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W H I T E  P A P E R

オシロスコープのシグナル 
インテグリティーの評価

シグナルインテグリティーが重要なのは 
どうしてでしょうか？
「シグナルインテグリティー」という用語は、電気テストで頻繁に使用されます。シグ

ナルインテグリティーは、信号品質の主な指標です。シグナルインテグリティーは帯域

幅に伴って重要になり、小信号を観測したり大信号に埋もれたわずかな変化を確認した

りする必要がある場合にはますます重要になります。オシロスコープ自身のシグナルイ

ンテグリティーが重要なのはどうしてでしょうか？シグナルインテグリティーは、オシ

ロスコープによる測定のすべてに影響を及ぼします。シグナルインテグリティーが信号

の形状や測定値に与える影響は、想像以上に大きいものです。オシロスコープ自体が、

歪み、雑音、損失に関するシグナルインテグリティーの影響を受けます。卓越したシグ

ナルインテグリティーを備えたオシロスコープは、測定対象信号を正確に表示すること

ができます。一方、シグナルインテグリティーが劣ったオシロスコープでは、測定対

象信号の表示が不正確になります。この性能の違いは、デザインの解析、理解、デバッ

グ、評価を行うエンジニアの能力に影響します。シグナルインテグリティーが劣ったオ

シロスコープを使用すると、開発サイクル、製造品質、コンポーネントの選択でのリス

クが上昇する可能性があります。このリスクを最小化する方法は、シグナルインテグリ

ティーの優れたオシロスコープを選択することです。
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図1.　同じ帯域幅でテストされたキーサイトの2種類のオシロスコープ。シグナルインテグリティーが非常に異なることがわかります。
2種類の4 GHzオシロスコープを用いて、同じ信号のアイダイアグラムを表示しています。Infiniium Sシリーズ（右）は、DSO9404A（左）が
表示しているものよりも明確なアイ形状を表示していて、アイの高さの測定値は200 mV高い値になっています。Sシリーズの方が高い
値と明確な形状を示しているのは、卓越したシグナルインテグリティーを備えているからです。

Infiniium DSO9404A(4 GHz) Infiniium DSOS404A(4 GHz)

アイの高さ
1.55 V

アイの高さ
1.75 V

本アプリケーションノートでは、シグナルインテグリティーに影響を及ぼす代表的な要因につい

て詳細に説明します。本書で述べる原理は、すべてのオシロスコープに適用できます。

いくつかのオシロスコープ特性は互いに影響しあって動作するので、総合的に検討しなければな

りません。分解能、ノイズフロア、ジッタなどに関して、最高の性能を提供していることを主張

する多くの主要仕様があります。しかし、1つの優れた仕様が、必ずしも信号を正確に表示できる

とは限りません。正確な測定を実現するためには、システム全体を検討する必要があります。1つ

のシグナルインテグリティー特性だけに着目して他を無視すると、誤った結論に至る可能性があ

ります。

ADCビット数と最小分解能
垂直軸のシグナルインテグリティーに関する主なテクノロジーは、A/Dコンバーター (ADC)です。

ADCビット数が多くなるほど、オシロスコープの分解能は高くなります。10ビットのADCは、 

8ビットのADCを備えたオシロスコープの4倍の分解能を実現できることが理想です。

分解能は、オシロスコープのA/Dコンバーター (ADC)によって決まる最小量子化レベルです。8ビッ

ト分解能のオシロスコープのADCの場合、28＝256なので、アナログ入力を256個の異なるレベル

にエンコードできます。これらは、量子化レベルまたはQレベルと呼ばれます。

https://www.keysight.com/en/pcx-x205213/infiniium-s-series-oscilloscopes?cc=US&lc=eng
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ADCは、オシロスコープのフルスケール垂直軸の値で動作します。電流測定でも電圧測定でも、

Qレベルのステップはオシロスコープのフルスケール垂直軸設定に依存します。ユーザーが垂直軸

設定を100 mV/divに設定した場合、フルスクリーンは800 mV（8 div×100 mV/div）になります。

このとき、Qレベル分解能は800 mVを256レベルで分割した3.125 mVになります。

図3に例を示します。2種類のオシロスコープのスケールは、両方ともフルスクリーンが800 mV

です。8ビットADCを備えたオシロスコープの分解能は、800 mV/（28＝256Qレベル）より

3.125 mVです。10ビットADCを備えたオシロスコープの分解能は、800 mV/（210＝1024Qレベ

ル）より0.781 mVです。ノーマルモードの場合、各オシロスコープは最小Qレベルまでの信号し

か識別できません。

多くのオシロスコープは高分解能モードも提供しています。オーバーサンプリング手法とDSPフィ

ルターを組み合わせることで、垂直分解能の向上を可能にします。オシロスコープメーカーは、

多くの場合、この向上を「分解能のビット数」という項目の中に示しています。Infiniium Sシリー

ズの場合、高分解能を使用すると分解能のビット数は10ビット（元のADC分解能）から12ビットに

向上します。必要に応じて、最大16ビットの垂直分解能まで実現できる場合もあります。この手

法では、測定に必要なハードウェア帯域幅に対して余裕のあるサンプリングレートで設計された

ADCが必要になります。

ADCのビット数が多くなれば、理論的には分解能が向上します。しかし、常にそれが成り立つと

は限りません。有効ビット数(ENOB)の仕様を参照すれば、測定するときに実際に有効なビット数

がわかります。ENOBの詳細については以下のセクション、および技術記事『ADCのビット数と

ENOBを理解する』にも記載しています。

図2.　多くのオシロスコープに 
搭載されているADCは8ビットですが、 
Sシリーズ オシロスコープには 
40 GSa/sの10ビットADCが搭載されて 
います。これにより、8ビットの 
オシロスコープの4倍の分解能が可能です。

図3.　分解能は、重要なシグナルインテグリティー特性です。ビット数の多いADCを 
搭載しているオシロスコープの使用と、適切な垂直軸スケールの使用という2つの 
手段により、分解能が向上します。

従来のオシロスコープ
–  8ビットの垂直軸分解能
–  28 = 256 Qレベル

3.125 mV

最小分解能（800 mV
フルスクリーン分解能）

0.781 mV

SシリーズADC
–  10ビットの垂直軸分解能
–  210 = 1024 Qレベル

800 mV

ADCのビット数と、この仕様が測定に及ぼす影響について詳細は、技術記事『ADCのビット数と

ENOBを理解する』を参照してください。

https://connectlp.keysight.com/Oscilloscope_Signal_Integrity_FindYourLocation
https://connectlp.keysight.com/Oscilloscope_Signal_Integrity_FindYourLocation
https://connectlp.keysight.com/Oscilloscope_Signal_Integrity_FindYourLocation
https://connectlp.keysight.com/Oscilloscope_Signal_Integrity_FindYourLocation
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スケール設定が分解能に与える影響
スケール設定は、オシロスコープでの最大分解能の実現に多大な影響を与えます。オシロスコープ

のディスプレイ全体を使用するようにスケールを設定すると、A/Dコンバーター (ADC)を有効に利
用できます。波形表示にディスプレイ垂直軸の½しか使用しないようにスケールを設定すると、使
用されるADCのビット数は8ビットから7ビットに減少します。ディスプレイ垂直軸の¼しか使用
しないようにスケールを設定すると、使用されるADCのビット数は8ビットから6ビットに減少し
ます。波形を表示する際、ディスプレイの垂直軸のほぼすべてを使用するよう波形をしっかり拡大
表示するようにスケールを設定すれば、オシロスコープのADCの8ビットをフルに活用できます。
最高の分解能を実現するには、最も感度の高い垂直軸スケールを設定して波形を表示します。

ADC、オシロスコープのフロントエンドアーキテクチャー、プローブの組み合わせにより、垂直
軸スケールの感度が決まります。特定のポイントになると、ノブを回してスケールを小さくしよう
としても、オシロスコープのハードウェア側が最高感度に達し、それ以上低い垂直軸スケールを設
定できません。メーカーは一般的にこれを、オシロスコープがソフトウェアベースの拡大機能に移
行するポイントとみなしています。このポイントを超えると、垂直軸スケールを小さい数値に変更
しても、表示されている信号がディスプレイ表示上拡大されるだけで、ユーザーが期待するような
高い分解能は得られません。従来のオシロスコープの多くは、10 mV/div未満でソフトウェアに
よる拡大機能を採用しています。さらに、一部のオシロスコープメーカーは、小さな垂直軸設定
（10 mV/div未満）でオシロスコープ自体の帯域幅を制限しています。帯域幅を制限する理由は、フ
ル帯域幅で小信号の確認がほとんど不可能なほどの高いフロントエンドノイズが生じるからです。

例として、2種類のオシロスコープを比較します。フルスクリーンが16 mVになる垂直軸スケール
のときに、ディスプレイの垂直軸をほぼすべて使いきるような振幅を持つ信号を考えます。

 • 8ビットADCを搭載しているKeysight Infiniium 9000オシロスコープなどの従来のオシロス
コープの場合、7 mV/divでソフトウェアベースの拡大機能に移行するので、最小のフルスク
リーン分解能は56 mV（7 mV/div×8 div）/256のQレベルになります。すなわち、最小分解能
は218 μVです。

 • Infiniium Sシリーズ オシロスコープは10ビットのADCを搭載し、2 mV/divまで帯域幅の制
限なしでハードウェアベースの拡大機能を維持できます。最小のフルスクリーン分解能は、
16 mV（2 mV/div×8 div）/1024のQレベルになります。すなわち、最小分解能は16.6 μVです。
これは図4に示すように、従来の8ビットのオシロスコープの13倍の分解能です。

従来のオシロスコープ
–  8ビットの垂直軸分解能
–  ソフトウェアによる拡大(7 mV/div)

218 uV*

最小分解能（16 mV
フルスクリーン分解能）

16.6 uV

SシリーズADC
–  10ビットの垂直軸分解能
–  210 = 1024 Qレベル

16 mV

図4.　小信号を詳細に調査する必要がある場合、細部を確認するために、オシロスコープがハードウェアで 
サポートする最小の垂直軸設定を把握することが重要です。

https://www.keysight.com/en/pcx-x205213/infiniium-s-series-oscilloscopes?cc=US&lc=eng
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ノイズ
小さい電流や電圧を表示したり、大信号の中のわずかな変化を確認したりするためには、低ノイ

ズ（高いダイナミックレンジ）のオシロスコープを使用することが非常に重要です。

注記：オシロスコープのノイズレベルよりも小さい信号を確認することはできません。

ノイズレベルがADCの量子化レベルよりも高ければ、いくら高いADCビットがあったとしてもそ

の利点を活かすことはできません。

ノイズはさまざまな原因から発生します。例えば、オシロスコープのフロントエンドやADC、さ

らに、デバイスの接続に使用されるプローブやケーブルからも発生する可能性があります。ADC

自体にも量子化エラーがあります。オシロスコープの場合、ノイズ全体に対して量子化ノイズの

寄与は比較的小さく、オシロスコープのフロントエンドの影響が支配的となります。

多くのオシロスコープメーカーは特定のモデル番号のノイズを評価して、そのノイズ性能値を製

品のデータシートに記載しています。記載されていない場合は、メーカーに問い合わせるか、ご

自身で調査することもできます。ノイズは容易に数分で測定できます。オシロスコープのフロン

トからすべての入力を取り外して、オシロスコープを50 Ω入力経路に設定します。テストは、

1 MΩ経路でも可能です。十分な捕捉メモリ（例：1 Mポイント）を有効にして高いサンプリングレー

トに固定し、オシロスコープのフル帯域幅を使用できるようにします。オシロスコープを無限残

光表示で十分長い時間重ね描きさせ、測定波形の太さを確認します。波形が太いほど、多くのノ

イズがオシロスコープ内部で発生しています。

図5.　Infiniium Sシリーズ オシロスコープは、新しい低ノイズ 
フロントエンドを搭載しています。これは10ビットのADCと 
連携するように設計されていて、ノイズは半減します。

図6.　オシロスコープのノイズ量を確認する方法：オシロスコープ
から入力を取り外して、各垂直軸設定でノイズ(Vrms)を測定します。
この例では、各チャネルに、1 mVrmsの等価ノイズが表示されて 
います。

https://www.keysight.com/en/pcx-x205213/infiniium-s-series-oscilloscopes?cc=US&lc=eng
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オシロスコープでは、チャネルごとに各垂直軸設定と電圧オフセットによってもノイズ品質が異

なります。波形の太さを確認してノイズを視覚的に観測できます。あるいは、VrmsのAC値を自動

計測して定量化すれば、さらに詳細な解析を行うことができます。図7のようなグラフを作成する

と、さまざまな垂直軸設定で各チャネルから発生するノイズ量を把握でき、オシロスコープのノ

イズよりも低い信号を測定できます。収集されるすべての垂直軸の値は、オシロスコープのノイ

ズの影響を受けます。ノイズは、垂直軸の測定だけでなく水平軸にも影響します。

オシロスコープのノイズが低いほど、測定結果は良くなります。

オシロスコープのノイズフロアを解析する方法については、ビデオHow to Analyze Vertical 

Noiseをご覧ください。

図7.　オシロスコープのノイズをプロットすれば、異なるメーカーのモデルを短時間で比較できます。 
この例では、2種類の4 GHzのInfiniiumモデルを4 GHzの帯域幅で比較しています。ノイズが低いほど、 
優れたシグナルインテグリティーが期待できます。

周波数応答
オシロスコープはモデルにより独特の周波数応答を示す場合があります。これは、オシロスコー

プが定格帯域幅まで正確に信号を収集できる能力の定量的な指標です。オシロスコープが正確に

波形を収集するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

1. オシロスコープの周波数応答が平坦であること。

2. オシロスコープの位相応答が平坦であること。

3. 捕捉信号がオシロスコープの帯域幅内であること。

上記の要件から1つでも外れれば、オシロスコープによる波形の捕捉／描画が不正確になります。

これらの要件との差が大きくなるほど、捕捉／描画される波形のエラーが大きくなります。

4 GHzノイズ比較

フルスケール垂直(V)

オ
シ
ロ
ス
コ
ー
プ
ノ
イ
ズ

(m
V

)

低雑音

https://www.youtube.com/watch?v=7KCAbQwKAbA&list=PLzHyxysSubUnCwzDuHEGOgAJcXCBnjjCK&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=7KCAbQwKAbA&list=PLzHyxysSubUnCwzDuHEGOgAJcXCBnjjCK&index=2
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高速な立ち上がりの信号エッジには複数の高調波が含まれます。ユーザーは、オシロスコープが

適正な振幅を使用して正確に各高調波成分を測定できることを期待しています。理想的にはオシ

ロスコープの振幅応答は最大帯域幅まで一様かつ平坦で、信号はすべての周波数（位相）で同じ時

間だけ遅延するべきです。周波数応答が平坦ならばオシロスコープはすべての周波数を同等に扱

えますが、位相応答が平坦でないと歪んだ波形が表示されます。

図8.　各モデルは独特の周波数応答を示します。シグナルインテグリティーを確保するには、一様に平坦であることが 
非常に重要です。ブリックウォール形状の急峻なロールオフ特性では周波数帯域外のノイズが最小化され、ガウシアン 
形状のゆるやかなロールオフ特性ではエッジのリンギングが最小化されます。上の図は、Infiniium DSOS804Aの8 GHzを 
超えるフル帯域幅までの周波数応答例です。垂直軸のスケールは1 dB/divに拡大されていて、振幅はロールオフの前で 
わずかに変化しています。

図9.　2種類のオシロスコープを同じ信号に接続した例です。両者の帯域幅、サンプリングレート、その他の設定は同じです。 
Sシリーズ オシロスコープ（右）は、信号のスペクトラム成分に正確に一致する波形を表示しています。なぜ、結果が異なる 
のでしょうか？ Sシリーズでは、平坦な振幅／位相応答を実現するためのDSP補正フィルターを使用しているからです。一方、 
左側のオシロスコープは補正フィルターを内蔵していません。

振
幅
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R
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)

入力周波数(GHz)

https://www.keysight.com/en/pcx-x205213/infiniium-s-series-oscilloscopes?cc=US&lc=eng
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周波数応答が平坦でないと、表示信号に歪みが生じます。検討中のオシロスコープの周波数応答は、

オシロスコープメーカーに問い合わせることができます。通常、これらのプロットはデータシー

トに掲載されていませんが、入手可能です。下にInfiniium Sシリーズ オシロスコープの各モデル

の帯域幅について周波数応答を示します。プロットは、最大サンプリングレート20 GSa/s、垂直

軸設定100 mV/div、入力信号はスケール設定の7.2 divで行いました。

オシロスコープ全体の周波数応答は、オシロスコープの周波数応答に、測定対象デバイスと測定

器を接続するプローブやケーブルの周波数応答を合成したものです。帯域幅が1.5 GHzのBNCケー

ブルを4 GHzのオシロスコープに接続した場合、システムの全帯域幅はオシロスコープではなく

BNCケーブルで制限されます。同じ原則が、プローブや、プローブに接続されるアクセサリにも

当てはまります。プローブやケーブルにも独自の周波数応答があります。高い精度で測定するには、

プローブ、アクセサリ、ケーブルが制限要因にならないことを確認しなければなりません。

500 MHz DSOS054Aオシロスコープの周波数応答

2 GHz DSOS204Aオシロスコープの周波数応答

1 GHz DSOS104Aオシロスコープの周波数応答

2.5 GHz DSOS254Aオシロスコープの周波数応答
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https://www.keysight.com/en/pcx-x205213/infiniium-s-series-oscilloscopes?cc=US&lc=eng
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4 GHz DSOS404Aオシロスコープの周波数応答 6 GHz DSOS604Aオシロスコープの周波数応答

補正フィルター
周波数応答を平坦にするためにアナログ・フロントエンド・フィルターを内蔵するオシロスコー

プもあれば、補正フィルターをリアルタイムに適用するオシロスコープもあります。補正フィル

ターは一般的にハードウェアのDSPブロックに実装され、平坦な振幅／位相応答を実現できるよ

うそのモデルのオシロスコープ向けに調整されています。補正フィルターとフロントエンドのア

ナログフィルターを組み合わせることにより、アナログフィルターだけを使用するよりもさらに

平坦な振幅／位相応答を実現できます。一様で平坦な周波数応答を実現するために、品質が非常

に優れたオシロスコープにはアナログフィルターと補正フィルターの両方が内蔵されています。

周波数応答の形状は一般的に、そのロールオフ特性の名称で呼ばれます。ブリックウォールフィ

ルターは、非常に短時間でバンド外のノイズを減衰させてノイズを低下させたいときに使用され

ます。高速エッジに対して、バンド外の高次高調波を短時間で減衰させてアンダーシュートおよ

びオーバーシュートを軽減できます。ガウシアンフィルターは、リンギングが少ないですが、トレー

ドオフとして追加ノイズが発生します。

振
幅

(F
R

)(
dB

)

入力周波数(GHz)

振
幅

(F
R

)(
dB

)

入力周波数(GHz)
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ソフトウェアフィルター
補正フィルターに加えて、オシロスコープはソフトウェアフィルターを使用できます。一般的に

ソフトウェア帯域幅フィルターを使用する場合、エリアジングを回避するためにオシロスコープ

は最高サンプリングレートで動作する必要があります。ソフトウェアフィルターは動作が遅く、

一般的にはハードウェアフィルターと同等のシグナルインテグリティーは実現できません。その

代わりに、ソフトウェアフィルターは非常に柔軟性に富んでいます。

ソフトウェアフィルターの1つの例に、Infiniium PrecisionProbeアプリケーションがあります。

このオプション機能には、測定のチャネル、プローブ、ケーブルの効果をディエンベディングし

てシグナルインテグリティーを向上させるために使用されます。このアプリケーションは、エッ

ジが非常に高速なオシロスコープの内蔵校正信号を使用して、プローブまたはケーブルのS21パ

ラメータをわずか2分で特性評価できます。ここで実測されたSパラメータの情報を使用して、ア

プリケーションはケーブルのフィルターと逆特性のフィルターをロールオフポイントまで作成し

ます。これにより、例えばBNCケーブルの減衰効果を除去して測定結果を表示できます。

ENOB（有効ビット数）
有効ビット数(ENOB)は、動的な性能の指標です。一部のオシロスコープメーカーはオシロスコー

プのADCそのもののENOB値を提供していますが、この値には意味がありません。重要なのは、

システム全体のENOBです。ADCが優れたENOBを備えていても、測定システム全体のENOBは、

オシロスコープのフロントエンドノイズによって大幅に低下します。オシロスコープメーカーは

一般的に全体のENOB値を公表していませんが、通常は特性評価を行っていて、特定のモデル番

号について要求されれば値を提供しています。

図10.　Infiniium PrecisionProbeは、ソフトウェア帯域幅フィルターの柔軟性を利用したアプリケーションの例です。 
このアプリケーションにより、短時間でケーブル／プローブの周波数応答を特定して、補正フィルターを 
適用できます。

サマリー、周波数応答の振幅

適用された補正済みフィルター

補正後のケーブル応答

ケーブル応答（補正なし）

ケーブル送信応答 = Vtransmitted/Vincident ケーブル補正フィルター
補正後のケーブル応答

https://www.keysight.com/en/pd-2952433-pn-D9010DMBA/de-embedding-software-precisionprobe-infiinisim-basic?cc=US&lc=eng
https://www.keysight.com/en/pd-2952433-pn-D9010DMBA/de-embedding-software-precisionprobe-infiinisim-basic?cc=US&lc=eng
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オシロスコープのENOBは特定の数値ではなく、連続した曲線です。ENOBは、振幅が一定の正弦

波を周波数掃引して測定します。各曲線は、周波数をスイープしながら特定の垂直軸設定で作成

します。これにより得られた電圧測定結果から評価します。ENOBは、タイムドメイン手法により、

正弦波の実測値と理論的に最適な正弦波との割り算から計算されます。これらの曲線間のエラー

は、オシロスコープのフロントエンドから発生する可能性があり、周波数掃引全体での位相の非

線形性や振幅変動に起因しています。エラーはADCのインターリーブ歪みからも生じます。周波

数ドメインで同じ信号を評価する場合、ENOBは、帯域の総パワーと基本波のトーンのパワーの

比から計算されます。どちらの手法でも同じ結果が得られます。

ENOB値は、オシロスコープのADCビット数よりも低い値になります。例えば1 GHz帯域幅で、 

8ビットのInfiniium 9000のシステムENOBは約6.5です。10ビットのADCと超低雑音のフロント

エンドを搭載した1 GHzのDSOS104Aの場合、システムENOBは約8です。以下のENOBプロット

はInfiniium Sシリーズ オシロスコープで7.2 divの入力信号で20 GSa/sの最大サンプリングレー

トを使用して測定したものです。

500 MHz DSOS054AオシロスコープのENOBプロット

1 GHz DSOS104AオシロスコープのENOBプロット

2 GHz DSOS204AオシロスコープのENOBプロット

2.5 GHz DSOS254AオシロスコープのENOBプロット

周波数(GHz)

周波数(GHz)

周波数(GHz)

周波数(GHz)

https://www.keysight.com/en/pcx-x205213/infiniium-s-series-oscilloscopes?cc=US&lc=eng
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一般的に、ENOBが高いほど優れています。しかし、エンジニアがENOBだけに着目してオシロス

コープのシグナルインテグリティーを評価する場合には、2つの注意が必要です。ENOBは、オシ

ロスコープによって追加されるオフセットエラーや位相歪みを考慮していません。

ENOBの重要性と、ADCのビット数との違いについて詳細は、技術記事『ADCのビット数と

ENOBを理解する』を参照してください。

残留ジッタ
ジッタは理想的な水平位置からの偏差を表し、ps rmsまたはps ppの単位で測定されます。多く

のジッタ要因は、高速デジタルシステムで自然発生します。ジッタ源には、水晶の振動から発生

する熱雑音やランダムな振動ノイズなどがあります。さらに、基板上の配線、ケーブル、コネク

タの符号間干渉によってもシステムにジッタが追加されることがあります。過剰なジッタは悪影

響を及ぼします。ジッタによりタイミング違反が生じて、システムが誤動作する可能性があります。

通信システムでジッタが大きすぎると、許容できないビット・エラー・レート(BER)が生じて、伝

送が不正確になる可能性があります。ジッタ測定は、高速システムの信頼性を確保するのに不可

欠です。

ジッタを測定する場合、ジッタの測定結果を解釈するために、オシロスコープがジッタをどの程度、

適切に測定できるのかを理解することが不可欠です。オシロスコープはサンプリング後に量子化

した波形を保存します。各波形は、収集されたサンプルポイントで構成されています。理想的な

オシロスコープが波形を収集するときのサンプリングポイントはすべて、時間が等間隔です。し

かし、実際にはオシロスコープ内部の回路が不完全なので、ADCのサンプルポイントが理想的な

位置から水平方向にずれます。この値が、オシロスコープのジッタ測定に影響を与えます。オシ

ロスコープ自体にジッタがあるので、ジッタ測定の際に、測定結果のどの領域が被試験デバイス

から生じたものなのか、オシロスコープから生じたものなのかを判断することはできません。

4 GHz DSOS404AオシロスコープのENOBプロット 8 GHz DSOS804AオシロスコープのENOBプロット

周波数(GHz) 周波数(GHz)

https://connectlp.keysight.com/Oscilloscope_Signal_Integrity_FindYourLocation
https://connectlp.keysight.com/Oscilloscope_Signal_Integrity_FindYourLocation
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完全に理想的なオシロスコープで完全に理想的なジッタのない信号を測定した場合には、ジッタ

はゼロになります。しかし、オシロスコープはそれ自体のジッタを避けることができません。オ

シロスコープのジッタの要因としては、インターリーブエラーや、ADCサンプリングクロック入

力信号のジッタなどの内部ジッタ源があります。このようなさまざまな水平軸エラーの原因によ

り、サンプリング・クロック・ジッタと呼ばれるエラーが発生します。これは、残留ジッタクロッ

ク源(SJC)とも呼ばれます。オシロスコープメーカーはこれを略して「残留ジッタ」と呼び、短期

測定中の最小固有ジッタ値という意味で使用しています。

ジッタ測定フロアは、ノイズ、信号スルーレート、残留ジッタの関数です。

オシロスコープは、たとえ完全なジッタの無い信号を測定した場合でも何らかのジッタ測定値を

表示します。「ジッタ測定フロア」とは、完全なジッタの無い信号を測定したときにオシロスコー

プが示すジッタ値です。ジッタ測定フロア値には、先に述べたサンプリング・クロック・ジッタ

だけでなく、垂直ノイズやエリアジング信号高調波などの垂直軸エラー要因も含まれます。これ

らの垂直軸のエラー要因は、しきい値が交差する信号位置を変化させるため、水平軸の時間測定

にも影響します。

水平軸の確度に関するオシロスコープ内部回路はタイムベースと呼ばれます。タイムベースは、

タイムスケール確度とジッタの水平成分に影響します。タイムベースの設計が優れているオシロ

スコープはジッタ水平成分に対する寄与が少ないので、低いジッタ値が表示されます。

図11.　Infiniium Sシリーズ オシロスコープは、新しい 
タイムベース・テクノロジー・ブロックを搭載しています。 
クロック確度は、75 ppbで非常に優れています。短い 
レコード長の固有ジッタは130 fs未満です。

図12.　Infiniium Sシリーズ オシロスコープによる実際の 
ジッタ測定。ファミリーのすべてのモデルが同じタイムベース・ 
テクノロジー・ブロックを採用し、短いレコード長で 
130 fs未満という低いジッタ測定水平成分を実現しています。

https://www.keysight.com/en/pcx-x205213/infiniium-s-series-oscilloscopes?cc=US&lc=eng
https://www.keysight.com/en/pcx-x205213/infiniium-s-series-oscilloscopes?cc=US&lc=eng
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Infiniium DSO9404A Infiniium DSOS404A

固有ジッタ

入力信号
スルーレート

ジッタ測定
フロア

TIE_Clk
S

rms

代表的オシロスコープ

図13.　オシロスコープメーカーは、入力信号のスルーレート（正弦波を使用する場合は周波数として評価可能）に対する 
TIE測定値をプロットして、オシロスコープのジッタ測定フロアを評価しています。Infiniium Sシリーズを除く市場のすべての 
オシロスコープは、左図のような残留ジッタプロットを示します。このプロットから、残留ジッタ値は水平軸システムの影響が 
支配的になるまでは、入力信号のスルーレートとオシロ起因の垂直ノイズの影響が大きいことがわかります。これはジッタ測定 
フロアと呼ばれます。Sシリーズのジッタ曲線は垂直ノイズとスルーレートの関数だけで表現でき、非常に優れています。すなわち、 
オシロスコープの水平軸システムは残留ジッタ全体に影響を及ぼしません。Infiniium Sシリーズの帯域内残留ジッタは、8 GHzの 
正弦波を入力した場合、120 fsです（最大帯域幅）。

TIE 対 周波数（8.4 GHz帯域幅と10 us時間レンジ）
725 mVpp入力信号（120 mV/div、PP-39 Ch1）

https://www.keysight.com/en/pcx-x205213/infiniium-s-series-oscilloscopes?cc=US&lc=eng
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まとめ
新しいオシロスコープを評価する際には、広い周波数レンジ全体で想定される測定対象信号に対

して最適な測定ができることを確認することが重要です。シグナルインテグリティーに関するす

べての性能（高分解能、低い固有ノイズ、平坦な周波数応答、ENOB）に関して優れた特性を備え

ているオシロスコープを確実に選択する必要があります。Infiniium Sシリーズ オシロスコープは、

高性能のタイムベース、フロントエンド、ADCテクノロジーブロックにより卓越した測定を実現

しているだけでなく、クラスで最高のジッタ測定フロア／垂直軸信号特性を備えています。Sシリー

ズ オシロスコープは、最大110 GHzの帯域幅まで対応可能なInfiniiumオシロスコープファミリー

の中の、500 MHz～ 8 GHzの周波数レンジを備えたシリーズです。

シグナルインテグリティー指標 オシロスコープブロック 調べる方法

分解能 ADCビット数 製品データシート

ノイズ フロントエンド ほとんどのメーカーが製品 
データシートに記載しています

ハードウェアでサポートされる 
垂直軸スケール ADC/フロントエンド

ソフトウェアによる表示拡大がいつ 
始まるかはデータシートに記載されて 
いない場合もあります。メーカーに 
よっては小さい感度値で帯域幅制限が
行われる場合があります

周波数応答のフラットネス アナログフィルターおよび 
補正フィルター

製品データシートには通常は記載 
されていません。評価対象モデルの 
振幅および位相応答については、 
メーカーに問い合わせる必要が 
あります

タイムスケール確度 タイムベース 製品データシート

残留ジッタの大きさ タイムベース

データシートに記載されている場合と 
記載されていない場合があります。 
データシートに情報が記載されて 
いない場合は、メーカーに 
問い合わせる必要があります

ENOB（有効ビット数） 垂直軸／水平軸オシロスコープ 
システムの組み合わせ

データシートに記載されている場合と 
記載されていない場合があります。 
データシートに情報が記載されて 
いない場合は、メーカーに 
問い合わせる必要があります

上記の各特性は重要ですが、これらの7つの特性を全体として適切に融合したオシロスコープが非

常に優れた確度を実現します。

https://www.keysight.com/en/pcx-x205213/infiniium-s-series-oscilloscopes?cc=US&lc=eng
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用語集
ADC（A/Dコンバーター）

オシロスコープに内蔵されている、電圧をデジタル振幅値に変換するデバイス。合計量子化レベル

またはADCの出力レベルは2nに等しくなります。nはADCのビット数です。

ENOB（有効ビット数）

ADCまたはオシロスコープのダイナミックレンジは、多くの場合、その有効ビット数(ENOB)で表さ

れます。ENOBは、ノイズや、垂直歪みの多くの要因を考慮しています。オシロスコープのADCの

ENOBは、オシロスコープ全体のENOBよりも高い値になります。

サンプリング・クロック・ジッタ(SCJ)

サンプリング・クロック・ジッタはジッタの水平成分です。

残留ジッタ

オシロスコープに関する残留ジッタには、オシロスコープの内部ジッタが含まれています。これは、

残留ジッタクロック源(SJC)とも呼ばれます。オシロスコープメーカーは、多くの場合、残留ジッタ

という用語を、短期間中の最小残留ジッタ値という意味で使用しています。

ジッタ

ジッタは、理想的な水平位置からの偏差を表します。オシロスコープは、目的のシステムのジッタ

を測定できる非常に有用なツールです。オシロスコープは本質的に内部にジッタ源があり、これが

ジッタ測定に影響を及ぼします。

ジッタ測定フロア

ジッタ測定フロアは、オシロスコープがジッタ測定信号に追加するエラーです。もう1つの定義は、

オシロスコープが理想的なジッタの無い信号を測定したときにオシロスコープが示すジッタ値です。

この値には、本書で述べたサンプリング・クロック・ジッタだけでなく、垂直ノイズやエリアジン

グ信号高調波などの垂直軸エラー要因も含まれます。

周波数応答

周波数応答は、特定の帯域幅範囲での振幅／位相特性を表します。理想的な周波数応答プロットは、

ブリックウォールのロールオフ特性によるもので平坦です。

タイムベース

タイムベースは、水平軸確度に影響するオシロスコープの回路で、サンプリング・クロック・ジッ

タを低い状態に維持します。
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ノイズ

ノイズは、真の信号値からの垂直偏差です。オシロスコープのノイズレベルよりも低い信号の細

部を確認することはできません。ノイズレベルがADCの量子化レベルよりも高いと、余剰ADCビッ

トの利点を活かすことができません。フロントエンドは、オシロスコープのノイズに最も大きな

影響を与える傾向にあります。

フィルター

フィルターは、特定の周波数応答特性を示す回路またはアルゴリズムです。フィルターは、DSP

ハードウェアフィルターと呼ばれるハードウェアのディスクリートアナログ回路で実装すること

も、ソフトウェアで実現することも可能です。ソフトウェアの場合、動作が遅くなる場合があり

ますが柔軟性に優れています。

フロントエンド

フロントエンドとは、オシロスコープ上のBNC入力からADCまでの回路です。フロントエンドに

は、アナログフィルター、1 MΩ経路と50 Ω経路間のスイッチ、ADCに適した信号スケール設定

に必要なアッテネータが含まれます。

分解能

オシロスコープのADCの分解能は、オシロスコープのA/Dコンバーター (ADC)によって決まる最

小定量化レベルです。オシロスコープは、複数の収集にわたる時間のポイントをアベレージング

した場合、または高分解能モードでオーバーサンプリングとDSPフィルターを組み合わせて高い

分解能を可能にしたハイレゾモードの場合に、さらに高分解能を実現できます。

分解能のビット数

分解能のビット数は、オシロスコープがADCのビット数、高分解能モード、アベレージングを使

用して作成できる潜在的な合計出力レベルを定義します。

関連資料

タイトル カタログ番号

Infiniium Sシリーズ高分解能オシロスコープ - データシート 5991-3904JAJP

徹底検証：オシロスコープのシグナルインテグリティー - eBook

ADCのビット数とENOBを理解する - White Paper

サンプリングレートについて知りたいことがすべてわかります - White Paper

EZJIT Complete Jitter Analysis Software for Infiniium Oscilloscopes - Data Sheet 5992-3376EN

De-embedding Software for Infiniium Oscilloscopes (PrecisionProbe and InfiniiSim Basic) -  
Data Sheet 5992-3382EN
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信号の本当の振る舞いを観察
最新の設計をデバッグする場合、規格への適合を検証する場合、あるいはシリアルバスをデコー

ドする場合、オシロスコープが信号の振る舞いを正確に表示することが重要です。そのために、

Infiniium Sシリーズ オシロスコープは、世界最高クラスのシグナルインテグリティーを念頭に

置いて設計されています。卓越したタイムベース、フロントエンド、ADCテクノロジーブロッ

クが、超低ノイズ、低ジッタ、高ENOBのプラットフォームを実現して、被試験デバイスの真

の性能を表示します。

Sシリーズのシグナルインテグリティーと測定性能の詳細については、Sシリーズ オシロスコー

プをご覧ください。より広い帯域幅と高い性能が必要な場合は、以下の広帯域幅オシロスコー

プをご覧ください。

 • Vシリーズ（8 GHz～ 33 GHz）

 • Zシリーズ（20 GHz～ 63 GHz）

 • UXRシリーズ（13 GHz～ 110 GHz）

https://www.keysight.com/en/pcx-x205213/infiniium-s-series-oscilloscopes?cc=US&lc=eng
https://www.keysight.com/en/pcx-x205217/infiniium-v-series-oscilloscopes?cc=US&lc=eng
https://www.keysight.com/en/pcx-x205212/infiniium-z-series-oscilloscopes?cc=US&lc=eng
https://www.keysight.com/en/pcx-2935671/uxr-series-real-time-infiniium-oscilloscopes?cc=US&lc=eng

