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今日、最先端の高速デジタル・デザインでは、データ・レートがます
ます高速化し、タイミング・バジェットが減少しています。レシーバ
がデータをサンプリングする際に、安定したシリアル・データを確実
に受信するには、有効なデータ・ウィンドウを減少させる、さまざま
なジッタ成分を解析する必要があります。現在、ハードウェア・デザ
インにおける波形ジッタの捕捉／表示に使用されている主な測定ツー
ルは、オシロスコープです。現在の高性能オシロスコープの多くは、
オプションでジッタ解析測定機能も備えていて、複数の表示フォー
マットでジッタを表示できるだけでなく、さまざまなジッタ成分を定
量化できます。 

このアプリケーション・ノートでは、はじめに、ジッタの表示に使用
されるさまざまな表示フォーマット（例えば、水平波形ヒストグラム、
TIEヒストグラム、TIEトレンド波形、ジッタ・スペクトラム波形など）
について紹介します。さらに、さまざまなクロック・リカバリ・アル
ゴリズム、リアルタイム・アイ表示、ジッタ分離、全ジッタ外挿法に
ついても紹介します。このアプリケーション・ノートの最後では、キー
サイトの6000 XシリーズとInfiniiumシリーズ オシロスコープを比較
しながら、ジッタの問題に対応する方法を紹介します。

はじめに
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最初にジッタの定義から始めます。ジッタとは、理想的な位置からの信号のタイミング・
イベントのずれです。タイム・インターバル誤差（TIE）と呼ばれることも少なくありませ
ん。多くのエンジニアが、図1に見られるような、基準（トリガ・ポイント）に対する「エッ
ジのずれ」をジッタと考えています。この測定例では、同じ信号に対する基準トリガのエッ
ジの後で、複数サイクルのクロック信号エッジを繰り返し捕捉しています。このような
ジッタの両端を高速に捕捉／表示できるオシロスコープの機能に不可欠な要素は、高速
な波形更新レートです。 

図1は、振幅レベルの約50 ％で波形データを細くスライスして得られた、ジッタの波形ヒ
ストグラム・プロットです。水平波形ヒストグラム・プロットは、捕捉波形と時間相関の
ある複合ジッタの確率分布関数（PDF）を示しています。この例では、ジッタがバイモーダ
ル分布であることがわかります。波形ヒストグラム測定はジッタ測定を行う最も簡単な方
法で、今日の高性能オシロスコープの多くが備えている主な測定機能の1つです。
Keysight InfiniiVision 6000 XシリーズやInfiniiumシリーズ オシロスコープでも可能です。

繰り返しクロック信号のジッタの捕捉／表示は比較的簡単ですが、シリアル・データ信
号のジッタの捕捉／表示は多少複雑で、特に、トリガ用の独立したクロックがない場合
は困難が伴います。今日の高速シリアル・バスの多くは埋め込みクロック（独立したクロッ
クではない）なので、レシーバでクロックを復元する必要があります。クロックを内蔵し
たシリアル・バス・データのジッタ解析を行うには、オシロスコープも、データ信号か
らクロックを復元できる必要があります。オシロスコープのクロック・リカバリは、ジッ
タ解析オプションの一部であるソフトウェア・アルゴリズムによって実現でき、レシー
バのクロック・リカバリをエミュレートして仮想クロックが生成されます。この仮想ク
ロックを基準波形として、大容量メモリに捕捉されているシリアル・バス・データに対
して複数のTIE測定を実行します。

ジッタとクロック・リカバリの複合表示

図1：基本的なジッタ解析。波形ヒストグラム・プロットによる繰り返しクロックのジッタ表示。 
ヒストグラム（青）から、クロックのジッタ（黄色）がバイモーダル分布であることがわかります。
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図2：データ信号でトリガしながら、繰り返し捕捉したシリアル・バス・データ 

図2は、シリアル・データを繰り返し捕捉した例です。トリガ・ソースとして使用できる
基準信号が信号自身以外にないため、各データ・エッジのタイミング誤差（ジッタ）は表
示できません。この波形でジッタ解析を行うには、クロック・リカバリ機能を備えたオ
シロスコープを使用する必要があります。

オシロスコープのジッタ解析オプションを使用する際は、大容量メモリ捕捉機能を用い
て複数のビット周期のデータ信号を捕捉できるように、オシロスコープを設定します。
シリアル・データのビット周期は、通常、ユニット・インターバル（UI）と呼ばれます。デー
タの捕捉後、固定クロック・リカバリ・アルゴリズムに基づいてデータのTIE（タイム・イ
ンターバル・エラー）を求め、ジッタ解析を行います。 

図3は、ジッタをヒストグラム・プロットしたものです。しかし、このヒストグラム・プロッ
トの元のデータは、先ほどのクロック・ジッタの測定例（図1）でヒストグラム・プロット
に使用したデータとは、大きく異なります。このヒストグラム・プロットは、トリガ・
ポイントに対する捕捉波形から生成されたの
ではなく、リカバリ・クロック（表示されてい
ない）に対する捕捉データのエッジ（立ち上が
り／立ち下がり）のタイミング・エラー（TIE）
に基づいてプロットされています。今日の高
性能オシロスコープでは、ヒストグラム表示
の他に、ヒストグラムのすべての統計値も表
示できます（図3のオシロスコープ画面の右端
を参照）。

図3のヒストグラム・プロットより、このシリ
アル・データ信号のジッタには、バイモーダル・
デターミニスティック成分の他に、多くのガ
ウシアン（ランダム）成分が存在するように見
えます。また、ヒストグラム・プロットで、
オシロスコープの波形表示領域の右下の端に
「外れ値」が表示されていることにも注目して
ください。ここから、このジッタの詳細な情
報を明らかにできそうな他の表示やプロット
でタイミング・エラーをみていきましょう。 図3：TIEヒストグラム・プロットによるジッタ解析

外れ値
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図5：ジッタ・スペクトラム表示によるジッタ変調周波数の表示／測定。この信号の周波数が20 kHzであることから、ジッ
タが生じる原因に関して考察できます。

図4：TIEジッタ・トレンド波形による、極端なタイミング・エラーと正弦波変調の表示

データのTIEスペクトラム

外れ値
図4は、同じジッタ解析に、TIEジッタ・
トレンド波形表示（紫色のトレース）を追
加したものです。TIEジッタ・トレンド波
形は、時間（水平軸）に対するリカバリ・ク
ロック（垂直軸）を基準にして、各データ・
エッジのタイミング・エラーをプロットし
たものです。この波形は、捕捉されたシリ
アル・データ（黄色のトレース）と時間相関
しています。TIEジッタ・トレンド・プロッ
トから、このデータ信号が正弦波変調され
ていることがわかり、これが、ジッタ・ヒ
ストグラム・プロットのバイモーダル分布
に関連していることがわかります。TIE

ジッタ・トレンド波形にスパイクがあるこ
とから、このデータ信号では、正弦波変調
の他に、高い正のタイミング・エラーが
時々発生することがわかります。これが、
ヒストグラム・プロットの「外れ値」の原
因になっています。 

変調周波数を特定できれば、ジッタの原因
の手がかりが得られます。高性能オシロス
コープの中には、Keysight Infiniiumシリー
ズのように、測定トレンド波形の周波数を
直接、測定できるものもあります。たとえ、
それができなくても、オシロスコープのタ
イミング・カーソルを使用して正弦波変調
の周期を測定して周波数を求める単純な
方法を利用できます。他に、図5のように、
ジッタ・スペクトラム表示（下の紫色のト
レース）をオンにする方法もあります。
ジッタ・スペクトラム波形は、TIEトレン
ド波形（上の紫色のトレース）をFFT演算し
て得られます。これらの3つの手法すべて
で変調周波数が求められ、この場合は正確
に20 kHzです。

以上のジッタ測定例では、クロック・リカバリ・アルゴリズムによって、固定クロックに
基づいたシリアル・バス信号の公称ビット・レートが自動的に得られました。他に、1次/ 

2次PLL（フェーズ・ロック・ループ）のクロック・リカバリ・アルゴリズムも選択できます。
今日の高性能デジタル・システムの多くは、実際に、送信データを意図的に変調してい
ます。これは、スペクトラム拡散クロック（SSC）と呼ばれ、主に、電磁波障害（EMI）を低
減する目的で使用されています。この場合、SSCシステムのレシーバのPLLクロック・リ
カバリをエミュレートするために、PLLクロック・リカバリ・アルゴリズムを選択する必
要があります。 
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図6は、同じシリアル・バス・データのジッタ測定ですが、こちらは、200 kHzのループ帯
域幅を指定した1次PLLクロック・リカバリ・アルゴリズムを使用しています。図4と図6を
比較してみましょう。図6のTIEトレンド波形からは、20 kHzの正弦波変調が仮想的に除
去され、ジッタ・ヒストグラムで、バイモーダル分布が減少し、ガウス分布が増加して
います。

図4：TIEジッタ・トレンド波形による、極端なタイミング・
エラーと正弦波変調の表示

図3：TIEヒストグラム・プロットによるジッタ解析

外れ値

図7：この表示では、ピークツーピーク・エッジ・ジッタと、データ・エッジで正に大きくシフトしているノイズ（紺色
のトレース）が同時に見られます。これが、ヒストグラム・プロットに表示されていた「外れ値」の原因で、アイ開口
のワーストケースを示しています。

図6：1次PLLクロック・リカバリ・アルゴリズムによるジッタ測定。図4と比較すると、バイモーダル分布が減少しガウス
分布が増加したジッタ・ヒストグラムになっています。

外れ値

シリアル・データ信号をさらに深く理解
できる別の表示は、捕捉波形のリアルタ
イム・アイ（RTE）表示です（図7）。リアル
タイム・アイは、すべての捕捉UIを重ね
書きしたものです。クロック・リカバリ
に基づいて、オシロスコープは、捕捉波
形をスライスして個々のビット周期（UI）
に分け、すべてのスライス・データを重
ね書きして、1つのカラー・グラデーショ
ン表示に重ね書きします。この表示で、
ピークツーピーク・エッジ・ジッタとノ
イズを同時に表示でき、視覚的な情報が
得られます。データ・エッジに大きな正
へのシフト（紺色のトレース）があること
もわかり、これが、ヒストグラム・プロッ
ト（図3）に表示された「外れ値」と、TIE

トレンド波形（図4）のスパイクの要因に
なっています。さらに、自動的にアイの
高さ／幅を測定する機能もあり、データ
有効ウィンドウを特定できます。
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上述のすべてのジッタ測定およびリアルタイム・アイ測定は、Keysight 6000 Xシリーズ 

6 GHz帯域幅オシロスコープ（DSOX6JITTERオプション搭載）を使用して行いました。同
じジッタ測定を、Infiniiumシリーズ オシロスコープ（EZJIT 基本ジッタ解析オプション）
でも行えます（図8参照）。オシロスコープは、波形、ヒストグラム、測定トレンド、ジッタ・
スペクトラムなど、すべてを別のグリッドに表示できます。各グリッドを使用して、ジッ
タの要因をさらに深く掘り下げられます。EZJITオプションは、すべてのジッタ測定セッ
トアップが可能な使いやすいウィザードを備えています。

ジッタ成分とジッタ分離

これまでの測定例で見てきたように、全ジッタ（TJ）は、ランダム・ジッタ成分とデター
ミニステック・ジッタ成分から構成されている場合がほとんどです。ランダム・ジッタ（RJ）
は、理論的に非有界で、通常は、RMS値で測定されます。「非有界」とは、単純に、TIE

測定データを十分に長時間、収集し続けた場合に、理論的にはピークツーピーク・ジッ
タが無限に増加し続けることを意味します。しかし、RJのRMS値は、最終的には安定し
た値に収束します。さらに、ランダム・ジッタは、非常に分布が予測しやすいとされて
います。RJの確率分布関数（PDF）は、常にガウシアン分布（正規分布曲線）になります。
今日、多くの高速規格にデバイスが適合することを示すためには、TJの他に、RJとDJの
測定も要求されています。 

一方で、デターミニスティック・ジッタ（DJ）は有界で、常にピークツーピーク値として
測定します。デターミニスティック・ジッタの分布は非常に予想が難しくなる場合があ
りますが、測定されたデターミニスティック・ジッタの個々のサブコンポーネントのお
およその要因と特性は、非常に予測しやすいものです。DJのサブコンポーネントには、
周期ジッタ（PJ）とデータ依存ジッタ（DDJ）があり、DDJにはデューティ・サイクル歪み
（DCD）と符号間干渉（ISI）が含まれています（図9参照）。前述の測定で見られた20 kHzの
正弦波変調は、周期ジッタの例です。さまざまなジッタ成分に関する詳細は、このドキュ
メントの最後に紹介されているアプリケーション・ノート、『リアルタイム・ジッタ解析
によるジッタ発生源の検出』をご参照ください。

図8：Keysight Infiniiumシリーズ オシロスコープ（EZJITオプション搭載）によるジッタ解析

図9：ジッタ成分

TJ

DJ RJ

PJ DDJ

DCD ISI

有界（p-p） 非有界（RMS）
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前述の測定例で、測定ジッタには、さまざまなジッタ成分（ランダムとデターミニスティッ
ク）が含まれていることがわかりましたが、Keysight InfiniiVision 6000 Xシリーズ オシ
ロスコープで測定できるのは複合ジッタのみです。ジッタのさまざまな成分を分離し、
BERに基づいたTJを外挿するには、より高度なジッタ解析が必要になり、これは、キー
サイトのInfiniiumシリーズ オシロスコープ（EZJIT+オプション搭載）で可能です。

図10は、Keysight Infiniiumオシロスコープによるジッタ分離の例です。テイル・フィッ
ティング・アルゴリズムを使用して、EZJIT+オプションを搭載したこのオシロスコープは、
最初に、「RJ、PJ」からDJを抽出し、次に、「RJ、PJヒストグラム」の裾からRJを抽出
します。その後、定義されたBERのバスタブ曲線に基づいてTJを外挿します。ジッタ分
離手法に関する詳細は、このドキュメントの最後に紹介されているアプリケーション・
ノート、『Keysight EZJIT Plusソフトウェアによるジッタの解析』をご参照ください。

図10：Infiniiumシリーズ オシロスコープ（EZJIT+オプション搭載）によるジッタ分離とTJの外挿

TJはRJ成分から構成され、RJは理論的に非有界なので、TJも非有界です。TJを直接測定
するには、データを無限に収集する必要があります。したがって、TJは、常に、ユーザ
定義のビット・エラーレート（BER）に基づいていて、BERは通常10－12程度で非常に低く
なります。TJは、通常、ピークツーピーク値でレポートされます。BERが低い場合でも、
オシロスコープでTJを直接測定するのはやはり困難です。TJは、部分的な収集データか
ら外挿する必要があります。
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Keysight InfiniiVision 6000 Xシリーズ オシロスコープ Keysight Infiniium Sシリーズ オシロスコープ

お客様のジッタ測定のニーズに最適なキーサイトのオシロスコープは、InfiniiVision 

6000 XシリーズとInfiniiumシリーズのどちらでしょうか？最適な機種は、オシロスコー
プの性能要件（帯域幅、サンプリング・レート、メモリ容量）、ジッタ測定要件（基本的なジッ
タ解析、または分離も含む高度なジッタ解析）、使用目的（デバッグまたは解析）、予算に
よって異なります。

Keysight InfiniiVision 6000 Xシリーズ オシロスコープは、最大6 GHzの帯域幅、最高20 G

サンプル/sのサンプリング・レート、標準で4 Mポイントのメモリを備えています。この
オシロスコープは、リアルタイム・オペレーティングシステム上に構築されていて、キー
サイトの第4世代MegaZoomテクノロジーを用いて高速デジタル・デザインのデバッグ向
けに最適化されています。同じクラスのオシロスコープで最高速の波形更新レート（最高
450,000波形/s）を備え、他のオシロスコープでは捕捉できない発生頻度の低いトランジェ
ントも捕捉できます。さらに、InfiniiVision 6000 Xシリーズ オシロスコープは、オプショ
ンのジッタ解析（DSOX6JITTER）を搭載しても、同じ性能のオシロスコープの中で最も安
価です。予算が非常に厳しい場合でも、6000 Xシリーズは十分な解析機能を提供できます。

Sシリーズを含めて、Keysight Infiniiumシリーズ オシロスコープは、最大63 GHzの帯域
幅と最高160 Gサンプル/sのサンプリング・レートを備えています。また、業界最大容量
のメモリも備え、最大2 Gポイントまで収集メモリを追加できます（6000 Xシリーズの
500倍に相当）。このプラットフォームはWindowsオペレーティング・システム上で動作
し、高速デジタル・デザインの高度な波形解析向けに最適化されています。前述のように、
Infiniiumオシロスコープには、EZJITまたはEZJIT+ジッタ解析オプションを追加できま
す。EZJITオプションの測定機能の中には、DSOX6JITTERオプション搭載のInfiniiVision 

6000 Xシリーズで利用可能なジッタ測定に近いものもありますが、EZJITは柔軟性が高
く、最高17個の測定トレンドとヒストグラムを同時に表示できます。  

さらに、複数の波形で同時にジッタを解析できます。EZJIT+アドバンスド・ジッタ解析
オプションを使用すれば、さらに詳細な解析ができ、ジッタをさまざまなサブコンポー
ネントに分離したり、BERに基づいて全ジッタを外挿できます。EZJIT+は豊富なチャー
トとツールを備えているため、システムに存在する、あらゆるジッタをデバッグ／解析
できます。

ジッタ測定に最適なオシロスコープの選択
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以下の表は、Keysight InfiniiVision 6000 XシリーズおよびInfiniium オシロスコープのジッタ解析オプションの機能をまとめたものです。

InfiniiVision 6000X 
（DSOX6JITTERオプション搭載）

Infiniiumシリーズ 
（EZJIT搭載）

Infiniiumシリーズ 
（EZJIT+搭載）

ジッタ表示
ジッタ・トレンド √ √ √

ジッタ・ヒストグラム √ √ √

ジッタ・スペクトラム √ √ √

リアルタイム・アイ √ SDAオプション1が必要 SDAオプション1が必要
クロック・リカバリ

固定クロック √ √ √

1次PLLクロック √ √ √

2次PLLクロック √ √ √

独立したクロック √ √ √

クロック・ジッタ測定
クロックTIE √ √ √

Nサイクル・ジッタ √ √ √

サイクル間ジッタ √ √ √

＋幅間 √ √ √

－幅間 √ √ √

＋デューティ・サイクル √ √ √

－デューティ・サイクル √ √

周期 √ √

周波数 √ √

パルス幅（正、負、両方） √ √

データ・ジッタ測定
データTIE √ √ √

データ・レート √ √

ユニット・インターバル √ √

データ／エッジ測定
セットアップ／ホールド √ √

位相 √ √

立ち上がり／立ち下がり時間 √ √
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InfiniiVision 6000X 
（DSOX6JITTERオプション搭載）

Infiniiumシリーズ 
（EZJIT搭載）

Infiniiumシリーズ 
（EZJIT+搭載）

ジッタ分離
ランダム・ジッタ（RJ） √

デターミニステック・ジッタ（DJ） √

データ依存ジッタ（DDJ） √

符号間干渉（ISI） √

デューティ・サイクル歪み（DCD） √

有界非相関ジッタ（BUJ） √

周期ジッタ（PJ） √

非周期有界非相関ジッタ（ABUJ） √

全ジッタ（TJ）評価 √

BER範囲 √

最大パターン長、周期モード √

最大パターン長、任意モード √

高度なジッタ表示
BERバスタブ √

DDJ対ビット √

複合ヒストグラム √

TJヒストグラム √

DDJヒストグラム √

RJ/PJヒストグラム √

RJ/PJスペクトラム √

注記1： Infiniiumオシロスコープのシリアル・データ解析（SDA）オプションをライセンス登録している場合、捕捉シリアル・データからリアルタイム・アイ・パターンを生成でき
るだけでなく、あらかじめ定義されたマスクと、さまざまな業界規格に準拠したクロック・リカバリ・アルゴリズムを用いて、波形マスク・テストを実行できます。
InfiniiVision 6000 Xシリーズ オシロスコープは、オプションにより繰り返し波形のマスク・テストを実行できますが、リアルタイム・アイのマスク・テストは現在、サポー
トしていません。
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関連カタログ

カタログ・タイトル カタログ・タイプ カタログ番号
Keysight InfiniiVision 6000 Xシリーズ オシロスコープ（1 GHz～ 6 GHz） Data sheet 5991-4087JAJP

Keysight Infiniium Sシリーズ 高分解能オシロスコープ（500 MHz～ 8 GHz） Data sheet 5991-3904JAJP

Keysight Infiniium 90000シリーズ オシロスコープ（2.5 MHz～ 13 GHz） Data sheet 5989-7819JAJP

Keysight Infiniium 90000 Xシリーズ オシロスコープ（13 GHz～ 33 GHz） Data sheet 5990-5271JAJP

Keysight Infiniium 90000 Q-Series Oscilloscopes（20 GHz～ 63 GHz） Data sheet 5990-9712EN

Keysight EZJIT/EZJIT Plusジッタ解析ソフトウェア （Infiniiumシリーズ・オシロスコープ用） Data sheet 5989-0109JAJP

リアルタイム・ジッタ解析によるジッタ発生源の検出 Application note 5988-9740JA

Keysight EZJIT Plus ソフトウェアによるジッタの解析 Application note 5989-3776JAJP

Choosing the ISI Filter Size for EZJIT Plus Arbitrary Data Jitter Analysis Application note 5989-4974EN

Selecting RJ Bandwidth in EZJIT Plus Software Application note 5989-5056EN

これらのドキュメントをダウンロードするには、次のURLにカタログ番号を入れてください。
http://cp.literature.keysight.com/litweb/pdf/xxxx-xxxx.pdf

製品Webサイト

最新の詳細なアプリケーション／製品情報については、以下の製品のWebサイトをご覧ください。 

www.keysight.co.jp/find/s-series
www.keysight.co.jp/find/6000x-series
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www.keysight.co.jp/find/mykeysight
ご使用製品の管理に必要な情報を即座に手に入れることができます。

www.lxistandard.org

LXIは、Webへのアクセスを可能にするイーサネットベースのテストシステム用
インタフェースです。Keysightは、LXIコンソーシアムの設立メンバです。

www.keysight.com/go/quality
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契約販売店
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