WAVEEXPERT 100H
®

広帯域サンプリング・オシロスコープ
ついに100GHzに到達、510Mポイントを実現
超高速シリアル、ジッタ解析、UWB、TDR、
ISIリカバリー、EDCシュミレーション、
バーチャル・プロービングに対応

そのサンプリング・オシロスコープでできますか？
テレダイン・レクロイならできます！

サンプリング・オシロスコープは帯域が高いが、
特殊な装置なので制限も大きいものだとあきらめていませんか。
アイパターンで定量的に測るには、
数分は待つのが常識だとあきらめていま
せんか？

波形観測が目的の装置なので解析などは
できないとあきらめていませんか？

テレダイン・レクロイなら、コーヒーに手を

した波形を元にFFTを始めとする様々な演算

伸ばす時間もありません。10MS/sのサン

が 高 速 に 行 え ま す * 。 し か も 、

プリング・スピード、従来の50倍以上を実

MATLAB/Simlink,

現しました。

どと連携してシミュレーションできます。さ

テレダイン・レクロイなら、パターンロック

らにEye

DigitalFilter,Spiceな

Doctorによるイコライザ･シミュ

レーションができます。業界最高峰の解析機

アイパターンくらいしか見ることができ
ないとあきらめていませんか？

能を実現するテレダイン・レクロイならでは
の機能です。

テレダイン・レクロイなら、パターンロック
オプションのCIS、HCISを追加することに
より、リアルタイム・オシロスコープのよう
な波形が簡単に観測できます。

ジッタの測定はこの程度とあきらめてい
ませんか？
テレダイン・レクロイなら、世界で始めて
BUjを観測できるQ-スケール法を採用し、最

メモリ長は短いが、それが限界だとあき
らめていませんか？

も正確にランダムジッタを計測することがで

テレダイン・レクロイなら、従来比

分分離なども装備しています。（WE-SDA使

127,500倍の510Mポイント(オプション)

用時）

きます。勿論Tj、Dj を始めとするジッタ成

の捕捉メモリを提供できます。このメモリを
使えば、PRBS23の長いパターンを十分な
時間分解能で捕捉できます。しかも、
10Gbps時換算で従来比327倍のスピード

S-パラメータの変換は簡単にはできない
とあきらめていませんか？

*、約5分で捕捉が終了、拡大表示を使えば、

テレダイン・レクロイのWaveExpert

個々のビット波形の確認も簡単です。リアル

100Hは、2portのSパラメータ測定機能を

タイム・オシロスコープが実証済みのロング

標準装備しております。外部ソフトウェアを

メモリの有効性をサンプリング・オシロスコ

利用しないため、煩わしい設定を行う必要は

ープの帯域で実感してください。

ありません。

*CISまたは、HCISオプションが必要

WaveExpertシリーズの4つの秘密
キーワードはCIS, X-Stream
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高速アイパターンの秘密
従来のサンプリング・オシロスコープのサンプリング・ス

3

パターンロックの秘密
従来のサンプリング・オシロスコープは多くの技術的制約

ピードは、繰返し周期とビットレートに依存していました

から実用的なパターンロック機能を実現する事ができませんでし

（PRBS23 /10Gbpsの場合サンプリング・スピードはわずか

た。テレダイン・レクロイのCISは被測定信号の同期クロックと完

1.192kS/s）テレダイン・レクロイのCISは超高精度PLLにより信

全同期したサンプリング・クロックを生成するため、繰り返しパ

号の同期クロックから約10MHzのサンプリング・クロックを生成

ターンに対するサンプリング・ポジションを全て記憶しています。

します。これにより、常に10MS/sのスピードでデータを捕捉する

これにより、1つ1つの捕捉データを並び替えて波形を再生する事

事が出来るため、
驚異的なスピードでアイパターンを描き出します。

が出来ます。

2

4

510Mポイントロングメモリの秘密
従来のサンプリング・オシロスコープは多くの技術的制約

解析能力の秘密
従来のサンプリング・オシロスコープはアイパターンと言

からわずか4kポイントのメモリしか生かす事ができませんでした。

う名のビットマップデータから各種解析を行っていました。

テレダイン・レクロイのCISは高速サンプリングとパターンロック

テレダイン・レクロイのWaveExpertシリーズはビットマップデ

を実現する為、510Mポイントのメモリを最大限に生かす事が出

ータの解析だけではなく、波形を解析する機能を備えています。

来ます。

これはリアルタイム・オシロスコープで培った解析アーキテクチ
ャのX-Streamテクノロジにより実現しています。
業界最高峰の解析能力を誇るX-Streamは、FFT、算術演算、波形
演算、変調波解析、ジッタ解析、シミュレーションなど従来機で
は実現できない多種多様な解析機能に対応する事ができます。

〜100 kHz範囲の遅いサンプリング速

内部サンプリング・クロックは、テスト

度しか実現できません。テレダイン・レ

対象信号の繰り返し周期に同期しつつ、

クロイが特許を有するCISタイムベース

若干等価的に一定時間間隔でサンプリン

では、従来のサンプリング・オシロスコ

グできるような条件の中から、ほぼ

ープの最高100倍までサンプリング速

10MHzになるように設定されます。例

度を上げることができ、大きなパフォー

えば PRBS15やCJTPATのようなビ

マンスの向上を実現します。

ット･パターンの繰り返し周期をパター

れる同期トリガを使用するか、クロッ

CISタイムベースの基盤をなすテクノロ

ンを構成するビットの数を使って設定す

ク・リカバリ回路を使用して、信号の電

ジは、PLL: (Phase-Locked Loop）を

ることによって、パターンロックしたデ

圧をサンプリングすることで測定データ

採用したビット・クロックに同期したサ

ジタル・オシロスコープのような時間軸

を収集していました。

ンプリング・クロックを発生するクロッ

波形を各シンボル毎のサンプル数を正確

ク･ジェネレータです。

に設定して信号捕捉します。

CIS (Coherent
Interleaved Sampling：
コヒーレント・インターリーブ
ド・サンプリング) 革新的な捕
捉技術
従来のサンプリング・オシロスコープで
は、テスト対象システムによって提供さ

通常この方式のサンプリングでは、50
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そのサンプリング・オシロスコープでできますか？

OS：WindowsXP Pro
MATLAB等のWindowsアプリケーシ
ョンとシームレスな統合環境を実現

10.4インチタッチパネル
タッチパネルによるメニュー操作や、
移動や拡大などの波形の直感的操作が
可能。
●エレクトルカル・サンプリング・
モジュール

ST-20（20GHz + TDR）

SE-30（30GHz）

SE-50（50GHz）

SE-70（70GHz）

SE-100（100GHz）

●モジュール・エクステンダ

ME-15（1.5m）

4スロットプラグイン
電気・光のサンプリング・モジュール、ク
ロック・リカバリ、PRBSジェネレータを
内蔵可能（光クロック・リカバリは外付け）

2

●クロック・プリスケーラー

SDA-TPS（200MHz〜38GHz）

ズームコントロール
波形の詳細観測を強力にアシスト
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SE-100 世界最速100GHz
NLTLによるサンプリングヘッドの広帯域化

測定精度向上に貢献する広帯域化技術
近年、基幹系通信における伝送スピードの向上をはじめ、広帯域
UWB、レーダなどのアプリケーションにおいて従来機では対応で
きない帯域が必要になってきました。
テレダイン・レクロイの100GHzサンプリングヘッドSE-100は、
サンプリングパルス回路にNLTLを採用し、急峻な立ち上がり時間
をもつサンプリングパルスでサンプリングを行います。これによ
り、高効率と広帯域を両立させることにより、世界初の100GHz
の帯域を実現しました。
SE-100は1mmコネクタを採用しており、HHI社製
100GHzO/Eコンバータを直接接続する事ができます。

NLTLによるサンプリングパルス高速化技術

[HHI社製100GHzOEコンバータの購入希望の方は弊社までお問
い合わせください]。
SE-100は40Gbps/80Gbps/100Gbpsのシステム検証に最も
適したサンプリングヘッドといえます。

NLTLにより世界最速100GHzの帯域を誇るSE-100

SE-100+HHI社製100GhzOEによる80GbpsのEYEパターン

SE-100のフェムト秒レーザー測定波形(左図)とそのFFT結果（右図）
。
[FFT 20GHz/div 6dB/div(optical 3dB/div)]
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CIS (Coherent Interleaved Sampling)
高速サンプリングとパターンロック

高速サンプリングによる測定時間の短縮

パターンロックにより広がる可能性

CISによる高速サンプリング（1ページ、CIS技術解説参照）

CISによるパターンロックにより、リアルタイムオシロスコープと

により、従来比数十倍〜数百倍以上のスピードでデータをサ

同じ解析機能を利用する事ができます。

ンプリングが可能となり、測定時間を短縮する事ができると

各種デジタルフィルタ、イコライジング、FFT、

共に、従来では見えなかった不具合波形を短時間で確実に捉
えることができます。

MATLAB/Simlink、変調解析、XY表示によるコンスタレーショ
ンなど、従来のシーケンシャルサンプリングでは実現できなかっ
た多種多様な解析機能を実現しています。

CISを搭載したWaveExpertシリーズは、デジタルフィルタに
よるローパスフィルタの特性比較を、時間軸・周波数軸（FFT）
により比較する事ができる。

MATLAB/Simlinkへの対応
上のグラフは、マスク試験におけるマスクエラー補足確率と測定
時間の関係を表します。
このグラフの例では、10個のマスクエラーを捕捉するまでの時間
を比較しています。CISを搭載したWaveExpert100Hは15秒で
10個のエラーを100%の確率で捕捉することができますが、旧来
のシーケンシャルサンプリングでは、4分以上かかっています。

CISによるパターンロックにより、波形として捕捉する事ができる
ため、MATLAB/Simlinkを用いたシミュレーション機能を利用す
る事ができます。実測波形から、MATLABのイコライザモデルを
用いてイコライジングした信号のアイパターンや、ジッタ解析に
対応します。

CISが実現する高速サンプリングは、生産性と品質の向上をもたら

MATLABで

すことができます。

シミュレーション
したイコライザの
特性

実測したアイパターン

イコライザのシミュレーション
したアイパターン
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強力なシリアル・データ解析ツール
SDA(シリアル・データ・アナライザ)

先進のジッタ解析機能

ジッタ測定精度

・Q-スケール解析に基づく

PRBS23もの長いパターンを捉えるロングメモリを搭載している

高度なジッタ・ブレイクダウン（ジッタ成分分析）

ため、パターンに含まれる各ビットの平均トランジション・タイ
ムを正確に測定する事ができます。

Rj（RandamJitter)
また、10MS/sもの高速サンプリングにより短時間で膨大なサン
DDj（DataDependentJitter)
BUj（BoundedUncorrelatedJitter)

プルデータを捕捉できるため、各エッジのジッタ・ヒストグラム
を短時間で高い精度で測定する事ができます。このことからも、
ジッタの測定精度向上には、ロングメモリと高速サンプリングが

伝送レートの高速化に伴い、ジッタ解析の精度が重要になってき

不可欠であることがわかります。

ました。WaveExpertシリーズで使用される革新的なQ-スケール
解析に基づくジッタ・ブレイクダウンは、ジッタの種類や状況に
関係なく極めて正確なジッタ解析を実現します。
従来のオシロスコープ・ベースのジッタ解析方式では、ジッタ・
スペクトルを正確に測定することによってRjおよびDj成分を分離
していました。この方式は条件によっては誤った値を示す場合が
あり、クロストークや電源ノイズ等の要因が含まれる場合、Tjが過
大に測定されてしまいます。Q-スケール解析方式ではジッタ・ス
ペクトルの測定には依存せず、実測値のジッタ分布に基づいて、
RjとBUj分離するためより確度の高いTjを求める事ができます。さ
らに、繰り返しデータ・パターンを測定する場合、DDjをジッタ成

ジッタ解析ではデータ・パターンに含まれるすべてのエッジから測定し

分から除外することができます。これにより、WaveExpertシリ

ている。DDjは公称値からの平均の偏差と傾きに基づいて測定する事がで

ーズは世界で初めてBUjの測定に対応するオシロスコープとなりま

きるため、上図のように、アイパターンの中心に各ビットのエッジを分
離して表示する事ができる。

した。

ジッタ・ブレイクダウンは、Rj,Dj,BUj,DDjブレイクダウンに対応する。
また、EYE Doctor等のミュレーション波形に含まれるジッタをブレイク

ジッタ解析ではパターンロックした信号波形を用いて、パターンに含ま

ダウンする事ができる。

れる全てのエッジを測定する。すべてのエッジから作成されたジッタ・
ヒストグラムには、ランダム・ジッタと非相関ジッタが表示される。
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強力なシリアル・データ解析ツール
Q-スケール WaveScan

Q-スケール解析
従来のジッタ解析手法では、Unbounded Randam Jitter（単に
Rjとも呼ばれる）がBounded Jitter（クロストーク、電源ノイズ
等）と混同されるため、正確なTjを求めることができませんでした。
これらのジッタ成分を正確に分離できないと、ジッタRjを過大に
測定してしまう為、Tjが本来の値より大きくなってしまいます。
Q-スケール解析ではこれらのジッタ成分を分離する事が出来るた
め、クロストーク、電源ノイズ、他の擬似ランダム・ソースが存
在する環境でも、正確なTjを測定する事ができます。

ジッタ・ブレイクダウン（ジッタ成分分離）
正確なジッタ・ブレイクダウンにおいてQ-スケール解析は重要な
役割を果たします。これはジッタをBounded成分とUnbounded
成分に分離できるため、正確なジッタ・ブレイクダウンが可能に
なるからです。Q-スケール解析には、長いデータ・パターンを捕
捉する能力と、膨大なサンプルデータを短時間で処理する能力が
必要になります。CISとX-Streamを搭載するテレダイン・レクロ
イのWaveExpertシリーズはこれらの処理能力を世界で初めて実

正規化されたQ-スケール解析をデータ・パターンの各エッジに対して行う。

用化しました。

直線部分の傾斜はRjの値を示し、Q=0における分割線はBUjの値を示す。

ランダム・パターンでのジッタ測定

異常波形検索機能ーWaveScan

多くの場合、測定された信号には繰り返しビット・パターンが含

WaveScanはロングメモリで捕捉した波形の中から不具合個所を

まれません。その理由は、(1) フレーミングとオーバーヘッドのた

特定する為のデバッグ・ツールです。立上がり時間やパルスの幅、

め、(2) 単にパターンが非常に長いことです。

不連続波形などのワーストケースを瞬時に検索し、該当イベント

このような場合、従来のサンプリング・オシロスコープではジッ
タを測定できません。一方、CISタイムベースの高速の捕捉速度で

のリストアップと該当波形へのジャンプや該当イベントへのソフ
トウエアトリガをサポートします。

は十分なデータを捕捉できるため、アイ・パターンの交点を分析
することによって、Q-スケールを使用したジッタ解析が可能にな
ります。

シミュレーション波形への対応
Q-スケール解析をベースにした高度なジッタ解析機能は、シミュ
レーション波形にも応用する事ができます。
EYE Doctor(Equalizer Simulation/DFE・FFE Simulation)
MATLAB/Simlink[要XDEV]、DigitalFilter(FIR/IIR)[要DFP2]
でシミュレーションした波形からジッタ解析、アイパターン解析
を行う事が出来るため、シミュレーションに対するジッタレスポ
ンスを比較する事ができます。

ロングメモリに取り込んだ信号から、指定したパルス幅より短いパルスを
検索している様子
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シグナルインテグリティ解析 ─TDR
100Kポイントの捕捉メモリが実現する高分解能TDR測定

先進のTDR測定
・立ち上がり時間20psのステップシグナル
・ローノイズ20GHzの帯域幅
・最大100Kポイントの捕捉メモリ
・TDR/TDT対応
・シングルエンド/ディファレンシャル
・高精度インピーダンス・プロファイリング
・1mm以下の高距離分解能
・OSL（Open / Short / Load）キャリブレーション
・ S-パラメータ測定（最高20 GHz）
・電圧、インピーダンス、S-パラメータ（SnP）に対応

インピーダンスの特性評価
TDR(Time Domain Reflectometry）は、今日の装置・デバイ
ス設計において、シグナルインテグリティ解析に不可欠な機能で

最大で同時に7箇所のマルチズームに対応しており、不連続点同士の影響
を観測することができる

TRUE差動測定
2つのTDRモジュールを使用し、正確なディファレンシャルTDR
測定を行う事ができます。

す。基板、コネクタなどの伝送路上にインピーダンスの不連続点

より正確なディファレンシャルTDR測定を実現するために、

が存在すると、その伝送路の帯域幅が減少する可能性があります。

WaveExpertシリーズはウイザード形式でスキュー調整を行う事

WaveExpertシリーズのTDRは、電圧反射/インピーダンスとして
簡単に測定する事ができます。

ができます。これにより、モジュール間のサンプリング・スキュ
ーと、ディファレンシャルパルス間のステップシグナル・スキュ
ーを調整する事ができます。

WaveExpertシリーズで利用できるTDR対応モジュール（ST-20）
は、立ち上がり時間20psの高速ステップシグナルを生成するステ
ップシグナル・ジェネレータが組み込まれています。また、最大

Step
Generators
(ST-20)

で100kポイントの捕捉メモリを利用できるため、従来の機器より
高い分解能を得ることが出来ます。
これらの機能を生かして、PCB、バックプレーン、インターコネ
クトなどで1mm未満の不連続点を検出することができます。

DUT
100Kポイントの捕捉メモリ
従来のTDR測定システムは、バックプレーン、ケーブル等の長距
離測定において低い分解能の測定しかできませんでした。
これは、測定分解能がメモリ長とステップシグナルの立ち上がり
時間に依存しているためで、約4Kポイントのメモリでは低い分解

WaveExpertシリーズはデジタルフィルタ(DFP2)を搭載し

能しか得られませんでした。

ており、信号の立ち上がり時間を変えてTDR/TDT測定を行

WaveExpertシリーズのTDRは100Kポイントのメモリを利用で
きるため最高で従来比約250倍の高い分解能で測定する事ができ
ます。
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立ち上がり時間補正

うことが可能です。ほとんどの場合、被測定伝送路を流れる
実際の信号の立ち上がりは、WaveExpertが搭載しているス
テップジェネレータの立ち上がり時間(20ps)よりも遅いた
め、計測されたTDRの結果ほどにはインピーダンスの不整

100Kポイントのメモリと立ち上がり時間20psのステップシグナ

合の影響は大きくない場合が少なくありません。そこで、実

ル･ジェネレータを搭載するWaveExpertはバックプレーン、ケー

際の信号の立ち上がり時間における影響を見るために立ち上

ブル等の長距離TDR測定に最適な測定器であると言えます。

がり時間補正機能が用意されます。

シグナルインテグリティ解析 - TDR
キャリブレーション、S-パラメータ測定

測定精度の向上

キャリブレーション

ケーブル、アダプタ、テスト・フィクスチャ等を通してDUTに接

WaveExpertシリーズでは2つのキャリブレーション方法を採用し

続すると、DUT以外の要因でステップシグナルが減衰するため、

ています。

測定誤差が生じます。
● SHORT-LOAD 法（SL法）
このような測定誤差を補正するために、WaveExpertシリーズに
は、ベクトル・ネットワーク・アナライザ（VNA）で採用されて
いるキャリブレーション機能を搭載しています。

このキャリブレーションは、測定系の不連続性による反射を補
正する事ができます。、これにより、高い測定精度を確保する
事ができます。
● OPEN-SHORT-LOAD法(OSL法)
S-パラメータ・オプション (WE-SPAR) は、OPEN-SHORTLOAD (OSL)法 を採用しており、より高い精度のキャリブレ
ーションを行う事ができます。これにより、インピーダンス測
定とS-パラメータ測定の更なる測定精度を確保します。
キャリブレーションには、キャリブレーションキット
（CALKIT-OSL）が必要になります。

TDRキャリブレーション・ウィザードでは、シングルエンド・ディファ
レンシャル測定の設定手順とキャリブレーション手順をグラフィカルに
表示する。

S-パラメータ測定

差動リターンロス

高速シリアル伝送の評価において、S-パラメータ測定(TDR/TDT

2GHz/div 10dB/div

(SDD11)測定

測定の周波数領域表現)がますます一般的になってきました。PCI
Express 、Serial ATAなどの高速シリアル伝送規格には、物理層
の仕様に差動リターン・ロス-(SDD11)測定が含まれています。
WaveExpertシリーズは、Sパラメータ測定を標準装備しており、
2portに対応しています。DC〜20GHzの帯域において、シング
ルエンド/ディファレンシャルTDR/TDT測定をS-パラメータとし
て測定する事ができます。
また、測定されたS-パラメータは業界標準のSnP(タッチストー
ン)形式で出力する事ができ、モデリング・ソフトウェアで使用す
ることもできます。

ST-20（エレクトリカル・サンプリング・モジュール）
ME-15（モジュール拡張ケーブル）
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バーチャル・プロービング
符号間干渉補償（ISI）波長分散補償（EDC）
システム評価システム ─ EYE Doctor
2.5Gbps, 10Gbpsと伝送レートが向上し、さらに40Gbps,
80/100Gbpsも現実的となっています。伝送レートの向上に伴
い、トランスミッタ、伝送路、レシーバに求められる品質も年々
厳しくなってきています。
EYEDoctorはEYE Dr-EQによるFFE/DFEのイコライザ・ショミ
レーションと、EYE Dr-VPによるバーチャルプローピングにより、
レシーバと伝送路のシュミレーション環境を提供します。

Measured Signal at
Transmitter

Equalized Signal

符号間干渉補償、電子波長分散補償シュミレーション

Virtual Probingによる伝送路シミュレーション

高速シリアル信号では、伝送路の影響により符号間干渉や、波長

近年、高速シリアル伝送において、伝送距離の延伸や動作マージ

分散によりシグナルインテグリティが低下してしまいます。これ

ンの向上が求められています。

らの現象に対応するために、レシーバではFFE/DFEといった形式
のイコライザを用いて信号をリカバリ（補償）しています。
テレダイン・レクロイのEYEDoctorによるEqualizer
Simulationはオシロスコープ上にレシーバ機能を実現する事がで
きます。つぶれたアイパターンをボタン一つで「パッ」と開いた
り、任意の定数におけるアイパターンの変化を確認することが出
来ます。
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Virtually Probed
Signal at Receiver

テレダイン・レクロイのEYEDoctorによるVirtual Probingは多
種多様な伝送路シミュレーションに対応すべく、4ポートS-パラ
メータモデルを読み込む事ができます。
Virtual Probingは実測値に対して良好な相関関係を示しており、
開発工数の大幅な削減に貢献します。

Specifications

WaveExpert100H
標準機能
• 4スロット、プラグイン方式
• WindowsXP
• タッチスクリーン標準装備
• TDR 2port/Sパラメータ測定
• アイパターン測定、マスク試験

タイムベース

シーケンシャルサンプリング

WE-CISまたは、WE-HCIS

最高サンプリング速度

1MS/s

10MS/s

周波数レンジ

DC 〜 14GHz（併用時）

62.5MHz〜125MHz（トリガ入力）
125MHz〜14GHz（プリスケーラ入力）

トリガ・モード

オート、ノーマル、シングル

オート、ノーマル、シングル

パターンロック

非対応

PRBS23相当または、510Mポイント

時間軸レンジ

1ps/div - 1ms/div

1ps/div - 500ns/div以上

時間軸分解能

100fs

100fs

遅延時間レンジ

25ns - 10ms

±1繰り返しパターン長

時間間隔精度

±1ps

トリガ信号に依存

読取り値に対して±0.1%

長期安定性

±5ppm

トリガ信号に依存

メモリ長（標準）

100kpt

64Mpt@1ch〜16Mpt@4ch

メモリ長（オプション）

無し

ジッタ

1ps[typ], 1.2ps[保証値]

510Mpt@1ch〜128Mpt@4ch
HCIS：230fs rms[typ], 250fs rms [保証値]
CIS：500fs rms[typ], 600fs rms [保証値]
（3Gbps〜40Gbps）

トリガ・クロック入力

トリガ入力

クロック/プリスケーラ入力

コネクタ

2.92mm

2.92mm

インピーダンス

50Ω

50Ω

入力レベル

±1V

0dBm±6dBm

最大入力レベル

±2.5V

±2.5V

カップリング

DC

トリガ感度

-10dBm@100MHz
-5dBm@5GHz

-5dBm@14GHz

トリガーゲート

Enable：2.0V〜3.5V
Disable：0〜0.8V

非対応

トリガーゲート遅延

Enable：24ns＋トリガピリオド＋タイムウインドウ設定

非対応

AC

Disable：32ns

基本インタフェース
リモート・コントロール機能

テレダイン・レクロイ・リモート・コマンドもしくは、WindowsのAutomation機能にてコントロール

GPIBポート（オプション）

IEEE - 488.2に対応

イーサネット・ポート

10/100Base-Tイーサネット・インタフェース（RJ-45）

USBポート

前面2ポート、背面4ポート

外部ディスプレイ

D-sub15ピン。SVGA出力 DB-15。ミラーリング出力対応

計6ポート

シリアル・ポート

D-sub9ピン。Windows上にて動作

パラレル・ポート

D-sub25ピン。Windows上にて動作

CD-ROMドライブ

背面１ドライブ

USB2.0対応
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Specifications

電気サンプリング・モジュール
パラメータ

ST-20 (20 GHz)

SE-30 (30 GHz)

コネクタのタイプ

2.92 mm

2.92 mm

2.4 mm

立ち上がり時間

18 ps

12 ps

8 ps
50 GHz

帯域幅

20 GHz

30 GHz

入力電圧範囲

2 Vp-p

2 Vp-p

2 Vp-p

DC垂直電圧精度

< 1%（800 mVp-p 信号）

< 1%（800 mVp-p 信号）

< 1%（800 mVp-p 信号）

平坦度

最初の40 ps：±10%, 40 ps〜200 ps:
±5%, 200 ps〜10 ns ±2%

最初の40 ps：±10%, 40 ps〜200 ps:
±5%, 200 ps〜10 ns ±2%

最初の40 ps：±10%, 40 ps〜200 ps:
±5%, 200 ps〜10 ns ±2%

RMSノイズ

700μV（最大値）、500μV（代表値）

1 mV（最大値）

2 mV（最大値）、1 mV（代表値）

オフセット・レンジ

±1 V

±1 V

±1 V

パラメータ

SE-70 (70 GHz)

SE-100 (100 GHz)

コネクタのタイプ

1.85 mm

1 mm

立ち上がり時間

5 ps

4 ps

帯域幅

70 GHz

100 GHz

入力電圧範囲

2 Vp-p

2 Vp-p

DC垂直電圧精度

< 1%（800 mVp-p 信号）

< 1%（800 mVp-p 信号）

平坦度

最初の40 ps：±10%、40 ps〜200 ps:
±5%、200 ps〜10 ns ±2%

最初の40 ps：±10%、40 ps〜200 ps:
±5%、200 ps〜10 ns ±2%

RMSノイズ

3 mV（最大値）

3 mV（最大値）

オフセット・レンジ

±1 V

±1 V

TDRステップ・ジェネレータ（ST-20）

安全規格

パラメータ

公称値

ステップ立ち上がり時間

20 ps

CE認可、ULおよびcUL適合；EN 61326; EN 61010-1; UL 61010-1; CSA
C22.2 No. 61010-1に準拠

TDRステップ電圧

250 mV

抵抗

50 Ω

環境

TDRパルス・レート

1 MHz

温度（動作時）

オフセット・レンジ

±1 V

ステップ平坦度

最初の40 ps：±10%、
40 ps〜200 ps:±5%、
200 ps〜10 ns ±2%

パルス幅

300 ns ±15 ns

温度（非動作時）

100-200 Vrms (±10%) @ 50/60 Hz; 115 Vrms (±10%) @ 400 Hz、自動
AC電圧選択

寸法（高さx幅x奥行き）
（脚部は高さに含まれない）

264 mm x 397 mm x 491 mm

重量

18 kg

梱包時重量

24 kg

-20℃ 〜 +60℃
+30℃以下では 5%〜80%RH
（結露なし）上限+40℃では25%
RH（結露なし）まで直線的に低下

高度（動作時）

+25℃以下で最高3048 m
（10,000 ft）

高度（非動作時）

最高12,192 m（40,000 ft）

耐振動性（動作時）

0.31 grms、5 Hz 〜 500 Hz、
15分間（X、Y、Zの各軸において）

耐振動性（非動作時）

2.4 grms、5 Hz 〜 500 Hz、
15分間（X、Y、Zの各軸において）

耐衝撃性

X、Y、Zの各軸において：20 g
ピーク、ハーフ・サイン、11 ms
パルス、3ショック（正および負）
の合計18ショック

設置カテゴリ：300V CAT II、最大消費電力：400 VA (400 W)

形状寸法

+5℃ 〜 +40℃
（CD-ROMドライブも同様）

湿度（動作時）

電源要件
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SE-50 (50 GHz)

Ordering Information

WaveExpert100H

同軸アダプタ

WE 100H

ADAPT-292

４スロット・メインフレーム
（Sパラメータ出力、DFP2、XMATH、XDEV付き）

WE-XXL

メモリオプション（510Mpt/1ch 〜 128Mpt/4ch）

ソフトウェア・オプション
WE-SDA

2.92 mm F-Fアダプタ

ADAPT-292-SMA

2.92 mm - SMA F-Fアダプタ

ADAPT-185

1.85 mm F-Fアダプタ

ADAPT-100

1 mm F-Fアダプタ

ADAPT-100-185 1 mm - 1.85 mm F-Fアダプタ

シリアルデータ解析ソフト（ジッタ解析機能付き）

EYEDR

EYE Doctor(バーチャルプローブ、イコライザエミュレーション）

ハードウェア・オプションとアクセサリ

EYEDR-VP

バーチャル・プローブ

SDA-TPS

EYEDR-EQ

イコライザ・エミュレーション

38GHzトリガ・プリスケーラ
（38GHzまでのクロック周波数用）

ME-15

モジュール拡張ケーブル（1.5メートル）

WE-CM

ブランク・カバー・モジュール

タイムベースオプション

GPIB-1

IEEE-488 GPIBリモート・コントロール・インタフェース

WE-CIS

パターンロックオプション＋64Mpt/chメモリ

DMD-1

デュアル・モニター・ディスプレイ

WE-HCIS

WE-CIS＋高精度タイムベース

KYBD-1

キーボード、USB

OC1024

オシロスコープ用カート（棚と引出し付き）

*他ソフトウエアオプションにつきましては、お問い合わせ下さい

電気サンプリングモジュール

OC1021

オシロスコープ用カート

SE-100

100GHz 1ch 電気サンプリングヘッド

RMA-25

ラックマウント・アダプタ（64 cm スライド付き）

SE-70

70GHz 1ch 電気サンプリングヘッド

RMA-30

ラックマウント・アダプタ（76 cm スライド付き）

SE-50

50GHz 1ch 電気サンプリングヘッド

WE9K-RHD

リムーバブル・ハードディスク・パッケージ

SE-30

30GHz 1ch 電気サンプリングヘッド

ST-20

20GHz 1ch 20psTDR付き電気サンプリングヘッド

WE9K-RHD-02 追加のリムーバブル・ハードディスク
（USB、CD-ROM、予備用ハードディスク付き）
TW-4

4 in.-lb. トルク・レンチ（SE-100専用）

TW-8

8 in.-lb. トルク・レンチ

顧客サービス
テレダイン・レクロイのオシロスコープは、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、WaveExpert シリーズのオシロスコープには3年間、モジュールには1
年間の製品保証が付いております。

●ユーザ各位のご要望、当社の品質管理の一層の高度化などにともなって、おことわりなしに仕様の一部を変更、向上させていただくことがあります。
●Windows、Excelは米国Microsoft社の商標または登録商標です。その他、ソフト名は一般に各メーカーの商標または登録商標です。
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