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第1章 - はじめに
概要
この取り扱い説明書は、GoLogic のソフトウェアの機能について説明しています。ここでの記
述は、読者が電子回路、ロジック・アナライザおよびマイクロソフト社のウィンドウズ™につい
ての基本的な知識を有していることを前提としています。

表記法
この取り扱い説明書の中で斜体で書かれた文章は、強調したい部分です。また、以下の例のよ
うに、ソフトウェアの表示(UI など)やマニュアルの内容を参照する場合にも使用します。
チャンネルのグループ化については、「Step 2: Channel groups」の章で説明していま
す。
[Edit] [Setup...]メニューを選択すると、[Setup]ウインドウを表示します。
人体や GoLogic の損傷を防ぐために特に重要な情報は、以下の記号で表します。

チャンネルを AC 電流または高い DC 電流や電圧に接続した場合は、GoLogic が
損傷を受ける可能性があります。
重要で役に立つ情報は、以下の記号で表します。

リード・セットは、交換して使うことができません。各リード・セットの上面
のマークに示されたコネクタに正しく接続してください。

最低必要条件
GoLogic を動作させるには、ウィンドウズの最小システムが必要となります。ウィンドウズ
98se と ME では、150MHz のペンティアム以上のプロセッサが必要で、最低 32M バイトの
RAM が必要となります。ウィンドウズ 2000 では、上記同様のプロセッサで最低 64M バイトの
RAM が必要となります。ウィンドウズ XP では、300MHz のペンティアム II 以上のプロセッサ
と最低 128M バイトの RAM が必要となります。

USB モデルの GoLogic は、ウィンドウズ NT は対応しません。

USB の必要条件
GoLogic は、USB 1.1 と 2.0 をサポートしていますが、USB 1.0 には対応していません。正しい
ドライバがインストールされ、GoLogic が認識される前に USB ハブが完全に動作しなければな
りません。デバイスマネージャを使って正しいドライバがインストールされデバイスが正常に
働いていることを確認してください。必要な場合は、最新の USB ドライバをハブのメーカーか
ら取得してください。
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第2章 - 操作する前に
注意: 旧バージョンの GoLogic EPP モデルのインストール方法については、
当社ウェブ・サイトの「GoLogicEPP.PDF」を参照してください。

ソフトウェアのインストール
GoLogic の CD-ROM を CD ドライブまたは DVD ドライブに挿入します。もしもソフトウェア
のインストール･ツールが自動的に立ち上がらない場合は、メインホルダー内の “Setup.exe”を起
動してください。

USB の接続
1. GoLogic の電源アダプタを接続します。“Power” LED が点灯するはずです。

GoLogic に同梱された 12V, 2.5A, 30W のアダプタ以外はご使用にならないでく

ださい。一般的な電源アダプタでは十分な電力が供給できません。
2. USB ケーブルでホストの PC と GoLogic を接続してください。

GoLogic は、USB から電源の供給を受けません。したがって、USB がデバイス
を認識する前に電源アダプタを接続しておかなければなりません。 USB ケーブ
ルを先に接続することもできますが、GoLogic に電源アダプタが接続されるま
では認識されません。

ドライバのインストール
GoLogic が USB に初めて接続されると、ウィンドウズは unknown device として認識し、ドラ
イバのインストールを促します。ドライバのインストールには、“golo_usb.inf”ファイルを CDROM のメインホルダーから選択します。C ドライブの \GoLogic\USBDrivers ホルダーから
“golo_usb.inf”ファイルを選択しても構いません。

リード・セットの接続
リード・セットが 1 つだけ必要ならば、2 つ目のシードセットは接続しなくても構いません。
リード・セットは、GoLogic に電源が供給されている状態でも接続したり外したりすることが
できますが、GoLogic が動作中はおやめください。

リード・セットは、交換して使うことができません。各リード・セットの上面
のマークに示されたコネクタに正しく接続してください。ポッドA-Bリード・
セットはGoLogicのA-Bコネクタに接続してください。ポッドC-Dリード・セッ
トは、GoLogicのC-Dコネクタに接続してください。
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ソフトウェアの実行
ソフトウェアを実行するには、GoLogic に電源を供給し USB でホスト PC と接続してください。
正しく接続されていない場合には、 “GoLogic missing”という警告が表示されます。ソフトウェ
アを実行した後、GoLogic を接続してもソフトウェアが GoLogic を認識して操作をすることが
できます。もしも、GoLogic に電源と USB を接続しても “GoLogic missing” という警告が表示
される場合には、USB ハブが正しく動作していません。デバイスマネージャを使って USB ハブ
が正しく動作しているか確認してください。

取り扱い注意!
GoLogic のリード・セットは、誤って使用すると故障する恐れがあります。

ワイヤではなく、コネクタの

根元 の部分を持ちます

...コネクタ部分は曲げないでください！

コネクタは堅牢で丈夫に作られていますが、
扱い方によっては破損する場合があります。
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第3章 - 基本
GoLogic の動作
Step 3: Triggering タブを選択し、 Trigger Form を“Never trigger”に設定してツールバーの “Go”
ボタンを押します。

動作中は、GoLogic は各チャンネルの入力電圧を繰り返しサンプリングします。電圧がスレッ
ショールド電圧を超えると GoLogic は“1”を、超えなければ“0”を記録します。

スレッショールド・レベル

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

ツールバーの“Stop”ボタンが押されると、GoLogic は入力電圧のサンプリングを止め、記録した
データを USB 経由でコンピュータに転送します。捕捉されたデータは、“Numeric”ウインドウと
“WaveForms”ウインドウとに表示されます。
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特定の不良の捕捉
GoLogic は、通常特定の不良現象を捉えて解析するために使用されます。しかしながら、その
ためには“Stop”ボタンを非常に速く押さないとその不良現象を捕捉することができません。こう
した問題は、Step 3: Triggering タブのトリガ・イベントを指定することで解決することができ
ます。トリガ・イベントは、不良現象を確実に捕捉する“自動 Stop ボタン”として働きます。
例えば、GoLogic を A00 から A15 に接続された信号がすべて 0 になった時に捕捉を開始する場
合を考えます。“Simple trigger”を Trigger Form として選び、PodA のカラムに “0000”を入力しま
す。

‘Go’ボタンが押されると、GoLogic はサンプリングを開始し、“0000”パターンが検出されるとサ
ンプリングを止めて、データをコンピュータに転送します。したがって、“0000”のデータが確実
に捕捉されることになります。
例に示した“Simple trigger”以外にも、GoLogic には「Step 3: Triggering」の章で説明する更に強
力なトリガ機能が用意されています。GoLogic は複雑なデータ列を検出してトリガをかけるこ
とができます。
チャンネルの接続
チャンネルのリード線は、標準の 0.635mm角ピンに直接挿す事ができます。“MicroGrippers”や”
NanoGrippers1”を使って回路のテストピンに接続することもできます。Emulation Technology
Incや山一電機などのメーカーから出されているアダプタプローブを使って接続することもでき
ます。

グランド・リードは少なくとも 1 本は被測定回路に接続してください。複数本
のグランド・リードを接続する方がよりよい結果が得られます。
GoLogic の設定
ツールバーの

ボタンを押すと、Setup ウインドウが表示されます。

サンプリングの方式を選びます(「Step 1: Sampling」の章を参照)。
入力チャンネルのグループを設定し、スレッショールド・レベルを設定します(「Step 2:
Channel groups」の章を参照)。
トリガのパターンを設定します(「Step 3: Triggering」および「Simple トリガ・フォーム」
の章を参照)。
データの捕捉
ツールバーの
ボタンを押すと GoLogic を起動します。GoLogic は、トリガ・パターンに合
致するサンプルを検出し、メモリにデータを記録した後、そのデータをコンピュータに転送し
ます。

1

NCI では、Micro GrippersとNanoGrippersを別々に販売しています。
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トリガがかからない限り、GoLogic はサンプリングを継続します。このような場合には、ツー
ルバーの
ボタンを押して強制的にトリガをかけて GoLogic を止めます。コンピュータに転
送されたデータを確認して、トリガがかからなかった理由を見つけることができます。例えば、
チャンネルがハイやローに固定されているかもしれません。
GoLogic のトリガがかからない原因は様々なものが考えられます。「トリガに関するトラブル
シューティング」の章でこうしたトリガの問題を解決するヒントを説明します。
データの解析
Numeric ウインドウは、データを数値の表として表示します。

WaveForm ウインドウでは、データをタイミング・チャートとして表示します。
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Plug-Ins を使えば、データを特殊な形式で表示することができます。例えば、disassembler
Plug-In を使えば、アセンブラ・コマンドに変換して表示します。
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第4章 - Step 1: Sampling
Setup ウインドウの Sampling タブでは、GoLogic がどのようにして
データを捕捉するかを設定します。Sampling method を設定すると、使用できるチャンネルを
制限する場合があります。したがって、Sampling method
は最初に設定しなければなりません。

Normal timing analysis
GoLogic は、チャンネルの入力信号を選択した周波数でサ
ンプリングして記録します。例えば、250MHz を選択した
場合には、1 秒間に 2 億 5 千万回サンプリングしてデータ
を記録します。
すべての timing analysis モードでは、CA0 から CA3 のク
ロック・チャンネルもデータ入力として使うことができます。CC0〜CC3 チャンネルは、常に
データ入力となります。

Transitional timing analysis
GoLogic は、チャンネルの入力信号を選択した周波数でサ
ンプリングしますが 、データの遷移があった時のみ記録し
ます。冗長なデータを記録しないので、メモリの利用効率
が上がり、より長時間の捕捉ができます。各データの捕捉
した時刻は、32 ビットのタイマを使って記録されます。
メモリの半分は、このタイム・スタンプの記録に使われま
す。
「Step 2: Channel groups」の章でどのようにしてデータ
の遷移を検出したチャンネルを特定するかを説明します。

Simple state analysis (one clock)
データをオーバーサンプリングして捕捉するのではなく、
CA0 チャンネルを被測定回路のクロックに接続して、被測
定回路のクロックに同期して補足します。データは、CA0
クロック・チャンネルのクロック信号の立ち上がり、立ち
下がりまたは両エッジでサンプリングすることができます。
GoLogic のクロック入力は、周波数 125 MHz まで対応し
ます。しかし、両エッジを指定した場合は、周波数の上限
は 62.5 MHz に制限されます。(等価的に 125 MHz のク
ロックとなります)。
クロック信号の周波数を State frequency ボックスに入力
してください。GoLogic は、入力された値を使って各サン
プリング点の間隔を決めます。周波数を入力しないと、
GoLogic はクロック周波数を 125 MHz であるとみなしま
す。
CA1、CA2 および CA3 のクロック入力チャンネルは、“one clock” Simple State analysis モード
時にはデータ入力として使えます。CC0〜CC3 のクロック入力チャンネルは、常にデータ入力
となります。

最大クロック周波数は、クロック信号の信号品質で制限を受けます。
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Simple state with time stamp (one clock)
CA0 のクロック信号が入力データをサンプリングするタ
イミングを決定し、サンプリングするたびに 32-bit のタ
イム・スタンプが記録されます。 各サンプリング・デー
タは、8ns の分解能で時間計測が行われます。
Transitional timing と同様に、メモリの半分にはタイム・
スタンプが記録されます。
シーケンスの中で選択的記録が選ばれた場合には、
Simple state with time stamp を使用してください。選択
的記録は、サンプリング・データの間隔を変化させるこ
とができます。
CA1、CA2 および CA3 のクロック入力チャンネルは、“one clock” Simple State analysis モード
時にはデータ入力として使えます。CC0〜CC3 のクロック入力チャンネルは、常にデータ入力
となります。

Simple state analysis (multiple clocks)
最大４つまでクロック入力チャンネルを使ってデータ入力がサンプリングされるタイミングを
決めることができます。Clock equation がどのようにクロック信号を組み合わせるかを決定しま
す。

Multiple clock モード指定時には、クロック入力として利用していないクロック入力チャンネル
であっても、データ入力として使うことはできません。つまり、Multiple clocks モードでは
GoLogic-72 は 68 のデータチャンネルが利用可能です。同様に Multiple clocks モードでは
GoLogic-36 は 32 のデータチャンネルが利用可能です。

各クロック入力チャンネルは、それぞれ独立したクロック信号に接続してくだ
さい。2 つ以上のクロック入力チャンネルが同じクロック信号に接続されている
と、思わぬ結果を招くことになります。

Clock equation: サンプリングのタイミングの決定
以下の例では、CA0、CA1 と CA2 がクロック入力チャンネルに設定されています。CA3 は、ク
ロック入力チャンネルとして使用していないので Clock Equation には含めません。

4-2

GoLogic™ by NCI
各クロック入力チャンネル･ボタンの上の編集ボックスに意味のある名前を入力することができ
ます。この名前は、必ず入力しなければならないわけではありませんし、GoLogic では、ここ
しか利用しません。しかしながら、クロック信号に名前が付けられていると、Clock equation を
より簡単に設定することができます。上の例では、クロック入力チャンネル CA0 は、ALE*信号
に接続されています。

Clock equation のルール
Clock equation は、立ち上がりでも立ち下がりでも最低 1 つはエッジがあること。
立ち上がりと立ち下がり演算子がグループ化され、その後ハイとローの演算子がグループ化
されます。グループ内では、クロックの演算子は OR で繋げられます。最終的に、エッジの
グループとレベルのグループが AND で繋げられます。

(S1 の立ち上がり OR LRE*の立ち下がり) AND (S0 がローOR S2 がハイ)

Complex state analysis
Complex state analysis は、複数のクロックを使った Simple state analysis に似ています。最大
4 つまでクロック入力チャンネルをサンプリングのタイミングを決定するのに使うことができま
す。 Clock equation のルールは、全く同じです。しかし、Complex state analysis モードは、2
つの Clock equation が使えます。異なるタイミングの信号出力をまとめてロジック･アナライザ
のサンプルとすることができます。

上記の Complex clocking の設定は、Dallas Semiconductor™の DS87C3x0 と DS87C5x0 マイク
ロプロセッサファミリ(すべて 8031/8051 の派生品)の出力をサンプリングするためのものです。
2 つの Clock equation
Master と Slave の Clock equation は、異なるフェーズの信号出力をまとめて単一のロジックア
ナライザサンプルにすることができます。Slave の Clock equation は、一時的にイニシャル・
フェーズに発生する信号を保持します。Master の Clock equation の条件が成立すると、ファイ
ナル・フェーズの信号がイニシャル・フェーズの信号に付け加えられてロジック・アナライザ
の信号として記録されます。
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16-bit Multiplex on Pod A
16 ビット以下の信号が 8 本以下の信号線を共有していて、まとめて単一のサンプルにしなけれ
ばならない場合は、このオプションを使います。チャンネル A00〜 A07 を共有している信号に
つなぎます。チャンネル A08〜 A15 はつなぎません。Slave の Clock equation が成立すると、
チャンネル A00〜A07 の信号が内部でシフトされてチャンネル A08〜A15 に送られ、一時的に
保持されます。Master の Clock equation が成立した時、イニシャル・フェーズで保存された
データは、新しく細くされたチャンネル A00〜A07 の信号とまとめて 1 つのロジック・アナラ
イザのサンプルとして記録されます。
イニシャル・フェーズ(スレーブ)
イニシャル・フェーズ(スレーブ)
I n i t i a l p h a s e ( S l a v e g r A07
o u p )

- AA 00
0 7 - A 0 0
A07 - A00
A 0 7 - ファイナル・グループ(マスター)
A 0 0 ファイナル・グループ(マスター)
F in a l p h a s e ( M a s te r g r o u p )

結合されたサンプル
C結合されたサンプル
o m b i n e d s a A15
m p le

- A08
A 1 5 - A07
A 0 8 - A00
A 0 7 - A 0 0

B00 以降のチャンネルの信号は、Master の Clock equation が成立した時に同時に記録されます。
48-bit Multiplex on Pods A, B, and C
48 ビット以下の信号が 24 本以下の信号線を共有していて、まとめて単一のサンプルにしなけれ
ばならない場合は、このオプションを使います。チャンネル A00〜 A07、B00〜B07、C00〜
C07 を共有している信号につなぎます。チャンネル A08〜 A15、B08〜 B15、C08〜C15 はつな
ぎません。Slave の Clock equation が成立すると、チャンネル A00〜 A07、B00〜B07、C00〜
C07 の信号が内部でシフトされてチャンネル A08〜 A15、B08〜 B15、C08〜C15 に送られ、一
時的に保持されます。Master の Clock equation が成立した時、イニシャル・フェーズで保存さ
れたデータは、新しく細くされたチャンネル A00〜 A07、B00〜B07、C00〜C07 の信号とまと
めて 1 つのロジック・アナライザのサンプルとして記録されます。
イニシャル・フェーズ(スレーブ)

C07 - C00

B07 - B00 A07 - A00

ファイナル・グループ(マスター)

B07 - B00 A07 - A00

C07 - C00

結合されたサンプル

C15 - C08 C07 - C00

B15 -B08 B07 - B00

A15 - A08 A07 - A00

D00 以降のチャンネルの信号は、Master の Clock equation が成立した時に同時に記録されます。
16-bit Non-multiplex on Pod A
16 ビット以下の信号が信号線を共有していないが、異なるタイミングで出力され、まとめて単
一のサンプルにしなければならない場合は、このオプションを使います。チャンネル A00〜
A15 をイニシャル・フェーズに出力される信号につなぎます。チャンネル B00〜 B15 はファイ
ナル・フェーズに出力される信号につなぎます。Slave の Clock equation が成立すると、チャン
ネル A00〜A15 の信号が内部で一時的に保持されます。Master の Clock equation が成立した時、
イニシャル・フェーズで保存されたデータは、新しく細くされたチャンネル B00〜B15 の信号
とまとめて 1 つのロジック・アナライザのサンプルとして記録されます。
A15 - A00 イニシャル・フェーズ(スレーブ)
ファイナル・グループ(マスター)

結合されたサンプル

D15 -B00
D15 - B00 A15 - A00
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32-bit Non-multiplex on Pods A and B
32 ビット以下の信号が信号線を共有していないが、異なるタイミングで出力され、まとめて単
一のサンプルにしなければならない場合は、このオプションを使います。チャンネル A00〜
B15 をイニシャル・フェーズに出力される信号につなぎます。チャンネル C00〜 D15 はファイ
ナル・フェーズに出力される信号につなぎます。Slave の Clock equation が成立すると、チャン
ネル A00〜B15 の信号が内部で一時的に保持されます。Master の Clock equation が成立した時、
イニシャル・フェーズで保存されたデータは、新しく細くされたチャンネル C00〜D15 の信号
とまとめて 1 つのロジック・アナライザのサンプルとして記録されます。
B15 - A00 イニシャル・フェーズ(スレーブ)
ファイナル・グループ(マスター)

結合されたサンプル

D15 -C00
D15 - C00 B15 - A00

4-channel transitional timing
4-channel transitional timing 解析は、チャンネル CA0〜
CA3 の 4 チャンネルだけしか使えないことを除けば通常の
Ttransitional timing 解析と同じです。残りのチャンネルを
無視することで GoLogic はメモリ長を 4 倍にすることがで
きます。

I2C serial bus analysis
I2C serial bus analysisは、チャンネルCA0 とCA1 を使って
Phillips Semiconductor® Inter-Integrated Circuit™ busの信
号を捕らえます。GoLogicは、 2-channel transitional
timing解析を行ってSCLとSDA信号を観測します。
適切なI2Cのバス速度を選択することでGoLogicのI2Cサン
プリング周波数を設定します。GoLogicのサンプリング周
波数は、I2Cバスの転送速度の 5〜6 倍のオーバーサンプリ
ングになります。
Standard modeでは、100 KbpsのI2Cバスに対して
500 kHz
Fast mode では、400 kbpsのI2Cバスに対して 2.5MHz
High-speed mode では、3.4MbpsのI2Cバスに対して 12.MHz
上記のサンプリング周波数は、適切な時間分解能が得られ、かつタイム・スタンプがオーバー
フローしない可能性が少なくなるように選ばれました。タイム・スタンプのオーバーフローに
ついては、「付録 B」を参照してください。
GoLogicは、I2Cのシリアルデータをシフトして 10-bitのパラレルデータにします。この 10-bitの
パラレルデータのフォーマットに関しては「付録G」を参照してください。この方法では、
GoLogicのメモリを非常に効率よく使うため、数多くのI2C のやり取りを補足することができま
す。さらに重要なことは、GoLogicのトリガ・パターンとシーケンスを使って、複雑なI2Cのア
ドレスとデータの組み合わせを捕らえることができることです。
I2C serial analysisモードを使うと、チャンネルのグループ、Trigger、Sequenceの各タブは、I2C
のTriggerタブに置き換わります。I2C Trigger タブは、ほとんどのI2Cの手順用に自動的にトリ
ガ・パターンやSequenceを決める強力なツールです。しかし、特殊なトリガを掛けたい場合は、
TriggerとSequenceタブはSetupウインドウの“Use Full Sequence”ボタンで元に戻すことができ
ます。I2C Triggerタブについての詳細は、「Step 2: Channel groups」と「Step 3: Triggering」
の章を参考にしてください。
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Memory depth
Memory depth (メモリ長)は、GoLogic が補足するサンプルの数を決めます。

Double memory depth
Double memory depth オプションは、 72 チャンネル･モデルを使用しているときにリストに現
れます。このモードでは、1M GoLogic-72 を使って 36 チャンネルを使って 2M サンプル捕捉す
ることができます。 同様に、 2M GoLogic-72 を使って 36 チャンネルを使って 4M サンプル捕
捉することができます。“(Pods A & B only)” は、このモードが選択されると、GoLogic は 36
チャンネルしか使えなくなることを意味しています。

36 チャンネルのGoLogicには、Double memory depthモードはありません。チャンネル数を半分
にできないサンプリング・モードでは使えません。例えば、4-channel transitionalやI2C
samplingモードなどではDouble memory depthオプションは使えません。
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第5章 - Step 2: Channel groups
チャンネル・グループは、 Setupウインドウの Channel groups タブ1
で設定します。他のウインドウでは、個々のチャンネルではなく、ここで設定したチャンネ
ル・グループを参照します。したがって、チャンネル・グループは他のウインドウを使う前に
設定しておかなければなりません。

スレッショールド

チャンネルの
アクティブ/グループ

選択

信号状況の
表示
ビットの並びを
ドラッグで変更

ウインドウ・エリア
All groups: Action の選択
すべてのチャンネル・グループに有効な Action がこのコントロールにリストアップされます。
Delete all groups はすべてのグループを削除します。しかし、ウインドウの中に必ずタ
ブが 1 つ表示されます。Delete all groups action を使うと、全くどのチャンネルも選ば
れていない‘group1’という名前のタブが残ります。
Delete empty groups action は、選択されたチャンネルがないすべてのグループを削除し
ます。
Enable all groups action データ・ウインドウの隠れていたグループを例外なく戻しま
す。
Disable all groups action は、データ・ウインドウのすべてのグループを例外なく隠しま
す。
All groups use ascending bit-order action は、すべてのグループのビットの並びを昇順に
します。
All groups use descending bit-order action は、すべてのグループのビットの並びを昇順
にします。

1 2

I Cシリアル解析モード使用中には、[Channel groups]タブは表示されません。
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This group: Choose an action…
このコントロールには、最上位のチャンネル・グループに影響する以下のようなアクションが
リストされています。
[Enable/Disable this group]は、データ・ウインドウのチャンネル・グループ全体を復元
または非表示にします。この機能は一時的にあるグループを非表示にしておき、後で復
元するのに便利です。この機能を適用しない場合は、[Delete]ボタンを使用して、不必
要なチャンネル・グループを削除する必要があります。
[Show/Hide logic-low line]は、あるグループ名について logic-low ラインの表示をオンま
たはオフに切り替えます。これによって、logic-low 状態を示すためにグループ名の末尾
に追加される“*”文字の表示がオフになります。このオプションは、トレース・データに
は影響しません。
[Use negative/positive logic]は、ソフトウェアがトレース・データを”high”または”low”の
どちらの値として解釈するかを切り替えます。正論理では、スレッショールド電圧より
高いサンプルが"high"、スレッショールドより低いサンプルが”low”になります。負論理
では、スレッショールド電圧より低いサンプルが"high"、スレッショールドより高いサ
ンプルが”low”になります。
この[Use negative/positive logic]オプションを前述の[Show/hide logic-low line]オプショ
ンと混同しないでください。正/負の論理タイプはスレッショールド電圧と実際に関連し
ますが、logic-low は信号の抽象的な意味を表します。logic-low 信号は、”low”値が存在す
るときにアクティブになります。例えば、名前の上に logic-low ラインを持つ‘memread’
と名付けられたグループは、”low”値が存在するときには、常にプロセッサがメモリから
読み込んでいることを示しています。グループ名の上に表示される logic-low ラインは、
単純にこの事実を示しているに過ぎません。ただし、実際に信号上に存在している電圧
を決定するには、negative/positive logic オプションを参照する必要があります。この例
の場合、グループは正論理を使用していると考えられます。各”low”値は‘memread’の信
号がスレッショールド・レベルより低いことを示しています。負の論理が使用されてい
た場合には、各”low”値は‘memread’信号がスレッショールド・レベルより高いことを示
すはずです。
チャンネルは昇順または降順にソートして表示できます。同様に、ビット順序を反転す
ることもできます。さらに、ポッド全体のチャンネルをすばやく追加または削除するこ
とができます。
アクティブ・グループ・タブ
このエリアのタブをクリックして、アクティブなグループを選択します。各タブの左側にはグ
ループ名が表示されます。各タブの中央にはビット・カウント、右側にはチャンネル定義が表
示されます。
グループ名セクションおよびタブ・エリア全体の幅のサイズは変更できます。グループ名セク
ションまたはタブ・エリアの右端にマウスを合わせます。カーソルの形が

アイコンに変わり

ます。マウスの左ボタンを使用してエリアをドラッグし、エリアの幅を広げます。 アイコン
が表示されている間に右ボタンをクリックすると、エリアをデフォルト幅に設定できます。
[Sampling]タブでトランジショナル・サンプリングが有効になっている場合は、[Transition
Detectors]タブが表示されます。詳細については、本章の「Transition Detectors」のトピックを
参照してください。
グループ名コントロール
このコントロールでアクティブなグループの名前を編集します。通常、チャンネル・グループ
には信号の目的を表した、わかりやすい名前を指定します。例えば、マイクロプロセッサのア
ドレス信号に接続されたチャンネルには、‘address bus’のような名前を付けます。
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チャンネル・グループ名には最大 127 文字が使用できます。ただし、エリア内に収まらない長
い名前は切り捨てられる場合があります。そのため、30 文字未満の名前を使用することをお勧
めします。
このコントロールには、過去のグループ名の履歴が保存されています。ドロップダウン・リス
ト・ボタンを使用して、以前使用していたグループ名を選択することができます。
チャンネル編集ボックス
この編集ボックスには、グループのチャンネル定義を入力します。後述するグラフィカルな
チャンネル編集エリアと異なり、このボックスには最下位ビットから順にリストします。これ
は、テキストの末尾に追加された新しいチャンネルが、グループの最上位ビットになるように
するためです。
チャンネルの範囲を指定するには、以下のようにダッシュ文字を使用します。

この例では、すべてのポッド A チャンネルが使用されています。チャンネル A00 はグループの
最下位ビットであり、チャンネル A15 は最上位ビットになります。
連続していないチャンネルを個別に追加するには、カンマ文字を使用します。

この例では、すべてのポッド A チャンネルに加えて、チャンネル B07 が使用されています。
チャンネル A00 はグループの最下位ビット、チャンネル B07 は最上位ビットになります。
チャンネル番号を逆に入力すると、ビット順序が反転されます。

チャンネル選択エリア
チャンネル選択エリアでは、アクティブ・グループで使用するチャンネルを決定します。

他のグループで使用

使用グループなし

このグループで使用

この例では、ポッド A のすべてのチャンネルが使用されています。ポッド B のチャンネルを使
用しているグループはありません。CA0 から CA3 までのチャンネルに表示された下線は、これ
らのチャンネルが別のグループで使用されていることを示しています。このマークを参考にし
て、同じチャンネルを複数のグループで使用してしまうのを避けることができます。
マウスの左ボタンをクリックして、アクティブ・グループにチャンネルを追加したり、削除す
ることができます。チャンネル選択エリアをドラッグするだけで、複数チャンネルの追加/削除
が行えます。
スレッショールド・ボタン
スレッショールド・ボタンを使用して、GoLogic のスレッショールド・レベルを定義します。
スレッショールド・レベルの詳細については、本章の最後にある「スレッショールド・レベ
ル」のセクションを参照してください。
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ビット順序エリア
チャンネル編集ボックスまたはチャンネル選択エリアを使用してチャンネルを定義し終えたら、
このエリアを使用して、グループのビット順序をグラフィカルに編集することができます。

チャンネル・トークンをクリックします。

チャンネルを目的の位置までドラッグしま
す。

ボタンを離してトークンを配置します。
さらに、複数トークンを一度のマウス操作でドラッグすることもできます。

ボックス選択はビット順序エリア内部
から開始しますが、チャンネル・トー
クンは外します。ボックスをドラッグ
して目的のトークンを選択します。
ビット順序エリアでチャンネル・トークンが選択された状態で Delete キーを使
用すると、そのチャンネルをグループから削除します。Escape キーを使用する
と、すべてのチャンネルの選択を解除します。ビット順序エリア外をクリック
することによっても、全チャンネルの選択解除を行うことができます。
アクティビティ・インジケータ
有効にすると、アクティビティ・インジケータがチャンネルの動作状態を表示します。各チャ
ンネルには、high、low または changing の各状態があります。

High

Low

信号変化

ボタンは、アクティビティ・インジケータの表示をオンまたはオフに切り替え
ツールバーの
ます。[Data] [Show Activity Indicators...]メニューからでも、同じ操作を実行できます。
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Transition Detectors
[Transition Detectors]タブでは、トランジション・タイミング解析機能が有効になっているとき
に、トランジションを検出するチャンネルを決定します。実行時には未使用チャンネルは無視
され、トランジションは検出されません。
有効だが
無効
有効
実行時には無視
(トランジション検出)
(未使用チャンネル)
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チャンネルとカラー
グループ・カラー
各 16 チャンネル・ポッドは、2 つのグループに分類されます。グループごとに特定の色が割り
当てられます。リード・セット、プラスチック製セパレータ・ブロック、およびターミネータ
には同じグループ・カラーが使用されます。そのため、各ポッドの上位 8 チャンネルと下位 8
チャンネルとは、簡単に識別することができます。例えば、ポッド B の下位 8 チャンネルは黄
色です。

チャンネル・カラー
各カラー・グループのワイヤには、同じ組み合わせの 8 色が繰り返し使用されています2。
黒
茶
赤
オレンジ
黄
緑
青
紫
[Channel groups]タブのチャンネル番号の上に、対応する色が表示されます。
クロック/エクストラ・ポッド・カラー
クロック/エクストラ・ポッドには、それぞれ 4 つのチャンネルしかありません。そのため、グ
ループ化されていません。リード・セット、クロック・チャンネル・ターミネータは緑色です。
また、[Channel groups]タブでは緑色の背景色で表示されます。

チャンネル・グループの規則
チャンネル・グループは最大 100 まで定義可能
各チャンネル・グループは最大 32 チャンネルまで使用可能
チャンネル・グループ名は最大 127 文字
チャンネルでは任意のビット順序を使用可能。例えば、チャンネル CA0 をグループの最上
位ビット、B15 を最下位ビットにすることができます。

2

標準レジスタ・コード。
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チャンネルは隣接している必要はありません。例えば、グループのチャンネル CA0 をチャ
ンネル B12 の次に使用することができます。
空グループにはチャンネルが含まれません。空のチャンネル・グループは[Numeric]または
[WaveForm]ウインドウには表示されません。

スレッショールド・レベル
スレッショールド・レベルによって、入力信号の解釈方法が決まります。スレッショールド・
レベルより低い入力電圧は’0’に変換されます。スレッショールド・レベルより高い入力電圧は
‘1’に変換されます。

スレッショールド レベル

入力
信号
サンプル・ポイント

デジタル化
波形
スレッショールド・レベルは、-4.90 ボルトから+5.27 ボルトまでの範囲で設定できます。TTL
回路では、1.58 ボルトのスレッショールド電圧レベルを使用します。ECL 回路では、-1.35 ボル
トのスレッショールド電圧レベルを使用します。

最小電圧振幅
最小高電圧レベルは、スレッショールドの約 300 ミリボルト上です。また、最大低電圧レベル
は、スレッショールドの約 300 ミリボルト下です。つまり、スレッショールド・レベルを中心
として、中間に約 600 ミリボルトの範囲があることになります。

スレッショールド + 0.3 ボルト

スレッショールド - 0.3 ボルト
ただし、GoLogic では信号の品質が適切な場合にのみ 600 ミリボルトの振幅をサポートします。
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第6章 - Step 3: Triggering
GoLogic のソフトウェアは、ほとんどの用途で使える直感的な
TriggerForms™を提供します。しかし、プリセットされたトリガ条件では対応しきれない場合
は、すべての機能を網羅して、ローレベルのトリガ機能を利用できる Custom triggering フォー
ムが別にあります。

Trigger Form
Trigger Form リストは、利用できるトリガのテンプレートのリストを Step 3: Triggering の左上
のボックスに表示します。

便利なように、Trigger Form リスト・ボックスは Quick Setup ツールバーにも表示されます。

Never trigger
GoLogic はトリガをかけません。ツール
バーの “Stop”ボタンが押されると、サンプ
リングを終了して、補足したデータを転送
します。 Pre-store が使えませんので、ト
リガ・マーカは最初のサンプリング・デー
タ位置になります。

Immediate trigger
GoLogic は、最初のサンプリング・データ
でトリガをかけて、メモリが一杯になると
止まってデータを転送します。Pre-store が
使えませんので、トリガ・マーカは最初の
サンプリング・データ位置になります。
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Simple trigger
GoLogic は、単一パターンのデータでトリガをかけます。トリガ・パターンの編集の仕方は、
Custom triggering の項で説明します。パターンは、Triggering タブで入力できます。

あるいは、WaveForm ウインドウ(詳しくは、「WaveForm ウインドウ」の章を参照)でもできま
す。

“Show Numeric Simple Trigger”オプションが On の場合は、Numeric ウインドウでもできます。

Disable pre-fill period オプションが On の場合は、[Run]ボタンが押された瞬間にトリガを検出し
ます。

オプションが On の場合は、Pre-store に必要なサンプルを記録する前にトリガを検出してしま
うことがあります。したがって、このオプションが On の場合は、トリガ・サンプルは、Prestore の要件を保証することができません。
通常の Timing analysis の場合には、Disable pre-fill period チェック・ボックスは表示されません。
通常の Timing analysis の場合には、pre-fill を無効にすることはできません。
Simple (edge)
GoLogic は、単一のエッジでトリガをかけます。上で基本的な Simple trigger の説明をしたよう
に、トリガに用いるエッジは、Triggering タブ、WaveForm ウインドウ、Numeric ウインドウで
設定することができます。
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Simple (range)
GoLogic は、ある範囲のイベントでトリガをかけます。上で基本的な Simple trigger の説明をし
たように、トリガに用いるイベントの範囲は、 Triggering タブ、WaveForm ウインドウ、
Numeric ウインドウで設定することができます。
Series (basic)
GoLogic は、2〜8 までのパターン列でトリガをかけます。パターンの編集方法については
Custom triggering の項で説明します。State analysis の時“Consecutive series of patterns”オプ
ションが On の場合には、パターンは必ず連続的に発生しなければなりません。さらに、各パ
ターンの発生回数を数えます。 Timing analysis の場合には、各パターンの長さは時間で計測さ
れます。

Time between edges
Timing analysis の時、GoLogic は、2 つのエッジの間隔が決められた時間よりも長いかあるいは
短い時にトリガをかけます。"Between limits…"や"Outside limits…"モードの場合には、2 つの
エッジの 間隔が決められた時間範囲内や範囲外の時にトリガがかかります。

Time between edges フォームは、チャンネル･グループのチャンネルが 1 つのときのみ可能で
す。エッジの向きを立ち上がりか立ち下がりのどちらかあるいは両方を設定するのが簡単にな
るようにそのようになっています。もしも、複数のチャンネルの Time between edge を対象に
しなければならない場合には、下で説明するより複雑な Time between value/edge フォームを使
います。
Time between value/edge
Timing analysis の時、GoLogic は、2 つのパターンの間隔が決められた時間よりも長いかあるい
は短い時にトリガをかけます。"Between limits…"や"Outside limits…"モードの場合には、2 つの
パターンの 間隔が決められた時間範囲内や範囲外の時にトリガがかかります。
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このフォームでは、2 つのパターンの時間間隔でトリガをかけますが、データ・パターンから
データ・パターン、エッジ・パターンからエッジ・パターン、データ・パターンからエッジ・
パターン、もしくはエッジ・パターンからデータ・パターンを対象とすることができます。
I2C trigger
I2C triggerフォームは、I2C serial analysisモードが選択されたときに使われます。
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GoLogic がトリガをかけるアドレスやデータを入力します。標準のトリガと同じように、アド
レスやデータの桁に ‘x’ を設定してその桁を無視することができます。以下のトリガの例では、
アドレス 0x45 から読み出されたデータの上 4 ビットが 0xA である場合にトリガをかけます。

プリセットされたI2Cトリガでは適切にトリガがかからない場合は、Custom triggeringフォーム
(後で説明)で設定を行います。しかしながら、I2Cのアドレスやデータを補足しようとすると、
トリガやシーケンスを設定するのは複雑で、I2Cのバスの動きを理解していなければなりません。
I2C Triggerタブを使って学習してください。まず、目的に最適のトリガ・スキームを選びます。
次に、 Setupウインドウの“Use Full Sequence”ボタンを押してTriggersとSequenceタブを表示
させます。最後にトリガとシーケンスを適切に設定します。
トリガとシーケンスを編集した後、Setupウインドウの“Use I2C Trigger”ボタン
を押すとI2C設定ツールに戻ります。 しかしながら、トリガやシーケンスの設定
がI2C triggerのスキームに変換できない場合には、警告が現れます。最も近い設
定になりますが、いくつかのトリガ・パターンやシーケンスが失われます。
Custom triggering
GoLogic のトリガ能力をフルに活かすには、このフォームを使います。プリセットされたトリ
ガ・フォームでは所望のトリガの設定ができないときだけこのフォームを使ってください。
ほとんどの場合、プリセットされたトリガ・フォームを使って所望の条件に最も近いトリガを
設定することから始めてください。そのフォームで設定が終わったら、Custom triggering
フォームに切り替えてトリガ・パターンやシーケンスを微調整してください。
Custom triggering フォームは複雑なので、この章の残りをカスタム・トリガとシーケンスにつ
いての説明にします。
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Custom triggering エリア
Custom triggering フォームの上半分でシーケンス、下半分でトリガ・パターンの設定をします。
カスタム・シーケンス

カスタム・トリガ

Sequence エリア
Sequence edit actions

Sequence edit actions リストから、以下の有用なアクションが選択できます。
Edit post-trigger storage – このアクションは、State analysis が選ばれた場合のみ有効になり
ます。GoLogic は、すべてのサンプルを記録する。またはトリガ・パターンに合致したサン
プルだけを記録します。
Blank this level – すべてのパターンとシーケンスを削除します。
Blank all levels – デフォルトのシーケンスが設定されます。
Enable/Disable beep on trigger – トリガがかかった場合にブザーが鳴ります。Beep on
trigger モードは、データを記録するたびにシステムの “Exclamation” 音が鳴ります。コント
ロールパネル のサウンド アプレットでシステムの “Exclamation” 音の設定ができます。
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Disable pre-fill period
Disable pre-fill period をチェックすると、 ‘Run’ ボタンを押してすぐに GoLogic はトリガをかけ
ることができます。

オプションが On の場合は、Pre-store に必要なサンプルを記録する前にトリガを検出してしま
うことがあります。したがって、このオプションが On の場合は、トリガ・サンプルは、Prestore の要件を保証することができません。
通常の Timing analysis の場合には、Disable pre-fill period チェック・ボックスは表示されません。
通常の Timing analysis の場合には、pre-fill を無効にすることはできません。
Pre-store
“Show quick-setup toolbar”が Off の時、Triggering タブに Pre-store の設定コントロールが表示
されます。Pre-store では、トリガの前に記録するデータの量を決定します。

上記の例では、約 20%の GoLogic のメモリがトリガに先立って使用されます。0%の Pre-store
では、トリガがかかったデータが最初のデータとなります。100%の Pre-store では、トリガが
かかったデータが最後のデータとなります。
レベル・タブ
レベル・タブをクリックして、各シーケンス・レベルのパターンおよびアクション
を編集します。[Start level]は GoLogic 開始時の最初のアクティブ・レベルです。各
サンプルが捕捉されるとき、GoLogic ではアクティブ・レベルのトリガ・パターン
をデータと比較します。パターンがデータと一致した場合に、関連付けられたアク
ションが実行されます。詳細については、「シーケンス・ルール」のセクションを
参照してください。

ノーマル・パターン
ノーマル・パターンは、各レベルの最上部にある 2 つのリスト・ボックスから選択できます。

GoLogic では、ノーマル・パターンの「非検出」を検出することができるため、ドロップダウ
ン・リストには対応する NOT パターンも含まれています。入力データがパターンに一致しない
ときに、関連付けられたシーケンス・アクションを実行します。
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レベル・タイマ(タイミング解析時のみ)1
タイミング解析使用時には、各レベルの最初のトリガ・パターンの時間を決めることができま
す。

パターンが指定された時間だけ持続する場合にのみ、GoLogic により関連付けられたアクショ
ンが実行されます。このレベル・タイマと後述するエッジ・カウンタはハードウェア・リソー
スを共有するため、同時に使用することはできません。レベル・タイマが使用されているとき
は、エッジ・カウンタは無効になります。

クロック分解能の 2 倍より少ない値を指定した場合には、レベル・タイマは使用
されません。例えば、250 MHz のサンプリングで 4 ns のクロック分解能が使用
されている場合では、8 ns より少ない値を使用するとレベル・タイマが使用され
ません。
Edge イベント(タイミング解析時のみ)
タイミング解析使用時には、各レベルの 3 番目のリスト・ボックスで Edge イベントを選択する
ことができます。

Edge イベントは[Trigger]ウインドウの下で定義されています。Edge イベントの定義に関する詳
細は、「Step 3: Triggering」の章を参照してください。
AND events 2 and 3 together(タイミング解析時のみ)
通常 GoLogic では、入力データと各イベントをトップダウンの順番で比較し、最初に一致した
ものを実行します。[AND events 2 and 3]オプションを有効にすると、ノーマル・パターンと
エッジ・パターンが同時に発生するタイミングを検出できます。

Range イベント(ステート解析時のみ)
ステート解析の使用時には、各レベルの 3 番目のリスト・ボックスで Range イベントを選択す
ることができます。

1

付録の「レベル・タイマ/カウンタの限界値」には、各サンプリング・レ―トにおけるタイマの
最小値および最大値を示した表があります。
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GoLogic では、レンジの「非検出」を検出することができるため、リスト・ボックスには対応
する NOT レンジが含まれています。レンジは[Trigger]タブの下で定義されています。レンジの
定義についての詳細は、「Step 3: Triggering」の章を参照してください。
エッジ・カウンタ(タイミング解析時のみ)
各レベルのエッジ・イベントはカウントできます。指定された回数のエッジ・イベントが検出
されたときに、GoLogic により関連付けられたアクションが実行されます。エッジ・イベント
の「非検出」が検出された場合には、エッジ・カウンタはリセットされません。

2 未満の値を指定した場合は、エッジ・カウンタは使用されません。エッジ・カ
ウンタは 20 ビット値であり、220 (1,048,576)を超える値は指定できません。
エッジ・カウンタを使用した場合は、前述したレベル・タイマは使用できません。タイマと
エッジ・カウンタはハードウェア・リソースを共有しており、同時に使用することはできませ
ん。
レベル・カウンタ(ステート解析時のみ)
レベル・カウンタにより、ノーマル・パターンとレンジ・イベントをカウントすることができ
ます。指定された値までカウンタがインクリメントされたときに、GoLogic によりカウンタ・
アクションが実行されます。

2 未満の値を指定した場合は、レベル・カウンタは使用されません。レベル・カ
ウンタは 20 ビット値であり、220 (1,048,576)を超える値は指定できません。
Make counter global to all levels(ステート解析時のみ)
通常、シーケンス・レベルが開始するたびにカウンタはリセットされます。[Make counter
global]オプションを使用すると、シーケンスのレベルが変わってもカウンタ値が保持されます。

グローバル・タイマ2
グローバル・タイマ・コントロールは、任意のシーケンス・レベルで[Start global timer]アク
ションが使用されているときに表示されます。

グローバル・タイマを開始すると、設定した時間が過ぎると GoLogic によりアクションが実行
されます。グローバル・タイマは、いずれかのシーケンス・レベルで[Start global timer]アク
ションによって開始される必要があります。アクションが実行された後では、グローバル・タ
イマをリセットまたは再スタートさせることはできません。
トリガ・アクション
タイミング解析時には、以下のトリガ・アクションを使用することができます。
Trigger
Start global timer
Go to level n

2

付録の「グローバル・タイマの限界値」には、各サンプリング・レートにおけるタイマの最小
値と最大値を示した表があります。
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ステート解析では、レベル・カウンタを直接制御することができます。そのため、さらに多く
のトリガ・アクションを使用することができます。GoLogic では、ステート解析モード使用時
には、以下のシーケンス・アクションを実行することができます。
Trigger
Start global timer
Increment counter
Reset counter
Go to level n
Store options(ステート解析時のみ)
各レベルには以下のような[Store options...]ボタンがあります。

関連付けられたレベルにおいて、すべての入力サンプルを保存する、サンプルを保存しない、
または選択したトリガ・パターンに一致したサンプルのみ保存する、というオプションのいず
れかを選択することができます。

ユーザ定義シーケンスに関する規則
開始レベルは GoLogic 起動時の最初のアクティブ・レベルである必要があります。
各サンプルを捕捉するとき、GoLogic では、アクティブ・レベルのトリガ・パターンとデー
タを比較します。パターンが入力データと一致した場合には、関連付けられたアクションが
実行されます。
各レベルの最上位パターンが最も高い優先順位を持ちます。最下位パターンの優先順位は最
も低くなります。そのため、アクティブ・レベルのすべてのパターンがデータと一致する場
合には、最上位のアクションが実行されます。
シーケンスは最終的には「Trigger」アクションに到達しなければなりません。到達しない
場合は、手動で[Stop]ボタンを使用して GoLogic を停止させる必要があります。
[Start global action]が実行された後では、グローバル・タイマをリセットしたり、再スター
トさせることはできません。
シーケンスでのトリガの使用に関する規則
ノーマル・トリガ・パターンは、特定のレベルにおいてのみ使用することができます。
パターン 1 と 2 は、レベル 1 と 3 において使用可能。
パターン 3 と 4 は、レベル 2 と 4 において使用可能。
パターン 5 と 6 は、レベル 5 と 7 において使用可能。
パターン 7 と 8 は、レベル 6 と 8 において使用可能。
同様に、エッジとレンジ・イベントも特定のレベルにおいてのみ使用することができます。
エッジ 1 とレンジ 1 は、レベル 1 から 4 までにおいて使用可能。
エッジ 2 とレンジ 2 は、レベル 5 から 8 までにおいて使用可能。
これらの制限は、シーケンス・レベルを変更している間に GoLogic によるサンプリングが中断
されるのを防止するために課せられています。
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Repeat capture options
[Options] [Repeat capture options...]とメニューを選択して、[Repeat capture setup]ダイアロ
グ・ボックスを表示します。

Repeat mode
[Stop after each capture]がデフォルト・オプションです。データのダウンロードが終わると、
GoLogic は停止します。[Repeat until the 'Stop' button is pressed]オプションを選択すると、ダ
ウンロードが終了するたびに自動的に GoLogic を再スタートさせます。[Repeat until the
following count is reached]オプションの場合は、要求されたカウント数に達するまで、GoLogic
は自動的に再スタートされます。このオプションは、後述するように、捕捉するたびにファイ
ルに自動保存する場合に役立ちます。
Time delay between captures
[No delay between captures]がデフォルト・オプションです。[Delay by the following time
between captures]オプションを選択すると、捕捉するごとに一時停止します。これによって、
GoLogic が再スタートする前に、最新の捕捉データを検証することができます。

ユーザ定義パターン・エリア
Insert/Delete ボタン
列の挿入と削除を行います。各列の上にあるセットアップ・ボタンを使用して、チャンネル・
グループ、カラー、基数、ロードするシンボル・テーブルなどを選択できます。
Action リスト・ボックス
[Choose an action…]リスト・ボックスには、次のようなウインドウ・アクションがあります。
Clear active patterns
Clear all patterns
Reset all column widths
Delete all columns
View all channel groups
Edit all columns
トリガ名
各パターンには、このエリアで所定の名前を指定することができます。トリガ名は後でシーケ
ンス中で使用することができます。トリガ・パターンに意味のある名前を指定しておくと、
シーケンスの定義が簡単になります。
トリガ・パターン名の上でマウスをクリックすると、テキスト・ボックスが表示され、名前を
編集できます。名前を編集し終わったら、Return キーを押すか、またはエディット・ボックス
をクリックしてコントロールを閉じます。
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セットアップ・ボタン
セットアップ・ボタンをクリックして、列表示を設定します。Return キーとスペース・キーで
も、選択された列の表示を設定することができます。
セットアップ・ボタンでは、ドラッグ・アンド・ドロップ操作がサポートされています。列が
「浮き上がって」見えるまで、ボタン上でマウスのボタンを押したままにします。目的の位置
までマウスを水平に移動し、マウスの左ボタンを離します。
セットアップ・ボタンでは、列幅を調整することもできます。セットアップ・ボタンの右端に
マウスを移動します。カーソルの形が

アイコンに変わります。左ボタンを使用して、列幅を

ドラッグして調整します。 アイコンが表示されている間に右ボタンをクリックすると、デ
フォルトの列幅にリセットされます。
基数
このエリアには、各列の基数が表示されています。前述したセットアップ・ボタンで表示する
基数を設定します。
基数エリアでは、ドラッグ・アンド・ドロップ操作がサポートされています。列が「浮き上
がって」見えるまで、基数エリア上でマウスのボタンを押したままにします。目的の位置まで
マウスを水平に移動し、マウスの左ボタンを離します。
アクティビティ・インジケータ
有効にすると、各列の上にアクティビティ・インジケータが表示されます。列のアクティビ
ティ・インジケータ・エリアをクリックして、削除または編集する列を選択します。
アクティビティ・インジケータ・エリアでは、ドラッグ・アンド・ドロップ操作がサポートさ
れています。列が「浮き上がって」見えるまで、エリア上でマウスのボタンを押したままにし
ます。目的の位置までマウスを水平に移動し、マウスの左ボタンを離します。
アクティビティ・インジケータでは、その列の基数を使用します。文字「|」が表示されている
ときは、関連付けられた 1 つまたは複数のチャンネルの状態が変化しつつあることを示します。
それ以外の場合は、各ディジットにはチャンネルの状態が示されています。例えば、基数が 16
進数の列に「F」が表示されている場合があります。F のディジットは、関連付けられている 4
つのチャンネルが high の状態であることを示します。
ツールバーの
ボタンは、アクティビティ・インジケータを有効または無効にします。[Data]
[Show Activity Indicators...]メニュー項目でも、同じ動作を実行できます。
パターンの例
以下の例では、‘PodA’チャンネルがパターン 0000 と一致し、かつ‘PodB’チャンネルがパターン
1111 と一致するときに、‘trig1’パターンが検出されます。‘PodA’の最初の 4 つのチャンネルが
‘high’(他のチャンネルが任意の値でよい)のときに、‘trig2’パターンが検出されます。‘trig3’パター
ンは、チャンネルの任意の値で検出されます。
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ユーザ定義パターンに関する規則
パターン名には最大 127 文字を使用可能。
8 つのノーマル・パターンを定義可能。
各ディジットがチャンネルまたはチャンネルのグループを表します。ディジットが表してい
るチャンネルの番号は列の基数によって異なります3。16 進数のディジットは 4 つのチャン
ネルを、8 進数のディジットは 3 つのチャンネル、2 進数のディジットは 1 チャンネルを表
します。ASCIIディジットは 8 つのチャンネルを表します。
‘x’は「任意の(何でもよい)」ディジットを表します。このディジットに関連付けられたチャ
ンネルは任意の値で構わず、いずれの場合もパターンが一致します。‘x’しか持たないパター
ンは、すべての入力値と一致します。
列の基数で使用しない文字は許可されません。例えば、‘F’は 8 進数では使用することができ
ません。8 進数の列で‘F’を入力すると、8 進数ディジットの最大値である 7 に変換されてし
まいます。
10 進数ではチャンネル数は不確定です。そのため、10 進数を使用した列では「任意の」
ディジットを使用することはできません。
タイミング解析モード使用時には、2 つのエッジ・イベントを定義可能。
エッジ・イベントでは、 文字は「立ち上がりエッジ」を表します。チャンネルに立ち上が
りエッジがあるとき、エッジ・イベントが一致します。
エッジ・イベントでは、 文字は「立ち下がりエッジ」を表します。チャンネルに立ち下が
りエッジがあるとき、エッジ・イベントが一致します。
エッジ・イベントでは、 文字は「立ち上がり/立ち下がりエッジ」を表します。チャンネル
にいずれかのエッジがあるとき、エッジ・イベントが一致します。
ノーマル・パターンとは異なり、任意のチャンネルにおいて関連値と一致する場合に、エッ
ジ・イベントが検出されたとみなされます。例えば、エッジ・イベントがチャンネル A00
から A04 で「立ち上がりエッジ」を使用しているとすると、どのチャンネルで「立ち上が
りエッジ」が検出された場合にも、GoLogic ではトリガがかかります。4 つのチャンネルす
べてで同時に「立ち上がりエッジ」が検出される必要はありません。
ステート解析モード使用時には、2 つのレンジ・イベントを定義可能。
ハードウェア上の制限により、レンジ・イベントのサポートはチャンネル A00 から B15 ま
でに限られており、また昇順ビットが使用されている必要があります。つまり、A00 が最下
位ビット、B15 が最上位ビットになります。各レンジには下限と上限が定義されています。
入力値が下限以上で、かつ上限以下の場合に、一致したとみなされます。

不明確な‘?’ディジット
任意のディジット(x)は、すべての入力値に一致します。不明確なディジットの場合も複数の入
力値には一致しますが、すべての値ではありません。シンボル‘?’は不明確なディジットを表し
ます。どのような場合に「不明確」になるかを、以下で説明します。

3

最上位ディジットのチャンネル数は基数により規定される値を超えることはできません。例え
ば、7 チャンネル・グループに 2 つの 16 進数ディジットがあるとします。下位ディジットでは
4 つのチャンネル、上位ディジットでは残りの 3 つのチャンネルが表現されています。このとき、
下位ディジットには任意の 16 進数を指定することができますが、上位ディジットには 0 から 7
までの値しか使用できません。
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重なり合うチャンネル・グループ
‘group1’ではチャンネル A01 から A04 を使用しており、‘group2’ではチャンネル A04 から A07
までを使用しているとします。ここで、両方の列の初期値は共に任意の値ディジット(x)です。

両チャンネル・グループでは、チャンネル 4 を共有しています。そのため、一方のパターンを
変更すると、他方にも影響が及びます。‘group1’列に’F’を入力すると、‘group2’列にはシンボ
ル’?’が表示されます。

チャンネルが共有されているため、‘group2’列のビットが 1 か所変更されています。列の基数表
示をバイナリに変更すると、以下のように表示されます。

‘group2’列は任意の奇数値と一致するのがわかります。ただし、これらの値すべてを同時に表示
することはできません。そのため、パターンが不明確であることを示すのにシンボル‘?’が使用
されました。
基数の変更
不明確なパターンは、列の基数を低次から高次へと切り替えた場合にも生じる場合があります。
例えば、以下の‘group1’列の場合、[Triggers]タブにバイナリ表現で表示されているとします。列
には任意のディジット(x)が 1 つあります。

列の基数表現を 16 進数に変更すると、シンボル’?’が表示されてしまいます。

‘group1’列は入力値 3 または 7 に一致しますが、16 進数では両方のケースを同時に表示すること
ができません。そのため、パターンが不明確であることを示すのに‘?’が使用されています。

6-14

GoLogic™ by NCI

第7章 - Simple トリガの詳細
Simple トリガ・フォームは、ほとんどの作業を[WaveForm]ウインドウで行い、GoLogic の高度
なトリガ機能を使用する必要がないユーザのために提供されています。GoLogic は単一のイベ
ントが検出されたときにトリガします。Simple トリガ・フォームでのトリガ・パターンの規則
は、「Step 3: Triggering」の章で説明した内容と同じです。

WaveForm ウインドウ
[WaveForm]ウインドウのトリガ・パターン・エリアは、セットアップ・ボタンの右側にありま
す。

トリガ・パターン・エリア

波形ラインを展開することにより、各パターンのビットを個別に編集することができます。

パターン・ビット・ボタンをクリックして、‘high’、‘low’または‘don’t care’ (x)を選択します。

前の例では、16 進数ディジットで特定の値を持つのは 1 つのビットだけで、残りはすべて任意
のディジット(x)です。そのため、パターンはいくつかの値と一致します。そのような場合には、
不明確なディジットを表す‘?’が表示されます。不明確ディジットについての詳細は、「Step 3:
Triggering」の章の「不明確な‘?’ディジット」セクションを参照してください。
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パターン編集エリアに値を入力すると、個々のパターン・ビットも変更されます。

Pre-store
[Prestore]コントロールは、[Show quick-setup toolbar]オプションが無効になっている場合に、
[Triggering]タブに表示されます。Pre-store ではトリガ・サンプルの前に置かれるデータの量を
定義します。

上の例では、GoLogic のメモリ・デプスの約 20%にあたる量のデータをトリガ・サンプルの前
に置きます。0%の場合にはデータの最初のサンプルにトリガ・サンプルを置きます。100%を
指定すると、最後のサンプルにトリガを置きます。
時間設定付きトリガ
タイミング解析使用時には、タイマを使用したトリガが可能です。パターンが検出され、さら
に指定した時間の間それが継続した場合にのみ、GoLogic はトリガします。例えば、[trigger
must last]に 96 ns を指定した場合には、パターンが 96 ns 以上継続した場合にのみトリガがか
かります。

タイマはクロック分解能に従ってインクリメントされます。例えば、250 MHz
のサンプリング・レートではクロック分解能は 8 ns になります。そのため、
100 ns のタイマ値は 96 ns に切り捨てられます。同じように、50 MHz のサンプ
リング・レートが使用されている場合はクロック分解能が 20 ns になるため、
110 ns のタイマ値は 100 ns に切り捨てられます。
カウンタ付きトリガ
ステート解析の使用時には、カウンタを使用したトリガが可能です。指定した回数だけパター
ンが発生した場合にのみ、GoLogic はトリガします。例えば、[trigger must occur]ボックスに
100 を指定した場合には、パターンが 100 回検出した後にトリガがかかります。

一致するパターンが検出されない場合は、カウンタはゼロにリセットされませ
ん。GoLogic ではパターンの一致をすべてカウントし、設定値に達したときに
トリガします。カウンタをゼロにするには、別のレベルに移動し、再び元のレ
ベルに戻る必要があります。
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ドラッグ・トリガ
以下の図のように、「ドラッグ・トリガ」マウス・モード・ボタンをクリックして、ドラッ
グ・トリガ・モードに移行します。

次に、トリガとして使用したいデータ部分を囲むように選択し、マウスのボタンを離します。

親ラインを選択すると、その波形のすべてのチャンネルが追加されます。チャンネルを個別に
トリガするには、子の波形を選択する必要があります。ドラッグ・トリガが定義されていると
きには、未選択のチャンネルはすべて任意のディジット(x)でクリアされます。ドラッグ中に
Shift キーを押すと、未選択チャンネルをクリアすることなく新しいトリガ・ビットを追加でき
ます。

エッジ・トリガと Simple トリガ・モード
Simple トリガ・モードでタイミング解析を使用する場合、チャンネルが 1 つのチャンネル・グ
ループでは、標準のトリガ値のほかにエッジ・トリガを使用することができます。トリガ・
キャラクタをクリックして、[Don’t care]、[Channel high]、[Channel low]、[Rising edge]、
[Falling edge]または[Rising or falling edge]のいずれかを選択します。

すべてのノーマル・トリガ・パターンと、最低 1 つのエッジの一致が検出されたときに、トリ
ガがかかります。
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Show Numeric Trigger オプション
[Options] [Show Numeric Simple Trigger]メニュー項目を有効にすることにより、[Numeric]ウイ
ンドウを使用してトリガを定義できます。[Numeric]ウインドウのトリガ・パターン・エリアは
セットアップ・ボタンの上にあります。
トリガ・パターン・エリア

[Numeric]ウインドウでは、ドラッグ・トリガ・モードもサポートされています。以下の図のよ
うに、「ドラッグ・トリガ」マウス・モード・ボタンをクリックします。

次に、トリガとして使用したいデータ部分を囲むように選択し、マウスのボタンを離します。

ディジットを個別に選択して、それらのチャンネルでトリガします。列の基数はバイナリ表示
にする必要があります。上図の例では、“FFD”ディジットが選択されており、下位ディジットは
トリガ・パターンには使用されていません。ドラッグ・トリガが定義されているときには、未
選択チャンネルは任意のディジット(x)でクリアされます。ドラッグ中に Shift キーを押すと、未
選択チャンネルをクリアすることなく新しいトリガ・ビットを追加できます。
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第8章 - トリガに関するトラブルシューティング
GoLogic でトリガを実行できない場合は、以下の項目をチェックしてください。
チャンネルが正しく接続されているかを確認します。
グランド・チャンネルを最低 1 つは各ポッドから被試験回路のグランドに接続します。
スレッショールド・レベルが正しいかを確認します。
「NOT」トリガ・パターンの使用には注意してください。例えば、すべてが「x」というパ
ターンは、どのようなサンプルでも検出されてしまうため、すべて「x」の NOT パターンを
使用すると、決してトリガがかかりません。
スタート・シーケンス・レベルには、少なくとも 1 つのパターンが含まれている必要があり
ます。スタート・レベルが Unused の場合には、警告メッセージが表示されます。

同じレベルにジャンプするシーケンス・レベルを使用している場合、トリガはかかりません。

トリガがかかるようにするには、そのレベルの別のパターンでトリガ・アクションを使用す
るか、グローバル・タイマを開始させる必要があります。

Pre-store 条件の一致を保証するために、GoLogic ではトリガ検出器を有効にする前に事前
にメモリにデータを読み込みます。その間、ツールバーには“Pre-filling…”というメッセージ
が表示されます。この期間に被試験デバイスがトリガを出力した場合、GoLogic はデータを
捕捉しますが、トリガは発生しません。ツールバーに“Waiting for trigger”というメッセージ
が表示されるまで、被試験デバイスがトリガ・イベントを出力させるのを待つ必要がありま
す。GoLogic がトリガすると、“Triggered”が表示されて、ポストトリガ・データが捕捉され
ます。GoLogic は停止し、ポストトリガ・データが捕捉された後のデータをダウンロードし
ます。
事前読み込み期間中にトリガ・イベントが発生した場合には、GoLogic を手動で停止させる
ことができ、その場合、イベントはデータ中に残されています。ただし、トリガ・サンプル
は定義されておらず、デフォルトでゼロが設定されています。実際のトリガ・サンプルを検
出するには、トレース・データをサーチする必要があります。

[Disable pre-fill period]オプションを使用すると、[Go]ボタンが押されると同時に
トリガ検出器を有効にすることができます。詳細については、第 20 章
「Options」を参照してください。
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第9章 - Numeric ウインドウ
Numeric ウインドウでは、データが数値の列として表示されます。ツールバーの
ボタンを
押すと、Numeric ウインドウが表示されます。メニューの Window Numeric... と選ぶことでも
Numeric ウインドウが表示されます。

Numeric ウインドウは、 Use Numeric window が On のときのみ表示されます。
メニューの Options System Options... を選ぶことで、Use Numeric window の
機能を設定できます。
基数

セットアップ・

アクティビティ・
インジケータ

ボタン

ツール・バー

アクティブな
スクロール位置
サンプル

(囲まれた部分)

番号
測定
エリア
データ・エリア

データ・
スクロール・
バー

列スクロール・バー

ウインドウ・エリア
ツールバー・エリア
[Choose an action…]リスト・ボックスからは、以下のウインドウ・アクションが実行できます。
[Reset column widths] – すべての列にデフォルト幅を設定します。
[Delete all columns] – ウインドウ内のすべての列を削除します。
[View all channel groups] – ウインドウがクリアされ、[Setup]ウインドウの[Channel groups]
タブで定義されたチャンネル・グループを表示するように、自動的に設定されます。
[Edit all columns...] – 設定の変更を適用して、ウインドウ内のすべての列に反映されるよう
にします。
[Edit window options…] – 詳細については「Numeric window options」のセクションを参照
してください。
上部ツールバー・ボタンでは、以下のアクションを実行できます。
選択した列の左側に新しい列を挿入します。
選択した列を削除します。
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下部ツールバー・ボタンでは、マウス・ボタンの動作を定義します。
赤/青のマーカを移動。左右のマウス・ボタンで、それぞれ赤と青のマーカを移動し
ます。
黄/ピンクのマーカを移動。左右のマウス・ボタンで、それぞれ黄とピンクのマーカ
を移動します。
オレンジ/緑のマーカを移動。左右のマウス・ボタンで、それぞれオレンジと緑の
マーカを移動します。
ドラッグによるスクロール。左ボタンを使用して、データを左右上下にドラッグし
ます。
ドラッグ・トリガ。左ボタンで、アクティブなトリガ・パターンに使用するデータ
値を選択します。ドラッグ・トリガが定義されている場合は、未選択チャンネルは
すべて任意のディジット(x)でクリアされます。ドラッグ中に Shift キーを押すと、
未選択チャンネルをクリアすることなく新しいトリガ・ビットを追加できます。
測定エリア
このエリアには、マーカ間の時間が表示されます。赤いマーカのラインには、 アイコンが表示
されます。青いマーカのラインには、 アイコンが表示されます。また、トリガ・マーカのライ
ンには、 アイコンが表示されます。
[Show time between markers]オプションが有効な場合にのみ、測定エリアが表示されます。ウ
インドウ・オプションの詳細については、「Numeric window options」のセクションを参照して
ください。
サンプル番号
このエリアにはサンプル番号が表示されます。サンプル番号は、0〜捕捉されたサンプル数から
1 を引いた数字の範囲です。トレースおよび基準データが開かれている場合には、データが変化
するとトリガ・サンプルが調整されます。その場合は、このエリアに表示されたサンプル番号
には、どのサンプル番号も反映されていない可能性があります。ツールバーには、データにあ
るサンプルの番号が表示されています。
セットアップ・ボタン
セットアップ・ボタンには、列のチャンネル・グループ名が表示されています。チャンネル・
グループ名の先頭には、以下のようなデータのタイプを示す文字が付けられています。
トレース・データには接頭辞なし。
基準データには接頭辞「¾」を使用。
「トレース vs.基準」には接頭辞「#」を使用。
「基準 vs.トレース」には接頭辞「@」を使用。
セットアップ・ボタンをクリックして、列表示を設定します。Return キーおよびスペース・
キーを使用した場合にも、選択された列の表示を設定することができます。
セットアップ・ボタンでは、ドラッグ・アンド・ドロップ操作がサポートされています。列が
「浮き上がって」見えるまで、ボタン上でマウスのボタンを押したままにします。目的の位置
までマウスを水平に移動し、マウスの左ボタンを離します。
セットアップ・ボタンでは、列幅を調整することもできます。セットアップ・ボタンの右端に
マウスを移動します。カーソルの形が

アイコンに変わります。左ボタンでドラッグして、列

幅を調整します。 アイコンが表示されている間に右ボタンをクリックすると、デフォルトの
列幅にリセットされます。
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アクティビティ・インジケータ1
このエリアには、アクティビティ・インジケータが表示されます。列のアクティビティ・イン
ジケータ・エリアをクリックして、削除または編集する列を選択します。
アクティビティ・インジケータ・エリアでは、ドラッグ・アンド・ドロップ操作がサポートさ
れています。列が「浮き上がって」見えるまで、エリア上でマウスのボタンを押したままにし
ます。目的の位置までマウスを水平に移動し、マウスの左ボタンを離します。
アクティビティ・インジケータでは、その列の基数を使用します。文字「|」が表示されている
ときは、関連付けられた 1 つまたは複数のチャンネルの状態が変化しつつあることを示します。
それ以外の場合は、各ディジットでは、チャンネルの状態を示しています。例えば、基数が 16
進数の列に「F」が表示されている場合があります。F のディジットは、関連付けられている 4
つのチャンネルが high の状態であることを示します。
ツールバーの
ボタンは、アクティビティ・インジケータを有効または無効にします。[Data]
[Show Activity Indicators...]メニュー項目でも、同じ動作を実行できます。
データ・エリア
このエリアには、トレースおよび基準データが表示されます。データ・エリアで左ボタンをク
リックして、赤いマーカを移動します。右ボタンをクリックして、青いマーカを移動します。
マウスと同時に Ctrl キーを使用して、データおよび列の位置をドラッグすることができます。
データ・エリアにマウスがあるときに Ctrl キーを押すと、カーソルが
アイコンに変わります。
Ctrl キーを押しながらデータ・エリアで左ボタンをクリックすることにより、列を左右上下にド
ラッグできます。この機能は、カーソル・キーやスクロール・バーを使用するよりも便利な場
合があります。
アクティブなスクロール位置
ウインドウの中心にはアクティブなスクロール位置があり、強調表示のための輪郭線で囲まれ
ています。このバッファ位置は、[WaveForm]ウインドウの中心位置と対応しています。
データ・スクロール・バー
データ・スクロール・バーは基本的には標準のスクロール・バーと同じですが、マーカ位置が
表示され、ウインドウ内の表示可能なデータを表すことができ、より多くのボタンがある点で
標準とは異なります。
前のブックマーク

前のサンプル
(スクロール・アップ)

表示インジケータ

アイコンをクリックして
マーカ/ブックマーク
をスクロール

次のサンプル
(スクロール・ダウン)
次のブックマーク

1

アクティビティ・インジケータが有効な場合にのみ表示されます。
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前/次のブックマーク
トレース・データに少なくとも 1 つのブックマークが含まれている場合に、これらのボタンが
表示されます。トレース・データへのブックマークの配置に関する詳細については、「測定の
実行」の「ブックマーク」のセクションを参照してください。
前/次のサンプル
前/次のサンプルにスクロールするボタンです。
表示インジケータ
表示インジケータを上下にドラッグして、データをスクロールします。インジケータの上下の
部分をクリックすると、ページ単位でウインドウをスクロールします。この点では、表示イン
ジケータは通常のスクロール・バーのドラッグ・ボタンと同じような機能を持ちます。
ただし、表示インジケータの場合、ウインドウ内に表示可能なデータを表すこともできます。
捕捉されたデータが少なく、ウインドウに多くのデータのラインがあれば、表示インジケータ
は縦長になり、より多くのデータを一度に表示できるようにします。

捕捉されたデータ量が多く、表示可能なデータのラインが少なければ、表示インジケータは短
くなります。

ただし、表示インジケータは標準のスクロール・バー・ボタンより短くなることはありません。
そのため、表示インジケータを常にドラッグ可能な状態に維持することができます。実際の
ズーム・レベルが表示インジケータの高さより短い場合は、以下のように内部に点線が表示さ
れます。これらの線によって、ウインドウの実際の上端と下端を表しています。

表示インジケータを使用すると、マーカの位置をスクロール・バー上に表示することができる
ので、マーカまたはブックマークへのスクロールが簡単になります。ほとんどの場合、表示可
能なデータを単一のピクセル線によって表せるだけの必要なデータが捕捉されます。

ズームされた状態では、表示インジケータをマーカやブックマークにドラッグするのが不可能
になる場合があります。そのような場合には、データ・スクロール・バーの右側にあるマーカ/
ブックマーク・アイコンをクリックして、マーカにジャンプします。

列の調整
ドラッグ・アンド・ドロップ操作によって、列の配列を調整することができます。
列のアクティビティ・インジケータ、基数またはセットアップ・ボタンの上にマウスを移動
します。
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左ボタンを押したままにして、列をピックアップします。列が「浮き上がって」見えるまで
数秒間セットアップ・ボタンを押し続ける必要があります。
左ボタンを押したまま、マウスを目的の場所までドラッグします。垂直線によって、列の挿
入ポイントが示されます。
ボタンを離して、列を挿入します。

列セットアップ
セットアップ・ボタンをクリックして、列の表示を設定します。

Channels
既存のチャンネル・グループ([Channel groups]タブで定義済み)、個別のチャンネル、または時
間に関連する表示オプションのいずれかを選択できます。
[Relative Time]は、サンプルごとの経過時間を表示します。ただし、サンプル・ゼロの経過
時間は知ることができません。そのため、サンプル・ゼロの経過時間は常にゼロと表示され
ます。
[Cumulative Time]は、トリガ・サンプルからの経過時間を表示します。負の時間値の場合、
それがトリガ・サンプルより前のサンプルであることを示します。正の時間値はトリガ・サ
ンプルより後です。トリガ・サンプルにはサンプル・ゼロの累積時間が含まれます。
Filter displayed data...
[Filter displayed data..]ボタンをクリックして、列データのフィルタとして使用するトリガ・パ
ターンを選択します。1 つまたは複数の選択されたパターンと一致するデータは、列の標準色で
表示されます。選択されたパターンに一致しないデータは、褪色した色調で区別して表示され
ます。
データ
選択されたデータが開かれていない場合には、列は空白になります。
[Trace data]では、列にトレース・データが表示されます。
[Reference data]では、列に基準データが表示されます。
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[Trace vs. reference]では、列にトレース・データが表示され、基準データと異なるディジッ
トがハイライト表示されます。
[Reference vs. trace]では、列に基準データが表示され、トレース・データと異なるディ
ジットがハイライト表示されます。
Base
チャンネル・グループは選択した基数で表示されます。基数は[Relative Time]および[Cumulative
Time]オプションには影響しません。
符号付き 10 進数値の場合、チャンネル・グループの最上位ビットが high のとき負になります。
下位ビットはそのまま表示され、値にはマイナス記号が付きます。
2 の補数も、チャンネル・グループの最上位ビットが high のとき負になります。ただし、2 の補
数を得るには、すべてのビットを補数表現にして 1 を加えます。2 の補数はコンピュータ内部で
よく使用されている標準的な符号付き整数型です。
シンボル・テーブルがロードされている場合は、「シンボル + オフセット・ベース」形式が使
用できます。シンボル + オフセット・ベース形式では、各サンプルをシンボル・テーブルと比
較します。一致した値はシンボルの文字列に置換されます。一致しない値は、最も近いシンボ
ルと 16 進数のオフセット値で表示されます。
Color
暗い背景色を使用しているときは、列に色を割り当てることができます。明るい背景色が使用
されている場合には、列の色は強制的に黒になります。背景色の変更方法については、
「Options」の章を参照してください。
Symbol table ボタン
列にはシンボル・テーブルをロードすることができます。シンボル・テーブルと一致した値は
シンボルに置換されます。一致しない値は通常は選択された基数で表示されます。ただし、列
が「シンボル + オフセット」形式の基数表示を使用している場合は、一致しない値は最も近い
シンボルと 16 進数のオフセット値で表示されます。
Apply Changes ボタン
[Apply Changes]ボタンはダイアログを閉じずに現在の設定値を適用します。そのため、いくつ
かの列では、非常にすばやく編集することができます。列に変更を適用した後に、新しい列の
セットアップ・ボタンをクリックします。ダイアログ・ボックスに新しい列のセットアップが
表示されます。列の設定を編集し、同じように[Apply Changes]ボタンを使用して変更を適用し
ます。
Done ボタン
[Done]ボタンは現在の設定値を適用し、ダイアログ・ボックスを閉じます。

Numeric window options
[Edit window options...]アクションを選択すると、[Numeric]ウインドウの動作をカスタマイズで
きます。
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Display options
[Show time between marker measurements]は、サンプル番号の左側にグラフィカルなブラケッ
トを表示し、マーカ間の経過時間を示します。
[Show entire time stamp resolution]をオンにすると、タイム・スタンプ値の 10 進表示の右側に、
端数の有効ディジットをすべて表示します。オフの場合には、必要に応じて 10 進数有効ディ
ジットを 2 桁分表示します。
Export options
[Minimize file size when saving to a text file]は、可能な限りサイズの小さなテキスト・ファイル
を作成します。
[Omit sample numbers when saving to a text file]で、サンプル番号を付けずにテキスト・ファイ
ルに保存します。
Force uniform time-units when saving to a text file]は、Microsoft Excel™のような表計算ソフトに
ロードするテキスト・ファイルを作成する場合に役立ちます。テキスト・ファイルのエクス
ポートでは、単位にナノ秒を使用します。このオプションを無効にした場合は、各サンプルに
は精度を犠牲にすることなく、出力されるディジット数が最小になるような単位を使用します。

データのテキスト・ファイルへのエクスポート
ツールバーの
ボタンを使用すると、[Numeric]ウインドウの内容をテキスト・ファイルに保
存できます。[File] [Export to text file]メニューの[Numeric window...]を使用した場合にも、
[Numeric]ウインドウの内容をテキスト・ファイルに保存します。ウインドウの内容をテキス
ト・ファイルにエクスポートすることにより、データを他のプログラムにロードすることがで
きます。テキスト・ファイルは、ほとんどの解析プログラムは表計算ソフトにインポートでき
ます。
テキスト・ファイルの形式は、[Numeric]ウインドウの表示と同じになります。テキストの列は、
ウインドウの列設定を使用して調整されます。解析プログラムは表計算ソフトの多くは 10 進数
値だけを読み込むため、テキスト・ファイルを保存する前に列の基数は 10 進数に設定されます。
[Edit] [Change All...]メニューの[Numeric Columns...]を選択すると、すべての列が 10 進数表示
に変更されます。

警告: テキスト・ファイルのサイズは各列の文字数、列数、およびデータのサン
プル数に依存します。512K 以上のサンプルをテキスト・ファイルに保存した場
合には、50M バイト以上のサイズになってしまいます。ファイル・サイズを小
さくするには、[Numeric]ウインドウの不必要な列を削除し、すべての列で 16
進数を使用するようにします。
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Simple トリガ・フォーム
[Options] [Show Numeric Simple Trigger]メニュー項目が有効な場合は、[Numeric]ウインドウの
Simple トリガ・フォームが表示されます。
トリガ・パターン・エリア

GoLogic では、データをメモリに読み込み、入力データがこのエリアに設定したパターンと一
致するときに読み込みを停止します。パターンには、[Trigger must last]タイマを使用して時間
を設定することができます。[Pre-store]コントロールを使用してパターンをデータ中に位置付け
ます。Simple トリガ・フォームの使用についての詳細は、「Simple トリガ・フォーム」の章を
参照してください。
ドラッグ・トリガ
以下のように、ドラッグ・トリガ・モード・ボタンをクリックします。

次に、トリガとして使用したいデータ部分を囲むように選択し、マウスのボタンを離します。

ディジットを個別に選択して、それらのチャンネルでトリガします。列の基数はバイナリ表示
にする必要があります。上図の例では、“FFD”ディジットが選択されており、下位ディジットは
トリガ・パターンには使用されていません。ドラッグ・トリガが定義されているときには、未
選択チャンネルは任意のディジット(x)でクリアされます。ドラッグ中に Shift キーを押すと、未
選択チャンネルをクリアすることなく新しいトリガ・ビットを追加できます。

エッジ・トリガと Simple トリガ・モード
Simple トリガ・モードでタイミング解析を使用するとき、チャンネルが 1 つのチャンネル・グ
ループでは、標準のトリガ値のほかにエッジ・トリガを使用することができます。トリガ・
キャラクタをクリックして、[Don’t care]、[Channel high]、[Channel low]、[Rising edge]、
[Falling edge]または[Rising or falling edge]のいずれかを選択します。
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すべてのノーマル・トリガ・パターンと、最低 1 つのエッジの一致が検出されたときに、トリ
ガがかかります。
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第10章 - WaveForm ウインドウ
[WaveForm]ウインドウには、トレース・データがタイミング・ダイアグラムおよびグラフとし
て表示されます。このウインドウにはデジタル・ストレージ・オシロスコープからインポート
されたデータも表示されます。ツールバーの
ボタンを使用して、[WaveForm]ウインドウを
表示します。[Window WaveForm..]メニュー項目を選択しても構いません。

[Use WaveForm window]または Simple トリガ・フォームが有効な場合にのみ
[WaveForm]ウインドウが表示されます。[Options] [System Options...]メニュー
項目を選択して、[Use WaveForm window]機能を有効にします。

ツール・バー

セットアップ・ボタン

測定エリア

データ・
エリア

アクティビティ・
インジケータ
ライン・
スクロール・バ―

データ・
スクロール・
バー
マーカ値

ウインドウ・エリア
ツールバー・エリア
[Choose an action…]リスト・ボックスを使用して、以下のアクションが実行できます。
[Edit custom zoom level…] – カスタム・ズーム・レベルを定義します。
[Toggle link markers] – リンクされている場合には赤と青のマーカを固定間隔に維持しま
す。
[Reset all line heights] – すべてのラインをデフォルトの高さに設定します。
[Delete all lines] – ウインドウ中のすべてのラインを空白にします。
[View all channel groups] – ウインドウがクリアされ、[Setup]ウインドウの[Channel groups]
タブで定義されたチャンネル・グループを表示するように、自動的に設定されます。
[Edit all lines] – 設定の変更を適用して、ウインドウのすべての波形ラインに反映されるよう
にします。
[Edit window options…] – 詳細については、「WaveForm window options」のセクションを
参照してください。
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上部ツールバー・ボタンでは、以下のアクションを実行できます。
選択したラインの上に新しいラインを挿入します。
選択したラインを削除します。
ズーム・イン(拡大)
ズーム・アウト(縮小)
全体をズーム。ウインドウ内に全データが表示されるようにズーム・レベルを設定
します。
前のズーム・レベル。前のズーム・レベルに移動し、その位置にスクロールしま
す。
下部ツールバー・ボタンでは、マウス・ボタンの動作を定義します。
赤/青のマーカを移動。左右のマウス・ボタンで、それぞれ赤と青のマーカを移動し
ます。
黄/ピンクのマーカを移動。左右のマウス・ボタンで、それぞれ黄とピンクのマーカ
を移動します。
オレンジ/緑のマーカを移動。左右のマウス・ボタンで、それぞれオレンジと緑の
マーカを移動します。
ドラッグによるズーム。データ上で左ボタンを使用してズームを実行します。
ドラッグによるスクロール。左ボタンを使用して、データを左右上下にドラッグし
ます。
ドラッグ・トリガ。左ボタンで、アクティブなトリガ・パターンに使用するデータ
値を選択します。ドラッグ・トリガが定義されている場合は、未選択チャンネルは
すべて任意のディジット(x)でクリアされます。ドラッグ中に Shift キーを押すと、
未選択チャンネルをクリアすることなく新しいトリガ・ビットを追加できます。
最後に、Simple トリガ・フォームを使用するときには、2 つのトリガ履歴ボタンが表示されま
す。GoLogic が開始されるたびに、アクティブなトリガ・パターンが履歴リストに追加されま
す。最大 10 個のパターンがリストに保存されます。これらのトリガ履歴ボタンを使用すること
により、別のパターンをすばやく選択することができます。
前のトリガ: GoLogic の実行に使用したパターンのうち、履歴の 1 つ前のパターンが
ロードされます。パターンが履歴リストに追加されるのは、[Go]ボタンが押された
ときのみであることに注意します。
次のトリガ: GoLogic の実行に使用したパターンのうち、履歴の次のパターンがロー
ドされます。
セットアップ・ボタン
セットアップ・ボタンには、各ラインのチャンネル・グループ名が表示されています。チャン
ネル・グループ名には、以下のようなデータ・タイプを表す接頭辞が付けられています。
トレース・データには接尾辞なし。
基準データには接頭辞「¾」を使用。
基準データによる XOR トレースには接頭辞「#」を使用。
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親ラインにのみセットアップ・ボタンがあります。セットアップ・ボタンをクリックして、ラ
インを編集します。Return キーおよびスペース・キーを使用した場合にも、選択ラインを編集
できます。
セットアップ・ボタンでは、ドラッグ・アンド・ドロップ操作がサポートされています。ライ
ンが「浮き上がって」見えるまで、ボタン上でマウスのボタンを押したままにします。目的の
位置までマウスを垂直に移動し、マウスの左ボタンを離します。
セットアップ・ボタンでは、ラインの高さを調整することもできます。セットアップ・ボタン
の端にマウスを移動します。カーソルの形が

アイコンに変わります。左ボタンでドラッグし

て、ラインの高さを調整します。 アイコンが表示されている間に右ボタンをクリックすると、
デフォルトの高さにリセットされます。
測定エリア
このエリアには、マーカ間の時間が表示されます。赤いマーカの位置には、 アイコンが表示さ
れます。青いマーカの位置には、 アイコンが表示されます。また、トリガ・マーカの位置には、
アイコンが表示されます。
測定エリアには複数の測定タイプを表示することができます。「WaveForm window options」
のセクションで、アクティブなマーカ測定を選択する方法を説明します。

タイミング測定では、マーカは常にトレース・データのタイム・スタンプ情報
を使用します。ただし、基準データだけが開かれている場合には、基準データ
のタイム・スタンプ情報を使用します。
データ・エリア
このエリアには、ダイアグラム、グラフおよびスコープ波形が表示されます。データ・エリア
で左ボタンをクリックして、赤いマーカを移動します。右ボタンをクリックして、青いマーカ
を移動します。

time/div の波形スタイルを使用した場合、経過時間がゼロなので、最初のサンプ
ルは表示されません。「測定の実行」の章で、最初のサンプルの経過時間がゼ
ロになる理由について説明しています。
マウスと同時に Ctrl キーを使用して、データおよび列の位置をドラッグすることができます。
データ・エリアにマウスがあるときに Ctrl キーを押すと、カーソルが
アイコンに変わります。
Ctrl キーを押しながらデータ・エリアで左ボタンをクリックすることにより、列を左右上下にド
ラッグできます。この機能は微妙なスクロール調整が可能なため、カーソル・キーやスクロー
ル・バーを使用するよりも使いやすい場合があります。
アクティビティ・インジケータ1
このエリアには、アクティビティ・インジケータが表示されます。ラインのアクティビティ・
インジケータ・エリアをクリックして、削除または編集するラインを選択します。アクティビ
ティ・インジケータ・エリアでは、ドラッグ・アンド・ドロップ操作がサポートされています。
ラインが「浮き上がって」見えるまで、エリア上でマウスのボタンを押したままにします。目
的の位置までマウスを垂直に移動し、マウスの左ボタンを離します。
親ラインの場合、アクティビティ・インジケータでは、そのラインの基数を使用します。文字
「|」が表示されているときは、関連付けられた 1 つまたは複数のチャンネルの状態が変化しつ
つあることを示します。それ以外の場合は、各ディジットではチャンネルの状態が示していま
す。例えば、基数が 16 進数の列に「F」が表示されている場合があります。F のディジットは、
関連付けられている 4 つのチャンネルが high の状態であることを示します。

1

アクティビティ・インジケータが有効な場合にのみ表示されます。
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子ラインの場合には、アクティブ・インジケータは各チャンネルの状態を示します。
High
Low
信号変化
ツールバーの
ボタンは、アクティビティ・インジケータを有効または無効にします。
[Data] [Show Activity Indicators...]メニュー項目でも、同じ動作を実行できます。
マーカ値
マーカ値エリアには、以下のいずれかの値が表示されます。
各マーカの位置の値。各マーカでの立ち上がりエッジ、立ち下がりエッジ、high または low
トークンが表示されます。
マーカ間のトランジションの数
マーカ間の立ち上がりエッジの数
マーカ間の立ち下がりエッジの数
マーカ間の high パルスの数
マーカ間の low パルスの数
マーカ間のデューティー・サイクル。デューティー・サイクルは、high データと low データ
の量を比率で表現したものです。例えば、マーカ間のすべての low データが 0%のデュー
ティー・サイクルであれば、high データは 100%ということになります。[WaveForm]ウイ
ンドウが time/div で表示されているときには、デューティー・サイクルは high 時間と low
時間の比率ということになります。同様に、samples/div で表示されていれば、デュー
ティー・サイクルは high サンプル数と low サンプル数の比率になります。
アクティブなマーカ値の選択方法については、「WaveForm window options」のセクションで
説明しています。

親波形、グラフおよびスコープ波形では、マーカ値はサポートされません。そ
のため、マーカ値は単一チャンネルの波形でのみ表示されます。実際、ウイン
ドウに単一チャンネル波形が存在しない場合には、マーカ値エリアは表示され
ません。
ライン・スクロール・バー
波形ラインを上下にスクロールするための垂直スクロール・バー。
データ・スクロール・バー
基本機能は標準のデータ・スクロール・バーと同じですが、マーカ位置が表示され、ウインド
ウ内の表示可能なデータを表すことができ、より多くのボタンがある点で標準とは異なります。
前の区分(左スクロール)

次の区分(右スクロール)

前のブックマーク
次のブックマーク

前のトランジション

アイコンをクリックし
表示インジケータ

マーカ/ブックマークを
スクロール
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前/次のブックマーク
トレース・データに少なくとも 1 つのブックマークが含まれている場合に、これらのボタンが
表示されます。トレース・データへのブックマークの配置に関する詳細については、「測定の
実行」の「ブックマーク」のセクションを参照してください。
前/次の区分
スクリーン上の前/次の区分にスクロールするボタンです。
前/次のトランジション
データ上の前/次のトランジションにスクロールするボタンです。
表示インジケータ
表示インジケータを上下にドラッグして、データをスクロールします。インジケータの左右の
部分をクリックすると、ページ単位でウインドウをスクロールします。この点では、表示イン
ジケータは標準のスクロール・バーのドラッグ・ボタンと同じような機能を持ちます。
ただし、表示インジケータの場合、ウインドウ内に表示可能なデータを表すこともできます。
ウインドウのズーム・アウトに伴い、表示インジケータの幅が広くなり、より多くのデータを
一度に表示できるようにします。

ズームが接近すると、表示インジケータの幅が狭くなります。

ただし、表示インジケータは標準のスクロール・バー・ボタンより狭くなることはありません。
そのため、表示インジケータを常にドラッグ可能な状態に維持することができます。実際の
ズーム・レベルが表示インジケータの幅より狭い場合は、以下のように内部に点線が表示され
ます。これらの線によって、ウインドウの実際の左端と右端を表しています。

表示インジケータを使用すると、マーカの位置をスクロール・バー上に表示することができる
ので、マーカまたはブックマークへのスクロールが簡単になります。ただし、極端にズーム・
インしている場合には、表示データ全体が単一ピクセルの線によって表現されている可能性が
あります。

極端にズームされた状態では、表示インジケータをマーカやブックマークにドラッグするのが
不可能になる場合があります。そのような場合には、データ・スクロール・バーの右側にある
マーカ/ブックマーク・アイコンをクリックして、マーカにジャンプします。

ラインの調整
ドラッグ・アンド・ドロップ操作によって、ラインを調整することができます。
ラインのアクティビティ・インジケータ、チャンネル値またはセットアップ・ボタンの上に
マウスを移動します。
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左ボタンを押したままにして、ラインをピックアップします。ラインが「浮き上がって」見
えるまで、数秒間セットアップ・ボタンを押し続ける必要があります。
左ボタンを押したまま、マウスを目的の場所までドラッグします。水平線によって、ライン
の挿入ポイントが示されます。
ボタンを離して、列を挿入します。
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WaveForm ラインのセットアップ(トレース・データ)
セットアップ・ボタンをクリックして、ラインの表示を設定します。ラインで表示するデー
タ・タイプによって、最初に表示されるセットアップ・ダイアログ・ボックスが異なります。

Data
利用できるデータ・タイプは常に同じです。[Trace data]を選択すると、上図のようなトレー
ス・データのダイアログ・ボックスが表示されます。[Scope data]を選択すると、後で説明する
スコープ・データのダイアログ・ボックスが表示されます。選択されたデータが開かれていな
い場合には、ラインは空白になります。
[Trace data]では、ラインにトレース・データが表示されます。
[Reference data]では、ラインに基準データが表示されます。
[XOR trace with reference]では、トレース・データを基準データと比較します。結果の波形
が low であればデータは一致しており、high であれば異なっています。
[Scope data]では、別のデジタル・ストレージ・オシロスコープから捕捉されたデータが表
示されます。アナログ・データはスコープ・データ・ファイルから、またはシリアル・ポー
トを使用して直接デジタル・ストレージ・オシロスコープからダウンロードすることができ
ます。サポートされているスコープ・ファイル形式については、「オシロスコープのデー
タ」の章を参照してください。
Base
親ラインのダイアグラム内部の値は選択された基数で表示されます。選択した基数は、子ライ
ンやスコープ波形には影響しません。
符号付き 10 進数値の場合、チャンネル・グループの最上位ビットが high のとき負になります。
下位ビットはそのまま表示され、値にはマイナス記号が付きます。
2 の補数も、チャンネル・グループの最上位ビットが high のとき負になります。ただし、2 の補
数を得るには、すべてのビットを補数表現にして 1 を加えます。2 の補数はコンピュータ内部で
よく使用されている標準的な符号付き整数型です。
シンボル・テーブルがロードされている場合は、「シンボル + オフセット・ベース」形式が使
用できます。シンボル + オフセット・ベース形式では、各サンプルをシンボル・テーブルと比
較します。一致した値はシンボルの文字列に置換されます。一致しない値は、最も近いシンボ
ルと 16 進数のオフセット値で表示されます。
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Color
暗い背景色を使用しているときは、列に色を割り当てることができます。明るい背景色が使用
されている場合には、列の色は強制的に黒になります。背景色の変更方法については、
「Options」の章を参照してください。
Channels
既存のチャンネル・グループを選択するか([Channel groups]タブで定義済み)、または[New
Channel Group Wizard…]ボタンを使用して表示する新しいチャンネル・グループを定義します。
Line type
[Timing diagram]を選択すると、値を離散タイミング・ダイアグラムとして表示します。値
が非ゼロの部分に high ラインが描画され、ゼロの部分には low ラインが描画されます。
[Graph]を選択すると、垂直軸にフィールド値、水平軸にサンプル番号を使用したグラフを
表示します。データは、符号なし整数値、符号付き整数値または符号付き 2 の補数値のいず
れかでグラフ化できます。
Symbol table ボタン
列にはシンボル・テーブルをロードすることができます。シンボル・テーブルと一致した値は
シンボルに置換されます。一致しない値は通常は選択された基数で表示されます。ただし、列
が「シンボル + オフセット」形式の基数表示を使用している場合は、一致しない値は最も近い
シンボルと 16 進数のオフセット値で表示されます。
View options
[Show reference data beneath this waveform]オプションを選択すると、ラインに別のトレース
波形を重ねて表示します。下の波形は点線で表示され、上の波形と区別することができます。
このオプションは 2 つのトレース捕捉を比較して表示するのに役立ちます。
[Hide this waveform]オプションでは、波形を非表示にします。
[Hide the waveform's values]オプションでは、親波形の内側の数値を非表示にします。
[Hide parent waveform when expanded]オプションでは、子波形を表示しているときに、親ライ
ンを非表示にします。
Apply Changes ボタン
[Apply Changes]ボタンはダイアログを閉じずに現在の設定値を適用します。そのため、いくつ
かのラインでは、非常にすばやく編集することができます。ラインに変更を適用した後に、新
しいラインのセットアップ・ボタンをクリックします。ダイアログ・ボックスに新しいライン
のセットアップが表示されます。ラインの設定を編集し、同じように[Apply Changes]ボタンを
使用して変更を適用します。
Done ボタン
[Done]ボタンは現在の設定値を適用し、ダイアログ・ボックスを閉じます。
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WaveForm ラインのセットアップ(スコープ・データ)
セットアップ・ボタンをクリックして、ラインの表示を設定します。[Scope data]を選択すると、
セットアップ・ダイアログ・ボックスの表示が変化します。

Data
利用できるデータ・タイプは常に同じです。[Scope data]を選択すると、上図のようなトレー
ス・データのダイアログ・ボックスが表示されます。[Trace data]を選択した場合については前
述しました。
ScopeLink™ setup…
このボタンをクリックすると、ScopeLink™セットアップ・ダイアログ・ボックスが表示されま
す。すべての WaveForm ウインドウのラインで同じスコープ接続が使用されます。GoLogic™
ソフトウェアで使用するデジタル・ストレージ・オシロスコープについての詳細は、「オシロ
スコープのデータ」の章で説明しています。
Probe
ラインに表示するスコープのチャンネルを選択します。GoLogic ソフトウェアでは、最大 4 つ
の標準オシロスコープ・チャンネルと 4 つの波形演算をサポートしています。ScopeLink™でス
コープが選択されていない場合は、8 つのスコープ・チャンネルすべてがリストされます。ス
コープの接続が定義されると、スコープがサポートしているチャンネルおよび波形演算のみが
リストされるようになります。
Color
暗い背景色を使用しているときは、列に色を割り当てることができます。明るい背景色が使用
されている場合には、列の色は強制的に黒になります。背景色の変更方法については、
「Options」の章を参照してください。
Threshold line
スレッショールド電圧レベルを示す点線を、以下のレベルを使用してライン上に表示すること
ができます。
[Hide threshold line]: スレッショールド・ラインを非表示にします。
[Show Pod A and C threshold]: Pod A および C のスレッショールド・レベルを表示します。
[Show Pod B and D threshold]: Pod B および D のスレッショールド・レベルを表示します。
[TTL threshold line]: +1.45 ボルトにスレッショールド・ラインを表示します。
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[CL threshold line]: -1.35 ボルトにスレッショールド・ラインを表示します。
[Custom threshold]: 指定した電圧にスレッショールド・ラインを表示します。
最高/最低電圧レベルの表示
最高電圧と最低電圧のレンジの値をスコープ波形に表示することができます。
その他のオプション
[Hide this waveform]オプションを選択すると、スコープ・データが非表示になります。
[Show trace data beneath this waveform]オプションでは、スコープ・データの下にトレース・
タイミング・ダイアグラムを重ねて表示します。下の波形には点線が使用されており、スコー
プ・データと区別できるようになっています。
Horizontal Alignment
スコープ・データは時間調整を行うことができるため、トレース・データとのより正確な位置
合わせが可能です。[Nudge data >>>]ボタンをクリックして、スコープ・データをトレース・
データに対して左右にドラッグします。データを調整し終えたら、[Done]ボタンをクリックし
ます。
Apply Changes ボタン
[Apply Changes]ボタンはダイアログを閉じずに現在の設定値を適用します。そのため、いくつ
かのラインでは、非常にすばやく編集することができます。ラインに変更を適用した後に、新
しいラインのセットアップ・ボタンをクリックします。ダイアログ・ボックスに新しいライン
のセットアップが表示されます。ラインの設定を編集し、同じように[Apply Changes]ボタンを
使用して変更を適用します。
Done
[Done]ボタンは現在の設定値を適用し、ダイアログ・ボックスを閉じます。

WaveForm window options
[Edit window options..]のアクションを選択して、[WaveForm]ウインドウの動作をカスタマイズ
できます。
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Division options
[Show ‘N’ divisions]では、ウインドウの区分数を定義します。区分数には、0 から 50 までの
数値を指定できます。デフォルト値は 10 です。2 より少ない値を指定すると、区分線は表
示されません。
[Show above each division]では、各区分線上に表示されるテキストを定義します。
[Nothing]、[buffer positions]、[buffer time]または[time from the trigger]のいずれかを選択しま
す。
Waveform line options
[Place the least significant bit topmost]により、新しい親ラインが最初に展開されたときの動
作を定義します。最初に展開された後は、子ラインは前回の順序を使用します。このオプ
ションを有効にした場合は、親ラインが最初に展開されるとき、下位チャンネルを最初にリ
ストします。無効にすると、上位チャンネルを最初にリストします。

最下位ビットが一番上

最上位ビットが一番上

[Hide values in all waveforms]を選択すると、波形にチャンネル値が表示されません。
[Use lead set resistor code colors when expanding waveforms]は、子ラインを関連付けられ
たリード・セットの色で表示します。無効にすると、子波形では親ラインの色が使用されま
す。
[Separate each waveform]を選択すると、ライン間に余分なスペースを作成します。ライン
が密接に表示されていて読み取りが困難な場合には、このオプションを使用すると役立ちま
す。
Marker options
[Marker options]により、[WaveForm]ウインドウでのマーカの動作を定義します。
[Measurement type]では、データ・マーカ間の表示値を定義します。他のマーカまでの時
間、トリガまでの時間、またはデータ開始または終了までの時間のいずれかを選択できま
す。
[Show entire time stamp resolution]を選択すると、マーカ測定の有効ディジットをすべて表
示します。
[Marker values]では、マーカ値エリアを定義します。詳細については、本章の「マーカ値」
の説明を参照してください。
[Show marker values for parent waveforms]。マーカ値は、通常は展開された子波形でのみ
表示されます。このオプションを有効にして結合された波形を表示し、直前に移動された
マーカを確認できます。
[Snap to:]を有効にすると、マーカを最も近い場所にある、サンプルの開始地点、任意の波
形の表示されているトランジション、またはマウスの下にあるトランジションのいずれかに
スナップします。スナップしない設定も選択できます。
[Show sample numbers above markers]を有効にすると、各マーカのサンプル番号を表示し
ます。
[‘Link’ the waveform markers together]では、赤および青のマーカがリンクされているとき
に、固定距離が維持されるようにします。
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Simple トリガ・フォーム
[Options Simple trigger form...]メニュー項目を使用して、Simple トリガ・フォームの有効/無効
を切り替えます。
Simple トリガ・フォームは、ほとんどの作業を[WaveForm]ウインドウで行い、GoLogic の高度
なトリガ機能を使用する必要がないユーザのために提供されています。GoLogic は単一のイベ
ントが検出されたときにトリガします。Simple トリガ・フォームでのトリガ・パターンの規則
は、「Step 3: Triggering」の章で説明した内容と同じです。

トリガ・パターン・エリア

GoLogic では、データをメモリに読み込み、入力データがこのエリアに設定したパターンと一
致するときに読み込みを停止します。パターンには、[Trigger must last]タイマを使用して時間
を設定することができます。[Pre-store]コントロールを使用してパターンをデータ中に位置付け
ます。Simple トリガ・フォームの使用についての詳細は、「Simple トリガ・フォーム」の章を
参照してください。
波形ラインを展開することにより、各パターンのビットを個別に編集することができます。

パターン・ビット・ボタンをクリックして、‘high’、‘low’または‘don’t care’ (x)を選択します。

前の例では、16 進数ディジットで特定の値を持つのは 1 つのビットだけで、残りはすべて任意
のディジット(x)です。そのため、パターンはいくつかの値と一致します。そのような場合には、
不明確なディジットを表す‘?’が表示されます。不明確ディジットについての詳細は、「Step 3:
Triggering」の章の「不明確な‘?’ディジット」セクションを参照してください。
パターン編集エリアに値を入力すると、個々のパターン・ビットも変更されます。
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ドラッグ・トリガ
以下の図のように、「ドラッグ・トリガ」マウス・モード・ボタンをクリックして、ドラッ
グ・トリガ・モードに移行します。

次に、トリガとして使用したいデータ部分を囲むように選択し、マウスのボタンを離します。

親ラインを選択すると、その波形のすべてのチャンネルが追加されます。チャンネルを個別に
トリガするには、子の波形を選択する必要があります。ドラッグ・トリガが定義されていると
きには、未選択のチャンネルはすべて任意のディジット(x)でクリアされます。ドラッグ中に
Shift キーを押すと、未選択チャンネルをクリアすることなく新しいトリガ・ビットを追加でき
ます。

エッジ・トリガと Simple トリガ・モード
Simple トリガ・モードでタイミング解析を使用するとき、チャンネルが 1 つのチャンネル・グ
ループでは、標準のトリガ値のほかにエッジ・トリガを使用することができます。トリガ・
キャラクタをクリックして、[Don’t care]、[Channel high]、[Channel low]、[Rising edge]、
[Falling edge]または[Rising or falling edge]のいずれかを選択します。

すべての標準トリガ・パターンと、最低 1 つのエッジの一致が検出されたときに、トリガがか
かります。
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第11章 - 測定の実行
マーカ
タイミング測定を実行するために、3 組の移動可能なマーカが提供されています。デフォルトで
は、赤/青の一組のマーカがアクティブになっています。黄/ピンクおよびオレンジ/緑のマーカは、
[Numeric]または[WaveForm]ウインドウで「?」を使用することにより有効になります。
マーカはデータの任意のサンプルに移動することができます。マウスの左ボタンをクリックす
ると最初のマーカが移動します。右ボタンをクリックすると、2 番目のマーカが移動します。
トークンは赤のマーカを表し、 トークンは青のマーカを表します。

ブックマーク
ツールバーの
ボタンを使用して、トレース・データにブックマークを配置します。[Edit]
[Add bookmark…]メニュー項目および F4 キーを使用することもできます。

それぞれのブックマークの位置およびコメントは、トレース・データ・ファイルに保存されま
す。ブックマークによりトレース・データにコメントを記入することができ、後でレビューす
る際に使用できます。トレース・ファイルを保存しなければ、ブックマークは失われてしまい

ます。
また、ブックマークはデータ解析中にはプレースホルダとして役立ちます。データ・スクロー
ル・バー上のアイコンをクリックすることにより、各ブックマークをすばやくスクロールする
ことができます。

[Numeric]または[WaveForm]ウインドウで、ブックマーク・アイコンの上にマウスを移動すると、
コメントを読むことができます。
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時間測定
[Numeric]ウインドウで、測定したいサンプルに赤と青のマーカを配置します。

[WaveForm]ウインドウでも、マーカ間の時間が表示されます1。

逆アセンブラのようなデータ関連のプラグインを使用する場合にも、マーカを移動することが
できます。

1

「WaveFormウィンドウ」の章で、[WaveForm]ウィンドウでマーカ間に表示可能な測定のタイ
プについて説明しています。
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第12章 - データの検索
GoLogicソフトウェアには、シンプルなパターン、連続するパターン、タイ
マ設定されたパターン、特定の持続時間を持つパルス、およびユーザ定義による検索シーケン
スと一致するサンプルをデータから検索する機能があります。以下の例では、[Series]検索
フォームを使用して、"1234"、"5678"、"ABCD"というデータ・シーケンスに続いて発生するパ
ターンをトレース・データから検索します。

ツールバーの
ボタン、F3 キー、または[Search] [Find Next]メニュー項目を使用して、デー
タの前方検索を実行します。検索は現在のスクロール位置から開始されます。
ツールバーの
ボタン、Shitf+F3 キー、または[Search] [Find Previous]メニュー項目を使用
して、データの後方検索を実行します。検索は現在のスクロール位置から開始されます。

複数レベルを使用する検索シーケンスでは、後方検索は実行できません。
例えば、[Series]検索フォームでは逆方向には検索できません。

基準データの検索
[Search] [Reference data]メニュー項目をクリックして、開かれている基準データを検索しま
す。基準データが開かれていないか、このオプションがチェックされていない場合には、ト
レース・データが検索対象となります。
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Go to...
[Go to...]ダイアログ・ボックスを使用して、データ中の特定のサンプルにジャンプすることがで
きます。
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第13章 - オシロスコープのデータ
GoLogic は、レクロイ、テクトロニクス、フルーク各社のデジタル・オシロスコープをサポー
トしています。

ScopeLink™の利用
GoLogic のチャンネルと、オシロスコープのチャンネルを被測定信号に接続します。
GoLogic のトリガ・アウトとオシロスコープのトリガ入力とを ScopeLink™ケーブルを使っ
て接続します。
GoLogic
トリガ出力

スコープ
トリガ入力

ScopeLink ケーブル
(NCI から購入可能)

オシロスコープとコンピュータを RS-232C ケーブル、または GPIB ケーブルで接続しま
す。GPIB ケーブルを利用する場合は、コンピュータに National Instruments®社の GPIB
カードとそのドライバをインストールしておく必要があります。互換性のあるカードが使え
るかもしれませんが、 ScopeLink™は、National Instruments®社のドライバしかサポートし
ていません。

TekVISA™互換のスコープを使って TekVISA™ Resource Manager がコンピュータ上で走っ
ている場合には、TCP/IP Ethernet 接続が使えます。テクトロニクス社のサイト
(www.tek.com)で、TekVISA™ソフトウェアをダウンロードしてください。
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オシロスコープを以下のようにフロントパネルを使って設定してください。
1. 電圧軸感度とオフセットを信号がオシロスコープの画面に適切に表示されるように設定
してください。
2. オシロスコープのサンプリング速度を GoLogic のサンプリング周波数の数倍以上速い速
度に設定してください。オシロスコープのサンプリング速度が GoLogic のサンプリング
周波数よりも遅くなると、アナログ波形として捕らえた信号の時間分解能が粗くなって
しまいます。逆にオシロスコープのサンプリング速度が速すぎる場合には、WaveForm
ウインドウに表示されるアナログ波形が非常に短い時間しか表示できなくなります。適
切なサンプリング速度を見つけるために予備実験を行ってください。
3. TTLレベルの信号の立ち上がりエッジでかかるように設定してください。1
4. トリガがかかると波形データを捕捉できるように単発捕捉モードに設定します。
WaveFormウインドウ2のSetupボタンを押します。

Data として "Scope data"を選択します。

オシロスコープの waveform view ダイアログが表示されます。

1

EPPスタイルのGoLogicではアクティブなlow論理を使用するため、TTL立ち下がりエッジでトリガがかか
ります。
2

「WaveFormウィンドウ」の章でwaveform lines の詳しい編集方法を説明します。
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オシロスコープが選択されていない場合には、"ScopeLink setup"ボタンを押します。

メーカーを manufacturer で選び、Model と Connection の方式を設定します。ダイアログの
Auto-alignment オプションは、GoLogic の信号とオシロスコープの信号とをトリガ点でタイ
ミングを合わせます。 ScopeLink™の設定をしたら、"Ok"を押します。

waveform 設定ダイアログに戻ったら、表示するオシロスコープのチャンネルを選択します。

GoLogic はオシロスコープの入力チャンネルと演算トレースを各々最大 4 つまで表示するこ
とができます。ScopeLink™の下に何もオシロスコープが選択されていない場合には、8 つ
のオシロスコープのトレースがすべてリストされます。オシロスコープが選択されると、選
択されたオシロスコープで利用可能なトレースだけがリストされます。
waveform lines を設定したら、ツールバーの ‘Go’ボタンを押して GoLogic を起動します。オ
シロスコープが見つかれば、ScopeLink™は自動的にオシロスコープをコントロールして
GoLogic を起動させます。
GoLogic のトリガがかかると、トリガ出力がハイになります。オシロスコープは、GoLogic
のトリガ出力信号でトリガをかけてアナログ信号を補足します。
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GoLogic のデータが転送された後、ScopeLink™は自動的にオシロスコープのデータを設定
した RS-232 または GPIB、イーサネット経由で転送します。データは、WaveForm ウイン
ドウに GoLogic のデータと一緒に表示されます。

テキスト・ファイルからオシロスコープ・データの読み込み
オシロスコープ・データ・ファイルを開く
ほとんどのオシロスコープでは、GoLogic で読み込むことができるテキスト・データ・ファイ
ルにデータ保存をすることができます。
ツールバーの
ボタンを押すか、メニューの File Open Scope data... を選ぶとオシロス
コープ・データを開くことができます。ファイルのデータは、“Channel 1”〜 “Channel 4” およ
び "Math waveform 1"〜"Math waveform 4"の 8 つのチャンネルの 1 つに読み込まれます。読み
込むチャンネルの名前を選択して OK をクリックします。選択したチャンネルに読み込むオシロ
スコープ・データ・ファイルの名前を選択するダイアログが表示されます。読み込むファイル
名を選択して OK をクリックします。

オシロスコープ・データのフォーマット
GoLogic は、2 つのオシロスコープ・データのファイル・フォーマットをサポートします。
DAT ファイル・フォーマット
DAT ファイル・フォーマットは、以下の情報を持つ 4 行から始まります。
1 行目: ファイルのデータ・ポイント数
2 行目: サンプル・ポイント間隔
3 行目: トリガ点の位置
4 行目: トリガ・オフセット
残りの行は、浮動小数点形式の電圧レベルの・データ列です。
CSV フォーマット
CSV(Comma Separated Values)ファイルでは、各点のX軸の値とY軸の値がコンマで区切られて
います。各行は、データ点に対応しています。
各行の最初の値は、浮動小数点形式 のトリガからの時間を秒で表したものです。この時間がゼ
ロであると、そのポイントがトリガ点になります。この時間が負の値の場合は、その点はトリ
ガ以前のポイントであることを示します。
各行の 2 番目の値は、浮動小数点形式の電圧値をボルトで表したものです。
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オシロスコープ・データの時間軸位置の微調整
オシロスコープのデータをフロッピー・ディスクなどから読み込んだ場合には、オシロスコー
プの波形は、ロジック信号と時間相関が完全には取れていない可能性があります。メニューの
Data Nudge scope data... を選ぶと、オシロスコープのアナログ波形を左右に動かすことがで
きます。左右にずらした時間軸の値は、すべてのオシロスコープ・データに適用されます。
オシロスコープの 1 チャンネルだけ時間軸方向に微調整する場合には、WaveForm ウインドウ
の Scope data line setup ダイアログを利用するほうが手早く行えます。

“Nudge data >>>”オプションを On にして、オシロスコープの波形データをドラッグします。

微調整が終わったら、 “Done” ボタンを押します。
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付録 A – 仕様
チャンネル数
72 または 36(モデルによる)
メモリ長(72 チャンネル・モデル)
1M バージョン: チャンネル当たり 1,048,576 サンプル
2,097,152 サンプル(Double-depth オプション使用時)
524,288 サンプル(Transitional timing と State analysis with time stamp モード時)
2M バージョン: チャンネル当たり 2,097,152 サンプル
4,194,304 サンプル(Double-depth オプション使用時)
1,048,576 サンプル(Transitional timing と State analysis with time stamp モード時)
メモリ長(36 チャンネル・モデル)
2M バージョン: チャンネル当たり 2,097,152 サンプル
1,048,576 サンプル(Transitional timing と State analysis with time stamp モード時)
Double-depth オプション非対応
4M バージョン: チャンネル当たり 4,194,304 サンプル
2,097,152 サンプル(Transitional timing と State analysis with time stamp モード時)
Double-depth オプション非対応
プローブ入力
入力インピーダンス 240 K// 10 pF
チャンネル間スキュー 最大 1ns
セットアップ時間 2 ns
ホールド時間 2 ns
スレッショールド・レベル
26 チャンネルごとに 1 つのスレッショールド・レベル設定
可変範囲 -4.90V 〜 +5.27V 40mV ステップ
Low レベルでの電圧振幅で 600mV をサポート
最小入力電圧
スレッショールド・レベルを中心に 0.6Vpk-pk
最小ハイ電圧 スレッショールド･レベル ＋ 0.3V
最小ロー電圧 スレッショールド･レベル - 0.3V
クロック入力
State analysis 時に 4 チャンネルのクロック入力が使用可能
最低サンプリング周波数
Timing analysis 時 500Hz
State analysis 時 制限なし
最大サンプリング周波数
Timing analysis 時 500 MHz State analysis 時 125 MHz State analysis 時の実際の最大サンプ
リング周波数は、クロック信号の信号品質によって制限を受けます。
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タイム・スタンプの分解能
付録の Time stamp resolution にある表に、各クロックモード時のタイム・スタンプの分解能を
示しています。
サンプル間の最大時間間隔
付録の Time stamp resolution の表に各クロックモード時のタイム・スタンプの最大値を示して
います。
データのトータル時間
付録の Time stamp resolution の表に各クロックモード時のデータの最大時間を示しています。
トリガ・パターン
最大 8 つのトリガ・パターンと最大 2 つのエッジ・イベントの組み合わせ(Timing analysis 時)ま
たは、最大 2 つのレンジ・イベント(State analysis 時)
シーケンス・レベル
最大 8 シーケンス・レベル、各シーケンス・レベル毎に最大 3 パターン
シーケンス・カウンタ
各シーケンス毎に 20-bit カウンタ 1 つ
カウンタの最小値 2 最大値 1,046,575
シーケンス・タイマ
付録の「グローバル・タイマおよびレベル・タイマの限界値」の表に各シーケンス・レイトに
おける最小値と最大値を示しています。
Trigger-out 信号
Trigger-out 信号は TTL ロジックを使用しています。コネクタ出力はアクティブ・ローです。ロ
ジック・アナライザのトリガがかかるとこの信号はローになります。
寸法
幅: 3.8" (9.5 cm); 長さ: 6.3" (16 cm); 高さ: 1.2" (3 cm); 質量: 14 oz. (410 grams) (ケーブル、リー
ド・セットなどを含まない)
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付録 B – タイム・スタンプの限界値
タイム・スタンプ・モードを使用したトランジションのタイミングまたは状態の測定において
は、GoLogic では各サンプルの経過時間の保存に 32 ビット値を使用します。最大経過時間は以
下の通りです。
232 = 4,294,967,296
時間/サンプル = 1 / サンプリング周波数
最小タイム・スタンプ/サンプル = 1 × 時間/サンプル
最大タイム・スタンプ/サンプル = 4,294,967,296 × 時間/サンプル
以下の表では、使用可能なサンプリング周波数、時間/サンプル、最小時間/サンプル、および最
大時間/サンプルを示しています。

サンプリング
周波数
500 Hz
1 KHz
2 KHz
10 KHz
25 KHz
50 KHz
100 KHz
250 KHz
500 KHz
1 MHz
2.5 MHz
5 MHz
12.5 MHz
25 MHz
50 MHz
125 MHz*
250 MHz
500 MHz

時間/
サンプル
2
1
500
100
40
20
10
4
2
1
400
200
80
40
20
8

最小時間/
サンプル

最大時間/
サンプル

ms
2 ms
99.42
ms
1 ms
49.71
us
500 us
24.86
us
100 us
4.97
us
40 us
1.99
us
20 us
23.86
us
10 us
11.93
us
4 us
4.77
us
2 us
2.39
us
1 us
1.19
ns
400 ns
28.63
ns
200 ns
14.32
ns
80 ns
5.73
ns
40 ns
2.86
ns
20 ns
1.43
ns
8 ns
0.57
- この周波数ではタイム・スタンプは使用不可能 - この周波数ではタイム・スタンプは使用不可能 -
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days
days
days
days
days
hours
hours
hours
hours
hours
min
min
min
min
min
min
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I2Cシリアル解析モードが使用されているときは、GoLogicでは各サンプルの経過時間の保存に
26 ビットの値が使用されます。サンプルの最大経過時間は以下の通りです。
226 = 67,108,864
時間/サンプル = 1 /サンプリング周波数
最小タイム・スタンプ/サンプル = 1 × 時間/サンプル
最大タイム・スタンプ/サンプル = 67,108,864 × 時間/サンプル
以下の表では、使用可能なサンプリング周波数、時間/サンプル、最小時間/サンプル、および最
大時間/サンプルを示しています。

サンプル
周波数
500 KHz
2.5 MHz
12.5 MHz

時間/
サンプル
2
400
80

us
ns
ns

最小時間/
サンプル

最大時間/
サンプル

2 us
400 ns
80 ns

2.24
26.84
5.37

min
sec
sec

100 KbpsのI2Cバスでは、500 KHzのサンプリング周波数が使用されます。GoLogicは、2 マ
イクロ秒ごとにI2C SDAとSCL信号をサンプリングします。I2Cバスが 2.24 分以上アクティ
ブでない場合には、タイム・スタンプのロールオーバーが発生します。
400 KbpsのI2Cバスでは、2.5 MHzのサンプリング周波数が使用されます。GoLogicは、400
ナノ秒ごとにI2C SDAとSCL信号をサンプリングします。I2Cバスが 26.84 秒以上アクティブ
でない場合には、タイム・スタンプのロールオーバーが発生します。
3.4 MbpsのI2Cバスでは、12.5 MHzのサンプリング周波数が使用されます。GoLogicは、80
ナノ秒ごとにI2C SDAとSCL信号をサンプリングします。I2Cバスが 5.37 秒以上アクティブ
でない場合には、タイム・スタンプのロールオーバーが発生します。

B-2

GoLogic™ by NCI

付録 C – グローバル・タイマの限界値
GoLogic シーケンスでは、32 ビットのグローバル・タイマが提供されています。グローバル・
タイマには、1 から 32 ビット符号なし整数値の最大値までの値が指定可能です。
232 = 4,294,967,296
時間/サンプル = 1 /サンプリング周波数
最小グローバル・タイマ = 1 × 時間/サンプル
最大グローバル・タイマ = 4,294,967,296 × 時間/サンプル
以下の表では、使用可能なサンプリング周波数、時間/サンプル、最小グローバル・タイマ、お
よび最大グローバル・タイマを示しています。

サンプリング
周波数
500 Hz
1 KHz
2 KHz
10 KHz
25 KHz
50 KHz
100 KHz
250 KHz
500 KHz
1 MHz
2.5 MHz
5 MHz
12.5 MHz
25 MHz
50 MHz
125 MHz*
250 MHz
500 MHz

タイマ
分解能
2
1
500
100
40
20
10
4
2
1
400
200
80
40
20
8
8
8

ms
ms
us
us
us
us
us
us
us
us
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

最小
タイマ
2
1
500
100
40
20
10
4
2
1
400
200
80
40
20
8
8
8

ms
ms
us
us
us
us
us
us
us
us
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

最大
タイマ
99.42
49.71
24.86
4.97
1.99
23.86
11.93
4.77
2.39
1.19
28.63
14.32
5.73
2.86
1.43
34.36
34.36
34.36

days
days
days
days
days
hours
hours
hours
hours
hours
minutes
minutes
minutes
minutes
minutes
seconds
seconds
seconds

* タイマは外部クロック・モードではこのサンプリング・レートを使用
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付録 D – レベル・タイマ/カウンタの限界値
GoLogic シーケンスの各レベルでは、20 ビットのタイマ/カウンタが提供されています。タイマ/
カウンタには、2 から 20 ビット符号なし整数値の最大値までの値を使用できます。
220 = 1,048,576
時間/サンプル = 1 /サンプリング周波数
最小時間/カウンタ = 2 × 時間/サンプル
最大時間/カウンタ = 1,048,576 × 時間/サンプル
以下の表では、使用可能なサンプリング周波数、時間/サンプル、最小タイマ/カウンタ、および
最大タイマ/カウンタを示しています。

サンプリング
周波数
500 Hz
1 KHz
2 KHz
10 KHz
25 KHz
50 KHz
100 KHz
250 KHz
500 KHz
1 MHz
2.5 MHz
5 MHz
12.5 MHz
25 MHz
50 MHz
125 MHz*
250 MHz
500 MHz

タイマ
分解能
2
1
500
100
40
20
10
4
2
1
400
200
80
40
20
8
8
8

ms
ms
us
us
us
us
us
us
us
us
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

最小
タイマ/カウンタ
4
2
1000
200
80
40
20
8
4
2
800
400
160
80
40
16
16
16

ms
ms
us
us
us
us
us
us
us
us
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

最大
タイマ/カウンタ
34.95
17.48
8.74
1.75
41.94
20.97
10.49
4.19
2.10
1.05
419.43
209.72
83.89
41.94
20.97
8.39
8.39
8.39

minutes
minutes
minutes
minutes
seconds
seconds
seconds
seconds
seconds
seconds
ms
ms
ms
ms
ms
ms
ms
ms

* タイマは外部クロック・モードではこのサンプリング・レートを使用
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