
 

オンラインセミナー・ハンズオン ソフトウエア簡易取扱い説明書 
 

2020 年 8 月 6 日 

概要 

このドキュメントでは、オンラ
インセミナー『高速通信時代に
マスターしたい高信号品質設計
技術』のハンズオンで使用する
無料ソフトウエアの操作を必要
最小限で説明します。 

はじめに 

オンラインセミナー『高速通信時代にマスターしたい高信号品質設計技
術』では、MAUI Studio および WavePulser アプリケーションを使用した
ハンズオンを行います。お手元の PCで操作しながら受講しますが、スム
ーズな操作ができるように必要最小限の取り扱い方を説明します。 

 詳しい操作については、SDA II および SDA III、Eye Doctor II、Virtual 

Probe 取扱説明書や WavePulser 40iX 高速インターコネクト・アナライザ 

オペレーターズ・マニュアルを参照ください。, 

必要な準備作業 

 MAUI Studio と WavePulser アプリケーションのインストール（イン
ストールファイルはひとつです）については、オンラインセミナ
ー・ハンズオン受講準備手順を参照ください。 
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Part1における操作 

Part1 では、WavePulser アプリケーションを用います。 

 

1. アプケーションの起動 

デスクトップの アイコンをダブルクリックするか、スタートメニューの LeCroy フォルダーから
を選択してアプリケーションを起動します。 

WavPulser のハードウェアが接続されていないので、左のような
メッセージが表示されますが、OK をクリックしてデモ・モード
で実行します。 

下記のような画面が表示されます。 

 
2. Setup(設定条件)の読み込み 

メニューの File から
Recall Setup を選択します。 

表示された下図のメニューの右端の Browse ボタンをクリックします。 
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表示されたダイアログで、Setup ファイル
(.lss)を選択します。 

本オンラインセミナー用として用意した
Zip ファイルを解凍すると、デスクトップ
に final examples というフォルダーが作成
されますが、その中の２ポート用の setup、
eb_imported_2-port_SE.lss を選択して OK を
クリックした後、Recall Now ボタンをクリ
ックします。 

グリッドが左右に１つづつ現れ、R1～R3、
R9～R11 の 6 つのトレース・ラベルが表示
されます。 
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3. S パラメータ・ファイルの読み込み 

メニューの File の
Recall Touchstone を選択します。 

表示された下図のメニューの左端のフォルダー・アイコンをクリックします。 

 
表示されたダイアログで、２ポートの S パラメー
タ・タッチストーン・ファイル(.s2p)を選択します。 

本オンラインセミナー用として用意した Zip ファ
イルを解凍すると、デスクトップに final examples

というフォルダーが作成されますが、その中にあ
る final examples というフォルダーがあります。こ
のフォルダー内には、.s2p ファイルが 9 個、.s4p

ファイルが 8 個格納されています。 

4 インチのマイクロストリップ・ラインの S パラ
メータである MS_4in.s2p を選択して開きます。左
側のグリッドには、周波数軸の S パラメータ、右

側のグリッドには、時間軸の TDR/TDT 応答が表示されます。 
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4. S パラメータの表示設定 

 
上記のメニューの Rn のチェックボックスにチェックを入れるとその S パラメータが表示されます。この
例では、R1～R3、R9～R11 にチェックが入っているので、これらが表示されます。 

Rn の横で表示する S パラメータの要素を選択します。ここをクリックすると左図のような
ダイアログが表示され、2 ポートの S パラメータの 4 つの要素が表示されるので、所望の
要素を選択します。 

 

さらにその隣には、選択した要素の表示形式を選択します。ここをクリックすると左
図のようなダイアログが表示され、上の 6 つが周波数軸、下の 4 つが時間軸の表示形
式となります。 

 
 
 

この例では、以下のように設定されています。 

周波数表示      時間軸表示 

R1：S11 の S パラメータ強度表示(dB)  R9：S11 のインピーダンス・プロファイル表示 

R2：S22 の S パラメータ強度表示(dB)  R10：S22 のインピーダンス・プロファイル表示 

R3：S21 の S パラメータ強度表示(dB)  R11：S21 のステップ応答表示 

時間軸の表示のトレースの横の config…ボタンをクリックすると、
時間軸表示の設定ができます。立ち上がり時間設定を変更するこ
とができますが、Apply to all time domain traces にチェックを入れ
て Apply ボタンをクリックすると全ての時間軸表示に適用されま
す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

100ps 50ps 
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5. 波形の表示グリッド設定 

トレースラベルをドラッグ＆ドロップすることで表
示するグリッドの選択ができます。 

この例では、R3 のトレ
ースラベルをドラッグ
して右側のグリッドに
ドロップすると、R3 は
右側のグリッドに表示
されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 表示波形のスケーリング 

 
  Sparam Import メニューの右の小さなサブ・メニューでスケールとポジションの調整が可能です。調整す
るトレースは、サブ・メニューの上のタブで選択します。 

7. 波形の一次記憶 

波形を比較するために、ローカル・メモリに一時的に記憶することができます。 

メニューの File から
Save Waveform を選択します。 

表示された下図のメニューの Source に保存したい波形を、destination に一時記憶メモリを設定し、Save 

Now ボタンをクリックします。 
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8. 波形の拡大 

 
波形の拡大したい部位を Drag して四角で囲むと、次のダイアログが表示されます。 

ここで、拡大したいトレースを選択すると、そのトレースがそのまま拡大
されますが、Z で始まるズームトレース(この例では Z1)を選ぶと、元のト
レースとは別に拡大波形が表示されます。この際、元のトレース上で拡大
部分がハイライトされます。 
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Part2における操作 

Part2 では、Part1 同様 WavePulser アプリケーションを用います。 

 

1. アプケーションの起動 

デスクトップの アイコンをダブルクリックするか、スタートメニューの LeCroy フォルダーから
を選択してアプリケーションを起動します。 

WavPulser のハードウェアが接続されていないので、左のような
メッセージが表示されますが、OK をクリックしてデモ・モード
で実行します。 

下記のような画面が表示されます。 

 
2. Setup(設定条件)の読み込み 

メニューの File から
Recall Setup を選択します。 

表示された下図のメニューの右端の Browse ボタンをクリックします。 
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表示されたダイアログで、Setup ファイル
(.lss)を選択します。 

本オンラインセミナー用として用意した
Zip ファイルを解凍すると、デスクトップ
に final examples というフォルダーが作成
されますが、その中の４ポート用の setup、
eb_imported_4-port_SE.lss を選択して OK を
クリックした後、Recall Now ボタンをクリ
ックします。 

グリッドが４つ現れ、R1～R16 の 16 個の
トレース・ラベルが表示されます。 
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3. S パラメータ・ファイルの読み込み 

メニューの File から
Recall Touchstone を選択します。 

表示された下図のメニューの左端のフォルダー・アイコンをクリックします。 

 
表示されたダイアログで、4 ポートの S パラメー
タ・タッチストーン・ファイル(.s4p)を選択します。 

本オンラインセミナー用として用意した Zip ファ
イルを解凍すると、デスクトップに final examples

というフォルダーが作成されますが、その中にあ
る final examples というフォルダーがあります。こ
のフォルダー内には、.s2pファイルが 9個、.s4pフ
ァイルが 8 個格納されています。 

4インチの差動マイクロストリップ・ラインの Sパ
ラメータである MS_diffPair_4in_tight.s2p を選択し

て開きます。左側のグリッドには、周波数軸の Sパラメータ、右側のグリッドには、時間軸の TDR/TDT応
答が表示されます。 
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4. S パラメータの表示設定 

 
上記のメニューの Rn のチェックボックスにチェックを入れるとその S パラメータが表示されます。この
例では、R1～R16 全てにチェックが入っているので、全てのＳパラメータが表示されます。 

Rn の横で表示する S パラメータの要素を選択します。ここをクリックすると左図
のようなダイアログが表示され、4 ポートの S パラメータの 16 個の要素が表示さ
れるので、所望の要素を選択します。 

 
 
 

さらにその隣には、選択した要素の表示形式を選択します。ここをクリックすると左
図のようなダイアログが表示され、上の 6 つが周波数軸、下の 4 つが時間軸の表示形
式となります。 

 
 
 

この例では、以下のように設定されています。 

周波数表示      時間軸表示 

R1：S11 の S パラメータ強度表示(dB)  R9：S11 のインピーダンス・プロファイル表示 

R2：S22 の S パラメータ強度表示(dB)  R10：S22 のインピーダンス・プロファイル表示 

R3：S21 の S パラメータ強度表示(dB)  R11：S21 のステップ応答表示 

R4：S22 の S パラメータ強度表示(dB)  R12：S22 のインピーダンス・プロファイル表示 

R5：S21 の S パラメータ強度表示(dB)  R13：S21 のステップ応答表示 

R6：S21 の S パラメータ強度表示(dB)  R14：S21 のステップ応答表示 

R7：S21 の S パラメータ強度表示(dB)  R15：S21 のステップ応答表示 

R8：S22 の S パラメータ強度表示(dB)  R16：S22 のステップ応答表示 

 

時間軸の表示のトレースの config…ボタンをクリックすると、時間
軸表示の設定ができます。立ち上がり時間設定を変更することが
できますが、Apply to all time domain traces にチェックを入れて
Apply ボタンをクリックすると全ての時間軸表示に適用されます。 

 

  

100ps 50ps 
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5. 波形の表示グリッド設定 

トレースラベルをドラッグ＆ドロップすることで表
示するグリッドの選択ができます。 

この例では、R7 のトレースラベルをドラッグして右
上側のグリッドにドロ
ップすると、R7 は右上
側のグリッドに表示さ
れます。 

  
 
  
 
 
 
 
 
 

6. 表示波形のスケーリング 

 
Sparam Import メニューの右の小さなサブ・メニューでスケールとポジションの調整が可能です。調整す
るトレースは、サブ・メニューの上のタブで選択します。 

7. シングルエンド->ミックスモード変換 

Convert ボタンをクリックすると下図のようなダイアログが表示され、ミックスモードに変換する際のポ
ート割り当てができます。 

(ポートの割り当てを間違うと変換したミックスモード
S パラメータが意味のないものになります。) 
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S パラメータの要素選択がミックスモードの表現に変更されます。 

(一般的な表現は SDD11 のようになりますが、WavePulser では SD1D1 のような
表現になります。) 

 
 
 
 

8. 波形の一次記憶 

波形を比較するために、ローカル・メモリに一時的に記憶することができます。 

メニューの File から
Save Waveform を選択します。 

表示された下図のメニューの Source に保存したい波形を、destination に一時記憶メモリを設定し、Save 

Now ボタンをクリックします。 
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9. 波形の拡大 

 
波形の拡大したい部位を Drag して四角で囲むと、次のダイアログが表示されます。 

ここで、拡大したいトレースを選択すると、そのトレースがそのまま拡大
されますが、Z で始まるズームトレース(この例では Z1)を選ぶと、元のト
レースとは別に拡大波形が表示されます。この際、元のトレース上で拡大
部分がハイライトされます。 
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Part3における操作 

Part3 では、初めに Part1 と Part2 で行った S パラメータのまとめを行います(Part1 および Part2 の操作を参照
ください)。主要な操作は、S パラメータのシミュレーションとなります。製品版の WavePulser では、シミュ
レーションをオプションで組み込むことができますが、無償のソフトウァではその機能がないためオシロス
コープのエミュレータ MAUI Studio を用います。 

 

1. アプケーションの起動 

i. デスクトップの アイコンをダブルクリックするか、スタートメニューの LeCroy フォルダーから

を選択してアプリケーションを起動します。 

ii. シミュレーションするオシロスコープのモデルに LabMaster 10Zi-A を選択します。 

メニューの Utilities から
Configure Simulator を選択します。 

表示されたダイアログの Simulator Family をクリックし 

 
 
 
 

表示された選択肢から LabMaster 10Zi-A を選択しま
す。  

 

 

 左のようなダイアログが表示されるので、OK をクリ
ックしてアプリケーションの再起動を行います。 

 

  

 
メニューの Trigger から Auto を選択します。疑似的に信号捕捉をシミュレートし
て、C1 と C2 に 3MHz の正弦波信号が表示されます。 
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2. オシロスコープの解析オプションの利用(これらのオプションは、2020 年 12 月 31 日までは無償でご利用
いただけます。) 

 

i. 疑似信号の発生演算 Jitter Sim の利用 

トレース・ラベルの横の＋マークをクリックして表
示されたダイアログの Math を選択します。 

 
 

 

F1 のトレース・ラベルをクリックして F1 の設定メニューを開きます。 

 
表示されれた設定メニューの Operator をクリックし、表示されれたダイアログで、Catgory を Jitter 

Function として Jitter Sim を選択します。 

右側の小さなメニューの Sim Signal タブ
を開き、Type に NRZ を選択します。 

 

Freq or Bit Rate で 1G と入力して 1.0000000 Gbit/s のシリアルデータ信号を疑似的に
発生させます。 
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Trace On をチェックすると、F1 の波形が表示されます。 

 
 

C1も C2 も必要ないので表示を Offにします。各々のトレース・ラベルを右ク
リックすると表示されるダイアログの Off を選択して表示を Off にします。 

 
 
 
 

 
 

次に、F2 で F1 の反転を行い負極信号を作成します。 

F1 のトレース・ラベルを Drag&Drop で隣の＋マークに重ねることで F2 が追加
されます。 

F2 のトレース・ラベルをクリックして、設定メニューを開きます。 

F1 のトレース・ラベルを F2 の Source 1

に Drag&Drop すると、F2 の Source が
F1 に設定できます。 

 
 

Operator 1 をクリックして、表示されたダイアロ
グで、Categoryとして Basic Mathを選択して選択
肢の数を制限し、Invert を設定します。 

 
 
 
 
 

最後に F2 の Trace On にチェックを入れて、F2 の波形を表示します。 

右クリック 
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次に、F3 で F2 の信号に遅延を持たせた信号を作成します。 

F2 のトレース・ラベルを Drag&Drop で隣の＋マークに重ねることで F3

が追加されます。 

F3 のトレース・ラベルをクリックして、設定メニューを開きます。 

F2のトレース・ラベルを F3の Source 1

に Drag&Drop すると、F3 の Source が
F2 に設定できます。 

 
 

Operator 1 をクリックして、表示されたダイア
ログで、Category として Function を選択して選
択肢の数を制限し、Deskew を設定します。 

 
 
 
 
 
 

右の小さなメニューで Deskew タブを開いて Delay by の値を
変更することで遅延時間の調整ができます。 

 
 
 

F1 と F3 のペアでスキュー調整可能な差動シリアル信号を作ることができます。 
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デフォルトでは、グリッドの設定が Auto Grid に設定されているために、表示されるト
レースの数に応じてグリッドの数が自動的に決定されます。上図の例では、トレースの

数が 3 つなのでグリ
ッドは 4 つ表示され
ています。 

メニューの Display で
Dual Grid を選択して
グリッドの数を２つ
に固定します。 

 

F1 のトレース・ラベルをクリックして F1 の設定メニューを開きます。 

 右側の小さなメニューを使ってシリアルデータ信号の調
整が可能です。 

Sim. Signal タブで最初に 1Gbps に設定したビットレイトを
5Gbps に変更します。 

 

Vertical タブで信号にノイズを加えることができます。 

 
 
 
 
 

Jitter タブで信号にジッタを加えることができます。 

 
 
 
 
 

 

ii. シグナルインテグリティ・ツール EyeDoctor II の利用 

メ ニ ュ ー の Analysis か ら   
Eye Doctor を選択します。 

左のようなメニューが表示されます。 

Eye Doctor では、Emphasis、Emulate/De-embed、
Equalizerのシミュレーションができますが、本オ
ンラインセミナーでは Emulate の機能だけを使用

します。 
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まず、信号入力の設定をするために Signal Input をクリックしま
す。 

Eye Doctor II input(s)で inpu1-input2 をクリックして 2 入力を選択
します。 

 

F1 のトレース・ラベルを
Input1 に、F3 のトレース・
ラベルを Input2 にそれぞれ
Drag&Drop して入力の設定
をします。 

Nominal Bit Rate を作成したシリアルデータ信号のビットレイトに合わせます。 

次に、S パラメータの Emulate の設定を行うために、Eye Doctor II タブに戻り、Emulate/De-embed を 

クリックします。 

Enable にチェックを入れて、Emulate Channel を 

クリックします。 

 
 

4 ポートのチャンネルが図示されますが、まず
は理想(素通し)のチャンネルで試します。 

Use ideal Channel のチェックを入れたまま、
Apply ボタンをクリックします。 

処理が終了すると、Apply の横の赤丸が緑になります。 

Emulate/De-embed の下の Show にチェックを入
れると、Emulate された波形が表示されます。 

Emulate するのにデータ量が必要になるので表
示された波形は、元の波形よりも短くなります。

時間軸の設定が短く Emulate に必要なデータ量がない場合は、時間軸の設定を長く変更します。 

 画面右にあるタイムベース・ラベルをクリックして下図のようなメニューを表示さ
せます。 

Time/Division の右の矢印を使って
タイムベースを変更します。(直接
値を入力しても可) 

 

これ以降の処理のために本オンラインセミナーでは 500ns/div として波形のデータ数を 400kS として
います。 

グリッドの設定を Quattro Grid に設定してグリッドを４つにします。 

Eye Doctorの設定で、Signal Inputの Showをチェ
ックすると、Eye Doctor でチャンネル・エミュ
レーションを行う元波形が表示されます。 
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EdrIn トレースラベルをクリックして表示された右の小
さなメニューで Eye Doctor の入力信号の表示の拡大率
の設定ができます。 

この時、Eye Doctor のチャンネル・エミュレーション
出力の波形も同じ拡大率で表示されます。 

 

各トレース・ラベルを Drag&Drop

することで。波形の表示位置を
調整します。(Part1、Part2で行っ
た WavePulser の操作と同様の操
作となります。F1、F2、F3 を左
上、EDrIn と EDrCh を左下のグリ
ッドに表示します。 

理想的なチェンネルなので EDrIn と EDrCh は完全に重なります。 

 

iii. シリアル・データ解析 SDA III の利用 

メ ニ ュ ー の Analysis か ら 

 Serial Data を選択します。 

左のようなメニュー
が表示されます。
Enable SDA と Lane1

にチェックを入れて
解析機能を有効にします。(Lane4 まで最大 4 つの信号の解析を同時に行うことができますが、本オ
ンラインセミナーでは、Lane1 だけを利用します。) 

Serial Data では Eye Meas.(アイパターン解析)、Jitter Meas.(ジッタ解析)、Noise Meas.(ノイズ解析)、
Crosstalk Meas.(クロストーク解析)を行うことができます。また、前述の Eye Doctor 機能を組み込ん
で利用することができますが、本オンラインセミナーでは WavePulser のアプリケーションの使用を
前提にしているため、Eye Doctor の機能は別途設定します。 

Input タブで入力信号の設定を行いますが、ここでは
Eye Doctor でチャンネル・エミュレートした信号を用
います。Input1 をクリックして表示されたダイアログ
の Catgory として Eye Doctor を選択して表示された

EDrOut を選択します。 
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Clock タブを使って信号のビットレイトを設定します
が、Find Rate Now ボタンをクリックすると、今捕捉し
ているシリアルデータ信号から自動的にビットレイト
を検出して設定します。Find Rate Every Sweepにチェッ

クをしておくと、信号を捕捉するたびに自動的にビットレイトの検出が機能します。 

 
 

Eye タブでアイパターンの表示の設定を行います。Enable Eye Meas.をチェックしてアイパターン解
析を On とし、Show Eyeにチェックすると、アイパターンが表示されます。Upsample を 10にすると
きれいなアイパターンが表示されます。 

 
 

Jitter タブを開いて、Enable Jitter Meas.にチェックを入れます。 

Pattern Analysis が動作して pattern 

found が示され、上のインジケータが
緑に代わります。 

 

 
Jitter Histogram をクリックして、表示された右の小さいメニューの Show TIE Histogram をチェックす
ると、ジッタのヒストグラムが表示されます。 
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iv. チャンネル・エミュレーション 

Eye Doctorのチャンネル・エミュレーシ
ョンの設定で、Use ideal Channel のチェ
ックを外します。 

S－Parameter Filename の横の Browse ボ
タンをクリックしてエミュレートする

チャンネルの S パラメータ・ファイルを選択します。 

デスクトップの Final example フォルダーの中
の Final example フ ォ ル ダ ー か ら
MS_diffPair_20in.s4p を選択します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Part2 でも注意しましたが、ポートの割り当てを正しく設定しなければなりません。 

View Response ボタンをクリ
ックすると、左のように S パ
ラメータを確認することが
できます。デフォルト 

設定の S11 は右上がりのリタ
ーンロスを示しています。 

 
 
 



Teledyne LeCroy    オンラインセミナー・ハンズオン ソフトウエア簡易取扱い説明書                                24 

S-Paremeter として S21 を選
択すると、表示された形状
から右下がりの挿入損失で
あることが分かります。 

 
 
 

S21が挿入損失となるようにポートの
割り当てを左のように変更し、Apply

ボタンをクリックします。 

Apply ボタンの横のインジケータが緑
になるとエミュレーションが有効に

なります。これにより、EDrCh の波形が歪み、アイパターンやジッタ・ヒストグラムにも変化が見
られます。 

 
F3 の遅延を調整してスキューを発生させてその効果を見ることもできます。 

 

Part1～Part3 で学んだ解析をご自身の S パラメータを用いて復習してみてください。 

 

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、お近くの
お客様サポート・センターにお問い合わせください。 

Teledyne LeCroy のテクニカル・サポートセンター 
電話：042‐402‐9400 

Fax：042‐402‐9586 

Web：http://teledynelecroy.com/japan/support/default.asp 

Email：lecroy.contact.japan@teledyne.com 

http://teledynelecroy.com/japan/support/default.asp
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