低価格、40GHz、4ポート差動TDR、
Sパラメータ測定器

高速インターコネクト・アナライザ

Sパラメータ測定 シングルエンドおよびミックスモード
TDR/TDT測定 シングルエンド、差動およびコモンモード
高機能ツールボックス 高速インターコネクトの特性評価

teledynelecroy.com

広帯域の特性を一括で評価
• 周波数範囲 DC～40GHz
• シングルエンド、差動、 ミックスモードの全Sパラメータ
• 内蔵自動校正と手動OSLT校正

Sパラメータ

インピーダンス・
プロファイル

障害箇所を正確に特定
• 空間分解能 1mm以下
• 差動および同相モード
• TDRおよびTDT機能

高度な解析ツール

ツールボックス

• 測定結果をシミュレ
ーション、ディエンベ
ッド、タイムゲーティ
ング
• イコライズ・エミュレ
ーション可能なEye
パターン表示
• 高度なビルトイン・
ジッタ解析機能

j, Dj

Tj, R
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EyeDr / VP

一度の捕捉でSパラメータ(周波数
軸)とインピーダンス・プロファイル
(時間軸）が同時に得られ、シミュレ
ーション、エミュレーション、ディエン

比類なき高速
インターコネクト
特性評価

ベデッド、タイムゲーティングが可能
な高機能ツールボックスを使用する
ことで、他に類を見ないきめ細かい
特性評価が可能になります。

一回の捕捉で
時間軸、周波数軸両方をテスト

高速インターコネクト・アナライザ
3

周波数軸および時間軸両方でテスト
WavePulser

40iXは高速ハードウェアの設計者および

テスト・エンジニアにとって理想的な測定ツールです。

Fre
q
Domuency
ain

e
Tim ain
m
Do

VNA(マイクロ波や狭帯域デバイス測定の”ゴールドスタン
ダード”）やTDR(シグナルインテグリティ・エンジニアの伝統
的な測定器）は、どちらも必要な機能、能力の全てを備えては
いません。WavePulser 40iXには、高速インターコネクトの
特性を理解するために特別に用意された高機能解析ツール
ボックスが標準装備されています。WavePulser 40iXは素
早く校正を行い、簡単に使用することが出来ます。
 帯域範囲：DC～40GHz
 ポート数：４
 Sパラメータ測定：シングルエンドおよびミックスド・モード
 TDR／TDT測定：シングルエンド、差動およびコモンモード
 空間分解能：1mm以下
 校正機能：内部OSLT校正キットを用いた自動校正
 ESD保護：内蔵

Deep Toolbox

 シミュレーション：測定したSパラメータを利用したシリアル・
データ・シミュレーション（CTLE、DFE、FFEイコライザ、Eyeパ
ターン解析、ジッタ解析）

高速インターコネクト解析

内部自動校正

DC～40GHz帯域をフルカバー

WavePulser 40iXは高速インターコネクト解析

WavePulser 40iXの校正キットは内蔵されて

DCから40GHzまでの帯域幅で、WavePulser

のために特別に設計されました。この製品を

おり（標準構成に添付）、校正は常に自動

40iXはTDRステップ応答、DCおよび低周波

使用してシリアル・データケーブル、チャンネル、

で行われます－DUTに接続しGoボタン

への外挿を必要としないエミュレートおよび/

コネクタ、ビア、バックプレーン、プリント基板、

を押すだけの操作で簡単かつ迅速です。

またはタイムゲートされた物理層応答を得る

チップ、SoCパッケージの相互接続性の問題

WavePulser 40iXは追加で外部校正キットを

ことが出来ます。これはインターコネクトを

購入する必要がありません。

使用したシステムに最適です。

を検証、デバッグ、トラブルシューティングが
できます。

さらに、WavePulser 40iXのTDR/TDTベース
のアプローチはセットアップに依存しないため、
校正回数を減らすことができます。
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1

入出力ポートにおける差動反射損失

3

伝送差動インパルス応答および伝送
同相モード・ステップ応答

5

Sパラメータ

と挿入損失

2

同相モードおよびモード変換

4

伝送路エミュレーションの高度な
ジッタ解析

差動および同相モード・インピーダンス・
プロファイル（Z0 vs 電気長）

6

イコライザを適用したEyeパターンの
エミュレーション

5

DC～40GHzのSパラメータ
ミックスド・モード Sパラメータ
●

一回の捕捉で全ての測定結果を表示

●

全ポートのミックスド・モード反射および挿入損失
を取得

●

差動モードおよび同相モード測定を同時に表示

●

測定結果にはDC周波数応答が含まれます

●

グラフィカルでタブ分けされたユーザーインタフェ
ースにより、測定が直感的かつシンプルになります

ミックスド・モード反射および挿入損失の同時表示

シンプルでフレキシブルなセットアップ
● 結果を迅速に取得 －周波数とポート数だけが必須
入力のシンプルなセットアップ
● 最適化されたテスト時間 －最高精度または最高ス
ピード、あるいはその中間の選択が可能

メイン設定メニューとSパラメータ構成

● DUTとの再接続無しにソフトウェア上でポート構成
を柔軟に変更

内蔵自動校正
● 校正キットは機器に内蔵されており、他に購入する
必要はありません
● 内蔵の電子校正機能により、測定をより早く開始し、
より確実に行うことができます
● TDR/TDTをベースとした計測では計測セットアップ
に依存しないので、頻繁に校正する必要はありません

WavePulser 40iXの簡単なセットアップにより生産性が向上します
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空間分解能 1ｍｍ以下 のインピーダンス・プロファイル
インピーダンス・プロファイル
●

差動モードおよび同相モード測定どちらもサポート

●

複数モードの同時表示

●

ステップ応答、パルス応答、反射係数(Γ)ビューを含む

同相および差動モード両方に対してのインピーダンス・プロファイル表示

障害箇所の正確な特定
●

WavePulserは、高速インターコネクトの以下の問題
を検出および特定するのに役立ちます


コネクタの締め付け不良



ケーブルの破損



ケーブル曲げ曲率の不正



伝送路上のビアの不良



その他の伝送路の不備

WavePulser 40iXのステップおよびインパルス応答とSパラメーターを組み合わせ
ることで、障害のタイプを判別できます

測定系全体を測定
●

インピーダンスプロファイルは、DUT上だけでなく、
セットアップも含めた測定系全体にわたる不良を検
出し特定します

●

セットアップの障害を回避することにより、測定効率
を最適化します

●

校正を繰り返すタイミングの把握が容易です

WavePulser 40iXは、DUTとセットアップのどちらにもあるコネクタの不良を検出
します
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高機能解析ツールボックス
タイムゲーティング
●

ケーブルとコネクタの影響を除去して、DUTのみの
Sパラメータを正しく計算

● 手動（単純なポート・エクステンション）またはイン
ピーダンス・ピーリング・アルゴリズムを使用して
ゲーティングを設定します
●

ゲート領域を含む/あるいは含まない状態でSパラメ
ータの結果を保存

直感的なタイムゲーティング・メニューにより、各DUTポートを柔軟に設定可能

ディエンベット
● DUTに接続するデバイス（ケーブル、アダプタ、
フィクスチャ）のSパラメータを測定し、それらを
使用して測定結果からこれらのデバイスをディエン
ベッドします
●
メイン設定メニューとSパラメータ構成

モデルまたは測定したSパラメータを使用してシリ
アルデータ・チャンネルをディエンベッド

高速なEyeパターン表示
●

インポートした捕捉波形かシミュレートした波形を用い、
測定されたSパラメータで示されたシリアルデータチャ
ネルの障害を付加します

● 測定した障害の影響を直感的なEyeパターンで
すばやく表示
●

完全なシリアルデータ・チャンネル評価時に、ディエ
ンベッドやレシーバーのイコライザ最適化後のEye
パターンを表示

WavePulser 40iXは、完全なシリアルデータチャネルのアイダイアグラムをエミュレ
ートします
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最適なイコライザ設定
●

標準またはユーザー定義の設定を使用可能

●

完全なシリアルデータ・チャンネルをエミュレート

●

サポート


PLL設定



プリエンファシス



ディエンファシス



連続時間線形イコライザ(CTLE)



フィードフォワード・イコライザ（FFE）



デシジョン・フィードバック・イコライザ（DFE）

レシーバでのイコライザの最適化とEyeパターンへの効果を可視化

不良を負荷した信号によるシリアルデータ・
パターンのシミュレーション
●

ビルトインのソフトウェア・シリアルデータ・パターン・
シミュレータを不良解析用の信号ソースとして使用

●

NRZ、RZ、bpNZ、クロック信号を生成

●

ビットレート（周波数）、振幅、立ち上がり時間などの
信号特性を変更可能な柔軟性

WavePulser 40iXは、汎用性の高い組み込み波形信号シミュレーターを利用

高度なジッタ解析
●

トータルジッタ(Tj)、ランダムジッタ(Rj)、デタミニ
スティックジッタ(Dj)の計測

●

●

Djを以下のような構成要素に分解


Data Deterministic Jitter (DDj)



Periodic Jitter (Pj)



Duty Cycle Distortion (DCD)



Inter-symbol Interference (ISI)

ジッタをスペクトル、ヒストグラム、ジッタトラック、Eye
パターンなどの表示やプロットで確認できます

ISI Eyeパターンを含む完全なジッタ解析
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インピーダンス・プロファイルはSパラメータを補完
設計の信頼性を向上
Wavepulser 40iXは、不適切に締め付けられたコネクタを検出し正確に特定することにより、設計の信頼性を向上させます。インピーダンス・
プロファイルと時間軸波形をSパラメータ測定と組み合わせることにより、比類のない詳細な特性評価が可能になります。

インピーダンス・プロファイルは信号パス中のコネクタの不具合を明確に示します

ビアを正確に検知し特性を評価
スルービアやブラインドビアはボード上に多数ありますが、その特性については評価と検証が必要です。インピーダンス・プロファイルと
Sパラメータ測定を組み合わせることにより、比類のない詳細特性評価が可能になります。

インピーダンス・プロファイルにより２つのスルービアのうちひとつが損傷しているのが
わかります
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WAVEPULSER 40IX と T3SP15D

周波数軸

テレダイン・レクロイ WavePulser 40iXとテレダイン・テスト・ツール 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ます。

WavePulser 40iX

T3SP15D

周波数範囲

DC～40 GHz

DC～15 GHz

Sパラメータ

シングルエンド、差動、ミックスドモードの
全Sパラメータ(S11、S12、S21、S22)

シングルエンドS11, S12, S21, S22
差動S11

内蔵自動校正と手動OSLT校正

手動OSLおよびOSLT校正

8.5 ps

35 ps

差動とコモンモード

差動

TDR/TDT測定

TDRとTDT

TDR

空間分解能

1 mm以下

3 mm以下

シミュレーション／ディエンベッド

〇

×

タイム・ゲーティング

〇

×

アイパターン解析

〇

×

ジッタ解析

〇

×

ポート数

4

2

USB接続

〇

〇

校正

本体

解析機能

時間軸

インパルス/ステップの立ち上がり時間
インピーダンス・プロファイル

寸法/重量
バッテリ駆動

高さ 105mm x 幅 305mm x 奥行 230mm 高さ 82.5mm x 幅 210mm x 奥行 220mm
3.3 kg
2.6 kg
×

〇 (Bモデル)
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仕様、オーダー情報
仕様

WavePulser-40iX

ポート
周波数範囲
コネクタ・タイプ
校正方法
結果の表示
表示モード
最大入力電圧
ノイズ

WavePulser-40iX-BUNDLE

4
DC～40 GHz
2.92 mm
内部自動OSLT校正
最大 16 個の測定結果 ( 時間軸および周波数軸 ) を同時表示
シングル、デュアル、タンデム、トリプル、クアッド、ヘキサ、オクタル、スミスチャート(周波数軸のみ)
± 1 V peak
-48 dBm 代表値(DC-40 GHzで積分, アベレージなし)
-85 dBm 代表値(DC-40 GHzで積分, 5000アベレージ(1sec))

周波数軸測定
Sパラメータ測定
周波数軸表示
ダイナミックレンジ（Normalモード）
ダイナミックレンジ（Extraモード）

シングルエンドおよびミックスド・モード
Magnitude、Phase、Real、Imaginary
56 dB @ 40 GHz (代表値)
66 dB @ 40 GHz (代表値)

時間軸測定
立ち上がり時間
空間分解能
時間軸測定結果表示
捕捉レート

8.5 ps (20%-80%) 公称パルス幅16 ps にて (50% ポイント)
<1 mm
インピーダンス・プロファイル(Z0)、インパルス応答、ステップ応答、Rho(Γ)
100 MS/s

環境
温度
湿度

動作時:5～40℃；非動作時: –20～70℃
動作時：+31℃以下では5%～90%RH(結露なきこと)
上限は+40℃で50%RH（非凝結）にディレーティング
非動作時:MIL-PRF-28800Fにに基づいてテストされた5%～95% RH（結露なきこと）
動作時：最大 3,048 m (10,000 ft) +30 °Cにて； 非動作時:最大12,192 m (40,000 ft)

高度
物理仕様
寸法
重量
電圧
Max.消費電力

105mm H x 305mm W x 230mm D
3.3 kg
100 ～ 240 VAC (±10%) @ 45-66 Hz または 400 Hz； 自動AC電圧選択
40 W

推奨PC構成
推奨プロセッサ：Intel Core i7 以上、4 GB RAM 以上、使用可能ディスク空き容量 2 GB；ディスプレイ:1280 x
1080 ピクセル以上；オペレーティングシステム：Microsoft Windows 10；接続：SuperSpeed USB
保証期間
3年間保証。校正は年1回を推奨。保証延長、アップグレード、校正サービスについてはサービスセンターまでお問い
合わせください。

オーダー情報
製品の説明

製品型式

高速インターコネクト・アナライザ
高速インターコネクト・アナライザ、4ポート、Sパラ
メータ DC-40 GHz、1 mm未満の空間分解能、
内部校正、4本の位相整合ケーブル
高速インターコネクト・アナライザ・バンドル
WavePulser-40iXおよびWavePulser
40iX-SI-KITを含む

WavePulser-40iX

WavePulser-40iX-BUNDLE

オプション
WavePulser-40iX用アクセサリ・キット

WavePulser-40iX-SI-KIT

WavePulser-40iX同梱品
カラーバンドとシリアル番号付きフェーズマッチ校正済み2.92mmケー
ブル（計４）、電源ケーブル、SuperSpeed USBケーブル、ESDリストバン
ド、Getting Started Guide、校正および特性証明書
WavePulser-40iX-SI-KIT同梱品
OSLTキャリブレーションキット（@ 40 GHz、2.92mm）、2.92mm メス-メス・
アダプタ（各ポートに１つ）、ユニバーサルレンチ、トルク・レンチ、USBドング
ル、取扱説明書、 高機能解析ツールボックス・ソフトウェア
© 2020 by Teledyne LeCroy, Inc.All rights reserved.仕様、価格、供給性および納
期については予告なく変更することがあります。
製品名またはブランド名は各社によって申請された登録商標です。
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