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X-Stream オシロスコープ 

WaveMaster/WavePro：はじめに 

仕様 

注意: 仕様は予告なく変更することがあります。 

垂直軸システム 

帯域幅 (-3 dB @ 50Ω):* 

WaveMaster 8600A、8620A† 6 GHz @ 50Ω(サンプリング速度≥ 20 GS/s時) 

WaveMaster 8500A‡ 

DDA-5005A 
5 GHz 

WaveMaster 8300A 

DDA-3000 
3 GHz 

WavePro 7000、7100 

5 mV/div～1 V/div 

1 GHz 

 
2 mV/div～4.99 mV/div 

500 MHz 

 

WavePro 7200 

10 mV/div～1 V/div 

2 GHz 

 
5 mV/div～9.95 mV/div 

1 GHz 

 
2 mV/div～4.99 mV/div 

500 MHz 

 

WavePro 7300 

10 mV/div～1 V/div 

3 GHz 

 
5 mV～9.95 V/div 

1 GHz 

 
2 mV/div～4.99 mV/div 

500 MHz 

 

*チャンネル・サンプリング・レート最大時 
† T>30 ˚Cで 50 MHz/˚Cに低下 
† T>30 ˚Cで 20 MHz/˚Cに低下 

入力チャンネル: 4 

立ち上がり時間(代表値): 
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WaveMaster 8600A、8620A† 75 ps (サンプリング速度≥ 20 GS/s時)

WaveMaster 8500A 

DDA-5005A 
90 ps 

WaveMaster 8300A 

DDA-3000 
150 ps 

WavePro 7000、7100 400 ps 

WavePro 7200 225 ps 

WavePro 7300 150 ps 

帯域幅制限:  

• Full 

• 4 GHz (WaveMaster 8600A、8500A、DDA-5005A) 

• 3 GHz (WaveMaster 8600A、8500A、DDA-5005A) 

• 1 GHz (WaveMaster DSO、DDA-5005A) 

• 200 MHz 

• 20 MHz 

入力インピーダンス: 50Ω ±2%; WavePro 7000シリーズ: 50Ω ±1.5%、1 MΩ 

入力カップリング: DC、GND; AC (WavePro 7000シリーズ) 

最大入力電圧:WaveMaster、DDA-5005:±4 Vピーク; WavePro 7000シリーズ、DDA-3000:50Ω:5 Vrms, 1 MΩ:100 V
最大 (ピーク AC:≤ 5 kHz + DC) 
設置(過電圧)カテゴリ: CAT I 

垂直分解能: 8 bits; 分解能向上演算（ERES）使用時に最大 11 bits 

感度: 2 mV～1 V/div(連続可変可能)(WavePro 7000シリーズ: 1 MΩ: 2 mV～2 V/div(連続可変可能)) 

DCゲイン精度:フル・スケールの±1.5% 

オフセット範囲: 2 mV～194 mV/div: ±750 mV; 195 mV ～1 V/div: ±4 V (WaveMaster、DDA-5005A) 

DDA-3000、WavePro 7000シリーズ: 

50 Ω 

±700 mV @ 2.0～4.99 mV/div 

±1.5 V @ 5～100 mV/div 

±10 V @ 0.102～1 V/div 

1 MΩ 

±700 mV @ 2.0～4.99 mV/div 

±1.5 V @ 5～100 mV/div 

±20 V @ 0.102～2 V/div 

オフセット精度: ±(フル・スケール値の 1.5% + オフセット値の+1.5% + 2 mV); WavePro 7000シリーズ、DDA-3000:±(フル・ス
ケール値の 1.5% + オフセット値の+0.5% + 2 mV) 

水平軸システム 

時間軸: 内部のタイムベースは 4つの入力チャンネルで共通；外部クロックは補助入力 

時間軸/ディビジョン範囲: 20 ps/div～1000 s/div (自動トリガ・モード時は 10 s/div) 

演算&ズーム・トレース: 標準で 4つの独立したズームおよび 4つの演算/ズーム・トレース;XMAP(Master Analysis Package)
オプションでは 8演算/ズーム・トレースを使用可能 

クロック精度: ≤ 1 ppm ＠ 0～50 °C (WavePro 7000 Series、DDA-3000:≤ 10 ppm ＠ 0～40 °C) 

インターポレータ分解能:1.2 ps 

外部タイムベース・クロック: 100 MHz、50Ωインピーダンス、リア入力で供給(WavePro 7000シリーズでは 10 MHz、50Ω) 
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外部クロック: 30 MHz～最大 2 GHz、50Ωインピーダンス、補助入力で供給(WavePro 7000シリーズ、DDA-3000:30 MHz～
1 GHz) 

捕捉システム 

シングルショット・サンプル・レート/Ch: 10 GS/s (WaveMaster 8620A: 20 GS/s; WaveProモデル 7000: 5 GS/s) 

最大 2チャンネル使用時.: 20 GS/s (WaveProモデル 7000: 10 GS/s) 

 
最大捕捉ポイント数/Ch

2 Ch/4 Ch 

最大捕捉時間

(20 GS/s) 

標準 2M/1M 0.1 ms 

M メモリ・オプション 8M/4M 0.4 ms 

L メモリ・オプション 16M/8M 0.8 ms 

VL メモリ・オプション 32M/16M 1.6 ms 

XL メモリ・オプション 48M/24M 2.4 ms 

XXL メモリ・オプション 100M/50M 5.0 ms 

WavePro Model 7000 

標準 1M/500k  

M メモリ・オプション 8M/4M  

捕捉モード 

シングルショット: トランジェントおよび反復信号:20 ps/div～10 s/div 

シーケンス: 2～20,000セグメント(セグメント数はメモリ・オプションに依存) 

 セグメント数 

標準 500 

M メモリ・オプション 1000 

L メモリ・オプション 5000 

VL メモリ・オプション 10,000 

XL メモリ・オプション 20,000 

XXL メモリ・オプション 25,000 

セグメント間隔: 通常 5 µs (WavePro 7000シリーズ、DDA-3000: ≤ 6 µs) 

捕捉時演算機能 

アベレージング回数: 加算アベレージング:最高 100万スイープ、連続アベレージング:最高 100万スイ―プ 

分解能向上演算(ERES): 8.5～11ビットの垂直分解能 

エンベロープ(外部): エンベロープ、フロア、ルーフ(最高 100万スイープ) 

トリガ・システム 

モード: ノーマル、オート、シングル、ストップ 

ソース: External、ExtX10、Ext/10、ラインまたは任意の入力チャンネル。 各ソース（ラインを除く）ともスロープおよびレベルを個
別に設定可能 

カップリング・モード: DC; WavePro 7000シリーズ: GND、DC 50Ω、DC 1 MΩ、AC 1 MΩ 

プリトリガ遅延: 水平軸時間スケールの 0～100% 

ポストトリガ遅延: 0～10,000 di 

ホールドオフ時間またはホールドオフ・イベント数: 20s以下または 1～99,999,999イベント 



 

4 

内部トリガ・レンジ: ±5 div(センタ基準) 

最大トリガ周波数: 

WM 8600A エッジ・トリガで 5 GHz、スマート・トリガで 750 MHz 

WM 8500/8500A 

DDA-5005/DDA-5005A 
エッジ・トリガで 5 GHz、スマート・トリガで 750 MHz 

WM 8300/8300A 

DDA-3000 
エッジ・トリガで 3 GHz、スマート・トリガで 750 MHz 

WP 7300 エッジ・トリガで 3 GHz、スマート・トリガで 750 MHz 

WP 7200 エッジ・トリガで 2 GHz、スマート・トリガで 750 MHz 

WP 7100、7000 エッジ・トリガで 1 GHz、スマート・トリガで 750 MHz 

トリガ・ジッタ: 2.5 ps rms (代表値) 

基本トリガ機能 

エッジ/スロープ/ライン: 信号がスロープおよびレベル条件に適合した場合にトリガします。 

スマート・トリガ 

ステートまたはエッジ・クオリファイ: 別の入力ソースで定義されたステートまたはエッジが発生している場合のみ任意の入力ソー
スでトリガします。時間またはイベント数によってソース間の遅延を設定できます。 

ドロップアウト: 設定したタイムアウト時間(2ns～20s)より長く入力信号がない場合にトリガします。 

パターン: 5つの入力(4つのチャンネルと外部トリガ入力)の論理演算(AND、NAND、OR、NOR)。ハイ・レベル・トリガ、ロー・レ
ベル・トリガ、または無条件トリガ。Highレベルと Lowレベルは別々に選択できます。パターンの開始時または終了時にトリガし
ます。 

エクスクルージョン機能のあるスマート・トリガ 

グリッチ: 設定した 600ps～20sの範囲のパルス幅を持つ正または負グリッチ、あるいは間欠障害によってトリガします。  

信号またはパターン幅: 設定した 600ps～20sの範囲のパルス幅を持つ正または負グリッチ、あるいは間欠障害によってトリガ
します。  

信号またはパターン・インターバル: 設定した 2ns～20sの範囲の周期でトリガします。 

オート・セットアップ 

オート・セットアップ: タイムベース、トリガ・レベル、感度を自動的に設定し、さまざまな繰り返し信号を表示します。  

バーチカル・ファインド・スケール: 選択したチャンネルに垂直感度およびオフセットを自動的に設定して、最大ダイナミック・レンジ
で波形を表示します。 

プローブ 

プローブ オプションで各種パッシブおよびアクティブ・プローブが利用可能。 

プローブ・システム- ProBusを使用した ProLink:互換性のある各種プローブを自動的に検出しサポート。ProLink-SMAおよび
ProLink-BNCアダプタに対応(ProLinkはWavePro 7000シリーズでは使用できません)。 

倍率: 使用するプローブにより、自動認識させるか手動で選択します。 

AP-1M Hi-Zアダプタ (WavePro 7000シリーズでは使用できません)帯域幅:500 MHz;フルスケール・レンジ:±8 V;入力保護: 
±150 V 

カラー波形ディスプレイ 

表示形式: 10.4インチフラット・パネル TFTカラーLCD（高分解能タッチスクリーン機能） 

表示分解能: SVGA; 800 x 600ピクセル 

リアルタイム・クロック: 波形とともに日付、時間、分、秒を表示。SNTPを通じて精密なインターネットのクロックとの同期が可能 

トレース数: 最大 8 トレース（チャンネル、ズーム、メモリ、および演算波形を同時に表示可能） 

グリッド・スタイル: シングル、デュアル、クワッド、オクタル、XY、シングル+XY、デュアル+XY 

波形表示スタイル: サンプリング点の補間表示またはドットのみ表示 
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アナログ重ね書き表示 

アナログ、カラーによる重ね書き表示: 種々の彩度レベル、各トレースの重ね書きデータをメモリに格納します。 

パーシスタンス・モードの選択: アナログ、カラー、または 3-Dを選択します。 

トレース選択: すべてのトレースまたは任意のトレースの組み合わせでアナログ重ね書きを有効にします。 

重ね書き残像時間: 500msから無限大表示 

表示されるスイープ: 累積された全トレース、または累積された全トレースと最後に捕捉したトレースのハイライト化 

ズーム拡大トレース 

最大 4ズームおよび 4演算/ズーム・トレースを表示；XMAP (Master Analysis Package)および XMATH (Advanced Math 
Package)オプション使用時には、8演算/ズーム・トレースを利用可能。 

高速信号処理 

プロセッサ: Intel 2.53 GHz P4以上、MS Windows 2000環境 

プロセッサ・メモリ:最大 1 GB (WaveMaster:XXL メモリ・オプションで最大 2 GB) 

内部波形メモリ 

波形: M1、M2、M3、M4（波形全体を 16ビット/データ点で保存）または、データ記憶媒体の許容範囲内であれば、ファイルをい
くつでも保存可能 

セットアップ・ストレージ 

フロント・パネルと機器の状態: 内蔵ハード・ドライブ、フロッピー・ドライブ、または接続されている USB周辺機器に保存可能 

インタフェース 

リモート・コントロール:Windowsのオートメーション・コマンド・セット、またはレクロイ社のリモート・コマンド・セットにより、GPIBま
たはイーサネット経由でのフロント・パネル・コントロールおよび内部機能の使用をサポート 

GPIBポート(オプション): IEEE-488.2に対応 

イーサネット・ポート: 10/100Base-Tイーサネット・インタフェース 

フロッピー・ドライブ:内蔵、DOSフォーマット、3.5インチ、高密度 

USBポート: 4 USBポートによるWindows互換デバイスのサポート 

外部モニタ・ポート（標準）: 15ピン D型 SVGA互換 

パラレル・ポート: 1(標準) 

補助出力 

信号形式: リア・パネルからの校正用信号または制御信号の出力を選択  

校正用信号:5 Hz～5 MHz(WavePro 7000シリーズ、DDA-3000では 1 MHz)の方形波または DCレベル；50Ω負荷で 0.0 V
～5.0 V （選択可能）(1 MΩ負荷で 0～1 V)、または TTLボルト 

制御信号: トリガ有効、トリガ出力、Pass/Fail結果、方形波、DCレベル 

補助入力 

信号形式: フロント・パネルで外部トリガ入力を選択 1X:100 mV/div; 10X:1 V/div; ，10:10 mV/div  

演算ツール(標準) 

最大 4つの演算機能のトレース（F1～F4）を表示します。使いやすいグラフィカル・インタフェースによって、各機能トレースにつ
いて 2つまでの操作を簡単に設定できます。機能トレースをチェーン結合して、多重演算を実行することができます。 

絶対値 

アベレージ(加算) 

アベレージ(連続) 

導関数 

デスキュー(リサンプル) 

反転(否定) 

自然対数(base 3) 

常用対数(base 10) 

乗算(X) 

除算(/) 
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減算(-) 

分解能向上演算(最大垂直に 11ビット) 

エンベロープ 

指数(eI 

指数(10) 

FFT(基本) 

フロア 

ヒストグラム:1,000イベント 

積分 

逆数 

リスケール(単位変換) 

ルーフ 

セグメント 

(sinX)/X 

二乗 

平方根 

加算(+) 

1,000イベントのトレンド(データログ) 

ズーム(同一波形) 

計測ツール(標準) 

8つのパラメータを統計データ（平均値、最大値、最小値、標準偏差）と共に表示します。Histiconsはパラメータおよび波形特性
の高速なダイナミック・ビューを提供します。 

振幅 

面積 

ベース 

サイクル 

遅延 

遅延差 

任意レベルでの時間差 

持続時間 

デューティ・サイクル 

立ち下がり時間(90-10%、80-20%、レベル変化) 

ファースト・ポイント 

周波数 

ラスト・ポイント 

xでのレベル 

最大値 

中間値 

最小値 

ポイント数 

正のオーバシュート 

負のオーバシュート 

ピーク・ツー・ピーク 

周期 

位相 

立ち上がり時間(10-90%、20-80%、レベル変化) 

実効値 

標準偏差 

任意レベルでの時間 

トップ 

パルス幅 

最小値に対応する x軸上の値（min） 

最大値に対応する x軸上の値(max) 

最大値での x 

最小値での x  

パス/フェイル・テスト機能 

選択可能なパラメータ制限値に対して、同時に複数のパラメータをテストします。パスまたはフェイル条件によりアクション（ローカ

ル・ファイルまたはネットワーク・ファイルへの保存、故障時画像の電子メール転送、波形の保存、フロント・パネルの補助 BNC
出力からのパルス出力、または GPIBオプションによる GPIB SRQの送信）を開始することができます。 

マスター解析パッケージ(XMAP) 

このパッケージは、複合信号の波形を解析する波形解析ツールの包括的な製品群を提供します。XMAPで提供される追加解析
機能には、次のものがあります。 

• ジッタ＆タイミング解析パッケージ(JTA2) 

• 全 8つの演算トレース(4つはオプションで追加) 

• パラメータ演算-2つのパラメータを加減乗除する 

• MS Excelの VBスクリプト言語および MATLIBによるユーザ定義パラメータ測定および波形演算機能 

• 19のヒストグラム・パラメータの追加、最大 20億イベントまでヒストグラムが拡張 
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• 最大 100万イベントのトレンド(データロガー) 

• 任意の測定パラメータのトラッキング・グラフ表示 

• FFTでは、パワー平均、パワー密度、実数成分と虚数成分、周波数領域パラメータ、最大 25Mptsまでの FFTなど
に関する機能を拡大 

• 狭帯域のパワー測定 

• 相関関数 

• 補間関数 

• 間引き(Sparse)関数 

ジッタ＆タイミング解析パッケージ(JTA2) 

このパッケージは、一般的なタイミング・パラメータに対する JitterTrack（時間）、ヒストグラム（統計）、および JitterFFT（周波数）
ビュー、および他の有用なツールを使用して、ジッタ・タイミングと解析を提供します。 

• 以下を対象とするジッタおよびタイミング・パラメータの JitterTrackグラフ 

サイクル・ツー・サイクル 

Nサイクル 

開始点選択付き Nサイクル 

周波数 

周期 

半周期 

パルス幅 

タイム・インターバル・エラ

ー 

セットアップ 

ホールド 

スキュー 

デューティ・サイクル 

デューティ・サイクル・エラー(デルタ幅)

• edge@lvパラメータ(エッジ・カウント) 

• 19のヒストグラム・パラメータの追加、最大 20億イベントまでヒストグラムが拡張 

• 最大 100万イベントのトレンド(データロガー) 

• パーシスタンス・ヒストグラム、パーシスタンス・トレース 

ディスク・ドライブ解析パッケージ(DDM2) 

このパッケージは、ディスク・ドライブ・パラメータ測定を提供し、ディスク・ドライブ波形解析を実行するために、演算機能と関連付

けます。 

• ディスク・ドライブ・パラメータ: 

振幅シンメトリ 

自己相関 

ローカル・ベース 

ローカル・ベースライン・セパレイション 

ローカル最大 

ローカル最小 

ローカル番号 

ローカル・ピーク・ツー・ピーク 

イベント間ローカル・タイム 

ピーク間ローカル・タイム 

トローフ間ローカル・タイム 

最小値でのローカル・タイム 

最大値でのローカル・タイム 

ローカル・タイム・ピーク・トローフ 

ローカル・タイム・オーバー・スレッショールド 

ローカル・タイム・トローフ・ピーク 

ローカル・タイム・アンダー・スレッショールド 

ナロー・バンド・フェーズ 

ナロー・バンド・パワー 

非線形トランジション・シフト 

オーバーライト 

パルス幅 50 

パルス幅 50- 

パルス幅 50+ 

分解能 

トラック平均振幅 

トラック平均振幅- 

トラック平均振幅+ 

• 相関関数 
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• 最大 100万イベントのトレンド(データロガー) 

• 19のヒストグラム・パラメータの追加、最大 20億イベントまでヒストグラムが拡張 

概要 

自動校正: 指定した DCおよびタイミング精度が最低 1年間維持されることを保証します。 

電力条件:単相、100～120 V (±10%) @ 50/60/400 Hz；または単相、200～240 V (±10%) @ 50/60 Hz (±10%)；自動 AC電
圧選択 

電 圧 範 囲: 90～132 VAC 180～264 VAC

周波数範囲: 45～440 Hz 45～66 Hz 

消費電力:動作（オン）状態:≤800W(800VA) - インストールされているアクセサリ（内部プリンタ、プローブ、PCポート・プラグイン
など）によって異なります。スタンドバイ状態:12 W 

ヒューズ:5x20 mmヒューズ(T10.0 A/250 V)を 1個  

バッテリ・バックアップ:フロント・パネルの設定最低 2年間保持 

物理的寸法（HWD）: 264 mm x 397 mm x 491 mm (26.42 cm. x 39.62 cm. x 49.02 cm.)、高さ寸法はフット・パッド高を除き
ます。 

重量: 18 kg (30 lbs.) 

包装時重量: 24 kg (30 lbs.) 

保証とサービス 

3年間保証; 校正は毎年 1回を推奨 

保証延長、アップグレード、校正については、サービスセンターまでお問合せください。 

環境特性 

温度 

動作時: 5～40 °C 

保管(非動作時): -20～ +60 °C 

湿度 

動作時: 25 °C以下では 5～80% RH (非結露);上限値は 40 °Cでの 25% RH (非結露)まで直線的に低下  

保管(非動作時): 25 °C以下では 5～95% RH (非結露);上限値は 60 °Cでの 25% RH (非結露)まで直線的に低下  

高度 

動作時:25 °C以下で最高 3048 m (10,000 ft)  

保管(非動作時):最高 12,192 m (40,000 ft) 

耐振動性 

動作時: 0.31 grms、5 Hz to 500 Hz、15分間（X、Y、Zの各軸において） 

非動作時: 2.4 grms、5 Hz to 500 Hz、15分間（X、Y、Zの各軸において） 

耐衝撃性 

機能的衝撃: X、Y、Zの各軸において: 20gピーク、ハーフ・サイン、11msパルス、3ショック（正および負）の合計 18 ショック 

各機関の認可 

CE Approved、ULおよび cUL Listedに準拠 

CE適合宣言 

本オシロスコープは EMC Directive 89/336/EEC for Electromagnetic Compatibilityおよび Low Voltage Directive 
73/23/EEC for Product Safetyの要求事項に適合します。 
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EMC 指令: 
EN 61326-1:1997 +A1:1998 

測定、制御、および実験のために使用する電気機器のための EMC要求事項  

EN 55011:1998、Class A放射性および伝導性エミッション (Class A)* 

EN 61000-3-2:1995 +A1:1998 +A2:1998高調波電流発信(HCE:Harmonic Current Emissions) (Class 
A) 

電磁放射: 

EN 61000-3-3:1995電圧変動 (Pst = 1) 

* 電磁放射規格に適合するために、すべての I/O端子に適切にシールドされたケーブルを使用してください。 

警告 

これは ClassAの製品です。国内環境においては、この製品が無線妨害を発生させる可能性があり、状況によりユーザーに適
切な対策を講じることが求められる場合があります。 

EN 61000-4-2:1995 +A1:1998* 静電放電 

4 kV接触、8 kV気中、4 kV垂直/水平結合プレーン） 

EN 61000-4-3:1996 +A1:1998* RF放射電磁界 

(3 V/m、80-1000 MHz) 

EN 61000-4-4:1995* 電気的ファーストトランジェント/バースト 

(1 kV AC電源、0.5 kV I/O 信号/制御) 

EN 61000-4-5:1995* サージ 

(1 kV AC電源、0.5 kV I/O 信号/制御) 

EN 61000-4-6:1996* RF誘導電磁界  

(1 kV / 0.5 kVコモン・モード/差動モード - AC電源) 

電磁イミュニティ : 

EN 61000-4-11:1994M電圧ディップおよび瞬断 

(1サイクル電圧ディップ、100%瞬断) 

* 性能基準｢B｣制限に適合します。 故障時に一時的に性能低下や機能喪失が生じることがありますが、これらは自己回復可能
です。  

* 性能基準｢C｣制限に適合します。 故障時に一時的に性能低下や機能喪失が生じることがあり、オペレータによる対処やシステ
ム・リセットが必要です。 

低電圧指令: EN 61010-1:2001 

 測定、制御、および実験のために使用する電気機器のための安全要求事項  

 

本オシロスコープは以下の EN 61010-1制限に準拠します。  

設置カテゴリ II(主電源コネクタ) & I(測定端子) 

汚染度 2(通常、乾燥した非導電性の汚染だけが発生する。場合によっては、結露によって発生する一時的な導
電性を予測する必要がある)。 

保護クラス I(保護グランド付き端末の場合) 

 

UL標準:UL 3111-1 
ULおよび cUL認定:  

カナダ規格:CSA-C22.2 No. 
1010.1-92 
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基本操作 

フロント・パネルの操作 
フロント・パネルのボタンとノブ 

機器のフロント・パネルにあるボタンは、アナログ機能領域と特殊機能領域に合理的にまとめられています。アナログ機能は、
Horizontal、Trigger、および Verticalの各グループのボタンとノブに含まれています。 

状況によっては、キーパッドを使わずに値を変更したい場合があります。そのような場合は、機器のダイアログ・ボックスの中の

データ入力フィールド（黄色で強調表示されたフィールド）に一度タッチし、Adjustグループのボタンとノブを使用して、選択された
フィールドの値を変更します。 

デフォルトでは、Adjust ノブは粗調整（Coarse：小数点の左の桁を変更する）に設定されています。Fineボタンを押すと、Fine
（微調整）に切り替わり、小数点の右の桁を調整できるようになります。正確な値を入力するには、もう 1つの方法があります。最
初に、 データ入力フィールドを 2度タッチして、キーパッドを表示します。次に、そのキーパッドを使用して値を入力します。Select
ボタンを使用すると、ダイアログのコントロールを順次移動することができます。 

 
データ入力フィールドの例 

注意: 以下の 2つの方法によって、粗調整の刻み幅（デルタ）を変更することができます。 
 
• ADJUSTノブを回しながら、FINEフロント・パネル・ボタンを押し続けます。 このとき、選択したデータ入力フィールドで変化する

デルタを読み取ることができます。  
 
• データ入力フィールドを 2度タッチして、ポップアップ数字キーパッドの[Advanced]チェック・ボックスにタッチします。キーパッド

には、上矢印/下矢印を使用してデルタを設定できる、[Coarse]ボタンがあります。 微調整のデルタを調

整するためには、キーパッド内の[Fine]チェック・ボックスがオフになっていなければなりません。 

トリガ・ノブ:  

LEVEL トリガ・スレッショールド・レベルを選択します。選択されたレベルは Trigger ラベル内に表示されます。

Triggerボタン:  

SETUP トリガ・セットアップ・メニューを起動し、トリガ・タイプとトリガ条件を選択します。 

STOP 信号のトリガを停止します。トリガを Stopモードで機器を立ち上げた場合は、｢no trace available｣という
メッセージが表示されます。トレースを表示するには、[AUTO]を押します。 

AUTO トリガ条件が満たされなくても、タイムアウト時間が経過すると、無条件にトリガがかかります。 

NORMAL 選択されたトリガの種類に対して設定されているトリガ条件を満たす信号が入力される度にトリガがかか

ります。  

SINGLE 
選択したトリガの種類で設定されたトリガ条件を満たす信号が入力されるのを待ち、その信号が入力さ

れると一度だけトリガがかかります (単発捕捉)。すでにトリガを待っている状態であれば、強制的にトリ
ガがかかります。 

Horizontal ノブ:  
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DELAY 画面上で波形の水平位置を設定するので、トリガ以前の波形を見ることができます。Delayはプリトリガ
時間またはポストトリガ時間を調節します。 

TIME/DIVISION 
オシロスコープのタイムベース（信号捕捉システム）の時間軸（時間/区分）を設定します。 レクロイの
SMART メモリ機能によって、分解能が最大になるように自動的にメモリとサンプル・レートが最適化され
ます。 

Horizontalボタ
ン:  

SMART MEMORY 水平軸セットアップ・メニューから[SMART Memory]ダイアログを呼び出します。 

ZERO DELAY 水平軸のディレイをゼロに設定します。トリガ・ポイントは表示グリッドの真中に設定されます。 

SETUP [TIMEBASE]メニューを起動し、サンプル・モード、最大メモリ長などの捕捉条件を設定できます。  

Vertical ノブ:  

OFFSET チャンネルの 垂直オフセットを調整します。 

VOLTS/DIV 選択したチャンネルの Volts/Div（垂直ゲイン値）を調整します。 

Channelボタン:  

1, 2, 3, 4 

各チャンネルのオン/オフを切り替えます。これらのボタンは、カップリング、ゲインおよびオフセットなど、
チャンネルのセットアップ条件を変更するためのダイアログを起動します。これらを使用して、マルチ・グ

リッドを選択したり、自動的にゲインを設定したり([FIND SCALE])、または信号を自動的にズームして表
示したりできます。2度タッチして、トレースをオンまたはオフに切り替えます。 

Wavepilot 
Control 
ノブ: 

 

POSITION 画面上のズーム・トレースの水平位置を調整します。ズーム領域は、ソース・トレース上で色付きでハイ

ライト表示されます。 

ZOOM 選択したズーム・トレースの水平ズーム（拡大率）を調整します。 

POSITION 画面上の選択したズーム・トレースの垂直位置を調整します。  

ZOOM 画面上の選択したズーム・トレースの垂直ズーム（拡大率）を調整します。  

Wavepilot 
Control 
ボタン: 

 

RESET ズーム率をリセットします。 

MATH [Math]セットアップ・ダイアログへのアクセスを提供します。 

MEASURE [Measure]セットアップ・ダイアログへのアクセスを提供します。 

ANALYSIS [Analysis]セットアップ・ダイアログへのアクセスを提供します。 

Special 
Features 
ボタン: 

 

AUTO SETUP さまざまな信号を表示するために、機器の水平時間軸（信号捕捉システム）、垂直ゲインおよびオフセッ

ト、そしてトリガ条件を自動的に設定します。  
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CURSORS 中央のボタンを押すと、[Standard Cursors]セットアップ・ダイアログを呼び出します。他の 2つのボタン
は、波形上のカーソルの配置を制御します。 

DEFAULT SETUP 垂直時間軸(信号捕捉システム)、垂直ゲインとオフセット、トリガ条件をデフォルト設定に設定します。 

DRIVE ANALYSIS このボタンは、DDA機器の[DEFAULT SETUP]にあります。これを押すと、DDAセットアップ・ダイアログ
が表示されます。 

SERIAL DATA このボタンは、シリアル・データ・アナライザの[DEFAULT SETUP]にあります。これを押すと、SDAセットア
ップ・ダイアログが表示されます。 

HELP 
オンライン・ヘルプ・マニュアルを表示します。コントロール・ヘルプの表示を選択するか、または目次とキ

ーワードを使用して必要な情報を検索できます。コントロール・ヘルプでは、ダイアログにある特定のボタ

ン、メニュー項目、データ・フィールドなどに関するヘルプを表示します。 

SAVE/RECALL 波形、設定、およびディスク・ユーティリティの保存/呼び出しダイアログを表示します。 

ANALOG 
PERSIST 

信号の 3次元ビューを表示します。時間、電圧、カラー・グレードもしくは単一色の輝度諧調で３次元的
に表示します。 

QUICKZOOM 

 

マルチ・グリッド上に最大で 4つの入力信号の拡大ビューを自動的に表示します。4つの入力信号の場
合、各信号は 4つのズーム・トレースに沿って、それぞれのグリッド上に表示されます。このボタンは他
のすべてのトレースをオフにします。 

General Control 
ボタン:  

PRINT SCREEN 

 

表示された画面をファイル、プリンタ、クリップ・ボードに出力するか、電子メールとして添付します。

[Utilities → Hardcopy]ダイアログで、デバイスの選択とフォーマットの指定を行ってください。 

UTILITIES ハードコピーするデバイスやフォーマット、日付と時間、およびリモート・コントロールのインタフェース、ス

テータス、オプションなどのスコープ機能のセットアップに使用します。 

TOUCH SCREEN 
(トグル・スイッチ) タッチ・スクリーンを有効または無効にします。  

CLEAR SWEEPS 
パーシスタンス・トレース表示、アベレージ・トレース、パラメータ統計、Histiconsなどの複数のスイープ
（信号捕捉）で蓄積されたデータをクリアします。波形の読み出し中の場合は読み出しをキャンセルしま

す。 

スタンドバイ・ラン

プ: スコープがスタンドバイ・モードであることを示します。このモードでは、現在の設定が保持されます。 

 

オンスクリーン・ツールバー、アイコン、ダイアログ・ボックス 
メニュー・バー・ボタン 

画面の上に一列に並んだメニュー・バー・ボタンは、頻繁に使われる機能をすばやく呼び出せるようになっています。メニューバ
ーの右端のボタンにタッチすると、ボタンの横に示されているトレースまたはパラメータに関連する設定ダイアログがすぐに開き

ます。直前にセットアップ・ダイアログを開いたトレースまたはパラメータには、その名前が表示されています。  

フロント・パネルの AUTOSETUP（自動セットアップ）ボタンおよび QUICKZOOM を押した後、このボタンは Undo（元に戻す）

ボタン としても表示されます。Undo（元に戻す）操作を実行する場合は、Auto setup（自動セットアップ）または
QuickZoomのすぐ後に Undo（元に戻す）操作を実行する必要があります｡ 

メニューバー・ボタンの多くは、 フロント・パネルのボタンと同じ機能を持っています。詳しくは、機能相関表を参照してください。 
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ディスプレイ・ボタン フロント・パネル・プッシュ・ボタン 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
([Channels]ダイアログのアイコン 

トレース 1つをズーム) 

 
(表示中のすべてのトレースをズーム) 
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(次に、Math Setup...) 

 
(次に、Measure Setup...) 

 

 
(次に、Utilities Setup...) 

 

  

ダイアログ・ボックス 

ダイアログ・エリアは画面の下 3分の 1を占めます。信号波形の表示エリアを広げるには、ダイアログ・ボックスの右にある
[Close]タブを押して、ダイアログ・ボックスを最小化することができます。 

 

画面レイアウト 
この機器の画面は、以下の 3つの部分からなります。 

• メニュー・バー 

• 信号表示エリア 

• ダイアログ・エリア 

メニュー・バー 

画面の上部には、頻繁に使われる機能をまとめたツールバーが表示されます。 これらのボタンにタッチすると、画面の下部に表
示されるダイアログ・エリアが、選択した機能の設定画面に切り替わります。 

信号表示グリッド 

信号表示エリアに関連した設定は、ツールバーの にタッチし、次にプル・ダウン・メニューで“Display Setup"を選択し、

次にダイアログ・エリアの タブにタッチすれば行えます。 表示ダイアログでは、グリッドの組み合わせやグリッド
の輝度を設定することができます。 

ダイアログ・エリア 

画面の下部では、選択やデータ入力を行います。 ダイアログ・エリアは、ツールバーのタッチ・ボタンやフロント・パネルのボタン
に応じて切り替わります。 機能の類似性については、機能相関表を参照してください。 
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([Channels]ダイアログのアイコン 

トレース 1つをズーム) 

 
(表示中のすべてのトレースをズーム) 
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(次に、Math Setup...) 

 

 

 

 
(次に、Measure Setup...)  

 
(次に、Utilities Setup...) 

 

  

 

 



WaveMaster/WavePro 

17 

機器の設置 
ハードウェア 
機器のリア・パネル 

 

(1)マウス・ポート、(2)キーボード・ポート、(3) USBポート、(4) USBポート、(5)プリンタ・ポート、(6) VGAモニター出力、(7) RS-
232-Cポート、(8)イーサネット・ポート、(9) USBポート、(10) USBポート、(11)ライン・イン、(12)スピーカ出力、(13)マイクロフォ
ン入力、(14)グランド・コネクタ、(15)グランドによる電磁気干渉防止機能付き外部クロック入力(ポート未使用時に必要) 

 

外付けモニター 
X-Streamを採用しているスコープのプロセッサが 1 GHzを超えるクロックで動作している場合には、外付けモニターを手動で構
成する必要があります。プロセッサ速度は、メニュー・バーの[Utilities]にタッチし、[Utilties]ダイアログの[Status]タブにタッチす
ることによって、確認することができます。速度が 1 GHzを超えている場合には、以下の手順に従います。 

1. 機器の背面にある VGAポートに外付けモニターを接続します(図の項目 6)。 
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2. 外付けモニターの電源コードをコンセントに差し込み、外付けモニターに電源を供給します。 

3. ソフトの起動が完了したら、メニューバーの[Display]にタッチし、次にドロップダウン・メニューから[Display Setup...]
を選択します。 

4. [Display]ダイアログの[Monitor]タブにタッチします。 
 

 
5. [Enable External Monitor]にタッチします。 

6. [Brightness]フィールドの内部にタッチし、必要に応じて輝度を調整します。 

 

 

インタフェースへの接続 

AP-1M Hi-Zアダプタ 

 
ハイ・インピーダンス入力が必要な場合は、AP-1Mアダプタを使用します。優れたシグナル・インテグリティを維持しながら高い
帯域幅を達成するために、±4 Vのダイナミック・レンジとグランドへの 50Ωの終端抵抗が必要です。ただし、1つまたは複数の
高速信号を低速の高電圧信号と混在させて使用するアプリケーションに対しては、AP-1Mは 1MΩの入力インピーダンス・パス
と±8 Vのフル・スケール・レンジを提供します。AP-1Mは又 1MΩの入力パスを必要とする電流プローブ用インタフェースとして
も適しています。  



WaveMaster/WavePro 

19 

AP-1Mは ProLink-to-ProBusアダプタとして動作するほか、より大きなオフセット電圧範囲（最大±50 V）にも対応可能です。 

AP-1Mには PP005Aパッシブ・プローブが付属しています。  

 

ProLinkインタフェース 
LeCroyの ProLinkアダプタ(LPA)を使用すると、以下の 3つのコネクタで信号を接続できます。 

• BMAコネクタ 

• SMAコネクタ（BMA-to-SMAアダプタを利用） 

• BNCコネクタ（BMA-to-BNCアダプタを利用） 

 
(1) BMA-to-SMAアダプタ、(2) BMA-to-BNC アダプタ 

 
(1) BMA コネクタ（メス)、(2) ProLink BMA-to-SMAアダプタ装着、(3) ProLink BMA-to-BNCアダプタ装着 

注意: アクティブ・プローブを機器に接続するときは、必ず ProLink BMA-to-BNCアダプタ（上図のアイテム 3）を使用してくださ
い。プローブをアダプタなしで直接フロント・パネル・コネクタ（アイテム 1）に差し込まないでください。 

アダプタの接続 

ProLinkアダプタの接合端には、以下に示すとおり、4個の締付けクリップがあります。 
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アダプタを機器のコネクタ・パネルに装着するときは、オス型 6ピン・コネクタをメス型コネクタに合わせて、アダプタを真っ直ぐ押
し込みます。少し抵抗があり、4本のクリップがはまるときにカッチという音が聞こえます。クリップがはまったら拘束ネジを締めて
ください。 

アダプタを取り外すときには、2個の拘束ネジを緩めます。アダプタを押し下げてクリップを外します。これには少し力を入れる必
要があります。コネクタやメス型 BMAコネクタ、またはピンを結合あるいは分離する際に最初に音がしますが、15度までの傾き
までは損傷することはありません。 

 

 

安全上のご注意 

安全上のご注意 
 

このセクションでは、機器を適切かつ安全な状態で動作させるために注意すべき情報や警告を述べています。ここで述べる安全

対策だけでなく、一般的な安全手順にも従う必要があります。 

安全に関する記号 

機器のフロント・パネルまたはリア・パネル、あるいは本マニュアルに、以下の記号または用語が表示されている場合は、重要な

安全上の危険を警告しています。  

 

この記号は警戒が必要なことを示しています。けがや機器への損傷を防止するために、付属の情報やドキュメン

トを参照してください。 

 
この記号は感電の危険性を警告します。 

 

この記号は測定グランド接続を示します。 

 

この記号は安全グランド接続を示します。 

 

この記号は接地フレームまたはシャシー端子を示します。  

 

この記号が付いているスイッチは、スタンバイ(電源)スイッチです。このスイッチを押すと、DSOの状態が動作モ
ードとスタンバイ・モードの間で切り替わります。このスイッチは電源を切断するものではありません。機器は AC
電源からコードを抜かない限り、完全な電源オフ状態にはなりません。 

 
この記号は"交流"を示します。 

注意 
「注意」は潜在的な危険を示します。指示に従わないと機器に損傷を与える可能性がある手順、行為、状態に対

する注意を促します。「注意」が示されている場合は、現在の状態を完全に理解し、すべての条件に適合しない限

り、先に進んではなりません。 

警告 
「警告」も「注意」と同様に潜在的な危険を示します。ただし、「注意」が機器への損傷を警告するのとは異なり、

「警告」はけがや死亡を含む人体への被害を警告します。この場合も、現在の状態を完全に理解し、すべての条

件に適合しない限り、先に進んではなりません。 

CAT I 
EN 61010-1安全規格に準拠する設置（過電圧）カテゴリ定格であり、オシロスコープのフロント・パネルの測定用
端子に適用できます。CAT I定格端子は、測定値を取り込んで過渡電圧を適切な低レベルに制限するソース回
路にしか接続してはなりません。 

動作環境 
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この機器は屋内での使用が想定されています。 清潔で乾燥し
た、周囲温度 5°C～40°Cの場所で使用してください。 

注意: 周囲温度に関しては、直射日光、放射線、その他の熱源
に注意してください。  

警告 

この DSOは爆発の可能性のある環境、粉塵の多い環境、湿
度の高い環境では絶対に使用しないでください。 

 注意 

ディスプレイのタッチ・スクリーンに過度な衝撃が加わらないよ

うにしてください。  

 
注意 

フロント・パネル端子（CH1, CH2, CH3, CH4, AUX IN）の最大
規定電圧レベルを超える電圧を接続しないでください。詳細に

ついては仕様を参照してください。 

  

設置（過電圧）カテゴリ IIは局所配電レベルであり、主電源（AC
電源）に接続された装置に適用されます。 

設置（過電圧）カテゴリ Iは信号レベルであり、測定値を取り込
んで過渡電圧を適切な低レベルに制限するソース回路に接続

される装置測定用端子に適用できます。 

汚染度 2は、通常は乾燥した非導電性の汚染だけが発生する
動作環境を指します。場合によっては、結露によって発生する

一時的な導電性を予測する必要があります。  

保護クラス 1は保護接地された装置を指します。 この装置で
は、基礎絶縁による分離とビル配線の保護グランド導体への接

続によって感電に対する保護が行われます。 

注意:  

この機器の設計は、以下の制限事項について EN61010-1安
全基準に適合することが確認されています。 

設置（過電圧）カテゴリ II（主電源コネクタ）およびカテゴリ I（測
定端子） 

汚染度 2 

保護クラス I  

冷却 

この機器は内部ファンと通気孔により強制空冷を行っていま

す。DOSの側面および背面にある通風孔（ファン・ホール）を遮
らないよう注意してください。十分な換気を行うために、機器の

側面および背面に最低 10cm（4インチ）の隙間が必要です。
注意 

DSOの両側面や背面にある通風孔を遮らないでください。  

この機器は、周囲温度によってファン・スピードを調整する内部

ファン制御回路も備えています。 この機能は機器を起動する
と、手動操作なしで自動的に実行されます。  

注意 

通風孔などから DSOに異物が入らないようにしてください。  

AC電源 

この機器は単相 50/60/400 Hz(+/-10%)の 100～120 V (+/-
10%) AC電源、または単相 50/60 Hz(+/-10%)の 200～240 
V (+/-10%) AC電源で動作します。  

この機器は自動的にライン電圧に対応するため、手動による電

圧選択は必要ありません。 

インストールされているアクセサリ（内部プリンタ、フロント・パネ

ル・プローブ、PCポート・プラグインなど）に応じて、機器は最
大 800 W（800 VA）の電力を消費します。  

注意: 

この機器は、以下の範囲の ACライン入力に自動的に対応し
ます。 

電圧範囲: 

90～132 VAC 

180～264 VAC 

周波数範囲: 

45～440 Hz 

45～66 Hz 
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DSOの電源には 5×20 mmヒューズ（T10.0 A/250 V）が装備
されており、短絡、またはオーバーロードから DSOを保護して
います。ヒューズを交換する場合は、ヒューズの交換セクション

を参照してください。 

 

電源接続とグランド接続 

この機器には、ライン電圧および安全グランド接続のために、

モールド 3端子極性プラグ付き接地コード・セットと標準
IEC320（タイプ C13）コネクタが付属しています。AC入力グラ
ウンド端子は、機器のフレームに直接接続されています。感電

を防止するために、電源コード・プラグは安全接地端子付き AC
コンセントに接続しなければなりません。 

警告 

感電注意！ 

DSOの内側または外側の保護導体が断線したり、あるいは安
全接地端子の接続が切断されると、危険な状態になります。 

意図的な断線は禁止されています。 

スタンバイ・モードでは、DSOがまだ AC電源に接続されてい
ます。AC電源から物理的に電源コードを抜かない限り、機器を
完全にパワー・オフ状態にすることはできません。 

この DSOは電源ソケットがある場所に設置してください。AC
電源から DSOを切り離すには、機器をスタンバイ状態にした
後で、AC電源から電源コードを抜いてください。 

詳細については、｢スタンバイ（電源）スイッチと DSOの動作状
態｣セクションを参照してください。 

注意 

フロント・パネルの端子（CH1、CH2、CH3、CH4、AUX IN、
AUX OUT）の外郭は、機器のシャシーに接続されているため
安全に接地されています。  

スタンバイ(電源)スイッチと DSOの動作状態 

フロント・パネルのスタンバイ(電源)で動作状態を制御します。このトグル・スイッチは、少し押して離せば動作します。スイッチの
下にある LEDの色によって、次のとおり DSOの状態を示します。 

On（LED緑色）* - DSOの全機能が動作します。 

Standby（LEDオフ）* - DSOは電源オフの状態です（ただし、一部の状態維持回路は動作しています）。 

Standby（LED赤色） - DSOのコンピュータ・サブシステム（ハード・ドライブなど）がスタンバイ状態（省電力モード）です。そ
の他の DSOサブシステムはすべて動作しています。 

*出荷時の設定 

出荷時の設定では、On（LED緑色）または Standby（LEDオフ）の 2つの基本 DSO状態にしかなりません。この場合、
Standby（LEDオフ）状態では、一部の状態維持回路を除いて、DSO電源はオフになります（消費電力は約 12W）。DSOは主
電源（ACコンセント）から機器の電源コードを抜かない限り、完全な電源オフ状態にはなりません。長時間使用しない場合には、
電源コードを抜いておくことをお勧めします。  

[Setting] → [Power Option] からWindowsの [Power Options Properties] メニューにアクセスすれば、出荷時の設定を変更
できます。ただし、Windows Power Optionの Standbyオプションでは、DSOのコンピュータ・サブシステム（CPU、ハード・ドラ
イブなど）のスタンバイのみ制御でき、DOS内の他のサブシステムは制御できないことに注意してください。通常、これらのサブ
システムは動作状態になったままです。Power Optionの設定に関する詳細については、Windowsの Help メニューまたは他の
テクニカル・ドキュメントを参照してください。この DSOは、コントロール・ボタンのうち電源ボタン/電源スイッチしか使用しないた
め、スリープ・ボタンの説明は適用されません。 

Standby トグル・スイッチを約 5秒間押したままにすれば、いつでも DSOをスタンバイ状態（LEDオフ）、-電源オフ状態（一部の
状態維持回路を除く）にすることができます。 

ヒューズの交換 

ヒューズを検査したり交換するときは、DSOのスタンバイ（電
源）スイッチをスタンバイ・モード（LEDオフ）にし、電源コードを
抜いてから行ってください。小形マイナス・ドライバを使用して、

黒いヒューズ・ホルダ（機器背面の ACコネクタの右横にある）
を開けます。古いヒューズを取り出して、新しい 5×20 mm、｢T｣
定格 10.0A/250Vヒューズと交換し、ヒューズ・ホルダを閉めて
ください。 

警告 

発火防止のため、指定された種類/定格のヒューズ以外は使用
しないでください。ヒューズの交換は、電源コードを抜いてから

行ってください。 
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校正および最新状態の維持 

毎年 1回、校正を実施することをお勧めします。校正は必ず資格を持った専門スタッフが実施してください。 

クリーニング 

湿った柔らかい布を使って、機器の外側のみ掃除してください。

化学物質や研磨性材料が含まれているものは使用しないでく

ださい。機器内部に絶対に水分が入らないようにしてください。

掃除の前に、感電防止のため AC電源から電源コードを抜いて
ください。 

警告 

感電注意！ 

オペレータは内部部品に触れてはなりません。カバーを外さな

いでください。 

資格のある作業員にサービスを依頼してください。  

異常状態 

この機器は操作マニュアルに従って動作させてください。 

DSOの安全装置が故障している疑いがある場合は、電源コー
ドを抜いて、機器が誤作動しないようにしてください。 

たとえば、本体に損傷が認められたり、輸送中に振動や衝撃を

与えた場合は、安全装置が故障する可能性があります。 

機器を正しく使用するには、すべての指示事項とラベルを注意

深く読むことが必要です。 

警告 

製造業者が規定していない方法で使用すると、DSOの安全装
置が故障する可能性があります。この機器や付属品を、直接

人体に接続したり、患者の検査に使用しないでください。 

 

ウイルス対策 
スコープはWindowsベースの PCプラットフォーム上で実行されているため、ネットワーク上にある他の PCと同じように、ウイ
ルスから保護する必要があります。スコープをWindowsの優先度の高い更新プログラムに従って最新の状態にしておくことが
重要であり、またアンチウイルス・ソフトウェアをインストールし、常に最新の情報に更新しておく必要があります。 

Windows Service Packとレクロイのオペレーティング・ソフトウェアの互換性等に関する詳細については、
http://www.lecroy.com/dsosecurityを参照してください。 

 

 

タイムベースの設定と信号の捕捉 

2チャンネル・モードでの捕捉 
チャンネルの結合 

信号の詳細情報を表示する必要がある場合などは、2つのチャンネルを結合して、サンプリング速度またはメモリ（あるいはその
両方）を増強することができます。チャンネルを結合した場合、結合されていないチャンネル（EXT BNCなど）は、表示されてい
なくても、トリガの入力として使用することができます。 

2チャンネル・モードでは、チャンネル 2とチャンネル 3がアクティブになります。自動（Auto）捕捉モードでは、チャンネル 1また
は 2、およびチャンネル 3または 4を組み合わせて使用することができます。 2つのチャンネルを結合すると、最高サンプリング
速度は 2倍になり、メモリ長が大幅に増加します。 

チャンネル 1とチャンネル 3 20 GS/s

チャンネル 1とチャンネル 4 20 GS/s

チャンネル 2とチャンネル 3 20 GS/s

チャンネル 2とチャンネル 4 20 GS/s

この表から分かるとおり、2つのチャンネルを結合すると、最高サンプリング速度が 20 GS/sになります。 ただし、チャンネル 1
と 2、またはチャンネル 3と 4の組み合わせでは 10 GS/sにしかなりません。原則として、最初の入力としてチャンネル 1または
2を選択し、2番目の入力としてチャンネル 3または 4を選択してください。 
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最高サンプリング速度の詳細については、仕様の捕捉モードを参照してください。 

 

チャンネルを結合するには 

1. メニュー・バーの[Timebase]にタッチし、[Horizontal]セットアップ・ダイアログを開きます。 

2. [Active Channels]で、4、2または[Auto]にタッチします。各ボタンの隣に最高サンプリング速度が表示されます。 

 

SMART メモリ 
LeCroyの SMART メモリは、™ タイム・ウインドウを表示するときに、エイリアシングの発生を抑えながら時間分解能を最高に
保つための機能です。SMART メモリには次のようなメリットがあります。 

• 必要に応じて捕捉メモリが自動的に割り当てられます。 

• メモリ・サイズの最適化:[Set Maximum Memory 最大メモリの設定]を選択すると、エイリアシングの発生を抑えなが
ら最高サンプリング速度を実現できるようにメモリが最適化されます。最大 48 Mptsのメモリを設定することができま
す。 

• [Fixed Sample Rate 固定サンプリング速度]を選択すると、特定のサンプリング速度を前提条件として、タイムベー
スに必要なメモリ量を自動的に計算することができます。 

• 捕捉過程の全体が画面に表示されます。 

• 高速コンパクションの実行時に波形の重要な特性がすべて表示されます。 

最大 48 Mptsのメモリを設定することができます。 

SMART メモリを設定するには 

1. メニュー・バーの[TimeBase タイムベース ]をタッチし、プル・ダウン・メニューから[Smart Mem Setup... SMART メ
モリのセットアップ]を選択します。 

2. [SMART Memory SMART メモリ]をタッチします。 

3. [TimeBase Mode タイムベース・モード]セクション内の[Set Maximum Memory 最大メモリの設定]ボタンまたは
[Fixed Sample Rate 固定サンプリング速度]ボタンにタッチします。選択したモードに関する説明が各ボタンの下に
表示されます。スクロール・ボタンの下には、計算されたメモリ量と各サンプリング・ポイントあたりの時間が表示され

ます。 

4. [Time/Division 時間/div] データ入力フィールド内部をタッチし、時間分割を設定します。 

注意：波形を捕捉している場合は、別のモードを選択するたびにサンプリング速度が変わります。 

5. シーケンス・モードを選択した場合は、[Num Segments セグメント数]データ入力フィールドの内部をタッチし、ポップ
アップ数値キーパッドを使用してセグメント数を入力します。タイムアウト条件を設定する場合は、[Enable Timeout 
タイムアウトを有効にする]チェック・ボックスをオンにした後、[Timeout タイムアウト]データ入力フィールドの内部をタ
ッチし、ポップアップ数値キーパッドを使用してタイムアウト時間を入力します。 

 

 

トリガ 

トリガのセットアップに関するガイドライン 
 

トリガ・モード 

AUTO(オート)モードでは、トリガが発生しなくても、オシロスコープによる掃引が実行されます。信号を通じてによってトリガが発
生しない場合でも、内蔵タイマーによって掃引処理が起動され、新しい波形が表示されます。 

NORMAL(ノーマル)モードでは、入力信号が事前に設定されたトリガ・ポイントに達した場合のみ、オシロスコープによる掃引が実
行されます。それ以外の場合は、最後に捕捉された波形が表示されます。 

SINGLE（シングル）モードでは、ボタンを押すたびに、掃引処理が 1回だけ実行されます。 

STOP（ストップ）モードでは、上記の 3モードの 1つが選択されるまで、すべての掃引処理が抑止されます。 

トリガのタイプ 
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利用可能なトリガのタイプを下記に示します。 

 

エッジ・トリガは基本的なトリガであり、波形の基本的な特性や条件（正のスロープ、負のスロープ、ホールドオフな

ど）に基づいてトリガされます。  

 

パルス幅トリガは LeCroyのスマート・トリガ Rの 1つであり、電圧レベルによって制限される正方向または負方
向のパルス幅を定義する機能があります。また、パルス幅と電圧の範囲を指定することもできます。 指定した範囲
の内側または外側でトリガが発生します。 

 

グリッチ・トリガもスマート・トリガのひとつで、パルス幅トリガを単純にしたものです。一定のパルス幅またはパルス

幅の範囲のみをトリガ条件として指定する場合は、グリッチ・トリガを使用することができます。グリッチ・トリガに

は、電圧レベルまたは電圧範囲に関する条件を設定する機能はありません。 

 

グリッチ・トリガはパルス幅をトリガ条件としますが、インターバル・トリガはパルス間隔（パルス周期）をトリガ条件

とします-パルス間隔とは、同じ極性を持つ 2つの連続したエッジ（正から正、負から負）間の時間を指します。イン
ターバル・トリガを使用すると、指定した間隔よりもパルス間隔が小さい場合、または指定した間隔よりもパルス間

隔が大きい場合に、トリガを発生させることができます。また、パルス間隔が指定した範囲の内側または外側にあ

る場合に、トリガを発生させることもできます-(パルス間隔による除外トリガ)。 

 

クオリファイ・トリガはエッジ条件で制限されたスマート・トリガであり、1つの信号の正トランジションまたは負トラン
ジションに基づいて、トリガのソースである 2番目の信号を有効にすることができます。クオリファイ・トリガでは、ト
ランジションが発生してからトリガが発生するまでの遅延時間またはイベント数を指定することもできます。 

 

ステート・トリガは電圧レベル条件で制限されたスマート・トリガです。指定された電圧レベルの上または下に制限

信号値がある場合に限り、トリガが発生します。ステート・トリガでは、指定された電圧レベルの上または下に信号

値が変化してからトリガが発生するまでの遅延時間またはイベント数を指定することもできます。 

 

ドロップ・アウト・トリガは主にシングルショット・モードで使用されるトリガであり、事前に設定されたトリガ・ディレイ

に基づいて、信号の消失を検出する機能があります。ドロップアウト・トリガは、最後のトリガ・ソース・トランジション

が発生した後、タイムアウト期間の最後に生成されます。タイムアウト期間は、2ナノ秒～20秒の範囲で設定する
ことができます。 

 

パターン・トリガでは、5つのチャンネル入力（CH1, CH2, CH3, CH4, EXT）の論理結合（パターン）に基づいて、ト
リガを発生させることができます。論理結合を定義するために、4種類のブール演算子（AND, NAND, OR, NOR）
が用意されています。 また、個々のチャンネル入力ごとに、論理電圧レベルの上限と下限を定義することができま
す。 

トリガ・レベル、カップリング、ソースの設定 

トリガ・レベルは、トリガ回路によってイベントが生成されるときのソース電圧（トリガ条件を満たす入力信号変化）を意味します。

指定されたトリガ・レベルは、特定のトリガ・ソースと関連付けられます。 

トリガ・レベルはボルト単位で指定されます。 垂直軸のゲインまたは位置を変更しても、通常、トリガ・レベルは変わりません。トリ
ガ・レベルの振幅と範囲には次のような制限があります。 

• 1つのチャンネルをトリガ・ソースとする場合は画面上で±5 div 

• EXTをトリガ・ソースとする場合は±400 mV 

• EXT/10をトリガ・ソースとする場合は±4 V 

• EXT*10をトリガ・ソースとする場合は±40 mV 

• LINEをトリガ・ソースとする場合は、ゼロ交差が使用される。 

カップリングは、トリガ回路の入力における信号カップリングのタイプを指します。本機は帯域幅が非常に高いため、トリガのカッ

プリングとして選択できるのは DC 50Ωのみです。ただし、テスト中にグランド・レベルを目で確認したい場合は、チャンネルをい
つでも GROUNDカップリングに切り替えることができます。 

DCカップリングでは、信号のすべての周波数要素がトリガ回路に結合されて高周波バーストが生成されます。 

特定のトリガ・イベントを生成するときにトリガ電圧が遷移する方向は、スロープによって決まります。正または負のスロープを指

定することができます。カップリングと同様に、指定されたスロープは、特定のトリガ・ソースと関連付けられます。 



 

26 

 
エッジ・トリガは、指定されたレベルに基づき、特定のエッジに対して動作します。正または負のスロープは、 グリッドの右下に常
時表示されるトリガ・ラベルに 明示されます。  

トリガ・ソース 

[Trigger On]をオンにすると、次のいずれかをトリガ・ソースとして使用できるようになります。 

• 捕捉チャンネル信号(CH 1, CH 2, CH 3, CH 4)を電圧ゲイン、カップリング、帯域幅で補正した値 

• オシロスコープに電力を供給するライン電圧(LINE)。ラインと同期させて信号を安定的に表示する場合は、LINEをト
リガ・ソースとして使用してください。LINEを使用する場合、カップリングとレベルの設定は無視されます。 

• EXT BNCコネクタに供給される信号(EXT)。有効なトリガ・レベルの範囲は、EXTをトリガ・ソースとする場合は±400 
mV、EXT/10をトリガ・ソースとする場合は±4 Vになります。 

• 論理パターン 

レベル 

トリガ・レベルは、トリガ回路によってイベントが生成されるときのソース電圧（トリガ条件を満たす入力信号変化）を意味します。

指定されたトリガ・レベルは、特定のトリガ・ソースと関連付けられます。トリガ・レベルはボルト単位で指定されます。 垂直軸のゲ
インまたは位置を変更しても、通常、トリガ・レベルは変わりません。 

トリガ・レベルの振幅と範囲には次のような制限があります。 

• 1つのチャンネルをトリガ・ソースとする場合は画面上で±5 div 

• EXTをトリガ・ソースとする場合は±400 mV 

• EXT/10をトリガ・ソースとする場合は±4 V 

• EXT*10をトリガ・ソースとする場合は±40 mV 

• LINEをトリガ・ソースとする場合は、ゼロ交差が使用される。 

注意: 指定されたパラメータのうち、各トリガ・ソースの複数のトリガ・モード間で受け渡されるときに値が変更されないパラメータ
は、トリガ・レベルとカップリングのみです。 

時間またはイベントによるホールドオフ 

ホールドオフはエッジ・トリガの追加条件であり、時間間隔またはイベント数で表されます。ホールドオフ条件を指定すると、最後

のトリガが発生した後、一定の時間が経過するまで、または一定数のイベントが発生するまで、トリガ回路が無効になります。イ

ベント数とは、トリガ条件が満たされる回数です。ホールドオフ条件が満了になるか、他のトリガ条件が満たされると、トリガ回路

が再び有効になります。  

反復的な合成波形について、トリガ回路を安定させたい場合は、ホールドオフ条件を設定してください。たとえば、サブ信号の数

または持続時間が判っている場合は、適切なホールドオフ値を指定することで、それらのサブ信号を排除することができます。ク

オリファイ・トリガは、ホールドオフと同様の条件に基づいて動作します。 

 

時間によるホールドオフ  

連続した個々のトリガ・イベント間の時間に一定の条件を適用すると、反復的な合成波形を安定的に表示できる場合があります。

イベント間の間隔を制限する要因は、入力信号、カップリング、機器の帯域幅だけです。正または負のスロープを選択し、トリガ

間の最小間隔（ホールドオフ時間）を指定すると、直前のトリガ以降にホールドオフ時間が経過した後、トリガ条件が満たされた

場合に限り、トリガが発生します。指定できるホールドオフ時間の範囲は、2ナノ秒～20秒です。ホールドオフ時間はトリガが発
生するたびに初期化され、ホールドオフ・タイマーが再開されます。 
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時間によるホールドオフが設定されたエッジ・トリガ：トリガ・ソース上の太いエッジは、正のスロープが選択されたことを示します。
破線の上矢印は、通常の条件のもとで発生するはずのトリガを示します。太い上矢印は、ホールドオフ時間が経過した結果、実
際のトリガが発生した位置を示します。  

 

イベントによるホールドオフ  

正または負のスロープを選択し、トリガ間のイベント数（直前のトリガの後でトリガ条件が満たされる回数）を指定すると、直前のト

リガ以降に指定の回数のイベントが発生した後、トリガ条件が満たされた場合に限り、トリガが発生します。このイベント数は、ト

リガが発生するたびに初期化されます。たとえば、イベント数が 2である場合は、3回目のイベントでトリガが発生します。指定で
きるイベント数の範囲は、1～1,000,000,000です。  

  
イベントによるホールドオフが設定されたエッジ・トリガ（この例では、イベント数＝2）：トリガ・ソース上の太いエッジは、正のスロ
ープが選択されたことを示します。破線の上矢印は、通常の条件のもとで発生するはずのトリガを示します。太い上矢印は、指
定の回数のイベントが発生した結果、実際のトリガが発生した位置を示します。 

 

補助入力トリガ 
X-Streamオシロスコープには、補助入力にトリガ条件を設定するオプション機能があります。このオプション機能を選択すると、
補助入力トリガのセットアップ情報がチャンネル 3に転送され、C3ラベルの一番上に"Aux"と表示されます。 

注意  

WavePro 7000シリーズオシロスコープで補助入力トリガを選択し、外部信号を入力しない場合には、機器は動作しません。 

補助入力トリガをセットアップするには 

1. メニューバーの[Trigger]にタッチし、次にドロップダウン・メニューから[Trigger Setup...]を選択します。 

2. [View AUX IN on Channel 3] チェック・ボックスの内側にタッチします。[Coupling]フィールドが無効になります。 

3. フロント・パネル上の CH3ボタンを押してチャンネル 3をオンにし、セットアップ・ダイアログを表示します。 

4. チャンネル 3のセットアップ・ダイアログ内で、補助入力の垂直軸を設定します。 
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はじめに 

オンライン・ヘルプの使い方 

テキストのスタイル 
下線付きの緑の斜体文字（ポップアップ）をクリックすると、ポップアップ・テキストまたは画像が呼び出されます。 もう一度ポップ
アップ・テキストをクリックすれば、ポップアップ・テキストや画像は消えます。 

リンクは、今読んでいるヘルプのページを離れて、他のトピックスや URLあるいは画像に飛びます。リンクが設定されているテキ
ストは、 リンク下線付きの青文字で示されています。 ジャンプした後、元に戻るには、画面上部のツールバーにある[戻る]アイコ
ンをクリックしてください。 Backアイコンをクリックするごとに、ひとつ前のヘルプ画面に戻ります。 

 

機器のヘルプ 

フロント・パネルの HELPボタン を押すか、下面上の Helpボタン にタッチすると、メニューが現れます。 ヘル
プには、情報を自動的に選び出すモードと、自分で検索するモードがあります。 

コンテキスト・センシティブ・ヘルプは、何かの情報が必要なときに、関連情報が自動的に選び出されるヘルプのことをいいます

が、このモードにするには、プル・ダウン・メニューの にタッチした後、情報を必要とするつまみやボタン、

あるいはメニュー画面のボタンなどにタッチしてください。 それに関連する情報が自動的に表示されます。 

画面に表示されていないものに関する情報を知りたい場合は、プル・ダウン・メニュー内のボタンにタッチして、オンライン・ヘル

プ・マニュアルを表示してください。 

Contents は目次を表示します。 

Index はキーワードを表示します。 

Search は入力したキーワードを探して示します。 

www.LeCroy.com は、アプリケーション資料などの有用な情報が掲載されている LeCroyのホ
ームページに接続します。 この機能を利用するには、機器の DSOをイーサネット・ポート（リア・パ
ネル)のアイテム 8）を利用してインターネットに接続していなければなりません。 設定方法につい
ては、リモート通信 を参照してください。 

Aboutは、[Status]ダイアログを表示し、ソフトウェア・バージョンとその他のシステム情報を示しま
す。 

ヘルプ・ウィンドウは一度開くと、目次や索引などの表示領域であるナビゲーション・ペインを表示します。ヘルプ・ウィンドウの外

にタッチすると、このナビゲーション・ペインが消えて、信号をより詳細に示します。 元に戻るには、最上部の表示アイコンにタッ
チするか、ヘルプ情報ペインの内側にタッチしてください。 

 

Windowsのヘルプ 
機器のヘルプに加えて、Microsoft® Windows®のヘルプも利用することができます。 このヘルプを見るには、オシロスコープ・
アプリケーションを最小化してから、画面下にあるWindowsタスク・バーの[スタート]ボタンにタッチして、[ヘルプ]を選択してくだ
さい。 

 

 

修理、校正及びオプション追加のための機器の返送 

レクロイ製品を返送する場合、不具合の内容、お名前、電話番号と共に、モデル・ナンバーおよびシリアル・ナンバーを明記して、

最寄りのサービスセンターに返送してください。 
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製品を返送する場合は、納品時に使用した輸送用ダンボールをご利用ください。 そのダンボールが利用できない場合は、最低
4インチ（10cm）の衝撃緩和材にスコープを包み、そのまま硬い輸送用ダンボールに入れて返送してください。尚、輸送用の梱
包箱は弊社でも用意しておりますので、ご依頼ください｡  

保証期間経過後の修理の場合は、修理にかかった部品代と技術料及び輸送費を請求させていただきます。  

 

 

テクニカル・サポート 

お客様は、インストール、校正、およびソフトウェア・アプリケーション全般にわたって、サービスセンターからサポートを受けること

ができます。下記のサービスセンターにご連絡いただくか、レクロイ･ジャパンのWebサイト http://www.lecroy.comを参照くださ
い。 

 

 

機器のアップデート 

使用している機器の性能を最新の仕様に維持するには、少なくとも年に 1回は機器のキャリブレーションをレクロ社に依頼してく
ださい。レクロイ社は、機器の機能や操作性を絶えず改良して機器を最新の性能に維持しています。保証期間内であれば、ファ

ームウェアおよびソフトウェアの両方を無料でアップグレードすることができます。 

また、購入していただいたソフトウェアは機器本体を工場に返却することなく自分でインストールすることができます。機器のシリ

アル番号と ID、およびインストールするソフトウェアのバージョン番号をお知らせいただくと、一意のオプション・キーを与えられま
す。コードからなるこのオプション・キーを Utilities' Optionsダイアログに入力するだけでそのソフトウェア・オプションをインストー
ルすることができます。 

 

 

保証 

本機はお客様に納入した時点から 1年間、仕様を越えない範囲での通常の使用および操作に対して保証されています。 レクロ
イ社は保証期間内に当社のサービスセンターに返送された製品を修理または（当社の判断により）交換いたします。 ただし、上
記保証の適用は通常の使用範囲内での故障であり、お客様の誤った使用、保守の不備、事故、または異常な状態あるいは運

用によるものは適用外となります。  

レクロイ社は、a)レクロイ社代理人以外による修理または設置、b)互換性のない機器への不正な接続、c)レクロイ社以外の製品
を使用したことによる障害または誤動作のいずれにより生じた不具合、損傷、故障に対しても一切の責任を負いません。 また、
レクロイ社は、作業期間が増加しオシロスコープの提供が困難になるような変更や統合を行った製品を修理・点検する義務を負

いません。予備部品、交換部品、および実施した修理に対する保証はすべて 90日です。  

オシロスコープのファームウェアは十分にテストされており、問題なく機能することが確認されています。 ただし、ファームウェア
には、機能の詳細に関していかなる保証も適用されません。 予備部品、交換部品、および実施した修理に対する保証はすべて
90日です。レクロイ社製以外の製品については、製造元の保証だけが適用されます。  

 

 

著作権 
©2004 by LeCroy Corporation. All rights reserved. 

LeCroy、ActiveDSO、ProBus、SMART Trigger、JitterTrack、WavePro、WaveMaster、およびWaverunnerは、LeCroy 
Corporationの登録商標です。 本書に記載の情報は、前のすべての版に優先します。 仕様は、予告なしに変更されることがあ
ります。 

LeCroy Corporation 
700 Chestnut Ridge Road 
Chestnut Ridge, NY 10977-6499 

Tel: (845) 578 6020 
Fax: (845) 578 5985 

Internet: www.lecroy.com 
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ISO 
9001:2000 
FM 65813 

Manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System 

 

Windowsライセンス契約 
レクロイ社と Microsoft社との契約により、波形の測定、解析、または保存に関連しないソフトウェアを LeCroy X-Streamオシロ
スコープ上で実行することは禁止されています。 

 

LECROY® X-STREAM™ソフトウェアに関するエンドユーザー・ライセンス契約書 
重要－以下の内容を注意してお読みください： 本エンドユーザー・ライセンス契約書（以下「本 EULA」といいます）は、本 EULA
に付属するソフトウェア製品に関して、その使用を許諾する個人または法人（以下「お客様」といいます）と LECROY 
CORPORATION（以下「LECROY」といいます）との間に締結される法的な契約書です。 本ソフトウェア製品は、コンピュータ・
プログラム、LECROYによって提供される一切の「オンライン」または電子文書および印刷物（以下「ドキュメンテーション」といい
ます）、関連媒体、ならびに一切のアップデート（以下に定義します）を含みます（以下、これらを総称して「本ソフトウェア製品」と

いいます）。 本ソフトウェア製品の全部または一部と機器との併用、もしくは本ソフトウェア製品の全部または一部を含む機器の
使用、または本ソフトウェア製品の全部または一部のインストール、複製、もしくはその他のご使用によって、お客様は、本

EULAの条項に拘束されることを承諾されたものとします。 お客様が本 EULAの各条項に同意されない場合、お客様は、本ソ
フトウェア製品をインストール、複製、またはその他の方法で使用してはなりません；この場合、お客様は、ご購入先に本ソフトウ

ェア製品を返却し、払い戻しを受けることができます。 さらに、LECROYが本ソフトウェア製品の一部としてお客様に別途提供
する、本ソフトウェア製品の一切の修正、追加機能、新版、バグ・フィックス、またはその他のコンポーネント（以下「アップデート」

といいます）をインストール、複製、またはその他の方法で使用することによって、お客様は、本アップデートに付属する一切の追

加ライセンス条項に拘束されることを承諾されたものとします。 お客様がかかる追加ライセンス条項に同意されない場合、お客
様は、本アップデートをインストール、複製、またはその他方法で使用してはなりません。   

両当事者は、現在及び将来において、本契約書およびすべての関連するドキュメンテーションが英語で作成されることを確認し

ます。  

1. ライセンスの許諾   

1.1 ライセンスの許諾 本 EULAの条項、およびすべての適用される費用をお支払いいただくことにより、LeCroyは、お客様に
対し、以下の行為を行うための非独占的な譲渡不可ライセンス（以下「本ライセンス」といいます）を許諾します： (a) オブジェクト・
コード形式で提供またはインストールされた本ソフトウェア製品を、お客様自身の以下の内部業務目的で動作させること； (i) 
LeCroyによって提供または製造された機器（以下「機器」といいます）の中で使用すること、または前記機器と併用すること (ii) 
機器に連動して動作するよう設計された、お客様のソフトウェア製品（お客様のみがご使用になれます）（以下「お客様のソフトウ

ェア」といいます）をテストすること、および (iii)アーカイブおよびバックアップの目的で、コピーを 1部作成すること； (b)本ドキュメ
ンテーションのコピーを作成および使用すること；ただし、前述のコピーは、お客様による本ソフトウェア製品の許諾されたご使用

に関連してのみ使用されるものとします；および、前述のコピーは、いかなる第三者にも再発行または頒布（ハードコピーまたは

電子書式のいずれかを問いません）してはならないものとします； および (c) 本ソフトウェア製品の、本ドキュメンテーションで「サ
ンプル」と規定および識別された部分のソース・コード版（以下「サンプル・コード」といいます）の派生著作物（以下「デリバティブ」

といいます）を、お客様のソフトウェアを設計、開発、およびテストする目的に限り、複製、修正、強化、および作成すること。 お客
様が法人である場合、お客様によって指名された、お客様の組織に属する 1人の個人のみが、本ライセンスを実行することがで
きることとします；ただし、お客様の組織に属する別の複数の個人が、第１節.1(c)(ii)に従って許諾された、サンプル・コードの再
製および頒布に関する補助を行ってもよいこととします。 お客様に明示的に付与されていないすべての権利は、LeCroyが留保
します。 ここに規定された使用目的以外のいかなる使用目的にも、本契約書に従ってライセンスが許諾されることはありません。
さらに、LeCroyの明確な事前の書面による承諾なくして、ライセンスが、他の製品またはサービス（機器およびお客様のソフトウ
ェアを除きます）との併用、または前記製品またはサービスに関連する使用のために許諾されることはありません。 本ソフトウェ
ア製品は、1つの製品として許諾されます。 本ソフトウェア製品の構成部分を分離して、複数のユーザーが使用することはでき
ません。 本 EULAは、お客様に対し、LeCroyの一切の商標またはサービス・マークに関連するいかなる権利をも付与しません。 
本ソフトウェア製品は、著作権法および国際著作権条約、ならびにその他の知的財産法および知的財産条約によって保護され

ています。 本ソフトウェア製品は、許諾されるものであり、販売されるものではありません。 印刷された紙版の本 EULAの各条
項は、本ソフトウェア製品に収録され、画面上に現れる一切のライセンス条項に優先するものとします。 
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1.2 アップグレード 本ソフトウェア製品に「アップグレード」の名称（または他の類似する名称）が付されている場合、本ライセンス
は無効になり、LeCroyが前記アップグレードに対して適格であると認める製品（以下「基本となる製品」といいます）の使用がお
客様に適切に許諾されない限り、お客様には本ソフトウェア製品の使用権またはそれへのアクセス権がありません。 「アップグ
レード」の名称が付されたソフトウェア製品は、基本となる製品の代替および/または補足となるものです。 お客様は、本 EULA
に従ってのみ、アップグレードの結果として得られた製品をご使用になることができます。 本ソフトウェア製品が、1つの製品とし
ての使用がお客様に許諾されたパッケージ・ソフトウェア・プログラムのコンポーネントのアップグレードである場合、本ソフトウェ

ア製品は、かかる 1つの製品パッケージの一部としてのみ使用および譲渡することができ、分離して複数のコンピュータで使用
することはできません。 

1.3. 制限 本 EULAで明確に許諾された場合を除き、お客様は直接または間接的に (a) いかなる機密情報を用いても、本ソフト
ウェア製品または本ドキュメンテーションのいずれかに類似する、いかなるソフトウェアまたはドキュメンテーションをも作成しな

い；(b)一切のサービス・ビューロー処理において、本ソフトウェア製品の抵当入れ、譲渡、レンタル、リース、共同使用、または使
用を行わない；(c)本ソフトウェア製品または本ドキュメンテーションの複製（アーカイブの目的を除きます）、頒布、製作、改作、派
生著作物の作成、翻訳、ローカライズ、移植、またはその他の変更を行わない；(d)本ソフトウェア製品と類似または競合する機
能性を有する製品の開発もしくは販売、または前述の製品の開発もしくは販売を計画する、一切の団体による本ソフトウェア製

品へのアクセスを許諾しない；(e)本ソフトウェア製品に関連するベンチマーク結果を公表せず、かつ、本製品の機能、エラー、ま
たはバグを第三者に開示しない；または (f) いかなる第三者にも、条項 (a)～(e) で禁止された一切の行為への従事を許諾しな
いこととします。 前記禁止にもかかわらず、譲渡が許諾される裁判管轄区では、お客様が本ソフトウェア製品のすべてのコピー
だけでなく本 EULAのコピーを 1部譲渡された場合に限り、譲渡が有効になり、その結果、お客様が本ソフトウェア製品をご使
用になる権利は消滅します。 本節 1.3に記述された場合を除き、お客様に対し、(i) 本ソフトウェア製品のデコンパイル、逆アセ
ンブル、リバース・コンパイル、リバース・アセンブル、逆翻訳、またはその他のリバース・エンジニアリング、(ii) 本ソフトウェア製
品のソース・コードまたは本ソフトウェア製品中の企業秘密を見出すために、何らかの類似手段を用いること、または (iii) その他、
本ソフトウェア製品へのアクセスを管理するいかなる技術的措置をも迂回することは許諾されません。 以下の場合に限り、お客
様は、相互運用性を達成するために必要なかかる要素を識別および解析する唯一の目的（以下「許諾された目的」といいます）

で、リバース・エンジニアリングまたは本ソフトウェア製品を保護する技術的措置の迂回を行うことができることとします： (A) 前記
行為が、許諾された目的を達成するために必要であり、かつ米国法典第 17編による侵害行為を構成しない場合；(B) かかる迂
回が、本ソフトウェア製品のかかる部分、および、許諾された目的を達成するために必要な行為に限定される場合； (C)前記行
為によって得られる情報が、お客様にただちにご利用いただける状態になっていないか、または、お客様が LeCroyに前述の情
報を提供するよう書面により要求された後、妥当な期間内に LeCroyによって提供されなかった場合；(D) 得られた情報が、許諾
された目的を達成するために必要である可能性がある場合を除き、許諾された目的以外のいかなる目的にも使用されず、かつ、

いかなる他者にも開示されない場合；および (E) 得られた情報を用いて、(1) 本ソフトウェア製品を他のコンピュータ言語で表現
するなど、表現が本ソフトウェア製品と大幅に類似するコンピュータ・プログラムを作成しない、または (2) 本ソフトウェア製品中
に含まれる、LeCroyの知的財産権によって制限された、他のいかなる行為をも行わない場合。 本 EULAでは、「相互運用性」
は、米国法典第 17編、デジタル・ミレニアム著作権法第 1201条(f)の定義、すなわち、コンピュータ・プログラムの情報交換能力、
および、かかるプログラムが交換された情報を相互に使用する能力と同義であることとします。 

1.4 プレリリース・コード 本ソフトウェア製品は、出荷前のコード（以下「プレリリース・コード」といいます）と識別される部分を含む
場合があります。 プレリリース・コードは、最終的な、一般的に利用可能な製品版の性能および互換性の水準に達しておりませ
ん。 本プレリリース・コードは、正確に動作しないことがあり、また製品版として最初に出荷される前に大幅な修正が加えられるこ
とがあります。 LeCroyは、本プレリリース・コードの本バージョンまたはその一切の後継バージョンを、製品版として利用可能に
する義務を負いません。 本プレリリース・コードに関するライセンスは、LeCroyによって本プレリリース・コードが製品版としてリリ
ースされ、利用可能になると同時に消滅します。 

2. サポート・サービス  

LeCroyは、独自の判断により、本ソフトウェア製品のアップデートを提供する場合があります。 LeCroyは、本ソフトウェア製品
を改訂もしくはアップデートする義務、または本ソフトウェア製品のいかなるバージョンをもサポートする義務を負わないものとし

ます。 LeCroyは、独自の判断により、お客様からの要求に応じて、本ドキュメンテーションに記述された LeCroyの方針および
計画に従い、または、その時点で有効な別の手段により、本ソフトウェア製品に関連するサポート・サービス（以下「本サポート・

サービス」といいます）をお客様に提供する場合があります。かかるサポート・サービスは、それに対する料金が必要な場合、

LeCroyが定める、その時点現在の料金に従うものとします。 本サポート・サービスに従ってお客様に提供されたアップデートま
たは他の補足的なソフトウェア・コードは、いずれも本ソフトウェア製品の一部と見なされ、本 EULAの条項に従うものとします。 
LeCroyは、LeCroyによるサポート・サービス提供中に、お客様から LeCroyに提供された一切の技術情報を、製品のサポート
および開発を含む LeCroyの業務目的に使用する場合があります。 ただし、LeCroyは、前述の技術情報を、お客様を個人的
に特定することとなる方法で利用しないものとします。 

3. 所有権  

3.1 権利および権原 本ソフトウェア製品およびドキュメンテーションに対する権利、権原、および利権（本ソフトウェア製品で具現
または具体化された、一切の知的財産権またはその他の所有権、イメージ、アイコン、写真、テキスト、および「アプレット」を含み

ますが、それだけに限定されません；以下、これらを総称して「コンテンツ」といいます）、すべての派生著作物、ならびにそれらの

一切のコピーは、LeCroyおよび/もしくはコンテンツの使用許諾者、または第三者である供給者によって所有され、当該著作権
法および著作権条約、またはその他の知的財産法および知的財産条約によって保護されています。 お客様は、前記権原およ
び所有権に反する一切の行為を行わないこととします。 本 EULAは、お客様に対し、本 EULAに従って許諾されたライセンスを
適切に行使する範囲を超えてかかるコンテンツを使用する権利を付与するものではなく、LeCroyは、かかる行為に対して、法的
であるか否かを問わず、責任を負わないものとします。 
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3.2 知的財産権保護 お客様は、本ソフトウェア製品もしくはドキュメンテーション、または、それらのコピーに含まれる、印刷物ま
たは画面上の著作権、企業秘密、所有権、またはその他の法的通知の一切を、改ざんまたは削除してはなりません。 

3.3 機密保持 本 EULAによって付与された特定の権利を除き、両当事者はいずれも、開示する当事者の書面による承諾なくし
て、相手当事者の一切の機密情報（以下に定義します）を使用または開示してはならないものとします。 いずれか一方の当事者
から機密情報を受け取る相手方当事者は、かかる機密情報へのアクセス権を持つその従業員およびコンサルタントが書面によ

りかかる機密情報を開示しないことに同意することを徹底させるなど、商業的に正当な最大限の注意払って機密情報を保護しな

ければなりません。 お客様は、お客様の従業員およびコンサルタントによる、機密保持の一切の不履行に対して、責任を負わな
ければなりません。 開示する当事者の請求後 10日以内に、かつ、開示する当事者独自の裁量により、入手する当事者は、開
示する当事者に、一切の機密情報、ならびに入手する当事者によって前記機密情報をもとに作成されたすべての情報、記録、

および資料の原本および複製を返却するか、または同上のものを破棄しなければなりません。ただし、本 EULAが明示的に、入
手する当事者に対して継続的な保有権を与える機密情報は、これに含まれません。 いずれか一方の当事者は、相手方当事者
の事前の承諾なくして、本 EULAの一般的な性質に限り開示できるものとし、具体的な金銭的条件を開示してはならないものと
します；ただし、いずれか一方の当事者は、金融取引に関連して、資金供与者が本 EULAの機密を保持することに同意するとい
う条件で、任意の資金供与者に本 EULAのコピーを 1部提供してもよいこととします。 本 EULAのいかなる事項も、入手する当
事者が行政機関の合法な要求に従って、または法の運用によって開示が求められた場合に、機密情報の全部または一部を必

要に応じて開示することを妨げません；ただし、入手する当事者は、かかる一切の開示に先立ち、以下を行うための適切な努力

を払うものとします。(a) ただちに、開示する当事者にかかる開示要求を書面により通知すること、および (b) 開示する当事者と
十分に協力して、かかる一切の開示に対する保護を行うこと、または保護的な指示を得ること。 本節 4.3に対する違反が犯され
た場合、損害賠償金は、救済手段として十分ではなく、このため、いずれか一方の当事者は、保釈金を支払う必要性が一切適

用されない、かかる違反または徴候のある違反に対して、その他一切の慣習法または衡平法上の救済手段の他に、禁止命令

または衡平法上の同様の救済措置を求める権利を有することとします。 「機密情報」という語句は、本 EULA で用いられる場合、
LeCroy の新製品に関する LeCroy価格または情報、LeCroyの企業秘密（本ソフトウェア製品に収録された、またはそれによっ
て作成された、すべての内部ヘッダ情報、すべてのベンチマークおよび性能試験結果、ならびにすべてのドキュメンテーションを

含みますがこれに限定されません）および LeCroyのその他の極秘情報、ならびに、本 EULAに関連して LeCroyもしくはその
代理人、またはお客様によって開示され、かつ (i) 書面により開示され、かつ、開示時に「秘密」と表示され、または (ii) 思慮分別
のある人物が情報の性質および機密性を理解できるような、他の一切の方法によって開示された一切の企業情報、マーケティ

ング情報、または技術情報を意味します。 機密情報は、以下の情報を含みません；(A) 入手する当事者が、開示する当事者に
対して機密保持の義務を負うことなく、すでに所有している情報、(B) 今後、開示する当事者に対して個々の一切の非開示義務
の不履行が生じることなく、第三者によって、入手する当事者に合法的に提供される情報、(C) 本 EULA の不履行が生じること
なく公知となっている情報、(d) 後の開示を制限することなく、開示する当事者によって第三者に提供された情報、または (e) 本
機密情報を参照することなく、または本機密情報に依存することなく、入手する当事者によって独力で作成された情報 

4. 終了   

本 EULAは、その各条項に従ってそれが終了する日まで有効に存続するものとします。 お客様は、本 EULAをいつでも終了さ
せることができます。 本 EULAは、さらに、お客様が本 EULAの各条項のいずれかに違反した場合、終了するものとします。 お
客様は、本 EULAが何らかの理由で終了する場合、本ライセンスはただちに消滅し、お客様の所有または管理下にある、インス
トールされているか否かを問わない本ソフトウェア製品（およびすべての派生著作物）のすべてのコピー、本ドキュメンテーション、

ならびに本機密情報（および前記一切のすべての派生著作物）がお客様によって破棄されることに同意するものとします。 第 1
節 3、第 4、6、7、8、および 9節は、本文書の終了または満了のいずれの後も、存続するものとします。 

5. 米国政府による権利の制限  

本ソフトウェア製品またはドキュメンテーションのいずれかが、米国政府の部署または機関（以下、かかる一切の部署または機

関を「政府」といいます）により、またはかかる政府に代わって入手された場合、政府は、本ソフトウェア製品またはドキュメンテー

ションが「商業用コンピュータ・ソフトウェア」または「商業用コンピュータ・ソフトウェア・ドキュメンテーション」であることに同意し、

また、前記に反する内容が書面により同意されていなければ、本ソフトウェア製品またはドキュメンテーションに関する政府の権

利は、民事機関によって使用される場合には、FARの条項 52.227.19に定義された「制限的権利」に相当し、国防総省による
使用には、DFARSの条項 227.7202に従って、本 EULAの条件によって制限されるものとします。 政府による本ソフトウェア製
品またはドキュメンテーションの使用は、本ソフトウェア製品およびドキュメンテーションについての LeCroyの所有権を承認する
行為を構成する要素となります。 製造者は、700 Chestnut Ridge Road、Chestnut Ridge、NY 10977 USAに所在する
LeCroy Corporationです。 

6. 輸出規制  

お客様は、本ソフトウェア製品、その一切の部分、または本ソフトウェア製品の直接的な産物である一切のプロセスまたはサー

ビス（以下、前記を総称して「本制限的コンポーネント」といいます）を、米国の輸出規制の対象となる一切の国家、個人、法人、

またはエンドユーザーに輸出または再輸出しないことに同意することとします。 お客様は、具体的に、 (a) 米国が物品またはサ
ービスの輸出を禁止または制限している一切の国家（現在、キューバ、イラン、イラク、リビア、北朝鮮、スーダン、およびシリアを

含みますが、必ずしもこれに限定されることはありません）、または、居留地に関係なく、本制限的コンポーネントをかかる国に送

付または輸送しようとする、かかる国の一切の国民；(b) 本制限的コンポーネントが核兵器、化学兵器、または生物兵器の設計、
開発、または生産に利用されることを、お客様が認識しているかまたはそれと分かる正当な理由がある一切のエンドユーザー；

または (c) 米国政府の任意の政府機関によって米国輸出取引に参加することが禁止されている一切のエンドユーザーのいずれ
にも、本制限的コンポーネントを輸出または再輸出しないことに同意することとします。お客様は、BXAまたはその他の米国政
府機関のいずれによってもお客様の輸出特権が停止、撤回、または拒否されないことを保証および表明するものとします。 最新
の米国輸出管理規則を遵守することはお客様の責任であり、お客様は、本ソフトウェア製品、ドキュメンテーション、または、本契
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約に従って LeCroyによって提供されたその他の情報もしくは資料が当該法規に違反して輸出、またはその他の手段によりアク
セス、出荷、もしくは輸送されたというクレームから生じる一切の損害賠償、罰金、違約金、賦課金、債務、および諸費用（正当な

弁護士費用および訴訟費用を含みます）から LeCroyを保護および免責することとします。 

7. リスクの配分 

7.1 無保証 本ソフトウェア製品は、エラーを伴う製品であり、本ソフトウェア製品およびサポート・サービスは、いかなる種類の保
証をも伴うことなく、「現状のまま」提供されています。 LECROYは、自己およびその供給者を代表して、明示的か黙示的か、ま
たは口頭によるか書面によるかを問わない、本ソフトウェア製品または一切のサポート・サービスに関するすべての保証（権原、

または非侵害、商品性、1つの特定の目的に対する適合性、正確性、完全性、有効性、排他性、商品性、平穏享受、一切の特
定の目的に対する適合性についての黙示的な保証、および一切の取引過程または商習慣から暗示されるすべての保証を含み

ますが、それらに限定されません）をここに放棄します。 お客様は、LECROYによりまたは LECROYに代わっていかなる保証
もお客様に対して行われていないこと、または、別の手段によって両当事者間の契約の根拠となる保証が一切行われないことに

同意することとします。 

7.2. 責任の制限 何らかの理由に対する LECROYの損害賠償責任は、その理由がどのようなものであれ、一切のクレームまた
は訴訟の形態を問わず、本ソフトウェア製品に対してお客様が実際に支払われた金額、または 5米ドルのいずれか高いほうの
金額を上限とします；ただし、お客様が LECROYとサポート・サービス契約を締結されている場合、サポート・サービスに関する
LECROY の責任はすべて、前記契約の条件に準拠するものとします。 LECROY は、利益の損失、利用の消失、データの損失、
もしくは業務の中断、または、いかなる種類の間接的損害、特別損害、偶発的損害、派生的損害、もしくは懲罰的損害に対して、

それらが本 EULAに準拠するものであろうと、または、それらが本 EULAに準拠せず、本ソフトウェア製品、本ドキュメンテーショ
ン、もしくは本 EULAに関連して何らかの方法で生じたものであろうと、一切責任を負いません。 司法管轄区によっては、偶発
的または派生的損害についての除外または制限を認めない場合があります。このため、前記除外がお客様に適用されない場合

があります。  前記制限は、本 EULAの他のすべての条項から独立しており、ここに規定された何らかの救済手段の不履行にも
かかわらず、適用されるものとします。 

7.3 免責 お客様は、LeCroyならびにその幹部職員、取締役、系列会社、受託業者、代理店、および従業員を、お客様による本
ソフトウェア製品のご使用に起因または関連し、かかる人々に課せられたまたはかかる人々が被った一切の賦課金、損害賠償、

欠損、判決債務、損失、および債務（取立て手数料および適切な弁護士費用、ならびに専門家証人手数料および費用を含みま

す）に対して、保護、補償、および免責することとします。 

8. 一般条項 

8.1 法への準拠 お客様は、本ソフトウェア製品、および本契約に基づく義務のお客様による履行に関して、お客様が直接または
間接的に本ソフトウェア製品の使用またはそれへのアクセスを生じせしめる一切の裁判管轄のすべての法律、制定法、規則、規

制、および行政命令に従うこととします。 

8.2 代理関係の不存在 本 EULAに含まれるいかなる事項も、いずれか一方の当事者を相手方当事者の代理人または代表者
に指名せず、または、いかなる目的にも両当事者を合弁参加者または共同事業者に指名しないものとみなされます。 

8.3 完全なる合意；権利放棄；分離可能性 本 EULAは、その内容に関して両当事者間の完全なる合意を構成します。 本 EULA
の条項、本 EULAに基づく権利、権限、または特権は一切、LeCroy、その代理人、または従業員による行為、遅延、不作為、ま
たは黙認のいずれによっても放棄されたとみなされないこととします。ただし、LeCroyの認定された幹部職員によって署名され
た書面による手段によってのみ、かかる権利、権限、または特権は放棄されたとみなされます。 お客様による本 EULAの任意
の条項に対する何らかの違反または不履行についての LeCroyによる権利放棄は、他の一切の違反または不履行（かかる違
反または不履行が、同じ条項に対して行われたか他の任意の条項に対して行われたか、および、かかる権利放棄の日付以前

に行われたか、かかる日付と同じ日付に行われたか、またはかかる日付より後に行なわれたかを問いません）に関して一切無

効であることとします。 本 EULAのいずれかの条項が、管轄権を有する司法管轄区の法廷によって無効、違法、または強制不
能と宣言された場合、かかる条項は本 EULAから分離され、他のすべての条項は完全に有効であり続けるものとします。 

8.4 準拠法 裁判管轄 裁判籍 本 EULAは、法律条項の選択に関係なく、アメリカ合衆国ニューヨーク州の法律に準拠し、前記法
律に従って解釈されます。 国際動産売買に関する国際連合条約は、本 EULAに適用されません。 本 EULAに従って生じる一
切の訴訟についての専属管轄権および裁判籍は、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨークに所在する連邦および州立裁判

所に帰属し、両当事者はこれにより、かかる目的のためにかかる裁判管轄および裁判籍に従うこととします。 

8.5 譲渡 本 EULAならびにこれに基づく権利および義務は、その全部または一部を問わず、LeCroyの書面による事前の承諾
なくして、お客様によって譲渡されないものとします。ただし、お客様の事業全部を後継する者への譲渡は、この限りではありま

せん。 本 EULAのまたは本 EULAによる許諾された譲渡または移譲のいずれの場合にも、本 EULAまたはその関連条項は、
本契約両当事者の後継人、遺言執行人、相続人、代理人、遺産管理人、および譲受人に対して拘束力を持ち、かつ、かかる

人々の利益に対して効力を生じるものとします。 

8.6 通知 本 EULAに基づく LeCroyとお客様との間の通知またはその他の連絡はすべて、書面により個人宛てに配達され、承
認されたファックス、承認された電子メール、受取証明郵便（料金前払いおよび受取り証明書付き）、または全国的に認められた

速配サービスによって送付されることとします。 すべての通知は英語で行われ、受領と同時に有効となることとします。 

8.7 見出し 本 EULAで使用されている見出しは、便宜のみを目的とし、いかなる条項にも優先せず、またはいかなる条項をも変
更しないとみなされます。 
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8.8 確認 ライセンシーは、(a) 本 EULAを読み、理解したこと、(b) 自己の顧問弁護士に本 EULAを検討させる機会を与えたこと、
(c) 本 EULAが署名された契約書と同じ効力をもつこと、および (d) 本 EULAの発行は、本ソフトウェア製品または他の機密情
報を一般に公開する行為を構成するものではないことを確認します。 

 

 

ウイルス対策 

スコープはWindowsベースの PCプラットフォーム上で実行されているため、ネットワーク上にある他の PCと同じように、ウイ
ルスから保護する必要があります。スコープをWindowsの優先度の高い更新プログラムに従って最新の状態にしておくことが
重要であり、またアンチウイルス・ソフトウェアをインストールし、常に最新の情報に更新しておく必要があります。 

Windows Service Packとレクロイのオペレーティング・ソフトウェアの互換性等に関する詳細については、
http://www.lecroy.com/dsosecurityを参照してください。 
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基本操作 

代替アクセス方法 

多くの場合、ダイアログおよびツールにアクセスする方法は 2通り以上用意されています。 

 

マウスおよびキーボード操作 
このガイドブックではタッチ・スクリーン操作に焦点を当てていますが、機器にマウスが接続されている場合は、オブジェクトをクリ

ックすることもできます。 同様に、キーボードが接続されている場合は、機器から提供される仮想キーボードの代わりに使用する
ことができます。 

機器にマウスを接続する場合は、USBマウスを使用してください。 

 

ツールバー・ボタン 
このガイドブックでは、画面上部のメニューバーを使用したダイアログおよびメニューへのアクセスにも焦点を当てています。 し
かし、いくつかのダイアログでは、頻繁に使われる機能にアクセス可能な ボタンの列 があり、ダイアログにアクセスする際の操
作を 1または 2ステップ減らすことができます。 例えば、Channel Setupダイアログの下部にあるボタンは、以下の機能を実行
します。 

 

 

Measure メニューを呼び出します。 Channel Setupダイアログを終了しないで、このメニューからパラメータ
を選択できます。 パラメータは自動的にグリッドの下に表示されます。 

 
現在ダイアログが表示されているチャンネル・トレースの拡大トレースを作成します。 

 

Math メニューを呼び出します。 Channel Setupダイアログを終了しないで、このメニューから演算トレース
を選択できます。 現在ダイアログが開いているチャンネルの演算トレースが自動的に表示されます。 

 
チャンネル・トレースを次に利用可能なメモリ位置（M1～M4）にロードします。 

 
波形をグリッドに合わせる垂直スケーリングを自動的に実行します。 

 

現在ダイアログが開いているチャンネル・トレースが自動的に隣のグリッドに移動します。 表示されているグ
リッドが 1つしかない場合は、自動的に新しいグリッドが作成され、トレースが移動します。 

別の例は、これらのボタンが Measure Px ダイアログの下部に表示されている場合です。 各ボタンは、演算トレース（F1 ～ Fx）

を選択するメニューを開いて、ボタンで指定されている機能 （ , , ）を表示します。 
これらのボタンを使用すれば、Measureダイアログのまま他のオプションを設定することができます。 
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トレース・ディスクリプタ 

垂直軸と水平軸のトレース・ディスクリプタ（ラベル）がグリッドの下に表示されます。垂直軸と水平軸のトレース・ディスクリプタ（ラ

ベル）がグリッドの下に表示されます。これらの設定を変更するには、変更したい項目のラベルにタッチして、関連する設定ダイ

アログを呼び出します。 

 

チャンネル・トレース・ラベルはトレースの垂直軸の設定、およびカーソル使用中に

はカーソル情報を示します。ラベルのタイトルバーには、（SinX）/X補間、反転演算
（INV）、デスキュー（DSQ）、カップリング（DC/GND）、帯域幅制限（BWL）、平均化
（AVG）などのインジケータも示されます。これらのインジケータには、 長い表示形
式と短い表示形式 があります。 

チャンネル・トレース・ラベルの他に、演算およびパラメータ測定ラベルも表示され

ます。これらのラベルは、トレースが表示されているときにのみ表示されます。 

 

TimeBase ラベルのタイトルバーには、トリガ遅延設定が表示されます。タイトル
バーの下には、時間軸の設定とサンプリング情報が示されます。 

 

Trigger ラベルのタイトルバーには、トリガ・モード：Auto、Normal、または
Stoppedが表示されます。タイトルバーの下には、カップリング（DC）、トリガの種
類（Edge）、トリガのソース（C1）、レベル（0 mV）、スロープ（Positive）が示されま
す。 

 

TimeBaseと Triggerラベルの下には、相対時間や周波数などの水平カーソル設
定情報が表示されます。  

 
トレース･アノテーション 
ユーザーがテキストを記入した識別ラベルを波形表示に追加することができます。 

 
各波形については、複数のラベルを作成してすべてをオンに、またはすべてをオフにすることができます。また、ドラッグするか

正確な水平位置を指定して、波形上でラベルを位置決めすることができます。 

波形に注釈をつけるには 

1. 注釈を付けたい波形にタッチし、次にポップアップ・メニューの Set label... にタッチします。ダイアログ・ボックスが開
きますので、その中にラベルを作成します。この波形に最初にラベルを作成する場合、Label1にはデフォルト・テキス
トが表示されます。既存のラベルを変更する場合は、Labelsの下にあるラベルにタッチしてください。 

注意 1：注釈を付けたいトレースのダイアログが現在表示されている場合は、下部にあるラベル・ボタン（ ）にタッチ

して、トレース・アノテーション設定ダイアログを表示することができます。 

注意 2：波形のどこにでもラベルを配置することができます。ラベルには、波形上の配置ではなく、追加された順に番号が付けら
れます。 
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2. ラベルのテキストを変更したい場合は、Label Text フィールドの中にタッチします。キーボードがポップアップし、テキ
ストを入力することができます。入力し終えたらキーボードの O.K にタッチします。編集したテキストは、自動的に波形
上のラベルに現れます。 

3. ラベルを正確に配置するには、Horizontal Pos.フィールドの中にタッチし、ポップアップ/キーパッドを使用して値を入
力します。 

4. 別のラベルを追加するには、Add labelボタンにタッチします。ラベルを削除するには、リストからラベルを選択してか
ら Remove label ボタンにタッチします。 

5. ラベルが見えるようにするには、View labelsチェックボックスにタッチします。 

 

チャンネル･トレース･ラベルを表示するには 

注意：各トレースをそれぞれのグリッドに自動的に表示したい場合は、メニューバーの Displayにタッチし、次にプル・ダウン・メ
ニューの Autogridにタッチして、オートグリッドを有効にしてください。 

• フロント・パネルの のようなチャンネル選択ボタンを押して、その入力チャンネルに対する トレース・ラベル を表
示し、チャンネルをオンにします。 

• 演算機能トレースをオンにするには、ツールバーの Mathにタッチし、次にプル・ダウン・メニューから Math Setup... 
にタッチします。表示したいトレースの Onチェックボックスにタッチします。 

• Vertical Adjustダイアログの下部にあるアイコン（ 、 、, 、

）にタッチすれば、このメニューから演算機能のトレースやメモリ・トレースを素早く作成（およびトレー

ス・ラベルを表示）することができます。 

メニューバーからチャンネル・トレース、演算トレース、またはメモリ・トレースをオンにするたびに、画面の下部に表示されるダイ
アログは、自動的に Vertical設定メニューまたは Math設定メニューに切り替わります。このメニューから Math設定を含めて、ト
レースの設定を行うことができます。 

Vertical Adjustダイアログの Vertical Adjustタブにチャンネル番号が表示され、すべてのボタン類 とデータ入力フィールドが選
択したトレースに対応していることを示します。 
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機器の設置 

ソフトウェア 

機器のステータスの確認 
ソフトウェアのバージョンや搭載されたオプションなど、機器のソフトウェアおよびハードウェアの構成は以下の手順で確認できま

す。 

1. メニューバーの  にタッチし、“Utilities Setup”を選択します。 

2. 次に、ダイアログ・エリアの タブをタッチします。 

ハードディスクやメモリなどに関連する情報を確認するには、次のようにします。 

1. 機器のソフトウェアを最小化するために にタッチし、プル・ダウン・メニューから Minimizeを選択します。 

2. タスクバーの Start ボタンにタッチして、通常のWindows®の操作に従ってWindows Explorerを立ち上げてください。 

 

 

デフォルト設定 

WaveMasterおよびWavePro 7000シリーズ 
機器の設定をデフォルトの状態に戻すには、フロント・パネルの DEFAULT SETUP ボタンを押すだけで簡単にできます。デフォ
ルト設定では、Channel 1と Channel 2がオンになります。その他のデフォルト設定は、以下のとおりです。 

その他のデフォルト設定は、以下のとおりです。 

垂直軸: タイムベース トリガ 

50 mV/div 50.0 ns/div 

カップリング:DC (WaveSurfer), DC50Ω (WaveMaster, DDA, SDA), 
AC1MΩ (WavePro) 

チャンネル:C1 

レベル:0 mV 

0 V offset 

10.0 GS/s (WaveMaster, WavePro, 
DDA, SDA) 

5 GS/s (WaveRunner) 

1 GS/s (WaveSurfer) 

エッジ・トリガ 
立ち上がりエッジ 

 0 s delay トリガ・モード：Auto 

 
DDA、SDAおよびWaveRunner 
フロント・パネルには、DEFAULT SETUPボタンがありません。したがって、これらの機器でデフォルト設定を呼び出すには、次
の手順に従ってください。 

1. DRIVE ANALYSISボタンの左側にある SAVE/RECALLボタンを押します。  

注意：メニュー・バーの Fileにタッチしてからプル・ダウン・メニューの Recall Setup...にタッチすることもできます。 

2. ダイアログの [Recall Setup] タブにタッチします。 

3. 次に画面の Recall Default ボタンにタッチします。 
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WaveSurfer 
1. メニュー・バーの Fileにタッチし、ドロップダウン・メニューから Recall Setup...を選択します。 

2. 次に画面の Recall Default ボタンにタッチします。 

 

 

ソフトウェア・オプションの追加 

ソフトウェア・オプションを追加するには、そのオプションを有効にする特別なキー・コードが必要です。  

ソフトウェア・オプションの追加は、以下の手順に従ってください。 

1. メニューバーの  にタッチし、填 tilities Setup狽�I択します。 

2. 現れたダイアログ・エリアの  タブにタッチします。 

3. ボタンにタッチします。 

4. ポップアップしたキーボードを使ってキー・コードを入力します。 キーボードの O.K にタッチしてコードを登録します。 

5. 各キー・コードで追加されるオプションの名前は、キー・コードのリストの下に示されます。 キー・コードが多い場合に
は、スクロール・ボタンを使って確認することができます。 
 

 
 
搭載されているソフトウェアとハードウェアのオプションは、ダイアログの左側にリストされます。 
 

 
 

 

ソフトウェアの再起動 

アプリケーション・ソフトの再起動 
電源を投入すると、機器のアプリケーション・ソフトが自動的に起動します。 アプリケーションを終了した後、再びアプリケーション

を起動するには、デスクトップにあるショートカット・アイコンにタッチしてください。  
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アプリケーションを最小化した際、それを最大化するには、タスク・バーまたはデスクトップ・ボタン 

 をタッチしてください。 

 

オペレーティング・システムの再起動 
Windows®オペレーティング・システムの再起動が必要な場合は、電源スイッチを押したまま 10秒待って、電源を入れ直してく
ださい。 

 

 

リムーバブル・ハード・ドライブ 

オプションのリムーバブル・ハード・ドライブを使用すれば、標準装備の内蔵ハード・ドライブをリムーバブル・ハード・ドライブに置

き換えることができます。オプションのリムーバブル・ハード・ドライブを使用すれば、標準装備の内蔵ハード・ドライブをリムーバ

ブル・ハード・ドライブに置き換えることができます。リムーバブル・ハード・ドライブは、スコープの背面にあり通常 CDROM ドライ
ブが搭載されるスロットに装着します。このキットには、交換して使用できる 2基のハード・ドライブが含まれています。また、新し
いソフトウェアをロードするための USB型 CDROMも含まれています。 

注意-電源を入れたままリムーバブル・ハード・ドライブを交換してはなりません。 

ドライブやオシロスコープへの損傷を防止するために、ハード・ドライブを取り付けるときまたは取り外

すときは、必ずオシロスコープの電源を切ってから行ってください。いつでもドライブ上に保護カバーが

取り付けてあることを確認してください。 

ドライブの正しい挿入方向 
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保護カバー 

 

 

書き込み可能な CD ドライブ・オプション 

スコープにこのオプションが装備されている場合は、以下の手順に従ってソフトウェアをセットアップしてください。 

注意: CD ドライブ・モデルとして SM-CD-W224EAがインストールされているスコープにのみインストールします。 

1. キーボードとマウスをスコープに接続します。 

2. CD ドライブに Easy CD Creator 5 Basicインストール CDを挿入します。 

3. [Yes]をクリックしてインストールを開始します。 
 

 
4. 使用言語を選択します。 
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5. ウィザードが表示されたら、[Next]をクリックします。 
 

 
6. [Complete]セットアップを選択します。 
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7. [Install]をクリックします。 
 

 
8. インストールが完了したら、スコープを再起動する必要があります。 

インストール・ウィザードによって、デスクトップにショートカット・アイコンが作成されます。 

注意: 将来、リカバリー・ソフトウェアを実行する必要が生じた場合には、この Easy CD Creator 5 Basicインストール・ソフトウ
ェアも再インストールする必要があります。  
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インタフェースへの接続 

PROBUS®インタフェース 

レクロイ社の ProBus®プローブ・システムは、プローブで信号をピックアップするところから信号を表示するまでを統括した計測ソ
リューションを提供します。ProBus®を使えば、接続したプローブのゲインやオフセットなどをオシロスコープ本体のフロント・パネ
ルから直接調整できます。これは、電圧プローブ、差動プローブ、電流プローブなどを利用する時に特に有効です。ProBus®の
EPROMに書かれたゲインやオフセットを読み出して、自動的にプローブを含めた校正をすることができます。 

機器と幅広いアクセサリとのインテリジェンスな組み合わせは、標準の BNCコネクタとプローブ・リング接続で提供される機能を
越えた便利な機能を提供します。ProBus®は、接続されたプローブの種類を自動認識することで正しい信号の入力を保証します。
これにより、減衰量や増幅定数を手動で設定する際の憶測による作業やミスを防止します。  

 

 

補助信号出力 

AUX OUTPUTコネクタからは、プローブの校正信号以外に、以下のような信号を出力できます。 

 
方形波 

 
トリガ出力 -- 別のスコープをトリガするのに使用できます。 

 
直流レベル -- 基準レベル 

 
トリガ・イネーブル -- スコープがレディのときに別の機器をトリガするためのゲーティング機能として使用できます。

 

Pass/Fail -- 1ms～500msのパルス持続時間を設定できます。Pass/Failテストが作動中で、条件にパスするとパ
ルスを発生します。 

 
補助出力オフ -- 補助出力信号をオフにします。 

 
補助出力を設定するには 

1. メニューバーから、Utilitiesにタッチして、プル・ダウンメニューの Utilities Setup...にタッチします。 

2. ダイアログ・エリアの Aux Output タブにタッチします。 

3. プローブ校正用の 1kHz、1Vの方形波を出力するには、当該ラベルのボタンにタッチします。 

4. 特殊な信号を出力するには、Use Auxiliary Output Forの下にあるボタンのどれかにタッチします。 

5. Amplitudeデータ入力フィールドの中にタッチして、ポップアップ・キーパッドを使って値を入力します。TTLレベルの
信号が必要な場合は、TTL Levelチェック・ボックスにタッチします。Amplitudeデータ入力フィールドは無効となり
TTLレベルの出力になります。 

6. 方形波を選択する場合は、Frequencyデータ入力フィールドの中にタッチしてポップアップ・キーパッドを使って周波
数値を入力します。ここでは、5.0 Hz から 5 MHzまでの値を設定できます。 

7. Pass/Failを選択する場合は、Pulse Duration フィールドの中にタッチして、ポップアップ/キーパッドを使って 1 ms
から 500 msの範囲のパルス持続時間値を入力します。 
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サンプリング・モード 

サンプリング・モード 

選択したタイムベースに基づき、シングル・ショット (リアルタイム) 、シーケンス 、または RIS のいずれ

かサンプリング・モードを選択することができます。 

 

サンプリング・モードを選択するには 
1. メニュー・バーの[TimeBase タイムベース]をタッチし、プル・ダウン・メニューから[Horizontal Setup... 水平軸のセッ

トアップ]を選択します。 

2. [Horizontal 水平軸] ダイアログ内の[Sample Mode サンプリング・モード]ボタンをタッチします。 

3. シーケンス・モードを選択した場合は、[Smart Memory SMART メモリ]をタッチした後、[Num Segments セグメント
数]データ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップ数値キーパッドを使用してセグメント数を入力します。 

4. シーケンス・モードについてタイムアウト条件を設定する場合は、[Enable Timeout タイムアウトを有効にする]チェッ
ク・ボックスをオンにした後、[Timeout タイムアウト]データ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップ数値キーパ
ッドを使用してタイムアウト時間を入力します。  

 

 

シングルショット・サンプリング・モード 
 

基本的な捕捉技法 
シングルショット・モードでは、入力信号を一定の間隔でサンプリングし、デジタル化された一連の電圧値を得ます。また、単一の

トリガ・イベントに関わる一連のデータ値を計測します。通常、トリガ・イベントの発生後に一定数のサンプルが収集されると、捕

捉が停止されます(この一定数は、選択されたトリガ・ディレイによって決定され、タイムベースに基づいて測定されます)。トリガ・
イベントの発生時刻が時間ゼロとみなされ、波形の水平位置（および波形ウインドウ全体の位置）が決まります。 

トリガ・ディレイには、プリトリガとポストトリガがあります。プリトリガはディスプレイ・グリッドの左端からトリガ・イベントの発生時刻

までの時間であり、ポストトリガはトリガ・イベントが発生してから現在までの時間です。プリトリガでは、トリガ・イベントのかなり前

からトリガ・イベントの発生時刻までの範囲で、波形をサンプリングすることができます。これは 100%プリトリガと呼ばれ、トリガ
条件が満たされてトリガ・イベントが発生する時点までの波形を確認することができます(プリトリガ情報については、最大レコード
長までのポイントがオシロスコープに保持されます)。一方、ポストトリガでは、イベントが発生した後、10,000 divに相当するポイ
ント以降の波形をサンプリングすることができます。 

WaveMasterオシロスコープの個々の入力チャンネルには専用の ADコンバータがあるため、各チャンネルの波形が同時にサ
ンプリングされて計測されます。このようにして、チャンネル間の時間がきわめて高い精度で計測されます。 

タイムベースを大きい値に設定すると、シングルショット・サンプリング速度の最高値が使用されます。一方、タイムベースの値が

小さい場合は、サンプリング速度が遅くなり、保持されるサンプルの数が減少します。 

サンプリング速度、メモリ、時間の間には、次の式で定義される関係があります。 

 

 
および 

 
 

 

 



 

50 

シーケンス・サンプリング・モード（セグメントの操作） 

シーケンス・モードでは、シングルショット・モードで捕捉された複数の固定長セグメントによって完全な波形が構成されます(制限
値については機器の仕様を参照)。このモードでは、捕捉するセグメントの数を指定した後、各セグメントを個別に選択して、演算
ツールや計測ツールで各セグメントを処理します。 

シーケンス・モードには複数のユニークな機能があります。これらの機能を使用すると、連続したセグメントのトリガ・イベント間の

デッド・タイムを抑えることができます。WaveMasterオシロスコープには、各イベント間の重要でない区間を無視しながら、長時
間に渡って複雑なイベント・シーケンスを細かく捕捉する機能があります。また、高精度の捕捉タイムベースを使用して、特定の

セグメント上にあるイベント間の時間を計測することもできます。 

個々のセグメントを拡大表示する機能、各セグメントを演算関数の入力として使用する機能も用意されています。 

各セグメントの捕捉時間は、シーケンス・タイムベースの設定に基づいて決定されます(10 x time/div)。なお、サンプルまたはセ
グメントの実際の数、および時間またはポイントを決めるときには、シーケンス・タイムベースの設定とともに、ユーザーが指定し

たセグメント数、セグメントの最大長、利用可能なメモリ総量も考慮されます。ただし、完全な波形とそのセグメントが画面全体に

表示されない場合もあります。 

遠隔操作によるシーケンス・モードでも、データの高速転送機能を完全に利用することができます。 

  

 
セグメントを捕捉する仕組み 

シーケンス・モードを設定するには 
1. メニュー・バーの[TimeBase タイムベース]をタッチし、プル・ダウン・メニューから[Horizontal Setup... 水平軸のセッ

トアップ]を選択します。 

2. [Smart Memory SMART メモリ]タブをタッチした後、[シーケンス・モード]ボタンをタッチします。  

3. [Sequence Options シーケンス オプション]セクションで、[Num Segments セグメント数]データ入力フィールドの内
部をタッチし、ポップアップ数値キーパッドを使用してセグメント数を入力します。 

4. [Timeout タイムアウト]データ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップ数値キーパッドを使用してタイムアウト時
間を入力します。 

注意： タイムアウト時間では、何らかの理由でセグメント数が正しくカウントされず、着信する予定のないセグメントを待機すると
いう無限ループが発生した場合に、捕捉処理を打ち切るまでの時間を指定します。待機中は（タイムアウト時間が経過するまで

は）オシロスコープの各種機能を利用できません。タイムアウト時間を過ぎると、捕捉が終了して波形が表示され、オシロスコー

プの機能を利用できるようになります。 

5. [Enable Timeout タイムアウトを有効にする]チェック・ボックスをオンにします。 
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6. メニュー・バーの[Display ディスプレイ]をタッチし、プル・ダウン・メニューから[Display Setup... ディスプレイのセット
アップ]を選択します。 

7. [Display 表示]ダイアログの右端にある[Display mode 表示モード]フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・メニュ
ーから適切な表示モードを選択します。 

8. [Num seg displayed 表示するセグメント数]フィールド内をタッチし、ポップアップ数値キーパッドを使用して 1～80 
の値を入力します。 

9. [Starting at 開始セグメント]フィールドの内部をタッチし、ポップアップ数値キーパッドを使用して最初のセグメントの
番号を入力します。 

 

セグメントの表示モード 
WaveMasterオシロスコープでは、5通りの方法でセグメントを表示することができます。 

• 隣接 

• ウォーターフォール(カスケード表示) 

• モザイク(タイル表示) 

• オーバーレイ 

• 遠近法 

表示するセグメント数（最大 80）は、波形内にあるセグメントの総数より少なくてもかまいません。たとえば、上記のポップアップ
画像では、表示するセグメント数が 10個ですが、[タイムベース]ダイアログの[Num Segments セグメント数]フィールドに入力さ
れたセグメント総数は 100個です。 

 

個々のセグメントを表示するには 
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. [ファンクション]タブ(F1～ Fx )をタッチします。 

3. [Operator1 演算子 1]フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・メニューからフィルタ を選択します。 

4. 右側のダイアログ内の[Select 選択]タブをタッチします。 

5. [Select 選択]データ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップ数値キーパッドを使用して表示対象のセグメントの
番号を選択します。 

注意： パーシスタンス・モードでは、各セグメントが自動的に相互に重ね合わされて表示されます。非パーシスタンス・モードで
は、各セグメントがグリッド上に別々に表示されます。 

 
タイム・スタンプを表示するには 

1. メニュー・バーの[TimeBase タイムベース]をタッチし、プル・ダウン・メニューから[Acquisition Status... 捕捉ステー
タス]を選択します。 

2. [Time 時間]タブをタッチします。 

3. [Select Waveform 波形の選択]セクションにあるチャンネル・ボタンの 1つをタッチします。 

4. [Select Segment セグメントの選択]フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・キーパッドを使用してセグメントの番
号を入力します。 

 

 

RISサンプリング・モード -- 高いサンプリング速度を実現 

RIS (Random Interleaved Sampling) は、シングルショット・サンプリング速度の最高値よりも高い有効サンプリング速度を実現
するサンプリング手法です。RISモードは、安定したトリガを持つ繰り返し波形で使用されます。RISモードでは、100回のシング
ル・ショット捕捉を 500 MS/sで実行することによって、50 GS/sの最大有効サンプリング速度を実 現します。RISモードで捕捉さ
れる各ビンは、約 20ポイントの間隔で配置されます。これらのビンは、時間制約を満たしながらランダムに捕捉されます。サンプ



 

52 

リング時間とイベント・トリガ間の相対時間差によって適切な信号強度変化が発生します（この変化は 5ポイントの精度のタイム
ベースで計測されます）。 

捕捉を実行するには複数のトリガが必要です。必要なトリガの数はサンプリング速度に応じて異なります（サンプリング速度が高

いほど、より多くのトリガが必要になります）。個々の RISセグメントは互い違いに合成（インターリーブ）され、シングルショット・
サンプリング速度の最高値の倍数である時間間隔をカバーする波形が形成されます（下図を参照）。ただし、オシロスコープによ

って波形データが収集されるリアルタイム間隔は、波形の時間間隔よりもずっと長くなります。また、このリアルタイム間隔はトリ

ガ・レートと必要なインターリーブ量に応じて変化します。WaveMasterオシロスコープには、1秒あたり約 40,000個の RISセグ
メントを捕捉する処理能力があります。 

 

注意： 固定サンプリング速度モードでオシロスコープを操作するときは、 RISモードが使用できないことに注意してください。 

 

 

ロール・モード 

ロール・モードは、WavePro 7000 シリーズのオシロスコープのみで使用できる機能です。 1 divの時間が 500ms以上の場合
に自動で呼び出されます。 いつでもロール・モードをキャンセルし、リアルタイム・モードに戻ることができます。 

ロール・モードは、十分に低いデータ・レートのシングル・ショット捕捉で得た入力点を、リアルタイムで表示します。 オシロスコー
プの画面には、トリガ・イベントが検出されて捕捉が終了するまで、入力データが連続的に表示されます。 各チャンネルにつなが
ったパラメータや演算関数は、ロール・モードのバッファが更新されるたびに、新たなデータが入った場合のように、再計算されま

す。 有効なロール・モードの各段階で統計が初期化されます。 

注意： 処理時間が捕捉時間よりも長い場合は、メモリ内のデータが上書きされます。 このとき、オシロスコープは「Channel 
data is not continuous in ROLL mode!!! （ロール・モードのチャンネル・データが途切れています。）」という警告を発し、ロー
ル表示が最初から開始されます。  
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垂直軸の設定とチャンネルの操作 

感度と垂直位置の調整 

感度を調整するには 
1. 感度を調整するチャンネルのボタンを押します。または、メニュー・バーの[Vertical]をタッチして、プル・ダウン・メニュ

ーからチャンネル番号を選択します。たとえば、チャンネル 1の感度を調整する場合は、 ボタンを押すか、プ

ル・ダウン・メニューから[Channel 1]を選択します。  

2. [Trace On トレースを有効にする]チェック・ボックスの内部をタッチして、トレースを表示します。 

3. 選択したチャンネルの 電圧感度つまみ を回して感度を調整します。 または、[Volts/Div 電圧感度]フィールドの内部
をタッチし、ポップアップ・キーパッドまたは上下矢印キーを使用して値を直接入力することもできます。 

4. 設定した電圧感度は、 トレース･ラベル  と[Volts/Div 電圧感度]フィールドに表示されます。 

波形の垂直位置を調整するには 
垂直位置を調整する波形のチャンネル・ボタンのすぐ上にある 垂直位置調整つまみを回します。 または、[Offset 垂直位置]フィ
ールドの内部をタッチし、ポップアップ・キーパッドを使用して値を入力します。 垂直位置をゼロにするには、[Offset 垂直位置]フ
ィールドのすぐ下にある[Zero Offset ゼロ垂直位置]ボタンを押します。 

 

 

カップリング 

カップリングの選択肢は次のとおりです 

• DC 50 Ω (すべてのモデル)  

• GROUND (すべてのモデル)  

• DC 1 MΩ (WavePro & WaveRunner instruments) 

• AC 1 MΩ (WavePro & WaveRunner instruments) 

 
過負荷防止 
最大入力電圧は 4 V（ピーク）です。入力電圧がこの制限値を越えると、カップリング・モードが DC 50Ωから GROUNDに自動
的に切り替わります。その場合は、次の手順に従い、カップリングを DC 50Ωに手作業で戻す必要があります。 

 
カップリングを設定するには 

1. メニュー・バーの[Vertical 垂直軸]をタッチし、プル・ダウン・メニューから[Channel X Setup... チャンネル Xのセット
アップ]を選択します。 

2. [Coupling カップリング]フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・メニューから目的のカップリング・モードを選択しま
す。 

 

 

プローブの減衰率 

プローブの減衰率を設定するには 
LeCroy's ProBus®システムでは、プローブが自動的に認識され、プローブの減衰率が設定されます。プローブの減衰率を手作
業で設定するには、次の手順を実行します。 

1. メニュー・バーの[Vertical 垂直軸]をタッチし、プル・ダウン・メニューからチャンネルを選択します。 

2. [Probe Atten プローブの減衰率] データ入力フィールドの内部をタッチした後、[divide-by 序数]オプションまたは
[Var 変数]オプションを選択します。[Var 変数]オプションを選択した場合は、ポップアップ数値キーパッドを使用して
値を入力します。 
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帯域幅の制限 

帯域幅を制限すると、信号とシステムのノイズが低減され、高周波エイリアシングが防止されます。 

 

帯域幅を制限するには 
帯域幅を制限するには 

1. メニュー・バーの[Vertical 垂直軸]をタッチし、プル・ダウン・メニューから設定対象のチャンネルを選択します。 

2. [Bandwidth 帯域幅]フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・メニューから帯域幅の制限値を選択します。 選択肢
は次のとおりです。 

• Full (すべての X-Streamオシロスコープ) 

• 4GHz (WaveMaster 8600A/8500A、DDA-5005A、SDA) 

• 3GHz (WaveMaster 8600A/8500A、DDA-5005A、SDA) 

• 1GHz (WaveMaster DSO、DDA-5005A、SDA) 

• 200MHz (すべての X-Streamオシロスコープ) 

• 20MHz (すべての X-Streamオシロスコープ) 

 

 

直線補間とサイン(SinX/X)補間 

直線補間はサンプリング・データの間を直線で結ぶため、方形波のようにエッジが直線である信号の表示に適しています。一方、

サイン補間は、曲線的な信号や不規則な波形の表示に適しています。特にサンプリング速度がシステムの帯域幅の 3～5倍で
ある場合には、サイン補間が有効です。 

 

補間方式を選択するには 

1. 補間方式を設定するチャンネルのボタン（たとえば、チャンネル 1であれば ）を押します。 

2. ダイアログ領域の[Pre-Processing プリプロセシング]セクションで、[Interpolation 補間]データ入力フィールドの内
部をタッチします。「Pre-Processing プリプロセシング」とは、通常の演算トレースの前に実行する演算を意味します。 

3. [Interpolation 補間]データ入力フィールドの内部をタッチすると、[Linear 直線]補間方式または[Sinx/x サイン]補
間方式を選択するためのポップアップ・メニューが表示されます。 

4. 目的の補間方式に対応するボタンをタッチします。 

 
波形の反転 
[Invert 反転]チェック・ボックスをオンにすると、選択したチャンネルの波形が反転します。 

 

 

Quick Zoom（クイック ズーム） 

Quick Zoom（クイック ズーム）は、チャンネルまたはトレースの拡大図を新しいグリッド上に自動表示する機能です。 

 
クイック ズームを実行するには 

チャンネル・ダイアログ内の[Zoom]ボタン をタッチします。 
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垂直軸の自動設定 

チャンネル設定ダイアログ（画面底面）には[Find Scale 垂直軸自動設定]ボタンがあります。この機能では、信号のピークから
ピークまでの電圧を自動的に測定し、波形が完全に表示されるように垂直軸を自動調整します。 

 
垂直軸の自動設定を有効にするには 

1. 垂直軸を自動調整する波形のトレース・ラベルを選択します。 

2. [Find Scale 垂直軸自動設定]ボタンをタッチします。 

 
 

ゲインの微調整 

ゲインの微調整 を有効にすると、ゲインを増減するときの刻み幅を変更することができます。たとえば、ゲインの微調整 が有効
になっていない場合は、上下ボタンを押すたびに、事前に設定された刻み幅（10 mV または 100 mV）でゲインが増減します。 

一方、ゲインの微調整が有効である場合は、波形のサイズに応じて、最小 1 mV の刻み幅でゲインを増減することができます。 

 
ゲインの微調整を有効にするには 

1. ゲインを微調整する波形のトレース・ラベルを選択します。 

2. [Variable Gain ゲインの微調整]チェック・ボックスをオンにします。 

 
 

チャンネル Deskew 

Deskew演算関数と違って、チャンネル Deskewでは再サンプリングが実行されず、ユーザーが入力した値に応じて水平位置
が調整されます。有効な範囲は、現在のタイムベース +/- 9 div です。 

 
チャンネル Deskew を設定するには 

1. メニュー・バーの[Vertical 垂直軸]をタッチし、プル・ダウン・メニューから設定対象のチャンネルを選択します。 

2. [Deskew]データ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップ数値キーパッドを使用して値を入力します。 
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タイムベースの設定と信号の捕捉 

タイムベースの設定と制御 

タイムベースを設定するには、アナログ･オシロスコープの場合と同様に、フロント・パネルの水平軸コントロールを使用します。 

タイムベースの詳細な設定 

1. メニュー・バーの[Timebase タイムベース]をタッチし、プル・ダウン・メニューから[Horizontal Setup... 水平軸のセッ
トアップ]を選択します。 [Horizontal 水平軸]ダイアログが表示されます。  

2. [Time/Division 時間/div]データ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップ数値キーパッドを使用して値を入力す
るか、上下矢印を使用して値を増減します。 

3. [Delay ディレイ] データ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップ数値キーパッドを使用して値を入力します。 ディ
レイをゼロに設定する場合は、[Set To Zero ゼロに設定]ボタンにタッチします。  

4. [SMART Memory SMART メモリ]タブをタッチし、必要に応じてメモリを調整します。 

 
 

オート・セットアップ 

チャンネルがオンになっている場合は、オンになっているチャンネルに対してのみオート・セットアップが機能します。 どのチャン
ネルもオンになっていない場合は、すべてのチャンネルに対してオート・セットアップが機能します。 2つ以上のチャンネルがオン
になっている場合は、信号が適用されているチャンネルのうち、番号の一番小さいチャンネルの信号が自動的にエッジ・トリガの

ソースとなります。 

垂直軸、タイムベース、トリガに対してオート・セットアップを実行するには、フロント・パネル上の を押すか、プル・ダウン・

メニュー内のオート・セットアップ をタッチします。 
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トリガ 

基本トリガ 

エッジ・トリガとスマート・トリガの使い分け 
WaveMasterオシロスコープには、様々な波形捕捉テクニックとトリガが用意されています。トリガを適切に設定すれば、波形を
詳しく分析することができます。これらのトリガは主に、次の 2つのカテゴリに分けられます。 

• エッジ・トリガ - 波形の基本的な特性や条件（正のスロープ、負のスロープ、ホールドオフなど）に基づいて起動されま
す。  

• スマート・トリガ - 波形の基本的な特性だけではなく複雑な特性や条件に基づいて起動できる高度なトリガです。 

単純な信号についてはエッジ・トリガを使用し、グリッジなどの特殊な属性を持つ信号についてはスマート・トリガを使用してくださ

い。 

 
エッジ・トリガ用のコントロール 
水平位置:トリガの水平位置を調整するには、HORIZONTALコントロール・グループ内のディレイつまみを回します。または、 
[TimeBase タイムベース]ダイアログ内の[Delay ディレイ]フィールドの内部をタッチし、ポップアップキーパッドを使用して値を入
力します。 

トリガの位置は、グリッドの下のマーク によって示されます。 

ポスト・トリガ・ディレイは、グリッドの左下にある左向き矢印 によって示されます。時間は、グリッドの右下にあるタイム

ベースラベルのタイトル行 に表示されます。 

垂直位置:トリガの垂直スレッショールド（レベル）を調整するには、TRIGGERコントロール・グループ内のレベル つまみを回しま
す。 

レベルつまみを回すと、トリガ・ソースのレベルまたは強調表示されたトレースのレベルが調整されます。このレベルは、トリガ回

路によってイベントが生成されるときのソース電圧（トリガ条件を満たす入力信号変化）を意味します。 

トリガのレベルを調整する代替手段として、[Trigger トリガ]ダイアログ内の[Level レベル]フィールドの内部をタッチし、ポップア
ップ・キーパッドを使用して値を入力する方法もあります。電圧を即座にゼロに設定するには、[Coupling カップリング]フィールド
のすぐ下にある[Zero Level レベル ゼロ]ボタンにタッチします。 

グリッドの左側の矢印は、レベルの位置を示します。ただし、この矢印が表示されるのは、トリガ・ソースが表示されている場合に

限られます。 

 
エッジ・トリガをセットアップするには 
チャンネルのセットアップ 

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

2. [Trigger トリガ]タブの下にある [エッジ・トリガ]ボタン を押します。 

3. [Trigger On トリガを有効にする]をオンにして、ポップアップ・メニューからトリガ・ソースを選択します。 

4. [Level レベル]データ入力フィールドの内部をタッチします。ポップアップ数値キーパッドを使用してミリボルト単位の値
を入力するか、上下ボタン または、プリセット値ボタンの 1つをタッチします。 
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Max. 最大値 1.000 V 

Default デフォルト値 0 mV 

Min. 最小値 -1.000 V 

5. 時間 ボタン またはイベント ボタン をタッチして、ホールドオフ条件を設定します。ポップアップ数値キ

ーパッドを使用して値を入力し、 時間の単位を指定するか、上下ボタンまたは、プリセット値ボタンの 1つをタッチしま
す。 

時間のプリセット値は次のとおりです。 
  

Max. 最大値 20.0 s 

Default デフォルト値 50.0 ns 

Min. 最小値 2 ns 

イベント数のプリセット値は次のとおりです。 
  

Max. 最大値 1,000,000,000 events

Default デフォルト値 1 events 

Min. 最小値 1 events 

6. [Positive 正]または [Negative 負]のスロープを選択します。 

 
 

スマート・トリガ 

パルス幅トリガ 
パルス幅トリガをセットアップするには 

パルス幅トリガの仕組み 

パルス幅トリガには、電圧レベルによって制限される正方向または負方向のパルス幅を定義する機能があります。入力電圧が

このパルス幅を上回った場合または下回った場合に、トリガが発生します。また、パルス幅と電圧の範囲を指定することもできま

す。指定した範囲の内側または外側でトリガが発生します。 

パルス幅トリガをセットアップするには 

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

2. [パルス幅トリガ]ボタン をタッチします。 

3. [Trigger On トリガを有効にする]をオンにして、ポップアップ・メニューからトリガ・ソースを選択します。 

4. [Level レベル]データ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップ数値キーパッドを使用して値を入力します。 

5. [Positive 正]または[Negative 負]のスロープを選択します。  

6. パルス幅の上限または下限をトリガ条件とする場合は、[LessThan 上限設定] ボタンをタッチしてパルス幅の上限値
を [Upper Limit 上限] フィールドに入力するか、 
 
[GreaterThan 下限設定]ボタンをタッチしてパルス幅の下限値を[Lower Limit 下限]フィールドに入力します。  
 
範囲の内側をトリガ条件とする場合は、[InRange 範囲内] ボタンをタッチします。 
 
範囲を指定するにあたり、基準パルス幅とその上下のデルタ値を秒単位で指定する場合は、[Delta デルタ]ボタン
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にタッチした後[Nominal Width 基準パルス幅]フィールドと[Delta デルタ値]フィールドの内部をタッチし、ポ
ップアップ数値キーパッドを使用して各フィールドに値を入力します。 

上限と下限を入力して範囲を直接指定する場合は、[Limits リミット] ボタン にタッチした後、  [Lower Limit 
下限] フィールドと[Upper Limit 上限]フィールドの内部をタッチし、ポップアップ数値キーパッドを使用して各フィール
ドに値を入力します。 
 
範囲の外側をトリガ条件とする場合は、[OutOfRange 範囲外]ボタンをタッチした後、上記と同じ手順に従って範囲を
指定します。 

 

グリッジ・トリガ 
グリッジ・トリガの仕組み 

グリッジ・トリガを使用すると、グリッジを検出することができます。グリッジ・トリガでは、一定のパルス幅またはパルス幅の範囲

をトリガ条件として指定します。 

[Pulse smaller than selected pulse width 指定したパルス幅より小さいグリッジを検出]: パルス幅の最大値を指定します。
グリッジのパルス幅がこの最大値以下である場合は、選択されたエッジ（正または負）上でグリッジ・トリガが生成されます。 

パルス幅のタイマーは、選択されたエッジ（スロープ）の反対側のエッジ上で初期化されて再開されます。指定できるパルス幅の

範囲は、600 ps ～ 20 s です。 

注意：グリッジの幅が信号の幅より小さい場合は、信号の幅より小さいパルス幅にトリガを設定してください。トリガ・コンパレータ

によって決まる信号幅は、DC トリガ・レベルに応じて異なる値になります。たとえば、DC トリガ・レベルを正弦波の中央に設定す
ると、信号幅は半周期になりますが、DC トリガ・レベルが正弦波の中央より高い場合は、信号幅が半周期より小さくなります。  

 
グリッジ・トリガ: この例では、指定された最大パルス幅よりもグリッジの幅が小さい場合に、トリガが発生します。破線の上矢印
は通常の条件のもとで発生するはずのトリガを示し、太い上矢印は実際のトリガが発生する位置を示します。 

グリッジ・トリガをセットアップするには 

1. メニュー・バーの[Trigger トリガ]をタッチし、プル・ダウン・メニューから[Trigger Setup... トリガのセットアップ]を選択
します。 
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2. [グリッジ・トリガ]ボタン をタッチします。 

3. [Trigger On トリガを有効にする]をオンにして、ポップアップ・メニューからトリガ・ソースを選択します。 

4. [Level レベル]データ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップ数値キーパッドを使用して値を入力します。 

5. [Positive 正]または[Negative 負]のスロープを選択します。  

6. 検出するグリッジの幅を定義します。 最大パルス幅よりグリッジの幅が小さい場合にトリガを発生させるか、グリッジ
の幅が一定の範囲内にある場合にトリガを発生させることができます。 前者の場合は、[LessThan 上限設定]ボタン
をタッチします。そうすると、[Upper Limit上限]データ入力フィールドだけが表示されます。 後者の場合は、
[InRange 範囲内]ボタンをタッチします。そうすると、[Lower Limit下限]フィールドと[Upper Limit 上限]フィールド
の両方が表示されます。 

7. 表示されたデータ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップ数値キーパッドを使用してパルス幅の最大値または

範囲を入力します。 

 

インターバル・トリガ 
インターバル・トリガの仕組み 

グリッジ・トリガはパルス幅をトリガ条件としますが、インターバル・トリガはパルス持続時間（パルス間隔、パルス周期）をトリガ条

件とします。パルス間隔とは、同じ極性を持つ 2つの連続したエッジ（正から正、負から負）間の時間を指します。 インターバル・
トリガを使用すると、指定した間隔よりもパルス間隔が小さい場合、または指定した間隔よりもパルス間隔が大きい場合に、トリ

ガを発生させることができます。 また、パルス間隔が指定した範囲の内側または外側にある場合に、トリガを発生させることもで
きます(パルス間隔による除外トリガ)。 

[Interval Less Than パルス間隔の上限を指定]: 指定したパルス間隔よりも実際のパルス間隔が小さい場合に、このインター
バル・トリガが発生します。指定できるパルス間隔の範囲は、2 ns ～ 20 s です。 

指定された最大間隔の内部で 2番目のエッジ（正または負）が発生すると、そのエッジ上でトリガが生成されます。 条件に合致
するエッジが発生するたびに、トリガ条件が初期化され、間隔のタイマーが再開されます。 

 
指定された最小間隔よりもパルス間隔が小さい場合に発生するインターバル・トリガ： 破線の上矢印は、通常の条件のもとで発
生するはずのトリガを示します。太い上矢印は、指定された最小間隔の後で 2番目の正エッジが発生した結果、―実際のトリガ
が発生した位置を示します。  

[Interval Greater Than パルス間隔の下限を指定]: 指定したパルス間隔よりも実際のパルス間隔が大きい場合に、このインタ
ーバル・トリガが発生します。指定できるパルス間隔の範囲は、2 ns～20 sです。 指定された最小間隔の内部で 2番目のエッ
ジ（正または負）が発生すると、そのエッジ上でトリガが生成されます。 条件に合致するエッジが発生するたびに、トリガ条件が初
期化され、間隔のタイマーが再開されます。 
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指定された最大間隔よりもパルス間隔が大きい場合に発生するインターバル・トリガ： 破線の上矢印は、通常の条件のもとで発
生するはずのトリガを示します。太い上矢印は、指定された最大間隔の後で 2番目の正エッジが発生した結果、―実際のトリガ
が発生した位置を示します。  

[Interval In Range パルス間隔の範囲を指定]: 同じ極性（正または負）を持つ 2つの連続したエッジ間の間隔が指定された範
囲の内側に入る場合に、このインターバル・トリガが発生します。指定できるパルス間隔の範囲は、2 ns～20 sです。 条件に合
致するエッジが発生するたびに、トリガ条件が初期化され、間隔のタイマーが再開されます。 

 
指定された範囲の内側にパルス間隔が入る場合に発生するインターバル・トリガ:  
t1 = 範囲の下限; t2 = 範囲の上限 破線の上矢印は、通常の条件のもとで発生するはずのトリガを示します。太い上矢印は、指
定された範囲の内側で 2番目の正エッジが発生した結果、―実際のトリガが発生した位置を示します。  

インターバル・トリガをセットアップするには 

1. メニュー・バーの[Trigger トリガ]をタッチし、プル・ダウン・メニューから[Trigger Setup... トリガのセットアップ]を選択
します。 
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2. [インターバル・トリガ]ボタン をタッチします。 

3. [Trigger On トリガを有効にする]をオンにして、ポップアップ・メニューからトリガ・ソースを選択します。 

4. [Level レベル]データ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップ数値キーパッドを使用して値を入力します。 

5. [Positive 正]または[Negative 負]のスロープを選択します。  

6. パルス幅の上限または下限をトリガ条件とする場合は、[LessThan 上限設定] ボタンをタッチしてパルス幅の上限値
を [Upper Limit 上限] フィールドに入力するか、 

[GreaterThan 下限設定] ボタンをタッチしてパルス間隔の下限値を [Lower Limit 下限] フィールドに入力します。  

範囲の内側をトリガ条件とする場合は、[InRange 範囲内] ボタンをタッチします。  

範囲を指定するにあたり、基準パルス幅とその上下のデルタ値を秒単位で指定する場合は、[Delta デルタ]ボタン

にタッチした後、[Nominal Width 基準パルス幅] フィールドと [Delta デルタ値] フィールドの内部をタッチし、
ポップアップ数値キーパッドを使用して各フィールドに値を入力します。  

上限と下限を入力して範囲を直接指定する場合は、[Limits リミット] ボタン にタッチした後、[Lower Limit 下
限] フィールドと[Upper Limit 上限]フィールドの内部をタッチし、ポップアップ数値キーパッドを使用して各フィールドに
値を入力します。 

範囲の外側をトリガ条件とする場合は、[OutOfRange 範囲外] ボタンをタッチした後、上記と同じ手順に従って範囲を指定
します。 

 

クォリファイ・トリガ 
クォリファイ・トリガの仕組み 

クォリファイ・トリガでは、信号トランジションが特定のレベル（有効水準）を上回った場合または下回った場合に、トリガのソースで

ある 2番目の信号を有効にすることができます。 エッジ・クォリファイ・トリガ（デフォルト）では、信号トランジションのみが十分条
件であり、最初の信号に対して他の条件は適用されません。 ステート・クォリファイ・トリガでは、トリガが発生するまで、最初の信
号の振幅が特定の状態に維持される必要があります。 クォリファイ・トリガを発生させるタイミングとして、(1) トランジションに関
する有効水準条件が満たされた直後、(2) 指定した遅延時間が経過した後、(3) 指定した回数のトリガ・イベントが発生した後の
3通りのオプションが用意されています。 有効水準の条件が満たされるたびに、遅延時間のタイマーまたはイベント回数のカウ
ンタが初期化されて再開されます。 

 [Within Time 時間範囲] フィールドでは、トリガが発生するタイム・ウインドウを設定します。 

 [Wait Time 遅延時間]フィールドでは、指定されたパターン（信号トランジションが有効水準を上回るか下回る）が発生
した後の待機（遅延）時間を指定します。 この待機時間（タイムアウト）が経過した後で同じパターンが続いている場合に、トリガ
が発生します。指定されたパターンが始まるたびに、遅延時間のタイマーが初期化されて再開されます。 

 [Events イベント数] フィールドでは、特定のトリガ・ソースについて指定されたパターンが発生した後のイベントの最小
回数を指定します。 イベントは、トリガ・ソースによってトリガ条件が満たされるたびに発生します。 指定された回数のイベントが
発生した後で同じパターンが続いている場合に、トリガが発生します。 同じパターンが続いている間はカウンタが増加し、指定さ
れたイベント数に達すると、トリガが発生します。 
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遅延時間が指定されたエッジ・クォリファイ・トリガ: この例のトリガは、指定された遅延時間（タイムアウト）が経過した後で発生し
ます。破線の上矢印は通常の条件のもとで発生するはずのトリガを示し、太い上矢印は実際のトリガが発生した位置を示します。 

クォリファイ･ファースト･トリガ 

クォリファイ･ファースト（Qualified First）トリガはシーケンス・モード専用のトリガであり、トリガ速度を上げるために使用されます。
クォリファイ･ファースト・トリガでは、有効なトリガが 1回発生するだけで、シーケンス全体が捕捉されます。シーケンス・モード以
外のモードでは、クォリファイ･ファースト・トリガはクォリファイ･トリガと同じ動作になります。 

データ・ストレージのアプリケーションでは、索引パルスをクォリファイ信号として定義し、サーボ・ゲート信号をトリガ・ソースとして

使用することができます。 

エッジ・クォリファイ・トリガをセットアップするには 

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

2. [クォリファイ・トリガ]ボタン をタッチします。 

3. [Trigger On トリガを有効にする]をオンにして、ポップアップ・メニューからトリガ・ソースを選択します。 

4. [Positive 正]または[Negative 負]のスロープを選択します。 

5. [After 基準]データ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・メニューから適切な信号ソースを選択します。 
 
入力チャンネルまたは外部ソースを選択した場合は、 [has gone]データ入力フィールドの内部をタッチし、論理レベ
ルとして Aboveまたは Below を選択します。次に、[Level レベル]フィールドの内部をタッチし、ポップアップ数値キ
ーパッドを使用して電圧レベルを入力します。 
 
ポップアップ・メニューからパターンを選択した場合は、[Pattern パターン]タブをタッチして論理ゲートを選択した後、
論理パターンで使用する各チャンネル入力の[State 状態]フィールドの内部をタッチし、論理状態として Highまたは
Low を選択します。   使用しないチャンネル入力については、[Don't Care]を選択します。 論理パターンで使用する
個々のチャンネル入力ごとに[Level レベル] フィールドの内部をタッチし、ポップアップ数値キーパッドを使用して電圧
スレッショールドを入力した後、[Trigger トリガ]タブにもう一度タッチします。 

6. 時間またはイベントによるホールドオフ条件を設定する場合は、[Qualify by: ホールドオフ基準]ボタンの 1つにタッ

チします 、 、 。 

7. [Qualify by: ホールドオフ基準]ボタンの下にあるフィールドの内部をタッチし、ポップアップ数値キーパッドを使用して
値を入力します。 

8. シーケンス・モードのときにクォリファイ・ファースト・トリガをセットアップする場合は、[Qualify first segment only 最
初のセグメントのみ検査する] チェック・ボックスをオンにします。 
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ステート・トリガ 
ステート・トリガもクォリファイ・トリガの一種ですが、エッジを制限条件として使用する代わりに、入力の論理状態に基づいてトリ

ガを制限します。したがって、トリガが発生するためには、論理パターンが真（True）になり、(指定された遅延時間またはイベント
数の間は) 真（True）の状態が続かなければなりません。 

クォリファイ・トリガの仕組みも参照してください。 

 
遅延時間が指定されたステート・クォリファイ・トリガ: この例のトリガは、指定された遅延時間（タイムアウト）が経過した後で発生
します。破線の上矢印は、通常の条件のもとで発生するはずのトリガを示します。太い上矢印は、実際のトリガが発生した位置
を示します。 

ステート・クォリファイ・トリガをセットアップするには 

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

2. [ステート・トリガ]ボタン をタッチします。 

3. [Trigger On トリガを有効にする]をオンにして、ポップアップ・メニューからトリガ・ソースを選択します。 

4. [Positive 正]または[Negative 負]のスロープを選択します。 

5. [After 基準ソース]データ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・メニューから適切な信号ソースを選択します。 
入力チャンネルまたは外部ソースを選択した場合は、[has gone]データ入力フィールドの内部をタッチし、論理レベル
として Aboveまたは Below を選択します。 次に、[Level レベル]フィールドの内部をタッチし、ポップアップ数値キー
パッドを使用して電圧レベルを入力します。 
 
時間またはイベントによるホールドオフ条件を設定する場合は、[ホールドオフ基準]ボタンの 1つにタッチします

、 、 。 

6. [ホールドオフ基準]ボタンの下にあるフィールドの内部をタッチし、ポップアップ数値キーパッドを使用して値を入力しま
す。 

 

ドロップアウト・トリガ 
ドロップ・アウト・トリガは主にシングルショット・モードで使用されるトリガであり、事前に設定されたトリガ遅延に基づいて、損失信

号を検出する機能があります。ドロップアウト・トリガは、最後のトリガ・ソース・トランジションが発生した後、タイムアウト期間の最

後に生成されます。タイムアウト期間は、2ns～20sの範囲で設定することができます。 
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ドロップ・アウト・トリガの仕組み 

 
ドロップ・アウト・トリガ: タイムアウト期間が経過した時点で、トリガが発生します。太い上矢印は実際のトリガが発生する位置を
示します。 

ドロップ・アウト・トリガをセットアップするには 

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

2. [ドロップ・アウト・トリガ]ボタン をタッチします。 

3. [Positive 正]または[Negative 負]のスロープを選択します。 

4. [Trigger after timeout タイムアウト後のトリガ] データ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップ数値キーパッド
を使用してタイム・ウインドウを指定します。  

 

パターン・トリガ 
パターン・トリガの仕組み 

パターン・トリガでは、5つのチャンネル入力（CH1, CH2, CH3, CH4, EXT）の論理結合（＝パターンと呼ばれます）に基づいて、
トリガを発生させることができます。 パターンを定義するために、4種類の論理ゲート（＝ブール演算子：AND, NAND, OR, 
NOR）が用意されています。 

トリガの状態には、トリガ・ソースがトリガ・レベル（スレッショールド）よりも大きい Highと、トリガ・ソースがトリガ・レベルよりも小さ
い Lowがあります。 たとえば、CH1の状態が High、CH2の状態が Low、EXTが任意の状態（X）のときに、ANDパターンが真
（Trueになると定義することができます。 これらの条件の 1つが満たされない場合、パターンの状態は偽（False）になります。 
また、ホールドオフ条件として、2 ns～20 sの遅延時間、または 1～1,000,000,000回のイベントを指定することができます。 
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パターン・トリガの適用例 

 
デジタル・デザインを行うときは、複雑な論理入力やデータ転送バスのテストにパターン・トリガを使用することができます。 

 

パターン・トリガをセットアップするには 

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

2. [パターン・トリガ]ボタン をタッチします。 

3. [パターン]タブをタッチします。 

4. 論理パターンで使用する個々のチャンネル入力ごとに[State 状態]フィールドの内部をタッチし、論理状態として High
または Low を選択します。 

5. 論理パターンで使用する個々のチャンネル入力ごとに[Level レベル] フィールドの内部をタッチし、ポップアップ数値
キーパッドを使用して電圧スレッショールドを入力します。   

6. [Trigger トリガ]タブをタッチします。 

7. パターンが真（True）になった時点で、時間またはイベントによるホールドオフ条件を適用する場合は、[ホールドオフ

基準]ボタンの 1つにタッチします 、 。 

8. [ホールドオフ基準]ボタンの下にあるフィールドの内部をタッチし、ポップアップ数値キーパッドを使用して値を入力しま
す。 

 

シリアル・トリガ 
シリアル・トリガは、SDAの「A」モデルのオシロスコープでのみ使用可能です。 

 

 

補助入力トリガ 

WaveMasterオシロスコープには、補助入力にトリガ条件を設定するオプション機能があります。 このオプション機能を選択する
と、補助入力トリガのセットアップ情報がチャンネル 3に転送され、チャンネル 3 ラベルに informationアイコンが表示されます。 
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注意  

WavePro 7000シリーズ・オシロスコープで補助入力トリガを選択する場合、外部信号を入力しない限りオシロスコープは動作
しません。 

補助入力トリガをセットアップするには 
1. メニュー・バーの[Trigger トリガ]をタッチし、プル・ダウン・メニューから[Trigger Setup... トリガのセットアップ]を選択

します。 

2. [View AUX IN on Channel 3 チャンネル 3に補助入力情報を表示]チェック・ボックスをオンにします。 [Coupling 
カップリング]フィールドが入力不可能になります。 

3. フロント・パネル上の CH3ボタンを押してチャンネル 3をオンにし、セットアップ・ダイアログを表示します。 

4. チャンネル 3のセットアップ・ダイアログ内で、補助入力の垂直軸を設定します。 

5. 補助入力トリガのセットアップ情報を確認するには、メニュー・バーの[Vertical]をタッチし、プル・ダウン・メニューから
[Channels Status...]を選択します。 
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ディスプレイのセットアップ 

1. メニュー・バーの[Display ディスプレイ]をタッチし、プル・ダウン・メニューから[Display Setup... ディスプレイのセット
アップ]を選択します。 

2. グリッド組み合わせボタンの 1つをタッチします。 表示対象として選択する波形の数を増減すると、Autogrid機能に
よってグリッドの追加または削除が自動的に行われます。 

3. [Intensity 強度] データ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・キーワードを使用して 0～100の値を入力し
ます。  

4. 波形の上にグリッドを重ねる場合は、[Grid on top グリッドを手前に表示]チェック・ボックスをオンにします。 グリッド
の強度によっては、グリッドを手前に表示したときに、波形の一部が隠される場合があります。 この設定を解除するに
は、[Grid on top グリッドを手前に表示]チェック・ボックスをオフにします。 

5. 最上部と最下部のグリッド線(volts/divから計算される)および左端と右端のグリッド線(タイムベースから計算される)
を常に表示する場合は、[Axis labels 軸のラベル]チェック・ボックスをオンにします。 

6. トレースの線スタイルとして、実線 または点線を選択します。 

 

シーケンス・モード表示 
シーケンス・モード表示をセットアップするには、[Timebase 時間軸]の[Horizontal 水平]ダイアログで [Sequence シーケンス・ト
リガー]を選択しておく必要があります。 

1. メニュー・バーにある[Display ディスプレイ]をタッチし、プル・ダウン・メニューから[Display Setup... ディスプレイの
セットアップ]を選択します。 

2. [Display Mode 表示モード]フィールド内をタッチして、ポップアップ・メニューから表示モードを選択します。 

3. [Num seg displayed 表示するセグメント数]フィールド内をタッチし、ポップアップ・キーパッドから値を入力します。 
表示可能な最大セグメント数は 80です。 

4. [Starting at 開始セグメント]フィールド内をタッチして値を入力します。  

注意：[Starting at 開始セグメント]フィールドに入力できる最大値は、[Timebase 時間軸]ダイアログで入力した[Num 
Segments セグメント数]の値によって異なります。 また、[Display ディスプレイ]ダイアログで入力した[Num Segments セグメ
ント数]の値によって異なります。 例えば、[Num Segments セグメント数]に値 500を入力し、[Num seg displayed 表示する
セグメント数]に値 10を入力した場合、開始セグメントとして入力できる最大値は 10セグメントの表示が可能な 491となります。 

 

 

パーシスタンス（重ね書き表示）の設定 

パーシスタンス（重ね書き表示）機能を使用すると、波形を表示・分析して反復信号の特異性や異常性を検出したり、数多くの捕

捉処理から時間の経過と信号の変化の関係を確認したりすることができます。WaveMasterオシロスコープのパーシスタンス・
モードでは、最も頻繁に発生する信号経路が「3次元形式」で表示され、強度の異なる色や段階的なスペクトルによって信号の
特性が示されます。 

個々のチャンネル、演算関数、メモリ・ロケーション（M1～M4）ごとに、最大 8個の入力に対してパーシスタンス機能を適用する
ことができます。 

 

飽和レベル 
パーシスタンス表示は、数多くのイベントを時間の経過に従って反復的にサンプリングし、サンプリングしたデータを「3次元」表
示マップに蓄積することによって作成されます。これらの表示マップによってアナログ形式のディスプレイが作成されます。ユー

ザー自身がパーシスタンス表示の持続時間を指定すれば、時間の経過に伴って表示マップがどのように変化するかを制御する

ことができます。持続時間はパーシスタンス表示の対象となるデータの分布または時間結合に比例するため、統計的な整合性

は維持されます。また、表示内容を細かく制御できるように、捕捉処理の後で飽和レベルを調整する機能が用意されています。 
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[パーシスタンス]ダイアログを開き、（[All Locked すべてのチャンネルを同じ設定に固定]を選択した状態で）アナログ
モードを選択すると、個々のチャンネルに単一のカラーが割り当てられます。パーシスタンス表示用のデータ・マップが変化する

と、強度のみが異なる同じカラーが最小個数集団と最大個数集団間のレンジに割り当てられます。最大個数集団には自動的に

最高強度のカラーが割り当てられ、最小個数集団には最低強度のカラーが割り当てられ、中間の集団には中間的な強度のカラ

ーが割り当てられます。 

最小個数集団に近いデータ（たとえば、低レベルの雑音）に関する情報が他のデータに関する情報よりも重要である場合があり

ます。アナログ・パーシスタンス表示では、重要な部分を詳しく検証できるように、特定のデータ分布を強調表示することができま

す。 

飽和レベルは、最大個数集団の一定のパーセンテージとして定義することができます。こうすると、飽和レベル以上のすべての

集団には最高強度のカラーが割り当てられます（つまり、飽和状態とみなされます）。一方、飽和レベル以下のすべての集団に

は残りの強度のカラーが割り当てられます。 別の捕捉処理による新しいデータが追加されると、データ集団が動的に更新されま
す。 

カラー モードを選択することで有効になるカラー・モード・パーシスタンス表示はアナログ・パーシスタンス表示と同じル

ールに従って機能しますが、カラー・スペクトル全体を使用して信号強度がマッピングされます（紫色が最小個数集団を表し、赤

色が最大個数集団を表します）。飽和レベルが 100%である場合は、強度振幅が分布全体をカバーします。飽和レベルが 100%
より低い場合は、事前に指定された％値でピクセルが飽和状態になります(最も明るい色で表示されます)。最小個数集団の近く
でピクセルが飽和するため、高い％値では表示されないピクセル（希にしか観察されないピクセル）が表示されるようになります。 

 

3次元パーシスタンス表示 

3D モードを選択すると、明暗、テクスチャ、色調を変化させながら波形を 3次元表示することができます。3次元表示
のメリットは、カラーと輝度による区別のほかに、最高強度の領域がピークとして表示され、最低強度の領域が谷として表示され

ることです。ピークの形状（平坦または鋭利）を見れば、波形の発生頻度に関する詳しい情報が分かります。 

波形の X軸と Y軸を-90° ～ +90°の範囲で 180 °回転させる機能もあります。 

 

この例は、ソリッド表示形式のカラー･グレード･パーシスタンスを使用

して方形波を 3次元表示したものです。飽和レベルは 50%に設定さ
れており、赤い領域が最高強度を表します。X軸は 60°回転され、Y
軸は 15°回転されています。 
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この例は、上記と同じ波形をモノクロ(アナログ)表示したものです。最
も明るい領域が最高強度を表します（ソリッド表示の赤い領域に対応

します）。 

 

この例は、上記と同じ波形をシェーディング(投影光)表示したもので
す。この表示形式では、パルスの形状が強調されます。 

 

この例は、同じ波形をワイヤフレーム表示したものです。この表示形

式では、同じ強度の等高線を使用して、パーシスタンス・マップを作成

します。 

 
最終トレースの表示 
最終トレースはパーシスタンスの上に重ね表示されるため、ほとんどの場合、最終トレースは非表示にするほうが適切です。そ

のような場合は、[Show Last Trace 最終トレースを表示]チェック・ボックスをオフにします。ただし、マスク検査を行うときに最終
トレースの位置を確認する必要がある場合は、[Show Last Trace 最終トレースを表示]チェック・ボックスをオンにしてください。 

 

パーシスタンスの持続時間 
パーシスタンスの持続時間を定義するには、秒単位の時間制限（0.5秒、1秒、2秒、5秒、10秒、20秒、または無限大）を指定
します。指定された時間が経過すると、パーシスタンス表示用データが消去されます。  

 

トレースの固定化 
WaveMasterオシロスコープでは、すべての入力チャンネルを同一のモード、飽和レベル、パーシスタンス持続時間、最終トレー
ス表示に固定するか、それらのパラメータを個々の入力チャンネルごとに指定することができます。すべての入力チャンネルを

同じ設定に固定する場合は を選択し、各入力チャンネルを個別に設定する場合は を選択

してください。 
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パーシスタンス（重ね書き表示）を設定するには 
1. メニュー・バーの[Display ディスプレイ]をタッチし、プル・ダウン・メニューから[パーシスタンス（重ね書き表示）の設

定... ]を選択します。 

2. [Persistence On パーシスタンスを有効にする]チェック・ボックスをオンにします。[Per Trace 各トレースを個別に設
定]が選択されている場合は、[Reset All すべてリセット]ボタンをタッチして、入力チャンネルのすべての設定をデフォ
ルト値に戻します。 

3. すべての入力チャンネルを同一のモード、飽和レベル、パーシスタンス持続時間、最終トレース表示に固定する場合

は、[All Locked すべてのチャンネルを同じ設定に固定]ボタンをタッチします。各入力チャンネルを個別に設定する
場合は、[Per Trace 各トレースを個別に設定]ボタンをタッチします。  

A. [All Locked すべてのチャンネルを同じ設定に固定]を選択した場合は、モード・ボタンの 1つにタッチします。  

B. 最後のトレースを表示する場合は、[Show last trace 最終トレースを表示]チェック・ボックスをオンにします。 

C. [Saturation 飽和レベル]データ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップ数値キーパッドを使用して整数値を
入力します。 

D. [Persistence time パーシスタンスの持続時間]データ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・メニューか
ら適切な時間を選択します。 

4. [Per Trace 各トレースを個別に設定]を選択した場合は、各入力チャンネルのタブをタッチし、上記と同じ手順に従っ
て、モード、飽和レベル、パーシスタンスの持続時間、最終トレースの表示を設定します。 

5. 3次元表示を作成する場合は、3Dボタン にタッチします。 

A. [Saturation 飽和レベル]データ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップ数値キーパッドを使用して整数値を
入力します。 

B. [Persistence time パーシスタンスの持続時間]データ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・メニューから適
切な時間を選択します。 

C. [3D Settings 3D 設定]セクションの[Quality 画質]フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・メニューから適切な画
質（ワイヤフレーム、ソリッド、シェーディング）を選択します。 

D. 各軸のデータ入力フィールドの内部をタッチし、-90° ～ +90° の回転角度を入力します。  

6. 個々のチャンネルのパーシスタンスをオフにする場合は、左端のパーシスタンス・モード・ボタンにタッチします。.すべ
てのチャンネルのパーシスタンスをオフにする場合は、フロント・パネルの アナログ・パーシスタンス・ボタンを押します。
このボタンには、アナログ・パーシスタンスのオン/オフを切り替える機能があります。 

 

 

スクリーン・セーバー 

PCの場合と同じ方法で、Windowsスクリーン・セーバーを有効にすることができます。 

1. メニュー・バーの[File ファイル]をタッチし、プル・ダウン・メニューから[Minimize 最小化] を選択して、オシロスコープ
のディスプレイを最小化します。 

2. タスク・バーの左下にある[Start スタート]ボタンをタッチします。 

3. ポップアップ・メニュー内の[Settings 設定]をタッチします。 

4. [Control Panel]をタッチします。 

5. [Display ディスプレイ]ボタンをタッチします。 

6. [Status ステータス]タブをタッチします。 

 
 

グリッド間でのトレースの移動 

移動ボタンにタッチするだけで、複数のグリッド間でトレースを移動することができます。トレースを別のグリッドに移動するときは、

「ディスプレイのセットアップ」の説明を参照し、十分な数のグリッドが表示されていることを確認してください。 
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複数のグリッド間でトレースを極めて簡単に移動することができます。トレースを別のグリッドに移動するときは、「ディスプレイの

セットアップ」の説明を参照し、十分な数のグリッドが表示されていることを確認してください。 

チャンネルまたは演算トレースを移動するには 

1. 移動する波形をタッチします。 

2. ポップアップ・メニューから[Next Grid 移動先のグリッド] を選択します。 

注意：単一のグリッド上に複数の波形が表示されている場合は、[Next Grid 移動先のグリッド]を選択したときに、2番目のグリ
ッドが自動的に開きます。 

 

 

波形のズーム（拡大表示） 

入力波形の演算関数ズーム・トレースを作成するときは、[Cx Vertical Adjust Cx垂直軸調整]セットアップ・ダイアログの下部に、
[ズーム]という標準ボタンが表示されます。一方、独立したズーム・トレースを作成しなくても、メモリ関数や演算関数の非ズーム・
トレースを直接ズームすることもできます。後者の場合は、演算トレースの"Fx"セットアップ・ダイアログの右側に表示されるズー
ム制御用ミニ・ダイアログを使用します。 

フロント・パネルの[QuickZoom（クイック ズーム）]ボタン 押すと、複数のズーム（表示される個々の入力チャンネルごとに

1つのズーム）が作成されます。 

また、入力波形内の矩形領域をタッチして波形の任意の部分にドラッグすれば、波形の一部分をズームすることができます。ズ

ーム・トレースのサイズは、グリッドの全長に合うように自動的に調整されます。したがって、拡大率は選択する矩形領域のサイ

ズに応じて異なります。 

波形をズームすると、ズームされた領域の概観が[ズーム]ダイアログ内のサムネイル・アイコン に表示されます。

演算関数またはメモリ関数としてズームを選択すると、演算セットアップ・ダイアログといっしょに[ズーム]ダイアログが表示されま
す。 

 

単一のチャンネルをズームするには 
1. メニュー・バーの[Vertical 垂直軸]をタッチし、プル・ダウン・メニューから目的のチャンネル番号を選択します。または、

表示されたチャンネルのトレース・ラベルをタッチします。 

2. [Cx Vertical Adjust Cx垂直軸調整]ダイアログの下部にある[ズーム] ボタン をタッチします。選択さ

れたチャンネルの演算ズーム・トレース（F5～Fxの 1つ）が作成されます。 

3. 拡大率を調整するには、新たに作成された Fx トレース・ラベルをタッチします。演算関数用のセットアップ・ダイアログ
が開き、ズーム制御用ダイアログが右下に表示されます。このダイアログ内には、現在の縦横拡大率が表示されます。 

4. 縦横のズーム率を細かい刻み幅で調整する場合は、ダイアログの右側の[Var. 可変]チェック・ボックスをオンにして、

可変ズームを有効にします。こうすると、ズーム制御ボタン にタッチするたびに、ズーム率が細

かい刻み幅で変化するようになります。 
 
標準的な刻み幅でズーム率を調整する場合は、[Var. 可変]チェック・ボックスをオフにします。 
 
縦横のズーム率を数値で直接指定する場合は、[Horizontal Scale/div 水平目盛/Div]データ入力フィールドの内部
をタッチし、ポップアップ数値キーパッドを使用して時間分割値を入力した後、[Vertical Scale/div 垂直目盛/Div]デ
ータ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップ数値キーパッドを使用して電圧値を入力します。 

5. ズーム率を 1倍にリセットする場合は、ダイアログ内の[Reset Zoom ズーム率リセット]をタッチするか、フロント・パ

ネルの[ズーム]ボタン を押します。 
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タッチとドラッグによってズームするには 
1. 入力チャンネルの波形、演算関数トレース、メモリ・トレースの内部の矩形領域をタッチして任意の部分にドラッグしま

す。複数のトレースが表示されている場合は、矩形ズーム・ウィザードが起動されます。 

2. 複数のトレースが表示されている場合は、ウィザードの[Source ソース]タブをタッチして、ズーム対象のトレースを選
択します。 

3. [Action アクション]タブをタッチし、[Create a New Zoom Trace ズーム・トレースの新規作成]を選択します。チャンネ
ル・トレースを操作するときに、新しいズームを作成するのではなく、捕捉の設定を更新するだけである場合は、

[Update Acquisition Settings 捕捉の設定の更新]を選択します。演算関数トレースを操作するときは、新しいズー
ム・トレースを作成するか、既存のトレースを変更することができます。 

4. [Zoom ズーム]タブをタッチし、ズームを表示する演算関数トレースを選択します。 

5. フロント・パネルのWavepilot位置つまみを回して、ズームの縦位置と横位置を調整します。 

6. フロント・パネルのズームつまみを回して、ズームの境界を調整します。 

 

複数の波形をすばやくズームするには 

フロント・パネルの[QUICKZOOM（クイック ズーム）]ボタン を押します。表示された個々の入力チャンネル波形のズームが

演算関数トレース F5 ～ F8を使用して作成され、各ズームが独立したグリッド上に表示されます。 

 

ズームをオフにするには 

1. オフにするズームの演算関数トレース・ラベルをタッチします。 

2. [Trace On トレースを有効にする]チェック・ボックスをオフにして、ズーム・トレースを無効にします。 

 

マルチズーム 
マルチズーム機能では、ユーザーが選択した複数の波形について、時間固定ズーム・トレースが作成されます。これらのズーム

は個々の波形の同じ X軸セクションに基づいているため、波形をスクロールすると、すべてのズームが完全に同期して移動しま
す。 

マルチズームを設定するには 

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. マルチズームの対象とする個々の Fx位置の演算関数として Zoom関数が選択されていることを確認します。Fx位
置の演算関数を変更する必要がある場合は、[Fx]ボタンにタッチして、[Select Math Operator 演算子の選択]メニ
ューから Zoomを選択してください。 

3. [On]チェック・ボックスをオンにして、マルチズームの対象とする各ズームを表示します。 

4. [マルチズーム]ダイアログ内の[Setup セットアップ]ボタン にタッチします。[Multi-Zoom マルチズーム]ダイアログが
表示されます。 

5. [Multi-Zoom マルチズーム]ダイアログ内の[On]チェック・ボックスをオンにしてマルチズーム機能を有効にした後、
時間固定マルチズームの対象とする各ズーム・トレースの[Include マルチズーム対象] チェック・ボックスをオンにし
ます。 
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この例では、マルチズームの対象として F2と F3だけが選択されていますが、F4も Zoom関数であるため、ダイアロ
グに表示されています。(F4はスクロールによって影響を受けません。)  

6. [Multi-Zoom マルチズーム]ダイアログの右側にある[Auto-Scroll 自動スクロール]ボタンを使用して、波形のズー
ム対象セクションを制御します。 
 

 
ズームをオフにするには 

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. [マルチズーム]ダイアログ内の[On] チェック・ボックス をオフにします。  

 

 

XYディスプレイ 

他の属性が同じで位相のみが異なる信号間の位相偏移を測定するには、XYディスプレイを使用します。軸上の電圧または 2
軸上の周波数を表示することができます。各トレースの X軸は同じでなければなりません。作成されるパターンの形状を見ると、
位相差と周波数比に関する情報が分かります。 

 

XYディスプレイをセットアップするには 
1. メニュー・バーの[Display ディスプレイ]をタッチし、プル・ダウン・メニューから[Display Setup... ディスプレイのセット

アップ]を選択します。 

2. XYディスプレイ・モード・ボタンの１つにタッチして、適切な XYディスプレイを選択します。XYグリッド上に 2つの波形
を表示するか、シングル・グリッド上またはデュアル・グリッド上に入力波形を表示することができます。 

3. [Input X 入力 X]と[Input Y 入力 Y]のデータ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・メニューから入力ソース
を選択します。チャンネル、演算関数、メモリ・ロケーションの任意の組み合わせを入力ソースとして選択することがで

きます。 
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保存と呼び出し 

オシロスコープのセットアップ情報の保存と呼び出し 

オシロスコープのセットアップ情報については、ハードディスク、フロッピー・ディスク、LAN ドライブなどの媒体との間で、保存と呼
び出しを行うことができます。 

 

オシロスコープのセットアップ情報を保存するには 
1. メニュー・バーの[File ファイル]をタッチし、プル・ダウン・メニューから[Save Setup...セットアップ情報の保存]を選択

します。または、フロント・パネルの[保存/呼び出し]ボタンを押して、[Save Setup セットアップ情報の保存]タブをタッチ
します。 

2. 任意のフォルダにセットアップ情報を保存する場合は、[Save To File オシロスコープのセットアップ情報の保存]デー
タ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・キーボードを使用して宛先フォルダのパス名を入力します。または、

[Browse 参照]をタッチして宛先フォルダに移動した後、データ入力フィールドの下にある ボタンをタ

ッチします。 
オシロスコープのハードディスク上の Internal Setups フォルダにセットアップ情報を保存する場合は、[SetupX]デー
タ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・キーボードを使用してファイル名を入力した後、データ入力フィールド

の隣にある ボタンをタッチします。ファイルは D:\Internal Setups フォルダに保存され、現在の日付がフィ
ールドの上に表示されます。 

 

オシロスコープのセットアップ情報を保存するには 
1. メニュー・バーの[File ファイル]をタッチし、プル・ダウン・メニューから[Recall Setup... セットアップ情報の呼び出し]]

を選択します。 

2. 任意のフォルダにセットアップ情報を保存する場合は、[Save To File オシロスコープのセットアップ情報の保存]デー
タ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・キーボードを使用して宛先フォルダのパス名を入力します。または、

[Browse 参照]をタッチしてソースフォルダに移動した後、 ボタンをタッチします。 
オシロスコープのハードディスク上の D:\ Internal Setupsフォルダからセットアップ情報を取り出す場合は、情報が

保存されたファイルの隣にある  alongsideボタンをタッチします。 

 

オシロスコープのセットアップ情報を保存するには 
1. メニュー・バーの[File ファイル]をタッチし、プル・ダウン・メニューから[Recall Setup... セットアップ情報の呼び出し]]

を選択します。 

2. 任意のフォルダからセットアップ情報を取り出す場合は、[Recall Default Setup セットアップ情報の呼び出し] 

の内部をタッチし、 

デフォルト設定は次のとおりです。 

垂直軸 タイムベース トリガ 

50 mV/div 50.0 ns/div DC50Ω または AC1MΩ (モデルによる), C1, トリガ・レベル:0 mV
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オフセット:0 V 10.0 GS/s 
(モデルによる) 

エッジ・トリガ 
正のエッジ（スロープ） 

 ディレイ: 0 s  トリガ・モード: Auto 

 

 

画面イメージの保存 

画面イメージをハードコピー・プリンタに出力するか、ストレージ媒体に保存することができます。これらの出力処理は、同じダイ

アログから実行します。 

1. メニュー・バーの[Utilities ユーティリティ]にタッチして、プル・ダウンメニューから[Utilities Setup... ユーティリティの
セットアップ]を選択します。 

2. [Hardcopy ハードコピー]タブをタッチします。 

3. [File ファイル]ボタンをタッチします。 

4. [File Format ファイル形式] フィールドの内部をタッチし、ファイルのタイプを選択します。 

5. 波形を白い背景で印刷する場合は、[Colors カラー]セクションの[Use Print Colors 白い背景で印刷] チェック・ボッ
クスをオンにします。白い背景を使用すると、プリンタのトナーが節約されます。 

6. [Directory フォルダ]フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・キーボードを使用して、画像を保存する宛先フォルダ
のパス名を入力します。または、[Browse 参照]ボタンをタッチして、目的のフォルダに移動します。 

7. [File Name ファイル名]フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・キーボードを使用して、画像を保存する宛先ファイ
ルの名前を入力します。 

8. ダイアログ領域を画像に含めない場合は、[出力対象 Include On Print]の[Grid Area Only グリッド領域のみ] チェ
ック・ボックスをオンにします。 

9. [Print Now 今すぐ出力]ボタンをタッチします。 

 

 

波形の保存と呼び出し 

波形の保存 
1. メニュー・バーの[File ファイル]をタッチし、プル・ダウン・メニューから[Save Waveform... 波形の保存]を選択します。 

2. [Save Waveform 波形の保存]ダイアログ内で、波形の[Save To 保存先]として ボタンまたは ボ

タンをタッチします。 

3. [Source ソース]フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・メニューから保存対象の波形を選択します。たとえば、チ
ャンネル(C1-C4)、演算関数(F1-F4)、非揮発性 RAMに保存された波形(M1-M4)など、任意のトレースを保存対象と
して選択することができます。 

4. 波形のデフォルト名を変更する場合は、[Trace Title トレース名]データ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップ
したキーボードを使って新しい名前を入力します。 

注意： 波形の名前は変更できますが、連続番号は変更できません。 

注意 

文字ではなく数字で終わる名前を使用すると、名前の末尾の数字が自動的に削除または変更される可能性があります。これは

設計上、最初の波形の番号が 0になり、2番目の波形の番号が１になる（以下同様に連続番号を使用）という自動ナンバリング
体系が採用されているためです。たとえば、"XYZ32"という名前を波形に付けたときに、その波形の前に XYZ0～XYZ31 という
波形が存在しない場合は、連続番号内で次に利用可能な数字で名前の末尾の数字（32）が置き換えられます。  

波形の名前に数字を使用する必要がある場合は、たとえば"XYZ32a"のように、数字の後に英字を追加することをお勧めします。 
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5. 波形をファイルに保存する場合は、[Data Format データ フォーマット]フィールドにタッチし、ポップアップ・メニューか
らファイルのデータ・フォーマットを選択します。 
 
ASCIIまたは Excelを選択した場合は、[SubFormat サブフォーマット]フィールドにタッチし、[Time Data 時間]また
は[Time & Ampl 時間と振幅]を選択した後、[Delimiter]フィールドにタッチし、ポップアップ・メニューから区切り文字
（コンマ、スペース、セミコロン、タブ）を選択します。 

6. [Save file in directory 保存先フォルダ]フィールドの[Browse 参照]ボタンをタッチし、ファイルを保存するフォルダ
に移動します。ファイル名は自動的に割り当てられ、フィールドの下に表示されます。 

7. ボタンにタッチします。 

自動保存 

[Save Waveform 波形の保存]ダイアログでは、自動保存ボタンの 1つにタッチして、自動保存機能を有効にすることができます。 
Wrap (古いファイルを上書きする)または Fill(ファイルを上書きしない)の 2種類のモードがあります。 

注意 

Fillモードを選択すると、ハードディスクの空き領域が短期間で無くなる可能性があります。 

 

波形の呼び出し 
1. メニュー・バーの[File ファイル]をタッチし、プル・ダウン・メニューから[Recall Waveform... 波形の呼び出し]を選択し

ます。 

2. [ Recall Waveform... 波形の呼び出し]ダイアログ内で、[Recall From 波形の呼び出し元]として ボタンま

たは ボタンをタッチします。 

A. [メモリ]を選択した場合は、[Source ソース]フィールドの内部をタッチし、メモリ・ロケーション(M1 ～ M4)を選択し
ます。 

B. [ファイル]を選択した場合は、[Source ソース]フィールドの内部をタッチし、波形が保存されたフォルダを選択します。 

検索対象範囲をチャンネル、演算関数、メモリだけに絞り込む場合は、[Show only files ファイルのみを表示]フィール
ドの内部をタッチして検索領域を選択します。 

[Recall files from directory 呼び出し元のフォルダ]フィールドの内部をタッチして、ポップアップ・キーボードを使用し
てパス名を入力します。または、[Browse 参照]ボタンをタッチして、目的のファイルを探します。 

[Next file will be recalled from 次のファイルを呼び出すフォルダ]フィールドの内部をタッチして、ポップアップ・キー
ボードを使用してパス名を入力します。または、[Browse 参照]ボタンをタッチして、目的のファイルを探します。 

3. ボタンにタッチします。 
  

 

 

ディスク・ユーティリティ 

フォルダとファイルの作成や削除を行うには、[Disk Utilities ディスク・ユーティリティ]ダイアログを使用します。 

単一のファイルを削除するには 
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1. メニュー・バーの[File ファイル]をタッチし、プル・ダウン・メニューから[Disk Utilities... ディスク・ユーティリティ]を選択
します。 

2. [Disk Utilities ディスク・ユーティリティ]ダイアログ内の[Delete 削除]ボタン をタッチします。 

3. [Current folder 操作対象フォルダ]フィールドの内部をタッチし、削除するファイルが存在するフォルダのパス名をポ
ップアップ・キーボードから入力します。 
または、[Browse 参照]ボタンをタッチして、目的のフォルダを探します。 

4. [File to be deleted 削除するファイル]フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・キーボードを使用してファイル名を
入力します。 
または、[Browse 参照]ボタンをタッチして、目的のフォルダを探します。 

5. 削除するファイルを指定したら、[[ファイルを削除 Delete File]ボタンにタッチします。 

 

フォルダ内のすべてのファイルを削除するには 
1. メニュー・バーの[File ファイル]をタッチし、プル・ダウン・メニューから[Disk Utilities... ディスク・ユーティリティ]を選択

します。 

2. [Disk Utilities ディスク・ユーティリティ]ダイアログ内の[Delete 削除]ボタン をタッチします。 

3. [Current folder 操作対象フォルダ]フィールドの内部をタッチし、削除するファイルが存在するフォルダのパス名をポ
ップアップ・キーボードから入力します。 
または、[Browse 参照]ボタンをタッチして、目的のフォルダを探します。 

4. 削除するフォルダを指定したら、[[フォルダを全消去 Empty Folder]ボタンにタッチします。 

 

フォルダを作成するには 
1. メニュー・バーの[File ファイル]をタッチし、プル・ダウン・メニューから[Disk Utilities... ディスク・ユーティリティ]を選択

します。 

2. [Disk Utilities ディスク・ユーティリティ]ダイアログ内の[Create 新規作成]ボタン をタッチします。 

3. [Current folder 操作対象フォルダ]フィールドの内部をタッチし、新しいフォルダを作成する場所の親フォルダのパス
名をポップアップ・キーボードから入力した後、フォルダ名を入力します。 

4. [Create Folder フォルダの新規作成]ボタンをタッチします。 
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印刷とファイル管理 

印刷、プロット出力、コピー 

WaveMasterオシロスコープには、波形トレースに対する操作として、プリンタでの印刷、プロッタへの出力、ファイルへのコピー
(出力)、電子メールによる送信などを行う機能があります。印刷するときは、Windows XPでサポートされる任意のプリンタを使
用することができます。  

 

 

印刷 

プリンタをセットアップするには 
1. メニュー・バーの[File ファイル]をタッチし、プル・ダウン・メニューから[Print Setup... 印刷の設定]を選択します。

[Hardcopy ハードコピー]ダイアログが表示されます。 

2. ダイアログ内部の[Printer]アイコン をタッチします。 

3. 波形を白い背景で印刷する場合は、[Colors カラー]セクションの[Use Print Colors 白い背景で印刷] チェック・ボッ
クスをオンにします。白い背景を使用すると、プリンタのトナーが節約されます。(プリンタのカラー設定を変更するには、
[Preference プレファレンス]ダイアログを使用します。)  

4. [Select Printer プリンタの選択]フィールドの内部をタッチし、印刷に使用するプリンタをポップアップ・メニューから選
択します。プリンタのセットアップ情報を確認する場合は[Properties プロパティ]ボタンをタッチします。 

5. [Orientation 用紙方向]として縦または横を選択します。 

6. ダイアログ領域を印刷対象から外して、波形とグリッドのみを印刷する場合は、[Grid Area Only グリッド領域のみ]
チェック・ボックスをオンにします。  

 

印刷するには 
印刷を開始するには次の 3通りの方法があります。 

• フロント・パネルの[プリンタ]ボタンを押します。 

• メニュー・バーの[File ファイル]をタッチし、プル・ダウン・メニューから[Print 印刷]を選択します。 

• [Hardcopy ハードコピー]ダイアログ内の[Print Now 今すぐ出力]ボタンをタッチします。 

 

プリンタとドライバの追加 

注意： プリンタを追加する場合は、そのプリンタに対応するドライバを最初にインストールする必要があります。 

1. メニュー・バーの[File ファイル]をタッチし、プル・ダウン・メニューから[Hardcopy ハードコピー]を選択します。
[Hardcopy ハードコピー]ダイアログが表示されます。 

2. ダイアログ内部の[Printer]アイコン をタッチします。 

3. [Add Printer プリンタの追加]ボタンをタッチします。プリンタの追加を制御する MS Windows®ウィザードが起動され
ます。 

4. [プロパティ]ボタンをタッチして、プリンタの属性（印刷部数など）を設定します。 

 

デフォルト・プリンタの変更 
1. デフォルト・プリンタを変更する場合は、最初にメニュー・バーの[File ファイル]をタッチした後、プル・ダウン・メニューか

ら[Minimize 最小化]を選択して、実行中のアプリケーションを最小化します。 

2. タスク・バーの左下にある[Start]ボタンをタッチします。 
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3. [設定] > [プリンタ]を選択します。 

4. デフォルト・プリンタとして設定するプリンタをタッチし、[File ファイル] > [Set as Default Printer 通常使うプリンタに
設定]を選択します。 

 

 

ファイルの管理 

フロッピー・ディスク、内蔵ハードディスク、ネットワーク(LAN)ドライブ上に波形情報のファイルを作成するには、WaveMasterオ
シロスコープに付属のユーティリティを使用します。これらのファイルに対しては、独自の名前の付与、保存用フォルダの作成、

ディスクとフロッピー間でのコピーなど、さまざまな操作を実行することができます。 

 

ハードディスクのパーティション 
WaveMasterオシロスコープの内蔵ハードディスクは、ドライブ C:およびドライブ D: の 2つのパーティションに分割されていま
す。ドライブ C:には Windowsオペレーティング・システムとWaveMasterアプリケーション・ソフトウェアが保存されており、ドラ
イブ D:はデータ・ファイル用に使用されます。 
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100Base-T イーサネット接続 

ネットワークへの接続 

WaveMasterオシロスコープをネットワークに接続するには、イーサネット・コネクタ（次の背面パネル図の 8番）を使用します。 

 

ネットワークを介した通信 

WaveMasterオシロスコープでは、アドレシング・プロトコルとしてダイナミック・ホスト構成プロトコル（DHCP： Dynamic Host 
Configuration Protocol）が使用されるため、 出荷時には IPアドレスが設定されていません。 

 

Windowsのセットアップ 
WaveMasterオシロスコープを LANのドメイン内部に設置する場合は、IS管理者がオシロスコプを接続する必要があります。 

Windowsの操作に関するガイドライン 

WaveMasterオシロスコープはオープン・アーキテクチャに基づいていますが、Windowsオペレーティング・システムの設定は極
力変更しないでください。Windowsの設定を変更すると、WaveMasterオシロスコープのユーザー・インタフェースに問題の生じ
る可能性があります。 Windowsの操作については、次のガイドラインに従ってください。 

• LeCroyが提供するバージョン以外のWindows OSをインストールしてはなりません。 MicrosoftのWindows XPe 
Service Packをインストールした場合は、WaveMasterオシロスコープの正常な動作が保証されません。 

• Windowsのセーフ・モードで起動した場合、タッチ・スクリーンは機能しません。 標準操作を使用するには、マウスま
たはキーボードが必要になります。 

• コントロール・パネルの設定を変更してはなりなせん。 

• カラー解像度(24ビット)または画面サイズ(800 x 600ピクセル)を変更しないでください。 

• サードパーティのソフトウェア・アプリケーションをインストールした後でWaveMasterオシロスコープが正常に動作し
なくなった場合は、オシロスコープに付属の CDから専用ソフトウェアを再インストールしてください。 CD ドライブが装
備されていない場合、再インストールを行うには USB CD-ROM ドライブが必要になります(レクロイ社では提供してい
ません)。 

• システム・フォントを削除してはなりません。システム・フォントを削除すると、ダイアログ内の文字が読めなくなる場合

があります。 

• オシロスコープの機能やスクリーン・セーバーが影響を受ける可能性があるため、表示プロパティ（背景、外観、効果

など）を変更しないでください。 

• Windowsのフォルダ構造を変更してはなりなせん。 

• BIOSの設定を変更してはなりなせん。 

• Windowsの電源管理システムの設定を変更してはなりなせん。 

 

システムの復元 
復元ポイントは定期的に自動作成されますが、新しいハードウェアやソフトウェアをオシロスコープに追加する場合は、事前に手

動で作成しておくことを強くお勧めします。 復元ポイントはオシロスコープのハード・ドライブに含まれるため、外部記憶メディア(フ
ロッピー・ディスク、USB メモリ・スティックなど)は必要ありません。 

復元ポイントを作成するには 

1. [File]メニューからスコープを表示しているウィンドウを最小化し、タスク・バーを表示します。 

2. タスク・バーで、[スタート]、[プログラム]、[アクセサリ]、[システム ツール]、[システムの修復]を選択します。 

3. [復元ポイントの作成]ラジオ・ボタンをタッチしてから、[次へ]をタッチします。 

4. [復元ポイントの説明]ボックスで復元ポイントの作成後に追加するソフトウェアまたはハードウェアを指定し、[作成]を
タッチします。 

5. 復元ポイントが作成され、確認メッセージが表示されます。 
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トラック・ビュー 

トレンドの作成と表示 

1. メニュー・バーの[Measure 測定]にタッチして、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. パラメータ・タブ（P1 ～ Px)の 1つをタッチします。 

3. [Source1 ソース 1]データ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・メニューから入力波形を選択します。  

4. [Measure 測定]データ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・メニューからパラメータを選択します。 

5. ダイアログの下部にある[Trend トレンド] ボタンをタッチした後、トレンド表示を作成する演算関数（F1～Fx) [Math 
selection for Trend トレンド用の演算関数]メニューから選択します。トレンドはトレース・ラベル といっしょに表示さ
れます。 

6. [トレンド]ダイアログ内のオプションを変更する場合は、新たに表示されたトレンド・トレース・ラベルをタッチします。 
 

 
 

 

トラック・ビューの作成 

この機能は XMAPオプションで利用することができます。 

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. パラメータ・タブの 1つ（P1～Px）をタッチします。 

3. [Source1 ソース 1]データ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・メニューから入力波形を選択します。 

4. [Measure 測定]データ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・メニューからパラメータを選択します。 

5. ダイアログの下部にある[Track トラック]ボタンをタッチした後、トラック表示を作成する演算関数（F1～Fx）を[Math 
selection for Track トラック用の演算関数]メニューから選択します。 トラックはトレース・ラベルといっしょに表示され
ます。 
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6. [トラック]ダイアログ内のオプションを変更する場合は、新たに表示されたトレンド・トレース・ラベルをタッチします。 
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ヒストグラム 

ヒストグラムの作成と表示 

注意： ヒストグラムを構成する捕捉の回数は、トレース・ラベルの最後に表示されます。  

 

 
単一パラメータ・ヒストグラムをセットアップするには 
[Measure 測定]ダイアログでの手順 

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]ボタンをタッチします。 

3. パラメータ・タブ（P1 ～ Px)の 1つをタッチします。 

4. [Source1 ソース 1]データ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・メニューから入力波形チャンネルを選択し
ます。  

5. [Measure 測定]データ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・メニューから測定したいパラメータを選択しま
す。 

6. ダイアログの下部の[ヒストグラム]ボタンをタッチします。 

7. 作成されるヒストグラムが保存される演算トレースをタッチした後、ポップアップ・メニューを閉じます。 

8. 上記で作成した演算トレースのトレース・ラベルをタッチします。 

9. 右側のダイアログ内で、[ヒストグラム]タブをタッチします。 

10. [Buffer バッファ]セクションにある[#Values 値の個数]データ入力フィールドの内部をタッチして、20～1000の数値を
入力します。 

11. [Scaling スケーリング]セクションにある[#Bins ビンの個数]データ入力フィールドの内部をタッチして、20～1000の
数値を入力します。 

12. [Find Center and Width 中心と幅の調整]ボタンをタッチして、ヒストグラムの中心点を決めます。 または、[Center 
中心]フィールドと[Width 幅]データ入力フィールドの内部を順番にタッチし、ポップアップ数値キーパッドを使用して値
を入力します。  

[Math 演算]ダイアログでの手順 

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. [関数]タブ(F1～Fx）の 1つをタッチします。 

3. [グラフ]ボタン をタッチします。 

4. [Source1 ソース 1]データ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・メニューから入力波形チャンネルを選択し
ます。 

5. [Measurement 測定]データ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・メニューから測定したいパラメータを選択
します。 

6. [Graph with グラフ モード]データ入力フィールドの内側をタッチし、ポップアップ・メニューから[ヒストグラム]を選択し
ます。 

7. 右側のダイアログ内で、[ヒストグラム]タブをタッチします。 

8. [Buffer バッファ]セクションにある[#Values 値の個数]データ入力フィールドの内部をタッチして、20～1000の数値を
入力します。 

9. [Scaling スケーリング]セクションにある[#Bins ビンの個数]データ入力フィールドの内部をタッチして、20～2000の
数値を入力します。 
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10. [Find Center and Width 中心と幅の調整]ボタンをタッチして、ヒストグラムの中心点を決めます。 または、[Center 
中心]フィールドと[Width 幅]データ入力フィールドの内部を順番にタッチし、ポップアップ数値キーパッドを使用して値
を入力します。  

11. [Vertical Scale 垂直軸スケール]データ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・メニューから[Linear 1次式]
または[Linear Constant Max 上限付き 1次式]を選択します。 

 

サムネイル形式のヒストグラムを表示するには 
グリッドの下に表示されるヒストアイコン（サムネイル形式のヒストグラム）は、パラメータ測定ヒストグラムの縮小版です。 ヒスト
アイコンを見ると、各パラメータの統計的分布が一目で分かります。 

1. メニュー・バーの[Measure 測定]をタッチし、[測定モード]ボタン （Std Vertical、Std Horizontal、My Measureの 1
つを選択します。 

2. メニュー・バーの[Measure 測定]をタッチし、[Histicons ヒストアイコン]チェック・ボックスをオンにします。選択したパ
ラメータの下にヒストアイコンが表示されます。 

注意： 測定モードとして"My Measure"（カスタム測定）を選択した場合は、ヒストアイコンにタッチすると、ヒストアイコンが拡大さ
れて通常のサイズのヒストグラムが即座に表示されます。 拡大されたヒストアイコンは、対応するトレースの上に重ね表示されま
す。"Std Vertical"モードと"Std Horizontal"モードには、このような機能がありません。 

 
パーシスタンス（重ね書き）ヒストグラム 
波形から垂直スライスまたは水平スライスを切り取ることで、パーシスタンス表示のヒストグラム（Histogram）を作成することもで
きます。 その場合は、スライスの幅と、波形上でのスライスの位置（垂直位置または水平位置）を指定する必要があります。 

パーシスタンス（重ね書き）ヒストグラムの数学演算は通常のヒストグラムの数学演算とは異なるため、通常のヒストグラム用に

設定された中心点と幅の影響を受けません。 

パーシスタンス（重ね書き）ヒストグラムをセットアップするには 

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. [関数]タブ(F1～Fx）の 1つをタッチします。 

3. [Source1 ソース 1]データ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・メニューから入力波形チャンネルを選択し
ます。 

4. [Operator1 演算子 1]データ入力フィールドの内部をタッチし、[Select Math Operator 数学演算子の選択]メニュー

から Phistogram を選択します。 

5. ポップアップ・メニューからスライスの方向（[Horizontal 水平]または[Vertical 垂直])を選択します。 

6. [Slice Width スライスの中心線]データ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・キーパッドを使用して値を入力
します。 

7. [Slice Width スライスの幅]データ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・キーパッドを使用して値を入力しま
す。 

注意： フロント・パネルの調整つまみを回して、スライスの中心線と境界線（スライス幅）を変更することもできます。 

 
パーシスタンス・トレースのレンジ 
この数学演算には、新しい波形の作成時に使用するパーシスタンス・トレース度数のパーセンテージを入力するフィールドがあり

ます。 

 

パーシスタンスのシグマ 
この数学演算には、新しい波形の作成時に適用するスケーリング（標準偏差で測定したスケール値）を入力するフィールドがあり

ます。 
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ヒストグラムのパラメータ 

fwhm Full Width at Half Maximum (最大度数の 50%に対応する全幅) 

定義: 最大度数のビン（ピーク）の両側にあるビンのうち、最大度数の 50%の度数を持つビンによって形成される幅を定義し
ます。同じ最大度数を持つピークが複数存在する場合は、一番左側のピークを計算に使用します。  

説明: 

最初に、最大度数のビン（ピーク）を検出し、そのビンの高さ（度数）を測定します(ピークを検出する方法については、
下記の pksパラメータの説明を参照)。次に、最大度数の 50%以下の度数を持つビンが見つかるまで、ピークの左右
にあるビンを走査します。度数が最大度数の 50%以下である最初のビンの中心点からピークに向かって反対側のビ
ンまで直線を引きます。こうすると、最大度数の 50%の度数を示す線分の交差点が決まります。これら 2つの交差点
を結ぶ直線の長さが fwhmパラメータの値になります。  

例: 

  

 

fwxx Full Width at xx% Maximum (最大度数の xx%に対応する全幅) 

定義: 最大度数のビン（ピーク）の両側にあるビンのうち、最大度数の xx%の度数を持つビンによって形成される幅を定義し
ます。同じ最大度数を持つピークが複数存在する場合は、一番左側のピークを計算に使用します。  

説明: 

最初に、最大度数のビン（ピーク）を検出し、そのビンの高さ（度数）を測定します(ピークを検出する方法については、
下記の pksパラメータの説明を参照)。次に、最大度数の xx%以下の度数を持つビンが見つかるまで、ピークの左右
にあるビンを走査します。度数が最大度数の xx%以下である最初のビンの中心点からピークに向かって反対側のビ
ンまで直線を引きます。こうすると、最大度数の xx%の度数を示す線分の交差点が決まります。これら 2つの交差点
を結ぶ直線の長さが fwxxパラメータの値になります。  

例: スレッショールドを 35% に設定した fwxx パラメータ 
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hist 
ampl(hampl) Histogram Amplitude (ヒストグラムの振幅) 

定義: 
ヒストグラム内で度数が最も集中している 2つのピーク間の値の差異。このパラメータは、TTL電圧のように、主
要なパラメータ値が 2つである波形に適用すると有用です。TTL電圧の場合、hamplパラメータはバイナリの電
圧値`1' と`0' の差異を表します。  

説明: 

最初に、度数が最も集中している 2つのピークの中心値（ピークの度数を左右半分ずつに分けるポイントの値）
を計算します(ピークを見つける方法については、下記の pksパラメータの説明を参照)。これらの 2つの中心値
の差異が hamplパラメータの値になります。2つのピークのうち、左側のピークの値はヒストグラムのベース値
(hbaseを参照)であり、右側のピークの値はヒストグラムのトップ値(htopを参照)です。hamplは次の式で計算
されます。  

 hampl = htop – hbase 

例: 
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 この例では、hamplの値が 152 mV - 150 mV = 2 mV と計算されます。  

 

hbase Histogram Base (ヒストグラムのベース値) 

定義: 
ヒストグラム内で度数が最も集中している 2つのピークのうち、左側のピークの値。このパラメータは、TTL電圧のよう
に、主要なパラメータ値が 2つである波形に適用すると有用です。TTL電圧の場合、hamplパラメータはバイナリの電
圧値`1' と`0' の差異を表します。  

説明: 

最初に、度数が最も集中している 2つのピークを見つけます。同じ度数を持つピークが複数存在する場合は、一番左
側のピークを採用します(下記の pksパラメータの説明を参照)。次に、これら 2つのピークのうち、左側のピークを選択
します。そのピークの中心値（ピークの度数を左右半分ずつに分けるポイントの値）が hbaseパラメータの値になりま
す。  

例: 

 

 

 

hist 
rms ヒストグラムの二乗平均(RMS) 

定義: ヒストグラムの値の二乗平均(RMS: Root Mean Square)  

説明: 最初に、特定のビンの中心値を二乗した値にそのビンの度数を掛け合わせます。次に、それらの積の合計をすべてのビ
ンの度数合計で割ります。その除算結果の平方根が hrmsパラメータの値になります。 

例: 下記のヒストグラムの hrmsパラメータの値は、次のように計算されます。 

 hrms = = 2.87 
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hist 
top(htop) Histogram Top (ヒストグラムのトップ値) 

定義: 
ヒストグラム内で度数が最も集中している 2つのピークのうち、右側のピークの値。このパラメータは、TTL電圧の
ように、主要なパラメータ値が 2つである波形に適用すると有用です。TTL電圧の場合、htopパラメータはバイナリ
の電圧値`1'を表します。  

説明: 
最初に、度数が最も集中している 2つのピークを見つけます。次に、これら 2つのピークのうち、右側のピークを選
択します。そのピークの中心値（ピークの度数を左右半分ずつに分けるポイントの値）が htopパラメータの値になり
ます。  

例: 

  

 

maxp Maximum Population (最大度数) 

定義: ヒストグラム内で最も度数が多いビンのカウント数（縦軸の値）  

説明: パラメータ・カーソル間にある各ビンのカウント数が走査され、最も多いカウント数（度数）が maxpパラメータとして返さ
れます。  



ヒストグラム 
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例: 

  

 この例のmaxpは 14です。 

 

hist 
mode ヒストグラムの最頻値 

定義: ヒストグラム内で最も度数が多いビンの値  

説明: パラメータ・カーソル間にある各ビンの度数が走査され、最も度数が多いビン（同じ度数のビンが複数存在する場合
は、最も左側のビン）の値が hist modeパラメータとして返されます。 

例: 

  

 この例のモードは 150 mVです。 

 

pctl パーセンタイル (百分位数) 

定義: 
ヒストグラム内で左側の各ビンの度数合計がヒストグラム全体の度数合計の一定のパーセンテージ（`xx'%で指定され
るスレッショールド）になるように、ヒストグラム内のデータを分割する水平軸値。スレッショールドとして 50%を指定する
と、pctlは hmedian（メジアン、中央値）と同じになります。  
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説明: 

最初に、ヒストグラム全体の度数合計を求めます。次に、ヒストグラムを左から右に走査しながら各ビンの度数を合計し

ていき、その合計値がヒストグラム全体の度数合計の`xx'%以上になるビンに到達したら、走査を停止します。最後のビ
ン（レンジ）において、各ビンの度数合計をヒストグラム全体の度数合計の`xx'%以上にするのに必要なカウント数を、当
該ビンのカウント総数で割ります。こうして計算した割合に基づき、最後のレンジを線形補間して求めた水平軸値が pctl
パラメータの値になります。 

例: 

ヒストグラム全体の度数合計が 100個、ヒストグラム全体が 20個のビンに分割され、スレッショールド`xx'が 25%に設
定されていると仮定します。左から 6番目のビンで度数の合計値が 22になりました。7番目のビンには全部で 9個の
カウントがあり、その値の範囲は 6.1～6.4 Vです。7番目のビンで合計値が 25個（100個×25%）に到達するのに必
要なカウント数の割合は、次のように計算されます。  

 (25 -22) / 9 = 1/3 

 パーセンタイル値は次のように計算されます。 

 6.1 V + 1/3 * (6.4 - 6.1) V = 6.2 V  

 

pks ピーク 

定義: ヒストグラム内のピークの個数  

説明: WaveMasterオシロスコープには、ヒストグラムの各ビンを分析してバックグラウンド・ノイズや微小ギャップなどのビン
ニング時の人為ノイズとピークを切り分けます。  

 ピークは次の 3段階のプロセスに従って検出されます。 

 

1. ヒストグラム内でカウントが 1つ以上あるすべてのビンを対象として、各ビンの度数の平均値を求めます。この平均
値(µ)に基づいて、最初のスレッショールド(T1)を次のように計算します。  

T1= µ + 2 * sqrt (µ) sqrt: square root=平方根 

2. 度数が 1個～T1個であるすべてのビンを対象として、2番目のスレッショールド(T2)を次のように計算します。 

T2 = µ + 2 * σ 

ここで、σは度数が 1個～T1個であるすべてのビンの標準偏差です。 

3. T2が計算されたら、ヒストグラムの各ビンの度数を左から右に走査していきます。度数が T2を越えるビンにはピー
クが存在するとみなされます。その後、度数がＴ2以下であるビンが 1個以上見つかるまで、右方向に向かって走査
を続けます。ただし、度数がＴ2を下回るビンがヒストグラム全体のレンジの 100番目未満に相当する場合は、そのビ
ンを無視して、そのまま走査を続けます。度数が T2以下でレンジの 100番目以降に相当するビンが見つかると、走
査を一時停止します。続いて、別のピークを検出するために、レンジの残りの部分を走査します。直前のピークから数

えて 50番目以内に別のピークが見つかった場合、そのピークは無視されます。 

 
注意： ビンの個数が多すぎると、ヒストグラム内に極めて多くの小さいギャップが生じるため、標準偏差（σ）が大きくな
り、それに伴って T2の値も大きくなります。極端な場合は、人間の目にはピークが存在するように見えても、オシロスコ
ープによってピークが検出されない可能性があります。 

例: この例では、2つのピークが検出されています。 度数が多いピークは #1 のほうです。 
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hist 
range ヒストグラムの区間 

定義: ヒストグラム内でカウントが 1つ以上あるすべてのビンのうち、最も右側のビンの値と最も左側のビンの値の差異。  

説明: カウントが 1つ以上あるすべてのビンのうち、最も右側のビンと最も左側のビンを見つけます。これら 2つのビンの中
心値の差が hist rangeパラメータの値になります。  

例: 

  

 この例のレンジは 2 mV です。 

 

totp Total Population (全度数) 

定義: ヒストグラムのすべてのビンのうち、パラメータ・カーソルの間にある各ビンの度数の合計値  

説明: カウントが 1つ以上あるすべてのビンのうち、パラメータ・カーソルの間にある各ビンの度数の合計値です。  
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例: 

  

 このヒストグラムの度数合計は 9 です。 

 

Hist 
x@peak X Coordinate of xxth Peak (n番目のピークの X軸値) 

定義: ヒストグラム内で n番目に度数が多いピークの中心値  

説明: 
最初に、ヒストグラム内のピークを検出し、それらのピークを度数の多い順にランク付けします(ピークを検出する方
法については、上記の pksパラメータの説明を参照)。ランク番号（n番目）を指定すると、そのランクのビンの中心値
（度数を左右半分ずつに分けるポイントの値）が Hist x@peakパラメータとして返されます。  

例: この例では、右端のピークの度数が最も多いため、このピークがランク 1となります。2番目に度数が多い左端のピ
ークがランク 2となり、度数が最も少ない中央のピークはランク 3になります。 
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ヒストグラムの数学演算の理論 

波形のさまざまなパラメータを測定するときは、パラメータ値の統計的変動を理解しておく必要があります。通常、パラメータの平

均値、最小値、最大値、標準偏差などを把握すれば十分ですが、パラメータ値の分布についてより詳細な情報が必要になる場

合もあります。  

ヒストグラムを見ると、数多くの測定時におけるパラメータ値の分布が分かります。ヒストグラムでは、パラメータの値域全体がビ

ン(BIN)と呼ばれる複数の小区間に分割され、それらの小区間に属するパラメータ値（イベント）の個数が個々のビンごとに示さ
れます。 

理論的にはパラメータ値の範囲は無限大ですが、実際は現実的に取り得るパラメータ値に即した範囲を定義する必要がありま

す。たとえば、TTL高電圧を測定するときは、±50 Vの範囲は不要であり、4.0V±2.5V程度の範囲が現実的です。そのため、0
～5Vの範囲を適切な数のビンに分割します。ビンの数を 50個とすると、各ビンの範囲は"5 V/50 = 0.1 V"となります。その場合、
最初のビンに属するパラメータ値（イベント）を 1.5～1.6 V、2番目のビンに属するパラメータ値を 1.6～1.7 V（以下同様）といっ
た区分で、値域とビンの関係を定義することができます。 

数千個のイベントが処理されると、各ビンに属するイベントの数の分布を的確に表す棒グラフ（ヒストグラム）が作成されます。通

常、ヒストグラムでは各ビンの範囲値を X軸で表し、各ビンに属するパラメータ値の個数を Y軸で表します。個数がゼロではな
い一番左側のビンは、パラメータの最小値を表します。縦方向に一番長いビンは、その範囲に属するイベントの数が最も多いこ

とを示します。 

各ビン、ピーク、ヒストグラムに属するイベントの数は「度数」と呼ばれます。次に示すヒストグラムの例では、4.3～4.4 Vの範囲
のビンが最大の度数を示しています(これは正常な TTL信号を表します)。  

 

 
最小値のビンは、3.0～3.1 Vの範囲のビンです。TTL高電圧は仕様上 2.5 V以上であるため、3.0～3.1 Vという最小値ビンは
許容範囲内にあります。ただし、最小値ビンが許容範囲の下限に近いこと、最小値が他の値から離れすぎていることから、詳細

な調査が必要であると言えます。  

 

DSOプロセス 
WaveMasterオシロスコープでは入力波形に関するパラメータ値のヒストグラムが作成されますが、最初に次の設定情報を定義
する必要があります。  

• ヒストグラムへの入力とするパラメータ 

• ヒストグラムを表示するトレース  

• ヒストグラムの作成に使用するパラメータ測定値の最大数 

• ヒストグラムの測定範囲 

• 使用するビンの数 



 

100 

これらの設定情報の一部は事前に定義されていますが、変更することもできます。すべての設定情報を定義すると、オシロスコ

ープを通じてヒストグラムを作成できる状態になります。ヒストグラムは次の順序に従って作成されます。 

1. トリガの検出 

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 

非セグメント・モードでタイムベースを設定すると、パラメータの計算の前に、1回の捕捉処理が実行されます。一方、シーケン
ス・モードでは、パラメータの計算の前に、個々のセグメントごとの捕捉処理が実行されます。ヒストグラム・データのソースがメモ

リにある場合は、新しいデータをメモリに保存すると、トリガが発生して捕捉処理が実行されます。画面の更新にはかなり処理時

間がかかるため、1 秒間に 1 回だけ画面の更新が行われ、トリガのデッド・タイムが最小限に抑えられます。リモート制御時には、
測定速度を上げるためにディスプレイをオフにすることができます。 

 

パラメータ・バッファ 
WaveMasterオシロスコープには、最新の 20,000件の測定結果を保持する循環パラメータ・バッファがあります。このパラメー
タ・バッファには、指定されたヒストグラム範囲の外側の値も保存されます。ヒストグラムで使用するイベントの最大件数（N）が
20,000件未満と指定されている場合は、新しい捕捉が発生するたびに、最新の N件のイベントに基づいてヒストグラムが継続
的に更新されます。この最大件数（N）が 20,000件以上である場合は、イベントの件数が N件に到達するまで、ヒストグラムが
更新されます。また、ビンの数またはヒストグラムの範囲が変更された場合は、パラメータ・バッファ内の測定結果（N件または
20,000件のどちらか小さいほうの値）を使用してヒストグラムが更新されます。このように、パラメータ・バッファを使用すれば、最
新のイベント情報と設定に基づいてヒストグラムが更新されるため、最も有用な情報を使用してパラメータの分布を作成できるこ

とになります。 

一般的に、ヒストグラムの最適な範囲は容易に判定できません。そのため、WaveMasterオシロスコープには強力な範囲検索
機能が組み込まれており、パラメータ・バッファ内の値を検証して最適な範囲が自動計算され、その範囲に基づいてヒストグラム

が更新されます。また、ヒストグラムの表示処理中に、範囲の内部と外側（上下）のパラメータ値をカウントする機能もあります。

既存の範囲の外側になるパラメータ値が見つかったときに、それらのパラメータ値がバッファ内部に存在する場合は、すべての

パラメータ値が範囲の内部に入るように、範囲が自動的に再計算されます。 

 

パラメータ・イベントの収集 
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イベントの数は、パラメータのタイプに応じて異なります。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。入力チャンネル（1,2,3,4）で波形の捕捉と表示が発生すると、ディスプ
レイが再表示されます。セグメント化されていない波形については、1つの波形が捕捉されるたびにディスプレイが再表示されま
す。セグメント化された波形については、個々のセグメントごとに 1回の捕捉が実行され、すべてのセグメントが捕捉された後で、
ディスプレイが再表示されます。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・イベントの数を次の表に示します。 

 

パラメータ 収集されるイベントの数 

duty, freq, period, width, time@lev, f@level, f80-20%, fall, 
r@level, r20-80%, rise 1回の捕捉に含まれるすべてのイベント  

ampl, area, base, cmean, cmedian, crms, csdev, cycles, 
delay, maximum, mean, minimum, nbph, nbpw, over+, 
over-, pkpk, npts, rms, sdev, ∆dly 

1回の捕捉ごとに 1つのイベント 

 
ヒストグラムのパラメータ (XMAP/JTA2オプション) 
ヒストグラムを定義して作成すると、ヒストグラム自身に対して次のような測定を実行できるようになります。 

• 平均値、標準偏差 

• 最頻値 (ヒストグラム内で最も度数が多いビンのパラメータ値) 

• 左端のビンの位置 (測定された波形パラメータ値の最小値を表す) 

• 右端のビンの位置 (測定された波形パラメータ値の最大値を表す) 
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このような測定を簡単に実行できるように、ヒストグラムのパラメータが用意されています。これらのパラメータを使用するには、

[Category カテゴリ]メニューから[Statistics 統計]を選択します。ヒストグラムの各パラメータは、パラメータ・カーソル間にあるセ
クションについて計算されます。 

fwhm - 最大度数のビン（ピーク）の両側にあるビンのうち、最大度数の 50%の度数を持つビンによって形成されるビン幅 

fwxx - 最大度数のビン（ピーク）の両側にあるビンのうち、最大度数の xx%の度数を持つビンによって形成されるビン幅 

hist ampl - 度数が最も集中している 2つのピーク間の値の差異(ヒストグラムの振幅) 

hist base - 度数が最も集中している 2つのピークのうち、左側のピークの値（ヒストグラムのベース値） 

hist max - ヒストグラム内で最も度数が多いビンの値 

hist mean - ヒストグラム内のデータの平均値 

hist median - ヒストグラムの度数合計を半分（50%）ずつに分割する X座標値 

hist min - ヒストグラム内で最も度数が少ないビンの値 

hist rms - ヒストグラム内のデータの二乗平均(RMS) 

hist sdev - ヒストグラム内のデータの標準偏差 

hist top - 度数が最も集中している 2つのピークのうち、右側のピークの値（ヒストグラムのトップ値） 

hist max pop - ヒストグラム内で最も度数が多いビンのカウント数 

hist mode - ヒストグラム内で最も度数が多いビンの中心値 

percentile - ヒストグラム内で左側の各ビンの度数合計がヒストグラム全体の度数合計の一定のパーセンテージ（`xx'%）になる
ように、ヒストグラム内のデータを分割する X座標値 

peaks - ヒストグラム内のピークの個数 

hist pop @ x - 指定された X座標値にあるビンの度数 

hist range - ヒストグラム内の最大値と最小値の差異 

total pop - ヒストグラム全体の度数合計 

hist x@peak - ヒストグラム内で n番目に度数が多いピークの X座標値 

 

ヒストグラムのピーク 
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メータが用意されています。一般的

に、信号波形は数個のピーク（度数が非常に多いビン）の周辺に集中する傾向があります。 

例: 次のヒストグラムは、方形波（振幅=5V）の電圧の分布を表しています。方形波の電圧は、2つのピーク（0Vと 5V）の周辺に
集中しています。これらのピークの左右のビンは、ノイズによる変異を示します。 

  

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。WaveMaster
オシロスコープには、ヒストグラムの各ビンを分析してバックグラウンド・ノイズと信号（ピーク）を分離したり、ヒストグラムのビンニ

ング時の人為ノイズ（範囲の非常に狭いビンによって生じるギャップなど）を検出したりする機能があります。  
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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。つまり、オシロスコープ側では、各ビンの範囲の中心値

を使用して、すべての計算が行われます。ヒストグラム全体の範囲を分割するのに使用するビンの数が多くなれば、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との差異は縮小されます。  

ただし、ビンの数を増やすと、ヒストグラムの分布の特性を正確に把握するために、より数多くの波形パラメータを収集して、十分

な数のカウントを各ビンに挿入する必要が生じます。  

また、ビンの数が多すぎる場合は、範囲の幅が非常に狭くなるため、各ビンの度数間に大きな相違が生じてピークの検出が困

難になる可能性があります。  

WaveMasterオシロスコープのパラメータ・バッファ（20,000件の測定結果を保持可能）は、ビンの最適な個数を決める上で重要
な役割を果たします。「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。  
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波形の測定 

カーソルによる測定 

カーソルは信号値の測定を補助する重要なツールです。カーソルとは、ライン、細い十字線、矢印の形状をしたマーカであり、グ

リッドや波形の周囲を移動させることができます。迅速で精密な測定を行う場合や、推測作業を避けたい場合は、カーソルを使

用してください。カーソルには次の 2つの基本タイプがあります。 

• 水平（時間、周波数）カーソルは、波形に沿って水平方向に動かすマーカです。たとえば、時間軸の任意の位置に水

平カーソルを置くと、その時点における信号の振幅を読み取ることができます。 

• 垂直（電圧）カーソルは、信号の振幅（電圧）を測定するために、グリッド上を垂直方向に動かすカーソルです。 

 

カーソル測定アイコン 
[Readout 読み出し]アイコンは、個々の測定モードで何が計測されているかを示します。 

 

各カーソルは波形の特定のポイントを示します。カーソルの値を読み取って、トレースのラベル・ボックスに表示す

ることができます。カーソルの位置を正確に指定するには、ダイアログの右側にある[Position 位置]データ入力フ
ィールドを使用します。 

 

このアイコンは Y軸のデルタ（差分）を表します。読み取った値をトレースのラベル・ボックスに表示することができ
ます。 

 

このアイコンは 2つのカーソル間のスロープを表します。 

 

このアイコンは 2つのカーソル間のスロープを表します。 

時間軸に関係のない波形が表示されている場合は、X軸の単位（s や Hz など）を選択するメニューを使用することができます。 

 

 

カーソルのセットアップ 

簡易セットアップ 
[Cursors Setup カーソルのセットアップ]ダイアログを開かなくても、次の手順に従って、カーソルのオン/オフの切り替え、カーソ
ルのタイプの変更を簡単に行うことができます。 

1. メニュー・バーの[Cursors カーソル]]をタッチし、カーソルのタイプとして、Off オフ、Horizontaｌ Abs 水平/絶対、
Horizontal Rel 水平/相対、Vertical Abs 垂直/絶対、Vertical Rel 垂直/相対のいずれかを選択します。 

2. カーソルは以前に設定された位置とモードで表示されます。カーソルの位置または測定モードを変更するには、メニュ

ー・バーの[Cursors カーソル]をタッチし、プル・ダウン・メニューから[Cursors Setup カーソルのセットアップ]を選択
します。 

 

完全セットアップ 
1. メニュー・バーの[Cursors カーソル]をタッチし、プル・ダウン・メニューから[Cursors Setup カーソルのセットアップ]

を選択します。[Standard Cursors 標準カーソル]ダイアログが表示されます。  

2. ダイアログ・エリア内の[Cursors On カーソルを有効にする]チェック・ボックスをオンにして、カーソルを表示します。 

3. モード・ボタン[Horiz Abs 水平絶対]、 [Vert Abs 垂直絶対]または[Vert Rel. 垂直相対]のいずれか１つを選択しま
す。 

4. 相対モードを選択した場合は、読み出しパラメータ・ボタン [Absolute: 絶対]、 [Delta デルタ、 Slope.スロープ]の
1つをタッチします。 
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5. 相対モードを選択した場合は、[Position 1 位置 1]フィールドと[Position 2 位置 2]データ入力フィールドの内部をタ
ッチし、各カーソルの座標を入力します。カーソルの位置を指定するには、フロント・パネルのカーソル つまみを使用
する方法もあります。 
 
絶対モードを選択した場合は、1つのカーソルについて同じ手順を実行してください。 

6. 相対モードを選択したときに、2つのカーソルをまったく同じに動かして位置を調整したい場合は、[Track トラック] チ
ェック・ボックスをオンにして、トラッキングを有効にします。 

 

 

パラメータの概要 

パラメータは広範な波形属性を定義するための測定ツールです。 パラメータを使用すると、波形の数多くの属性（立ち上がり時
間、RMS電圧、ピーク間電圧など）を自動的に計算することができます。 

振幅と時間軸、カスタム・パラメータ・グループ、合否検査パラメータなどに合わせて、複数のパラメータ・モードが用意されていま

す。 

 

パラメータをオンにするには 
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. 使用する各パラメータの[On]チェック・ボックスをオンにします。 

 

パラメータ設定ダイアログの簡易表示 
グリッドの下にあるパラメータ一覧ボックスをタッチすると、パラメータ設定ダイアログを即座に表示することができます。 たとえば、

グリッドの下の P1をタッチすると、  P1のセットアップ・ダイアログが表示され、 行のタ

イトルをタッチすると、  [測定] ダイアログが表示されます。 

 

ステータス・シンボル 
各パラメータの下には、パラメータの状態を示す次のようなシンボルが表示されます。 

 
緑色のチェックマークは、オシロスコープから正常な値が返されていることを示します。 

 
交差パルスは、オシロスコープ側でトップ値とベース値を確定できないことを示します。(ただし、測定自体は有効で
す。)  

 
下向き矢印は、アンダーフローが発生したことを示します。 

 
上向き矢印は、オーバーフローが発生したことを示します。 

 
上下方向の矢印は、アンダーフローとオーバーフローが発生したことを示します。 
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X-Streamブラウザによるステータス情報の入手 

例： 

ここでは、波形の振幅を決定できないオーバーフロー条件の例を示します。 

 
1. [File ファイル]→ [Minimize 最小化]を選択して、オシロスコープの表示を最小化します。 

2. X-Streamブラウザのデスクトップ・アイコンをタッチして、[X-Stream Browser X-Streamブラウザ]を表示します。 

3. [X-Stream Browser X-Streamブラウザ]のツールバーの左側にあるオシロスコープのアイコン（ローカルな X-

Stream DSOデバイスへの接続）をタッチします。  

4. 下記のフォルダを選択します。 
 
Measure 
Parameter in error (P1) 
Out 
Result 
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5. [StatusDescription]の行にあるステータス情報を読み取ります。 

 
統計情報 
[Measure 測定]ダイアログの[Statistics On 統計情報]チェック・ボックスをオンにすると、垂直軸と水平軸の標準パラメータ、ま
たはカスタム・パラメータに関する次のような統計情報を表示することができます。 

 

value (last)最新値 

mean 平均値 

min. 最小値 

max. 最大値 

sdev標準偏差 

num測定数 

num フィールドに表示される値は、計算された測定値の数です。 波形全体に関して計算されるパラメータ（edge@level, mean, 
minimum, maximumなど）については、捕捉の回数が表示されます。 

個々のイベントごとに計算されるパラメータについては、捕捉された各波形に属するイベントの個数の合計が表示されます。 た
とえば、N個の波形を捕捉した場合は、"N ×各波形のサイクル数"が表示されます。 また、"value"フィールドには、最後の捕捉
に属する最後のサイクルの測定値が表示されます。 

 

測定モードを適用するには 
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. ダイアログから[Measure Mode 測定モード]を選択します。 パラメータがグリッドの下に表示されます。 

 

測定モード 
測定モードの各オプションを選択すると、垂直軸と 水平軸の標準パラメータ、またはカスタム・パラメータを簡単に適用することが
出来ます。 

垂直軸の標準パラメータ 

垂直軸の標準パラメータを次に示します。 

 

垂直軸 

mean 

sdev 

max 

min 

ampl 

pkpk 

top 

base 

水平軸の標準パラメータ 

水平軸の標準パラメータを次に示します。 

 

水平軸 
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freq 

period 

width 

rise 

fall 

delay 

duty 

npoints 

カスタム測定 

[My Measure カスタム測定]ボタンをタッチすると、最大 8種類のパラメータ（P1～P8）を独自に定義することができます。 

  

パラメータ演算 (XMATHオプションまたは XMAPオプションが必要) 
パラメータ演算をセットアップするには 

WaveMasterオシロスコープには、2つのパラメータ測定の結果に対して四則演算（加算、減算、乗算、除算）を実行する機能が
あります。 また、逆数のように、単一のパラメータに対して適用できる演算もあります。 独自のパラメータを定義すれば、個々の
ニーズに基づいて、パラメータ測定の範囲を拡張することができます。 

対数パラメータ 

パラメータ演算機能では、対数値を返すパラメータの乗算と除算がサポートされません。 対数値を返すパラメータは次のとおり
です。 

• 自己相関 S/N(信号対ノイズ)比 (ACSN) 

• ナローバンド・パワー (NBPW) 

• メディア S/N(信号対ノイズ)比 (MS/N比) 

• メディア S/N(信号対ノイズ)比 (MS/N比) 

• 単位が dBのときのトップ/ベース比 (TBR) 

除外されるパラメータ 

既にパラメータ演算の結果であるパラメータは除外されます。そのようなパラメータがリモート制御用 setupコマンドに含まれて
いる場合は、エラー・メッセージが生成されてセットアップが中止されます。除外されるパラメータは次のとおりです。  

• delta clock-to-data near (DC2D) 

• delta clock-to-data next (DC2DPOS) 

• delta clock-to-data previous (DC2DNEG) 

• デルタ遅延 (DDLY) 

• delta time at level (DTLEV) 

• 位相(PHASE) 

• 分解能 (RES) 

• mTnTmT shift (BEES) 

• mTnTmT shift sigma (BEESS) 

• mTnTmT shift sigma ・list (BEESS) 

パラメータ・スクリプト演算 

パラメータ演算機能では、四則演算を実行するほかに、VBScriptまたは JavaScriptを使用して 1～2個の測定用に独自のスク
リプトを作成し、個々のニーズに適した結果を導出することができます。 スクリプトのコードは、オシロスコープ上の Script Editor
ウィンドウに直接入力します。 既存のスクリプトをインポートすることもできます。 
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パラメータ・スクリプトと Pスクリプトの違い 

パラメータ・スクリプトは、1～2個の波形を操作してパラメータ測定を出力する Visual Basic Scriptまたは JavaScriptです（次
の図を参照）。 一方、Pスクリプトは、1～2個のパラメータを入力として、それらのパラメータに数学演算を実行し、別のパラメー
タを出力する VBScriptまたは JavaScriptです。 

パラメータ・スクリプトへの入力は、演算トレース(F1-Fx)またはメモリ・トレース(M1-Mx)であってもかまいません。 Pスクリプトへ
の入力は、パラメータ・スクリプトの出力とは限らず、任意のパラメータ測定の結果を使用することができます。 

 
パラメータ演算をセットアップするには 

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]ダイアログの[My Measure カスタム測定]ボタンをタッチします。 

3. パラメータ演算を適用するパラメータの[Px]タブをタッチします。 

4. [Px]ダイアログの[math on parameters パラメータ演算]ボタン をタッチします。 [Source]フィールドが 2つ
のフィールドに分かれます。 

5. [Source1 ソース 1]フィールドと[Source2 ソース 2]フィールドの内部をタッチし、演算を適用するパラメータ（P1～
Px）を選択します。 単一のパラメータに演算（逆数など）を適用する場合は、[Source1 ソース 1]データ入力フィールド
の内部をタッチしてパラメータ（P1～Px）を選択します。 

6. [Math Operator 演算子]データ入力フィールドの内部をタッチし、[Select Measurement 測定の種類]メニューから
演算の種類を選択します。 2つのパラメータを必要とする演算を選択した場合は、[Source ソース]フィールドが 2つ
のフィールドに展開されます。 

パラメータ演算をセットアップするには 

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]ダイアログの[My Measure カスタム測定]ボタンをタッチします。 

3. パラメータ演算を適用するパラメータの[Px]タブをタッチします。 

4. [Px]ダイアログの[math on parameters パラメータ演算]ボタン をタッチします。 [Source]フィールドが 2つ
のフィールドに分かれます。 

5. [Source1 ソース 1]フィールドと[Source2 ソース 2]フィールドの内部をタッチし、演算を適用するパラメータ（P1～
Px）を選択します。 単一のパラメータに演算（逆数など）を適用する場合は、[Source1 ソース 1]データ入力フィールド
の内部をタッチしてパラメータ（P1～Px）を選択します。 

6. [Math Operator 演算子]データ入力フィールドの内部をタッチし、  [Select Measurement 測定の種類]メ
ニューから[P Script]を選択します。 
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7. [Script Math スクリプト演算]ダイアログ内で、[Script Language スクリプト言語]データ入力フィールドの内部をタッ
チし、ポップアップ・メニューから VBScriptまたは JScriptを選択します。 

8. [Edit Code コード編集]ボタンをタッチします。Script Editorウインドウが開きます。 このウインドウにコードを直接入
力するか、ハードディスクなどの媒体から既存のスクリプトをインポートすることができます。 Script Editorウインドウ
内でスクリプトを作成した場合は、そのスクリプトをエクスポートしてファイルに保存することができます。 

 

測定ゲート 
測定ゲートを設定すると、パラメータ測定の対象とする波形スパンを絞り込めるため、興味のあるエリアに焦点を当てることがで

きます。 測定ゲートを設定するには、波形に沿って水平にゲート・ポストをドラッグするか、100番目の区画（div）に相当する位置
を指定します。 ゲート・ポストのデフォルトの開始位置は、0 divと 10 divです(これらの値はグリッドの左端と右端に対応します)。 
したがって、デフォルトのゲート・ポストは波形全体を囲むことになります。 

注意：[Grid on Top グリッドを手前に表示]オプションがオンになっている場合は、ゲート・ポストがデフォルト位置（グリッドの左端
と右端）に表示されませんが、 グリッドの左端か右端にタッチすると、ドラッグ・カーソルが表示され、ゲート・ポストを制御（ドラッ
グ）できる状態になります。 

 

 
この例では、測定ゲートに 5個の上向きエッジしか含まれていないことが分かります。 したがって、ゲート・ポストで囲まれる 5個
のパルスについてのみ、立ち上がり時間のパラメータが計算されます。 ゲート・ポストの位置は、付属ダイアログ内の[Start 開
始]フィールドと[Stop 終了]フィールドに表示されます。 

測定ゲートをセットアップするには 

1. メニュー・バーの[Measure Setup 測定のセットアップ]をタッチします。 
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2. 測定ゲートを設定するパラメータの Px タブをタッチします。 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。 

注意：測定ゲートが設定されたパラメータが既に存在する場合は、グリッドのすぐ下にあるパラメータをタッチしてもかまいませ
ん。 

3. [Start 開始]データ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップ数値キーパッドを使用して開始位置を入力します。 
または、左端のグリッド線にタッチして、ゲート・ポストを右方向にドラッグします。 

4. [Stop 終了]データ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップ数値キーパッドを使用して終了位置を入力します。 
または、右端のグリッド線にタッチして、ゲート・ポストを左方向にドラッグします。 

 

ヘルプ･マーカー 
ヘルプ・マーカーは、移動可能なカーソルをグラフに追加し、測定中のパラメータを視覚的に表すことによって、パラメータ測定に

関する情報を分かりやすく表示するインジケータです。 "@level"パラメータの場合は、ヘルプ・マーカーを見れば、波形が特定の
レベルと交差する位置が容易に分かります。 特定のレベルで設定されたヒステリシス帯域を表示することもできます。 

[Always On 常に表示]チェック・ボックスをオンにすれば、ヘルプ・マーカーのセットアップ・ダイアログを閉じた後も、ヘルプ・マ
ーカーを表示したままにすることができます。 

ヘルプ・マーカーの表示形式として、簡易形式および詳細形式の 2つのオプションが用意されています。 

• [Simple 簡易形式]を選択すると、カーソルと測定ゲート・ポストが表示されます。 測定ゲート・ポストは、個々の
パラメータごとに別々の位置に表示することができます。 

• [Detailed 詳細形式]を選択すると、カーソルと測定ゲート・ポストのほかに、測定中のパラメータを示すラベル、
レベル・インジケータ、"@level"パラメータのヒステリシス帯域が表示されます。（"@level"パラメータは、標準水
平軸パラメータまたは標準垂直軸パラメータには含まれません。）  

 
標準水平軸パラメータのヘルプ・マーカー 
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標準垂直軸パラメータのヘルプ・マーカー 

ヘルプ・マーカーをセットアップするには 

1. メニュー・バーの[Measure Setup... 測定のセットアップ]をタッチします。 

2. 測定モード（Std Vertical、Std Horizontal、My Measure)の 1つを選択します。 

3. 表示中の波形に関して測定されたすべてのパラメータにヘルプ・マーカーを追加する場合は、[Show All すべて表
示] ボタンをタッチします。（上記の例の C2を参照） 

4. [Help Markers ヘルプ・マーカー]フィールドの内部をタッチし、[Simple簡易方式]または[Detailed詳細形式]を選択
します。 

注意： 簡易形式または詳細形式の選択は、すべてのパラメータに同時に適用されます。 たとえば、1つのパラメータについて簡
易形式を選択すると、すべてのパラメータが簡易形式で表示されます。 

5. 特定のパラメータについてヘルプ・マーカーを常に表示する場合は、[Always On 常に表示]チェック・ボックスをオン
にします。 

ヘルプ・マーカーをオフにするには 

1. すべてのパラメータのヘルプ・マーカーをオフにする場合は、[Clear All すべてクリア] ボタンをタッチします。 

2. 各パラメータのヘルプ・マーカーを個別にオフにする場合は、目的のパラメータの[Px]タブをタッチした後、 [Always 
On 常に表示]チェック・ボックスをオフにします。 ダイアログを閉じると、そのパラメータのヘルプ・マーカーが消えます。 

 

パラメータをカスタマイズするには 
[Measure 測定]ダイアログでの手順 

1. [Measure 測定]ダイアログの[My Measure カスタム測定]ボタンをタッチします。 8個のプリセット・パラメータ（P1～
P8）を示すパネルがメイン・ダイアログの側に表示されます。 

2. カスタマイズする各パラメータの[On]チェック・ボックスをオンにして、パラメータを操作可能にします。  

3. パラメータの測定属性を変更する場合は、チェック・ボックスの側にあるパラメータ・ボタン(P1など)をタッチします。 タ
イプ別に分類されたパラメータを示すポップアップ・メニューが表示されます。 
 

パラメータのアイコンのみを表示するには、メニューの下部にあるアイコン・ボタン をタッチします。 各パラ

メータの説明とともにアイコンを一覧表形式で表示するには、一覧表ボタン をタッチします。 
 
アイコンの一覧をスクロールするには、上下ボタンを使用します。 
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4. パラメータ・アイコン・メニューからパラメータを選択すると、そのパラメータのセットアップ・ダイアログが表示されます。 
このダイアログを使用して、パラメータの各種属性（波形ソースなど）を変更することができます。 

5. "@level"パラメータを変更する場合は、[Level type レベルのタイプ](パーセントまたは絶対)、[Slope スロープ]](正、
負、両方)、[Hysteresis ヒステリシス・レベル]を設定します。 

6. [Gate ゲート]タブをタッチして、ゲート・ポストの位置を指定します。 

[Vertical Setup 垂直軸セットアップ]ダイアログでの手順 

1. 波形右下の Vertical情報ラベルをクリックします。 

2. [Cx Vertical Adjust Cx 垂直軸調整]ダイアログ内の[Measure 測定] ボタンをタッチします。 

3. ポップアップ・メニューからパラメータを選択します ([Actions for trace]ソースのデフォルトは、ダイアログが現在表
示されているチャンネルまたはトレースになります。 パラメータの場合は、次に利用可能なパラメータ（すべてのパラメ
ータが使用されている場合は最後のパラメータ）がデフォルトになります)。 

4. 別のパラメータを選択するか、[Close 閉じる]をタッチします。 

[演算セットアップ]ダイアログでの手順 

1. [Fx]ダイアログ内の[Measure 測定] ボタンをタッチします。 

2. ポップアップ・メニューからパラメータを選択します ([Actions for trace]ソースのデフォルトは、ダイアログが現在表
示されているチャンネルまたはトレースになります。 パラメータの場合は、次に利用可能なパラメータ（すべてのパラメ
ータが使用されている場合は最後のパラメータ）がデフォルトになります)。 

3. 別のパラメータを選択するか、[Close 閉じる]をタッチします。 

 

 

パラメータの計算 

パラメータとその動作の仕組み 
トップ基準線とベース基準線の決定 

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

るには最初に、左右の時間カーソルによって区切られる時間間隔に沿って波形データのヒストグラムを作成します。これらの基

準線を決定するには最初に、左右の時間カーソルによって区切られる時間間隔に沿って波形データのヒストグラムを作成します。

（図 1を参照）。このヒストグラムに基づき、データ濃度が最も高い領域を含む 2つのクラスタを検出します。次に、これら 2つの
クラスタの重心（発生頻度が最も高い状態）を計算して、トップ基準線とベース基準線を決定します。(トップ基準線はトップ値の重
心に対応し、ベース基準線はベース値の重心に対応します。)  



波形の測定 

113 

 
図 1 

立ち上がり時間と立ち下がり時間の決定 

トップ基準線とベース基準線が決定されると、立ち上がり時間と立ち下がり時間を簡単に計算することができます(図 1を参照）。
90%と 10%のスレッショールド・レベルは、振幅(ampl)パラメータに基づき、DDAによって自動的に決定されます。 

立ち上がり時間と立ち下がり時間のスレッショールド・レベルは、絶対設定または相対設定（r@level, f@level）を使用して決定
することもできます。絶対設定を使用する場合は、立ち上がりエッジまたは立ち下がりエッジ上の 2つの交差点を分離する時間
間隔として立ち上がり時間または立ち下がり時間が計測されます。一方、相対設定を使用する場合は、ベース基準線とトップ基

準線で区切られる垂直間隔がパーセンタイル・スケール（ベース = 0 %, トップ = 100 %）に分割され、交差点の垂直位置が決定
されます。  

次に、立ち上がりエッジまたは立ち下がりエッジ上の 2つの交差点を分離する時間間隔を計算して、立ち上がり時間または立ち
下がり時間を導出します。最後に、観察ウインドウ内に発生する過渡エッジの数に基づいて、これらの結果をアベレージします。  

 

立ち上がりエッジの持続時間 

 

立ち下がりエッジの持続時間 

 

Mrは立ち上がりエッジの個数、Mfは立ち下がりエッジの個数、  は立ち上がりエッジ i iが x% レベルと交差する時間、
は立ち下がりエッジ iが x% レベルと交差する時間 

時間パラメータの決定 

パルス幅、周期、遅延時間などの時間パラメータは、トップ基準線とベース基準線の中央（50%）に位置する中央基準レベル（図
2参照)に基づいて決定されます。  

時間パラメータの値は、観察ウインドウに含まれるサイクルの数の影響を受けます。時間パラメータの値は、観察ウインドウに含

まれるサイクルの数の影響を受けます。サイクルの数が整数でない場合は、rms（二乗平均）やmean（平均値）などのパラメー
タの計算が偏向されます。このような偏向効果を避けるために、WaveMasterオシロスコープでは周期的パラメータ（crms、
cmeanなど）を採用し、パラメータの計算時にサイクルの数が整数になるような制限を設けています。 
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図 2 

時間差の測定 

DDA-5005A には、2 つのトレース間（伝播、水平差、ホールド遅延など）の時間差を正確に測定する機能があります(図 3 参照)。  

c2d±などのパラメータについては、クロックのトランジション極性とデータ信号を指定する必要があります。  

 
図 3 

また、ヒステレシス間隔の境界を越えない疑似トランジションを無視するために、ヒステレシス範囲を指定することができます。た

とえば、図 3では、クロックの立ち上がりエッジ（トリガ）をデータ信号の最初の負トランジションから分離する時間間隔が Delta 
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c2d- (1, 2)によって定義されます。同様に、クロックの立ち上がりエッジ（トリガ）をデータ信号の次のトランジションから分離する
時間間隔が Delta c2d+ (1, 2)によって定義されます。  

スロープとレベルの指定 

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

とができます。2つの入力データを必要とするパラメータ（Dtime@levelなど）の場合は、個々の入力ごとにスロープを指定でき
るほか、レベルとタイプ（パーセントまたは絶対値）を指定することができます。 

 

 

パラメータの一覧  

次の表に、WaveMasterオシロスコープで使用できるパラメータの一覧を示します。 特定のオプションをインストールしないと使
用できないパラメータも含まれています。 詳細については、「注意」の欄を参照してください。 

パラメータ 説明 定義 注意 

Amplitude 

2つの主要レベルを持つ信号について、上限と下
限の差異を計測する。 ノイズ、オーバーシュート、
アンダーシュート、リンギングの影響を受けない点

で、pkpkとは異なる。 

top - base 

2つの主要レベルを持たない信号
（三角波、のこぎり波など）について

は、pkpkと同じ値になる。 

標準パラメータ 

Ampl asym taa+ と taa- 間の非対称振幅 1- |(taa+ - taa-
)|/(taa+ - taa-) 

データ内のノイズからレベルを分離

するために、Hysteresis引数が使
用される。 

DDM2オプションが必要 

DDAでは標準パラメータ 

ACSN 周期的な波形の S/N比を表す自己相関 S/N(信号
対雑音)比  

DDM2オプションが必要 

DDAでは標準パラメータ 

Area 
データ値の積分: ゼロ水準を基準としてカーソル間
の波形領域を計算する。 ゼロより大きい値は正領
域、ゼロより小さい値は負領域と計算される。  

最初のデータから最

後のデータまでの合

計に、ポイント間の水

平時間を掛ける。 

標準パラメータ 

Base 

最も度数の多い状態のうち、低い方の値（高い方

の値は top）。 2つの主要レベルを持つ信号の低い
方のレベルを計測する。 ノイズ、オーバーシュー
ト、アンダーシュート、リンギングの影響を受けない

点で、minとは異なる。  

最も度数の多い状態

のうち、低い方の値

2つの主要レベルを持たない信号
（三角波、のこぎり波など）について

は、pkpkと同じ値になる。 

標準パラメータ 

Cycles 

左右のカーソル間にある周期的な波形のサイクル

数を計測する。 最初のサイクルは、左側のカーソ
ルの後にある最初のトランジションから始まる。 トラ
ンジションは正方向でも負方向でもよい。  

周期的な波形のサイ

クルの数 標準パラメータ 

cyclic 

Mean 

周期的平均値: 周期的平均値: 通常の平均値
(mean)とは異なり、端数間隔に起因する偏りを排
除するために、整数のサイクル数を使用して、波形

データの平均値を計算する。  

整数のサイクル数に

基づく、データ値の平

均 

このパラメータを計算するには、パ

ラメータ・テーブルから [Mean平均
値]を選択した後、[Cyclic周期的]
チェック・ボックスをオンにする。  

標準パラメータ 

cyclic 

Median 

周期的中央値: 通常の中央値(median)とは異な
り、端数間隔に起因する偏りを排除するために、整

数のサイクル数を使用して、ベース値とトップ値と

の間の中央値を計算する。  

データ値の度数合計

を左右半分（50%）ず
つに分割するような

値 

このパラメータを計算するには、パ

ラメータ・テーブルから [Median中
央値]を選択した後、[Cyclic周期
的]チェック・ボックスをオンにする。 

標準パラメータ 



 

116 

cyclic 

RMS 

周期的実効値: 通常の実効値(rms)とは異なり、端
数間隔に起因する偏りを排除するために、整数の

サイクル数を使用して、データ値の二乗平均（値の

二乗合計を度数合計で割った値の平方根）を計算

する。  

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

このパラメータを計算するには、パ

ラメータ・テーブルから [RMS]を選
択した後、[Cyclic周期的]チェック・
ボックスをオンにする。  

標準パラメータ 

cyclic 

Std dev 

周期的標準偏差: 通常の標準偏差(sdev)とは異な
り、小数の間隔から生じるバイアスを排除するため

に、整数のサイクル数を使用して、データ値の標準

偏差（各データ値から平均値を差し引いた値の二

乗合計を、度数合計で割った値の平方根）を計算

する。  

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

このパラメータを計算するには、パ

ラメータ・テーブルから [Std dev標
準偏差]を選択した後、[Cyclic周
期的]チェック・ボックスをオンにす
る。  

標準パラメータ 

Delay 

トリガからトランジションまでの時間: 左側のカーソ
ルの後にある最初の 50%交差ポイントとトリガとの
間の時間を計測する。 1つの信号で発生したトリガ
が別の信号に伝わるまでの遅延時間を計測して、2
つの信号間の伝播遅延を測定することができる。 

左側のカーソルの後

にある最初の 50%
交差ポイントとトリガ

との間の時間 

標準パラメータ 

Delta delay 遅延時間: 2つのソースについて、50%レベル間の
時間を計測する。 

2つのソースの中央
トランジション間の時

間 
標準パラメータ 

Dperiod@leve
l 

波形内の各サイクルの隣接サイクル偏差（サイク

ル間ジッタ）  

基準レベルとエッジ・トランジション

極性を選択できる。 データ内のノイ
ズからレベルを分離するために、

Hysteresis引数が使用される。 

JTA2オプションと XMAPオプショ
ンが必要 

Dtime@level トランジション時間: 選択されたレベル間またはソー
ス間のトランジションを計算する。 

ソースが 2つ存在す
る場合は、トランジシ

ョン・レベル間の時

間。ソースが 1つの
場合は、トリガからト

ランジション・レベル

までの時間 

基準レベルとエッジ・

トランジション極性を

選択できる。  

基準レベルとエッジ・トランジション

極性を選択できる。 データ内のノイ
ズからレベルを分離するために、

Hysteresis引数が使用される。 

標準パラメータ 

Duration 

持続時間: シングル・スイープ波形の場合はゼロ。
シーケンス波形の場合は、 最初のセグメントのトリ
ガから最後のセグメントのトリガまでの時間。シー

ケンス波形の単一セグメントの場合は、 直前のセ
グメントのトリガから現在のセグメントのトリガまで

の時間。history関数によって作成された波形の場
合は、 最初の累積波形のトリガから最後の累積波
形のトリガまでの時間。  

最初の捕捉から最後

の捕捉までの時間 
（平均波形、ヒストグ

ラム波形、シーケン

ス波形に適用） 

標準パラメータ 

Duty@level データ値が指定されたレベルの上または下にある

周期の割合（%）  

基準レベルとエッジ・トランジション

極性を選択できる。 データ内のノイ
ズからレベルを分離するために、

Hysteresis引数が使用される。 

JTA2オプションと XMAPオプショ
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ンが必要 

Duty cycle デューティ・サイクル: パルス幅を周期で割った値 パルス幅/周期 標準パラメータ 

Dwidth@level 指定されたレベルの上または下にある隣接パルス
幅の差  

基準レベルとエッジ・トランジション

極性を選択できる。 データ内のノイ
ズからレベルを分離するために、

Hysteresis引数が使用される。 

JTA2オプションと XMAPオプショ
ンが必要 

Edge@level 波形内のエッジ数  

基準レベルとエッジ・トランジション

極性を選択できる。 データ内のノイ
ズからレベルを分離するために、

Hysteresis引数が使用される。 

JTA2オプションと XMAPオプショ
ンが必要 

Excel 
1～2個の波形を転送し、結果のパラメータ値を読
み取ることによって、Excel環境内で測定を実行す
る。 

 

DDM2オプションが必要 

ExcelをWaveMasterオシロスコ
ープにインストールする必要があ

る。 

Fall time 

立ち下がり時間: 90%から 10%の立ち下がりエッジ
の持続時間。 

 
各エッジ上の値のうち、立ち下がり時間の計算に使

用する 2つの垂直値は、Threshold引数で指定す
る。 上限値と下限値を求める式は次のとおり。 

下限値=下位スレッショールド x 振幅/100 + ベース

上限値=上位スレッショールド x 振幅/100 + ベース

下限スレッショールド

の時間から上限スレ

ッショールドの時間を

差し引いた間隔を

個々の立ち下がりエ

ッジに渡って平均す

る。 

2つの主要レベルを持たない信号
（三角波、のこぎり波など）について

は、トップ値(top)とベース値(base)
のデフォルト値として最大値

(maximum)と最小値(minimum)を
使用できるが、予想できない結果が

生じる可能性がある。 

標準パラメータ 

Fall 80-20% 

パルス波形の下降トランジション(80%から 20%)の
持続時間（左右のカーソル間にあるすべての下降ト

ランジションを計算対象とした平均値） パルス波形
の下降トランジション(80%から 20%)の持続時間
（左右のカーソル間にあるすべての下降トランジシ

ョンを計算対象とした平均値）  

パルス波形の下降ト

ランジション 
(80%から 20%)の平
均持続時間 

2つの主要レベルを持たない信号
（三角波、のこぎり波など）について

は、トップ値(top)とベース値(base)
のデフォルト値として最大値

(maximum)と最小値(minimum)を
使用できるが、予想できない結果が

生じる可能性がある。 

標準パラメータ 

Fall@level 
立ち下がり時間: トランジション・レベル間における
パルス波形の立ち下がりエッジの持続時間。 
Rise@levelも参照のこと。 

ユーザーが指定した

トランジション・レベル

間におけるパルス波

形の立ち下がりエッ

ジの持続時間 

2つの主要レベルを持たない信号
（三角波、のこぎり波など）について

は、トップ値(top)とベース値(base)
のデフォルト値として最大値

(maximum)と最小値(minimum)を
使用できるが、予想できない結果が

生じる可能性がある。 

標準パラメータ 

First 左端のカーソル位置にある水平軸の値を示す。 左端のカーソル位置

にある水平軸の値 

左端のカーソルの位置を示す。 カ
ーソルは相互に交換できる。 たとえ
ば、左端のカーソルを右端のカーソ

ルよりも右側に移動すると、Firstパ
ラメータは従来右端にあった（現在

は左端にある）カーソルの位置を示

す。 
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標準パラメータ 

Frequency 

周波数: 最初に、周期的な信号の周期を 50%交差
の各ペア間の時間として計測する。 左端のカーソ
ルの後にある最初のトランジションから開始し、トラ

ンジションの各ペアの周期を計測していく。 計測し
た各期間を平均した周期の逆数が周波数となる。 

1/周期 標準パラメータ 

Freq@level 波形内のすべてのサイクルについて、特定のスロ

ープとレベルにおける周波数  

基準レベルとエッジ・トランジション

極性を選択できる。 データ内のノイ
ズからレベルを分離するために、

Hysteresis引数が使用される。 

JTA2オプションと XMAPオプショ
ンが必要 

FWHM 最大ピークの半分の度数におけるヒストグラムの

最大面積ピーク幅を測定  
JTA2オプションと XMAPオプショ
ンが必要 

DDAでは標準パラメータ 

FWxx 最大ピーク度数の xx%におけるヒストグラムの最
大面積ピーク幅を測定  

JTA2オプションと XMAPオプショ
ンが必要 

DDAでは標準パラメータ 

Half period 波形の半周期  

基準レベルとエッジ・トランジション

極性を選択できる。 データ内のノイ
ズからレベルを分離するために、

Hysteresis引数が使用される。 

JTA2オプションと XMAPオプショ
ンが必要 

Hist ampl ヒストグラム内で最大度数を持つ 2つのピーク間の
値の差異  

JTA2オプションと XMAPオプショ
ンが必要 

DDAでは標準パラメータ 

Hist base ヒストグラム内で最大度数を持つ 2つのピークのう
ち、左側のピークの値（ヒストグラムのベース値）  

JTA2オプションと XMAPオプショ
ンが必要 

DDAでは標準パラメータ 

Hist maximum ヒストグラム内で最大度数を持つビンの値  
JTA2オプションと XMAPオプショ
ンが必要 

DDAでは標準パラメータ 

Hist mean ヒストグラム内のデータの平均値  
JTA2オプションと XMAPオプショ
ンが必要 

DDAでは標準パラメータ 

Hist median ヒストグラムの度数合計を半分（50%）ずつに分割
する X座標値  

JTA2オプションと XMAPオプショ
ンが必要 

DDAでは標準パラメータ 

Hist minimum ヒストグラム内で最小度数を持つビンの値  
JTA2オプションと XMAPオプショ
ンが必要 

DDAでは標準パラメータ 

Hist rms ヒストグラムの実効値(RMS)  
JTA2オプションと XMAPオプショ
ンが必要 

DDAでは標準パラメータ 

Hist sdev ヒストグラム内のデータの標準偏差  JTA2オプションと XMAPオプショ
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ンが必要 

DDAでは標準パラメータ 

Hist top ヒストグラム内で最大度数を持つ 2つのピークのう
ち、右側のピークの値（ヒストグラムのトップ値）  

JTA2オプションと XMAPオプショ
ンが必要 

DDAでは標準パラメータ 

Hold time 

クロック・エッジからデータ・エッジまでの時間。 
Hold Clockおよび Hold Dataの 2つのパラメータ
について、別々のレベル、スロープ、ヒステレシスを

指定できる。 Setup パラメータも参照のこと。 

 

基準レベルとエッジ・トランジション

極性を選択できる。 データ内のノイ
ズからレベルを分離するために、

Hysteresis引数が使用される。 

JTA2オプションと XMAPオプショ
ンが必要 

Last トリガから最後のカーソルまでの時間を示す。  
トリガから最後（右

端）のカーソルまでの

時間 

右端のカーソルの位置を示す。 カ
ーソルは相互に交換できる。 たとえ
ば、右端のカーソルを左端のカーソ

ルよりも左側に移動すると、Lastパ
ラメータは従来左端にあった（現在

は右端にある）カーソルの位置を示

す。 

標準パラメータ 

Level@X 

指定された x 位置における垂直軸の値を返す。 x 
位置が 2つのポイント間にある場合は、補間され
た値を返す。 [Nearest point 最近接点]チェック・
ボックスがオンになっている場合は、最も近いデー

タ点の垂直軸の値を返す。 

 標準パラメータ 

Local base ローカル・マップの基準線の値  

データ内のノイズからレベルを分離

するために、Hysteresis引数が使
用される。 

DDM2オプションが必要 

DDAでは標準パラメータ 

Local bsep ローカル基準線の分離点（この分離点は立ち上が

りスロープと立ち下がりスロープの間にある。）  

データ内のノイズからレベルを分離

するために、Hysteresis引数が使
用される。 

DDM2オプションが必要 

DDAでは標準パラメータ 

Local max ローカル・マップの最大値  

データ内のノイズからレベルを分離

するために、Hysteresis引数が使
用される。 

DDM2オプションが必要 

DDAでは標準パラメータ 

Local min ローカル・マップの最小値  

データ内のノイズからレベルを分離

するために、Hysteresis引数が使
用される。 

DDM2オプションが必要 

DDAでは標準パラメータ 

Local number ローカル・マップの個数(ピークと谷のペアの数)  

データ内のノイズからレベルを分離

するために、Hysteresis引数が使
用される。 

DDM2オプションが必要 

DDAでは標準パラメータ 
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Local pkpk ローカル・マップのピークと谷の間の垂直差 (lmax 
- lmin)  

データ内のノイズからレベルを分離

するために、Hysteresis引数が使
用される。 

DDM2オプションが必要 

DDAでは標準パラメータ 

Local tbe 
イベント間の時間（ローカル・マップ内部で、ピーク

から次の谷までの時間、または谷から次のピーク

までの時間） 
 

データ内のノイズからレベルを分離

するために、Hysteresis引数が使
用される。 

DDM2オプションが必要 

DDAでは標準パラメータ 

Local tbe ローカル・マップ内部で、ピークから次のピークまで

の時間  

データ内のノイズからレベルを分離

するために、Hysteresis引数が使
用される。 

DDM2オプションが必要 

DDAでは標準パラメータ 

Local tbe ローカル・マップ内部で、谷から次の谷までの時間  

データ内のノイズからレベルを分離

するために、Hysteresis引数が使
用される。 

DDM2オプションが必要 

DDAでは標準パラメータ 

Local t@max ローカル・マップの最大値の時間  

データ内のノイズからレベルを分離

するために、Hysteresis引数が使
用される。 

DDM2オプションが必要 

DDAでは標準パラメータ 

Local t@min ローカル・マップの最小値の時間  

データ内のノイズからレベルを分離

するために、Hysteresis引数が使
用される。 

DDM2オプションが必要 

DDAでは標準パラメータ 

Local tot ローカル・マップ内部において、ピークと谷の間の

振幅が指定された割合(%)を越えている時間  

データ内のノイズからレベルを分離

するために、Hysteresis引数が使
用される。 

DDM2オプションが必要 

DDAでは標準パラメータ 

Local tpt ローカル・マップのピークと谷の間の時間  

データ内のノイズからレベルを分離

するために、Hysteresis引数が使
用される。 

DDM2オプションが必要 

DDAでは標準パラメータ 

Local ttp ローカル・マップの谷から次のピークまでの時間  

データ内のノイズからレベルを分離

するために、Hysteresis引数が使
用される。 

DDM2オプションが必要 

DDAでは標準パラメータ 

Local tut ローカル・マップ内部において、ピークと谷の間の

振幅が指定された割合(%)に収まっている時間  データ内のノイズからレベルを分離

するために、Hysteresis引数が使
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用される。 

DDM2オプションが必要 

DDAでは標準パラメータ 

Mathcad ユーザーが指定する Mathcad関数を使用して、パ
ラメータを作成する。  

DDM2オプションが必要 

Mathcad 2001i以上を
WaveMasterオシロスコープにイン
ストールする必要がある。 

MATLAB ユーザーが指定する MATLAB関数を使用して、
パラメータを作成する。  

DDM2オプションが必要 

MATLABをWaveMasterオシロス
コープにインストールする必要があ

る。 

Maximum 
波形の最大値を計測する。 topパラメータとは異な
り、波形に 2つのレベルがあることを前提としな
い。  

左右のカーソル間に

ある波形の最大値 

ヒストグラム内で度数がゼロでない

ビンのうち、最も右側にあるビンの

水平軸の位置を計算する(次の
maxpと混同しないこと)。時間軸波
形に適用する場合も同じ波形のヒ

ストグラム・データに適用する場合

も同じ結果になる。ただし、ヒストグ

ラムの場合は、複数の捕捉データ

が結果に反映される可能性があ

る。 

標準パラメータ 

Max populate ヒストグラム内で最大度数を持つピーク  
JTA2オプションと XMAPオプショ
ンが必要 

DDAでは標準パラメータ 

Mean 時間軸波形のデータの平均値。 ヒストグラム分布
の中心として計算される。  

時間軸波形データの

平均値 

時間軸波形に適用する場合も同じ

波形のヒストグラム・データに適用

する場合も同じ結果になる。 ただ
し、ヒストグラムの場合は、複数の

捕捉データが結果に反映される可

能性がある。 

標準パラメータ 

Median ベース値とトップ値の平均 ベース値(Base)とトッ
プ値(Top)の平均 標準パラメータ 

Minimum 
波形の最小値を計測する。 baseパラメータとは異
なり、波形に 2つのレベルがあることを前提としな
い。  

左右のカーソル間に

ある波形の最小値 

時間軸波形に適用する場合も同じ

波形のヒストグラム・データに適用

する場合も同じ結果になる。 ただ
し、ヒストグラムの場合は、複数の

捕捉データが結果に反映される可

能性がある。 

標準パラメータ 

Mode ヒストグラムの最大度数ピークの位置  
JTA2オプションと XMAPオプショ
ンが必要 

DDAでは標準パラメータ 

Nb phase 波形の特定周波数（ナロー・バンド）における位相

測定値を返す。  
JTA2オプションと XMAPオプショ
ンが必要 

DDAでは標準パラメータ 

Nb Power 波形の特定周波数（ナロー・バンド）における電力

測定値を返す。  
JTA2オプションと XMAPオプショ
ンが必要 

DDAでは標準パラメータ 
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N-cycle jitter n UI離れているエッジ間のピーク・ツー・ピーク（最
大振幅）ジッタ  

nビット離れている立
ち上がりエッジの予

想時間と実時間の比

較 

SDAアナライザで利用可能 

NLTS prml信号の非線型トランジション・シフトの測定値
を返す。  

DDM2オプションが必要 

DDAAでは標準パラメータ 

Npts 左右のカーソル間にある波形ポイント数  標準パラメータ 

Overshoot− 
負オーバーシュート: 立ち下がりエッジの後に発生
するオーバーシュートの量（振幅に対するパーセン

テージで表す。） 

(ベース最小 / 振幅）
×100 

波形に少なくとも 1つの立ち下がり
エッジが存在する必要がある。 2つ
の主要レベルを持たない信号（三

角波、のこぎり波など）については、

予想できない結果が生じる可能性

がある。 

標準パラメータ 

Overshoot+ 
正オーバーシュート: 立ち上がりエッジの後に発生
するオーバーシュートの量（振幅に対するパーセン

テージで表す。）  

(最大トップ / 振幅）
×100 

波形に少なくとも 1つの立ち下がり
エッジが存在する必要がある。 2つ
の主要レベルを持たない信号（三

角波、のこぎり波など）については、

予想できない結果が生じる可能性

がある。 

標準パラメータ 

Overwrite 高周波によって上書きされる低周波波形の残留電

力対元の電力(residual-to-original power)比  
DDM2オプションが必要 

DDAでは標準パラメータ 

Param Script 1～2個の入力波形を操作してパラメータ測定を出
力する Visual Basic Scriptまたは JavaScript  

DDM2オプションが必要 

DDAでは標準パラメータ 

Peaks ヒストグラムのピーク数  
JTA2オプションと XMAPオプショ
ンが必要 

DDAでは標準パラメータ 

Peak to peak 
ピーク間差: 波形の最大値と最小値の差。 amplパ
ラメータとは異なり、波形に 2つのレベルがあるこ
とを前提としない。 

最大-最小 

時間軸波形に適用する場合も同じ

波形のヒストグラム・データに適用

する場合も同じ結果になる。 ただ
し、ヒストグラムの場合は、複数の

捕捉データが結果に反映される可

能性がある。 

標準パラメータ 

Percentile 

ヒストグラム内で左側の各ビンの度数合計がヒスト

グラム全体の度数合計の一定のパーセンテージ

（`xx'%）になるように、ヒストグラム内のデータを分
割する X座標値 

 
JTA2オプションと XMAPオプショ
ンが必要 

DDAでは標準パラメータ 

Period 

50%交点を 1つおきに測定した繰り返し信号の周
期。 左端のカーソルの後にある最初のトランジショ
ンから開始し、トランジションの各ペアの期間を計

測する。計測した各期間の平均値が Periodパラメ
ータの値になる。  

式の説明: Mr は立ち上がりエッジ
の個数、Mf は立ち下がりエッジの

個数、 は立ち上がりエッジ i が 

x% レベルと交差する時間、 は

立ち下がりエッジが x% レベルと交
差する時間 

標準パラメータ 

Period@level 波形内のすべてのサイクルについて、指定したスロ
ープとレベルにおける周波数  

基準レベルとエッジ・トランジション

極性を選択できる。 データ内のノイ
ズからレベルを分離するために、
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Hysteresis引数が使用される。 

JTA2オプションと XMAPオプショ
ンが必要 

Phase 

解析対象の信号と基準として使用される信号との

間の位相差。 出力の形式として、パーセント、度、
ラジアンを選択できる。 基準を設定した後、[More
詳細]タブにタッチすると、信号を設定することがで
きる。 

解析対象信号と基準

信号との間の位相差
標準パラメータ 

Pop@X 
指定された水平座標になるビンの度数。 任意のビ
ンにカーソルを移動し、カーソルの形状として、絶

対、基準、差のいずれかを選択することができる。

 
JTA2オプションと XMAPオプショ
ンが必要 

DDAでは標準パラメータ 

PW50 
ローカル・マップ内部で、基準線とピーク（または

谷）との間の 50%ポイントにおけるパルス幅の平
均値を計算する。 

 

データ内のノイズからレベルを分離

するために、Hysteresis引数が使
用される。 

DDM2オプションが必要 

DDAでは標準パラメータ 

PW50- ローカル・マップ内部で、基準線と谷との間の 50%
ポイントにおけるパルス幅の平均値を計算する。  

データ内のノイズからレベルを分離

するために、Hysteresis引数が使
用される。 

DDM2オプションが必要 

DDAでは標準パラメータ 

PW50+ 
ローカル・マップ内部で、基準線とピークとの間の

50%ポイントにおけるパルス幅の平均値を計算す
る。 

 

データ内のノイズからレベルを分離

するために、Hysteresis引数が使
用される。 

DDM2オプションが必要 

DDAでは標準パラメータ 

Range ヒストグラムのレンジ(max - min)を計算する。  
JTA2オプションと XMAPオプショ
ンが必要 

DDAでは標準パラメータ 

Resolution 高周波数および低周波数波形の"taa"の比率 taa (HF)/mean taa 
(LF)*100 

データ内のノイズからレベルを分離

するために、Hysteresis引数が使
用される。 

標準パラメータ 

Rise 

立ち上がり時間: 10%から 90%の立ち上がりエッジ
の持続時間 

 
各エッジ上の値のうち、立ち上がり時間の計算に使

用する 2つの垂直値は、Threshold引数で指定す
る。  

上限値と下限値を求める式は次のとおり。 

下限値=下位スレッショールド x 振幅/100 + ベース

上限値=上位スレッショールド x 振幅/100 + ベース

上限スレッショールド

の時間から下限スレ

ッショールドの時間を

差し引いた間隔を

個々の立ち上がりエ

ッジに渡って平均す

る。 

2つの主要レベルを持たない信号
（三角波、のこぎり波など）について

は、トップ値(top)とベース値(base)
のデフォルト値として最大値

(maximum)と最小値(minimum)を
使用できるが、予想できない結果が

生じる可能性がある。 

標準パラメータ 

Rise 20-80% 
パルス波形の下降トランジション(20%から 20%)の
持続時間（左右のカーソル間にあるすべての下降ト

ランジションを計算対象とした平均値）  

パルス波形の立ち上

がりトランジション

(20%から 80%)の平

2つの主要レベルを持たない信号
（三角波、のこぎり波など）について

は、トップ値(top)とベース値(base)
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均持続時間 のデフォルト値として最大値

(maximum)と最小値(minimum)を
使用できるが、予想できない結果が

生じる可能性がある。 

標準パラメータ 

Rise@level 立ち上がり時間: トランジション・レベル間における
パルス波形の立ち上がりエッジの持続時間。  

ユーザが指定したト

ランジション・レベル

間におけるパルス波

形の立ち上がりエッ

ジの持続時間 

2つの主要レベルを持たない信号
（三角波、のこぎり波など）について

は、トップ値(top)とベース値(base)
のデフォルト値として最大値

(maximum)と最小値(minimum)を
使用できるが、予想できない結果が

生じる可能性がある。 

標準パラメータ 

RMS 左右のカーソル間にあるデータの二乗平均平方根

（平均値がゼロの波形の場合は、sdevと同じ）  

時間軸波形に適用する場合も同じ

波形のヒストグラム・データに適用

する場合も同じ結果になる。 ただ
し、ヒストグラムの場合は、複数の

捕捉データが結果に反映される可

能性がある。  

式の説明: vi は計測された個々の
データ値、N は最大 100回の観察
期間内のデータ・ポイントの個数 

標準パラメータ 

Setup データ・エッジからクロック・エッジまでの時間  

基準レベルとエッジ・トランジション

極性を選択できる。 データ内のノイ
ズからレベルを分離するために、

Hysteresis引数が使用される。 

JTA2オプションと XMAPオプショ
ンが必要 

Skew clock1エッジの時間から最近接の clock2エッジの
時間を差し引いた時間  

基準レベルとエッジ・トランジション

極性を選択できる。 データ内のノイ
ズからレベルを分離するために、

Hysteresis引数が使用される。 
Hysteresis引数を測定に使用する
場合(500 mdivに設定する場合)、
測定が有効であるためには、信号ト

ランジションがスレッショールドの

1/2 divで一方向に行われる必要が
ある。 

JTA2オプションと XMAPオプショ
ンが必要 

Std dev 左右のカーソル間にあるデータの標準偏差（平均

がゼロの波形の場合は、rmsと同じ）  

時間軸波形に適用する場合も同じ

波形のヒストグラム・データに適用

する場合も同じ結果になる。 ただ
し、ヒストグラムの場合は、複数の

捕捉からのデータが結果に反映さ

れる可能性がある。 

式の説明: vi は計測された個々の
データ値、N は最大 100回の観察
期間内のデータ・ポイントの個数 

標準パラメータ 

TAA ローカル・ピークから谷までの振幅の平均（すべて

のローカル・マップが計算対象）  
データ内のノイズからレベルを分離

するために、Hysteresis引数が使
用される。 



波形の測定 

125 

DDM2オプションが必要 

DDAでは標準パラメータ 

TAA- ローカル基準線から谷までの振幅の平均（すべて

のローカル・マップが計算対象）  

データ内のノイズからレベルを分離

するために、Hysteresis引数が使
用される。 

DDM2オプションが必要 

DDAでは標準パラメータ 

TAA+ ローカル基準線からピークまでの振幅の平均（すべ

てのローカル・マップが計算対象）  

データ内のノイズからレベルを分離

するために、Hysteresis引数が使
用される。 

DDM2オプションが必要 

DDAでは標準パラメータ 

TIE@level 

特定のスロープおよびレベルと交差する実際の時

間と理論上の予想時間との差。 スロープについて
は、正または負、あるいはその両方を選択できる。 
出力単位として、時間または単位間隔（UI） を選択
できる。 単位間隔（UI）は 1クロック周期に等しい。

仮想クロック(Virtual Clock)の選択肢として、
Standard (1.544 MHz)と Customが用意されてい
る。 

カットオフ周波数は、ユーザーが設定できる。数学

的に導出した Golden PLLを使用して、低周波ジッ
タをフィルタリングすることもできる。  

カットオフ周波数 = 
(1/1.667e3) x クロッ
ク周波数 

基準レベルとエッジ・トランジション

極性を選択できる。 データ内のノイ
ズからレベルを分離するために、

Hysteresis引数が使用される。 

JTA2オプションと XMAPオプショ
ンが必要 

Time@level トリガ(t=0)が発生した後、指定されたレベルとの交
差が発生するまでの時間  

トリガから交差レベル

までの時間 

基準レベルとエッジ・トランジション

極性を選択できる。 データ内のノイ
ズからレベルを分離するために、

Hysteresis引数が使用される。 

標準パラメータ 

Top 

最も度数の多い状態のうち、高い方の値（低い方

の値は base）。これは矩形波の特性であり、最も
頻度の多い状態は波形内のデータ・ポイント値の

統計的分布から判断される。  

最も度数の多い状態

のうち、低い方の値

時間軸波形に適用する場合も同じ

波形のヒストグラム・データに適用

する場合も同じ結果になる。 ただ
し、ヒストグラムの場合は、複数の

捕捉からのデータが結果に反映さ

れる可能性がある。 

標準パラメータ 

Total Pop ヒストグラムの総度数  
JTA2オプションと XMAPオプショ
ンが必要 

DDAでは標準パラメータ 

Width 

入力波形の 50%交差を検出して、周期的信号の
パルス幅を測定する。 左側のカーソルの後にある
最初のトランジションが立ち上がりエッジである場

合は、波形を正のパルスとみなして、隣接する立ち

上がりエッジと立ち下がりエッジ間の時間を計測す

る。 逆に、最初のトランジションが立ち下がりエッジ
である場合は、波形を負のパルスとみなして、隣接

する立ち下がりエッジと立ち上がりエッジ間の時間

を計測する。 どちらの場合も、すべてのパルス幅
の平均値を計算して最終結果とする。  

最初の正パルスまた

は負パルスの幅（す

べてのパルス幅を対

象として平均値を計

算する。） 

fwhmと似ているが、fwhmはヒスト
グラムのみに適用される。 

標準パラメータ 

Width@level 特定のレベルで測定されたパルス幅  

基準レベルとエッジ・トランジション

極性を選択できる。 データ内のノイ
ズからレベルを分離するために、

Hysteresis引数が使用される。 
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JTA2オプションと XMAPオプショ
ンが必要 

DDAでは標準パラメータ 

WidthN 50%のレベルおよび負のスロープで測定されたパ
ルス幅  標準パラメータ 

X@max カーソル間の最大値の水平軸座標  時間波形と周波数波形のみに適用

される。 

X@min カーソル間の最小値の水平軸座標  時間波形と周波数波形のみに適用

される。 

X@peak n番目のヒストグラム最大度数ピークの値  

ヒストグラムにのみ適用される。 

JTA2オプションと XMAPオプショ
ンが必要 

DDAでは標準パラメータ 

 

 

クオリファイ・パラメータ 

レクロイの機器およびソフトウェア・パッケージには、パラメータ測定を、一定の垂直方向または水平方向の範囲に制限したり、ま

たは 2番目の波形によってゲートされたオカレンスに制限する機能を持つものがあります。さらに、2つの制限を同時に操作す
ることもできます。この機能によって、測定から不必要な特性を排除することが可能になります。これは、分析において波形の水

平軸のスパンを狭くするためだけに使用される測定ゲートよりもさらに強い制限を与えます。 

注意: この機能はデータのサブセットに対してのみ作用するため、測定に関係するアラートや状態インジケータ("Data range too 
low"など)は表示されません。 

 
レンジ制限パラメータ 
レンジ・クオリファイアをセットアップするには 

1. メニューバーから[Measure]を選択し、次にドロップダウン・メニューから[Measure Setup...]を選択します。 

2. [Px]タブにタッチして、セットアップ・ダイアログを開きます。 

3. [Source]フィールドの内側にタッチして、ポップアップ・メニューからソースを選択します。 

4. [Measure]フィールドの内側にタッチして、ポップアップ・メニューからパラメータを選択します。 

5. ダイアログ右側の[Accept]タブにタッチして、[Values In Range]チェック・ボックスにタッチします。 
 
選択した垂直軸または水平軸のパラメータに応じて、[Between]および[And]フィールドに自動的に正しい単位(V、s、
Hz、dB)が表示されます。または、力率(PF)のように単純な比率のパラメータを選択した場合には、無次元数が生成
されるため、単位は表示されません。 

6. [Find Range]ボタンにタッチして、最新のパラメータ測定値をすばやく表示します。そこから希望するレンジを設定す
るのは非常に容易です。 
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Amplitudeパラメータ 
(手動でレンジを設定) 

 

Delayパラメータ 
(Find Rangeを選択) 

 
波形ゲート・パラメータ 
波形クオリファイアをセットアップするには 

1. メニューバーから[Measure]を選択し、次にドロップダウン・メニューから[Measure Setup...]を選択します。 

2. [Px]タブにタッチして、セットアップ・ダイアログを開きます。 

3. [Source]フィールドの内側にタッチして、ポップアップ・メニューからソースを選択します。 

4. [Measure]フィールドの内側にタッチして、ポップアップ・メニューからパラメータを選択します。 

5. ダイアログ右側の[Accept]タブにタッチして、[Values Based on Waveform State]チェック・ボックスにタッチします。 

6. [When Wform]フィールドの内側にタッチして、ゲート・ソースを選択します。 

7. [State Is]フィールドの内側にタッチして、ポップアップ・メニューから Highまたは Low を選択します。ゲート波形が選
択されている場合のみ、制限を受ける波形に対するパラメータ測定が実行されます。 

8. [Level Type]フィールドの内側にタッチして、ポップアップ・メニューから[Absolute]または[Percent]を選択します。 

9. [Level]フィールドの内側にタッチして、 測定を開始したい交差レベル値を入力します。または、[Find Level]ボタンに
タッチし、50%レベルのゲート波形を自動的に選択します。 
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波形演算 

演算トレースと関数の概説 

WaveMasterの演算ツールには、4個のチャンネル（C1～C4）に表示された波形、または 4個の内部メモリ（M1～M4）から呼び
出された波形に対して、数学演算を実行する機能があります。 また、連続的な演算を実行するために、F1～Fx の演算トレース
を入力波形として使用することができます。P1～Pxのパラメータに対して数学演算を実行することもできます。  

たとえば、 トレース F1をチャンネル 1とチャンネル 2の差に設定し、トレース F2をトレース F1の平均に設定し、さらにトレース
F3をトレース F2の積分に設定します。 こうすれば、チャンネル１とチャンネル２の差の平均値を積分した結果を表示することが
できます。また、すべてのトレースと関数は相互に結合して使用することができます。 たとえば、トレース F1をチャンネル 1の平
均に設定し、トレース F2 をトレース F1の FFTに設定し、最後にトレース F3 をトレース F2のズームに設定することができます。 

注意：F5～F8の演算トレースを使用するには、XMATHまたは XMAPのいずれかのオプション・パッケージをWaveMasterま
たはWaveProオシロスコープにインストールする必要がありますが、 ディスク・ドライブ・アナライザおよびシリアル・データ・アナ
ライザでは標準で装備しています。 
 

 

簡単な演算ツール 

WaveMasterの演算ツールには、4個のチャンネル（C1～C4）に表示された波形、または 4個の内部メモリ（M1～M4）から呼び
出された波形に対して、数学演算を実行する機能があります。 また、連続的な演算を実行するために、F1～F8の演算トレース
を入力波形として使用することができます。 P1～P8のパラメータに対して数学演算を実行することもできます。 

たとえば、 トレース F1をチャンネル 1とチャンネル 2の差に設定し、トレース F2をトレース F1の平均に設定し、さらにトレース
F3をトレース F2の積分に設定します。 こうすれば、チャンネル１とチャンネル２の差の平均値を積分した結果を表示することが
できます。また、すべてのトレースと関数は相互に結合して使用することができます。 たとえば、トレース F1をチャンネル 1の平
均に設定し、トレース F2 をトレース F1の FFTに設定し、最後にトレース F3 をトレース F2のズームに設定することができます。 

 

演算関数をセットアップするには 
演算のセットアップ 

次の手順を実行すると、よく使用する演算関数に即座にアクセスできるようになります。 

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. 演算関数が既にトレース F1 ～Fxに割り当てられている場合は、使用する関数のチェック・ボックスをオンにします。 

3. 演算関数を新たにトレースに割り当てる場合は、目的のトレースの[Fx]ボタン（たとえば など）をタッチします。 
演算関数メニューが表示されます。 

4. メニュー項目にタッチします。新しい関数は、Fx位置の直前の関数と同じ設定で自動的に割り当てられます。 

5. 他のセットアップ項目（入力波形など）を変更する場合は、適切な[Fx]タブ（たとえば など）にタッ

チします。 その Fx位置のセットアップ・ダイアログが表示されます。 

6. チャンネルに対して単一の演算関数を実行する場合は、シングル関数ボタン  をタッチします。演算関数に対

して演算関数を実行する場合は、デュアル 関数ボタン  をタッチします。 

7. [グラフ]ボタンをタッチした後、[Graph with グラフ モード]データ入力フィールドの内部をタッチし、適切なグラフ・モー
ドを選択します。 グラフ・モードは次のとおりです。 
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パラメータ値のヒストグラム 

パラメータ値のトラック 

パラメータ値のトレンド（傾向線）

 

 

スキュー補正のためのリサンプリング 

ケーブルの長さの違いやプローブの不整合、そのほか信号間のタイミング・ミスマッチを引き起こす原因を補正する場合は、いつ

でもスキューの補正（デスキューイング）を行うことができます。一方のチャンネルに入力されている信号をリサンプリングして、別

のチャンネルの信号の時間軸に適合するように調整してください。 

 

リサンプリングを行うには 
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. [演算トレース]タブ（F1 ～Fx)の１つをタッチします。 

3. シングル関数ボタンをタッチします。 

4. [Source1 ソース 1] データ入力フィールドの内部をタッチし、ソース（チャンネル、演算トレース、メモリ・ロケーション）
を選択します。 

5. [Operator1 演算子 1]データ入力フィールドの内部をタッチし、[関数]カテゴリから Deskew を選択します。 

6. 右側のダイアログ内の[Deskew デスキューイング]タブをタッチします。 

7. [Delay by 遅延時間]データ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップキーパッドを使用して時間値を入力します。 

 

 

リスケーリングと単位の選択 

WaveMasterには、入力波形(X)に増倍係数(a) と(b)を適用して、 aX + bというリスケーリング演算を実行する機能があります。 
この演算では、アプリケーションの種類に応じて、単位を選択することができます。 

以下に、使用可能な単位の省略形を一覧表示します。 

(blank) no units 

A Ampere 

C Coulomb 

CYCLE cycles 

DB Decibel 

DBC Decibel referred to carrier 

DBM Decibel Milliwatt 

DBV Decibel Volts 

DBUZ Decibel Microamp 

DEC Decade 

DIV Divisions 
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Event Events 

F Farad 

G Gram 

H Henry 

HZ Hertz 

J Joule 

 K Degree Kelvin 

CEL Degree Celsius 

FAR Degree Fahrenheit 

L Liter 

M Meter 

FT Foot 

IN Inch 

YARD yard 

MILE mile 

N Newton 

OHM Ohm 

PAL Pascal 

PCT Percent 

POISE Poise 

PPM parts per million 

RAD Radian 

DEG Degree (of arc) 

MNT Minute (of arc) 

SAMPLE sample 

SWEEP sweeps 

SEC Second (of arc) 

S Second 

SIE Siemens 

T Tesla 

UI Unit interval 

V Volt 

VA Volt amps 

W Watt 

WB Weber 

MIN min 

HOUR Hour 

DAY Day 

WEEK Week 
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上記の単位を組み合わせて入力する場合は、次のような SI(国際単位系)組立単位の表記ルールに従います。 

• 2つの単位記号の除は、「/」で表す 

• 2つの単位記号の積は、「.」で表す 

• 指数は、単位の後にスペースを入れずに数字を付け足して表す 

例：  

• メートル毎秒毎秒で表す加速度の単位は、「M/S2」  

• ボルト秒は、「V.S」 

よりシンプルな単位記号に変換可能な場合は、単位を入力した後に変更される場合があります。  たとえば、「V.A」と入力すると、
「W(ワット)」と表示されます。 

 

リスケーリングを行うには 
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. [演算トレース]タブ（F1 ～Fx)の１つをタッチします。 

3. シングル関数ボタンをタッチします。 

4. [Source1 ソース 1] データ入力フィールドの内部をタッチし、ソース（チャンネル、演算トレース、メモリ・ロケーション）
を選択します。 

5. [Operator1 演算子 1]データ入力フィールドの内部をタッチし、[関数]カテゴリから Rescaleを選択します。 

6. 右側のダイアログ内の[Rescale リスケーリング]タブをタッチします。 

7. [First multiply by 増倍係数]データ入力フィールドの内部をタッチし、増倍係数(a) の値を入力します。 

8. [then add 加算定数] データ入力フィールドの内部をタッチし、加算定数(b)の値を入力します。 

9. [Override units 単位変更]データ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・キーボードを使用して入力波形の
単位を選択します。  

 

 

波形のアベレージ 

加算平均と連続加重平均 
加算平均では、計算対象とする捕捉の回数をユーザーが指定すると、アベレージ・データが一定の間隔で更新されて画面に表

示されます。 

一方、連続加重平均(システムのデフォルト)では、新しい波形データを連続的に収集してアベレージ計算用バッファに追加するこ
とによって、ノイズの影響を除去する工夫がなされています。 連続加重平均を採用すると、テスト対象のシステムに変更を加え
た後で、その変更の効果を即座に確認することができます。  

注意：連続加重平均を設定するには、[演算トレース]タブでトレース（F1～F8）を選択し、[Fx]ダイアログの右側にあるダイアログ
内の[Average アベレージ]タブをタッチした後、[Continuous 連続加重平均]ボタンをタッチします。 

加算平均 

加算平均を計算するには、連続した入力波形データを同じ重み(weight）で累算した後、その合計値をデータ数で割ります。 トリ
ガが安定していれば、結果のアベレージ値に含まれるランダムなノイズ要素はシングル・ショット・データ要素よりも小さくなります。 
指定された捕捉の最大回数に達すると、アベレージ計算処理は自動的に停止します。 

ダイアログ内で捕捉の回数を変更すれば、より多くのデータを蓄積できますが、その場合、他のパラメータは変更しないで残して

おく必要があります。捕捉回数以外のパラメータを変更すると、新しいアベレージ計算処理が開始されてしまいます。 アベレージ
計算処理を一時停止するには、トリガ・モードを NORM/AUTOから STOPに変更します。 トリガ・モードを NORM/AUTOに戻
すと、計算処理が再開されます。 

蓄積されたアベレージ・データをリセットするには、CLEAR SWEEPSボタンを押すか、捕捉パラメータ（入力ゲイン、オフセット、
カップリング、トリガ条件、時間軸、帯域幅の制限など）を変更します。 アベレージ計算の対象となっている波形の数（波形のズ
ームを含む）は、捕捉状態ダイアログに表示されます。 加算平均の計算処理中は、計算性能（1秒間に処理されるポイントとイ
ベントの数）を上げるために、ディスプレイの更新頻度が落とされます。 

連続加重平均 
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連続加重平均（システムのデフォルト設定）を計算するときは、連続した入力波形データを累算するときに、捕捉の時間に応じて

異なる重み(weight）付けを適用します。 この方法は、ゆっくりと浸透する信号ノイズを低減するのに特に有効です。 最も新しく捕
捉された波形の重み(weight）が以前に捕捉された波形の重み(weight）よりも大きく設定されるため、連続加重平均は新しい波
形の統計的変動の影響を強く受けます。 以前の波形の重み(weight）は指数法則に従って徐々にゼロに漸近します(重み
(weight）が減少するに伴って、漸近速度は上昇します)。 

連続加重平均の計算式は次のとおりです。 

新しいアベレージ = (新しいデータ + 重み(weight) * 古いアベレージ)/(重み(weight)+ 1) 

加算平均も同じ式に基づいて計算されますが、連続加重平均の場合は指定されたスイープ回数（重み数）に到達した後、一定の

重み(weight)が古いアベレージに適用されます。 次の例は、重み数(weight）が 4の場合の処理過程を表しています。 

1回目の捕捉 (古いアベレージはまだ存在しない): 新しいアベレージ = (新しいデータ + 0 * 古いアベレージ)/(0 + 1) = 新
しいデータのみ 

2回目の捕捉: 新しいアベレージ = (新しいデータ + 1 * 古いアベレージ)/(1 + 1) = 1/2 新しいデータ + 1/2 古いアベレー
ジ 

3回目の捕捉: 新しいアベレージ = (新しいデータ + 2 * 古いアベレージ)/(2 + 1) = 1/3 新しいデータ + 2/3 古いアベレー
ジ 

4回目の捕捉: 新しいアベレージ = (新しいデータ + 3 * 古いアベレージ)/(3 + 1) = 1/4 新しいデータ + 3/4 古いアベレー
ジ 

5回目の捕捉: 新しいアベレージ = (新しいデータ +4 * 古いアベレージ)/(4 + 1) = 1/5 新しいデータ +4/5 古いアベレージ 

6回目の捕捉: 新しいアベレージ = (新しいデータ +4 * 古いアベレージ)/(4 + 1) = 1/5 新しいデータ +4/5 古いアベレージ 

7回目の捕捉: 新しいアベレージ = (新しいデータ +4 * 古いアベレージ)/(4 + 1) = 1/5 新しいデータ +4/5 古いアベレージ 

連続加重平均の場合、5回目以降の捕捉では、古いアベレージの重み(weight）が指数的に減少していきます。 

注意：アベレージの計算に使用する捕捉回数は、トレース・ラベルの最後に表示されます。  

 

 

連続加重平均をセットアップするには 
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. [演算トレース]タブ（F1～Fx）の 1つをタッチします。 

3. [Source1 ソース 1]データ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・メニューから波形を選択します。 

4. [Operator1 演算子 1]データ入力フィールドの内部をタッチし、[Select Math Operator 数学演算子の選択]メニュー
から Averageを選択します。 

5. [Fx]ダイアログの右側にあるダイアログ内の[Average アベレージ]タブをタッチした後、[Continuous 連続加重平均]
ボタンをタッチします。 

6. [Sweeps 捕捉回数]データ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・キーパッドを使用して有効な範囲（1～
1,000,000）の捕捉回数を入力します。 

 

加算平均をセットアップするには 
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. [演算トレース]タブ（F1～Fx）の 1つをタッチします。 

3. [Source1 ソース 1]データ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・メニューから波形を選択します。 

4. [Operator1 演算子 1]データ入力フィールドの内部をタッチし、[Select Math Operator 数学演算子の選択]メニュー
から Averageを選択します。 

5. [Fx]ダイアログの右側にあるダイアログ内の[Average アベレージ]タブをタッチした後、[Summed 加算平均]ボタンを
タッチします。 

6. [Sweeps 捕捉回数]データ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・キーパッドを使用して有効な範囲（1～
1,000,000）の捕捉回数を入力します。 
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分解能向上演算 

WaveMasterオシロスコープの ERES(Enhanced RESolution:分解能向上)フィルタを使用すると、垂直分解能が増強されて、
間隔の狭い電圧レベルを区別できるようになります。ERESフィルタは信号をスムージング（平滑化）する単純な移動アベレー
ジ・フィルタと似ていますが、帯域幅と通過域のフィルタリングに関して非常に高い性能を示します。シングル・ショット波形を操作

する場合や、波形の反復が遅すぎてアベレージを計算できない場合などは、ERESフィルタを使用してください。また、ノイズの
多い信号から不要なノイズ（測定の対象としない要素）を取り除く場合や、高精度の電圧測定（高い垂直ゲインによるズームな

ど）を実施するときにも、ERESフィルタを使用するのが効果的です。 

分解能向上(ERES)フィルタの仕組み 
WaveMasterの分解能向上機能では、各フィルタの垂直分解能が一定の割合で向上されます。つまり、信号内のノイズ量や信
号のタイプ（シングル・ショット信号、連続信号）に関係なく、垂直分解能が一律に向上されます。信号対雑音比(S/N比)の向上度
合いは、元の信号に含まれるノイズのタイプに応じて異なります。分解能向上(ERES)フィルタによってノイズの一部が取り除か
れるため、信号の帯域幅は狭くなります。  

WaveMasterの FIR(Finite Impulse Response:有限インパルス応答)フィルタには、高速計算、優れたステップ応答（0.5ビット）、
帯域幅低減の抑止などの特性があり、0.5～3ビット程度の範囲で分解能が向上されます。ステップ応答の向上はその 2倍の帯
域幅低減に繋がるため、帯域幅と分解能のトレードオフ関係が容易に解消されます。次の表に、6種類のフィルタのパラメータを
示します。  

分解能の

増加幅

-3 dB Bandwidth
(ナイキスト) 

フィルタ長

(カウント数)

0.5 0.5 2 

1.0 0.241 5 

1.5 0.121 10 

2.0 0.058 24 

2.5 0.029 51 

3.0 0.016 117 

ローパス・フィルタでは、信号ノイズのパワー・スペクトル密度に応じて、特定の条件のもとで実際の S/N比がどの程度向上され
るかが異なります。 

元の信号に含まれるノイズが白色ノイズ（周波数スペクトル全体に均等に分散されたノイズ）である場合は、S/N比の向上度合
いが分解能の向上度合いと同じになります。 

ノイズが高周波数に偏っている場合は、S/N比の向上度合いのほうが分解能の向上度合いよりも大きくなります。 

ノイズが低周波数に偏っている場合は、分解能の向上度合いのほうが S/N比の向上度合いよりも大きくなります。干渉性ノイズ
信号（クロック信号のフィードスルーなど）の除去による S/N比の向上度合いは、通過帯にある信号の卓越周波数成分の低減に
応じて異なります。これはスペクトル分析を使用して容易に確かめることができます。フィルタは常に一定の零相応答を持ちます。

これには 2つの利点があります。最初の利点は、イベントの周波数内容が異なる場合でも、波形内の様々なイベントの相対位
置がフィルタによって歪められないことです。2番目の利点は、波形が保存されるため、フィルタリング対象の波形の計算中に、
フィルタリング特有の遅延（入力波形と出力波形間の遅延）を正確に補正できることです。 

低周波域では、まったく同じゲインがフィルタに与えられます。したがって、分解能向上フィルタを適用するときに、ソース・トレー

スがオーバーフローしなければ、オーバーフローは発生しません。ソース・トレースの一部がオーバーフローした場合、フィルタリ

ングは実行できますが、オーバーフローしたトレースの周辺については、フィルタ・インパルス応答の長さが不正になります。その

原因は、1～2個のカウントによるスパイクだけでもオーバーフローが発生する可能性がある一方、そのスパイクのエネルギーが
十分でないために、インパルス応答に影響が出ないためです。したがって、トレース全体を無効にするのは望ましくありません。 

WaveMasterオシロスコープの分解能向上機能の使用例を次の図に示します。 

 

ローパス・フィルタ: 分解能向上処理を適用する前（左上）と適用した後（左下）の
正方信号のスペクトラム。これらの図から明確に分かるとおり、フィルタを通じて

高周波域が信号から除去されています。ビット数を大きくすれば、それに伴って

帯域幅が狭くなります。 
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垂直分解能の増強: この例では、3ビットの分解能向上機能によって、下側（内
部）トレースの垂直分解能が大幅に増強されています。 

 

 

ノイズの低減: この例では、ノイズの多い信号に分解能向上機能を適用していま
す。元のトレース（左上）に 2ビットの ERESフィルタを適用したトレース(左下)
は、ほとんどのノイズが除去され、きれいにスムージングされています。 

注意： ERESフィルタで向上できるのはトレースの分解能だけであり、元の波形の精度や線形性は向上できません。カットオフ周
波数の近くでは通過帯によって信号の減衰が発生するため、高周波数域が若干減衰する可能性があります。フィルタは有限の

サイズのトレースに適用してください。波形の最初と最後ではカウントが失われるため、フィルタを適用すると、トレースが若干短

くなります。失われるカウントの数は、フィルタのインパルス応答のサイズ（2～117）と正確に一致します。通常、この損失
（50,000個のカウントの僅か 0.2%）は無視できますが、非常に短いトレースをフィルタリングすると、データが 1件も出力されな
い場合があります。ただし、そのような場合は、ERESフィルタが自動的に無効になります。  

分解能向上(ERES)フィルタをセットアップするには 
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. [関数]タブ(F1～Fx）の 1つをタッチします。 

3. [Operator1 演算子 1]データ入力フィールドの内部をタッチします。 

4. 演算関数の[Filter フィルタ]グループまたは[All Functions 全関数]から ERESを選択します。 

5. [Trace On トレースを有効にする]チェックボックスをタッチします。 

6. 右側のダイアログの[ERES]タブをタッチした後、[bits ビット]データ入力フィールドの内部をタッチし、[ポップアップ・メ
ニュー]から[Enhance by フィルタのビット数]を選択します。 

 

 

波形のコピー 

Copy演算機能  を使用すると、処理する前に現在の波形のコピーを作成することができます。オリジナルの波形から
処理を再開することも可能ですが、オリジナル・データを保存することによって、高速なスループットが可能になる場合があります。

これはつまり、コピーを使用する場合には、さらに演算を追加する前に、それまでに行われた計算を元に戻す必要がないからで

す。 
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ただし、このスループットの高速化には、メモリ使用量の増加という代償が伴います。 

 

 

波形の間引き機能 

間引き(Sparse)関数 では、入力波形を簡素化するために、特定の開始位置から捕捉を開始し、一定の間隔でポイン

トをスキップしながら捕捉処理を続けます。入力波形の各ポイントを間引くための間隔は間引き係数で指定します。たとえば、間

引き係数を 4に設定すると、4個ごとに１個のポイントしか捕捉されません。また、捕捉開始位置を 3に設定すると、3番目のポ
イントから捕捉が開始され、間引き係数(4)で指定された間隔でポイントが捕捉されます。このような方法で、サンプリング回数を
減らすことができます。 

間引き係数(間隔)として指定できる値は、1～1,000,000です。捕捉開始位置として指定できる値は、0～999,999です。 

注意：間引き係数に対して入力できる最大間引きオフセット値は間引き係数- -1に等しくなります。 

 

波形の間引き機能をセットアップするには 
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. 間引き操作を適用する関数(F1～Fx) のタブをタッチします。 

3. [Source1 ソース 1]データ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・メニューから入力波形を選択します。 

4. [Operator1 演算子 1]データ入力フィールドの内部をタッチし、[Select Math Operator 数学演算子の選択]メニュー
から Sparseを選択します。 

5. [Sparsing factor 間引き係数]データ入力フィールドの内側をタッチし、ポップアップ・キーパッドを使用して係数値を
入力します。 

6. [Sparsing Offset オフセット値]データ入力フィールドの内側をタッチし、ポップアップ・キーパッドを使用して値を入力
します。 

 

 

補間 

カウント点の間に直線を挿入する直線補間は、方形波のようにエッジが直線である信号の再構築に適しています。 一方、サイン
(Sinx)補間は、曲線的な信号や不規則な波形の信号の再構築に適しています。特にサンプリング速度がシステムの帯域幅の 3
～5倍である場合には、サイン補間が有効です。 オシロスコープでは、三次補間もサポートされます。 

個々の補間方式について、カウント点に補間を適用するときの間隔（upsample）として、2～50の値を指定することができます。 

 

補間方式を選択するには 
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. 補間演算を適用する関数(F1～Fx) のタブをタッチします。 

3. [Source1 ソース 1]データ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・メニューから入力波形を選択します。 

4. [Operator1 演算子 1]データ入力フィールドの内部をタッチし、[Select Math Operator 数学演算子の選択]メニュー
から Filterを選択します。 

5. [Filter フィルタ]サブメニューから[Interpolate 補間]を選択します。 

6. ダイアログの右側にあるミニ・ダイアログの[Interpolate 補間]タブをタッチします。 

7. [Algorithm アルゴリズム]データ入力フィールドの内部をタッチし、補間方式を選択します。 

8. 特定の値を入力する場合は、[Upsample by]データ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・キーパッドを使用
して値を入力します。 値を入力しない場合は、上下ボタンを使用して、1、2、5倍ずつの数値で設定することができま
す。 

 

 

 



波形演算 

137 

Fast Wave Port 
FastWavePortとは、レクロイの X-Streamファミリのデジタル・オシロスコープに搭載された処理機能です。C/C++言語で書か
れたユーザ作成によるカスタム処理アルゴリズムを、DSOの処理ストリームに挿入できます。FastWavePortを使用すると、捕
捉システムからユーザの処理機能までのデータ・スループットが最大になります。さらに、これらのカスタム処理関数を簡単に作

成できるようになります。 

このシステムを可能にしているのは、Windowsシステムに存在するメモリ領域を共有するため 2つのプロセスの働きです。それ
によって、捕捉ソフトウェアとカスタム処理関数との間の高速なデータ転送が可能となり、DSOアプリケーションとは独立したプロ
セスによって実行されます。FastWavePortを使用する主な利点は、ユーザ・アプリケーションの実装や、さらに重要なのはデバ
ッグを、メイン・アプリケーションから独立して行うことができることです。 

ユーザ作成処理関数の出力結果を、X-Stream処理ストリームに転送する機能が、オプションになっていることに注意してくださ
い。パフォーマンスの向上が第一の目的であり、表示、または DSOソフトウェア内でさらに処理を継続するという必要がない場
合には、転送処理はスキップすることができます。 

 

Fast Wave Portのセットアップ -- 初期設定 
1. メニューバーから[Math]を選択し、次にドロップダウン・メニューから[Math Setup...]を選択します。 

2. 例のように、[Math function]タブのいずれかにタッチします。  

3. [Source1]フィールドの内側にタッチして、ポップアップ・メニューから信号ソースを選択します。ソースには、チャンネル
波形、演算、メモリ・トレースまたはパラメータなどがあります。 

4. [Operator1]フィールドの内側にタッチし、 [Custom]メニューから[FastWavePort] を選択します。 
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5. 右側の小さなダイアログで、[Fast Wave Port]タブにタッチします。 
 

 
6. [Timeout]フィールドの内側にタッチし、適切な値を入力します。 

 

セットアップ -- ケース 1 
このシナリオでは、ユーザが PCでアプリケーションを開発したと想定します。 

1. PCでアプリケーションをコンパイルします。 

2. メモリ・スティックまたはネットワーク・ドライブを使用して、コンパイル済みファイルをスコープにコピーします。 

3. コマンド・プロンプト・ウィンドウを開き([Start] --> [Programs] --> [Accessories] --> [Command Prompt])、アプリケー
ションを実行します。 

 

セットアップ -- ケース 2 
このシナリオでは、Visual C++がスコープにロードされていると想定します。 

• アプリケーションを Visual C++のエディタを使用して開発し、実行します。 

 

セットアップ -- ケース 3 
このシナリオでは、Visual C++以外のコンパイラ(GNUのMinGWなど)を使用していると想定します。GNU Cコンパイラ(GCC)
の最適化機能は Visual C++ほど効果的ではないため、結果的にパフォーマンスが低下するということに注意してください。 

1. アプリケーションをテキスト・ファイル形式で保存し、メモリ・スティックまたはネットワーク・ドライブにコピーします。 

2. エクスプローラを使用して、テキスト・ファイルをスコープにコピーします。 

3. コンパイラをスコープにダウンロードし、インストールします。 

4. 環境変数を以下のように設定します。 

A. [Start] --> [Settings] --> [Control Panel] --> [System]を開きます。 

B. [Advanced]タブをクリックし、[Environmental Variables]ボタンをクリックします。  

C. [System variables]ウィンドウで[Path]をクリックし、[Edit]ボタンを押します。 

D. [Variable Value]文字列の最後に、 ;C:\MinGW\binを追加します(GCCの場合の例)。 

E. [OK]をクリックします。 

5. コマンド・プロンプト・ウィンドウを開き([Start] --> [Programs] --> [Accessories] --> [Command Prompt])、アプリケー
ションをコンパイルします。 

6. アプリケーションを実行します。 
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操作上の注意 
FastWavePortを選択すると、右側のダイアログに現在の設定が表示されます。最初の項目は非常に重要なもので、Windows
内でグローバルなメモリ・ウィンドウ 2つのイベントのベース名を示しています。これはデフォルトの値のままにしておいて、複数
の FastWavePort関数を並行して使用する場合にのみ変更します。この名前がクライアント・アプリケーションで使用されている
ベース名と一致するように注意してください。  

これらのグローバル・オブジェクトの完全な名前を以下に示します。 

Memory Mapped File "FastWavePort1File" 

Data Available Event "FastWavePort1MutexDataAvailable"

Processing Complete Event "FastWavePort1MutexDataAvailable"

[Timeout]フィールドでは、カスタム処理機能が実行完了するまで DSOが待機する時間の量を指定します。この指定によって、
不親切なカスタム処理関数が完了するまで、DSOが際限なく待機状態になってしまうのを防止することができます。この値には
常識的な値を設定するように注意してください。つまり、カスタム処理が完了するのに必要と思われる時間に若干の余裕を加え

た程度の値を指定するようにします。 

データ長の制限 

メモリ・ウィンドウのサイズは 80 メガバイト(40 メガサンプルに等しい)に固定されています。  

パフォーマンス 

これは、X-Stream DSOでユーザ定義アルゴリズムを使用したデータ処理を行うための最速の手段です。 

プログラミング言語の選択 

システムは、C/C++プログラミング言語を使用するように設計されています。理論的には、Windowsの名前付きイベント(Mutex)
をサポートし、名前付きメモリ・マップド・ファイルを開くことができるのであれば、どのような言語を使用しても実装可能です。ただ

し、C/C++以外の言語を使用したシステムの動作については、いかなる保証もいたしません。 

 

 

高速フーリエ変換（FFT） 

高速フーリエ変換（FFT）を使用する理由 
ほとんどの信号については、時間軸情報よりもスペクトル表示から有用な情報が得られます。たとえば、アンプの周波数応答の

信号、発振器の位相ノイズの信号、機械的振動分析の信号などは、周波数軸表示の方が容易に現象を把握できます。  

元の波形を忠実に表現できるくらい高速（通常、信号の最大周波数成分の 5倍）でサンプリングすると、アナログ信号を独自の
方法で表現する不連続のデータ系列が作成されます。従来のスペクトラム・アナライザでは過渡信号を処理できないため、この

FFTによるデータ系列は、過渡信号を分析するときに重要になります。  

スペクトル解析理論では、入力信号の持続時間は無限であると仮定されます。しかし、この条件を満たす物理信号は存在しない

ため、解析するための現実的な仮定として、信号が信号自身の複製の無限系列から形成されているとみなします。これらの複製

信号に、観察ウインドウの外側でゼロの値となる矩形ウインドウ（表示ウインドウ）を掛け合わせます。  

N個の時間軸信号に対して FFT処理を実行することは、N/2個のフィルタのバンクからなるコンボ・フィルタを通じて信号を観察
することと同じです。すべてのフィルタは同じ形状と幅を持ち、N/2個の周波数を中心として配置されます。中心周波数の周囲に
ある信号エネルギーが各フィルタによって収集されます。こうして、N/2個の周波数ビンが形成されます。2つの隣接するビンの
中心周波数間の距離（Hz単位）は常に一定の値（Delta f）になります。  

パワー・スペクトル密度 

信号の振幅を表すときにはリニア・スケールが使用されるため、振幅の小さい信号が大きい信号によって隠されることがよくあり

ます。FFTオプションには、振幅と位相を表現する関数のほかに、パワー密度関数とパワー・スペクトル密度関数が用意されて
います。パワー・スペクトル密度関数のほうがスペクトル解析に適しています。パワー・スペクトル(V2) は振幅スペクトル(V)の
自乗値です(0 dBmが 1 mW[50Ω]の電圧に対応)。パワー・スペクトルは孤立したピークを含む信号（周期信号など）を表現
するのに適しています。  
パワー・スペクトル密度(V2/Hz)は、FFT計算に使用されるフィルタのノイズ帯域幅(Hz)でパワー・スペクトル(V2)を割った値で
あり、広帯域信号(ノイズなど)の特性を表現するのに適しています。  
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FFT用のメモリ 

信号を観測できる最大レンジ（ナイキスト周波数）は、利用可能な捕捉メモリのサイズによって決まります。ここで、500 MHzの
ナイキスト周波数と 10 kHz の分解能を実現するのに必要となる捕捉メモリのサイズと観測ウインドウの長さを計算してみます。
10 kHzの分解能を実現するには、少なくとも次の捕捉時間(T)が必要です。  

T = 1/Delta f = 1/10 kHz = 100 ms 

100KBのメモリを搭載したデジタル・オシロスコープの場合、解析可能な最大周波数は次のように計算されます。 

Delta fxN/2 = 10 kHz x 100 kB/2 = 500 MHz 

FFT使用時の注意点 

FFTを使用するときは、信号が正しく捕捉されるように十分な注意が必要です。観測ウインドウの内部における波形の位置が不
適切であると、スペクトルが歪みます。スペクトルの歪みの最も一般的な原因は、不十分なサンプリング、エッジの不連続性、

windowing効果（ピケット・フェンス効果）などです。  

FFTは周波数分解能の倍数値を中心とする帯域通過フィルタのバンクとして機能するため、周波数分解能の倍数値に一致しな
い要素は 2つの連続したフィルタの中間に挿入されます。したがって、それらの要素の本来の振幅が減衰されます。  

ピケット・フェンス効果とスカラップ効果 

ソース周波数が 2つの不連続周波数の中央にある場合は、パワー・スペクトルの最大値が 3.92 dB低くなる可能性がありま
す。スペクトル振幅のこのような変動はピケット・フェンス効果と呼ばれ、ピケット・フェンス効果から生じる損失はスカラップ効果と

呼ばれます。LeCroyのオシロスコープではスカラップ効果が自動的に補正されるため、スペクトル振幅が時間軸における本来
の値と完全に一致します。  

ナイキスト周波数を越える周波数成分が信号に含まれている場合は、スペクトルにエイリアシングが生じます(周波数が折り返さ
れて擬似周波数が発生します)。エイリアシングは高調波の上に重なるため、通常、エイリアシング周波数を直接検出するのは
困難です。簡単なチェック方法は、サンプリング速度を変更して、周波数分布が変化するかどうかを観察することです。  

Leakage（リーケージ） 

FFTでは、時間グリッド内部に含まれる信号が観測ウインドウの外側で無限に複製されることが前提とされます。そのため、信
号のエッジが不連続である場合は、擬似周波数がスペクトル領域に表示され、実際のスペクトルが歪みます。信号の開始位相と

終了位相が異なる場合は、2つの周波数セルの間に信号周波数が挿入されて、スペクトルの幅が広がります。  

ピークのベース幅が広がって、隣接する複数のビンに伸びる現象は「リーケージ(leakage)」と呼ばれます。リーケージを防止す
るには、表示グリッドの内部に含まれる周期の数が整数であること、およびエッジが不連続でないことを確認する必要があります。

また、ウインドウ関数を使用して信号のエッジをスムージングすることも重要です。  

ウインドウの選択 

FFTを使用するときは、信号の特性に適したウインドウを選択する必要があります。み(weight）付け関数によってフィルタの応
答形状が制御され、ノイズの帯域幅とサイドローブのレベルが決定されます。理論上、すべてのスペクトル成分を区別するには、

主ローブを可能な限り平坦にして幅を狭くすると同時に、サイドローブを無限に減衰する必要があります。FFT処理で使用する
等価フィルタの形状と帯域幅は、ウインドウの種類に応じて決まります。  

写真を撮るときに特定のカメラレンズを選ぶのと同様に、最適なウインドウを選ぶには、一定のテストと試行が必要ですが、下記

の一般的なガイドラインが参考になります。  

矩形ウインドウは最大の周波数分解能を持つため、信号に含まれる高周波の成分を見極めるのに適しています。なお、矩形ウ

インドウはスペクトル領域内で(sinx)/x関数として減少するため、若干の減衰が発生します。減衰率の低いその他のウインドウ
(Flat Top、Blackman-Harrisなど)では、周波数分解能が若干犠牲になるものの、最大振幅が達成されます。一般的に、連
続波形には Hammingまたは Von Hannが適しています。  

ウインドウの種類 適用対象と制限事項 

矩形ウインドウ 

ウインドウの基本周波数の整数倍である基本周波数成分が信号に

含まれていることが分かっている場合、または信号が時間軸ウインド

ウの内部に完全に収まっている(単発信号である)場合は、一般的に
矩形ウインドウを使用する。それ以外の信号で矩形ウインドウを使用

すると、様々なレベルのスペクトルリーケージやスカラップ損失が発

生する可能性がある。(これらの効果は別の種類のウインドウを選択
すれば補正される。) 

Hanning (Von Hann) リーケージが抑えられ、振幅精度が改善されるが、周波数分解能は
若干低下する。 

Hamming リーケージが抑えられ、振幅精度が改善されるが、周波数分解能は

若干低下する。 
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Flat Top リーケージを適度に抑えながら卓越した振幅精度を実現するが、周

波数分解能は若干低下する。 

Blackman-Harris  リーケージが最小限に抑えられるが、周波数分解能は低下する。 

 

FFTウインドウ・フィルタのパラメータ 

ウインドウの種類 最大サイドローブ
(dB) 

スカラップ損失
(dB) 

ENBW
(bins)

ゲイン 
(dB) 

矩形ウインドウ -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 

ダイナミック・レンジの向上 

分解能向上機能ではローパス・フィルタが採用されており、元の信号に含まれるノイズが白色ノイズ（周波数スペクトル全体に均

等に分散されたノイズ）である場合は、分解能が最大 3 ビット分(18 dB)向上する可能性があります。高周波数成分が不要であ
る場合は、ローパス・フィルタを使用することをお勧めします。ローパス・フィルタの顕著なメリットとして、連続信号と単発信号の

両方に適用できる点が挙げられます。S/N比の向上度合いは、ERES ローパス・フィルタのカットオフ周波数とノイズの形状（周
波数分布）に応じて異なります。  

LeCroyのデジタル・オシロスコープでは FIRデジタル・フィルタが採用されているため、一定の位相偏移が維持されます。した
がって、フィルタリングによって位相情報が歪められる可能性はありません。 

レコード長 

豊富な機能を持つ高速フーリエ変換（FFT）は既に一般的な解析ツールとして普及していますが、使用にあたって、いくつかの点
に注意する必要があります。ほとんどの場合、表示グリッド内部における信号の配置が不適切であると、スペクトルが大幅に歪

められます。FFT を通じて意味のある解析結果を導出するためには、リーケージやエイリアシングなど、スペクトルを歪める効果
を十分に理解しておく必要があります。  

スペクトルを歪める効果を抑えるには、捕捉レコード長を可能な限り大きくすることが有効です。捕捉レコード長はオシロスコープ

の有効サンプリング速度に直接的な影響を与えるため、スペクトル解析の対象にできるレンジと周波数分解能はほとんどレコー

ド長によって決まることになります。 

 

FFTのアルゴリズム 
WaveMasterオシロスコープの高速フーリエ変換(FFT)で使用されるアルゴリズムの各ステップの概要を下記に示します。 

1. 選択したウインドウ関数をデータに掛け合わせます。 

2. DFT (Discrete Fourier Transform: 離散的フーリエ変換)に基づいて、FFTを計算します。 

 
式の説明:xk は複素数配列（実数部分は修正された時間軸波形、虚数部分は 0）、Xn は複素周波数軸波形ベクトル、

; Nは xkと Xnに含まれるサンプル数 

ここで計算される FFT は N に適用される(Nが 2の累乗である必要はない)。  

3. Windowing効果による信号エネルギーの損失を補正するために、Xnをウインドウ関数の干渉性利得で割ります。こ

れによって、スペクトル内の孤立したピークの振幅値が補正されます。  

4. Xn実数部分は、次の式に示すように、ナイキスト周波数に関して対称になります。 

Rn = RN-n 

一方、虚数部分は非対称になります。 

Rn = RN-n 
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周波数 n における信号エネルギーは、スペクトルの前半分と後半分に均等に分散されます。周波数 0 における信
号エネルギーは、時間 0 に集中保存されます。  

スペクトルの前半分(Re, Im; 0からナイキスト周波数までの範囲)は後の処理のために保存され、その振幅が 2 倍
にされます。  

R'n = 2 x Rn 0 ≤ n < N/2 

R'n = 2 x Rn 0 ≤ n < N/2 

5. 選択されたスペクトル種類に応じて、出力波形を計算します。  

"Magnitude"（振幅）が選択された場合は、複素数ベクトルのサイズを次のようにして計算します。  

 
上記のステップ 1～5を実行すると、次の結果が得られます。 

振幅が 1.0 V、タイム・ウインドウ内の整数周期数が Np である AC正弦波が矩形ウインドウによって変換され、振幅が 1.0 Vで
ある基本ピークが、周波数 Np x Delta fにあるスペクトル内部に作成されます。ただし、振幅が 1.0 V の DC
要素は矩形ウインドウによって変換され、振幅が 2.0 V（0 Hz）のピークが生成されます。 

他の種類のスペクトル用の波形は、次のようにして計算されます。 

Phaseangle = arctan (In/Rn) Mn > Mmin 

angle = 0 Mn ≤ Mmin 

Mminは振幅の最小値であり、任意のゲインでフル・スケールの約 0.1%に固定されています。この最小値以下では、角度が正し
く定義されません。  

dBmパワー・スペクトル: 

 
Mref = 0.316 V (つまり、0 dBm はピークが 0.316 V [0.224 V rms] の正弦波と定義される。[1.0 mW ' 50ohms) 

上記の式で示されるとおり、dBmパワー・スペクトルは dBmパワー密度と同じです。  

dBmパワー密度: 

 
ENBWは選択されたウインドウに対応するフィルタの等価ノイズ帯域幅、 Delta f は現在の周波数分解能 (ビンの幅)  

7. ステップ 5で作成されたスペクトルごとに、複素周波数軸データ R'n および I'n を使用して振幅の二乗和を計算し、
FFTパワー・アベレージを算出します。 

Mn
2 = R'n2 + I'n2, 

次に、Mn2 を合計し、累積されたスペクトルの数を計算します。スペクトルの数に基づいて Mn2 の合計値を正規化
した後、フーリエ変換と同じ式を使用して、指定の型に正規化値を変換します。  

 

FFTの用語説明 
このセクションでは、FFT スペクトル解析でよく使用される用語の定義を示し、各用語と WaveMaster オシロスコープとの関係を
説明します。  

エイリアシング ナイキスト周波数(サンプリング周波数の 50%)より高い数端数が入力信号に含まれている場合は、1周期に含
まれるサンプル数が 2個未満になります。その結果、ナイキスト周波数を越える周波数によってサンプリング対象の波形が受け
る影響と、ナイキスト周波数以下である周波数による影響との見分けがつかなくなります。この現象がエイリアシングです。 
エイリアシングを避けるには、被測定信号の最大周波数よりもナイキスト周波数が大きくなるように、サンプリング速度とメモリ長

を設定する必要があります。 

干渉性ゲイン 個々のウインドウ関数に対応するフィルタの正規化された干渉性ゲインは、矩形ウインドウの場合は 1.0 (0 dB)に
なり、その他のウインドウの場合は 1.0 より小さくなります。干渉性ゲインは、ウインドウ関数による乗算によって生じる信号エネ
ルギーの損失を表します。WaveMaster オシロスコープでは、このような損失が補正されます。次の表に、WaveMaster で使用
できるウインドウ周波数軸のパラメータを示します。  
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ウインドウ周波数軸のパラメータ  

ウインドウの種類 最大サイドローブ
(dB) 

スカラップ損失 
(dB) 

ENBW 
(ビン単位) 

干渉性ゲイン 
(dB) 

矩形ウインドウ  –13 3.92 1.0 0.0 

Hanning (Von 
Hann) –32 1.42 1.5 – 6.02 

Hamming –43 1.78 1.37 –5.35 

Flattop –44 0.01 2.96 –11.05 

Blackman Harris –67 1.13 1.71 –7.53 

 
ENBW 等価ノイズ帯域幅(ENBW:Equivalent Noise BandWidth)は、中心周波数で同じゲインを持つ矩形フィルタの帯域幅で
す。矩形フィルタは個々の周波数ビンに割り当てられ、白色ノイズ信号から同じパワーを収集します。個々のウインドウ関数の

ENBW（ビン単位）については、上記の表を参照してください。  
フィルタ N ポイントの FFT を計算することは、N/2 フィルタを通じて時間軸入力信号を、周波数に変換し出力結果をプロットする
ことと同じです。フィルタの間隔は Deltaf = 1/T であり、帯域幅はウインドウ関数に応じて決まります(「周波数ビン」を参照)。  
周波数ビン FFTアルゴリズムでは、N個のサンプリング点上で定義された不連続波形を入力として使用し、N個の複素フーリエ
係数を計算します。これらの係数は、入力信号の高周波成分を表します。  

入力信号が実数（虚数部分がゼロ）である場合は、N/2個の独立した高周波成分だけが計算されます。 

FFT 処理では、N/2 個のフィルタからなるバンクを持つ入力信号が解析されます。すべてのフィルタは同じ形状と幅を持ち、N/2
個の不連続周波数を中心として配置されます。中心周波数の周囲にある信号エネルギーが各フィルタによって収集されます。こ

うして、N/2個の周波数ビンが形成されます。 

2つの隣接するビンの中心周波数間の距離（Hz単位）は常に一定の値（Delta f）になります。 

Deltaf = 1/T 

T は時間軸レコードの持続時間（秒単位）です。 

各ビンの中心にあるフィルタの主ローブの幅は、使用するウインドウ関数に応じて異なります。矩形ウインドウでは主ローブの幅

が 1ビンですが、他のウインドウでは 1ビンより広くなります(表を参照)。 

周波数レンジ 計算されて表示される周波数の範囲。この範囲は、0 Hz(画面の左端)からナイキスト周波数(トレースの右端)まで
です。  
周波数分解能 周波数分解能はビンの幅（Delta f）と同じです。つまり、入力信号の周波数が Delta だけ変化すると、対応するス
ペクトルのピークは Dfだけ移動します。  
また、有効周波数分解能(周波数がほとんど同じである 2 つの信号を分解する能力)はウインドウ関数によって細かく制限されま
す。矩形ウインドウを除くすべてのウインドウの ENBW値は、Delta f およびビンの幅より大きくなります。さまざまなウインドウの
ENBW値の一覧については、上記の表「ウィンドウ周波数軸のパラメータ」を参照してください。  
リーケージ（漏出） 矩形時間ウインドウ内で整数の周期を持つ（つまり、入力周波数がビンの周波数の 1 つに等しい）正弦波の
パワー・スペクトルでは、スペクトルに鋭い成分が含まれ、その成分の値によって入力波形の振幅が表されます。中間入力周波

数では、このスペクトル成分に低い幅広のピークが含まれます。  

ピークのベース幅が広がって、隣接する複数のビンに伸びる現象が「リーケージ(leakage)」と呼ばれます。この現象は、個々の
周波数ビンに含まれるフィルタのサイドローブが比較的高いために発生します。 

利用可能なウインドウ関数の 1 つを適用すると、フィルタのサイドローブとリーケージが低減されます。Blackman-Harris ウイン
ドウまたは Flattop ウインドウを適用すれば、サイドローブとリーケージが最小限に抑えられます。ただし、フィルタの主ローブの
幅を広げると、この低減効果が相殺されます。 

サンプル点の数 FFT は一定数（変換サイズ）のサンプル点にわたって計算されます。サンプル点の上限は、入力波形内のサン
プル数またはユーザーがメニューから選択した値のどちらか小さいほうになります。FFT では N/2 個の出力点からなるスペクト
ルが生成されます。 

ナイキスト周波数 有効サンプリング周波数の 1/2 に等しい周波数: Delta f x N/2 
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ピケット・フェンス効果 時間軸レコード内の整数の周期が正弦波に含まれている場合は、矩形ウインドウを通じて作成されるパ
ワー・スペクトル内に鋭いピークが生成され、そのピークによって正弦波の周波数と振幅が正確に表現されます。それ以外の場

合、パワー・スペクトル内のピークは低く幅広になります。 

ソース周波数が 2つの不連続周波数の中央にある場合は、パワー・スペクトルの最大値が 3.92 dB（1.57倍）低くなる可能性が
あります。スペクトル振幅のこのような変動はピケット・フェンス効果と呼ばれ、ピケット・フェンス効果から生じる損失はスカラップ
効果と呼ばれます。 

この損失はすべてのウインドウ関数によってある程度は補正されますが、最も補正効果が高いのは Flattop ウインドウ関数です。 

パワー・スペクトル パワー・スペクトル(V2) は振幅スペクトル(V)の平方積です。 

パワー・スペクトルは dBm単位で表示されます。0 dBmは次の電圧に一致します。 

Vref
2 = (0.316 Vpeak)2,  

Vrefは正弦波電圧のピーク値(1 mW[50Ω])です。 

パワー・スペクトル密度 パワー・スペクトル密度(V2
は、パワー・スペクトル(V2)をフィルタの等価ノイズ帯域幅(Hz)で割った値で

す。パワー・スペクトル密度は dBm単位で表示されます。0 dBmは「Vref
2/Hz」に一致します。 

サンプリング周波数 時間軸レコードは、指定された時間軸に応じて異なるサンプリング周波数で捕捉されます。FFT の計算の
前に、時間軸レコードを間引くこともできます。指定されたサンプル最大数が入力波形のサンプル数より少ない場合は、有効サ

ンプリング周波数が低減されます。有効サンプリング周波数は、ナイキスト周波数の 2倍の値です。 

スカラップ損失 ピケット・フェンス効果によって生じる損失  

ウインドウ関数 WaveMasterで利用できるすべてのウインドウ関数は、1～3個のゼロでない余弦項を持つ余弦関数の和です。  

 
 

式の説明:M = 3 は項の最大数、 amは項の係数、N は間引かれる入力波形のサンプル数、k は時間索引 

次の表に、ウィンドウ関数の係数 amの一覧を示します。時間軸内のウインドウ関数は、k = N/2 を中心として対称になります。 

ウインドウ関数の係数 

ウインドウの種類 a0 a1 a2 

矩形ウインドウ  1.0 0.0 0.0 

Hanning (Von 
Hann) 0.5 –0.5 0.0 

Hamming 0.54 –0.46 0.0 

Flattop 0.281 –0.521 0.198 

Blackman Harris 0.423 –0.497 0.079 

 

FFTのセットアップ 
FFTをセットアップするには 

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. [演算関数トレース]ボタン（F1 ～Fx）の 1つにタッチします。ポップアップ・メニューが表示されたら、メニューから FFT 

を選択します。 

3. FFTをソースに直接適用する場合はシングル関数ボタン をタッチし、FFTを別の数学演算の結果とする場

合はデュアル関数ボタン をタッチします。 

4. [Source1 ソース 1]データ入力フィールドの内部をタッチし、FFTを適用するソース（チャンネル、演算トレース、メモ
リ・ロケーション）を選択します。 
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5. [Operator1 演算子 1]フィールドの内部をタッチします。 
シングル関数を選択した場合は、ポップアップ・メニューから FFTを選択します。 
デュアル関数を選択した場合は、別の演算関数を選択した後、[Operator2 演算子 2]フィールドの内部をタッチし、ポ
ップアップ・メニューから FFTを選択します。 

6. 右側のダイアログ内の[FFT]タブをタッチします。 

7. トレース表示の[Truncate 切り詰め] または[Zero-fill ゼロ充填] を選んでください。 

8. DCビンをゼロにする場合は、[Suppress DC DC抑止]チェック・ボックスをオンにします。それ以外の場合は、この
チェック・ボックスをオフのままにしておきます。 

9. [Output type 出力型]フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・メニューから出力の型を選択します。 

10. [Window ウインドウ関数]フィールドの内部をタッチして、ウインドウ関数の種類を選択します。 

11. [Algorithm FFTアルゴリズム]フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・メニューから[Least Prime 最小素数]また
は[ Power of 2 2の N乗]を選択します。 
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解析 

合否テスト 

合否テスト 

パラメータの比較 

合否テストの入力(Qx)ごとに、パラメータの結果とユーザが定義した制限(または統計範囲)を別々の条件で比較することができ
ます。  

比較基準は次の演算子によって表されます。 

 

また、ボタンをタッチすることで、次の標準的な統計基準値とテスト結果を比較することができます。 

• 現在のアベレージ値 

• アベレージ値 + 1 * 標準偏差(SD) 

• アベレージ値 + 3 * 標準偏差(SD) 

デュアル・パラメータ比較モードの場合、2つの波形によるパラメータの測定結果を比較することができます。 任意またはすべて
の波形が比較基準で規定した条件を満たす場合、テストを真(True)に設定することができます。 設定は[Qx]ダイアログの
[Summary]ボックスに表示されます。 (次の例を参照)。  

 

 

マスク・テスト 

既存のマスクか実際の波形から作成されたマスクを使用して、定義した垂直範囲と水平範囲によりマスク・テストを実行できます。 
既存のマスクはフロッピー・ディスクやネットワークから読み込むことができます。 

All In、All Out、Any In、または Any Outの波形についてマスク・テストを真(True)に設定できます。 たとえば、All Inを選択した
場合、波形が 1つでもマスクの範囲外になるとテストは偽(False)になります。 

測定ゲートを使用することにより、波形から作成するマスクをトレース部分に限定できます (この機能の詳細については、「測定
ゲート」を参照)。 
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アクション 

事前に指定した回数の捕捉が完了した後で合否テストを終了する場合は、[Actions]ダイアログの[Stop Test]チェック・ボックス
をオンにします。 

合否条件が成立した場合に実行するアクションを下記から 1つ以上選択することもできます。 

• 終了する 

• 警報を鳴らす 

• テスト結果を印刷する 

• パルスを発生する 

• 波形を保存する 

[Pulse]を選択すると、機器の全面にある補助出力コネクタからパルスが出力されます。 このパルスは別のスコープをトリガする
のに使用できます。 「補助出力信号」の説明を参照し、振幅とパルス幅を設定できます。 

スコープ・モデルに基づき、最大 8個の合否条件を定義することができます。 合格を判断する論理条件は次のとおりです。 

すべて真 すべて偽 

いずれかが真 いずれかが偽 

Q1～Q4のすべてまたは Q5～Q8のすべて Q1～Q4のいずれかおよび Q5～Q8のいずれか

合否テストのセットアップ 

初期設定 

1. メニュー・バーの[Analysis 解析]をタッチし、プル・ダウン・メニューから[Pass/Fail Setup... 合否テストのセットアッ
プ]を選択します。 

2. [Actions アクション]タブをタッチします。 

3. [Enable Actions アクションを有効にする]チェック・ボックスをオンにします。 波形がテストに合格または不合格した
ときに実行するアクションを選択できます。 

4. [Summary View]をタッチし、最後の波形の状態を示し捕捉回数をカウントしているテキスト行を有効にします。 

5. [Pass If 合格条件]フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・メニューから論理条件を選択します。 

6. 一定回数の捕捉が完了した後で合否テストを終了する場合は、[Stop Test テスト終了]チェック・ボックスをオンにし
た後、[After 完了回数]データ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップ数値キーパッドを使用して値を入力しま
す。 

7. 入力波形がテストに合格または不合格したときに実行するアクションを設定する場合は、[If 条件]セクションの[Pass 
合格]ボタンまたは[Fail 不合格] ボタンをタッチした後、実行するアクション（テストを終了する、警報を鳴らす、テスト結
果を印刷する、波形を保存する）を[Then アクション]リストから選択します。 

8. [Then]で実行するアクションをタッチします(テストを終了する、警報を鳴らす、テスト結果を印刷する、パルスを発生す
る、波形を保存する)。 テスト結果を印刷する場合は、ローカル・プリンタまたはネットワーク・プリンタにオシロスコープ
が接続されていることを確認してください （「印刷」を参照）。 

9. 波形を自動的に保存する場合は、[Save Setup 保存のセットアップ]をタッチします。 こうすると、現在のダイアログが
閉じて、[Save Waveform 波形の保存]ダイアログが開きます。 （「波形の保存と呼び出し」を参照） 

10. 合否条件とアクションをテストする場合は、[Force Actions Once アクションの試行]ボタンをタッチします。 条件を変
更するときに、すべてのチェック・ボックスを一度にクリアする場合は、[Clear All すべてをクリア]ボタンをタッチします。 

 

単一パラメータの比較 

1. メニュー・バーの[Analysis]をタッチし、プル・ダウン・メニューから[Pass/Fail Setup...]を選択します。 

2. [Qx]タブをタッチします。Qx位置のセットアップ・ダイアログが開きます。 

3. [Source1]データ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・メニューから入力波形チャンネルを選択します。 

4. メイン・ダイアログの[Condition]フィールドの内部をタッチし、[ParamCompare] を選択します。 
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5. [Compare Values]フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・メニューから[All]または[Any]を選択します。 [All]を選
択すると、すべての波形が設定した制限範囲内になる場合のみテストが真になります。 [Any]を選択すると、1つの
波形でも制限範囲内になればテストは真になります。 

6. [ParamCompare]ミニ・ダイアログの[Condition]フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・メニューから演算子を選
択します。 

7. [Limit]フィールドの内部をタッチし、ポップアップ数値キーパッドを使用して値を入力します。 この値によりテストする
パラメータの大きさが測定されます。 たとえば、時間パラメータをテストする場合、単位は秒です。 
 

[Condition]メニューから[WithinDeltaPct] または[WithinDeltaAbs] を選択する場合、

[ParamCompare]ダイアログの下部にある統計ボタンを使用して制限を設定することもできます。 

 
 

デュアル・パラメータの比較 

1. メニュー・バーの[Analysis]をタッチし、プル・ダウン・メニューから[Pass/Fail Setup...]を選択します。 

2. [Qx]タブをタッチします。Qx位置のセットアップ・ダイアログが開きます。 

3. メイン・ダイアログの[Condition]フィールドの内部をタッチし、[DualParamCompare] を選択します。 

4. [Source1]および[Source2]データ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・メニューから入力波形チャンネル
を選択します。 

5. [ParamCompare]ミニ・ダイアログのフィールドの内部をタッチし、ポップアップ・メニューからソースを選択します。 

6. [Compare Values]フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・メニューから[All]または[Any]を選択します。 [All]を選
択すると、すべての波形が設定した制限範囲内になる場合のみテストが真になります。 [Any]を選択すると、1つの
波形でも制限範囲内になればテストは真になります。 

7. [ParamCompare]ミニ・ダイアログの[Condition]フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・メニューから演算子を選
択します。 

8. [Limit]フィールドの内部をタッチし、ポップアップ数値キーパッドを使用して値を入力します。 この値によりテストする
パラメータの大きさが測定されます。 たとえば、時間パラメータをテストする場合、単位は秒です。 

9. [Condition]メニューから[WithinDeltaPct] または[WithinDeltaAbs] を選択する場合は、[Delta]
フィールドの内部をタッチし、値を入力します。  

 

マスク・テスト 

1. メニュー・バーの[Analysis]をタッチし、プル・ダウン・メニューから[Pass/Fail Setup...]を選択します。 

2. [Qx]タブをタッチします。Qx位置のセットアップ・ダイアログが開きます。 

3. [Source1]データ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・メニューから入力波形チャンネルを選択します。 

4. メイン・ダイアログの[Condition]フィールドの内部をタッチし、[Mask Test] を選択します。 

5. [Test]ミニ・ダイアログから、[Test is True when] グループのボタンを選択します。 たとえば、[All In]を選択した場合、
波形が 1つでもマスクの範囲外になるとテストは偽になります。 

6. [Show Markers]から、マスク違反を表示するかを選択します。 

7. 既存のマスクを読み込む場合は、[Load Mask]タブにタッチし、[File]ボタンを押します。 ファイル名を入力するか、フ
ァイルの保存先を参照します。 

8. 波形からマスクを作成する場合は、[Make Mask]タブをタッチします。  
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9. [Ver Delta]フィールドと[Hor Delta]フィールドの内部をタッチし、ポップアップ数値キーパッドを使用して各フィールド
に境界値を入力します。 

10. マスクを保存するには、[Browse]ボタンをタッチし、ファイル名と保存先のフォルダを指定します。 

11. [Gate]タブをタッチして[Start]フィールドと[Stop]フィールドに値を入力し、波形の位置にマスクを固定します。 あるい
は、デフォルトでグリッドの左端と右端に表示されるゲート・ポストをタッチしてドラッグします。 
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ユーティリティ 

ステータス 

読み取り専用ダイアログである[Status ステータス]ダイアログには、シリアル番号、ファームウェアのバージョン、インストールさ
れているソフトウェア/ハードウエア・オプションなど、さまざまなシステム情報が表示されます。  

 

[Status ステータス]ダイアログを表示するには 
1. メニューバーの [Utilities ユーティリティ]をタッチします。 

2. [Status ステータス]タブをタッチします。 

 
 

リモート通信 

[Remote リモート]ダイアログでは、ネットワーク通信プロトコルの選択、ネットワーク接続の設定、Remote Control Assistantの
イベント・ログの構成などの作業を行うことができます。通信プロトコルとして選択できるのは、TCPIP と GPIB に限られています。 

注意： GPIBはオプションであり、WaveMasterオシロスコープの背面にあるカード・スロットに GPIBカードを取り付ける必要が
あります。 

注意： WaveMasterオシロスコープでは、アドレシング・プロトコルとしてダイナミック・ホスト構成プロトコル（DHCP： Dynamic 
Host Configuration Protocol）が使用されるため、ネットワークで DHCPがサポートされる場合は、IPアドレスを設定する必要
がありません。DHCPがサポートされない場合は、Windows 2000の標準的なネットワーク・セットアップ・メニューを使用して静
的な IPアドレスを割り当ててください。 

WaveMasterオシロスコープを遠隔操作するときは、PCとオシロスコープ間の通信が Remote Control Assistantによって記
録・監視されます。ログにはすべてのイベントを記録するか、エラーのみを記録することができます。リモート制御アプリケーショ

ンの開発やデバッグを行うときは、このログが非常に役立ちます。 

 

リモート通信をセットアップするには 
オシロスコープをネットワークに接続する場合は、最初にインフォメーション・システムの管理者に連絡してください。オシロスコー

プを PCに直接接続する場合は、GPIBケーブルまたは Ethernetケーブルを使用します。 

1. メニュー・バーの[Utilities ユーティリティ]をタッチし、プル・ダウン・メニューから[Utilities Setup... ユーティリティのセ
ットアップ]を選択します。 

2. [Remote リモート]タブをタッチします。 

3. 通信プロトコルとして TCPIP (transmission control protocol/Internet protocol)または GPIB (general purpose 
interface bus)を選択します。GPIBカードがインストールされていない場合は、GPIBを選択できない状態になってい
ます。 

4. GPIBを選択した場合は、[GPIB Address GPIBアドレス]フィールドの内部をタッチしてアドレスを入力します。 

5. [Net Connections ネットワーク接続]ボタンを押します。[Network and Dial-up Connections ネットワーク/ダイア
ルアップ接続] ウインドウが表示されます。 

6. オシロスコープがネットワークに接続されていない場合は、[Make New Connection 新しい接続]をタッチし、
Windowsネットワーク接続ウィザードを使用して新しい接続環境を設定します。オシロスコープが既にネットワークに
接続されている場合は、[Local Area Connection LAN接続]をタッチして、オシロスコープの接続環境を再構成しま
す。  

 

Remote Control Assistantのイベント・ログを構成するには 
1. メニュー・バーの[Utilities ユーティリティ]をタッチし、プル・ダウン・メニューから[Utilities Setup... ユーティリティのセ

ットアップ]を選択します。 

2. [Remote リモート]タブをタッチします。 

3. [Log Mode ログ モード]フィールドの内部をタッチし、 
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4. ポップアップ・メニューから[Off オフ]、[Errors Only エラーのみ]、[Full Dialog すべてのイベント]のいずれかを選択
します。 

5. イベント・ログの内容を ASCIIテキスト・ファイルにエクスポートする場合は、[Show Remote Control Log 遠隔制御
ログを表示]ボタンをタッチします。[Event Logs イベント ログ]ウインドウが表示されたら、[DestFilename 宛先ファ
イル名]データ入力フィールドの内部をタッチして、ポップアップ・キーボードを使用してファイル名を入力した後、
[Export to Text File テキスト・ファイルにエクスポート]ボタンをタッチします。 

 

 

ハードコピー 

印刷 
印刷のセットアップについては、「印刷」を参照してください。 

クリップ・ボード 
[Clipboard クリップ・ボード]を選択すると、データをクリップ・ボードに転送した後、そのデータを他のアプリケーション（Microsoft 
Wordなど）に貼り付けたり印刷したりすることができます。 

クリップ・ボードのデータを印刷するには 

1. メニュー・バーの[Utilities ユーティリティ]をタッチし、プル・ダウン・メニューから[Utilities Setup... ユーティリティのセ
ットアップ]を選択します。 

2. [Hardcopy ハードコピー]タブをタッチします。 

3. 白い背景でトレースを印刷する場合は、[Colors カラー]セクションの[Use Print Colors 白い背景で印刷] チェック・
ボックスをオンにします。白い背景を使用すると、プリンタのトナーが節約されます。 

4. ダイアログ領域を印刷対象から外して、波形とグリッドのみを印刷する場合は、[Grid Area Only グリッド領域のみ]
チェック・ボックスをオンにします。  

5. [Print Now 今すぐ出力]ボタンをタッチします。 

 

ファイル 
フロッピー・ディスクやハードディスクなどの外部記憶媒体上のファイルにデータ（画面イメージなど）を出力する場合は、[File フ
ァイル]を選択します。フロッピー・ディスクに出力する場合は、必ずフォーマット済みのディスクを使用してください。  

ファイルにデータを出力するには 

1. メニュー・バーの[Utilities ユーティリティ]をタッチし、プル・ダウン・メニューから[Utilities Setup... ユーティリティのセ
ットアップ]を選択します。 

2. [Hardcopy ハードコピー]タブをタッチした後、[File ファイル]アイコンをタッチします。 

3. [File Format ファイル形式]データ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・メニューからグラフィック・ファイル
のタイプを選択します。 

4. 白い背景でトレースを印刷する場合は、[Colors カラー]セクションの[Use Print Colors 白い背景で印刷] チェック・
ボックスをオンにします。白い背景を使用すると、プリンタのトナーが節約されます。 

5. [Directory フォルダ]データ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・キーボードを使用して、出力先フォルダの
パス名を入力します。または、[Browse 参照]ボタンをタッチして、目的のフォルダに移動します。 

6. [File Name ファイル名]フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・キーボードを使用して、画像を保存する宛先ファイ
ルの名前を入力します。 

7. ダイアログ領域を印刷対象から外して、波形とグリッドのみを印刷する場合は、[Grid Area Only グリッド領域のみ]
チェック・ボックスをオンにします。  

8. [Print Now 今すぐ出力]ボタンをタッチします。 

 

電子メール 
WaveMasterオシロスコープには、MAPIプロトコルまたは SMTPプロトコルを使用して、データ（画面イメージなど）を電子メー
ルで送信する機能もあります。。[Utilities ユーティリティ]ダイアログから電子メールを通じてデータを送信するには、最初に電子
メール・サーバを構成し[Preference Setup プレファレンス]ダイアログで受信用アドレスを設定しておく必要があります。 



ユーティリティ 

153 

データを電子メールで送信するには 

1. メニュー・バーの[Utilities ユーティリティ]をタッチし、プル・ダウン・メニューから[Utilities Setup... ユーティリティのセ
ットアップ]を選択します。 

2. [Hardcopy ハードコピー]タブをタッチした後、 [E-mail 電子メール]アイコンをタッチします。 

3. [File Format ファイル形式]データ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・メニューからグラフィック・ファイル
のタイプを選択します。 

4. 白い背景でトレースを印刷する場合は、[Colors カラー]セクションの[Use Print Colors 白い背景で印刷] チェック・
ボックスをオンにします。白い背景を使用すると、プリンタのトナーが節約されます。 

5. 画像にコメントを付ける場合は、[Prompt for message to send with mail 電子メールとともにコメントを送信]チェッ
ク・ボックスをオンにします。 

6. ダイアログ領域を印刷対象から外して、波形とグリッドのみを印刷する場合は、[Grid Area Only グリッド領域のみ]
チェック・ボックスをオンにします。  

7. [Print Now 今すぐ出力]ボタンをタッチします。 

 

 

補助出力 

「補助出力信号」を参照してください。 

 

日付と時間 

WaveMasterオシロスコープには、日付と時刻を手作業で設定する機能と、日付/時刻情報をインターネットから取得する機能が
あります。 日付/時刻情報をインターネットから取得する場合は、背面パネルの LANコネクタを通じてオシロスコープをインター
ネットに接続する必要があります。 タイムゾーンと夏時間を設定することもできます。 

 

日付と時刻を手作業で設定するには 
1. メニュー・バーの[Utilities ユーティリティ]にタッチして、プル・ダウンメニューから[Utilities Setup... ユーティリティの

セットアップ]を選択します。 

2. [Date/Time 日付/時刻]タブをタッチします。 

3. [Hour 時]、[Minute 分]、[Second 秒]、[Day 日]、 [Month 月]、[Year 年]の各データ入力フィールドの内部をタッチ
し、ポップアップ数値キーパッドを使用して日付/時刻を入力します。 

4. [Validate Changes 変更のチェック]ボタンをタッチします。 

 

日付/時刻情報をインターネットから取得するには 
日付/時刻情報をインターネットから取得するには 

1. 背面パネルの LANコネクタを通じてオシロスコープがインターネットに接続されていることを確認します。 

2. メニュー・バーの[Utilities ユーティリティ]をタッチし、プル・ダウン・メニューから[Utilities Setup... ユーティリティのセ
ットアップ]を選択します。 

3. [Date/Time 日付/時刻]タブをタッチします。 

4. [Set from Internet インターネットから情報を取得]ボタンをタッチします。 

 

Windowsから日付と時刻を設定するには 
1. メニュー・バーの[Utilities ユーティリティ]をタッチし、プル・ダウン・メニューから[Utilities Setup... ユーティリティのセ

ットアップ]を選択します。 

2. [Date/Time 日付/時刻]タブをタッチします。 

3. [Windows Date/Time Windowsの日付/時刻]ボタン をタッチします。 
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4. [日付と時刻のプロパティ] ウィンドウを使用して、時間（タイムゾーンを含む）を設定します。 

 

 

オプション 

ソフトウェア・オプションの追加と削除を行うには、[Options オプション]ダイアログを使用します。ソフトウェア・オプションの詳細に
ついては、レクロイ・ジャパンの販売代理店またはサービスセンターにお問い合わせになるか、LeCroyのWebサイト
（http://www.lecroy.com/options)にアクセスしてください。 

JTA2などのソフトウェア・オプションは、オシロスコープの性能を高める効果があります。たとえば、測定や演算のセットアップを
行うときに、新しい演算関数や詳細なパラメータを選択することができます。 

 

プレファレンス 

音声フィードバック 
画面上やフロント・パネル上のコントロールにタッチするたびに、確認用のビープ音を鳴らすことができます。 

1. メニュー・バーの[Utilities ユーティリティ]にタッチして、プル・ダウンメニューから[Preferences プレファレンス]を選択
します。 

2. オート・キャリブレーションを[Enable 有効にする]チェック・ボックスをオンにします。 

 

オート･キャリブレーション 
WaveMasterオシロスコープには、周囲の温度が急激に変化したときに、自動的にキャリブレーションを実行するオプションが用
意されています。 このオプションを使用しない場合は、システムの起動時および特定の操作条件が変更されたときのみ、キャリ
ブレーションが実行できます。  

1. メニュー・バーの[Utilities ユーティリティ]にタッチして、プル・ダウンメニューから[Preferences プレファレンス]を選択
します。 

2. オート・キャリブレーションを[Enable 有効にする]チェック・ボックスをオンにします。 

 

オフセット･コントロール 
ゲインを変更するときにオフセット・コントロールを使用すると、垂直オフセット水準インジケータを一定位置に固定するか([Div 区
画]を選択した場合)、実際の電圧レベルとともに移動するか([Volts ボルト]を選択した場合)を指定することができます。 [Div 区
画]を選択した場合は、ゲインを増加したときに、波形がグリッド上に留まるという利点があります。一方、[Volts ボルト]を選択し
た場合は、波形がグリッドから離れる可能性があります。 

注意：[Div 区画]を選択した場合も[Volts ボルト]を選択した場合も、チャンネルのセットアップ・ダイアログに表示されるオフセッ
トは常にボルト単位になります。 ただし、オフセット単位として[Div 区画]を選択すると、ボルト単位のオフセットがゲインの変化と
比例するようにスケーリングされるため、区画が常にグリッド上に留まります。 

1. メニュー・バーの[Utilities ユーティリティ]にタッチして、プル・ダウンメニューから[Preferences プレファレンス]を選択
します。 

2. [Acquisition]タブをタッチします。 

3. [Offset Setting constant in オフセット設定に従属]を選択している状態で[Div 区画]ボタンまたは[Volts ボルト] ボ
タンをタッチします。 

遅延制御 
ゲインを変更するときにオフセット・コントロールを使用すると、垂直オフセット水準インジケータを一定位置に固定するか([Div 区
画]を選択した場合)、実際の電圧レベルとともに移動するか([Volts ボルト]を選択した場合)を指定することができます。 [Div 区
画]を選択する利点は、時間軸を上げてもトリガー・ポイントがグリッド上に固定されていることです。一方、[Time 時間]を選択す
ると、トリガー・ポイントはグリッド上を離れて移動します。 

注意：[Time 時間]または[Div 区画]のいずれを選択していても、時間軸のセットアップ・ダイアログに示されている[Delay 遅延]
は常に時間を示します。 しかし、[Delay In 遅延対象]に対して[Div 区画]が選択されていると、遅延時間は時間軸の変化に比
例してスケール調整され、それにより、区画はグリッド上に固定されます。 
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1. メニュー・バーの[Utilities ユーティリティ]にタッチして、プル・ダウンメニューから[Preferences プレファレンス]を選択
します。 

2. [Acquisition]タブをタッチします。 

3. [delay Setting constant in 遅延設定に従属]を選択している状態で[Div 区画]ボタンまたは[Volts ボルト] ボタンを
タッチします。 

 

トリガ・カウンタ 
[Reset trigger counter before starting a new acquisition]チェック・ボックスをオンにすると、オシロスコープで捕捉コマンド
が発行されるたびにトリガ・カウンタがクリアされます。 デフォルト設定はオフです。 

 

パフォーマンスの最適化 
WaveMasterオシロスコープでは、解析計算速度を最適化するか、ディスプレイの表示速度を最適化するかを選択することがで
きます。 表示更新速度を重視する場合は[Display ディスプレイ]指向の最適化を選択し、 捕捉と解析の効率性を重視する場合
は[Anaysis 解析]指向の最適化を選択してください。 パーシスタンス表示機能とアベレージ機能を使用する場合は、解析指向
の最適化を選択するのが効果的です。こうすれば、表示更新速度を若干犠牲にして、波形の捕捉と解析が優先的に処理できま

す。 

パフォーマンスの最適化に関する選択肢は、ディスプレイと解析を両端とするスペクトルとして表されます(下の図を参照)。 

 
1. メニュー・バーの[Utilities ユーティリティ]にタッチして、プル・ダウンメニューから[Preferences プレファレンス]を選択

します。 

2. [Offset/Delay オフセット/遅延]タブをタッチします。 

 

電子メール 
WaveMasterオシロスコープから電子メールを送信するためには、最初に次の設定作業を行う必要があります。 

1. メニュー・バーの[Utilities ユーティリティ]をタッチし、プル・ダウン・メニューから[Preferences プレファレンス]を選択
します。 

2. [E-mail 電子メール]タブをタッチします。 

3. 電子メール・サーバのプロトコルを選択します。 
MAPI(Messaging Application Programming Interface) は、単一のクライアント（Windows 95やWindows NTの
Exchangeクライアントなど）を通じて複数の異なるメッセージング・アプリケーションやワークグループ・アプリケーショ
ン(電子メール、ボイス・メール、FAXなど)を実行できるようにする Microsoftインタフェース仕様です。 MAPIでは
Windowsのデフォルトの電子メール・アプリケーション(通常は Outlook Express)が使用できます。 
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) は、ネットワークを通じて複数のコンピュータ間でメッセージを交換するため
の TCP/IPプロトコルです。 このプロトコルは、インターネット上で電子メールを転送するときに使用されます。 ほとん
どの場合、特別なアサンプルは不要です。 

4. MAPIを選択した場合は、[Originator Address (From:) 送信者アドレス(From:)]データ入力フィールドの内部をタッ
チし、ポップアップ・キーボードを使用してWaveMasterオシロスコープの電子メール・アドレスを入力します。 次に、
[Default Recipient Address (To:) 標準の受信者アドレス(To:)]データ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアッ
プ・キーボードを使用してWaveMasterオシロスコープの電子メール・アドレスを入力します。 

5. SMTPを選択した場合は、[SMTP ServerSMTPサーバ]データ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・キー
ボードを使用して SMTPサーバの名前を入力します。 次に、[Originator Address (From:) 送信者アドレス
(From:)]データ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・キーボードを使用してWaveMasterオシロスコープの
電子メール・アドレスを入力します。 最後に、[Default Recipient Address (To:) 標準の受信者アドレス(To:)]データ
入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・キーボードを使用して受信者の電子メール・アドレスを入力します。 

6. テスト用の電子メール・メッセージを送信する場合は、[Send Test Mailテスト用メールの送信]ボタンをタッチします。 
"Test mail from [オシロスコープの電子メール・アドレス]"という本文のテスト用メールが送信されます。 
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ステータス・ダイアログ 

オシロスコープの操作の一般的なカテゴリごとに、セットアップ手順の概要を説明するダイアログを表示することができます。これ

らのダイアログは、[Utilities ユーティリティ]メニューからではなく、メニュー・バーのプル・ダウン・メニューから選択します。選択で
きるカテゴリは次のとおりです。 

• 垂直軸 -- プル・ダウン・メニューから[Channels Status . . . チャンネルのステータス]を選択 

• 時間軸 -- プル・ダウン・メニューから[Acquisition Status . . . 捕捉のステータス]を選択 

• トリガ -- プル・ダウン・メニューから[Acquisition Status . . . 捕捉のステータス]を選択 

• 演算 -- プル・ダウン・メニューから[Math Status . . . 演算のステータス]を選択 

これらのダイアログのほかに、XYのセットアップ、メモリ(M1-M4)のセットアップ、シーケンス・モード・サンプリング用のタイム・ス
タンプのセットアップに関する概要を説明するダイアログも用意されています。 

 

 

サービス・ダイアログ 

このボタンをタッチすると、LeCroyのサービス担当者専用のサービス・ダイアログが表示されます。サービス・ダイアロ
グを表示するには、特別なセキュリティ・コードが必要です。 

 

 

Windowsデスクトップの表示 

[Utilities ユーティリティ]ダイアログの[Windowsデスクトップの表示]ボタン をタッチすると、WaveMasterアプリケー
ションが最小化され、Windowsデスクトップが表示されます。 WaveMasterアプリケーションを元のサイズに戻すには、ショート
カット・アイコンをタッチします。 

 

 

タッチ・スクリーンのキャリブレーション 

[タッチ・スクリーンのキャリブレーション]ボタン を押すと、キャリブレーション・テストが開始されます。テスト中には、タッ

チ・スクリーン上の 5箇所に表示される小さい十字マークの中心をタッチするように指示されます。指によるタッチでは十分な精
度が得られないため、このテストではスタイラスを使用してください。どの十字マークもタッチされない状態で 10秒間以上が経過
すると、タイムアウトとなってキャリブレーション・テストが終了します。 

視角誤差を避けるために、十字マークを真正面から見つめてタッチしてください。 



 

157 

カスタマイズ機能 

オシロスコープのカスタマイズ 

WaveMasterオシロスコープには、各ユーザー独自のパラメータ、関数、表示アルゴリズム、その他のルーチンなどを既存アプリ
ケーションの稼働中に WaveMaster のユーザー・インタフェースに追加する強力なカスタマイズ機能があります。 つまり、Excel、
Mathcad、MATLAB、VBScriptなどの外部プログラムの強力な機能を利用して、オシロスコープをカスタマイズすることができま
す。 どのような方法を採用した場合も、操作対象の信号とともにカスタマイズ結果がオシロスコープ'のディスプレイに表示されま
す。 このようなカスタマイズ機能は、極めて広範な問題を比較的軽微な作業負荷で解決するために大きな威力を発揮します。 

 

はじめに 
カスタマイズ機能には次に示す重要な特長があります。 

• オシロスコープのアプリケーション環境を離れなくても、他の外部プログラムにデータをエクスポートすることができま

す。 

• オシロスコープのアプリケーション環境を離れなくても、外部プログラムから返されたデータをオシロスコープ上に表示

することができます。 

• 外部プログラムから返された波形データに対して、通常の波形とまったく同様の方法で、オシロスコープのさまざまな

操作（カーソルによる測定、パラメータの適用、波形に対する追加演算など）を実行することができます。 

• オシロスコープをユーザー独自の方法でプログラミングすることができます。 

オシロスコープ自身には他の外部プログラムとの間でデータを交換する接続機能はありませんが、 外部プログラムとのインタフ
ェースをカスタマイズする機能が組み込まれており、ユーザーが必要とする各種ジョブを効率的に実行できるようになっています。

このようなカスタマイズ機能には数多くのメリットがあります。 

• WaveMasterオシロスコープの強力な処理能力を利用して、ほとんどの計算処理を実行することができます。 

• ユーザーはオシロスコープに内蔵されていない機能のみ（独自のパラメータ、関数、表示アルゴリズムなど）を必要に

応じて開発すれば十分です。  

• 外部プログラムから返された最終結果データをオシロスコープのディスプレイに表示し、オシロスコープの各種ツール

を使用してデータ解析を行うことができます。  

• 外部プログラムから返された結果データに対してオシロスコープの標準パラメータや関数による各種処理を適用でき

るほか、カスタム機能を結合して極めて強力な処理を行うこともできます。 たとえば、MATLAB関数からの出力結果
に対して Excelによる加工計算を適用することができます。  

 

ソリューション 
エンジニアは機器そのものを購入するのではなくソリューションを購入します。 S/N比や処理時間に関する制限を前提として、オ
シロスコープで捕捉した波形データから何らかの有効なソリューションを論理的に導き出すことが重要です。 カスタマイズ機能で
実現できるソリューションの例を下記に示します。 

• グリッドの単位をジュール、ニュートン、アンペアなどに変更する。 

• 1～2個の入力波形のデータを操作して新しい波形を作成する。 

• 入力波形を使用しないで新しい波形を作成する。 

• 1～2個の入力波形のデータを操作して新しいパラメータを作成する。 

• 垂直目盛または水平目盛を線形から非線形に変更する。 

入力波形のすべてのデータを使用する必要はありません。 1つまたは複数のセグメントからデータを選択することができます。こ
れらのセグメントが 2つの入力波形内の同じ位置に存在する必要もありません。  

 

適用例 
例 1: VBScriptを使用した単純な演算関数（その 1） 
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WaveOutはオシロスコープに返される出力波形(この例では F1)、 WaveInは入力波形(この例では C1)です。出力波形 F1 が
オシロスコープに表示されています。この出力波形をさらに細かく処理することができます。 

例 2: VBScriptを使用した単純な演算関数（その 2） 

 
下記の例 3では、入力データをまったく使用していません。 中央の波形(F2)は、VBScriptを使用して作成した「ゴールド波形」
（この例では 16ビット分解能による完全な正弦波）です。 下側のトレース(F3)は、捕捉された波形（上側のトレース）とゴールド波
形の差分波形です。 差分波形には当然、すべてのノイズが含まれていますが、非常に微細な方形波信号も観察されます。 

例 3: 
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「ゴールド正弦波」（上記の F2）の作成に使用した VBScriptを下記に示します。 

Frequency = 3000000.0 ' Frequency of real data 
SampleTime = InResult.HorizontalPerStep 
Omega = 2.0 * 3.1416 * Frequency * SampleTime 
Amplitude = 0.15 ' Amplitude of real data 
For K = 0 To LastPoint 
  newDataArray(K) = Amplitude * Sin(Omega * K) 
  Next 
OutResult.DataArray(True) = newDataArray ' Data in volts 

OutResult.DataArrayは、オシロスコープに返されディスプレイに F2として表示される波形です。 

例 4: 

（ここをタッチ） 

例 4は、PLLをエミュレートする VBScriptを使用して、DVI(Digital Video Interface)データ・クロックのスキュー・ジッタを測定し
たものです。 

この例では、目的のクロック信号を検査（プローブ）できず、 唯一利用可能なプローブ点が差分出力クロック信号(C2)でした。 た
だし、そのクロック信号(C2)がデータ信号(C3)内のクロックよりも 10倍遅かったため、 適切な周波数のクロック波形（F1）を出力
する VBScriptを作成し、LeCroyの関数とパラメータを使用して、データ・クロックのスキューの測定と表示を行いました。  

例 5: 

（ここをタッチ） 

次に、対数垂直目盛を使用するスクリプトの例を示します (実際のスクリプトは、これよりもずっと簡単です)。  

一般的に、周波数応答曲線は対数目盛上に描かれます。 上側のトレースは分解能向上機能が適用された後の方形波の周波
数スペクトルであり、 オシロスコープの関数を使用して作成されたものです。 下側のトレースは FFTディスプレイの最初のロー
ブですが、 対数目盛が使用されています。 VBScriptの詳細については、ここをクリックしてください。 

VBScriptのほかに、MATLAB、Mathcad、Excelを使用して演算を行うことができます。 記の例 6の F1 トレースは、
C1(WformIn1)と C2(WformIn2)を入力として MATLAB (F1=WformOut)で計算したものです。 スプレッドシートのセル内に簡単
な式を入力すれば、同じ計算を Excelで実行することもできます。 

例 6: 

（ここをタッチ） 

まとめ  

上記の例は、VBScriptやMATLABの機能のほんの一部を紹介したものです。 LeCroy XMAPソフトウェア・オプションがインス
トールされたオシロスコープでは、Excel、Mathcad、MATLAB、VBScript を上記のような方法で使用することができます。 当然、
これらの機能を利用するには、Excel、Mathcad、または MATLABをオシロスコープにインストールしておく必要があります
(VBScriptには追加のソフトウェアは不要です)。 これらの機能は、オシロスコープのメイン・ソフトウェアの「サブルーチン」と考え
ることができます。この「サブルーチン」は、波形データや他の変数（垂直目盛とオフセット、水平目盛とオフセットなど）を入力とし

て使用し、 波形やパラメータを返します。 また、計算されたデータを Excel、MATLAB、Mathcadに直接表示することもできます。 

 

Excel とは? 
ExcelはMicrosoft Officeファミリの 1つのプログラムです。 Excelでは、スプレッドシートのセルにデータを入力して、それらの
データから他の値を計算することができます。Excelには、さまざまな種類のグラフの作成、数学関数や統計関数の実行、Office
ファミリに含まれる他のプログラムとの通信などの機能もあります。 オシロスコープから Excelにデータを送信して、Excel内部
でデータを加工した後、加工後のデータをオシロスコープに返すこともできます。 

 

Mathcad とは? 
MathcadはMathSoftのソフトウェア・パッケージであり、 数値演算の実行、方程式の解決、他のプログラムとの通信などに適し
た統合的な環境を提供します。 Mathcadによる計算結果は、表形式またはグラフ形式で表示することができます。 

 

MATLAB とは? 
MATLABは MathWorksのソフトウェア・パッケージであり、高性能の数学演算や統計演算のための統合的な環境を提供します。 
対話型の言語や豊富なグラフィックス機能も用意されています。 
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VBS とは? 
VBSはプログラミング言語ですが、C++や Visual Basicなどの特別な環境ではなく、一般的なアプリケーション環境でプログラ
ムを開発することができます。 Iつまり、オシロスコープの内部から数回のクリックまたはボタン操作だけで VBS編集パネルに
移動して、任意のコードを作成できるようになっています。 オシロスコープは完全に保護されているため、VBSを原因としてオシ
ロスコープがクラッシュしたり、オシロスコープからの出力結果が歪められたりする心配はありません。 

VBSはMicrosoftの Visual Basic製品のサブセットであり、何らかのプログラミング言語の経験があれば、簡単に習得すること
ができます。 VBS関数は、波形データや複数の変数（Volts/div、時間分割など）をオシロスコープから収集し、 それらの情報を
加工して、波形またはパラメータとして出力します。 

VBS関数では、入力波形内にある一部の値またはすべての値をスクリプトで処理した後、結果の波形を他の波形と同様にグリ
ッド上に表示します。 

VBScriptによるカスタマイズ機能はWaveMasterオシロスコープに組み込まれているため、VBSの機能を利用するために、追
加のソフトウェアをインストールする必要はありません。 

次に示す複数の図は、最初の VBScriptを少しずつ変更しながら（1行だけの変更もあり）、出力波形を表示したものです。 VBS
は標準的なプログラミング言語であり、サポート文書も整備されているため、さまざまな環境で簡単に利用することができます。 
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これらのコードは単なる説明用の例ですが、VBScriptを使用すれば、オシロスコープの出力値を簡単にカスタマイズできること
が分かります。 特定のセットアップ手順をスクリプトに保存すれば、定型的な処理を繰り返し効率的に実行することができます。 

 

カスタマイズ機能の概要 
カスタマイズ機能を使用すると、入力波形から論理的に独自の出力を導き出すことができます。 ごく短いスクリプトで大量の計算
を実行できますが、スクリプトを作成する時間がない場合は、強力な処理能力を持つソフトウェア・パッケージ（Excel、MATLAB、
Mathcadなど）を使用して入力波形を操作することもできます。 

スケーリングと表示 

スクリプトとプログラミングを活用すれば、可能性が大幅に広がります。 たとえば、トランスデューサを使用している場合は、 波
形の単位を変更して N(ニュートン)単位や J(ジュール)単位の値を出力したり、 スケーリング係数を調整したりすることができま
す。 トランスデューサの非線形性を補正すること、データを操作して水平目盛と垂直目盛を変換することも可能です。 振幅や周
波数の表現には対数目盛がよく使用されます。 値の平方積や平方根を計算する必要が生じることもあります。 ここで、白色ノイ
ズを表す複数のグラフを示します。これらのグラフは、真の分布からの微細な偏差を検出する方法を示しています。 下側の 2つ
のグラフは、VBScriptを使用して 1つのトレース内で作成されたものです。 

次の例では、4個のグラフを 1つのトレース内に配置しています。 

ゴールド波形 

前に例を示したとおり、VBSを使用してゴールド波形（特定の分解能による完全な正弦波）を作成することができます。 ゴールド
波形の形状を制限する要因は、垂直分解能とサンプル数だけです。  

実用的な例 - DVIデータ・クロックのスキュー 

次の例は、PLLをエミュレートする VBScriptを使用して、DVI(Digital Video Interface)データ・クロックのスキュー・ジッタを測定
したものです。 実際の測定問題への解は以前に紹介しました。 

 

 

Excelの呼び出し 

オシロスコープから Excelを直接呼び出すには 
オシロスコープから Excelを直接呼び出すには、次の 2通りの方法があります。 

関数を使用する場合  F1 ～ Fx Excelから波形が返される 

パラメータを使用する場合 P1 ～ Px Excelからパラメータが返される

どちらの場合も、Excelを一度呼び出すごとに、2個の別々の波形を入力として使用することができます。 

注意: 
 
Excelでは 64,000ポイント（Excel内部でグラフを使用する場合は 32,000ポイント）の計算アルゴリズムが使用されます。した
がって、Excelの演算機能を使用する場合は、捕捉のサイズがこのポイント数以下であることを確認してください。 
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オシロスコープから Excelを直接呼び出す場合は、LeCroy XMAPソフトウェア・オプションと Excelをオシロスコープにインスト
ールしておく必要があります。Excelプログラムを手前に表示する場合は、オシロスコープの[ファイル]メニューから[最小化]を選
択してください。 

 

Excelの演算関数を呼び出すには 
Excel の演算関数は、[Custom カスタム]グループの [Math Operator 数学演算子] メニューから選択します。 

 

Excelのパラメータ関数を呼び出すには 
Excel の演算関数は、[Custom カスタム]グループの [Select Measurement 測定] メニューから選択します。 

 

Excel コントロール・ダイアログ 
Excel を呼び出すと、画面の右側にコントロール・ダイアログが表示され、ズーム、Excel プロパティ、セルのリンク、出力トレース
のサイズなどを Excel内部から制御できるようになります。 

  
 

ファイル名の入力 
[New Sheet 新規シート]チェック・ボックスをオフにした場合は、既存の Excelシートのファイル名を入力することができます。 

 
[Create Demo Sheet デモシートの作成]を選択すると、デフォルトの Excelスプレッドシートが作成されます。 

[Add Chart グラフの追加]を選択すると、波形のグラフが Excelに追加されます。Excel内部では任意の数のグラフを作成する
ことができます。 

 

Excelシートの編成 
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[Cells セル]タブを使用すると、Excel のグラフを編成することができます。特に複数の入力波形を使用している場合は、要素を
シートに配置するときに既存の必要な情報を上書きしないように注意してください。次の例では、オシロスコープのパネルを
Excelシートに貼り付けています。 

このシート上には、3つの波形（最大 2つの入力と 1つの出力）を表す 3つのデータ配列があります。また、各トレースに関する
情報を格納した小さい配列があります。 

 

垂直目盛の設定 
Excelから出力される波形の垂直目盛は、次の 3通りの方法で設定することができます。 

Automatic 自動 捕捉を実行するたびに波形がグリッドに自動的にフィットされます。 

Manual 手動 捕捉を実行するときに[Find Scale 目盛自動設定]をタッチすると、現在の波形がグリッドにフィットさ
れます。それ以降の捕捉では、ユーザーが明示的に変更するまで同じ目盛が使用されます。 

From Sheet シートから
取得 

Excelシート上の指定されたセルの値に基づいて目盛を決定します。次の例では、H2～H10のデー
タ値に基づいて目盛が決定されます。 

 

 
 

トレース記述子 
次の図に、個々のトレース記述子の意味を示します。 

 
 

複数の入力と出力 
Excelを呼び出す波形関数またはパラメータ関数を 2つ以上起動すると、デフォルトでは、それらの関数がすべて同じスプレッド
シートを参照します。したがって、同じスプレッドシート上で複数の波形のデータを使用できるとともに、さまざまな組み合わせの

出力波形や出力パラメータ（スプレッドシート上のデータを含む）を導出することができます。ただし、競合が発生しないように、シ

ート上のセル範囲の配置には注意してください。 

セルへのデータ埋め込み処理は比較的低速であるため、不要なソース（入力波形）は可能な限り無効（オフ）にしてください。たと

えば、3 つの波形のデータから 1 つの波形と 2 つのパラメータを導出する場合は、2 つのソースを有効にした 1 つの関数、1 つ
のソースを有効にした 1 つの関数、有効なソースを持たない 1 つの関数のみを使用します。代替手段として、個々の関数ごとに
1つの入力を使用してもかまいません。 
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Excelを使った簡単な例 1 

この例 では、Excel を使用して波形データの符号を逆転しています。この図は画面の一部分を示すもので、上側のトレースが元
の信号、下側のトレースが Excelからの出力です。  

下側のダイアログでは、Excelワークシート上のデータの位置を制御します。 

入力データは列 A と列 Bにあり（この例では最初の列 Aのみが有効）、出力データは列 Cにあります。すべてのデータは 2行
目から始まり、1行目は見出し用の領域になっています。 

列 D、列 E、列 Fには 3つの波形のヘッダ情報が入っています。これらのデータは、オシロスコープのさまざまな属性（垂直目盛、
オフセット、サンプル数など）を表します。 

この図では、相互比較のためにコントロール・ダイアログを Excelシートに貼り付けています。 

列 Cの出力値を計算するために、セル C2に - A2 という式を入力し、その式を下の各セルにコピーしています。次の図に示すと
おり、これが Excel内で実行する必要のある唯一の演算です。 

 
 

Excelを使った簡単な例 2 

この例 では、Excel を使用して波形データの符号を逆転しています。この図はオシロスコープ画面の一部分を示すもので、上側
のトレース(C1)が元の信号を表し、下側のトレース(F1)が Excel内で計算され画面に表示される出力結果です。 

入力データは列 A と列 Bにあり（この例では最初の列 Aのみが有効）、出力データは列 Cにあります。すべてのデータは 2行
目から始まり、1行目は見出し用の領域になっています。 

この波形を作成するには、次の手順を実行します。 

1. 捕捉のサイズが 64,000ポイント（Excelの計算上の制限）以下であることを確認します。 

2. 関数を選択し、その関数の[Operator1 演算子 1]として ExcelMath を選択します。バックグラウンドで
Excelが自動的に起動されます。 

3. オシロスコープのディスプレイを最小化して Excelプログラムを手前に表示する場合は、オシロスコープの
[ファイル]メニューから[最小化]を選択します。  

4. 列 Aの各データに適用する式を作成します。この例では、次の図に示すように、セル C2に-A2 という式を
入力し、その式を下の各セルにコピーします。 

5. オシロスコープ上でトリガが設定されていない場合は、トリガを設定します。 
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6. オシロスコープ側のプログラムに戻ります。 

Excel側で実行する必要のある処理は、列 Aのデータの符号を逆転する式を列 Cに入力することだけです。こうすると、オシロ
スコープによって自動的に Excelが開かれ、波形データが適切な列に挿入され、計算されたデータが F トレースとしてディスプレ
イに返されます。必要な場合は、Excelで計算されたこのトレースに対して別の数学演算や測定を実行することができます。  

Excel 内部でグラフを自動的に作成して、そのグラフに最新データを表示することもできます。その場合は、オシロスコープの
Excelダイアログ内の[Add Chart グラフ追加]ボタンを押してください。入力データのグラフ（上）と Excelで計算された出力デー
タのグラフ（下）がスプレッドシート上に自動的に作成されます。これらのグラフはトリガが発生するたびに自動的に更新されます。  

 
Excelパラメータ関数の例 
Excel 例 1: パルスの指数減衰時間定数 

Excel 例 2: 波形ゲート・パラメータ 

Excel波形関数の例 
Excel 例 3: 自己相関と交差相関 

Excel 例 4: 複数のトレース (オシロスコープに波形が返されない) 

Excel 例 5: 表面プロットの使用 

 

Excelパラメータ関数の例１：パルスの指数減衰時間定数 (Excel 例 1) 
この例では、指数的に減衰するパルス（蛍光体の光出力など）の時間定数を計算します。 

最初の図 は、VBScriptにによって作成されたパルス（擬似乱数ノイズを含むパルス）を表しています。 

このパルスは、e(1-t/TC1) * e-t/TC2
（TC1と TC2は時間定数）という式に基づいて作成されました。この例の目的は、トレース全体の

うち TC1 の効果を無視できる区間に基づいて、時間定数 TC2 を測定することです。そのために、測定プロセスの一部ではない
関数 F1を使用しました。 

実際の測定では、パラメータ P1 を Excel 関数としてセットアップしました。Excel 側では、トレースの該当部分を対数に変換し、
次の図に示すように、Excel関数 SLOPEを使用しました。 

列 B にある入力データ（列 A＝時間目盛）は、セル F9（Horizontal Per Step）の値を使用して作成しました。対数データ値は列
D にあり、列 C には列 A と同じ時間目盛があります。=1/SLOPE(D21:D51,C21:C51)という式で計算した出力は、セル H3 に
表示されています。 

必要なファイル: 

セットアップ: PhosphorDecay20Apr.lss 

F1 ジェネレータ: PhosphorPulseGen.txt 

P1 Excel: PhosphorDecay.xls 

 

Excelを使用したゲート・パラメータ (Excel 例 2) 
この例では、別々の波形内にある 2 つのパルスの立ち上がりエッジによって定義される関心領域(ROI)を対象として、波形のパ
ラメータを計算します。 

最初の図は、オシロスコープの画面 です。 
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これらのトレースは擬似乱数に基づき 2つの VBScript（関数 F1 と F2）を使用して作成されたもので、ノイズとさまざまなパルス
幅を表しています。2 つの VBScript では、捕捉ごとに異なるデータが生成されるように、ランダム処理タイマー(Randomize 
Timer)  が使用されています。この例では、関数 F1 と F2を単なるシミュレータとして使用しています。これらの関数は、P1のみ
を使用する測定プロセスに含まれません。 

Excel関数はパラメータ P1を通じて呼び出されます。 

2番目の図 は、 Excelワークブックの一部分です。 

この図には、Excel 内部で作成されたゲート波形が表示されています。関心領域（ROI）のアベレージ値（Mean）パラメータは、セ
ル H3にあります。 

計算過程 

セル F7 と Fx の値に基づき、信号の振幅は 0.3 ボルト、画面の高さは 0.4 ボルトとなります。振幅のスレッショールドは、0.5 * 
(F8 _ F7) という式をセル A4に入力して計算します。 

オシロスコープ側では、ソースが A10～B10の範囲に設定されています。したがって、波形の最初のポイントはセル A10に読み
込まれます。波形には 500個のポイントがあるため、最後のポイントはセル A510に読み込まれます。同じことが関数 F2と列 B
にもあてはまります。関数 F2が Source2として指定されているため、セル B10から始まる列 Bにデータが書き込まれます。 

列 Cのゲート関数を作成するために、セル C10に次の式を入力します。 

IF ( ( B10 - B9) > $A$4, 1 - C9, C9)この式を C10の下の各セルにコピーします。出力である列 Dには、A * C という式を入力
します。 

出力結果はセル H3に表示します。 

セル H3には、SUM (D10 :D509) / SUM (C10 :C509) という式を入力して、500個のポイントのアベレージ値を計算します。 

必要なファイル: 

セットアップ: GatedParameterExcel.lss 

関数 F1: RandomPulses22Apr.txt 

関数 F2: RandomGate22Apr.txt 

パラメータ P1: GatedMean.xls 

 
Excel波形関数 -- 自己相関と相互相関 (Excel 例 3) 
この例 では、Excel の波形関数を使用して、2 つの信号（どちらもノイズの多い正弦波セグメント）間の相互相関を測定します。
相関トレースは入力トレースよりも必ず短くなります。 

ノイズは擬似乱数を使用して生成したものです。2 つの異なるトレースを生成するため、および捕捉ごとに異なるデータを生成す
るために、VBScript内で乱処理タイマー（Randomize Timer）を使用しています。関数 F1と F2は単なる信号シミュレータとして
使用されており、F3によって実行される測定プロセスには含まれません。 

この例では、次の図に示すように、Excelの CORREL(Array1, Array2)関数を使用しています。 
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必要なファイル: 

セットアップ: CorrelateExcel22Apr.lss 

関数 F1: NoisySine22Apr.txt 

関数 F2: NoisySine22Apr.txt 

関数 F3: Correlate22Apr.xls 
 

1つのグリッド上に配置された複数のトレース (Excel 例 4) 
この例では、Excelスプレッドシート上で 2つの操作を実行するだけで、1つのグリッド上に複数のトレースを配置する手順を示し
ます。次の図は、Excelスプレッドシート上での表示例です。 

 
次の図は元のトレースです。 

手順は極めて簡単です。最初に、オシロスコープ内部から Excel を呼び出して、波形データを Excel スプレッドシートに転送しま
す。次に、Excel側で 2つの操作（1.簡単な式を 1つのセルに入力する、2.その式を一定範囲のセルにコピーする）を実行します。 

Excelの各セルに入力する式は次のとおりです。 
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「B374 + 0.02」という簡単な式は、実際には複数の要素から構成されています。元のトレースは列 Bにあり、セル B134以降の
データをプロットする必要があります。トレースは 250セルの間隔で繰り返されます。この間隔を Rで表します。水平オフセットを
Dとする場合は、セル CNに B(N + R _ D) という式を入力します。この例では、Dが 10です。同様に、垂直オフセットを Vとす
る場合は、セル CNに B(N + R _ D) + V という式を入力します。この例では、Vが 0.02です。次の図に示すように、オフセット
（Dと V）をゼロにすることもできます。最後に、入力した式を一定範囲のセルにコピーします。 
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必要なファイル: 

F1 は信号のシミュレータとしてのみ必要 

セットアップ: LaserStartup25Apr.lss 

関数 F1: LaserStartupApr25.txt 

関数 F2: LaserStartupPulses.xls（オフセットなし） 

LaserStartupPulses2.xls（垂直オフセット） 

LaserStartupPulses3.xls（垂直オフセットと水平オフセット） 

 

表面プロットの使用 (Excel 例 5) 
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必要なファイル: 

セットアップ: LaserSurface1May.lss 
関数 F1 ジェネレータ: LaserSurface2May.txt 

関数 F2 Excel: LaserSurface2May.xls 
 

 

VBScriptの作成 

VBScriptはWaveMasterオシロスコープに固有の主要なカスタマイズ機能です。 その他のカスタマイズ機能として、Excel、
Mathcad、MATLABなどの外部プログラムとの連携機能も用意されています。 

 

VBScriptの種類 
WaveMasterオシロスコープの VBScriptには次の 2種類があります。 

•  波形関数スクリプト - 1～2 個のトレースを入力として読み込み、それらの
入力トレースのデータ値に基づいて新しいトレースを出力します。  

•  パラメータ関数スクリプト - 1～2個のトレースを入力として読み込みますが、単一の出力を生成します。 
この出力は出力配列のゼロ番目の要素になり、オシロスコープの画面上にパラメータ値として表示されま

す。 （現在のところ、出力配列の残りの要素は使用されておらず、参照不可能になっています。） 

どちらのスクリプトからも Excelを呼び出すことができます。 

 

VBScriptの読み込みと保存 
既存のスクリプトの読み込みや新しいスクリプトの保存は、オシロスコープの編集パネルを使用して行います。 スクリプトを保存
し忘れた場合は、セットアップ情報を保存するときに、最新のスクリプトがセットアップ情報に埋め込まれることに注意してください。 
したがって、セットアップ情報を頻繁に保存することをお勧めします。 ただし、通常は、スクリプトを個別に保存してください。そう
すれば、テキスト・エディタ（メモ帳など）によるオフライン編集に適したフォーマットで各スクリプトが保存されます。 下記の例では、
入力トレースが InResult.DataArrayという名前で参照されています。 2つの入力トレースを参照する場合は、
InResult1.DataArrayおよび InResult2.DataArrayという名前を使用することができます。 InResult.DataArrayは常に最初のト
レース（トレース 1）を参照します。 （この説明はすべてのスクリプトに当てはまります。） 

波形関数スクリプトの例: 波形の二乗 

' Example script to produce a waveform 
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This example calculates the square of  

the input waveform. 

OutResult.Samples = InResult.Samples ' Visible trace length + 1 

' Note that a trace of nominal length 1000 comprises data numbered from 

' 0 to 1001. The 1001st point is not visible, so you 

' normally use points 0 to 1000,  

' giving 1001 points and 1000 intervals between points. 

startData = 0 

endData = OutResult.Samples 

LastPoint = endData - 1 ' because the last point is invisible. 

ReDim newArray(OutResult.Samples) ' to store the results 

unscaledData = InResult.DataArray(False) 

' InResult.DataArray(False) provides  

' integer data from -32768 to 32767. 

' InResult.DataArray(True) provides real data 

' in the same physical unit as the vertical scale of the input trace. 

ScaleFactor = 1.0 / 32768 ' to make the trace fill the screen. 

       For i = 0 To LastPoint 

       newArray(i) = ScaleFactor * (unscaledData(i)) ^ 2  

       Next 

OutResult.DataArray(False) = newArray ' signed long integer data output 

パラメータ関数スクリプトの例: 波形の RMS 

' Example script to produce a parameter. 

' This script calculates the root mean square 

' of the input waveform. 

' Note that a trace of nominal length 1000 has data from 

' 0 to 1001. The 1001st point is not visible, so you 

' normally use points 0 to 1000,  

' giving 1001 points and 1000 intervals between points. 

startData = 0 

endData = InResult.Samples 

LastPoint = endData - 1 ' because the last point is invisible. 

ReDim newArray(InResult.Samples) ' to store the results 

unscaledData = InResult.DataArray(True) 

' InResult.DataArray(False) provides  

' integer data from -32768 to 32767. 

' InResult.DataArray(True) provides real data 

' in the same unit as the vertical scale of the trace. 

Total = 0 

        For i = 0 To LastPoint 

        Total = Total + (unscaledData(i)) ^ 2  

        Next 

NewArray(0) = Sqr (Total / (LastPoint + 1)) Place the result in the zeroth element. 

OutResult.ValueArray(True) = newArray ' integer data output 

デフォルトの波形関数スクリプト: コードの説明 

InResult.Samples は、入力波形のサンプル（ポイント）数です。 
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InResult.DataArray(Boolean) (または InResult1.DataArray、InResult2.DataArray) は、入力データを格納する配列です。 
Boolean引数が Trueである場合は、スケーリングされた実数データ（単位は入力トレースと同じ）が配列に格納されます。 
Boolean引数が Falseである場合は、スケーリングされていない整数データ（範囲は -32768 ～ + 32767）が配列に格納されま
す。 

InResult.Samplesの値は、入力トレース内のデータ（ポイント）の総数を表します。 この値は、画面に表示される名目サイズより
も 2個多くなります。 最初の入力データである DataArray(0)は画面の左端のデータ（トリガとサンプル・クロック間の差異によっ
て生じたギャップから分離された位置）を表します。 たとえば、トレースの名目サイズが 500ポイントである場合、画面の右端は
501番目のデータである DataArray(500)になります。 最後（502番目）のデータである DataArray(501)は画面の右端よりも外
側にあり、目には見えません。 この理由により、スクリプト内のループの上限が endData - 1 となっています。 

OutResult.Samplesの値は出力トレース内のデータ（ポイント）総数を表し、入力トレース内のデータの総数と同じ値に設定され
ます。 出力サイズが入力サイズよりも小さい場合は、短いトレースが返され、出力配列の残りの部分はゼロで埋められます。 不
正な出力値を設定した場合は、トレースの一部に以前の捕捉データが残る可能性があります。  

配列の上限または下限を越える値が指定された場合、各種エラーが発生した場合、オーバーフローが発生した場合、log(-13)の
ような不可能な演算が要求された場合などは、問題のある行番号とエラーの内容を示すメッセージが表示されます。 その他の
構文エラーについては、正確な行番号が表示されない場合があります。たとえば、"Next"や"End If"などが抜けている場合、どの
箇所が間違っているのかを正確に指摘することはできません。 

UnscaledDataは、入力データ・セットの単なるコピーです。 

ReDim newDataArray(OutResult.Samples) というコードは、スクラッチ・パッド（出力結果の記憶領域）として使用されるデータ
配列を定義します。 Dimは Dimensionの省略形であり、Visual Basicで配列変数の宣言に使用されるキーワードです。要素が
1つである配列（スカラー）の場合も、配列の要素数を省略して Dimキーワードを使用します。 

InResult.DataArray(False) は、入力データが -32768 ～ 32767 の範囲の符号付き整数であることを意味します。 Falseは
Scaledプロパティに適用される Boolean（論理）値です。 一方、スケーリングされた（Scaled）データは、垂直目盛の単位（ボルト
など）で指定されます。 これらのデータについては、"False"の代わりに"True"を使用します。 出力トレースの一部分を見えなくす
る場合は、データ値をフル・スケールに設定します。 

スケーリングされていないデータ(False)を入力してスケーリングされたデータ(True)を出力すること、あるいはその逆（Trueから
False）の変換を行うことができます。 False入力から True出力への変換中にオーバーフローが発生した場合、トレースは次の
ようになります。 

 
True入力から False出力への変換中にオーバーフローが発生した場合は、エラー・メッセージが出力されます。 

単一引用符（'）から後のテキストはコメントとみなされ、実際のコードとしては実行されません(次の例を参照)。 

     ' This is a comment. 

     A = Amp * Sin(Omega * T) Calculate the output. 

InResult.DataArrayおよび OutResult.DataArrayは、デフォルト・スクリプトまたはサンプル・スクリプト内で示す方法のみで使
用してください。 これらの配列内にある個々の要素を直接参照または変更することはできません。 ユーザーが独自の配列（この
例では unscaledData、newDataArray）を宣言する必要があります。 たとえば、次のようなコードは不正です。 

     Y = InResult.DataArray (17) 

     OutResult.DataArray (257) = Z 

デフォルト・スクリプトの特定のセクションはインタフェースの一部であるため、変更することができません。 次のスクリプトでは、
このようなセクションが強調表示されています。 

' TODO add your custom code here accessing OutResult and InResult objects 
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' Here's a small example that just inverts the waveform. 

OutResult.Samples = InResult.Samples 

startData = 0 

endData = OutResult.Samples 

newNumPoints = endData - startData 

ReDim newDataArray (OutResult.Samples) 

unscaledData = InResult.DataArray (False) 

        For i = 0 To endData - 1 

        newDataArray (i) = - unscaledData (i) 

     Next 

OutResult.DataArray(False) = newDataArray ' only support raw data 

強調表示された 4箇所のコードがインタフェースの一部であり、変更できないセクションを表します。 また、InResult.Samples と 
InResult.DataArray は入力であるため、これらの値は変更できません。 OutResult.Samples と OutResult.DataArray は出力
であり、値を変更できますが、直接変更するのではなく、他の変数に代入してから変更する必要があります。 

 

デフォルトのパラメータ関数スクリプト: コードの説明 
デフォルトのパラメータ関数スクリプトはデフォルトの波形スクリプトと似ていますが、若干の違いがあります。 

最初に、データ配列のサイズが名目サイズと同じであり、追加の 2個のポイントは使用できません。 したがって、サイズが 500
ポイントである配列は実際に「500個のポイント」を意味します。 

2番目に、出力が配列の形式になっていますが、現在のところ、実際には最初（0番目）の要素しか使用されていません。 パラメ
ータ出力値（スカラー）を newValueArray(0)にコピーする必要があります。 デフォルトの波形スクリプトの場合と同様に、標準の
入出力配列を直接参照することはできません。 たとえば、次のようなコードは不正です。  
     OutResult.ValueArray (0) = P. 

たとえば、データを二乗した場合でも、ユーザー自身が単位を変更しない限り、パラメータの値はトレースの垂直軸の値と同じ単

位で表示されます。 

パラメータ関数スクリプトの詳しい編集方法については、ここをクリックしてください。 

デフォルトのパラメータ関数スクリプトの例を下記に示します。 

' TODO add your custom code here accessing OutResult and InResult objects 

' Here's a small example that just inverts the waveform 

numParam = InResult.Samples 

ReDim newValueArray(numParam) 

scaledData = InResult.DataArray 

     For i = 0 To numParam-1 

     newValueArray(i) = -scaledData(i)' Change this to do something useful. 

     Next 

OutResult.ValueArray = newValueArray 'only support raw data 

パラメータ関数スクリプトでは、次のような基本手順を実行する必要があります。 

A. 入力データ配列からパラメータ値を計算する。 

B. newValueDataArray (0) = ParameterValue 

C. OutResult.ValueArray = newValueArray 

このようなスクリプトをテストするには、セットアップ・ファイル MeanDemoSetupApr2.lssを使用してください。 

メモ帳でもスクリプトを編集できますが、エラーや警告は通知されません。 

OutResult.ValueArray(0) = MeanParameter というコードは不正です。  

InResult.DataArrayおよび OutResult.DataArrayは、デフォルト・スクリプトまたはサンプル・スクリプト内で示す方法のみで使
用してください。 これらの配列内にある個々の要素を直接参照または変更することはできません。 

 

VBScriptによるスクリプト作成 
セパレータ 
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VBScriptで使用できるセパレータは、同じ行にある複数のステートメントを区切るコロン(:)と、コメントの始まりを示す単一引用符
の 2種類です 

コロンを使用すると、次の例に示すように、2つ以上のステートメントを同じ行に書くことができます。 

XMin = 0.0 : XMax = 800.0 : YMin = 0.0 : YMax = 600.0 

改行文字は暗黙的なセパレータとみなされます。 

単一引用符を使用すると、行の残りの部分がコメントであることを明示できます。 コメントはスクリプトの処理内容などを説明する
テキストであり、実行対象となりません (次の例を参照)。 

RMSMax = 32767 / Sqr (2)    ' RMS of the largest sinusoid that can be 

     ' fitted into the 
screen in unscaled mode. 

コメントを次の行に続ける場合は、新しい行の先頭に単一引用符をもう一度入力する必要があります。 

 

変数の型 
VBScriptでサポートされる変数の型は次のとおりです。 

Integer 16ビットの符号付き整数（値の範囲は -32768 ～ 32767）

Long 32ビットの符号付き整数（値の範囲は -231 ～ +231 - 1） 

Single 単精度浮動小数点数または実数 

Double 倍精度浮動小数点数または実数 

Boolean 論理（Boolean）値 

String 文字列 

2つの実数（浮動小数点数）が等しいかどうかをテストするときは、丸め誤差の問題に十分注意してください。 実数の等価比較に
ついては、一定の許容範囲を定義することをお勧めします。 論理値、整数、文字列を比較するときは、このような考慮は不要で
す。 

VBScriptでは、型を宣言しなくても変数を使用することができます。 変数の型が明示的に宣言されていない場合は、その変数
が使用されるコンテキストに基づいて、暗黙的に型が割り当てられます。 さらに、演算の結果が定義された型と異なる型になる
ときは、結果の型が変更される可能性があります。 したがって、変数の型が変更されても最終結果に予想不可能な影響が及ば
ないような方法で、演算をコーディングする必要があります。 変数の型または演算結果の型を強制的に変換したい場合は、型変
換関数（CDbl, CInt, CLng, CSng, CStr）を使用して型をキャストしてください。 

 

変数名 
VBScriptの変数名とキーワード（システム用に予約された名前）では大文字と小文字が区別されませんが、混乱を避けるため
に、変数名のスペルを合わせることをお勧めします。 変数名の最大長は半角で 36文字です。 変数名で使用できる文字は、英
字、数字、下線(_)の任意の組み合わせです。 句読文字は使用できません。  
変数名では次の文字を使用しないでください。 

! @ & $ # ? , * . { } ( ) [ ] = + - ^ % / ~ < > : ; 

たとえば、Example_Nameのように、英数字と下線のみを使用してください。 

定数を使用する必要がある場合は、変数の場合と同様に、意味のある名前を付けるように注意します。 たとえば、次の例のよう
に、 

If RMS < 23169 Then OutputY = Y 

他人には意味の分からないような名前は避けてください。 

次の例のような、分かりやすい定数名を使用するほうが適切です。 

     FullScale = 32767 

     RootTwo = Sqr (2.0) 

     MaxRMS = FullScale / RootTwo 

      . . . . . 

          If RMS < MaxRMS Then . . . . . 

ただし、スクリプトの実行速度を向上するために、このような定数の定義はループの外側に出してください。 
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スペースの利用 

スペースは 1つでも複数でも効果は同じであるため、インデント（字下げ）などでコードを分かりやすくするためにスペースを利用
してください。ただし、当然のことながら、変数名、関数名、キーワードなどの中ではスペースを使用できません。 次の例に示す
ように、制御構文を字下げすれば、プログラムの構造が極めて明確になります。 

     For K = Kstart To Kstop 

     X = K * Sqr (3) 

          For N = NStart To Nstop 

          Y = N * N 

               If Y < FullScale Then 

              . . . . . . 

              . . . . . . 

               End If   ' End of main calculation 

          Next   ' End of N loop 

     Next   ' End of K loop 

制御構文内のブロックが非常に長くなる場合は、各セクションの終わりにコメントを追加して、そのセクションの開始位置などを明

示してください。  

 

四則演算子 
他の一般的なプログラミング言語と同様に、次の四則演算子が用意されています。 

^ 指数 A ^ B = A B = Aを Bで累乗する。 

/ 除算 A / B = Aを Bで割る。 

\ 整数除算 A ＼ B = Aを Bで割り、小数部分を切り捨てて整数に丸める。 

* 乗算 A * B = Aに Bを掛ける。 

+ 加算 A + B = Aに Bを足す。 

- 減算 A B = Aから Bを引く。 

注意: 
 
負数の指数（平方根や二乗など）または負数の対数が計算される可能性がある場合は、そのような不正な演算から発生するエ

ラーを確実にトラップするように注意してください。 
 
同様に、ゼロによる除算が行われる可能性がある場合も、エラーを確実にトラップしてください。 
 
不正な演算に関する問題に対処するには 2通りの方法があります。 最初の方法は、演算の前に適切なテストを実施して不正な
演算を回避することです。 2番目の方法は、エラーを発生させ、エラー制御ルーチンを使用して後処理を行うことです(後記参
照)。 
 
VBScriptの定義では、すべての入力データが整数（スケーリングされていないデータ）または実数（スケーリング済みのデータ）
であり、それらのデータをオシロスコープの画面に収める必要があります。したがって、通常は事前にデータ値の範囲が分かりま

す。 

演算の結果 

次のようなステートメントが書かれる場合があります。 

     A = A * A * (Cos (A) + Sin (A) ) 

このステートメントでは、メモリ・ロケーション"A"で表される元の値に対して次の各演算が実行されます。  

•  Aを二乗する。 

•  Aのコサイン（余弦）を計算する。 

•  Aのサイン（正弦）を計算する。 
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•  余弦と正弦を加算する。 

•  その加算結果に Aの二乗を掛ける。 

上記の各演算を実行する時点では、"A"で表される値がまだ変更されていません。 すべての演算が終了すると、"A"というラベル
のメモリ・ロケーションに最終結果が格納されます。 

次の例のように、各ステートメントをコンマで区切ると、複数のステートメントを 1行に書くことができます。 

     A = B * Cos (34 * Theta) * Sin (55 * Theta) : B = A * A + Z * Z 

 

演算の順序 

演算は次の順序で実行されます。 

1. カッコの内部 

2. 指数演算（累乗、平方根など） 

3. 乗算と除算 

4. 加算と減算 

演算がどのように実行されるかに関して不明瞭な点がある場合は、カッコを使用してください。 カッコを使用すれば、プログラム
の読者に対して演算の順序を明示できるという利点もあります。特に、外注顧客などに対してコードの意図を明確にするときに、

カッコの使用が有効です。 

カッコの使用例を下記に示します。 

カッコ内部の演算は、他の演算を実行する前に最優先で処理されます。 

所要の結果を明示する場合や、計算の順序を明確にする場合は、カッコを使

用してください。 

            

A 1 1 1 1 1 1 1 1  255 0 1 0 1 1 0 1 0 90 (B OR C) AND (D OR E) 

B 1 1 1 1 0 0 0 0  240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B OR (C AND D) OR E 

C 1 0 1 0 1 0 1 0  130 1 1 1 1 1 0 1 0 250 B OR (C AND (D OR E)) 

D 0 1 0 1 0 1 0 1  85 0 1 0 1 1 1 1 1 95 ((B OR C) AND D) OR E) 

E 0 0 0 0 1 1 1 1  15   

F 0 0 0 0 0 0 0 0  0   

            

       A  7 315 A * B * (C / D) * E * F 

       B  6 8.75 A * B * C / (D * E * F) 

       C  5 35 A * B * (C / (D * E) ) * F 

       D  4   

       E  3   

       F  2   

これらのコードの結果をチェックして、意図された（または意図されない）エラーが発生したかどうかを確認してください。 

これらのコードとその結果は、Brackets.xlsファイルにあります。 このファイルをコピーして、カッコのさまざまな使用方法を試して
ください。 

 

VBScriptの制御構文 
Do               Do               Do 

. . . .          . . . .          . . . . 

Loop        Loop Until . . . .    Loop While 

Do Until    Do While              Exit Do 

. . . .     . . . . 

Loop        Loop 

For . . . Next                    Exit For 

GoToThis is not allowed in instrument VBS. 
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If . . . . Then . . . . ' On one line 

If . . . Then 

ElseIf . . . Then 

End If 

If . . . Then . . . End If 

If . . . Then . . . Else . . . End If 

Select Case 

. . . .  

End Select 

While  

. . . .  

Wend 

コードの実行速度や明瞭性に関する要求に最も適した構文を選択してください。 

「GoTo LabelledStatement」という構文は VBAを含む数多くの言語で利用できますが、WaveMasterオシロスコープの
VBScriptでは GOTO構文がサポートされません。 

 

IF . . . Then . . . Else . . . End If 構文 

簡単な例:  

     If A >= 0 Then B = Sqr (A) 'Take the square root of A if A is not negative. 

     If A + B < C + D Then E = F : G = H 'No End Is needed if all on one line. 

長い処理を実行する必要がある場合は、次のような構文を使用します。 

     If A >= 0 Then 
     B = Sqr (A) 

     C = 32766 * Sin ( TwoPi * B / PeriodOfSinusoid) 

     End If     'End If is needed to terminate the construction. 

通常、If ステートメントは、次の論理式とともに使用します。 

A > B Aは Bより大きい 

A >= B Aは Bより大きいか等しい

A = B Aは Bと等しい 

A < B Aは Bより小さい 

A <= B Aは Bより小さいか等しい

A <> B Aは Bと等しくない 

これらの論理ステートメントは「A=B」といった通常のプログラム・ステートメントとは異なり、Trueまたは Falseという値を返しま
す。 「If A Then B」という構文も可能です。これは Aが Trueのときに、Bが実行されることを意味します。 

次の例では、Aが正数である場合に限り、Aの平方根を計算しています。  

     If A >= 0 Then 

     B = Sqr (A) 

     Else 

     B = 0 

     End If 

次の例に示すように、If ステートメントを使用して非常に複雑な構文を作成することもできます。 

     If A < 0 Then 

         If A < - 1 Then 

         Z = 17 

         Else 
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         Z = 31 

         End If 

     Else 

         If A > 3 Then 

         Z = 63 

         Else 

         Z = 127 

         End If 

     End If 

     If A > 0 Then 

         If B > 0 Then 

         Z = Y 

         End If 

     End If 

上記の構文は次の構文と同じです。 

     If ( (A > 0) And (B > 0) ) Then 

     Z = Y 

     End If 

If . . . . Then . . . . Else 構文のまとめ 

     If Boolean Then AnyVBScriptingOnOneLine 

     If Boolean Then 

     AnyVBScriping 

     End If 

     If Boolean Then 

     AnyVBScripting 

     Else 

     AnyOtherVBScripting 

     End If 

次のような一連の Ifステートメントを作成すると、すべての論理式が無条件に評価されます。 

     If A > 9 Then VBScripting1 

     If A > 7 Then VBScripting2 

     If A > 6 Then VBScripting3 

     If A > 4 Then VBScripting4 

     If A > 3 Then VBScripting5 

     If A > 1 Then VBScripting6 

2つの実数（浮動小数点数）が等しいかどうかをテストするときは、有効桁数の違いから生じる計算後の丸め誤差の問題に十分
注意してください。実数の等価比較については、一定の許容範囲を定義することをお勧めします。論理値、整数、文字列を比較

するときは、このような考慮は不要です。 

IfThenElse構文の例が収録されたファイル: IfThenElse.xls 

より複雑な（選択肢が多い）If構文を作成する場合は、下記の Select Case構文を使用することを検討してください。 

Select Case 構文 

Select Case は非常に分かりやすくコーディングも簡単で強力な構文です。 この構文は、常に正確な値を取得できる整数および
文字列のテストに最適です。 下記に簡単な例を示します。 

     Select Case K 

          Case 7 : Y = 6 : Z = 3  

          Case 7 : Y = Sqr (Sin (A) ) : Z = Sqr (Cos (A) )  

          Case N : Z = Y + X 
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          Case Else : 

     End Select 

Case N という部分は、Nの値が既に設定されていることを前提としています。 Case Else は、それ以前のどの Caseにも該当
しない値を処理するためのキーワードです。 このキーワードは Select Case構文の最後に必ず指定してください。 

Caseの後に値のリストを指定することもできます。 

     Select Case K 

          Case 1, 2, 3, 5, 8, 13 : Y = 55 : Z = 89 

          Case 4, 9, 16, 25, 36 : Y = Sqr (Sin (A) ) : Z = Sqr (Cos (A) )  

          Case 7, 15, 31, 63, 127 : Z = Y + X 

          Case Else : Z = 3 

     End Select 

Case N という部分は、Nの値が既に設定されていることを前提としています。 Case Else は、それ以前のどの Caseにも該当
しない値を処理するためのキーワードです。 このキーワードは Select Case構文の最後に必ず指定してください。 

数多くの If Then Elseブロックを列挙するよりも Select Case構文を使用するほうが、コードはずっと簡略になります。 ただし、
Select Case構文では等価条件しか指定できないことに注意してください。 たとえば、Case > 5 というコードはエラーになります。
したがって、通常は整数と文字列の比較のみに使用します。 Select Case構文の例が収録されたファイル: SelectCase.Xls 

Select Case . . . . End Select 構文のまとめ 

     SelectCase VariableName 

          Case Alist : VBScriptingA 

          Case Blist : VBScriptingB 

          . . . . 

          Case Else : VBScriptingElse VBScriptingElse can be empty. 

     End Select 

Do . . . Loop 構文 

プログラミングの時点でループの実行回数が分からない場合は、この Do Loop構文が適しています。 この構文のバリエーショ
ンを下記に示します。 

Do 

AnyVBSCalculation 

Loop Until D > Pi 

Do Until Z < Y 

AnyVBSCalculation 

Loop 

Do  

AnyVBSCalculation 

Loop While D <= Pi 

Do While Y >=Z 

AnyVBSCalculation 

Loop 

これらの構文では、計算処理の実行前または実行後にループの終了条件をテストすることができます。 計算の実行前に条件を
テストする場合、ループの終了条件が最初から Trueであると、計算処理が一度も実行されないことになります。 計算の実行後
に条件をテストする場合、少なくとも 1回は処理が実行されます。 

何らかの問題（たとえば、負数の対数計算など）が発生したときのように、ループの内部でループを即座に終了させる必要の生じ

る場合があります。 

そのような場合は If . . . . Then Exit Do という構文を使用してください。 

プログラムの実行を 10秒間だけ一時停止する場合は、次のようなコードを書くことができます。 

     NewTime = Timer + 10.0 

     Do Loop Until Timer >= NewTime 

Timerは午前 0時からの経過秒数を返す PCクロック関数です。 
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Do Loop構文の例が収録されたファイル: DoLoops.xls 

While . . . Wend 構文 

この構文は Do While..Loop構文と同じです。(次の例を参照) 

     While ( (A > 2) And (C < 92677663) )  

     AnyVBCalculation 

     Wend 

For . . . Next 構文 

ループの実行回数が事前に分かっている場合または合理的に見積もりできる場合（特に配列内の要素を操作する場合など）は、

Forループを使用するのが適切です。 

例: 

     For K = 0 To Total 

     HistogramBin (K) = 0 

     Next 

Omega = TwoPi / Period 

     For N = 0 To Period 

     Y (N) = A * Sin (Omega * N) 

     Next 

Forループ内で処理回数を数えるサンプル変数を更新する方法については十分な注意が必要です。 このサンプル変数を正しく
使用すれば、ループを早く終了させたり（ただし、この目的には Exit Forを使用するほうが適切）、意図しない処理中断が発生
するのを防いだりすることができます。 

Forループを強制的に終了させるには、次の例に示すように、Exit Forを使用します。 

     For K = 0 To Total 

          If HistogramBin(K) = 0 Then Exit For 

     AnyVBScripting 

     Next 

Forループ用のサンプル変数は 2以上の刻み幅で変化させることができます。次の例では、サンプル変数 K を一度に 4ずつ増
やしています(3, 7, 11, 15, . . . . 83)。 

     For K = 3 To 82 Step 4 

     AnyVBScripting 

     Next K 

ループの内部に別のループを挿入できますが（入れ子ループ）、各ループ内部で異なるサンプル変数を使用する必要があります。 
入れ子ループの例: 

     For K = 0 To N 

     VBScriptingK 

          For L = - 7 To 17 

          VBScriptingL 

               For M = S To T 

               VBScriptingM 

               Next 

          Next 

     Next 

 
VBScriptの演算子、関数、ステートメント、キーワード 

WaveMasterオシロスコープの VBScriptでは、斜体の関数やステートメントを使用できません。 

+ 2つの引数を加算する。または、2つの文字列を連結する。 

- 2つの引数を減算する。 
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* 2つの引数を乗算する。 

/ 2つの引数を除算する。 

\ 2つの引数を除算して整数の値を返す。 

Abs 絶対値を返す。 

Asc 文字の ASCII値を返す。 

Atn 引数のアークタンジェント（tan-1
）を返す。 戻り値の範囲は -π /2 to +π /2 ラジアン 

Cdbl 引数を倍精度浮動小数点数に変換する。 

Chr 0～255の範囲の整数を文字に変換する。 

Cint 引数を最も近い整数に変換する。戻り値の範囲は -32768 ～ +32767 

Clng 引数を最も近い長整数（Long）に変換する。戻り値の範囲は -231 to +231 - 1 

Close ファイルを閉じる。 

Cos ラジアン単位で表された角度のコサイン（余弦）を計算する。 

Csng 数値を単精度浮動小数点数に変換する。 

Cstr 変数を文字列に変換する。 

Exp 指数関数 (e を底とする引数のべき乗) を計算する。 

Get ファイルから値を取得する。 

Input ファイルから ASCIIデータを取得する。 

Instr 文字列の中で特定の部分文字列の位置を探す。 

Int 引数より小さい最も近い整数を返す。 

Left 指定された数の文字を文字列の左端から取り出す。 

Log 正数の自然対数を計算する。 

Ltrim 文字列の左端にあるスペースを取り除く。 

Mid 文字列から一定数の文字を取り出すか、文字列に一定数の文字を挿入する。 

Mod 2つの数値の除算を行い、その剰余を返す。 

On Error エラーが発生した場合に特定の処理を実行する。 

Open ファイルを開く。 

Print ASCIIデータをファイルに出力する。 

Put データをファイルに出力する。 

Randomize 擬似乱数ジェネレータを初期化(乱数系列を再設定)する。 

Read ファイルからデータを読み取る。 

Right 指定された数の文字を文字列の右端から取り出す。 

Rnd 0.0～1.0の範囲の実数乱数を生成する。 

Rtrim 文字列の右端にあるスペースを取り除く。 

Sin ラジアン単位で表された角度のサイン（正弦）を計算する。 

Sqr 正数の平方根を計算する。 

Str 数値を文字列に変換する。 

Timer 午前 0時（真夜中）からの経過秒数を返す。 
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Trim 文字列から先頭と末尾のスペースを取り除く。 

Val 数字から始まる文字列の ASCII値を返す。 

キーワード 

Const 定数値を定義する。 

Dim 変数を宣言して、メモリ領域を割り当てる。 

Redim 動的配列変数に対するメモリ領域の再割り当てを行う。

Boolean 論理(Boolean)型の変数を表す。 

Double 倍精度浮動小数点型の変数を表す。 

Integer -32768 ～ + 32767 の範囲の整数型の変数を表す。 

Long -231 to + 231 - 1 の範囲の長整数型の変数を表す。 

Single 単精度浮動小数点型の変数を表す。 

String 文字列型の変数を表す。 

And 論理積を求める。 

Or 論理和を求める。 

ビット単位の比較を行う場合は、たとえば、「A and B」または「If A > B Then . . 」のように、変数とともに論理構文を使用すること
ができます。  

 

関数 
下記の関数は主に C = F (A) という形式を取ります。Aは関数の引数（関数の処理対象となる入力）です。 

Abs Abs (A) - 整数または実数の絶対値を計算する。結果は常に正数またはゼロになる。 引数 Aには VBSの任
意の数式を指定できる。 

Atn 
Atn (A) - 引数 Aがタンジェント（正接）になるような角度（Aのアークタンジェント）を計算する。 このような角度
は πの周期で無限に存在するが、Atn関数の戻り値は常に π / 2 to plus π / 2 の範囲になる。 引数 Aには
VBSの任意の正数または負数を指定できる。  

CDbl CDbl (A) - 引数 Aを倍精度浮動小数点数（Double）に変換する。 

CInt Cint (A) - 引数 Aに最も近い整数（Int）を返す。引数 Aには VBSの任意の数式を指定できる。 戻り値は -
32767 ～ + 32767の範囲（16ビット）の符号付き整数例：Cint (-7.4) = -7 

CLng CLng (A) - 引数 Aに最も近い長整数（Long）を返す。引数 Aには VBSの任意の数式を指定できる。 戻り値
は -21.5 M ～ + 21.5 Mの範囲（32ビット）の符号付き整数 

Cos Cos (A) -任意の整数または実数のコサイン（余弦）を計算する。戻り値の範囲は-1.0 ～ 1.0 

CSng CSng (A) - 引数 Aを単精度浮動小数点数（Single）に変換する。 

Exp Exp (A) - eA
の値を計算する。 

Int Int (A) - 引数 Aより小さく、Aに最も近い整数（Int）を返す。引数 Aには VBSの任意の数式を指定できる。 
例：Int (-7.4) = -8 

Log 
Log (A) - ゼロより大きい任意の数式の自然対数（底=e）を計算する。 引数 Aにゼロまたは負数を指定する
と、エラーが発生する。  

Log10(A)を計算する場合は、Log10(A) = Log(A) / Log(10) とする。 

Mod 
A Mod B - Aを Bで除算した余りを返す。  

例： 34 Mod 8 = 2. 34 Mod 55 = 0. -34 Mod 13 = -8. 21 Mod -8 = 5 

Randomize 擬似乱数ジェネレータを初期化(乱数系列を再設定)する。 
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乱処理タイマー（Randomize Timer）では、乱数系列を再設定するためにリアルタイム・クロックが使用される。

Sin Sin (A) - 任意の整数または実数のサイン（正弦）を計算する。戻り値の範囲は-1.0 ～ 1.0 

Sqr Sqr (A) - 負数ではない任意の実数または整数の平方根を計算する。 引数 Aが負である場合は、エラーが発
生する。 

Timer 午前 0時（真夜中）からの経過時間を秒単位で返す。 

 
VBScriptに関する注意事項とヒント 
大量の編集作業を行う場合は、トリガ・モードを Singleまたは Stoppedに設定してください。 そのほうが処理速度は速くなりま
す。 

現在のスクリプトが完璧であっても、既存のスクリプト内のエラーによってエラー・メッセージが発生する可能性があります。した

がって、スクリプトを起動する前に、既存の不要なスクリプトを削除してください。 また、セットアップを変更した場合は、既存の正
しいスクリプトがエラーになる可能性もあります。 たとえば、垂直目盛やメモリ長を変更した後で、それに対応する変更をスクリプ
トに加えなかった場合は、オーバーフローなどが発生します。 

スクリプトを起動する前に、適切なタイプ（関数スクリプトまたはパラメータ・スクリプト）を選択しておく必要があります。 選択した
タイプが不適切であると、問題が発生します。 そのような場合は、VBSステートメントをカット&ペーストすることができます。 

大量のメモリを必要とする計算を実行する場合は、最初に短いトレース上で基本コードをテストすれば開発作業が効率化されま

す。 

擬似乱数ジェネレータはスクリプトの起動時にリセットされることに注意してください。 スクリプトを起動するたびに異なる擬似乱
数を使用したい場合は、プログラム内に乱処理タイマー（Randomize Timer）を挿入し、擬似乱数を生成する前に乱処理タイマ
ーを再実行します。 こうすると、乱数系列（シード）が再設定されます。 

パラメータが変更されるたびに中間結果を表示する意図でループ内部に出力表示ステートメントを記述しても、スクリプトが完全

に終了するまでは、オシロスコープの画面に何も表示されません。スクリプトの終了後に、最終結果だけが表示されます。 ルー
プがいつまでも終わらない場合は、オシロスコープがハングアップした可能性があります。 

Forループを作成するときは、ループの最後に"Next X"ではなく"Next"を記述します。  

実行に長い時間のかかるスクリプトを作成した場合は、デフォルト・セットアップにリセットしてからオシロスコープの電源を落とし

てください。そうしないと、次に電源を入れたときに、起動に長い時間がかかります。 

スクリプトの実行速度を上げるためには、可能な限り再帰的な計算アルゴリズムを使用します。 

また、ループ内部に記述する必要のない処理をループの外側に出すことも重要です。 

スクリプトの処理内容を分かりやすくするために、インデント（字下げ）やコメントを使用するほか、プログラム構造自体を簡潔に

するように工夫してください。 

中間結果を表示する必要がある場合などは、Excel VBAを使用してスクリプトを作成するほうが簡単かもしれません(VBAと
VBSは同じではないことに注意してください)。 VBAを使用するときは、次のようなステートメントを通じてセルからの読み取りと
セルへの書き込みを行うことができます。 

A = Worksheets("Sheet1").Cells(Row, Column).Value 

Worksheets("Sheet1").Cells(Row, Column).Value = B 

VBSでは、エラーを修正して[Apply 適用]をクリックした後で、数秒間または数回の捕捉に渡ってエラー・メッセージが点滅表示さ
れる場合があります。 ただし、どこかに"Script OK"というメッセージが表示されていれば問題はありません。 このメッセージを辛
抱強く探してください。 

元の水平位置とは異なる位置にあるデータを計算で使用する必要がある場合は、配列の境界を越える位置（画面の外側）にデ

ータを転送しないように注意してください。 この場合は、オシロスコープの分解能向上機能や Boxcar機能を使用するときと同様
に、必要に応じて出力トレースを短くしてください。 

[Apply 適用]を押すまでは、スクリプトから何も出力されません。 

スクリプトに何らかのデータを入力しなければ、スクリプトから何も出力されません。 出力データの計算時に入力データが使用さ
れない場合も同様です。 したがって、スクリプトから出力を得るには、少なくとも 1回の捕捉を実行する必要があります。 

VBSでは、宣言されていない変数を計算の任意の時点で使用できるため、変数名のスペルはチェックされません。  

値を 32767 または -32768 に設定すると、トレースの一部分を非表示にすることができます。 

ポイントを適切な量だけ高い値または低い値に設定すると、トレースの一部分を強調表示することができます。 メモリ長がそれ
ほど短くなければ、圧縮アルゴリズムによって幅の広いトレースが作成されます。 
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出力トレースのサイズと入力トレースのサイズが同じである必要はありません。 出力トレースを入力トレースより長くすることは
可能ですが、出力トレースの全体を表示するには表示サイズを縮小する必要があります。 非線形水平目盛の圧縮に関する問
題を回避する場合や、各バージョン用に別々のスクリプトを作成しないで複数のバージョンの関数を同時に表示する場合は、こ

の技法を利用することができます。 

プログラム構造が非常に複雑になる場合は、必要なブロック・キーワード（IF、ELSEIF、ENDIF、FOR、NEXTなど）のみをすべ
て入力してから[Apply 適用]をクリックします。 こうすると、処理は実行されませんが、プログラム構造がチェックされます。 エラー
が表示されなければ、各ブロック内に実際のコードを入力してください。 

コードが分かり難くならない限り、V/Div、T/Div、メモリ長などの変数からスクリプトを独立させてください。 コードが分かり難くなる
場合は、変数の値を例示し、変数が変化したときに、スクリプトをどのように変更する必要があるかをコメントしてください。 

 

エラー 
WaveMasterオシロスコープの VBSでは、エラーが発生したときに可能な限りの修復処理を実行することができます。 

エラーには主に次の 2種類があります。  

• VBSインタープリタがスクリプトのコードから論理構造を構築できないため、スクリプトを実行できない。（構文エラー） 

• スクリプトは実行できるが、計算不可能な関数などが要求されたため、スクリプトの実行中にエラーが発生する。（実

行時エラー） 

構文ブロックに関する次のエラーについては、エラー箇所を示す行番号が間違って表示される場合があります。 

Missing "Next" Missing "End If" 

Extra "Next" Missing "Until" etc. 

これは、一般的な構文ブロックについては、どの箇所が間違っているのかを正確に指摘できないためです。 

出力配列の計算中に許容範囲外の値が発生した場合は、計算処理が停止され、その停止箇所までは新しい値が表示されます。 
停止箇所の右側には、従来の値がそのまま残ります。 つまり、トレースの一部分だけが再計算された状態になり、新しい値と古
い値が同じトレース上に混在して表示されることになります。 

次の図に示すエラー・メッセージは、計算処理中に -32768 ～ +32767 の範囲を越える値を設定しようとしたときに表示されるも
のです。 このような状況の発生を防ぐには追加のプログラミング作業が必要になりますが、絶対に発生しないことが確実である
場合を除き、何らかのチェックを行ってください。 この図の例では、赤いトレースの先頭に許容範囲外の値があるため、画面の下
に「This array is fixed or temporarily locked: OutResult.DataArray」というエラー・メッセージが表示されています。 
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エラーの制御 
VBSでは「OnError GoTo Label:」という構文がサポートされず、GoToステートメントやラベルを使用することができません。 し
たがって、エラーや例外を制御するハンドラを作成する手段がありません。 プログラム内部で様々な状況を想定して、特定のエ
ラーが発生するのを防止する必要があります。 

例: 

Sqr 負数の平方根は計算できない。 

Log ゼロまたは負数の対数は計算できない。 

A / B ゼロによる除算は許されない。 

Array 配列の境界を越えるインデックスは使用できない。 

Size スケーリングされていない整数の有効範囲は-32768 ～ 32767

上記の制限が守られない可能性がある場合は、適切な対処を講じてエラーを回避する必要があります。 

たとえば、擬似統計乱数を生成するコードを作成するときに、原則として無限範囲の統計分布を持つ確率変数を使用する場合

や、符号付き 16ビット整数の範囲を越える有限分布の確率変数を使用する場合は、生成される個々の乱数値をチェックする必
要があります。 範囲外の乱数が生成された場合は、その値を最大値または最小値にリセットするか、別の乱数を再生成するよう
にします。 

ただし、VBSでも次の 2通りの On Errorステートメントを使用することができます。 

On Error Resume Next 

ただし、VBSでも次の 2通りの On Errorステートメントを使用することができます。 

On Error GoTo 0 

ただし、VBSでも次の 2通りの On Errorステートメントを使用することができます。 

 

実行速度 
スクリプトの実行速度を向上するために最も重要な要素は、ループ内部での演算回数を最小限に抑えることです。 通常、一回だ
け実行される処理が遅延時間の大きな原因になる可能性はありません。 WaveMasterオシロスコープの内部計算速度よりも
VBSの処理速度のほうがずっと遅いことに注意してください。したがって、処理時間が問題とならない場合を除き、スクリプトの
実行速度を可能な限り改善するような工夫が必要です。 

ループ内部で配列の要素を参照すると、単一の変数（スカラー値）を使用するときよりも長い時間がかかります。 次に具体例を
示します。 

     For K = 1 to Total 

          If X (K) > X (K - 1) Then 

          Y = Cos (X (K) ) * Sin (X (K) ) * Sqr (X (K) ) 

          End If 

     Next 

配列のインデックスを一度だけ使用して同じ処理をコーディングすると、次のようになります。  

OldXK = X (0) 

     For K = 1 To Total 

     XK = X (K) 

          If XK > OldXK Then 

          Y = Cos (XK) * Sin (XK) * Sqr (XK) 

          OldXK = XK 

          End If 

     Next 

スクリプトはインタープリタを通じて解釈されるため、VBSの処理速度はオシロスコープの内部計算速度よりもかなり遅くなります。 
特に、個々のデータに対して数多くの演算（コンボルーション、相関分析、デジタル・フィルタなど）を実行する場合は、処理速度

の問題が重大になります。 
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スクリプト活用のためのヒント 
オシロスコープの通常の機能では実行できず、VBScriptで実現できる処理には、次のようなものがあります。 

• 波形値を独自に操作する新しい関数を作成する。 

• 新しいパラメータを作成する。 

• 新しい形式の非線形垂直目盛を作成する。 

• 新しい形式の非線形水平目盛を作成する。 

• 一部のデータまたはすべてのデータ（反射波を含む）を水平方向に移動する。 

• データを結合してデジタル・フィルタを作成する。 

• 複数の関数の実行結果を横に並べて表示する（タイル表示）。 

• 複数の関数の実行結果を重ねて表示する（カスケード表示）。 

入力データに関係のない出力データを作成することもできます。 出力データは純粋な数値として取り扱われるため、出力データ
が入力データと同じ領域に存在する必要もありません。 たとえば、データを独自の方法で周波数軸に変換することができます。 

波形関数スクリプトの例 
カスタムウインドウ 

FFT計算用のウインドウ関数の作成 

 

パラメータ・スクリプトの例 
減衰パラメータ 

正弦波の減衰率の計算 

パルスの配置 

パルス・トレイン内でのパルスの検索 

 

スクリプトのデバッグ 
VBScript用の統合的なデバッガが完成するまでは、次の手順に従ってデバッグを行ってください。 

1. Windows Scripting Debugger for Windows 2000を次のWebサイトからダウンロードします。 

http://download.microsoft.com/download/winscript56/Install/1.0a/NT45XP/EN-US/scd10en.exe 

2. 次のレジストリ・キーを設定して、JIT (Just In Time) デバッグ機能を有効にします。 

HKCU\Software\Microsoft\Windows Script\Settings\JITDebug = to 1 (DWORD value) 

3. スクリプト内に Stopステートメントを記述します。 

Stop ステートメントが実行されると、デバッガが起動され、シングルステップ実行や変数値のチェックなどを行えるようになります。 

VBAまたは Visual Basicを使用して VBScriptのデバッグを行うことは、これら 3つの VBバリエーションの言語構文が少しず
つ異なるため、あまりお勧めできません。 

 

水平軸の制御変数 

InResult.HorizontalOffset 倍精度浮動小数点数

（Double） 
グリッド上での入力波形の時間シフト（水平目盛の単位で測

定した値） 

OutResult.HorizontalOffset 倍精度浮動小数点数

（Double） 
グリッド上での出力波形の時間シフト（水平目盛の単位で測

定した値） 

InResult.HorizontalPerStep 倍精度浮動小数点数

（Double） 入力波形内の連続したデータ間の時間 

OutResult.HorizontalPerStep 倍精度浮動小数点数
（Double） 出力波形内の連続したデータ間の時間 

InResult.HorizontalUnits 文字列（String） 入力波形の水平軸の単位 
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OutResult.HorizontalUnits 文字列（String） 出力波形の水平軸の単位 

InResult.Samples 整数（Integer） 入力波形内のデータ数 

垂直軸の制御変数 

InResult.VerticalOffset 倍精度浮動小数点数

（Double） 
グリッド上での入力波形の時間シフト（垂直目盛の単位で測

定した値） 

OutResult.VerticalOffset 倍精度浮動小数点数

（Double） 
グリッド上での出力波形の時間シフト（垂直目盛の単位で測

定した値） 

InResult.VerticalPerStep 倍精度浮動小数点数

（Double） 入力波形メモリ内の連続したレベル間の差異 

OutResultVerticalPerStep 倍精度浮動小数点数

（Double） 
出力波形メモリ内の連続した発生可能性レベル間の差異 

垂直目盛全体の 1 / 65536 

InResult.VerticalResolution 倍精度浮動小数点数

（Double） 入力波形内の連続した発生可能性物理レベル間の差異 

OutResultVerticalResolution 倍精度浮動小数点数
（Double） 

出力波形内の連続した発生可能性物理レベル間の差異 

チャンネル波形の垂直目盛全体の 1 / 256 

演算波形の垂直目盛全体の 1 / 65536 

InResult.VerticalUnits 文字列（String） 入力波形の垂直軸の単位 

OutResult.VerticalUnits 文字列（String） 出力波形の垂直軸の単位 

 

VBScriptで使用できる変数の一覧 
FirstEventTime([out, retval] VARIANT * pVal); FirstEventTime([in] VARIANT newVal); 

LastEventTime([out, retval] VARIANT * pVal); LastEventTime([in] VARIANT newVal); 

UpdateTime([out, retval] VARIANT * pVal); UpdateTime([in] VARIANT newVal); 

Details([in] BSTR strDetailsIID, [out, retval] VARIANT * pVal); 

Status([out, retval] VARIANT * pVal); Status([in] VARIANT newVal); 

ExtendedStatus([out, retval] VARIANT * pVal); ExtendedStatus([in] VARIANT newVal); 

StatusDescription([out, retval] BSTR * pVal); StatusDescription([in] BSTR newVal); 

DataArray([in, defaultvalue(TRUE)] BOOL arrayValuesScaled, 

[in, defaultvalue(LEC_ALL_DATA)] int numSamples, 

[in, defaultvalue(0)] int startIndex, 

[in, defaultvalue(1)] int sparsingFactor, 

[out, retval] VARIANT *pArray); 

DataArray([in, defaultvalue(TRUE)] BOOL arrayValuesScaled, 

[in, defaultvalue(LEC_ALL_DATA)] int numSamples, 

[in, defaultvalue(0)] int startIndex, 

[in, defaultvalue(1)] int sparsingFactor, 

[in] VARIANT array); 

HorizontalUnits([out, retval] BSTR *pVal); HorizontalUnits([in] BSTR newVal); 

Samples([out, retval] int *pVal); Samples([in] int newVal); 

HorizontalResolution([out, retval] double *pVal); HorizontalResolution([in] double newVal); 

HorizontalPerStep([out, retval] double *pVal); HorizontalPerStep([in] double newVal); 

HorizontalOffset([out, retval] double *pVal); HorizontalOffset([in] double newVal); 

Sweeps([out, retval] int *pVal); Sweeps([in] int newVal); 

HorizontalVariances([out, retval] int *pVal); HorizontalVariances([in] int newVal); 
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HorizontalVarianceArray([out, retval] VARIANT * pArray); 

HorizontalVarianceArray([in] VARIANT array); 

HorizontalFrameStart([out, retval] double *pVal); HorizontalFrameStart([in] double newVal); 

HorizontalFrameStop([out, retval] double *pVal); HorizontalFrameStop([in] double newVal); 

VerticalFrameStart([out, retval] double *pVal); VerticalFrameStart([in] double newVal); 

VerticalFrameStop([out, retval] double *pVal); VerticalFrameStop([in] double newVal); 

VerticalResolution([out, retval] double *pVal);  VerticalResolution([in] double newVal); 

VerticalPerStep([out, retval] double *pVal); VerticalPerStep([in] double newVal); 

VerticalOffset([out, retval] double *pVal); VerticalOffset([in] double newVal); 

VerticalMinPossible([out, retval] double *pVal); VerticalMinPossible([in] double newVal); 

VerticalMaxPossible([out, retval] double *pVal); VerticalMaxPossible([in] double newVal); 

VerticalUnits([out, retval] BSTR *pVal); VerticalUnits([in] BSTR newVal); 

 

外部プログラムと VBScript間の通信 

WaveMasterオシロスコープには外部プログラムとの通信機能があるため、数値計算やグラフィックス処理に関する可能性が広
がります。たとえば、さまざまなレポートを比較的簡単に作成することができます。 

 

VBScript内部からの Excel との通信 
WaveMasterオシロスコープには Excelなどの外部プログラムを直接呼び出す機能がありますが、VBScriptの内部から Excel
を呼び出すこともできます。 次の例を参照してください。 

OutResult.Samples = InResult.Samples  

startData = 0 

endData = OutResult.Samples 

ReDim newData(OutResult.Samples) 

USD = InResult.DataArray(False) 

LastPoint = endData - 1  

Set ExcelApp = GetObject(,"Excel.Application") 

ExcelApp.Visible = True 

ExcelColumnA = 2      'Column where the data will appear in Excel 

ExcelRow = 10         'Row where the data will start 

ExcelColumnB = 3      ' Column where the output data will appear in Excel  

     For K = 0 To LastPoint 

     ExcelApp.ActiveSheet.Cells("ExcelRow + K, ExcelColumnA ") = -USD(K) 

     Next 

Excel に取り込まれたデータに対しては、Excel の任意の関数を実行することができます。 実行結果は VBScript に返さ
れます。 

     For K = 0 To LastPoint 

     NDA(K) = ExcelApp.ActiveSheet.Cells("ExcelRow + K, ExcelColumnB")  

     Next 

セル単位でのデータ転送は非常に時間がかかるため、ブロック単位の転送を行うことをお勧めします。 

 

 

オシロスコープからの MATLABの呼び出し 

MATLABの呼び出し 

注意：オシロスコープから MATLABを呼び出すには、最初に、MATLAB version 6.5を PCにインストールしておく必要がありま
す。インストールが完了したら、デスクトップから MATLABを起動して閉じてください。次に、オシロスコープから MATLABを呼
び出します。こうすると、レジストリが更新されます。 
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オシロスコープから MATLABを直接呼び出すには、次の 2通りの方法があります。 

関数を使用する場合 F1 ～ Fx MATLABから波形が返される 

パラメータを使用する場合 P1 ～ Px MATLABからパラメータが返される 

どちらの場合も、MATLAB を一度呼び出すごとに、2個の別々の波形を入力として使用できるため、VBScript から MATLAB を
呼び出す場合よりも強力なコンピューティング能力が実現されます。 

注意：MATLABを呼び出した場合、行の終わりにセミコロン";"を付けないと、計算された値が結果ウインドウに表示されます。そ
のため、処理速度がかなり遅くなります。ただし、診断を行うときは、結果ウインドウを使用するほうが便利です。 

 

MATLABの波形関数を呼び出すには 
MATLABの波形関数は、[Select Math Operator 数学演算子]メニューから選択します。[MATLAB Wave]をクリックしてから
MATLABが起動するまでに、若干の時間がかかることに注意してください。 

 
ソース 1 とソース 2は、MATLABによって使用される波形です。 

 

MATLAB波形関数のコントロール・ダイアログ 
MATLAB波形関数を呼び出すと、画面の右側にコントロール・ダイアログが表示されます。[MATLAB]タブをタッチすると、次の
図のようなダイアログが表示されます。 
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出力波形をグリッドに合わせるには、[Find Scale 目盛自動設定]をタッチします。または、テキスト・ボックスに目盛の値を入力
します。 

 

MATLAB波形関数エディタ - 例 
[Edit Code コード編集]ボタンをタッチすると、MATLAB Editorウインドウが開き、デフォルトの波形関数が表示されます。
MATLAB に慣れている場合は、MATLAB を直接起動して、特定のタスクを実行する MATLAB 関数を作成してもかまいません。
こうすると、オシロスコープ内のプログラムは、その MATLAB関数を呼び出す 1行だけで済みます。 

 
これはデフォルトの波形関数ですが、1つの重要な違いは行の末尾からセミコロン(;)が取り除かれていることです。セミコロンを
付けると、出力値が[MATLAB Response 結果]ウインドウに表示されないため、関数の処理速度が速くなります。波形が長い場
合は、表示にかなり長い時間がかかるため、結果ウインドウを非表示にしてください。一方、コードの開発時やデバッグ時には、

出力値を表示するほうが便利です。セミコロンが省略された行については、[MATLAB Response 結果]ウインドウに演算結果が
表示されます。 

このMATLABエディタでは、新しいコードの保存、既存のコードの呼び出し、関数の編集などを行うことができます。MATLAB
の強力な機能の 1つは、波形全体をベクトル（配列）として参照できることです。2つの入力波形はWformIn1およびWformIn2
と呼ばれ、出力波形はWformOutと呼ばれます。WformIn1(34)のように配列の個々の要素を参照するか、WformIn(55:89)の
ように一定範囲の要素を参照することもできます。  

波形ベクトルを使用した簡単なコードの例を次に示します。 

WformOut(5) = WformIn(5) 

WformOut(89) = WformIn(144) 

WformOut(34:55) = WformIn(34:55) 

WformOut(233:377) = WformIn(100:244) 

 
この例では、チャンネル 2の一部分をチャンネル 1にコピーした後、出力結果の目盛を変更しています。 

MATLABによる波形プロットの例 
[MATLAB Plot プロット]チェック・ボックスをオンにすると、次の図のようなMATLABプロットが表示されます。  
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MATLABのパラメータ関数を呼び出すには 

 

MATLABのパラメータ関数は、[Select Measurement 測定の選択]メニューから選択します。 

 

MATLABパラメータ関数のコントロール・ダイアログ 
MATLABパラメータ関数を呼び出すと、メイン・ダイアログの右側にミニ・ダイアログが表示されます。 

 

オシロスコープに計算結果を表示するほかに、MATLABのプロット図を表示する場合は、[MATLAB Plot プロット]チェック・ボッ
クスをオンにします。 
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MATLABパラメータ関数エディタ 
[Edit Code コード編集]ボタンをタッチすると、MATLAB Editorウインドウが表示されます。 

 

この簡単な例では、MATLAB関数である std（標準偏差）を入力チャンネル 1に適用し、その計算結果（振幅=0.15ボルト）を
[MATLAB Response 結果]ウインドウに表示しています。 

既存のMATLABプログラムを呼び出すには[Load Code コード読み込み]ボタンを押し、現在のプログラムを保存するには
[Save Code コード保存]ボタンを押します。 

MATLAB に慣れている場合は、MATLAB を直接起動して、特定のタスクを実行する MATLAB 関数を作成してもかまいません。
こうすると、オシロスコープ内のプログラムは、その MATLAB関数を呼び出す 1行だけで済みます。 
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MATLABパラメータ関数エディタの例 

 
次の例では、特定のレベル（この例では振幅の半分）より上にあるサンプル数と、そのレベル以下にあるサンプル数の比率を計

算しています。 
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MATLAB波形関数の詳しい例 
入力信号の符号を逆にする。 

入力信号の二乗を計算する。 

正弦波からパルスを作成する。 

信号がゼロと交わる点でパルスを作成する。 

2つの信号のコンボルーションを計算する。 

 

ユーザー独自の MATLAB関数の作成 
ユーザー独自の MATLAB関数を簡単に作成することができます。最初に、任意のテキスト・エディタを使用して関数のコードを
作成し、そのコードを MATLAB m-ファイルとして保存します。このファイルには、Filename.mという形式の名前を付けます。次
に、MATLAB波形関数エディタまたは MATLABパラメータ関数エディタを使用して、m-ファイルから MATLAB関数を呼び出し
ます。次に簡単な例を示します。 

function out = negatewf(wf1) 

% NEGATEWF changes the sign of all the data. 

out = -wf1; 
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CustomDSO 

Custom DSO 

はじめに - CustomDSO とは? 
CustomDSOを基本モードで使用すると、1つのボタンのタッチによって呼び出される DSOセットアップを作成することができま
す。呼び出されるセットアップ自身に別のセットアップを埋め込むこともできます。たとえば、2つのセットアップの切り替えが可能
です。3つ以上のセットアップを結合すること、ツリー構造やトポロジー構造にすることもできます。CustomDSOの基本モードに
は、オシロスコープの全体または一部をセットアップして様々な処理を実行する VBScriptを呼び出す機能もあります。 

CustomDSOのもう 1つの強力な機能はプラグインです。プラグインを使用すると、ユーザー独自の ActiveXコントロールをセッ
トアップに追加することができます。 ActiveXコントロールは、Visual Basicで書かれたルーチンによって起動されます。ActiveX
コントロールを追加すると、各ユーザーのニーズに合った独自のユーザー・インタフェースを作成することができます。ダイアロ

グ・ボックス、ボタン、チェック・ボックス、ラジオボタン、リストボックス、ピクチャボックスなど、数多くのインタラクティブ・コントロー

ルが用意されています。 

 

CustomDSOの呼び出し 
CustomDSOは[Analysis 解析]プル・ダウン・メニューから呼び出します。 

 
CustomDSOが既に基本モードにある場合は、次のダイアログが表示されます。 

 
 

CustomDSOの基本モード 
CustomDSOの基本（Basic）モードでは、8個のアクション・ボタンを使用することができます。各ボタンをタッチすると、別々のセ
ットアップが呼び出されます。各ボタンに CustomDSOセットアップを割り当てるには、[アクション定義]ダイアログ・ファイル内で
ポップアップ・キーボードを使用してセットアップ・ファイル名を入力します。 

チェックボックスをオンにすると、CustomDSO ダイアログを閉じた後も、8 個の CustomDSO ボタンが画面の下に表示されます。
また、DSOを起動するたびに、8個の CustomDSOボタンが自動的に表示されます。 

 

CustomDSOセットアップ・ファイルの編集 
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CustomDSOセットアップ・ファイルが存在しない場合は、最初に[Edit 編集］ボタンをタッチします。ダイアログが表示されたら、
[Yes はい]をタッチしてファイルの作成を始めます。セットアップ・ファイルが既に存在する場合は、[ Edit 編集]ボタンをタッチして、
既存のファイルを編集することができます。編集するファイルは、[Setup file to recall呼び出すセットアップ・ファイル]フィールド
で指定します（オシロスコープで現在使用されているファイルまたは別のファイルを指定できます）。  

次の例では、CustomA.lss、CustomB.lss、CustomC.lssという 3つのセットアップ・ファイルを作成しています。これらのファイル
の一部分を下記に示します。 

1160 Set CustomDSO = XStreamDSO.CustomDSO 
1161 ‘ CustomDSO Setup A.lss 
1162 CustomDSO.ActionScript1 = “c:\LeCroy\XStream\CustomDSO\A.lss” 
1163 CustomDSO.ActionEnable1 = False 
1164 CustomDSO.ActionScript1 = “c:\LeCroy\XStream\CustomDSO\B.lss” 
1165 CustomDSO.ActionEnable1 = True 
1166 CustomDSO.ActionScript1 = “c:\LeCroy\XStream\CustomDSO\C.lss” 
1167 CustomDSO.ActionEnable1 = True 
1168 CustomDSO.ActionScript1 = “c:\LeCroy\XStream\CustomDSO\A.lss” 
1169 CustomDSO.ActionEnable1 = False 
 
1160 Set CustomDSO = XStreamDSO.CustomDSO 
1161 ‘ CustomDSO Setup A.lss 
1162 CustomDSO.ActionScript1 = “c:\LeCroy\XStream\CustomDSO\A.lss” 
1163 CustomDSO.ActionEnable1 = True 
1164 CustomDSO.ActionScript1 = “c:\LeCroy\XStream\CustomDSO\B.lss” 
1165 CustomDSO.ActionEnable1 = False 
1166 CustomDSO.ActionScript1 = “c:\LeCroy\XStream\CustomDSO\C.lss” 
1167 CustomDSO.ActionEnable1 = True 
1168 CustomDSO.ActionScript1 = “c:\LeCroy\XStream\CustomDSO\A.lss” 
1169 CustomDSO.ActionEnable1 = False 
 
1160 Set CustomDSO = XStreamDSO.CustomDSO 
1161 ‘ CustomDSO Setup C.lss 
1162 CustomDSO.ActionScript1 = “c:\LeCroy\XStream\CustomDSO\A.lss” 
1163 CustomDSO.ActionEnable1 = True 
1164 CustomDSO.ActionScript1 = “c:\LeCroy\XStream\CustomDSO\B.lss” 
1165 CustomDSO.ActionEnable1 = True 
1166 CustomDSO.ActionScript1 = “c:\LeCroy\XStream\CustomDSO\C.lss” 
1167 CustomDSO.ActionEnable1 = False 
1168 CustomDSO.ActionScript1 = “c:\LeCroy\XStream\CustomDSO\A.lss” 
1169 CustomDSO.ActionEnable1 = False 

単一引用符に続く緑色のテキストは VBSのコメントであり、アクションとしては実行されません。 

赤いテキストは、番号付きボタンに割り当てられるセットアップ・ファイルのパス名とファイル名を表します。ボタンが押されると、こ

のセットアップが呼び出されます。 

青い論理（Boolean）値は、アクション・ボタンを有効にするか(ボタンが押されたときにセットアップを呼び出すか)、無効にするか
を表します。 

たとえば、セットアップ Bでは、A.lss と C.lssが呼び出されますが、既に読み込まれている B.lssは呼び出されません。 

プログラムの行番号から分かるとおり、セットアップ・ファイルのサイズはかなり大きくなります。これは、DSOを設定するのに必
要なすべての情報がセットアップ・ファイルに保存されるためです。.ただし、DSOの他の部分が既に適切な状態に設定されてい
る場合は、一部の変数のみ（アクション・ボタンの設定など）を変更する短いセットアップ・ファイルを作成することができます（その

場合は、目的の変数に関連する命令のみをセットアップ・ファイルに入力します)。WaveMasterオシロスコープのソフトウェアは
互換性に優れており、外部コンピュータおよびオシリスコープの外部プログラム内の遠隔制御コマンド、セットアップ・ファイル、ス

クリプトでも同じコマンドを使用することができます。 

 

CustomDSOセットアップ・ファイルの作成 
存在しないファイルの名前を[Setup file to recall 呼び出すセットアップ・ファイル]フィールドに入力して[Edit 編集]ボタンをタッ
チすると、次のメッセージ・ダイアログが表示されます。 
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[ Yesはい]をタッチすると、次のようなデフォルトのセットアップ・ファイルが表示されます。 

' XStreamDSO ConfigurationVBScript ... 
' Created by CustomDSO ... 
On Error Resume Next 
set dso = CreateObject("LeCroy.XStreamDSO.1") 
' dso.Display.GridMode = "Dual" 
' dso.Acquisition.C1.VerScale = 0.1 
' dso.Acquisition.Horizontal.HorScale = 1e-6 
' dso.Acquisition.TriggerMode = "Auto" 

必要なコマンドをこのファイルに追加してください。 

 

CustomDSOのプラグイン・モード 
プラグイン・モードは CustomDSOの真の処理能力が発揮されるモードです。任意の ActiveXコントロールやグラフを使用する
ことができます。 

 

CustomDSOプラグインの作成 
サンプルの Visual Basicプラグインを作成するには、次の手順を実行します。 

1. 新しい VBプロジェクトを起動し、 
 
[New 新規]タブから[ActiveX コントロール]を選択します。  

2. ActiveXコントロールのサイズを調整します。 
 
A. [Properties プロパティ]ウィンドウ内でWindth(幅)を 11940に設定します。  
[Properties プロパティ]ウィンドウ内で Height(高さ)を 2475に設定します。 

3. ActiveXコントロールに 2つのボタンを追加します。 
 
A. 左側のツールボックス内にあるコマンド・ボタン（下図の左矢印）をダブルクリックします。 
B. ハンドル（下図の右矢印）をドラッグしてボタンのサイズを調整します。 
 



 

198 

 
 
C. 2番目のボタンについて同じ処理を繰り返します。 
D. [Properties プロパティ]ウィンドウ内で Nameプロパティをそれぞれ SingleButtonおよび AutoButtonに設定
します。 
E. ボタンの Captionプロパティをそれぞれ Singleおよび Autoに設定します。 

4. ボタン用のコードを作成します。 
 
Singleボタンをダブルクリックします。 
B. 表示されるコード・ウィンドウにコードを入力して、次のサブルーチンを作成します。 

Private Sub SingleButton_Click() 
Dim app as Object 
Set app = CreateObject(“LeCroy.XStreamApplication”) 
app.Acquistion.TriggerMode = “Stopped” 
End Sub 

C. Autoボタンをダブルクリックします。 

D. 表示されるコード・ウィンドウにコードを入力して、次のサブルーチンを作成します。  

Private Sub SingleButton_Click() 
Dim app as Object 
Set app = CreateObject(“LeCroy.XStreamApplication”) 
app.Acquistion.TriggerMode = “Auto” 
End Sub 

5. Internet Explorerを使用してコンポーネントをテストします。(このステップは省略可能ですが、オシロスコープに何もイ
ンストールしなくてもコンポーネントをテストできるため、非常に便利です。) 
 
A. オシロスコープを起動します。 
B. Visual Basicの[実行]ボタンをクリックします。 
C. テストが終了したら、Visual Basicの[停止]ボタンをクリックします。 

6. Visual Basicのプロジェクトを作成します。 
 
A. Visual Basicの[停止]ボタンをクリックします。 
[ファイル]メニューから[Make Project1.ocx]を選択します。 

7. オシロスコープにプラグインをインストールします。 
 
A. オシロスコープを起動します。 
B. [Analysis 解析]メニューから ActiveDSOを選択します。 
C. プラグインモードを選択します。 
D. [プラグイン]テキスト・ボックスの[COM ProgID]フィールドに Project1.UserControl1と入力します。 
E. テキスト・ボックスの下の[インストール]ボタンをクリックします。 

8. Autoボタンと Singleボタンをクリックして動作を確認します。 
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コントロールとオブジェクトのプロパティ 
Visual Basicの[View Properties プロパティ表示]ボタンを使用すると、独自のニーズに合わせてプラグインをカスタマイズする
ことができます。最も便利なプロパティは、Height、Width、BackColor、Name、Captionなどです。 

オブジェクトのプロパティを表示するには、[View _ Properties プロパティ表示]をクリックします。オブジェクトの位置やサイズを
変更するには、[View _ Object オブジェクト表示]をクリックした後、オブジェクトまたはそのハンドルをドラッグします。 

利用可能な任意のコントロールをプラグインに追加することができます。基本的なコントロールは、画面の左側のツールボックス

内に表示されます。ツールボックス内のコントロールをダブルクリックすると、そのコントロールがプラグインに追加されます。次

の例では、コマンド・ボタンを追加しています。 

 
次の例では、コマンド・ボックス、ピクチャボックス、リストボックス、タブ付きダイアログ・コントロールを追加しています。  
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タブ付きダイアログ・コントロール(矢印)は、ツールボックス内の標準アイコンとしては表示されません。このコントロールを使用す
るには、ツールボックスの内部のアイコンがない領域を右クリックし、ポップアップ・メニューから[その他のコントロール]を選択し
ます。 

 
コントロールの追加]ダイアログ（下図参照）から Microsoft Tabbed Controlを選択して、[適用]をクリックします。新しいコントロ
ールがツールボックス内のアイコンとして追加され、他のアイコンと同様にダブルクリックできるようになります。 
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タブ付きダイアログ・コントロールのアイコン（矢印）は次のように表示されます。 

 
タブ付きダイアログ・コントロールのタブに別のコントロールを追加することもできます。プロパティ・ウィンドウを見れば、各タブを

どのようにカスタマイズできるかが分かります（下図を参照）。 

 

 
プラグインの削除 
プラグインを削除するには、[プラグイン]ダイアログの[Remove 削除]をクリックします（次の図を参照）。 
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CustomDSOダイアログを閉じてから再度開くと、プラグインが削除されたことが分かります。 

 

プラグインの例 1 - グリッド上にある 2つのトレースの入れ替え 
この例で示すプラグインは、ボタンがクリックされるたびに、C1、C4、F1、Fxという順序で可視トレースを検索し、最初に見つかっ
た 2つのトレースを入れ替えます。この例では、オシロスコープがデュアル・グリッド・モードであること、および少なくとも 2つの
可視トレースが存在することを前提としています。 

 
Private Sub Command1_Click() 
 
Dim wm As Object 
Set wm = CreateObject("LeCroy.XStreamApplication") 
 
Set acq = wm.Acquisition ' To save typing 
Set mat = wm.Math ' To save typing 
Dim t(16) As Object 
‘ Create an array of objects to allow looping. 
Set t(1) = acq.C1 :Set t(2) = acq.C2 
Set t(3) = acq.C3 :Set t(4) = acq.C4 
Set t(5) = mat.F1 :Set t(6) = mat.F2 
Set t(7) = mat.F3 :Set t(8) = mat.F4 
Set t(9) = mat.F5 :Set t(10) = mat.F6 
Set t(11) = mat.F7 :Set t(12) = mat.F8 
 
Dim trace As Integer 
trace = 0:views = 0 
' Exchange the traces on the grids. 
Do 
trace = trace + 1 
If t(trace).View = "True" Then 
views = views + 1 
If t(trace).UseGrid = "YT1" Then 
t(trace).UseGrid = "YT2" 
Else 
t(trace).UseGrid = "YT1" 
End If 
End If 
Loop Until ((trace = 12) Or (views = 2)) 
' Show the parity of the last swap. 
If Command1.Caption = "Swap A" Then 
Command1.Caption = "Swap B" 
Else 
Command1.Caption = "Swap A" 
End If 
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Dim TextString As String 
TextString = Text1.Text 
Dim TextValue As Integer 
TextValue = Val(TextString) + 1 
TextString = Str(TextValue) 
TextString = Trim(TextString) 
Text1.Text = TextString 
 
End Sub 

 

ボタンをクリックすると、最初に見つかった 2つのトレースが入れ替わります。ループの停止条件を「Loop Until trace = 12」に変
更すれば、デュアル・グリッド上のすべての トレースを一度に入れ替えることができます。 

プロパティ・ウィンドウ内でテキスト・ボックスの Textプロパティを 0（初期値）に設定した直後の Visual Basic画面を次の図に示
します。 

 

 
7回の入れ替えを実行した後の画面は次の図のようになります。トリガなどの数多くのアクションを実行するプログラムではサン
プル変数を使用するのが有効です。ボタンのタイトルを使用して処理回数を示すこともできます。 

ActiveXには、リストから項目を選択するためのリストボックス、グラフや画像を描画するためのピクチャボックスなど、様々な標
準コントロールが用意されています。 
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プラグインの例 2 - 2つの対数目盛上での FFTプロット 
2つの対数目盛上に周波数スペクトルを表示しなければならない場合がよくあります。垂直目盛はWaveMasterオシロスコープ
側で制御できるため、CustomDSOで調整する必要があるのは水平目盛のみです。次に例示する 最初の図は、右側が切り取
られています。 
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これら 2つの図は、2つの異なるセットアップを使用して作成されています。2番目の図は、FFT を垂直方向に拡大したものです。
グラフ上の赤い線は、ピーク信号の理論上の包絡線を表します。.こうすれば、出力値を理論曲線と比較できるため、増幅器やフ
ィルタの伝送特性を検査するときに大いに役立ちます。また、出力値を理論包絡線で除算すると、完全 DUTの結果が水平線に
なるため、検証が簡単になります。次の図は、同じ図を垂直方向に 10倍に拡大したものです。信号がノイズに向かって下降す
るため、右側で上昇エッジが発生しています。 

 
 
Private Sub Command1_Click() 
' Draw a DSO trace on a logarithmic horizontal scale. 
Dim WM As Object 
Set WM = CreateObject("LeCroy.XStreamApplication") 
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Dim Samples As Long 
Samples = WM.Math.F1.Out.Result.Samples 
Samples = Samples - 1 ' Make it a round number. 
' Calculate the horizontal scale. 
LogSamples = Log(Samples) 
XScale = Samples / LogSamples 
 
' Set the scale using DSO variables 
Dim Top, Bot As Single 
Top = WM.Math.F1.Out.Result.VerticalFrameStop 
Bot = WM.Math.F1.Out.Result.VerticalFrameStart 
Picture1.Scale (0, Top)-(Samples, Bot) 
 
Dim Wave 
Wave = WM.Math.F1.Out.Result.DataArray 
 
Dim Black, White, Blue, Red As Long 
Black = 0:White = &HFFFFFF 
Blue = &HFF4444:Red = &HFF 
 
' Draw a theoretical curve for the peaks. 
StartPoint = Top + 20#:EndPoint = -54.5 
Picture1.Line (0, StartPoint)-(Samples, EndPoint), Red 
 
' Draw the plot with linear interpolation between points. 
For X = 1 To Samples 
LogX = XScale * Log(X):Y = Wave(X) 
If X > 1 Then 
Picture1.Line (LogX, Y)-(OldLogX, OldWave), Black 
End If 
OldLogX = LogX:OldWave = Y 
Next X 
 
End Sub 

 

次の図は、単純な一極ロールオフと理論包絡線を比較したものです。 

 

 
CustomDSOでの変数の選択 
CustomDSOで使用する変数を選択する最も簡単な方法は、LeCroyの X-Streamブラウザを使用することです。 
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Processing Web（ウェブ処理） 

Processing Web（ウェブ処理） 

この機能は XWEBソフトウェア・オプションで利用することができます。 

Processing Web（ウェブ処理）は、演算関数やパラメータ測定をすばやく簡単にセットアップするためのグラフィカル・ツールです。
Processing Web（ウェブ処理）を使用すると、2つの関数に限定された[Math Setup 演算セットアップ]ダイアログを使用する場
合に比べ、より多くの演算間の連結が可能になります。さらに、ウェブのどこにあるどのような演算出力波形に対しても、パラメー

タ測定を挿入することができます。 

「ウェブ（くもの巣の意）」という表現はそもそも、ノードと接続線で構成されていることから派生したものです。この場合のノードと

は、[Add Math Processor 演算処理の追加]メニューから選択した演算関数、[Add Measure Processor 測定処理の追加]メ
ニューから選択したパラメータ、[Add Parameter Math パラメータ演算処理の追加] メニューから選んだパラメータ演算関数を
指します。 

Processing Web（ウェブ処理）のもう 1つの重要な特徴は、ウェブのどのような演算ノード、パラメータ・ノードに対しても、波形を
プレビューすることができるという点です。演算プレビューは、波形のサムネイル画像を表示します。パラメータに関しては、表示

される統計値は、最後に捕捉した信号に対する値です。 

Processing Webのセットアップ後は、設定を保存 ・呼び出しすれば、あとでまた使用することができます。これは他のパネル・
セットアップでも同様です。 

 

ウェブ処理の使用方法 
1. メニュー・バーで[Display 表示]をタッチし、プル・ダウン・メニューから[Web Editor ウェブ・エディタ]をタッチします。 

2. [Math 演算]タブをタッチし、演算関数の位置（F1～Fx)を選択しますが、これは[Web Edit ウェブ編集]ボタン

をタッチして作成する新しい演算関数用の位置です。ウ

ェブ編集用の演算関数の位置をいったん決定すると、その位置を他の演算関数に使用することはできません。この場

合、[Math Setup dialog 演算のセットアップ] ダイアログには、その位置が使用不可として表示されます。ただし、
[Math Setup 演算のセットアップ]ダイアログで[single function シングル関数]、[double function ダブル関数]、[graph 
グラフ]ボタンのいずれかをタッチすると、ウェブ処理をキャンセルすることができます。 
 
ウェブ処理用のパラメータの位置（P1～P8）を決定する場合は、[Measure 測定]タブをタッチし、[Web Edit ウェブ編

集ボタンをタッチします。 選択したパラメータの位置には、波

形表示グリッド 

の下に[Web Edit ウェブ編集]が表示されます。 
3. [Web Editor ウェブ・エディタ]タブをタッチすると、ウェブのセットアップ・ダイアログに戻ります。選択した演算位置と

パラメータ位置は、右端に出力として表示されます。 これを見る際には、上下にスクロールしてくだ

さい。 

4. [Add Math 演算の追加]ボタンをタッチし、[Add Math Processor 演算処理の追加]メニューから演算関数を選びま

す。演算関数アイコンがウェブのセットアップ・フィールド に現れます。 アイコンをタッチ

&ドラッグで必要な位置に移動します。 

5. チャンネル入力を使用している場合は、チャンネル入力アイコン の矢印をタッチして、チャンネルから演算関数アイコ
ンの入力に向かって、線をドラッグします。演算関数が 2つの入力値を必要とする関数（比率など）である場合は、2
つめの入力値を選び、そこへ向かってもう 1本の線をドラッグします。 
 
入力値としてメモリ位置（M1から M4）を使用している場合は、チャンネル入力と同様にして、線を演算関数に向かっ
てドラッグします。 

注意： 演算関数では、チャンネル入力とメモリ入力を組み合わせて使用することも可能です。 
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6. 演算関数の出力矢印をタッチし、セットアップ・フィールドの右側にある Fx出力に向かって線をドラッグします。これで
演算関数が完成します。 

パラメータの追加 

パラメータ測定の追加は、演算関数の追加と同様に行ないます。パラメータは、ウェブのどの演算関数とも連結することができま

す。 

プレビューの追加 

1. [Add Printer プリンタの追加]ボタンをタッチすると、 オシロスコープの形をしたアイコンが現れます。 

. 

2. 演算関数アイコンかパラメータ・アイコンの出力矢印をタッチし、プレビュー・アイコンの入力矢印に向かって、線をドラ

ッグします。プレビュー・アイコンがチャンネル出力か演算関数出力につながっていれば、信号がサムネイル表示され

ます。プレビュー・アイコンがパラメータ出力につながっている場合は、最後に捕捉したデータの数値が表示されます。 

. 

ウェブ・エディタの終了 

ウェブ・エディタを終了するには、[Close 閉じる]タブをタッチするか、メニュー・バーで[Display 表示]をタッチし、さらにプル・ダウ
ン・メニューから[Scope Display オシロスコープ画面]をタッチします。オシロスコープの画面が、通常の波形表示グリッドに戻り
ます。 

出力を見る 

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. 表示したい機能の[On] チェックボックスをタッチします。 
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SDA 

SDA：はじめに 

シリアル・データ・アナライザの標準およびオプション機能 
シリアル・データ・アナライザ(SDA)は、シリアル・デジタル信号を調べるための総合的な測定能力を提供するよう設計された機
器です。 WaveMaster DSOに標準装備されている波形解析のほか、SDAでは、アイ・パターン・テスト、ランダム・ジッタとデタミ
ニスティック・ジッタの分離を含む包括的なジッタ解析、および周期的ジッタ、DDj、DCDの直接測定を行う機能が提供されます。 
また、エラー・ビットを直接測定してビット・ストリーム内の位置を示す機能も提供されます。  

注意： 
SDA -- 機器の名前: シリアル・データ・アナライザ 
ASDA -- 高機能シリアル･データ解析パッケージ。SDAでのみ利用可能です。 
SDM -- シリアル・データ・マスク・テスト・パッケージ。WaveMaster、WaveRunner 6000シリーズ、およびWavePro 7000シリ
ーズ・オシロスコープで利用可能です。 SDAでは利用できません。 

SDAの機能 

WaveMaster DSOの測定機能のほか、SDAではジッタ、アイ・パターン、ビット・エラー・レートの 3種類の測定が可能です。 こ
れらの測定は、サマリー表示ですべてまとめて使用することも別々のモードで使用することもできます。 

SDAでの測定は、測定対象の信号に対して長期間継続して行った捕捉に基づき実行されます。 すべてのジッタ測定と表示は
信号の連続したエッジの時間にのみ基づき、トリガには関連しません。 そのため、アイ・パターン測定およびジッタ測定の両方に
おいてジッタの主な要因であるトリガ・ジッタの影響を受けません。 捕捉は、少なくとも数千 UIの信号を含む長さでなければなり
ません(30,000UI以上が最適)。 低周波ジッタを調べる場合は、より長いレコードの捕捉が適しています。 捕捉は機器の利用可
能なメモリ深度まで可能ですが(XXLオプションを使用する場合サンプルは 100Mまで)、この場合は処理にかなりの時間がかか
ります。  

マスク・テストおよびジッタ・パラメータ(Rj、Dj、Tj、DDJ、Pj、DCD)を含むシリアル・データ解析は、SDAの標準機能です。 この
機能は、SDAの標準機器の機能をアップグレードしたオプションの ASDAでも利用できます。 各設定の利用可能な測定につい
ては、表 1を参照してください。 

SDMの機能 

オプション SDMの機能は SDAでは標準機能であるため、SDAでは利用できません。 このオプションは、WaveMaster、
WaveRunner 6000シリーズ、およびWavePro 7000シリーズのオシロスコープでのみ利用できます。 SDMを使用すると、こ
れらのオシロスコープでアイ・パターン・テストを行うことができます。  

オプションにより、TIE@lvlパラメータを含む JTA2など、その他のキー・コンポーネントも追加されます。 TIE@lvlは、信号の交
差点のタイム・インターバル・エラーを測定する JTA2測定で、オプション SDMを使用する場合、外部トリガを使用しないアイ・パ
ターンを形成するための Golden PLLクロック・リカバリ・モジュールも含まれます。 オプション SDMに付属している標準マスク
については、表 2 を参照してください。 すべてのオシロスコープで、すべてのデータ・レートのテストを実行できるとは限りません。 
アナログ帯域幅により、テスト可能なデータ・レートの上限が制限されます。 

ASDAの機能 

ASDAは SDAにいくつかの主要な機能を追加したものです。 標準の SDAには、マスク・ヒットの検出によるアイ・パターン・テス
ト、ジッタのバスタブ計算、ランダム・コンポーネントおよびデタミニスティック・コンポーネントへのジッタの分離、デタミニスティッ

ク・ジッタの周期、従属データ、およびデューティ・サイクル歪みへの分解を含むジッタ・テストが含まれます。  

オプション ASDAには以下の解析機能が含まれます。 

• マスク違反位置。選択したマスクに違反したビットを特定して表示する機能です (マスク違反位置はジッタ・テストより
時間がかかります。捕捉のサイズはわずか数千 UIである必要があります)。 

• ユーザが選択可能なバンド・パス・フィルタによりタイム・インターバル・エラーのトレンド対時間を処理するジッタ・フィ

ルタ。 この機能では、フィルタをかけた波形でジッタのピーク・ツー・ピークおよび rmsの測定を実行します。 

• ISIプロットは、データに依存したソースから影響を受けるアイ・パターンだけを含むアイ・パターンを生成します。 この
テストに使用する 3～7個のビット・パターンを選択し、各パターンの影響を表示することができます。 

• Nサイクル対 Nプロット。選択したビット間隔について捕捉した波形全体の平均またはピーク・ツー・ピーク・ジッタのプ
ロット。 ビット間隔の開始と終了、およびステップ・サイズを選択します。 プロットではビット間隔の関数としてジッタを
示します。 

• エラー・マップによるビット・エラー・テストでは、波形をビット・ストリームに変換し、結果をユーザ定義の参照パターンと

比較することにより、捕捉した波形のビット・エラー数とエラー・レートを測定します。 データは、フレームに分割し、Y
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軸にフレーム・ナンバー、X軸にビット・ナンバーを示した 3次元のマップで表示することができ、エラー・ビットは明る
い色で表されます。 

表 1. SDA、ASDA、および SDMで利用可能な測定 

利用可能な測定 

単一信号の測定  SDA (標
準) SDAと ASDA SDMオプション

データ・ストリーム    

Golden PLLによるマスク・テスト × × × 

マスク違反ロケータ  ×  

ジッタ Rj、Dj、Tj、ISI、DCD (DDj)、Pj × ×  

フィルタリングされたジッタ  ×  

ISIプロット  ×  

Nサイクル vs. Nプロット  ×  

エラー・マップを使用したビット・エラー・テスト  ×  

Nサイクル・ジッタ(データ) × ×  

アイ・パターン測定    

アイの高さ × × × 

アイの幅 × × × 

消光比 × × × 

アイの振幅 × × × 

アイの交差点 × × × 

Q要素 × × × 

 

表 2. オプション SDMに含まれる標準マスク 

規格 モード 

1000Base-CX 正規化/絶対 TX、RX 

1000Base-LX TX 

1000Base-SX TX 

10GBase-LX4 正規化 TX 

DVI トランスミッタ、レシーバ(ロー/ハイ)、ケーブル・テスト(ロー/ハイ) 

FC2125、FC1063 正規化 TX 

FC531、FC266、FC133 正規化 TX、絶対 TX、レシーバ 

IEEE1394b 400ベータの絶対 TP2、400ベータの正規化 TP2、400ベータの受信 

Infiniband 2.5Gb/s トランスミッタ 

SONET OC-1、OC-3、OC-12、OC-48、STS-1アイ、STS-3 トランスミット、STS-3インタフェース 

SDH STM-1、STM-4、STM-16 

PCI-Express TX トランジション、TXデエンファシス、RX 

Serial ATA 1.5Gb/s TXコネクタ、RXコネクタ 
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USB2.0  

XAUI 遠いドライバ、近いドライバ 

 

 

SDAの仕様 

垂直軸システム 

 SDA 6000/6000A/6020 SDA 5000/5000A SDA 3000/3000A 

アナログ帯域幅 @ 50Ω
（－3 dB） 6 GHz 5 GHz 3 GHz 

立ち上がり時間（標準） 75 ps 90 ps 150 ps 

入力チャンネル 4 4 4 

帯域幅リミッタ 25 MHz; 250 MHz; 1 GHz, 3 GHz, 
4 GHz 

25 MHz; 250 MHz; 1 GHz, 3 
GHz, 4 GHz 

25 MHz, 250 MHz, 1 
GHz 

入力インピーダンス: 50 Ω ±2% 

入力カップリング: DC, GND 

最大入力: ±4 Vpeak 

垂直分解能: 8 bits; 分解能向上演算（ERES）使用時に最大 11 bits 

感度: 2mV～1V/div(連続可変可能); ≥10 mV/div(全体帯域幅) 

オフセット範囲: 2mV～194mV/div: ±750mV; 195mV～1V/div: ±4V  

水平軸システム 
時間軸: 内部のタイムベースは 4入力チャンネル共通; 外部クロックは補助入力 

演算 & ズーム・トレース: 8つの演算トレース/拡大トレース機能（標準） 

クロック精度: ≤ 1ppm （0～40�） 

時間間隔精度: ≤ 0.06/SR＋（1ppm×計測値）（rms） 

サンプル・レートおよび遅延時間の精度: ±1ppm(≤10秒間隔） 

ジッタ・ノイズ・フロア: 1ps rms（代表値） 

外部クロック周波数: 30MHz～2GHz/50Ω補助入力にかかるインピーダンス 

トリガ & インターポレータ・ジッタ: ≤ 2.5ps rms 

捕捉システム 
シングルショット・サンプリング速度/Ch: 10 GS/s (SDA 6020: 20 GS/s) 

最大 2チャンネル使用時: 20 GS/s  

最大捕捉ポイント数/Ch 

2 Ch / 4 Ch 

標準 8M / 4M 

L メモリ・オプション 16M / 8M 

VL メモリ・オプション 32M / 16M 

XL メモリ・オプション 48M / 24M 

XXL メモリ・オプション 100M / 50M 

捕捉モード 

ランダム・インターリーブ・サンプリング（RIS）: 反復信号に対して 200GS/s： 20ps/div～1µs/div 
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シングル・ショット: 単発信号と連続信号： 20 ps/div ～ 1000 s/div 

シーケンス: 2～40,000セグメント(セグメント数はメモリ・オプションによって変動) 

セグメント間隔：  ≤ 6 µs (代表値) 

捕捉処理 

アベレージング回数： 加算アベレージング：最高 100万スイープ、連続アベレージング：最高 100万スイ―プ 

分解能向上演算（ERES）： 8.5～11ビットの垂直分解能 

エンベロープ（外部）： エンベロープ、フロア、ルーフ(最高 100万スイープ) 

 

トリガ・システム 
モード: ノーマル、オート、シングル、ストップ 

ソース: External、EXT X10、 EXT/10、ラインまたは任意の入力チャネル。各ソース（ライン・トリガを除く）ともスロープおよびレ
ベルを個別に設定可能。 

カップリング: DCカップリング・モード 

プリトリガ遅延: 水平時間目盛の 0～100% 

ポストトリガ遅延: 0～10,000 div 

ホールドオフ時間またはホールドオフ・イベント数: 最大 20s、または 1～99999999イベント 

内部トリガ・レンジ: ±5 div (センタ基準) 

最大トリガ周波数: エッジ・トリガの場合で最大 5GHz、スマート・トリガの場合で 750MHz 

外部トリガ入力レンジ: AUX（±0.4V）、AUX X10（±0.04V）、AUX/10（±4V） 

 

オート・セットアップ  
オート・セットアップ: タイムベース、トリガ・レベル、感度を自動的に設定し、さまざまな繰り返し信号を表示します。  

バーチカル・ファインド・スケール： 選択したチャネルに垂直感度およびオフセットを自動的に設定して、最大ダイナミック・レンジ
で波形を表示します。 

 

プローブ 
プローブ: 様々なパッシブ・プローブとアクティブ・プローブ（オプション） 

プローブ・システム: ProBus機能のついた ProLinkが互換性のある様々なプローブを自動的に検出・サポート。ProLink SMA
または BNC入力アダプタに対応  

倍率： 使用するプローブにより、自動認識させるか手動で選択します。 

 

基本トリガ機能 
エッジ/スロープ/ライン： 信号がスロープおよびレベル条件に適合した場合にトリガします。 

 

スマート・トリガ 
ステートまたはエッジ・クォリファイ: 別の入力ソースで定義されたステートまたはエッジが発生している場合のみ任意の入力ソー
スでトリガします。 時間またはイベント数によってソース間の遅延を設定できます。 

ドロップアウト: 2ns～20sの中から選択した時間よりも長い間、信号が欠落しているときにトリガを実行。  

パターン: 5つの入力（4つのチャンネルと外部トリガ入力）の論理演算（AND、NAND、OR、NOR）。 各ソースは、パターンの先
頭または末尾において、ハイ・レベル・トリガ、ロー・レベル・トリガ、無条件トリガとなることが可能。 

エクスクルージョン機能のあるスマート・トリガ 

グリッチ: 設定した 600ps～20sの範囲のパルス幅を持つ正または負グリッチ、あるいは間欠障害によってトリガします。 

信号またはパターン幅： 設定した 600ps～20sの範囲のパルス幅を持つ正または負グリッチ、あるいは間欠障害によってトリガ
します。 
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信号またはパターン・インターバル： 設定した 2ns～20sの範囲の周期でトリガします。 

 

シリアル・トリガ 
SDAの Aモデルでのみ利用可能。 

データ・タイプ クロック抽出のため符号化された NRZ (20%を超えるエッジ密度が必要)

感度 1 div、最小 10mVp-p 

最小周波数 50MHz 

最大周波数 2.7GHz 

シリアル・トリガの長さ 最大 32ビット 

クロック/データ出力コネクタ・タイプ SMA 

クロック/データ出力 半振幅、AC結合 LVPCL 

クロック/データ出力電圧スイング(50Ω) 400mV (代表値) 

クロック/データ出力立ち上がり/立ち下がり時間 200ps (代表値) 

リカバリ・クロックおよびデータ・ジッタ 0.015 UI rms (代表値) 

リカバリ・クロックおよびデータ位相の関係 データはクロックの立ち上がりエッジを中心とします。 

ソース チャンネル 4のみ 

トリガ感度 1 div、最小 10mVp-p 

演算ツール： 標準 
最大 8つの演算機能のトレース（F1～F8）を表示します。 使いやすいグラフィカル・インタフェースによって、各機能トレースにつ
いて 2つまでの操作を簡単に設定できます。 機能トレースをチェーン結合して、多重演算を実行することができます。 

absolute value 絶対値 
average (summed) 累積平均 
average (continuous) 連続加重平均 
derivative 微分 
deskew (resample) スキュー補正（再サンプル） 
difference 差 
enhanced resolution (to 11 bits vertical) 高解像度（垂直方向最大 11bits）  
envelope エンベロープ 
exp (base e) eを底とする指数関数 
exp (base 10) 10を底とする指数関数 
fft (power spectrum, magnitude phase up to 25 kpts) 高速フーリエ変換（パワ
ースペクトル、最大 25kptsのマグニチュード位相） 
floor フロア 
histogram of 1,000 events 1000イベントのヒストグラム 
integral 積分 

invert (negate) 反転（否定） 
log (base e) eを底とする対数関数 
log (base 10) 10を底とする対数関数 
product (x) 積 
ratio (/) 比 
reciprocal 逆数  
rescale (with units) 新しい単位でのリスケー
ル 
roof ルーフ 
(sin x)/x 
square 2乗 
square root 平方根 
sum (+) 和 
trend (datalog) of 1,000 events 1000イベン
トのトレンド（データ・ログ） 
zoom (identity) 拡大・縮小（同一）  

自動測定ツール： 標準 
8つのパラメータを統計値とともに表示します。統計値には、平均、最大、最小、標準偏差などが含まれます。 [Histicon ヒストア
イコン]により、パラメータと波形の特性が迅速かつ動態的に表示されます。 

amplitude 振幅 
area 面積 
base ベース 
cycles サイクル 
data データ 
delay 遅延 
∆ delay ∆ 遅延 
デューティー・サイクル 
duration 持続時間 
falltime (90-10%, 80-20%, @ level) 立ち下がり

last 最後 
level@x 
maximum 最大 
mean 平均 
median 中央 
minimum 最小 
number of points ポイ
ント数 
+overshoot +オーバー
シュート 

risetime (10-90%, 20-80%, @ level) 立ち上がり
時間（レベルで 10%から 90%、20%から 80%） 
rms 2乗平均平方根 
std. deviation 標準偏差 
top 上 
width 幅 
time @ minimum (min.) 
time @ maximum (max.) 
∆ time @ level 
∆ time @ level from trigger 
x @ max 
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時間（レベルで 90%から 10%、80%から 20%） 
frequency 周波数 
first 最初 

overshoot オーバーシ
ュート 
peak-to-peak ピーク・ツ
ー・ピーク 
period 周期 
phase 位相 

x @ min 

パス/フェイル・テスト機能 
パス/フェイル・テストは、選択可能なパラメータ制限やあらかじめ定義されたマスクに関して、複数のパラメータを同時にテストす
るものです。 パス（合）とフェイル（否）の判定により、ローカルまたはネットワークの接続先へのドキュメント・ファイル作成、フェイ
ル画像の電子メール送信、波形の保存、フロント・パネルの補助 BNC出力からのパルス送信など様々な操作を起動することが
できます。また、オプションで GPIBを装備している場合は、GPIBに SRQを送ることもできます。 

 

拡張演算パッケージ（XMATH）： 標準 
このパッケージには、複雑な信号波形を調べるための様々な波形解析（信号波形解析）ツールが含まれています。 XMATHに
より以下の機能を実行できます。  

• 直感的にわかりやすいグラフィカルな演算セットアップ（ウェブ処理）。関数連結は無制限 

• 合計 8つの演算トレース（追加として 4つの演算トレース） 

• 2つのパラメータを加減乗除するパラメータ演算 

• 19のヒストグラム・パラメータが追加、最大 20億イベントまでヒストグラムが拡張 

• 最大 2万イベントのトレンド（データロガー） 

• 任意の測定パラメータのトラッキング・グラフ表示 

• FFTに、パワー平均、パワー密度、実数成分と虚数成分、周波数領域パラメータ、最大 25Mptsまでの FFTなどに
関する機能が追加  

• 狭帯域のパワー測定 

• 自己相関関数 

• 間引き（Sparse）関数 

• 3次補間と 4次補間関数  

 

ジッタ＆タイミング解析パッケージ（JTA2）： 標準 
このパッケージは、通常のタイミング・パラメータを時間表示、周波数表示、統計表示して、ジッタ・タイミング解析を行ないます。

また、他にも便利なツールが含まれています。   

• ジッタ・タイミング・パラメータとトラック・グラフ（下表参照） 
  

Cycle-Cycle Jitter サイクル間
ジッタ 
N-Cycle w/ start selection 
Nサイクル(開始を選択) 
Frequency 周波数 

Period 周期 
Half Period 半周
期 
Width 幅 

Time Interval Error タイム・インターバ
ル・エラー 
Setup 設定 
Hold ホールド 

Skew スキュー 
Duty Cycle デューティー・サイクル 
Duty Cycle Error デューティー・サイ
クル・エラー 

• Edge@lvパラメータ （エッジ・カウント） 

• 19のヒストグラム・パラメータの追加、最大 20億イベントまでヒストグラムが拡張 

• 最大 2万イベントのトレンド（データロガー） 

• 全パラメータのトラック・グラフ 

• パーシスタンス・ヒストグラム、パーシスタンス・トレース（平均、レンジ、標準偏差） 

 

高機能カスタマイズ・パッケージ（XDEV）： オプション 
このパッケージは、ユーザーのニーズに合わせて、アナライザに独自の機能を追加してカスタマイズするツールを揃えています。 
XDEVにより以下の機能を実行できます。 
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• 他社製ソフトウエアを使用して、ユーザー独自の測定パラメータや演算関数を作成し、その結果をオシロスコープに表

示する機能。 対応可能な他社製ソフトウエアは、VBScript（VisualBasic）、Excel、MATLAB、Mathcadなど。 

• カスタム DSOにより、オシロスコープのダイアログボックスにユーザー独自のインタフェースを作成可能 

• プラグインのサポート 

 

カラー波形ディスプレイ 
表示形式： 10.4インチフラット・パネル TFTカラーLCD(高分解能タッチスクリーン機能) 

表示分解能： SVGA: 800×600ピクセル 

リアルタイム・クロック: 波形とともに日付、時間、分、秒を表示。SNTPを通じて精密なインターネットのクロックとの同期が可能 

トレース数： 最大 8 トレース（チャンネル、ズーム、メモリ、および演算波形を同時に表示可能） 

グリッド・スタイル： 自動、シングル（1分割）、デュアル（2分割）、クアッド（4分割）、オクタル（8分割）、XY、シングル＋XY、デュ
アル＋XY、自動 

波形の形式: サンプリング点の補間表示またはドットのみ表示 

 

アナログ重ね書き表示 
アナログ、カラーによる重ね書き表示: 種々の彩度レベル、各トレースの重ね書きデータをメモリに格納します。 

パーシスタンス・モードの選択： アナログ、カラー、または 3Dを選択します。 

トレース選択： すべてのトレースまたは任意のトレースの組み合わせでアナログ重ね書きを有効にします。 

重ね書き残像時間： 500msから無限大表示 

表示されるスイープ： 累積された全トレース、または累積された全トレースと最後に捕捉したトレースのハイライト化 

 

ズーム拡大トレース 
最大 8個の演算/ズーム・トレースを表示 

 

CPU 
プロセッサ: Intel Pentium 4 @ 2.53GHz (またはそれ以上)、MS Windows 2000環境 

プロセッサ・メモリ: 最大 2GB 

 

内部波形メモリ 
M1、M2、M3、M4内部波形メモリ（波形全体を 16ビット/データ点で保存） 

または、データ記憶媒体の許容範囲内であれば、ファイルをいくつでも保存することができます。 

 

セットアップ・ストレージ 
フロント・パネルおよび機器の状態: 内蔵ハード・ドライブ、フロッピー・ディスク、または接続されている USB周辺機器に保存可
能 

 

インタフェース 
リモート・コントロール: Windowsのオートメーション・コマンド・セット、またはレクロイ社の GPIBコマンド・セットで実行 

GPIBポート（オプション）: IEEE-488.2に対応 

イーサネット・ポート: 10/100Base-T イーサネット・インタフェース 

フロッピーディスク・ドライブ: 内蔵型、DOS-フォーマット、3.5インチ、高密度 

USBポート: 4つの USBポートでWindows互換デバイスをサポート 

外部モニタ・ポート(標準): 15ピン D型 SVGA互換  

パラレル・ポート: 1（標準） 
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補助出力 
信号形式： リア・パネルからの校正用信号または制御信号の出力を選択 

校正用信号： 5Hz～5MHzの方形波または DCレベル。0.0～+0.5V電圧、50Ω （0～1V、1MΩ）または TTL電圧（選択可能） 

制御信号： トリガ有効、トリガ出力、Pass/Fail結果 

 

補助入力 
信号形式： フロント・パネルで外部トリガまたはクロック入力を選択 

 

概要 
自動校正： 指定した DCおよびタイミング精度が最低 1年間維持されることを保証します。 

電力条件： 50/60/400Hzで 100～120VAC、50/60Hzで 200～240VAC、消費電力 800VA、最大 800W 

動作環境: 5～40�（動作時）、－20～60�（保管時）  

EMCおよび安全保証: CE認可、ULおよび cUL適合、EN 61326-1、EN 61010-1、 ULJ111-1、CSA C22.2 No.1010.1準拠 

 

形状寸法 
寸法（高さ x幅 x奥行き）: 264mm x 397mm x 491mm （10.4" x 15.6" x 19.3"）、脚部は高さに含まず 

重量： 18 kg (39ポンド) (SDA 6020: 23 kg、49ポンド) 

梱包時重量： 24 kg (53ポンド) (SDA 6020: 29 kg、63ポンド) 

 

保証とサービス 
1年間保証; 校正は毎年 1回を推奨 

保証延長、アップグレード、校正については、サービスセンターまでお問合せください。  

 

光リファレンス・レシーバ（OE425/OE455） 
データ・レートと 4次の Bessel-Thompsonフィルタの応答 一覧  

 SDA 3000/3000A SDA 5000/5000A/6000/6000A

SONET/SDH 
OC-1/STM0 (51.84 Mb/s)  
OC-3/STM1 (155.52 Mb/s)
OC-12/STM4 (622.08 Mb/s) 

OC-1/STM0 (51.84 Mb/s)  
OC-3/STM1 (155.52 Mb/s) 
OC-12/STM4 (622.08 Mb/s)  
OC-48/STM1 (2488.3 Mb/s) 

Fibrechannel 

FC133 (132.7 Mb/s) 
FC266 (265.6 Mb/s) 
FC531 (531.2 Mb/s) 
FC1063 (1063.5 Mb/s) 

FC133 (132.7 Mb/s) 
FC266 (265.6 Mb/s) 
FC531 (531.2 Mb/s) 
FC1063 (1063.5 Mb/s) 
FC133 (2127 Mb/s) 

Gigabit Ethernet 1.25 Gb/s 1.25 Gb/s 

InfiniBand  2.25 Gb/s (2127 Mb/s)  

ユーザー定義 最大 1.5Gb/s 最大 3.5Gb/s 

クロック・リカバリ・システム 

 SDA 3000 SDA 5000/SDA 6000 

チャンネル 最大 1.5Gb/sのデータ・レートで、Golden PLLを使
用したソフトウエア・クロック・リカバリ 

最大 3.5Gb/sのデータ・レートで、Golden PLLを使用した
ソフトウエア・クロック・リカバリ 

PLL帯域幅 調整可能なカットオフ周波数の単極 

ジッタ タイム・ベースと同様 1ps rms 1ps rms 
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通信マスク・テスト 

 SDA 3000/3000A SDA 5000/5000A/6000/6000A 

SONET/SDH 
OC-1/STM0 
OC-3/STM1 Optical 
OC-12/STM1 Optical 

OC-1/STM0 
OC-3/STM1 Optical 
OC-12/STM1 Optical 
OC-48/STM1 Optical 

Ethernet IEEE Std 802.3 および 
ANSI X3.263-1995 

1000Base-SX 短波長光 
1000Base-LX 長波長光 

1000Base-SX 短波長光 
1000Base-LX 長波長光 

Fibre Channel Electrical 
(ANSI X3.303-1997) 

FC133E, FC266E, FC531E, 
FC1063E FC133E, FC266E, FC531E, FC1063E 

IEEE 1394b (draft) 
 

S400 Optical 
S400b T1 
S400b T2 
S800 Optical 
S400b T1 
S400b T2 

S400 Optical 
S400b T1 
S400b T2 
S800 Optical 
S800b T1 
S800b T2 
S1600 Optical 
S1600b T1 
S1600b T2 

Serial Data ATA (draft) G1, G1 Rx, G1 Tx 
G2, G2 Rx, G2 Tx 

G1, G1 Rx, G1 Tx 
G2, G2 Rx, G2 Tx 

DVI (rev.1.0) 正規化されたトランスミッション、レシーバー（ロー/ハイ） 

 
ジッタ・テスト 
データ測定: 周期、周波数、TIE 

クロック測定: 周波数、周期、半周期、サイクル間、Nサイクル、ポジティブ・サイクル間デューティー、ネガティブ・サイクル間デュ
ーティー、クロック TIE 

解析: Tj、DCD、DDj、Pj、Rj、Dj、Rje、Dje 

デルタ時間精度: 20GS/sのとき 1ps rms 

 

ビット・エラー・レート（オプション） 

 SDA 3000A SDA 5000A/SDA 6000A 

データ・レート <= 1.25 Gb/s <= 2.7 Gb/s 

最大捕捉バッファ・サイズ （ビット） データ・レート 1.25Gb/sで 20 GS/s （16
サンプル/ビット） 

データ・レート 2.5Gb/sで 20 GS/s （8サンプ
ル/ビット） 

Std. （標準） 
L (16M) 
VL (32M) 
XL (48M) 
XXL (100M) 

500k 
1M 
2M 
3M 
6M 

1M 
2M 
3M 
5M 

10M 

検出可能な最小 BER （一回の捕
捉） 1.7 X 10-7 1 X 10-7 

  

 

SDAのセットアップ 

標準セットアップ 

注意：SDAを使用する測定の多くは、正確に計算を行なうため、高サンプリング速度とロング・メモリを必要とします。 SDAの測
定を行なう前に、2チャンネル・モード（20 GS/s）を使用していること、最低でも 40万個のサンプルを捕捉していることを必ずご
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確認ください。 サンプリング速度がこれよりも低いと、ジッタ測定の精度が低下します。また、レコード長が短いと、不完全なアイ
パターンになったり、ジッタの表示が発散を起こしたりします。 

1. SDAのダイアログを開くには、フロント・パネルの[SERIAL DATA シリアル・データ]ボタンを押すかメニュー・バーで
[Analysis 解析]をタッチし、プル・ダウン・メニューから[Serial Data シリアル・データ]を選びます。 デフォルトの
[Scope オシロスコープ]ダイアログが表示され、現在表示されている波形を見ながら SDA測定の設定を行うことがで
きます。 [Scope オシロスコープ]ボタンをタッチすると、SDA機能がオフになります。 

 
2. [Data データ]フィールドの内部をタッチして、[data source データ・ソース]を選びます。次に[Clock クロック]フィール

ドの内部をタッチして、[clock input クロック入力]を選びます。 信号からクロックを回復させるには、[Recover clock]
チェック・ボックスをタッチします。[Clock Source]フィールドが無効になります。 

3. [Signal Type 信号の種類]フィールドの内部をタッチして、ポップアップ・メニューから信号の種類を選択します。 信号
の種類によりコンプライアンス・マスクとビット・レートが決まります。 

4. [Signal Type]メニューから[Custom]を選択した場合は、[Bit Rate]フィールドの内部をタッチし、ポップアップ数字キ
ー・パッドを使用してビット・レートを入力します。 [Find Bit Rate]ボタンをタッチすると、ビット・レートが自動的に決定
します。 このボタンは標準のデータ型を選択する場合にも使用できます。 

5. [Recover Clock]を使用しない場合は、[Multiplier]フィールドの内部をタッチし、クロック周波数を表すビット・レート
の倍数を入力します。 

注意：DVI標準ではクロック周波数はビット・レートの 10分の 1である必要があります。  

PLLのセットアップ 

PLLセットアップ・メニューでは、ジッタ、アイパターン、ビット・エラー・レートの検査で使用するデジタル PLLのループ帯域幅を設
定します。 PLLの帯域幅は、データ・レートの高レート変動に対するリカバリ・クロックの応答を制限するものです。 例えば、PLL
帯域幅が 750kHzの場合、リカバリ・クロックはこのレート以下の周波数変動を捉えることになり、ジッタやアイパターンの測定に
与える周波数変動の影響を取り除くことができます。 SDAに実装されるソフトウェアの PLLは、2次ループ応答に従います。 

1. [Cutoff Divisor]フィールドの内部をタッチし、ポップ・アップキーパッドを使用して値を入力します。 デフォルト値の
1667は Golden PLLの通信規格で、ビット・レートと PLLカットオフ周波数の比率と等しくなります。 [PLL On]チェッ
ク・ボックスをタッチし、PLLを有効にします。 PLLが無効である場合は、ジッタ、アイ・パターン、およびビット・エラー・
レートの測定に、[Bit Rate]フィールドのデータ・レートが使用されます。 

2. [PLL Cutoff]フィールドの内部をタッチして、データレート/20までの周波数を入力します。 

3. [Level Is] フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・メニューから[Absolute]または[Percent]のいずれかを選択し
ます。  

4. [Absolute]を選択する場合は、[Abs level]フィールドの内部をタッチし、電圧値を入力するか、[Find Level]ボタンを
タッチします。 [Percent]を選択した場合は、[Percent level]フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・キーパッドを使
用してパーセント値を入力します。 

5. Djブレークダウン測定の場合、[Serial Data Analysis]タブをタッチするとメインのセットアップ・ダイアログに戻ります。 
[Pattern Length]フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・キーパッドを使用して値を入力します。 [Pattern Length]
フィールドは、Pj関数がデータ・パターンの反復レートによる周波数成分と周期的ジッタの周波数成分とを分離するた
めに使用します。  

注意：適切でないパターン長を指定すると、Pj関数の結果が不正な値になります。 この結果により、Djの読み取りは増加し Rj
の読み取りは減少します。 
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ジッタ 
ジッタ解析 

 

ジッタ解析
の SDA表
示 

ジッタ解析には、TIE(タイム・インターバル・エラー)のヒストグラムから測定される Tj(総ジッタ)が含まれます。 Dj(デタミニスティッ
ク・ジッタ)は DDj(データ依存ジッタ)と Pj(周期的ジッタ)の合計です。 Rj (ランダム・ジッタ) = (Tj - Dj)/Nです。この場合、Nは選
択した BER(または信頼区間)に対応する標準偏差です。 Pj、DCD(デューティ・サイクルの歪み)、および DDｊは、捕捉された波
形のデータに基づき直接測定されます。 Rjeと Djeは、BERの関数である TIEのヒストグラムの増加を解析することで得られる
有効なランダム・ジッタおよびデタミニスティック・ジッタで、Tj(BER) = Dje + Tj(1-sigma)(BER)*Rjeという形式に当てはめられます。 

一般に、Djeは Djより小さく、Rjeは Rjより大きくなります。 Djは Pjと DDｊの合計を測定したものであり、検査対象機器のデタ
ミニスティック・ジッタの上限を表し、Djeは下限を表します。 総ジッタの分布は多様な分布のコンボルーションであるため、ジッ
タ・コンポーネントの分離に使用する単純なモデルでは、ランダム・コンポーネントおよびデタミニスティック・コンポーネントを正確

に測定することはできません。 このメニューに表示される方式では、見積りの上限と下限が得られます。 

注意： Tj(1-sigma)(BER)は、BERのビット・エラー・レートと等しい信頼区間で評価されたガウス分布の総ジッタを表します。 

 

Rje 有効なランダム・ジッタは、非常に低いビット・レートについて Tj(BER)関数を計算する際に使用される
2つの定数のうちの 1つです。 Rjeは、BERの関数である TIEのヒストグラムの増加を解析することで得
られ、Tj(BER) = Dje + Tj(1-sigma)(BER)*Rjeという形式に当てはめられます。 

 

Dje 有効なデタミニスティック・ジッタは、非常に低い BERについて Tj(BER)関数を計算する際に使用さ
れる 2つの定数のうちの 1つです。 Rjeは、BERの関数である TIEのヒストグラムの増加を解析するこ
とで得られ、Tj(BER) = Dje + Tj(1-sigma)(BER)*Rjeという形式に当てはめられます。 

 

Tj 特定の BERの総ジッタ。 TIEヒストグラムの信頼限度を表すカーブの幅によって値が決まります。 値
は、1/BERに相当する測定について監視する値の範囲を表します。 

 

Rj ランダム・ジッタは、TIE トレンドと IDIプロットの直接解析から最初に測定されたデタミニスティック･ジッ
タによって間接的に取得されます。 すべての Djが検出されると、Rjの値は Rj = (Tj(BER) - Dj)/ Tj(1-

sigma)(BER)という式から得られます。ここで、BERの値は通常 10e-12です(Rjは関数ではなく値です)。 

 

 

Dj デタミニスティック・ジッタは、総ジッタのうちピーク・ツー・ピークのランダムでない部分です。 このパラメ
ータは、周期的なジッタ(Pj)とデータ依存のジッタ(DDj)のピーク・ツー・ピーク値の合計です。 

 

Pj Pjは、TIE トレンドの周期的な成分のピーク・ツー・ピークの振幅です。 タイム・インターバル・エラーの
トレンドのフーリエ変換でピークを解析することにより測定されます。 パターン・レートに関連するスペクト
ル線が Pjの推測値に影響しないように、パターンの反復長(存在する場合)を指定する必要があります。

 

DCD デューティ・サイクル歪みは、捕捉された波形のすべてのパルスで測定される正方向(ロー、ハイ、ロ
ー)のパルス幅と負方向(ハイ、ロー、ハイ)のパルス幅の平均差です。 パルス幅は、TIEに指定したのと
同じ振幅で測定されます(必ずしも 50%の信号振幅とは限りません)。 
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DDj TIE(インター・シンボル・インタフェース、略して ISIとも呼ばれる)測定の直前に行われるデータ・トラ
ンジションに関連したシステムの影響により生じるピーク・ツー・ピーク・ジッタ。 スレッショールドが TIEの
基本測定で使用されるレベルと同じレベルに設定されている場合、デューティ・サイクルの歪みとパルス幅

の歪みも測定されます。 

バスタブ 

バスタブ・カーブは、単位間隔（UI: unit interval）内に存在しうるサンプリング・ポイントの TIEヒストグラムを積分したものです。 
ビット・エラー・レート（BER）の対数を、サンプリング・ポイントに対してプロットしています。 バスタブ・カーブの両サイドの間隔が
離れるほど、BERが向上します。 

バスタブ・カーブで、ある特定の Y値（ビット・エラー・レート）における両サイドの水平方向の距離は、そのビット・エラー・レートで
のアイ幅を表しています。 

1. フロント・パネルの[SDA]ボタンを押すか、またはメニュー・バーで[Analysis 解析]をタッチしてプル・ダウン・メニュー
から[Serial Data シリアル・データ]を選びます。 画面に[Scope オシロスコープ]ダイアログが現れ、現在表示されて
いる波形を見ながら SDAの測定を設定することができます。 

2. [Jitter ジッタ]ボタンをタッチします。 [Jitter Bathtub ジッタのバスタブ]セットアップ・ダイアログが表示されます。 この
ダイアログから、下表に示す複数のパラメータ測定を有効にすることができます。 
 
[Percent]を選択した場合は、[Percent level]フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・キーパッドを使用してパーセ
ント値を入力します。 

3. 基本測定の場合は、[Basic 基本]ボタンをタッチし、[@BER(Pow 10) ビット・エラー・レート(10のべき乗)]フィールド
の内部をタッチします。 ポップ・アップ数字キーパッドを使用して指数を入力します。  

4. 高度な測定の場合は、[Jitter]タブをタッチして[Jitter]セットアップ・ダイアログに戻ります。 [Advanced]ボタンをタッチ
してから[N Cycle Units]フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・メニューから秒(s)または単位間隔(UI)を選択しま
す。 高度な測定モードでは Nサイクル・ジッタとフィルタ・ジッタの測定が可能です。 Nサイクル・ジッタは、データ･トラ
ンジションと Nシンボル離れた次のトランジションの間のタイミング・エラーです。 このモードでは、フィルタされたジッタ
による rms測定とピーク・ツー・ピーク・ジッタ測定も表示されます。 
 

 
ジッタ・フィルタ 

ジッタ・フィルタは、検査する信号で測定した TIE対時間のデータに使用するバンド・パス・フィルタです。 ジッタ・フィルタを選択す
ると、TIEのトレンドの時間変化を示す波形にフィルタをかけたものが、波形グリッドに表示されます。 フィルタは、タップの最大
長が 2000である FIR(有限インパルス応答)デジタル・フィルタとして実装されます。 タップ長の制限やデータ・レコード・サイズが
あるため、すべてのハイ・パス・フィルタを実現できるとは限りません。 フィルタが実現できず、フィルタされたジッタ・トレースが表
示されない場合は、警告メッセージが発行されます。 ジッタはフィルタされたジッタ・トレースにのみ適用され、それ以外のジッタ
解析(Tj、Rj、Djなど)には影響しません。 

まったくフィルタされていないジッタのトレースを表示することができます。 これを行うには、演算関数でソースに[TIETrend]を選
択し、演算に[Zoom]を選択します。 このトレースは、現在の SDA メニュー設定を使用して生成されます。 

1. [Jitter Filter ジッタ・フィルタ]ボタンをタッチします。 

2. ジッタ・フィルタで、[Lower Limit 下限]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値を入力
します。 

3. [Upper Limit 上限]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値を入力します。 

Nサイクル vs. N 

ここでは、N個の連続したデータ・エッジに対してジッタを測定することができます。 あるデータ・ビットと、そこから正確に Nビット
離れたところにある別のデータ・ビットを取り上げ、前者における立ち上がり（立ち下がり）エッジと後者における立ち下がり（立ち

上がり）エッジとの間の全エラー、および Nビットの理想的時間間隔(N*UI)を表すものが、Nサイクル・ジッタです。 理想的時間
間隔は、測定しているビットに対応する Golden PLLクロックのサイクルから割り出します。 はじめと終わりにエッジがある波形
に対し、そこに含まれる N個の連続したビットのあらゆる組み合わせに対して、計算が行なわれます。 測定されたエラーのピー
ク・ツー・ピーク値または平均値が、選択した Nの値に対してプロットされます。 

UI間隔制御の数値は、ジッタの Advanced（高度）測定に表示される Nサイクル・パラメータに影響を与えます。 Nサイクル・パ
ラメータは、Nサイクル・ジッタの現在値であり、統計値およびヒストグラムを使用して（他の X-Streamパラメータと同様に）表示
することができます。 表示される統計値は、現在の波形に対する Nサイクル・ジッタの全測定値に基づくものです。 また、
[Parameter Setup パラメータ・セットアップ]ダイアログで Nサイクル・パラメータを指定し、トレンドまたはトラックを選択して、この
パラメータのトレンドやトラックを表示することもできます。 
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1. [N Cycle vs N]ボタンをタッチします。[N Cycle vs N]ダイアログが表示されます。 

2. [Starting N 開始 N]フィールドの内部をタッチし、Nの開始値を入力します。 例えばこの値を 3とすると、SDAは、開
始エッジから 3UI のところにあるデータ・エッジ、さらに 3UI 離れたデータ・エッジ、という具合に次々と探していきます。 

3. [Stopping N 終了 N]フィールドの内部をタッチし、Nの最終値を入力します。 例えば、この値が 10,000のときには、
SDAが Nに対して 3UIから 10,000UIまでの測定を行なった後に、測定が終了します。 

4. [Step Size ステップ・サイズ]フィールドの内部をタッチし、各 N間の間隔を入力します。 例えば、ステップ・サイズが 1
の場合は、3UIの次の Nが 4UIということになります。 したがって SDAは、4データ・エッジ間隔の測定を行ないま
す。 この作業は、終了 Nに達するまで続けられます。 

5. [Show 表示]フィールドの中をタッチし、ポップ・アップ・メニューから Average（平均値）または Peak to Peak（最大
振幅値）を選びます。 

6. [Units ユニット]フィールドの内部をタッチし、結果を表示する単位として[seconds 秒]あるいは[unit intervals ユニッ
ト・インターバル]のいずれかを選択します。 この設定は、[N Cycle Units Nサイクル・ユニット]で選んだ単位とは関
係ありません。 

TIE ヒストグラム 

1. [TIE Histogram TIE ヒストグラム]ボタンをタッチします。 TIEヒストグラムがバスタブ・カーブの中央に表示されます。 

2. ヒストグラムの表示をオフにするには、[Bathtub]ボタンをタッチします。 TIEヒストグラムには、バスタブ・カーブと総
ジッタ・パラメータのソースである測定したジッタ分布が表示されます。 

ISI （符号間干渉） 

[ISI]ボタンをタッチすると ISIプロットが表示されます。 ISIプロットは、指定した長さ(3～10ビット)のデータ・ストリームにあるパタ
ーンを平均した波形で形成されるアイ・パターンを表します。 ISIプロットは、ジッタ・ブレークダウン・メニューの DDjパラメータの
ソースです。 また、DDjの値は、DDjスレッショールド値で設定されるスレッショールド・レベルにおける ISIアイの右側のゼロ交
差の幅です。  

1. [ISI]ボタンをタッチすると ISIプロットが表示されます。 

2. [Jitter ジッタ]ダイアログの[ISI]タブをタッチします。 

3. [ISI N Bits]フィールドの内部をタッチし、ISIプロットのパターン長を設定します。 

4. [ISI N Bits]フィールドで指定した長さのビット・パターンを表示するには、[Individual Patterns]チェック・ボックスをタ
ッチします。 捕捉されたデータ・ストリームに存在するパターンのみ表示されます。 
 

 
5. リストにあるビット・パターンをタッチしてから[Add]をタッチすると、選択したトレースが表示されます。 ビット・パターン

は、最大 7つまで右側のボックスに配置してトレースを表示することができます。 

6. パターンとトレースを画面から消去するには、右側にあるリスト・ボックスで該当するパターンをタッチしてから、

[Remove]をタッチします。 すべてのパターンを消去する場合は、[Clear all]をタッチします。 

 

サマリー表示 
サマリー表示では、信号をアイパターン、バスタブ、振幅ヒストグラム、TIEヒストグラムという 4通りの形式で分割画面表示しま
す。  

注意：サマリー表示では、マスク・テストの表示を行いません。 
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[Summary サマリー表示]ダイアログは、以下の手順で表示します。 

1. フロント・パネルの[SDA]ボタンを押すか、またはメニュー・バーで[Analysis 解析]をタッチしてプル・ダウン・メニュー
から[Serial Data シリアル・データ]を選びます。 画面に[Scope オシロスコープ]ダイアログが現れ、現在表示されて
いる波形を見ながら SDAの測定を設定することができます。 

2. [Summary サマリー表示]ボタンをタッチします。 

 

マスク・テスト 
フロント・パネルの[SDA]ボタンを押すか、またはメニュー・バーで[Analysis 解析]をタッチしてプル・ダウン・メニューから[Serial 
Data シリアル・データ]を選びます。 画面に[Scope オシロスコープ]ダイアログが現れ、現在表示されている波形を見ながら
SDAの測定を設定することができます。 

アイのセットアップ 

1. [Mask Test マスク・テスト]ボタンをタッチすると、[Mask Test マスク・テスト]ダイアログが開きます。 

2. [Eye Mode アイ・モード]フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・メニューから[Sequential シーケンシャル]または
[Traditional トラディショナル]を選びます。 

3. [Persistence]フィールドの内部をタッチして、パーシスタンス・モード([Monochrome]または[Color graded])を選択
します。 [Monochrome]を選択すると、同じカラーの強度レベルで発生頻度が表示され、[Color graded]を選択すると、
カラー・スペクトルにより発生頻度が表示されます。 

4. 別の時間同期信号を専用のグリッドに表示させたい場合は、[User Signal ユーザー信号]フィールドの内部をタッチ
し、ポップアップ・メニューから信号のソースを選びます。 アイ・マスクのエラー・ロケータを使用する場合、アイ・マスク
のエラー・ビットに関連のある信号を表示することができます。 

5. [Mask Type]フィールドでは、選択した信号について異なるモードを選択できます。 信号のモードごとにマスクが決定
します(送信、受信など)。 

6. [Measure]の下にある[Type]フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・メニューからパラメータ測定を選択します。 各
パラメータ・セットに対して行なわれる測定は以下の通りです。 
  

ehght（アイ） アイパターンの垂直開口サイズ。 このパラメータは、次式で定義されます。 
(平均 1レベル-3σ)-(平均ゼロ・レベル + 3σ) 

one（アイ） アイパターンの論理１レベル。 これは 1状態（ハイ状態）の平均値です。 

zero（アイ） アイパターンの論理ゼロ・レベル。 これは 0状態（ロー状態）の平均値です。 

振幅 

eampl（アイ） アイパターンのゼロ・レベルと 1レベルの差 

立ち上がり 立ち上がりエッジに対し、20%から 80%まで遷移する時間 
タイミング 

立ち下がり 立ち下がりエッジに対し、80%から 20%まで遷移する時間 

ewdth（アイ） アイパターンの水平開口サイズ。ここで、σはジッタの標準偏差です。 この値は、(交差間の
間隔 - 6σ)です。 

ER（アイ） アイパターンのパワー・レベルの比（消光比）。これは、log（p1/p0）で定義され、p1は"1レ
ベル"のパワー・レベル、p0は"ゼロ・レベル"のパワー・レベルを表します。 

eyeBER（ア
イ） アイパターンから見積もったビット・エラー・レート 

ecross（アイ） アイの振幅の割合(%)で示したアイ・パターンのゼロ交差レベル 

Eye 

avgpwr（アイ） 波形の平均パワー・レベル。 これは、1レベルとゼロ・レベルの和の平均値として計算され
ます。 

7. [Amplitude]または[Eye]を選択した場合は、[Slice Width]フィールドの内部をタッチし、0%から 100%までの値を入
力します。 

マスク・マージン 

1. [X]フィールドの内部をタッチし、0%から 100%までの値を入力します。 マスクの Xマージンを拡げると、水平方向に
拡大され、マスクが波形に近づきます。 その結果、障害が発生する可能性が増加します。 
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2. [Y]フィールドの内部をタッチし、0%から 100%までの値を入力します。 マスクの Yマージンを拡げると、垂直方向に
拡大され、マスクが波形に近づきます。 その結果、障害が発生する可能性が増加します。 

3. アイ・パターンのスケールを行うには、[Vertical Auto fit]チェック・ボックスをタッチします。 

注意：[Vertical Auto fit]を指定すると、1レベルが中央上の 2番目の垂直方向区分に、ゼロ・レベルが中央下の 2番目の区分
になるように、アイ・パターンのスケーリングが設定されます。 選択した信号の種類に従い、[Vertical Auto fit]チェック・ボックス
が自動的にオンまたはオフに設定されます。 たとえば、XAUIなどの絶対マスクを選択した場合、[Vertical Auto fit]チェック・ボ
ックスはオフになりますが、FC1063などの正規化マスクを選択した場合はチェック・ボックスがオンになります。  
 
絶対マスクのスケーリングを行うには、入力信号の垂直目盛を設定します。 

テスト実行 

1. [Testing On テストの開始]チェックボックスをタッチして、選択したマスクに対して信号ビットの検査を始めます。 不具
合のあるビットは、表形式および下部グリッド内に波形として表示されます。 不具合のあるビット波形が表示される下
部グリッド・スケールは、[Bits in Locator]フィールドで設定します。 不具合のあるビットは中央にある 2つの区画付
近に集中し、垂直方向のスケールは、アイパターンと同じスケールになっています。 

2. エラーが発生時にテストを停止したい場合は、[Stop On Error エラー時に停止]チェックボックスをタッチします。 しか
し、テストは捕捉波形の終わりに到達するまで続けられます。 

3. [Show Location]チェック・ボックスをタッチし、[Show]フィールドの内部をタッチして、ポップアップ・メニューから[All]
または[Near X-Y]を選択します。 [All 全障害]では、アイパターン内のどこで障害が発生したかにかかわらず、障害
がすべて表示されます。 [Near X-Y]は、障害マーカーを選択した場合、波形のマーカーまたは障害リストのビット・ナ
ンバーをタッチすると、選んだマーカー付近で連続的に発生した障害のみが表示されます。 

注意：X座標と Y座標は、大きさ 1に正規化されたグリッド上で、選択した障害の位置を示すものです。目盛は左から右、上から
下に向かって進みます。 

4. [N Failures N個の障害]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 10,000以下の数値を
入力します。この数の障害が発生した後、データの累積が終了します。 ビットごとに複数の障害に対応しているため、
[N failures]の値は常に障害の発生したビット数以上になります。 

5. [Bits in Locater]フィールドの内部をタッチし、不正なビット・トレースに表示されるビットの数を、ポップアップ・数字キ
ーパッドを使用して入力します。 このトレースは、マスクに違反する波形の部分を表します。 

 

ビット・エラー・レート 
1. フロント・パネルの[SDA]ボタンを押すか、またはメニュー・バーで[Analysis 解析]をタッチしてプル・ダウン・メニュー

から[Serial Data シリアル・データ]を選びます。 画面に[Scope オシロスコープ]ダイアログが現れ、現在表示されて
いる波形を見ながら SDAの測定を設定することができます。 

2. [BER]ボタンをタッチすると、[BERsetup BERセットアップ]ダイアログが開きます。 

3. [Pattern]の下で[Method]フィールドの内部をタッチし、[Pattern](データ・ストリームの予想ビット・パターン)、
[PRBS](擬似ランダム・ビット・シーケンス)または[File](保存されている ASCII 16進ファイル)を選択します。 

4. [Pattern]を選択する場合は、ポップアップ・キーボードを使用して 16進数でビット・パターンを入力します。 
 
[PRBS]を選択する場合は、[PRBS Sequence]フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・メニューからビット・シーケ
ンスを選択します。 PRBSxの最後の桁は、BERのテストに使用される擬似ランダム・シーケンスを生成するための
シフト・レジスタの数を表します。 nの値に対して生成されるシーケンスについては、ITU-O.150で規定されています。 
 
[File]を選択する場合は、ポップアップ・キーボードでファイル・パスを入力するか、[Browse]ボタンをタッチして目的
のファイルを探します。 

5. [Show Error Map エラー・マップの表示]チェックボックスをタッチし、エラー・マップを表示します。 エラー・マップは、
ビット・エラーを 3次元表示するもので、エラーは白、正しいビットはダークグレーで表されています。 表示は、Y方向
にフレーム・ナンバー、X方向にビット・ナンバーをプロットした 2色サーフェース・マップです。 フレームは、フレーム同
期ビット・シーケンスで表示され、1つのフレーム同期の終わりから次のフレーム同期の始まりまでのビットで構成され
ています。 フレーム同期ビットが特定されていない場合は、ビットは一定の長さにわたって並び、画面左上から始まっ
て右下に向けてラスター・パターンを描きます。 

6. [Frame]の下にあるフィールドを使用して、ビット・エラーが縦の線になるように同じビットの位置を揃えることができま
す。  
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[Mode]フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・メニューからモードを選択します。  

7. [Header]または[Size and Header]を選択した場合は、[Frame header]フィールドの内部をタッチして、実データの
前に付けるプリフィックスを表す 16進数の値を入力します。 このプリフィックスは無視され、データだけが調べられま
す。 
 
[Size]または[Size and Header]を選択した場合は、[Frame size]フィールドの内部をタッチして、ポップアップ・キー
パッドでフレーム内のバイト数を入力します。 [Frame size]を指定すると、入力したサイズになるように波形が分割さ
れます。 

 

シリアル・トリガ 

警告 

シリアル・トリガ・モジュールへの損傷を避けるために、クロック出力コネクタおよびデータ出力コネクタに外部の電圧を適用しな

いでください。 

SDA Aモデルには、シリアル・パターン・トリガと Clock and Data Recoveryモジュールが含まれています。 CDRモジュールは
オシロスコープに組み込まれ、チャンネル 4の入力からアクセスできます。 チャンネル 4の信号は、シリアル・パターン・トリガ・
モジュールへの入力に常に存在します。 シリアル・トリガには、フロント・パネルのチャンネル 4入力のすぐ左側にある 2つの出
力も含まれます。 これら 2つの SMAジャックを使用して、シリアル・トリガ・モジュールからリカバリ・クロック信号およびデータ信
号にアクセスできます。 これらのコネクタの信号は、ピーク・ツー･ピークの振幅 330mVを持つ名目上のゼロ平均値です。 

シリアル・トリガのセットアップ 

シリアル・トリガ・ダイアログには 2つのメニューからアクセスできます。  

• トリガ記述子ラベル  をタッチしてから[Serial Trigger]ボタン  をタッチすると、トリガ
の位相固定ループにアクセスし、トリガを行うデータ・パターンを設定できます。 
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• チャンネル 4の[Vertical Adjust]ダイアログ  からもアクセスできま
す。 

PLLの固定 

シリアル・トリガ・モジュールの PLLを操作するトリガに固定する必要があります。 固定は閉じた鍵のアイコン で表します。 
PLLが固定されていない場合は、アイコンが開いた鍵になり点滅表示します。 PLLを固定するには[Lock CDR PLL]ボタン

を押します。 固定すると「PLL Locked」というメッセージが表示され、データ・レートが表示されます。 トリガ・モ
ードをシリアルに設定しているかどうかに関係なく、チャンネル 4から信号が削除されるかデータ・レートが変化するまで PLLは
固定された状態のままです。 

データ・パターンの設定 

[CDRSerialTrigger]ダイアログの右半分にあるコントロールを使用して、パターンの 32ビットを設定します。 ボタンのマトリックス
を使用して、パターン内のビットごとの値を 1、0、または X(無視)に設定できます。 値を選択するには、各ボタンをタッチして必要
な値になるまで繰り返します。  

ボタンは 4行に配置され、各行は 8ビット・ワードに対応し、8つずつボタンを含む各行の側には対応するビット値が表示されま
す。 4つずつのボタン・グループに対応する 16進数の値が左側に表示されます。 無視される値を 1つ以上含む 16進数は、X
で表示されます。 32ビット・バイナリ・パターンは、ボタンのマトリックスの上にあるボックスに表示されます。 

ボタン・グループを使用すると、パターンをすべて 1、すべて 0、またはすべて Xにすばやく設定することができます。 また、4番
目のボタンを使用するとデータ・パターン全体を反転することができます。 

 
ビット・パターンの例と結果の波形 
 

シリアル・データ・パターンのトリガへの保存と呼び出し 
よく使用するトリガ・パターンをファイルに保存すると、繰り返し入力する必要がなく便利です。 [File] --> [Save Setup]ダイアログ
からパネル・ファイルを保存すると、シリアル・トリガ・パターンもセットアップ・ファイルに保存されます。 したがって、対応するパネ
ル・ファイルを呼び出すことでトリガ・パターンの呼び出しが可能です。 ただし、パネル・セットアップ・ファイルには必ずしも必要と
しない機器の状態がすべて保存されています。 このため、SDAではシリアル・トリガ・パターンを個別に保存することもできます。 

パターンだけを保存するには、[Save/Recall Pattern]を使用します。 

 

シリアル・パターン・トリガの使用 
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シリアル・パターン・モードを選択するには、[Trigger Setup]ダイアログにある[Serial]ボタン ボタンを押します。 トリガ・
ポイントは画面上のデータ・ストリームのパターン開始位置に表示され、ほかのトリガ・モードの場合と同様に、水平位置つまみを

使用してトレースの位置を調整することができます。  

トリガは、シングル、ノーマル、またはオートに設定できます。 オート・モードの場合、選択したパターンが検出されない場合でもト
リガはかかります。 ただし、シリアル･パターン・トリガは、ノーマルまたはシングル・トリガ・モードでのみ有効です。 

 

SDAの動作理論 

SDAはロング・メモリ信号の捕捉処理によって動作します。 プロセスは、クロックの再生、アイ・パターンの計算、ジッタ測定、お
よびビット・エラーのテストから構成されています。 これらの処理はすべて同一のデータ・レコードに対して実行されます。 以下の
セクションでは、これらのプロセスについて詳細に説明します。 

 

クロックの再生 
SDAによる測定において最も重要なことは、基準となるクロックの正確さです。 再生されたクロックは、時間上の交差ポイントの
位置によって定義されます。 クロックのエッジは、ゼロから始まる一定の時間間隔で計算されます。 たとえば、クロックが 2.5 
GHzの場合、エッジ間の時間間隔は 400 psで計算されることになります。  

クロック信号生成の最初のステップは、デジタル位相検出器を作成することです。 これは、信号が特定のスレッショールド値と交
差する時間点を測定する、単なるソフトウェア・コンポーネントです。 利用可能な最大サンプリング・レートが 20 GHzと決められ
ていることから、ほとんどの場合、補間が必要になります。 補間は SDAによって自動的に実行されます。 波形全体に対して補
間が実行されるわけではありません。スレッショールドと交差する地点の周囲のポイントが補間されて、測定に使用されます。 3
次補間が使用されて、補間されたデータで直線をプロットすることによって、交差ポイントを求めます。 図 1では、これを示してい
ます。 

図 1. SDAスレッショールド交差のアルゴリズム 

 
図 2は、SDAにおけるクロック再生の実装方法を示しています。 このアルゴリズムでは、データ速度のクロックに対応する時間
値を生成します。 そして、テストされるデータ・ストリームの変動がフィードバック制御ループを使用して算出され、再生されたクロ
ックのエッジと隣接するデータ・エッジ間の誤差部分を加算することによって、クロックの各期間が補正されます。 

図 2. クロック再生の実装方法 
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図 2に示すように、出力の初期値とデジタル位相検出器はゼロに設定されています。 次の時間値出力は、公称データ速度に等
しくなります。 この値は左端のコンパれー他にフィードバックされ、データ位相検出器から出力された次のデータ・エッジの測定時
間と比較されます。 2つの値の差が、データ速度と再生されたクロックの誤差になります。 この差がフィルタリングされ、初期ベ
ース周期に追加されて補正されたクロック周期が生成されます。 フィルタは、クロック周期計算にフィードバックされた誤差量をス
ケーリングすることによって、補正率を制御しています。 SDAでは、このフィルタ単一ポール無限インパルス・レスポンス(IIR)ロ
ーパス・フィルタとして実装されています。 このフィルタの方程式を以下に示します。 

 ykは、k番目の計算補正値であり、xkは k番目のデータ・エッジと対応するクロック・エッジとの誤差です。 現在の補正係数が、
現在の誤差と以前のすべての補正値の加重合計値に等しいことに注意してください。 SDAでは逓倍値は 1に設定されており、
nの値は SDA メイン・メニューから設定される PLLカットオフの除数になります。 カットオフ周波数は Fd/nとなり、Fdはデータ
速度を表します。 このフィルタはインパルス不変式として知られる設計プロセスを通じてアナログ・フィルタに関連付けられており、
データ速度よりずっと低いカットオフ周波数に対してのみ有効です。 そのため、SDAでは最小 PLLカットオフ除数が 20に設定
されています。 

係数 nは、現在の補正値の計算に使用される補正値 yの以前の値の個数を決定します。 この値は理論的には無限ですが、実
際には以前の値として使用可能な個数には制限があります。 特定の値 nについてのデータ信号の UI(ユニット・インターバル)
の数に等しい、「スライディング・ウィンドウ」を定義することができます。 これは、仕様上、有限ウィンドウに対してのクロック再生
が要求される ATAや PCI-Express等のシリアル・インタフェースでの信号測定に役立ちます。 このスライディング・ウィンドウの
帯域幅は、sin(x)/x関数によって与えられます。 この関数の最初のヌルは、x = πまたは 2分の 1ビット・レートで発生します(サ
ンプリング・レートでの信号のデジタル周波数は 2πであり、クロック再生用のサンプリング・レートはデータ速度になります)。 これ
はウィンドウのサイズに応じて、2π/ Nに拡大されます(Nは UIで表されるウィンドウ数)。 sin(x)/x関数の 3 dBポイントは、 Nの
ウィンドウ長では 0.6π / N、または 0.3Fd/Nになります。 これによって、Nと nの関係が求められます。 

Fd/n = 0.3Fd/N または n = N/0.3 

スライディング・ウィンドウのサイズが 250であれば、nの値は 833になります。 

 

アイ・パターン 
図 3. ジッタ分布を示すアイ・パターンのゼロ交差のヒストグラム 

 
アイ・ダイアグラムによって、ビット期間中にデジタル信号がとるすべての値を表示します。 ビット期間(または、UI)は、データ・ク
ロックによって定義されるため、アイ・パターンを測定するには何らかのデータ・クロックが必要になります。 アイ・パターンを生成
するための従来の方法では、データ・クロックをトリガとして使用してオシロスコープでデータを捕捉します。 各トリガについて 1
つまたはそれ以上のサンプルがとられます。 サンプルはパーシスタンス・マップに保存され、垂直軸で信号レベルを表し、水平
位置によってトリガ(またはデータ・クロック)に対するサンプルの位置を表します。 収集されるデータ・ポイントの数が多くなれば、
アイ・パターンは、x、yの各「ビン」のインクリメンタル・カウンタによってカウントされる複数の時間個別事象や振幅値で埋められ
ます。 タイミング・ジッタはデータ交差周辺ポイントの水平分布によって表されます。 交差ポイント周辺のビンのヒストグラムは、
ジッタ振幅の分布を表します。 

データ・クロックにアクセスできない場合には、再生されたクロックが使用されます。 再生されたクロックは、通常は特定のデータ
速度と Fd/1667のカットオフ周波数で動作するように設計されたハードウェア PLLになります。 ハードウェアのクロック再生回路
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を使用する場合の問題点の１つは、測定されたジッタにトリガ回路に関連付けられたジッタが加算され、アイ・パターンのサンプ

ルの水平位置が確実でなくなることです。  

SDAでは、トリガを使用せずにアイ・パターンを測定します。 SDAでは、前述したソフトウェア・クロック再生を使用してデータ・レ
コードをクロックの時間値に沿ったセグメントに分割します。 時間ラインをセグメントに分割できるように、波形レコードの時間分
解能は無限になっています。 サンプルは 50 ps/ptの固定間隔で発生します(サンプリング・レート 20 GS/sの場合)。 サンプル
は再生されたクロックのタイミング・ポイントを基準にして配置され、クロック・サンプルによって区分されたセグメントは、各セグメ

ントのクロック・サンプルを調整することによってオーバーレイされます。 アイ・パターンのデータ分布は、モノクロまたはカラーの
パーシスタンス・ディスプレイを使用して表示されます。 この場合、測定システムによって加算されたジッタはサンプリング・クロッ
クに由来するものになりますが、SDAではそれは非常に少なく、1 ps rms程度になります。  

アイ・バイオレーション・ロケータ(ASDAオプション)  

アイ・パターンは連続的に捕捉されたセグメントの重ね書きによって測定されます。 完全な波形データ・レコードが利用できるた
め、オリジナル波形の各ビット間隔を選択したマスクと比較することによって、個々のビットの位置を判別することができます。 マ
スクは平均ビット間隔に沿って水平に位置調整され、平均ビット間隔と相対マスクの場合にはゼロ・レベルに沿って垂直に位置

調整されています。 規格によっては絶対マスクが存在しており、特定の電圧値で垂直軸の大きさが定義されています。 図 4 は、
この位置調整を示しています。 マスク・テストをオンにすると、波形全体がビットごとにスキャンされ、マスクと比較されます。 マス
ク違反が検出されると、ビット番号が保存され、ビット値のテーブルが作成されます。 テーブルでは、波形の最初のビットから番
号が付けられています。 このテーブルをオリジナル波形のインデックスとして使用し、問題のあるビットの波形を表示することが
できます。 

図 4. バイオレーション・ロケータにおけるアイ・マスクの位置調整 

 

アイ・パターンの測定 
アイ・パターンを使用して実施される測定には、いくつか重要な項目があります。 これらは多くの規格のテストにおいて要件とし
て指定されています。 以下で示すように、アイの測定では主に振幅とタイミングが扱われます。 

アイの振幅 

アイの振幅はデータ信号の振幅を測定するものです。 測定には、アイの中心付近(通常はゼロ交差ポイント間の距離の 20%)の
振幅値の分布が使用されます。 "0"レベル付近の分布の単純平均が、"1"レベル付近の分布の平均から減算されます。 この差
分が信号振幅の単位(通常は電圧)で表されます。  
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図 5. アイ測定 

 
アイの高さ 

アイの高さは信号の SN比を測定するものです。 アイの振幅を測定する場合と同じように、"0"レベルの平均が"1"レベルの平均
から減算されます。 この数字は"1"および"0"レベル両方の標準偏差を減算することによって修正されます。 この測定は基本的
にはアイの開口を示すものです。 

アイの幅 

この測定では、信号のトータル・ジッタが示されます。 交差ポイント間の時間は、信号の 2つのゼロ交差のヒストグラムの平均を
測定することによって計算されます。 これら 2つの平均の差分から、各分布の標準偏差が減算されます。 

消光比率 

これは光信号についてのみ定義されている測定で、レーザの光パワーについてオンの状態とオフの状態との比を示します。 レ
ーザをオンの状態に戻すのには比較的長い時間が必要であり、レーザの動作速度を制限することになるため、レーザ・トランス

ミッタが完全にシャットオフになることはありません。 消光比率は 2つのパワー・レベルの比率であり(一方はきわめてゼロに近く
なる)、その精度は測定システムの入力のｵﾌｾｯﾄに大きく影響されます。 光信号は SDAのフロント・エンドで OEコンバータを使
用することによって測定されます。 消光比率を測定する前に、O/Eの DCオフセットをあらかじめ除去しておく必要があります。 
この手順はダーク・キャリブレーションと呼ばれます。 信号が取り付けられていない状態(ダーク)で O/Eの出力が測定され、この
値が後続するすべての測定から差し引かれます。 

アイの交差 

アイの交差とは、0から 1および 1から 0へのトランジションが同じ振幅になるポイントを意味しています。 アイ・ダイアグラム上
では、これは立ち上がりエッジと立ち下がりエッジが交わるポイントになります。 アイの交差はアイの振幅全体に対する比率とし
て表されます。 アイの交差レベルを測定するには、アイ・ダイアグラムを水平方向にスライスした場合に、その垂直位置が変動
することによって得られるヒストグラムの最小幅を求めます。  

平均電力 

平均電力はデータ・ストリームに含まれているすべてのレベルの平均値を測定したものです。 この値はビット間隔全体に渡る波
形を垂直にスライスした部分のヒストグラムの平均でもあります。 1と 0のヒストグラムを分離したアイの振幅測定の場合と異な
り、平均電力は両方のヒストグラムの平均になります。 使用するデータ・コーディングによっては、データ・パターンに影響される
場合があります。 たとえば、1の密度が高ければ、平均電力は大きくなります。 ほとんどのコーディング方式では、1の密度を均
一に維持するように設計されており、平均電力はアイ振幅全体の 50%になります。 

Qファクタまたは BER 
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Qファクタはデータ信号全般の SN比を測定するものです。 これは、アイ振幅("1"レベルと"0"レベルの平均値の差分)を測定し、
その値をノイズ値("0"レベルと"1"レベルの標準偏差)の合計値で除算することによって求められます。 これらの測定はすべて、
アイの中心部(通常は 20%)で実行されます。  

 

 
eyeBER 

EyeBERはアイ・ダイアグラムから想定されるビット・エラー・レートです。 これは、"1"および"0"レベルの分布の交わりを使用して
算出されます。 EyeBERが BERと異なるのは、eyeBERの場合は Qファクタから算出され、S/N比に基づいているという点で
す。BERはジッタ測定に基づいています。 

 

 

ジッタ測定 
ジッタは、信号レベルが特定レベル値をトランジションするときの、時間位置の相対的な変化として測定されます。 クロック信号
に関しては、スレッショールドを通過するとき(立ち上がりエッジ間、または立ち下がりエッジ間)の相対時間を測定します。 一方、
データ信号の場合には、サンプル・クロックに対するデータ信号の相対位置の測定が求められるため、セットアップ/ホールド時間
との相関関係があります。 ジッタにはランダムに変化する特性があるため、一般的には PDF(probability density function:確率
密度関数)の形式で表現されます。 

図 6. エラーを発生させずに動作するために必要なセットアップ/ホールド時間。 セットアップ/ホールド時間(グレーの領域)でトラン
ジション(データの変化)が発生すると、ビット・エラーが発生します。 タイム・インターバル・エラー(TIE)はクロック・エッジとデータ・
エッジ間の時間差を意味します。 TIE の確立密度関数(PDF)は、セットアップ/ホールド時間にエッジが発生する確率を表します。 
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ジッタが形成されるプロセスは非常に複雑であり、数多くのランダムな要因と非ランダムな(デタミニスティック、確率的な)要因が
関与しています。 ジッタの PDFとは、それぞれの要因による PDFがすべて畳み込まれた結果(コンボリューション)となります。 
測定によってジッタの PDFを推定することは可能ですが、全体的な分布におけるランダム要素とデタミニスティック要素の分布
状態については、正確に判断することはできません。 このように、Rj(ランダムなジッタ)と Dj(デタミニスティックなジッタ)を正確に
測定することができないため、簡略モデルを使用してトータル・ジッタを推定します。 (最初は Fibrechannel MJSQ文書に発表さ
れた)この簡略モデルを、以下の式 1に示します。 

 
式 1は、ビット・エラー・レート(BER)の関数としてトータル・ジッタを表現する発見的手法で、図 7に示すように、一対のインパル
スを畳み込むガウス関数によって合成される分布と相関関係があります。 定数 Rjおよび Djは、それぞれジッタのランダムな要
素とデタミニスティックな要素を表します。 ギリシャ文字 Psiは BERの関数であり、単位正規分布(つまり、特定のビット・エラー・
レートにおける平均がゼロで標準偏差が 1の正規分布関数)のピーク・ツー・ピーク・トータル・ジッタを表しています。 Rjと Djを
決定するためには、式 1を満たす最適適合(best fit)値を求める必要があります。 Rjと Djの最適適合値を求める方法はいくつ
もありますが、この式では簡略化されたモデルを使用しているため、実際のジッタの振る舞いを完全に記述することができる単一

の解は存在しません。 このような理由から、SDAでは 2種類の別の方法を使用して Rjおよび Djを測定します。それが、以下
で説明する Effective(有効)測定法と Direct(直接)測定法です。 

図 7. 式 1の発見的手法に対応したジッタ PDFモデル。ランダム・ジッタは正規分布関数によってモデリングされ、デタミニスティ
ック・ジッタはパラメータ Djの値によって分離された一対のインパルスによってモデリングされます。 この図で示された曲線は Rj
と Djのコンボリューション(畳み込み)です。 
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ビット・エラー・レート(BER)とジッタ 

式 1では、トータル・ジッタがビット・エラー・レートの関数であることが示されています。 この関係はジッタがシステムのビット・エ
ラー・レートに与える影響に基づいています。 ビット・エラー・レートはノイズなど、システムの他のパラメータによっても影響を受
けるため、BERとジッタが同じであると見なすのは正しくありません。 式 1で示されているのは、ジッタの持つビット・エラー・レー
ト全体に対する影響力の度合いです。 図 6で示したように、ビット・エラーが発生するのは、セットアップ/ホールド時間にデータ
信号の状態が変化する(トランジションが発生する)ときです。 ジッタにはランダムな成分が含まれるため、トランジションの時間位
置は一定の範囲を超えた値に変化する場合があります。 トランジションが長くなるほど、変化の範囲が大きくなります。 ここで、
データ信号の各トランジションをビット値の変化であると考えると、不適切な時間位置(セットアップ/ホールド・ウィンドウの外側)で
のトランジションによって、ビット・エラーが発生します。 このイベントの発生率は、ジッタがビット・エラー・レートに与える影響力に
等しくなります。 トータル・ジッタには一定の値を超えない信頼区間が存在しており、それが(1-BER)の意味するところです。 一
般的には、多くの仕様では「ビット・エラー・レート」という用語は以上のような意味で使用されており、ジッタの信頼区間を表してい

ます。 

EyeBERが BERと異なる点は、eyeBERの場合は Qファクタから算出されており、S/N比に基づいて鋳るという点です。BER
はジッタ測定に基づいています。 

トータル・ジッタ 

図 8. サンプリング・クロックの時間 t以降にデータ・エッジが発生する確率。 分布の平均値はゼロで、完全対称を表します。 

 
トータル・ジッタとは、クロック信号またはデータ信号のピーク・ツー・ピーク・ジッタのうち、指定された信頼区間内にある(1-BER
に等しい)ものを意味します。 正規分布されたジッタの PDFの例を図 8に示します。 PDFからトータル・ジッタを求めるには、ジ
ッタが一定の値 tを超える確率を評価する必要があります。 そのためには、時間 tから+∴までの PDFを積分することによって、
その時間以降にエッジが発生する累積確率を計算します。 t > 0と t < 0の 2つの区間で別々に PDFを積分することによって、t
のすべての値における確率を計算することができます。 図 9に示す曲線は、tより大きい(または、-tより小さい)区間でエッジが
発生する累積確率を表しています。 システム BERへのジッタの影響力は、前述したように、時間 tより大きい区間でエッジが発
生する確率によって表されます。 BERがジッタから受ける影響力を一定の値より確実に低くするには、指定した時間値より大き
い(または、小さい)区間でエッジが発生する確率が目的のビット・エラー・レートと等しくなるような、正または負の値 tを選択する
必要があります。 これらのジッタ値を測定するには、ビット・エラー・レートの水平ラインとトータル・ジッタ曲線が交差する点を求
める必要があります。 これらの 2つのポイント間の水平空間がトータル・ジッタになります。  

図 9. トータル・ジッタ曲線。 この曲線の縦軸の値は、水平軸で表されるある時間に発生するデータ・トランジションの確率を表し
ています。 水平軸の中心点は 0psになります。 垂直レベルに配置された 2つのマーカーは 10 e-12のビット・エラー・レートに
対応しており、この 2つのポイント間の水平距離がそのビット・エラー・レートにおけるトータル・ジッタになります。 
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図 10. バスタブ曲線は、図 9のトータル・ジッタ・カーブを 1つのユニット・インターバルに再スケーリングし、トータル・ジッタ・カー
ブの右側を 0UIにセンタリングし、左側を 1UI(バスタブ曲線の左側と右側)に配置します。 

 
トータル・ジッタを表示する一般的な方法は、ビット間隔内のサンプリング位置の関数としてビット・エラー・レートをプロットするこ

とです。 このような曲線は、一般的には「バスタブ曲線」と呼ばれ、トータル・ジッタ曲線を 1つのビット間隔(UI)にスケーリングす
ることによって得られます。 バスタブ曲線の右半分はトータル・ジッタ曲線の左半分から取られ、左半分はトータル・ジッタ曲線の
右半分から取られます。 図 9のトータル・ジッタ曲線に対応するバスタブ曲線を図 10に示します。 

PDFの推定 



 

234 

トータル・ジッタを測定するには、ジッタの確率密度関数(PDF)を正確に把握している必要があります。 SDAでは、タイム・インタ
ーバル・エラー(TIE)測定値のヒストグラムを作成することによってジッタの PDFを測定します。 このヒストグラムでは、各ビンで
区切られた時間間隔内で発生するエッジの数をカウントすることによって、PDFを大まかに把握できます。 1012のようなきわめ
て低いビット・エラー・レートでジッタの影響力を正確に測定するには、ヒストグラムには 1016分の 1以下の個体数から成る測定
結果が含まれている必要があります(つまり、一定の値において、1016個中に TIE測定値が 1つだけ存在するような場合)。 こ
のような数のデータ・トランジションを観測するには、3 Ｇb/sの速度で約 38日間の時間が必要になります。 そのような数のエッ
ジの測定は明らかに現実的ではありません。  

図 11: 測定されたＴＩＥ値のヒストグラムは、10%以下および 90%以上のビンに対して曲線をフィットさせることによって推定され
ます。 ヒストグラムの対数を使用して、プロセスを二次曲線にフィットさせるように簡略化します。 

 
図 12: 測定されたＴＩＥヒストグラムの対数が、推定された曲線(黄色)に重ねて表示されています。 推定された曲線では、プラス
側マイナス側のすそ野のヒストグラムのビンに二次曲線をフィットさせています。 

 
サンプル数の多いデータを使用して推定するには、まず小さなデータ・セットで推定します。 TIE計測値のヒストグラムを推定す
る場合は、ヒストグラムのプラス側とマイナス側のすそ野におけるジッタのランダムな特性を使用して、10%以下および 90%以
上のビンを推定します。 分布の中央部分ではデタミニスティック・ジッタが優勢ですが、すそ野部分(両端に広がる部分)では完全
にランダム・ジッタになります。 ジッタ範囲を拡大するに従って、これらの範囲内のビンは正規分布に従うようになり、個体数は
exp(-t2)で減少します。 ヒストグラムの対数をとると、この関係が二次式になります。そのため、ジッタのヒストグラムの対数の両
端に二次曲線をフィットさせることによって、簡単に推定することができます。 推定されたヒストグラムを使用して前述したトータ
ル・ジッタ曲線を計算し、すべてのビンの個体数の総計が 1になるように正規化します。 前述した積分の解は、推定されたヒスト
グラムのビンを合計することによって求めることができます。 

Rj と Djを分離する 2つの方法 
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トータル・ジッタ曲線は、Rjおよび Djの振幅を見積もるための基礎となります。 トータル・ジッタ曲線はテスト対象の信号から直
接導き出されるため、その値は特定のビット・エラー・レートにおけるジッタを最も正確に表現した情報であると言えます。 ランダ
ム・ジッタとデタミニスティック・ジッタを分離するには、基本的には 2つの方法が考えられます。 最初の方法では、BERの減少
に伴って増加するトータル・ジッタをモデリングする方法で、有効なジッタのパラメータである Rjeおよび Djeを使用します。 これ
らの値は、低いビット・エラー・レートにおいても通常と同質のトータル・ジッタ・モデルを提供しているという意味において、「有効

(Effective)」であると考えられます。 まず、トータル・ジッタ曲線を作成し、減少する BERの関数としてのトータル・ジッタの増加を
プロットします。 誤差が最小になるような Rj(スロープ)と Dj(インターセプト)を選択することによって、式 1で記述された曲線を測
定された曲線にフィットさせます。  

2番目の方法は、測定されたデータに Rjおよび Djをフィットさせる方法で、デタミニスティック・ジッタを直接(Direct)測定すること
に基づいています。 ランダム・ジッタは、この値とトータル・ジッタ曲線から測定された特定のビット・エラー・レートにおけるトータ
ル・ジッタとの差分になります。 この方法を使用すると、選択したビット・エラー・レートで測定されたトータル・ジッタに関しては正
確に一致しますが、このレベル以下のビット・エラー・レートでは正確にジッタを予測することができません。 この方法を採用する
主な目的は、指定されたビット・エラー・レートにおけるトータル・ジッタ全体に対するデタミニスティック・ジッタの影響度を、より明

確にすることにあります。  

Rjと Djを測定するそれぞれの方法では、標準偏差および図 7で示した分布のガウス曲線間のインターバルについては、異な
る値が算出されます。 ただし、特定のビット・エラー・レートにおけるトータル・ジッタの値はどちらの分布でも同じになります。 

有効なランダム・ジッタとデタミニスティック・ジッタ 

ジッタの有効成分としての Rjeおよび Djeは、測定時間の延長またはビット・エラー・レートの減少に伴う測定されたトータル・ジ
ッタの変化に適合する、式 1の最適な解(値)を表すパラメータです。 与えられたビット・エラーレートにおけるトータル・ジッタは、
トータル・ジッタ曲線の幅を測定することによって求められます。 ビット・エラー・レートの減少に伴って変化するトータル・ジッタ値
をプロットすることが可能で、図 13でそれを示しています。 左のグラフの垂直軸はビット・エラー・レートの対数を表しています。 
分布のすそ野部分ではジッタはガウス分布の特性を表しており、右のグラフにおける上側の曲線に見られるように、トータル・ジ

ッタは BERの対数に従ってほぼ線形的に増加しています。 式 1の関数 N(BER)は、1-BERに等しい、与えられた信頼区間に
おける変動を伴う標準正規分布の幅を表します。 右グラフの下側の曲線は、ほぼ線形である BERの対数に従って N(BER)が
変化する様子を示しています。 下側の曲線が上側の曲線に重なるように、Rjeおよび Djeの値を選択します。 式１に見られるよ
うに、Rjeはスロープを表すパラメータであり、Djeはインターセプト・ポイントを調整するパラメータです。 

図 13. 左側のトータル・ジッタ曲線の値 Tjnによって、BERによるトータル・ジッタの変化を表しています。 右図の上側の線では
これらの値とビット・エラー・レートとの関係を示しており、下側の線では BERに対する標準正規分布関数 N(BER)の変化を示し
ています。 2つの曲線が重なるよう Rjeおよび Djeの値が選択されます。 

 
この方法を使用してジッタを計算すると、式 1によってシステムにおけるトータル・ジッタの変化をビット・エラー・レートの関数とし
て正確にモデリングできます。 システム・アプリケーションでジッタ・マージンを計算する場合には、このモデルが特に有効です。  

デタミニスティック・ジッタの直接測定 

デタミニスティック・ジッタの特性を完全に分析するには、データ信号が有限な時間区間と交差する時間のスレッショールドを測定

します。 デタミニスティック・ジッタには、周期性ジッタとデータ依存ジッタの 2種類があります。 

データ依存ジッタは、データ・パターンに依存するシステムの影響によって発生します。 データ依存ジッタの一般的な発生源は、
シリアル・データが送信されるチャンネルの周波数レスポンスです。 この場合、(101010…のようなパターンなど)トランジション数
の多いデータ・パターンには、(11001100…など)トランジション数の少ない場合よりも、スペクトルには高い周波数が含まれます。 
高い周波数のデータ・パターンは、低い周波数のパターンに基づいて減衰され位相変換されます。 さらに、データ依存ジッタで
はデータ・ビットの立ち上がり時間と立ち下がり時間も異なる場合があります。 受信側の検出スレッショールドは、通常 50%の振
幅幅("1"レベルと"0"レベルの中間)に設定されているため、立ち上がり時間と立ち下がり時間が異なるとジッタが生成されます。 
このようなジッタは、デューティ・サイクル歪み(DCD)と呼ばれます。  

SDAでは、特許出願中の方法を使用して、さまざまな状態のデータ依存ジッタを測定します。 この方法では、波形内のビット数
の履歴を使用して、特定のビットがトランジションに与える影響を判断します。 ユーザが選択したビット数(3から 10まで)を使用
して測定します。 捕捉された波形は、選択されたビット数のサイズを持つセグメント単位に処理されます。 たとえば、5ビットを選
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択した場合は、5UIの長さを持つセグメントが検査されます。 各セグメントについて、5ビットの値が決定され、同じ値を持つ 5ビ
ットのグループごとに平均化されます。 波形全体がスキャンされると、最大 32個の波形(5ビットの場合)が作成されます。 この
アベレージング処理によって、セグメントからはすべてのランダム・ジッタ、ノイズおよび周期性ジッタが取り除かれます。 各セグ
メントの最初のトランジションを重ね書きし、最後のビット(この場合は 5番目のビット)へのトランジションの相対時間を測定するこ
とによって、波形セグメントがオーバーレイされます。  

図 14. DDj(データ依存ジッタ)の測定手順。 データ・ストリームの各パターンごとに平均化されたセグメントが、最初のデータ・トラ
ンジションを重ね書きすることによって、オーバーレイされます。 上図の曲線では、最後から 2番目のビットと右側にある最後の
ビット間のすべてのトランジションが示されています。 選択したスレッショールド・レベルでの交差ポイントの幅を調べることによっ
て、DDjが測定されます。 

 
周期性ジッタを測定するには、TIE値のトレンドのスペクトルを調べます。 データ・ストリームの各エッジについて、タイム・インタ
ーバル・エラーを測定します。 "1"レベルと"0"レベルが連続するときのように、エッジが存在しない場合には、データ・トランジショ
ンの予定時間にエッジが挿入されます。 挿入されたエッジはそのデータ速度について最適な位置に配置されるため、ジッタがさ
らに増加することはありません。 TIEのトレンドは連続的であるため、スペクトルを計算することができます。 周期性ジッタは、ス
ペクトル成分からデータ・パターンの反復周波数とそのハーモニックスを除外した、すべての成分の和になります。 

デタミニスティック・ジッタを算出するには、周期性ジッタ(Pj)とデータ依存ジッタ(DDj)の成分を加算します。 ランダム・ジッタを算
出するには、式 1を使用して、特定のビット・エラー・レートにおけるトータル・ジッタから測定したデタミニスティック・ジッタを差し
引きます。  

  

各モデルの比較 
図 15のグラフでは、両方の方法を使用した測定値のバスタブ曲線を示しています。 このグラフを見ると、Rjと Djの測定に
"effective"と"direct"の 2つの方法を使用する理由が明確になります。 どちらの方式を使用した場合も、指定の BER(このケー
スでは 10-12)におけるトータル・ジッタ測定値は同じになりますが、他の BER値での Tjの値は異なります。 "effective"な測定
法の場合、BERが 10-10以下という範囲ではよくフィットし、非常に正確にトータル・ジッタを予測することができます。 "direct"な
測定法では、トータル・ジッタは BERが指定のレベル以下のときには小さく見積もられ、指定のレベル以上のときには大きく見積
もられます。 "effective"測定法では、高いビット・エラー・レートでジッタが小さく見積もられることに注意してください。 図 15には、
3つの曲線が示されており、それぞれ測定された信号に基づくバスタブ曲線(青い曲線)、Direct測定法による Hj(BER)(赤い曲
線)、そして Effective測定法による Hje(BER)(緑の曲線)になります。 

図 15. 青い曲線は、測定された TIE ヒストグラムの推定に基づくジッタのバスタブ曲線を示しています。 赤い曲線と緑の曲線は、
それぞれ Direct測定法による Dj と Effective測定法を使用して見積もられたバスタブ曲線を示しています。 Direct測定法を使
用した場合には、計算された時点の BER以下のレベルでは、トータル・ジッタが小さく見積もられることに注意してください。 
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ビット・エラー・レート 

SDAでは、波形をサンプリングするための再生されたクロックとユーザ指定のスレッショールド・レベルを使用して、捕捉したビッ
ト・ストリームで直接ビット・エラー・レートを測定します。 データは NRZであると仮定されているため、高いレベルは"1"、低いレ
ベルは"0"であると解釈されます。 このプロセスによってデコードされたビット・ストリームは、ユーザ定義された既知のパターンと
ビットごとに比較されます。 計測器には受信したパターンのビットに関する情報が何も存在しないため、検索アルゴリズムを使用
して、一致するパターンが出現するまで受信したデータに対して既知のパターンをシフトします。 既知のパターンのシフトによっ
て半数以上のビットが正しくなったときに、パターンが一致したと判断されます。 ビット・エラー・レートが 50%を超える場合、また
は間違ったパターンが選択された場合には、パターンの一致を見出すことはできません。 この場合、ビット・エラー・レートは 0.5
となり、ビットの半分がエラーということになります。これはもちろん、最悪のケースを表します。 

ビット・エラー・マップ 

ビット・エラー・マップを使用すれば、さらに詳細なレベルのデバッグが可能です。 この画面は、信号に存在している可能性のあ
るフレームを基準にした、データ・ストリーム中のビット・エラーを表示したものです。 フレームに関してはいくつかのオプションを
設定することができます。 データ信号の一般形式を示します。 

ヘッダ部分は固定パターンであり、どのパターンにも設定することができます。 ヘッダを設定する場合は、1個以上のバイトであ
る必要があります。 ソフトウェアによってヘッダが検索され、ヘッダ間のビットをフレームとして扱います。 各フレームは x-yマップ
のピクセル線として表示され、連続するフレームが直前のフレームの下にラスタ・イメージのように表示されます。 ビット・エラー
はデータ・ストリームのペイロード・セクションにおいてのみ判断されます。  

フレームはヘッダを持たない指定したビット数によっても定義できます。 この例としては、特定の長さ、たとえば 127ビットの擬似
ランダム・ビット・シーケンス(PRBS)があげられます。 この場合、フレーム・サイズを 127ビットに設定すると、エラー・マップの各
ラインにこのシーケンスが繰り返し表示されます。 ビット・エラーは淡色、非エラー・ビットは濃い青で表示されます。 ビット・エラ
ーをフレーム単位で表示することによって、パターン依存エラーがエラー・マップ内に明るい色の垂直線で表示されるため、はっ

きりと確認することができます。 

図 16. ランダム・エラー(白い方形)を含む 127ビット・パターンのビット・エラー・マップ 
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図 17. パターン依存エラーを含む 127ビット・パターンのビット・エラー・マップ 
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DDA 

DDAのフロント・パネル上のコントロール 

DDAのフロント・パネルは X-Streamの他の DSOのフロント・パネルと似ていますが、デフォルトのセットアップ・ボタンの代わり

に[DRIVE ANALYSIS ドライブ解析]ボタン があります。 

[ドライブ解析]ボタンを押すと、[Drive Analysis ドライブ解析]セットアップ・ダイアログが表示されます。 

デフォルトのセットアップを DDAに読み込むには、フロント・パネル上の[SAVE/RECALL 保存/呼び出し]ボタンを押した後、
[Recall Setup セットアップの呼び出し]タブを選択して[Recall Default Setup デフォルト・セットアップの呼び出し]ボタンをタッチ
します。 

注意：メニュー・バーの[File ファイル]をタッチし、プル・ダウン・メニューから[Recall Setup... セットアップの呼び出し]を選択する
方法もあります。 

X-Streamのフロント・パネル上のコントロール 

ドライブ解析の概要 

チャンネル・エミュレーションのセットアップ 

アナログ比較のセットアップ 

ノイズ解析のセットアップ 

ディスク・トリガのセットアップ 

ズームのセットアップ 

 

 

DDA仕様 

追加された DDA トリガ 
セクタ・パルス: インデックスの後の n番目のセクタ・パルス(1から 50)でトリガします。インデックス、セクタ・パルス極性、および
セクタ・パルス番号を選択できます。 

サーボ・ゲート: インデックスの後の n番目のサーボ・ゲート、およびそれ以降は m番目ごとにトリガします。インデックスおよび
サーボ・ゲート極性を選択できます。 

位置エラー信号(PES)トリガ: 位置エラー信号(PES)が調整可能な電圧領域を超えた場合にトリガします。クオリファイアとしてサ
ーボ・ゲートを選択できます。 

リードゲート・トリガ: 調整可能なセクタ IDフィールド長(100 nsから 50 µs)より長いリードゲートでトリガします。 

 

ディスク・ドライブ解析パッケージ(DDM2) 
このパッケージは、ディスク・ドライブ・パラメータ測定を提供し、ディスク・ドライブ波形解析を実行するために、演算機能と関連付

けます。 

• ディスク・ドライブ・パラメータ: 

振幅シンメトリ 

自己相関 

ローカル・ベース 

ローカル・ベースライン・セパレイション

ローカル最大 

ローカル最小 

ローカル番号 

ローカル・ピーク・ツー・ピーク 

ローカル・タイム・オーバー・スレッショールド 

ローカル・タイム・トローフ・ピーク 

ローカル・タイム・アンダー・スレッショールド 

ナロー・バンド・フェーズ 

ナロー・バンド・パワー 

非線形トランジション・シフト 

オーバーライト 

パルス幅 50 
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イベント間ローカル・タイム 

ピーク間ローカル・タイム 

トローフ間ローカル・タイム 

最小値でのローカル・タイム 

最大値でのローカル・タイム 

ローカル・タイム・ピーク・トローフ 

パルス幅 50- 

パルス幅 50+ 

分解能 

トラック平均振幅 

トラック平均振幅- 

トラック平均振幅+ 

• 相関関数 

• 最大 100万イベントのトレンド(データロガー) 

• 19のヒストグラム・パラメータの追加、最大 20億イベントまでヒストグラムが拡張 

 

自動化された DDA測定 

ACSN 

ローカル・ベース 

ローカル・ベースライン・セパレイション 

ローカル最大 

ローカル最小 

ローカル番号 

ローカル・ピーク・ツー・ピーク 

イベント間ローカル・タイム 

ピーク間ローカル・タイム 

トローフ間ローカル・タイム 

最小値でのローカル・タイム 

最大値でのローカル・タイム 

ローカル・タイム・ピーク・トローフ 

ローカル・タイム・オーバー・スレッショールド

ローカル・タイム・トローフ・ピーク 

ローカル・タイム・アンダー・スレッショールド 

msnr 

m_to_r 

NLTS 

ナロー・バンド・フェーズ 

ナロー・バンド・パワー 

オーバーライト 

パルス幅 50 

パルス幅 50- 

パルス幅 50+ 

分解能 

rsnr 

トラック平均振幅 

トラック平均振幅- 

トラック平均振幅+ 

 

高機能ディスク・ドライブ・アナライザ分析 

• ヘッド・フィルタ/イコライザー・エミュレーション 

• チャンネル・エミュレーション 

• SAMヒストグラム 

• SAM値のプロット 

• PESランアウト分析 

• アナログ比較 

• 相関 

• トレンド 

• ヒストグラム 
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ドライブ解析の概要 

DDAのチャンネル解析機能を通じて克服できる問題 
ディスク・ドライブのエンジニアは、チャンネルを解析してデータ・エラーの発生箇所や発生理由を調べるにあたって、様々な問題

や障害に直面しています。DDAのチャンネル解析機能を利用すれば、それらの問題や障害を克服することができます。 

統合・同期の欠如 

最初の問題は、データ・エラーの検出に使用するコンピュータ間、またはチャンネル信号の解析に使用するオシロスコープ間の

統合・同期が欠如していることです。したがって、エラーが発生したときにそのエラーの原因となった信号を捕捉するのは非常に

困難です。反復的なエラーについてはエラー信号を捕捉して検証できますが、一時的なエラーについては、適切なタイミングでエ

ラー信号を捕捉するのはほとんど不可能です。 

セクタ情報が不明 

もう 1つの問題は、特定のセクタに書き込まれたデータが明確に分からないことです。また、基準信号が利用できないため、特
定のセクタのどこでエラーが発生したのかが正確には判定できません。エラーの発生したデータ・セットを確定するには、問題の

セクタにデータを再度書き込む方法が考えられますが、同じエラーが再現される保証はありません。ほとんどの場合は、エラー

のあることが明確に分かっているセクタにデータを書き込むのが最後の手段になります。 

複雑な PRML信号 

もう 1つの問題は、PRML(Partial Response Maximum Likelihood)チャンネルのヘッド信号を解析して問題箇所と利用可能な
マージンを確定することによって、エラーの発生を防止するのが困難であることです。PRMLチャンネルのヘッド信号は波形の形
状が複雑であるため、人間の目による解析が非常に困難または不可能です。そのため、通常、オシロスコープによる PRMLヘ
ッド信号の解析は、全般的な異常状態（大きな温度変異、持続時間のドロップアウトなど）の検出に限定されます。さらに、PRML
信号の処理過程は極めて精緻であるため、目に見える異常状態があってもエラーが発生するとは限りません。 

作業時間と作業負荷 

最後の問題は、セクタ内のデータが複雑かつ大量であるため、信号データをスクロールして信号位置を視覚的に検証するのに

長い時間と大きな作業負荷がかかることです。特に、PRMLチャンネル関連のシグナル・インテグリティ（クォリティ）の劣る順に
表示された信号領域データの解析よりも、時シーケンスの順序で表示された信号領域データの解析のほうに問題があります。 

DDAの統合環境では、チャンネル解析機能によってヘッド信号が統合的に解析されます。DDAは上記のような問題や障害を
克服するように設計されており、ヘッド信号を同期的に捕捉・解析する機能を持つ強力なツールを利用することができます。 

 

チャンネル解析機能の概要 
DDAのチャンネル解析機能では、チャンネルを通じてデータを処理している途中でも、チャンネル・データのクォリティやエラーを
解析することができます。それ以外にも、次のような機能があります。 

• 3dBのカットオフとブーストを自動または手作業で設定してヘッド信号のフィルタリングや表示を行う。 

• 表示対象の信号セクションをバイト数によって指定する。 

• PRMLのターゲット水準をヘッド信号トレースの上に表示して、ヘッド信号のクォリティを視覚的かつ直感的に表す。 

• PRMLの観点から信号整合性（クォリティ）が最も劣るヘッド信号位置を確定し、その信号位置におけるクォリティを計
量化して、クォリティの低い順にヘッド信号位置と各エラーのバイト数を表示する。 

• 2つのヘッド信号の差異が最も大きい領域を確定し、そのような差異の発生するバイト位置と差異の量に関するベン
チマークを設定する。 

チャンネル解析機能は、次の 2種類の基本モードで利用することができます。 

• チャンネル・エミュレーション 

• アナログ比較 

各モードのセットアップ手順はほとんど同じであるため、同じチャンネル・セットアップ・メニューが使用されます。そのため、セット

アップ情報を再定義しなくても、2つのモードを相互に切り替えることができます。 

 

チャンネル・エミュレーション 
通常、PRMLチャンネルのヘッド信号を解析するときは、クォリティが低い信号位置を検出し、PRMLチャンネルにとって最も問
題のある信号を確定することが重要になります。 
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チャンネル・エミュレーション・モードを使用すると、PRMLチャンネルの観点から PRMLヘッド信号を解析することができます。こ
のモードでは、信号均等化、自動ゲイン調整(AGC)、PLL、サンプリング、ビタビ(Viterbi)検出などの技法を通じて、PRMLチャン
ネルの処理がエミュレートされます。 

チャンネル・エミュレーションでは、個々の PRMLサンプルごとに、信号の SAM （Sequenced Amplitude Margin：系列振幅マー
ジン）クォリティに関するベンチマークが設定されます。SAMの値が低くなるほど、ドライブ・チャンネルを通じて各サンプル用の
適正なデータ値を生成することが困難になり、マージンの量が減少します。SAMの値がゼロ未満である場合は、各サンプルにと
って適切なデータ値が選択されません。 

PRML信号の特長として、サンプリング時に信号サンプルが満たす必要のあるターゲット水準が設定されていることが挙げられ
ます。たとえば、PR4信号のターゲット水準は 10～1に設定されています。このターゲット水準を満たすために、DDAのチャン
ネル・エミュレーションでは、3dBのカットオフとブーストを自動または手作業で設定してヘッド信号を均等化し、均等化した後の
信号を表示します。PRML信号は波形の形状が複雑であるため、均等化されたヘッド信号を検証するほうが効率的です。 

波形サンプル値と PRMLターゲット水準との差異は、PRML信号のクォリティを示す主要な指標になります。チャンネル・エミュ
レーションでは、均等化されたヘッド信号トレースの上に PRMLターゲット水準が表示されるため、ヘッド信号のクォリティを視覚
的かつ直感的に把握することができます。その結果、明白な異常状態（大きな温度変異、持続時間のドロップアウトなど）を検出

するだけではなく、ヘッド信号をより詳細に解析できるようになります。 

また、チャンネル・エミュレーションでは、次のような強力な機能を利用して様々な観点からヘッド信号を解析することができます。 

• 自動スクロール機能を利用して、従来のタイム・シーケンス・モードでヘッド信号をスクロールすることができます。面

倒な手作業を行わなくても、指定した方向に任意の速度で信号をスクロールすることが可能です。 

• ヘッド信号のどのセクションを表示するのかをバイト数によって指定することができます。特定のバイト位置にデータ・

エラーのあることが分かっている場合は、この機能が特に便利です。 

• SAM値の劣る順序でヘッド信号を表示することができます。通常、クォリティの最も低い領域が詳細な解析の必要な
関心領域となるため、この機能はきわめて実用的です。 

チャンネル・エミュレーションを使用するときは、操作モードとして、基準信号の有無および Stop On SAM（SAM基準停止）モー
ドのオン/オフを選択することができます。 

 

基準信号の使用 
基準ヘッド信号を使用することには、主に 2つのメリットがあります。最初のメリットは、解析対象のヘッド信号を基準信号と比較
して、波形の異常形状を効率的に検出できることです。DDAではヘッド信号と基準信号の両方が均等化されます。また、異なる
スピンドル速度（最大 1%）で 2つのヘッド信号が捕捉された場合でも、表示対象のヘッド信号を SAM値に基づいて選択すると
きに、2つのヘッド信号の位置を自動的に合わせることができます。 

2番目のメリットは、SAM計算においてゼロ未満の値をテスト条件として設定し、データ・エラーの発生する可能性を示唆できる
ことです。基準信号を使用しない場合は、特定のサンプルでエラーが発生するかどうかを予測できず、特定のサンプルについて

1または 0のデータ値を選択するときに、ビタビ検出器の信頼水準（SAM）を設定できるだけです。その場合、最小信頼水準は
「SAM値＝0」です（この SAM値は、選択された値が信頼できないことを示します）。基準信号を使用すると適正なデータを選択
できるため、ゼロ未満の SAM値を検出することができます。ゼロ未満の SAM値は、信号のクォリティが低すぎるため、DDAの
ビタビ検出器によって適正なデータが選択されないことを示します。 

 

Stop On SAM（SAM基準停止）モード 
チャンネル・エミュレーションで選択できる 2番目の操作モードは、Stop On SAM（SAM基準停止）モードです。このモードを選
択すると、純粋に SAM値に基づいて PRML信号のクォリティがテストされるモードに DDAが移行します。このモードでは、ユー
ザーが指定した水準以下の SAM値を持つ PRML信号が見つかるまで、ヘッド信号の捕捉と解析が続行されます。SAMスレッ
ショールドの条件に抵触する PRML信号が見つかると、捕捉が停止されます。この時点で、ユーザーは、SAMスレッショールド
を下回った信号位置を直接表示することができます。間欠的なエラーを検出するときは、このモードを使用するのが特に有効で

す。 

 

アナログ比較機能 
検査を要するヘッド信号位置がヘッダ・セクションであったり、PRML 以外のデータ・セクションであったりする場合がよくあります。
それらの信号セクションと基準信号を比較すれば、エラーの発生箇所に関して視覚的な手掛かりが得られます（アナログ比較）。

ただし、アナログ比較機能を利用する前に、下記のような問題に対処しておく必要があります。 

最初に、スピンドル速度の違いのために、基準信号とヘッド信号の時間軸が異なる可能性があります。時間軸が異なる場合は、

2つの信号の位置合わせと比較が困難になります。 

2番目に、2つの信号の差異が小さすぎて明確に識別できない場合があります。特に、比較対象の信号が長いときは、この問題
が発生しやすくなります。 
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3番目の問題は、エラーが一時的で再現性がない場合の対処方法です。 

通常、これらの問題に対処するには、スピンドル速度の違いを補正して 2つの信号の差異を正確に検出する自動比較技法が必
要です。エラーが一時的（間欠的）である場合は、特定のスレッショールドより大きい差異が検出されるまで、比較処理を継続的

に実行する必要があります。アナログ比較（Analog Compare）機能はこれらの要件を十分に満たす技法です。 

アナログ比較機能では、基準信号として使用するヘッド信号を指定すると、その基準信号がメモリに格納されます。2つの信号
間の最大許容差異を設定すると、2つの信号の位置が自動的に調整された後、信号間の差異が測定されます。また、差異箇所
の個数がカウントされ、後で詳しく検証できるように、個々の差異箇所のバイト位置が記録されます。最大 100箇所の差異を記
録して、差異の大きい順に並べることができます。 

アナログ比較機能は、エラーを検出するための一般的なテスト方法として、ヘッド信号を含むほとんどすべての信号に適用する

ことができます。 

アナログ比較の一般的な手順 

1. DDAによって解析する入力信号を定義する: 特定の入力チャンネルやメモリなど、解析対象とする入力信号と信号ソ
ースを[Channel Setup チャンネルのセットアップ]ダイアログで定義します。ヘッド信号のどのセクションを解析対象と
するのかを指定することもできます。 

2. チャンネル解析に適した信号特性を設定する: 個々のチャンネル解析方式ごとに特定の信号特性（ビット・セル時間、
符号化率、PRMLタイプなど）を設定する必要があります。 

3. チャンネル解析方式を選択する: 構成上の必要条件は、選択したチャンネル解析方式に応じて異なります。詳細につ
いては、『Disk Drive Analyzer Reference Manual』のドライブ・チャンネル解析に関する章を参照してください。 

4. チャンネル解析方式を構成して有効にする: チャンネル解析方式を選択したら、その解析方式を構成して有効にする
必要があります。 

5. DDAによって検出されたエラーを分析する: ヘッド信号の領域のうち、DDAによってクォリティが低いと判断された信
号領域または基準信号と差異のある信号領域を分析します。チャンネル解析方式として Stop On SAM（SAM基準
停止）モードのチャンネル・エミュレーション、またはアナログ比較を選択した場合は、ユーザーが指定したスレッショー

ルドを越える信号セクションが表示されます。どの信号セクションもスレッショールドを越えない（エラーが検出されな

い）場合は、エラーが発生するまで、スレッショールドを調整する必要があります。 

ヘッド信号のフィルタリング 

サーボ・ヘッド信号の測定または視覚解析を行うときは、最初にサーボ・ヘッド信号をフィルタリングしてノイズを取り除くほうが適

切です。また、サーボ処理システムにブースト機能がある場合は、表示/測定されたヘッド信号にブーストを追加するのも効果的
です。こうすると、サーボ処理システムによってヘッド信号が認識されると同時に、その信号を解析することができます。 

DDAのサーボ解析機能では、3dBのカットオフ、ブースト、群遅延を設定できるほか、付属のフィルタを使用して任意のサーボ・
ヘッド信号の表示または測定を簡単に行うことができます。 

アナログ比較 

たとえば、ウェッジ信号のエラーを検出するときにも、ヘッド信号のチャンネル解析の場合と同様の複雑な問題が発生します。こ

れらの問題にもアナログ比較機能を適用することができます。 

ノイズ解析 

ディスク・ノイズ・パラメータを使用すると、メディア SN比(msnr: media signal-to-noise ratio)、残留 SN比(rsnr:residual signal-
to-noise ratio)、メディア残留 SN比(m_to_r: media to residual signal-to-noise ratio)という 3種類のパラメータを測定すること
ができます。これらのパラメータは、ビタビ入力サンプルの平均値の分布に基づいて計算されます。 

• メディア SN比(msnr)は、任意の単一周波数、セクタ基準のデータ・パターンに適用することができます。単一周波数
データは、ピーク（極大）、ゼロ交差点、谷（極小）でサンプリングされます。ノイズを原因として、理論上のサンプル点

からの乖離が生じる可能性があります。複数の読み取りを実行することによって、ランダムなノイズが平均化されます。

この測定値に基づき、msnrから反復的な媒体ノイズ水準を導出することができます。 

• 残留 SN比(rsnr)は、任意の単一周波数、セクタ基準のデータ・パターンに適用することができます。単一周波数デー
タは、ピーク(極大)、ゼロ交差点、谷(極小)でサンプリングされます。ノイズを原因として、理論上のサンプル点からの
乖離が生じる可能性があります。複数の読み取りを実行することによって、ランダムなノイズが計量化されます。この

測定値に基づき、rsnrから間欠的な残留ノイズ水準を導出することができます。 

• メディア残留 SN比(m_to_r)は、任意の単一周波数、セクタ基準のデータ・パターンに適用することができます。
m_to_r は msnrを rsnrで割った値です。m_to_r が 1より大きい場合は、信号がメディア・ノイズによって影響され、
m_to_r が 1より小さい場合は、信号が残留ノイズによって影響されます。 
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測定 のドライブ・パラメータ 
[Measure 測定]タブ上のボタンを使用すると、ヘッド信号に適用される測定の一般的なパラメータ（下記参照）を簡単に設定する
ことができます。 

• トラック平均振幅(TAA: Track Average Amplitude)、PW50 

• 非対称振幅(Amplitude Asymmetry)、PW50+、PW50、ベースライン分離(Baseline Separation)、TAA 

• 自己相関 S/N(信号対ノイズ)比 (ACSN) 

• 非線型トランジション・シフト (NLTS) 

• ジッタ (period at level) 

 

 

チャンネル・エミュレーションのセットアップ 

ドライブ解析のセットアップ 

1. DDAのフロント・パネル上の[ドライブ解析]ボタン を押します。 ディスク・ドライブ・ダイアログが表示されま
す。 

2. [ドライブ解析] タブをタッチします。 

3. [チャンネル・エミュレーション] ボタンをタッチします。 [チャンネル・エミュレーション]チェック・ボックス、ボタン、データ
入力フィールドが表示されます。  

4. [Head Signal ヘッド信号]フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・メニューから信号ソースを選択します。 選択でき
る信号ソースは、チャンネル入力 C1-C4、演算トレース F1-F8、メモリ M1-M4、基準信号（Reference）です。 基準信
号の使用に関するガイドラインは、「基準信号を使用するチャンネル・エミュレーション」および「基準信号を使用しない

チャンネル・エミュレーション」を参照してください。 

5. [Trace On トレースを有効にする]チェック・ボックスをオンにして、ヘッド信号を有効にします。 

6. [Read Gate リードゲート]フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・メニューからソースを選択します。 選択できるソ
ースは基準信号（Ref）と noneです。 リードゲート 

7. リードゲートのソースとして none以外の値を選択した場合は、[Gate Polarity ゲート極性]フィールドの内部をタッチ
し、正または負の極性を選択します。 

8. ヘッド信号と基準信号を比較する場合は、[Compare to Reference 基準信号と比較]チェック・ボックスをオンにして、 
[Store Reference 基準信号を保存]ボタンをタッチします。 

9. 事前に指定した SAMスレッショールドを信号値が下回ったときに捕捉を停止する場合は、[Stop on SAM SAM基
準停止]チェック・ボックスをオンにします。 Stop on SAM(SAM基準停止) 

10. [SAM Threshold SAMスレッショールド]データ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップ数値キーパッドを使用
して、0～2の値を入力します。 「PRMLチャンネル・エミュレーション」の「SAM」 を参照した後、[戻る]ボタンをタッチし
て、このステップを完結させてください。 

11. MLマーカを表示する場合は、[Show ML Markers MLマーカ表示]チェック・ボックスをオンにします。 MLマーカ 

12. レベル・マーカを表示する場合は、[Show Level Markers レベルマーカ表示]チェック・ボックスをオンにします。 レベ
ル・マーカこのマーカは、捕捉された PRML信号の振幅に基づいて計算された PRMLレベルの垂直位置（画面の中
心におけるレベル）を示します。 

13. 開始時間と終了時間を指定する場合は、[Specify Region 領域指定]チェック・ボックスをオンにします。 （リードゲー
トを使用しないときは、この領域指定が必要になる場合があります。 その場合、解析対象領域は VCO同期のプリア
ンブルから開始しなければなりません。） 次に、[Start 開始時間]データ入力フィールドと[End 終了時間]データ入力フ
ィールドの内部をタッチし、ポップアップ数値キーパッドを使用して、開始時間と終了時間（-1.0 ks ～ +1.0 ks）を入力
します。 

14. ヘッド信号内の特定の位置にジャンプする場合は、[Segment セグメント]データ入力フィールドの内部をタッチし、ポ
ップアップ数値キーパッドを使用して 1～999の値を入力した後、 [Byte バイト]データ入力フィールドの内部をタッチ
し、50～50,000の値を入力します。 

15. 「最低クォリティの SAM」領域にジャンプする場合は、チャンネル・エミュレーションの実行後に[Worst Error # 最悪エ
ラー番号]データ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップ数値キーパッドを使用して 1～100の値を入力します。 
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チャンネルのセットアップ 
1. [チャンネルのセットアップ] タブをタッチします。 [チャンネルのセットアップ]ボタンとデータ入力フィールドが表示されま

す。 

2. [Signal Type 信号タイプ]フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・メニューから信号のタイプを選択します。 

3. [Code Rate 符号化率]フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・メニューから符号化率を選択します。 [Custom カ
スタム]を選択した場合は、[Custom m/n m/n指定]データ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・キーボード
を使用して m と nの新しい値を入力します。 「PRMLチャンネル・エミュレーション」の「PRML符号化」 を参照した後、
[戻る]ボタンをタッチして、このステップを完結させてください。 

4. [Adjacent Transitions (d) 隣接トランジション]フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・メニューから適切なトラン
ジションを選択します。 一般的に、PR4と EPR4では d=0; 2/3(1,7) という符号化を使用し、E2PR4では d=1 を使用
します。 

5. [Run Length Limit (k) 実行長制限]データ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップ数値キーパッドを使用して
0～99の値を入力します。 

6. [Bit Cell Time ビット・セル時間]フィールド内をタッチし、ポップアップ数値キーパッドを使用して 1.00 ns ～1.00 µs
の値を入力した後、 [Measure Bit Cell Time ビット・セル時間測定]ボタンを押します。 「PRMLチャンネル・エミュレ
ーション」の「均等化ルール」 を参照した後、[戻る]ボタンをタッチして、このステップを完結させてください。 

7. [VCO synch | data VCO同期]データ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップ数値キーパッドを使用して 1～
32の値を入力します。 

8. [Ignore Last Samples 無視する最後のサンプル数]フィールドの内部をタッチし、0～999の値を入力します。 

9. ヘッド信号をフィルタリングする場合は、[Filter head signal ヘッド信号をフィルタリング] チェック・ボックスをオンにし
ます。さらに、捕捉されたヘッド信号を自動的に均等化する場合は、[Train Filter フィルタのトレーニング]ボタンをタッ
チします。 「PRMLチャンネル・エミュレーション」の「フィルタのトレーニング」 を参照した後、[戻る]ボタンをタッチして、
このステップを完結させてください。 ヘッド信号を自動的に均等化しない場合は、下記のステップ 10～11を実行して、
手作業で均等化フィルタを設定する必要があります。 

10. [-3 dB Frequency -3dB周波数]データ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップ数値キーパッドを使用して 1.0 
MHz～800 MHzの値を入力します。 「PRMLチャンネル・エミュレーション」の「-3dB周波数」 を参照した後、[戻る]ボ
タンをタッチして、このステップを完結させてください。 

11. [Boost ブースト]データ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップ数値キーパッドを使用して 0～13 dBの値を入
力します。 「PRMLチャンネル・エミュレーション」の「ブースト」 を参照した後、[戻る]ボタンをタッチして、このステップ
を完結させてください。 

12. [Group Delay 群遅延]データ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップ数値キーパッドを使用して-30.0% ～ 
+30.0%の値を入力します。 このパラメータは「フィルタのトレーニング」機能では設定されません。詳細については、
「PRMLチャンネル・エミュレーション」の「群遅延」を参照してください。 

 

 

アナログ比較のセットアップ 

ドライブ解析のセットアップ 

1. DDAのフロント・パネル上の[ドライブ解析]ボタン を押します。ディスク・ドライブ・ダイアログが表示されま

す。 

2. [ドライブ解析] タブをタッチします。 

3. [アナログ比較] ボタンをタッチします。[アナログ比較]チェック・ボックス、ボタン、データ入力フィールドが表示されます。  

4. [Head Signal ヘッド信号]フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・メニューから信号ソースを選択します。選択でき
る信号ソースは、チャンネル入力 C1-C4、演算トレース F1-F8、メモリ M1-M4、基準信号（Reference）です。基準信
号の使用に関するガイドラインは、「アナログ比較機能」を参照してください。 

5. [Trace On トレースを有効にする]チェック・ボックスをオンにして、ヘッド信号を有効にします。 

6. [Read Gate リードゲート]フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・メニューからソースを選択します。選択できるソー
スは基準信号（Ref）と noneです。Read Gate リードゲート 

7. リードゲートのソースとして none以外の値を選択した場合は、[Gate Polarity ゲート極性]フィールドの内部をタッチ
し、正または負の極性を選択します。 



 

246 

8. [Store Head Reference ヘッド基準信号を保存]ボタンをタッチします。 

9. 開始時間と終了時間を指定する場合は、[Specify Region 領域指定]チェック・ボックスをオンにします。（リードゲート
を使用しないときは、この領域指定が必要になる場合があります。その場合、解析対象領域は VCO同期のプリアン
ブルから開始しなければなりません。）次に、[Start 開始時間]データ入力フィールドと[End 終了時間]データ入力フィ
ールドの内部をタッチし、ポップアップ数値キーパッドを使用して、開始時間と終了時間（-1.0 ks ～ +1.0 ks）を入力し
ます。 

10. ヘッド信号内の特定の位置にジャンプする場合は、[Segment セグメント]データ入力フィールドの内部をタッチし、ポッ
プアップ数値キーパッドを使用して 1～999の値を入力した後、[Byte バイト]データ入力フィールドの内部をタッチし、
50～50,000の値を入力します。 

11. [Worst Error # 最悪エラー番号]データ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップ数値キーパッドを使用して 1～
100の値を入力します。 

12. [Analog Threshold アナログ・スレッショールド]データ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップ数値キーパッド
を使用して 0 mV～1 V の値を入力します。 

 

チャンネルのセットアップ 
アナログ比較を実行する場合も、チャンネルをセットアップする必要があります。セットアップ手順は、チャンネル・エミュレーション

の場合と同じです。 

 

 

ノイズ解析のセットアップ 

1. DDAのフロント・パネル上の[ドライブ解析]ボタン を押します。ディスク・ドライブ・ダイアログが表示されま

す。 

2. [ドライブ解析] タブをタッチします。 

3. [Noise Analysis ノイズ解析]ボタンをタッチします。[ノイズ解析]チェック・ボックス、ボタン、データ入力フィールドが表
示されます。  

4. [Head Signal ヘッド信号]フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・メニューから信号ソースを選択します。選択でき
る信号ソースは、チャンネル入力 C1-C4、演算トレース F1-F8、メモリ M1-M4、基準信号（Reference）です。 

5. [Trace On トレースを有効にする]チェック・ボックスをオンにして、ヘッド信号を有効にします。 

6. [Read Gate リードゲート]フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・メニューからソースを選択します。選択できるソ
ースは基準信号（Ref）と noneです。Read Gate リードゲート 

7. リードゲートのソースとして none以外の値を選択した場合は、[Gate Polarity ゲート極性]フィールドの内部をタッチ
し、正または負の極性を選択します。 

8. [Setup for Single Frequency 単一周波数のセットアップ]ボタンをタッチします。こうすると、[Measure 測定]ダイア
ログ内で、 パラメータ P1～P3の Source1 として、msnr、rsnr、m_to_rの 3つのパラメータが自動的に選択されま
す。また、各パラメータの測定方式として ParamPassThruが選択されます。これは出力が入力と同じになることを意
味します。 

9. [Avg. Samples サンプルの平均を計算]チェックボックスをオンにして、サンプルの平均値が計算されるようにします。 

10. [Max Averages 最大平均]データ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップ数値キーパッドを使用して 1～
32,000の値を入力した後、[Reset Average 平均値リセット]ボタンをタッチして以前の平均値を消去します。 

 

 

ディスク・トリガのセットアップ 

リードゲート 
リードゲートは、リードゲート・ソース上で指定された最小幅のパルスに対してトリガを発生させます。リードゲートをセットアップす

るには、次の手順を実行します。 
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1. DDAのフロント・パネル上の[ドライブ解析]ボタン を押します。ディスク・ドライブ・ダイアログが表示されま

す。 

2. [Disk Triggers ディスク・トリガ]タブをタッチします。 

3. [Disk Trigger Types ディスク・トリガのタイプ]メニューから[Read Gate リードゲート]を選択します。[リードゲート]デー
タ入力フィールドが表示されます。「チャンネル解析の概念」の「リードゲート」 を参照した後、[戻る]ボタンをタッチして、
このステップを完結させてください。 

4. [Minimum Width 最小幅]データ入力フィールドの内部をタッチし、100 ns～100 µsの値を入力します。 

5. リードゲート[Source ソース]フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・メニューから入力チャンネルまたは外部ソース
を選択します。 

6. リードゲート[Polarity 極性]フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・メニューから正または負の極性を選択します。 

7. リードゲート[Level レベル]フィールドの内部をタッチし、ポップアップ数値キーパッドを使用して値を入力します。 

 

セクタ・パルス 
セクタ・パルスは、インデックス・マークの後にある n番目のセクタ上でトリガを発生させます。セクタ・パルスをセットアップするに
は、次の手順を実行します。 

1. DDAのフロント・パネル上の[ドライブ解析]ボタン を押します。ディスク・ドライブ・ダイアログが表示されま

す。 

2. [Disk Triggers ディスク・トリガ]タブをタッチします。 

3. [Disk Trigger Types ディスク・トリガのタイプ]メニューから[Sector Pulse セクタ・パルス]を選択します。[セクタ・パル
ス]データ入力フィールドが表示されます。「ドライブ・チャンネル解析のセットアップ」の「セクタ・パルス」を参照した後、
「戻る」ボタンをタッチして、このステップを完結させてください。 

4. [Trigger On Sector x after Index インデックスの後のセクタ数]データ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアッ
プ数値キーパッドを使用して 0～999の値を入力します。 

5. セクタ・パルス[Source ソース]フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・メニューから入力チャンネルまたは外部ソー
スを選択します。 

6. セクタ・パルス[Polarity 極性]フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・メニューから正または負の極性を選択します。 

7. セクタ・パルス[Level レベル]フィールドの内部をタッチし、ポップアップ数値キーパッドを使用して -250 mV ～250 
mV の値を入力します。 

8. インデックス[Source ソース]フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・メニューから入力チャンネルまたは外部ソー
スを選択します。 

9. インデックス[Level レベル]フィールドの内部をタッチし、ポップアップ数値キーパッドを使用して -250 mV ～250 mV 
の値を入力します。 

 

サーボ・ゲート 
サーボ・ゲートは、インデックス・マークの後から始まるすべてのサーボ・ゲート上または選択されたサーボ・ゲート上でトリガを発

生させます。サーボ・ゲートをセットアップするには、次の手順を実行します。 

1. DDAのフロント・パネル上の[ドライブ解析]ボタン を押します。ディスク・ドライブ・ダイアログが表示されま

す。 

2. [Disk Triggers ディスク・トリガ]タブをタッチします。 

3. [Disk Trigger Types ディスク・トリガのタイプ]メニューから[Servo Gate サーボ・ゲート]を選択します。[Servo Gate 
サーボ・ゲート]データ入力フィールドが表示されます。  

4. [After index wait x servo gates インデックスの後のサーボ・ゲート数]データ入力フィールドの内部をタッチし、ポッ
プアップ数値キーパッドを使用して 0～999の値を入力します。 



 

248 

5. [then skip x gates between triggers 各トリガ間でスキップするゲート数]データ入力フィールドの内部をタッチし、
ポップアップ数値キーパッドを使用して 0～999の値を入力します。 

6. サーボ・ゲート[Source ソース]フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・メニューから入力チャンネルまたは外部ソ
ースを選択します。 

7. サーボ・ゲート[Polarity 極性]フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・メニューから正または負の極性を選択します。 

8. サーボ・ゲート[Level レベル]フィールドの内部をタッチし、ポップアップ数値キーパッドを使用して -250 mV ～250 
mV の値を入力します。 

9. インデックス[Source ソース]フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・メニューから入力チャンネルまたは外部ソー
スを選択します。 

10. インデックス[Level レベル]フィールドの内部をタッチし、ポップアップ数値キーパッドを使用して -250 mV ～250 mV 
の値を入力します。 

 

 

ズームのセットアップ 

信号の特定のセグメントとバイトをズームするには、次の手順を実行します。 

1. DDAのフロント・パネル上の[ドライブ解析]ボタン を押します。ディスク・ドライブ・ダイアログが表示されま

す。 

2. [ Zoom ズーム]タブをタッチします。 

3. 位置[Segment セグメント]データ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップ数値キーパッドを使用して 1～999の
値を入力します。 

4. 位置[Byte バイト]データ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップ数値キーパッドを使用して-50～50,000の値を
入力します。 

5. 縦横のズーム率を細かい刻み幅で調整する場合は、ダイアログの右側の[Var. 可変]チェック・ボックスをオンにして、

可変ズームを有効にします。こうすると、ズーム制御ボタン にタッチするたびに、ズーム率が細

かい刻み幅で変化するようになります。 
 
標準的な刻み幅でズーム率を調整する場合は、[Var. 可変]チェック・ボックスをオフにします。 
 
縦横のズーム率を数値で直接指定する場合は、[Horizontal Scale/div 水平目盛/Div]データ入力フィールドの内部
をタッチし、ポップアップ数値キーパッドを使用して時間分割値を入力した後、[Vertical Scale/div 垂直目盛/Div]デ
ータ入力フィールドの内部をタッチし、ポップアップ数値キーパッドを使用して電圧値を入力します。 

6. ズーム率を 1倍にリセットする場合は、ダイアログ内の[Reset Zoom ズーム率リセット]をタッチするか、フロント・パ

ネルの[ズーム]ボタン を押します。 

 

 

DDA参考情報 

チャンネル解析の概念 
チャンネル解析の目的は、ヘッド信号を解析して信号クォリティに関する問題を検出することです。したがって、DDAで使用され
る 2通りのチャンネル解析方式（チャンネル・エミュレーションとアナログ比較）では、最初に、ヘッド信号が搬送される DDAチャ
ンネルまたはメモリを指定する必要があります。 

DDAオシロスコープでは、ヘッド信号フィールドおよび（オプションとして）リードゲートと領域解析（Analyze Region）カーソルを
使用して、ヘッド信号のどの領域を解析するかを確定します。ここでは、DDAオシロスコープによってヘッド信号がどのように処
理されるかを説明します。 

次の図に、ヘッド信号フィールドとリードゲートの関係を示します。 

ヘッド信号フィールドとリードゲート 
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正常に動作するディスク・ドライブでは、読み取り対象の各セグメントの先頭でリードゲートが有効(True)になるたびに、VCO 
Synch(Voltage-Controlled Oscillator Sync：電圧制御発振器同期)と呼ばれる反復的な信号が必要になります。VCO Synch
（VCO同期）信号の目的は、サンプリング・クロックを生成する PLL（位相固定ループ）の位相を調整すること、および AGC（自
動利得調整）を設定することです。 

DDAでは、チャンネル・エミュレーションを実行するときにも同様の方法で VCO Synch信号がチェックされます。VCO Synch信
号を認識させるには、ユーザーがリードゲート信号を提供するか、領域解析（Analyze Region）カーソルを設定する必要がありま
す(「解析対象の波形セクションの選択」を参照)。DDAによる VCO Synchフィールドの解析が完了すると、データ・フィールドを
解析して問題を検出できる状態になります。通常、データ・フィールドは VCO Synchフィールドのすぐ後から始まらないため、デ
ータ・フィールドの開始位置を DDAに明示するために、VCO Synchフィールドとデータ・フィールド間のバイト数を指定する必要
があります。こうすれば、DDA側でデータの最初のバイト位置を認識できるようになります。 

チャンネル解析方式としてチャンネル・エミュレーションを選択すると、DDAによって PRMLチャンネル・エミュレーションが実行さ
れ、データ・フィールド内の問題のある領域が検出されます。通常、有効なデータが終わってからリードゲートが無効になるまで

に一定の遅延時間が発生するため、その間のセクタ領域を解析するのはあまり意味がありません。このような領域が解析されな

いようにするには、有効なデータが終わってからリードゲートが無効になるまでの PRMLサンプル数を [チャンネル セットアップ]
ダイアログの[Ignore Last Samples 無視する最後のサンプル数]データ入力フィールドで指定します。 

DDAの均等化フィルタの使用 

一般的に、ディスク・ドライブには、ノイズを取り除いてヘッド信号の形状を整える均等化フィルタが用意されています。これらのフ

ィルタがない場合は、データが正しく復元されません。DDAにも同様のフィルタ機能があります。DDAのチャンネル・エミュレー
ションで使用される均等化フィルタは、ノイズの除去と信号の形成のために、チャンネル・チップと同様の方法で、すべてのチャン

ネル解析方式に適用することができます。 

均等化されていないヘッド信号を DDAで捕捉した場合は、フィルタを適用することをお勧めします。フィルタを適用しないと、問
題が発生する可能性があります。一方、信号が事前に均等化されている場合は、その信号を DDAに直接入力し、フィルタは使
用しないでください。DDAのフィルタを適用する前と適用した後の信号を次の図に示します。 

フィルタの適用前と適用後の信号 

この図から分かるとおり、ノイズがあまりにも多いため、フィルタ「適用前」の信号に対して意味のある解析を実行するのは非常

に困難です。フィルタ「適用後」の信号には、最大尤度（ML：Maximum Likelihood）マーカ（"+"符号）とレベル・マーカ（水平線）が
表示されていることに注意してください。MLマーカは、DDAのチャンネル・エミュレーションに基づいて計算された理論上の
PRMLサンプル値の位置を示します。レベル・マーカは、捕捉された PRML信号の振幅に基づいて計算された PRMLレベルの
垂直位置を示します。 

解析対象の波形セクションの選択 

アナログ比較方式とチャンネル・エミュレーション方式では、領域解析（Analyze Region）カーソルまたはドライブのリードゲート
（Read Gate）信号、あるいはそれら両方を使用して、解析対象とするヘッド信号領域を選択することができます。 

上記で説明したとおり、DDAでは解析対象領域の先頭で VCO Synch（VCO同期）信号を識別する必要があります。DDAでは、
リードゲートを使用して VCO Synch信号の位置が認識されます。したがって、リードゲートを使用して解析対象のヘッド信号領
域を指定する場合は、特に問題はありません。リードゲートではなく領域解析カーソルを使用する場合は、解析対象のヘッド信

号領域の先頭を VCO Synch信号の先頭のすぐ近くに配置することが重要です。 

領域解析カーソルまたはリードゲート、あるいはそれら両方を使用したときに解析対象となる信号領域を以下の図に示します。

領域解析カーソルを使用するときは、通常、解析対象の信号領域の最も外側にある境界を指定します。リードゲートを使用でき

ない場合、またはリードゲートが有効であるセクタが複数存在するときに一部のセクタのみを解析する場合(たとえば、捕捉され
た複数のセクタのうち 1つのセクタを解析する場合や、IDフィールドを除外した領域を解析する場合など)は、領域解析カーソル
を使用するのが特に有効です。領域解析カーソルによって指定される領域内部でリードゲートを使用するときは、カーソルの間

にある領域のうち、リードゲートが有効であるヘッド信号領域のみが解析され、他の領域は無視されます（ケース 1を参照）。 

ケース 1: 領域解析カーソルとリードゲートの両方を使用 ：リードゲートが有効であるヘッド信号領域のみが解析される 

領域解析カーソルが使用できず、リードゲートのみを使用するときは、リードゲートが有効であるヘッド信号領域のみが解析され

ます（ケース 2の A, B, C, D, E）。 

ケース 2: リードゲートのみを使用 ：リードゲートが有効であるヘッド信号領域のみが解析される 

リードゲートが使用できず、領域解析カーソルのみを使用するときは、開始カーソルと終了カーソルの間にあるヘッド信号領域の

みが解析されます（ケース 3を参照）。 

ケース 3: 領域解析カーソルのみを使用 ：カーソルの間にある領域のみが解析される 

領域解析カーソルもリードゲートも使用しない場合は、ヘッド信号の全体が解析されます（ケース 4を参照）。 

ケース 4: ヘッド信号の全体が解析される 

DDAマーカ 
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DDAによって読み取りクロック（Read Clock）を捕捉すると、「サンプル時間」マーカを表示することができます。読み取りクロック
とヘッド信号間の位相関係は未定義であるため、この関係は自由に調整可能です。ML（最大尤度）マーカは DDAのチャンネ
ル・エミュレーションによって定義される位置に置かれるのに対して、サンプル時間マーカは MLマーカ("+"符号)とレベル・マーカ
（水平線）を持つサンプル・クロック信号によって定義される位置に置かれることに十分注意してください。 

 

ドライブ・チャンネル解析のセットアップ 
ドライブ・チャンネル解析をセットアップするときは、DDAに入力する信号の種類の選択、解析対象とする波形セクションの選択、
基準波形として使用する信号の指定、トリガや時間分割の設定など、いくつかの基本的な設定項目を検討する必要があります。 

入力信号の種類 

DDAに入力できる信号は次の 2種類です。  

• ヘッド信号:DDA による解析に必要な信号はドライブ・ヘッド信号のみです。ドライブ・ヘッド信号として使用できるのは、
前置増幅器を通過した後の信号、または（ドライブ・フィルタが利用できる場合は）フィルタが適用された後の信号です。 

• リードゲート:リードゲートは、エラーの検出時に必要となる「省略可能な」信号ですが、リードゲートを使用することを強
くお勧めします。 

解析対象の波形セクションの選択 

ドライブ・チャンネル解析を開始する前に、ヘッド信号のどのセクションを解析するのかを選択する必要があります。 

解析対象に関する選択肢は次のとおりです。 

• 単一のリードゲート・サイクルの一部分 

• 単一のリードゲート・サイクル 

• 複数のリードゲート・サイクル 

ここでは、個々の選択肢ごとにいくつかの注意事項を説明します。 

単一のリードゲート・サイクルの一部分を解析する場合は、そのセクションに必ず VCO Synch（VCO同期）信号が含まれるよう
に注意してください。解析対象期間が単一のリードゲート・サイクルよりも短い場合は、基準信号の設定が非常に困難になるた

め、アナログ比較方式またはチャンネル・エミュレーション方式を通じて基準信号を設定しないほうが無難です。 

単一のリードゲート・サイクルを解析する場合に最も簡単なアプローチは、リードゲート信号および（必要に応じて）領域解析

（Analyze Region）カーソルを使用して、解析対象のセクションを選択することです。チャンネル・エミュレーションまたはアナログ
比較を行う場合は、必ず同じ長さの基準信号を使用してください(下記の「基準信号の選択」を参照。 

複数のリードゲート・サイクルを解析する場合のセットアップ方法は、単一のリードゲート・サイクルを解析する場合と同じです。つ

まり、リードゲート信号および（必要に応じて）領域解析カーソルを使用して、解析対象のセクションを選択します。チャンネル・エ

ミュレーションまたはアナログ比較を行う場合は、必ず同じ長さの基準信号を使用してください。 

アナログ比較方式以外のチャンネル解析方式では、同時に解析できるデータ量に関して一定の制限があります。 

• 基準信号を使用しないチャンネル・エミュレーションでは、MLマーカ（"+"符号）を表示するために MLサンプル値が一
時的に保存されます。同時に保存できる MLサンプル値は、最大 20,000ビットです。 

• 基準信号を使用するチャンネル・エミュレーションでは、MLマーカ（"+"符号）を表示するために MLサンプル値が一時
的に保存されます。同時に保存できる MLサンプル値は、最大 20,000ビットです。 

• アナログ比較方式では、DDA で捕捉・保存できる最大サイズまでの任意のデータ・ブロックを解析することができます。
アナログ比較方式は最も計算負荷の高いエラー検出方式であるため、あまり大きい波形に適用するのは適切であり

ません。リードゲートを使用する場合は、波形のサイズに関する別の間接的な制限が生じる可能性があります。つま

り、リードゲートのソースが NONE以外の値に設定されている場合は、リードゲートによってデータが複数のブロック
に分割されます。その場合、各データ・ブロックの開始位置（基準信号の最初のブロックに対する相対位置）を DDA
の再整列ウインドウ（約 15ビット・セル）の内部で同じ位置に揃える必要があります。 

基準信号の選択 

基準信号を使用するチャンネル・エミュレーション方式とアナログ比較方式では、捕捉されたヘッド信号と保存された基準ヘッド

信号が比較されます。これらのチャンネル解析方式では、ヘッド信号を選択しないと、必要なメニューが表示されません。  

保存する基準ヘッド信号は、比較対象のヘッド信号と同じ方法（時間分割、サンプリング速度、トリガ位置など）および同じタイミ

ングで捕捉する必要があります。セクタを 1つしか持たない基準信号と数多くのセクタを持つ信号を比較すること、あるいは分割
されたセクタを分割されていないセクタや異なる方法で分割されたセクタと比較することはできません。 

一般的に、比較対象のドライブ・セクションと同じセクションから基準信号を捕捉するのが最適です。こうすれば、分割が同じ位置

で発生するようになります。同じドライブ・セクションを使用するもう 1つの理由は、スクランブラー（周波数帯変換器）に関する問
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題を避けることです。ドライブでスクランブラーを使用している場合は、同じ論理データを持つ 2つのセクションのヘッド信号が異
なる可能性があります。基準信号を使用するチャンネル・エミュレーション方式とアナログ比較方式ではヘッド信号が解析される

ため、本当のエラーや問題ではなくスクランブラーを原因として、捕捉されたヘッド信号と保存された基準ヘッド信号間に差異が

生じる場合があります。スクランブラーを使用していない場合は、基準信号と同じゾーン内部の別のドライブ・セクションを使用し

ても特に問題はありません。 

既存のトレースを以後の捕捉に自動的に適用する目的のみで、ヘッド信号を基準信号として保存することもできます。基準信号

を使用しないチャンネル解析方式を選択した場合、あるいは選択したチャンネル解析方式を実際には使用しない場合（たとえば、

自動スクロール（Auto Scroll）機能を使用して波形をスクロールし、波形の形状を確認する場合など）でも、基準信号を保存する
ことは可能です。 

ヘッド信号またはリードゲートのソースを変更すると、保存された基準信号が無効になります。その場合は、新しいセットアップ用

に別の基準信号を保存してください。 

時間分割の設定 

DDAでは、エラーが検出されるまでヘッド信号の捕捉を継続し、エラーが検出された時点で捕捉を停止してエラーを分析するこ
とができます。ドライブ・チャンネル解析を正しく実行するには、適切な波形セクションが確実に捕捉されるように、DDA トリガをセ
ットアップする必要があります。つまり、捕捉を実行するたびに目的のデータが画面のほぼ同じ位置に表示されるように、トリガを

設定しなければなりません。  

また、時間分割を正しく設定することも重要です。時間分割を設定するときは、2つの要素を考慮する必要があります。最初に、
解析対象のヘッド信号セクションが確実に捕捉されるように、十分な持続時間を指定しなければなりません。2番目に、DDA側
でヘッド信号を正しく解析するためには、ビット・セルごとに少なくとも 5個の ADCサンプルが必要です。  

IDを持たないドライブでは、データを読み取るときだけ、リードゲートが有効になります。目的のデータに対して手作業で読み取
り操作を開始できる場合は、特に問題はありません。リードゲートの立ち上がりエッジにトリガを設定すれば、データが読み取ら

れるたびに、DDA側でトリガが発生します。チャンネル解析が完了するのを待ってから（エラーが見つからない場合は、DDAが
自動的に再開されます）、次の読み取り操作を開始してください。 

複数のリードゲートを使用してデータ・ブロックを解析するときは、若干の注意が必要です。そのような状況下で複数の読み取り

操作を反復的に実行する場合は、リードゲートの発生のみをトリガ条件とするトリガ・モードを選択しないでください。そうしないと、

最初のリードゲートがスキップされ、2番目以降のリードゲートのみでトリガが発生する可能性があります。  

ドライブの各セクタの先頭にセクタ・パルスが存在する場合は、DDAのセクタ・パルス・トリガを使用して上記の問題を防止するこ
とをお勧めします。  

それ以外の場合は、SMART トリガを使用し、インデックス・マークの後にある最初（または n番目）のリードゲート上でトリガを発
生させると、上記の問題を簡単に解決することができます。 

リードゲートを使用しないでヘッド信号を監視する場合は、インデックス上でトリガを発生させた後、トリガ遅延を使用して解析対

象領域に移動してください。解析対象領域を区切るには、領域解析カーソルを使用します。チャンネル・エミュレーション方式では、

常に VCO Synch（VCO同期）フィールドの先頭付近に開始カーソルを配置する必要があります。ただし、8 ミリ秒の遅延時間の
後では、僅か 0.1%の速度変化が 0.8秒のジッタに相当します。通常、このジッタ値はアナログ比較機能で補正できる上限よりも
数百ビット・セル大きいため、チャンネル・エミュレーション方式では VCO Synch（VCO同期）フィールドがまったく認識できなくな
ります。したがって、インデックスよりも 1～2 ミリ秒以上遅れたセクタについては、トリガ遅延を使用できません。  

リードゲートが使用できないときに、ヘッド信号のデータ・セクタ以外のイベントを監視する場合は、Servo/Dataなどの反復的な
信号をリードゲートとして使用することができます。そのような場合は、アナログ比較方式を採用してください。SMART トリガは上

記のような方法でセットアップできますが、[Qualify by:ホールドオフ基準]として「一定時間以上」  を選択し、インデック
スから解析対象データの直前までの時間をフィールドに入力してください。こうすると、特定のサーバ・バーストなどを監視するこ

とができます。 

自動的に表示されるトレース 

ヘッド信号のソースが Noneから入力チャンネルまたはメモリに変更されると、ヘッド信号を拡大したトレースが自動的に作成さ
れて表示されます。[Filter head signal ヘッド信号をフィルタリングする]チェック・ボックスがオンになっている場合は、トレース
内のデータがフィルタリングされます。このトレースには、選択されたすべてのチャンネル・マーカが表示されます。個々のチャン

ネル解析方式では、トレース波形内のデータ（表示されている部分だけではなく波形全体 ・フィルタが適用されている場合はフィ
ルタリング後のデータ）が解析されます。[[Byte バイト]オフセットまたは[Worst Error # 最悪エラー番号]を指定すると、このトレ
ースの水平位置が変わります。 

[Store Reference 基準信号を保存]を選択すると、保存された基準信号を拡大したトレースが自動的に作成されます。したがっ
て、[Byte バイト]オフセットまたは[Worst Error # 最悪エラー番号]を変更すると、新しい位置でも基準信号がヘッド信号に並ぶ
ように調整されます。[Filter head signal ヘッド信号をフィルタリングする]チェック・ボックスがオンになっている場合は、基準信
号もフィルタリングされます。 

ビット・セル時間の設定 
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[ビット・セル時間]メニュー内の値は、VCO Synch（VCO同期）信号を解析するための初期推定値として使用されます。バイト・オ
フセット機能とアナログ比較機能では、バイトによって占有される時間を見積もり、DDAの均等化フィルタの 3dB周波数を設定
するために、ビット・セル時間の設定情報が使用されます。ゾーンを読み取るためには、ビット・セル時間を正しく設定する必要が

あります（同じゾーン内部ならば、読み取り操作のたびにビット・セル時間を設定する必要はありません）。 

ビット・セル時間を変更すると、フィルタの 3 dB周波数が変わります。したがって、ビット・セル時間を変更した場合は、フィルタの
設定を更新するか、フィルタを「トレーニング」する必要があります。フィルタが適用されている場合は、ビット・セル時間がほとん

ど閉じてしまい、[Find Bit Cell Time ビット・セル時間を検索]を実行できなくなります。 

フィルタのトレーニング 

フィルタを「トレーニング」すると、フィルタのブーストと 3 dB周波数が自動的に調整され、最もクォリティが低い 100個の SAM
値の平均値が改善されます。トレーニングの開始時には、3dB周波数が 0.5/ビット・セル時間に設定されます。なお、フィルタの
トレーニングを行わなくても、3 dB周波数、ブースト、群遅延を別々に設定することもできます。  

 

解析方式の選択 
アナログ比較 

基準信号を使用しないチャンネル・エミュレーション 

基準信号を使用するチャンネル・エミュレーション 

チャンネル・エミュレーションで基準信号を使用するかどうかは、エラーの種類や利用可能な情報に応じて決まります。  

定義によれば、"0"であるはずのビットが"1"と解釈されるか、"1"であるはずのビットが"0"と解釈されると、ドライブでデータ・エラ
ーが発生します。Iエラーの原因を詳しく調べるには、通常、データ・エラーが発生した位置のヘッド信号を検証する必要がありま
す。DDAには、データ・エラーが発生した可能性のある位置を突き止めるのに役立つツールがあります。また、DDAのチャンネ
ル・エミュレーション機能を使用すると、エラーの発生箇所を突き止めた後でエラーの原因を詳しく分析することができます。 

チャンネル解析方式を選択する前に、次のような基本的な問題を明らかにしておく必要があります。 

• エラーが発生したバイト位置は判っているか? 

• 基準信号は簡単に利用できるか?  

• エラーは再現性があるか、それとも一時的なものか? 

個々の解析方式の特長や推奨事項を下記で説明します。 

アナログ比較方式の概要 

アナログ比較（Analog Compare）は最も一般的なチャンネル解析方式であり、ヘッド信号のすべての領域（VCO Synch信号、
サーボ・バースト、データ・フィールドなど）に適用することができます。ピーク検波信号に関するエラーの発生箇所を調べるには、

アナログ比較方式が適しています。詳細については、「アナログ比較方式」を参照してください。アナログ比較方式は PRML信号
にも適用できますが、基準信号が利用できる場合は、基準信号を使用するチャンネル・エミュレーション方式を採用することをお

勧めします。 

基準信号を使用しないチャンネル・エミュレーション方式の概要 

基準信号を使用しないチャンネル・エミュレーション方式は基準信号を必要としないため、PRML信号に適用できるチャンネル解
析方式の中で最も簡単な方式と言えます。この方式ではヘッド信号に対してチャンネル・エミュレーションを実行することにより、

ビタビ検出器を通じた標本最大尤度シーケンスの検出が最も困難であった領域を見つけ出します。そのような領域は、最終残存

シーケンスの中で、各位置のビット値（"1"または"0"）を判定するときのマージン（余裕度、信頼性）が最も小さかった領域を意味
します。特定の位置と時間におけるビット値を最終的に判定するための余裕度は、SAM（Sequenced Amplitude Margin：シー
ケンス振幅マージン）と呼ばれます。アナログ比較方式と違って、基準信号を使用しないチャンネル・エミュレーション方式では、

ヘッド信号のクォリティを分析することだけに重点が置かれます。この方式では、通常、ヘッド信号のクォリティと NRZ
（NonReturn to Zero）データのビット・エラーとの間に強い相関があることを前提とします。不正な NRZデータを生成するヘッド
信号セクションは、ビタビ検出器によって解析したときに低いクォリティを示す確率が高くなります。。最もクォリティの低いセクショ

ンは、チャンネル・エミュレーションによって最初にマークされ、劣悪な SAM値を持つ領域と判断されます。この方式の詳細につ
いては、後述の「 基準信号を使用しないチャンネル・エミュレーションを参照してください。 

信号トランジションを持たないセクションは、上記の規則の例外です。これらのセクションは、ビタビ検出器によって問題のある領

域とはみなされません。ただし、実行長制限（Limit Run Length）機能が有効になっているときに、信号トランジションを持たない
セクションの実行長が制限を越えると、エラーが検出されます。 

基準信号を使用しないチャンネル・エミュレーションは比較的簡単な解析方式であるため、一般的に、PRML信号を最初に解析
するときに適しています。 

基準信号を使用するチャンネル・エミュレーション方式の概要 
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基準ヘッド信号を利用できるときに、監視対象のエラーが頻繁に発生する場合は、基準信号を使用するチャンネル・エミュレーシ

ョン方式を採用するのが有効です。エラーが「深刻」でない（常時発生しない）場合は、任意の捕捉を基準信号として保存すること

ができます。この方式では、DDAのチャンネル・エミュレーションによって別々のビット・シーケンスが検出されるような方法で、す
べての信号が捕捉されます。エラーが深刻である場合は、独立した基準信号を用意する必要があります。エラーが発生しないよ

うにするには、比較対象の捕捉信号と基準信号のビット・パターンを一致させる必要があります。つまり、基準信号の各セクタが

分割されていないか、比較対象の捕捉信号の各セクタと同じ位置で分割されていなければなりません。  

基準信号を使用しないチャンネル・エミュレーション方式では、ビットの残存シーケンスを「正しい」とみなして、ヘッド信号内のクォ

リティの低い領域を指摘するだけです。これに対して、基準信号を使用するチャンネル・エミュレーション方式では、「正しい」パス

を基準信号として選択すれば、比較対象の信号と基準信号が両方とも高いクォリティの PRML信号であっても、それらの信号間
の差異を検出することができます。基準信号を使用する場合は、差異の評価基準を変更できるため(たとえば、ゼロ未満のマー
ジンを正常な状態と定義する)、SAM値が負になる可能性があります。エラー状態を判断する SAMスレッショールドは、-1 まで
の範囲で調整可能です。そのため、DDAのチャンネル・エミュレーションでエラーを検出するときに、様々なビット値を判定基準と
してヘッド信号と基準信号を比較することができます。この方式の詳細については、後述の「 基準信号を使用するチャンネル・エ
ミュレーションを参照してください。 

 

基準信号を使用しないチャンネル・エミュレーション 
基準信号を使用しないチャンネル・エミュレーション方式では、単一のトレースを検索して、SAM値（Sequenced Amplitude 
Margin：シーケンス振幅マージン - ビタビ検出器によるビット値の判定時に適用される限界値）が最も劣悪なビット領域を検出し
ます。この方式では、ディスク・ドライブ全体に対してチャンネル・エミュレーションを実行し、すべてのサンプル（PRMLクロック位
置）の SAM値を測定することにより、基準信号が利用できないときに、どのような形状の信号が適正であるのかを示します。  

PRMLチャンネルはソフトウェアによってエミュレートされ、SAM値に基づいてエラーがランク付けされます。SAM値が"0"である
領域は、ビタビ検出器によるデジタル・ビット値（"1"または"0"）の判定に関して信頼性が極めて低いことを意味します。SAM値の
低い順に 100箇所のビット位置が検出され、各ビット位置の SAM値とともに関連情報が表示されます。 

基準信号を使用しないチャンネル・エミュレーション方式では、ディスク・ドライブ全体に対するチャンネル・エミュレーションの結果

に基づき、PRMLチャンネルを通じてビット値（"1"または"0"）を判定するときの信頼性の観点から、クォリティが低いヘッド信号領
域を検出します。  

この方式では最初に、セクタの先頭を確定するために、リードゲートが有効（True）に変わる位置から始まるヘッド信号（リードゲ
ートを利用できない場合は領域の開始位置）を検索した後、VCO Synch（VCO同期）パターンとの同期を取りながらサンプリン
グ位相と期待サンプル水準を設定します。これらの値を設定するには、VCO同期パターンを正しく設定し、適正なビット・セル時
間を見積もる必要があります。信号データはエミュレートされたチャンネルに渡され、チャンネル内で適切にサンプリングされます。

サンプリング後の出力はビタビ検出器に渡され、同じサンプルに新しいビットが追加されたときに生成される可能性が最も高い

（最大尤度）ビット・シーケンス（履歴）が推定されます。次に、推定された最大尤度ビット・シーケンスとターゲット状態（目標の

SAM値）を実現できるその他のビット・シーケンスとの平均平方誤差（MSD:Mean Squared Distance）が計算され、ビタビ検出
器内の個々のサンプルごとに、2つの尤度シーケンスを選択する際の信頼性を示す SAM値が決定されます。  

実行長制限(Run Length Limit）がゼロ以外の値に設定されている場合は、実行長制限条件がチェックされ、検出された違反
状態が報告されます。 

リードゲートを使用する場合、有効なデータの末尾バイト（通常はエラー修正コード[ECC: Error-Correcting Code]）の直後にリ
ードゲートが無効になるとは限りません。このような遅延時間は、チャンネル・チップを経由するときの伝播時間やコントローラの

待機時間などを原因として発生します。そのため、書き込まれるデータが終了してからリードゲートが無効(False)になるまでの
時間に無視するべき不要なサンプルの数を指定できるようになっています。この領域内で検出されたエラーは無視されます。 

基準信号を使用しないチャンネル・エミュレーションを実行すると、MLマーカ("+"符号)が自動的に表示されます。これらの MLマ
ーカは、ヘッド信号とビット・シーケンスに基づきチャンネル・エミュレーションによって選択された最大尤度（ML:Maximum 
Likelihood）サンプル・シーケンスを表します。MLマーカは、チャンネルによってヘッド信号がサンプリングされた時点でサンプル
の期待値の位置に描かれます。すべての"+"符号が波形に極めて近い場合、信号のクォリティは高いと言えます。。"+"符号が波
形から離れている場合は、信号のクォリティに問題があります。画面上の MLマーカの数が 500個を越えると、MLマーカが表
示されなくなります(MLマーカ自体は存在しています)。その場合は、ヘッド信号を拡大表示してください。 

画面上にレベル・マーカを表示することもできます。レベル・マーカは、捕捉された PRML信号の振幅に基づいて計算された
PRMLレベルの垂直位置（画面の中心におけるレベル）を示す水平線です。 

画面上のレベル・マーカの数が 50個を越えると、レベル・マーカが表示されなくなります(レベル・マーカ自体は存在しています)。
その場合は、ヘッド信号を拡大表示してください。 

基準信号を使用しないチャンネル・エミュレーション方式は、新たに捕捉されるチャンネル・データまたは以前にメモリに保存され

たチャンネル・データに適用することができます。この方式を使用するには、次のパラメータを設定する必要があります。 

• ヘッド信号(Head Signal): 解析対象の領域の先頭には、VCO Synch（VCO同期）フィールドが必要です。VCO同期
フィールドが見つからない場合は、信号を解析できません。 

• 信号の種類(Signal Type): PRMLチャンネルの種類を指定します。 
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• VCO同期パターン(VCO Synch Pattern): 正常に動作するディスク・ドライブでは、読み取り対象の各セグメントの
先頭でリードゲートが有効(True)になるたびに、VCO Synch (Voltage-Controlled Oscillator Sync：電圧制御発振
器同期)と呼ばれる反復的な信号が必要になります。VCO Synch（VCO同期）信号の目的は、サンプリング・クロック
を生成する PLLの位相を調整すること、および AGC（自動利得調整）を設定することです。通常、VCO同期信号は
2T（個々のビット・セル間のトランジション）です。 

• ビット・セル時間(Bit Cell Time): ビット・セル時間は、VCO Synch（VCO同期）信号を解析するための初期推定値と
して使用されます。解析対象領域の先頭に VCO同期フィールドがあるときに、ビット・セル時間が不明である場合、
[Measure Bit Cell Time ビット・セル時間測定]ボタンをタッチすると、ビット・セル時間が自動的に計算されます。 

• 無視する最後のサンプル数(Ignore Last <n> Samples): 書き込まれるデータが終了してからリードゲートが無効
(False)になるまでの時間に無視するべき不要なサンプルの数を指定します。  

• SAMスレッショールド(SAM Threshold): エラーを記録する条件を決めるためにユーザーが指定するスレッショール
ドです。SAM（Sequenced Amplitude Margin：シーケンス振幅マージン）は、サンプル・シーケンスから抽出されたサ
ンプルのうち、最尤シーケンスに属すると判断されたサンプルと棄却されたシーケンスのサンプルとの間の平均平方

誤差（MSD）を表します。（下記の注意 1 を参照） 

• 実行長制限(Run Length Limit (k)): RLLコードがゼロに設定されている場合、実行長に関するチェックは行われず、
SAM値が低いと判定された領域が指摘されるだけです。RLLコードをゼロ以外の値に設定すると、シーケンス内で
許可される非トランジションの数が指定されます。（下記の注意 2 を参照） 

• 隣接トランジション(Adjacent Transitions)::m/n(d,k)という形式で指定される RLLコードの"d"に相当します。（下記
の注意 3 を参照） 

次のパラメータは必須ではありませんが、基準信号を使用しないチャンネル・エミュレーション方式による解析に役立ちます。 

• リードゲート(Read Gate): リードゲート信号が指定され DDAチャンネルに接続されている場合は、そのゲート信号に
基づいて解析対象の信号領域が決定されます。チャンネル・エミュレーションでは、[VCO Synch VCO同期]フィール
ドを指定する必要があります。通常、VCO同期フィールドはリードゲートが有効になった直後に各ブロックのヘッド信
号に表示されるため、リードゲートを使用することをお勧めします。リードゲートを使用しない場合は、領域解析

（Analyze Region）カーソルが有効になっていない限り、波形全体が解析対象となります。 

• リードゲートの極性(Read Gate Polarity): 通常、リードゲートは正の"True"信号ですが、負の"True"信号をリードゲ
ートとして使用するドライブもあります。リードゲートが有効になっているときは、"True"信号の極性（正または負）を選
択することができます。 

• 領域の指定(Specify Region): 以前に説明したとおり、領域解析カーソルを使用すると、ヘッド信号の一部分を解析
対象として選択することができます。 

• ヘッド信号のフィルタリング(Filter Head Signal): ヘッド信号のフィルタリングを有効にすると、均等化フィルタがヘッ
ド信号に適用されてから、信号の処理と表示が行われます。ヘッド信号がドライブ独自のフィルタによって均等化され

ない場合は、DDAのフィルタリング機能を使用してください。 

基準信号を使用しないチャンネル・エミュレーションに関する注意 

1. ビタビ検出器では、SAM（Sequenced Amplitude Margin：シーケンス振幅マージン）に基づいてビットの値（"1"または
"0"）が判定されます。ビタビ検出器には個々のサンプルが渡されるため、目的の状態に遷移できるように、2つの潜
在シーケンスを選択する必要があります。最大尤度を持つシーケンスに応じて、どちらの状態が選択されるかが決ま

ります。SAM値は、棄却されたシーケンスと比較して残存シーケンスのクォリティがどの程度高いのかを示します。
SAM値が"0"である場合、特定のサンプルでビタビ検出器によって選択されたシーケンスと棄却されたシーケンスの
間にクォリティの差異はありません。SAMの最良値は特定種類の信号の「最小誤差」を二乗した値であり、選択され
たシーケンスのクォリティが非常に高いことを示します。SAM値は、ビタビ検出器のトレリスから出力されるサンプル
（最終的なクォリティ判定に使用されるサンプル）と関連があります。SAM値には、ブロック内にある既存のすべての
サンプルの効果と、トレリス内にある後続のサンプルの効果が反映されます。  
 
ヘッド信号の形状が歪んでいる場合は、SAM値がゼロに近くなります。信号形状の歪みの原因のうち、基準信号を
使用しないチャンネル・エミュレーション方式によって検出できる問題には、媒体の故障やドロップアウト、不均一性、ノ

イズ・バースト、不良ヘッドなどがあります。（ノイズ・バーストが均等化フィルタによって変形されて信号形状の歪みが

生じる場合があります。これが歪みの原因かどうかを確認するには、フィルタが適用される前の波形信号をチェックす

る必要があります。）基準信号を使用しないチャンネル・エミュレーション方式では、ディスクの読み取り時にヘッド信号

の形状が適正であるかどうかがチェックされるだけであり、適正と判断されたデータとディスクに書き込まれるデータ

が実際に一致するかどうかは分かりません。たとえば、ディスクへの書き込み時に複数のトランジションが間欠的に抜

け落ちると、ヘッド信号内に平坦な領域が生成されます。その場合、すべての信号の形状は正常ですが、実際には一

部の信号が欠落しています。実行長制限（Run Length Limit）チェックが有効になっているときに制限条件に抵触す
れば、このような状況も検知することができます。ただし、これはビタビ検出器側で制御できる問題ではありません。 
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2. 実行長制限（RLL:Run Length Limit）をチェックするときは、m/n(d,k)という形式の RLLコードの"k"を指定する必要が
あります。"k"はトランジション間にある非トランジションの最大数を表します。実行長制限（RLL コード）がゼロ以外の
値に設定されている場合は、非トランジションの数がカウントされ、ユーザーが指定した制限値と照合されます。

8/9(0,4,4)符号を処理する場合は"k"を 8に設定し、2/3(1,7)変調符号を処理する場合は"k"を７に設定することをお勧
めします。 

3. RLLコードの"d"は、トランジション間にある非トランジションの最小数を表します。隣接トランジションは、"d=0"のとき
に許可され、"d=1"のときに禁止されます。E2PR4では、"d=2"を指定することができます。dをゼロ以外の値に設定
すると、可能性のある複数のシーケンス（ビタビ検出器によってチェックされる状態とトランジション）が削除されます。d
を 0に設定するべきときに 1に設定すると、検出されるエラーの数が増加します。dを 1に設定するべきときに 0に
設定すると、通常はエラーと判断されるビットが正常とみなされる可能性があります。 

 

基準信号を使用するチャンネル・エミュレーション 
基準信号を使用しないチャンネル・エミュレーション方式では単一のトレースを捕捉し、信号のクォリティに基づいて問題箇所を予

測するのに対して、基準信号を使用するチャンネル・エミュレーション方式では、基準信号のビタビ出力値と捕捉したトレースのビ

タビ出力値を計算し、それら 2つの出力値を比較して不一致を検出します。 

基準信号を使用するチャンネル・エミュレーション方式では最初に、セクタの先頭を確定するために、リードゲートが有効（True）
に変わる位置から始まるヘッド信号（リードゲートを利用できない場合は領域の開始位置）を検索した後、VCO Synch（VCO同
期）パターンとの同期を取りながらサンプリング位相と期待サンプル水準を設定します。これらの値を設定するには、VCO同期
パターンを正しく設定し、適正なビット・セル時間を見積もる必要があります。ヘッド信号に対するリードゲートの相対位置は読み

取り操作のたびに若干変動する可能性があるため、反復的な VCO同期パターンの終了位置に基づき、比較する 2つのビット・
ストリームの位置を揃えます。VCO同期パターンの内部に誤差があった場合、その誤差は検出されますが、ビット・ストリームの
位置を正しく揃えないと、そのほかに数多くの不一致が報告されることになります。 

信号データはエミュレートされたチャンネルに渡され、チャンネル内で適切にサンプリングされます。サンプリング後の出力はビタ

ビ検出器に渡され、同じサンプルに新しいビットが追加されたときに生成される可能性が最も高い（最大尤度）ビット・シーケンス

（履歴）が推定されます。 

SAM値は任意の時点においてシーケンスの正しい状態（"1"または"0"のビット値）を判定するときのマージンを表します。基準信
号を使用しないチャンネル・エミュレーションでは基本的に、ビタビ検出器の出力を「正しい」とみなし、その出力値と各ビット位置

における測定結果との差異を検証します。こうするのは判定基準となる基準信号が存在しないためです。したがって、基準信号

を使用しない場合の SAM値は常にゼロより大きくなります（最終判定結果と別の判定結果との間のマージンを表します）。 

基準信号を使用するチャンネル・エミュレーションでは、保存された基準信号に対してチャンネル・エミュレーションを実行し、結果

のビット・シーケンスを記録します。「エミュレーション」が有効になっている間は以後の個々の捕捉に対してチャンネル・エミュレ

ーションが実行され、基準ビット・シーケンスの最終残存シーケンスの中で、各位置のビット値（"1"または"0"）を判定するときの
SAMが計算されます。現在の捕捉および基準捕捉のビット・シーケンスが一致していれば、常に SAM > 0 となります。ただし、
ビット値について異なる判定基準を適用すると、ゼロ未満の SAMが計算されることがあります。基準信号を使用する場合は、差
異の評価基準を変更できるため、SAM値が負になる可能性があります。逆に、比較対象の信号と基準信号が両方とも高いクォ
リティであっても、それらの信号間の差異を検出することができます。 

このように、検出器を経由した後でパスが分岐することを「エラー･イベント」と呼びます。通常、僅か数個のビットの後で、パスは

再び収束します。パスが収束する時点の SAMは負の値になります。これは以前のビットでは基準信号と捕捉信号が一致せず、
検出器の状態には現在のビットと 1つ前のビット(PR4の場合)しか反映されないためです。 

注意： ドライブが診断モード（直接書き込みモード）でない場合は、書き込み時にデータが符号化されてスクランブルが適用され
ます。ドライブ内部では、書き込まれたビット･パターンがビタビ検出器によって認識された後、ビット･パターンが復号化され、スク

ランブルが解除されてユーザー･データが復元されます。DDAではユーザー･データを復元しなくても、ヘッド信号のクォリティに
関する問題や基準信号との差異を検出できるため、復号化とスクランブル解除は行われません。そのため、ヘッド信号内の 1つ
のエラー･ビットがユーザー･データ内の複数のエラー･ビットに展開される可能性があります（たとえば、8/9符号化方式の別の 9
ビット・パターンに信号が展開された場合など）。 
 
また、正常に動作しているドライブでは、エラー修正コード（ECC: Error-Correcting Code）を使用して一時的なエラー･バースト
が解決されます。そのため、ヘッド信号内のエラーが ECCで解決できるレベルであれば、ECCの適用時にヘッド信号内のエラ
ー･ビットが削除される可能性があります。ドライブ性能をチェックするときは、一般的に、ECCを適用しないときのビット･エラー
率が計測されます。ECCではセクタ内の限られた範囲のエラーしか解決できないため、元のエラーの数を抑えることが重要で
す。 

基準信号を使用するチャンネル・エミュレーションによって示される SAM値は、DDAのチャンネル・エミュレーションによってエラ
ー発生の可能性があると認識される位置（ECCによるエラー修正は行わないと仮定する）と直接関連があります。ユーザーが指
定する SAMスレッショールドを実際の SAM値が下回ると、そのビット位置がチャンネル・エミュレーションの「エラー・リスト」に記
録されます。基準信号を使用するチャンネル・エミュレーションでは、-1 までの範囲の SAMスレッショールドを設定することがで
きます。SAM値がゼロに近い位置（エラーかどうか疑わしい領域）を選択するか棄却するかはユーザーの自由裁量に任されま
す。-1に近い SAMスレッショールドを指定すると、エラーである確率が最も高いビット位置だけが DDAのエラー･リストに記載さ
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れます。ゼロより大きい SAMスレッショールドを指定すると、ビット・シーケンスに差異があるすべての位置と、エラー発生の可
能性のある位置（正のマージンが小さい位置）がエラー･リストに記載されます。 

リードゲートを使用する場合、有効なデータの末尾バイト（通常はエラー修正コード[ECC: Error-Correcting Code]）の直後にリ
ードゲートが無効になるとは限りません。このような遅延時間は、チャンネル・チップを経由するときの伝播時間やコントローラの

待機時間などを原因として発生します。そのため、書き込まれるデータが終了してからリードゲートが無効(False)になるまでの
時間に無視するべき不要なサンプルの数を指定できるようになっています。この領域内で検出されたエラーは無視されます。 

基準信号を使用しないチャンネル・エミュレーションを実行すると、MLマーカ("+"符号)が自動的に表示されます。これらの MLマ
ーカは、ヘッド信号とビット・シーケンスに基づきチャンネル・エミュレーションによって選択された最大尤度（ML:Maximum 
Likelihood）サンプル・シーケンスを表します。MLマーカは、チャンネルによってヘッド信号がサンプリングされた時点でサンプル
の期待値の位置に描かれます。基準信号を使用するチャンネル・エミュレーションを実行するには、保存された基準信号が必要

であるため、基準トレースはヘッド信号の上に重ね表示されます。 

画面上のMLマーカの数が 500個を越えると、MLマーカが表示されなくなります(MLマーカ自体は存在しています)。その場合
は、ヘッド信号を拡大表示してください。 

画面上のMLマーカの数が 500個を越えると、MLマーカが表示されなくなります(MLマーカ自体は存在しています)。その場合
は、ヘッド信号を拡大表示してください。 

この方式を使用するには、次のパラメータ（基準信号の保存を含む）を設定する必要があります。 

• ヘッド信号(Head Signal): 解析対象の領域の先頭には、VCO Synch（VCO同期）フィールドが必要です。VCO同期
フィールドが見つからない場合は、信号を解析できません。  

• 基準信号(Reference): 基準信号を捕捉した後、[Store Reference 基準信号の保存]を選択して基準信号を保存す
る必要があります。以後の捕捉データは、基準信号と比較されます。  

• 信号の種類(Signal Type): PRMLチャンネルの種類を指定します。  

• 隣接トランジション(Adjacent Transitions): m/n(d,k)という形式で指定される RLLコードの"d"に相当します。この
"d"は、トランジション間にある非トランジションの最小数を表します。隣接トランジションは、"d=0"のときに許可され、
"d=1"のときに禁止されます。E2PR4では、"d=2"を指定することができます。 

• VCO同期パターン(VCO Synch Pattern): 正常に動作するディスク・ドライブでは、読み取り対象の各セグメントの
先頭でリードゲートが有効(True)になるたびに、VCO Synch (Voltage-Controlled Oscillator Sync：電圧制御発振
器同期)と呼ばれる反復的な信号が必要になります。VCO Synch（VCO同期）信号の目的は、サンプリング・クロック
を生成する PLL（位相固定ループ）の位相を調整すること、および AGC（自動利得調整）を設定することです。通常、
VCO同期信号は 2T（個々のビット・セル間のトランジション）です。 

• ビット・セル時間(Bit Cell Time):ビット・セル時間は、VCO Synch（VCO同期）信号を解析するための初期推定値と
して使用されます。解析対象領域の先頭に VCO同期フィールドがあるときに、ビット・セル時間が不明である場合、
[Measure Bit Cell Time ビット・セル時間測定]ボタンをタッチすると、ビット・セル時間が自動的に計算されます。 

• 無視する最後のサンプル数(Ignore Last <n> Samples): 書き込まれるデータが終了してからリードゲートが無効
(False)になるまでの時間に無視するべき不要なサンプルの数を指定します。  

次のパラメータは必須ではありませんが、基準信号を使用するチャンネル・エミュレーション方式による解析に役立ちます。 

• リードゲート(Read Gate): リードゲート信号が指定され DDAチャンネルに接続されている場合は、そのゲート信号に
基づいて解析対象の信号領域が決定されます。チャンネル・エミュレーションでは、[VCO Synch VCO同期] フィー
ルドを指定する必要があります。通常、VCO同期フィールドはリードゲートが有効になった直後に各ブロックのヘッド
信号に表示されるため、リードゲートを使用することをお勧めします。リードゲートを使用しない場合は、領域解析

（Analyze Region）カーソルが有効になっていない限り、波形全体が解析対象となります。 

• リードゲートの極性(Read Gate Polarity): 通常、リードゲートは正の"True"信号ですが、負の"True"信号をリードゲ
ートとして使用するドライブもあります。リードゲートが有効になっているときは、"True"信号の極性（正または負）を選
択することができます。 

• 読み取りクロック(Read Clock): 読み取りクロックが存在する場合は、「サンプル時間」マーカ（垂直線）を描く位置を
決めるために、読み取りクロック信号が使用されます。  

• 領域の指定(Specify Region): 以前に説明したとおり、領域解析カーソルを使用すると、ヘッド信号の一部分を解析
対象として選択することができます。 

• ヘッド信号のフィルタリング(Filter Head Signal): ヘッド信号のフィルタリングを有効にすると、均等化フィルタがヘッ
ド信号に適用されてから、信号の処理と表示が行われます。ヘッド信号がドライブ独自のフィルタによって均等化され

ない場合は、DDAのフィルタリング機能を使用してください。 

セットアップが完了したら、基準信号を捕捉した後、[Store Reference 基準信号の保存]を選択して基準信号を保存してください。 

基準信号を使用しないチャンネル・エミュレーションに関する注意 
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1. 基準信号と現在の捕捉信号間の時間の不一致は、リードゲートが最初に有効になるセクション内の VCO同期フィー
ルドの終了位置に基づいて補正されます。基準信号のリードゲート内に有効なセクションが複数存在する場合は、各

セクションの相対的なタイミングが現在の捕捉とほぼ同じであるとみなされます。 

2. セクタを 1つしか持たない基準信号と数多くのセクタを持つ信号を比較すること、あるいは分割されたセクタを分割さ
れていないセクタや異なる方法で分割されたセクタと比較することはできません。 

 

アナログ比較方式 
アナログ比較方式では、基準信号を保存した後、それ以降に捕捉されるヘッド信号と保存された基準信号を比較し、波形内の大

きな変化を検出します。アナログ比較はエラーを検出するための汎用的なテスト方式であり、VCO同期フィールド、データ・フィー
ルド、サーボ信号などを含む、ほとんどすべての信号に適用することができます。  

この方式では最初に、適正なアナログ波形を基準信号として保存します。フィルタが有効になっている場合は、新たに捕捉され

る波形が均等化されます。アナログ比較方式では、保存された基準信号と捕捉された波形信号のビット・セル時間が測定され、

VCO Synch（VCO同期）フィールドの終了位置が探索されます。VCO同期フィールドの終了位置が見つかると、その終了位置
にあるマークに基づいて信号の位置が揃えられ、基準信号と波形信号の比較が開始されます。比較対象の波形信号に VCO
同期フィールドが含まれていない場合、またはリードゲートが使用されていない場合は、「Could not analyze VCO Synch at 
start of signal」（信号の先頭の VCO同期フィールドを解析できない）というメッセージが表示されます。これは VCO同期フィー
ルドの存在を前提とした単なる警告メッセージであり、アナログ比較処理はそのまま続行されます。 

アナログ比較方式では、保存された基準信号と捕捉されたヘッド信号間の平均平方誤差（MSD）が 3バイト幅の解析ウインドウ
の間隔で計算されます。計算の開始時に、2つの波形信号は最も近いサンプルの位置に揃えられます。波形に沿って解析ウイ
ンドウが移動するため、基準信号のサイクル時間がヘッド時間のサイクル時間の 1%以内であれば、最も近いサンプルと波形信
号の位置関係は維持されます。正規化された平均平方誤差（MSD）がユーザーの指定したアナログ・スレッショールドを越えると、
エラー・リストにエラーが追加され、基準信号とヘッド信号間の差異が最も大きい位置が記録されます。信号間の差異がアナロ

グ・スレッショールドを上回る時間が符号化バイトの長さを越えると、符号化バイトごとに新しいエラーが記録されます。エラー・リ

スト内の各エラーは、差異の大きい順に並べられます。 

アナログ比較方式を使用するには、基準信号を保存するほか、次のパラメータを設定する必要があります。  

ヘッド信号(Head Signal): 他の解析方式と同様に、アナログ比較にもヘッド信号が必要です。ただし、他の解析方式と違って、
アナログ比較はヘッド信号の任意の領域に適用することができます。 

基準信号(Reference): 保存する基準信号は、比較対象の信号と同じ方法（時間分割、サンプリング速度、トリガ位置など）で捕
捉する必要があります。（下記の注意 3 を参照）  

アナログ・スレッショールド(Analog Threshold): アナログ比較でエラーを記録する条件を決定するために、ユーザーが指定す
るスレッショールドです。アナログ・スレッショールドの一般的な値は 0.025 です。（下記の注意 1 を参照） 

次のパラメータは必須ではありませんが、アナログ比較方式による解析に役立ちます。 

リードゲート(Read Gate): リードゲート信号は、下記の注意 2のように使用されます。 

リードゲートの極性(Read Gate Polarity): 通常、リードゲートは正の"True"信号ですが、負の"True"信号をリードゲートとして使
用するドライブもあります。リードゲートが有効になっているときは、"True"信号の極性（正または負）を選択することができます。 

読み取りクロック(Read Clock): 読み取りクロックが存在する場合は、「サンプル時間」マーカ（垂直線）を描く位置を決めるため
に、読み取りクロック信号が使用されます。  

領域の指定(Use Analyze Region):  以前に説明したとおり、領域解析カーソルを使用すると、ヘッド信号の一部分を解析対
象として選択することができます。 

ビット・セル時間(Bit Cell Time): ビット・セル時間を指定した場合は、その値に基づいてアナログ比較時の解析ウインドウのサ
イズが決定されます。それ以外の場合は、デフォルト値が使用されます。 

符号化率(Code Rate): 符号化率を指定した場合は、その値に基づいて符号化バイトのサイズが決定されます。符号化バイトの
サイズは、アナログ比較時の解析ウインドウのサイズを計算するときに必要です。  

ヘッド信号のフィルタリング(Filter Head Signal): ヘッド信号のフィルタリングを有効にすると、均等化フィルタがヘッド信号に適
用されてから、信号の処理と表示が行われます。ヘッド信号がドライブ独自のフィルタによって均等化されない場合は、DDAの
フィルタリング機能を使用してください。  

セットアップが完了したら、基準信号を捕捉した後、[Store Reference 基準信号の保存]を選択して基準信号を保存してください。 

アナログ比較方式に関する注意 

1. アナログ・スレッショールドの設定:「アナログ・スレッショールド」は、保存された基準信号と捕捉された信号との平均平
方誤差（MSD）がエラーとして記録されるときの条件を表します（MSDがスレッショールドを越えると、エラーが記録さ
れます）。スレッショールドとしてゼロを指定すると、僅かな誤差でもエラーが記録されます。スレッショールドはフル・ス

ケール（0～1の範囲）に正規化されます。つまり、1.000というスレッショールドを指定すると、3バイト幅の解析ウイン
ドウの全体にわたって 2つの信号が一致しないときにエラーが記録されます。DC不一致は補正されるため、誤差は
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あまり増加しません。 
 
波形の振幅がフル・スケールで変化する場合、解析ウインドウの内部における不一致区画（垂直ズーム無し）の平均

個数とアナログ・スレッショールドの関係は、SQRT(スレッショールド) という式で表されます。たとえば、アナログスレッ
ショールドが 0.015 である場合、解析ウインドウの内部における不一致区画の平均個数は 0.49 となります。 

2. 基準信号とヘッド信号の解析領域の先頭にある VCO Synch（VCO同期）フィールドを解析できる場合に、アナログ比
較は最も効果的に機能します。特に、リードゲートが利用できるときは、この条件（VCO同期フィールドの解析）が重
要になります。 
 
リードゲートが利用できない場合は、「領域解析」カーソルをオンにして、VCO同期フィールドの先頭付近に「開始」マ
ーカを配置してください。こうすれば、VCO同期フィールドを解析できると同時に、信頼性の高い位置合わせが可能に
なります。 
 
リードゲートが利用できず、VCO同期フィールドも解析できない場合は、2つの信号間の距離が約 12ビット・セル以
下になるように位置合わせが行われます。解析領域の開始位置がトリガ位置（t=0）から遠く離れている場合は、速度
の僅かな変化で波形信号が大きく揺らぎ、正確なアナログ比較が困難になることに注意してください。たとえば、解析

領域の開始位置がトリガ位置から 15,000 ビット・セル離れている場合は、0.1%の速度変化によって解析領域の開始
位置に 15 ビット・セル時間のジッタが発生します。そのため、アナログ比較では、どのような位置合わせを行う場合で
も、2つの信号間の速度差異を 1%未満に抑えるように補正が加えられます。 
 
また、リードゲートのソースが指定されている場合は、最初のリードゲート・エッジ（VCO同期フィールドを解析できる
場合は、そのエッジ上にある VCO同期フィールドの終了位置）に基づいて、基準信号とヘッド信号の不一致が補正さ
れます。リードゲートを使用するときに、基準信号のリードゲート内に有効なセクションが複数存在する場合は、基準

信号とヘッド信号の各セクション間のタイミングの差異がアナログ比較の許容距離（約 12ビット・セル）に収まっていな
ければなりません。 

3. 基準信号として使用する波形は、比較対象の波形と同じ長さで、同じ水平目盛/垂直目盛で捕捉されたものでなけれ
ばなりません。アナログ比較では、基準信号とヘッド信号の同じ領域が比較されます。したがって、セクタを 1つしか
持たない基準信号と数多くのセクタを持つ信号を比較すること、あるいは分割されたセクタを分割されていないセクタ

や異なる方法で分割されたセクタと比較することはできません。基準信号とヘッド信号の基本特性は同じである必要

があります。 

 

ローカル特性の概念 
概要 

“ローカル特性の計算”とは、ある波形のパラメータを計算する場合に、その波形の特定部分付近の情報のみを基にして計算す
ることをいいます。DDAでは、次のように波形のピークおよびそれに続く谷からなる部分をローカル特性として定義します。  

 
逆に、谷の後にピークが続く部分はローカル特性として定義されません。下図は、最初のピークとその後に続く谷からなるひとつ

のローカル特性を示しています。 
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ピークと谷の特定 

ピークと谷のペアを特定する場合、真のペアと偽のペアを区別することが重要です。たとえば、次の図に示すように、特定の信号

に含まれるノイズをローカル特性として間違える可能性があります。 

 
同様に、波形のこぶも、ピークと谷のペアとして間違えることがあります。 

こうした間違いを避けるために、多くの場合、ローカル特性のパラメータにヒステリシス引数を設定します。ヒステリシスの引数を

設定することで電圧幅を設定でき、その電圧幅を超えるものがピークと谷であり、そうでないものがノイズや“こぶ”であると判断さ
れます。 

ヒステリシスの設定は、DDAでピークと谷を識別する方法にも関係します。 

ローカル特性は、左から右方向のパラメータ・カーソル範囲で検索されます。しかし、最初にピークを検出しなければなりません。

ピークとして特定されるには、ヒステリシスとして設定した値を超えるまで少なくとも波形が上昇しなければなりません。 

このピーク検索は先頭の波形サンプルから始まり、そのサンプルの電圧値はピークを検出するための初期基準値として使用さ

れます。これに続く波形サンプルが先頭の値よりも大きくなり、しかもヒステリシスとして設定した値よりもその差が大きくなれば、

ピークが存在するとみなされます。初期基準値よりも低い波形サンプルが出てきたら、それ自体が新たな基準点として使用され

ます。 

波形がそれ以前の最も低い波形サンプルよりも上昇し、その差がヒステリシスの値より大きくなると、ピークとしての条件が満た

されます。その後、ピークとしての正確な位置と電圧値が検索されます。次に、それに続く波形が比較され、その中から最も高い

波形サンプルが検索されます。最も高い波形サンプルが見つかると、今度はその両側にある点、すなわち、前の谷との落差が

25%以上ある点が検索されます。この両側にある 2つの点と最高点からこれらを結ぶ二次補完曲線が作成され、この新しいピ
ークの位置と振幅（高さ）が決定されます。同様にして、この最高点からヒステリシスの設定値（下限値）よりも低い波形サンプル

の中から谷が特定されます。 

 

ローカル・ベースライン 

パラメータ測定では、多くの場合、ローカル特性のベースラインを決めることが必要です。MRヘッドによる非対称性を考慮する
ために、ピークから谷の間、谷から次のピークの間でそれぞれベースラインを特定する必要があります。 
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ベースラインは、ピークから谷、谷からピークのそれぞれの間で波形が一旦休止する点で特定されます。この“休止点”は、ベー
スラインを誤って特定しないように設定した内部許容レベルを用いて、ピークから谷または谷からピークの間で電圧値の変化が

最も少ない範囲を統計的に測定して特定します。 

ベースラインの特定に必要なもう１つの条件は、休止点がピークの頂点と谷の底との中間点を中心にした特定の幅内に収まらな

ければならないことです。この幅は、ピークから谷の高さの 3分の 2と決められています。 

2つのベースラインの一方を特定できない場合は、特定できた方のベースラインをローカル・ベースラインとします。どちらのベー
スラインも特定できない場合は、ローカル特性のピークと谷の中間点にローカル・ベースラインを設定します。 

ピークから谷の間のベースラインと谷から次のピークの間のベースラインのいずれも特定できた場合は、その平均をローカル・

ベースラインとし、この間の距離を 1 bsepとします。 

解析する領域が終わりに近づき、最後のローカル特性が特定できると、もうそれ以上ローカル特性がないために、谷とそれに続

くピークの間のベースラインを特定できなくなります。この場合、その直前のピークから谷の間のベースラインが特定できていれ

ば、ひとつ手前のローカル特性の 2つのベースラインと同じであると仮定します。また、直前のピークと谷の間のベースラインも
決められなかったときは、最後のピークの頂点と谷の底との中間点にローカル・ベースラインを定めます。 

ピークと谷、そして谷とピークとのそれぞれの間のベースラインがどれだけ離れているか（ローカル・ベースラインの分離点）は、

ある測定の有効性を決める上で重要です。 

下表は、ローカル・ベースラインとその分離点の決定方法をまとめたものです（ローカル特性が右側のパラメータ・カーソルの直

前にある場合とない場合）。 

ローカル・ベースライン、およびローカル・ベースラインの分離点（ローカル特性が直前にある場合）  

ピークから谷までのベースライン 
(PTBase)  ローカル・ベースライン ベースラインの分離点 

ある (PTBase + [PTBase + ひとつ手前の分離
点])/2 

ひとつ手前のローカル・ベースラインの分

離点  

ない ローカル・ピークと谷の中間点 0 

 

ローカル・ベースライン、およびローカル・ベースラインの分離点（ローカル特性が直前にない場合）  

ピークから谷までの 

ベースライン(PTBase) 

谷からピークまでの 

ベースライン(TPBase)
ローカル・ベースライン ベースラインの分離点 

ある ある PTBaseと TPBaseの平均 PTBase＿TPBase 

ある ない PTBase 0 

ない ある PTBase 0 

ない ない ローカル・ピークと谷の中間点 0 

 

ヒステリシスの設定 

ヒステリシスはすべてのローカル・パラメータに対して設定しなければなりません。ヒステリシス値の決定要因には次の２つがあり

ます。 
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1. ヒステリシス値の決定要因には次の２つがあります。 

2. ローカル特性の最小振幅 

ノイズをローカル特性と間違えないように、そしてすべてのローカル特性を認識するために、ヒステリシス値はこの１と２の要因の

間に設定してください。 

 

ローカル・パラメータ 

ローカル・パラメータ・グループは、通常のディスク・ドライブ波形パラメータを測定するものです。 

ローカル・パラメータ 定義 

lbase ローカル特性のベースライン 

lbsep ピークから谷までのベースラインと谷からピークまでのベースライン間の分離点 

lmax ローカル特性の最大値 

lmin ローカル特性の最小値 

lnum 表示されるローカル特性の数 

lpp ローカル特性におけるピークから谷までの振幅 

ltbe ピークから谷、または谷からピークまでの時間 

ltbp ローカル特性におけるピークからピークまでの時間 

ltbt ローカル特性における谷から谷までの時間 

ltmn ローカル特性における最小値の時間 

ltmx ローカル特性における最大値の時間 

ltot ローカル特性のスレッショールド(%)を越える部分の時間 

ltpt ローカル特性のピークから谷までの時間 

lttp 谷から次のピークまでの時間 

ltut ローカル特性のスレッショールド(%)を下回る部分の時間 

注意： DDAの変数であるヒステリシスを設定することは、ピークと谷のペアを特定する上で重要なことです。 

 

ローカル特性のパラメータ 
 

lbase Local Base ローカル・ベースライン 
定義 ローカル特性に対するベースラインの値 

説明 
パラメータ・カーソル間にあるすべてのローカル特性に関するローカル・ベースラインの平均値が、lbaseとして
表示されます。ヒストグラムの場合は、パラメータ・カーソル間にあるすべてのローカル特性に関する各ベース

ライン値がそれぞれ表示されます。 

パラメータ設定 [Measure 測定]メニューからこのパラメータを選択すると、ヒステリシスの設定を行う画面が表示されます。ヒ
ステリシス値として、垂直方向区分の数を指定します。 
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例 

 

 

lbsep Local Baseline Separation ローカル・ベースラインの分離点 
定義 ローカル特性に対するベースラインの分離点値 

説明 
パラメータ・カーソル間にあるすべてのローカル特性について、ローカル・ベースラインの計算に使用する 2本
のベースラインの分離点の平均値が表示されます。ヒストグラムの場合は、パラメータ・カーソル間にある各ロ

ーカル特性に関するベースラインの各分離点が表示されます。 

パラメータ設定 [Measure 測定]メニューからこのパラメータを選択すると、ヒステリシスの設定を行う画面が表示されます。ヒ
ステリシス値として、垂直方向区分の数を指定します。 

例 

 

 

lmax Local Maximum ローカル最大値 
定義 ローカル特性の最大値 

説明 パラメータ・カーソル間にあるすべてのローカル特性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。ヒストグラムの場合は、パラメータ・カーソル間にある各ローカル特性の最大値が表示されます。 

パラメータ設定 [Measure 測定]メニューからこのパラメータを選択すると、ヒステリシスの設定を行う画面が表示されます。ヒ
ステリシス値として、垂直方向区分の数を指定します。 
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例 

 

 

lmin Local Minimum ローカル最小値 
定義 ローカル特性の最小値 

説明 パラメータ・カーソル間にあるすべてのローカル特性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。ヒストグラムの場合は、パラメータ・カーソル間にある各ローカル特性の最小値が表示されます。 

パラメータ設定 [Measure 測定]メニューからこのパラメータを選択すると、ヒステリシスの設定を行う画面が表示されます。ヒ
ステリシス値として、垂直方向区分の数を指定します。 

例 

 

 

lnum Local Number ローカル数 
定義 入力波形におけるローカル特性の数 

説明 パラメータ・カーソル間にあるローカル特性の数が計算され、lnumとして表示されます。ヒストグラムの場合
は、lnumの値が 1つだけ表示されます。 

パラメータ設定 [Measure 測定]メニューからこのパラメータを選択すると、ヒステリシスの設定を行う画面が表示されます。ヒ
ステリシス値として、垂直方向区分の数を指定します。 

例 
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lpp Local Peak-to-Peak ローカル・ピーク・ツー・ピーク 
定義 ローカル特性におけるピークと谷との高さの差 

説明 
波形におけるすべてのローカル特性について、ピークから谷までの電圧差が求められ、その平均が lppとし
て表示されます。ヒストグラムの場合は、パラメータ・カーソル間にある各ローカル特性のピーク・ツー・ピーク

値が表示されます。 

パラメータ設定 [Measure 測定]メニューからこのパラメータを選択すると、ヒステリシスの設定を行う画面が表示されます。ヒ
ステリシス値として、垂直方向区分の数を指定します。 

例 

 

 

ltbe Local Time Between Events ローカル・イベント間の時間 

定義 ローカル特性のピークから谷までの時間、あるいは特定のローカル特性の谷から次のローカル特性のピーク
までの時間 

説明 イベントは、ピークや谷として定義されます。波形の中で連続して起きるイベント間の平均時間は、ltbeとして
表示されます。ヒストグラムの場合は、パラメータ・カーソル間の各連続イベント間の時間が表示されます。 

パラメータ設定 [Measure 測定]メニューからこのパラメータを選択すると、ヒステリシスの設定を行う画面が表示されます。ヒ
ステリシス値として、垂直方向区分の数を指定します。 

例 

 

 

ltbp Local Time Between Peaks ローカル・ピーク間の時間 
定義 ローカル特性ピークから次のローカル特性ピークまでの時間 

説明 連続するローカル特性ピークの平均時間が計算され、ltbpとして表示されます。ヒストグラムの場合は、パラメ
ータ・カーソル間にあるすべてのピークの連続ピーク間の時間が表示されます。 

パラメータ設定 [Measure 測定]メニューからこのパラメータを選択すると、ヒステリシスの設定を行う画面が表示されます。ヒ
ステリシス値として、垂直方向区分の数を指定します。 
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例 

 

 

ltbt Local Time Between Troughs ローカル谷から谷までの時間 
定義 ローカル特性の谷から次のローカル特性の谷まで時間 

説明 連続するローカル特性の谷の平均時間が計算され、ltbtとして表示されます。ヒストグラムの場合は、パラメ
ータ・カーソル間にあるすべての谷の連続する谷の間の時間が表示されます。 

パラメータ設定 [Measure 測定]メニューからこのパラメータを選択すると、ヒステリシスの設定を行う画面が表示されます。ヒ
ステリシス値として、垂直方向区分の数を指定します。 

例 

 

 

ltmn Local Time at Minimum ローカル最小値の時間 
定義 ローカル特性の最小値の時間 

説明 
左側のパラメータ・カーソルが決まった後、波形における最初のローカル特性の最小値の時間。この時間は、

ltmnとして表示されます。ヒストグラムの場合は、パラメータ・カーソル間にあるローカル特性の最小値の全時
間が表示されます。 

パラメータ設定 [Measure 測定]メニューからこのパラメータを選択すると、ヒステリシスの設定を行う画面が表示されます。ヒ
ステリシス値として、垂直方向区分の数を指定します。 
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例 

 

 

ltmx Local Time at Maximum ローカル最大値の時間 
定義 ローカル特性の最大値の時間 

説明 
左側のパラメータ・カーソルが決まった後、波形における最初のローカル特性の最大値の時間。この時間は、

ltmxとして求められます。ヒストグラムの場合は、パラメータ・カーソル間にあるローカル特性の最大値の全時
間が表示されます。 

パラメータ設定 [Measure 測定]メニューからこのパラメータを選択すると、ヒステリシスの設定を行う画面が表示されます。ヒ
ステリシス値として、垂直方向区分の数を指定します。 

例 

 

 

ltpt Local Time Peak-to-Trough ローカル・ピークから谷までの時間 
定義 ローカル特性のピークから谷までの時間 

説明 
すべてのローカル特性におけるピークから谷までの時間に対し、その平均値が ltptとして表示されます。ヒス
トグラムの場合は、パラメータ・カーソル間にあるすべてのローカル特性におけるピークから谷までの時間が

表示されます。 

パラメータ設定 [Measure 測定]メニューからこのパラメータを選択すると、ヒステリシスの設定を行う画面が表示されます。ヒ
ステリシス値として、垂直方向区分の数を指定します。 
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例 

 

 

ltot Local Time Over Threshold ローカル・オーバー・スレッショールド時間 
定義 ピークから谷までの振幅に対してユーザーが指定した比率の高さを、ローカル特性が越えている時間 

説明 

ローカル特性のピークから谷までの振幅を測定します。その高さに対してユーザーが指定したある一定の割

合をローカル特性が超えた場合、超えている間の時間を計算します。波形のすべてのローカル特性に対して

この時間を求め、その平均を ltotとして表示します。ヒストグラムの場合は、パラメータ・カーソル間にある各ロ
ーカル特性でスレッショールドを越えている時間が表示されます。 

パラメータ設定 
[Measure 測定]メニューからこのパラメータを選択すると、ヒステリシスとレベル比率のメニューが現れます。
該当する項目、すなわち、垂直方向区分の数や、ローカル特性におけるピークから谷までの振幅の割合(パ
ーセンテージ)を数値入力します。  

例 

 

 

lttp Local Time Trough-to-Peak ローカル谷からピークまでの時間 
定義 ローカル特性の谷から次のローカル特性のピークまでの時間 

説明 
すべてのローカル特性の谷から次のローカル特性のピークまでの平均時間が、lttpとして表示されます。ヒス
トグラムの場合は、パラメータ・カーソル間にあるすべてのローカル特性の谷から次のピークまでの時間が表

示されます。 

パラメータ設定 
[Measure 測定]メニューからこのパラメータを選択すると、ヒステリシスとレベル比率のメニューが現れます。
該当する項目、すなわち、垂直方向区分の数や、ローカル特性におけるピークから谷までの振幅の割合(パ
ーセンテージ)を数値入力します。  
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例 

 

 

ltut Local Time Under Threshold ローカル・アンダー・スレッショールド時間 
定義 ピークから谷までの振幅に対してユーザーが指定した比率の高さを、ローカル特性が下回っている時間 

説明 
ローカル特性のピークから谷までの振幅を測定します。その高さに対してユーザーが指定したある一定の割

合をローカル特性が下回っている場合、その間の時間を計算します。ヒストグラムの場合は、パラメータ・カー

ソル間にある各ローカル特性がスレッショールドを下回っている時間が表示されます。 

パラメータ設定 
[Measure 測定]メニューからこのパラメータを選択すると、ヒステリシスとレベル比率のメニューが現れます。
該当する項目、すなわち、垂直方向区分の数や、ローカル特性におけるピークから谷までの振幅の割合(パ
ーセンテージ)を数値入力します。  

例 

 

 

ディスク標準パラメータ 
以下のパラメータは、ディスク・ドライブ波形に関する標準的パラメータ測定を行うためのものです。メニュー・バーから[Measure 
測定]を選び、続いて[My Measure カスタム測定]を選んだ後、パラメータのボタンを押すことで、これらのパラメータにアクセス
できます。P1から P8を参照してください。 

ディスク標準パラメータ 定義 

aasym taa+ と taa- 間の非対称振幅 

p@lv 捕捉波形のサイクル周期、パラメータ・メニューでは Jitter（ジッタ）と表記

nbph 離散的フーリエ変換(DFT)した波形のナロー・バンド位相 

nbpw 離散的フーリエ変換(DFT)した波形のナロー・バンド出力 

owrt 上書き 

pw50 ベースラインから 50%の高さにおけるピークと谷のパルス幅 

pw50+ ベースラインから 50%の高さにおけるピークのパルス幅 

pw50- ベースラインから 50%の高さにおける谷のパルス幅 

res 分解能 
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taa トラック平均振幅 

taa+ ベースラインより上のピークに関するトラック平均振幅 

taa ベースラインより下のピークに関するトラック平均振幅 

nbph、nbpw、owrt、p@lv以外のディスク標準パラメータは、どれも波形内のピークと谷のペアに対して測定を行います。さらに
いくつかのパラメータは、計算の必要上、ピークと谷のペアに対するベースラインを求めます。 

 

注意： DDAのヒステリシス変数の設定は、ピークと谷のペアを特定する上で重要です。  

 

Ampl asym Amplitude Assymetry 非対称振幅 

定義 aasym = 1 [ |(taa+ - taa-)| / (taa+ + taa-)] 

説明 完全に対称な波形の場合は、aasym=1です。波形が半分しか存在しない場合は、aasym=0です。 

パラメータ設定 このパラメータを選択するとヒステリシス・ダイアログが開き、ヒステリシスの値を垂直方向区分の数で指定で
きます。 

 

p@lv Period at Level 指定レベルにおける周期 

定義 捕捉波形のサイクル周期を計算します。 

説明 １つの波形の各サイクルに対し、p@lvはユーザーが指定したスレッショールドで決まるサイクルの開始時間を
求め、下図のようにサイクルの終わりに向けて勾配を計算します。 

パラメータ設定 

このパラメータを選択すると、ヒステリシス、レベル、勾配を設定するダイアログが開きます。ヒステリシス値は、

ヒステリシスを垂直方向区分の数で指定します。これにより、指定したレベルを中心として特定の電圧幅が対

称的に設定されます。信号がノイズではなく有効とみなされるには、その信号が電圧幅の上限あるいは下限

（ヒステリシス区分設定の半分）を超えなければなりません。 

 

 

nbph Narrow Band Phase ナロー・バンド位相 

定義 波形における特定周波数の位相を測定します。 

説明 

nbphは、特定周波数の波形上で離散的フーリエ変換(DFT)を施した位相を表します。その周波数での波形
の正弦波成分の位相は、パラメータ・カーソル間の最初のデータ・ポイントに現れます。nbphパラメータは、
選択した周波数を中心として DFTをある一定幅（ビン）だけ計算します。DDAが表示する波形トレースが
960 x (1/周波数)あるいはそれ以上のとき（すなわち、選択した周波数においてトレースが波形の 960サイク
ル以上の長さを持つとき）、このビン幅は、選択した周波数の 0.105%になっています。それ以外の場合は、
ビン幅は 

100 / integer[(トレース長)/(1/周波数)] % 

で求めることができます。ここで、integer[ ] は、カッコ内の小数点以下を無視して整数化することを表します。
で求めることができます。ここで、integer[ ] は、カッコ内の小数点以下を無視して整数化することを表します。

100/48 = 2.1% 

の大きさとなります。nbph は周波数によって大きく変わるので、正確な結果を得るには、周波数の値を正確
に指定する必要があります。  

パラメータ設定 このパラメータを選択すると、周波数設定ダイアログが開きます。 



 

270 

 

nbpw Narrow Band Power ナローバンド・パワー 

定義 波形における特定周波数のパワーを測定します。 

説明 

nbpwは、波形に対して特定の周波数で離散的フーリエ変換(DFT)を施した出力を表します。nbpw は、選択
した周波数を中心として DFTをある一定幅（ビン）だけ計算します。DDAが表示する波形トレースが 960 x 
(1/周波数)あるいはそれ以上のとき（すなわち、選択した周波数においてトレースが波形の 960サイクル以
上の長さを持つとき）、このビン幅は、選択した周波数の 0.105%になっています。それ以外の場合は、ビン
幅は  

100 / integer[(トレース長)/(1/周波数)] % 

で求めることができます。ここで、integer[ ] は、カッコ内の小数点以下を無視して整数化することを表します。
波形トレースが 1/周波数の 48.5倍以上の長さを持つとき、ビン幅は選択した周波数の  

100/48 = 2.1% 

の大きさとなります。 計算しなかった部分の効果を最小限に抑えるために、BlackmanHarrisウインドウを入
力データに適用します。ディスクのスピンドル速度が変化して周波数が変動したとしても、正味としてかなりの

よい値の計算結果が得られます。実際の周波数が与えられた周波数と異なり、しかもビン幅が 0.105%（最
低分解能帯域幅）であった場合は、計算結果の度数は、次表にあるように実際値よりも小さくなります。 

周波数差  出力差(dB) 

0.03% 0.3 dB 

0.06% 1.1 dB 

0.1% 3 dB 

ビン幅が 0.105%よりも大きいときは、出力差を固定した場合、周波数差は(ビン幅／0.105)に比例します。

nbpw の結果は、dBmを単位に表示されます。 

パラメータ設定 このパラメータを選択すると、周波数設定ダイアログが開きます。 

 

owrt Overwrite 上書き 

定義 ディスクの低周波波形が高周波波形で上書きされたとき、上書きの前後における低周波成分の度数比 

説明 

owrt は、低周波(LF)波形が高周波(HF)波形に上書きされたときの、残留出力を測定します。まず LF波形が
メモリ(M1-M4)に保存されます。そして HF波形が DDAに入力され、次式により owrtが計算されます。 

owrt = 20 log (Vr/Vo) 

ここで Vrは、HF波形が上書きした後、LF基底周波数における HF波形の正弦波成分に対する Vrmsの残留

値を表します。また Voは、LF基底周波数における LF波形の正弦波成分に対する Vrmsを表します。この計

算は、DDAが HF波形と LF波形に対して LF周波数でナロー・バンド出力の測定を行い、HF波形に対する
結果から LF波形に対する結果を差し引くことで求められます（nbpwパラメータの説明を参照）。メニューで
は、DDAのチャンネルあるいはトレース（1, 2, 3, 4, M1からM4, あるいは F1から F8）に割り当てる波形を
HFにするか、または LFにするかを選択できます。メニューボタンを使用して、HFまたは LFの入力をセット
し、選択した波形の入力は、それに関連するボタンで設定します。owrt の結果は dBを単位に表示されます。
統計平均やトレンド平均など、すべての平均はリニア・ユニットで行われ、その結果が dBに変換されます。

注意：通常の使用では、owrtパラメータの代わりに、nbpwパラメータにより LF波形を測定し、それから HF
に上書きされた後の LＦの残留分を測定します。owrtは、nbpwによるこの 2つの測定結果の差を dBを単
位に読み込んだものに一致します。owrtではなく nbpwを測定に使用する理由には 2つあります。1) nbpw
は、統計を取ることで、平均出力を計算します。Owrtでは、ヘッド信号を時間領域で平均するためのトリガを
見つけることが困難なことから、低周波信号は通常一回の捕捉しか行われません。2) owrt は毎回、両方の
nbpwを計算します。LFが保存されているのであれば、両方の計算は必要ありません。したがって nbpw 
は、owrtに比べて 2倍の捕捉を行い、そのために同じ時間でより正確な平均操作を行うことができるので
す。 

パラメータ設定 

このパラメータを選択すると、周波数設定ダイアログが開きます。この周波数は、HFおよび LFの両方の波
形に対して nbpwを計算する際に使用します。指定する周波数が非常にたくさんの数字を含んでいるときに
は、それを正確に選択するのは難しいかもしれません。その場合、ある程度数字を省略し、精度を犠牲にして

近似的周波数を入力します。その後で、正確な値に近づけるよう、精度を上げていきます。 
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pw50 Pulse Width 50 パルス幅 50 

定義 ローカル特性におけるベースラインとピークとの間、およびベースラインと谷の間の 50%の高さにおける平均
パルス幅 

説明 

入力波形に対し、まずパラメータ・カーソル間のすべてのローカル特性を特定します。各ローカル特性に対し

てベースラインを決め、そのローカル・ベースラインとピークの間の高さを計算します。そしてその高さの 50％
の位置におけるパルス幅を測定します。同じ測定を、谷に対しても行います。すべてのパルス幅の測定結果

に対して平均をとり、pw50の値として表示します。ヒストグラムの場合は、パラメータ・カーソル間における各
ローカル特性の pw50の値が表示されます。 

パラメータ設定 このパラメータを選択するとヒステリシス・ダイアログが開き、ヒステリシスの値を垂直方向区分の数で指定で
きます。 

 

pw50- Pulse Width 50- パルス幅 50- 

定義 ローカル特性におけるベースラインと谷の間の 50%の高さにおける平均パルス幅 

説明 

入力波形に対し、まずパラメータ・カーソル間のすべてのローカル特性を特定します。各ローカル特性に対し

てベースラインを決め、そのローカル・ベースラインと谷の間の高さを計算します。そしてその高さの 50％の
位置におけるパルス幅を測定します。すべてのパルス幅の測定結果に対して平均をとり、pw50-の値として
表示します。ヒストグラムの場合は、パラメータ・カーソル間における各ローカル特性の pw50-の値が表示さ
れます。 

パラメータ設定 このパラメータを選択するとヒステリシス・ダイアログが開き、ヒステリシスの値を垂直方向区分の数で指定で
きます。 

 

pw50+ Pulse Width 50+ パルス幅 50+ 

定義 ローカル特性におけるベースラインとピークの間の 50%の高さにおける平均パルス幅 

説明 

入力波形に対し、まずパラメータ・カーソル間のすべてのローカル特性を特定します。各ローカル特性に対し

てベースラインを決め、そのローカル・ベースラインとピークの間の高さを計算します。そしてその高さの 50％
の位置におけるパルス幅を測定します。すべてのパルス幅の測定結果に対して平均をとり、pw50+の値とし
て表示します。ヒストグラムの場合は、パラメータ・カーソル間における各ローカル特性の pw50+の値が表示
されます。 

パラメータ設定 このパラメータを選択するとヒステリシス・ダイアログが開き、ヒステリシスの値を垂直方向区分の数で指定で
きます。 

 

res Resolution 分解能  

定義 高周波数波形および低周波数波形に対するトラック平均振幅の比 

説明 
resは、以下の式のように、低周波(LF)波形と高周波(HF)波形に対するトラック平均振幅(taa の説明を参
照)の比を%で返します。 

res = (taa(LF) / taa(HF)) * 100% 

パラメータ設定 このパラメータを選択するとヒステリシス・ダイアログが開き、ヒステリシスの値を垂直方向区分の数で指定で
きます。 

 

taa Track Average Amplitude トラック平均振幅 

定義 すべてのローカル特性に対するピークから谷までの平均振幅 

説明 
入力波形に対し、まずパラメータ・カーソル間のすべてのローカル特性を特定します。そしてピークから谷まで

の振幅をそれぞれのローカル特性に対して求め、その平均値を taaとして返します。ヒストグラムの場合は、
パラメータ・カーソル間の各ローカル特性に関するピークから谷までの振幅が表示されます。 

パラメータ設定 このパラメータを選択するとヒステリシス・ダイアログが開き、ヒステリシスの値を垂直方向区分の数で指定で
きます。 



 

272 

 

taa- Track Average Amplitude- トラック平均振幅- 

定義 すべてのローカル特性に対するローカル・ベースラインから谷までの平均振幅 

説明 
入力波形に対し、まずパラメータ・カーソル間のすべてのローカル特性を特定します。そしてピークから谷まで

の振幅をそれぞれのローカル特性に対して求め、その平均値を taa-として返します。ヒストグラムの場合は、
パラメータ・カーソル間の各ローカル特性に関するローカル・ベースラインから谷までの振幅が表示されます。

パラメータ設定 このパラメータを選択するとヒステリシス・ダイアログが開き、ヒステリシスの値を垂直方向区分の数で指定で
きます。 

 

taa+ Track Average Amplitude トラック平均振幅+ 

定義 すべてのローカル特性に対するローカル・ベースラインからピークまでの平均振幅 

説明 

入力波形に対し、まずパラメータ・カーソル間のすべてのローカル特性を特定します。そしてローカル・ベース

ラインからピークまでの振幅をそれぞれのローカル特性に対して求め、その平均値を taa+として返します。ヒ
ストグラムの場合は、パラメータ・カーソル間の各ローカル特性に関するローカル・ベースラインからピークま

での振幅が表示されます。  

パラメータ設定 このパラメータを選択するとヒステリシス・ダイアログが開き、ヒステリシスの値を垂直方向区分の数で指定で
きます。 

 

ディスク PRMLパラメータ 
ACSNパラメータ 

NLTSパラメータ 

これらは、自己相関 S/N比(ACSN)と非線形トランジション・シフト(NLTS)のパラメータ測定を行うためのものです。 どちらの計
算も、相関演算機能を使用します。 

• ACSNは、すべての周期的波形に適用できます。 周期的波形は、その定義より、すべての周期において同一の形を
しています。形のずれがあるとすれば、それは相関のないノイズ源によるものです。 連続した周期にわたって波形の
自己相関計算を行えば、完全な周期波形からのずれの度合いが測れます。 この測定から、ノイズ・レベルを ACSN
で求めることができます。 (ACSNの説明を参照） 

• NLTSでは、ディスク波形の自己相関計算におけるすべてのエコーを測定することができます。 これには、隣接位置
での NLTS、第 2隣接位置での NLTS、上書き（初期磁化）エコーも含まれます。 このパラメータは、ノイズ効果を低
減して正確な測定を行うために、NLTS平均、パターン長検索、リミット検査を行います。 (NLTSの説明を参照） 

演算における相関理論 

DDAの相関関数は、同じ波形に属する 2つの部分間の相関を表すものです。2つの部分は, 同じ長さを持つ必要があります。
相関関数はまた、異なる別々の波形に属する（同じ長さの）部分間の相関を表すこともあります。  

同じ波形に属する部分間の相関を表す場合、それを自己相関と呼びます。 2つの部分がまったく同じ形をしていれば、相関値は
最大になります。  

DDAでは、相関値の最大が１になるように正規化しています。したがって、相関値が 1の場合は、2つの部分が同一の形をして
いることを意味し、-1の場合は互いに逆の形をしていることを意味し、0の場合は何の相関もないことを意味します。  

ノイズのない周期的な波形は、その自己相関を計算する際に 2つの部分の左端同士が周期の整数倍だけ離れていると、完全
な相関（相関値が 1）となることがわかります。 

相関値は、波形において相関関数の計算に使用する 2つの部分間の時間間隔の関数となります。 この計算は、結局 2つめの
部分の左端点（i番目の波形サンプルとします）の関数となり、以下のようにして求められます。 
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ここで、Corriは相関波形の i番目のサンプル点（i は 0以上）を表し、wave1jは、第 1の波形のｊ番目のサンプル、wave2 は第 2

の入力波形を表します（自己相関の場合は、これが wave1になっています）。 は、波形のサンプル aからサンプル bま
での区間を表します。 和の上限 Nは、相関の計算を行う波形の範囲を決めるものです（範囲の長さは、最初のサンプルが 0か
ら始まるので、N+1個のサンプル点になります）。 相関関数の分母 

 
は、相関関数を 1に正規化するものであり、 分子で 

 
が差し引かれているのは、入力波形の DCオフセットからの相関関数への寄与を取り除くためです。 

相関関数は実際、第 1の波形の一部をとり、それが 2番目の波形の同じ長さの部分とどの程度相関しているかを計算します。
その際、2番目の波形から取り出す部分は、その位置を変えながら計算を行います。 すなわち、波形 1の一部を取り出し、それ
を波形 2の上を横滑りさせ、重なった部分の相関値を計算する、と表現することもできます。 2番目の波形から取り出す部分の
開始位置は、下限が波形の開始位置になり、上限が波形の末尾からその部分の長さを差し引いた位置になります。 この上限の
点では、第 1の波形から切り取った部分の末尾は、第 2波形の最後のサンプルと同じ位置になります。 DDAでは波形の長さ
が 10 divに限られるため、相関関数の上限は、取り出す部分の長さを divで表した数値を、10 divから差し引いた数になります。 

 

acsn Auto-Correlation Signal-to-Noise 自己相関 S/N比 

定義 周期的な波形の S/N比 

説明 

acsnは、DDAの相関関数を用いて周期波形の自己相関 S/N比を測定します。 acsnの計算には、少なくと
も 2周期分の波形を捕捉する必要があります。 さらに、波形の周期を指定しなければなりません。 

このパラメータを選ぶと、ヒステリシスを垂直軸区分の整数倍の値に設定するためのヒステリシス・ダイアログ

が開きます。 

このパラメータは、与えられた値に基づいて周期を検証し、必要に応じて調整します。 ディスクの回転速度の
変動に伴って正確なディスクの波形時間を特定するのが難しくなるため重要です。  

DDAは、この周期を初期値として用いて自己相関を計算し、その周期での自己相関のピークを探します。 ピ
ークの頂点に対応するところで、波形は周期的な繰り返し（パターン）を示します。 DDAはこの頂点を特定し、
それに対応する時間を記録することで正確な周期を決定します。 そうして決定した周期を用いて、自己相関を
再計算します。 計算された自己相関が最大になる点での値Ｒを用いて、ACSNが次のように計算されます。

S/N = R/(1R) 

ACSN = 10* log10 S/N 

さらに精度を上げるために、複数の ACSNを計算しその平均をとります。 ACSNの計算を各パターンについ
て行い、その結果を平均するのです。 

全 ACSNの計算結果については、acsnパラメータのヒストグラム表示で見ることができます。 ACSNは、9.6 
dB以上の S/N比に対してのみ計算されます。 

ACSNの結果は、dBを単位として表示されます。 統計平均やトレンド平均など、すべての平均操作はリニア・
ユニットで行われますが、 それを dBに変換します。 

パラメータ設定 

[PRML]ダイアログの[With parameter]フィールド(DRIVE ANALYSIS→ Measure → Parameter Set → 
PRML)から acsnを選ぶと、acsnの[Pattern Length パターン長]フィールドも現れます。 

パターン長は、波形周期の整数倍に選び、DDAのサンプリング・レートで少なくとも 50サンプルは取らなくて
はなりません。 。（サンプリング・レートは、[TimeBase タイムボックス]ラベル・ボックスに表示されます。） これ
らの周期は同数の後続周期と相関されるため、このパターン長はスイープで得られる全周期の半分以下にし

なければなりません。 

設定が ACSNの測定に与える影響に関する注意 

パターン長は、信号周期が相関関数のピークになるよう、周期 1つ分（あるいはその整数倍）に十分近い値に
設定する必要があります。 プログラムは、パターン長、それよりも 6サンプル手前、それよりも 6サンプル先、
という 3つの位置で相関を測ります。 さらに、位置の間隔を狭めて、両側 2つの点での相関値が中心点での



 

274 

相関値の半分以上の大きさになるようにし、その後 3つの点を 2次曲線でフィッティングします。 パターン長が
ピークをまったく捉えることができなかった場合は、ピーク検索は失敗に終わります。3つの点の相関値のう
ち、中心の値が最も小さく、両側の値が互いに等しい値となったときには、ピーク検索は中止されます。 正弦
波に対しては、ピーク長をどのように選んでも、ほとんど問題なくピークを見つけ出すことができます。  

この段階で、次のことを頭に入れておいてください。 プログラムは、“もっともらしい”ピークを探す、ということで
す。 中心位置での相関値は 0.9を超えていなければならず、それが満たされない場合には、このパラメータ計
算はキャンセルされます。 このキャンセルは、2次曲線フィッティングの前に行われてしまいますが、これも確
かなピークを見つけ出したいという意図によるものです。 

静止信号に関しては、捕捉に含まれるサイクルの総数が ACSNに影響を及ぼすことはありません。 ただし、
水平軸スケールと[TIMEBASE "Smart Memory"]ダイアログに表示される[Max Sample Points 最大サンプ
ル点数]入力項目には、関連性があることに注意してください。 捕捉の時間が長くなると、最大サンプル点数よ
りもサンプル数を小さく抑えなければならないために、サンプリング・レートが低下することがあります。 ACSN
は水平軸スケールの影響を受けませんが、サンプリング・レートの影響を受けます。 サンプリング・レートは、
高い値に保つようにしてください。 

同じ信号でも、垂直軸スケールが大きくなると ACSNは低下します。これは、信号が占有する ADCのコード・
スペースが小さくなることから、量子化ノイズやその他の内部ノイズによって信号が汚染されやすくなるためで

す。 一般に、信号をチャンネル（あるいはリセット・トレース）に表示する際、できるだけ垂直方向のグリッドを埋
め尽くすようにしてください。ただし、グリッドの上下部分を切り取らないようにしてください。 大きな値（30dB以
上）の ACSNを表示するときに、これは特に重要です。 

パターンあたり 50サンプルの必要条件を満たすように、パターン長のサイクル数を最小にしてください。 一般
に、ある程度ノイズが含まれている信号の場合、1パターン長に含まれるサイクル数が増えると、ACSNは若
干小さくなります。 たとえば、80MHz 75mVの正弦波に（ピーク・ツー・ピークで）0.6%の rms ノイズがのって
いる場合、それを 1GS/sでサンプリングすると、acsnはパターン長とともに次のように変化します。 

 

Pattern Length (Seconds) 
Cycles in One Pattern Length 

ACSN 

 
5.00E-8 

4 

27.54 dB 

 
6.25E-8 

5 

26.97 dB 

 
7.50E-8 

6 

26.78 dB 

 
8.75E-8 

7 

26.57 dB 

 
1.000E-7 

8 

26.47 dB 

 
1.125E-7 

9 
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26.41 dB 

 
1.250E-7 

10 

26.30 dB 

 

ACSNの値が大きくなると、わずかなノイズでも ACSNの値が大きく変化します。 これは、ACSNの値が大き
いということは、相関が 1に近いということを意味するからです。例： 

 

Correlation 
ACSN 

 
.9995 

33.0 dB 

 
.9990 

30.0 dB 

 
.9985 

28.2 dB 

 
.9980 

27.0 dB 

 
.9975 

26.0 dB 

 
.9970 

25.2 dB 

 

nlts Non-Linear Transition Shift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・シフトを測定 

説明 

nltsは、DDAの相関関数を用いて非線形トランジション（隣接位置）シフトを測定します。 自己相関の計算に
は、少なくとも 2周期分の波形が必要です。 さらに、波形の周期を指定しなければなりません。 

このパラメータは、与えられた値に基づいて周期を検証し、必要に応じて調整します。 この周期の検証は、ディ
スクの回転速度の変動に伴って正確なディスクの波形時間を特定するのが難しくなるため重要です。  

DDAは、この周期を初期値として用いて自己相関を計算し、その周期での自己相関のピークを探します。 ピー
クの頂点に対応するところで、波形は周期的な繰り返し（パターン）を示します。 DDAはこの頂点を特定し、そ
れに対応する時間を記録することで正確な周期を決定します。そうして決定した周期を用いて、自己相関を再計

算します。 そうして決定した周期を用いて、自己相関を再計算します。 Iこのパターン長に対する自己相関のピ
ーク値が 0.9よりも小さければ、NLTSは計算されません。 これは、このパターン長に相当する長さを持つ部分
に、あまり相関性がない Iため、有意な結果が得られないからです。 ピーク値が 0.9以上の場合は、そのパタ
ーン長を使用して、nltsが計算されます。 そして DDAはこの遅延値を使用して、入力波形からパターン長の長
さだけを切り出した第１の部分と、同じ長さだけを切り出した第 2の部分に対する自己相関係数を測定します。
その際、遅延値における入力波形の先頭から測定を開始します。  

nltsの計算を正確に行うためには、ディスク・ドライブの波形が、自己相関の計算でエコーを発生するような擬
似ランダム・シーケンスになっている必要があります。これが非線形トランジション・シフトにつながるのです。 通
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常、こうした波形は多項式 x7 + x3 + 1に基づいた 127ビット・パターンになっており、入力パターン長の
20.06%のパターン遅延で NLTSエコーが発生します。 理想的には、NLTSの値は NLTS(%) = 200* （遅延値
における）相関係数で与えられます。 

NLTS(%) = 200* Correlation Coefficient (at delay). 

しかし、入力波形のノイズが相関係数の値に影響を及ぼすことから、DDAではノイズ効果を低減するために、
NLTSの測定を複数回行ってその平均をとります。 各パターンに対して NLTS測定を 1回行って、その結果の
平均をとるのです。 個々の NLTS測定をすべて見るには、nltsパラメータをヒストグラム表示します。 

入力波形における擬似ランダム・パターンのサイクル数が多いほど、nltsの結果に与えるノイズの影響が小さく
なります。 さらにその影響を低減するために、パターン長の遅延の整数倍に対する相関係数で NLTS値を割る
ことで、NLTSの計算を調整します。 

以下の表は、さまざまな自己相関 S/N比、および入力波形における擬似ランダム・シーケンスの反復回数に対
し、nltsパラメータの標準偏差を求めたものです。 使用したサンプリング・レートは、4サンプル／ビット・セルで
す。また入力波形には、20%の NLTSが含まれています。 

 

ACSN 
#Pattern Repetitions 

nlts Standard Deviation 

 
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 



DDA 

277 

2 

1.08 % 
 

10 

0.57 % 
 

25 

0.35 % 
 

パラメータ設定 

PRMLダイアログの[With parameter]フィールドの(DRIVE ANALYSIS → Measure → Parameter Set → 
PRML)から nltsを選ぶと、nltsの[Pattern Length パターン長]フィールドとパターンの[Delay 遅延]フィール
ドも現れます。 仮数、指数、仮数の桁数は、ポップアップ数字キーパッドで調整できます。 パターン長は、パター
ン周期に設定する必要があります。 

DDAが正確なパターン長を探し出すものの、nltsがその検索を行うためには、最初にパターン長として入力す
る数値が真の値に十分近い必要があります。 たとえば、1µsのパターンは、1µs±40nsの範囲まで受け付けら
れます。 すなわち、この範囲内であれば、nltsの値が計算されます。 範囲内でなければ、"---"という表示が画
面に現れ、測定ができなかったことを知らせます。  

パターン遅延は、パターン長に対する割合(パーセンテージ)で設定します。 DDAでは、ここで入力したパターン
遅延の値を、内部で計算したパターン長とユーザーが入力したパターンとの比でスケールします。 それぞれ異
なる遅延値を使用し、ディスク・ドライブのさまざまな波形属性を測定できます。 以下の表に、一般的な 127ビッ
トの擬似ランダム・シーケンス（多項式 x7 + x3 + 1)の遅延値を示します。これらの遅延値を入力し、さまざまな
波形属性を測定できます。 

 

Waveform Attribute 
Bit Cell Location 

Delay (%) 

 
Adjacent Location 

25.5 

20.08% 

 
2nd Adjacent Location 

–30.5 

–24.02% 

 
Initial Magnetization 

45.5 

35.83% 

 
Interaction Interference 

–60.5 

–47.64% 

 
注意 

パターン遅延は、どの繰り返しパターンで NLTSを測定するかを DDAに知らせます。 NLTSは、その時点の
相関係数から計算されます。 相関計算は、3つのサンプル時間（最も近いサンプル時間、およびその両側）で
行われます。 真のピーク高さを正確に計算するために、フィッティング曲線を使用します。 

上記のように、nltsパラメータは 1つの波形しか必要としません。 各捕捉には、擬似ランダム反復シーケンス



 

278 

(PRS)が必ず 1つ含まれていなければなりません。サーボ・ウェッジやプリアンブルが含まれていてはいけませ
ん。 捕捉は、PRSのどの場所から始まっても構いません。エコー特性は開始点に依存しないからです。 捕捉に
は最低でもパターンが 2回繰り返されなければなりません。 適切な反復回数は 25回程度です（127ビット・シ
ーケンスが 32回繰り返されると、1セクタにちょうど収まります）。 

NLTSは、最低限の精度を得るために、PW50パルス幅の中に少なくとも 5つのサンプルを必要とします。 サ
ンプル数が多ければ、さらに精度が上がります。 

PRSデータは、メディア上のトランジションに対応していなければなりません。 すなわち、PRSがダイレクト・ライ
ト・モードで書き込まれていなければならず、スクランブルやエンコードされていてはなりません。 

相関法から計算した NLTSと第 5調波消去法(fifth harmonic elimination)から計算した NLTSは、関連があり
ますが同一のものではありません。 第 5調波消去法では、双ビットだけを含むパターンと間隔が広いトランジシ
ョンを扱います。 もちろん双ビットは、NLTSにとって最悪なものです。 擬似ランダム・パターンには、双ビット
(dibit)、tribit、トランジションなどが別々にある程度含まれています。PRSに基づいて NLTSを求めた場合、そ
れがどんな方法であっても、NLTSの値はパターン全体の影響を受けます。 したがって、第 5調波消去法より
も相関法で得られる NLTS値のほうが小さくなる傾向があります。 PRSは実際のデータに非常に近いので、ラ
イト・プリコンペンセーションを決める際には、この値を参考にするほうがよいでしょう。 

第 5調波消去法は、非対称振幅に対して敏感ではありません。 その代わり、以下のような欠点があります。 

• 第 5調波が小さい場合、ノイズにより NLTS値が大きくなる傾向があります。 20 dBの SNRなら
ば、10%以下の nlts値を読み取ることはできません。 

• 部分的な消去により生じる振幅ロスは、実際の NLTSと同じくらい大きく第 5調波に寄与します。 

相関法は、部分消去により生じる振幅ロスに対して、あまり敏感ではありません。 ある参考実験によれば、25%
の nltsは 25%の振幅ロスによって 30%にまでしか増大しないことが立証されています。 

しかし相関法は、PW50/Tの比に対して敏感です（この比が大きくなって 3.0に近づくと、相関法の精度が最大
になります）。 部分消去と（DCイレーズによる）さまざまなトランジション・シフトによって、別々の相関エコーのピ
ークが生じますが、使用するパターンによっては、隣接するトランジション nltsエコーに接近して、干渉を起こす
こともあります。 

 

ノイズ・パラメータ 
ディスク・ノイズ・パラメータは、メディア SN比(msnr)、残留（電子）SN比(rsnr)、および前者と後者の比(m_to_r)を測定します。
これら 3つのパラメータ計算は、VIS(Viterbi input sample)の平均値分布に基づいて行われます。 

• msnrは、単一周波数およびセクター・ベースのデータ・パターンに対して適用可能です。単一周波数のデータは、ピ
ーク（最大点）、ゼロを横切る点、谷（最小点）でサンプリングされます。理想的なサンプル点からのずれがあれば、そ

れはノイズによるものです。数回読み込みを行えば、ランダムなノイズは平均化されて消えてしまいます。この測定に

より、msnrは繰り返し現れるメディア・ノイズを取り出します。 

• rsnrは、単一周波数およびセクター・ベースのデータ・パターンに対して適用可能です。単一周波数のデータは、ピー
ク（最大点）、ゼロを横切る点、谷（最小点）でサンプリングされます。理想的なサンプル点からのずれがあれば、それ

はノイズによるものです。数回読み込みを行えば、ランダムなノイズが特定されます。この測定により、rsnrは周期的
には現れない残留（電子）ノイズ・レベルを取り出します。 

• m_to_rは、単一周波数およびセクター・ベースのデータ・パターンに対して適用可能です。msnr を rsnrと比較します。 

• その比が 1.00以上であれば、信号におけるノイズはメディア・ノイズが主であり、1.00以下であれば残留（電子）ノイ
ズが主であるということがわかります。 

注意： 以下のページで紹介する演算は、何度もスイープを行うということを前提にすれば簡素化できますが、DDAの内部では、
複数回のスイープを行うことで最終的な値がどうなるかを計算しています。この値は、スイープの回数を増やせばより安定します

が、その平均値は変化しません。したがって、偏りのない数値に対しては多数のスイープは必要ありません。 

msnr Media Signal-to-Noise Ratio メディア SN比 

定義 単一周波数およびセクター・ベースの波形に対する S/N比を計算 

概要 

磁気メディアの粒子がジグザグなトランジションを引き起こします。ジグザグになる場所は書き込み時によって

変化し、これがメディア・ノイズ（ジグザグ・ノイズともいいます）の原因となります。読み込み動作の間、読み込

みヘッドはすべてのジグザグ位置のトラックを横断して、実質的に平均化します。記録されたトラック幅が広い

ときには、多数のジグザグが存在するため、平均化されたトランジション位置はほとんど変動しません。トラック

幅が狭い場合は、ジグザグが少なく、平均化されたトランジション位置の変動は大きくなります。 

ヘッド信号の振幅は、近似的にトラック幅に比例します。メディア・ノイズは、近似的にトラック幅の平方根に比
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例します。したがって、ヘッド信号とメディア・ノイズの比(msnr)は、トラック幅の平方根に比例します。トラック幅
が狭くなると、msnrは悪い値に向かいます。先進的なヘッド技術（たとえば MJRや GMR）により、与えられた
トラック幅に対して、ヘッド信号の出力を強めることが可能ですが、ヘッド信号に対するメディア・ノイズの影響も

大きくなり、msnrの値は改善されません。トラック幅が狭くなると、いくらヘッド技術が進んでも、msnrは大きく
なってしまいます。 

単一周波数のデータを使用することで、アルゴリズムはピーク、ゼロを横切る点、谷の 3点だけに目を向けれ
ばよいことになります。理想的な VIS(Viterbi input sample)であれば、これらは+1、 0、－1になります。この
理想からのずれを特定し、グラフにします。全ノイズ分布の標準偏差の 2乗は、メディア・ノイズ分布の標準偏
差の 2乗と等しくなります。この関係は常に成り立ち、  

σt
2 = σm

2 + σr
2 で与えられます。 

サンプルが多数ある場合は、 

σm
2 = σa

2 

σt
2 = σm

2 + σr
2 

となります。メディア・ノイズの分布が計算されれば、msnrは次式により求められます。 

msnr = 20 log(v0-p/σm) 

パラメータ設定 
ヘッド信号とオプションのリード・ゲートの位置が指定されれば、msnr の選定は、[Noise Analysis ノイズ解
析]ボタンを押すことで自動的に行われます。 [Setup for Single Frequency 単一周波数のセットアップ]ボタ
ンを押して、測定を始めます。 

 

rsnr Residual Signal-to-Noise Ratio 残留 SN比  

定義 単一周波数およびセクター・ベースの波形に対する S/N比を計算 

説明  

残留ノイズは、読み込みによってディスク・ドライブ信号に発生するランダムなノイズです。 

単一周波数のデータを使用することで、アルゴリズムはピーク、ゼロを横切る点、谷の 3点だけに目を向けれ
ばよいことになります。理想的な VIS(Viterbi input sample)であれば、これらは+1、 0、－1になります。この
理想からのずれを特定し、グラフにします。全ノイズ分布の標準偏差の 2乗は、メディア・ノイズ分布の標準偏
差の 2乗と等しくなります。この関係は常に成り立ち、  

σt
2 = σm

2 + σr
2 で与えられます。 

サンプルが多数ある場合は、 

σm
2 = σa

2 となります。 

σr
2 = σt

2 – σa
2 

メディア・ノイズの分布が計算されれば、rsnrは次式により求められます。 

rsnr = 20 log(v0-p/σr) 

パラメータ設定 
ヘッド信号とオプションのリード・ゲートの位置が指定されれば、rsnr の選定は、[Noise Analysis ノイズ解析]
ボタンを押すことで自動的に行われます。 [Setup for Single Frequency 単一周波数のセットアップ]ボタン
を押して、測定を始めます。 

 

m_to_r MSNR-to-RSNR Ratio メディア SN比対残留 SN比 

定義 単一周波数およびセクター・ベースの波形に対する、メディア S/N比と残留ノイズ S/N比との比 

説明  

m_to_r の比は、メディア・ノイズと残留ノイズを単純に比較したものです。この比が 1.00よりも小さい場合に
は、残留ノイズあるいは電気ノイズが主な信号ノイズであることを表します。 

測定は、次式により計算されます。 

m_to_r = σm/σr 

パラメータ設定 
ヘッド信号とオプションのリード・ゲートの位置が指定されれば、m_to_r の選定は、[Noise Analysis ノイズ解
析]ボタンを押すことで自動的に行われます。 [Setup for Single Frequency 単一周波数のセットアップ]ボタ
ンを押して、測定を始めます。 
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PRML チャンネル・エミュレーション 

ここでは PRMLおよびその概念を紹介し、PRMLチャンネル・チップ・コンポーネントの役割を説明します。 そしてディスク・ドライ
ブ・アナライザのチャンネル・エミュレーション機能が、イコライゼーション、クロック・リカバリおよびゲイン・リカバリ、最尤法検出、

シーケンス振幅マージン、エンコーディング検出およびエラー検出などを使って、いかに PRMLチャンネルと作業を進めていくの
かを説明します。 

なぜ PRML? 

ディスク・ドライブの容量をさらに増やしていくには、メディアとヘッドのパフォーマンスはもはや十分であるとはいえません。 半導
体技術における同様の技術革新を目の当たりにし、ディスク・ドライブ技術者は、さらなる容量拡大を可能とする新しいリード・チ

ャンネル・アーキテクチャーに取り組んでいます。 

答えはディスク自体の組み立て方にあります。 ディスクの磁極は、トラックに沿って 2つの方向を向くことができ、それによりビッ
トを"0"または"1"として保存します。 ドライブが読み出しを行う際、ヘッドは、磁極がある方向からもう一方の方向にトランジション
するところ、たとえば"0"ビットから"1"ビットへのトランジション、を検出します。 そのトランジションが離れたところにあったり、ある
いは低密度で検出された場合は、ドライブはそれを孤立したパルスとして認識します。 しかし密度を大きくするためには、パルス
を短くして互いに接近させるか、あるいは広がったまま隣のパルスと重ねるしかありません。 前者の場合は、Peak-Detectシス
テムに代表されるように、すでに限界に達しています。後者の場合は、PRML (Partial-Response Maximum Likelihood)により、
さらに容量を増やすことが可能になっています。 

PRMLシステムの互いに重なったパルスを利用すると、はるかに大きな密度が可能です。 PRMLシステムでは、振幅の 50%の
位置における単独パルスの幅として定義される pw50の中に、より多くのサンプルが入っています。 そして PRMLシステムがよ
り複雑で高次になるほど、より高い密度が実現できます。 PRMLシステムにおける典型的な数値を Peak-Detectシステムと比
較すると、以下のようになります。 

 

pw50の幅におけるサンプル密度 

Peak Detect 1 

PRML 

PR4 1.65 

EPR4 2 

E2PR4 2.31 

高次の PRMLスキームは、非常に複雑な回路とデコーダが必要となります。 クラス IVの partial response(PR4)システムは、
サンプルに対し 3つの垂直方向レベルを使って作動しますが、extended partial response 4 (E2PR4)は、7つのレベルを使用
し、ADCのより高い分解能を必要とするだけでなく、複雑なタイミング・リカバリとゲイン・リカバリ、そして高度な ML検出器を必
要とします。 複雑な PRMLスキームのもう 1つの欠点は、ノイズに敏感であるということです。 

イコライゼーションの原理 

磁気トランジションに対するローレンツ型のような形をしたヘッド・レスポンスを受け、それを正しいパルス型に直すプロセスのこと

を、イコライゼーションといいます。 これは、PRMLチャンネル・チップの中にあるビタビ検出器が正しい形のパルスを要求するこ
とから、重要な作業となります。 実際にはイコライゼーションは、連続時間アナログ・フィルタ(CTAF)を使用してリード・チャンネ
ル・チップの中で行われます。 

サンプリングの前にノイズを取り除いておく必要があります。そうしないと、ノイズをヘッド信号から切り離すことができなくなります。 
ヘッド信号には通常ノイズが入っており、望んだとおりの形になっていないパルスが含まれています。そのため DDAでは、イコラ
イゼーション・フィルタを使用して、波形を処理する前にノイズの多くを取り去り、パルスの形を整えます。 このフィルタは、7-pole、
2-zeroの等リプル・フィルタをデジタル的に実装したものです。 

フィルタを使う際には、多くのパラメータを設定しなければなりません。 ヘッド信号をすでに捕捉している場合は[Train Filter フィ
ルタのトレーニング]ボタンを押せば、フィルタ・パラメータが自動的に設定されます。 このボタンを押すと、次のようになります。 

• 信号タイプが Peak Detectの場合、ブーストはゼロに設定され、-3dB周波数は次のようにセットされます。 
 

 

• 信号タイプが PRML (PR4、EPR4、E2PR4)の場合、-3dB周波数は次のようにセットされます。 
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ベストのブーストと-3dB周波数を求めるには、デフォルトの-3dB周波数でブーストを最適化し、そのブーストに対して今度は-
3dBを最適化します。 次に、その新しい-3dB周波数に対してブーストを最適化し、そしてまた新しいブーストに対して-3dB周波
数を最適化します。 もし-3dB周波数がわずかしか変化しなくなったら、最後にもう一度だけブーストを最適化します。 最適化の
目的は、悪い方から数えて 100個の系列振幅マージン(SAM)値の平均を、最大にすることです。 通常は、フィルタを再計算して
それを適用し、ビタビ検出器をフィルタのかかった波形に対して 15から 20回にわたって作動させます。 フィルタを設定している
間にメッセージが現れ、ブーストと-3dBの最終設定と、その設定による 100個の悪い SAM値の平均とが表示されます。 

Tフィルタ設定の結果は、FIRの現設定を使用し、現在の捕捉におけるデジタル版 CTAFにとってベストの設定に近いものにな
っています。 波形がきれいなほど、よりベストに近い設定になります。 フィルタは、よい入力源からの信号に対して設定を行う必
要があります。そうすれば、同じゾーンの入力に対してはすべてこの設定が使用できます。 

[Train Filter フィルタのトレーニング] は、捕捉を停止した状態（DDAで STOPを押します）で行わなければなりません。 [Train 
Filter]にはかなりの時間がかかることがあります。そのため、50,000や 100,000ポイントといった比較的短い波形を使用したほ
うがよいでしょう。 設定が終わると、メモリ長が必要な長さに調整されます。 群遅延が平坦であることを確認するためには、ビッ
ト・セルあたり最低 5つのサンプルがフィルタに必要です。 これはハード・リミットではありませんが、サンプル数が少ないと、そ
の分パフォーマンスが劣化してしまいます。 

あるいは、フィルタの設定を自分で調整することも可能です。 

 

-3dB周波数 

これは、フィルタの実際の-3dB周波数です。 周波数カットオフを設けた多くの場合、ブーストが 0dBで群遅延が 0%であれば、-
3dBポイントはユーザーが管理することができます。 実施の-3dB周波数は、ブーストと群遅延の設定に関連するある値だけ大
きくなるということが知られています。 したがって、ブーストと群遅延を変える場合には、-3dBポイントを同じ場所にとどめるため
に、周波数カットオフ”fc”も変える必要があります。  

DDAはこれを自動的に行います。 ユーザーが-3dB周波数を設定すると、DDAが現在のブーストと群遅延に基づいて fcを計
算するのです。  

周波数カットオフの精度(alpha = 0) は、設定の 2%未満です。 

 

fcにおけるブースト 

ヘッドの下で起こるトランジションが生み出すパルスは、ローレンツ型に近い形をしていますが、これは PRMLにとっては正しい
形とはいえません。 高周波数でのゲインをブーストすると、パルスが細くなり、それまで存在していた長いテールを消すことがで
きます。 孤立したパルスが持つ完全な形（数学的に作成した形）を、PR4、EPR4、E2PR4のそれぞれに対し、以下に図示しま
す。 縦の線は、チャンネルが波形をサンプリングした時を表します。 

ブーストの精度は、設定により 0.5dBの範囲内に収まっています。 

 

群遅延(Group Delay) 

最低周波数のフィルタによる遅延は、調整することが可能です。 通常の設定では、0.0%すなわちフラット応答に調整されていま
す。 フィルタをかける前に群遅延のゆがみを直しておくために、これを使用します。 群遅延の設定は、[Train Filter]の影響を受
けることはありません。 

イコライジング・フィルタをデジタル実装したものでは、群遅延が完全にはフラットになりません。 フラットからのずれは-3dB周波
数とサンプリング・レートとの比とともに増大し、ブーストによっても増大します。 DDAは、ビット・セルあたり 5つのサンプルを必
要としますが、それは 3dB周波数がサンプリング・レートの 10%≤10%になることを意味します。 DDAのこの要件が満たされた
場合、群遅延は十分に平坦になります。 E2PR4はとくに、平坦でない群遅延に敏感です。 したがって E2PR4に対しては、とく
に“ビット・セルあたり 5つのサンプル”という要件が満たされない場合に、[Group Delay 群遅延]のフィールドに小さい正の数、
6%程度、を設定するといいでしょう。 この設定により、イコライザー・フィルタの群遅延が平坦化します。 

ADCのリサンプリング 

DDAのデータはすでにデジタルなので、たんに DDAのサンプル間の内挿が行われて、チャンネル・サンプル時間においてデジ
タル値が生成されます。  

有限インパルス応答 (FIR) 

連続時間アナログ・フィルタ(CTAF)に加え、通常は PRMLチャンネルのサンプリング・レートでの ADコンバータ(ADC)に付随し
て FIR (Finite Impulse Response)フィルタが用意されています。 このフィルタの目的は、イコライゼーションを改変して微調整を
行うことにあります。 DDAの 21タップ FIRの係数は、リモート・コマンドにより設定が可能です。 タップ・ウェイトは、フィルタによ
る遅延を最小限に抑えるため、非対称にできます。 余計な遅延は、位相サンプリングと自動ゲイン制御のためのコントロール・
ループの安定性を低下させてしまいます。 
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入力した係数が合計して１を超える場合、それが 1.0になるよう正規化されます。合計が 0.1を下回る場合は、その係数は受け
付けられません。 それ以外の場合には、タップ・ウェイトに対して制限はありません。 

多くのチャンネル・チップにおいて、FIRイコライゼーション・フィルタはアダプティブです。 しかし DDAは、ユーザーが設定した値
を変えることはありません。 

位相固定ループ(PLL) 

PRMLシステムの正しい動作は、リードバック信号のサンプルを正確な"フォーカス" 位置で取ることができるかどうかにもかかっ
ています。 クロックを正確な位置からわずかにずらしただけで、サンプル値は変わってしまいます。  

クロック・リカバリ回路である位相固定ループ(PLL: Phase Locked Loop)は、位相エラーの値に基づいて、発信器の位相を調整
します。 通常これは、フィードバック回路で行われます。  

位相エラー関数は、位相検知回路で計算され、正確なクロック位置では値がゼロになります。 信号が正しければ、エラー信号は
ゼロであり、発信器の周波数と位相は正確に正しい位置にとどまります。 もし何らかの原因で、たとえばディスクの不安定な回
転やノイズによって、入力信号の位相と発信器の位相が異なった場合、位相エラー信号はゼロではなくなり、発信器の周波数が

ずれてしまいます。  

クロック・リカバリ回路では、2つの大きな問題を解決しなければなりません。 1つは、最初のファースト・フェーズの捕捉です。 
すなわち、パターンの読み込みの前に、クロックをパターンの正しい位置に合わせる必要があります。 もう 1つは、ディスクの回
転速度の比較的ゆっくりとした不安定性に引き続いて発生するものをトラッキングする問題です。 ノイズの含まれた速い位相シ
フトが起こらないようにしてシステムの安定性を増すために、インテグレータが位相エラー信号を積算します。 

 
自動ゲイン調整(AGC) 

DDAのチャンネル・エミュレーション AGC (Automatic Gain Control)における位相とゲインを制御するアルゴリズムは、VCO 
Synchの後の信号変化を調整します。 リード・ゲートにより、どこから VCO Synchを見始めればよいかがわかります。  

位相は本質的に、サンプリングが行われたときのタイミングです。またゲインは、+1と-1の値を持っているとして検出されたレベ
ルにほかなりません。したがって、理想的な値よりも大きなサンプルが捕捉されたときには、エミュレーションが検知するレベルは

大きくなります。 以下の図には、位相とゲインの制御の一例が示されています。 

AGCを開始するには、VCO Synchの最大レベルと最小レベルを見つけて、それらのレベルをイニシャライズする必要がありま
す。 つまり、パルスが正確に適正な形になっていれば、1と-がレベル位置となります。それ以外のレベルは、2つのレベルの間
に対称的に間隔をあけながら配置されます。  

VCO Synchは捕捉したヘッダ信号に存在しなければならず、存在しない場合には、チャンネル・エミュレーションが作動しません。 
位相とゲインを制御するエミュレーションのアルゴリズムは、VCO Synchが正しく始まったと仮定して、その後の信号における変
化を調整します。 
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PLL と AGC 

位相制御（PLL）とゲイン調整(AGC、レベル計算)は、一度に 1つのサンプルに対し、共同で作業を行います。 PLLと AGCは、
ビタビ検出器へ入力するためにサンプリングしたデータを計算する際に使用します。 

ML検出器 

ADCから出力されるサンプルには、わずかな数のレベルしかありません。 {たとえば PR4システムであれば、{-1,0,+1}のレベ
ルだけです。 スレッショールド検出器を使用すれば、現在のサンプル値を振幅のスレッショールドと比較して、サンプル値の分類
を行うことができます。 たとえば、サンプルが 0.5よりも大きければそれを 1とし、-0.5よりも小さければ-1とし、0.5以下であれ
ば 0とする、といった具合です。 

またたとえば、0.8 0.3 -0.7 -0.2 0.6 0.9 1.1 0.2というサンプル列に関しては、スレッショールド検出器から 1 0 –1 0 1 1 1 0.  

ここで問題は、1が 3回連続するケースは許されないという点です。 パルス幅が広すぎるためです。 したがって可能な組み合わ
せは、011、110、-111・・・といったものだけになります。 

Peak-Detect ドライブのピーク検出器のようなスレッショールド検出器は、以前のサンプルや以後のサンプルは使用しません。 
しかし最尤(ML)検出器は、"111" が禁止されていることを "知って"おり、サンプル列に対して一番もっともらしいデータ・パターン
を決めようとします（PR4では 21のサンプルが使用されます）。 

もっともらしいものに近い出力をいくつか考え出すことは簡単です。たとえば、{1 0 -1 0 1 1 0 0} や {1 0 -1 0 0 1 1 0} あるいは 
{1 0 -1 0 0 0 1 1} といった具合です。 しかしどれが一番もっともらしいのでしょうか。 

この判断は、現在の 1つだけのサンプルではなく、一連のサンプルに基づいて行われ、そして最短距離、すなわち最大尤度
(ML: Maximum Likelihood)のシーケンスが検出結果として選ばれます。 

ビタビ検出器とトレリス 

ビタビ検出器は、ステートとトランジションの 2つの部分からなるステート機器です。ステートは、ディスクの現在の磁化およびそ
の履歴（最終状態の記録）を表し、トランジションは、現在の状態から次の状態への変化に関係します。 検出器には、次の 2つ
の場合しか存在しません。 ステート（メディアの磁化）が現在と次のビット周期とで等しい場合と、そうでない場合です。  

検出器のトレリスは、この 2つのケースに沿って機能します。 2つの場合を"0" と"1" で表現し、"0" または"1" に続いて、"0" また
は"1" が来る、といった具合に表していきます。 トレリスは、磁化の状態を表すシーケンスの記録をとるものです。 ML検出器が
判断を下すと、トレリスはいくつかの連続した時間における状態を保持し、可能な"履歴"（より高い可能性）の最大尤度を見積もり
ます。 PRMLシステムが高次であるほど、トレリスは大きく複雑になります。 しかしトレリスによっては、ある一定のトランジション
しか許可せず（d=1の拘束条件）、それによりパルスが重なり合う度合いを制限しています。  

SAM 

系列振幅マージン(SAM: Sequence Amplitude Margin)は、PRMLチャンネル・チップが取り込んだサンプルのエラー・マージン
を測定するものです。 書き込まれたビットが"0" であるか"1" であるかを判断するのは、ディスク・ドライブの最も基本的な仕事で
す。 SAMは、ビタビ検出器がこの判断を行うために使用するマージンを測ります。このマージンあるいは距離は、パスのメトリッ
クと、共に捕捉した現在のサンプルとの関数になります。 

SAMは、エラー・レートを予測することができ、その特徴づけおよびイコライゼーションの最適化のために使用することが可能で
す。 

SAMの値の幅は、PRMLが高次か低次かによって変わります。これはパス・メトリックやメモリ、シーケンスも同様です。 PR4チ
ャンネルの場合は、SAM値の幅は 0から 2.0になります。 この場合の"0" は、判定を行うのに必要なマージンがディスク・ドライ
ブにないことを表し、ドライブがすべてのビットを間違って読んだ可能性を意味します。2.0の場合は、ディスク・ドライブには持ち
うる限りの最大のマージンがあり、エラーがまったく起こらないことを意味します。 
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SAMの値は常に、エラーへの最短距離の 2乗を中心に分布します。この最短距離は、たとえば PR4であれば 2.0、EPR4であ
れば 1.0です（これらの値は、信号の振幅が正規化されたとき、つまりサンプル値が-1から 1の範囲にあるときに、正しい値とな
ります）。 分布幅は、きれいな信号に対しては狭く、ノイズが多く含まれた信号に対しては広くなります。 間違ってイコライズされ
た信号は、複数のピークを持った広い分布になります。 分布のテール部分がゼロを横切る場合、エラーが発生したことを意味し
ます。 これは、正しいデコード（トレリスを通じた正確なパス）がわかっている場合に限り、確認することができます。 

エンコード 

Peak-Detect および PRMLのリード・チャンネルは、どちらも実行長制限(RLL: Run-Length Limited)コーディングを使用します。 
これは、DDAが唯一シミュレートしないチャンネル・チップの部分、 つまりビタビ検出器とチャンネル・チップの出力における NRZ
ラインとの間の部分に該当します。 

RLLコードは、ディスクに書き込まれた符号化パターン（ヘッド/アナログ信号）における、1と 1の間にはさまれた 0の数の最小
値と最大値を決めることで、ディスクに書き込まれるデータに対して制限を課します。 0の数に下限を設けることによって、トラン
ジションの間隔が広がり、パルスの密度が高くならないようにします。 RLLコードを特徴づけるパラメータには、(m/n)と(d/k)の 4
つがあります。  

• 変調コードが m個のユーザー・ビット（NRZデータ）を n個の符号化ビット（ヘッド/アナログ信号）にマップします。 

• nは常に mよりも大きい値にします。n が mよりも小さいと、平均データがディスク上で圧縮されることになるからです。
コーディング・レート = m/n 

• dは、1と 1の間にはさまれた 0の数の最小値です。 

• kは、1と 1の間にはさまれた 0の数の最大値です。 

DDAは、交互的 ML検出器を装備していないので、サンプル・ストリームを偶奇で分けて 0の数のチェックを行うことはできませ
ん。 しかし、0の数に関する制限を(d, k1, k2)と指定すれば、k1と k2を合計し、それを kとして使用することが可能です。 これ
により、当然エラーであるべき長い非トランジション領域を、エラーとして報告することが可能になります。 しかし交互的検知に対
する RLL違反のシーケンスをすべて見つけ出すことはできません。 

エラー修正 

ユーザー・データは通常、RLLエンコードの前に、ディスク・ドライブのマイクロコントローラーの内部で特殊なエラー修正コード
（ECC: Error-Correcting Code）によってエンコードされます。 したがって、エンコードには 2段階があります。 

 

ユーザー定義のトレリス 
ファイル形式と言語 (バージョン 1) 

この機能を使用すると、DDAのチャンネル・エミュレーションに入っているビタビ検出器が使用するトレリスを、ユーザーが定義す
ることができます。このユーザー定義ファイルでは、対象となるレベルと可能なあらゆるトランジションを指定します。エミュレート・

チャンネルの多くの機能、たとえばクロック・ステアリング制御ループの比例ゲイン（位相）や積分ゲイン（周期）、AGCゲイン、ア
ジャストメント・リミットなどを指定することもできます。これにより、ビタビ検出器で使用されるトレリスだけでなく、エミュレート・チャ

ンネルの信号処理方法についても定義することができるのです。 

ユーザー定義ファイルは、プレーンな ASCIIテキスト・ファイルです。このファイルは、Windowsのノートパッドやその他のテキス
ト・エディタ、あるいは "テキストで保存" のできるワープロがあれば作ることができます。ファイルには、（DOSのファイル名の
ように） "8文字.3文字" という形式で、好きな名前をつけられます。ここでは拡張子として ".UDF" を使用しますが、他の拡張子
でもかまいません。ユーザー定義のファイルは、フロッピー・ディスクやハードディスク（オプション）から読み込むこともできます。 

ファイルの先頭には、USER DEFINED VITERBI TRELLIS FOR LECROY DDAという文字列が入っていなければなりません。
もしこの文字列がファイルの先頭に見つからなければ、そのファイルは分析されず、以前読み込んだユーザー定義がそのまま

残ります。そしてその場合、"Header not found at start of file - read aborted" （ファイルの先頭にヘッダが見つかりません － 
読み込みを中止します）というメッセージが表示されます。 

このユーザー定義ファイルの残りの部分には、キーワードとその引数を定義します。あとでサンプル・ファイルを示します。いずれ

の場合でも、引数が制限を超えていたり、並び順が間違っていたりすると、エラー・メッセージが現れて、ファイルの読み込みがキ

ャンセルされます。エラー・メッセージは、書き換えが行われるまで画面に残ります。ユーザーの定義が正しく読み込まれた場合

には、確認のメッセージが表示されます。このメッセージは、約 10秒後に消えます。 

リモートから UDTファイルを読み込む 

リモートで機器を操作しているときに UDTファイル呼び出すには、リモート・コマンド 

DD_LOAD_UDF "ファイル名;  

を使います。ここで、 

ファイル名 = UDTファイルへのフル・パス、たとえば "C:\Lecroy\myudf" 
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一般的規則とエラー・メッセージ 

すべての語句はホワイト・スペースで区切ります。語句には、キーワードとその引数が含まれます。ホワイト・スペースは、スペー

ス、タブ、キャリッジ・リターン、ライン・フィードが含まれます。例外として、コメントの先頭につけるダブル・スラッシュ // は、その前
にホワイト・スペースをおく必要がありません。 

ファイルが分析される際、キーワードに適切な数の引数が与えられていなければ、"Could not read args for '..! abort " （<キー
ワード>の引数が読めません。中止します）というエラー・メッセージが現れ、読み込みがキャンセルされます。本来キーワードで
あるべき語句がキーワードとして認識されなければ、 "Word starting '<text>': not a keyword! Abort" （語句がキーワードではな
く＆ｌｔ；テキスト>で始まっています。中止します）というエラー・メッセージが表示され、ファイルの読み込みがキャンセルされます。
この原因として考えられるものは、//をつけずにコメントを書いた場合や、キーワードに対して引数をたくさんつけすぎた場合があ
ります。 

DDAは、ファイルを最後まで読むと、必要なキーワードがすべてファイルに書かれていたかどうかを検証します。抜け落ちている
ものがあった場合には、"Missing <number> required keywords!" （必要なキーワードが<**>個欠けています）というメッセージ
が現れ、読み込みがキャンセルされます。すべてのキーワードが必要なわけではありません。しかし、どのファイルでも、すべて

のキーワードを使うようお奨めします。オプションのキーワードを記入せずに省略した場合、そのキーワードに関しては以前の数

値がそのまま残ります。  

キーワード 

キーワード: // 

引数: なし  

必要?: 

いいえ 

注意: 
1. // はコメントの先頭につけます。// に続く部分は、ライン・フィードの位置までは、すべて無視されます。 
2. // の前にスペースをつける必要はありません。 

 

キーワード: AGC_GAIN 

引数: <0から 0.125までの数> 

必要?: 

いいえ 

注意: 
（-1から+1に）正規化されたサンプル値と期待されるサンプル値との差に対し、この値を掛け合わせること
で、期待されるレベルの変化を特定することができます。DDAは、非対称の波形を処理するために、正と
負のレベルを別々に取り扱います。0レベルの変化は、この値の 4分の 1です。0レベルが補正されると、
すべてのレベルが移動します。DDAは、また相対的間隔が非常にゆっくり変化している場合でも問題なく
機能します。さらに DDAは、各 VCO同期パターンに対し、それが対称的で完全な間隔を持つと仮定した
上で、解析を始めます。DDAでは、PR4、EPR4、E2PR4に対するこの値は 0.12になります。このキーワ
ードがなければ、以前の値がそのまま残ります。これまで一度もこの値が設定されていなければ、デフォル

ト値 0.12が使用されます。 

エラー・メッセージ: "AGC_GAIN must be >= 0 and <= 0.125"（AGC_GAINは 0以上 0.125以下でなければなりません） 

 

キーワード: KEYWORDS_VERSION 

引数: 1 

必要?: はい 

エラー・メッセージ: 

"Keywords version is newer than software rev!" （キーワードのバージョンがソフトウエアよりも新しくなっ
ています）キーワード・ファイルが更新され、このメッセージが現れると、KEYWORDS_VERSIONが 2で
あることを意味します。新しいソフトウエアは、バージョン 1もバージョン 2も取り扱うことができます。古い
ソフトウエアは、KEYWORDS_VERSIONが 2であることがわかると、このエラー・メッセージを出します。

 

キーワード: LEVELS 

引数: <3から 32の数> 
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必要?: 

はい 

注意： 
LEVELSは、NORMALIZED_LEVELSを指定する前に書かれていなければなりません。 

エラー・メッセージ: "#levels must be >= 3 and >= 32!"（#levelsは 3以上 32以下でなければなりません） 

 

キーワード: MAX_LEVEL_ADJ 

引数: <0.0 から 1.0の数> 

必要?: 

いいえ 

注意: 
このキーワードは、1つのサンプルからのステアリングによるエミュレート PLLの位相変化（および周期変
化）の最大量に関し、ハード・リミットを課すものです。この値は、ビット・セル・タイムに対する割合を表してい

ます。この値を 1.0あるいはその近傍に設定すると、ハード・リミットは無関係になります。DDAは、PR4に
対しては 0.0625を、EPR4に対しては 0.03125を、E2PR4に対しては 0.020833を使用します。このキー
ワードがなければ、以前の値がそのまま残ります。これまで一度もこの値が設定されていなければ、デフォ

ルト値 0.020833が使用されます。 

エラー・メッセージ: "MAX_LEVEL_ADJ must be >= 0 and <= 1.0"（MAX_LEVEL_ADJは 0以上 1.0以下でなければなりま
せん）  

 

キーワード: MAX_PHASE_ADJ 

引数: <0から 0.1までの数> 

必要?: 

いいえ 

注意: 
このキーワードは、1つのサンプルからのステアリングによるエミュレート PLLの位相変化（および周期変
化）の最大量に関し、ハード・リミットを課すものです。この値は、ビット・セル・タイムに対する割合を表してい

ます。DDAは、PR4と EPR4に対しては 0.06を、E2PR4に対しては 0.04を使用します。このキーワード
がなければ、以前の値がそのまま残ります。これまで一度もこの値が設定されていなければ、デフォルト値

0.04が使用されます。 

エラー・メッセージ: "MAX_PHASE_ADJ must be >=0 and <=0.1 (bit cells)"（MAX_PHASE_ADJは 0以上 0.1（ビット・セ
ル）以下でなければなりません） 

 

キーワード: NORMALIZED_LEVELS 

引数: (以下の注意を参照) 

必要?: 

いいえ 

注意: 
1. このキーワードは、LEVELSの数だけ引数を受け取ります。引数の値は-1から 1の間に順に並べます。
 
2. このキーワードが与えられないと、LEVELSの数だけ、レベル数値が-1から 1まで均等に並んだ値にな
ります。 
 
3. このキーワードが与えられる前に、LEVELSが設定されていなければなりません。 

エラー・メッセージ:

"Must set #levels before specifying levels!"（レベルを指定する前に#levelsが設定されていなければなり
ません） 

"Must set TOP_LEVEL... before specifying levels!"（レベルを設定する前に TOP_LEVEL...が設定されて
いなければなりません） 

"Normalized levels must be in order, -1 to 1!"（正規化したレベルは-1から 1まで順に並べなければなり
ません） 
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"Normalized levels must be -1 to 1!"（引数に-1または 1、あるいはその両方が含まれていません） 

 

キーワード: PLL_INTEG_GAIN 

引数: <0から 1e-10までの数> 

必要?: 

いいえ 

注意: 
この値には、レベルからのコード差分と勾配との積が掛け合わされます。その結果、ビット・セル・タイムに対

する比率として周期補正が与えられます。DDAは、PR4、EPR4、E2PR4に対しては、4e-11という値を使
用します。このキーワードがなければ、以前の値がそのまま残ります。この値が設定されない場合のデフォ

ルト値は 4e-11です。PLL_PROP_GAINの注意もご覧ください。 

エラー・メッセージ: "PLL_INTEG_GAIN must be >= 0 and <= 1e-10" 

 

キーワード: PLL_PROP_GAIN 

引数: <0から 1e-8までの数> 

必要?: 

いいえ 

注意: 
この値には、レベルからのコード差分と、サンプル付近でのコード／ビット・セルに正規化された勾配との積

が掛け合わされます。その結果、ビット・セル・タイムに対する比率として周期補正が与えられます。位相エラ

ーには非常にランダムな成分が含まれることが多く、したがってこの値は低く保つべきでしょう。DDAは、
PR4に対しては 5e-9を、EPR4に対しては 2e-9を、E2PR4に対しては 1e-9をそれぞれ使用します。この
キーワードがなければ、以前の値がそのまま残ります。この値が設定されない場合のデフォルト値は 1e-9
です。 

PLLループに関する注意: 
PLLの位相（比例ゲイン）と周期（積分ゲイン）の 2つのソフトウエアは、それぞれ phase_steering_gainと
spacing_steering_gainという係数を用いて使用します。係数は、以下のようにして使われます。 
 
間隔補正 = 位相エラー ＊ spacing_steering_gain 
位相補正 = 位相エラー ＊ phase_steering_gain 
 
ここで、 
 
位相エラー = サンプルからレベルまでの距離 ＊ 勾配 ＊ ビット・セルあたりの DSOサンプル 

注意: 
 
1. 距離は正規化されます。（-7200 = -1 レベル、+7200 = +1 レベル） 
 
2. 勾配は（コード／DSOサンプルに正規化され）、チャンネルのサンプル位置付近にとります。 
 
3. サンプル／ビット・セル を掛け合わせると、DSOサンプル・レートすなわち勾配に正規化されます。 
 
コード／DSOサンプルは、サンプル・レートが 2倍になった場合、半分になります。 
 
コード／DSOサンプル ＊ DSOサンプル／ビット・セル= コード／ビット・セル 
 
制御ループの待ち時間(STEERING_LATENCY + FIR遅延)内で補正がほとんど不完全であるよう、ゲイ
ンは十分小さくなければなりません。そうしないとループが不安定になってしまいます。 
 
間隔補正および位相補正は、ビット・セルに対する割合で与えられます。 

エラー・メッセージ: "PLL_PROP_GAIN must be >= 0 and <= 1e-8"（PLL_PROP_GAINは 0以上 1e-8以下でなければなり
ません） 

 

キーワード: STATE 
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引数: 

<which state> 0から STATES -1の数 

<previous state from 0> 0から STATES -1の数（または 100、以下参照）  

<expected sample level from 0> -1から 1の数 

<previous state from 1> 0から STATES -1の数（または 100、以下参照） 

<expected sample level from 0> -1から 1の数 

必要?: 

はい 

注意: 
1. 状態（ステート、state）は、NRZ（非ゼロ復帰）形式で指定します。つまり 0と 1で、磁化の 2つの方向を
表します。ヘッド信号における負の方向のパルス（の一番最初のサンプル）は、メディア上の "0" 磁化領
域のはじまりを表し、正方向パルスは "1" 磁化領域のはじまりを表します。磁化であったことを意味しま
す。たとえば、以前の状態が 0001だった場合、状態 0011は"from 0" （ゼロから）のトランジションに よっ
て到達したものです。同様に、以前の状態が 1001であった場合、状態 0011は、"from 1"（1から）のトラ
ンジションによって到達したものです。  
 
2. STATEは、最低 1つは指定されていなければなりません。1つも指定されていなければ、ファイルが読
み込まれません。 
 
3. 場合によっては、"0" からのトランジションあるいは "1" からのトランジションが有効ではないことがありま
す。つまり、エンコーディングの条件により、許可されないトランジションがあるのです。そうした場合、そのト

ランジションに関しては、"previous state from" の欄に 100という数を記入します。これにより、そのトラン
ジションが許可されていないトランジションであるということが判断されます。Anyそれ以外の値で 0から
（STATES -1）の範囲に入っていない数は、読み込みエラーとして表示されます。。"0" からのトランジション
も"1"からのトランジションも許可されない場合、その状態にはそもそも到達できません。したがってその状
態は無効です。無効な状態（到達することのできない状態）は、指定する必要はありません。適切な動作を

させるためには、到達可能な状態はすべて指定しなければなりません。 
 
4. このキーワード STATEを指定する前に、状態の数を表すキーワード、 STATES、が書かれていなけれ
ばなりません。 

エラー・メッセージ: 

"Must set #states before STATE info!"（STATEの前に STATESを設定しておく必要があります）-上記
注意 4を参照 

"State <number>??Expected states 0 to <STATES - 1>!"（0から STATE -1の範囲内で状態番号を指
定してください） 

"State <number>:must be -1 < expected level < 1!"（予想レベルは-1から 1の間に入っていなければな
りません） 

 

キーワード: STATES 

引数: <4から 16の数> 

必要?: 

はい 

注意：  
STATESは、STATEよりも前に指定しなければなりません。 

エラー・メッセージ: "#states must be >= 4 and <= 16!"（#statesは 4以上 16以下でなければなりません） 

 

キーワード: STEERING_LATENCY 

引数: <0から 10までの数> 

必要?: 

いいえ 

注意: 
DDAのチャンネル・エミュレーションは、decision directed steeringを使用しています。すなわち PLLや
AGCは、各サンプルに最も近いレベルに基づいて決定されるのではありません。STEERING_LATENCY
で与えられる数のサンプルを待ってから、ビタビ検出器にしたがい、そのサンプルがどういうものであるべ
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きだったかという情報に基づいてステアリングを決めるのです。DDAでは、PR4、EPR4、E2PR4に対して
はこの値として 6を使用しています。6個のサンプルの後であれば、検出器が正しいパスをすでに見つけ
ている可能性は高いので、正しいターゲットに向かって進むことができると考えられます。このキーワードが

なければ、以前の値がそのまま残ります。電源入力後にこの値が一度も設定されない場合のデフォルト値

は 6です。注意すべきことは、この値が大きくなると、ステアリング制御ループの遅延が長くなり、不安定に
なる可能性があるということです。。（E2PR4のような）16の状態信号に対しては、検出器は
STEERING_LATENCYの間のサンプルをトレリスに使用し、それに先立つ 4つのサンプルを使って、
STEERING_LATENCYの間のサンプルの予想値を決めます。実際のサンプル値と予想値との差が、ス
テアリングを決定します。 

エラー・メッセージ: "STEERING_LATENCY must be >= 0 and <=10"（STEERING_LATENCYは 0以上 10以下でなけれ
ばなりません） 

 

キーワード: TOP_LEVEL_AS_FRACTION_OF_PEAK 

引数: <0.5から 1.5の数> 

必要?: 

はい 

注意: 
この数値は、ノミナル "1" のサンプル・レベルと VCO同期パターンのピーク高との比を表します。エミュレ
ート・チャンネルが適切なサンプリング位相とサンプリング・レベルを捕捉する際に、この数値を使用しま

す。たとえば、PR4は、2T同期パターンを使用した場合、+1、+1、-1、-1&というレベルを持ち、ピークはそ
れよりもはるかに高くなります。DDAは、PR4にはこの値として 0.7854を使用します。EPR4の場合は、
2Tパターンは 0、+1、0、-1&となり、ピークは+1と-1です。DDAは、EPR4にはこの値として 1.0000を使
用します。E2PR4の場合は、2Tパターンは+0.6667、+0.6667、-0.6667、-0.6667となり、ピークはそれよ
りも高く、+1のレベルをやや上回ります。DDAは、E2PR4にはこの値として 1.06045を使用します。 

エラー・メッセージ: "top level must be > 0.5 and <= 1.50 x sync peak"（最大レベルは、同期ピークの 0.5倍よりも大きく、
1.5倍以下でなければなりません） 

 

キーワード: TRELLIS_LENGTH 

引数: <11から 81までの数> 

必要?: 

いいえ 

注意: 
内部条件よりトレリス長は、28から 32まで、60から 64までの値にすることはできません。この範囲内で
値を設定してもエラーにはなりませんが、実際には指定した値よりも大きな値で、この禁止範囲に入らない

最小値（33または 65）が、トレリス長として設定されます。このキーワードが書かれていなければ、以前の
値がそのまま残ります。この値が設定されない場合のデフォルト値は 81です。トレリスが長くても処理速度
はそれほど低下しませんが、トレリスが長いほどより正確に真の最大尤度に近づくことができます。実際の

ディスク・チャンネルのトレリスは短いことが多く、解析に長いトレリスを必要とするようなシーケンスを生み

出さないエンコードを使用しています。よい信号では、トレリス内のすべての可能なパスは、広大な時間の

中ではどれもほとんど同じものです。 

エラー・メッセージ: "TRELLIS_LENGTH must be >= 11 and <= 81"（TRELLIS_LENGTHは 11以上 81以下でなければな
りません） 

 

キーワード: ZERO_CROSS_TO_SAMPLE 

引数: <0から 0.1までの数> 

必要?: 

はい 

注意: 
この値をもって DDAは、正確なサンプリング時間が VCO同期化プリアンブルの間のゼロ交差とが、どのよ
うな関係にあるのかを知ることができます。この値は、ゼロ交差間の間隔に対する割合として与えます。例：

通常、VCO同期は 2Tパターンです。PR4に対するサンプルは、1、1、-1、-1です。したがってゼロ交差の
間に 2つのサンプルがあります。ゼロ交差後の最初のサンプルは、次のゼロ交差までの距離の 4分の 1
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です。したがって、PR4に対する ZERO_CROSS_TO_SAMPLEの値は、0.25です。EPR4に関しては、
2Tパターンは、0、1、0、-1というサンプルを与え、最初のサンプルがゼロ交差にあたります。したがって、
EPR4に対する ZERO_CROSS_TO_SAMPLEの値は、0です。E2PR4に関しては、2Tパターンは 2/3、
2/3、-2/3、-2/3というサンプルを与えます。ゼロ交差間には 2つのサンプルがあり、ゼロ交差後の最初のサ
ンプルは、PR4と同じく、次のゼロ交差までの距離の 4分の 1です。したがって、E2PR4に対する
ZERO_CROSS_TO_SAMPLEの値は、0.25です。 

エラー・メッセージ: "ZERO_CROSS_TO_SAMPLE must be >= 0 and <= 0.5"（ZERO_CROSS_TO_SAMPLEは、0以上
0.5以下でなければなりません） 

ファイルの例 

E2PR4に対するユーザー定義ファイルの一例を以下に示します。ファイル名は、E2PR4.UDFです。 

USER DEFINED VITERBI TRELLIS FOR LECROY DDA // a comment can go here 

// The above line is required exactly as shown or the file will be rejected! 

KEYWORDS_VERSION 1 

STATES 16 

// State initializers - one for each valid state 

// state prev from 0 level prev from 1 level 

STATE 0 0 0 8 -0.33333  

STATE 1 0  0.33333 8 0  

STATE 2 1 0.66667 9 0.33333 

STATE 3 1 1 9 0.66667  

STATE 4 2 0 10 -0.33333  

STATE 5 2 0.33333 10  0  

STATE 6 3 0.66667 11  0.33333 

STATE 7 3 1 11  0.66667 

STATE 8 4  -0.66667 12  -1 

STATE 9 4  -0.33333 12 -0.66667 

STATE 10 5 0 13  -0.33333  

STATE 11 5 0.33333 13 0  

STATE 12 6 -0.66667 14 -1  

STATE 13 6 -0.33333 14 -0.66667  

STATE 14 7 0 15 -0.33333  

STATE 15 7 0.33333 15 0  

LEVELS 7 

TOP_LEVEL_AS_FRACTION_OF_PEAK 1.06045 // nominal 1 / peak height in vco sync field.For 
2T 

NORMALIZED_LEVELS -1 -.66667 -.33333 0 .33333 .66667 1 

PLL_PROP_GAIN 1e-9 

PLL_INTEG_GAIN 4e-11 

MAX_PHASE_ADJ 0.04 

STEERING_LATENCY 6 

TRELLIS_LENGTH 81 

AGC_GAIN 0.12 

MAX_LEVEL_ADJ 20.833e-3 

ZERO_CROSS_TO_SAMPLE 0.25 // Fraction of zero cross spacing 

// End of file 
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DFP2 

はじめに 

必要性 
今日の複雑な環境下では、幅広い周波数にわたって、アナログ成分とデジタル成分がデータ内に混在することがよくあります。

多くのアプリケーションで、関連データが符号化されたり隠されたりしています。したがって正しい信号を取り出すことは、骨の折

れる作業となっています。技術者にとって、データの興味のある部分だけを調べることがますます難しくなっています。従来のオ

シロスコープによるトリガリングは、すぐれたものであっても、満足のいく答えを出してくれるとはかぎりません。 

たとえば、ディスク・ドライブのサーボ・モータは、出力の高周波数データに低周波数成分を加えてしまいます。この低周波成分を

取り除かなければ、データの正確な解析を行なうことは困難です。 

よく見られる別の例として、スイッチング電源があります。これは、システム内の多くのパーツに対して、スイッチングによる周波

数成分を送り込んでしまいます。このスイッチング周波数が混ざったデジタル信号を観測することは、とても難しい作業になりま

す。この場合、どうしてもフィルタリングが必要になります。 

さらにもう 1つの例として、ADSLの屋内接続があげられます。データは 256のナローバンドで送られますが、各帯域の幅は
4.7kHzしかなく、帯域間隔も 4.7kHzです。通常の DSOでこのような複雑な波形を調べることは、ほとんど不可能であり、不要
な周波数成分をフィルタで取り除く必要があります。 

 

解決法 
現在これらの問題に対し、2通りの対処がなされています。1つは、アナログ・フィルタを作成し、それをオシロスコープよりも前に
配置することで、フィルタリングされた信号を DSOに渡すという方法です。これには多くの欠点があります。たとえばアナログ・フ
ィルタは、アナログ部品の精度と安定性によって大きく変わってしまいます。アナログ・フィルタを簡単に実装できる場合もありま

すが、総じてアナログ・フィルタは低周波域(<100Hz)や高周波域(>100MHz)に対して実用的ではありません。それに対し、デジ
タル・フィルタは、こうした周波数域に対しても満足のいく結果を与えてくれます。 

2つめは、多くの技術者が用いているやり方でもありますが、DSOをデジタイザとして使用する方法です。デジタル化したデータ
出力を、処理のためパソコンに送ります。この方法は、欲しい結果が得られることが多いものの、特定のアプリケーションでは速

度が遅かったり、柔軟性に欠けることがあります。 

レクロイ社のデジタル・フィルタ・パッケージ 2(DFP2)は、この両方のよいところを組み合わせた手段を提供します。DFP2には、
ユーザーが定義できる機能に加え、もっとも有用な有限インパルス応答(FIR)フィルタが７つ含まれています。さらに 4つの無限
インパルス応答(IIR)フィルタ（Butterworth、Chebyshev、Inverse Chebyshev、Bessel）も入っています。各フィルタに対し、カッ
トオフ周波数、ストップ・バンド（阻止域）アッテネーション、パス・バンド（通過域）リップルを簡単に設定することができます。  

フィルタは単独で使用することもできますし、複数のフィルタをカスケード接続して、より複雑なフィルタリングを行うことも可能で

す。フィルタをかけた波形からは不必要な周波数成分が吸収されて、残っているものはほとんど、有意な周波数成分だけになっ

ています。 

特別な性質を持ったフィルタが必要であれば、ユーザー定義機能を使用して、用途にあったフィルタを設計することもできます。

必要なフィルタの設計には、デジタル・フィルタ・デザインや、MATLABあるいはMathcadなどの演算パッケージを使用します。
フィルタ係数は、DSOフィルタ・ユーティリティを使用すれば、プログラムから直接オシロスコープにダウンロードすることができま
す。あるいは、Excelのスプレッド・シート上でフィルタ係数を指定し、DSOフィルタ・ユーティリティを使用してそのスプレッド・シー
トからオシロスコープへ係数をダウンロードすることもできます。 

DFP2の柔軟性は、以下の例で見ることができます。 
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1. 不要な 60Hz正弦波成分を含ん
だ 25 kHzの方形波 
2. 1kHz以下の信号を減衰させるハ
イ・パス・フィルタを使用して、不要な
60Hz成分を除去します。 
3. フィルタをかけていないトレースの
FFT 

 

4. フィルタをかけたトレースの FFT。
60Hz成分がないことに注意 

 
より進んだ解決法 
DFP2は、JTA2や DDM2などの、レクロイ社の他のソフトウエア製品と組み合わせることで、それぞれのソフトウエアの応力を
高め、より満足のいく答えを得ることができます。たとえばジッタ測定では、DFP2のバンド・パス・フィルタを JTA2パッケージと
組み合わせて、ナローバンドでジッタを測定することができます。 

 

フィルタの種類 1 

ロー・パス・フィルタ 

 

ロー・パス・フィルタは、累積した高周波のノイズや干渉を取り除いたり、高周 

波の背景ノイズをキャンセルする際に使用すると便利です。適用例としては、

データコムや電気通信、ディスク・ドライブや光学記録による精度の高い RF 

信号検出解析などがあげられます。 

バンド 1: パス・バンド（通過帯域）。－DCから遷移帯域との境界までの領域。

信号は減衰することなく通過します。 

バンド 2: トランジション（遷移帯域）。－エッジ周波数から、（エッジ周波数） 

－（帯域幅）、までの範囲。減衰が強くなっていきます。 

バンド 3: ストップ・バンド（阻止帯域）。－遷移帯域の上端を超えた領域。信号

は強く減衰します。 

ハイ・パス・フィルタ 

 

ハイ・パス・フィルタは、DCや低周波数成分を取り除く際に使用すると便利で
す。適用先としては、ディスク・ドライブや光学記録による解析（SLICING関数
のエミュレーション） 

バンド 1: ストップ・バンド（阻止帯域）。－DCから遷移帯域の下まで。信号は強
く減衰します。 

バンド 2: トランジション（遷移帯域）。－[（エッジ周波数）－（帯域幅）]からエッジ
周波数までの領域。減衰が弱まっていきます。  

バンド 3: パス・バンド（通過帯域）。－エッジ周波数以上の帯域。信号は減衰す
ることなく通過します。 

バンド・パス・フィルタ バンド・パス・フィルタは、周波数のある選択帯域のみ取り出す際に役立ちま

す。適用例としては、ラジオのチャンネル検索、広帯域通信、ADSL、クロック・
ジェネレータ（すなわち中心周波数を除去して調波のみを表示）、電気通信（特

定の周波数帯域幅におけるジッタ測定）などがあげられます。 
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バンド 1: 第 1ストップ・バンド（阻止帯域）。－DCから第 1遷移帯域の下まで
の領域。信号は強く減衰します。 

バンド 2: 第 1 トランジション（遷移帯域）。－[（下のコーナー周波数）－（帯域
幅）]から下のコーナー周波数までの領域。減衰が弱まっていきます。 

バンド 3: パス・バンド（通過帯域）。－信号は減衰することなく通過します。 

バンド 4: 第 2 トランジション（遷移帯域）。－上のコーナー周波数から、（上のコ
ーナー周波数）+（帯域幅）までの範囲。減衰が強くなっていきます。 

バンド 5: 第 2ストップ・バンド（阻止帯域）。－信号は強く減衰します。 

バンド・ストップ・フィルタ 

 

バンド・ストップ・フィルタは、ある狭帯域周波数を取り除くときに役立ちます。適

用先としては、たとえば 50/60Hzにおける主なリップルは取り除き、低エネル
ギーの生体信号はそのまま残す必要のある医療機器などがあげられます。デ

ジタル検査器としての応用：切り替え電源の固有周波数をブロックし、システ

ム・クロック・ジェネレータが原因の、送電線の電圧降下やグリッチを明らかにし

ます。 

バンド 1: 第 1パス・バンド（通過帯域）。－DCから第 1 トランジション（遷移帯
域）の下までの範囲。信号は減衰することなく通過します。 

バンド 2: 第 1 トランジション（遷移帯域）。－[（下のコーナー周波数）－（帯域
幅）]から下のコーナー周波数までの領域。減衰が強まっていきます。 

バンド 3: ストップ・バンド（阻止帯域）。－信号は強く減衰します。 

バンド 4: 第 2 トランジション（遷移帯域）。－上のコーナー周波数から、（上のコ
ーナー周波数）+（帯域幅）までの範囲。減衰が弱まっていきます。 

バンド 5: 第 2パス・バンド（通過帯域）。－信号は減衰することなく通過します。

 

通信チャンネル・フィルタ 

Raised Cosine (ロー・パス・フィルタ) 

 

Raised Cosine (ロー・パス・フィルタ) このフィルタは、（形が特殊というだけで
あり）ロー・パス・フィルタに分類されます。 Raised cosineフィルタは、符号間
干渉（時間領域でのインパルス応答が、インパルスのビット時間間隔を除いた

すべてのビット時間間隔でゼロ交差する）を最小限に抑えるために使用するフィ

ルタの 1つです。 

raised root cosineフィルタを（たとえば信号の送信側と受信側で）2度適用す
ると、raised cosineフィルタと同じ効果をもたらします。適用例としては、
WCDMAなどの携帯電話通信、データコム、電気通信、ディスク・ドライブ、光
学ドライブ解析などがあげられます。 

バンド 1: 適用例としては、WCDMAなどの携帯電話通信、データコム、電気通
信、ディスク・ドライブ、光学ドライブ解析などがあげられます。 

バンド 2: トランジション（遷移帯域）。－[（コーナー周波数）－（帯域幅の半分）]
から、[（コーナー周波数）+（帯域幅の半分）] までの範囲。周波数とともに減衰
率が上昇します。ロールオフの形は、0.5cos(a) + 0.5で与えられ、ここで aは
遷移帯域中を 0から pまで変化します。遷移帯域は、コーナー周波数の割合
として与えられる bによって決められます。 

バンド 3: ストップ・バンド（阻止帯域）。－（上のコーナー周波数）＋（帯域幅の
半分）よりも上の領域。信号は強く減衰します。 

raised cosineフィルタのインパルス関数は次式で与えられます。 
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Raised Root Cosine (ロー・パス・フィルタ) 

 

バンド 1: 適用例としては、WCDMAなどの携帯電話通信、データコム、電気通
信、ディスク・ドライブ、光学ドライブ解析などがあげられます。 

バンド 2: トランジション（遷移帯域）。－（コーナー周波数）－（帯域幅の半分）か
ら、（コーナー周波数）－（帯域幅の半分）までの範囲。周波数とともに減衰が強

くなっていきます。ロールオフの形は、0.5[cos(a) + 0.5]ｽで与えられ、ここで a
は遷移帯域中を 0から pまで変化します。遷移帯域は、コーナー周波数の割
合として与えられる bによって決められます。 

バンド 3: ストップ・バンド（阻止帯域）。－（上のコーナー周波数）＋（帯域幅の
半分）よりも上の領域。信号は強く減衰します。 

square-root raised cosineフィルタのインパルス関数は次式で与えられます。
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上の 2つの図は、さまざまなベータ値を持つ raised root cosineフィルタで
す。それぞれこのフィルタを 2回適用して得られた raised cosineレスポンス
を示しています。 

 
 

Gaussian 

 

バンド 1: パス・バンド（通過帯域）。－DCから、半値電力帯域幅(%)に変調周
波数をかけた値までの範囲。この範囲で信号は通過します。半値電力帯域幅

では、3dB降下が発生します。 

Gaussianフィルタの周波数応答の形は、DCを中心としたガウス分布です。周
波数が大きくなるほど、信号は減衰します。Gaussianフィルタでは、遷移帯域
やストップ・バンド（阻止帯域）を定義することはできません。しかし、シンボル周

波数の割合である BT値がフィルタの幅を決定します。ここで、 

B = 半値電力帯域幅 

T = ビット（変調周期） 

 

 

IIRフィルタ 

無限インパルス応答(IIR)フィルタは、アナログ・フィルタをエミュレートするデジタル・フィルタです。オプションの DFP2には、以下
の 4種類の IIRフィルタがあります。 

• Butterworth 

• Chebyshev 

• Inverse Chebyshev 

• Bessel 

Butterworthフィルタ、すなわち"最大平坦"フィルタは、あらゆるフィルタの中で、応答の振幅がもっとも平坦な形をしています。
Besselフィルタの特徴は、周波数の関数として均一な位相応答をするという点です。以下の図では、Butterworthフィルタと
Besselフィルタを比較しています。Besselフィルタのほうが遷移帯域幅が広く、しかし通過帯域においては直線的に振幅が降下
していることに注意してください。 
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最速のロールオフが必要な場合、Chebyshevフィルタが同じステージ数に対して最も狭い遷移帯域を持っています。最速のロ
ールオフが必要な場合、Chebyshevフィルタが同じステージ数に対して最も狭い遷移帯域を持っています。 

これらのフィルタを設定する際には、カットオフ周波数、遷移帯域幅、ストップ・バンド（阻止帯域）での減衰、などを決める必要が

あります。 

 

 

フィルタの設定 

DFPフィルタを設定する 
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. フィルタをかけた波形を表示したい演算トレースに対し、 [Fx] タブ（たとえば F1） をタッチしま

す。 

3. このトレースに対し、フィルタ関数を１つだけ作用させる場合は、、[Single シングル] 関数ボタン  をタッチし
ます。フィルタ出力に演算を行ないたい場合や、別のフィルタを作用させたい場合は、[Dual デュアル] 関数ボタン

をタッチします。 

4. [Source1 ソース 1]フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・メニューからフィルタをかける波形を選択します。 

5. [Operator1 演算子 1]フィールドの内部をタッチし、ポップアップ・メニューからフィルタ を選択します。 右側に、
フィルタを設定するミニ・ダイアログが開きます。 

注意：[Operator1]メニューの演算には、Boxcar、ERES、補間も含まれています。 Boxcarフィルタは、ユーザ指定のポイント数
(長さ)で平均した単純なアベレージです。 
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6. [FIR/IIR] フィールドの中をタッチし、有限インパルス応答(FIR)あるいは無限インパルス応答(IIR)のフィルタを選択し
ます。 

7. FIRあるいは IIRを選択したら、[Filter Kind フィルタの種類]フィールドの中をタッチし、フィルタが行なう作業を選び
ます。 IIRに関しては、いくつかの選択肢は選ぶことができません。 
 

 
  

8. FIRを選択した場合、[Type 種類]フィールドの中をタッチし、FIRフィルタの種類を選びます。 そして[Taps タップ]デ
ータ入力フィールドの中をタッチし、ポップアップして現れる数字キーから、数値を入力します。 あるいは、[Auto 
Length 自動長さ調整]チェックボックスにタッチすれば、[Taps タップ]フィールドは消え、係数の最適数をオシロスコ
ープが計算します。 
 
IIRを選択した場合、[Type 種類]フィールドの中をタッチし、IIRフィルタの種類を選びます。 そして[Stages ステージ]
データ入力フィールドの中をタッチし、ポップアップして現れる数字キーから、数値を入力します。 あるいは、[Auto 
Length 自動長さ調整]チェックボックスにタッチすれば、[Stages ステージ]フィールドは消え、係数の最適数をオシロ
スコープが計算します。 

9. [Frequencies 周波数]タブをタッチします。 

10. クラス(FIRか IIR)や選択したフィルタの種類によっては、また、自動長さ調整を有効にしたかどうかによっては、カット
オフ周波数、遷移帯域幅（エッジ幅）、ストップ・バンド（阻止帯域）減衰、パス・バンド（通過帯域）リップルを変更するこ

とができます。 

 

 

カスタム・フィルタ 

カスタム・フィルタの設定 
DFP2で提供される標準的フィルタがユーザーのニーズを満たしていない場合には、ユーザーは最大 2,000タップまでのフィル
タを、実質上どのような形にも作ることができます。 

必要なカスタム・フィルタは、デジタル・フィルタ・デザイン、あるいは MATLABやMathcadのような演算パッケージを使って設計
することができます。フィルタの係数は、ASCIIファイルからオシロスコープに読み込むことができます。ASCIIファイルは、数字
の区切りとしてスペース、タブ、キャリッジ・リターンのいずれか挿入して構成します。 

注意： 数字の区切りにコンマは使用しないでください。 

カスタム IIRフィルタについては、6個の数字がセットで入っている必要があります。 各段階は、分子の多項式に対する 3つの
数値、分母の多項式に対する 3つの数値から成っています。3つの数値は、多項式が a + b * z-1 + c * z-2

という形であることか

ら、a b c という順番に並んでいます。 

 

例 1:Mathcadを使用した FIR フィルタ係数の作成 
N := 200 i := 0..N 

sinx(x) := sin(x)/x 
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ロー・パス・フィルタとしての 200点からなる sin(x)/x 

注意：現実のフィルタは、windowを設定するか、あるいは Remez交換アルゴリズムによって作成します。この例の目的は、い
かにしてフィルタをオシロスコープに適用するかを示すことにあります。 

 
check = 0.987 これはフィルタの DCゲインです。 

 
係数が入った ASCIIファイル、FirFilter.txtが作成されます。 

データをデータ・ファイルに書き込む 

数値を Mathcadからデータ・ファイルに書き込むには、以下のように[File Read/Write ファイルの読み書き]コンポーネントを使
用します。 

1. ワークシート上の空欄をクリックします。 

2. [Insert 挿入]メニューから[Component コンポーネント]を選びます。 

3. リストから[File Read ファイルの読み込み]あるいは[Write 書き出し]を選び、[Next 次へ]を押すと、セットアップ・ウィ
ザードの第 2ページに進みます。 

4. [Write to a data source データ・ソースに書き出す]を選び、[Next 次へ]を押すと、セットアップ・ウィザードの第 2ペ
ージに進みます。 
 
ウィザードの[File Format ファイル形式]ドロップ・ダウン・リストから[Tab Delimited Text タブで区切ったテキスト]を
選びます。 

5. 書き込みたいデータ・ファイルへのパスを入力するか、あるいは[Browse 検索]ボタンでデータ・ファイルの場所を検索
します。 

6. [Finish 終了]を押します。すると[File Read]または[Write]のアイコンと、データ・ファイルへのパスが表示されます。 
 
コンポーネントの下に現れるプレース・ホルダーに、そのデータ・ファイルに書き込むデータが入っている Mathcad変
数名を入力します。 

コンポーネントの外側をクリックすると、Mathcad変数に入っていた数値が、指定したファイルに書き込まれます。ワークシートを
計算するたびに、データは上書きされていきます。 

この機器では、[Custom カスタム]フィルタを選択すると、ファイル選択ボックスが現れます。Mathcadから保存したデータ・ファイ
ルを選べば、その係数がフィルタに使用されます。 

 

例 2:Mathcadを使用した IIR フィルタ係数の作成 

注意： この例では、Mathcadの Signal Processing Extension Pack（信号処理拡張パック）を使用します。 

order := 6 fcutoff := .1 

A := iirlow(butter)order),fcutoff) 
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x := 0,.001 .. .5 

 

 
係数が入った ASCIIファイル、IirFilter.txtが作成されます。 

データをデータ・ファイルに書き込む 

数値を Mathcadからデータ・ファイルに書き込むには、以下のように[File Read/Write ファイルの読み書き]コンポーネントを使
用します。 

1. ワークシート上の空欄をクリックします。 

2. [Insert 挿入]メニューから[Component コンポーネント]を選びます。 

3. リストから[File Read ファイルの読み込み]あるいは[Write 書き出し]を選び、[Next 次へ]を押すと、すると[File Read]
または[Write]のセットアップ・ウィザードの冒頭が始まります。  

4. [Write to a data source データ・ソースに書き出す]を選び、[Next 次へ]を押すと、セットアップ・ウィザードの第 2ペ
ージに進みます。 
 
ウィザードの[File Format ファイル形式]ドロップ・ダウン・リストから[Tab Delimited Text タブで区切ったテキスト]を
選びます。 

5. 書き込みたいデータ・ファイルへのパスを入力するか、あるいは[Browse 検索]ボタンでデータ・ファイルの場所を検索
します。 

6. [Finish 終了]を押します。すると[File Read]または[Write]のアイコンと、データ・ファイルへのパスが表示されます。 
 
コンポーネントの下に現れるプレース・ホルダーに、データ・ファイルへ書き込まれるデータが入っている Mathcad変
数を、並び替えを行なった名前で入力します。変数を正しい順番に並べるため、変数の入れ替え(Ctl + 1)を行なうこと
は重要です。 

コンポーネントの外側をクリックすると、Mathcad変数に入っていた数値が、指定したファイルに書き込まれます。ワークシートを
計算するたびに、データは上書きされていきます。 

この機器では、[Custom カスタム]フィルタを選択すると、ファイル選択ボックスが現れます。Mathcadから保存したデータ・ファイ
ルを選べば、その係数がフィルタに使用されます。 
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マルチレート・フィルタ 

概要 
今日の開発環境において、多くの場合、デジタル・フィルタの設計は最もやりがいのある作業の 1つです。通常、仕様によって、
より高次のフィルタが要求されます。したがって、フィルタ係数のためのさらなる保存スペースが必要となり、高い処理能力も要

求されます。さらに高次のフィルタの設計は、不可能ではないものの、難しい作業となります。たとえば 3Gワイアレス・システム
などの応用例では、データ処理のために受信側でデータに大規模なフィルタをかける必要があります。 

レクロイ社の DFPオプションにはたくさんの種類のフィルタが用意されていますが、エッジ周波数とサンプル・レートとの関係に、
ある制限があります。エッジ周波数はサンプル・レートの 1%から 49.5%までの範囲に限られ、最小遷移帯域幅はサンプル・レー
トの 1%に限定されるのです。 

マルチレート・フィルタやマルチステージ（多段階）・フィルタは、狭いスペクトルという条件のついた FIRフィルタを設計・実装する
ための、効果的解決手段となっています。マルチレート・フィルタは、フィルタ内部のある点または複数の点で、入力データのレー

トを変更し、その一方で出力データのレートは入力時と同じ速さに保ちます。この方法は、レートを固定した標準的なフィルタと比

較して、フィルタの長さをかなり短くすることができます。 

同様のことを、複数回の段階を踏むことで行なうこともできます。まず、（比較的制限されたエッジ周波数をもつ）フィルタを適用し、

その結果を 10分の 1に間引きます。その結果を 10分の 1に間引きます。次に 2つめのフィルタを、その間引かれた波形に適
用し、エッジ周波数の下限リミットを大幅に緩和するのです。 

例 

3MHzの正弦波に高周波ノイズ成分が乗っています。ノイズ成分の除去にはロー・パス・フィルタが必要です。オシロスコープの
サンプル・レートは 2GS/sです。このサンプル・レートに対するロー・パス・フィルタの最小エッジ周波数は、20MHzです。このフィ
ルタだけでもノイズの一部を消すには十分ですが、高周波成分を完全に除去することはできません。こうした場合、2段階（2ス
テージ）を踏むことで、問題を解決できます。 

1. ノイズを含んだ周波数 3 MHzの正弦波 
2. 20MHzエッジ周波数および 30MHz遷移 帯域をもつ第
1ロー・パス・フィルタを適用 
3. トレース Aを粗くとったもの 

 

4. 5MHzエッジ周波数および 6MHz幅の遷移帯域をもつ
第 2ロー・パス・フィルタを 3の粗いトレースに適用 

最後のトレースは、マルチステージ・フィルタをかけた信号を拡大したものです。すべての高周波ノイズが消えていることに注意し

てください。  

 

 

仕様 

• （カスタム・フィルタ以外の）あらゆるフィルタのパス・バンド（通過帯域）ゲインは、1に正規化されています。 

• FIRの係数は、最大 2000個です。 

• IIRのステージは、最大 29ステージです。 

• フィルタの種類：ハイ・パス、ロー・パス、バンド・パス、バンド・ストップ、raised cosine、 raised-root cosine、
Gaussian、カスタム 

• IIRフィルタの種類：Butterworth、Chebyshev、Inverse Chebyshev、Bessel 
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JTA2 

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 

ジッタ・トラック、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、レクロイ社の JitterProパッケージおよびジッタ・タイミ
ング解析（JTA）パッケージに含まれているタイミング機能です。ジッタ・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。 

• ジッタ・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。  
 
これらの波形属性のほとんどに対応可能な特別のデータ関数により、ランダムなデータ・ストリームに対しても解析を

行うことができます。 

• 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。 

 

 

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の測定にも使用できます。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。 
補間フィルタを測定点に近接する信号エッジで使用すると、タイミング・パラメータが、電圧または信号振幅の割合(パーセンテー
ジ)から選択可能な捕捉波形のレベルで機能します。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。 

 

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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ジッタ・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 5つの波形属性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。 

 
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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データ・モードを選択した場合  

1. 信号を対比するのに適した位置に、適切な基準クロック周波数を設定します。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. ジッタ測定を行うレベル、および測定を開始する立ち上がりエッジまたは立ち下がりエッジを指定します。  

3. タイミング・エラーがグラフで明らかになります。 

 

 

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。  

 

ジッタ・トラック/トレンド選択の基準 
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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）

イベント数 無制限 

 

目的 使用する機能 

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  

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

 

 

クロック・モード/データ・モード選択の基準  

ジッタ・トラックでは、ほとんどの波形属性に対してクロック・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。 パルス幅、パルス間隔、周期、その他測定対象となる重要な属性がランダムに分布しており、複数のク
ロック周期を含む場合は、可能な限りデータ・モードを使用してください。  

ジッタは別として、通常、クロック信号は規則的であるべきものであり、 データ・ストリームは本来、不規則なパルス幅を持つもの
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、ジッタ・
トラックにはクロック・モードおよびデータ・モードの両方が用意されています。 VClock ダイアログ から[Data データ]を選択する
と、データ信号のジッタを正確に測定するために必要な正規化(表を参照)が実行され、高度なタイミング分解能が得られます。 

前ページの図はデータ・ストリームとそれに対応するクロック信号の関係を表していますが、 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、Τから 3Τ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 (ε )をはっきり
と捉えられるよう、正規化がジッタ・トラックで実行され、これによりパルスの変動が低減し、タイミング分解能が上がります。 正規
化では、ジッタ・レンジを小さくし、ｎ × Τに等しい各測定結果が nで除算されます。 

モード クロック データ

ジッタ・レンジ 3Τ + ε ε << 3Τ

分解能 低 高 

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 
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ジッタ測定のセットアップ 

ジッタ演算のセットアップ 
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。 

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。 

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、パーシスタンス
機能の一覧を表示します。 

4. パーシスタンス機能の 1つを選択します。[Select Math Operator 演算子の選択]メニューが閉じ、トレースが自動的
に起動します。 

ジッタ・トラック 

トレースのパーシスタンス（重ね書き）表示に加えて、あるいはパーシスタンス表示の代わりに、ジッタ・トラックを有効にしたい場

合は、[Select Math Operator 演算子の選択] メニューの[Jitter ジッタ]ボタンをタッチし、さらに[Track トラック]ボタンをタッチ
します。[Select Math Operator 演算子の選択]メニューが閉じ、ジッタ・トラックが自動的に有効になります。 

ジッタ・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] ボタンをタッチします。 

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。
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。 

 

 

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（垂直/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/水平断面） 

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 p@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。 

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。 

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。 

 

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。  

 

 

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。 
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（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。 

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  平均 

パーシスタンス・トレースのノイズの消去 平均 

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。 

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。 

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。 
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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 （掃引のクリア） 

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 （掃引のクリア）、% 
population（密度レンジ %）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 （掃引のクリア）、Scale to 
standard deviation （標準偏差へのスケーリン
グ）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。 

 

 

タイミング・パラメータの選択 

下表は、ジッタ・タイミング解析(JTA)パッケージのパラメータと、実行するタスクの一覧です。Statistics を起動し、ヒストグラムの
パラメータを使用することにより、波形をさらに解析、処理することができます。パラメータによっては、ジッタ・トラックの機能でも

同様のタスクを実行できる場合があります。 

タスク 使用するタイミング・

パラメータ 追加処理 ジッタ・トラックで同様のタスクを実

行する場合 

クロック、周期、周波数の精度測定 
p@lv 

freq@lv 

Statisticsを ONにするか 
Histogram(ヒストグラム)を使
用 

Period Jitter(周期ジッタ) 
Frequency Jitter(周波数ジッタ)

パルス幅の精度測定 wid@lv 
Statisticsを ONにするか 
Histogram(ヒストグラム)を使
用 

Width Jitter(幅ジッタ) 

隣接サイクル偏差の測定 Dp@lv 
Statisticsを ONにするか 
Histogram(ヒストグラム)を使
用 

Cycle-Cycle Jitter (サイクル間ジッ
タ) 

波形のエッジ数測定 edge@lv --- --- 

デューティ・サイクル測定 duty@lv 
Statisticsを ONにするか 
Histogram(ヒストグラム)を使
用 

Duty Cycle Jitter（デューティー・サ
イクル・ジッタ） 

タイム・インターバル・エラー測定 tie@lv 
Statisticsを ONにするか 
Histogram(ヒストグラム)を使
用 

Interval Error Jitter（インターバル・
エラー・ジッタ） 

n-サイクルの測定 n-cycle@lv --- N-Cycle （N-サイクル ジッタ） 

スキュー測定 Skew --- Clock Skew（クロック・スキュー）

セットアップ測定 setup --- Setup（セットアップ） 

ホールド測定 hold --- Hold （ホールド） 
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トレンド・ツールのしくみ 

基本概念 
トレンド 統計ツールは、タイミング・パラメータの時間変化を線グラフで表示します。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 

 
 

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 

トレンドをプロットする前に、タイミング・パラメータを下記の手順で選択してください。 

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。 
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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. 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。 

6. [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。 

7. 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。 

8. 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。表示されるオプ
ションは選択したパラメータによって異なりますが、Level is（レベル）、Percent Level（パーセント・レベル）、Slope
（勾配）、Hysteresis（ヒステリシス・レベル）は必ず含まれています。[Find Level レベルの検出]ボタンも、このミニ・
ダイアログに表示されます。 

オプション・フィールド 設定 

Level Is パーセンテージ 
絶対値 

Percent Level 0～100% 

Slope 正 
または負 

Hysteresis 0～10 div 

注意：Hysteresis（ヒステリシス・レベル）を選択すると、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で設定されます。 
 
使用の手引き 
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。 

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。 
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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。 

 

 

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。ヒストグラムやトレンドの値は、それぞれの捕捉の直後に計算されます。 

その結果は、データ・ポイントが波形として表示され、他の波形と同じように使用することができます。その波形で他のパラメータ

を計算することも可能でき、波形の拡大・縮小も可能です。XYプロットでは x トレースまたは y トレースとして機能し、カーソル測
定に使用することもできます。 

 

捕捉の手順 
ヒストグラムやトレンドのデータを捕捉するには、以下の手順で行います。 

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. トリガの再準備 

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。 

しかしセグメント・モードでは、パラメーター計算の前に、各セグメントに対して捕捉が行われます。ヒストグラムやトレンドのデータ

がメモリの場合は、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、トリガの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。ヒストグラムやトレンドで使用す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。Nが 20,000よりも大きいときには、イベント数が Nに等しくなるまで、ヒストグラムまたはトレンドが更新されていきま
す。もし、ビンの数、またはヒストグラムやトレンドのレンジが変わったときには、バッファ内のパラメータ値から最新の Nもしくは
20,000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、ヒストグラムを再表示します。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開始します。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にの捕捉に相当します。パラメータ値およびそれに対応するヒストグラム・イベントの計算には、パ

ラメータ・カーソル間の波形の断面のみが使用されます。  

下表は、各パラメータ、パラメータ・カーソル間の波形の断面に対して、捕捉または掃引によって取り込むヒストグラム・イベントや

トレンド・イベントの数をまとめています。  
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パラメータ 捕捉するイベント数 

タイミング・パラメータ：p@lv, freq@lv, wid@lv, ∆ 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 

data 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, ∆ dly, ∆ t@lv

捕捉 1回あたりのイベント数 1 

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は、パラメータ・カーソル間の波形で表示されている部分について、全イベントを表示し

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 

ヒストグラム分布の形状には特に重要性が高いため、分布解析のための特別なパラ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。 

ヒストグラム・ピークの例 

振幅値 5Vの方形波の電圧値に関するヒストグラムでは、0 V と 5 V の 2つのピーク値のビン（下図参照)を中心に広がっていま
す。隣接するビンは、ノイズによる変動を表しています。図より、それぞれの中央のビンが、どちらもヒストグラム・ピークになって

います。 

 
このようなピークは信号の主要な数値を示すため、ピークの特定は非常に有用です。しかし、捕捉したパラメータ値の数に比較し

てビンの数を増やしたり、信号ノイズがあると、ヒストグラムがギザギザ状で尖った形になることがあり、重要なピークを識別する

ことが困難になります。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。 

ビンの設定と測定精度 

ヒストグラムのビンは、波形のパラメータ値、またはイベントのサブ・レンジを表すものです。1つのビンで表される各イベントの値
は、そのサブ・レンジ内でそれぞれ異なります。しかし、average（平均）など、ヒストグラム自体のパラメータ測定では、1つのビ
ンに含まれるイベントはすべて同じ値を持っていると仮定されます。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。ビン数が最適な場合、

パラメータ値の変動があまりなく、ヒストグラムの分布がギザギザになりません。このパラメータ・バッファを使用すると、ユーザー

がビンの数を変更しても、ヒストグラムがリアルタイムに再表示されます。さらに、選択したビン数によっては、波形のパラメータ

値の変化が明確に分かります。 

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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315 

PMA2 

PMA2：はじめに 

ツールとその役割 
レクロイ社のデジタル・ストレージ・オシロスコープ（DSO）と、電流測定および示差測定を行うツールのソフトウエア・パッケージ
“PowerMeasureAnalysis 2 (PMA2)”を合わせると、電力変換回路、電流測定ツール、示差測定ツールの設計・解析をする上で、
ハードウェアとソフトウェアの理想的な組み合わせが実現します。PMA2では、3つの主要な測定を行うことができます。  

Power Device Analysis （電源装置解析） - ここでは電源、電気モーター装置（可変速度ドライブ）高効率照明回路などの電力
変換製品で使用されているパワー・スイッチング・デバイスに対する測定を行います。測定できるものには、デバイスの瞬間電力、

安全動作領域(SOA)、飽和電圧、動作抵抗があります。PMA2を用いると、これらのデバイス測定は、試験的に行うこともできま
すし、あるいは電力変換システムでそのデバイスが動作している間の回路に対して行うこともできます。  

Modulation Analysis（変調解析） - ここでは電力変換回路の変調コントロール信号に含まれる情報の捕捉と解析を行います。
ラインの変化および（または）負荷の変化に回路が反応したとき、パルス幅(PWM)、デューティー・サイクル、周波数、周期の変
調変化を解析します。同じく、スタート時およびシャット・ダウン時にもその解析を行います。  

Line Power Analysis（電力解析） - ここではオフライン電力変換装置に印加される電源電圧と電流を測定します。有効電力、
皮相電力、力率、電源高調波を測定します。電源高調波の測定は、EN 61000-3-2の要件に準拠するために回路設計を行う設
計・評価エンジニアをサポートするために行います。  

 

必要な機器 

DSO 

PowerMeasureAnalysis 2 ソフトウェアは、レクロイ社の X-Stream DSOのいずれにおいても動
作します。多くのサイクルを捕捉する必要がある解析を行うためには、少なくともチャンネルあたり

1Mptのメモリを搭載した DSOを使用する必要があります。記録長を短くすれば、安定した解析を
行うことができます。ほとんどの測定では 2つの捕捉チャンネルが適当ですが、複数の装置を解
析するとき、あるいは複雑なトリガを行うときには、4チャンネル DSOが必要です。  

電圧プローブ 

電力変換回路に関係した電圧信号の多くは、アース電圧とは関係がないため、示差測定の能力が

必要になります。「Power Device Analysis（電源装置解析）を使う」で説明するすべての測定を行
うには、CMRR、CMR、Overdrive Recovery、レクロイ社の DA1855A差動増幅器やそれに関連
した DXCシリーズのパッシブ差動プローブの変わりない動作能力が必要です。Modulation 
Analysis（変調解析）を使う”と” Line Power Analysis（電力解析）を使う“で行う測定は、中程度の
能力を持つ差動プローブが必要になります。 

電流プローブ 
“Power Device Analysis （電源装置解析）を使う”で説明する測定には、DC測定能力を持つ精度
の高い広帯域幅電流プローブが必要になります。レクロイ社の AP015 DC-to-50MHz電流プロー
ブを勧めます。あるいは、さらに高電流のプローブも用意しています。 

信号ソースのデスキュー 
同時刻の電圧信号と電流信号のソースは、電圧と電流の信号における伝播遅延の差をマッチング

させなければなりません。このために、レクロイ社の DCS015デスキュー・キャリブレーション・ソー
スが用意されています。  

注意： 1.2m 50同軸ケーブルで DSOに接続した DA1855/DXC100（Aあるいは A以外のバージョン）の時間遅延は、AP015
電流プローブの遅延と同じであり、デスキュー調整は必要ありません。  

 

 

電圧、電流をデスキューする  

使用している測定システムの時間遅延を合わせる 
電源装置に関連した信号は比較的速いので、電流信号パスと電圧信号パスに関する時間遅延が同じであるかどうかを調べるこ

とは重要です。電圧プローブと電流プローブの信号遅延の特徴、および、プローブの先端から DSOの入力まで信号が移動する
距離のため、電圧と電流の信号の同時刻ポイントが異なる時刻として DSOにサンプリングされる可能性があります。わずかな
時間のずれが、測定に深刻なエラーを引き起こすことがあります。 



 

316 

 
電流信号が電圧信号よりも DSOにたどり着くまでの距離が長く、時間がかかる場合、瞬間電力の測定で深刻なエラーが発生し
ます。このエラーは、デスキュー演算関数を使用して電圧信号、電流信号のパスの遅延を合わせることで、補正することができ
ます。 

必要なら、デスキュー演算関数を使用して電流チャンネルと電圧チャンネルの時間遅延を調べ、補正するようにしてください。こ

れらの信号を瞬間電力、安全動作領域、動作抵抗の測定に使用するのであれば、この作業は特に重要です。 

チャンネル間の時間のずれをチェックする 

どの DSOチャンネルを電圧入力、電流入力として使用するかを決め、電圧プローブ、電流プローブをそのチャンネルに接続しま
す。DCS015デスキュー・キャリブレーション・ソースを DSOのキャリブレータ出力あるいは未使用のチャンネルに接続してくださ
い。 

 
電圧プローブと電流プローブを図のように DCS015へ接続します。電流信号、電圧信号の極性が測定できているか、確認してく
ださい。 

初期設定 
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時間/区分、トリガ遅延、トリガレベル、電圧、電流チャンネル・カップリングをそれぞれ設定し、上図のような画面を表示させます。
電圧波形の負の勾配のところでトリガを行うことが大切です。[Utilities]（ユーティリティ） → [Preference Setup]（プリファレンスの
セットアップ） → ）→[Offset/Delay]（オフセット/遅延）ダイアログで、[Delay Setting Constant]（遅延設定定数）を Divに設定しま
す。中央の画面付近に 2つのトレースを配置し、トリガレベルと遅延時間を図のように設定します。  

注意： どのチャンネルを電流と電圧に使用するのかは、自由に選択することができます。例では統一して、電圧にチャンネル 2、
電流にチャンネル 3を使用しています。  

デスキューのセットアップ 

DCS015の電圧、電流波形がうまく表示されたら、PMA2ソフトウェアを使用して電圧チャンネルと電流チャンネルにおける時間
遅延をマッチさせます。  

1. メニューバーから[Analysis] （解析）を選び、プルダウン・メニューから[PowerMeasure]]（電力測定）を選択します。
[PowerMeasure]（電力測定）ダイアログが開きます。  

2. [Voltage]（電圧）タブをタッチします。[Source]（ソース）フィールドの内側をタッチし、ポップアップ・メニューからチャン
ネル、メモリ、演算トレースを選択します。  

3. [Current]（電流）タブをタッチします。[Source]（ソース）フィールドの内側をタッチし、ポップアップ・メニューからチャン
ネルを選択します。 

注意： [Current Input]（電流入力）チャンネルとして選択したチャンネルは、電圧プローブあるいは ProBus互換でない電流プロ
ーブを使用していたとしても、単位としてアンペアが使用されます。  

4. [Timebase]（タイムベース）記述子ラベルをタッチすると、[Horizontal]（水平）ダイアログが開きます。[Time/Division]
（時間/div）を 10nsに設定します。  

5. 電圧と電流の画面は次のようになります。 



 

318 

 
チャンネル間伝播遅延（時間のずれ）のマッチング補正 

電圧チャンネルと電流チャンネルが適切に設定されたら、以下の手順で電圧と電流の信号をデスキューします。負のエッジに対

してデスキューするようにしてください。 

1. [Timebase]（タイムベース）記述子ラベルをタッチし、[Horizontal]（水平）設定ダイアログを開きます。遅延を 0にする
ために、[Set To Zero]（0に設定）ボタンをタッチします。同じダイアログで、[SMART Memory]（SMART メモリ）タブ
をタッチし、[Fixed Sample Rate]（固定サンプル・レート）ボタンをタッチします。[Sampling Rate]（サンプリング・レ
ート）を 100kS/s程度にまで下げ、処理速度を速めます。 

2. フロントパネルにある電圧チャンネル用のチャンネル・ボタンを押すと、"Vertical Adjust（縦軸調整）"ダイアログが開き
ます。[Averaging]（平均化）フィールドの内側をタッチし、トレースのノイズを除去するためにおよそ 5スイープの値を
設定します。次にフロントパネルにある電流チャンネル用のチャンネル・ボタンを押し、そのトレースに対して同じことを

します。これにより、デスキュー作業のためにトレースを簡単に調整することができます。 

3. [Current]（電流）記述子ラベルをタッチし、[Deskew]（デスキュー）フィールドの内側をタッチします。 

注意： [PowerMeasure]（電力測定）ダイアログ上でデスキューを行うようにしてください。決して、[Vertical]（縦軸）チャンネル設
定ダイアログでは行わないでください。 

4. ポップアップ・キーパッドで時間値を入力するか、あるいは[ADJUST]（調整）ノブを回して数値を設定してください。 



TF-DSQへの接続 

319 

 
信号の時間のずれは、電圧波形と電流波形の間での遅延の差として現れます。（ポップアップ・キーパッドから直接数値を入力

するか、あるいは、 ノブ[ADJUST]（調整）ノブで数値を決めるなどして）デスキューの値を変えると、電流波形が（正のデスキュ
ーなら）右方向へ、（負のデスキューなら）左方向へ最大±100ms移動します。この例では、遅延の差（時間のずれ）は、10ns/div
をわずかに超える程度になっています。遅延の大きさは、電圧プローブ、電流プローブに何を使用するか、プローブの長さや

DA1855Aを DSOにつなげる同軸ケーブルの長さなどによって変わります。 

注意：DA1855A差動増幅器（1.2m同軸ケーブルで接続）、DXC100A示差パッシブ・プローブ・ペア、AP015電流プローブを使
用する場合、時間遅延はあらかじめマッチングされており、デスキュー調整をする必要はありません。 

 
1. 電流波形が電圧波形に一致するまで、デスキュー値を調節します。電流波形の低下時間が電圧波形のそれよりもゆ

っくりしている場合には、波形の始点（アライメント点）をそろえます。 

2. 電流波形と電圧波形がそろうまで、[ADJUST]（調整）ノブを回します。微調整は、[ADJUST]（調整）ノブの下にある
[FINE](微調整)ボタンを使用します。 

3. [Deskew]（デスキュー）フィールドの内側をタッチして、ポップアップ・キーパッドで 0を入力し、デスキュー値を 0に戻
します。 
 
これら 2つのチャンネルの時間遅延が、これで合いました。したがって、電圧波形と電流波形が時間的に正確にそろ
っていることが要求される精密測定を行うことができます。このデスキュー値は、この特定のセットアップにのみ有効で

す。電流チャンネルあるいは電圧チャンネルに対してプローブや帯域幅を変えたならば、そのチャンネルの時間遅延

差を再度調べて、調整しなおさなければなりません。 
 
このプロセスは、複数の電流チャンネルと複数の電圧チャンネルの間の遅延差を検出して補正することにも用いるこ

とができます。たとえば、ある 1つの電圧チャンネルを使用し、2つの電流チャンネルの間で測定を交互に行いたい場
合、電圧チャンネルと 2つの電流チャンネルのそれぞれとの遅延関係を調べることができます。そして、それぞれの
組み合わせに対して、後に利用できるよう、デスキュー値を記録できます。 

4. 電源装置測定のセクションへは、メニューバーの[Analysis]（電力測定）をタッチして移動します。あるいは、
[PowerMeasure] （電力測定）をタッチして移動します。あるいは、[PowerMeasure]（電力測定） 記述子ラベルの 1
つをタッチします。  
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デスキューの設定を取り消す  
PMA2アプリケーションをただちに使用するのでなければ、アプリケーションを終了し、デスキューの間に施した修正を元に戻し
ます。 

1. メニュー・バーの[Analysis]（解析）をタッチし、プル・ダウン・メニューから[PowerMeasure]（電力測定）をタッチしま
す。あるいは、電力測定の記述子ラベルの 1つをタッチします。  

2. "Analysis（解析）"の下にある[Off](オフ)ボタンをタッチします。 

 

 

電源装置解析を使用する 

電源装置解析のセットアップと構成 
PMA2の電源装置解析(Power Device Analysis)を使用すると、装置が回路動作をしている間、その装置に対する難しい測定を
行うことができます。各測定のセットアップ方法は、解析対象となる装置の種類や、回路のどの場所で測定を行うかによって異な

ります。測定をあらかじめ計画しておけば、セットアップは容易になります。できれば、PMA2ソフトウェアを起動する前に、電圧、
電流、トリガの代表的な入力波形を用意しておくといいでしょう。 

次の図は、オフライン・スイッチング電源のパワーFETを解析するための代表的な配置図です。差動増幅器を使用して、装置の
電圧を測定し、電流プローブを使用して、その場所を流れる電流を測定しています。  

 
瞬間電力、安全動作領域、飽和電圧、動作抵抗の測定を行うための、解析対象回路への代表的な接続例 

図の回路は、オフライン・フライバック電源です。本節の例は、この種の回路に接続する場合を想定しています。パワー・トランジ

スタ、スナバー・ダイオード、あるいはそのほかの回路構成を持つデバイスに対しても、この測定を行うことができます。 

装置測定の設定 

1. 電圧入力、電流入力に使用する DSOのチャンネルを選択します。「使用している測定システムの時間遅延を合わせ
る」で説明した手順に従い、電流と電圧との間の遅延差を補正します。  

2. 電圧プローブと電流プローブを、解析する回路の適切な箇所に接続します。上図を参考にしてください。負荷変化や

スイッチ・オンなどのイベントの関数として装置の測定を行う場合、そのイベントに対するトリガとして使用する信号を

選択します。図の例では、DSOのチャンネル 4を使用して、負荷が最大から最小に変化したことを表すトリガ信号を
捕捉しています。DSOの外部トリガ入力を使用することもできます。 

トリガをあらかじめセットアップする 

電力測定ソフトウェアのメニューに入る前に、トリガのソースとセットアップを決めることが大切です。メインとなる測定をどの信号

を受けてトリガするか、長時間測定記録の捕捉をどの信号を受けてトリガするか、それぞれ決めなければなりません。メイン・トリ

ガは、装置の電圧信号あるいは電流信号にすることができます。それに対し、イベント・トリガは通常、負荷変化、スイッチのオン/
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オフに関連付けます。イベント・トリガが必要な場合、それを最初に決め、それからメイン・トリガを設定します。そして、必要なトリ

ガ信号を選び、安定した表示画面になるようにします。 

 
メイン・トリガとイベント・トリガに関する測定対象回路への代表的な接続例 
 

初期設定（オプションのイベント・トリガ） 
長時間にわたるデータ記録を必要とする動作中のある特定のイベントの変化を測定します。このようなイベントの例としては、最

大から最小に変化する負荷やスイッチを入れる場合などがあります。このイベントのトリガをあらかじめ設定しておくと、電力測定

の最終的なセットアップが簡単になります。  

 
この例では、チャンネル 4を使用して、電源負荷が最大から最小に変化する様子を示す信号を捕捉しています。トリガを設定し、
記録の捕捉がこのイベントにより開始されるようにします。上図に示した負荷変化という“イベント”トリガを、この例では使用して
います。トリガするイベントは、別のものでも構いません。 

 

初期設定（メイン・トリガ） 
次の例では、パワー・トランジスタのドレイン・ソース間電圧をトリガ・ソースとして使用しています。この信号は、デバイスの瞬間

電力損失あるいは安全動作領域性能を測定するために使用するものと同じです。 
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時間/div、トリガ遅延、トリガ・レベル、電圧チャンネル・カップリングを設定して、上図のような画面を表示させます。通常、電圧波
形の負の勾配上でトリガを行うことが望ましいでしょう。安定した表示を得るためには、電圧波形（上図）または電流波形の上でト

リガを行う必要があります。 

 

電源装置解析のセットアップ 
測定を計画し、電圧チャンネルと電流チャンネルを決め、デスキューを行い、トリガをあらかじめ設定したら、その後、PMA2ソフ
トウェアを使用してセットアップを終了し、測定を開始します。 

電源装置解析のセットアップ 

1. メニュー・バーで[Analysis]（解析）を選択し、次にプルダウン・メニューで[PowerMeasure]（電力測定）を選択します。
[PowerMeasure]（電力測定）ダイアログが開きます。  

2. [Voltage]（電圧）タブをタッチし、電圧の[Source]（ソース）フィールドの内側をタッチして、ポップアップ・メニューからチ
ャンネル、メモリ、演算トレースを選択します。  

3. フロント・パネルの[Horizontal]（横軸）ボタン、[Vertical]（縦軸）ボタンを使用して、時間/div と V/divを調整します。こ
れにより、装置の 1サイクル分の電圧信号が安定して表示されるようにします。  

4. [Fine Adjust DC Level]（DCレベルの微調整）フィールドの内側をタッチし、ポップアップ・キーパッドで数値を入力し
ます。DCレベルの微調整は、プローブを回路からはずさずに電圧プローブや電流プローブに含まれるわずかな DC
オフセット・エラーを補正します。ポップアップ・キーパッドを使用して、各コントロールに対するオフセットを 0にします。  

5. [Attenuation]（減衰）フィールドの内側をタッチし、ポップアップ・メニューで減衰係数を選択します。  

6. [Current]（電流）タブをタッチし、[Source]（ソース）フィールドの内側をタッチして、ポップアップ・メニューからチャンネ
ル、メモリ、演算トレースを選択します。  

7. [Fine Adjust DC Level]（DCレベルの微調整）フィールドの内側をタッチし、ポップアップ・キーパッドで数値を入力し
ます。  

8. [Current probe type]（電流プローブの型）フィールドの内側をタッチし、ポップアップ・メニューで型を選択します。す
ると画面は以下のようになります。 
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注意：測定の間、どのような場合であっても電圧の最大値が画面からはみ出ないように、V/divを設定することが重要です。電圧
信号が画面からはみ出ると、エラーを含んだ結果が得られることになります。 

9. この時点で電圧プローブの DCオフセット・バランスをとることは、いい練習になるでしょう。DA1855Aの[AUTO 
ZERO]（自動ゼロ）ボタンを押して、増幅器の自動バランスを行います。  

注意： 電流入力に選んだチャンネルは、電圧プローブや非 ProBus互換の電流プローブが使用されたとしても、アンペアが用い
られます。 

10. またこの時点で電流プローブを消磁することも、いい練習になるでしょう。電流プローブを解析対象の回路から取り外
し、プローブを閉じ、[Degauss]（消磁）を押します。  

11. 電流プローブを解析対象の回路に再接続します。 

電源装置解析のセットアップ（デスキュー値のチェック） 

電圧チャンネルと電流チャンネルを決定した後、[Current]（電流）ダイアログの[Deskew]（デスキュー）フィールドの内側をタッチ
すれば、両者間の遅延時間差の補正値を設定することができます。 

デスキュー値は、フロント・パネルの[ADJUST]（調整）ノブを回すか、あるいはポップアップ・キーパッドを使用すれば、このダイア
ログ内で変えることができます。 

注意： デスキュー値は、正確な値が分からない場合、このダイアログ内で変えるべきではありません。解析対象の回路に発生す
る電圧信号と電流信号は、必ずしも適切に位相がそろっているとは限らず、そのためその信号をデスキューに利用しても、測定

に大きなエラーが発生しかねません。DSC015デスキュー・キャリブレーション・ソースのように、時間的に一致した電圧信号と電
流信号を使用する必要があります。 

 

電源装置解析測定 

注意： 前節の内容は、この測定を行う前に終了しておく必要があります。 

チャンネル間伝播遅延をマッチングさせ、それまでの測定のセットアップが終わると、解析対象の装置に対する測定が始まりま

す。 

1. メニュー・バーから[Analysis]（解析）を選択し、プルダウン・メニューで[PowerMeasure]（電力測定）を選択します。
"PowerMeasure（電力測定）"ダイアログが開きます。  

2. [Device]（装置）ボタンをタッチします。測定に関し、以下の選択肢があります。 

• [Instantaneous Power]（瞬間電力）はパワーFETにおける瞬間電力損失を測定します。  

• [Safe Operating Area]（安全動作領域）はパワーFETの安全動作領域を測定します。  

• [Dynamic On-Resistance]（動作抵抗）はパワーFETの飽和電圧とその動作抵抗を測定します。  
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• [DV/DT]電圧の微分値を測定します。 

3. [Voltage]（電圧）タブをタッチし、[Fine Adjust DC Level]（DCレベルの微調整）フィールドの内側をタッチします。こ
のフィールドを利用すると、プローブを回路からはずさずに DCオフセット・エラーを補正することができます。ポップア
ップ・キーパッドで数値を入力するか、あるいはフロント・パネルの微調整ノブを使用します。 

4. [Current]（電流）タブをタッチし、必要であれば DCオフセットの補正を行います。 

瞬間電力測定 - 定常状態 

注意： 前節の内容は、この測定を行う前に終了しておく必要があります。 

[Analysis]（解析）メニューから[Instantaneous Power]（瞬間電力）を選択すると、次の画面が現れます。 

 

• デスキューした電流波形(I)と電圧波形(V)が最初のグリッドに表示されています。 

• 瞬間電力の波形(Pwr)が第 2グリッドに表示されています。 

1. 電圧と電流に対する[Fine Adjust DC Level]（DCレベルの微調整）を使用すると、電圧プローブや電流プローブの
残留 DCオフセットを補正することができます。残留 DCオフセット・エラーの大きさは通常分からないため、調整を行
うには波形に関して何らかの情報がなければなりません。  

2. [FINE]（微調整）ボタンを押し、[ADJUST]（調整）ノブ  を回して DCオフセット・レベルを設定します。 

3. DCオフセット・レベルの詳しい調整方法は、「DC レベルの微調整」を参照してください。 

瞬間電力測定 - イベント・トリガ 

注意： 前節の内容は、この測定を行う前に終了しておく必要があります。 

スイッチ・オンや負荷変化などの間に電源装置の瞬間電力を解析するには、“イベント”トリガで捕捉をトリガするようにします。 
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上図は、パワーFETのドレイン・ソース間電圧、ドレイン電流（デスキュー済み）、安全動作領域の測定結果を、最大負荷から最
小負荷へ回路が変化する間、10msウィンドウで表示したものです。瞬間電力波形(F1)を拡大したものを使用して、1サイクルの
間の瞬間電力散逸を Pwr トレースで測定しています。この場合、10msの記録の捕捉は、チャンネル４に対してあらかじめ設定
した"イベント"トリガによってトリガしています。 

安全動作領域 - 定常状態 

注意： 前節の内容は、この測定を行う前に終了しておく必要があります。 

"Functions（機能）"メニューの[Safe Operating Area]（安全動作領域）を選択すると、次の画面が現れます。電圧波形(V)が最
初のグリッドに、デスキュー済みの電流波形(I)が第 2グリッドにそれぞれ表示されています。XYプロットでは、電圧の点が横軸
に、電流の点が縦軸にプロットされます。電圧と電流の間の遅延差は、デスキュー機能により取り除かれています。 

 
電圧と電流に対する[Fine Adjust DC Level]（DCレベルの微調整）を使用すると、電圧プローブや電流プローブの残留 DCオ
フセットを補正することができます。残留 DCオフセット・エラーの大きさは通常わからないので、調整を行うには波形に関して何
らかの情報がなければなりません。  

1. 電圧(V)と電流 (I)の記述子ラベルを順番にタッチし、それぞれのセットアップ・ダイアログを開きます。 

2. [FINE]（微調整）ボタンを押し、フロントパネルの[ADJUST]（調整）ノブを回して DCオフセット・レベルを設定します。 

3. DCオフセット・レベルの詳しい調整方法は、「DCレベルの微調整」を参照してください。 

安全動作領域測定 - イベント・トリガ 
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注意： 前節の内容は、この測定を行う前に終了しておく必要があります。 

スイッチ・オンや負荷変化のような変化の間に電源装置の安全動作領域性能の解析を行うため、“イベント”トリガで捕捉をトリガ
します。 

 
上図は、パワーFETのドレイン・ソース間電圧、ドレイン電流（デスキュー済み）、安全動作領域の測定結果を、最大負荷から最
小負荷へ回路が変化する間、10msウィンドウで表示したものです。この場合、10msの記録の捕捉は、チャンネル４に対してあ
らかじめ設定した“イベント”トリガによってトリガしています。 

注意： パワー・モードボタンが選択されている場合、オシロスコープは非常に多くの計算を行います。したがって、新しい画面が
表示されるまで、若干の時間がかかる場合があります。 

 

飽和電圧と動作抵抗の測定 

注意： 前節の内容は、この測定を行う前に終了しておく必要があります。 

 
[Functions](機能)メニューで[Dynamic On-Resistance]（動作抵抗）を選択すると上の画面になります。デスキューを行った電
圧波形(V)と電流波形(I)が最初のグリッドに表示されています。電圧と電流波形の間の遅延は、デスキュー機能により取り除か
れています。DSOの V/divの設定を変え、トリガ・レベルを調整すると、表示されている電圧波形はデバイスの飽和電圧になり
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ます（この測定には、DA1855A差動増幅器と DXC100Aパッシブ差動プローブ・ペアが必要です）。電圧波形をデスキューされ
た電流波形で割り、その結果として得られる抵抗波形(R)が第 2グリッドに表示されます。  

デバイスの飽和電圧波形(R)は、波形の非飽和部分に関しては画面に表示されないため、割り算により計算された抵抗波形は、
この間は無視されます。 

1. 電圧と電流の[Fine Adjust DC Level]（DCレベルの微調整）を使用すると、電圧プローブと電流プローブが示す残
留 DCオフセットを補正することができます。残留 DCオフセット・エラーの大きさは普通分からないため、これらの調
整を行うには、波形に関して何らかの情報がなければなりません。  

2. [FINE]（微調整）ボタンを押し、[ADJUST]（調整）ノブを回して DCオフセット・レベルを設定します。 

3. DCオフセット・レベルの詳しい調整方法については、次の DCレベルの微調整をお読みください。 

 

DCレベルの微調整  
チャンネル間の時間遅延差によって生じる測定エラーは、PMA2のデスキュー機能で補正することができます。測定エラーを生
むもう 1つの大きな原因は、測定装置の DCオフセットです。電流チャンネルや電圧チャンネルのわずかな DCオフセット・エラ
ーは、電力計算に大きなエラーを生じます。増幅器や電流プローブから DCオフセットをなくすことはできないため、PMA2では、
電流チャンネルと電圧チャンネルの両方におけるこれらのオフセットを正すため、DCオフセット微調整を行うことができます。 

この調整を行うには、電流波形や電圧波形のゼロ点を知る必要があります。次の図は、電流波形のゼロ点がわかっている場合、

電流プローブの残留 DCオフセットを補正する方法を示しています。 

 

1. フロント・パネルの

[FINE]（微調整）ボタン
を押します。 

2. [ADJUST]（調整）ノブ
を回して、波形の電流

値が 0になるレベルに
Iの下線部分（ゼロ・レ
ベル線）が来るようにし

ます。 

同じようにして、電圧に対する DCレベルの微調整を行います。回路の同じ場所に、プラス差動プローブとマイナス差動プローブ
を配置すると、調整のためのゼロ電圧点を設定することができます。 

 

飽和電圧測定に対するプローブ補正の影響 
スイッチング・デバイスの飽和電圧をデバイスが回路動作している間に測定するには、測定システムにいくつかの能力が備わっ

ていることが必要です。まず、測定がアース電圧を基準に行われないために、差動電圧測定が必要になります。さらに、増幅器

がオーバー・ドライブから即座に回復する力を持っていなければなりません。増幅器はプローブと同様、高周波のずれが無視で

きるほど小さなものでなければなりません。  

例: 

 

オフ電圧が 400Vの場合に、デバ
イスの飽和電圧を 100mV以下
の精度で測定するには、250ppm
の測定能力が必要になります。 

DSO入力、あるいは DA1855A
のような入力プリアンプは、測定
が行われる前にリカバリさせ、
250ppm以上の値に設定しま
す。DA1855Aには、この性能が
備わっています。 
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この測定にはプローブに高周波性能が要求されることが、この例から明らかです。 

プローブの LF補正調整が、デバイスの飽和電圧測定の精度に対し、どのように大きな影響を及ぼすのかは、それほど自明なこ
とではありません。ほとんどの DSOユーザーは、低周波補正のためにパッシブ・プローブを調整する必要性がおわかりのことで
しょう。通常の使用では、パッシブ電圧プローブの低周波補正を補正するとき、波形全体が画面に出ます。これは普通、ほとんど

の測定で適切なことです。 

しかし、飽和電圧の測定時に信号の振幅が非常に拡大された場合、LF補正の平坦性にわずかなエラーがあると、飽和電圧測
定に大きなエラーが生じてしまいます。以下の図は、この一見わずかな調整が、飽和電圧の DCレベルをどのようにして不正確
なものにしてしまうかを示しています。 

 

図 A: 100V/divで表示させると、400V方形波に対し
て、電圧プローブが適切に補正されているように見えま
す。 

 

図 B: 500mV/divで表示させると、同じ 400V方形波
で、プローブの補正にわずかにピークが現れます。 

 

図 C: 水平軸の時間区分を、20kHzから 150kHzのス
イッチモード電力変換回路を表示させる際に通常使用す
る値に減らすと、小さなピークを持つ LF補正が DCレベ
ル・シフトとなります。 
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図 D: パワーFETの飽和電圧を、小さなピークを持った
LF補正とともに表示させると、電圧が負になるように見
えます。この例では、電源の反復レートは 60kHzです。

 

電源装置解析の設定解除 
PMA2を終了するには： 

1. [Power Measure]（電力測定）タブをタッチします。  

2. [Analysis]（解析）の下にある[Off]（オフ）ボタンをタッチします。  

 

デバイスの dv/dtを測定する 
スイッチのオン/オフ間の電源装置の速度 dv/dtを PMA2の微分演算関数で測定することができます。  

注意： 処理速度を上げるため、サンプリング・レートを 1GS/s程度にまで下げるよう勧めます。 

dv/dtにアクセスするには 

1. [Functions]（関数）の下にある[dV/dT]ボタンをタッチします。電圧波形の微分がカーソルとともに表示され、カーソル
によるクリック＆ドラッグが可能になります。 

2. 微分を拡大表示させたい場合は、[dV/dT]タブをタッチします。 

 

• 上の例では、電源装置のドレイン・ソース間電圧(VDS)信号(V)が最初のグリッドに表示されています。  

• 2番目のグリッドには、波形の微分 dv/dtが表示されています。表示された dv/dtの波形は、dv/dt関数をズームした
ものです。 

• カーソルを使用して、信号の好きな場所で dv/dtを表示させることができます。 
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変調解析を使用する 

変調解析はどのように機能するか 
スイッチモード電力変換回路はある方法を使って、安定化させる前のソースから安定化させた出力へエネルギーをサイクルごと

に移送します。出力における安定化は、ある量のエネルギーをサイクルごとに変調して行われます。最も使用されている変調方

法は、パルス幅変調(PWM)です。 

PMA2の変調解析のセクションでは、コントロール回路の変調信号に含まれる情報を取り出すツールがお使いいただけます。電
力変換回路で、1サイクルあたりのエネルギー移送をコントロールする最も一般的な方法は、PWMを使用するものです。その他
の方法（たとえば周波数変調）も使用できます。ただし、どの方法を使用しても、変調を見て、解析するのは、難しい作業です。 

 

(A) 最低負荷におけるゲート・ドラ
イブ・パルス幅 

 

(B) フル負荷におけるゲート・ドラ
イブ・パルス幅 
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(C) アナログ・パーシスタンス（重
ね書き）表示により、最低負荷と
最大負荷におけるパルス幅、およ
び負荷を変える間のパルス幅を
表示しています。 

 

定常状態で動作させていると、電源のパルス幅は、低負荷の周期の間は狭く、大きい負荷に対しては大きなパルス幅になります。

この差は、DSOの XY表示モードで簡単に確認することができます。しかし、負荷の変化やその他のイベントに伴って、パルス
幅がどのように変わるかを見ることは、はるかに難しい作業となります。アナログ・パーシスタンス（重ね書き）モードを使用すれ

ば、電源のステップ反応に関する情報をさらに得ることができます。ただし、パルス幅の変化を経過時間の関数として表示するこ

とはできません。 

変調解析では、変調信号に含まれる情報を見ることができます。これは、水平軸方向に通常表示される変調信号の時間（幅）に

関する情報を経過時間とともに取り出し、それを縦軸に表示するのです。 

 
変調解析が個々のパルス幅を測定し、縦軸にその値を表示した例  

区分あたりのパルス数が増えると、それぞれのパルス幅を表示したものが波形を形成するようになります。この波形は、パルス

変化を経過時間の関数として表示したものです。この波形を使用すると、負荷の変化（ステップ応答）やソフトスタート・パフォーマ

ンスなどの様々なイベントに対し、電源がどのように反応するかという重要な情報を得ることができます。 
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変調解析画面 

 
変調解析は、出力負荷が最大から最小に変化する間、PWM回路のステップ反応を表示します。この例では、100個以上のゲ
ート・ドライブ・パルスが最初のグリッド[V]に記録され、それぞれのパルス幅が第 2グリッド[Mod]に表示されています。 
 

変調解析の設定 
PMA2の変調解析では、電力変換回路の変調に含まれる情報を取り出し、解析することができます。この測定の正確なセットア
ップは、回路形態や、測定する回路のどの部分で変調信号を取り出すかということによって変わります。  

次の図は、オフライン・スイッチング電源のパワーFETゲートで変調信号を取り出す場合の代表的な配置例を表しています。レ
クロイ社の DA1855A差動増幅器を使用して、装置のゲート・ドライブ信号を捕捉します。 

 
電源装置のゲート・ドライブ信号を捕捉するために必要な、測定対象の回路への代表的な接続例。この信号からパルス幅変調
を取り出します。  

図の回路は、オフライン・フライバック電源です。このセクションの例は、このタイプの回路への接続をもとにしています。この回路

のその他の信号も変調を測定するのに使用することができますが、ゲート・ドライブ信号は通常、比較的ノイズの入らない信号を

捕捉する上でよい場所であるとされています。  
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変調解析測定のセットアップ 
変調信号とトリガのセットアップ 

変調解析測定は一般に、あるイベントに対する回路の反応を見つけるために行います。回路のどの場所で変調情報（変調信

号）を取り出すか、そして、その変調信号の捕捉を開始するために使用する信号“イベント”を決めます。測定する回路の適切な
場所に差動プローブを接続し、変調信号を捕捉します。スイッチのオン/オフ、ライン・トリガ、負荷変化などのイベントを利用して、
変調信号の記録開始を行います。上の図では、パワー・トランジスタのゲート・ドライブ信号を変調情報のソースとして、そして出

力の負荷変化をトリガ・イベントとしてそれぞれ使用しています。 

重要! 可能であれば、[PowerMeasure](電力測定)ソフトウエア・ダイアログに入る前に、変調信号の安定した表示を行い、イベ
ント・トリガのソースを決めてください。 

 
フィードバック変調のソースとさまざまなイベント・トリガのソースを取り出すために、測定対象の回路に接続した代表例  

トリガのセットアップ - イベント・トリガ 

1. どのイベントの周辺で拡張信号変調記録の捕捉を行うのかを決めます。そのイベント、すなわち、電源電圧の変化、

スイッチのオン/オフ、負荷変化などのイベントが発生したときに変調信号の捕捉をトリガすれば、イベントに対する回
路の反応を調べることができます。代表的なトリガ点が、上図に描かれています。 
 
この例では、5V電源の負荷が最大から最小に変化するにしたがって、捕捉がトリガされます。そうしたイベントのトリ
ガをあらかじめ設定しておけば、変調測定の最終セットアップが簡単になります。 

2. [Timebase]（タイムベース）記述子ラベル  をタッチし、上図の画面に似た表示が得られるよ
う、イベント・トリガ・チャンネルに対して時間/div、トリガ遅延、トリガレベルを設定します。変調信号が、たとえばスイッ
チ・オンのような 1回のイベントの結果として捕捉される場合、満足のいく結果を得るために、イベント・トリガはシング
ル・トリガ・モードでテストしてください。 
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この例では、負荷変化の信号を捕捉するためにチャンネル 3を使用しており、DSOはこのチャンネルからトリガする
ように設定されています。同じ目的で、他のチャンネルや DSOの外部トリガ入力を使用することもできます。 

初期設定 - 変調信号 

1. 変調の情報ソースとして使用する信号を安定表示するように設定します。信号幅（あるいはその他の特性）が測定で

きるようなきれいな信号を捕捉してください。以下の例では、パワー・トランジスタのゲート・ソース間電圧を変調信号

のソースとして使用しています。  

2. 時間/div、トリガ遅延、トリガレベル、電圧チャンネル・カップリングを設定し、上図のような画面を得るようにします。  

セットアップの終了と変調測定の開始 

1. 測定を行うことを決め、変調信号のチャンネルを決定し、対象となる回路の特定の場所にプローブを接続し、トリガを

試験的に行ったら、PMA2ソフトウェアを使用してセットアップを終了し、信号の変調を測定します。 

2. トリガ・ソースを以前設定したイベント・トリガに変えます（この例ではチャンネル 3）。イベントが反復イベントの場合は、
DSOの[Normal]（ノーマル）トリガを使用します。スイッチ・オンのように、一度しか発生しないイベントの場合は、
[Single]（シングル）トリガを使用します。  

変調解析メニューの表示 

1. メニュー・バーの[Analysis]（解析）をタッチし、プル・ダウン・メニューから[PowerMeasure]（電力測定）をタッチしま
す。 

2. [PowerMeasure]（電力測定）ダイアログで[Modulation]（変調）ボタンをタッチします。  

3. [Voltage]（電圧）タブをタッチして、すでに設定してある変調信号の電圧チャンネルを選択します。  

4. [Modulation]（変調）タブをタッチし、[Width]（幅）ボタンをタッチします。 

5. [Trace On]（トレース・オン）チェックボックスをタッチします。 

 

変調解析コントロール 
1. [Timebase]（タイムベース）記述子ラベルをタッチし、変調信号の記録捕捉が望みどおりの時間にわたって行えるよう

に、水平軸の[Time/Division]（時間/div）の値を変えます。 

2. [Trigger]（トリガ）記述子ラベルをタッチし、正の立ち上がりエッジとそれに続く立ち下りエッジとの間の幅を測定するた
めに[Positive](正)スロープを選択します。  

3. 電圧あるいは電流の記述子ラベルをタッチし、[PowerMeasure]（電力測定）ダイアログに戻り、[Modulation] (変調)
タブをタッチします。 

4. [Level Is]（レベル）フィールドの内側をタッチし、[Absolute]（絶対値）あるいは[Percent]（パーセント）のいずれかを
選択します。[Find Level]（レベル検出）ボタンをタッチして、変調信号の幅の 50%レベルを調べます。 
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5. フロント・パネルの[ADJUST]]（調整）ノブを回して、変調信号の幅を測定するときの電圧レベルを設定します。立ち上
がりエッジと立ち下がりエッジにノイズが含まれていないような変調信号に対して、このレベル設定を行います。ゲー

ト・ドライブ信号の変調を測定する際は、そのレベルをペデスタル付近には設定しないほうがいいでしょう。 

6. [Find Scale]（スケール検出）ボタンを押して、変調信号の幅の範囲を調べます。 

 

画面の最適化 

 
画面右側にあるズームのミニ・ダイアログを使用して、画面を最適化します。 

変調信号(V)（この例では、ゲート・ドライブ電圧波形）。各パルスの幅の測定波形(Mod)が 2番目のグリッドに表示され、変調信
号(V)のズーム・トレース(F1)と(F2)はそれぞれ、3番目と 4番目のグリッドに表示されます。これらのグリッドは、波形 Vを拡大
して、多重サイクル・レコードに含まれる個々のサイクルを見るために使用します。 

 

変調解析のセットアップを解除する 
1. [PowerMeasure](電力測定)タブをタッチします。 

2. [Off](オフ)ボタンをタッチします。 

 

 

電力解析を使用する 

電力解析の概要 
PMA2の電力解析のセクションでは、50Hzおよび 60Hzの電源電圧 Vrms)、線電流(Irms)、皮相電力(VA)、有効電力(Watts)、力
率(cos θ)を測定するツールを使用することができます。さらに、高調波を発生させて電力ラインに送り込むこともできます。標準
型の EN61000-3-2、高調波電流発信の要件にしたがって行うことができます。 

EN61000-3-2-高調波電流発信 
EN61000-3-2の標準型が持つあらゆる定性および制限を知るには、その最新バージョンを参照してください。参考までに、以下
におおよその情報をまとめます。 

装置の分類 

高調波電流を制限するため、EN61000-3-2は次のように装置を分類します。 

クラス A 平衡三相装置や、以下のクラスを除くその他の装置 

クラス B 携帯型ツール 
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クラス C 照明装置。照度を落とす装置を含む。 

クラス D 

クラス Bや Cに属さない装置あるいはモーター駆動ではない装置で、以下の図に定義した特別な波形の入力電流
をもつもの。 

半周期の入力波形が、最低でも 95%の時間分だけ下図のエンベロープに入る場合、その装置はクラス Dとみなさ
れます。入力電流のピーク値で、エンベロープの中央線 CLが決まります。 

 
 

電力解析の設定 
セットアップ: 電力解析の測定を行うには、次に示すように装置を配置する必要があります。この例では、チャンネル 2 が電圧に、
チャンネル 3が電流に使用されていますが、実際は、どのチャンネルも電圧や電流に使用することができます。三相システムの
場合、解析を始める前に、複数の電圧チャンネルおよび（または）複数の電流チャンネルをセットアップすることができます。 
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測定対象装置： 電力消費および線間高調波を調べる対象となる装置  

電源:電源のひずみは、わずかでなければなりません。EN61000-3-2は、測定対象の装置に接続すると、電源の最大波高因子
と高調波ひずみを割り出します。電力ラインがあれば測定はできますが、電源のひずみは測定の質に直接影響を与えてしまい

ます。  

 

電源電圧信号および線電流信号のセットアップ 
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1. 電源電圧信号と電流信号が、図に示したように、安定して表示されるように設定します。  

2. 時間/div、トリガ遅延、トリガレベル、電圧チャンネル・カップリングを設定し、上図のような画面を得るようにします。  

3. 電流波形の極性は、電圧波形の極性と合わなければなりません。極性が合うように電流プローブが接続されているこ

とを確認してください。 

電力解析メニューの起動 

1. メニュー・バーの[Analysis]（解析）をタッチし、プル・ダウン・メニューから[PowerMeasure]（電力測定）をタッチします。 

2. [PowerMeasure]（電力測定）ダイアログで、[Analysis]（解析）の下にある[Line Power]（電力）ボタンをタッチし、その
右側の[Power]（電力）ボタンをタッチします。 

3. [Voltage]（電圧）タブをタッチして、すでに設定してある変調信号の電圧チャンネルを選択します。[Trace On トレー
ス･オン]チェックボックスをタッチします。 

4. [Current]（電流）タブをタッチし、すでに設定した電流信号チャンネルを選択します。[Trace On トレース･オン]チェッ
クボックスをタッチします。電流チャンネルとして選択したチャンネルには、電圧プローブや非 ProBusプローブが使用
されたとしても、アンペアが指定されます。電流プローブを取り外し、消磁します。電流プローブの極性は、電圧波形の

極性と合っていなければなりません。 
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電圧と電流の選択が終わると、表示画面には電源電圧と電流の波形が、電力とエネルギーの波形とともに現れます。表示され

るパラメータは、皮相電力(apwr)と力率(pf)です。 

高調波測定  

注意：処理速度を上げるため、サンプリング・レートを 50kS/sに設定することを勧めます。これは、測定する必要のある最大周
波数が、基準となるライン周波数(50Hzあるいは 60Hz)の 40倍になるからです。すなわち、このとき、捕捉する最大周波数は
2.4kHzであり、これに対するサンプリング・レートは 50kS/sもあれば十分です。 
 
サンプリング・レートの設定 
 
1. [Timebase]（タイムベース）記述子ラベルをタッチし、[SMART Memory]（SMART メモリ）タブをタッチします。  
 
2. [Fixed Sample Rate]（固定サンプル・レート）ボタンが選択されていることを確認します。  
 
3. [Sampling Rate]（サンプリング・レート）フィールドの内側をタッチし、50kS/sの値を設定します。 

 
1. [PowerMeasure]（電力測定）ダイアログで[Harmonics]（高調波）ボタンをタッチし、[Harmonics]（高調波）タブをタッ

チします。メニューが現れ、測定対象の装置(EN61000の分類で、クラス A、B、C、D)のクラスを選択し、装置が動作
する周波数(50Hzあるいは 60Hz)を選択します。 

2. [Class]（クラス）フィールドの内側をタッチし、EN61000による分類(クラス A、B、C、D)をポップアップ・メニューから選
択します。 

3. [Frequency]フィールドの内側をタッチし、ポップアップ・メニューから電源周波数を選択します。 

4. [Units] フィールドの内側をタッチし、Amps（アンペア）あるいは dBuA（1マイクロ・アンペアあたりのデシベル）を選択
します。 

5. [Line Harmonics Table]（高調波表）タブをタッチし、メイン・ダイアログの右側に結果を表形式で表示させます。 

6. フロント・パネルの[CURSOR]（カーソル）ノブを回して、カーソルを高調波に沿って動かします。（カーソルを使用する前
に、フロント・パネルの[STOP]（停止）トリガ・ボタンを押して、捕捉を停止させる必要があります） 
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非 ProBusプローブを使用する 

PMA2ダイアログの概要 
PMA2ダイアログでは、電力測定に必要な正確な単位とスケールを、最大限の自由度をもって設定することができます。レクロイ
社のプローブに ProBusインタフェースを組み合わせて使用すると、正確な単位とスケールは自動的に決められます。Pro-Bus
ではない電流プローブあるいは電圧プローブを使用する場合は、PMA2ソフトウェアを使用すれば様々な電流プローブと電圧プ
ローブに対して正確な単位とスケールを入力することができます。 

単位 

PMA2 セットアップ・ダイアログで、あるチャンネルを電流入力として選択すると、その単位は自動的にアンペアに切り替わります。
その後は、このチャンネルから得たデータは、どの演算関数においても電流として扱われます。したがって、電流チャンネル波形

に対して、電圧波形を掛け合わせるとワット（電力）として結果が得られ、電圧波形で割ると抵抗として結果が得られます。分流

器と電圧プローブで電流を測定した場合でも、適切な単位が表示されます。 

スケール 

PMA2セットアップ・ダイアログで、あるチャンネルを電流入力あるいは電圧入力として選択すると、そのスケールは非 ProBus
プローブの全体的な有効ゲインを考慮して設定することができます。スケールは拡大させる（ゲイン）だけでなく、縮小（減衰）させ

ることもできます。正規化を行わない電流プローブ、電圧プローブに関しては、減衰あるいはゲインの倍率は、1/10,000倍から
100倍まで 1、2、5倍ずつの数値で設定することができます。さらに[Variable]（可変）を選択すると、有効ゲインを設定すること
ができます。 

増幅器の正規化を行う電流プローブや電圧プローブに関しては、ある特別の係数を適用し、その増幅器から読み出した情報が

直接ダイアログに入るようにできます。 
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電圧プローブあるいは電流プローブの有効ゲインは、1/1000倍から 10,000倍まで設定することができます。 
 

電流入力セットアップ・メニュー  
増幅器の正規化因子を使用せずに電流を調整する 

正規化因子のない非 ProBus電流プローブを使用する際は、以下の手順を実行します。 

1. [Current]（電流）タブをタッチします。 

2. [Current probe type]（電流プローブの型）フィールドの内側をタッチし、ポップアップ・メニューから[Probe]（プロー
ブ）を選択します。 

3. [Attenuation]（減衰）フィールドの内側をタッチし、ポップアップ・メニューから[Variable]を選択します。 

4. プローブの有効ゲインファクタを決め、[Effective Gain]（有効ゲイン）フィールドの内側をタッチします。ポップアップ・
キーパッドでその数値を入力します。 

5. 電流プローブの DCオフセットがプローブ上で 0に調整できない場合は、[Fine Adjust DC Level]（DCレベルの微
調整）を使用してレベルを補正します。 

電流プローブに 10 mV/区分の正規化因子をもった増幅器が付いている場合の電流調整 

このセットアップは、AM503増幅器とそのシリーズの電流プローブを使用するときに便利です。  

1. [Current]（電流）タブをタッチします。 

2. [Current probe type]（電流プローブの型）フィールドの内側をタッチし、ポップアップ・メニューから[Amplifier 
10mV/div]（増幅器 10mV/区分）を選択します。[Amps/div]（増幅器/区分）フィールドが開きます。 

3. [Amps/div]（増幅器/区分）フィールドの内側をタッチし、ポップアップ・キーパッドで数値を入力します。 

4. 電流プローブの DCオフセットがプローブ上で 0に調整できない場合は、[Fine Adjust DC Level]（DCレベルの微
調整）を使用してレベルを補正します。 

電流プローブに 50 mV/区分の正規化因子をもった増幅器が付いている場合の電流調整 

このセットアップは、DA1855差動増幅器で分流器をまたがる電圧を測定するときに便利です。 

1. [Current]（電流）タブをタッチします。 

2. [Current probe type]（電流プローブの型）フィールドの内側をタッチし、ポップアップ・メニューから[Amplifier 
50mV/div]（増幅器 10mV/区分）を選択します。[Amps/div]（増幅器/区分）フィールドが開きます。 

3. [Amps/div]（増幅器/区分）フィールドの内側をタッチし、ポップアップ・キーパッドで数値を入力します。 

4. 電流プローブの DCオフセットがプローブ上で 0に調整できない場合は、[Fine Adjust DC Level]（DCレベルの微
調整）を使用してレベルを補正します。 

分流器を使用している場合に、電流を調整する 

1. [Current]（電流）タブをタッチします。 

2. [Current probe type]（電流プローブの型）フィールドの内側をタッチし、ポップアップ・メニューから[Shunt resistor]
（分流器）を選択します。[Shunt resistor]（分流器）フィールドが開きます。 
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3. [Shunt resistor]]（分流器）フィールドの内側をタッチし、ポップアップ・キーパッドで分流の数値をオームを単位に入
力します。 

4. [Fine Adjust DC Level]（DCレベルの微調整）を使用してレベルのゼロ補正を行います。 

 

電圧入力セットアップ・メニュー 
非 ProBus電圧プローブを電圧入力チャンネルに使用し、非 A型のレクロイ社 DA1855差動増幅器を使用して電圧測定を行う
場合は、このセットアップが便利です。さらに、他の電圧プローブと増幅器に関しても、このセットアップを行うことができます。 

1. [Voltage]（電圧）タブをタッチします。 

2. [Attenuation]（減衰）フィールドの内側をタッチし、ポップアップ・メニューから[Variable]（可変）を選択します。 

3. [Effective Gain]（有効ゲイン）フィールドの内側をタッチし、ポップアップ・キーパッドで数値を入力します。 

4. プローブの DCオフセットがプローブ上で 0に調整できなければ、[Fine Adjust DC Level]（DCレベルの微調整）を
使用してレベルを補正します。 

 

 

TF-DSQへの接続 

TF-DSQ フィクスチャの概要 

TF-DSQフィクスチャのソフト・ケースには、以下の標準装備品が含まれています。 

• TF-DSQフィクスチャ 

• 50Ωケーブル 

• ProLink入力システム 

• TF-DSQフィクスチャなどのスコープ・オプションに関する PDFファイル・マニュアルの CD 

 
TF-DSQの標準装備品 
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TF-DSQフィクスチャの構成 

 

 

TF-DSQ フィクスチャの組み立て 

それぞれの部品についてはフィクスチャの概要を参照してください。 

システムを組み立てるには、以下の手順に従います。 

1. 50Ωケーブルの端を ProLink入力システムに接続する(通常、接続された状態で出荷) 

2. ケーブルのもう一方の端を TF-DSQフィクスチャの SMAコネクタに接続する 

3. ProLinkのケーブルを TF-DSQフィクスチャに接続する 

50Ωケーブルは RF トルク・レンチを使用して固定し、確実に締め付けておく必要があります。 

 
ProLinkケーブルと SMAを接続した ProLink入力システム 

 
ProLinkケーブルと SMAを接続した TF-DSQ 
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TF-DSQ とスコープの接続 

TF-DSQフィクスチャはスコープの未使用チャンネル、または機種によっては外部入力端子(WaveMasterでは"Aux In")のいず
れかに接続します。つまり、Prolinkコネクタが使用されていれば、スコープのどのチャンネル、入力端子であっても構いません。
TF-DSQは BMA(blind mating adaptor)入力端子を持つスコープでのみ使用することができます。 

 
Prolinkおよび BMAコネクタを使用したスコープ外部入力端
子 

 
TF-DSQフィクスチャとスコープ入力端子との接続 

WaveMasterスコープでは外部トリガ入力に、モデル名の最後に"A"がつくシリアル・データ・アナライザ(これらの機種は外部トリ
ガ入力の代わりにクロック再生モジュールが使用される)では未使用スコープ・チャンネルに接続することをお勧めします。 

正しく動作していることを確認するには、プローブ校正メニューの[Probe Calibration Source]に TF-DSQフィクスチャの名前が
表示されているのを調べます。 

 

 

TF-DSQへのプローブの接続 

TF-DSQには複数のコネクタがあり、さまざまな種類のプローブを接続することができます。プローブの種類の応じて、シングル
エンドまたは差動プローブの接続が可能な電気的特性を持っています。物理的接続形態としては、パッドまたはソルダーイン・ア

ダプタなどによるプローブにはクリップを使用することができます。 

 
プローブ接続ポイントとクリップ 

差動プローブは、V+の端子をフィクスチャの"+"パッドに、V-の端子を"-"パッドに接続します。 シングルエンド・プローブの場合、
プローブ端子は V+パッドにのみ接続し、オプションでグランドに接続することもできます。 ソルダーイン・アダプタによるプローブ
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では、クリップを使用して適切な端子をマイクロストリップ伝送線路に押しつけます。 クリップを親指で押しながらプローブの接続
の接続リードを挿入し、指を離します。 V+と V-が正しく接続されていることを確認してください。 

 
フィクスチャに正しく接続されたシングルエンド・プローブ 

 
フィクスチャに正しく接続された差動プローブ(ブラウジング用の構成) 
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フィクスチャに正しく接続された差動プローブ(ソルダーインでの構成) 

 



 

347 

プローブ校正 

プローブ校正メニュー 

プローブ校正メニューへのアクセス 
プローブ校正メニューには、[Vertical]ドロップダウン・メニューまたはチャンネルの[Vertical Adjust]ダイアログからアクセスする
ことができます。 

 
 

プローブ校正メニューの説明 

 
プローブ校正情報およびコントロール 

プローブ校正メニューの情報は、各行で所定のチャンネルの情報を、各列で校正情報またはそのチャンネルのコントロールを表

しています。 チャンネルごとに提供される情報およびコントロールは以下の通りです。 

• カラー・ボタン・アイコンで示されたチャンネル番号および設置されたプローブの種類 

• 校正を開始する[Full Calibration]ボタン 

• ゲインおよびオフセット両方の補正を含む DCゲイン補正情報 
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• スキュー補正値 

• [Clear]ボタン 

Probe Channel and Type Identification 

この領域では、チャンネルに接続されているプローブの種類を示します。 所定の列に表示されている他のすべての情報は、そ
のプローブに関連するものです。 

Full Calibrationボタン 

このボタンを押すと、スコープは自動的に DCゲイン校正とデスキュー校正を実行します。 詳細については、プローブの DCゲイ
ン校正またはプローブのデスキュー校正を参照してください。  

Probe DC Information 

プローブに適用されたゲインとオフセットを示します。 プローブが Vの電圧を測定した場合、新しい、校正された電圧は以下のよ
うになります。 

オフセットの単位はボルト、ゲインには単位がないことに注意してください。 

プローブ DCゲイン校正情報は、手動により、または自動校正の結果を使用して入力することができます。 自動校正の結果を利
用する場合は、フル校正の一部でも、または高機能モードで実行されるスタンドアロン DCゲイン校正でも使用できます。 DCゲ
イン校正情報が TF-DSQフィクスチャの機能を利用した自動校正の結果であるときは、表示される情報は、現在構成されている
チャンネル感度に基づくゲインおよびオフセットになります(volt/div設定。詳細は DCゲイン校正を参照)。この場合、チャンネル
感度が変更されると、これらの値も変更されます。 DCゲイン校正情報を手動で入力した場合は、自動計算された出力はクリア
され、グローバル・レベルで新しく入力された値によって置換されます。 つまり、新しいゲインおよびオフセット値が手動で入力さ
れた場合には、その値が自動的にスコープのすべての感度設定に適用されることになります。 

ゲインの設定範囲は 0.8から 1.2までに限られますが、オフセットには制限がありません。 

注意: ある種のパッシブ・プローブやユーザ自身によって設計されたプローブでは、適切なプローブ識別情報がスコープに提供さ
れない場合があることに注意してください。 その場合、スコープは正しい減衰値を判断することができない場合があります。 その
ような状況では、チャンネル[Vertical]セットアップ・ダイアログに適切な減衰値が入力されていることを確認する必要があります。
さらに、入力されるゲインの値は、正しく入力された減衰値を使用してシステムに適用された、補正されたゲイン値でなければな

りません。 

Probe Deskew Information 

プローブ・デスキュー情報には、指定されたチャンネルのプローブとリファレンス・チャンネルとの間に測定されたスキューが含ま

れています。 手動で入力することも、自動校正の結果を使用することもできます。自動校正の結果を使用する場合は、フル校正
の一部の結果を使用することも、またはスタンドアロンのデスキュー校正の結果を使用することも可能です。 自動的にデスキュ
ーが実行された後であっても、デスキュー補正を手動で微調整することができます。  

Clear 

プローブに対応したこのボタンを押すと、すべてのプローブ校正がクリアされます。 

Probe Calibration Source 

ここでは、DCゲイン校正およびスキュー校正で使用する信号のソースを指定します。 TF-DSQフィクスチャをスコープの入力端
子にプラグインすると、スコープは自動的にこのフィクスチャを校正ソースとして設定します。 

Skew Reference 

ここでは、スキュー基準信号を供給するチャンネルまたは外部入力を指定します。スキュー基準信号は、すべてのデスキュー測

定で参照値として使用する絶対時間値です。 TF-DSQフィクスチャをスコープの入力端子にプラグインすると、スコープは自動
的にこの信号を検出し、フィクスチャのフロント・パネル・コネクションを表示します。 

Recall Calibration 

プローブ校正が適用された場合には、常にスコープはディスクのファイルに情報を保存します。何らかの理由によりスコープを再

起動する必要がある場合は、プローブ校正情報は常にクリアされてしまいますが、このボタンを押すことによって手動で情報を呼

び戻すことができます。 

Advanced Modeチェック・ボックス 

[Advanced Mode]チェック・ボックスのチェックをオフにすると、基本的なプローブ校正メニューにアクセスします。 基本プローブ
校正メニューでは、シンプルなプローブ校正の実行に最低限必要な情報だけを表示します。 言い換えれば、それは校正情報の
表示、ボタンを押すだけで実行されるプローブ校正、校正情報のクリア、およびスコープ再起動時の校正情報の再ロードといった

機能だけを提供します。 チェックをオンにすると、高機能モード・プローブ校正メニューにアクセスできます。 
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プローブ校正の基本手順 

TF-DSQはプローブの校正に使用します。測定を開始する前に、以下の手順で準備を行います。 

• TF-DSQフィクスチャを組み立てる 

• フィクスチャを取り付ける(外部入力端子を使用できれば理想的だが、未使用チャンネルも使用可能) 

• プローブ校正メニューにアクセスする 

プローブを行うには、以下の手順に従います。 

• プローブをスコープのチャンネルに接続する 

• ＴＦ-DSQフィクスチャにプローブを取り付ける 

• [Probe Calibration]メニューの[Full Calibration]ボタンを押す 

• プローブが校正されるまで、数秒間待つ(校正が終了すると、自動的にウィザードが閉じる) 

• 校正が完了したら、TF-DSQフィクスチャからプローブを取り外す 

これで回路をプローブし、測定を実行する準備が完了します。 測定中に電源が落ちた場合には、スコープを再起動して手動で設
定を呼び戻すことができます。 

 

 

高機能モードのプローブ校正メニュー 

高機能モードを使用するには、基本プローブ校正ダイアログの右下にある[Advanced Mode]ボックスにチェックを入れます。 

 
このボックスをオンにすると、以下の機能が有効になります。 

• ゲイン/オフセットのみを校正 

• デスキューのみを校正 

• 高機能モード・メニューへのアクセス([Probes Cal]ダイアログの後ろのタブに表示) 

Gain/Offset Only Calibration 
このボタンを押すと、指定したチャンネルでプローブの DCゲイン校正のみを実行します。 詳細についてはプローブ・DCゲイン
校正を参照してください。  

Deskew Only 
このボタンを押すと、指定したチャンネルでプローブのデスキュー校正のみを実行します。 詳細についてはプローブ・デスキュー
校正を参照してください。  

Advanced メニュー 
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[Advanced]メニューには TF-DSQフィクスチャの上級ユーザにとって役に立つ情報や機能が含まれています。 以下の機能があ
ります。 

• 立ち上がり時間スキュー補正 

• 全チャンネルのデスキュー値(共通デスキュー値) 

• DCゲイン校正のためのコモン・モード電圧設定 

 

Rise Time Skew Correction 
このフィールドには信号の立ち上がり時間と、それに対応したスキュー補正値が表示されます。 

プローブがデスキューされるときは、デスキューに使用されたエッジの立ち上がり時間測定値がプローブおよびプローブ・チャン

ネルに対応した[Rise Time]フィールドに表示され、ゼロに調整するための追加のスキュー補正が適用されます。 

実際にプローブで計測した時の立ち上がり時間を[Rise Time]フィールドに入力すると、スコープによって自動的に新しいスキュ
ー補正値が計算され、デスキュー校正処理中に計算されたデスキュー値に適用されます。 この値を使用することにより、計測さ
れた信号の立ち上がり時間が考慮されるようになるため、さらに精密な校正が可能になります。 詳細については立ち上がり時間
の補正を参照してください。 

 

Deskew All (または Common Skew) 
この値はすべてのチャンネルに適用されるデスキューの量です。 このフィールドに入力する時間は、スコープに表示されるすべ
ての波形の遅延時間を絶対時間で指定した値です。 この値を使用して、システムの時間参照の誤差をゼロにする調整を行いま
す。 詳細についてはプローブ・デスキュー校正を参照してください。 

Common Mode Voltage Selection 
TF-DSQフィクスチャでは、プローブの種類に応じて差動モードまたはシングルエンド・モードにいずれかを使用してプローブを校
正します。 差動プローブではコモン・モード電圧を使用することができ、プローブ・ゲインまたはオフセットがコモン・モード電圧に
依存する状況において校正の精度を改善するために実行される DC校正時に適用できます。詳細については、 プローブ・DC
ゲイン校正または差動プローブおよびシングルエンド・プローブの基本を参照してください。 

 

 

高機能プローブ校正 

[Advanced Mode]チェック・ボックスをチェックすると、 [Gain/Offset Only]または[Deskew Only]を押すことにより、DCゲイ
ン校正とデスキュー校正を個別に実行することができます。 

DCゲイン校正を実行する場合は、校正中にコモン・モード電圧をプローブに適用された差動 DCレベルに適用するオプションを
使用できます。詳細については、 プローブ・DCゲイン校正または差動プローブおよびシングルエンド・プローブの基本を参照し
てください。 

デスキュー校正を実行した後では、共通スキュー値をすべてのチャンネルに適用するオプションを使用できます。 

測定された信号の立ち上がり時間が分かっている場合には、実際の信号の立ち上がり時間を[Rise Time]フィールドに 入力し
て、立ち上がり時間を考慮したスキュー補正を追加することができます。 入力した立ち上がり時間が校正中に計測された時間よ
り少なかった場合には、補正は適用されません。それ以外の場合には、システムにより信号の立ち上がり時間を考慮した補正

値が計算されます。実際に測定された立ち上がり時間を入力することが重要です。 つまり、スコープが測定した(または、測定す
る)信号の立ち上がり時間になります。 詳細については立ち上がり時間の補正を参照してください。 
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動作理論 

デスキューの動作理論 

デスキューイングとは、スクリーン上の波形データ・ポイントの時間を調整することです。 デスキューイングでは、主としてプロー
ブやケーブルによる伝達遅延を考慮して、スクリーンに表示された波形の時間を補正する処理を実行します。 

スキューを計算に入れる場合、考慮すべき重要な要素が 2つあります。 

• 2つのチャンネル間の相対的なスキュー 

• 時間差ゼロの参照時間(トリガ・ポイント等)とのずれである絶対的スキュー 

2つのチャンネルが相対的に正しくデスキューされた状態とは、各チャンネル用に入力されたデスキュー値間の誤差が、同時に
発生する 2つのチャンネルに適用されるエッジと一致するときです。あるチャンネルが絶対的な意味でデスキューされた状態と
は、エッジがそのチャンネルに適用されてスコープがそのエッジでトリガされ、さらにトリガ・スレッショールドとの交差がトリガ遅延

で表れるとき、つまりスコープ・スクリーンでの時間参照の誤差がゼロになるときです。 

各プローブは他のどのプローブについてもデスキューされるように、一度に１つずつ参照値を基にデスキューされます。 

TF-DSQフィクスチャには、ステップ・ジェネレータがビルトインされています。 生成されたエッジは、ケーブルからスコープ・チャ
ンネルまたはフィクスチャが接続された外部入力へと励振されます。 同時に、エッジはプローブ・パッドが付けられた伝送線路に
も励振されます。 プローブがプローブ・パッドに接続されると、フィクスチャのスコープとの接続部とプローブが接続されたチャン
ネルにエッジが表れます。 通常、2つのエッジ間には、フィクスチャとプローブのケーブル間の伝達遅延の違いに由来する時間
的な誤差が存在します。 

デスキュー処理を実行する間、チャンネルまたはフィクスチャとの接続に使用する外部入力のスコープ・トリガ、およびこのトリガ

とデスキューされるプローブ・チャンネルのエッジまでの時間が計算されます。 この時間がプローブにおけるスキュー時間になり
ます。使用される他のすべてのプローブについて、この処理が繰り返されます。 

スコープの操作に関連して、多少のジレンマを感じる場合があります。それぞれのプローブがデスキューされると、そのチャンネ

ルのために算出されたデスキュー時間の違いによって、波形の時間にばらつきが生じるからです。 その結果、トリガの位置にず
れが生じます。それは、トリガ・ポイントが、プローブ・チップにおけるエッジの時間にではなく、スコープのトリガ回路で設定された

タイミングに基づいているからです。 スコープでは、すべてのチャンネルのデスキュー補正値からトリガ・ソースとして使用してい
るチャンネルのデスキュー補正値を差し引くことによって、この誤差に対応します。つまり、すべてのチャンネル間に存在する相

対的なデスキューの違いは維持しながら、トリガ・ソースとして使用するチャンネルにはゼロ・デスキュー補正を適用します。この

トリガ補償のメカニズムはユーザからは隠されています。 トリガをさらに調整したい場合や波形のすべてを移動する必要性があ
る場合には、[Advanced]メニューの[Deskew All]値を使用して、すべてのトレースを同時に移動します。 

以下に簡単な例を示します。 

システムでは 2つのプローブを使用しています。 プローブはチャンネル 2および 3に接続されています。 TF-DSQフィクスチャ
はチャンネル 4 に接続されています。 スコープがチャンネル 4 でトリガされているとき、エッジは以下のようになります。 
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プローブがデスキューされると、チャンネル 4(TF-DSQフィクスチャが接続されている)とチャンネル 2との間の相対時間は 30 
psと計算されており、チャンネル 2のスキュー値欄には-30 psが入力されています。同様に、チャンネル 4とチャンネル 3との
間の時間は 40 psと計算されており、チャンネル 4のスキュー値欄には-40 psが入力されています。チャンネル 4でトリガする
ときは、すべての相対的なエッジおよびトリガ・ポイントを調整するために、チャンネル 2を 30 ps、チャンネル 3を 40 ps進めま
す。 

チャンネル 2でトリガするときには、これらの時間はすべて共通の 30 psに調整されます。したがって、チャンネル 2には 30 ps
が加算されデスキューは 0になり、チャンネル 4には 30 psが加算されデスキューは-10 psになります。 このすべての波形に
対する 30 psの加算(または、遅延)が行われないと、エッジはすべて正しく調整されますが、チャンネル 2のトリガ位置は 30 ps
ずれてしまいます。 そのため、こうしてすべての波形に 30 psが加算されおり、その結果トリガ・ポイントの位置が正しく維持され
ます。 

 

 

デスキュー立ち上がり時間調整の動作理論 

立ち上がり時間を考慮したデスキュー値の調整が必要になる、2つの状況が考えられます。 

• 2つのプローブを使用して相対時間を測定する場合に、各プローブの立ち上がり時間が異なっている 

• 2つのプローブを使用して相対時間を測定する場合に、各信号の立ち上がり時間が異なっている 

2番目のケースについて理解できれば、1番目のケースについても明らかになります。 

2つのプローブを使用して測定を行うとき、それぞれが異なる立ち上がり時間を持っている、ということがよくあります。 かなり低
い帯域幅のプローブで済む測定を実行していて、同じプローブを 2つ持たないような場合に、代わりに高速なプローブを使用し
たときなどにこうした状況になります。 

プローブがデスキューされると、TF-DSQ の高速なエッジを活用することができます。 デスキュー済みのプローブを使用していて、
TF-DSQフィクスチャによって供給された高速なエッジの効果が確認できるときには、以下のような信号が表示されます。 
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上図では、緑のトレース・エッジは TF-DSQフィクスチャによって実際に供給されたエッジ表していますが、プローブおよびチャン
ネルの立ち上がり時間による制限のため、プローブのエッジは赤および青のトレースで表示されています。 これらのトレースは、
デスキュー校正が完了した時点では、50%交差ポイントに位置調整されて表示されます。 

ここで、プローブに同じ立ち上がり時間の信号が適用されているのに、デスキュー・フィクスチャによって適用された立ち上がり時

間とは異なる場合を考えてみます。 

 
この例では、同じ立ち上がり時間の信号が適用されてはいても、それがデスキュー・フィクスチャによって適用された立ち上がり

時間と異なっているため、補償しない限りデスキュー誤差が生成されることがわかります。 上図では、緑のトレースがプローブの
実際の信号を表しており、フィクスチャで採用されている立ち上がり時間の 2倍を示しています。 赤と青のトレースは、このエッジ
の元になったプローブおよびチャンネルにより捕捉されたトレースを表しています。立ち上がり時間が異なるため、多少の誤差が

見られます。 

これに対する解決方法としては、フィクスチャによってプローブに適用されるエッジの立ち上がり時間を変更する方法が考えられ

ますが、その設計は非常に難しいものとなります。 この困難さに加えて、立ち上がり時間を変更するためには、あらかじめ実際
の立ち上がり時間を知ることができるか、または最初に立ち上がり時間を測定する必要があります。 

TF-DSQ フィクスチャでは、フィクスチャを使用した校正作業は一度だけ実行すればよい、という設計方針に従う必要があるため、
特殊な方法によってこの要件に対応しています。 ユーザはプローブを回路に接続した後で、測定された信号の立ち上がり時間
を入力するだけで済みます。 スコープのソフトウェアによってデスキュー校正処理中に捕捉されたエッジが保存されるため、実測
された立ち上がり時間に達するまで、保存されたエッジをデジタル信号処理に使用するさまざまなフィルタに適用します。 この時
点で、ソフトウェアは 50%交差ポイントにおける誤差を計算し、さらに適用する必要のあるスキュー補正も計算します。 このよう
な方法によって、再び校正を実行することなくデスキュー校正と立ち上がり時間を同時に補償することができます。 
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上図では、測定された立ち上がり時間を入力後に適用されたスキュー補正の結果、再調整されて表示されるトレースを示してい

ます。 

 

 

DCゲイン校正の動作理論 

DCゲイン校正では、2つの定数値を波形に適用することによって、不正確な電圧測定を補正します。2つの定数とは、積算的に
適用されるゲイン、および加算的に適用されるオフセットです。このゲイン補正およびオフセット補正は、感度(volts/devisionを
選択)またはオフセット・コントロールによって決定されるチャンネル・ゲインとは区別して理解することが重要です。 感度およびオ
フセットのコントロールでは、フロント・エンド増幅器のゲインとオフセットの絶対値を変化させますが、誤差を補正することはでき

ません。ズームにおける垂直ゲインおよびオフセットのコントロールについても同じことが言えます。 この事実を視覚的に確認す
るには、まず波形上のポイントにカーソルを置き、電圧を調べます。 次に、volts/divまたはオフセットを調整するか、ズームのゲ
イン、オフセットを調整します。スクリーン上の波形のサイズには影響が表れますが、カーソル位置の電圧には変化がないことが

わかります。DCゲイン校正によってゲインおよびオフセットの補正が適用されると、以下の公式に従って、計測された電圧が変
化します。 

 
上記の式で、Vは校正に先立って測定された電圧です。 

プローブはスコープの固定されたゲイン設定ごとに校正されます。つまり、1区分あたり 10、20、50、100、200、500 mVおよび
1Vという設定のそれぞれについて校正されます。 それぞれのレンジについて、固有のゲインとオフセットが算出されます。 

プローブの校正は、5 DCレベルを利用して実行されます。 DCレベルは、電圧がスクリーン上の垂直の div -3、-1.5、0、1.5お
よび 3の位置に表れるように適用されます。最もフィットする線が計算され、さらに適用された実際の電圧にフィットするようなゲ
インとオフセットの値も計算されます。 各レンジに対応したゲインおよびオフセットが、ゲインとオフセットのフィールドに表示され
る補正値となります。 

いかなる場合も、プローブに実際適用されている DCレベルは、プローブ・ポイントに近い場所に配置されたフィクスチャの ADC
で測定されます。 こうして、プローブ・チップにおける絶対電圧を正確に知ることができるため、DCプローブの負荷効果を考慮し
た校正が可能になります。 

シングルエンド・プローブの場合は、V+プローブ・パッドに適用された DCレベルは、スコープ・スクリーンの該当するグリッド位置
で表示される電圧と同じになります。差動プローブの場合は、少し異なる扱いがされます。 この場合には、V+チップに適用され
た電圧は、コモン・モード電圧フィールドに指定した電圧にスコープ・スクリーンで指定した電圧の半分を足した値になります。V-
チップに適用された電圧は、コモン・モード電圧から指定した電圧の半分を引いた値になります。以上のように、プローブでは指

定したコモン・モード電圧の影響を受け、プローブで計測される差動電圧はコモン・モード電圧の効果を考慮した校正がされます。 
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プローブの基本 

差動プローブおよびシングルエンド・プローブの基本 

差動プローブおよびシングルエンド・プローブに関する議論には、理解しにくい部分があります。それぞれの校正について理解す

るために、知っておく必要のある動作特性があります。 

シングルエンド・プローブには、プローブ・チップとグランド接続リードがあります。 通常、グランド・リードは同軸ケーブルの外部導
体に接続され、それが直接スコープのグランドに接続されます。 プローブ・ポイントは、通常は内部導体に接続されます。 グラン
ド接続は、本来スコープ・グランドに対しては 0Ωで接続され、プローブ・チップはグランドに対して指定されたインピーダンスを持
ちます。 プローブ以外でも、シングルエンドの測定では 50Ωのケーブルがよく使用されます。 この場合、外部導体はスコープの
グランドを回路のグランドに接続し、ケーブルはスコープで 50Ωにターミネートされ、導体がすべての周波数で 50Ωに見えるよう
にします。 

シングルエンド・プローブによる測定では、スコープはプローブ・チップとグランド間の差分を測定します。 グランドは電圧ゼロと考
えられるので、プローブ・チップで測定される電圧は絶対電圧であるとみなすことができます。 

差動プローブには 2つのプローブ・チップがあり、グランド接続用リードはオプションになります。 グランド接続リードは、どこにも
接続されずに残す場合も多く見られます(これについては後述)。 各プローブ・チップは回路の 2つの差動信号に接続されます。
プローブは 2つのプローブ・ポイント間の差分のみを測定し、実際に存在する電圧の絶対値には関知しません。 実際には、差動
プローブには 2つのプローブ・ポイント間の差分そのものについて制限があるだけでなく、絶対電圧に関連した制限もあります。 
この絶対電圧はスコープのグランドに参照されます。 そのため、プローブのグランド・リードを回路のグランドに接続して、スコー
プとサーキットのグランドを同じにするために使用される場合があります。 これは、回路がグランドされていない場合にのみ使用
される場合が多く、回路のグランドはグランド接続の状態によって、任意の電圧に自由に変位してしまいます。 

そのため、差動プローブはプローブ・チップ間の電圧の差分だけを測定するという事実にも関わらず、その精度は絶対電圧によ

って左右されてしまうことがあります。 

差動信号は高速な信号でよく使用されています。 差動信号のシステムでは、2つのワイヤを使用して信号を伝送します。 信号
は正反対の位相を持つ場合が多く、その場合、電圧ゼロを境に振幅しています。 これらの信号には、しばしば共通したオフセッ
トまたはバイアスが存在します。 その場合、各信号に適用された共通オフセット値はコモン・モード(同相)信号成分と呼ばれ、各
信号の差分は差動モード信号成分と呼ばれます。 一般的には、差動信号は実際に伝送された信号の情報を表しており、コモ
ン・モード信号は ECLゲートのバイアスなど、他の物理的要因によって発生します。 理想的な状況では、差動プローブは差動モ
ード信号のみを受信します。 実際の測定においては、プローブはコモン・モード信号を可能な限り排除しようとします。 差動プロ
ーブのコモン・モード信号を排除する能力は、CMPR(common mode rejection ratio)で表します。 

本来差動プローブは差動信号を測定するものではありますが、コモン・モード信号の測定にも使用することができます。 その場
合、V-チップはグランドに接続し、プローブはチップ間の差を測定し続けます。 これは、グランドに関する問題を特定するために
役立つ方法です。 

差動システムの電圧は、以下に示す図と式によって説明することができます。 
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