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はじめに  

WaveExpert100Hはメインフレームと 高4つのプラグイン・モジュールからなるサンプリング・オシロ

スコープです。それぞれのモジュールはオプティカル又はエレクトリカルでの接続ができ、 高100GH
ｚまでの帯域を利用できます。アクイジション・モジュールやPPG（パルス･パターン発生器）、CDR
モジュールも利用できます。 

Wave Expertの心臓部は、メインフレームにあるタイムベースです。タイムベースは、サンプリングパ

ルスやストローブをそのモジュールに供給することによってアクイジション・ヘッドをコントロールし、

モジュール内で蓄積された電荷を表示するために数値化した電圧値に変換します。一般的なDSOと異な

りWaveExpert内のタイムベースは等価時間モードだけでサンプルします。計測している信号と同期し

ていますが、帯域よりかなり低いレートでサンプルします。この種のサンプリングはテスト対象信号が

周期的であり、タイムベースが一周期の間に 低1回は信号をサンプリングします。表示された波形は

信号の位相に対して一つ前のサンプルよりもわずかに長く遅延させてサンプリングし、その複数回サン

プリングしたデータから構築されます。これはシーケンシャル・サンプリングとして知られています。

シーケンシャルでのサンプリングはテスト対象信号の位相を決定するためにトリガ信号を利用します。

そして、サンプリング・ストローブはトリガから遅延させた後タイムベースによって生成します。1サ
ンプルは１トリガ毎に作られ、そして、ディレイは１サンプル増える毎にトリガでわずかに増やされま

す。このアクイジション・モードでのサンプリング・レートは、トリガ・レートで決まりますが、 高

速度は500kS/sです。 

Wave Expert 100HはHCISと呼ぶ強力で新しいサンプリング・テクニックを使っています。このオプシ

ョン・タイムベースはトリガ・レートから独立した10MS/sのサンプリング・レートで捕捉する事を可能

にします。HCISはテスト対象信号のクロックをロックしてサンプリング・ストローブを生成することに

よって10MS/ｓのサンプリング・レートを実現します。内部のPLLは信号クロックの整数倍から正確に

オフセットした10MHzのストローブを生成します。それによりサンプリング・ポイントはサンプルから

サンプルへの信号の位相に関係して移動します。その信号は10MHzの固定サンプリングスピードを除け

ばシーケンシャル・タイムベースとほぼ同じ方法で構成されます。HCISタイムベースはいくつかのシー

ケンシャル・サンプリングより有利な点があります。 

 トリガから独立した10 MHz サンプリング・レート  

 本質的に低ジッタ – 230 fs RMS (typical)  

 PRBS23までの自動パターン・ロック  

 510 M サンプルまでのロングメモリ  

クロックからストローブされるサンプリングをドライブするために使われるPLLは内部のジッタを低く

抑えるために狭ループ帯域で設計されています。これの良い点はHCISリファレンスとして使われるクロ

ック信号でのジッタはタイムベースの性能に影響しないことです。これはトリガ信号でのジッタが直接

タイムベース・ジッタに影響してしまうシーケンシャル・タイムベースでは正しくありません。 

HCISは高速シリアルデータ信号の捕捉のために 適化され、タイムベースコントロールはシーケンシャ

ル・サンプリング・スコープに比べて独自のものです。HCISタイムベースは計測されたデータ信号の間

でセットアップされます。タイムベースはユーザがユニット・インターバル中のサンプル数の選択やテ

スト対象信号からクロックを始めてロックする事ができます。この２つの情報はサンプリング信号の周

波数をセットするのに使われます。もしデータ信号が繰り返しパターンならば、パターンロックが望ん

でいるものかどうかで長さがタイムベースメニューに入力されます。パターンロックとタイムベースは

ジッタ解析にとって有効であり、後処理には必要とされます。 
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仕様 

 

サンプリング・ヘッド・モジュール性能 

Module 
立ち上が

り時間 
RMS 
ノイズ 

平坦度 帯域幅 

ST-20 18 ps  700 µV 
First 40 ps +/-10%  
40 ps to 200 ps +/-5%  
200 ps to 10 ns +/-2%  

20 GHz  

SE-30  12 ps  1 mV  
First 40 ps +/-10%  
40 ps to 200 ps +/-5%  
200 ps to 10 ns +/-2%  

30 GHz  

SE-50  18 ps  2 mV  First 40 ps +/-10%  
40 ps to 200 ps +/-5%  
200 ps to 10 ns +/-2%  

50 GHz  

SE-70  15 ps  3 mV  
First 40 ps +/-10%  
40 ps to 200 ps +/-5%  
200 ps to 10 ns +/-2%  

70 GHz*  

SE-100 14 ps  3 mV  
First 40 ps +/-10%  
40 ps to 200 ps +/-5%  
200 ps to 10 ns +/-2%  

100 GHz*  

 limited by connector molding  

ME-15 Module Extender: 22 ps  

 垂直軸の仕様 

大入力チャンネル: 4  

大入力レンジ: +/- 2 V   

ダイナミック・レンジ: 2 Vp-p  

入力インピーダンス： 50 Ω ±1%  

入力カップリング： DC  

 大入力電圧: +/- 2.5 V  

 Static Sensitivity:  モジュールに触れる場合にはグランド・ストラップを必ずご使用くだ 

               さい。  

設置（過電圧）カテゴリ：CAT I 

垂直軸分解能: 14 ビット（分解能向上演算(ERES)により17ビット相当まで向上） 

感度： 1 mV/div to 1 V/div  

オフセット範囲： -1 V to +1 V  

 

水平軸の仕様 

タイムベース： ４チャンネルに共通したシーケンシャルとHCISの２つのタイムベースが利用可能 

大サンプリング速度： 10 MS/s (CIS), 500 kS/s (SEQ)  

演算& ズーム・トレース：  4つの独立した演算＆ズーム・トレースが標準; XMAP オプションで8 つの
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演算＆ズーム・トレースが可能 

タイムベース・ジッタ(代表値): 210 fs rms (CIS); 0.8 ps rms (SEQ)  

 

捕捉システム 

メモリ・オプション 

メモリ シーケンシャル CIS 

標準装備 100 K/channel 4 M/channel 

Mメモリ・オプション 100 K/channel 

128 M/channel, 510 M/ 

1 channel 

 

捕捉処理 

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

イ―プ 

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

トリガ・システム 

モード： ノーマル, プリスケール, TDR (内部)  

ソース： プロントパネルにトリガ/プリスケールのSMAコネクタ、TDRは内部の1MHzクロック  

カップリング: トリガ:DC 50 Ω , プリスケール:AC 50Ω  

バーチカル・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、 大ダ

イナミック・レンジで波形を表示。 

カラー波形表示 

表示形式： 10.4インチフラット・パネルTFTカラーLCD（高分解能タッチ画面機能） 

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。精密なインターネット時計に同期

させるSNTPをサポート。 

トレース数：  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サンプリング点のみ表示 

アナログ･パーシスタンス（重ね書き）表示 

アナログ、カラーによる重ね書き表示： 種々の彩度で信号頻度を表示。各トレースの重ね書きデータ

をメモリに保存。 

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。 
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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す

る。 

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を表示、または 後のトレースをハイライトした状態で

累積された全トレースを表示 

ズーム拡大トレース 

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 Pentium4 @ 2.53 GHz (or better) with MS Windows
†

 XP Platform  

プロセッサ・メモリ： 2 G bytes  

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 

インタフェース機能 

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 

USBポート: 6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互換コネクタ 

パラレル・ポート： 1（標準） 

Eye Doctor オプション 

EyeDoctorはDFE/FFEベースのEqualizer Sumulationによる 適化とVirtual Probingによる4ポートS－

パラメータ伝送路シミュレーション環境を提供します。 

Virtual Probing –この機能は伝送路内の測定可能な位置で計測した波形を使い、伝送路の別の位置で計測

ことと同じになるようにシュミレートします。 

Equalized Receiver Emulation –理想的とは言えない環境下においても十分な通信品質を確保

するために、FFE/DFEといった形式のイコライザを搭載して、信号の 適化処理を行っています。この

機能はレシーバ側のイコライザ機能をオシロスコープでシュミレーションする事ができます。 

演算ツール（標準） 
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 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。 

 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、 大20億イベントまでヒストグラムが拡張 

 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 

 さまざまなFFT機能（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など）、

FFT演算ポイント数が 大25Mポイントに拡張 

  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 

 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 

 

絶対値 反転（-） 
アベレージ（加算） 自然対数 

アベレージ（連続） 対数（底10） 

微分 乗算（X） 

スキュー補正（再サンプリング） 比(/) 

差 逆数 

分解能改善演算（ 大17ビット[垂直

軸]） 
再スケーリング（単位変換） 

エンベロープ 切り上げ 

べき数（底e） セグメント 

べき数（底10） (sinX)/X 

FFT（基本） 平方積 

切り捨て 平方根 

ヒストグラム：1,2イベント 加算(+) 

積分 1,000イベントのトレンド（データログ） 

 ズーム（同一波形） 

 

演算パラメータ（標準） 

8個のパラメータ測定値と、その統計値（平均、 大値、 小値、標準偏差など）を同時に表示します。ヒス

トアイコン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 ポイント数 

面積 正のオーバーシュート 

ベース 負のオーバーシュート 

サイクル ピーク間差 

遅延 周期 

Δ遅延 位相 

任意レベルでの時間差 立ち上がり時間 （10-90%、20-80%、
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レベル変化） 

Duration RMS 

デューティー・サイクル 標準偏差 

立ち下がり時間 （90-10%、80-20%、

レベル変化） 

任意レベルでの時間差 

始点 トップ 

周波数 パルス幅 

終点 小値に対応するx軸上の値（min） 

x軸上でのレベル 大値に対応するx軸上の値(max) 

大値 小値 
平均  

 

 

パス／フェイル・テスト（合否テスト） 

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。パス又はフェイルの条件

でアクションを実行可能  

一般仕様 

指定したDCおよびタイミング精度が 低1年間維持されることを保証します。 

電力条件： 100 - 240 Vrms (±10%) @ 50/60 Hz 

消費電力： 動作（オン）状態:  400 W (400 VA) アクセサリの使用状況により異なります。スタンド

バイ状態： 12 W 

ヒューズ: 5x20 mmヒューズ(T6.3 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 低2年間保持 

物理的寸法（HWD）： 264 mm x 397 mm x 491 mm (10.4 in. x 15.6 in. x 19.3 in.); 高さはフット･パッドを

除いた高さです。  

重量： 16 kg (36 lbs.)  

梱包時重量： 22 kg (48 lbs.)  
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サンプリング・モード 

Wave Expert 100HでWE-HCISのオプションには二つのサンプリング・モードがあります。基本サン

プリングモードのシーケンシャル(SEQ)とオプションのCISモードがあります。このシーケンシャル

やWE-CISタイムベースは以前からあるサンプリングスコープに似ていますが、CISタイムベースは高

速シリアルデータを計測を可能とし、設定は以前からあるシーケンシャルタイムベースとは異なりま

す。 

サンプリングモードの選択 

メニューバーでTimebaseをタッチし、ドロップダウンメニューの中からHorizontal Setup..を選

択します。 

"Horizontal"メニューの中で、Sample Modeボタンをタッチします。CISモードは幾つかの設定を

別途する必要があります。 

 

タイムベース・コントロール 

・Signal Standard –このコントロールはテストする信号規格を選択します。このSignal Standard

はEyeモードで使われるコンプライアンスマスクの選択やCISタイムベースが使われるときにビ

ットレートを設定します。 

• Bit Rate (CIS タイムベースのみ) –このコントロールはテストする信号のビットレートを設

定します。このレートは直接入力するかSignal Standardの選択によって入力することができま

す。Find RateボタンはPrescaleに入力されたクロック信号を自動的にロックするために使われ

ます。Find Rateボタンはタイムベースを設定するときに常に使用することをお勧めします。 

• Ext. Divider (CIS タイムベースのみ) –このコントロールはクロックに割り当てられたビッ

トレートの割合です。例として、1/8thレートクロックがPrescale 入力に適用されたなら、

Ext.Dividerコントロールの中に８を入力する必要があります。入力Clk Rateはビットレートコ

ントロールがテスト対象の信号のビットレートをセットしている間適用されたクロックの周波

数を表します。 

• Std. Pattern (CIS タイムベースのみ) –パターンロックされた波形が必要とされるとき、こ

のコントロールにタッチしてリストの中から基本パターンを選択します。リストの中にある
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“Custom”は任意の長さを設定できます。可能なメモリは使うことができるmaximumの長さで制

限されます。メモリの量は パターン長 x samples/UI と等しくなります。下記の選択が可能

です。 

o 10. 

o 20. 

o 40. 

o PRBS5. 

o PRBS7. 

o PRBS9. 

o PRBS10. 

o PRBS11. 

o PRBS15. 

o PRBS23. 

o PCIe Compl. 

o FC CJPAT. 

o FC CRPAT. 

o Custom. 

• Pat. Length (CIS タイムベースのみ) –このコントロールは“Custom”がstandard pattern 

listから選択されたときにみ有効です。望まれているパターン長をこの中に入力します。このコ

ントロールの中で１を入力すると繰り返しパターンなしで信号のEyeパターンを表示するために

使うことができます。 

• PLL Bandwidth (CIS タイムベースのみ) –PLLサンプリングクロックのロープバンド幅を設定

します。Lowの設定は10KHzで210fsのタイムベースジッタを持つループバンド幅となり、High設

定の間は1MHzのループバンド幅で500fsタイムベースジッタを持ちます。 

• Max Samples  –波形捕捉で可能な 大メモリ長を設定します。このコントロールは不用意に

time/divのノブを回して、長いアクイジションで捕捉が完了するまで数分かかるような非常に長

いタイムベースになるのを防ぎます。Maxサンプルコントロールは選択することができるスタン

ダードパターン長に影響します。有効なメモリとコンパチブルであるものだけが使うことができ

ます。 

• Samples/UI (CIS タイムベースのみ) –ビットまたはUIあたりのサンプルの数を設定します。

8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 又は2048のいずれかを選択できます。 
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シーケンシャル・サンプリング・モード 

信号をサンプリングするための標準的なモードはシーケンシャル・サンプリングとして知

られるテクニックを介して行われます。このモードのトリガ信号はtrigger 又は prescale

のどちらの入力とも適用することができます。一度開始すると、タイムベースはそれぞれ

のモジュールが一つの電圧サンプルをとるためサンプリング・ストローブを生成します。

サンプリング・ストローブはトリガ入力の後わずかなディレイを設け出力されます。それ

ぞれのサンプリング・ストローブのディレイは、その前のサンプリングよりほんのわずか

ずつ長くなります。そのそれぞれのサンプル間のディレイはtime/divisionやレコード長の

設定によってコントロールされています。 

CIS サンプリング・モード 

CISモードはWE-HCISオプションで利用することができます。WE-CISやWE-HCIS PLLオプショ

ンと一緒に内部のリファレンスとしてCLK/Prescaleを適用する信号を使うことができます。

PLLはトリガ信号に位相ロックされた公証10MHzのサンプリング・ストローブを生成します。

N分割されたPLLでは、サンプリング・ストローブはビットレートの整数倍ではありません。

その代わりにサンプリングレートは連続したサンプルのためにユニット・インターバルの

分数によってサンプリングポイントをシフトするためにセットされます。この機能は

Samples/UIコントロールによってセットされます。CISモード時のタイムベース・アイコン

はCSIの状態を表しています。 

緑 – タイムベースがロックされている状態 

赤 – タイムベースがロックされていない。タイムベースが正しくセッ

トされていない、又はCISモードに適していない設定のとき赤になりま

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  

 

1. ボタンを押します。または、チャネル・デスクリプタ・ラベルにタッチします。 

2. Trace OnチェックボックスをOnにします。  

3. 選択したチャネルの 電圧感度ツマミ 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・デスクリプタ・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  

 

VERTICAL OFFSET ツマミを回します。または、［Offset 垂直位置］フィールドをタッチし、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、正面パネルの OFFSET 
ツマミを押すか、チャネル設定ダイアログの［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。 
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プローブの減衰率  

プローブの減衰率を設定するには 
幾つかのケースで、入力コネクタに外部アッテネータを接続して使用することがあります。プローブ・

アッテネータ・コントロールはオシロスコープの中で正しい電圧を表示するために外部アッテネータの

大きさを入力することができます。 
 

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1‐4を選択

します。 

2. [Probe Atten プローブ倍率] データ入力フィールドの内部をタッチした後、選択ボタンまたは[Var 

変数]ボタンを選択します。[Var 変数]ボタ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。  

 

 
 

直線補間とサイン(SinX/X)補間 

Wave Expert は等価サンプリングモードで波形を捕捉します。そのため実行サンプリング・レートは非

常に高くなります。1024samples/UI で 10Gb/s の信号を計測した場合、サンプル間隔は 10THz と同等

になります。一般的に補間は必要とされません。しかし信号１ビットに対してサンプル数が足りていな

い時に補間によって信号を観測するのを助けます。SinX 補間が選択されると波形のポイントとポイント

の間に 10 サンプルが追加されます。デフォルトではリニア補間となりサンプルは追加されません。 
 
1. 補間方式を設定するチャンネルのボタンを押します。 

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] フ

ィールド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] フィールド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。 
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チャンネル・ダイアログ内でZoomボタン   を押します。
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垂直軸の自動設定 

[Vertical Adjust 垂直軸調整]ダイアログには [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] アイコンをタッチします。 

 

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、 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 division でチャンネル

Deskewを設定するには 

1. メニュー・バーの [Vertical 垂直軸] をタッチした後、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. [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。
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タイムベースとアクイジション・システム 

オートセットアップ 

Autosetup機能はオシロスコープの計測モードによって決まります。この機能は垂直軸の

スケーリング、計測している信号のビットレートの設定、水平軸の設定が含まれます。

メニューバーにあるVerticalやTimebaseをタッチして開かれるドロップダウン・リストに

あるAutosetupをタッチするかフロントパネルにあるAUTO SETUPボタンを押すことで実行

されます。モードによる違いは下記のリストを参照してください。 

Scope Mode 信号振幅の 120％になるように垂直軸を設定し、信号のビットレートを見つ

け、１Divで 1UIが表示されるように水平軸を設定します。 

Eye Mode 信号振幅の 120％になるように垂直軸を設定し、信号のビットレートを見つ

け、1.66UIが画面全体に表示されるように水平軸を設定し、UIのオフセッ

トを０に設定します。 

TDR Mode TDRに設定されたチャンネルをアベレージモード(32 sweeps)に設定し、水平

軸を 100 ps/Div、トリガを TDRモードに変更します(フリーランニング) 

タイムベースの設定とコントロール 

タイムベースの設定はアナログスコープと同様にフロントパネルのHorizontalControlsに

よって行われます。サンプリングオシロスコープでのタイムベースはトリガ信号によっ

てコントロールされます。しかしサンプリング・レートはトリガ信号周波数や 大アク

イジション・レートによって制限されます。シーケンスモードではおおよそ500 KS/sで

す。サンプリングレートはCISモードで10MS/sに固定されます。水平軸のスケールを変

更するとアクイジションシステムが使う波形メモリの容量が変化します。 

オペレーション・モード 

オペレーション・モードはフロントパネルにあるQuickSetコントロール・グループの中

から選択するか、タイムベース・メニューから変更します。それぞれのモードに応じて

表示形式や水平軸、垂直軸の状態が変化します。 

スコープ・モード 

スコープモードはHorizontalメニューにあるScopeを選択するかフロントパネルのQuick 

Setのボタンから選択できます。スコープモードはトリガタイプやサンプリングモードに

応じてアイパターン又はリアルタイムオシロと同じような横軸時間、縦軸電圧で波形デー

タを表示します。 
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アイパターン・モード  

 

アイパターン・モードはHorizontalメニューのEyeボタン、又はフロントパネルのQuick 

Setupグループから選択できます。アイパターン・モードを使ったとき全てのチャンネ

ルはそれぞれの信号のアイパターンを表示します。同じタイムベースを使った４つの

アイパターンを表示することができます。Horizontalのメニューはアイモードのとき

固有機能を反映するために変更されます。 

サンプリング・モードはSEQ、又はCIS（WE-HCISオプションが必要）のどちらでも設定

ができます。Horizontalのメニューはアイパターン・モードのための下記の機能があ

ります。 

3. Time/Divフィールドで値を入力することによって水平軸のスケールを設定。上下の

矢印を使って0.5psの細かいステップでUIの値を上下できます。(注)CISモードでは

大水平軸スケールは10UIに制限されます。 

4. Delayの値を変更することによってスクリーン内でのアイパターンの位置を変更す

ることができます。値をプラス側に変更した場合にはスクリーン上の左へEyeパタ

ーンが移動し、マイナス側に変更した場合には画面の右側に移動します。Eyeパタ

ーンはAutoSetup機能を使うと水平軸、垂直軸共に中心に移動します。一度

AutoSetupが実行されるとEyeは水平軸の2.8Divisionの場所にクロスポイントが設

定され、デジタル信号のHiとLowレベルが垂直軸の2.5,-2.5Divisionの位置に設定

されます。 

5. MaxSamlesコントロールは一般的にシーケンシャル・タイムベースでEyeモードを使

用した場合には影響を受けません。この値はHorizontal descriptor boxのサンプ

ル数より大きい価を設定しなければなりません。（CISタイムベース・モードが使

用されている時はMaxSamplesコントロール利用できません。）  

6. TimeやBitsはメニューのボタンを選択することで設定できます。このスケールの設

定は全てのEyeパターン計測で適用されます。（BitではUI、Timeではps） 
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7. Signal Standardフィールドは計測される信号のプロトコルを選択できます。この

シグナル・スタンダードはBitRateの値やそのプロトコルに応じたマスクをロード

します。マスクの表示には信号を入力しているチャンネルの垂直軸メニューの中で

有効にします。（注）規格が決まった信号をテストする場合にはEyeパターン計測

の設定をするためにこの値を設定しておく必要があります。 
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TDR モード 

TDRモードはHorizontalメニューのTDRボタンを押すかフロントパネルのQuick Setコン

トロールグループの中から選択できます。選択するとHorizontalメニューの中にTDRメニ

ューが表示されます。このTDRモードはサンプリング・モードとしてシーケンシャルに

セットされ、波形アベレージが有効になります。(32 sweeps) TDRのメインメニューは

ST-20サンプリング・モジュールのTDRステップ・ジェネレータのコントロールを可能に

します。ST20が入っているチャンネルだけでTDRステップ波形を生成することができま

す。他のモジュールが入っているチャンネル、又はモジュールがない場合にはメニュー

に“Pod has no TDR capabilities”または “Pod is missing.” と表示されます。 

 

V(volts) サンプリングヘッドのサンプリングダイオードで計測された入力

ステップ波形と反射波形が合成された電圧が表示 

ρ(反射) 垂直軸は反射係数（反射電圧/入射電圧）０（反射がない状態の負

荷に完全に一致）から１（100％反射する開放状態）に変化する 

Ω(インピーダ

ンス) 

垂直軸はTDRヘッドに接続されたネットワークの特性インピーダンス。

このインピーダンスはリレーションシップを使った反射率から決定さ

れます。 








1

1
0ZZ  

jX(リアクタン

ス) 

Voltでスケーリングされて表示しパラメータP1はカーソルで挟ま

れたトレースのリアクタンスを表示します。カーソルはjXが選択さ

れると自動的に有効になります。マイナスの値は容量性リアクタン

スを表し、プラスは誘導性リアクタンスを表します。この誘導性リ

アクタンスは 
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2

1

)(
2

1 t

t

dttZL  

キャパシタンスは 

dt
tZ

C
t

t

2

1 )(

1

2

1
 

で表します。 

（注）リアクタンスの値は概算だけです。計算される区間より前のイ

ンピーダンス不整合による複数の反射の影響を計算に含みません。 

TDRモードはDUTデバイスの信号品質の特性を表すためにTDRやTDTを計測することが

できます。TDR/TDTモードはST-20を使ってシングルエンド、又は差動のどちらかで計

測することができます。 

差動計測は２つのTDRモジュールから同時にステップ波形を出力させるためにスキュー

を調整するためのデスキュープロセスを含みます。 

TDRメインメニューは使用するチャンネルの選択やDUTからの反射パルスのライズタイ

ムをコントロールすることができます。キャリブレーション・ウィザードはTDRやTDT

計測させるためのシングルエンド又は差動のキャリブレーションの仕方をガイドします。 

CalibratedTrace又はNormalizedTraceと呼ばれるものはTDRNormalizationダイアログの

中で調整され、インピーダンス、又はS-parameterのどちらかの計測フォーマットもサポ

ートされています。そして計測パラメータの表示を調整します。 

カーソルはインピーダンス、電圧、そして波形とレースの選択されたポイントを確認す

るときに使われます。TDR/TDTカーソルはメニューバーからのカーソルを有効にするこ

とで表示されます。Y軸のマーカーはそしてX軸のマーカーによって決定されたポイント

の波形をトラックするでしょう。 

必要な機材  

• ST-20 1台ではシングルエンドTDRが行えます。 

• 2台の ST-20 モジュールは差動TDRやシングルエンドTDT計測に使われます。  

• ４台の ST-20モジュールは差動TDT用です。  

• TDRのキャリブレーションやSparameterの計測に必要な正確な50Ωの標準負荷 

（ショート、ロード）が含まれたキャリブレーションキット (CALKIT-OSL)  



基本操作マニュアル 

 

 

19 

• DUTとの接続のための 2.92 mm (K-type) 又は 3.5 mm ケーブル 

TDR 計測手順 

1. フロントパネルの“Quick Set”の中のTDRボタンを押します。又はTDRモードは

Timebaseメニューにあるモード選択の中でTDRを選択します。 

 
TDR main menu  

2. ST-20モジュールを計測に使いたいチャンネルに挿入します。 

3. ST-20が入っているチャンネルは自動的にTDRメニューの中でアクティブになります。On

チェックボックスを押すとそのチャンネルのTDRステップパルスがアクティブになりま

す。 

 

TDR Pulses from Channels 1 and 2 on the WaveExpert Calibrating Modules  

 

モジュールのキャリブレーション 

モジュールのキャリブレーションはTDR計測を有効にさせるために必要です。このキャ
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リブレーションは振幅とTDRモジュールのステップパルス出力のライズタイムを調整

します。モジュール・キャリブレーションはTDRモードのキャリブレーション機能の一

部として組み込まれます。 

シングルエンド TDR  

シングルエンドTDR計測はDUTの完全なタイムドメインの応答が画面上にキャプチャさ

れるようにアクイジションウィンドウを調整することによって行われます。これはDUT

の入力へチャンネルを接続することによってテストすることができます。ショートを

接続している又はオープンかのどちらかの出力エンドの状態の時、そしてDUTの出力が

でオープンかショートの応答がスクリーン上に表示されるようにタイムベースを調整

します。 

TDRモードでのポイント数はHorizontalメニューのMaxSamplePointsによって選択する

ことができます。例えステップパルスのライズタイムに制限があるとしても、たくさ

んのポイントを使うことはデバイスの不連続点を計測するのに良好な時間分解能を得

ることに繋がります。20psのライズタイムを持つTDRステップ・ジェネレータは十分な

分解能がアクイジション・システムで使われなければなりません。時間分解能は

2ps/Sampleかそれ以下が望ましいと考えられます。 

 

差動 TDR 計測  

差動TDR計測は少なくとも2チャンネル必要とし、TDR設定メニューでONにしておく必要

があります。この二つのチャンネルはDUTの差動計測を正確に行うため次の項で説明す

るデスキューが必要となります。 

一度チャンネルのデスキューが行われると、差動応答の結果を見るために個々のチャ

ンネルの応答をDifference演算機能により差し引くことで差動TDR計測が可能になり

ます。インピーダンス測定をするときは差動インピーダンス応答を計算するために２

つのチャンネルをSumにより加算しなければなりません。この差動応答は差動

ReferencePlaneキャリブレーションが実行されていれば自動的に計算されます。ユー

ザーがこのステップを省いた場合Reference Plane Calibrationセクションを参照して

ください。 
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Math setup dialog  
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差動計測のためのデスキュー手順  

TDRデスキューウィザードはTDRメニューの中でDeskew Channelsを選択することでアク

セスすることができます。デスキューはサンプリングと差動TDR計測のために使われる

チャンネル間のスキューを調整します。 

注意 

モジュールとDUTへの破損を防ぐため、DUTとモジュールをケーブルで接続する際にオ

スの threaded connectorsを回し、メスのコネクタを固定した状態で残してください。

8 lb.-in. (0.90 Nm)のトルクレンチを使ってください。 

 

1. ST-20モジュールがチャンネルスロットに挿入されている状態でDeskewチャンネ

ルボタンを押してください。TDRデスキューウィザードが開きます。TDRウィザー

ドは初めに自動調整の選択を聞いてきます。これは自動的にデスキューを実行す

るかどうかの選択です。自動調整かマニュアル調整のどちらかの手順で進み、次

のステップではお互いチャンネルを接続することをユーザーに指示します。リフ

ァレンス・プレーンでDUTに一緒に接続させたケーブルエンドをアダプターを使っ

て接続する事が も便利です。この方法は処理の間ケーブルをオシロスコープに

チャンネルに残したままにすることができます。 
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2.  “Port-“の中をタッチして、ポップアップキーボードを使って0psになるように調整

します。マニュアルモードを選択された場合、スキューをマニュアルで調整するコント

ロールが表示されます。 
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3. マニュアルデスキューモードで、0psになるように“Channel Skew”を調整します。 
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4. マニュアルモードでの次のステップは二つのケーブルに接続されているケーブルを取

り除くことです。そしてDUTに接続される２本のケーブルをモジュールに接続します。

ケーブルのもう片方側は今の時点ではこのままにしておきます。 
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5. もう一度“Port-“を選択し、skewを0psに調整します。 
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6. これはデスキュー調整の 後を告げます。 
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リファレンス・プレーン・キャリブレーション  

インピーダンス測定はテスト・デバイスに接続するためのケーブルやテストフィクスチ

ャ、アダプターなど測定デバイス以外のコンポーネントが含まれます。デバイスへの入

射ステップパルスはこれらのコンポーネントの反射によって振幅が小さくなり、インピ

ーダンス計測の精度が下がります。これらのコンポーネントからの反射はTDRメニュー

にあるCalibration機能を使って測定の結果から影響を取り除くように調整することがで

きます。A3.5mm同軸キャリブレーションキットはこのような用途で調整を行うことがで

きます。 

1. TDRキャリブレーション・ウィザードを開くためTDRダイアログのなかのCaribrateボ

タンを押します。 

 
TDR Main dialog  

2. この初めのステップはTDRモジュールの振幅を校正するためのステップです。必ず

どんな信号（ケーブルはそのままの場合もあります）もキャリブレーションするモ

ジュールを挿す前にモジュールから切断してください。前もってチャンネルメニュ

ーを通して実行しているならばこのステップを飛ばすことも可能です。 
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3. DUTをTDRモジュールに接続します。 

１ポート・シングルエンドの場合 
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２ポート・シングルエンドの場合 

 

4. キャリブレーションセットアップはデバイスのタイプを選択することができます。

（シングルエンド、又は差動）、ポートの数（１か２）、キャリブレーション方法

(SL(T) or OSL(T)). 
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5. DUTの反射が全て見えるようにスケールとポジションを調整します。DUTの反射を確

かめるためDUTの終端をショート又はオープンにし、終端の状態が画面の中に入る

ようにタイムベースを調整します。Set Default Timebase Settingsを押すと分解

能や取り込み時間をデフォルトの状態に戻します。これらの設定はデバイスの幅の

範囲を 適化します。デフォルトの設定は40 Ks, 2 ns/div, and 500 fs/sample.

です。 

 

１ポートの場合 
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２ポートの場合 

 

 

6. DUTの入力プレーンで校正を実行するため、DUTからケーブルを取り外します。リフ

ァレンス・プレーン又はt=0の位置として参照されます。 

 

7. 校正に使われる校正キットを選択します。カスタム校正キットはショート、オープ

ン、ロードの係数を入力することによってPCBベースの規格のため作ることができ

ます。 
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8. 校正のために必要とされる高精度なキャリブレーション用の部品（ショート、50Ω）

を画面の指示（下図を参照）に従って接続します。 

 



基本操作マニュアル 

 

 

34 

9. 一度校正が実行されるとNormalizedとレースが画面に表示されます。このリファレ

ンス・プレーンはカーソルのラインによって表されます。 

 

Calibrated trace  

 
TDR rise time control  

10. インピーダンス応答を計測するためDUTを再度接続します。 

11. カーソルのマーカーやZoom機能はDUTの応答を表示するためにNormalizedトレース

上で使用します。 

12. インピーダンス計測を行う時にライズタイムを指定する事ができます。一般的にラ

イズタイムを上げると計測器の表示で計測されるインピーダンスの変化量が下が
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ります。このライズタイムは20psから10nsまで設定することができます。 
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S パラメータ   

Sパラメータはデバイスの周波数性能を表すパワーの割合です。シリアルアプリケーション

で高いデータレートを実現するためにSパラメータは一般的な仕様になります。それに加え

てシリアルネットワークの特性にはジッタが加わります。 

代表的なSパラメータにはリターンロス、挿入損失、クロストークがあります。WaveExpert

のSパラメータはTDRの時間データをFFTして周波数応答に変換することによって計算され

ます。校正のプロセスは計測器とDUTの間でケーブルやコネクタの影響を含んだTDRシステ

ムで不完全なトレースを補償するプロセスです。 

シングルエンド・Sパラメータ 

Sパラメータは入力信号がポートyに入力された時、出力ポートxでのパワーの割合を意味す

るSxyとして表現します。 

例として、一つのポートもつシングルエンドデバイスは一つのS11 Sパラメータを持ちます。 

 S11 = b1/a1 — 入力信号a1がポート１に適用されたときポート１の出力の割合。タイムド

メインで表すとポート1でのTDRである。 

 

All input signals to a test port are designated “a”, and all output signals at a port are designated 

“b”.  

同様に、2ポートのシングルエンドネット枠では全部で４つのSパラメータがあります。（上

図） 

S11 = b1/a1 (Port 1でのリターンロス) 

S21 = b2/a1 (ポート1からポート２への信号の入力損失) 

S12 = b1/a2 (ポート２からポート1への逆の入力損失) 

S22 = b2/a2 (逆のリターンロス) 

 



基本操作マニュアル 

 

 

37 

平衡 (Differential & Common mode) Sパラメータ 

 平衡デバイスの場合、ステミュラスは差動信号（異位相ステミュラス）又はｺﾓﾝ信号（同

位相ステミュラス）のどちらかのキャリーで構成されます。理想的なオペレーション・モ

ードは全てのコモンモード信号を排除し。全ての差動データを通す事です。 

１ポートデバイスの差動TDR計測は下記のように表します。 

 

同様に２ポートの差動デバイスの差動Sパラメータは書きように与えられる。 

SDD11 (差動ポート1リターンロス) 

SDD12 (差動逆伝送損失) 

SDD21 (差動フォワード伝送損失) 

SDD22 (差動ポート２リターンロス) 

Making S-parameter Measurements  

校正はSパラメータ計測セクションを有効にするため実行されなければならない。校正につ

いては“Reference Plane Calibration”を参照してください。 

Sらパラメータ計測はNormalizedトレースメニューを通して実行できます。 
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キャリブレーションのタイプ(Single-ended or Differential)やポートの数により

TDRNormalizationタブの中に選択できるSパラメータが表示されます。Sパラメータは20GHz

以上のレンジでデシベル表示され、計測によって内部でセットされます。トレースはZoom

メニューの中の機能を使って調整することができます。 

 

S パラメータ・ファイルの保存 

計測されたSパラメータはシュミレーションやその他のソフトウェアにデータを供給する

ためにファイルに保存することができます。ファイルフォーマットは"Touchstone"形式と

呼ばれ、拡張子は"sNp"となります。この拡張子中でNはポートの数を表しています。この

ファイルはヘッダ情報と計測データが含まれたアスキーテキストです。このファイルは

EyeDoctorソフトウェアの中でシステム・レスポンスをシュミレートするバーチャルプロー

ブ機能の中で直接使うことができます。このSパラメータファイルの使用はEyeDoctorのオ

ペレーションマニュアルの中で詳細に説明されています。 

 

１． Sパラメータ（SP1,SP2フォーマット）のコントロールを押し、目的とするファイル名を

入力します。 

２． ブラウザボタンを押し保存されるファイルのディレクトリをセットします。 

３． コモンモード応答を保存するため、計測コントロールのSCC11, SCC12, SCC21, 又は 

SCC22のいずれかを選択するか差動モード応答を保存するためSDD11, SDD12, 

SDD21 又は SDD22を選択します。 

４． Saveボタンを押します。 
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キャリブレーション・データの保存  

校正データはハードディスクの中に保存することができます。一般的に同じケーブルやコ

ネクタ、サンプリングモジュールが使われている間は同じキャリブレーションデータを再

利用することができます。但し、モジュール・キャリブレーションは例えTDRキャリブレー

ションデータが保存されていたとしても測定器が起動した後には必ず必要とされます。キ

ャリブレーション係数に加えてデスキューやタイムベースの設定も同時に保存されます。 

１． キャリブレーションデータのファイル名を入力します。 

２． ブラウザボタンを押してそのキャリブレーションデータが保存されるディレクトリを

指定します。 

３． Saveボタンを押します。 
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キャリブレーション・データの呼び出し  

１． 測定器が起動し、いずれかのチャンネルメニューの中でCalibrateボタンを押します。 

２． ブラウザボタンを押して呼び出すファイル名を指定します。 

３． Recallボタンを押します。 

 

S-parameter measurement  
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トリガ 
 
トリガ・モード 

Autoモードはトリガ信号がないときでもオシロスコープをスイープさせることができます。

トリガ信号がトリガとして選択されたチャンネルにない時に、シーケンシャル・タイムベー

スが選択されると内部クロックを1秒当たり１MS/sでサンプリング・ストローブを発生し、

CISタイムベース・モードが選択されると10MS/sでサンプリング・ストローブが生成されま

す。 

Normalモードでは、オシロスコープはトリガ信号が入力された時だけデータをアクイジショ

ンします。トリガ信号がない場合には 後にアクイジションされた波形が表示されつづけま

す。 

Singleモードでは、オシロスコープにトリガ信号が入力されると1回だけアクイジションしま

す。シーケンスモードでは１つのトリガで１サンプリングし、Horizontalで記述されているサ

ンプリング数までサンプリングします。CISモードでは選択されたサンプリング数までサン

プリングし、アクイジションが停止するまで10MHzのサンプリングレートでアクイジション

されます。 

StopモードはAuto/Normal/Singleの全てのアクイジションを停止します。 

 

トリガ・タイプ 

The triggers available to you are defined as follows: 

 

このボタンはタイムベーストリガとしてオシロスコープの前面にある Trigger input

を選択します。このトリガ信号は DC結合でスロープとレベルがコントロールできま

す。トリガ入力は５ＧＨzまでのトリガ信号に応答します。この入力はまた 125MHz

未満の CISモードでも動作します。 

 

このボタンはタイムベースのトリガとしてオシロスコープ前面にある Prescale 入

力を選択します。この prescale 入力は ACカップリングでレベルやスロープのコン

トロールはありません。また 125MHz 以上 CISタイムベースのクロック入力です。

Prescale 入力は 14GHzまでトリガ信号やクロックに応答します。 

 

TDRトリガは内部にあり、TDR ステップジェネレータを駆動ために使われるフリーラ

ンニングのクロックです。このボタンはトリガメニューで選択できません。しかし

Horizontalメニューのタイムベースで TDRを選択すると自動的に選択されます。 
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トリガ・ゲート 

シーケンシャルトリガモード時に、WaveExpertはオシロスコープ前面にあるTrigger入力を

ゲートさせてコントロールすることができます。TriggerGateはTrueの時にトリガ入力を無効

にできます。つまりLow（0.8Vi未満）この機能を使うためにはトリガダイアログボックスの

中のTrigger Gateチェックボックスをチェックします。 

 

 

トリガゲートの入力はオシロスコープの背面に位置しています。 
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画面の構成 

1. メニュー・バーの [Display ディスプレイ] にタッチした後、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 つにタッチします。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] フィールド内部にタッチし、ポップアップ・キーパッドを使用して 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. 上部と 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. トレースの線形式として、実線（Line）または点線（Points）を選択します。 
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。 

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（減衰）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。 

[Persistence パーシスタンス] ダイアログでアナログ モードを選択すると、個々のチャ
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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 小個数集団と 大個数集団間のレンジに割り当てられ

ます。 大個数集団には自動的に 高強度のカラーが割り当てられ、 小個数集団には 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。 

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、 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 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 小個数集団を表し、赤色が 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（ も明るい色

で表示されます）。 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。 
最終トレースの表示 

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、 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 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 終トレースの位置を確認

する必要がある場合は、[Show Last Trace 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。  
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] にタッチした後、プルダウン・メニューから 

[Persistence Setup... 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。  

3. モード・ボタンの 1 つ にタッチします。  

4. 後のトレースを表示する場合は、[Show last trace 終トレースを表示] チェックボック

スをオンにします。 
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5. [Saturation 飽和レベル] フィールド内部をタッチし、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。 

6. [Persistence time パーシスタンスの持続時間] フィールド内部にタッチし、ポップアップ・

メニューから時間を選択します。 

7. [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、[All Locked すべてのチャンネルを同じ設定に固定] 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、 終トレースの表示を設定します。 

8. 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、[Persistence On パーシスタン

スを有効にする] チェックボックスのチェックを外します。 
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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 
小化] を選択して、オシロスコープのディスプレイを 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 コントロール パネル] をタッチします。 

5. [Display ディスプレイ] をタッチします。 

6. [Screen Saver スクリーン・セーバー] 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。 

チャンネルまたは演算トレースを移動するには 

1. 移動する波形のディスプリプタ descriptor label をタッチします。 

2. [Next Grid 移動先のグリッド] ボタン button をタッチします。  

 

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。

また、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トレースを直接

ズームすることができます。トレースのズームを細かく調整するには、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。 
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別の方法として、演算トレースまたはメモリ・トレースの特定の領域をタッチして、その周囲

で矩形をドラッグすると、その領域がズームされます。この操作を何回も繰り返すと、ズーム（拡

大）率がどんどん大きくなります。 

注意：ヒストグラムを適用する場合、ヒストグラムの範囲はトレース全体のうち画面上に表示される部分に限られます。つ

まり、トレースをズームインすると、元のトレースのうち画面に表示されない部分のデータはヒストグラムに含まれません。 

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、拡大率は描画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 [Vertical Adjust 垂直軸調整] ダイアログ内

にサムネイル・アイコンとして表示されます。 
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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・ボックスの下部にある [Zoom ズーム] ボ
タンにタッチします。選択されたチャンネルのズーム・トレース（Z1～Z4 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 Zx トレース・ラベルをタッチします。演算関数

のセットアップ・ダイアログが開きます。このダイアログ・ボックス内には、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・ボックスの右側の [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 水平軸/区画] フィー

ルド内部をタッチし、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ます。 

5. [Vertical Scale/div 垂直軸/区画]フィールド内部をタッチして、電圧値を入力します。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。 

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。チャンネルおよび演算トレースまたはメモリ・トレースを

混合して矩形領域に含めた場合は、矩形ズーム・ウィザードが起動されます。 

2. すべての波形がズームに含まれていることを確認します。 

3. ズーム・トレースをオフにするには、ディスプレイの右上隅にある UNDO ボタンにタッチ

します。または、各ズーム･トレースのダイアログ内にある  [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ます。 

拡大率を調整するには 

1. 新たに作成された Zx トレース・ラベルをタッチします。ズーム・トレースのセットア

ップ・ダイアログが開きます。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。 

2. [Horizontal Scale/div 水平軸/区画] フィールドまたは [Vertical Scale/div 垂直軸/区
画] フィールド内部をタッチして強調表示し、フロント・パネルの ADJUST ノブを回し

て拡大率を変更します。変化する拡大率が [Scale/div 軸/区画] フィールドに表示され

ます。 
 



基本操作マニュアル 

 

 

49 

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・ボックスの右側の [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。ADJUST ノブを回

すときに、拡大率が細かい刻み幅で変化するようになります。1-2-5 の標準的な刻み幅

で拡大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。 
 
水平軸または垂直軸の拡大率を正確に設定する場合は、[Horizontal Scale/div 水平軸/
区画] フィールドまたは [Vertical Scale/div 垂直軸/区画] フィールド内部をタッチし、

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ます。 

3. ズームの縦位置と横位置を調整するには、フロント・パネルのズーム位置（POSITION）

ノブを回します。 

4. フロント・パネルの ZOOM ノブを回して、ズームの境界を調整します。 

注意：WaveSurfer Xs オシロスコープにはズーム専用の調整ノブがありません。そのため、拡大率を調整するズーム・トレ

ースの Zx ダイアログを開いた後、HORIZONTAL Delay ノブと Time/Div ノブ、および VERTICAL Offset ノブと V/Div ノブ

を使用してください。 

複数の波形をすばやくズームするには 
フロント・パネルのズーム/演算調整ノブ・グループにある [QuickZoom（クイック ズーム）] 

ボタン を押します。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（または Zx 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] にタッチした後、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. [Multi-Zoom Setup] 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。 
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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。 
 

 
 
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 はスクロールの影響を受けません。 

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] にタッチした後、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. [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。 
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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] にタッチした後、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] フィールドと [Input Y 入力 Y] フィールド内部をタッチし、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] にタッチした後、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 [Save/Recall 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] タブにタッチします。 

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] フィールド内部をタッチし、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] にタッチして宛先フォルダに

移動した後、フィールドの下の [Save Now 今すぐ保存] にタッチします。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] フィールド内部にタッチし、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、フィールドの隣にある [Save 保存] ボタン にタッチします。

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呼び出すには 

1. メニュー・バーの [File ファイル] にタッチした後、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. セットアップ情報をファイルから呼び出す(Recall From File)場合は、[Recall panels from file 
オシロスコープのセットアップ情報の呼び出し] フィールド内部にタッチし、ポップアッ

プ・キーボードを使用してソース・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 [Recall 呼び出し] ボタン

にタッチします。 

デフォルト設定を呼び出すには 

1. メニュー・バーの [File ファイル] にタッチした後、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。 
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2. [Recall Default Setup  デフォルト設定の呼び出し]の下の ボタンをタッチし

ます。 
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] にタッチした後、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] タブにタッチします。 

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、[Include On Print 出力対象] 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] ボタンにタッチします。 
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] にタッチした後、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] フィールド内部にタッチして、ポップアップ・メニューからソースを選択

します。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、任意のトレースをソースとして選択することができます。 
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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] フィールド内部にタッチ

し、ポップアップ・キーボードを使用し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、 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。 

1. 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 区
切り文字] 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。 

2. [Save file in directory 保存先フォルダ] フィールドの [Browse 参照] ボタンにタッチし、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。 

3.  をタッチします。 

自動保存 
このダイアログ・ボックスでは、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

することもできます。 :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。 
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 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] にタッチした後、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。 

3. [Memory メモリ] を選択した場合は、[Source ソース] フィールド内部にタッチし、メモ

リ・ロケーション（M1 ～ M4）を選択します。 

4. [File ファイル] を選択した場合は、[Source ソース] フィールド内部にタッチし、波形が保

存されたフォルダを選択します。 

A. 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] フィールド内部にタッチして検索領域を選択し

ます。 

B. [Recall files from directory 呼び出し元のフォルダ] フィールド内部にタッチし、

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] ボタンにタッチして、目的のフォルダを探します。 

C. [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

内部にタッチして、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] ボタンにタッチして、目的のフォルダを探します。 

D.  をタッチします。 
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 

1. 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 [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。 



基本操作マニュアル 

 

 

56 

3. [Current folder 操作対象フォルダ] フィールド内部をタッチし、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] ボタンにタッチして、目的のフォルダに移動します。 

4. [File to be deleted 削除するファイル] フィールド内部をタッチし、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、[Delete File ファイルを削除] 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] をタッチした後、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] ボタンにタッチして、目的のフォルダに移動します。 

4. 削除するフォルダを指定したら、[Empty Folder フォルダを全消去] 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] をタッチした後、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  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。 

ファイルの管理と印刷 
印刷、プロット出力、コピー 
本製品には、波形データ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 2000 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。 
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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] にタッチし、プルダウン・メニューから [Print Setup... 印
刷の設定] を選択します。[Utilities Hardcopy ハードコピー] ダイアログ・ボックスが表示

されます。 

2. ダイアログ内部の [Printer プリンタ] アイコン にタッチします。 

3. トレースを白い背景で出力する場合は、[Colors カラー] セクションの [Use Print Colors 白
い背景で出力] 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・ボックスを使用します。） 

4. [Select Printer プリンタの選択] フィールド内部にタッチし、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] ボタンにタッチします。 

5. [Orientation 用紙方向] を指定するために、縦または横を示すアイコンにタッチします。 

6. ダイアログ・ボックス領域を出力対象から外して、波形とグリッドのみを出力する場合は、

[Grid Area Only グリッド領域のみ] チェックボックスを選択します。 

印刷するには 

1. 印刷を開始するには次の 3 通りの方法があります。 

2. フロント・パネルの [プリンタ] ボタンを押します。 

3. メニュー・バーの [File ファイル] にタッチし、プルダウン・メニューから [Print 印刷] を
選択します。 

4. [Hardcopy ハードコピー] ダイアログ内の [Print Now 今すぐ出力] ボタンにタッチしま

す。 
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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 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] にタッチし、プルダウン・メニューから [Print Setup... 印
刷の設定] を選択します。[Utilities Hardcopy ハードコピー] ダイアログ・ボックスが表示

されます。 

2. ダイアログ内部の [Printer プリンタ] アイコン にタッチします。 

3. [Add Printer プリンタの追加] ボタンにタッチします。プリンタの追加を制御する MS 
Windows®ウィンドウが表示されます。 

4. [プロパティ] ボタンにタッチして、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、 初にメニュー・バーの [File ファイル] にタッ

チした後、プルダウン・メニューから [Minimize 小化] を選択して、実行中のアプリケ

ーションを 小化します。 

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

3. [Settings 設定] から [Printers 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 にタッチし、[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 
USB メモリ、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、本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 
本製品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・システムと本製品のアプ

リケーション・ソフトウェアが保存されています。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 
本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 5 番）を使用します。 

 
ネットワークを介した通信 
本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。 
ネットワークを介したファイルとプリンタの共有 
デフォルトでは、ネットワークを介したファイルとプリンタの共有機能は使用できません。こ

の機能を使用可能にするには、次の手順を実行します。  

1. オシロスコープ･アプリケーションを 小化して、背景のデスクトップを表示します。 

2. ツールバーから [Start -> Control Panel  -> Network Connections -> Local Area 
Connection  スタート -> コントロール パネル  -> ネットワーク接続 -> LAN 接続] 
を選択します。 

3. [Properties プロパティ]ボタンにタッチした後、[File and Printer Sharing for 
Microsoft Networks  MSネットワークを介したファイルとプリンタの共有] をオンに

します。  

Windows のセットアップ 
本オシロスコープを 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 
本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、本オシロス

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 2000 Service Pack をインストールした場合は、本オシロスコープの

正常な動作が保証されません。 

 コントロール・パネルの設定を変更してはなりません。 

 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本オシロスコー

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。 
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 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まなせん。 

 BIOS の設定を変更してはなりまなせん。 

 Windows の電源管理システムの設定を変更してはなりません。 

Windows の緊急時修復ディスク 
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、Windows の緊急時修

復ディスク（ERD: Emergency Repair Disk）を事前に作成しておくことを強くお勧めします。

システムの再構築時には、systemroot¥repair フォルダに保存された情報に基づいて修復プロ

セスが実行されます。したがって、このフォルダの変更または削除を行わないでください。 
何も入っていない 1.44 MB のフロッピー・ディスクさえあれば、緊急時修復ディスク（ERD）

を簡単に作成することができます。 

緊急時修復ディスクを作成するには  

1. 画面の下部にあるタスク・バー上の [スタート] ボタンをタッチし、[プログラム] > [アクセ

サリ] > [システム ツール] > [バックアップ] を選択します。 

2. [ツール] メニューから [緊急時修復ディスク] を選択します。 

3. 画面に表示される指示に従います。 

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] をタッチした後、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）にタッチします。 

3. [Source1 ソース 1] フィールド内部にタッチし、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] フィールド内部にタッチし、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、[Math 
selection for Trend トレンド用の演算関数] メニューから演算関数（F1～Fx）を選択しま

す。利用可能な演算トレースの個数は、オシロスコープにインストールされたソフトウェ

ア・オプションに応じて異なります。詳細は仕様を参照してください。 
トレンドはトレース・ラベルといっしょに表示されます。 

 例：選択した演算関数のトレンド・トレース・ラベル 
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6. [Trend 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 

1. この機能は XMAP オプションで利用することができます。 

2. メニュー・バーの [Measure 測定] をタッチした後、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。 

3. パラメータ・タブの 1 つ（P1～Px）にタッチします。 

4. [Source1 ソース 1] フィールド内部にタッチし、ポップアップ・メニューから入力波形を選

択します。 

5. [Measure 測定] フィールド内部にタッチし、ポップアップ・メニューからパラメータを選

択します。 

6. 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、[Math 
selection for Track トラック用の演算関数] メニューから演算関数（F1～Fx）を選択しま

す。利用可能な演算トレースの個数は、オシロスコープにインストールされたソフトウェ

ア・オプションに応じて異なります。詳細は仕様を参照してください。トラックはトレース・

ラベルといっしょに表示されます。 

  例：選択した演算関数のトラック・トレース・ラベル 

7. [Track 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ラッ

ク・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 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・ボックスでの手順 

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

2. [My Measure カスタム測定] ボタンにタッチします。 

3. パラメータ・タブの 1 つ（P1～Px）にタッチします。 

4. [Source1 ソース 1] フィールド内部にタッチし、ポップアップ・メニューから入力波形を選

択します。 

5. [Measure 測定] フィールド内部にタッチし、ポップアップ・メニューからパラメータを選

択します。 

6. ダイアログ・ボックスの下部にある [Histogram ヒストグラム] ボタンにタッチします。 

7. 作成されるヒストグラムが保存される演算トレースにタッチした後、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 にタッチします。 

9. 右側のダイアログ・ボックス内で、[Histogram ヒストグラム] タブにタッチします。 

10. [Buffer バッファ] セクションにある [#Values 値の個数] フィールド内部にタッチして値

を入力します。 
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11. [Scaling スケーリング] セクションにある [#Bins ビンの個数] フィールド内部にタッチし

て、20～2000 の数値を入力します。 

12. [Find Center and Width 中心と幅の調整] ボタンにタッチして、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] フィールド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・ボックスでの手順 

1. メニュー・バーの [Math 演算] にタッチした後、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. 関数タブの 1 つ(F1～Fx)にタッチします。利用可能な演算トレースの個数は、オシロスコー

プにインストールされたソフトウェア・オプションに応じて異なります。詳細は仕様を参照

してください。 

3. [グラフ] ボタン をタッチします。 

4. [Source1 ソース 1] フィールド内部にタッチし、ポップアップ・メニューから入力波形を選

択します。 

5. [Measure 測定] フィールド内部にタッチし、ポップアップ・メニューからパラメータを選

択します。 

6. [Graph with グラフ モード] フィールド内部にタッチし、ポップアップ・メニューから 

[Histogram ヒストグラム] を選択します。 

7. 右側のダイアログ・ボックス内で、[Histogram ヒストグラム] タブにタッチします。 

8. [Buffer バッファ] セクションにある [#Values 値の個数] フィールド内部にタッチして、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] フィールド内部にタッチし

て、20～2000 の数値を入力します。 

10. [Find Center and Width 中心と幅の調整] ボタンにタッチして、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] フィールド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] フィールド内部にタッチし、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
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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] にタッチした後、[Measure Mode 測定モード] ボタン

（Std Vertical, Std Horizontal, My Measure）の 1 つを選択します。 

2. [Histicons ヒストアイコン] チェックボックスにタッチすると、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（Center）と幅（Width）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] にタッチした後、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. 関数タブの 1 つ（F1～Fx）にタッチします。利用可能な演算トレースの個数は、オシロスコ

ープにインストールされたソフトウェア・オプションに応じて異なります。詳細は仕様を参

照してください。 

3. [Source1 ソース 1] フィールド内部にタッチし、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] フィールド内部にタッチし、[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. [Phistogram] タブにタッチした後、[Slice Direction スライス方向] フィールド内部にタッチ

して、ポップアップ･メニューから [Horizontal 水平] または [Vertical 垂直] を選択します。 

6. [Slice Center スライスの中心] フィールド内部にタッチし、ポップアップ・キーパッドを使

用して値を入力します。 

7. [Slice Width スライスの幅] フィールド内部にタッチし、ポップアップ・キーパッドを使用

して値を入力します。 

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
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ル値）を入力するフィールドがあります。 
ヒストグラムのパラメータ 

fwhm Full Width at Half Maximum ( 大度数の 50%に対応する区間長) 

定義： 
 

大度数のビン（ピーク）の両側にあるビンのうち、 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 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： 

 
初に、 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、 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 大

度数の 50%以下である 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、 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： 
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fwxx Full Width at xx% Maximum ( 大度数の xx%に対応する区間長) 

定義： 
 

大度数のビン（ピーク）の両側にあるビンのうち、 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 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： 

 
初に、 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、 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 大

度数の xx%以下である 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、 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 Histogram Amplitude（ヒストグラムの振幅） 

定義： 
 
ヒストグラム内で度数が 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： 

 
初に、度数が 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。これら

2 つのピークのうち、左端の値はヒストグラムのベース値です（hbase を参照）。右端の値はヒストグラムのトッ

プ値です（htop を参照）。hampl は次式で計算します。  
 hampl = htop  hbase 

例： 
 

  
  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 も集中している 2 つのピークのうち、左端のピークの値。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： 

 
初に、度数が 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、左端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。  
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例： 
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hist mode Histogram Mode（ヒストグラムの 頻値） 

定義： 
 
ヒストグラム内で 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、 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、左端のビン）の値が hist mode パラメータとして返されます。 
 

Example: 
 

  
  この例のモード（ 頻値）は 150 mV です。 

 

hist maxp Histogram Maximum Population（ヒストグラム 大度数） 

 

 
定義： 

 
ヒストグラム内で 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、 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。  
例： 

 

  
  この例の maxp は 14 です。 
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hist range Histogram Range（ヒストグラムの値域） 

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、 も右側のビンの値と 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、右端のビンと左端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(値域)は 2 mV です。 
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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： 
 

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、次のように計算します。 
 

  hrms =  = 2.87 
  

  



基本操作マニュアル 

 

 

72 

  

  

hist top(htop) Histogram Top（ヒストグラムのトップ値） 

 

 
Definition: 

 
ヒストグラム内で度数が も集中している 2 つのピークのうち、右端のピークの値。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。  
Description: 

 
初に、度数が 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、右端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。  
Example: 
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pctl Percentile（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。  
説明： 

 
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。 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、 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 + .33 * (6.4  6.1) V = 6.2 V 
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pks Peaks（ピーク） 

定義： 
 
ヒストグラム内のピークの個数。  

説明： 
 
本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、 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 を超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 です。  
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xapk 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： 
 

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 xapk 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 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 も少ない中央のピークはランク 3
になります。 

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。  
例: 

  
  このヒストグラムの度数合計は 9 です。 
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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、 小値、 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、 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 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

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 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）。  
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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 小値ビンは許容範囲内にあります。ただし、 小値ビンが許容範囲の下限

に近いこと、 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 
本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、 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 大数 

 ヒストグラムの測定範囲  

 使用するビンの数 
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。 

 トリガ 

 波形の捕捉 

 パラメータの計算 

 ヒストグラムの更新 

 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 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 

本オシロスコープには、 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
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ます。ヒストグラムで使用するイベントの 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、 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 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、 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、 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 適な範囲は容易に判定できません。そのため、本オシロスコープ

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 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 または 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 

 頻値（ヒストグラム内で 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 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 大値を表す）  
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。
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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 - 大度数のビン（ピーク）の両側にあるビンのうち、 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 - 大度数のビン（ピーク）の両側にあるビンのうち、 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 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 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 大度数を持つビンの値 
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 小度数を持つビンの値 
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 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） 
max populate - ヒストグラム内で も度数が多いビンのカウント数 
mode - ヒストグラム内で 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 
pop @ x - 指定された X 座標値にあるビンの度数 
range - ヒストグラム内の 大値と 小値の差異 
total pop - ヒストグラム全体の度数合計 
x at 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・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。グラフ内の集中したビンは、2 つのヒストグラム・ピークを示します。 
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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。本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。  
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。  
本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 適

な個数を決める上で重要な役割を果たします。「ビンの 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 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。  
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、直線、細い十字線、矢

印の形状をしたマーカーであり、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（通常、時間または周波数）カーソルは、波形に沿って水平方向に移動するマーカーです。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移動す

る直線です。 

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。 
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時間領域波形ではない波形が表示されている場合は、X 軸の単位（s または Hz）を指定するメ

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。 

メニュー・バーの [Cursors カーソル] にタッチし、カーソルのタイプとして、Off オフ、Abs 
Horizontal 絶対/水平、Rel Horizontal 相対/水平、Abs Vertical 絶対/垂直、Rel Vertical 相対/垂直の

いずれかを選択します。 

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] にタッチし、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。 

 

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。 

 
絶対値とデルタの両方のカーソルを表示します。 

 
このアイコンは 2 つのカーソル間の勾配を表します。 
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完全セットアップ 

1. メニュー・バーの [Cursors カーソル] にタッチし、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・ボックスが表示されます。 

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（Abs Horizontal 絶対/水平、Rel Horizontal 相対/水平、Abs Vertical 絶対/
垂直、Rel Vertical 相対/垂直）の 1 つにタッチします。 

4. 相対（Relative）モードを選択した場合は、読み出しパラメータ・ボタン [Y position]、[Delta 
Y]、[Slope] の 1 つをタッチします。 

5. 相対（Relative）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] フィールド内部にタッチし、各カーソルの座標値を入力します。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・ノブを使用する方法もあります。絶対モード

（Absolute）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。1 つまたは複数の波形に対して共通の測定を実行

することができます。 

パラメータをオンにするには 

1. メニュー・バーの[Measure 測定] をタッチした後、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 の内部をタッチすると、 P1 の

セットアップ・ダイアログが表示されます。 
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行のタイトルをタッチすると、[Measure 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。 

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 小化]を選択して、オシロスコープの表示を 小化します。 
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2. X-Stream ブラウザ デスクトップ・アイコン をタッチして、X-Stream ブラウザを

起動します。 

3. 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. エラーの発生した測定パラメータ（P1）の Out Result フォルダを選択します。 

 

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) 新値 
mean 平均値 
min 小値 
max 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個数です。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
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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、 後の捕捉に属する 後のサイクルの

測定値が表示されます。 
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測定モードを適用するには 

1. メニュー・バーの [Measure 測定] にタッチした後、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できます。 

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 

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、 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（WRXi-XMATH オプションまたは WRXi-XMAP オプションが必要） 
本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
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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。 
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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） 

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。 

 

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 VBScript ま
たは JavaScript です（次図を参照）。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。 
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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] をタッチした後、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 ソース] 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] フィールド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] フィールド内部をタッチし、[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。 

Pスクリプト演算をセットアップするには 

1. メニュー・バーの[Measure 測定] をタッチした後、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 ソース] フィールドが 2 つのフィールドに分かれます。 
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5. [Source1 ソース 1] フィールドと [Source2 ソース 2] フィールド内部をタッチし、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] フィールド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] フィールド内部をタッチし、[Select Measurement 測定の種類] 

メニューから [  P Script P スクリプト] を選択します。 

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] フィ

ールド内部をタッチし、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：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・ポストを操作（ドラッグ）できる状態になります。 
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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、隣接するダイアログ内の [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。 

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。 
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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、そのパラメータを直接タッチしてもかまいません。 
例：グリッドのすぐ下にあるパラメータの読み出し 

 

3. [Start  開始] フィールド内部にタッチし、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。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] フィールド内部にタッチし、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。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。

たとえば、 "@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（Simple）形式および詳細（Detailed）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）。  
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標準水平軸パラメータのヘルプ・マーカー 

 
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）。 

 



基本操作マニュアル 

 

 

94 

4. [Help Markers ヘルプ・マーカー] フィールド内部をタッチし、[Simple 簡易方式] を選択

します。[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、Measure Gate（測定ゲート）のゲート・ポ

スト、測定するパラメータを示すラベル、@level パラメータに対するレベル・インジケー

タおよびヒステレシス・バンドが表示されます。 

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。 

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。 
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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. [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。 

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 トレース操作] の
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がデフォルトになり、すべてのパラ

メータが使用されている場合は 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。 

[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 トレース操作] 
の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がデフォルトになり、すべてのパ

ラメータが使用されている場合は 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 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。たとえば、2 つの状態間を遷移する

波形のヒストグラムには 2 つのピークがあります（図 1 を参照）。このヒストグラムに基づき、

データ濃度が 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 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。  



基本操作マニュアル 

 

 

96 

 
 

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。 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 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
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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、本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。 

 
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 
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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 初の負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。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。 
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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・ボックスである [Status ステータス] ダイアログ・ボックスには、

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・ボックスを表示するには 

1. メニュー・バーの [Utilities ユーティリティ] にタッチします。 

2. [Status ステータス] タブにタッチします。 
リモート通信 
[Remote リモート] ダイアログ・ボックスでは、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、本製品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：本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。 

本製品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 

1. オシロスコープをネットワークに接続する場合は、 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。 

2. メニュー・バーの [Utilities ユーティリティ] にタッチした後、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. [Remote リモート] タブにタッチします。 

4. 通信プロトコル（Port）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。 

5. GPIB を選択した場合は、[GPIB Address GPIB アドレス] フィールド内部にタッチしてアド

レスを入力します。 

6. [Net Connections ネットワーク接続] ボタンを押します。Windows の [Network and 
Dial-up Connections ネットワーク/ダイアルアップ接続] ウィンドウが表示されます。 

7. 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] にタッチし、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] にタッチして、オシロスコープの接続環境を再構成します。 
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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] にタッチした後、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] タブにタッチします。 

3. [Log Mode ログ モード] フィールド内部をタッチします。 

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] ボタンにタッチします。[Event Logs イベント ログ] ポ
ップアップ・ウィンドウが表示されたら、[DestFilename 宛先ファイル名] フィールド内部

にタッチし、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、[Export to Text 
File テキスト・ファイルにエクスポート] ボタンにタッチします。 

ハードコピー 

印刷 

 
印刷のセットアップについては「ファイルの管理と印刷」の「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] にタッチした後、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] タブにタッチします。 

3. トレースを白い背景で出力する場合は、[Colors カラー] セクションの [Use Print Colors 白
い背景で出力] 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・ボックス領域を出力対象から外して、波形とグリッドのみを出力する場合は、

[Grid Area Only グリッド領域のみ] チェックボックスを選択します。 

5. [Print Now 今すぐ出力] ボタンにタッチします。 

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
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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] にタッチした後、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] タブにタッチした後、[File ファイル] アイコンにタッチします。 

3. [File Format ファイル形式] フィールド内部にタッチし、ポップアップ・メニューからグラ

フィック・ファイルの形式を選択します。 

4. トレースを白い背景で出力する場合は、[Colors カラー] セクションの [Use Print Colors 白
い背景で出力] 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] フィールド内部にタッチし、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] ボタンにタッチして、目

的のフォルダに移動します。 

6. [File Name ファイル名] フィールド内部にタッチし、ポップアップ・キーボードを使用して、

画面イメージ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・ボックス領域を出力対象から外して、波形とグリッドのみを出力する場合は、

[Grid Area Only グリッド領域のみ] チェックボックスを選択します。 

8. [Print Now 今すぐ出力] ボタンにタッチします。 

電子メール 

 
本製品には、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・ボック

スから電子メールを通じてデータを送信するには、 初に [Preference Setup プレファレンス] 
ダイアログ・ボックスで電子メール・サーバーと受信用アドレスを設定しておく必要がありま

す。 

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] にタッチした後、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] タブにタッチした後、[E-mail 電子メール] ボタンにタッチしま

す。 

3. [File Format ファイル形式] フィールド内部にタッチし、ポップアップ・メニューからグラ

フィック・ファイルの形式を選択します。 

4. トレースを白い背景で出力する場合は、[Colors カラー] セクションの[Use Print Colors 白
い背景で出力] 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選択します。 
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6. ダイアログ・ボックス領域を出力対象から外して、波形とグリッドのみを出力する場合は、

[Grid Area Only グリッド領域のみ] チェックボックスを選択します。 

7. [Print Now 今すぐ出力] ボタンにタッチします。 
補助出力 
「補助出力信号」を参照してください。 
日付と時間 
本製品には、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] にタッチした後、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] タブにタッチします。 

3. [Hour, Minute, Second, Day, Month, Year 時、分、秒、日、月、年] の各フィールド内部に

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。 

4. [Validate Changes 変更を確認] ボタンにタッチします。 

日付/時刻情報をインターネットから取得するには 

1. Simple Network Time Protocol (SNTP) を使用します。 

2. 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。 

3. メニュー・バーの [Utilities ユーティリティ] にタッチした後、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。 

4. [Date/Time 日付/時刻] タブにタッチします。 

5. [Set from Internet インターネットから情報を取得] ボタンにタッチします。 

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] にタッチした後、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] タブにタッチします。 

3. [Windows Date/Time Windows の日付/時刻] ボタン をタッチします。 

4. [Time & Date Properties 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。 
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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・ボッ

クスを使用します。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。 
捕捉ステータス 
オシロスコープの操作の一般的なカテゴリごとに、セットアップの状態を示すダイアログ・ボ

ックスを表示することができます。これらのダイアログ・ボックスは、[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 

 タイムベース -- 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・ボックスのほかに、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状態を示す

ダイアログ・ボックスも用意されています。 
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サービス・ダイアログ・ボックス 

 このボタンにタッチすると、レクロイのサービス担当者専用のサービス・ダイアログ・

ボックスが表示されます。サービス・ダイアログ・ボックスを表示するには、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・ボックスの [Show Windows Desktop Windows デスクト

ップの表示] ボタン にタッチすると、オシロスコープ・アプリケーションが 小化され、

背後の Windows デスクトップが表示されます。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 

[Touch-Screen Calibration  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・プロセスが開始します。プロセスの実行中には、タッチ画面上の 5 箇所

に表示される小さい十字マークの中心 に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、このプロセス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・プロセスが終了します。 
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LabNotebook 

LabNotebook の概要 

レクロイの LabNotebook 機能はオシロスコープのドキュメンテーション機能を拡張するもの

で、表示された波形のすべてを収録した注釈付き Notebook エントリの作成、DSO のセットア

ップ、ユーザー独自の注釈の作成などがサポートされます。Notebook エントリはハードコピ

ー形式（pdf、rtf、html）に変換して、印刷または電子メール送信を行うことができます。ま

た、デフォルトのレポート・レイアウトが用意されているほか、独自のレポート・レイアウト

を作成したり、さらにはレポート見出しに独自の企業ロゴを追加したりすることもできます。 

Notebook エントリは内部データベースに保存され、いつでも呼び出して参照できます。

LabNotebook には波形データの保存のほかに、パネル･セットアップ情報やパラメータ測定情

報を保存する機能があります。データベースを外部メディアにバックアップする機能も利用で

きます。 

Flashback 機能を利用すると、DSO の状態（保存された波形やセットアップ情報など）を後で

参照できるため、追加の測定を簡単に実行できます。キーワード･フィルタを使用すると、目的

の Notebook エントリを簡単に検出できます。 

エントリを保存･参照する宛先の Notebook を選択する機能、プロジェクト単位またはユーザー

単位で Notebook にラベルを付ける機能が用意されています。たとえば、複数のユーザー間で

オシロスコープを共有する場合や、1 台のオシロスコープを別々のプロジェクトで使用する場

合には、データを別々に保守できます。同様に、ハードコピー・レポートは別々のフォルダに

保存できます。 
プレファレンス 

Notebook エントリを作成する前に、プレファレンスを設定しておく必要があります。 

各種設定 

一番上のチェックボックスをオフにすると、デフォルトの名前（日付と時刻）が

Notebook エントリに付きます。Notebook エントリの作成時に独自の名前を付けた

い場合は、このチェックボックスをオンにしてください。 
Notebook エントリの作成時に注釈を付加したい場合は、2 番目のチェックボックス

をオンにします。 

 
フロント・パネルのハードコピー（印刷）ボタン をタッチするだけで Notebook
エントリガ作成されるようにする場合は、3 番目のチェックボックスをオンにしま

す。このチェックボックスをオンにすると、ハードコピー（印刷）ボタンに関する

他の設定（電子メールの送信、プリンタへの出力など）が無効になります。 
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ハードコピー(印刷)の設定 

電子メールの設定 

[Use Print Colors 白い背景で印刷] チェックボックスをオンにすると、Notebook
エントリ内で白い背景に波形が配置されます。こうすると、ハードコピー･レポー

トを後で印刷するときに、プリンタのインクが節約されます。 
画面イメージ全体のうちレポートに含める領域を選択するには、[Hardcopy Area 
ハードコピー領域] の内部をタッチします。Grid Area Only（グリッド領域のみ）、

Grid Area plus Dialog（グリッド領域とダイアログ）、Whole Screen（画面全体）

を選択できます。 

電子メールでレポートを送信するときに、PDF 形式または HTML 形式のレポート

のみを送信するか、追加の関連ファイル（個々の波形のトレース･データ[.trc]、画

面ダンプ、オシロスコープのセットアップ･ファイル、xml レポート・レコード）

を含めるかを選択できます。追加の関連ファイルを含める場合は、中央のチェック

ボックスをオンにします。 

 

受信者のアドレスとサーバー情報を設定するには、[Configure E-Mail 電子メール

の設定] ボタンをタッチします。 
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Notebook エントリの作成 

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 [Create Notebook 
Entry Notebook エントリの作成] を選択します。 

.  
表示されるダイアログ･ボックスにエントリの名前（タイトル）とコメントを入力します。デフ

ォルト設定では、現在の日付と時刻がエントリのタイトルになります。 
 

 
 

2. [Title タイトル] フィールド内部をタッチし、ポップアップ・キーボードを使用してタイトルを

入力します。必要に応じて [Description 説明] フィールド内部をタッチしてコメントを入力し

た後、[Close 閉じる] をタッチします。 

Notebook プレファレンスの [Use Print Colors 白い背景で印刷] チェックボックスをオンにした

場合は、Notebook エントリ内で波形が「印刷カラー」で表示されます（つまり、プリンタのインク

を節約するために白い背景に表示されます）。それ以外の場合は、波形が黒い背景に表示されます。

画面の上部には描画ツールバーが表示されます。 

 

ペン・ツールでは、フリーハンドによる描画やテキストの追加が可能です。タッチ画面上でマウ

スまたはスタイラスを使用して描画できます。マウスを再度クリックした後、波形上の

任意の位置にオブジェクトをドラッグできます。 

 

円形ツールを使用すると、注目させたい波形特性の周囲に円を描画できます。マウスを

再度クリックすると、円が描画されます。描画された円は画面上の任意の位置にドラッ

グできます。 

 

矢印ツールを使用すると、特定の情報を指し示す矢印付きの直線を描画できます。これ

らの直線は 360 度回転でき、画面上の任意の位置にドラッグできます。 
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テキスト・ツールを使用すると、注意を惹くためのテキストをレポートに追加できます。

このツールをタッチすると、ダイアログ・ボックスが開きます。このダイアログ内でポ

ップアップ・キーボードを使用してテキストを入力します。 

 
[Close 閉じる] をタッチすると、入力したテキストがドラッグ可能なオブジェクトとし

てディスプレイに表示されます。 

 

これらはオブジェクト、直線、テキストのために選択できる 3 つの標準カラーです。別

のカラーを使用する場合は、[More 次] をタッチします。 
 

 

More をタッチすると、標準カラーとして黄色が表示されたカスタム･ボックスが開きま

す。黄色ボタンをタッチすると、フルカラー・パレットが開きます。 

  
独自のカラーを選択できたら、[Add to Custom Colors カスタム・カラーに追加]をタッ

チします。こうすると、そのカラーが[Custom Colors カスタム・カラー]パレットに表

示されます。 

 
カスタム・カラーをタッチして選択し、[OK] をタッチします。次に作成するオブジェ

クトは、ここで選択したカラーになります。 
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描画したオブジェクトを消去する場合は、そのオブジェクトをタッチして選択した後、

[Erase Selected 選択したオブジェクトを消去] をタッチします。 

 

描画したオブジェクトとテキストをすべて消去する場合は、[Erase All すべて消去] を
タッチします。 

 

後に描画したオブジェクトを破棄する場合は、[Undo  取り消し] をタッチします。

 

[Move Toolbar ツールバー移動] ボタンをタッチすると、画面上の任意の位置にツール

バーを配置できます。このボタンを再度タッチすると、ツールバーが元の固定位置に戻

ります。 

 

Notebook エントリに対する注釈の付加が完了したら、[Done 完了] をタッチします。

LabNotebook ダイアログのリストボックスにエントリの名前が表示されます。このダイ

アログでは、Notebook エントリのハードコピー・レポートの作成、印刷、電子メールで

の送信などの操作を実行できます。 

 
Notebook エントリの呼び出し 
作成した Notebook エントリは、いつでも呼び出して参照できます。波形情報のほかにオシロ

スコープのセットアップ情報が呼び出されます。 

 

1. リストボックスから Notebook エントリを選択します。 

2. [Flashback フラッシュバック] ボタンをタッチします。 

3. フラッシュバック(呼び出し)を終了するには、画面の右上隅にある [Undo Flashback フラッ

シュバック終了] ボタンをタッチするか、[Auto 自動] トリガ・ボタンを押します。 

注意：現在のところ、フラッシュバック機能では、表示中のすべての波形の情報、および DSO セットアップ情報が呼び出さ

れます。下記に示すような「演算結果データ」は呼び出されません。 
 
 a. パーシスタンス・データ：このデータはハードコピーに保存され、レポートに印刷されますが、フラッシュバックの実

行中には呼び出されません。 
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b. ヒストグラム･データ：ヒストグラムの内部的な解像度は 32 ビットですが、ヒストグラムをトレース･ファイルに保存し

てフラッシュバック時に呼び出すと、解像度が 16 ビットに低下します。  

c. 浮動小数点波形：特定の演算を実行すると、16 ビットの波形ファイルに保存できない高解像度の浮動小数点波形が作成さ

れる場合があります。フラッシュバック機能を使用してトレースを呼び出すときに、このような高解像度は保持されません。 

d. 累積的測定：Notebook エントリの作成時に実行されている個々の測定はハードコピー画像に反映されますが、データベ

ースには保存されません。つまり、フラッシュバックの実行時には、既に呼び出された波形データを使用して測定結果が再

計算されます。通常、これが問題になることはありません。ただし、捕捉された複数の波形からデータを蓄積する累積的測

定がフラッシュバックと同時に実行されていた場合は、履歴データが保持されず、保存済みの波形による結果のみが表示さ

れることになります。 
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CDR-E135  
説明： 

CDR-E135クロックリカバリーモジュールはWaveExpertのどのメインフレームの中にもプラグイ

ンできるように設計されています。このモジュールはシングルエンド、又は差動信号に適用されて

信号レートでクロックリカバリーを提供します。モジュールは４つのKタイプ(2.95mm)のメスのコ

ネクタ、Data+Data-の二つの信号入力、Data+やData-のモニター用に２出力を持っています。モニ

タ出力は抵抗分割器を使った入力信号のDCカップリングです。使用しない時にはしっかりとターミ

ネーションする必要があります。シングルエンドリカバリーCLKOUT信号はSMAコネクタのメスで

使用できます。 
機能と特長 

. • 幅広い周波数レンジ: 622 Mb/s to 13.5 Gb/s (with option 001)  

. • 高い入力感度  

. • 低ジッタ  

. • 高 Rise/Fall  

. • 差動、シングルエンド入力  

. • モニター出力 

. • WaveExpertのどの場所にもプラグイン可能  
 

 
 Front of CDR-E135  

Front of Module Outputs: K-type (2.92 mm) female connectors for Data+, Data-, Monitor+, 
Monitor-. Female SMA connector for recovered clock out.  

 警告：CDR-E135入力はESDに対してとてもデリケートであり、モジュールの

破損を防ぐために接続する際には常に非静電の対策に従う必要があります。 

CAUTION 
注意：オシロスコープに接続するときには付属のSMA-SMA 12-inch (30.48-cm)ケーブルだけを使

用してください。LED：LEDはCDRロックや信号を表現するために前面で表示します。 
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操作 

1. CDR－E135をWaveExpertのいずれかのスロットに入れます。メインフレームは電源を落とす

必要はありません。しかし測定器がモジュールを認識するまで2,3秒かかります。 

2. クロックリカバリーモジュールへDUTの信号を入力します。 

 

 
Signal connections to the CDR-E135  

  
3. モニター出力は付属のターミネータ又はWaveExpertに取り付けられたサンプリングモジュ

ールなどで50Ωのデバイスで終端してください。 

4. リカバリーされたClockOutputをWaveExpertのclock/prescale入力にSMAケーブルを使って

入力してください。  

5. CDR-135がプラグインされているスロットのチャンネルメニューを選択し、CDR入力に接続

されている信号のおおよそのビットレートを入力します。 

6. CDRの前面にあるLockのLEDがクロックリカバリが成功すると光ります。 
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7. もしCISタイムベースが使われているならば、クロックをリカバリするCISタイムベースを

ロックするためHorizontalメニューのFindRateボタンを押してください。CISタイムベース

がロックされるとHorizontal descriptor boxが緑色の表示になります。 

 
製品の仕様 

公証の特性 
公称の特性は設計によって保障された特性やパラメータに記

述されています。しかし許容範囲には関係しません。 

入力周波数レンジ: 622 Mb/s to 13.5 Gb/s  

入力インピーダンス: 50 Ω  

大電圧: 2 Vp-p (10 dBm) for Data+ and Data- 

コネクタタイプ: Data やmonitor ポートは2.92 mm (K-type), CLK OUT はSMA 

代表的な特性 

代表的な特性は保証されていない性能でのパラメータです。 

入力感度: 100 mVp-p (≈ 0 dBm) 

出力RMSジッタ(Jrms): < 500 fs typical, 800 fs max. 

出力クロックRise/Fall Times (Trf): 30 ps typical 
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PPG-E135  
説明： 

PPG-E135はWaveExpertのモジュールスロットに挿入できるパルスパターンジェネレータです。モ

ジュールは50 Mb/s から 13.5 Gb/s（外部クロックを用いて）の間でクロックとデータ信号を作る

ことができます。PPGは内部に2.6625 Gb/s, 5.325 Gb/s,と 10.65 Gb/s,を中心に+/-12.5%の範囲で

調整可能なクロックを持っています。差動データ出力は500 mVp-pの固定レベルです。データパター

ンはPRBS7,10,15, 23,  31を選択いただけます。mark/spaceレシオの可変は可能です。 
機能と特長 

•広い周波数レンジ: 50 Mb/s ― 13.5 Gb/s （外部クロック） 
. •2.6625, 5.325, 10.65 Gb/sを中心とした+/-12.5% 調整可能な内部クロック 
. •低ジッタ 
. •速いRise/Fall Times  
. •差動出力  
. •外部クロック入力  
. •Mark/Space レシオの可変 
 
モジュール出力: Data+ and Data-はK-type (2.92 mm) メスコネクタ、clock in,Clock outはSMAの
メスコネクタ  

 警告：CDR-E135入力はESDに対してとてもデリケートであり、モジュールの

破損を防ぐために接続する際には常に非静電の対策に従う必要があります。 

 
 Front of PPG-E135  

操作 

1. PPG－E135をWaveExpertのいずれかのスロットに入れます。メインフレームは電源を落とす

必要はありません。しかし測定器がモジュールを認識するまで2,3秒かかります。 

2. DUTをPPGの出力ポートに接続します。ジェネレータの出力は信号品質を保持するため実行

している間は50Ωで終端しなければなりません。もし１つのDUTだけに接続しているなら同

軸ターミネータを使って使用していない出力を終端しなければなりません。 
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3. PPG-E135はコネクタ・セーバーをかぶせた状態で出荷されています。ケーブルなどが接続

される前は必ず全てのポートにコネクタ・セーバーをつけておく必要があります。このコ

ネクタ・セーバーは不注意によるモジュールのダメージを防ぎます。 

4. ほとんどの場合、PPGからのクロック出力はWaveExpertをトリガするために必要とされます。

クロック出力をclock/prescaleコネクタに接続します。クロック出力は外部クロックが使

われているとき有効になります。 

5. モジュールにプラグインされているスロットと同じチャンネルメニューを使いPPGを設定

します。 

6. ビットレート、パターン、mark/spaceレシオなどはチャンネルメニューを通して設定しま

す。 

 

 

PPG 設定メニュー 

測定器にPPGが挿入されているときチャンネルメニューはPPG-E135の設定に使われま

す。コントロールの要約は下記のテーブルのようになります。 
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Frequency Band – このコントロールはインターナルクロックが使われているとき周波数を選

択するために使用します。選択範囲は2.437 -2.875 Gb/s, 4.875 - 5.750 Gb/s, 9.750 -11.5 Gb/s. 

Bit Rate – 選択した帯域内でビットレートを入力します。このコントロールはインターナルクロ

ックを使用しているときには無効です。 

PRBS Pattern – ビットパターンを選択します。PRBS7, 10, 15, 23, 31を選択可能です。 

Mark/Space Ratio – レシオは1’s から0’sの範囲で設定できます。標準パターンは.5の
mark/spaceになります。このコントロールは選択されたレシオになるためデータストリームの中

に追加の０を入力してます。0.25や0.125のレシオは0.5を加えて可能です。捕捉として(0.75 and 
0.875)のレシオはデータ出力を反転させることにより可能となります。 

External Clock – PPGの外部クロック入力を有効にします。このコントロールがチェックされる

とビットレートコントロールは無効になります。 

 
製品の仕様 

公証の特性  
公称の特性は設計によって保障された特性やパラメータに記述

されています。しかし許容範囲には関係しません。 

データ周波数レンジ: 50 Mb/s～13.5 Gb/s 

クロック入力インピーダンス: 50 Ω  
クロック出力インピーダンス: 50 Ω  
データ出力インピーダンス: 50 Ω  
コネクタタイプ: Data ポートは2.92 mm (K-type), Clock In and Out はSMA 

代表的な特性  

代表的な特性は保証されていない性能でのパラメータです。 
データ出力電圧 (each output): 500 mVp-p  

出力RMSジッタ(Jrms): < 1 ps  

出力データRise/Fall Times (Trf): 30 ps (20-80%)  

§ § §
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テクニカル･サポート 

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るサポートについては、下記連絡先の

テクニカル・サポートセンターまたは、レクロイの Web サイトからもご利用いただけます。 

 

レクロイのテクニカル・サポートセンター 

電話: 03-6861-9400 

Fax: 03-6861-9586 

Web サイト:http://www.lecroy.com/japan/ 

E-M ail: contact.jp@lecroy.com 

 


