HDA125
高速ミックスド・シグナル・
オプション

主な機能と特長

•
•
•

12.5GS/sのサンプリング速度
(80psタイミング精度)

HDA125を接続すると、テレダイン・レクロイの広帯域デジタル・オシロス

3GHzのデジタル信号リードで

コープは、高速デジタルの検証／デバッグ用として業界最高クラスの高性能

最高6Gb/sまでのデジタル信号捕捉

で最も柔軟なミックスド・シグナル・ソリューションになります。18チャンネ

に対応

ル同時にデジタル信号を12.5GS/sで捕捉することができ、デジタル信号捕

テレダイン・レクロイの広帯域
デジタル・オシロスコープに高速ミッ
クスド・シグナル・オプションが後付

捉にも広帯域アナログ信号捕捉にも利用できます。革新的なQuickLinkプ
ロービング・ソリューションにより、DDR4のような複雑で容易ではないイン
タフェースを簡単にかつ総合的に検証作業が行えます。

け可能

•

─ LBUS接続による高精度の同期運転

組み込みシステムの完璧なデバッグ

簡単なテストポイントへのアクセス、デ

─ USB3.1接続による高速のデータ転送

最新の組み込みシステムでは、より多く

ジタル捕捉とアナログ捕捉の相互切り

の高速デジタル・バスを利用し、評価／

替えを可能にするテレダイン・レクロイ

デバッグ・エンジニア達は、進化した技

の革新的なQuickLinkプロービング・リ

─ 困難なプロービング点にも簡単に接 続
できる23cmのリードがついた差動ソル
ダーイン・チップ

術の新たな課題に直面しています。アナ

ードに対応して設計されています。

こうした作業で非常に重要ではあるも

DDRデバッグ機能の強化

─ 優れた性能を確保する非常に軽い負荷
効果

のの、デジタル・バスの特定のステート

テレダイン・レクロイは、既にメモリ・イ

をデコードしてトリガすることが肝要と

ンタフェースの困難な検 証を支 援する

─ テレダイン・レクロイのWaveLinkアナ
ログ 差 動プローブにも使える自由度の

なっています。HDA125高速ミックス

業界唯一のDDR専用デバッグ・ツール・

ド・シグナル・オプションはこうした必

キットを発表しています。 HDA125を

要性に、市場で最も柔軟なソリューショ

追加すると、DDRのコマンド・バスの信

ンとして対応しています。

号を直接取り込み、解析に利用すること

独自のQuickLinkプロービング・システム

高い6GHz帯域のプローブ・チップ

ログ・シグナル・インテグリティ評価が

ができるので、先進のコマンド・トリガ

独自のプロービング・ソリューション

と洗練された検索機能が可能なバス・

高 速 組 み 込 みシス テムの 試 験 で 最 も

ステート表示が利用できます。

困難な課 題は、単 純に被試 験システム
から信号品質を十 分 保ちながら、どの
ように信号を取り出すかということで
す。HDA125は、高い信号品質、簡単な
テストポイントへのアクセスを実現し、
デジタル 信号捕捉とアナログ信号捕捉
を容易に切り替えられる高い信号品質、

最も柔軟なミックスド・シグナル試験ソリューション

HDA125高速ミックスド・シグナル・オプションは、市場で最も強力で、
自由度の高いミックスド・シグナル試験システムの鍵となる製品です。こ
れは、テレダイン・レクロイのオシロスコープと組み合わせることで、か
つてないほど広範な種類の信号を全て観測することができます。
1. 12.5GS/sでデジタル捕捉
HDA125は、今日の高速組み込み信号を捕捉するのに
必要な、80psのサンプル間隔と精密なタイミング精度
を実現する高速サンプリング速度を提供します。

2. 3GHz デジタル・リード・セット
HDA-DLSリード・セットは、HDA125にテレダイン・レ
クロイ独自のQuickLinkプローブ・チップ接続する多機
能コンパレータ“ポッド”が付いています。リード・セッ
トは9チャンネル用と18チャンネル用があります。

3. QuickLinkプローブ・チップ
23cmのリードが取り付けられた6GHz差動プローブ・
チップを用いれば、困難なテスト・ポイントに簡単にア
クセスすることができます。チップは比 較的安 価なの
で、投資を抑えてDUTの全ての必要なテスト・ポイント
にプローブ・チップを取り付けておくことができます。

4. LBUS同期
HDA125は、テレダイン・レクロイの
オシロスコープとLBUSインタフェー
スを介して同期運転するように設計さ
れており、精密なタイムベースの同期
を保証し、デジタルとアナログ信号に
よるクロストリガが簡単に行えます。
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5. USB3.1でデータ転送
HDA125のデータはUSB3.1インタフェースを介し
て転送されるので、オシロスコープの応答性を損な
うことがありません。

6. デジタル波形表示
HDA125で捕捉したデジタル信号波形は、オシロ
スコープの画面上に表示され、オシロスコープで捕
捉した広帯域のアナログ信号と完全な時間相関を持
っています。

7. バス・デコード
視認性を高めるために、複数のデジタル信号をまと
めて1本のバスとして表示することができます。ま
た、こうすることでオシロスコープの画面を有効に
使えます。

8. デジタル・トリガ
HDA125で捕えたパラレル・バスの状態(クロック
同期、または非同期)を使ってオシロスコープのトリ
ガをかけることができます。

9. 簡単なアナログ・プロービング
HDA125に付属する6GHzのQuickLinkプローブ・
チップは、アダプタを介してテレダイン・レクロイの
WaveLink差動プローブに接続することができま
す。この柔軟な設計により、DUTには一種類のプロ
ーブ・チップを取り付けるだけでデジタル捕捉にも
アナログ捕捉にも対応します。

10. DDRデバッグ機能の強化
HDA125は、DDRのコマンド・バスの信号を捕捉
することができるので、テレダイン・レクロイ独自の
DDRデバッグ・ツールキットの機能を大きく拡張す
ることができます。
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高速デジタル信号の捕捉と表示

高感度と高速サンプリング
HDA125は、最大18チャンネル同時にデジタル信号を12.5GS/
sで捕 捉し、高速信号評価ができます。しかしながら、サンプリ
ング速度の問題は、高速組み込みシステム評価でしばしば直面
する課題の一つに過ぎません。もう一つの課題は信号振幅の問
題です。HDA125高速ミックスド・シグナル・オプションは、こ
れらの課題に対して超低負荷効果と業界最高の感度(最小振幅
150mV)を提供します。さらに独自のヒステリシス調整機能と、
他のソリューションと比較して3倍の精度のスレッショールド・レ
ベル設定により、最も精密なスレッショールド・レベルの調整が
可能です。

同期捕捉とクロス・トリガ
HDA125は、テレダイン・レクロイのオシロスコープとLBUSイ
ンタフェースで接続され、デジタル・チャンネルは、ミックスド・
シグナル・ソリューションとして、アナログ・チャンネルと同じタイ
ムベース精度、同じトリガ・タイミングで捕捉されます。USB 3.1
インタフェースは、捕捉したデジタル・データを高速でオシロス
コープに転送することができます。外部接続のソリューションな
ので、既存の複数のオシロスコープで共通に使うことができるた
め、高い投資効果が得られます。

既存のオシロスコープの機能の強化
HDA125はテレダイン・レクロイのオシロスコープとLBUSイン
タフェースで接続して同期します。こうして接続するだけでオシロ
スコープに高速デジタル信号捕捉機能が追加されるため、装置
全体を買い替えたりすることなしに機能の強化ができます。
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最も進んだDDR解析

広範な信号表示のためのコマンド・バス捕捉
組み込みDDRインタフェースの基本的なデバッグと検証は、一般
的にはクロック、データ（DQ)とストローブ（DQS）信号のアナロ
グ的な側面を解析します。テレダイン・レクロイのDDR解析ツー
ルは、このアプリケーションでは業界のリーダー的存在になって
います。しかしながら、検証作業が、より複雑になり、問題の同定
により深い理解が必要になると、DDRコマンド・バスの状態でト
リガをかけ、捕捉して表示することで非常に大きく貢献します。
HDA125は、コマンド・バス信号捕捉を既存のテレダイン・レク
ロイのツールセットに追加し、抜群のメモリ・バス解析機能を提
供します。

強力なバス解析機能
HDA125を接続すると、DDRデバッグ・ツール・キット独自の
「Bus View」機能が利用できます。これは、テレダイン・レクロ
イの強力なバス解析機能をDDR解析に追加します。ボタンをタ
ッチするだけで、バスのアクティビティを表形式で確認し、特定の
イベントをタッチするだけで、波形をスクロールして特定のイベ
ントを表示し、時間相関のあるアナログ波形を示します。直感的
なカラーコード化し、波形に重ね書きした注釈は捕捉した波形の
興味のある部分を容易に認識することができます。

DDRのコマンドでトリガ
コ マ ンド・バ ス の 特 定 の ス テ ートでト リガ が か け ら れ る の
で、DDRの信号品質が迅速に理解をでき、かつてなかった強力
なツールになります。HDA125のロジック・トリガは、DDRデバ
ッグ・ツールの直感的なセットアップと賢いソフトウェア・クロス・
トリガと一緒になって、究極のDDRトリガ・システムとなります。
リードとライト・バーストの重ね書き表示により、捉えにくいシグ
ナル・クオリティの問題を簡単にすばやく捉えることができるの
で、信号の検証をより深く行うことができます。
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類まれな柔軟なプロービング

QuickLinkプローブ・チップ・システムは、 HDA125高速ミックスド・シグナル・オプションとテレダイン・レクロイの
WaveLinkシリーズ差動アナログ・プローブの両方に接続できるように設計されました。 このクロスコネクション機能は
被測定システムの必要なテストポイントにQuickLinkチップを取り付けておき、必要に応じてデジタルとアナログで信号捕
捉を行うことができます。

WaveMaster/SDA/DDA 8 Zi

USB
LBUS
HDA125

HDA-DLS-18QL
HDA-DLS-9QL

アナログ差動プローブで接続
QuickLinkソルダー・イン・チップは
Dxx30
Differential
Amplifier

Dxx30-QLアダプタを用いることで、
テレダイン・レクロイのアナログ差動
プローブに接続できます。これにより
同一のテストポイントの信号をデジタ

Dxx30-QL
Adapter

ルでもアナログでも観測することがで
きます。

QL-SI
Solder-In Lead

高い忠実度

簡単な接続

安価

QuickLinkチップをWaveLinkアナログ

被 測定デバイスの直 近に取り付ける小さ

QuickLinkソルダー・イン・チップは低価

差動プローブに接続すると、平坦で6 GHz

くて壊れやすいチップを用いる他 社の「

格なので、手間のかかる半田の付け直しを

の帯域の周波数レスポンスを提供します。

使い捨て」プローブ・チップ方式とは異な

行わなくても、複数のテストポイントや、複

HDA125を用いてデジタル信号捕捉をす

り、QuickLinkソルダー・イン・チップに

数のDUTの測定を行うことができます。

ると、3GHzの帯域で業 界最高の感 度を

は9インチ(23cm)のリードが付いていま

提供します。どちらの場合も、高入力イン

す。このことによって、信号を取り出すテス

ピーダンスなので、非測定システムへの負

ト・ポイントを変更することが効果的にで

荷効果を最小限に抑えることができます。

き、チップにかかる応力を取り除くことで、
より信頼性の高い試験ができます。
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仕様

HDA125
入力チャンネル数

HDA125-09-LBUS：9チャンネル、HDA125-18-LBUS：18チャンネル

垂直軸 (HAD-DLS-xxQL使用時)
スレッショールドの設定

±15V

スレッショールドに選択

TTL、ECL、CMOS(2.5V、3.3V、5V)、PECL、LVDS、カスタム設定

スレッショールド設定の分解能

5mV

最大入力電圧

±15V
±15V

(非破壊)

チャンネル毎に設定可能

全てのシングル・エンド入力
最大差動電圧

スレッショールド精度

±(25mV + スレッショールド設定値の3%)

入力ダイナミックレンジ

±10V 全てのシングル・エンド入力
±7.5V 最大差動電圧

最小入力電圧振幅

150mV p-p

入力インピーダンス

QL-SIチップ：110kΩ、0.12pF（差動）

デジタル帯域

3GHz

ヒステリシス設定レンジ

30mV～600mV

ヒステリシス設定分解能

5mV

捕捉システム
最高サンプリング速度

12.5GS/s

最高入力ビットレイト

6Gb/s

最大メモリ長

256MS（接続するオシロスコープの捕捉設定に依存）

最小検出パルス幅

167ps

チャンネル間スキュー

±160ps

トリガ・システム
トリガの種類

エッジ、デジタル・パターン、デジタル・ステート(クロック・パターン)

インタフェース
捕捉/トリガ同期

テレダイン・レクロイLBUS

データ転送

USB 3.1 Gen1（USB2のホストと互換）

リファレンス・クロック

10MHz リファレンス・クロック入力/出力（LBUSを用いて接続する際には不要）

電源
電圧

12 VDC

最大消費電力

60 W

環境
温度

動作時：5℃～40℃、非動作：-40℃～70℃

湿度

動作時：5～90%RH、30℃以上で最大75%RH、40℃以上で最大45%RH
非動作時：5～95%RH（結露なきこと）MIL-PRF-28800Fでテスト

物理
寸法

高さ 57mm × 幅 215mm × 奥行き 272mm（コネクタと足を含む）
高さ 53mm × 幅 215mm × 奥行き 244mm（筐体のみ）

質量（HDA125 のみ）

1.4kg

梱包質量

5.5kg

HAD-DLS-xxQLリード・セットの長さ

102.3mm

認証
CE (LVD Directive 2006/95/CE)

IEC/EN 61010-1: 2010, IEC/EN 61010-031: 2015

CE (EMC Directive 2004/108/EC)

IEC/EN 61326-1:2013
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オーダー・インフォメーション

高速ミックスド・シグナル・オプション
HDA125-18-LBUS

12.5GS/s高速ミックスド･シグナル・オプション（18チャンネルQuickLinkリードセット、LBUS接続）

HDA125-09-LBUS

12.5GS/s高速ミックスド･シグナル・オプション（9チャンネルQuickLinkリードセット、LBUS接続）

追加の高速デジタル・リードセット
HDA-DLS-18QL

HDA用18チャンネル

HDA-DLS-09QL

HDA用9チャンネル

QuickLinkリードセット（18本のQuickLinkソルダーインチップとケース付属）
QuickLinkリードセット（9本のQuickLinkソルダーインチップとケース付属）

交換用QuickLinkプローブチップ
QL-SI-9PACK

交換用QuickLinkソルダーイン・チップ×9

QL-SI-1PACK

交換用QuickLinkソルダーイン・チップ×1
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