
SuperSpeed USB
測定システム

USB 3.0開発の
あらゆる段階に最適なツール



包括的な検証、デバッグおよびコンプライアンス･テスト

新しいUSB 3.0製品の開発を成功させるには、トランスミッタ・テスト（アイ・パターン、ジッタおよびその他のパフォ

ーマンス測定結果の確認）に始まり、レシーバ・テスト（データ転送の信頼性の検証）、SパラメータおよびTDRテスト

（チャネル、PCB設計、コネクタおよびケーブルの設計品質の検証）、プロトコル・テスト（機能とUSB 3.0要件への準拠

性の検証）までを実行するバランスの取れたテスト・プログラムが必要です。

単一ベンダーのソリューション

テレダイン・レクロイは、トランスミッ

タ・テストからプロトコル・テストに至る

までをカバーし、また、その全てのステッ

プで、包括的な検証、デバッグおよびコン

プライアンス･テストに対応する完全な

USB 3.0テスト・ソリューションを提供

する唯一の企業です。SuperSpeed USB

テストのニーズに対応する機器を単一のベ

ンダーから購入し、サポートを受けること

ができます*。さらに、テレダイン・レク

ロイは様々なレベルでテスト機能を結合す

る独自の統合型テスト・ソリューションを

提供し、個々のテスト結果を融合させて、

より正確で有意義な情報を提供します。

* 日本国内では、テレダイン・レクロイ･ジャパンと東陽
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。

高速シリアル・データ・テスト・ツールの

提供に豊富な経験を持ち、業界をリードす

るテレダイン・レクロイは、Supe r -

Speed USB開発のテスト・パートナーと

して最適です。

テレダイン・レクロイのテスト・ツール

は、トランスミッタ・テスト用に最適な、

業界最先端のシリアル･データ･アナライ

ザ、Protocol-enabled Receiver and

Transmitter Tolerance Tester

（PeRT3 TM）などの独自の製品、サンプリ

ング・オシロスコープをベースにしたSパ

ラメータおよびTDRテスト向け専用ソリ

ューション、フル・ラインアップのシリア

ル・データ・プロトコル・アナライザな

ど、あらゆるテストのニーズに対応します。

テレダイン・レクロイのテスト・ツール

は、個々のテスト領域において優れている

だけでなく、適切に統合されているため、

エンジニアはテスト条件とテスト結果をテ

レダイン・レクロイのシステム間で交換で

き、測定結果に関して、より早く、より詳

細な解析を高い信頼性で行えます。

開発のあらゆる段階で適切な
サポートを提供

PeRT3テスト・システムは、レシーバ・

テストをプロトコル通信機能と統合し、被

試験デバイスのアクティブ・コントロール

を行なうことでテストを自動化し、複数の

レベルから得られた多様なテスト結果を統

合する機能を提供します。競合製品では、

試験の実行に割り込みが発生してしまう

SKPシンボルなどのプロトコルの問題も

簡単に管理できます。

テレダイン・レクロイの自動テスト・エン

ジンQualiPHYは、トランスミッタ・テス

トとレシーバ・テストを完全に統合、自動
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化する唯一のソリューションです。

QPHY-USB3-Tx-Rxを使用すると直接

PeRT3と通信することができるので、両

方の装置が自動化され、トランスミッタと

レシーバの両方の結果を含むコンプライア

ンス・テスト･レポートを作成できます。

テレダイン・レクロイは、あらゆるステッ

プで適切なツールを提供します。テレダイ

ン・レクロイのバランスの取れたソリュー

ションは、最も難しいエンジニアリングか

ら開発業務に至るまでの指針を提供し、製

品が目指すパフォーマンス、品質、信頼性、

製品開発時間のすべてを確実なものにする

よう支援します。

SuperSpeed USBについて
USB Implementers Forum（USB-IF）が
開発し、推進するUSBは、周辺機器の相互
接続システムの選択肢として長期間に渡り
大きな地位を占めてきました。

SuperSpeed USBは、USB 2.0との下位
互換性があるため、すべてのユーザーがス
ムーズに導入できます。ただし、開発者に
とっては、USB 3.0はかなりの難題です。

高い信頼性のデータ転送と相互接続性を実
現するため、高速ギガビット・シリアル・
データ・リンクには、新しい設計アプロー
チ、高品質の製造工程、包括的なテストお
よびデバッグ手順が要求されます。

SuperSpeed USBコンプライアンス・テ
スト仕様では、コンプライアンス測定のリ
フ ァ レ ン ス ・ チ ャ ン ネ ル と C T L E

（Continuous Time Linear Equalization）
の使用が不可欠です。Eye DoctorTM IIシグ
ナル･インテグリティ･ツールを搭載した
SDA 813Zi-Aには、コンプライアンス測
定とコンプライアンスが不合格となった根
本原因の解決の両方に対して、リファレン
ス･チャンネルとCTLEを指定通りにエミュ
レートする機能があります。

新しいSuperSpeed USBのもう1つの機能
は、すべてのデバイスがアクティブにパワ
ーマネージメント（スリープ状態など）を
必要とする、最適化されたパワーマネージ
メントの機能です。この機能の開発とテス
トには、物理レベルとプロトコル・レベル
の両方で、同時に監視が可能な機器が必要
です。

VoyagerTM USB 3.0プロトコル・アナラ
イザ用のPower Trackerオプションは、プ
ロトコルのトラフィックと消費電力を同時
に捕捉するため、エンジニアは問題を素早
く分離、特定して、新しいパワーマネージ
メント要件への準拠を確実に行うことがで
きます。

USB3.0の主なテスト仕様

・データ・レート5 Gb/s

・CTLE（Continuous Time Linear Equalization）

・コンプライアンス・テスト・チャンネルの遠端で実
施されるアイ・パターンおよびジッタ・テスト

・ループバック・モードの起動

・ジッタ耐性要件

・トランスミッタ、レシーバおよびケーブルTDRお
よびSパラメータ・テスト

・完全なパワーマネージメント（アイドル、スリープ、
サスペンド状態、およびリンク、デバイスおよび機
能レベルのパワーマネージメント）

・ホストとデバイス間の通信パイプ

・新しいストリームのバルク転送タイプ

・実証済みのPCI Express® 2.0技術の適用
－5 Gb/s、8b/10bエンコード、線形帰還シフト
レジスタ（LFSR）、データ･スクランブル、スペク
トル拡散クロック（SSC）

・高速ロックを保証するため、レシーバにはLFSR、
ダイナミック・イコライゼーションおよびトレーニ
ング・シーケンスの実装が必要

・バス電源はユニット・ロードあたり150 mA
（+50%）に増加。最大6ユニットまでデバイスを
接続して電流供給可能（900 mA、+80%）

レクロイUSB3.0テスト・ソリューション

Eye DoctorTM II
シグナル･インテグリティ･ツールを

搭載したSDA 813Zi-A
シリアル･データ･アナライザ

Eagle PeRT3 TMシステム

SPARQ
シグナル・インテグリティ・ネットワーク・アナライザ

VoyagerTM M3i USB 3.0 Pro
アナライザ・エキササイザ・システム
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SuperSpeed USBテストに
最適のシリアル･データ･アナライザ

Eye DoctorTM IIシグナル･インテグリティ･

ツールを搭載したテレダイン・レクロイの

SDA 8Zi-Aシリーズのシリアル･データ･

アナライザは、Super-Speed USBコン

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、エンジニアはシ

リアル・データの問題の根本的原因を素早

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、エンジニアが次世代シリア

ル・データ規格に対応して必要となるチャ

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。

SuperSpeed USB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

ーションが必要で、アイ・パターンおよび

ジッタ解析の前に、Continuous Time

Linear Equalizerを使用して信号をイコラ

イズしなければならないため、これらの機

能が必要となります。SDA IIを使用する

と、ユーザーはシリアル･データ･アナライ

ザの全レコード長のデータを利用してア

イ・パターンを作成し、信号パターンが繰

り返しパターンでなかったり、非常に長い

パターンである場合でも、ジッタ解析を正

確に実行できます。

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

て、ジッタの要因を正確に特定できます。

また、SDA IIにはIsoBERなど、独自のア

イ・パターン解析ツールがあり、アイ・パ

ターンをさらに詳細に解析できます。

SDA 8Zi-Aシリアル･データ･アナライザ

では、投資コストを最大限に活用すること

ができます。最大級に幅広いレンジで、帯

域幅アップグレードが提供されているた

め、現在の第二世代のテクノロジーに取り

組むエンジニアが、SDA 8Zi-Aシリーズ

を今後数年間にわたって第三、第四世代の

テクノロジーに対しても対応可能になると

確信していただけます。また、SDA 8Zi-

AシリーズはSuperSpeed USB測定向け

にジッタ・ノイズ・フロアが最も低くなっ

ています。

トランスミッタ・
コンプライアンス・テスト

SDA 8Zi-AシリーズにQPHY-USB3-Tx-

Rxを追加すると、理想的なSuperSpeed

USBコンプライアンス・テスト機器にな

ります。

QPHY-USB3-Tx-Rxは、SuperSpeed

USBコンプライアンス・テスト用の自動テ

スト・パッケージです。必要な測定のセッ

トアップを確実に行うための接続図を表示

し、シリアル･データ･アナライザによる各

測定を自動化し、スクリーンショットを含

む結果の総合的なレポートを提示します。

QPHY-USB3-Tx-Rxでは、あらゆる強力

なシリアル･データ･アナライザ機能を使用

して、USB 3.0電気信号テスト仕様に規

定されたコンプライアンス・テストを実施

できます。

PeRT3 Eagleを利用したト
ランスミッタ・テスト
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。

レクロイのPeRT3 Eagle は、PCI
Express Gen3用に、こうした要件に
対処できるように設計されています。

Fixture

Tx Rx

Product
Under Test
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PeRT3テスト・システム

PeRT3（Protocol Enabled Receiver

Transmitter Tolerance Tester）は、

レシーバとトランスミッタの性能テストに

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。テレダイン・レクロイのPeRT3テス

ト・システムはシリアル・データ・トランシ

ーバや他の高速シリアル・データ通信シス

テムを扱うエンジニアのテストに関する要

望に対応するために設計されており、単な

る新製品ではなく全く新しいクラスの機器

といえます。

開発または自動テスト環境での完
全な特性分析

PeRT3では、きれいな信号から開始して、

徐々にさまざまな校正されたストレスを信

号に印可することで、ストレス条件下のレ

シーバをテストするように設計されていま

す。同時に、ビット・エラー・レート

（BER）も監視し、レシーバ・システムの

完全なパフォーマンス・エンベロープを解

析できます。

システムはプロトコル・トラフィックの解

釈と生成が可能なため、PeRT3はUSB

3.0製品の完全自動テストを独自に管理で

きます。たとえば、PeRT3ではリモー

ト・デバイスを初期化して、テストを実行

中のデバイスに対してコマンドを送りルー

プバック・モードへの出入りをさせること

ができます。

また、PeRT3では、デバイスによりデー

タ・トラフィック・パターンに追加または削

除されたSKPシンボルなど、他のテスト・

システムを中断するイベントをインテリジ

ェントに管理することができるので、自動

試験を中断することなく実行できます。

PeRT3では、ジッタやノイズの増加など、

校正された量のストレスをアクティブに信

号に追加しながら、CRCエラー、フレー

ム・エラー、およびその他のプロトコル固

有の基準の測定など、ストレス･テストを

プロトコルの領域に拡張できます。

単一の機器に統合されたPeRT3の機能は、

他社の6～8台の機器の組み合わせに匹敵

します。このため、測定のセットアップが

大幅に簡素化され、完全自動テストの設計

と実施がはるかに簡単に行えます。さらに、

固有のテスト・パッケージでレシーバの

USB 3.0仕様への完全な準拠を保証しま

す。

PeRT3によるジッタ出力の校正
レシーバ・テストでは、ジッタ出力ソ
ースの校正が必要です。PeRT3を
SDA 8Zi-A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
の校正は完全に自動で実行できます。

Fixture

Tx

Rx
Tx

Rx

Product
Under Test

Compliance
Test

Channel
(USB-IF supplied)



主な機能と特長

● QPHY-USB3-Tx-Rx

は、SuperSpeed USB

の電気コンプライアン

ス・テスト仕様

（SuperSpeed USB

Electrical Compliance

Test Specification (Rev

0.9)）に規定されたすべて

のトランスミッタ・コンプ

ライアンス・テスト、

およびUSB 3.0仕様

（Universal Serial Bus 3.0

Specification）に従って選

択されたテストをサポート

● レシーバのジッタ・ソース校正

を含む、自動化された物理層の

トランスミッタおよびレシーバ

のコンプライアンス・テスト

● SIGTEST電気信号テスト・ソ

フトウェアをオシロスコー

プ・ソフトウェアに完全統合

● QPHY-USB3-Tx-Rxは、合

否判定結果表示と関連するテ

ストのスクリーンショットを

含む、完全なレポート作成機

能を提供

● Eye DoctorTM II シグナル・

インテグリティ・ツールは、

SuperSpeed USBコンプラ

イアンス不合格時にデバッグ

に役立つチャンネル・エミュ

レーションとイコライザのエ

ミュレーションが可能

● SDA IIは、ロング・メモリ捕

捉データを元にした高速のア

イ・パターン作成とジッタ解

析が可能。ジッタを詳細に

ブレークダウンすることで

コンプライアンス不適合時

にジッタの発生源を特定

し、根本解決を実現
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SDA 8Zi-Aシリアル･データ･アナライザ

をトランスミッタのみのテストに使用する

場合でも、各トランスミッタ・テストに必

要とされるテスト・パターンの出力にはテ

スト対象の製品に規格で定められた信号を

加える必要があります。

同様に、PeRT3をレシーバのみのテスト

に使用する場合でも、レシーバ・テストを

実行する前にジッタ出力ソースの校正を行

う必要があります。USB-IFテスト・フィク

スチャに適切な接続を行うことで、SDA

8Zi-Aシリアル･データ･アナライザと

PeRT3の相互運用で、最も早く正確に仕

様に準拠したSuperSpeed USB製品を実

現できます。

これらのテスト結果を組み合わせて、1つ

のテスト・レポートが作成されます。

トランスミッタ・テストでの
PeRT3の価値

PeRT3は主としてレシーバ・テストに使

用されますが、トランスミッタ・テストに

必要なコンプライアンス・パターンを出力

させるために、テスト対象の製品に対して

Ping.LFPSコマンドを送信することもで

きます。PeRT3のトランスミッタは、テ

スト対象製品のトランスミッタをオシロス

コープ・チャンネルに接続したままで、テ

スト対象製品のレシーバに接続できます。

このセットアップを使用し、SDA 8Zi-A

シリアル･データ･アナライザとPeRT3を

組み合わせると、必要とされる全てのトラ

ンスミッタ･テストを自動的に行なうこと

ができます。

PeRT3の独自の機能を組み合わせることで、SuperSpeed USBコンプライア

ンス・テストに最適なセットアップを組み上げることができます。

全自動のSuperSpeed USBトランスミッタおよびレシーバ・テスト

SDA 813Zi-AおよびQPHY-USB3-Tx-Rxの
USB 3.0テスト機能に関する詳細について
は、レクロイのウェブサイトで入手可能な
「QPHY-USB3-Tx-Rxカタログ」を参照して
ください。

www.lecroy.com/japan/options/usb3/
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レシーバ・テストでの
SDA 8Zi-Aの価値

SDA 8Zi-Aシリアル・データ・アナライ

ザは、主としてトランスミッタ・テストに

使用しますが、レシーバ・テストにも有用

です。

レシーバ・テストでは、PeRT3のジッタ

出力ソースの校正が必要です。この際

PeRT3にSDA8Zi-Aを組み合わせる事に

より、各ジッタ周波数ごとの校正を完全に

自動で行うことが可能です。

SDA 8Zi-AとPeRT3で完全な自動テストが可能に

Tx
Ping.LFPS信号

コンプライアンス・
パターン

校正時
Tx
ジッタ混入信号

Rx

ループバッック

トランスミッタ・テスト（PeRT3使用）─ PeRT3を使用してPing.LFPSコマンドを送
り、テスト対象製品からコンプライアンス・パターンを送出させることが出来ます。

レシーバ・テスト ─ レシーバー・テストにおいてはPeRT3から送出する信号のジッタ量
の校正が必要ですが、SDA813Zi-Aと組み合わせることで完全に自動で校正を行うこと
が出来ます。

 
Ping.LFPS信号

コンプライアンス・
パターン

ArbStudio

トランスミッタ・テストのみの構成例 ─ トランスミッタ・テストのみの場合には
PeRT3を使用せず、コンプライアンス・パターンの切り替えの為のPing.LFPS信
号の送出には任意波形発生器（ArbStudio）を使用することも出来ます。



主な機能と特長

● 最大12ポートの

Sパラメータ測定

● 測定帯域 DC～40GHz

● E-CAL内蔵 ワンタッチ測定

● 周波数ドメイン・タイムド

メインを同時表示

● ミックスモードとシングル

エンドのSパラメータ観測

● 最大3レーンの

差動FEXT/NEXT

● aggressor-victim-aggres-

sorモデリング

● 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
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業界初の内蔵OSLT校正キットの利用によ

り、ボタンを1回押すだけで可能な

SPARQの操作が実現しました。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不

要なため、VNAユーザーの不満が解消さ

れました。Sパラメータの結果に加えて、

SPARQではステップ応答やインパルス応

答、ユーザーが指定した立ち上がり時間で

正規化されたRhoおよびZプロファイルが

計算できます。すべての測定は、シングル

エンドとミックスド・モードの両方の構成

で実行可能で、USB 3.0 Tx/Rxおよびケ

ーブル・コンプライアンス・テストに必要

な差動挿入損失、クロストークおよびイン

ピーダンス測定が可能です。 結果は受動

性、相互性および因果性の補正が可能なの

で、そのままシミュレーションで使用する

ことができます。測定結果にはDCポイン

トが含まれますが、これはVNAでは利用

できない機能です。これらすべての機能を

標準で搭載しています。

低価格で使いやすさを追求するため、

SPARQでは広帯域スイッチ・マトリック

スを利用して、高速TDRモジュール(立ち

上がり時間6ps)および、TDTモジュール

を内部校正キットとDUTに接続していま

す。このアーキテクチャは費用効率が高く、

ボタンを1回押すだけで操作が可能です。

測定のリファレンス・プレーンは、スイッ

チ・マトリックスやケーブル、アダプタお

よびテスト・フィクスチャなどの他の外部

コンポーネントをデエンベッドするアルゴ

リズムを利用してDUTの入力に移動され

ています。SPARQはテレダイン・レクロ

イのCISタイムベースを使用して、他の

TDRソリューションの約20倍早く波形を

取得できます。これによって、線形性の問

題もなく、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・

アナライザで最も高いダイナミック・レン

ジを達成しています（50dB@40GHz：

40GHzモデル使用時）

テレダイン・レクロイのSPARQTMによるUSB3.0データ・チャンネルのテスト

テレダイン・レクロイのSPARQでは、挿入損失、インピーダンスおよびクロ

ストーク測定を行なうUSB3.0 Tx/Rxテストとケーブル・コンプライアンス･

テストを実行できます。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、最

大40GHz、最大12ポート（30GHzモデル）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。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なく、完全に校正した測定が数分で行えます。
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校正済みのインピーダンス測定は、選択可能な立ち上がり時間で使用できます。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。

SPARQで実行可能なテスト

トランスミッタDC差動インピーダンス

トランスミッタDCコモン・モード・インピーダンス

レシーバDC差動インピーダンス

D+/D-ペアの減衰

D+/D-ペアの伝播遅延

D+/D-ペアの伝播遅延スキュー

嵌合したコネクタの差動インピーダンス（SS）

嵌合したケーブル・アセンブリの差動挿入損失（SS）

嵌合したケーブル・アセンブリの差動/コモン・モード変換（SS）

SSペア間の差動近端クロストーク

SS、D+/D-ペア間の差動近端および遠端クロストーク



主な機能と特長

● 3.0と2.0のトラフィッ

クを同時に捕捉

● 統合された3.0エキササイザ

● CATC TraceTM

ソフトウェア

● 4GB記録メモリ

● コンプライアンス・パッケージ
ターンキー・プロトコル層
コンプライアンス・テスト

● Power Trackerオプション

プロトコル・トラフィックと消費

電力を同時に表示
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完璧なソリューション

設計当初からコンプライアンス・テストへ

の対処のために開発されたVoyagerプラ

ットフォームは、USB2.0と3.0のホスト

およびデバイス・エミュレーションの両方

が可能な高機能エキササイザとして使用で

きます。エキササイザを使用すると、ユー

ザーはヘッダ、ペイロード、タイミングお

よびリンク状態のロー･レベル・コントロ

ールが準備されたカスタム・パケットを標

準USBケーブル上で伝送できます。エキ

ササイザでは、デバイスをロー･レベル・

プロトコル・ルールの検証が可能な、特定

の論理状態にすることができます。このシ

ステムはプロトコル・アナライザと完全に

統合できるため、あらゆるUSB 3.0検証

にとって理想的です。

USBコンプライアンス・パッケージ

Voyagerアナライザ・エキササイザ・シ

ステムは、USB 2.0および3.0用のプロ

トコル・コンプライアンス・パッケージで

利用できるようになりました。開発者が

USB準拠のデバイスに予備テストを実施

できるように設計されたこのシステムで

は、USBトラフィック・エミュレーショ

ン・スクリプトを使用して、特定のトラフ

ィック条件を生成し、DUTからの応答を

解析します。コンプライアンス・パッケー

ジでは、USB3.0ホストおよびデバイス用

のリンク層のテストに対応し（Ch.7）、リ

ンク・トレーニング、ハンドシェーキング、

およびリカバリ動作が適切かどうかを検証

します。フレームワーク・テストへの対応

（Ch.9）は、USB 2.0および3.0デバイス

にも提供されています。

ワン・ボタン操作で作成できるコ
ンプライアンス・レポート

コンプライアンス・パッケージは、ワン・

ボタン操作でVoyagerテスト・システム

を管理し、すべての検証ソフトウェアを実

行します。各テスト・ケースの実行後、シ

ステムには合否結果が表示されます。テス

トに不合格だった場合、システムではトレ

ース・ファイルが自動的に保存され、ユー

ザーが根本的原因を特定するのに役立ちま

す。エラーの説明が記載されたマーカーが、

該当するパケットに自動的に挿入されま

す。各セッション後、HTML、XMLまた

はテキストでレポートを生成できます。

完全なソース・コードが提供されるため、

個々のスクリプトを変更して、カスタム検

証タスクに使用できます。

レクロイのVoyager USB 3.0プロトコル検証プラットフォームは、USB 3.0

認証製品を設計するチームに必須のテスト・システムです。完全な機能を備え

たアナライザは、USB2.0および3.0両方のデバイス間のトラフィックを記録お

よび分析できます。統合されたエキササイザは、USB 2.0および3.0デバイス

の動作をエミュレーションして、機能、信頼性および性能テストを実行できま

す。Voyagerは、レクロイが持つPCI Express 5 Gb/sプロトコル試験装置

の経験を活かして、USB 3.0コンプライアンス検証用の優れたシステムとして

登場しました。



パワーマネージメントの検証

USB 3.0パワーマネージメントのサポー

トは、十分なテストが必要とされる新しい

動作を追加したリンク層に実装されます。

Voyagerはすべてのアップストリームお

よびダウンストリームの電源状態の変化を

記録し、タイムスタンプを付けます。コン

プライアンス・パッケージには、適切な出

入りを含む、パワーマネージメント･プロ

トコルを検証する特定のテスト・ケースが

追加されています。Power TrackerTMは、

vBusの電流を測定する別個のレポートで、

ユーザーが実際の消費電力と論理リンクの

状態の変化を関連付けるのに役立ちます。

テスト開発における柔軟性

カスタム・テスト開発では、エキササイザは

スクリプトベースの命令を使用して、特定

のパターンまたはコマンドをDUTに送信

します。柔軟性のある制御言語では、再利

用可能なフレーム・テンプレートとフィー

ルド定義が提供され、カスタム・シナリオ向

けのテストの拡張が簡単に実行できます。

USB論理トランザク
ションおよびトラン
スファー層の完璧な
デコーディング

完全自動のプロトコル・コンプライアンス・
テスト・オプション

Quick Clickタ
イミング計算を
常に表示

Link Trackerは、10ビット
または16進形式で、双方向デ
ータ・ストリームを表示

使いやすいインタフェー
スで、ドラッグとドロッ
プによるトリガとフィル
タの設定が可能

上位レベルのプロトコルの自動デコーディング

Link Trackerは 、
10ビットまたは16
進形式で、双方向デ
ータ・ストリームを
表示

Power Trackerは、電圧と電流を透過的に測定/表示
して、パワーマネージメントを検証します。

USB3bus DとProtoSyncによるデバッグ

オシロスコープで捕捉したアナログ波形
をUSB3bus Dオプションでデコードし、
ProtoSyncでプロトコル解析ソフトウェ
アに転送し表示します。
テレダイン・レクロイのプロトコル・ア
ナライザで慣れ親しんだGU Iを使い

CATCトレースで解析結果を表示できま
す。プロトコル・エラーから対応部分の
アナログ波形のズームが可能で、特にプ
ロトコル・アナライザを接続すると消え
てしまうような物理層起因のエラーのデ
バッグに威力を発揮します。

USB3bus D

プロトコルからアナログ波形のサーチ

ProtoSync

Traffic Summary のエラー項目からのサーチ

デコード結果からCATCトレースによるプロトコル表示
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オーダー・インフォメーション
トランスミッタ・テスト
SDA 8Zi-Aシリアル･データ･アナライザ
SDA 813Zi/813Zi-A シリアル・データ・アナライザ ○ ○ ○

WM8Zi-EYEDRII SDA 8Zi/8Zi-Aシリアル･データ･アナライザ用 ○ ○ ○
Eye Doctorシグナル・インテグリティ・ツール

QPHY-USB3-Tx-Rx QualiPHY対応USB3.0ソフトウェア・オプション ○ ○ ○

Intel® テスト・フィクスチャ USB-IFから購入可能 ○ ○ ○ ○

SuperSpeedケーブル・テスト・フィクスチャ 購入先はUSB-IFへお問合せください。 ○ ○

レシーバ・テスト
PeRT3ハードウェアプラットフォーム*
PER-R006-S01-X Eagle PeRT3 システム - 1チャンネル ○ ○ ○

PER-R006-S02-X Eagle PeRT3 システム - 2チャンネル

PER-R006-S04-X Eagle PeRT3 システム - 4チャンネル

Eagleテスト・パッケージ・オプション*
PER-R006-008-A Eagleレシーバ・トレランス・テストスィート ○ ○ ○

USB-R006-001-A Eagle USB 3.0レシーバ・テストスィート ○ ○ ○

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 ○ ○

SPARQ-3004E 30GHz、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

SPARQ-3008E 30GHz、8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

SPARQ-3012E 30GHz、12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

ArbStudio任意波形発生器
ArbStudio 1102 2Ch 16ビット1 GS/s任意波形発生器 ○

ArbStudio 1102D 2Ch 16ビット1 GS/s任意波形発生器、デジタル・パターン信号発生機能付き

ArbStudio 1104 4Ch 16ビット1 GS/s任意波形発生器

ArbStudio 1104D 4Ch 16ビット1 GS/s任意波形発生器、デジタル・パターン信号発生機能付き

プロトコル・テスト
Voyagerアナライザ・システム*
USB-TZP3-V02-X Voyager M3i USB 3.0プロトコル・アナライザ・エキササイザ・システム ○ ○

USB-T0P3-V02-X Voyager M3i USB 3.0プロトコル・アナライザ・システム

USB-T0S3-V02-X Voyager M3i USB 3.0標準アナライザ・システム

Voyagerのオプション*
USB-AC05-V01-A Voyager USB 3.0コンプライアンス・パッケージ ○ ○

USB-AC04-V01-A Voyager M3i Power Trackerオプション ○ ○

USB-FE03-V01-X Voyager M3 USB 3.0 SMAプローブ・キット ○ ○

USB-AC01-V01-X Voyager M3低速クロック・キット ○ ○

USB-AC03-V01-A Voyager USB 3.0インポート・オプション ○ ○

アクセサリ
PER-AC12-C01-X SMAケーブルペア、12インチ 2 3 3 3

ENET-2ADA- BNCSMA SMA BNCアダプタ（2個入り） 1

* 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･ジャパンと東陽テクニカが連携して販売、サポートを行なっております。

©2012 by Teledyne LeCroy Inc. All rights reserved.
仕様、価格、販売期間、納期等は、予告なしに変更されることがあります。製品名またはブランド名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。
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