
テクニカル・ノート

はじめに
重要な測定においてオシロスコープを選択する場合、バナー・ス
ペックと呼ばれる目立つ仕様だけで選んでしまうことがあります。
オシロスコープにおけるトップ3のバナー・スペックを以下に示し
ます。

■　 周波数帯域

■　 サンプル・レート

■　 レコード長

これらのバナー・スペックで最も注目されるのが「周波数帯域」
です。やはり、周波数帯域は広いほど高性能なのでしょうか。必
ずしもそうとは言えません。このテクニカル・ノートでは、この
非常に簡単な思い込みに対する落とし穴と、測定システムの有効
性評価で重要となるその他の要素について説明します。観測、解
析する信号が真実の信号であると期待するには、オシロスコープ
の真の性能を十分に理解する必要があります。

シグナル・インテグリティ：
本当に検討すべき重要なファクター

www.tektronix.com/ja/oscilloscope
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周波数帯域－この仕様からわかること
アナログ周波数帯域とは、測定する正弦波振幅が、実際の正弦波
振幅より3dB低く測定される周波数の仕様と定義されています

（IEEE-1057を参照）。

正弦波振幅をわずか3%の誤差で測定するには、オシロスコープの
定格周波数帯域より低い周波数で測定する必要があります。ほとん
どの信号は正弦波よりもはるかに複雑であるため、オシロスコー
プなどの計測器では、測定する信号の5倍の帯域のオシロスコープ
を使用することが一般的な経験則となっています。この一般則は、
周波数が同じ信号でも立上り時間や高調波成分が変化するような
ケースでは当てはまりません。

周波数帯域ではわからないこと
ほとんどのオシロスコープ・ユーザは、複雑な電気／光信号の、
時間に対する信号振幅のグラフをディスプレイに表示し、測定す
るためにオシロスコープを選びます。オシロスコープの重要な仕
様であるアナログ周波数帯域は、時間ドメインでなく、周波数ド
メインの必要性から定義されています。サンプリング理論によれ
ば、複雑な信号には、数多くのスペクトラム成分が含まれていま
す（例えば、マルチトーンには、離散的でハーモニックな正弦波
成分が含まれています）。

スペクトラムを解析すれば、サンプリングした信号にどのような
成分が含まれているかわかります。しかし、この成分を完全に評
価するためには、複雑な信号を構成している、これらの成分の正
確な振幅、位相を知る必要があります。このような場合、周波数
帯域の仕様では、オシロスコープがこのような詳細な成分をどの
程度取込むことができるのか、ほとんど何もわかりません。周波
数帯域の観点で見ると、定格の周波数帯域では、正弦波入力の振
幅誤差は30%にもなることしかかわりません。
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周波数帯域より立上り時間が 
重要になる場合
汎用の信号解析以外にも、多くのエンジニアは立上り時間、立下
り時間などの時間測定を行います。この場合、周波数帯域の仕様
からオシロスコープ・システムの立上り時間を推定するには、次
の概算式を使用します。

周波数帯域と立上り時間の間にある0.35という係数は、10～
90%の立上り時間の単純なガウシャンのシステム応答を想定して
います。現実には、最新のデジタル・オシロスコープでは、この
仮定は正しくなくなっており、この係数は0.45に近づきつつあり
ます。

それでは、立上り時間測定ではどのようなオシロスコープを選べ
ばよいのでしょうか。同じ周波数帯域性能を持った2台のオシロス
コープでも、立上り時間、振幅、位相応答は異なるものです。し
たがって、オシロスコープの周波数帯域だけがわかっても、測定
機能や、高速シリアル・データ・ストリームなどの複雑な信号を
正確に取込む能力はわかりません。また、周波数帯域から計算し
て得られる立上り時間は正確ではありません。立上り／立下り時
間の応答を正確に知るためには、オシロスコープよりも十分に高
速な、理想的なステップ信号で立上り／立下り時間を測定する必
要する必要があります。

図1は、50GHzの等価時間サンプリング・オシロスコープで測定
した、立上り時間30psのステップ波形を示しています。図2は、
同じ信号を20GHzのリアルタイム・オシロスコープで測定した例
です。50GHzのサンプリング・オシロスコープでは立上り時間
29.2ps、20GHzのリアルタイム・オシロスコープでは29.6ps
と測定されています。最速の第三世代高速シリアル信号の立上り
時間は約30psであり、20GHzのリアルタイム・オシロスコープ
による立上り時間の誤差は0.3psまたは約1%となります。

図1.  テクトロニクスの50GHz等価時間サンプリング・オシロスコープで取込んだ、
立上り時間30psのパルス

図2.  テクトロニクスの20GHzリアルタイム・オシロスコープで取込んだ、立上り
時間30psのパルス
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この実験は、信号の周波数帯域だけではそのスペクトル成分はわ
からないという、重要なポイントを示しています。立上り時間を
正確に測定するという測定システムの能力は、周波数帯域だけで
はない、より重要な効果を持っています。すなわち、立上り時間
が高速であるということは、基本周波数に対する高次の高調波が
再現できるということです。信号のトランジション速度により、
高次の高調波のスペクトラム成分が十分に再現できるか、より広
帯域のオシロスコープでないと再現できないかが決まります。ほ
とんどの高速シリアル信号は、チャンネルを行き来する際の立上
り時間が短くなっています。図3、4は、20GHzリアルタイム・
オシロスコープ（図3）と50GHz等価時間サンプリング・オシロ

スコープ（図4）で取込んだ、12.5Gbps PRBS7データのアイ・
ダイアグラムを示しています。2つの波形を比較すると、リアルタ
イム・オシロスコープで取込んだ波形には信号劣化が見られま
せん。これは、信号がそれほど高速でなく、広帯域オシロスコー
プが必要になるような高調波にならないためです。

今日のように大量に製造され、コスト削減された回路基板で使用
される材料では、立上り時間は制限を受けます。このような制限
に左右されない優れた回路基板材料もありますが、大量生産され
る製造環境ではコスト削減を受けるのが一般的です。一般的に使
用されるFR-4材料では、立上り時間は30ps程度までに制限され
ます。

図3.  テクトロニクスの20GHzリアルタイム・オシロスコープで取込んだ、
12.5Gbps、PRBS7データのアイ・ダイアグラム波形

図4.  テクトロニクスの50GHz等価時間サンプリング・オシロスコープで取込んだ、
12.5Gbps、PRBS7データのアイ・ダイアグラム波形



5www.tektronix.com/ja/oscilloscope

シグナル・インテグリティ：本当に検討すべき重要なファクター

ステップ応答とは
多くのオシロスコープ・ユーザは、オシロスコープが優れたステッ
プ応答を持っているものと期待しています。仕様としての周波数
帯域は、オシロスコープが複雑な波形形状をどの程度正確に再現
するのかということしかわかりません。ステップ応答の性能を検
証するには、非常にきれいなステップ波形が出力できるステップ・
ジェネレータが必要です。オシロスコープがこのきれいな（理想
に近い）ステップ信号を再現する際に、アベレーションと呼ばれ
る偏移が観測されます。

図5は、オシロスコープに表示されるステップ応答のアベレー
ションと立上り時間の様子を示しています。

オシロスコープに表示される、理想的なステップ応答からの偏差
はどの程度までなら許容できますか。ステップ応答の偏差に影響
を及ぼすものには、次の4項目があります。

■　 ベースとなるオシロスコープのアナログ性能

■　 プローブ効果

■　 サンプリング不足によるエイリアス効果

■　 デジタル信号処理効果

ベースとなるオシロスコープの 
アナログ性能を決めるもの
真のアナログ性能は、A/Dコンバータ（アナログ・デジタル変換器）
までのアナログ・オシロスコープ回路によって決まります。この
回路には、各チャンネルの垂直軸入力アッテネータ、垂直軸アンプ、
ポジション・コントロール、トリガ・ピックオフ回路が含まれます。
ここからは、オシロスコープを使用してシグナル・インテグリティ
問題を観測する際に注意すべき点について説明します。

波形を詳細に調べる場合、垂直軸ポジション操作に限界があるこ
とにすぐに気づきます。垂直軸の感度を上げて波形を大きくする
たびに、波形ポジションを調整し直さなければなりません。グラン
ド基準に近くないところの波形部分を拡大しようとすると、一般
的な12div程度の垂直軸ポジション・レンジという限界によって
拡大できる範囲が限られてしまいます。さらに、垂直方向に拡大
した波形のポジションを調整する場合、波形が正しく表示される
ようにトリガ・ポイントまたはタイミング基準点を維持しておく
必要があります。このためには、制御できるトリガ・レベル範囲
にも注意を払う必要があります。図6に、このアナログ制限を示し
ます。

図5. ステップ応答のアベレーション 図6. 垂直軸ポジションとトリガ・レベルのダイナミック・レンジ

一般的な 
垂直軸ポジションと 

トリガ・レベル・レンジ
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トリガ・レベル
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図7. 垂直軸ポジションでは、垂直軸感度のゼロ基準ポイントが移動する 図8. 垂直軸オフセットは、垂直軸感度の基準ポイントが0から別の電圧値に変わる

図9.  オーバードライブのリカバリ特性により、高速信号の詳細部分が消えることがある

波形を垂直方向に移動する場合、図7に示すように、通常はグラン
ドに固定されている拡大の基準ポイントも移動する必要があります。

グランドから離れた波形部分を拡大する場合、図8に示すようなオ
フセット機能があります。

垂直軸オフセットは、拡大表示で使用する表示基準ポイントを設
定することができます。例えば、＋5Vの位置にあるパルスのトッ
プ部分を拡大する場合、オフセットを＋5Vに設定します。次に、
波形のポジションを変えることなく、垂直軸感度（volts/div）の
設定を変更します。オフセットを変更することで、垂直軸のアナ
ログ・ダイナミック・レンジを大幅に拡大できます。

波形を垂直方向に拡大することの問題の一つに、オシロスコープ
の垂直軸アンプ、アクイジション・システムのオーバードライブ・
リカバリ機能の限界があります。特定の波形部分を拡大するため
にその他の部分がディスプレイから見えなくなってしまう場合、
垂直軸システムは見えていない部分のオーバードライブ状態から
戻る必要があります。代表的なオーバードライブ・リカバリの仕
様は、1nsで90%のリカバリです。これは、2nsで99%のリカ
バリを意味します。現状のテクトロニクスのMSO/DSA/DPOシ
リーズは、このオーバードライブの性能が100psで15divとなっ
ています。

真のアナログ性能は、周波数帯域だけではありません。周波数帯
域の他、インバンド・フラットネスや位相応答に影響を及ぼすス
テップ応答のアベレーション、立上り／立下り時間も理解してお
く必要があります。特定の波形部分を拡大表示するには、アプリ
ケーションに対応した垂直軸ポジション・レンジ、オフセット・レン
ジを持っている必要があります。これは、オシロスコープの垂直
軸システムもまた、測定要件に応じたオーバードライブ・リカバ
リ特性を持っている必要があることを意味します。

上記で説明したように、波形の一部でもA/Dコンバータのレンジ
から外れるようなことがある場合、信号のデジタル処理は大きな
問題になることがあります。このような場合、特定の波形部分を
正確に評価するためにDSPを無効にする機能が重要になります。
これは、信号全体を処理システムが処理できない場合、DSPが微
妙な信号特性を台無しにしてしまうからです。これについては、
このテクニカル・ノートの後半でさらに詳細に説明します。

＋ 4div
基準

− 4div
基準

表示可能領域

本来の
波形表示

オーバードライブ
からのリカバリ

アンプの制限
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プローブが周波数帯域、 
立上り時間に及ぼす影響について
抵抗、コンデンサ、あるいは導線の一部でも回路に半田付けすると、
回路の信号に影響を及ぼすことがあります。信号振幅が変化し、
速度が低下し、信号形状が変化します。どのようなオシロスコー
プのプローブにも容量があります。また、抵抗もあります。この
ため、オシロスコープ・プローブを使用すると、測定ポイントに
おける信号に影響を及ぼします。プローブが信号を変化させるの
が問題ではなく、その大きさが問題なのです。

理想的なプローブは、完全な忠実度で信号を取込み、被測定回路
に影響を及ぼしません。プローブへの要求事項は明確です。広帯
域で、ダイナミック・レンジが広く、テストする信号に影響を及
ぼさないことです。次に、以下の項目と、周波数帯域、立上り時間、
ステップ応答に及ぼす影響について説明します。

■　 さまざまな要件に対応した、さまざまなプローブ

■　 プローブの周波数帯域と立上り時間

■　 短いリード線と適切なプローブ・アクセサリ

さまざまな要件に対応した、さまざまなプローブ
プローブはさまざまな環境で使用され、数多くの業界規格のテス
トに使用されます。例えば、電力アプリケーションの高電圧測定
では、安全規格に適合していなければなりません。このような測
定では、機械的な強度と非常に広いダイナミック・レンジが求め
られますが、広い周波数帯域は必要ありません。一方、最新のシ
リアル規格などのアプリケーションでは、低ダイナミック・レン
ジではあるものの広帯域な精密部品を使った測定ツールが必要に
なります。

オシロスコープのプローブはターゲットとなる市場のために設計
されているため、それによってプローブの設計要件が決まること
を理解する必要があります。さまざまな測定環境に応じて、プロー
ブにはさまざまな周波数帯域が用意されています。測定に最適な
プローブを決める際、十分な周波数帯域を持っている事が必要で
す。では、どのくらいの帯域があれば十分なのでしょうか。

プローブの周波数帯域と立上り時間

周波数帯域

周波数帯域は、プローブが設計されている周波数の範囲です。例
えば、100MHzのオシロスコープ・プローブは、100MHzまで
の周波数が測定できます。しかし、信号を取込む能力は周波数の
範囲によって変化します。どのプローブ製造メーカも、仕様の最
高周波数帯域におけるプローブの周波数応答は3dB低下すること
を想定しています。3dBポイントを過ぎた周波数では、信号振幅
は著しく低下し、どのような測定になるかは予測できません。

立上り時間

周波数帯域は周波数領域での特性を表していますが、プローブと
オシロスコープによる、時間軸上での複雑な波形形状の再現性ま
ではわかりません。これを理解するには、ステップ応答で時間領
域の特性を知ることが重要になります。この特性を知るためには、
プローブの立上り時間が必要になります。プローブの立上り時間
は、テスト・システムよりも高速なステップ入力に対するシステ
ムの応答から求めます。
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短いリード線と適切なプローブ・アクセサリ
測定ポイントにプローブを接続すると、回路に対して負荷を加え
ることになります。容量と誘導の要素は、主にプローブ・チップ
の形状と導線の長さによって決まります。誘導要素は、使用する
プローブ・チップのアクセサリと、信号／グランドのリード線の
長さによって変化します。

信号リード、グランド・リードは極力短くする

プローブのリード線をテスト・ポイントに接続することは、いつ
でも難しいことです。信号またはグランド接続で長いリード線を

使用すると、折角高性能のプローブを使用しても無駄になってし
まうことがあります。図10に示すように、P7500シリーズ・プロー
ブの信号リードの長さによって測定は異なったものになります。
左の図は短いリード線のもの、右の図は長いリード線のものであ
り、リード線の長さによって立上り時間とオーバーシュートは変
化しています。P7500シリーズはTriMode™プローブであり、一
回のプローブ接続でシングルエンド、差動、コモン・モード測定
が行えます。この3種類の測定は、プローブのボタン操作で簡単に
切り替えられます。

図10. 長いリード線を使用すると、まったく別な測定結果になることがある

立上り時間：33ps
オーバーシュート：7.2%

立上り時間：40ps
オーバーシュート：12.5%
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適切なプローブ・アクセサリ

オシロスコープ・プローブには、さまざまなプローブ・チップ・
アクセサリが付属しています。プローブによっては、検証、デバッ
グ、コンプライアンス・テストなどをサポートするために独自の
アクセサリを付属しているものもあります。また、安定的な接続、
および、ハンズフリー接続のための半田付ソリューションを付属
しているものもあります。

プローブ・チップ・アクセサリは、その違いにより異なった測定
結果になります。DUT（被測定デバイス）に接続しやすいように、
テスト・リードにクリップの付いたもの、リードの長いもの、ス
クエア・ピン・ソケットを付けたものなどがあります。図11の例

では、信号リードとグランド・リードの長さは合わせて2.54cm
です。長いリードでは誘導性負荷が多くなり、リンギング、アベレー
ション、オーバーシュートなどの影響が現れます。図12は、
P7500シリーズTriModeプローブで利用できるロングリーチ・
ソルダ・チップによる接続を示しています。ロングリーチ・ソルダ・
チップは、チップ・ヘッドでターミネーションすることによりイン
ダクタンスの影響を抑えることができ、最も短いリードでDUTに
接続できます。このように、さまざまな方法で接続できますが、
それぞれの方法で測定結果は異なったものになることを考慮する
必要があります。一般に、プローブ製造メーカは、プローブ・チッ
プ・アクセサリがどのように測定に影響を及ぼすかの情報を提供
しています。

図11. プローブ・チップ・アクセサリによる測定への影響を理解する必要がある 図12.  P7500シリーズのロングリーチ・ソルダ・プローブ・チップによる測定ポイン
トへの接続
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サンプリング不足によるエイリアス効果
複雑な波形では、スペクトラム・アナライザの使用または波形を
FFT（高速フーリエ変換）することにより、波形に含まれるスペ
クトルがわかります。ナイキスト理論によると、信号を正しく量
子化するためには、信号の最高周波数成分の2倍以上のレートで
サンプリングする必要があります。信号に含まれる最速の正弦波
がその2倍以上のレートでサンプリングされないとナイキスト理論
に違反することになり、本来の波形とは違った波形形状で表示さ
れます。これをエイリアシングと呼びます。図13は、サンプリン
グ不足により、本来の波形とは異なった波形形状になる様子を示
しています。

トリガを示すLEDが点灯しているにもかかわらず、トリガがかかっ
ていないように見え、それでも波形が表示されている場合は、サン
プリング不足によるエイリアシングが考えられます。エイリアシン
グの場合は、時間軸（time/div）を速い設定にすると、トリガされ、
安定した波形表示になります。これが繰り返し取込みにおける正
しい設定です。

シングルショットの波形では、波形の予備知識なしには表示され
た波形がエイリアシングかどうか判断できません。繰り返し波形
の形状は正しいように見えますが、タイミングが間違っているこ
ともあります。サンプリング不足のために、高速に動く波形部分
の形状が間違っている可能性もあります。

ナイキスト理論を満たしていても、表示される波形によってはエ
イリアシングと見える場合もあります。これをパーセプチュアル・
エイリアシングと呼びます。この場合でも、前にも説明したように、
波形に含まれるすべてのスペクトル成分を2サンプル以上でサンプ
リングしています。図14に、この種のドット・モードによる波形
表示を示しています。

パーセプチュアル・エイリアシングは、ドット・パターンとして
現れます。本当の波形は、まだ見えていません。このような、一
見エイリアシングに見える波形は、このドットをさまざまなタイ
プの線で結ぶことで正しく表示されることがあります。このよう
なドットを線で結ぶ処理は、補間と呼ばれています。図15は、図
14のドットを線で結んで表示したものです。

図13.  サンプル不足によるエイリアシング

図14. ドット・モードでは波形形状がわかりにくい

図15.  ベクトル・モードにすることでパーセプチュアル・エイリアシングを防ぐこ
とができる



11www.tektronix.com/ja/oscilloscope

シグナル・インテグリティ：本当に検討すべき重要なファクター

パーセプチュアル・エイリアシングの影響を完全に除去するには、
sin(x)/xと呼ばれる、ナイキスト理論によるデジタル・フィルタを
使用する必要があります。この数学的フィルタは、波形の実際の
サンプル点から中間点を計算し、結果としてエイリアシングを防
ぎます。これにより、オシロスコープのA/Dコンバータに達する
すべての信号のスペクトル成分で2ポイント以上が得られる事を意
味します。

では、sin(x)/x補間は、サンプリング不足のステップ応答に対して
どのような効果が得られるのでしょうか。図16aは、十分にサン
プリングされており、sin(x)/x補間で正しく表示されています。図
16bはサンプリング不足ですが、sin(x)/x補間で表示しており、
実際の信号にはないリンギングが表示されています。図16cもサン
プリング不足ですが、直線補間（サンプル間を直線で結んでいます）
が使用され、実際の波形に近い状態で表示されています。

このように、サンプリング不足で補間を利用すると、間違った情
報の原因となることがあります。したがって、サンプル・レート
と補間の選択には十分に注意を払い、ベストな信号忠実度で測定
する必要があります。

図16a. sin(x)/x補間で十分にサンプリングした波形

図16b. sin(x)/xで補間しているがサンプリング不足の波形

図16c. 直線補間によるサンプリング不足の波形
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オーバーサンプリングによる 
データ取込みの改善
オーバーサンプリング（十分なサンプリング）は、オシロスコー
プのA/D変換時に発生する量子化ノイズを低減します。低減する
ノイズ量は、パスバンドまたはオシロスコープの周波数応答、お
よびオーバーサンプリングの程度によって異なります。

例として、周波数帯域20GHz、サンプル・レート50GS/sの場合
を考えてみます。このオシロスコープのナイキスト周波数は
25GHzです。20GHzのパスバンドと最大にフラットな応答では、
サンプリング周波数の基本波付近の高い周波数にいくらかノイズ
が存在します。サンプル・レートを100GS/sにするとナイキス
ト周波数は50GHzになり、デジタル処理で発生するノイズは2倍
の周波数スパンに拡散されます。同時に、オシロスコープのパス
バンドは変わっていないため、オシロスコープの周波数帯域に含
まれるノイズは少なくなります。

また、このコンセプトは信号測定に必要な周波数帯域のみに制限
した場合でも有益です。例えば、オシロスコープの全帯域を使用
すると、オシロスコープの定格周波数帯域の半分相当の信号を測
定した場合には、高い周波数に存在するノイズが含まれてしまい
ます。

DSPによる立上り時間、周波数帯域、 
信号忠実度への効果
実際のサンプル間の補間は、DSP（Digital Signal Processing、
デジタル信号処理）の一つの機能です。波形処理は、以下のよう
な目的で行われます。

■　帯域拡張

■　立上り時間の改善

■　ゲインと波形形状の校正

■　スペクトラム振幅と位相の補正

■　光リファレンス・レシーバの正規化

■　波形偏差、異常のジッタ解析

図17の青い波形は、オシロスコープの補正されていない垂直軸
アンプによる、補正されていない波形です。赤い波形はDSPによ
る補正波形であり、周波数帯域が拡張され、立上り時間が改善さ
れています。

DSPフィルタは、オシロスコープのアクイジション・チャンネル
のパスバンドにおける振幅／位相応答を改善するために使用され
ます。このフィルタにより、帯域を拡張し、オシロスコープのチャン
ネルの周波数応答をフラットにし、位相リニアリティを改善し、
チャンネル間のマッチングを改善することができます。フーリエ
級数のDSPフィルタは、周波数帯域と立上り時間の改善に広く使
われています。

高速の立上りステップを改善する場合、フーリエ級数のDSPはス
テップの中央ポイントに収束します。ステップの両サイドでは、
級数は発振します。発振のピークの高さはステップから離れると
低減しますが、合計の項数が増えてもピーク1、ピーク2などの高
さは変わらず、高い周波数になるものの、リンギングの振幅と形
状は変わりません。各リンギングのオーバーシュートのピークは
一定の高さ（ステップの約18%）であり、項数が増えるとステッ
プのエッジに移動します。これは、「ギブズの現象」と呼ばれてい
ます。

したがって、ギブズの現象では、フーリエ演算で限界まで帯域拡
張すると、ステップ・エッジの両端においてリンギングが発生し
ます。図17に示すように、オシロスコープ・チャンネルの応答は
ロー・パスであり、位相はリニアになっています。ギブズの現象
によるリンギングの量は、DSPによって改善される立上り時間と
周波数帯域の程度、測定される信号の速度によって決まります。

図17.  DSPをオンにした場合の波形形状、立上り時間と周波数帯域
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DSPによる帯域拡張を常に機能させるためには、2つの条件が必
要になります。まず、サンプル・レートを十分に高くし、ナイキ
スト・レート（サンプル・レートの1/2）以上のスペクトラム周
波数成分が、オシロスコープのA/Dコンバータに入らないように
します。この条件が満たされないとサンプリング不足となり、表
示される波形はDSPによってその忠実度が損なわれます。次に、
波形全体がA/Dコンバータのレンジに入っている必要があります。
波形の特定部分を拡大した場合、他の波形部分が垂直方向に対し
て見えなくなると、デジタル信号処理は歪みを起こす可能性が高
くなります。

有効ビット数と測定への影響
デジタイジング・システムを設計または購入する場合、実際のデ
ジタイジング性能を知る方法が必要になります。A/Dコンバータ、
波形デジタイザまたはデジタル・ストレージ・オシロスコープの
出力は、アナログ入力信号に対して、どの程度近い値になってい
るのでしょうか。

基本的なレベルでは、デジタイジング性能とは単に分解能とみら
れています。目的の振幅分解能に合わせて、必要とするビット数（量
子化レベル）のデジタイザを選択します。目的の時間分解能に対
しては、必要とするサンプル・レートでデジタイザを動作させます。
簡単にして十分な答えですが、非常に間違えやすいものになって
います。

「8ビットのデジタイザ」が8ビットの確度と分解能に近い状態で
機能するのは、DCまたはゆっくりと変化する信号の場合であり、
高速信号ではその限りではありません。使用されるデジタイジン
グ技術およびその他のシステム要因によって異なりますが、信号
速度が上がると動的なデジタイジング性能は著しく低下します。8
ビットのデジタイザも、定格の周波数に達する前に6ビット、4ビッ
トあるいはそれ以下の性能に低下することがあります。A/Dコン
バータ、デジタイジング機器、またはテスト・システムを設計す
る場合、デジタイジング性能に影響を及ぼすさまざまな要因と、
性能の検証方法を理解することが重要になります。有効ビットを
テストすることで、動的なデジタイジング性能を知ることができ
ます。有効ビットは、A/Dデバイスの設計または選択から始まる
さまざまな設計ステージだけでなく、システム全体の動的性能仕
様を知るための検証ツールとして使用されます。

デジタイジング・システムの購入決定においても、有効ビットは
重要な検証ツールになります。場合によっては、有効ビットはす
でにシステムまたは機器の仕様の一部になっているものもありま
す。これは、波形のデジタイジング機器では一般的になりつつあ
ります。しかし、有効ビットはどの機器、システム・コンポーネン
トでも常に仕様として記載されているわけではありません。した
がって、比較が必要な場合は有効ビットを検証しなければなりま
せん。機器がシステムに組込まれている場合は、有効ビットを検
証することで動的なデジタイジング・システム性能の指標となり
ます。

基本的に、有効ビットは、デジタイジング・デバイスまたは機器
がさまざまな周波数の信号を再現する能力を示します。
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有効ビット数は、利得帯域幅またはボーデ線図と同様、常にでは
ありませんが、一般的に周波数とともに低下します。主な違いは、
有効ビット数のプロットでは、アナログ・ゲイン（または減衰）
確度ではなく、デジタイジング確度またはデジタル・ビットを比
較します。

基本的に、8ビットのデジタイザは、DCと低い周波数またはゆっ
くりとしたスロープの信号でのみ、8ビットの有効ビットになりま
す。デジタイズする信号の周波数が高くなったり、速度が速くなっ
たりすると、デジタイジング性能、有効ビット数も低下します。

デジタイジング性能の低下は、デジタル化する信号のノイズ・レ
ベルが上がると顕著になります。ここでノイズとは、入力信号と
デジタル出力間のランダムまたは疑似ランダム誤差を言います。
デ ジ タ ル 化 さ れ る 信 号 の ノ イ ズ は、SNR（signal-to-noise 
ratio、S/N比）として表わされます。

rms_signalはデジタル化された信号の実効値、rms_errorはノイ
ズ誤差の実効値です。有効ビット（EB）との関係は、次のように
表わされます。

Aはデジタル化される信号のピーク・ピークの入力振幅、FSはデ
ジタイザ入力のピーク・ピークのフルスケール・レンジです。次
の式のようにも表わされます。

=
errorrms
signalrmsSNR
_
_

( ) ( )=
FS
ASNREB 222 log5.1log

2
1log

=
erroronquantizatiideal

errorrmsNEB
__

_log2

Nは、デジタイザの公称（静的）分解能です。

これらすべての式は、デジタイジング処理で生ずるノイズまたは誤
差レベルが元になっています。3番目の式のideal_quantization_
errorは、入力信号の理想的なNビット・デジタイジングの実効値誤
差です。2番目と3番目の式は、IEEE規格のDigitizing Waveform 
Recorders（IEEE std. 1057）で規定されています。4番目の式
は3番目の式の代替式です。この式は、理想量子化誤差が1LSBピー
ク・ピークで均一に分布していると仮定しています。この仮定によ
り、理想量子化誤差は次のように置き換えられます。

FSは、デジタイザのフルスケール入力レンジです。

この3つの式でもう一つ重要なことは、フルスケール信号（FS）
をベースにしているということです。実際のテストでは、テスト
信号はフルスケール未満の信号（例えば50%や90%など）が使
用されることがあります。これにより、有効ビットが改善されます。
したがって、有効ビットの仕様またはテストの比較は、周波数と
同様に、テスト信号の振幅を考慮する必要があります。

=
FS

errorrmsEB 12*_log2

12*2n
FS
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デジタイジング処理の誤差要因
デジタイジングに関連するノイズ、誤差は、さまざまな要因で発
生します。理想的なデジタイザであっても、量子化による最小の
ノイズまたは誤差レベルが生じます。この量子化誤差は、±1/2 
LSB（Least Significant Bit）です。図18、表1に示すように、
この誤差はデジタイジングに固有のものであり、理想的なデジタ
イジングに関連した分解能の限界または不確かさです。この基本
的な理想誤差フロアに、現実のデジタイザではさらに誤差が加わ
ります。現実に加わる誤差には、さまざまな分野のものがあります。

■　 DCオフセット（ACオフセット、または固定パターン歪みとも
呼ばれる、インターリーブ・サンプリング手法に関係するパ
ターン誤差）

■　ゲイン誤差（DCとAC）

■　非直線性（アナログ）と非モノトニシティ（デジタル）

■　位相誤差

■　ランダム・ノイズ

■　周波数（時間軸）の不確かさ

■　アパーチャの不確かさ（サンプル時間ジッタ）

■　 デジタル誤差（メタステープル、喪失したコードなどによるデー
タ損失）

■　トリガ・ジッタなど、その他の要因

図19は、その影響を視覚化した、基本的な誤差の種類を示してい
ます。デジタイザで発生する多くの誤差は、ここで説明した一般
的なもの、またはアンプ、アナログ回路に関連したものです。例
えば、DCオフセット、ゲイン誤差、位相誤差、非直線性、ランダム・
ノイズは、アナログ波形入力からデジタル波形出力における波形
取込みプロセスのどこででも発生します。

Analog Waveform
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± 1/2 LSB Error

図18.  量子化誤差 表1.  デジタイザは±1/2 LSBの誤差

分解能または 
有効ビット数（N）

量子化レベル
信号対ノイズ比（dB）

（6.08N＋1.8dB）

4 16 26.12

6 64 38.28

8 256 50.44

10 1,024 62.60

12 4,096 74.76

14 16,384 86.92

16 65,536 99.08

図19.  代表的なA/D誤差
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アパーチャの不確かさの影響を詳細に調べるには、正弦波のゼロ
交差における振幅のサンプリングを考えてみます。低周波の正弦
波では、ゼロ交差における傾きも緩やかなため、アパーチャの不
確かさも最小の誤差で済みます。しかし、正弦波の周波数が上が
ると、ゼロ交差における傾きも急峻になります。このため、同程
度のアパーチャの不確かさまたはジッタであっても、大きな振幅
誤差になります。大きな誤差は低いSNR、および有効ビットの減
少を意味します。言い換えると、周波数が上がるとデジタイザ性
能が低下することになります。これは、次の式でも表わすことが
できます。

この式で、fはフルスケールの正弦波の周波数で、Δtのアパーチャ
の不確かさでnビットにデジタイズされます。アパーチャの不確か
さかが変化しないで周波数が上がると、ビット数nは低下します。

しかし、周波数が上がることに対してビット数の低下を回避する
方法があります。これは、先に説明した図20に関連します。正弦
波の振幅がフルスケールから低下すると、ゼロ交差の傾きも緩や
かになります。したがって、振幅誤差が低下し、有効ビット数が
向上します。このことは、さまざまなデジタイザの有効ビットを
比較する場合に重要になります。有効ビットは、周波数だけでなく、
テスト波形の振幅によっても異なります。デジタイザのテスト、
比較では、周波数の他に、入力波形の振幅（一般的にフルスケー
ルの50%や90%など）を考慮する必要があります。

また、入力アンプのロールオフ、ポストアクイジション・フィルタ、
その他の処理によって、デジタイジング機器内部の信号振幅が低
下することがあります。このため、有効ビットの仕様や動的性能
が過大に評価されることがあります。

一方、アパーチャの不確かさと時間軸の不確かさは、波形のデジ
タイジングに伴うサンプリング処理に関連する現象です。アパー
チャの不確かさの基本概念を図20に示します。

図20で重要なことは、振幅誤差および誤差振幅に影響するアパー
チャの不確かさは、スロープ（傾き）に依存することです。信号
の傾きが急峻になると、ジッタのあるサンプル時間からの誤差振
幅は大きくなります。アパーチャの不確かさは、高い周波数また
は急峻なスロープにおける有効ビットの減少の唯一の原因です。し
かし、アパーチャの不確かさは、入力信号の周波数と振幅に起因
する問題を探るための有効でグラフィカルな手がかりとなります。

Nt
f

26
1=

図20.  アパーチャの不確かさまたはサンプル・ジッタは、スルー・レートとタイミン
グ・ジッタの関数である振幅誤差分布に影響する。同様に、振幅ノイズはタ
イミング測定に影響する

振幅ノイズと
タイミング・ノイズは

信号のスルー・レートの
関数として反映される

代表的な
入力信号（V）

タイミング・ノイズ

振幅ノイズ

理想的なサンプル間隔　
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シグナル・インテグリティ：本当に検討すべき重要なファクター

有効ビットの持つ意味
有効ビット数が測定結果に及ぼす影響は、何を測定するかによっ
て大きく異なります。高速シリアル・データは特定の周波数にお
いて高調波を持ち、その高調波成分は有効ビットの低下によって
ほとんど影響を受けることなく測定システムを通過します。使用
する計測器の定格周波数帯域における有効ビット性能を知ること
が重要になります。この性能がわからないと、測定に十分な性能
であることがわかりません。

まとめ
主要な仕様である周波数帯域は、波形をどの程度再現できるかが
わかりますが、波形の本質までを知るための指標にはなりません。
測定システムの本当の忠実度を知るためには、ステップ応答の立
上り時間、立下り時間、アベレーション、インバンド・フラット
ネス、位相応答が必要になります。さらに、波形の詳細を知るには、
垂直軸オフセット、トリガ・レベル・レンジ、オーバードライブ・
リカバリの性能が必要になります。プローブの負荷効果、特にプ
ローブ・チップ、グランド・リード・アダプタによる負荷効果の
影響も考慮する必要があります。

サンプル・レートも重要な仕様です。十分なサンプル・レート、
取込んだサンプル間における適切な補間、適切なトリガ－サンプ
ル時間補正により、サンプリング不足によるエイリアシングを防
ぐことができます。また、デジタル信号処理により、帯域を拡張
したり、立上り時間性能を改善したりすることで、信号の忠実度
を改善することができます。最後に、測定システムの有効ビット
を確認することで、テストする信号の信号忠実度要件への適合性
が確認できます。
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