRZ であることを示し、チェック

されていない場合 RZ であることを示しています。 

[Interval is]は Edge-Ref と Edge-Edge のどちらかを選択できます。Edge-Ref は信号のエッジ

と PLL で生成されたリファレンスエッジと比較した結果を表し、Edge-Edge はエッジ間の時

間からそのビット分のタイムインターバルを差し引いた値を TIE とします。 

[Level is]などの Crossing Detection はエッジを特定する位置を指定します。[Annotate]は画面

上で計測された位置を表示する個数を選びます。 
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[VClock]タブはクロック情報について設定する場所になります。[Reference]では一般的に良く

使われるクロック周波数が一覧で表示されます。もしこの一覧にない場合には Custom を選び、

[Custom freq]に任意のクロック周波数を入力します。一度計測した波形から[Find frequency]
ボタンを使って自動的に入力することもできます。 

[Enable PLL]がチェックされると、各クロックのインターバルが PLL を通して行われます。

PLL の特性を決めるループ・フィルタを[PLL Type]から選びます。選ばれた PLL Type により

[CutOff-Factor]や[Pole]などの設定ができます。 

 

 

[N UI]タブは Edge-Edge が選択された時に表示されます。 
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Use All Edges が外れている時には Only edges @N intervals が選べるようになります。N 
intervals の値は比較するエッジのインターバルを設定でき、スロープを Pos、Only edges@N 
intervals を３に設定した場合には下図の赤い線のように立ち上がり 3 サイクル毎に

Edge-Edge ジッタが計測されます。 

 
Only edges@N intervals を３に設定 

 

Use All Edges のチェックが入っている場合には Use Multiple Edge Combos 機能を使うこと

ができます。この機能は Within M Intervals を３に設定した場合、下図の赤い線のように３ユ

ニット・インターバル毎に内側のパルスもそれぞれ Edge-Edge ジッタが計測します。 

 

Within M Intervals を３に設定 
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トラックのしくみ  

クロック・モードまたはデータ・モードを使用する場合 

この機能を使用すれば、簡単な手順で、インターバル・エラーやその他のタイミング・パラメ

ータの時間変化を棒グラフ形式でプロットすることができます。タイミング・パラメータの値

はロングメモリ上の短い区間毎に分割され、下図のインターバル・エラー例のように時間経過

は横軸、リファレンス・クロックと波形エッジとの偏差が縦軸に表されます。 

 

 

ジッタ・トラックのインターバル・エラーの変動（クロック・モードを選択した場合） 
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時間経過の区分は一定間隔である必要はありません。データ波形のインターバル・エラーをジ

ッタ・トラックで表示させた場合、連続したビットに合わせて時間軸の区分が行われます。 

 

データ・モードを選択した場合 

 
これらは簡単な操作で設定できます。 

１．TIE などのタイミング・パラメータの設定で、適切な基準クロック周波数などを設定し

ます。Find Frequency 機能を使用して周波数を調整することもできます。 

２．各パラメータメニューの下にある Track ボタンを押し、出力するファンクションを指定

します。  

３．タイミング・エラーがグラフで明らかになります。 
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ジッタ・トラックの用途 

ジッタ・トラック機能は、以下のような波形属性の時間的変化を記録するものです。 

 サイクル間変動 

 デューティ・サイクル   

 インターバル・エラー  

 周期  

 パルス幅  

 周波数  

各波形属性は、それぞれのソース・トレースと時間的相関があり、波形と同数のポイントを含

みます。 

 

トラックのセットアップ 

1. メニュー・バーの[Measure 測定]をタッチし、プル・ダウン・メニューから[Measure Setup 
測定のセットアップ]を選択します。 

2. [Measure 測定]ダイアログで、[My Measure カスタム測定] ボタン をタッチ

します。 

 

3. 使用していない[Px] ボタンをタッチします。[Select Measurement 
測定の選択]メニューが開きます。 

4. [Select Measurement 測定の選択]メニューのジッタ・ボタンをタッチし、ジッタ・パラ

メータ を選択します。Px 位置のセットアップ・ダイアログが開きます。 

5. タイミング・パラメータを選択し、各種設定を行います。 

6. ダイアログ下にある[Track トラック] ボタンを押します。[Math Selection for 
Track トラック用の演算関数] ポップアップ・メニュー が開くので、そこからトラックを

表示する演算トレースを選択します。 
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7. ジッタ・トラックが自動的に有効になります。 
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トレンド・ツールのしくみ 

基本概念 

トレンド – トレンドは、タイミング・パラメータの時系列変化を線グラフで視覚的に表示します。

グラフの縦軸はパラメータ値、横軸はパラメータ値が捕捉された順序を表します。 

  解析する波形を表示する 

 
 タイミング・パラメータの例としてperiod at level (p@lv)を適用する 

 
 パラメータのトレンドをプロットする 
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ジッタ・トラック/トレンド選択の基準 

ジッタ・トラック と統計ツールであるトレンド のどちらを使用するのが適当であるかは、用

途や下表に示す他の要因に大きく左右されます。ジッタ・トラックのサンプリング・ポイント

は、時間軸上に均等に分布しますが、トレンドの場合は異なっています。トレンドでは、オシ

ロスコープで得られるどのようなパラメータでも、イベント数に対して散布図または X-Y グラ

フにプロットすることができます。 

特性 トレンド ジッタ・トラック 

対象 パラメータ値 対 イベント 属性値 対 時間 

サポートしている 属性 

またはパラメータ 

 

全パラメータ サイクル間変動 
周期 
デューティ・サイクル 
幅 
インターバル・エラー 
周波数 

傾向 複数の捕捉にわたって累積。

最大イベント数：1,000,000
累積性なし （捕捉ごとにリ

セット）。 

 
 

目的 Use…  

複数の捕捉における波形パラメータや波形

属性の変化のモニタリング  

トレンド  ジッタ・トラックは1回につき1

つの捕捉のみにしか使用できない 

イベントとパラメータ値の時間相関の表示  ジッタ・トラック  

周波数領域での変化のモニタリング  ジッタ・トラック  トレンド・ポイントが

時間軸に均等に分布しないため、FFT（高速

フーリエ変換）には使用できない  

JTAパラメータのモニタリング  トレンド  
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トレンドのセットアップとコンフィグレーション 

パラメータのセットアップ 

トレンドを表示する前に下記のようにタイミング・パラメータを設定する必要があります。  

8. メニュー・バーの[Measure 測定]をタッチし、プル・ダウン・メニューから[Measure Setup 
測定のセットアップ]を選択します。 

9. [Measure 測定]ダイアログで、[My Measure カスタム測定] ボタン をタッチ

します。 

 

10. 使用していない[Px] ボタンをタッチします。[Select Measurement 
測定の選択]メニューが開きます。 

11. [Select Measurement 測定の選択]メニューのジッタ・ボタンをタッチし、ジッタ・パラ

メータ を選択します。Px 位置のセットアップ・ダイアログが開きます。 

12. ソース波形を直接測定する場合は、[Measure On Waveforms 波形の測定] ボタン

をタッチします。ソース波形を直接測定する場合は、[Measure On Waveforms 波形の測

定] ボタンをタッチします。他の 2 つのパラメータを加減乗除した結果に対して測

定を実行する場合は、[Math On Parameters パラメータの演算]ボタンをタッチします。

この機能を使用するには、2 つのパラメータを最初に設定しておく必要があります。 

13. [Source1 ソース 1]フィールドの内部をタッチし、パラメータ測定を行うチャンネル波形

またはメモリ波形を選択します。Math On Parameters（パラメータの演算）を行う場合

は、[Source1 ソース 1]と[Source2 ソース 2]の内部をそれぞれタッチし、ソース・パラメ

ータを選択します。 

14. ダイアログの下にある[Trend トレンド] ボタンをタッチします。  [Math 
Selection for Trend トレンド用の演算関数] ポップアップ・メニュー が開くので、そこ

からトレンドを表示する演算トレースを選択します。 
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15. メイン・ダイアログの右側にセットアップ・ダイアログがもう 1 つ開き、さらに設定を行

うことができます。  

オプション・フィールド 設定 

レベルは Percent Absolute  

Percent Level 0 to 100%  

勾配 Positive Negative  

ヒステリシス  0～10 div 
注 : ヒステリシス（Hysteresis）を選択すると、測定レベルの上下に限界値が設定され、限界値の範囲内のノイズや

その他の乱れは測定されません。この範囲の幅はmdivで指定します。 Guidelines for Use 1. ヒステリシスは、無視

したいノイズの最大ピークよりも大きく設定してください。 2. ヒステリシスとして使用可能な最大値は、レベルか

ら最も近い波形の最大値までの距離よりも小さくなります。 3. すべてのサイクルに必ず発生する最大ノイズと最も

近い最大値がわからない場合には、レベルの両端にある程度の余裕を残してください。 
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パーシスタンス・ヒストグラムの用途 

パーシスタンス・ヒストグラムは、複数の捕捉結果を重ねて表示することによってわかる特性を明

らかにするため、重ね書きしたマップからヒストグラムを作成する機能です。これとは対照的に、

統計ツールのヒストグラムは、1 つまたは複数の捕捉に対し、振幅、周波数、パルス幅などの波形

パラメータのグラフ表示のみを実行します。 

ヒストグラム とパーシスタンス・ヒストグラムの双方において、棒グラフは間隔またはビンに分割

されています。 一方、パーシスタンス・ヒストグラムは、パーシスタンス・マップの垂直方向、水

平方向の各「断面」を解析します。垂直方向では、各ビンに同レベルの振幅値が含まれ、水平方向

では、各ビンに同レベルの時間値が含まれます。 

ヒストグラムの用途 使用するヒストグラム 

 
アイパターンにおける時間または振幅のク

ロスオーバー・ポイント 
パーシスタンス・ヒストグラム（垂直/水平断面） 

アイパターンの累積ジッタ パーシスタンス・ヒストグラム（水平断面）  

アイパターンのS/N比 パーシスタンス・ヒストグラム（垂直断面） 

長いデータ・ストリームにおける間隔幅の変

動 
ヒストグラム (タイミング・パラメータp@lv) 

クロック信号のロング・レコードにおける累

積ジッタ 
ヒストグラム (タイミング・パラメータtie@lv) 

サイクル間ジッタ ヒストグラム (p@lv) 
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パーシスタンス・ヒストグラムのセットアップ
演算関数の選択 

1. メニュー・バーの[Math 演算]をタッチし、プル・ダウン・メニューから[Math Setup... 演
算のセットアップ…]を選択します。  

2. [Math 演算]ダイアログで、使用されてない[Fx] ボタンをタッチして、

[Select Math Operator 演算子の選択]メニューから選択を行うか、または[Fx] タブ をタ

ッチし、さらに設定を行います。 

 
 

3. [Select Math Operator 演算子の選択]メニュー の[Jitter Functions ジッタ関数]ボタン

をタッチし、[Phistogram パーシスタンス・ヒストグラム]ボタン をタッチします。メ

イン・ダイアログの右側に、セットアップ用のミニ・ダイアログが開きます。 

 

. メイン・ダイアログの右側に、セットアップ用のミニ・ダイアログが開きます。 

注意： デフォルト設定では、使用されていない[Fx] の位置は、C1のズームとして指定されていますが、[Fx]ボタン の
脇にある[On] がチェックされていないため、このトレースは無効となっています。 
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ヒストグラムのセットアップ 

ミニ・ダイアログ  には、ヒストグラムのセットアップ・フィールドがあります。  

 

断面の選択 

[Cut Direction 断面の方向] フィールドの内部をタッチし、  [Vertical 
垂直方向]または[Horizontal 水平方向]を選択します。垂直にスライスする場合は、断面の中心

と幅の単位がナノ秒単位で表示されます。水平方向にスライスする場合は、断面の中心と幅の

単位がミリボルト単位で表示されます。 
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パーシスタンス・トレースの実行 

下図は、パーシスタンス表示で作成した波形です。この波形から、3 種類の波形を作成して、

波形処理を行うことができます。 

 
（左から）平均、レンジ、標準偏差 

画期的な表示・処理ツール 

このタイミング機能を使用して、波形ノイズやジッタの表示だけでなく、さらに発展した処理

を実行することができます。 

パーシスタンス・トレースは、波形を重ね書きする特別な表示方法であり、この波形を用いて、

パラメータ使用やパス/フェイルフェイル・テストなどさらに進んだ処理を行うことが可能です。 
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パーシスタンス・トレースは、波形を複数回掃引して捕捉したデータを表示し、基調となる信号捕

捉のビット・マップに基づいてベクトル・トレースを計算します。結果は、average（平均）、range
（範囲）、 sigma（標準偏差）の3種類から選択した形式で表示されます。これらの波形は元のデ

ータを破棄しないため、ローデータの解析結果を表示することができます。 

下表は、パーシスタンス・トレースの一般的な応用例をまとめたものです。 

用途 使用する波形形式 

高速信号のエッジの詳細な解析 アベレージ 

パーシスタンス・トレースのノイズの消去 アベレージ 

パーシスタンス・トレースの標準ノイズの解

析 

標準偏差 

パーシスタンス・トレースの最大ノイズの解

析およびトレランス・マスクの作成 

レンジ 

パーシスタンス・トレースのセットアップ 

1. メニュー・バーの[Math 演算]をタッチし、プル・ダウン・メニューから[Math Setup... 演
算のセットアップ…]を選択します。 

2.  [Math 演算]ダイアログで、使用されてない[Fx] ボタンをタッチし

て、[Select Math Operator 演算子の選択]メニューから選択を行うか、または[Fx]タブ を
タッチし、さらに設定を行います。 

 

3. [Select Math Operator 演算子の選択]メニュー の[Jitter Functions ジッタ関数]ボタン

をタッチし、つぎに[Persistence Trace パーシスタンス・トレース]ボタンをタッチします。   

Ptrace Mean（パーシスタンス・トレースの平均） 

Ptrace Range（パーシスタンス・トレースのレンジ) 

Ptrace Sigma（パーシスタンス・トレースの標準偏差） 

メイン・ダイアログの右側にセットアップ用のミニ・ダイアログが開き、下記のような追加設

定を実行できます。  

注意： デフォルト設定では、使用されていない[Fx] の位置は、C1のズームとして指定されていますが、[Fx]ボタン の
脇にある[On] がチェックされていないため、このトレースは無効となっています。 

 



 

 

 
JTA2-OM-E Rev A 

22 

機能 オプション しくみ 

Ptrace Mean（パーシスタン

ス・トレースの平均） 
Clear Sweeps （スイープのク

リア） 
Ptrace Meanは、パーシスタン

ス・マップにおける垂直方向

の各時間断面について、マッ

プの平均値に対応するトレー

スを計算してプロットしま

す。 2GS/s以上でサンプリン

グし、重ね書きマップに累積

されたシングル・ショット信

号は、分解能 10ps（サンプリ

ング・レート 100GS/s相当）

でトレースすることができま

す。オシロスコープの標準パ

ラメータ（立ち上がり時間な

ど）を使用して、パーシスタ

ンス・トレースの平均表示に

ついてさらに解析を実行でき

ます。  
Ptrace Range（パーシスタン

ス・トレースのレンジ) 
Clear Sweeps, % population 
range. パーシスタンス・マッ

プの密度を選択し、これをも

とにエンベロープを形成する

ことにより、発生頻度の低い

イベント（アーチファクト）

が排除されます。 

Ptrace Rangeは、パーシスタ

ンス・マップにおける垂直方

向の各時間断面について、マ

ップのレンジに対応するエン

ベロープを計算し、プロット

します。 この機能は、パス/
フェイル・テスト・マスクの

ソースなど、さらに進んだ処

理に使用できます。  
Ptrace Sigma（パーシスタン

ス・トレースの標準偏差） 
Clear Sweeps, Scale to 
standard deviations. この表

示では、標準偏差を0.5～10.0
の範囲から選択でき、最大ジ

ッタを含む波形領域を表す標

準偏差エンベロープの該当す

る部分が拡大されます。トレ

ランス・マスクの作成に有用

な機能です。 

Ptrace Sigmaは、パーシスタ

ンス・マップにおける垂直方

向の各時間断面について、マ

ップの標準偏差に対応するエ

ンベロープを計算し、プロッ

トします。この機能を使用す

れば、標準偏差の倍数も実行

可能です。パス/フェイル・テ

スト・マスクのソースなど、

さらに進んだ処理に使用でき

ます。 



 

 

 
JTA2-OM-E Rev A 

23 

Math Setup（演算のセットアップ） 

パラメータの設定が完了したら、トレンド演算関数の設定を実行します。 

1. メニュー・バーの[Math 演算]をタッチし、プル・ダウン・メニューから[Math Setup... 演
算のセットアップ…]を選択します。 

2. [Math 演算]ダイアログで、トレンドを表示する演算トレースの[Fx] タブを

タッチします。   

3. メイン・セットアップ・ダイアログの右側にあるセットアップ・ダイアログで、[Trend ト

レンド] タブをタッチします。[Values to Trend トレンドに送る数値]
データ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップ数字キーパッドを使用して 20～
20,000 の値を入力します。 

4. [Find Center and Height 中央と高さの検出]ボタンをタッチすると、ズームや位置の設定

などを行わなくても、トレンド波形の中心が検出され、グリッドにおさまるよう自動的に

調整されます。また、[Center 中心]や[Height 高さ]データ入力フィールドの内部をタッ

チし、ポップアップ数字キーパッドを使用して数値を入力することもできます。 

5. オシロスコープが継続的に中心と高さを自動調整を実行するよう設定するには、[Enable 

Auto Find 自動調整機能の起動] チェック・ボックスをタッチします。 
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ヒストグラムとトレンドの計算 

ヒストグラムやトレンド用に設定されたオシロスコープを使用すると、タイミング・パラメー

タの値が計算され、続いて捕捉が実行される際に選択した機能が実行されます。ヒストグラム

またはトレンドの値は、個々の捕捉の直後に計算されます。 

その結果、複数のデータ・ポイントからなる波形が作成されます。この波形は他の波形と同じ

方法で使用できます。たとえば、波形に対して他のパラメータを計算できます。また、波形を

拡大・縮小して、XY プロット内で x トレースまたは y トレースとして機能させるか、カーソ

ル測定で使用することもできます。 

捕捉の手順 

ヒストグラムまたはトレンドのデータを捕捉するには、次の手順に従います。  

1. トリガ 

2. 波形の捕捉 

3. パラメータの計算 

4. ヒストグラムの更新 

5. トリガの再設定 

 
タイムベースが非セグメント・モードに設定されている場合は、パラメータ計算の前に捕捉が

1 回実行されます。 

ただし、セグメント・モードでは、パラメータ計算の前に、各セグメントに対して捕捉が行わ

れます。ヒストグラムまたはトレンドのソースがメモリである場合は、新しいデータをメモリ

に効率よく保存することが、トリガと捕捉に相当します。画面の更新にはかなりの処理時間が

かかることから、トリガできない時間を最小限に抑えるため、画面更新は 1 秒間に 1 度しか行

われません。（リモート制御を行っている場合は、測定速度を最大にするために、画面を消して

おくことも可能です。）

パラメータ・バッファ 

このオシロスコープには、最新の 20,000 回分の測定で得たパラメータ値を保存する循環パラメ

ータ・バッファがあり、ヒストグラムに設定されたレンジを外れた数値データも保存されてい

ます。ヒストグラムまたはトレンドで使用されるイベントの最大数を N とすると、 N が 20,000
より小さいときには、ヒストグラムは新しい捕捉が行われるたびに最新の N 回のイベントに基

づいて更新されていきます。この最大件数（N）が 20,000 件よりも大きいときには、イベント

の件数が N 件に到達するまで、ヒストグラムまたはトレンドが更新されていきます。なお、ビ

ンの数、またはヒストグラムまたはトレンドのレンジが変更された場合は、バッファ内のパラ

メータ値のうち最新の N 件もしくは 20,000 件のうちどちらか小さいほうの数のパラメータ値

に基づいて、ヒストグラムが再描画されます。このように、パラメータ・バッファがあるため

に、捕捉した数値群と、もっとも有用な情報を含む分布を形成する設定を使用して、ヒストグ

ラムやトレンドを再表示できるのです。 

最適なレンジが明らかでない場合が多いため、このオシロスコープには強力なレンジ検出機能
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を備えています。必要に応じて、パラメータ・バッファ内の値を調べ、最適なレンジを計算し、

それを使用してヒストグラムやトレンドを再表示することができます。また、このオシロスコ

ープでは、そのレンジにおさまるパラメータ値の数やレンジを下回るパラメータ値の数、レン

ジを上回るパラメータ値の数を、連続的に計算していくこともできます。レンジ外のパラメー

タ値があれば、バッファに残っている間にレンジ検出機能で再計算を行うこともできます。 

 
パラメータ・イベントの捕捉 

波形の捕捉または波形表示の掃引を一回行うたびに捕捉されるイベントの数は、パラメータの

種類によって変わります。波形の捕捉は、トリガ・イベントの発生によって起動されます。掃

引は、捕捉した波形と同等のものであり、入力チャンネルに表示されます。 

非セグメント化された波形では捕捉は掃引と同一ですが、セグメント化された波形の場合は、

各セグメントごとに捕捉が行われるのに対し、掃引は全セグメントの捕捉に相当します。波形

全体のうち、パラメータ・カーソルの間にあるセクションのみがパラメータ値の計算とヒスト

グラム・イベントに使用されます。  

1 回の波形の捕捉またはディスプレイの再表示ごとに収集されるヒストグラム・イベントの数

を次表に示します。 

パラメータ 収集されるイベントの数 

タイミング・パラメータ：p@lv, freq@lv, 

wid@lv, D p@lv,  

edge@lv, duty@lv, tie@lv, skew@lv, 

setup@lv, hold@lv 

捕捉1回あたりのイベント数に上限なし 

データ 解析する領域にある全データ数 

duty, freq, period, width 捕捉1回あたりの最大イベント数 49 

ampl, area, base, cmean, cmedian, crms, 

csdev, cycles,  

delay, dur, first, last, maximum, mean, 

median, minimum, nbph,  

nbpw, over+, over-, phase, pkpk, points, 

rms, sdev, D dly, D t@lv 

1回の捕捉ごとに1つのイベント 

f@level, f80-20%, fall, r@level, r20-80%, 

rise 捕捉1回あたりの最大イベント数 49 

 
ズーム・トレースとセグメント化された波形 

ズーム・トレースのヒストグラムとトレンドには、パラメータ・ゲートの範囲内にある波形部

分について、すべてのイベントが表示されます。セグメント化された波形の場合は、1 つのセ

グメントを選択すると、パラメータ・カーソル間のそのセグメントで表示されている部分の全

イベントについて、ヒストグラムやトレンドが再計算されます。 

ヒストグラム・ピーク 

ヒストグラムの分布の形状は特に重要であるため、データの分布状況を分析するためのパラ
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メータが用意されています。ヒストグラム分布は一般に、複数のピーク値のビンのうちの１

つを中心に広がっており、この中心とビンはヒストグラム・ピークと呼ばれています。 

 
例： 

振幅値 5V の方形波の電圧値を表すヒストグラムは、0V と 5V の 2 つのピーク値のビン（下

図参照）を中心に分布しています。 0 V and 5 V (see figure). 隣接するビンは、ノイズによ

る変動を表しています。グラフ内の集中したビンは、2 つのヒストグラム・ピークを示しま

す。 

 

ヒストグラム内のピークは信号の主要な値を表すため、ピークを正しく検出することは非

常に重要です。しかしながら、信号にノイズが多い場合や、収集されたパラメータ値の数

と比べてビンの数が多すぎる場合などは、ヒストグラムの形状がギザギザになったり凹凸

が激しくなったりするため、意味のあるピークを検出するのが困難になります。このオシ

ロスコープでは、ヒストグラムのデータを解析して、背景にあるノイズや、非常に細いビ

ンによって発生する小さな谷間などのヒストグラム定義アーチファクトからピークを明確

に割り出します。 

ビンの定義と測定の精度 

ヒストグラムのビンは、波形パラメータ値（イベント）の個々の範囲を表します。ビンによ

って表される各イベントは、そのビンの範囲内にある任意の値を取ります。ただし、ヒスト

グラムの作成時にパラメータ値（イベント）を計測するときは、特定のビン内にあるすべて

のイベントが単一の同じ値（中心値）を持つものと仮定されます。このオスロスコープでは、

すべての計算に、各ビンのサブ・レンジの中心値を使用しています。 ヒストグラムのレン

ジをさらに分割するビンの数が多いほど、実際のイベント値とヒストグラムのパラメータ計

算で推測される値との誤差が小さくなります。  

ただし、ビンの数を多くすると、特徴のあるヒストグラム分布を識別するためにビンの密度

を高める必要があり、そのために数多くの波形パラメータ測定を行う必要が生じることがあ

ります。 
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下図は、17,999 回のパラメータ測定を 2,000 個のビンに分割（分類）したヒストグラムで

す。標準偏差は 6.750 ps です。 
 

 

このオシロスコープのパラメータ・バッファは、最適な使用ビン数を決める際に、大きな効力

を発揮します。「ビンの最適な個数」とは、実際のパラメータ値とヒストグラムのパラメータ計

算で使用される値の差異を最小限に抑え、ヒストグラムの形状がギザギザにならないようにす

るビンの個数を意味します。パラメータ・バッファを使用すると、ビンの個数が変更されたと

きに、ヒストグラムを動的に更新することができます。また、指定されたビンの数に応じて、

波形パラメータの差異を確認することができます。 

下図は、前図で示したヒストグラムをビン数 100 で再計算しています。ヒストグラムがより滑

らかになり、本来のピークがより明確に分かります。標準偏差はほとんど変化していません。

（前図の 6.750 ps に対し、下図では 6.8 ps）。 
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