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リアルタイム・オシロスコープ
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光および電気のシリアル・データ転送が急速にデータ転送の主流になるのに伴

い、高速で正確な解析が重要な要件になってきました。SDA（シリアル・デー

タ・アナライザ）は主要な検査機能を単一の機器に統合するとともに、強力な

ジッタ解析パッケージを標準機能およびオプション機能として提供します。

〈主な測定／解析〉

● 不良位置検出機能付きのアイ・パターン解析

● 高精度で再現性の高いジッタ解析

● 応答特性が自由に調整可能なPLLによる高精度な
ソフトウエア・クロック・リカバリ

● ビット・エラー解析

● 1ps ジッタ・ノイズ・フロア

● さまざまな規格に対応するコンプライアンス試験

シリアル・データ解析のための
トータル・ソリューション

シリアル・データの
多角的解析
レクロイのシリアル･データ解析では、ロングメモ

リに取り込んだ全ての波形データを対象とするた

め、何度でもパラメータを変更しながら解析をやり

直すことができます。あるいは元の波形データに戻

って詳細な解析を行うことや、同時に異なる解析を

行うことがなど、多角的に詳しく現象をとらえるこ

とが可能です。 サマリ表示では、以下のような4種

類の解析結果を同時に表示することができます。

1. オシロスコープ内部のジッタを最小化した高い
品質のアイパターン表示

2. 高度な外挿アルゴリズムにより高信頼性のジッ
タ･バスタブ･カーブ描画し、システムのエラー

レイトを推定が可能

3. ジッタの経時変換を捕らえ、周波数拡散クロッ
ク（SSC)、スイッチング電源ノイズなどの周

期性ジッタを高精度で把握

4. Qスケール表示によって、直感的にジッタのラ
ンダム成分と、デタミニスティック成分を把握

することが可能
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シリアル・データ解析

1つのボタンを押すだけで、次のシリア
ル・データ解析を実行できます。

・アイ・パターン解析

・ジッタ解析（トータル、ランダム、デ
タミニスティック）

・信号の立上り/立下り、およびオーバ
ーシュート計測

・消光比とQファクター計測

・コンプライアンス試験

高度シリアル・データ解析と
ジッタ解析ソフトウエア

SDA用の最新の解析ソフトウェア
ASDA-J（標準装備）では、次のような
極めて高度な測定/解析機能がサポート
されます。

・エッジ─エッジ・ジッタ解析

・クロック・ジッタ

・ジッタ・ウィザード

・ジッタのフィルタリング

・Effective法とMJSQ法によるジッタ
の成分分離解析

・データ依存ジッタのISIプロット

・Nサイクル・ジッタのプロット

・ビット・エラー・レート解析

・マスクに対する不良検出

シリアル・データ規格

SDAは次のシリアル・データ規格をサポ
ートします。

・Infini-BandTM

・PCI ExpressTM

・Serial ATA（SATA）

・Fibre Channel (133～4.25 Gb/s)

・USB2.0 (HS信号品質)

・IEEE1394
(ジッタおよびアイ・パターン)

・SONET/SDH
(光学、最高OC48/STM16まで)

・Gigabit Ethernet 1000Base-SX,
1000Base-LX

・RapidIOTM (パラレル/シリアル)

・Serial Attached SCSI (SAS) 

・1000Base-LX4 (XAUI)

・DVI/HDMI

ソフトウエアPLLによる
シリアル・データ解析
1. シングルショットで最大1,200万UI*(Unit Interval)
のシリアル･データを捕捉します。単一のトリガなの

でトリガジッタが発生しません。(*XXLモデルの場合)

2. ソフトウェアPLLを使ってシングルショットで捕捉し
たデータ信号からリファレンス･クロックを再生しま

す。また、PLL自身がジッタを発生することがありま

せん。

3. 再生したグロックタイミングに合わせてデータ信号を
1ビット長毎に切り分けます。

4. リファレンス･クロックのタイミングを基準として１
ビット長毎にを切り分けられたデータ信号波形を重ね

合わせてアイパターンを描きます。
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ジッタ解析は最も重要なシリアル・データ信号解析であるため、レクロイは究極

的なソリューションとしてシリアル・データ・アナライザ（SDA）を提供して

います。レクロイのSDAでは、データ信号について、クロック・ジッタとタイ

ミング・ジッタのすべてのパラメータおよびタイム・インターバル・エラー

（TIE）を測定することができます。SDAは、現在入手できる最も効率的なジッ

タ解析ツールを利用することができます。

● 高精度なソフトウェア・クロック・リカバリを使用してTIE測定を実行

● 時間軸における理想位置からデータ・ビットの偏差を測定

● 測定済みのデータは複数の異なる形式のビュー（バスタブ、ヒストグラム、
時間トレンド、データ依存ジッタとビットの比較など）に表示可能

● 各種のジッタ（トータル、ランダム、デタミニスティック）を測定可能、
デタミニスティック・ジッタを、周期的成分とデータ依存成分に分解可能

業界最高峰のジッタ解析を標準装備
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シリアル・データ・ストリーム内のジッ

タを解析するために、サンプリング・オ

シロスコープ、タイミング・インターバ

ル・アナライザ（TIA）、ビット・エラ

ー・レート（BER）テストセットなど、

さまざまな測定機器が使用されていま

す。レクロイのASDA-Jは、これらの標

準的な測定機能を単一のジッタ・エンジ

ンに組み込んだ最初のソフトウェアで

す。ASDA-Jでは、複数の測定手法の相

互間にある微細な違いを、単一のソフト

ウェアで表示・分析することができま

す。ASDA-Jには、すべてのシリアル・

データ規格に適合するジッタ測定機能が

含まれています。

ジッタ・ウィザード

SDAの重要な測定パラメータをすべて自
動的に設定し、高い精度と再現性を保証
します。

・解析対象の信号をユーザーに明示

・サンプリング・レート、レベル、ビッ
ト・レート、パターン長を自動的に検出

エッジーエッジ・ジッタ

この測定モードでは、タイミング・イン
ターバル・アナライザ（TIA）を用いる場
合と同じ方法で、データ・エッジに対す
る相対的なタイミングが測定されます。

・測定結果はそのまま表示するか、位相
ジッタ測定値と相関するように補正す
ることが可能

・データ・ストリーム信号の任意に指定
したUI間隔のエッジ間のタイミング計
測から、Tj、Rj、Djの測定を実行可能

ジッタのフィルタリング

ASDA-Jには、ITU-TやSONETの測定
に対応できるように、ジッタをフィルタ
リングするモードがあります。

・カットオフ周波数の上限と下限を指定
できるバンド・パス・フィルタ

・フィルタリングされた波形上で、ジッ
タのピーク-ピーク値やRMS値などを
表示可能

ジッタ測定を大幅に機能強化



バスタブ・カーブ

バスタブ・カーブは単位間隔（UI）における全体的なジッタ分
布を表すもので、ビット・エラー・レートを予測するための基
礎になります。

同期Nサイクル・プロット

このディスプレイには、反復的なデータ・パターン内の個々の
データ・エッジに対するデータ依存ジッタが表示されます。デ
ータ・パターンは、データ・ストリームから自動的に検出され
ます。

NサイクルとNジッタの
対比プロット

このディスプレイには、RMSジッタが
UI間隔の関数として表示されます。この
ディスプレイでは、周期的ジッタの効果
を極めて繊細な方法で表示できます。こ
のグラフの最小値は、ランダム・ジッタ
のrms値を示します。

ジッタ解析：Rj, Dj, Tj

SDAでは、ジッタ測定の実測値から得ら
れたヒストグラムを外挿し推定すること
によって、トータル・ジッタを計測しま
す。ASDA-Jでは、既存のすべての規格
に適合するように、次の3通りの方法で
ランダム・ジッタとデタミニスティッ
ク・ジッタを決定しています。

1. Conventional：デタミニスティッ
ク・ジッタ（Dj）を直接測定し、ト
ータル・ジッタ（Tj）からデタミニ
スティック・ジッタを差し引いた値
をランダム・ジッタ（Rj）とする。

2. Effective：バスタブ・カーブを使用
したBERTスキャン方式によって、
"dual dirac"ジッタ・モデルにフィッ
トさせる。

3. MJSQ：2つのガウス曲線を使用した
Fibrechannel方式によって、測定し
た分布の端部分をフィットさせる。

ISIプロット

ISIプロットでは、指定したビット長（3
～10）の最後から2番目のビットと最後
のビットの間のエッジについて、データ
依存ジッタ(DDj)の寄与分のみを反映し
たアイ・パターンが表示されます。した
がって、繰り返しビット・パターンを使
用しないでデータ依存ジッタを測定でき
ます。

横軸（UI、Nの値が表示される軸）はジッタが
測定される間隔を表し、縦軸はその間隔におけ
るRMSジッタを表します。
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極めてクリーンなアイ・パターン

アイ・パターンの
詳細分析
マスクに対する不良位置表示では、アイマス

クを逸脱した個々のビットが表示されます。

SDAは検査対象のデータ・ストリームを連続

した複数UI捕捉し、アイ・パターンを測定し

ます。アイ・パターンを生成する際に、ソフ

トウエアはマスクを逸脱した波形領域に番号

をつけるため、不良原因となった特定のビッ

トが識別できるようになります。マスクを逸

脱する原因となったビットの前後の信号波形

が表示されるため、マスクの逸脱が隣接ビッ

トに関係するものかどうかを簡単に把握する

ことができます。SDAで他のチャンネルで捕

捉した波形についても、検査対象の信号と時

間を合わせて表示できます。そのため、検査

対象のシステムにおいて対象信号がマスクを

逸脱するのと他の信号との関係を分析するこ

とができます。

オリジナルのビット・シーケンスがアイ・パターンとともに保存されるため、マスクの逸脱原
因となったビットを1つ以上検出することができます。このような分析によってマスクの逸脱原
因が特定され、デバッグ・プロセスが効率化されます。このディスプレイでは、マスクの逸脱
発生箇所の前後に表示するビット数（上限は捕捉したビットの総数）を指定できるため、特定
のビット・パターンを容易に検出することができます。マスクの逸脱とビット位置の一覧表も
用意されています。

アイ・パターン解析は、シリア

ル・データ・ストリームのシグ

ナル・インテグリティを評価

するために幅広く使用されて

いる手法です。最初に、ソフ

トウェアで定義するクロッ

ク・リカバリ・アルゴリズム

に基づいて、長さが1 UIのセ

グメントに連続レコードを分

割します。次に、これらのセグ

メントを重ね合わせてアイ・パ

ターンを形成します。それ以降

の捕捉データは、以前の捕捉デ

ータと平均します。

● 連続したUIを使用するため、任意の単一ビ
ット上での過度的なイベントを捕捉可能

● アイ・パターン測定は、PCI Express、
Serial ATA、USB2.0、Serial
attached SCSI（SAS）などの規格
に準拠

● トリガ・ジッタが消去されるため、ア
イ・パターン測定の従来の方式と比較し
て、測定時ジッタを7倍ほど低減可能
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アイ・パターンは、最大800万までの連続したUIからなる連続波形データで測定されます。そのた
め、ジッタが低減し、表示の更新が速くなるほか、特定のビット上の異常値も検出できます。

ビット・エラー・レート（BER）の
解析
ビット・エラー・レート（BER）性能はトランスミッタ上で

の信号品質試験により予想することができますが、レシーバー

のジッタ耐性試験はビット・エラー・レート（BER）を解析

しないとできません。SDAでは連続したビットのレコードを

捕捉した後、独自のソフトウエア・クロック・リカバリと、デ

ータ検出器機能を使用して捕捉した波形データを、ビット・ス

トリームに変換します。次に、ビット・ストリームを期待する

パターンと比較して、ビット・エラーの個数とビット・エラ

ー・レートを確定します。ビット・エラーの位置は3次元のマ

ップに表示できます。このビット・エラー・マップでは、ビッ

ト・エラーがフレームまたはパターンに対する相対位置で表示

されます。ビット・エラー・マップでは、パターンまたはフレ

ームに関連する問題が明示されるため、ビット・エラーの根本

的な原因を究明することができます。

・トータル・エラー、1のエラー、0のエラー、およびビッ
ト・エラー・レート（BER）を測定

・1回の捕捉で10-7 までのBERを測定

・ビット・エラー・マップは、複数回の信号の取込みで検出さ
れたエラーの位置を記録して、低いビット・エラー・レート
を計測

・基準パターンとしてPRBS5～PRBS23を使用可能。任意
のパターンをSDAに入力するか、ファイルに保存すること
も可能

ビット・エラー・マップでは、ビット・エラーがフレームまたはパターンに
対するの相対位置で表示されます（ビット・エラーは明るい四角形で示され
ます）。各フレームはビット・エラー・マップにおいて一行として表示され
ます。フレームは固定長にするか、特定のビット・パターンで区切ることが
できます（固定長および区切りの両方も可能です）。このマップの下部には、
ビット・エラーの個数とビット・エラー・レートが表示されます。

● 詳細な設定可能なクロック・リカバリ・
アルゴリズム（1次/2次PLLモデルなど）
がサポートされるため、既存のすべての
規格に準拠可能。さらに、特定のタイプ
のレシーバーのモデリングも可能。

● PCI Express、DVI/HDMI、
"golden" PLLに準拠したクロック・リ
カバリ・モードをサポート

● リファレンス・レシーバーに基づいて電
気信号と光信号の表示を高速更新
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シリアル・トリガ
SDA 6000A XXL/4000A XXLにはシリアル・パターン・トリガが内蔵され

ており、検査対象のシリアル・データ・ストリームの、特定のビット・パターン

に同期して信号捕捉ができます。SDAの強力なジッタ解析機能やアイ・パター

ン解析機能と、このシリアル・パターン・トリガを組み合わせると、多重化さ

れたデータ・ストリームの特定の部分（非スクランブルのヘッダー・バイトや

特定のチャンネルなど）を測定することができます。SDAには次のような機能

もあります。

● 32ビットまでのパターン長でトリガをかける

● 50 Mbpsから2.7Gbpsまでのデータ速度をサポートする

● SDAで再生したクロック出力と、データ出力を外部の測定機器に接続する

6

1.捕捉信号

ロングメモリを活用した捕捉波形をその

まま表示されます。検出された異常イベ

ントの位置が、ハイライトで示されます。

2.重ねがき表示

検出された異常イベントは、S c a n

Overlayですべて重ねて表示され、そのイ

ベントの特徴抽出が容易に行えます。

3.一覧表示

検出された異常イベントの各タイミング

が、パラメータ値と共に一覧表示リスト

されます。特定のイベントを指定するこ

とで、対応する波形が拡大表示されます。

4.ヒストグラム

検出された異常イベントのパラメータ値

をScanHistoでヒストグラムにしてその

バラつきを明示することができます。

5.拡大表示

一覧表示で選択した異常イベントに対応

した波形が拡大表示されます。また、赤

いボックスで検出条件に合致した部分を

示します。

シリアル・データ・デバッキング機能（WaveScan）

ロングメモリで捕捉した波形を対象に検索条件を20種類以上から選び、異常なイベン

トを高速で検出、表示/解析することができます。また、複数の取り込み時に使用して、

ハードウェアのトリガ機能を上回る複雑な条件で信号を捕らえることが可能になりま

す。単に、異常イベントを検索表示するだけでなく、様々な解析機能を利用してより深

い洞察が得られます。

1
3

42

5



O/Eコンバータ

O/Eコ ン バ ー タ OE425/OE525/

OE455/ OE555は、4.5 GHzの光帯域

幅でマルチモードの光ファイバ入力があり、

それぞれ500～870 nm（OE425/525）

および950～1630 nm（OE455/555）

の波長レンジに対応します。これらのO/E

コンバータにはDSPベースのリファレン

ス・レシーバーが内蔵されており、どのチ

ャンネル上でも任意のデータ速度に対して

高精度のレスポンスを示します。

レポート作成機能
（LabNotebook）

LabNotebookは、レクロイのX-Streamオシロスコープに標

準装備された、新しいレポート作成機能です。捕捉波形を保存

し、波形画面上にコメントを入れて、任意のファイル形式に保

存します。レポートをE-mailで転送できるなど、実験データの

やり取りを効率よく行うことができます。

作業内容の文書化
レポートを簡単に作成して情報を伝えて、重要な分析結果を共

有することが可能

ジョブ情報の呼び出し
LabNotebookではボタンを1回押すだけで、必要なすべての

ファイルにすばやくアクセス可能

作業内容の保存
Flashback機能を使用して、保存したレポート、波形データ、

設定条件、画面イメージなどを取り出すことが可能

アイ・パターンは、最大800万までの連続したUIからなる連続波形データで測定されます。
そのため、ジッタが低減し、表示の更新が速くなるほか、特定のビット上の異常値も検出
できます。

広帯域差動プローブ
（WaveLink シリーズ）

・間隔可変のチップで確実に接触（D600A-AT/D300A-AT）

・3種類のチップを標準装備、はんだ付けも可能（D600ST）

・広帯域で柔軟な145mmの長いリード（D600ST用リード）

・±5Vスモールチップ・モジュール（D350ST）

・薄型形状、バネ式先端で、狭い空間の測定に最適（D500PT）

・クラス最高の低プローブ負荷で正確な測定

7

スタイラスなどを使って
画面上の波形に手書きで
コメントを記載し、レポ
ートを任意のファイル形
式で保存することができ
ます。
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Specifications

垂直軸の仕様 SDA 6020 SDA 6000A XXL SDA 4020 SDA 4000A XXL SDA 3010

アナログ周波数帯域@ 50 Ω (-3 dB) 6 GHz 6 GHz 4 GHz 4 GHz 3 GHz

立上がり時間（代表値） 75 ps 75 ps 105 ps 105 ps 150 ps

入力チャンネル数 4 4 4 4 4

周波数帯域制限 20MHz、200MHz、1GHz、3GHz、4GHz（SDA4XXXは4GHz非対応、SDA3010は3GHz, 4GHz非対応）

入力インピーダンス 50 Ω ±2.0% 50Ω ±1.5%, 1MΩ ll 15pF

入力カップリング DC, GND 1MΩ:AC, DC, GND; 50Ω:DC

最大入力電圧 ±4 Vpeak 50Ω :5Vrms, 1MΩ:100V 最大
(ピーク AC:≦5KHz+DC)

チャネル間アイソレーション ≥ 100:1（2GHz時）、≥ 40:1（3GHz時）、≥ 20:1（4GHz時） 250:1（同一の V/div 設定時）
40:1（3GHz時）

垂直分解能 8 ビット（分解能向上演算（ERES）により11ビット相当まで向上）

垂直感度 2 mV – 1 V/div （連続設定可能、10mV/divズーム時） 50Ω:2mV-1V/div（連続設定可能）
1MΩ:2mV-2V/div（連続設定可能）

DCゲイン精度 フルスケールの±1.5% フルスケールの±1.5%

オフセット・レンジ ±750 mV@2 mV – 194 mV/div 50Ω:±700mV@2-4.95mV/div
±4 V@195 mV – 1 V/div ±1.5V@5-100mV/div

±10V@0.102-1V/div
1MΩ:±700mV@2-4.95mV/div

±1.5V@5-100mV/div
±20V@0.102-2V/div

オフセット精度 ±(フルスケールの1.5% + オフセット値の1.5% + 2 mV) ±(フルスケールの1.5% + 
オフセット値の0.5% + 2mV)

水平軸の仕様

時間軸（タイムベース） 内部のタイムベースは4入力共通。外部クロックは補助入力

時間軸/ディビジョン範囲 リアルタイム： 20 ps/div ～10s/div リアルタイム： 20ps/div ～10s/div
ランダム・インターリーブ・サンプリング：～ 20 ps/div RISモード: ～20ps/div

ロールモード: 最高1000s/div

演算＆ズーム・トレース 8つの演算/拡大トレース機能（標準）

時間間隔精度 ≤ 0.06 / SR + (1 ppm  計測値) (rms)

サンプルレート& 遅延時間の精度 ±1 ppm ≤ 10秒間隔 ±5 ppm ≤ 10秒間隔

ジッタ・ノイズ・フロア 1 ps rms （代表値）

トリガ・ジッタ ≤ 2 ps （代表値） ≤ 3 ps （代表値）

チャネル間デスキュー範囲 ±9 x time/div設定時、もしくは25nsのどちらか大きい値 ±9 x time/div設定時、もしくは
100msのどちらか大きい値

外部リファレンス・クロック 100 MHz、50 Ω、リアパネルにBNCコネクタ入力

外部サンプリング・クロック 30 MHz～2 GHz、50 Ω補助入力（SDA6020/4020のみ） 30 MHz～1GHz、
50 Ω補助入力

捕捉システム

単発サンプリング速度（4ch） 20GS/s 10GS/s 20GS/s 10GS/s 10GS/s

単発最高サンプリング速度（2ch） 20GS/s 20GS/s 20GS/s 20GS/s 20GS/s

等価サンプリング・モード(RIS) 反復信号に対して200GS/s、20 ps/div まで

最大トリガレート 150,000回/秒（4チャンネルまでシーケンスモード）

最セグメント間隔 ≤ 6 µs

セグメント数
最大取り込みデータ長/チャンネル 4ch 4ch/2ch 4ch 4ch/2ch 4ch/2ch （シーケンスモード）

標準メモリ 20M 50M/100M 20M 50M/100M 10M/20M 5,000

VL – Memory Option 32M N/A 32M N/A N/A 10,000

XL – Memory Option 50M N/A 50M N/A 25M/50M 20,000

捕捉処理

アベレージング回数　 加算アベレージング：最高100万スイープ、連続アベレージング：最高100万スイープ

分解能向上演算 (ERES) 8.5 ～11 ビットの分解能向上

エンベロープ（外部） エンベロープ、フロア、ルーフ（最高100万スイープ）

インターポーレイション リニアもしくはSin x/x

トリガ・システム

トリガ・モード ノーマル、オート、シングル、ストップ

トリガ・ソース* チャンネル1～4、外部トリガ、外部トリガ x 10、外部トリガ÷10、ライン・トリガ
各チャンネルともスロープ、レベル、カップリングが個別に設定可能

カップリング・モード DCカップリング

プリ・トリガ遅延 メモリサイズの0 ～100%

ポスト・トリガ遅延 0 ～10,000div  もしくは86,400秒の小さい値

ホールド・オフ 2ns～20sもしくは1 ～99,999,999 イベント

内部トリガレンジ ±5div（センタ基準）



9

トリガ・システム SDA 6020/6000A XXL SDA 4020/4000A XXL SDA 3010

トリガ感度（エッジ・トリガ、1-4ch） 3div@≦5GHz 2div@≦4GHz 2div＜3GHz
2div@＜4GHz 1.2div@＜3GHz（代表値） 1div＜2GHz

1.2div@＜3GHz（代表値）

外部トリガ感度（エッジ・トリガ） 1.2V@≦5GHz 800mV@≦4GHz 2div＜3GHz
800mV@＜4GHz 480mV@≦3GHz（代表値） 1div＜2GHz

480mV@＜3GHz（代表値）

最大トリガ周波数、SMARTトリガ 750MHz@≦10mV

外部トリガ入力範囲 Aux(±0.4V); Aux x10(±0.04V); Aux/10(±4V)（SDA6020/4020/3010のみ）

基本トリガ機能

エッジ/スロープ/ライン 信号がスロープおよびレベル条件に適合した場合にトリガ

スマート・トリガ

ステート（エッジ） ある与えられたステート（またはトランジション）が別のソースで発生している場合にのみ、任意のソースでトリガ。
クオリファイ これらのイベント間の遅延は、トリガ・チャンネルのイベント数で、または時間インターバルで設定できる

ドロップ・アウト 設定した時間（2ns～20s）以上信号がなければトリガ

パターン** 5つの入力（4つのチャンネルと外部トリガ入力）の論理演算（AND、NAND、OR、NOR）。各ソースは、パターンの先頭または
末尾において、ハイ・レベル・トリガ、ロー・レベル・トリガ、無条件トリガとなることが可能

シリアル・トリガ***

データ・レート 50 Mb/s～2.7 Gb/s（SDA6000A XXL/4000A XXLのみ）

パターン長 最高32 ビット（SDA6000A XXL/4000A XXLのみ）

クロック/データ出力 1/2アンプリチュードAC カップル LVPCL, 400 mV p-p (50 Ω)（SDA6000A XXL/4000A XXLのみ）

SMART TriggersTM （エクスクルージョン機能）

グリッジ・トリガ 600ps～20s の範囲のグリッジでトリガ

パルス幅・トリガ 600ps～ 20s の範囲のパルス幅でトリガ（エクスクルージョン機能付）

インターバル・トリガ 2ns～20s の範囲の周期でトリガ（エクスクルージョン機能付）

セットアップ・ストレージ

内蔵HDD、あるいは接続されているUSB機器に保存可能

環境

温度（動作時） +5 ℃ ～ +40 ℃

温度（非動作時） –20 ℃ ～ +60 ℃

湿度（動作時） +30 ℃以下では5%～80%RH（非結露）上限+40 ℃での25%RHまで直線的に低下

湿度（非動作時） 5% ～95% RH（非結露）MIL–PRF–28800Fにて検証

高度（動作時） +25 ℃ 以下で最高10,000 ft (3048 m)

高度（非動作時） 最高 40,000 ft (12,192 m)

耐振動性（動作時） 0.31 grms 、5 Hz ～ 500 Hz、 15分間（X、Y、Zの各軸において）

耐振動性（非動作時） 2.4 grms 、5 Hz ～500 Hz 、15分間（X、Y、Zの各軸において）

耐衝撃性 X、Y、Zの各軸において：20 g ピーク、ハーフ・サイン、11msパルス、3ショック（正および負）の
合計18ショック

一般仕様

電源電圧範囲 100-240 VAC ±10％@50/60/400Hz、200-240VAC ±10％@50/60Hz、自動AC電圧

最大消費電力 650W/650VA (SDA6020/4020/3010)、800W/800VA (SDA6000A XXL/4000A XXL)

寸法 高さ264 mm x 幅397 mm x 奥行き491 mm

重量 23 kg (SDA6020/4020)、18 kg(SDA6000A XXL/4000A XXL/3010)

梱包時重量 29 kg (SDA6020/4020)、 24 kg(SDA6000A XXL/4000A XXL/3010)

安全規格

CE 準拠; UL および cUL認定、EN 61326-1、EN 61010-1、UL 3111-1、CSA C22.2 No. 1010.1適合

保証期間

1年間保証、校正は毎年1回を推奨

* SDA 6000A XXL/4000A XXLは、外部トリガ入力はなし

** SDA 6000A XXL/4000A XXLは、最大4チャンネル

*** SDA 6020/4020/3010は、シリアル・トリガ機能なし
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Specifications

演算ツール

最大8つの演算機能のトレース（F1～F8）を表示します。使いやすいグラフィ
カル・インタフェースによって、各機能トレースについて2つまでの操作を簡単
に設定できます。機能トレースをチェーン結合して、多重演算を実行すること
ができます。

パス/フェイル・テスト機能

選択可能なパラメータ制限値に対して、同時に複数のパラメータをテストしま
す。パスまたはフェイル条件により、ローカルまたはネットワーク・ファイル
への保存、故障時画像の電子メール送信、波形の保存、フロント・パネルの補
助BNC出力からのパルス出力、またはGPIBオプションによるGPIB SRQの送信
を開始できます。

拡張演算パッケージ [XMATH]

波形解析を行うための、広範囲な機能が追加されています。

●最大8つの演算可能
●パラメータ演算機能の加算、減算、乗算、除算が可能
●19のヒストグラム・パラメータの追加、最大20億イベントまでヒストグラムが拡張
●最大100万イベントのトレンド（データロガー機能）
●任意のパラメータのトラッキング・グラフ表示
●各種FFT機能の追加（パワー平均、パワー密度、実数成分と虚数成分、周波
数領域パラメータ）
●FFT演算ポイント数を最大25Mポイントに拡張
●ナロー・バンド電力測定
●自己相関関数
●パーシスタンス・ヒストグラム、パーシスタンス・トレース
●スパース（間引き）機能
●キュービクル補間機能

ジッタ・タイミング解析パッケージ [JTA2]

通常のタイミング・パラメータを時間表示、周波数表示、統計表示して、ジッ
タ・タイミング解析を行います。他にも、便利なツールが含まれています。

●ジッタ・タイミング・パラメータとトラック・グラフ表示

●Edge@lv（エッジ・カウント）
●19のヒストグラム・パラメータの追加、最大20億イベントまでヒストグラム
が拡張
●最大100万イベントのトレンド（データログ）
●全てのパラメータのトラッキング・グラフ表示
●パーシスタンス・ヒストグラム、パーシスタンス・トレース（平均、範囲、
標準偏差値

演算パラメータ

最大８パラメータを同時表示。統計データ（平均値、最大値、最小値、標準偏

差値）や、各パラメータのヒストグラムをアイコンで表示可能。

ジッタ・テスト

データ測定 Period; Frequency; TIE; N-Cycle
クロック測定 Frequency; Period; Half Period; Cycle-Cycle; N-Cycle; 

Positive Cy-Cy Duty; Negative Cy-Cy Duty; Clock TIE
解析 Tj, Rj, Dj, DCD, DDj, Pj

標準規格 フィクスチャ 主な測定/解析 ソフトウエア・オプション 規格団体ウェブサイト
Infini-Band ジッタ（Rj, Dj, Tj）、アイパターン www.infinibandta.org
PCI Express CLB, CBB ジッタ、アイパターン SDA-PCIE-G2 www.pci-sig.org

（PCI-SIGにて入手可能)
Fibre Channel (133 to 4.25Gb/s) OE525 ジッタ（Rj, Dj, Tj）、アイパターン www.fibrechannel.org
USB2.0 (HS) TF-USB-B HS信号品質, アイパターン USB2 www.usb.org

IEEE1394 QP-SIB, QP-SIG （Quantum ジッタ（Rj, Dj, Tj）、アイパターン www.1394TA.com
Parametricsにて入手可能）

SONET/SDH OE555 アイパターン、フィルタ・ジッタ telecom-info.telcordia.com
Ethernet TF-ENET-B アイパターン、ジッタ（Rj, Tj, Dj） ENET www.IEEE.org
RapidIO (パラレル/シリアル) アイパターン、ジッタ（Rj, Tj, Dj） www.rapidio.org
Serial attached SCSI アイパターン、ジッタ（Tj, Dj） SDA-SAS www.T10.org
10Base-LX4 (XAUI) アイパターン、ジッタ（Tj, Dj） www.10gea.org
DVI TPA-R, TPA-P アイパターン（クロック・リカバリーPLL） www.DDWG.org

(DDWGにて入手可能) 立ち上り/立ち下り
HDMI TPA-R, TPA-P アイパターン（クロック・リカバリーPLL） SDA-HDMI www.HDMI.org

(DDWGにて入手可能) 立ち上り/立ち下り
FB-DIMM （お問合せください） 全てのPHYコンプライアンス・テスト SDA-FBDIMM www.jedec.org
Serial ATA TF-SATA アイパターン SDA-SATA www.sata-io.org

ジッタ:gen1(エッジ-エッジ)
gen2(2nd order PLL)

WiMedia UWB PSD, EVM, マグニチュード, フェーズQPSK, SDA-UWB* www.wimidea.org
DCM, コンステレーション

*SDA6000A XXL/6020のみ対応

absolute value 
average (summed)
average (continuous)
derivative
deskew (resample)
difference (-)
enhanced resolution 
(to 11 bits vertical)
envelope
exp (base e)
exp (base 10)

fft (power spectrum, 
magnitude, phase, 
up to 25 kpts)
floor
histogram of 
1000 events
integral
invert (negate)
log (base e)
log (base 10)
product (x)

ratio (/)
reciprocal 
rescale (with units)
roof 
(sinx)/x
square
square root
sum (+)
trend (datalog) of 
1000 events
zoom (identity)

- Cycle-Cycle Jitter
- N-Cycle
- N-Cycle with start 
selection
- Frequency

- Period
- Half Period
- Width
- Time Interval Error
- Setup

- Hold
- Skew
- Duty Cycle
- Duty Cycle Error

amplitude
area
base
cycles
delay
Δ delay
duty cycle
duration
falltime 
(90-10%,
80-20% @level)

frequency
first
last
level@ x
maximum
mean
median
minimum
number of points
+overshoot
-overshoot

peak-to-peak
period
phase
risetime 
(10-90%,
20-80% @level)
rms
std. deviation
top
width

time@minimum 
(min.)
time@maximum 
(max.)
Δ time@level
Δ time@level
from trigger
x@max
x@min

〈標準装備〉
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高機能カスタマイズ・パッケージ [XDEV]

ユーザ固有のニーズに合わせて、オシロスコープをカスタマイズするためのパ
ッケージです。

●測定パラメタや波形演算をカスタマイズして、オシロスコープに組み込んだ
汎用の解析ソフトの演算を、オシロスコープ解析機能に組み込むことができ
ます。
-VBScript -Excel -mathcad -LabVIEW, LabWindows -Spice

●CustomDSO ─ オシロスコープのユーザー独自のメニューやシーケンスを作成す
る機能
●VBScriptファイルを走らせるためのマクロキーの追加可能
●プラグインのサポート

プロセッシング・ウェブ・エディター [XWEB]

演算関数やパラメータ測定をすばやく簡単にセットアップするためのグラフィ
カル・ツールです。複数の多重演算を連結することが可能となり、ウェブのど
こにある、どのような演算出力波形に対しても、パラメータ測定を挿入するこ
とができます。

LeCroy M1タイミング・ツール

SDAでは、データを捕捉、演算、表示をして、クロックジッタやシリアル・デ
ータの解析をおこないます。ジッタ解析で定評のあるASA社のM1を組み込むこ
とにより、差動クロッシング・ポイント測定を含む、幅広い計測ツールを利用
できます。ジッタ測定ツールは、ライン・グラフ、ヒストグラム、ジッタ・ス
ペクトラム、テキスト、アイ・ダイアグラムを含みます。

LeCroy M1 Timing Tool (アドバンス、1オシロスコープ対応) LeCROY M1 / ADV-1
LeCroy M1 Timing Tool (アドバンス、4オシロスコープ対応) LeCROY M1 / ADV-4

LeCroy M1 Timing Tool (ベーシック) LeCROY M1 / BASIC

ディスク・ドライブ解析パッケージ [DDM2]

ディスク・ドライブ・パラメータ測定や、ディスク・ドライブ波形解析のため
の演算機能を追加することができます。

●ディスク・ドライブ・パラメータ

●相関関数
●最大100万イベントのトレンド（データログ）
●18のヒストグラム・パラメータの追加、最大20億イベントまでヒストグラム
が拡張

amplitude assymetry
local base
local baseline separation
local maximum
local minimum
local number
local peak-peak
local time between events
local time between peaks
local time between troughs
local time at minimum
local time at maximum
local time peak-trough
local time over threshold
local time trough-peak

local time under threshold
narrow band phase
narrow band power
overwrite
pulse width 50
pulse width 50-
pulse width 50+
resolution
track average amplitude
track average amplitude-
track average amplitude+
auto-correlation s/n
non-linear transition shift

〈オプション〉
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シリアル・データ・アナライザ
SDA3010 4ch, 3GHz, 10～20GS/s, 10Mワード/ch（20Mポイント@2ch）

SDA4020 4ch, 4GHz, 20GS/s, 20Mポイント/ch

SDA6020 4ch, 6GHz, 20GS/s, 20Mポイント/ch

SDA4000A XXL 4ch, 4GHz, 10～20GS/s, 50Mポイント/ch（100Mポイント@2ch）

SDA6000A XXL 4ch, 6GHz, 10～20GS/s, 50Mポイント/ch（100Mポイント@2ch）

標準装備品
ProLink 入力アダプタSMA用4個*、BNC用2個*、CD-ROM（オペレーターズ・
マニュアル、リモートコントロール・マニュアル、ユーティリティソフトウエア、
リカバリーソフトウエア、ノートン・アンチウイルスお試し版）、CD-ROMドラ
イブ、光学式マウス（3ボタン/ホイール）、フロント・カバー、出荷試験成績証明
書、インターフェイス：パラレル、SVGA ビデオ出力、USB（6ポート）、
10/100Base-T Ethernet**、GPIB**（オプション）

*SDA3010には付属しましせん。 **リモート・コントロール可能

メモリ・オプション SDA6020/4020/3010

SDA-Option VL*** 32Mポイント/ch

SDA-Option XL 50Mポイント/ch

*SDA6020には付属しましせん。

ソフトウエア・オプション
XDEV 高機能カスタマイズ・パッケージ

DDM2 ディスク・ドライブ解析パッケージ

DFP2 デジタル・フィルタ・パッケージ

XWEB プロセッシング・ウェブ・エディタ

AORM 光ディスク・ドライブ解析パッケージ

標準規格ソフトウエア
QPHY-PCIE PCI Expressコンプライアンス・テスト・パッケージ

QPHY-ENET イーサネット・コンプライアンス・テスト・パッケージ

QPHY-USB USB2.0コンプライアンス・テスト・パッケージ

QPHY-SATA Serial ATA Gen1/Gen2コンプライアンス・テスト・
パッケージ（ASDA-J、TF-SATAを含む）

SDA-SAS SASコンプライアンス・テスト・パッケージ

SDA-FBDIMM FB-DIMMコンプライアンス・テスト・パッケージ

SDA-HDMI HDMIコンプライアンス・テスト・パッケージ

SDA-UWB UWBコンプライアンス・テスト・パッケージ
（SDA6000A XXL/6020のみ対応）

コンプライアンス・テスト・フィクスチャ
TF-10BT イーサネット・テスト・フィクスチャ（10Base-T用）

TF-ENET-B イーサネット・テスト・フィクスチャ
（100Base-TX, 1000Base-T用）

TF-ET 通信マスクテスト・アダプターセット（100Ω, 120Ω, 75Ω）

TF-HDMI HDMIテスト・フィクスチャ

TF-SATA Serial ATAテスト・フィクスチャ

TF-DSQ プローブ・デスキュー／校正フィクスチャ

TF-USB-B USB2.0テスト・フィクスチャ

アクセサリ
MS-32-DSA 4ch+32chミックスド・シグナル・オプション

LPA-SMA ProLinkアダプタ　SMA用

LPA-BNC ProLinkアダプタ　BNC用

KYBD-1 キーボード

WL-Plink 差動プローブ本体（ProLink入力用）

D600A-AT WL600用6GHzオシロスコープ用可変チップ・モジュール

D600ST WL600用6GHzオシロスコープ用スモール・チップ・モジュール

D350ST WL300/600用スモール・チップ・モジュール

D500PT WL300/600用ポジション・マウンテッド・モジュール

ZS1000 1GHz ハイインピーダンス・アクティブ・プローブ

ZS1500 1.5GHz ハイインピーダンス・アクティブ・プローブ

HFP2500 2.5GHz超小型アクティブプローブ

PP066 7.5GHz 広帯域低容量プローブ

AP034 1GHz 広帯域差動プローブ

AP-1M 1MΩ入力アダプタ（PP005A付き）

OE425/525 500-870nm O/Eコンバータ

OE455/555 950-1630nm O/Eコンバータ

RMA-25 ラックマウント・キット　25インチ/スライドレール付

RMA-30 ラックマウント・キット　30インチ/スライドレール付

WM-SCC ソフト・キャリング・ケース

WM-TC1 トランジット・ケース

保証、校正
3年保証。校正作業、証明書をご希望の場合は、担当営業あるいはサービス・セ
ンターにお問い合わせください。


