
X-Streamオシロスコープ

SDA

WaveMaster

WavePro 7000シリーズ

WaveRunner 6000シリーズ
DDA5005A

MathcadMath入門



MathcadMath入門

〈目次〉

必要なシステム条件…………………………………………………………………………………1

MarhcadMathのセットアップ……………………………………………………………………2

Mathcadシートの新規作成 ………………………………………………………………………4

Mathcadの編集テクニック ………………………………………………………………………8

Mathcadパラメータの作成 ………………………………………………………………………9

初心者のために ……………………………………………………………………………………13



MathcadMath入門

1

本書では、X-Stream（Windowsベース）オシロスコープに搭載されているMathcadMathの概要につ
いて説明します。MathcadMath のセットアップ方法、Mathcad シートの作成方法、X-Streamオシ
ロスコープ の演算関数を使ったシートの呼び出し方法などについて説明します。

必要なシステム条件

●X-Streamオシロスコープ
●ファームウエア：2.3.0.7以上
●ソフトウエア・オプション：XMAP または XDEV
●Mathcad：Mathcad 2001i
本書に掲載されているサンプルの処理にはソフトウェア・オプションは必要ありません。

図1 - XStreamのデータ・ストリームに統合したMathcadMath 
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MathcadMathのセットアップ

X-Streamオシロスコープを起動し、演算トレースF1を開きます。左下に表示されているタイプ [Single] を選択しま
す。次に演算アイコンをクリックすると、[Select Math Operator] ウィンドウが開きます。[Category] の中から
[Custom] を選択し、[MathcadMath] をクリックします（図2参照）。

図2 - [Category] の [Custom] → [MathcadMath] を選択

MathcadMath関数は、3つの標準変数を使用してX-StreamオシロスコープとMathcadをインタフェースさせます。

●演算関数 Fn Source 1 s1 
注記： MathcadMath Advanced ではこの変数名を変えることができます。

●演算関数 Fn Source 2 s2 
注記： MathcadMath  Advanced ではこの変数名を変えることができます。

●演算関数 Fn Output s1 
注記： MathcadMath  Advanced ではこの変数名を変えることができます。

[MathcadMath] を選択すると、[Select Math Operator] ウィンドウが閉じ、[Operator1] に [MathcadMath]
アイコンが表示されます。この段階ではまだMathcadは起動していません。[Trace On]をクリックしてトレースを
オンにすると、Mathcadプログラムが起動します。起動するまでに数秒かかる場合があります。Mathcadプログラ
ムはバックグラウンドで動作し、手動で終了させない限り起動状態にあります。Mathcadプログラムの起動および終
了は手動で行わずに、X-Streamオシロスコープ側で行ってください。
図3に示すように、ソース・トレースC1と、このソース信号をコピーしたMathcadMathトレースF1が表示されてい
ます。
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これでMathcadMathが使用可能になったわけではありません。ソース１、ソース2をどこに送り、その波形をどこ
から読み取るのかを設定していないからです。F1のトレースはC1のコピーに過ぎません。これは、X-Streamオシロ
スコープが指定のMathcadシートを見つけられないためです。X-StreamオシロスコープはデフォルトでC:\ のルー
ト・ディレクトリにあるMathcad.mcdという名前のMathcadシートを参照しにいきます。Altキーを押したまま
Tabキーを押すとMathcadがアクティブになりますので、Altキーを放します。すると図4に示すように、Untitled
（名前なし）という名前の空のMathcadシートが表示されます。

図3 - Mathcadが起動し、チャンネルC1のソース信号のコピーを表示

図4 - 名前の付いていないMathcadシート
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Mathcadシートの新規作成

それでは次にMathcadシートであるmathcad.mcdファイルを作成します。

Mathcad / File / Save As .. / -> mathcad.mcd

Source 1をs1と呼ばれる配列に出力するようにX-Streamオシロスコープを設定する場合を考えてみましょう。ま
ずはじめにs1という配列を作成します。mathcad.mcdファイルの編集開始位置にマウスを置きます。赤い十字が表
示されます。そこに s1= と入力します。

これでs1が指定されたため、X-Streamオシロスコープからの値がs1に直ちに読み取られます。読み取られたデータ
の例を図6に示します。オシロスコープをトリガ・モードに設定している場合は、捕捉のたびに配列s1が更新されま
す。

図6の例では、5,000件のサンプルが配列s1にありますが、そのうち15件のみが表示されています。配列の外枠を
マウスでクリックすれば、シート上の配列の表示サイズを小さくすることができます。

図5 - X-Streamオシロスコープがデフォルトで参照するMathcadシ
ートの作成

図6 - Mathcadの配列s1に転送されたトレースのSource 1
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図7 - 配列要素の表示数を少なくして表示

編集を簡単に行うために、[View] → [Toolbars] → [Calculator]を選択して、[Calculator] ウィンドウを開きます。
式を挿入する場所をマウスでクリックします。
以下の手順に従って、Mathcadの最初の変数および最初の式を定義します。

●リスケール関数の勾配を定義：十字のところに"a"と入力し、[Calculator] ウィンドウ内の":="をクリックします。
プレースホルダに"1.5"と入力し、"Return"を挿入します。これで、変数の定義が終了し、赤い十字が次の行に移り
ます。

●リスケール関数のオフセットを定義：十字のところに"b"と入力し、[Calculator] ウィンドウ内の":="をクリックし
ます。プレースホルダに"0.5"と入力します。

●リスケール関数の式を定義：十字のところに"s1"と入力し、[Calculator] ウィンドウ内の":="をクリックします。
プレースホルダに"s1"と入力し、[Calculator] ウィンドウの"x"をクリックします。さらにプレースホルダに"a"と
入力し、[Calculator] ウィンドウ内の"+"をクリックし、さらにプレースホルダに"b"と入力して、"Return"を挿入
します。これで、式の定義が終了し、赤い十字が次の行に移ります。

●新しい配列s1の表示：十字のところに"s1"と入力し、[Calculator] ウィンドウ内の"="をクリックします。すると
新しい配列s1が直ちに表示されます。この新しい配列についても3つの要素だけが表示されるように表示サイズを
調整します。
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この式では、リスケール関数を同じシート内で計算しており、計算された値を保存するための新しい配列は定義して
いません。以上の手順がうまくいけば、mathcad.mcdシートは図8のようになっているはずです。

これで、リスケールされた波形をX-Streamオシロスコープで表示させることができるようになりました。X-Stream
オシロスコープに戻り、[Reset Zoom] をクリックしてトレースを表示させます。すると、トレースs1がMathcad
に出力され、そこでリスケールされた後再びX-StreamオシロスコープのF1に戻されます。カーソルの読みからトレ
ースF1のオフセットを確認することができ、スケールも50mV/divから81mV/divに変更されています。

図から分かるように、配列s1にある最初の3要素の値がリスケール操作を経て異なった値に変わっています。画面上
のレイアウトを変更したい場合は、変更したい要素をマウスの左ボタンをクリックしながら四角い領域で囲み、囲み
終わったら左ボタンを放します。こうして選択された領域の外枠にマウスのポインターを置くと、マウスのポインタ
ーが小さな手の平の形に変わります。このときにマウスの左ボタンをクリックすれば、選択領域をドラッグ＆ドロッ
プすることができます。次に示す図では、シート内から2つの要素が選択されています。

図8 - 同じシート上でリスケール関数を再定義したs1の例。新しい配
列は保存されない。

図9 - 画面上のレイアウトを変更するために領域を選択
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図10 - リスケールされたトレースがMathcadからX-Streamオシロスコープ に戻される

図11 - X-Streamオシロスコープ上に表示されたMathcad。作業中に式を編集することが可
能。

ここまでは順調です。簡単なように見えますが、これができるのは世界中のオシロスコープでX-Streamオシロスコー
プだけです。
次に、勾配aとオフセットbのリスケール・パラメータを編集してみましょう。Mathcadでの編集が計算結果にどのよ
うな影響を与えるでしょうか。Mathcadに戻り、aの定義をクリックして表示を反転させます。図11のように2つの
アプリケーションが表示されている場合、パラメータの変更はMathcad上ではすぐに計算結果として現れるのに対し、
X-Streamオシロスコープではその次の捕捉からその変更が適用されます。
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次に、Mathcadにs1^3 + 9の式を計算させます。上記のシートを使用してリスケールの式を以下のように編集しま
す。

出力をs1^3 +9として定義：十字のところに"output"と入力し、[Calculator] ウィンドウ内の":="をクリックします。
プレースホルダに"s1"と入力し、[Calculator] ウィンドウ内の"xy"をクリックします。次にプレースホルダに"3"と入
力し、"spacebar"を挿入して青い領域セレクタがs1^3の指数のみを選択するようにします。"spacebar"を挿入する
ことで、あらゆる可能な演算式を作ることができ、例えば、右辺の演算子の適用範囲を指定することもできます。次
に[Calculator] ウィンドウ内の"+"をクリックし、プレースホルダに"9"を入力して"Return"を挿入します。これで、
式の編集が終了し、赤い十字が次の行に移動します。

うまく編集できましたか？ できなかった方は、Mathcadのマニュアルに記載されている編集テクニックのヒントを参
照してください。

さらに次の作業が必要です。X-StreamオシロスコープのMathcadMath関数から [Mathcad] タブを選択して、
[Advanced] をクリックします。すると、[Vars]と[Scale]の2つのタブが表示されます。[Vars] タブをクリックし
てs1からoutputまでの変数名を設定します。ここまで順調に進めば、入力信号が正弦波の場合、Mathcadから戻さ
れる信号は図12のF1のようになります。

図12 - Mathcad で読み取り可能な式を作成し、X-Streamオシロスコープで結果の波形を表
示させる。

Mathcadを使用すればどんな波形でも作ることができるす。Mathcadであればどんなに特別なトレースでも作成可
能です。

X-Streamオシロスコープ にs3 の波形を戻すMathcadシートを以下に示します。出力に加え、今回はヘッダ情報も
含まれています。Source 1のトレース・ヘッダをMathcadに表示させるには次のように操作します。

キーボードから"s1hdr"と入力し、続いて"="と入力します。
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図 13 - Mathcad シートにSource 1のヘッダ情報を表示

図14 - Mathcad Paramを使用してユーザー定義のパラメータを作成

Mathcadパラメータの作成

MathcadMath関数を作成したように、X-StreamオシロスコープではMathcadパラメータを作成することができま
す。[Measure] → [Measure Setup ...] を選択し、P1タブをクリックします。次の図に示すように、
MathcadParamパラメータと2つのアクティブな入力ソースを選択します。

新規のMathcadシート（corr.mcd）にC1とC2の2つの入力ソース間の相関パラメータを作成します。Alt-Tabキー
でMathcadを呼び出し、LeCroy\Xstream\Scriptsの下に空のシートを作成して保存します。
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図15 - MathcadParamをcorr.mcdとして保存

Alt-TabキーでX-Streamオシロスコープに戻ります。P1タブを開いたまま、[Mathcad]タブを開いて、[Browse]
をクリックし、作成したcorr.mcdファイルを開きます。この時点で少なくとも1回はオシロスコープをトリガしてく
ださい。
[Mathcad]タブの[Advanced]をクリックし、変数名を以下のように変更します。
─ source1：sine
─ source2：square
─ output：R
これらの変数は"Enable"をチェックしなければ機能しません。図16の[Vars]タブを参照してください。

図16 - [Headers]以外の3つの変数をすべて"Enable"に設定
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ここでMathcadに戻り、相関関数を追加します。
これまでと同様、十字のところに"sine"と入力し、[Calculator] ウィンドウ内の"="をクリックします。配列要素が1
つだけ表示されるように表示サイズを変更し、続いて配列"square"を追加します。シートが次の図のようになってい
るではずです。

図17 - X-Streamオシロスコープが配列sineと配列squareに対し2
つのソースを出力

ここで相関係数を検索して挿入します。[Insert] → [Function ...] を選択し、[Function Category]から[All]を選択
し、右側のウィンドウからcorrを検索します。

強調表示された関数でよければ[OK]をクリックして、その関数をスプレッドシート内の十字のところに挿入します。
2つのプレースホルダに"sine"および"square"と入力し、矢印とspacebarを使用して次の図に示す式を作成します。

図18 - 使用可能な関数が多数用意されている [Insert Function] ウ
ィンドウ
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図. 19 - 相関係数関数corrを2つの配列sineとsquareに挿入

ここで、[Calculator] ウィンドウ内の定義演算子":="をクリックします。新しく現れたプレースホルダに"R"と入力し、
"Return"を挿入します。X-Streamオシロスコープに戻り、新しい信号を捕捉して、P1にあるMathcadParam の値
を見ます。
シート上に、単に"R:=corr(sine,square)"という式を書いたらどうなるでしょうか？ これでもうまくいきますが、余
分な行がない分計算が速くなります。

図20 - X-Streamオシロスコープを簡単に拡張して、相関係数パラメ
ータを作成
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初心者のために
X-StreamオシロスコープとMathcadとがいかに強力な組み合わせであるかがお分かりになったことと思います。し
かも、これらを使用するのに専門家である必要はまったくありません。
これからもデジタル処理や通信といったアプリケーションが増え続けることでしょう。Mathcadには何百もの関数が
あり、Mathcadの電子ブック、クイック・シート、ツールボックスなども用意されています。
今後はこの入門書の内容をさらに拡充し、柔軟な自動操作による豊富な機能の追加方法などについて説明していく予
定です。



2004年1月発行　LJDN-AN-WM-0062-0002

レクロイ・ジャパン株式会社

東京本社
〒151-0073  東京都渋谷区笹塚2-1-6 笹塚センタービル6F
TEL：03-3376-9400（代） FAX：03-3376-9587

大阪オフィス
〒532-0003  大阪市淀川区宮原2-14-10 中尾ロイヤルビル4F
TEL：06-6396-0961（代） FAX：06-6396-0962

サービスセンター
〒168-8501 東京都杉並区久我山1-7-41 岩崎通信機（株）内 10号館2Ｆ
TEL：03-5336-8728（代） FAX：03-5336-8729

御用命は…


