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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
電気信号を測定するための測定処理を実施するのに必要な複数の測定パラメータが設定さ
れる被設定機器（１０）の前記測定パラメータを変更する測定パラメータ入力制御方法で
あって、
　前記被設定機器から前記測定パラメータを含む測定パラメータ情報を取得するパラメー
タ情報取得ステップ（Ｓ１０１）と、
　前記取得した測定パラメータ情報を表示画面上に表示制御するパラメータ情報表示ステ
ップ（Ｓ１０２）と、
　前記表示画面上に表示された測定パラメータ情報のうち何れか１つの測定パラメータを
選択するパラメータ情報選択ステップ（Ｓ１０３）と、
　予め準備された複数種類のパラメータ設定ソフトキー（２０）のうち何れか１つの前記
測定パラメータを変更するためのパラメータ設定ソフトキーを前記表示画面上に表示制御
するソフトキー制御ステップ（Ｓ１０４）と、
　前記複数種類のパラメータ設定ソフトキーを切り替え表示するための表示切替キー（２
３）を前記表示画面上に表示する表示切替キー表示ステップ（Ｓ１０５）と、
　前記表示切替キーが押下されたときに、既に表示されている前記パラメータ設定ソフト
キーの代わりに前記既に表示されているパラメータ設定ソフトキーとは異なる前記パラメ
ータ設定ソフトキーを前記表示画面上に表示するパラメータ設定ソフトキー選択ステップ
（Ｓ１０６、Ｓ１１１）と、
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　直前に選択された前記パラメータ設定ソフトキーを用いて変更された前記測定パラメー
タに基づいて前記被設定機器に対する測定パラメータの書き換えを行うパラメータ書き換
えステップ（Ｓ１１０）と、
　を含むことを特徴とする測定パラメータ入力制御方法。
【請求項２】
前記ソフトキー制御ステップは、前記予め準備された複数種類のパラメータ設定ソフトキ
ーにおけるパラメータ表示エリア（２１ｃ、２２ｃ）近傍に前記測定パラメータの上下限
値を表示する上下限値表示エリア（２１ｂ、２２ｂ）を表示制御する上下限値表示ステッ
プ（Ｓ１０７）をさらに含むことを特徴とする請求項１記載の測定パラメータ入力制御方
法。
【請求項３】
電気信号を測定するための測定処理を実施するのに必要な複数の測定パラメータが設定さ
れる被設定機器（１０）の前記測定パラメータ変更を行う測定パラメータ入力制御装置（
１）であって、
　前記被設定機器から前記測定パラメータを含む測定パラメータ情報を取得するとともに
、変更後の測定パラメータを前記被設定機器に対して書き換え処理するパラメータ処理部
（２）と、
　表示部（６）の表示画面上に取得した測定パラメータ情報を表示する測定パラメータ制
御手段（４ａ）と、予め準備された複数種類のパラメータ設定ソフトキー（２０）のうち
何れか１つの前記測定パラメータを変更するためのパラメータ設定ソフトキーを前記表示
部の前記表示画面上に表示制御するソフトキー制御手段（４ｂ）を有する表示制御部（４
）と、
　前記表示画面上に表示制御された前記測定パラメータ情報のうち何れか１つの測定パラ
メータを選択し、前記表示部に表示された前記パラメータ設定ソフトキーを操作するため
の入力部（７）とを備え、
　前記ソフトキー制御手段は、既に表示されている前記複数種類のパラメータ設定ソフト
キーのうち何れか１つのパラメータソフトキーの代わりに該既に表示されているパラメー
タ設定ソフトキーとは異なる前記パラメータ設定ソフトキーを表示させるための表示切替
キー（２３）を表示制御することを特徴とする測定パラメータ入力制御装置。
【請求項４】
前記入力部はロータリーノブ（７ａ）を備え、当該ロータリーノブの操作量に連動して前
記第２のソフトキー（２２）に表示された測定パラメータが変動するよう前記ソフトキー
制御手段が表示制御をすることを特徴とする請求項３記載の測定パラメータ入力制御装置
。
【請求項５】
前記ソフトキー制御手段は、前記予め準備された複数種類のパラメータ設定ソフトキーに
おけるパラメータ表示エリア（２１ｃ、２２ｃ）近傍に前記測定パラメータの上下限値を
表示する上下限値表示エリア（２１ｂ、２２ｂ）を表示制御することを特徴とする請求項
３又は４記載の測定パラメータ入力制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被設定機器に設定される各種測定処理に必要な測定パラメータを直感的に、
且つ操作性よく変更することのできる測定パラメータ入力制御装置及び方法に関するもの
である。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、パルスパターン発生器（Pulse Pattern Generator ）、誤り率検出器（Error 
Detector）、スペクトラムアナライザ（Spectrum Analyzer ）等の各種機器を用いてデー
タ通信システムや移動体通信システムに組み込まれた各種機器の性能、ディジタル回線や
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ネットワーク内を伝送される信号の性能を測定する場合、使用する機器毎にパラメータ設
定を行う必要がある。そして、このような測定処理時に必要なパラメータを測定項目毎に
応じて設定する装置としては、例えば下記特許文献１に開示されるものが公知である。
【０００３】
　図６に示すように、下記特許文献１に開示される測定装置１００は、予め設定されたパ
ラメータに基づいて測定対象に対する測定を行い、その測定結果を出力する測定部１０１
と、ポインティングデバイスとしてのマウス１０２ａ、テンキーやアップダウンキー等を
含む各種操作キー１０２ｂや特殊キー１０３ａ～１０３ｂで構成される操作部１０２と、
各種画面を表示する表示器１０４と、測定部１０１に対するパラメータの設定処理を行う
ためのパラメータ設定手段１０５と、測定部１０１の測定結果に対する分析処理を行うた
めの分析手段１０６と、パラメータを設定するための設定画面、測定結果を表示するため
の測定結果画面、分析結果を表示するための分析結果画面等の複数種の画面のうちのいず
れかを選択的に表示器１０４に表示制御する表示制御部１０７とを有する制御部１０８と
で構成される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－３６５０９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、この種の装置では、使用するアプリケーションに限らず、あるパラメータ（
Bit Rate、 Frequency、 Amplitude、 Threshold、 offset 、 Attenuator 等）に対し、
それぞれ複数の数値入力を行う機能（周波数の設定機能、電圧レベルの設定機能、Attenu
atorの設定機能、Figureのみの設定機能等）が個別に存在する事が多い。また、これらパ
ラメータには、それぞれ固有の設定情報（上下限値、単位、値の範囲）や詳細情報（小数
点の位置、インクリメント／デクリメントの分解能、パラメータのデフォルト値、パラメ
ータの現在値、パラメータ固有の単位）を有している。
【０００６】
　また、装置に対してパラメータ設定を行う場合、使用する機器毎に測定処理や起動に関
してそれぞれパラメータが存在するため、これら各パラメータの項目毎にパラメータの値
の入力方法やパラメータ固有の設定情報、詳細情報が異なる場合が多い。
【０００７】
　従って、パラメータ設定を行うに際し、装置の取扱いを熟知したユーザであっても、全
てのパラメータの設定情報や詳細情報等の入力内容を把握することは困難であるため、設
定する度に設定内容の確認作業が必要となり設定作業が煩雑であった。また、測定対象の
機器に対する測定作業能率が低下するとともに、人為的な操作ミスの発生確率が上昇する
という問題もあった。
【０００８】
　そこで、本発明は上記問題点に鑑みてなされたものであり、被設定機器に設定される各
種測定処理に必要な測定パラメータを変更する際に、直感的に、且つ操作性よくユーザ所
望のパラメータ内容に変更することのできる測定パラメータ入力制御装置及び方法を提供
することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記した目的を達成するために、請求項１記載の測定パラメータ入力制御方法は、電気
信号を測定するための測定処理を実施するのに必要な複数の測定パラメータが設定される
被設定機器１０の前記測定パラメータを変更する測定パラメータ入力制御方法であって、
　前記被設定機器から前記測定パラメータを含む測定パラメータ情報を取得するパラメー
タ情報取得ステップＳ１０１と、
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　前記取得した測定パラメータ情報を表示画面上に表示制御するパラメータ情報表示ステ
ップＳ１０２と、
　前記表示画面上に表示された測定パラメータ情報のうち何れか１つの測定パラメータを
選択するパラメータ情報選択ステップＳ１０３と、
　予め準備された複数種類のパラメータ設定ソフトキー２０のうち何れか１つの前記測定
パラメータを変更するためのパラメータ設定ソフトキーを前記表示画面上に表示制御する
ソフトキー制御ステップＳ１０４と、
　前記複数種類のパラメータ設定ソフトキーを切り替え表示するための表示切替キー２３
を前記表示画面上に表示する表示切替キー表示ステップＳ１０５と、
　前記表示切替キーが押下されたときに、既に表示されている前記パラメータ設定ソフト
キーの代わりに前記既に表示されているパラメータ設定ソフトキーとは異なる前記パラメ
ータ設定ソフトキーを前記表示画面上に表示するパラメータ設定ソフトキー選択ステップ
Ｓ１０６、Ｓ１１１と、
　直前に選択された前記パラメータ設定ソフトキーを用いて変更された前記測定パラメー
タに基づいて前記被設定機器に対する測定パラメータの書き換えを行うパラメータ書き換
えステップＳ１１０と、
　を含むことを特徴とする。
【００１０】
　請求項２記載の測定パラメータ入力制御方法は、請求項１記載の測定パラメータ入力制
御方法において、前記ソフトキー制御ステップは、前記予め準備された複数種類のパラメ
ータ設定ソフトキーにおけるパラメータ表示エリア２１ｃ、２２ｃ近傍に前記測定パラメ
ータの上下限値を表示する上下限値表示エリア２１ｂ、２２ｂを表示制御する上下限値表
示ステップＳ１０７をさらに含むことを特徴とする。
【００１１】
　請求項３記載の測定パラメータ入力制御装置は、電気信号を測定するための測定処理を
実施するのに必要な複数の測定パラメータが設定される被設定機器１０の前記測定パラメ
ータ変更を行う測定パラメータ入力制御装置１であって、
　前記被設定機器から前記測定パラメータを含む測定パラメータ情報を取得するとともに
、変更後の測定パラメータを前記被設定機器に対して書き換え処理するパラメータ処理部
２と、
　表示部６の表示画面上に取得した測定パラメータ情報を表示する測定パラメータ制御手
段４ａと、予め準備された複数種類のパラメータ設定ソフトキー２０のうち何れか１つの
前記測定パラメータを変更するためのパラメータ設定ソフトキーを前記表示部の前記表示
画面上に表示制御するソフトキー制御手段４ｂを有する表示制御部４と、
　前記表示画面上に表示制御された前記測定パラメータ情報のうち何れか１つの測定パラ
メータを選択し、前記表示部に表示された前記パラメータ設定ソフトキーを操作するため
の入力部７とを備え、
　前記ソフトキー制御手段は、既に表示されている前記複数種類のパラメータ設定ソフト
キーのうち何れか１つのパラメータソフトキーの代わりに該既に表示されているパラメー
タ設定ソフトキーとは異なる前記パラメータ設定ソフトキーを表示させるための表示切替
キー２３を表示制御することを特徴とする。
【００１２】
　請求項４記載の測定パラメータ入力制御装置は、請求項３記載の測定パラメータ入力制
御装置において、前記入力部はロータリーノブ７ａを備え、当該ロータリーノブの操作量
に連動して前記第２のソフトキー２２に表示された測定パラメータが変動するよう前記ソ
フトキー制御手段が表示制御をすることを特徴とする。
【００１３】
　請求項５記載の測定パラメータ入力制御装置は、請求項３又は４記載の測定パラメータ
入力制御装置において、前記ソフトキー制御手段は、前記予め準備された複数種類のパラ
メータ設定ソフトキーにおけるパラメータ表示エリア２１ｃ、２２ｃ近傍に前記測定パラ
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メータの上下限値を表示する上下限値表示エリア２１ｂ、２２ｂを表示制御することを特
徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の測定パラメータ入力制御装置によれば、測定パラメータの値を変更する際に、
その操作状況に応じて第１のソフトキーと第２のソフトキーとを表示画面上の所定位置に
て自由に切り替え可能であるため、ユーザの操作性が向上するとともに、装置の構成上、
表示画面上の表示領域が限られている場合であっても、操作性を損なうことなく測定パラ
メータの変更が可能となる。
【００１５】
　さらに、入力部の構成として第２のソフトキーと連動するロータリーノブを備えている
ため、測定パラメータを高速、且つ連続的に変動させながら被設定機器の動作状態をリア
ルタイムに確認することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明に係る測定パラメータ入力制御装置の構成を示すシステムブロック図であ
る。
【図２】（ａ）同装置のパラメータ設定ソフトキーにおける第１のソフトキーを示す説明
図である。　（ｂ）同装置のパラメータ設定ソフトキーにおける第２のソフトキーを示す
説明図である。
【図３】同装置におけるパラメータ設定ソフトキーの表示例を示す説明図である。
【図４】同装置におけるパラメータ設定ソフトキーの他の表示例を示す説明図である。
【図５】測定パラメータ入力制御に関するソフトウェア動作を示すフローチャート図であ
る。
【図６】従来のパラメータ設定を行う測定装置を示す概略ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明を実施するための形態について、添付した図面を参照しながら詳細に説明
する。なお、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではなく、この形態に基づ
いて当業者等によりなされる実施可能な他の形態、実施例及び運用技術等はすべて本発明
の範疇に含まれる。
【００１８】
　本例の測定パラメータ入力制御装置は、機器の起動や各種測定処理を実施する際に必要
なパラメータである測定パラメータの設定対象となる機器（以下、「被設定機器」という
）から機器毎に固有の測定パラメータを取得し、取得した測定パラメータに応じたパラメ
ータ設定用のパラメータ設定ソフトキーを表示部の表示画面上における所定位置に表示制
御して、パラメータ設定時におけるユーザの操作性向上を図ることを目的としている。
【００１９】
［装置構成］
　本発明に係る測定パラメータ入力制御装置の構成について、図１～４を参照しながら説
明する。
【００２０】
（被設定機器の構成）
　まず、本例の測定パラメータ入力制御装置１と接続され、測定パラメータの設定対象と
なる被設定機器１０について説明する。被設定機器１０は、測定パラメータ入力制御装置
１を介して機器固有の測定パラメータが変更される、例えばパルスパターン発生器（Puls
e Pattern Generator ）、誤り率検出器（Error Detector）、スペクトラムアナライザ（
Spectrum Analyzer ）等の、測定パラメータとして主に数値を用いる機器である。
【００２１】
　図１に示すように、被設定機器１０は、パラメータ記憶部１１、パラメータ設定部１２
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を備えて構成され、測定パラメータ入力制御装置１と有線若しくは無線を介して接続され
ている。
【００２２】
　パラメータ記憶部１１は、被設定機器１０を構成する各構成部品（ハードウェア）、ア
プリケーションソフトウェアの起動に必要な各種測定パラメータ、各測定パラメータ固有
の設定情報（上下限値、単位、値の範囲）や詳細情報（小数点の位置、インクリメント／
デクリメントの分解能、パラメータのデフォルト値、パラメータの現在値、パラメータ固
有の単位）を測定パラメータ情報として記憶している。
【００２３】
　さらに、パラメータ記憶部１１は、測定パラメータ入力制御装置１が操作されて測定パ
ラメータが変更されると、測定パラメータの内容が変更される度に、測定パラメータ入力
制御装置１によって常に最新の測定パラメータとなるよう書き換え処理される。
【００２４】
　パラメータ設定部１２は、パラメータ記憶部１１に記憶された測定パラメータを、その
パラメータが設定される設定対象（ハードウェア若しくはアプリケーションソフトウェア
）に対してパラメータ設定を行っている。なお、パラメータ設定部１２は、パラメータ記
憶部１１に記憶された測定パラメータの内容が変更されたか否かを常時判別しており、パ
ラメータ内容が変更されたと判別すると、更新された最新の測定パラメータを被設定機器
に設定している。
【００２５】
（測定パラメータ入力制御装置の構成）
　次に、本発明に係る測定パラメータ入力制御装置１の構成について、図１～４を参照し
ながら説明する。
　図１に示すように、測定パラメータ入力制御装置１は、被設定機器１０に設定される測
定パラメータを変更する装置であり、パラメータ処理部２、パラメータ識別部３、表示制
御部４、パラメータ抽出部５、表示部６、入力部７を備えて構成されている。
【００２６】
　パラメータ処理部２は、入力部７からの測定パラメータ取得に関する入力情報に基づき
、変更対象となる測定パラメータを含む被設定機器１０から測定パラメータ情報を取得し
、パラメータ識別部３に出力している。また、パラメータ処理部２は、パラメータ抽出部
５から変更後のパラメータ（以下、「変更パラメータ」という）をパラメータ抽出部５か
ら入力すると、設定対象である被設定機器１０のパラメータ記憶部１１に対し、変更パラ
メータの書き換え処理を行っている。
【００２７】
　パラメータ識別部３は、パラメータ処理部２からの測定パラメータ情報の内容を識別し
、この測定パラメータ情報に応じたパラメータ設定ソフトキー２０を構築するためのソフ
トキー構築情報を表示制御部４に出力している。
【００２８】
　表示制御部４は、入力部７からの各種入力情報に基づき、測定パラメータ入力制御装置
１の起動や操作に必要な表示画面内容を表示部６に表示制御している。また、表示制御部
４は、パラメータ識別部３からのソフトキー構築情報に基づき、取得した測定パラメータ
情報に応じたパラメータ設定ソフトキー２０を構築するソフトキー制御手段４ａを備えて
いる。
【００２９】
　ソフトキー制御手段４ａは、パラメータ識別部３からのソフトキー構築情報に基づき、
直感的な操作を可能とするグラフィッカルユーザインターフェイス（Graphical User Int
erface：ＧＵＩ）で、取得した測定パラメータ情報に依存したパラメータ設定を行うため
のパラメータ設定ソフトキー２０を構築し、予め設定された表示部６における表示画面上
における所定位置（なお、表示位置は任意に設定可）に固定表示する制御をしている。
【００３０】
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　また、ソフトキー制御手段４ａは、パラメータ設定ソフトキー２０の操作に基づく入力
情報を入力部７から入力すると、入力操作に連動するようにパラメータ設定ソフトキー２
０の表示制御（例えば、キーの押下や数値可変）をしている。さらに、ソフトキー制御手
段４ａは、入力部７から変更パラメータを被設定機器１０に反映するためのトリガとなる
入力情報を入力すると、この入力情報をパラメータ抽出部５に出力している。
【００３１】
　ここで、測定パラメータを変更するに至るまでの操作例について説明する。
　図３又は図４に示すように、まずユーザは変更を希望する測定パラメータを含む測定機
能を測定機能選択キー３０を用いて選択する。なお、ここでは測定機能選択キー３０とし
て「PPG/ED ch1」を選択した例である。測定機能選択キー３０は、タッチパネルをタッチ
することや、マウスによりポイントすることで選択されるように構成されている。なお、
「PPG/ED ch1」はパルスパターン発生器と誤り率検出器とを動作させ、被測定物の誤り率
を測定するために用いる測定機能である。
　次に、表示画面上に表示された機器選択タブ３１を用いて、測定パラメータを変更する
対象となる測定機器を選択する。図３又は図４では、変更する対象となる測定機器として
、例えばパルスパターン発生器（ＰＰＧ）と誤り率検出器（ＥＤ）のタブがそれぞれ表示
されている。この機器選択タブ３１も測定機能選択キー３０と同様、タッチパネルをタッ
チすることや、マウスによりポイントすることで選択されるように構成されている。
　次に、変更したい測定パラメータのパラメータ項目３２を選択する。ここでは、「Bit 
Rate」の数値部分を選択した例である。このパラメータ項目３２も、測定機能選択キー３
０や機器選択タブ３１と同様、タッチパネルをタッチすることや、マウスによりポイント
することで選択されるように構成されている。また、「Bit Rate」の数値部分を選択した
ときは、図３又は図４に示すように設定する測定パラメータに対応したパラメータ設定ソ
フトキー２０が表示画面上にポップアップ等で表示されるように構成されている。
【００３２】
　次に、ソフトキー制御手段４ａで表示制御されるパラメータ設定ソフトキー２０につい
て、図２を参照しながら説明する。なお、以下の説明では、パルスパターン発生器の測定
パラメータである「Bit Rate」を変更する際に操作するパラメータ設定ソフトキー２０の
表示例である。
【００３３】
　図示のように、パラメータ設定ソフトキー２０は、少なくともテンキー２１ｄが表示さ
れた第１のソフトキー２１と、上下左右のカーソルキー２２ｆが表示された第２のソフト
キー２２とで構成され、ユーザが各ソフトキー２１、２２の所定箇所に設けられた表示切
替キー２３を操作することで、相互に表示切替可能な構成となっている。
【００３４】
　図２（ａ）に示すように、第１のソフトキー２１は、ユーザが測定パラメータの値をダ
イレクト入力する際に操作されるキーである。第１のソフトキー２１における表示エリア
としては、測定パラメータ名を表示するパラメータ名表示エリア２１ａ、測定パラメータ
の上下限値を表示する上下限値表示エリア２１ｂ、測定パラメータを表示するパラメータ
表示エリア２１ｃを有している。また、第１のソフトキー２１における操作キーとしては
、測定パラメータの数値入力を行うテンキー２１ｄ、測定パラメータの単位を変更する単
位切替キー２１ｅ、直前の数値を削除する後退キー（ＢＳ（backspace ）キー）２１ｆ、
入力した数値を決定する実行キー（Enter キー）２１ｇ、パラメータ表示エリア２１ｃの
数値を削除するクリアキー２１ｈ、第２のソフトキー２２との表示切り替えをする表示切
替キー２３を有している。
【００３５】
　第１のソフトキー２１によって変更された変更パラメータは、測定パラメータを変更後
に実行キー２１ｇを操作することでパラメータ抽出部５により抽出され、抽出された変更
パラメータが被設定機器１０に反映される。
【００３６】
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　図２（ｂ）に示すように、第２のソフトキー２２は、ユーザが測定パラメータの値を一
気に変動させたり連続的に変動させる場合、又は各桁の数値を微調整する場合に操作され
るキーである。第２のソフトキー２２における表示エリアとしては、測定パラメータ名を
表示するパラメータ名表示エリア２２ａ、測定パラメータの上下限値を表示する上下限値
表示エリア２２ｂ、測定パラメータを表示するパラメータ表示エリア２２ｃを有している
。また、第２のソフトキー２２における操作キーとしては、パラメータ表示エリア２２ｃ
に表示されたキャレットを移動する左右キー２２ｄと移動したキャレットの数値を上下限
する上下キー２２ｅとからなるカーソルキー２２ｆ、第１のソフトキー２１との表示切り
替えをする表示切替キー２３を有している。
【００３７】
　また、第２のソフトキー２２のパラメータ表示エリア２２ｃに表示される測定パラメー
タは、後述する入力部７のロータリーノブ７ａの操作量と連動する構成となっており、ロ
ータリーノブ７ａの操作量に連動して表示エリア中の数値が変動する。これにより、ユー
ザが測定パラメータの数値を一気に変更したり連続的に変動させる場合は、ロータリーノ
ブ７ａを所定方向に回転操作することで、測定パラメータの数値が即座に連続的に変動す
る。
【００３８】
　第２のソフトキー２２によって変更された変更パラメータは、上下キー２２ｅの操作又
はロータリーノブ７ａの操作量に応じて変動すると、その都度パラメータ抽出部５が変更
パラメータとして抽出する。そして、抽出された変更パラメータが被設定機器１０に反映
される。よって、第２のソフトキー２２でパラメータ変更をした場合は、上下キー２２ｅ
やロータリーノブ７ａの操作に基づく数値調整が被設定機器１０に即座に反映されるため
、パラメータ変更に伴う被設定機器１０の駆動状況がリアルタイムで観測可能となる。
【００３９】
　パラメータ抽出部５は、変更パラメータを被設定機器１０に反映するためのトリガとな
る入力情報をソフト制御手段４ａから入力すると、パラメータ設定ソフトキー２０に表示
される現在の測定パラメータを変更パラメータとしてソフトキー制御手段４ａから抽出し
、パラメータ処理部２に出力している。
【００４０】
　パラメータ抽出部５が第１のソフトキー２１で変更した変更パラメータを抽出する場合
は、変更パラメータを被設定機器１０に反映する際のトリガとなる入力情報（すなわち、
第１のソフトキー２１の実行キー２１ｇの操作に基づく入力情報）をソフトキー制御手段
４ａから入力したときにソフトキー制御手段４ａから変更パラメータを抽出している。
【００４１】
　また、パラメータ抽出部５が第２のソフトキー２２で変更した変更パラメータを抽出す
る場合は、変更パラメータを被設定機器１０に反映する際のトリガとなる入力情報（すな
わち、第２のソフトキー２２若しくはロータリーノブ７ａの操作に基づく入力情報）をソ
フトキー制御手段４ａから入力したときにソフトキー制御手段４ａから変更パラメータを
抽出している。
【００４２】
　表示部６は、例えば液晶表示器で構成され、表示制御部４の制御により、上記した被設
定機器１０からの測定パラメータに依存したパラメータ設定ソフトキー２０や入力部７か
らの入力情報に応じた表示内容など、測定パラメータ入力制御装置１の駆動に必要な表示
内容を表示画面上に表示している。
【００４３】
　入力部７は、例えばテンキーや選択ボタン等の操作キー、マウス等のポインティングデ
バイス、表示部６の表示画面上のソフトキーからなるタッチパネル等の各種入力装置で構
成される。入力部７は、パラメータ設定開始時や被設定機器１０の測定パラメータ選択・
変更の際に所定操作され、この操作に応じた入力情報をパラメータ処理部２と表示制御部
４に出力している。
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【００４４】
　また、入力部７は、パラメータ設定ソフトキー２０における第２のソフトキー２２と連
動するロータリーノブ７ａを備えている。このロータリーノブ７ａは、第２のソフトキー
２２が選択表示された状態でパラメータの値を大幅調整する際に操作される。
【００４５】
［処理動作］
　次に、上述した測定パラメータ入力制御装置１によるパラメータ設定ソフトキー２０の
表示制御に関する一連の処理動作について説明する。
【００４６】
（パラメータ設定ソフトキーの表示制御処理）
　ユーザは、入力部７を所定操作して、測定パラメータ入力制御装置１と接続する被設定
機器１０のうち、変更したい機器とその機器固有の測定パラメータを選択する。被設定機
器１０と変更対象となるパラメータが選択されると、この選択操作に基づく入力情報をパ
ラメータ処理部２に出力する。
【００４７】
　ここで、変更したい機器とは、図３又は図４に示すように、例えばパルスパターン発生
器（ＰＰＧ）と誤り率検出器（ＥＤ）である。また、その機器固有の測定パラメータとは
、図３又は図４に示すように、例えばパルスパターン発生器（ＰＰＧ）の機器の測定パラ
メータに対応する「Bit Rate」、「BitRate Offset」、「Amplitude 」、「External Att
enuation」等である。
【００４８】
　パラメータ処理部２は、変更対象となる測定パラメータを有する被設定機器１０から測
定パラメータ情報を取得する。取得した測定パラメータ情報は、パラメータ識別部３に出
力され、パラメータ識別部３にて取得した測定パラメータ情報の内容を識別し、この測定
パラメータ情報に応じたパラメータ設定ソフトキー２０を構築するためのソフトキー構築
情報を表示制御部４に出力する。
【００４９】
　表示制御部４は、パラメータ識別部３からのソフトキー構築情報に基づき、取得した測
定パラメータ情報に応じたパラメータ設定ソフトキー２０を構築し、この構築したパラメ
ータ設定ソフトキー２０を、予め設定された表示画面上における所定位置に固定表示する
。
【００５０】
　このような処理により、例えば変更するパラメータとして「Bit Rate Offset 」を変更
する場合は図３に示すように、変更するパラメータとして「Bit Rate」を変更する場合は
図４に示すように、変更する測定パラメータに依存したパラメータ設定ソフトキー２０を
表示画面上の所定位置に表示制御する。
【００５１】
　次に、上述した測定パラメータ入力制御装置１によるパラメータ設定ソフトキー２０の
操作に関する一連の処理動作について説明する。ここでは、第１のソフトキー２１操作時
の処理動作と、第２のソフトキー２２操作時の処理動作についてそれぞれ説明する。
【００５２】
（第１のソフトキーの操作処理）
　ユーザは、表示部６の表示画面上に表示された第１のソフトキー２１を入力部７を介し
て操作し、パラメータ表示エリア２１ｃに表示された測定パラメータを変更する。パラメ
ータ変更が終了すると、変更した変更パラメータを被設定機器１０に反映するため、ソフ
トキー上の実行キー２１ｇを選択する。
【００５３】
　この操作が変更パラメータを被設定機器１０に反映するためのトリガとなり、パラメー
タ抽出部５がソフトキー制御手段４ａから変更パラメータを抽出し、抽出した変更パラメ
ータをパラメータ処理部２に出力する。そして、パラメータ処理部２は、変更対象となっ
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た被設定機器１０に対して変更パラメータを書き換え処理する。被設定機器１０は、書き
換えられたパラメータに基づき再度パラメータ設定を行うことで、被設定機器１０に変更
したパラメータが反映される。
【００５４】
（第２のソフトキーの操作処理）
　ユーザは、表示部６の表示画面上に表示された第のソフトキーを入力部７を介して操作
し、パラメータ表示エリア２１ｃに表示された測定パラメータを変更する。このとき、パ
ラメータ表示エリア２２ｃに表示された測定パラメータは、上下キー２２ｅの操作又はロ
ータリーノブ７ａの操作量に連動して変動する。また、第２のソフトキー２２では、パラ
メータ変更操作が変更パラメータを被設定機器１０に反映するためのトリガとなるため、
パラメータが変動する度にパラメータ抽出部５が変更パラメータを抽出する。
【００５５】
　パラメータ抽出部５は、抽出した変更パラメータをパラメータ処理部２に出力する。そ
して、パラメータ処理部２は、変更対象となった被設定機器１０に対して変更パラメータ
を書き換え処理する。被設定機器１０は、書き換えられたパラメータに基づき再度パラメ
ータ設定を行うことで、被設定機器１０に変更したパラメータが反映される。
【００５６】
　次に、本発明に係る測定パラメータ入力制御に関するソフトウェア動作について、図５
を参照しながら説明する。
　はじめに、ユーザは測定パラメータ入力制御装置１に接続される被設定機器１０から測
定パラメータを含む測定パラメータ情報を取得する（Ｓ１０１）。次に、取得した測定パ
ラメータ情報を表示画面上に表示制御する（Ｓ１０２）。そして、表示画面上に表示され
た測定パラメータ情報のうち何れか１つの測定パラメータを選択し（Ｓ１０３）、予め準
備された複数種類のパラメータ設定ソフトキー２０のうち何れか１つの測定パラメータを
変更するためのパラメータ設定ソフトキー２０を表示画面上に表示制御する（Ｓ１０４）
。
【００５７】
　次に、複数種類のパラメータ設定ソフトキーを切り替え表示するための表示切替キー２
３を表示し（Ｓ１０５）、表示切替キー２３が押下されたか否かを判別する（Ｓ１０６）
。
【００５８】
　このとき、表示切替キー２３が押下されたと判別すると（Ｓ１０６－Ｙｅｓ）、既に表
示されているパラメータ設定ソフトキー２０の代わりに既に表示されているパラメータ設
定ソフトキーとは異なるパラメータ設定ソフトキー２０を表示画面上に表示制御する（Ｓ
１１１）。そして、図２（ａ）、（ｂ）に示すように現在有効となっているパラメータ設
定ソフトキー２０を強調表示した図柄を表示するとともに、現在無効となっているパラメ
ータ設定ソフトキー２０を例えばグレーアウト表示した図柄を表示切替キー２３に表示し
て表示切替キー２３の押下待ち状態とする（Ｓ１１２）。
　なお、Ｓ１１２におけるパラメータ設定ソフトキーの表示図柄は、有効／無効が視認可
能な状態で表示されていれば特にその表示形態は限定されない。
【００５９】
　一方、表示切替キー２３が押下されていないと判別すると（Ｓ１０６－Ｎｏ）、Ｓ１０
４の処理で表示されたパラメータ設定ソフトキー２０を表示制御しているため、予め準備
された複数種類のパラメータ設定ソフトキー２０におけるパラメータ表示エリア２１ｃ、
２２ｃ近傍に測定パラメータの上下限値を表示する上下限値表示エリア２１ｂ、２２ｂを
表示制御する（Ｓ１０７）。
【００６０】
　次に、直前に選択されたパラメータ設定ソフトキー２０を用いて設定された測定パラメ
ータに対して変更がなされる（Ｓ１０８）。そして、別の設定パラメータを設定するか否
かを判別する（Ｓ１０９）。
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【００６１】
　このとき、別のパラメータを設定する場合（Ｓ１０９－Ｙｅｓ）は、表示画面上に表示
された測定パラメータ情報のうち何れか１つの測定パラメータを選択するため、再度Ｓ１
０３へ戻る。
　一方、別のパラメータを設定しない場合（Ｓ１０９－Ｎｏ）は、最後に選択されたパラ
メータ設定ソフトキー２０を用いて変更された測定パラメータに基づいて被設定機器１０
に対する測定パラメータの書き換えを行い（Ｓ１１０）、処理を終了する。
【００６２】
　なお、Ｓ１１２の処理のように、現在有効となっているパラメータ設定ソフトキー２０
を強調表示した図柄を表示するとともに、現在無効となっているパラメータ設定ソフトキ
ー２０を例えばグレーアウト表示した図柄を表示切替キー２３に表示することにより、ユ
ーザは既に表示されているパラメータ設定ソフトキー２０とは異なるパラメータ設定ソフ
トキー２０とを切り替えるための表示切替キー２３であることを容易に認識することが可
能となる。
【００６３】
　以上説明したように、上述した測定パラメータ入力制御装置１は、パラメータ変更を行
う被設定機器１０が選択されると、パラメータ処理部２が選択された被設定機器１０から
測定パラメータ情報を取得する。取得した測定パラメータ情報は、パラメータ識別部３に
出力され、パラメータ識別部３にて取得した測定パラメータ情報の内容を識別し、この測
定パラメータ情報に応じたパラメータ設定ソフトキー２０を構築するためのソフトキー構
築情報を表示制御部４に出力する。そして、表示制御部４は、パラメータ識別部３からの
ソフトキー構築情報に基づき、取得したパラメータ情報に応じたパラメータ設定ソフトキ
ー２０を構築し、この構築したパラメータ設定ソフトキー２０を予め設定された表示画面
上における所定位置に固定表示する。
【００６４】
　これにより、パラメータ設定ソフトキー２０は、パラメータの値をダイレクト入力する
際に操作する第１のソフトキー２１と、パラメータの値を一気に変動させたり連続的に変
動させる場合に操作される第２のソフトキー２２とを、ソフトキー上の表示切替キー２３
の操作により自由に切り替え可能であるため、ユーザの操作性を向上させることができる
。さらに、装置の構成上、表示画面上の表示領域が限られている場合であっても、操作性
を損なうことなく測定パラメータの変更が可能となる。
【００６５】
　また、入力部７の構成として第２のソフトキー２２と連動するロータリーノブ７ａを備
えているため、パラメータ設定の高速、且つ連続的な変動にも追従することができる。
【００６６】
　ところで、上述した形態において、測定パラメータ入力制御装置１と被設定機器１０と
が別体構成で有線若しくは無線接続された例で説明したが、測定パラメータ入力制御装置
１と被設定機器１０とが筐体内に一体とした装置構成とすることもできる。また、接続さ
れる被設定機器１０は単体若しくは複数の何れでも良い。
【００６７】
　また、被設定機器１０にパラメータ設定部１２を備えた構成としたが、被設定機器１０
の構成によっては、測定パラメータ入力制御装置１のパラメータ処理部２が被設定機器１
０に対して変更パラメータを直接設定する構成とすることもできる。
【００６８】
　さらに、上述したパラメータ設定ソフトキー２０における第１のソフトキー２１は、パ
ラメータとして数値入力のみを行う例で説明したが、使用する被設定機器１０の構成や種
類によってはテンキー以外に例えばフォルダ選択やパスワード入力に用いる英字キー等の
文字入力可能なソフトキーを画面内に同時表示することもできる。
【符号の説明】
【００６９】
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　１…測定パラメータ入力制御装置
　２…パラメータ処理部
　３…パラメータ識別部表示制御部４、パラメータ抽出部５、表示部６、入力部７
　４…表示制御部
　５…パラメータ抽出部
　６…表示部
　７…入力部（７ａ…ロータリーノブ）
　１０…被設定機器
　１１…パラメータ記憶部
　１２…パラメータ設定部
　２０…パラメータ設定ソフトキー
　２１…第１のソフトキー（２１ａ…パラメータ名表示エリア、２１ｂ…上下限値表示エ
リア、２１ｃ…パラメータ表示エリア、２１ｄ…テンキー、２１ｅ…単位切替キー、２１
ｆ…後退キー、２１ｇ…実行キー、２１ｈ…クリアキー）
　２２…第２のソフトキー（２２ａ…パラメータ名表示エリア、２２ｂ…上下限値表示エ
リア、２２ｃ…パラメータ表示エリア、２２ｄ…左右キー、２２ｅ…上下キー、２２ｆ…
カーソルキー）
　２３…表示切替キー
　３０…測定機能選択キー
　３１…機器選択タブ
　３２…パラメータ項目

【図１】 【図２】
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