
SDAIII-CompleteLinQ
マルチレーンのシリアル・データ、ノイズおよびクロストーク解析



主な機能と特長

● 完全なジッタ成分分離、

アイ・パターンおよび

解析ツール

● 最大4レーン同時に

アイ・パターンとジッタ

解析結果の同時表示が

可能

● 高速のアイ・パターン作成

● 独自のリファレンス・

レーンとLaneScape

比較モード

● 電圧ノイズ測定

● クロストーク解析

● シングルCompleteLinQ
ダイアログ

シリアル・データ解析の課題に対応するツールシリアル・データ解析の課題に対応するツール

モバイルやクラウド・コンピューティングによって、より高いデー

タ・スループットが求められています。現行の規格や今後登場するシ

リアル・データの規格の中でもPCIe Gen3、40/100GBase-R、

InfiniBandなどの規格は、マルチレーンのシリアル・データを利用し、

各レーンでデータ・レートを最大28 Gb/sにまで高めることで、非常

に高いデータ・スループットを達成してこれらのニーズに対応してい

ます。しかし、これまでのシリアル・データ解析ツールセットはこの

ような状況に対応していません。

データ・レートの高速化により、シン

グル・レーンのシリアル・データの場

合でさえ、特性評価、デバッグ、コン

プライアンス・テストの課題は増加し

ています。チャンネルのトランスミッ

タとレシーバの間でアイ・パターンが

閉じる問題の根本的原因を判断するこ

とは重要な課題です。プローブを配置

したり、信号にアクセスできない場所

のシミュレーションが重要になります。

高速シリアル・データ転送の「パラレ

ル化」は、新たな課題となっています。

レーン間クロストークや他の信号源か

らの影響など、シグナル・インテグリ

ティ上の問題も重要になってきます。

マルチレーンのパフォーマンスを素早

く同時に表示し、電圧ノイズを測定し

て、パターン依存ジッタやノイズを観

測することは、システムのパフォーマ

ンス低下の根本的原因を理解する鍵に

なります。

4レーン同時にアイ・パターン表示とジッタ解析を実行します。



LabMaster 10Ziシリーズ・
オシロスコープ

最大65GHz、160GS/s、80チャンネル

LabMaster 10Zi-Aシリーズのオシロ

スコープでは、4つの差動レーンを8つ

の入力チャンネルで捕捉し、SDAII I

CompleteLinQを使用して、すべての

レーンを同時に解析します。

SPARQシグナル・インテグリ
ティ・ネットワーク・アナライザ

最大12ポート、40 GHz*

SPARQによって、SDAIII-Complete-

LinQのデエンベッドおよびエミュレー

ション機能で使用するSパラメータをす

ばやく測定します。

* 12ポートは、SPARQ-3012Eのみ
40GHzは、SPARQ-4004E/4002E/4002Mのみ
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電圧ノイズの成分を分離する新たなツールで、クロストークの原因が理解できます。

SDAIIIコア・ツールセットの豊富な機能を活用してデバッグ、特性評価、コン
プライアンスの実証を行います。

リアルタイム方式による信号捕捉とシリアル・データ解析機能を組み合

せて提供し、高速のマルチレーン・シリアル・データ・システムの導入

をすばやく成功させられるのはレクロイだけです。

● 世界唯一のマルチレーン・シリアル・データおよびクロストーク解析ツール

● デエンベッド、イコライゼーションおよびVirtual Probing（仮想プローブ機能）向け

の最も完成されたシミュレーションおよびシグナル・インテグリティ・ツールセット

● ケーブル入力、最大65GHzの帯域幅で4、10、またはそれ以上の差動レーンの

捕捉が可能なモジュール型オシロスコープ

● VNAに比べてわずかな費用で、最大12ポートのSパラメータを測定できるネット

ワーク・アナライザ

● 単一のSDAIII-CompleteLinQユーザー・インタフェースですべてのツールセッ

トをシームレスに統合

優れたSDAIII-CompleteLinQのフレームワークで、データ捕捉、チャンネル構成、シリアル・デ
ータ解析ツールをシームレスに統合します。



優れたシリアル・データ解析ツール優れたシリアル・データ解析ツール

8. 符号間干渉（ISI）解析
ISIプロットは、ISIが高く、ビット・エラーの原因となるビッ

ト・シーケンスを特定します。このプロットには、すべてのビ

ット・シーケンス「N」ビット長に対する平均信号軌跡が示さ

れ、ユーザーにとって重要となる具体的な軌道がハイライト表

示されます。

1. アイ・パターン解析
テレダイン・レクロイのアイ・パターンには、捕捉されたUI

（１ビット幅データ）がすべて含まれ、競合するシステムの10

～100倍早くレンダリングが可能です（1a）。IsoBERを使用

して、ユーザー設定可能なBERに対して予測されるアイ・パ

ターンの干渉を示します（1b）。

2. アイマスク不適合解析
マスク不適合箇所がハイライト表示され、違反が生じた正確な

ポイントが示されます。多数のシリアル・データ規格に対する

マスクが含まれています。

3. ジッタ・スペクトル
スペクトル解析では、周期性ジッタ（Pj）の発生源を特定しま

す（3a）。ノイズ・フロアとPjを分離するスレッショルドが表

示されます（3b）。Pj Inverse FFT機能によって時間領域ビ

ューが提供されます（3c）

4. データ依存ジッタ解析
ビット・ストリームを繰り返すパターン解析では、データ依存

ジッタ（DDj）ソースに対する詳細な解析が提供されます。各

ビットに対するジッタを示す図がデータ・パターンと同時に表

示されます（4a）。DDjヒストグラムも表示することができま

す（4b）。

5. ジッタ・トラック解析
ソース・データに合わせて、タイム・インターバル・エラー

（TIE）ジッタをデータ依存ジッタの影響とともに、あるいは

それのみで表示します。このジッタの表示では、バースト・ジ

ッタと変調をすばやく検出できます。

6. ジッタ・ヒストグラム解析
タイム・インターバル・エラー（TIE）データのヒストグラム

を検出されたデータ依存ジッタとともに、あるいはそれのみで

表示します。このジッタの表示では、ジッタ・アグレッサが非

ガウス型分布またはロングテールの原因となっているかどうか

をすばやく明確に判断できます。

7. バスタブ・カーブ
特定のビット・エラー・レートでのトータル・ジッタを示すバ

スタブ・カーブは、ノイズと符号間干渉（ISI）によってア

イ・パターンがどの程度閉じるかを理解するために使用する標

準プロットです。
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9. ジッタ測定テーブル
トータル・ジッタ（Tj）は、デタミニスティック・ジッタ（Dj）と

ランダム・ジッタ（Rj）に分けられます。Djはさらに周期性ジッ

タとデータ依存ジッタのコンポーネント（Pj、DDj、ISI、DCD）

に分離されます。結果は有効なすべてのレーンについて表形式で

表示されます。ジッタ成分分離方法は3種類提供されています。

10. 完全に統合されたツール・セット
SDAIIIの波形表示および演算結果表示は、オシロスコープ解析

ツール・セットに完全に統合されています。オシロスコープの

グリッド上で、その他のチャンネル捕捉、演算関数、または測

定パラメータと共に任意のSDAIII関数を表示できます。
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完全な4レーンの画像を表示完全な4レーンの画像を表示
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複数シナリオのテストに
リファレンス・レーンを使用
リファレンス・レーンによって、エンジ

ニアは複数シナリオのテストを簡単に実

行できます。共通して実行されるテスト

の1つに、アグレッサのオン/オフ解析

があります。ユーザーは隣接するアグレ

ッサ・レーンをオンにしてアイ・パター

ンとジッタの特性を測定し、この解析を

リファレンス・レーンに保存できます。

次にアグレッサをオフにして、解析を実

行します。リファレンス・レーンは

LaneScape表示モードを使用して、別

のレーンと比較できます。

SDAIII CompleteLinQファミリのすべての製
品には、比較用のリファレンス・レーンが含ま
れています。

リファレンス・レーンではアグレッサのオン/オフ・テストの結果の表示やゴールデン・レーンと
の比較が簡単に実行できます。

4つのアイ・パターンを
同時に表示

オシロスコープで複数レーンが捕捉でき

るようになり、さらに解析と表示によっ

て、回路の動作の全体像が把握できるよ

うになりました。SDAIII-LinQ、SDAIII-

CrossLinQおよびSDAIII-Complete-

LinQすべての製品で、4レーンの解析に

加えて、リファレンス・レーンが使用で

きます。4つのアイ・パターンを同時に

表示し、別にジッタの表示も利用できま

す。

マルチレーンの同時測定
マルチレーン解析では、システムとデバ

イスのレーンについて、パフォーマンス

の違いをすばやく理解できます。マルチレーン解析では、すべてのレーンでジッタを

同時に測定する機能が提供されるため、測定プロセスが簡素化され、同期されていな

い測定を行う際の懸念が解消されます。

複数レーンを同時に解析できるシリアル・データ・ツールキットを提供しているのは

テレダイン・レクロイだけです。オシロスコープでSDAIII-CompleteLinQを使用す

ると、最終的にシングルレーン解析の制限が解消されます。

SDAIII- 4つのシングル・レーンか差動レーンを完全に解析



レーン全体での結果を簡単に比較レーン全体での結果を簡単に比較

シングルレーン、
複数ポイント解析

同じレーンのデータ、複数プローブを使

用して別のポイントでプローブしたデー

タ、またはプローブが届かない場所の信

号を表示するVirtualProbeソフトウェ

ア・オプションを使用して仮想的にプロ

ーブしたデータを解析できます。(7ペー

ジ参照)

シングルレーン、複数構成の解析
ユーザーは各レーンで同じソース・デー

タの異なる解析が表示されるように設定

することもできます。これは、イコライ

ゼーションやデエンベッド・モデルが異なるなど、解析方式が異なる場合の影響を比

較するのに最適です。SDAIII-CompleteLinQを使用すれば、1つのレーンで未加工

の入力を分析し、2番目のレーンでフィクスチャを除去し、3番目のレーンでトラン

スミッタのエンファシスを追加し、4番目のレーンでトランスミッタのエンファシス

とレシーバのイコライゼーションを追加するといった構成が可能です。または、4つ

のレーンすべてを使用して、異なるDFEおよびFFEトレーニング方式の利点を比較す

ることもできます。

トレースで複数ポイントを解析、またはシン
グル・レーンで異なったイコライゼーション
方式で比較できるようにレーンを構成しま
す。
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LaneScapeTMモードでレーンの結果を比較

LaneScapeTM比較モードを使用して、SDAIII-CompleteLinQ製品ファ

ミリは、テレダイン・レクロイのシリアル・データ解析ツール・セットに

基づいて、レーン対レーンの比較という問題を解決できます。

CompleteLinQは、この機能を備えた唯一のツール・セットです。この

モードには、レーンの完全な解析を保存および表示する、新しいリファレ

ンス・レーン、1つ、2つまたはすべてのレーンの解析を同時に表示して

簡単に比較が可能な、LaneScape表示が含まれています。

必要に応じて、具体的な解析のニーズに合わせて、モザイク、デュアル、

またはシングルLaneScapeモードから選択できます。

LaneScapeTM比較モードを
使用してレーンの結果を比較

シングル・
モード

デュアル・モード

モザイク・モード



クロストーク・アグレッサの特性評価クロストーク・アグレッサの特性評価
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クロストーク・アイ解析
新しいクロストーク・アイの等高線図は

革新的であり、従来のアイ・パターンで

は表示できない、過剰なノイズの影響を

すばやく表示できます。クロストーク・

アイにはアイ・パターンの内側と外側の

両方に、ノイズの確率的な程度が表示さ

れます。LaneScape比較モードを使用

して複数レーンでクロストーク・アイを

生成し、アグレッサのオン/オフ解析な

ど、複数のシナリオでテストを実行する

ときに、リファレンス・レーンを使用し

ます。異なるレーンのクロストーク・ア

イを簡単に比較して解析結果を表示でき

ます。

独自のクロストーク・アイを使用
して、従来のアイ・パターンでは
できなかった方法でノイズを表示
および比較します。

電圧ノイズ測定

CrosstalkおよびCrossLinQパッケー

ジでは、完全なアグレッサ/ビクティム

解析のための電圧ノイズ測定およびクロ

ストーク解析が提供されます。3つの

Dual Diracモデルのいずれかを使用し

て測定し、ノイズ成分をトータル・ノイ

ズ（Tn）、ランダム・ノイズ（Rn）、お

よびデタミニスティックノイズ（Dn）

に分離して、さらにDnを符号間干渉ノ

イズ（ISIn）と周期性ノイズ（Pn）に

分離します。リアルタイム・オシロスコ

ープでこの解析を実行できるのはテレダ

イン・レクロイだけです。

すべてのSDAIII-CompleteLinQ製品に

含まれるジッタ解析と同じように、ノイ

ズ・トラック表示、ヒストグラム表示お

よびスペクトラム表示が可能で、他のア

クティブなシリアル・データ・レーンへ

のカップリングや他の干渉源から生じる

電圧ノイズであるかを詳細に解析できま

す。

時間領域と周波数領域両方でノイズ測定を表示し、ビット・エラーの原因となるクロストークのソ
ースを詳細に解析できます。

高速シリアル通信においてはレーン間のクロ

ストークがより大きな問題になってきます。

容量結合した隣接レーンを、アグレッサ（妨

害を与える側）とビクティム（妨害を受ける

側）としてモデリングし解析する事で例えば

PCIe Gen3等でのエラーの改善に役立てるこ

とが出来ます。
アグ

レッ
サ

ビク
ティ

ム

アグ
レッ

サ



EyeDoctor
TM
IIおよびVirtualProbeシグナル・インテグリティ・ツールEyeDoctorTMIIおよびVirtualProbeシグナル・インテグリティ・ツール
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信号速度とデータ・レートが上昇

し続けると、符号間干渉（ISI）や

クロストークなどのシグナル・イ

ンテグリティの影響が支配的にな

り、困難な状況になります。テレ

ダイン・レクロイのアドバンス

ト・シグナル・インテグリティ・ツ

ールを使用して、デエンベッド、

エミュレーションおよびイコライ

ゼーション・アルゴリズムが含ま

れるように測定された信号を変換

します。

EyeDoctorIIを使用して、
デエンベッド、イコライズ
およびエミュレート

フィクスチャの影響がない場合に、信号

がどのように表示されるかに興味はあり

ませんか?

モデリングされたチャンネルのISIとク

ロストークがジッタ・マージンにどう影

響するか把握する必要はありませんか?

閉じたアイ・パターンを開くのに最も適

したイコライゼーション方式を探してい

ませんか?

EyeDoctorIIパッケージには、基本的な

デエンベッド/エミュレーション・シナ

リオ、CTLE、DFEおよびFFEイコライ

ザおよびトランスミッタ・エンファシス

/デエンファシスの簡単な構成が含まれ

ています。

最先端のデエンベッド、
エミュレーション
およびVirtual Probing

V i r t u a l P r o b e パ ッ ケージは、

EyeDoctorIIのデエンベッドおよびエミ

ュレーション機能を拡張したものです。

モデリングされたSパラメータを使用し

た、またはLeCroy SPARQ（または他

のVNA）で測定されたマルチブロック

回路を構成し、VirtualProbeで回路の

ブロックの前後に見られるままの信号を

返す転送機能を構築します。信号を反映

および転送するブロックの電気的動作

は、フィクスチャまたはチャンネルのデ

エンベッドまたはエミュレーションに含

めたり、追加したり、除去できます。同

様にプローブ負荷の影響も除去できま

す。Crosstalk、CrossLinQ、または

CompleteLinQ SDAIIIオプションと併

用する場合、レーン間のクロストークは、

8ポートおよび12ポートのSパラメータ

を使用してモデリングできます。

LeCroy SPARQを使用すれば、VNA

に比べてわずかな費用で、これらのSパ

ラメータを測定できます。

EyeDoctorIIと
VirtualProbeをSDAIII
CompleteLinQと併用

SDAIII-CompleteLinQでEyeDoctorII

とVirtualProbeを使用可能状態になっ

ているオシロスコープ上で使用する場

合、デエンベッド、エミュレーションお

よびイコライゼーションはその他すべて

のシリアル・データ解析機能と同じシン

プルなフローチャート・ダイアログから

設定します。

4レーンを有効にする「LinQ」オプシ

ョ ン で 使 用 す る と 、 ユ ー ザ ー は

EyeDoctorIIおよびVirtualProbe構成

を各レーンで行い、異なるデエンベッド

とイコライゼーションのセットアップを

すばやく簡単に比較できます。

フィクスチャが存在するトランス
ミッタで、信号を仮想的にプロー
ビングし、測定からその影響を除
去します。

バックプレーン、内部接続および
コネクタによって生じた損失、
ISIおよびクロストークを理解す
るために、各ブロック間の信号を
表示します。

差動プローブが届かない場所で
も、レシーバのアイ・パターンが
表示できます。

EyeDoctorは、レシーバで使用
するCTLE、FFEおよびDFEイコ
ライザのモデリングによって、ア
イ・パターンを開きます。

1 2 3 4

TRANSMITTER RECEIVER

Fixture

1 2 3 4

Backplane Connector Trace

VirtualProbeは、プローブを
配置できない場所の信号を表示します。



SPARQシグナル・インテグリティ・ネットワーク・アナライザSPARQシグナル・インテグリティ・ネットワーク・アナライザ

SPARQシグナル・インテグリテ

ィ・ネットワーク・アナライザは被

試験デバイス（DUT）に直接接続

し、USB経由でPCベース・ソフ

トウェアからコントロールして、

マルチポートSパラメータ測定を

すばやく行います。

SPARQはシグナル・インテグリ

ティ・アプリケーションにおい

て、一般的なマルチポート・デバ

イスの特性評価を従来の方式に比

べてわずかな費用で行える理想的

な機器で、以下のような場合に最

適です。

・測定に基づくシミュレーショ
ン・モデルの作成

・設計検証

・コンプライアンス・テスト

・高性能のTDR

・PCBテスト

・可搬性が必要なケース

一般向けの広帯域、
マルチポートSパラメータ

Sパラメータ測定は、ベクトル・ネット

ワーク・アナライザ（VNA）によって行

われる場合が多いですが、多額の予算を

必要とし、取扱いが難しい機器です。

SPARQは手頃なコストで測定を簡単に

実施できるため、Sパラメータを誰もが

利用できるものにしています。

PCベース、小型でポータブル

Sパラメータ測定を行う従来の機器は大

型で、基本的には所定の場所から移動せ

ずに使用されるものです。SPARQはこ

れとは対照的に、小型でわずか8kg未満

(4ポートモデル)と軽量です。SPARQ

はUSB2.0インタフェースで標準的な

PCに接続できるため、処理能力は簡単

にアップグレードが可能です。

すばやく利用できるSパラメータ

VNA測定は複雑な校正作業から開始し

ます。これには、複数の接続を行う必要

があり、オペレータのミスによって誤っ

た結果が導かれる可能性があります。

SPARQでは、DUTへの一回の接続で

校正された測定結果が利用でき、ソフト

ウエア上でも簡単なセットアップで測定

が実施できます。測定の開始から完了ま

で、ボタンを1回押すだけです。

内部校正

SPARQは校正標準器を内蔵することに

より、校正作業に対する画期的なアプロ

ーチを行っています。これによって、複

数の接続手順なしで測定が行えるように

なり、追加の電子校正（ECAL）モジュ

ールも必要なくなりました。人手を介さ

ずに校正をすばやく行えるため、古くな

った保存済みの校正には頼らず、頻繁に

校正を行うことができます。

8ポートおよび12ポートの
SPARQによるクロストーク
特性評価

クロストークをモデリングするだけでな

く、測定します。8ポートと12ポート

のSPARQで、アグレッサ/ビクティム/

アグレッサ・トポロジーに必要なSパラ

メータを取得するために、2つまたは3

つの差動レーンで相互接続を特性評価し

ます。
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仕様仕様

仕様

シリアル・データ解析ソフトウェア（SDAIII）

（すべてのオプションに含まれています）

トータル・ジッタ

SDAIII-CompleteLinQユーザー・インタフェースを使用したジッタ測定お
よび解析ツール・セット。CompleteLinQフレームワークは、「LinQ」、
「Crosstalk」、「EyeDrII」及び「VatualProbe」を1つのユーザ・インタ
フェースでシームレスに使用できます。（個別に購入も可能）

SDAIIIでは、完全なシリアル・データ、クロック・ジッタ、およびアイ・
パターン測定および解析機能が提供されます。最高512Mポイントまでの
ロング・メモリ・データを使って、100万UI以上のデータ量のアイ・パタ
ーンを非常に短時間で描くことができます。TIEとトータル・ジッタ（Tj）
パラメータおよび解析機能が追加されます。捕捉されたレーンと1つのリフ
ァレンスとの間のアイ・パターンとジッタ解析の比較が提供されます。

構成要素は次のとおりです。

・タイム・インターバル・エラー（TIE）測定はパラメータ、ヒストグラム、
スペクトラムとジッタ・トラックを使って解析できます。

・トータル･ジッタ（Tj）測定は、パラメータとヒストグラムを使って解析
できます。

・スペクトル

・アイ・パターンの描画（ロング・メモリ・データを重ねがき）

・アイ・パターンIsoBER（等BERのライン）

・アイ・パターン・マスク・バイオレーション・ロケータ

・アイ・パターン測定パラメータ

－アイ・パターンの高さ －アイ・パターンの幅 －マスク・ヒット

－1レベル －アイ・パターンの交差 －マスク・アウト

－ゼロ・レベル －平均電力 －ビット・エラー・レート

－アイ・パターンの振幅 －消光比 －スライス幅（設定）

・Q-Fit Tail Representation ・バスタブ・カーブ

・Cumulative Density Function（CDF） ・PLLトラック

ジッタ成分分離手法

測定の柔軟性を最大限高めるため、3つのDual Diracジッタ成分分離方法
が提供されています。QスケールとCDF、バスタブ・カーブやその他すべて
のジッタ成分分離パラメータは、3つのどの分離法でも表示できます。

・スペクトラム法、Rj Direct ・スペクトラム法、Rj+Dj CDF Fit

・NQ-Scale

ランダム・ジッタ（Rj）と非データ依存ジッタ（Rj+BUj）解析

・ランダム・ジッタ（Rj）測定パラメータ

・周期性ジッタ（Rj）測定パラメータ

・Rj+BUjヒストグラム ・Rj+BUjスペクトル

・Rj+BUjトラック ・Pj Inverse FFT

デタミニスティック・ジッタ（Dj）解析

・デタミニスティック・ジッタ（Dj）測定パラメータ

データ依存ジッタ（DDj）解析

・データ依存ジッタ（DDj）パラメータ

・デューティ・サイクル歪み（DCD）パラメータ

・符号間干渉（ISI）解析パラメータ ・デジタル・パターン表示

・DDjプロット（パターン指定、Nビット・シーケンス法）

・DDjヒストグラム ・ISIプロット（パターンごと）

リファレンス・レーン

・現在の捕捉を横並び、またはシングル（タブ付き）表示モードでリファレ
ンス・レーンと比較します。

SDAIII「LinQ」機能

（SDAIII-LinQ、SDAIII-CrossLinQ、およびSDAIII-CompleteLinQオプ
ションに含まれる）

すべてのSDAIII機能に加えて、「LinQ」オプションには4レーンの同時シリ
アル・データ解析とリファレンス・レーンが含まれています。EyeDrIIまた
はVirtualProbeをSDAIII「LinQ」機能と共に購入すると、これらの機能が
4つのレーンすべてで提供されます。

LaneScape比較モード

複数レーンの表示を有効にすると、LaneScape比較モードが使用されます。
このモードでは次の選択が可能です。

・シングル：一度に1レーンずつ表示されます。

・デュアル：2つのレーンが表示に選択されます。

・モザイク：有効化されているすべてのレーンが表示されます。

SDAIII「Crosstalk」機能

（SDAIII-Crosstalk、SDAIII-CrossLinQ、およびSDAIII-Complete-
LinQオプションに含まれる）

SDAIIIのすべての機能に加えて、「Crosstalk」オプションでは次のノイズ
とクロストークの測定ツールと解析ツールが追加されます。

・トータル・ノイズ、ランダム・ノイズ、デタミニスティック・ノイズ（Tn、
Rn、Dn）測定

・Dnの符号間干渉（ISIn）および周期性ノイズ（Pn）への成分分離

・ノイズベースのアイ・パターンの高さと幅：EH（BER）およびEW（BER）

・ランダム・ノイズ（Rn）+有界無相関ノイズ（BUn）ノイズ・ヒストグラム

・Q-Fit ノイズ・ヒストグラム

・Rn+Bunノイズ・スペクトルおよびピーク・スレッショールド

・Pj Inverse FFTプロット　・Rn+Bunノイズ・トラック

・クロストーク・アイ・パターンの等高線図

SDAIII-CompleteLinQ

究極のシリアル・データシングルまたはマルチレーン・リンク解析。上記の
SDAIII、「LinQ」および「Crosstalk」に記載したすべての機能とEyeDrII、
Virtual Probeの機能が提供されます。

Eye DoctorIIアドバンスト・シグナル・インテグリティ・ツール（EYEDRII）

（SDAIII-CompleteLinQ互換オプション）

チャンネル・エミュレーション、デエンベッドおよびレシーバ・イコライゼ
ーション・シミュレーション・ツールの完全なセット。シリアル・データ・
リンクをエミュレートし、フィクスチャ、ケーブル、またはシリアル・デー
タ・チャンネルをデエンベッドまたはエンベッドし、エンファシスを追加ま
たは除去し、CTLE、FFE、またはDFEイコライゼーションを実行します。
SDAIIIと共に購入した場合、機能はSDAIII-CompleteLinQユーザー・イン
タフェースのフレームワーク内からアクセスできます。

Virtual Probeシグナル・インテグリティ・ツール（VIRTUALPROBE）

（SDAIII-CompleteLinQ互換オプション）

複雑なシリアル・データ・チャンネル、またはエンベッド、またはデエンベ
ッドが可能な最大6つの回路素子を使用したトポロジーを定義する機能で、
測定された位置とは異なる場所で「プロービング」が可能です。SDAIIIお
よびEyeDrII（あるいはEYEDRII-VPまたはCompleteLinQオプション）と
共に購入した場合、機能はSDAIII-CompleteLinQユーザー・インタフェー
スのフレームワーク内からアクセスできます。

EyeDoctorIIおよびVirtual ProbeバンドルEYEDRII-VP

（SDAIII-CompleteLinQ互換オプション）

Eye Doctor IIおよびVirtual Probeシグナル・インテグリティ・ツールの
すべての機能が提供されます。
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オプション

SDAIII-CompleteLinQ アイ・パターン、ジッタ、ノイズ、クロストーク測定、
EyeDriIIおよびVirtualProbeを含む、マルチレーン　
SDA LinQフレームワークのバンドル

SDAIII-CrossLinQ マルチレーンのシリアル・データ解析LinQフレームワーク、
アイ・パターン、ジッタ、ノイズおよびクロストーク測定

SDAIII-LinQ マルチレーンのシリアル・データ解析LinQフレーム
ワーク、アイ・パターンおよびジッタ測定

SDAIII-Crosstalk シングルレーンのシリアル・データ解析フレームワーク、
アイ・パターン、ジッタ、ノイズおよびクロストーク測定

SDAIII シングルレーンのシリアル・データ解析フレームワーク、
アイ・パターンおよびジッタ測定

対応機種

WavePro/SDA/DDA 7Zi/Zi-A、WaveMaster/SDA/DDA 8Zi/Zi-A、
LabMaster 9Zi-Aおよび10Ziシリーズのデジタル・オシロスコープ

顧客サービス

テレダイン・レクロイの装置は、高い信頼性が保証されるように、設計、製造、テス
トされています。万一、問題が発生した場合に備えて、テレダイン・レクロイの装置
には標準的な使用条件の下で3年間保証が付いています。SPARQが長期的に正確な
測定を提供できるよう、テレダイン・レクロイはオプション・サービスを提供してい
ます。

SDAIII SDAIII-LinQ SDAIII-Crosstalk SDAIII-CrossLinQ SDAIII-CompleteLinQ

シングル・レーン解析 ○ ○ ○ ○ ○

リファレンス・レーン ○ ○ ○ ○ ○

アイ・パターン ○ ○ ○ ○ ○

ジッタ ○ ○ ○ ○ ○

マルチレーン解析 ○ ○ ○

LaneScape比較 ○ ○ ○

ノイズ ○ ○ ○

クロストーク ○ ○ ○

イコライゼーション (1) (1) (1) (1) ○

デエンベッドおよびエミュレーション (1,2) (1,2) (1,2) (1,2) ○

VirtualProbe (2) (2) (2) (2) ○

(1): EyeDoctorIIで使用可能

(2): VirtualProbeで使用可能

シングルレーン（＋リファレンス）：

・SDAIII

・SDAIII-Crosstalk

マルチレーン（＋リファレンス）：すべての「LinQ」製品：

・SDAIII-LinQ

・SDAIII-CrossLinQ

・SDAIII-CompleteLinQ

エンファシス、デエンベッド/エミュレート、イコライゼーション：

・EyeDoctorII

・EyeDoctorII-VP

・SDAIII-CompleteLinQ

ノイズおよびクロストーク：

・SDAIII-Crosstalk

・SDAIII-CrossLinQ

・SDAIII-CompleteLinQ

注意：リファレンス・レーンを含めて、ボックス内にない

すべてのボタンはSDAIIIコア機能に含まれています。




