
T3SP15D 
小型軽量バッテリ駆動 TDR測定器

シグナルインテグリティ
アナライザー
正確なインピーダンスプロファイル測定 

高精度デバッグ・ツールをお手頃価格で

 ● 真の差動TDRおよびシングルエンドTDR – ケーブル、
ツイストペア線、伝送線路に最適

  正確なインピーダンス測定、差動測定にグランドは必要
なし

 ● 立ち上がり時間(代表値)　35 ps – 3 mm未満のインピー
ダンス測定空間分解能

  シグナルインテグリティ改善のために、インピーダンスミ
スマッチを正確に特定して検出

 ● 簡単なケーブルおよびコネクタのテスト – ケーブルお
よびコネクタの品質を確認可能

  特性が良好なケーブルであっても測定上の問題を引き
起こす根本原因となる可能性のある欠陥を検出

 ● 小型、バッテリ駆動 – 実験室および工場や現場で計測・
解析

  ACコンセントがなくてもどこでも計測と解析が可能

 ● Sパラメータ差動S11およびフル2ポートシングルエンド
測定 – 周波数領域で伝送線路、ケーブル、コネクタ、ア
ダプタを解析可能

  周波数に関連した信号品質の不具合を精密かつ迅速に
特定

 ● 最大50,000ポイント長メモリ – 高分解能で長いTDR
の測定が可能

  より詳細な計測データに基づき最大40m長のケーブル
を性能評価

 ● 新たなシリアルデータ規格 – USB、車載イーサネットに
対応

  シリアルデータ規格を容易にデバック

主な仕様

モデル T3SP15D　

インピーダンス・プロファイル 真の差動TDRとシングルエンドTDR 

立ち上がり時間 35 ps

空間分解能（FR4） ≤3mm

S11、反射 差動（Sdd11）およびシングルエンド（S11）

周波数 15 GHz

フル2ポートシングルエンド S11、S21、S12、S22

インピーダンスプロファイルメモリトレース 最大50,000ポイント 

バッテリー駆動 可能（Bモデル）

寸法 220 x 210 x 82.5 mm

T3SP15Dのフロントパネル
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製品概要

最新高速バス設計の信号品位デバックを効率的に高精度で

行うことは、エンジニアにとって困難な課題となっています。

例えば、動作周波数を高くして、信号の立ち上がり時間、パ

ルス幅、タイミング、ジッタ、ノイズ成分の影響を及ぼすもの

が混在すると、システムレベルの信頼性に影響を与えるリス

クが高まります。もし信号品位を確認したい場合は、信号が

通過する伝送路のインピーダンスを確認し、コントロールす

る必要があります。TDR計測器はそれらのインピーダンス

の問題を特定することができます。

テレダイン・テスト・ツールのSPシリーズは、高分解能と高速

リフレッシュレート、迅速なデータ捕捉レート、バッテリ（Bモ

デル）駆動を含む可搬性の高いデザインを非常に魅力的な

価格で提供します。現場でも実験室でもご使用になれます。

高い可搬性とバッテリ駆動

搭載バッテリ（Bモデル）により必要に応じてどこでも自由に作業することができます

主な利点

高い可搬性とバッテリ駆動

現在の信号品位計測用のTDRソリューションは、

サンプリング・オシロスコープをベースにしてお

り、電子計測実験室での使用を想定しています。

伝統的なサンプリング・オシロスコープのサイ

ズと重量では、現場でのTDR計測は不可能で

す。T3SPシリーズはポータブルで軽量な計測器

として設計されており、必要な場所どこでも簡単

に測定を行うことができます。バッテリ・パック・オ

プションでは３時間の動作が可能です。
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真の差動TDR

最近のほとんどの高速回路設計は差動伝送路が実装され

ています。真の差動TDRを使用することで、このような設計

の信号品位計測のセットアップを簡略化出来ます。

シールドなしのツイストペアケーブルを測定する場合、グラ

ンド接続が困難だったり、アクセスすることができない場合

もあります。 

ほとんどの場合、真のTDRを使用して測定するとグランド接

続は不要です。グランド接続不要なTDRプローブを使った

柔軟な測定が可能です。

高速なTDR繰り返しレート

最大10MHz繰り返しレートのT3SPシリーズは、サンプリン

グ・オシロスコープ・ベースの従来型TDR計測器の300倍

高速です。 

TDR機器で可能な最高ダイナミックレンジを得るには、数

百波形の捕捉とアベレージが必要です。高速サンプリング

速度はより迅速でより正確な計測結果をもたらします。

フル校正済みインピーダンス・プロット

全てのTDR機器の基準インピーダンスは相対的です。それ

らは反射振幅を入射振幅と比較する事で得られます。 

フルOSL校正を使用することで、T3SPシリーズは、タイムド

メインおよび周波数ドメインでのインピーダンス計測の最

高精度を提供します。TDR測定器で一般的な単純なノーマ

ライゼーションの代わりにタイムドメインにおいて３つの校

正基準（オープン、ショート、ロード）を使うことで、セットアッ

プにおけるエラー補正を大きく改善します。 

タイムドメインにおけるOSL校正の使用により、TDR入射ス

テップ後に発生するリンギング等のインピーダンスプロット

における異常を取り除きます。

フル校正済みSパラメータ

イーサネットやUSB等の多くの最近の信号規格はケーブル

およびコネクタのインピーダンス・マッチングの計測を周波

数ドメインで行う（Sパラメータ、S11)ことが必要です。 

これらは、伝統的なVNA測定器で一般的に計測されてき

ました。T3SPシリーズは、VNAで使用されているのと同じ

OSLT校正標準を使用して、最大15 GHz の完全校正済み

差動S11および完全シングルエンド（S11、S21、S12、S22）Sパラ

メータ測定を提供します。

長いDUT用のロングメモリ 

T3SPシリーズは最大50,000ポイントを捕捉することがで

き、長いDUTに対して高分解能で長いTDRレコードを取得

できます。 

もし計測しようとしているDUTが長い場合、捕捉可能なポ

イント数が、TDRプロットのタイムドメイン分解能を制限し

ます。T3SPシリーズでは最長40mのケーブルに最適なタ

イミング分解能を提供するために、TDR繰り返しレートを

10MHzから1MHzまで柔軟に変更することが可能です。

タイムドメインにおけるOSL校正によってインピーダンス・プロットの誤差を除去し、3mm

以下の分解能でインピーダンス異常を特定可能

真の差動設計に基づき、差動レーンの計測

であれば物理的なグランド接続は不要 

高分解能な真の差動TDR

3.00 mm
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ESD保護

高周波測定デバイスは静電気放電(ESD)に非常に敏感で、

お使いの機器に恒久的な損傷を引き起こす可能性がありま

す。そのため多くの実験室では、ESDによる損傷から電子機

器を保護するための特別な予防措置を必要とします。

T3SPシリーズはESDからの高度な保護機能でリスクを低減

するために、高性能同軸RFスイッチを基にしたESD保護モ

ジュールを搭載しています。この方法は、デバイスが測定に

使用されていないときに、入力コネクタからデバイスのRF

信号ディテクタを分離することによってRF入力回路を保護

します。

インピーダンス、反射減衰量、挿入損失測定

最新の電子設計は高ビットレート化しており、将来的な信号

規格ではマイクロ波領域に大幅に拡張されています。例え

ば、高速汎用シリアルバス（USB3.2)は最大10GB/sの伝送

レートをツイストペア・ケーブルを使ってサポートします。コ

ネクタおよびケーブルを介したこれらの高ビットレート伝送

では、チャンネルの散乱のためにかなりの歪が発生します。

歪みを管理可能なレベルに保つために、多くの規格ではケ

ーブルとコネクタのインピーダンス、挿入損失、反射損失を

規定しています。これらの測定値はSパラメータで表されま

す。 

T3SPシリーズは校正された差動S11（Sdd11）および最大15 

GHzのシングルエンド（S11、S21、S12、S22）Sパラメータ測定を

提供します。 

出力ファイルは様々な形式（CSV、Matlab、Touchstone）

に保存できます。それらはSI-Studio、Matlabまたはその他

のシミュレーション・プログラムで簡単に使用することがで

きます。

プリント基板(PCB)上のインピーダンス制御のト
レース

高速デジタル・システムにおいてクロック・レートが高速化し

ているため、インピーダンス制御PCBの需要が急速に増し

ています。さらに、ケーブルおよびコネクタは高周波設計仕

様および制御されたインピーダンス仕様に適合しなければ

なりません。

T3SPシリーズはPCB、ケーブル、コネクタのインピーダンス

計測を非常に正確かつ容易に行うことができます。T3SPシ

リーズは市販されている他のシステムと異なってPCB上の

特定のトレースを測定するために設計されており、ボード上

のテストにおいてはTDRプローブにより規格適合テストお

よびPCBアセンブリのデバッグにおいて正確な測定を行う

ことができます。

FR4において3mm未満の分

解能によりブラインド・ビア　

　(赤） 対 貫通ビア（緑）の効果

を示しています

T3SP15Dは、DCから最大15 GHzまでのSパラメータ

（Sdd11およびフルシングルエンド：S11、S21、S12、S22）測定

を提供します 

USB2.0仕様：インピーダンスプロファイル(@立ち上がり時間

400ps)

高分解能な真の差動TDR
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迅速なケーブルおよびコネクタのテスト

T3SP15D + WAVEPULSER 40IX

主な利点

ケーブルとコネクタの品質が即座に明らか
になります 

ケーブルとコネクタが完璧であると仮定することはよ

くある間違いです。高速エッジまたは高帯域幅の信号

を含む測定を行うと正しく見えないことがあります。そ

のような状況では、「欠陥疑い」のリストに不良ケーブ

ルまたはコネクタを追加します。ケーブルとコネクタ

の品質を確認していない限り、特性が良好なはずのケ

ーブルとコネクタでさえ、測定上の問題を引き起こす可能性のある欠陥が常に内在します。

T3SPシリーズは、ケーブルとコネクタの品質を即座に明らかにし、損傷や欠陥が原因で仕様から外れている部品を

特定します。これにより、生産性が劇的に向上し、設計と結果の信頼性が高まります。

Teledyne LeCroy WavePulser 40iXと

Teledyne Test Tools T3SP15Dは、ケーブ

ル、バックプレーン、コネクタ、プリント基板上の

伝送ラインのテスト、検証、トラブルシュートに

ご使用いただける補完的な製品シリーズです。

モデル WavePulser40iX 　T3SP15D

時間軸

インピーダンス・プロファイル 差動、シングルエンド、コモンモード 差動またはシングルエンド

立ち上がり時間 8.5 ps 35 ps

周波数軸 

Sパラメータ フル4ポートシングルエンド、フル差動および
混合モード

フル2ポートシングルエンドおよび差動S11

周波数 40 GHz 15 GHz

ツールボックス

ディエンベッドとエミュレーション 可能 ー

Eyeパターンとジッタ 可能 ー

プラットホーム

ポート数 4 2

USB接続 〇 〇

バッテリー駆動 ー 〇（Bモデル）

T3SP15Dに付属の3.5mm位相整合ケーブルのインピーダン

スプロファイル測定（100Ω）
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モデル T3SP15D

動作周波数 15 GHz

Sパラメータ測定 フルシングルエンドS11,S21,S12 
,S22、差動Sdd11

校正方法 OSL、OSLT

コネクタ・タイプ 2.92 mm

標準測定機能

測定モード TDR, DTDR

周波数軸表示 S11 (振幅, 位相), VSWR,  
スミスチャート

挿入損失の精度（代表値最
大@ 10 dB）

DC≤f<5GHz： 

±0.5dB

5GHz≤f<10GHz 

：±0.75dB

10GHz≤f 

<15GHz：±1dB

時間軸表示 オシロスコープモード、Z － 指定
の立ち上がり時間で規定、ステッ
プ応答

ファイル出力 CSV, Matlab, Touchstone 1.0, 
PDF-Report

パルサー/サンプラおよびタイムベース

ステップ振幅 150mVシングルエンド / 300mV
差動（公称 トップ-ベース、50Ω終
端）

立ち上がり時間 35 ps 

(20 – 80 % 代表値 — サンプラで
計測)  
立ち上がり時間はソフトウェアで制
限可能（最大1ns）

最大入力電圧 ±325 mV (±2 V 非破壊)

ノイズ < 500 μV
RMS

 代表値

繰り返しレート 1, 2, 5, 10 MHz

捕捉長 50,000ポイント

最大DUT長 40m (1MHzサンプリング速度に
て）

等価時間サンプリング速度 100 GS/s

ジッタ < 500 fs RMS 代表値

内部ESD保護リレー

周波数定格 >15 GHz

定格寿命 接点ごと200万回動作 

モデル T3SP15D

バッテリ（オプション）

タイプ 内蔵 Li-Ionバッテリ、2.2Ah

動作時間 > 3時間 * (ESD保護モードにて）

充電時間 3時間 

物理的寸法 

寸法 コネクタ含まず： 
220 × 210 × 82.5 mm 
コネクタ含む： 
242 × 210 × 82.5 mm 
同軸コネクタ間隔：28 mm 

梱包サイズ 500 mm x 400 mm x 200 mm

重量 2600 g (バッテリ込み：2800 g)

梱包重量  7300 g (ケースおよびアクサセ
リ含む)

電源要件

電圧 100 ～ 240 VAC, 50 ～ 60 Hz, 
1.7 A　付属ACアダプタ使用

最大消費電力 17W (バッテリ使用時42W）

温度範囲

動作 0 °C ～ 40 °C

保存 -20 °C ～ 80 °C (0 °C ～ 40 °C バッ
テリ使用時)

推奨PC構成 

オペレーティング システム Windows 7, Windows 8,  
Windows 10 

プロセッサ Dual coreまたはそれ以上推奨 

メモリ 最低2Gバイト 

ハードディスク 最低25Mバイト 

ディスプレイ解像度 1024 x 768 以上 

インタフェース USB 2.0 

仕様
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T3SP-DPROBE

高精度差動TDRプローブ T3SP-DPROBE

は、TDR回路基板インピーダンス評価、高速

電気信号解析アプリケーション用に18GHz

の高性能ソリューションを提供します。堅牢

なケース・デザインで、最適な幅と厚みの設

計となっています。測定チップは長寿命かつ

高い再現性を保証します。

パラメータ 値 / 単位 コメント

インピーダンス 100 Ω VSWR < 1.05

電気長 690 ps 

プローブチップ 固定ブレード ベリリウム銅（交換用チップ
３セット同梱）

ピッチ 0.1 ～ 5 mm 調整可能

ピン構成 Signal – Signal 

コネクタ SMA メス 2.92mmおよび3.5mmコ
ネクタと互換

周波数範囲 DC ～ 18 GHz チップ無しのプローブで有効

寸法 130 × 34 × 14 mm ケースのみ 

157.5 × 34 × 14 mm コネクタおよびチップ含む

材質 アルミニウム

その他 直接回路内のTDRテスト用

T3SP-DPROBE-F

T3SP-DPROBEは、非常に安価でTDRに

よる基板インピーダンスの特性評価に理

想的なソリューションを提供します。5GHz

までの高速で正確なPCBインピーダンス

計測に理想的なプローブです。

パラメータ 値 / 単位 コメント

インピーダンス 100 Ω VSWR < 1.05

電気長 830 ps 

プローブチップ スプリング式ピン

ピッチ 2.54 mm 固定

ピン構成 Signal – Signal 

コネクタ SMA メス 2.92mmおよび3.5mmコ
ネクタと互換

周波数範囲 DC ～ 5 GHz チップ無しのプローブで有効

寸法 131 × 32 × 13.2 mm ケースのみ 

131 × 32 × 15.6 mm コネクタおよびチップ含む

材質 ポリスチレン

TDRプローブ

T3SP-SEPROBE-F

T3SP-SEPROBE-Fは、非常に安価でTDR回

路基板のインピーダンス特性評価に理想的

なソリューションを提供します。5 GHzまでの

高速、正確、再現性のある正確なPCBインピ

ーダンス測定に理想的なシングルエンドプロ

ーブです。

パラメータ 値 / 単位 コメント

インピーダンス 50 Ω ±1 Ω

電気長 850 ps

プローブチップ spring-loaded

ピッチ 2.54 mm 固定

ピン構成 S-G

コネクタ SMA メス 2.92mmおよび3.5mmコ
ネクタと互換 

周波数範囲 DC ～ 5 GHz チップ付きプローブで有効 

寸法 131 x 32 x 13.2 mm ケースのみ 

131 x 32 x 15.6 mm コネクタおよびチップ含む 

材質 ポリスチレン

T3SP-SEP

高精度シングルエンドT3SP-SEPTDRは、高

速シングルエンド電気信号分析アプリケー

ションのTDR回路基板インピーダンス特性

評価用として、10 GHz、高性能、再現性のあ

るソリューションを提供します。可変ピッチと

コンパクトなプローブです。

パラメータ 値 / 単位 コメント

インピーダンス 50 Ω ±1 Ω

電気長 100 ps

プローブチップ スプリング式ピン

ピッチ 1.0, 1.27, 1.65, 2.0, 
2.5 mm 

可変 

ピン構成 S-G

コネクタ 2.92mmメス SMAおよび3.5mmコネク
タと互換 

周波数範囲 DC – 10 GHz

寸法 29.8 x 9.0 mm （長さ×直径） 

材質 真鍮

その他 直接回路内のTDRテスト用 
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T3SP-CASE

T3SP-CASE アルミニウム・ケースは

T3SP15D本体と付属アクセサリを安全に

保存、運搬するためのケースです。

TDRプローブ

T3SP-D4MX-BUNDLE 
(差動高周波DP4T / 2：8マルチプレクサ)

T3SP-D4MX-BUNDLEフェーズドマッチドRFマルチプレク

サは、差動およびシングルエンドTDRアプリケーション向け

の多用途のRFスイッチです。 

適合したケーブルセットが含まれているため、T3SP15Dと

組み合わせて、ケーブルおよびマルチペアコネクタを即座

にテストできます。

T3SP-D4MX-BUNDLE添付品

●T3SP-D4MXマルチプレクサメインフレーム 

●入力用：1ペアの位相整合ケーブル（±2ps）、8インチ 

●出力用：4ペアの位相整合および色分けされたケーブル　

　（黒、白、黄、赤）、24インチ 

●フェライト付き2mUSB2.0ケーブル 

●導電性保護キャップ　10個 

●適合性証明書　

差動インピーダンスのテスト： 

USB、HDMI、ディスプレイポート、自動車用イーサネット…



9

オーダー情報

製品の説明 製品型式

差動TDR測定、15GHz、35ps 立ち上がり、ESD保護機能、3.5mmペア・ケーブル2本セット、3.5mm 
OSL校正キット付

T3SP15D-BUNDLE

差動TDR測定、15GHz、35ps 立ち上がり、ESD保護機能、3.5mmペア・ケーブル2本セット、3.5mm 
OSL 校正キット付、バッテリー内蔵

T3SP15D-B-BUNDLE

差動マルチプレクサ T3SP-D4MX-BUNDLE

3.5mmペアケーブル（50±1Ω、< 1psスキュー） T3SP-CABLE-3.5MM

差動TDRプローブ(高精度、18GHz、0.5～5mm可変ピッチ） T3SP-DPROBE

差動TDR測定プローブ(低価格、5GHz、2または5.0mm固定ピッチ) T3SP-DPROBE-F

シングルエンドTDR測定プローブ(2.54mm固定ピッチ) T3SP-SEPROBE-F

シングルエンドTDR測定プローブ(高精度,10GHz,可変ピッチ) T3SP-SEP

OSL校正キット 3.5mmメス、トルクレンチ T3SP-CALKIT-3.5MM

ハード・キャリング・ケース T3SP-CASE

デモ・ボード T3SP-BOARD

標準保証は1年間です（保証期間の延長についてはお問い合わせください）

プラットフォーム選択ガイド

製品型式 メインフレーム
と位相が一致し
たケーブル 

キャリブレーシ
ョンキットとトル
クレンチ（バンド
ルモデル）

内蔵バッテリー
（Bモデル）

インピーダンス
プロファイル、
ステップ応答

Sパラメータ
（Sdd11） 

Sパラメータ
（SE S11、S21、S12

、S22）

T3SP15D-BUNDLE 〇
（3.5mmケーブル） 

〇（3.5mm OSLT 

Calキット）

× 〇(立ち上がり時

間35ps)

〇
(最大15 GHz)

〇
(最大15 GHz)

T3SP15D-B-BUNDLE 〇
（3.5mmケーブル） 

〇（3.5mm OSLT 

Calキット）

〇 〇(立ち上がり時

間35ps)

〇
(最大15 GHz)

〇
(最大15 GHz)
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