PCI Express¤ Gen3.0用
測定システム

PCI Express¤ Gen3.0用で最も幅広い試験項目に対応
唯一のプロトコル通信に対応した物理層試験ツール

新しいテストの要求に対応する新しいツール
PCI Express Gen3のシリアル･データ･テストに特有の要求により、従来の物理層テスト・ツールは、新たな機能に対応
しなければならなくなりました。仕様でレシーバ・テスト機器がプロトコル通信に対応しなければならないと規定されて
いるだけでなく、ダイナミック・イコライゼーションなど、PCI Express Gen3特有の動作をするため、検証とデバッグ
では物理層とプロトコル層のテスト機能を組み合わせることが、本質的に必要とされています。完全なPCI Express
Gen3トランスミッタ、レシーバ、およびチャンネル・テスト向けの、物理層、プロトコル層、およびネットワーク解析ツ
ールの全てを包括的に対応するセットを提供しているのはテレダイン・レクロイだけです。
テレダイン・レクロイのPeRT3TMは、唯一

さらにテレダイン・レクロイは、最大16

テレダイン・レクロイは、プロトコル通信

のプロトコル通信に対応したビット・エラ

レーンまでのトラフィックの完全なプロト

対応物理層試験を含む包括的なソリューシ

ー・レート・テストが可能な試験機器で

コル解析ソリューション、クロストーク効

ョンをPCI Express Gen3テスト・エン

す。この機能により、レシーバとの通信が

果の検証に最適な4ポート・システムのネ

ジニアに提供し、規格が進展しても投資コ

大幅に簡素化され、多くのテストを自動化

ットワーク解析ソリューションも提供して

ストを最大限有効に活用することができる

することができます。さらにPCI

います。PCI Express Gen3規格の進展

唯一の企業です。

Express Gen3には、トランスミッタと

に合わせて、QualiPHYソフトウェアでは

レシーバの信号忠実度を最適化するため

オシロスコープ操作とPeRT 3を組み合わ

に、イコライゼーション・パラメータのリ

せて、完全なテスト・ソリューションを提

アルタイム交換という概念が導入されてい

供します。

ます。
テ レ ダ イ ン ・ レ ク ロ イ の P e R T 3、 P C I
Expressデコード・ツールおよび
ProtoSync TMツールセットを組み合わせ
ると、イコライゼーション調整中に信号の
タイミングとトラフィックを視覚的に確認
しながら、500nsのイコライザ応答時間
を直接検証できます。
テレダイン・レクロイのSDA 820Zi-A
（シリアル・データ・アナライザ）は、4チ
ャンネル同時に優れた信号忠実度で最大
20GHzの測定帯域を実現し、多様な内蔵
のオシロスコープ・ツールを使用して、物
理層信号を最も包括的に検証、デバッグお
よび解析が可能です。

テスト・カテゴリ

トランスミッタ・シグナル・インテグリティ
トランスミッタ・プリセット・テスト

PCI Express Gen3テストの重要項目

テレダイン・レクロイの
PCI Express Gen3テスト・ソリューション

・データ･レート8 Gb/sの信号の5次高調波を捕捉可能
な20GHz帯域

・4チャンネル同時20GHzの帯域幅を実現する
SDA 820Zi-A（シリアル･データ･アナライザ）

・デバッグに必要な複数レーンの特性分析

・優れたデバッグと解析が可能なSDA II
（シリアル・データ解析ソフトウェア）

・物理層上でダイナミック・リンク・イコライゼーショ
ンとDLLP情報との時間相関

・チャンネル･エンベデッド用のEye DoctorTM II
（シグナル・インテグリティ・ツール）
・WM8Zi-8B10B D*
（8b/10bプロトコル・デコード・パッケージ）
* SDA 8Zi-Aシリーズは標準装備

・WM8Zi-PCI EXPRESSbus D
（PCI Expressデコード・パッケージ）
・WM8Zi-ProtoSync（プロトコル解析オプション）
・QualiPHY PCIe3
（PCI Express Gen3 コンプライアンス・テスト・
パッケージ）

トランスミッタの
リンク・イコライゼーション応答テスト

・3タップ・デエンファシスでトランスミッタ・
イコライゼーション・プリセットをエミュレート

レシーバのジッタ耐性テスト

・ジッタ耐性テスト要件向けの完璧なジッタ・プロファイル

レシーバのリンク・イコライゼーション・テスト

・DUTの初期化およびイコライゼーション・トレーニン
グ向けのプロトコル通信機能

PeRT3TM Phoenixシステム

・8b/10bエンコードと128b/130bエンコードの
スムーズな切り替え

チャンネル・テスト

・Sパラメータ測定

4ポートSPARQTM

・ブレークアウトおよび校正チャンネルのSパラメータ測定
リンク層および上位層のテスト

・LTSSMのステートおよびサブステート情報のトラッキング

SummitTM T3-16

・リンクアップの問題のすばやい検出
・PCI Express 3.0物理層情報の表示
・各PCI Expressレーンのスキュー、極性、スクランブル特
性の理解
・トランザクション間の待ち時間の測定

・PCI Express 3.0ホストまたはデバイスのエミュレート

SummitTM Z3-16

・テスト速度はGen 1からGen 2、Gen3へと変化。
レーン数はx1から、x2、x4、x8、x16へと変化
・LTSSMステートのテスト
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PCI Express Gen3テストに
最適なオシロスコープ
Eye DoctorTM IIシグナル･インテグリティ･
Tx

ツールを搭載したテレダイン・レクロイの

Rx

Fixture

SDA 8Zi-Aシリーズ・シリアル･データ･
アナライザは、PCI Express Gen3コン
Product
Under Test

プライアンス・テストの実施に最適です。
また、コンプライアンス・テストに不合格
だった場合のデバッグで、シリアル・デー
タの問題の根本原因を素早く発見できま
す。
Eye Doctor IIシグナル･インテグリティ･
ツールでは、エンジニアの次世代シリア
ル・データ規格へのニーズを満たすチャン
ネル・エミュレーション、ケーブル･デエ
ンベデッド、およびイコライザ・エミュレ
ーション･ツールが提供されます。PCI
Express Gen3テストでは、コンプライ
アンス・テスト・チャンネルのエミュレー

さらに、SDA IIでは2種類のジッタ成分分
離手法と詳細な解析ツールボックスによっ

トランスミッタ・
コンプライアンス・テスト

て、ジッタの要因を正確に特定できます。

SDA 8Zi-Aシリーズ・シリアル･データ･

また、SDA IIにはIsoBERなど、独自のア

アナライザにQPHY-PCIe3を追加すると、

イ・パターン解析ツールがあり、アイ・パ

理想的なPCI Express Gen3コンプライ

ターンをさらに詳細に解析できます。

アンス・テスト機器になります。

ションが必要で、アイ・パターンおよびジ

QPHY-PCI Express3は、PCI Express

ッタ解析の前に、信号をイコライズしなけ

SDA 8Zi-Aシリーズ・シリアル･データ･

Gen3トランスミッタ・コンプライアン

ればならないため、これらの機能が必要と

アナライザでは、投資コストを最大限に活

ス・テスト用の自動コンプライアンス・テ

なります。SDA IIを使用すると、ユーザ

用することができます。最大級に幅広いレ

スト・パッケージです。各テストを実行す

ーはオシロスコープの全レコード長のデー

ンジで、帯域幅アップグレードが提供され

る前に、接続図を表示して適切なセットア

タを利用してアイ・パターンを作成し、信

ているため、現在のGen3のテクノロジー

ップを促し、オシロスコープによる測定を

号パターンが繰り返しパターンでなかった

に取り組むエンジニアが、SDA 8Zi-Aを

自動的に実行し、最終的にスクリーンショ

り、非常に長いパターンである場合でも、

今後数年間にわたって次世代のテクノロジ

ジッタ解析を正確に実行できます。

ーに対しても対応可能になると確信してい
ただけます。

ットを含むテスト結果の総合的なレポート
を作成します。
QPHY-PCI Express3では、強力なオシ
ロスコープの機能を使用して、PCI
Express Gen3 Base Specification

PeRT3 Phoenixを利用した
トランスミッタ・テスト

Rev. 3.0 VS. 1.0、およびCard Elect-

トランスミッタのリンク・イコライゼー

3.0

ション応答テストでは、さまざまなイコラ
イゼーション設定要求へのDUTの応答を
テストするため、プロトコル層でDUTと
ハンドシェークする検査機器が必要です。
テレダイン・レクロイのPeRT3 Phoenix
は、この要件に対処するため、PCI
Express Gen3用に設計されています。
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romechanical Specification

Rev.

VS. 0.7に規定されたコンプライア

ンス・テストを実施できます。

PeRT3 Phoenixテスト・システム

完璧なコンプライアンス・テスト環境

開発における完全な特性分析

PeRT （Protocol Enabled Receiver

レ シ ー バ ・ テ ス ト は 、 PCI Express

PCI Express Gen3向けのレシーバ・コ

Transmitter Tolerance Tester）は、

Gen3コンプライアンス・テストにおいて

ンプライアンス・テストに関する最大の課

レシーバとトランスミッタの性能テストに

重要な項目になります。

題は、レシーバがどのようにダイナミッ
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新たな、そしてよりインテリジェントな機
能を用いており、物理層テストとプロトコ
ル・テストの隙間を埋めることができま
す。PeRT 3 Phoenixは、PCI Express
Gen3テストの要求に対応するために設計
され、PeRT 3シリーズに新たに追加され
ました。
今日のシリアル・データ・レシーバに求め
られる、さらに複雑な設計に対応するため、
PeRT3 Phoenixはビット・レート・レン
ジを最大8.5Gb/sに拡大し、新たな信号の
ストレス・ソースおよび内蔵の3タップ・
デエンファシス制御を提供して、新しいシ
リアル・データの規格に対応しています。

ク・イコライゼーション・トレーニングを
PeRT3 Phoenixは、DUTのループバック
を起動し、さまざまなストレス・タイプを
導入することで、レシーバを適切なイコラ
イゼーション・トレーニングの条件下でテ
ストするように設計されています。

実施し、レシーバ・イコライゼーションの
プリセットを適切に選択するかということ
です。PeRT3 Phoenixでは、8b/10bお
よび128b/130bのエンコードを適切に
切り替えてデータを生成して、Gen3接続

システムによってプロトコル通信機能と完

を確立し、レシーバがレシーバ・イコライ

璧なストレス・ジッタ・プロファイルが組

ゼーションのパラメータを最適化しなが

み合わされているため、PeRT3 Phoenix

ら、トランスミッタ・イコライゼーション

は、レシーバ・テスト・アーキテクチャを

のプリセットのネゴシエーションを実行で

大幅に改革し、PCI Express Gen3コン

きます。PeRT3 Phoenixは、プリセット

プライアンス・テスト手法の定義に役立ち

応答の500nsのタイミング要求を満たす

ます。

ため、ダイナミック・イコライゼーション
設計の検証と特性分析に完璧なツールで
す。

同時に、Phoenixはプロトコル通信機能に
引き続き重点を置き、被験デバイス
（DUT）と通信して適切なテスト・モード
にし、実施する前に、DUTと通信して

Phoenixによるジッタ出力の校正

DUTのレシーバ･イコライザの設定を最適

レシーバ・テスト仕様では、テスト機器で

化することができます。

ジッタ出力ソースの校正が必要です。
PeRT 3 をSDA 8Zi-Aシリーズ・シリア
ル･データ･アナライザと組み合わせて使用
する場合、この校正プロセスが全自動で実
行できます。
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ProtoSyncと外部タッチ・
スクリーン・モニタを使用
したLTSSMとダイナミッ
ク・リンク・イコライゼーシ
ョンのトラッキング
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物理層とリンク層を結ぶツール
リンク･アップの検証
PCI Express Gen3で規定されているダ

ProtoSync─オシロスコープの
プロトコル解析ツール

イナミック・イコライゼーションでは、2

開発の初期段階では、プロトコル・アナラ

つの層の動きが関連するため、物理層テス

イザのハードウェアが使用できない、プロ

トをプロトコル層テストから独立して実施

トコル・アナライザが使用できない、また

することが難しくなります。たとえば、

は目的のプロトコルの解析ができないほ

PCI Express Gen3プロトコルでは、

ど、物理層の問題が深刻であるといった場

DLLPコマンドを送信してレシーバのイコ

合もあります。

ライゼーション設定を変更し、レシーバが

テレダイン・レクロイのオシロスコープ上
で動作するProtoSyncは、フレーム・レ
ベルのCATC ¤プロトコル情報と関連する
物理層信号の両方を捕捉／表示する唯一の
ソリューションです。この機能は、通常、
ハードウェア・エンジニアおよびソフトウ
ェア・エンジニアに厳格に分けられている
領域のテストを融合し、複雑な問題のデバ
ッグを高速化します。

これに応答すると物理層の信号の変化とし
て現れ、その変化はアイ・パターンの開口
ですぐに観察することができます。
テレダイン・レクロイが提供するツール
（ProtoSync、PCI Expressデコード、オ
シロスコープ物理層波形捕捉）により、テ
スト・エンジニアはオシロスコープを使用
して、プロトコル・レベルのDLLP伝送、
物理層の応答、アイ・パターンの開口を観
察し、Link Training and Status State
Machine（LTSSM）におけるステートの
変化をトラックできるため、重要なリン
ク･アップの検証をすばやく簡単に実行で
きます。

PeRT3 Phoenixは、PCI Express Gen3接続を確立し、レシーバがレシーバ・イコライゼーション・パラメータを最適化する間、
トランスミッタ・イコライゼーション・プリセット・ネゴシエーションを実行します（プリセット応答のタイミング要件を満たす）
。
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主な機能と特長
● 最大4ポートでの
Sパラメータ測定を提供

テレダイン・レクロイのSPARQによる
PCI Express Gen3データ・チャンネルのテスト

● DCから40GHzまで測定

トランスミッタ、レシーバ、チャンネルおよびクロストーク測定は、テレダイ

● ボタンを1回押すだけで
内蔵OSLTの校正が可能
● 周波数軸と時間軸の
両方で解析
● シミュレーションに直ぐに
使えるミックスド・モード
とシングルエンドの
Sパラメータを生成
● 最先端のケーブル･デエンベ
デッド機能搭載
● 固有のTDR/TDT機能とプレ
ビュー・モードで素早い
チェックとデバッグが可能

ン・レクロイのSPARQで実行できます。SPARQは、シグナル・インテグリテ
ィ・ネットワーク・アナライザという新しい種類の機器です。「S-parameters
Quick」を表すSPARQは、TDR/TDTベースのアナライザで、ボタンを1回押
すだけで、40GHz、4ポートSパラメータの測定が可能で、費用もVNAに比べ
てわずかです。完全に校正済みの測定が数分で可能、一般的な外付けの校正キ
ットや電子校正モジュールにケーブルを接続したり切断したりする必要もあり
ません。
業界初の内蔵OSLT校正キットの利用によ

はVNAでは利用できない機能です。これ

り、ボタンを1回押すだけで測定が可能な

らすべての機能を標準で搭載しています。

SPARQの簡単操作が実現できました。
SPARQでは人手を介さず、OSLT校正が
自動的に実行されます。エラーが起こりが
ちな手動校正手順や高額な「電子校正」モ
ジュールが必要ないため、VNAユーザー

● 他のネットワーク・アナライ
ザ・ソリューションに比べて
わずかな費用で導入可能
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の不満が解消されました。Sパラメータの

校正済みのインピーダンス測定は、立ち上
がり時間を自由に設定して正規化できま
す。この機能によって、コネクタ、ケーブ
ルおよびバックプレーンの仕様に準拠した
インピーダンス測定が可能です。

結果に加えて、SPARQではステップ応答

低価格で使いやすさを追求するため、

やインパルス応答、ユーザーの立ち上がり

SPARQでは高帯域幅スイッチ・マトリッ

時間で正規化された反射率およびインピー

クスを利用して、高速TDRモジュール

ダンス･プロファイルが計算できます。す

（立ち上がり時間6 ps）およびTDTモジュ

べての測定は、PCI Expressコンプライ

ールを内部校正キットとDUTに接続して

アンス・テストに必要なSパラメータを計

います。このアーキテクチャは費用効率が

測するシングルエンドとミックスド・モー

高く、ボタンを1回押すだけで操作が可能

ドの両方の構成で実行可能です。結果は

です。測定のリファレンス・プレーンは、

「シミュレーション対応」で、受動性、相

スイッチ・マトリックスやケーブル、アダ

互性および因果性が補正されます。測定結

プタおよびテスト・フィクスチャなどの外

果にはDCポイントが含まれますが、これ

部コンポーネントをデエンベッドするアル

校正済みのインピーダンス測定は、立ち上がり時間を自由に設定して正規化できます。
この機能によって、コネクタ、ケーブルおよびバックプレーンの仕様に準拠したインピーダンス測定が可能です。

ーションの約20倍早く波形を捕捉できま
す。これによって、線形性の問題なく、よ
り高速のアベレージングが実現できます。
ウエーブレット･ノイズ除去アルゴリズム
によってさらにノイズが排除され、
TDR/TDTベースのネットワーク・アナラ

SPARQで実行可能なテスト：
4.3.3.11

TxおよびRx反射減衰量

4.3.4.3

ブレークアウトおよび校正チャンネル特性分析

4.3.4.5.3

レシーバ反射減衰量

4.3.6.2

5GT/sチャンネル・コンプライアンス・テスト

4.3.6.4

8GT/sチャンネル・コンプライアンス・テスト

イザで最も高いダイナミック・レンジを達
成しています（50 dB）。
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主な機能と特長
Summit T3-16
プロトコル・アナライザ
● 最大8GT/sのデータ・
レートでPCI Express
1.0、2.0、3.0
トラフィックを捕捉
● 8GB記録メモリ
● Bit Tracer ─ レーンの
スキュー、スクランブル、
極性およびレーンごとの
データの表示
● LTSSM & サブステートビュー
─ リンクアップ（リンクイコ
ライゼーション）及びパワー
マネジメント解析
● VSE(検証スクリプト・エンジン）
─ トレースで見つけにくい
現象を特定

Summit T3-16は、テレダイン・レクロイで最高性能を誇るPCI Expressア
ナライザで、次のような先進的機能を提供します。PCI Express Spec 3.0の
サポート、2.5GT/s、5GT/s、および8GT/sのデータ・レート、双方向レー
ンデータ幅（×1、×2、×4、×8および×16）での完全データ捕捉、および
8GBのトレース・メモリ。この製品はアドイン・ボード、サーバーおよびワー
クステーション向けの高性能プロトコル開発に理想的で、PCI Express 3.0開
発に必須のツールになっています。

● 最大8GT/sのデータ・レート
でPCI Express 1.0、2.0、
3.0トラフィックを生成

Summit Z3-16
プロトコル・エクササイザ

完璧なソリューション

PCI Expressコンプライアンス

テレダイン・レクロイのPCI Express解

テレダイン・レクロイでは、PCI-SIG ®に

析テスト・システムは、正確で信頼性と拡

よって、PCI Express 2.0仕様を取り扱

張性のあるツールをラインアップしてお

う開発者のコンプライアンス・テスト用標

● 2GBのトレース生成メモリ

り、開発およびテスト向けのパフォーマン

準ツールとして承認されたプロトコル・テ

● リンクアップ・テスト向けの
LTSSM制御

ス測定とリアルタイム・モニタリングを提

スト・カードを含む統合型および自動コン

供します。

プライアンス・テスト・システムを提供し

● LTSSM Test Arc ─ Gen3
のリンクイコライゼーション
や、パワーマネジメントのテ
ストを容易に実行

幅広いハードウェア・プラットフォーム、

ています。プロトコル・テスト・カードは、
フィールド・アップグレード可能なファー
ムウェア、および業界最多種のプローブお
よびインターポーザを用意しているので、
プロトコル解析のニーズの変化に応じて追
加していくことができます。PCI
Expressソリューションには、プロトコ
ル・アナライザおよびエクササイザが含ま
れており、x1からx16、2.5GT/sから
8GT/sまでのデータ・レートをサポート
しています。
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リンク層およびトランザクション層向けの
アドイン・カードとシステム・テストの両
方をサポートしています。

トランザクション層表示
リンク層表示
データ・フロー表示
時系列表示
グループ化され論理
的順序で表示された
パケット

TLP、DLLPおよびプリミテ
ィブ・パケットを自動的にデ
コード

データ・レート（Gen1、
Gen2、Gen3）を示す

トラフィックの方向を示す
直観的なCATC Trace でデコード
し、色分けされたフィールドでPCI
Expressパケットを表示
TM

アップストリーム／
ダウンストリーム別の表示

パフォーマンスの検証と
稀にしか発生しない現象の処理

接続性 ─プローブとインターポーザ

PCI Expressエ ク サ サ イ ザ は 、 PCI

が確保されていないと、強力なアナライザ

Expressトランザクションの生成、動作の

でさえ使用できなくなる場合があります。

観察、およびストレス・テストとコンプラ
イアンス・テスト両方をサポートします。
ルート・コンプレックスおよびエンド・ポ
イントの様々なエミュレーション機能を提
供します。Summitアナライザとエクササ
イザの両方を所有していれば、アナライザ
で記録したトラフィック・データを編集
し、故意にエラーを含めたり、タイミング
を変更したりして、エクササイザから発生
させることができます。これにより、稀に
しか発生しない現象を単純な作業で再現で
きます 。

DUT（被測定対象物）との適切な接続方法

テレダイン・レクロイのアナライザには、
サードパーティ製品を含めて幅広いPCI
Expressプローブとインターポーザが使用
できます。インターポーザ・プローブでは、
高水準の忠実度を実現する非侵入型のタッ
プで、システム・ボードとアドイン・カー
ド間の信号を捕捉できます。ミッドバス・
プローブおよびマルチリード・プローブで
は、ヘッダ接続またはプローブ・チップを
介して、PCI Expressボード内のチップ
間信号を捕捉できます。

プロトコル・エラー表示

仕様とオーダーインフォメーション
トランスミッタ・テスト
オシロスコープ（いずれか1台）
SDA 820Zi-A
SDA 816Zi-A

20GHz、40GS/s、4ch、32Mポイント/Ch、50Ωおよび1MΩ入力
15.3インチWXGAカラー・ディスプレイ装備のシリアル・データ・アナライザ
16GHz、40GS/s、4ch、32Mポイント/Ch、50Ωおよび1MΩ入力
15.3インチWXGAカラー・ディスプレイ装備のシリアル・データ・アナライザ

SDA 813Zi-A

13GHz、40GS/s、4ch、32Mポイント/Ch、50Ωおよび1MΩ入力
15.3インチWXGAカラー・ディスプレイ装備のシリアル・データ・アナライザ

オシロスコープのオプション
QPHY-PCIe3

QualiPHY対応PCI Express 3.0ソフトウェア・オプション

WM8Zi-EYEDRII

オシロスコープ用Eye Doctorシグナル・インテグリティ・ツール

PCI Express Gen3 Compliance Base Board/Compliance Load Board（PCI-SIGが販売しています。）

ダイナミック・イコライゼーション・テスト用のオプションのオシロスコープ・ツール
WM8Zi-8B10B-D

WaveMaster 8Zi/Zi-Aシリーズ・オシロスコープ用8B10Bプロトコル・デコーディング・パッケージ
（WM8Zi-8B10B-Dは、SDA 8Zi-Aシリーズには標準搭載）

WM8Zi-PCI EXPRESSbus D

オシロスコープ用PCI Expressデコード・パッケージ

WM8Zi-ProtoSync

オシロスコープ用プロトコル解析オプション

Zi-EXTDISP-15

タッチスクリーン付きディスプレイ15.3インチ外部ディスプレイ（ケーブル付き）

レシーバ・テスト
PER-R008-001-X*

PeRT3 Phoenixプラットフォーム

PER-R006-008-A*

ジッタ耐性テスト・スイート

ZPCI-R008-004-A*

PCI EXPRESS¤ Gen1、Gen2、Gen3レシーバ・テスト・スイート

（トランスミッタのリンク・イコライゼーション応答テストに推奨。）

SパラメータおよびTDRテスト
SPARQシグナル・インテグリティ・ネットワーク・アナライザ
SPARQ-4004E

40GHz、4ポート、内部校正、シグナル・インテグリティ・ネットワーク・アナライザ

プロトコル・テスト
PE050AAA-X*

Summit T3-16（Gen3 ×16アナライザとしてライセンス提供。プローブまたはケーブルなし）

PE051AAA-X*

Summit T3-8（Gen3 ×8アナライザとしてライセンス提供。プローブまたはケーブルなし）

PE039UIA-X*

Summit T3 ×16インターポーザ・キット（インターポーザ・カードおよびiPass Yケーブル2本同梱）

PE040UIA-X*

Summit T3 ×8インターポーザ・キット（インターポーザ・カードおよびiPass Yケーブル1本同梱）

PE050AGA-X*

Summit Z3-16（Gen3 ×16エクササイザとしてライセンス提供。デバイスおよびホストのエミュレーションをサポート）

PE051AGA-X*

Summit Z3-16（Gen3 ×8エクササイザとしてライセンス提供。デバイスおよびホストのエミュレーションをサポート）

PE050UEA-X*

Summit Z3-16 テスト・プラットフォーム

* 株式会社東陽テクニカの取り扱い製品となります。
日本国内では、テレダイン・レクロイと東陽テクニカが連携をとって販売、サポートを行なっております。
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