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本マニュアルについて 
このマニュアルでは、シリアルデータ解析ソフトウェアの動作について説明します。このソフトウェアは、

SDA III と統合された Eye Doctor II および Virtual Probe ソフトウェアとともに使用できます。 

最近のバージョンの 64 ビット MAUI ソフトウェア、特に 8.3 以降のバージョンの導入により、一部の機器のグ

ラフィカルユーザー・インタフェースは以前のファームウェア・バージョンで提供されたものと大きく異な

り、さまざまなタッチスクリーン機能が含まれるようになりました。このマニュアルの一部の画像イメージに

は、SDA III、Eye Doctor II、Virtual Probe の旧バージョンが含まれていますが、その他のバージョンでは、現

在のバージョンと SDA II の最新バージョンが表示されています。 

特に、OneTouch 機能がないオシロスコープ・モデルでのソフトウェア動作は、このマニュアルに記載されて

いるものとは多少異なることがあります。しかし外観の違いがあっても、特に明記しない限り機能は同じで

す。機能に相違または制限がある場合は本文で説明します。 
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SDA II および SDA III ソフトウェア 
概要 

SDA II シリアルデータ解析ソフトウェアは、シリアルデータ信号を評価するための計測機能を提供します。フ

ァームウェア・バージョン 6.9.0.x で導入された SDA III シリアルデータ解析パッケージは、複数レーンの高速

シリアルデータ信号を評価するための包括的な測定機能と、比較のための”リファレンス”解析レーンを提供しま

す。 

SDA III CompleteLinQ ソフトウェア(Mosaic モード) 

すべてのジッタ計測、Eye パターン、および解析ビューは、信号エッジの到達時間と基本クロックの到達時間の

比較に基づいており、ソフトウェア・クロックリカバリ・アルゴリズムまたはクロック信号の測定によって決

定されます。トリガを基準とした測定はしないため、計測値はトリガ・ジッタの影響を受けることはありませ

ん。SDA III の計算方法は SDA II と同じですが、Dual-Dirac"Rj Direct"ジッタ計算法が追加された。 

このソフトウェアは、長い信号捕捉信号を迅速に処理します。最良の結果を得るには、捕捉は少なくとも

100,000UI のテスト対象信号を含むのに十分な長さである必要があります（500,000UI 以上が最適です）。長時

間の捕捉を使用することにより、ユーザーは正確な計測に最適な統計情報を取得し、低周波の周期的ジッタ成

分を測定できます。 
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SDA II の主な機能 
⚫ 2 つの総合的な計測値：Eye パターンテストと包括的ジッタ解析(ランダムとデタミニスティック・ジッ

タの分離、および周期的ジッタの直接計測、DJ、DCD、DCD)。 

⚫ Eye パターン、IsoBER、DDj プロット、デジタル・パターン、DDj ヒストグラム、ジッタトラック、

PLL トラック、ジッタスペクトル（ピーク注釈付き）、スペクトルしきい値、Pj 逆 FFT、ジッタ・ヒ

ストグラム、CDF、バスタブ、および正規化 Q スケールフィットなど、ジッタおよび Eye パターン解

析用の多くのプロットタイプ 

⚫ フィルタ処理されたジッタで、ユーザーが選択可能なバンドパス・フィルタを使用して、タイム・イン

ターバル・エラーの時間変動をプロットできます。この機能により、一部のシリアルデータ仕様に必要

なクロック・リカバリ PLL のハイパス・フィルタ効果に加えて、フィルタを適用できます。 

⚫ IsoBER は、Eye パターン上で対象の BER までの一定のビットエラー率の外挿線を表示します。 

⚫ Eye パターン、TIEtrack、バスタブ・カーブ、ジッタ・ヒストグラム、NQ スケールカーソル、および

ジッタスペクトルを画面上に同時に設定するための Quick View ショートカット。 

SDA III の主な機能 
SDA III では、SDA II の Eye パターンおよびジッタ解析ツールに以下のものが追加されます： 

⚫ 完全に統合されたマルチレーン解析フレームワーク－SDA のソフトウェア・オプション機能には、オ

シロスコープで有効にされたすべてのシリアルデータ解析機能を統合する「フレームワーク」ダイアロ

グがあります。Eye Doctor II オプションまたは SDA III CompleteLinQ オプションをインストールして

いる場合は、SDA を使用してエンファシスとイコライゼーションを行うことが出来ます。ディエンベ

ッドとエミュレーションは、Eye Doctor II、Virtual Probe あるいは SDA III-CompleteLinQ により提供

されます。 

⚫ マルチレーン・シリアル・データ解析－SDA III "LinQ"パッケージを使用して、一度に最大 4 レーンを

解析することが出来ます。レーンは、シングルエンドもしくは差動信号を指定することが出来ます。ま

た、プローブを使用してオシロスコープに直接入力することも出来ますし、ズーム、演算、メモリトレ

ースを含む波形トレースを指定することも出来ます。Eye Doctor II があれば、各レーンに異なるイコラ

イゼーション設定を構成することも可能です。 

⚫ ノイズおよびクロストーク計測－強力なクロストーク計測ツールキットは、垂直ノイズの特性評価を行

い、クロストークまたは干渉によるノイズの洞察を提供します。解析ビューには、残留ノイズトラッ

ク、ノイズスペクトル、ヒストグラムおよび Qfit が含まれ、ノイズ計測は Tn(トータル・ノイズ)、

Rn(ランダム・ノイズ)、Dn(デタミニスティック・ノイズ)、およびクロストーク Eye にブレークダウ

ンされます。クロストーク Eye はノイズ・アグレッサーによる影響を標準 Eye パターンよりも、よりは

っきりと描画するノイズ解析に基づいた Eye パターンです。クロストーク Eye は、マルチレー

ン”LinQ”オプションで 2 つの異なるレーンを比較できます。 

⚫ LaneScap 比較モード－複数のレーン(または 1 つのレーンとリファレンス・レーン)を有効にすると、

オシロスコープは自動的に「LaneScape 比較モード」をオンにします。このモードでは、単一のレーン

に関連するすべてのグラフィカルビューがひとつのタブに表示されます。これらのタブは、レーン間の

比較を容易にするために、さまざまな「LaneScape」に配置することができます。 

⚫ スペクトル Rj ダイレクト・ジッタ計算法－SDA III はスペクトル Rj ダイレクト・ジッタ計算法を含ん

でいます。この計算法は Rj をベースにしたスペクトル解析法を修正し，他メーカーのオシロスコープ

の結果と比較してより相関のあるジッタ結果を返すことが可能です。  
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互換性のあるオシロスコープ・モデル 
SDA II ソフトウェア・オプションは WaveRunner6Zi,WaveRunner8000,HDO9000 シリーズ・オシロスコープ

でご使用になれます。 

SDA III ファミリのソフトウェア・オプションは、同等の DDA および SDA モデルを含む WaveRunner 

8000HD, WaveRunner9000, WavePro HD、WavePro7Zi、WaveMaster8Zi および LabMaster シリーズ・オシロ

スコープでご使用になれます。 

要件 
SDA III オプションをご使用になるには 64-bit X-StreamDSO ファームウェア 6.9.x.x 以降が必要です。本マニ

ュアルに記載されている全ての機能を使用するには、ファームウェア・バージョン 9.2.x.x 以降が必要です。フ

ァームウェアのアップグレードは以下から入手可能です：teledynelecroy.com/ support/ softwaredownload 

 

入門  

SDA ソフトウェアへのアクセス 
メニューバーから Analysis>Serial Data を選択して、SDA にアクセスします。 

画面下部に表示される SDA ダイアログには、シリアルデータの表示と解析の全体的なフローが表示されます。

フロー図の各ブロックは、タッチすると対応する設定ダイアログを開くボタンとなっています。 

アクティブなブロックは、SDA ソフトウェアのインストールで有効になっている機能を表します。ブロックが

無効となっている場合は、その機能に必要なソフトウェアがアクティベートされていません。 

Analysis メニューから SDA III CompleteLinQ にアクセスします 
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レーン設定手順 
SDA III-CompleteLinQ には、4 レーンの解析を行うための選択項目がたくさんあります(オシロスコープが

“LinQ”オプションのいずれかを搭載している場合)。主な設定方法には、次の 2 つがあります： 

⚫ ひとつのレーンの設定全体を完了してから、次の手順に進みます。 

⚫ フロー内の各ブロックに対して、全レーンの設定を完了します。 

メインの SDA ダイアログは、フローチャートのように編成され、アクティブ・レーンの基本設定情報を表示し

ます。この設定情報は、ダイアログ左半分の Lane 選択ボタンの 1 つをタッチ/クリックすることによってアク

ティブになります。 

最低でも入力信号を定義してクロックを設定する必要があります。 

また、解析に使用する Eye、Jitter、Noise、および Crosstalk の計測をセットアップする必要があります。 

Eye Doctor II の機能を利用できる場合、計測を行う前に、レーンに適用するエンファシス、エミュレーション/

フィクスチャのディエンベット、またはイコライゼーションをオプションで設定できます。 

SDA タブをタッチ/クリックすればいつでも SDA フレームワーク・ダイアログに戻ります。 

設定のコピー 

効率的な方法は、1 つのレーンの設定全てを完了した後、SDA フレームワーク・ダイアログの Copy Lane 機能

を使用して、その設定を他のレーンにコピーする方法です。その後、目的のレーンをアクティベートしてフロ

ー内の適切なボックスをタッチし、対応する設定ダイアログを開き、それぞれの設定を行うことができます。 

Signal Input と Quick View 

信号の設定は、Signal Input ダイアログまたは Quick View ウィンドウを使用して実行できます。ただし、

Signal Input ダイアログで既に作成されている設定は、Quick View で作成された設定によって置き換えられま

す。 

共通設定と個別設定 

設定を簡略化するため、あるいは直接的に結果を比較するために、いくつかの設定は、すべてのレーンに渡り

共通化されています。 

⚫ 結果の表示に関連する選択、例えば、波形、ヒストグラム、スペクトル、計測パラメータなどは、レー

ン間で同期されます。指定されたレーンの波形とその他のプロットは、固有のフレームに配置されま

す。LandScape 比較モードを御覧ください。 

⚫ 次のような他の主要設定が共通化されます： 

⚫ ジッタ計算法（Jitter Parameters ダイアログ） 

⚫ Eye Saturation(Eye Diagram ダイアログ） 

⚫ Vertical Eye Scales(Eye ダイアログ） 

⚫ Eye Style(Eye Diagram ダイアログ） 

⚫ IsoBER start/stop/step (Eye Diagram ダイアログ） 

⚫ log10BER(Jitter Parameters ダイアログ） 

⚫ Repeating Pattern mode(Pattern Analysis ダイアログ） 
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LaneScape 比較モード 
複数レーンが表示/解析(SDA III LinQ オプションの 1 つ)で有効になっている場合、オシロスコープは比較モー

ドをアクティブにします。このモードでは、各レーンのさまざまなビューが別々のフレームに配置されます。

このフレームは、解析を容易にするために、様々な”LaneScape”に配置できます。すべてのビューがフレーム間

で共通化されます。 

モードの選択 

比較モードセレクタは、アプリケーション・メニューバーの右端に表示されます。 

アイコンまたはテキストをタッチしてセレクタを開き、モードを選択します。 

比較モード 

3 つの比較モードから選択することができます： 

Single(デフォルト）－１レーンが表示され、表示領域が最大となります。もしマルチレーンを使用して解析中

の場合は、フレームごとに個別のタブが表示されます。表示したいタブを選択してください。 

 

  

メモ：フレーム内に表示されるビューは、指定されたレーンの設定選択によって異なります。それら

はすべて同じでも異なっていても構いません。 
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Dual－２つの LaneScape が横並びに表示されます。それぞれは解析中のレーンのフレームを含んでいます。各

LaneScape 内で、表示するフレームを選択します。このモードは、2 つのレーンを比較する場合に最適です。特

に同じビューで構成されている場合は、このモードが最適です。 

Mosaic－すべての利用可能レーンは、LaneScape で同時に表示されます。 
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トレースの LaneScape への割り当て 

比較モードは、SDA 結果を容易に比較できるように設計されています。結果の誤った解釈を防ぐために、各レ

ーンの SDA ビューはそれぞれのフレームにのみ表示できます。これらのトレースを他のグリッド、フレーム、

および LaneScape に移動することはできません。 

入力チャンネル・トレース、演算、ズームおよびメモリ・トレース(C1、F1、Z1、M1 など)のような非 SDA 波

形はフレーム固定ではなく、ある LaneScape から他に移動することができます。トレースを移動するには、ト

レースのディスクリプタ・ボックスを目的のフレームとグリッドにドラッグ＆ドロップします。 

SDA フレームワーク 
SDA フレームワーク・ダイアログは、任意のシリアルデータ解析ソフトウェアの入り口であり、解析プロセス

全体を表示します。フローチャート内の各ブロックはボタンで、タッチすると対応する設定ダイアログが表示

されます。実行している解析に不要な機能（または SDA ソフトウェアでサポートされていない機能）は無効に

なります。 

SDA III CompleteLinQ ソフトウェアを使用している場合、SDA フレームワークのフロー図には Eye Doctor II

および Virtual Probe の emphasis、de-embedding/emulation および equalization 機能のアクティブなブロック

が含まれます。そうでない場合、これらのブロックは無効になります。 

SDA III フレームワーク 

SDA II フレームワーク 

デフォルトでは、Enable SDA がチェックされています。選択を解除すると、解析が無効になり、すべてのビ

ューがオフになります。 

Quick View ボタンをタッチすると、入力設定を構成するための Quick View ウィンドウが開きます。 

 

 

 

  

注意：Quick View を使用すると、選択したレーンの現在の構成がクリアされ、Quick View ウィンドウ

内で設定された構成が適用されます。 



シリアルデータ解析ソフトウェア取扱説明書 

8            EAR99 technology subject to restrictions on copyrights page. 

レーン・セレクタ 

これらのコントロールは SDA III multi-lane LinQ オプションの場合にのみ使用します。 

Lane1-4 ボタンはそれぞれのダイアログに現れ、構成するレーンを切り替えます。SDA ダイアログの各ボタン

の下に表示されるテキストは、選択したレーンのセットアップに関する情報を表示します。 

Reference Lane ボタンはリファレンス・レーンの設定を表示します。このレーンは、別のレーンからのデー

タとビューを比較目的で格納します(下の Store Lane to Ref ボタンを参照してください)。保存されたレーンの

名前は、使用時にボタンの右側に表示されます。 

Lane Enable/Disable チェックボックスを使用すると、表示/解析に対応するレーンが有効になります。複数

のレーンがチェックされると、オシロスコープは LaneScape 比較モードに入り、それぞれのレーンが独自のフ

レームに表示されます。また、比較モードの選択ボックスが画面右上に表示されます。 

Store Lane to Ref ボタンをタッチすると、アクティブ・レーンの設定とデータがリファレンス・レーンに格納

されます。 

Copy Lane Setup ボタンをタッチすると、ある Lane から別の Lane に設定およびデータをコピーするための

ウィンドウが開きます。 

入力信号 

Signal Input ボタンをタッチすると、Signal ダイアログが開きます。このダイアログを使用して、アクティブ

なレーンのデータ・ソース、クロスレベル、信号タイプを構成し、SDA フローチャートのエンファシス・ブロ

ックに「流れる」信号の表示を有効にします。 

シグナル・コンディショニング 

SDA III フロー内のこれらのブロックは、SDA III-CompleteLinQ オプションあるいは他のインストール、Eye 

Doctor II および/または Virtual Probe 機能を備えている場合に有効化されます。 

Emphasis ボタンは、Emphasis ダイアログを開きます。このダイアログでは Signal Input(s)ブロックを流れる

信号のプリエンファシス/デエンファシス設定を行います。 

De-embedded/Emulate ボタンは Emulate/De-embed ダイアログを開きます。このダイアログでは、フィク

スチャや Eye Doctor II または Virtual Probe 機能の設定を行います。 

Linear EQ ボタンは、Linear EQ ダイアログを開きます。ここで、アクティブ・レーンに Continuous Time 

Linear Equalization（CTLE）または Feed Forward Equalization（FFE）を適用できます。 

DFE ボタンをタッチすると、アクティブ・レーンの Decision Feedback Equalizer(DFE)設定ウィンドウが開き

ます。 

  

メモ：リファレンス・レーンは、De-embed/Emulate ダイアログで Virtual Probe 機能を有効にしたと

きには使用できません。 

メモ：De-embed/Emulate ダイアログで Virtual Probe が有効になっている場合、リファレンス・レー

ンは使用できず、Store Lane to Ref ボタンが無効になります。 
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クロック 

クロック・リカバリ・ソース・スイッチは、Clock Recovery ボタンの左側に表示されたラベルのないボタンで

す。明示的な（外部）基準クロックを使用する場合は、クロック・リカバリ・ソース・スイッチを「青」方向

に設定して、Ref Clock Input ボタンを有効にします。この位置では、クロック・リカバリ・アルゴリズムは基

準クロック入力の遷移を使用します。「赤」方向に設定すると、SDA は Linear EQ ブロックから流出する信号

のエッジを使用してソフトウェア・クロック・リカバリを実行します。どちらの位置でも、Clock ダイアログで

構成された設定が使用されます。 

Clock Recovery ボタンは Clock ダイアログを開きます。 

Ref Clock ボタンは明示的な基準クロック信号のソースおよびその他の属性を設定するための Ref. Clock ダイ

アログを開きます。 

表示と計測 

これらの機能により、すべての事前処理が適用された後に信号を視覚化できます。 

Eye Meas.ボタンは、Eye パターンを設定するためのダイアログを開きます。 

Jitter Meas.ボタンは、ジッタ計測を設定するためのダイアログを開きます。 

SDA II ユーザー向け：Enable Eye Meas.および Enable Jitter Meas.をチェックすると、現在設定されている

Eye およびジッタの計測値を表示します。計測表示をオフにするには、これらのボックスのチェックを外しま

す。 

SDA III Noise Meas.ボタンは、垂直ノイズ計測を設定するダイアログを開きます。このボタンは、ノイズ計

測機能が存在する場合にのみ有効になります。 

SDA III Crosstalk Meas.ボタンは、Crosstalk Eye を設定するダイアログを開きます。このボタンは、

Crosstalk 計測機能が存在する場合にのみ有効になります。詳細については、「クロストーク解析」を参照して

ください。 
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Quick View 
Quick View には、Eye パターン、TIE トラック、バスタブ・カーブ、ジッタ・ヒストグラム、NQ スケール、

およびジッタ・スペクトル(ピークが注釈表示付き)がひとつの要約されたビューで表示されます。 

Quick View 表示 

クイックビューを生成するには、解析用の入力信号を指定するだけです。必要に応じてクロスレベルの指定を

することも出来ます。SDA ダイアログの Quick View ボタンをタッチして起動します。 

Quick View ウィンドウに表示される入力コントロールの説明については、Signal ダイアログを参照してくださ

い。機能は同じです。Signal ダイアログと Clock ダイアログを使用して、Quick View 入力を修正します。 
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信号 

SDA III Signal (Input)ダイアログ 

SDA II Signal Input ダイアログ 

シリアルデータ入力 
差動プローブを使用している場合、または信号が 1 本の同軸ケーブルで接続されている場合は、1 Input（or 

Diff. Probe）ボタンを使用して入力ソースを選択します。 

2 本の同軸ケーブルまたは 2 本のシングルエンドプローブで差動信号を伝送する場合は、Input1-Input2 ボタン

を使用して、使用する入力チャンネルを選択します。 

任意のチャンネルと同様に、任意の演算またはメモリトレースを入力として使用できます。Input1-Input2 モ

ードの場合、または他の処理ステップ（演算関数など）の結果であるトレースを使用する場合、両方のトレー

スのレコード長とサンプリング速度が同じであることを確認してください。 

解析のためのより高いサンプル密度を提供するために、2 倍にアップサンプリングすることを選択できます。過

去において、これは通常サンプリング速度に完全に同期するビットレート（たとえば、20GS/s は 2.5Gb/s の正

確に 8 倍）でギャップのない Eye パターン描画を容易にするために、特に比較的短い捕捉のために行われまし

た。しかし現在では、これは Eye のギャップを取り除くためには不要です。代わりに、Eye Diagram ダイアロ

グの Upsample コントロールを使用します。 

SDA II ユーザー向け：SDA 信号処理を行わずに「生の」入力信号の波形トレースを表示するには、（ダイアロ

グの右端にある）Show SDA Input Signal を選択します。 

 

  

メモ：入力に対する差分の計算に演算を設定する必要はありません。これにより計算ステップが追加

され、演算スロットを使用することは不要になります。 

メモ：入力トレースは、適用された演算またはチャンネルの前処理によって影響を受けます。 
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Crossing Levels 
Absolute volts（または光信号の場合は watts）または Percent amplitude のいずれかの Level Type を選択しま

す。 

⚫ Percent の場合、Pct Level をタッチし、交差しきい値をマークするベースとトップ間の振幅のパーセ

ントを入力します。 

⚫ Absolute の場合、Abs Level をタッチし、交差しきい値をマークする電圧レベルを入力します。 

または、Find Level ボタンをタッチして、ソフトウェアが交差レベルを決定できるようにします。レベルは、

現在の捕捉の最高信号レベルと最低信号レベルの中間点を見つけることで見つけられます。 

ノイズの影響を最小限に抑えるには、Hysteresis 値を入力します。デフォルトのヒステリシス幅は、交差しき

い値を中心とした 500mDiv（分割の半分）です。ヒステリシス幅全体を通過できないエッジは検出されませ

ん。 

信号タイプ 
Signal Type で、信号のエンコード・スキームを選択します。この選択により、規格で指定された Nominal 

Rate が自動的に設定され、Eye ダイアログの Mask Type セレクタに入力されます。 

カスタム信号タイプを使用する場合は、常に Nominal Rate でビットレートを入力します。誤った公称レート

を使用すると、オシロスコープで使用可能なイコライザのいくつかでこの値が使用されるため、イコライザの

結果が正しくない可能性があります。 

クロック信号の設定時にも、公称レートを入力してください。Slope(交差レベルの下)をタッチして、クロック

抽出に使用するエッジを選択します。 

Noise 
ノイズ設定は、垂直ノイズ計測ツールキットによって使用されます。これらのコントロールは、SDA II ソフト

ウェアにはありません。 

Sample Phase では、ノイズ計測のためにサンプルが取得されるユニット・インターバルでの場所が決定され

ます。千分の 1UI（mUI）で時間を入力します 

デフォルトで Center Phase は 500mUI となっています。Center Phase をタッチすると、この値に戻ります。 

  

メモ：Custom および Clock の選択時は、Eye ダイアログの Mask Type セレクタには入力されませ

ん。そのコントロールは無効になります。 
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クロック 

Eye、ジッタおよび垂直ノイズ解析はすべて、各ユニット・インターバルの境界を定義するクロックを必要とし

ます。さらにクロックは、データエッジの実際の到着時間と期待される到着時間との差(すなわち、タイム・イ

ンターバル・エラー、または TIE 計測パラメータ)を決定するために使用されます。 

現在の高速シリアル規格の多くでは、クロックは物理信号ではなく、ハードウェアまたはソフトウェアを介し

てデータ信号からリカバリされます。ソフトウェアには、外部トリガまたはクロック・リカバリ・ハードウェ

アを必要とすることなく、データ信号からクロックをリカバリするアルゴリズムが含まれています。 

レシーバーでの PLL を最適にエミュレートするために、クロック・リカバリ・アルゴリズムの一部として PLL

を使用することができます。リカバリされたクロックは、予想されるエッジ到着時間に対応する回数のリスト

によって定義されます。 

Clock ダイアログにアクセスするには、Clock タブまたは SDA フレームワーク・ダイアログの Clock 

Recovery ブロックをタッチします。 

クロックのセットアップ 
リカバリしたクロックは、指定された信号（データまたは基準クロック）が指定されたしきい値を超える時間

によって定義されます。ゼロから開始して、互いに相関をもつ特定の時間間隔のクロックエッジエッジが計算

されます。たとえば、2.5GHz クロックでは、エッジが時間的に 400ps 離れています。 

SDA III Clock ダイアログ 

SDA II Clock Recovery ダイアログ 

Bit Rate 

予想される Data or Bit Rate を入力するか、Find Rate Now ボタンをタッチして、信号からビットレートを自

動的に検索します。どちらも行わない場合、このフィールドはその規格の公称ビットレートに設定されたまま

になります。 

Reference Clock 

ソフトウェア・リカバリクロックを使用する代わりに、外部基準クロック信号を入力することを選択できま

す。Use Explicit Clock Ref をチェックして、基準クロック信号を定義します。このチェックボックスは、

SDA Framework ダイアログのマルチプレクサスイッチと同じ機能を果たし、Ref. Clock ダイアログをアクティ

ブにします。 

基準クロックが使用されている場合、または DFE が有効になっている場合、Deskew 値が有効になります。こ

れらのいずれの状況でも、Eye パターンがリカバリしたクロックに対してシフトして Eye クロス・ポイントが 2

および 8division に配置されない可能性があります。 
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これにより、マスクが水平方向に最適な位置に来ない場合があります。デスキュー設定を使用して、グリッド

内で必要に応じて Eye を移動します。 

Deskew 値は、ここで手動調整するか、DFE のトレーニング時に最適化された設定のままにすることができま

す。デスキュー時間にユニット・インターバルの 1/2 を加えたものが、決定デシジョン・フィードバック・イ

コライザのデシジョンが行われるポイントです。 

下の画像では、マスクが Eye の中心に来るように、レーン 2 の Deskew 設定を-12ps に設定しています。 

レーン 2 の Eye をシフトするために SDA III 設定で Deskew を使用する 

PLL セットアップ 

PLL Setup コントロールは、計測で使用されるデジタル PLL のタイプと帯域幅を設定します。PLL 帯域幅は、

データレートの高速変動に対するリカバリ・クロックの応答を制限します。たとえば、PLL のタイプによって

は 5MHz の PLL 帯域幅により、リカバリ・クロックはこの周波数の約半分以下のレートの変動に追跡できるた

め、ジッタおよび Eye パターン計測からの影響が除去されます。レシーバーの PLL の動作に一致するようにこ

のセクションを設定します。 

PLL を使用するには、PLL On を選択し、PLL Type を選択します。表示されるサブダイアログで PLL 設定を

構成します。 

もし BW Indep of Data が選択されている場合、PLL アルゴリズムはエッジ間の UI 数をトラッキングすること

により「ローカル」遷移密度をトラックし、最後のエッジの位相差に加えてこの情報を、制御ループにエラー

量をフィードバックする決定に使用します。これにより、さまざまな遷移密度が存在する場合に、クロック・

リカバリ・アルゴリズムが基になるクロックに追従できます。その結果、ローカル遷移密度がその平均値から

大幅に変化しても、PLL は設定された PLL 帯域幅を満たします。クロック・リカバリで、変化する遷移密度を

補正する PLL を使用するレシーバーをモデル化する場合は、この設定を使用します。 
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Reference Clock ダイアログ 
明示的な基準クロックが使用される場合、クロックは、指定されたエッジでの基準クロック信号の交差点の位

置から定義されます。ゼロから開始して、互いに相関をもつ特定の時間間隔のクロックエッジエッジが計算さ

れます。SDA フレームワーク・ダイアログで Ref. Clock Input ブロックをタッチして、Reference Clock ダイ

アログを表示します。 

SDA III Reference Clock ダイアログ SDA II ダイアログは、レーン・セレクタ以外は同一です。 

リファレンス・クロックを設定するレーンをアクティブにするには、必ず Lane #を選択してください。 

クロック入力 

単一のソースまたは差動プローブを使用する場合は、1 Input ボタンをタッチしてから、Input1 欄をタッチし

てソースを選択します。 

2 つのソースを使用する場合は、Input1-Input2 ボタンをタッチしてから、Input1 欄をタッチし、ソースの選

択ウィンドウから最初の入力のソースを選択します。Input2 欄についても繰り返します。 

信号のサンプリング速度を上げるには、Upsample by 欄をタッチして、アップサンプル係数を入力します。 

クロスレベルとスロープ 

Level Type は、Absolute volts（光信号の場合はワット）または Percent Base-Top 振幅のいずれかを選択し、

使用する Level を入力します。ジッタと Eye パターンの両方の計測で使用される交差時間は、クロックレベル

が指定されたしきい値を超える時間として決定されます。 

または、Find Level ボタンをタッチして、ソフトウェアが交差レベルを決定できるようにします。レベルは、

現在の捕捉の最高信号レベルと最低信号レベルの中間点を見つけることで見つけられます。 

クロック抽出に使用される信号エッジを指定するには、Clock Slope をタッチして、Positive、Negative、また

は Both を選択します。 

クロック信号とデータ信号間のスキューを微調整するには、Deskew をタッチして値を調整します。Deskew の

値を変えると、Eye パターンを水平方向にシフトする効果があります。 

基準クロック信号をアップサンプリングするには、Clock Multiplier をタッチして値を調整します。 

 

  

ヒント：Ref.クロックが無効になっている場合は、Clock Recovery ブロックの横にある multiplex スイ

ッチをタッチします。 

例：2.5Hz クロックのエッジは、400 ps の時間間隔です。100MHz の基準クロックから 2.5GHz のクロッ

クを作成するには、乗数を 25 に設定する必要があります。 
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Eye パターン解析 

Eye パターンは波形解析の重要な要素です。信号伝送経路の品質を理解するために,定量的にも定性的にも利用

されます。シンボル間干渉、損失、クロストーク、EMI などのシグナルインテグリティ効果は、Eye パターン

を表示することで識別できます。このため一般に、さらなる解析を実行する前にまず Eye パターンを表示しま

す。 

カスタマイズ可能な Eye パターン 
Eye パターンはパーシスタンス・マップであり、マップ内の各ピクセルは、そのピクセルで指定される時間と電

圧を通過した頻度を示す色で表示されます。Eye パターンには、ビット周期中にデジタル信号がとるすべての値

が表示されます。ビット周期（ユニット・インターバル、または UI とも呼ばれる）はデータ・クロックによっ

て定義されるため、Eye パターンを測定するには何らかのクロックが必要になります。 

Eye パターン 

Eye パラメータ 
Teledyne LeCroy シリアルデータ解析オプションには、事前定義された Eye パターン計測パラメータのセット

が含まれます。結果は表形式のデータとして表示され、オシロスコープ標準のテーブル保存機能を使用してコ

ンマ区切りファイルに保存できます。 

Eye Parameters サブダイアログから表示する計測値を選択します。 

Eye パラメータをオフするには、Eye ダイアログ左端の Turn off Eye Params.ボタンをタッチします。 

  

メモ：ジッタ・パラメータと Eye パラメータの両方を同時に表示することができます。計測値テーブ

ルには別々に表示されます。 
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ジッタ測定値と Eye パラメータ表示 

Eye パターンのセットアップ 
Eye パターンにアクセスするには、SDA ダイアログの Eye Meas.ブロックもしくは Eye タブをタッチします。 

Eye パターン機能をオンにするには Enable Eye Meas.を選択してください。 

垂直 Eye スケーリングの追加コントロールと SDA III Eye ダイアログ 

Eye モード 

Eye（作成）モードを選択します： 

Single Eye は、全捕捉から全ての UI を重ね書きします。 

Dual Eye Transition/Non-Transition は、信号の UI を 2 つの別々の Eye に分割します。1 つは遷移で始まる

UI で構成され、もう 1 つは遷移なしの UI で構成されます。PCIe 規格では、これらを Transition および Non-

Transition Eye と呼んでいます。この表示モードは、両タイプの Eye のマスクテストを使用するシリアルデータ

規格（例えば PCI Express および FB-DIMM Point-to-Point）に役立ちます。 

Dual Eye Gated（Qualified）モードは、個別のゲート信号を使用して、ゲートの極性に基づいてデュアル Eye

パターンを作成します。 

Dual Eye FSB(Front Side Bus)はシーケンスモードの捕捉と同様に動作しますが、最初に発生した信号のペア

に基づいて、結果を 2 つの別々の Eye に分割します。この選択では、エッジ選択も行い、FSB Write 信号を指

定します。 

利用可能なすべての垂直スケールを使い切る様にすると、測定精度が向上します。 

SDA II ユーザー向け：Eye パターンをグリッドの高さに合わせるには、Vertical Auto fit を選択します。 

SDA III ユーザー向け：Vertical Eye Scale 設定を使用します。 

マスク 

マスクテストを御覧ください。 

  

メモ：このチェックボックスをオフにすると、Eye の設定はそのままですが、Eye パターンはオフにな

ります。 
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垂直 Eye スケール 

Vertical Eye Scales 設定を使用すると、SDA III ユーザーは、すべてのレーンに対して生成された Eye パターン

を同時にスケーリングできます。Eye の垂直方向スケーリングに使用する動作モードを選択します。すべての

Eye は同じ設定を使用します。 

⚫ Normal：Eye パターン・アルゴリズムへのデータ信号入力の垂直スケール（V/div）を使用します。こ

れは通常、1 Input を使用するときにソースの V/div、または 2 Input を使用する場合にはその合計にな

ります。 

⚫ Auto Fit All Lanes：垂直方向のスケールを値にあわせて調整し、「1」レベルを+2.5div に配置し、

「0」レベルを-2.5div に設定します。 

⚫ Lock All Lanes：隣の Ver Scale 入力欄に入力した値に垂直スケールを設定します。 

Eye パターン・サブダイアログ 

Show Eye は、Eye パターンを表示します。選択を解除すると、Eye のプロットはオフになります。 

Show IsoBER は、Eye パターンに IsoBER プロットを重ね書きします。信号がビットエラーレートの要件を満

たしているかどうかを判断するには、マスクテストが常に最良の方法ではありません。多くの場合、垂直ノイ

ズとジッタの定量分析が不足しています。IsoBER 解析は、Eye パターン・データを外挿し、BER の線を直接

Eye に表示することにより、この定量分析を提供します。これにより、垂直方向の Eye の閉じ方を分析するこ

とにより、最小 Eye 開口部を迅速に決定し、クロストークを検出できます。from/to/step で、ISOBer プロッ

トに等高線を表示する BER 値の範囲を入力します。 

IsoBER を重ね書きした Eye パターン 

IsoBER プロットを enable にしたら、Start IsoBER Scan をタッチして IsoBER を計算します。 

 

  

メモ：SDA III ソフトウェアでは、IsoBER は Crosstalk Eye に使用されるアルゴリズムと同じアルゴリ

ズムを使用して計算されます。 
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Eye Style では、カラーグレードまたはアナログ・パーシスタンスを選択できます： 

⚫ カラーグレード・パーシスタンス では、ピクセルの相対頻度と選択した Eye の飽和設定に基づい

て、ピクセルに色が付けられます。カラーパレットの範囲は紫から赤になります。 

⚫ アナログ・パーシスタンス ではアナログ・オシロスコープで見られる相対強度を模倣した色を使

用します。 

Eye Saturation スライダで、カラーグレードまたは強度を調整します。左にスライドすると、飽和に達するた

めに必要なしきい値が下がります。 

Upsample factor は、Eye パターンを構成するサンプル点数を増加させます。ギャップを埋めるにはこの数を 1

から増やします。隙間は、サンプリングレートがビットレートの倍数に非常に近い場合に発生する可能性があ

ります。その場合、波形のサンプリング点はユニット・インターバル全体を埋め尽くしません。隙間は、十分

な数の UI をサンプリングしない短いレコード長を使用する場合にも発生する可能性があります。（数十万 UI

でなくとも、数万 UI を捕捉するために、1MS 以上のレコード長の使用を推奨します。） 

マスクに対して Eye パターンをテストする場合は、Show Mask を選択してマスク・オーバーレイをオンにし

ます。Show Failures を選択して、マスクテストに抵触した Eye パターンのポイントをマークします。マスク

テストを御覧ください。 

Eye ディスクリプタ・ボックス 

Eye パターンのディスクリプタ・ボックスには以下の情報が表示されます： 

⚫ 最上段：Eye の volts/division 

⚫ 二段目：Eye の time/division 

⚫ 三段目：描画された Eye のユニット・インターバル(UI) 

もし垂直カーソルが有効な場合、カーソル読み値がそれにつづく段に表示されます。 

Eye マスクテスト 
SDA は絶対あるいは正規化マスクに対して Eye パターンをテストするのに使用することができます。信号がマ

スクに抵触した場所、発生したフェイルの数、および抵触している特定の UI を判別できます。 

Eye ダイアログで、適用する Mask Type を選択します。各規格には、マスクテストに必要なセットがありま

す。マスクは”normalized”あるいは”absolute”のいずれかです。Absolute マスクでは特定の電圧と時間値を指定

します。Absolute マスクを使用する場合、マスク位置は、マスクの Volts/div 設定に依存します。Normalized

マスクは絶対電圧ではなく、グリッド位置を参照します。 

  

メモ：これらのコントロールは、カスタムまたはクロック信号に対して無効になっています。 
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必要に応じて、マスク周囲のバッファー領域である Mask Margin を、総面積の割合として変更できます: 

⚫ X 欄をタッチし、0〜100%の値を入力します。 

⚫ Y 欄をタッチし、0〜100%の値を入力します。Margin only center area をチェックして、マスクの上

下にマージンの完全な値を追加します。たとえば、マージンが 10％の場合、マスク領域の上部に 5％、

下部に 5％が追加されます；Margin only center area にすると、10％が上部に追加され、10％が下部に

追加されて、垂直方向のマージンが 20％になります。 

マスク表示をオンにするには、Eye Diagram サブダイアログで、Show Mask にチェックします。マスクテスト

に失敗した Eye パターンの部分にインジケータを配置するには、Show Failures を選択します。マスク抵触

は、データがマスクテンプレートと交差する場所に表示されるカラーマーカーを見ることで個別に識別できま

す。 

Eye 計測パラメータ 
主に振幅とタイミングを扱う Eye パターンでいくつかの重要な計測が行われます。多くの規格は、必要なテス

トの一部としてそれらを指定しています。テーブルに表示するすべての計測値を選択します。 

Eye Height 

Eye height は信号の SN 比を計測します。Eye amplitude 計測の場合と同様に、0 レベルの平均が 1 レベルの平

均から差し引かれます。この数値は、1 レベルと 0 レベルの両方の標準偏差の 3 倍を差し引くことにより変更

されます。この測定は、Eye 開口部の指標を提供し、UI（ビット周期）の中央領域（通常 20％、ユーザーが変

更可能）で行われます。この測定アルゴリズムは、電気信号ではなく光学信号から描画される Eye パターンに

最適です。シンボル間干渉(ISI)やイコライゼーションがある場合、合理的な結果が得られない場合がありま

す。 

One Level 

指定したスライス幅内の Eye の１あるいは Hi ステートの平均 

Zero Level 

指定したスライス幅内の Eye の 0 あるいは Low ステートの平均 

Eye Amplitude 

Eye Amplitude は、テータ信号の振幅を意味します。測定は、ユーザーが選択した Eye の中心付近(「スライス

幅」)の領域の振幅値の分布を使用して行われます（通常、ゼロ交差時間の間の 20％の区間）。０レベル付近の

分布の単純平均を１レベル付近の分布の平均から差し引きます。この差は、信号振幅の単位（通常は電圧）で

表されます。この測定アルゴリズムは、電気信号ではなく光学信号から描画される Eye パターンに最適です。

シンボル間干渉(ISI)やイコライゼーションがある場合、合理的な結果が得られない場合があります。 

  

メモ：マスクのマージンを拡大すると、寸法が大きくなり、マスクが波形により近くなります。その

結果、より多くのフェイルが発生する可能性があります。 
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Eye Width 

この計測パラメータは、信号のトータルジッタを反映します。クロス・ポイント間の時間は、信号の 2 つの 0

クロス点でヒストグラムの平均を測定することにより計算されます。各分布の標準偏差の 3 倍が、これら 2 つ

の平均の差から差し引かれます。この測定アルゴリズムは、電気信号ではなく光学信号から描画される Eye パ

ターンに最適です。シンボル間干渉(ISI)やイコライゼーションがある場合、合理的な結果が得られない場合が

あります。 

Eye Crossing 

Eye crossing は 0 から 1、および 1 から 0 への遷移が同じ振幅になるポイントです。これは Eye パターンの立ち

上がりエッジと立下りエッジの交差するポイントです。Eye crossing は、Eye の合計振幅のパーセンテージで表

されます。Eye crossing レベルは、Eye パターンを水平方向にスライスし、（スライスの垂直位置を変化させ

て）ヒストグラム幅が最小になるポイントを探すことで測定されます。 

Average Power 

average power は、Eye パターンに含まれるすべてのレベルから得られる信号の平均値の尺度です。これは、ビ

ットインターバル全体をカバーする波形の垂直スライスのヒストグラムの平均と見なすことができます。1 と 0

のヒストグラムが分離されている Eye amplitude とは異なり、平均パワーは結合された両方のヒストグラムの平

均です。使用されるデータコーディングに応じて、average power はデータ・パターンの影響を受ける可能性が

あります。たとえば、1 の密度が高いほど、average power は高くなります。ほとんどのコーディングスキーム

は、1 の密度を均一に維持するように設計されており、その結果、average power は全体の eye amplitude の

50％になります。 

Extinction Ratio 

光信号に対してのみ定義されるこの計測値は、レーザーがオン状態のときの光パワーとオフ状態のレーザーの

光パワーの比です。レーザーをオンに戻すには比較的長い時間が必要なため（したがって、レーザーが動作で

きるレートが制限されるため）、レーザートランスミッタが完全にオフになることはありません。extinction 

ratio（消光比）は 2 つの電力レベル（1 つは非常にゼロに近い）の比率であり、その精度は測定システムの入力

のオフセットによって大きく影響を受けます。光信号は、SDA のフロントエンドにある O/E 変換器を使用して

測定されます。O/E 変換器の DC オフセットは、消光比の計測前に除去する必要があります。この手順はダー

クキャリブレーションとして知られています。O/E 出力は、信号が接続されていない状態（Dark とも呼ばれま

す）で測定され、この値はすべての後続の測定値から差し引かれます。 

Mask Hits 

信号がマスクを抵触するサンプル数 

Mask Out 

信号がマスクを抵触しないサンプル数 
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Eye BER 

Eye BER は、Eye パターンから作成されるビットエラー率の推定値です。以下に説明するように、Q-factor の

測定から得られます。 

この測定アルゴリズムは、電気信号ではなく光学信号から描画される Eye パターンに最適です。シンボル間干

渉やイコライゼーションが存在する場合、妥当な結果が得られない場合があります。Q-factor は、データ信号

の全体的な信号対雑音比の尺度です。これは、eye amplitude（1 レベルと 0 レベルの平均値の差）を取り、そ

れをノイズ値の合計（1 レベルと 0 レベルの標準偏差）で割ることによって計算されます。 

これらの計測はすべて、Eye の中心（通常 20％）で行われます。標準のオシロスコープ計測パラメータ機能を

使用して、Q ファクターを計測できます。 

Slice Width 

オプションの Slice width は、1 ビット（消光比が測定されるパターンの部分）の継続時間の割合です。パーセ

ント値を設定すると、使用するビット幅の中央部分の量が示されます。 
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垂直ノイズ解析  

ノイズは、他のシリアル・データ・レーンへの結合によるクロストーク、EMI エミッタからのピックアップ、

トランスミッタまたはレシーバーからのノイズによる信号のランダムまたはデタミニスティックな変動のいず

れかである可能性があります。ノイズ計測ツールキットには、このノイズを定量化するツールと、レシーバー

がビットをストローブする時間に対応する UI 内の選択された位相での分布、スペクトルおよび時間順序を理解

するためのビューが含まれます。 

ノイズ計測ツールキットを使用すると、以下のことが可能となります： 

⚫ トータル・ノイズ(Tn)を決定し、外挿モデルを使用してランダム(Rn)成分とデタミニスティック(Dn)

成分とを分離する 

⚫ Dn から周期ノイズ(Pn)成分を抽出する 

⚫ サンプリング位相で波形全体のノイズのトラックを表示します（RnBUnTrack 波形） 

⚫ ピークしきい値とピーク表示つきノイズトラックのスペクトル(RnBUn スペクトル)を表示する 

⚫ Pn 逆 FFT プロットを見る 

⚫ サンプリング位相でのノイズ分布を表示します(Rn+BUn ヒストグラム)。 

Noise ダイアログ 
SDA III Noise ダイアログは垂直ノイズ解析を実施するための入り口です。Noise ダイアログを開くには、

Noise タブもしくは、SDA フレームワーク・ダイアログの Noise Meas.ブロックをタッチします。 

SDA III ノイズ解析フロー 

Noise ダイアログは、左から右に進むシンプルなブロック図により、垂直ノイズ解析の基本的なフローを示して

います。図の各ブロックは、対応する構成サブダイアログを開くボタンでもあります。これらのサブダイアロ

グは、解析された入力信号の複数の”ビュー”（トラック、ヒストグラム、およびその他のプロット）を提供しま

す。 

Enable Noise Meas.ボックスをオンにして、ノイズ解析を有効化します。 

ノイズ解析に使用するレベル（Levels Used)を選択します：One、Zero、Both。 

  

メモ：Noise Meas.ブロックが無効の場合、オシロスコープにはクロストーク(Xtalk)機能がないこと

がわかります。 

メモ：Enable Noise Meas.の選択を解除すると、全ての垂直ノイズ計測ビューとパラメータがオフにな

ります。ただし、ノイズ解析のセットアップは有効のまま残ります。 
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各ブロックをタッチして、対応する構成サブダイアログを開きます：ノイズフィルタ、パターン解析、ノイ

ズ・トラック、ノイズ・スペクトラム、ノイズ・ヒストグラム、ノイズ・計測パラメータ 

ノイズフィルタ 
必要に応じて、構成可能なローパス、ハイパス、またはバンドパス・フィルタを、テスト対象の信号で計測さ

れた RnBUn Track データに適用できます。フィルタは FFT として適用されます。 

Noise ダイアログの Noise Filter ブロックにアクセスして、Noise Filter サブダイアログを開きます。 

Filter State はフィルタを On または Off します。 

Filter Type はローパス、ハイパス、バンドパスから必要に応じて選択します。 

dB per Octave で、通過帯域から阻止帯域への遷移の勾配を指定します。フィルタの Cutoff Freq(1)(Filter 

Type が選択されているときに表示されます)を入力します。 

バンドパス・フィルタを使用する場合は、Cutoff Freq(2)も入力してください。 
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ノイズ・パターン解析 
Pattern Analysis ダイアログでは、ノイズ解析アルゴリズムがパターンをどのように決定するかを設定し、パタ

ーンの発生を視覚化するビューを選択します。 

パターン解析は Tn、Dn、Rn を決定するアルゴリズムの重要なステップです。Patt Reps.については、100 以

上の値を使用することをお勧めします。各捕捉で選択したパターン数を含むパターンを捕捉する必要はありま

せん：オシロスコープは複数の捕捉で繰り返しを蓄積し、部分的な繰り返しもトラックします。 

パターン解析は、2 つの方法で実行することが出来ます。 

⚫ Repeating Pattern は、入力波形が PRBS パターンなどの繰り返しパターンであることを示します。 

⚫ Non-Repeating Pattern は、# Bits で指定した N ビットの同じパターンを持つエッジの平均 TIE 値を

計算します。この方法を適用するには、Repeating Pattern のチェックを外します。 

Repeating Pattern 法で解析する場合のメニュー 

Non-Repeating Pattern 法で解析する場合のメニュー 

ノイズ・パターン・ビュー 

表示するノイズ・パターン・ビューをすべて選択します。 

Show Dig Patt では、Eye パターン上にデジタル・パターンをハイライト表示します。 

Show DDn Plot は Dual-Dirac ノイズ計測値の描画をします。 

Show DDn Histogram は Dual-Dirac ノイズ計測のヒストグラムを描画します。 

  

メモ：Repeating Pattern メソッドを使用するときに Patt Reps セレクタで指定された反復回数が累積

されていない場合、Tn, Rn, Dn の返り値はすべて---値としてジッタ計測値テーブルに表示されます。 

メモ：デジタル・パターンと DDn Plot を同時に表示することは、パターン DDn の位置を正確に識別

するのに便利です。 
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ノイズ・パターン選択 

パターン検出方法を設定するには、これらのコントロールを使用します： 

Repeating Pattern にチェックすると、Repeating Pattern モードが使用されます（デフォルト）。Non-

Repeating Pattern モードにする場合は、チェックを外します。 

Auto Find Pattern をオンにすると、ソフトウェアがパターンを判別できるようになります（デフォルト）。 

Find Pattern をタッチして、繰り返しパターンを検索します。見つかったパターン長は Length に表示されま

す。Non-Repeating Pattern モードを使用する場合、これらのコントロールは無効になります。 

xN 識別されたパターンは xN 倍されて、Repeating Pattern 法に使用されるパターンを形成します。たとえ

ば、信号が PRBS7 パターン（127UI）の場合、xN を 10 に設定すると、使用されるパターンは PRBS7 を 10 回

繰り返します（1270UI）。Min Reps も 10 に設定されている場合、DDj 解析のために 1270UI パターンの 10

回の繰り返しが必要になります。 

DDn プロットを描画するときには、DDn Levels で Both、High、Low のどれを使用するか選択します。 

カウンタをリセットするには Clear Sweeps をタッチします。 

Repeating Pattern モード 

繰り返しパターン・モードを使用する場合は、Patt. Reps.コントロールが使用可能になり、入力波形中に必要

な最小繰り返し数を設定することが出来ます。最小設定値よりも少ない場合は警告が表示されます。 

Non-Repeating Pattern モード 

非繰り返しパターン・モードの場合、ISI プロットの作成に使用するビット数(Num Bits)を入力します。 
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Noise トラック 
RnBUn トラック波形は、ユーザー定義サンプル位相でのデータ・パターンのノイズレス波形に重畳されるノイ

ズを表示します。これは事実上、レシーバーによって観測されるであろうノイズです。 

RnBUn トラックは、パターン解析によって決定されるノイズレス信号から元の信号を減算することによって形

成されます。波形には、UI ごとに 1 点が含まれます。 

Show RnBUn Track にチェックしている場合、アクティブなレーンごとにノイズトラックがプロットされま

す。 

Sample Phase 欄に入力して UI 内の位置を指定してください。これはノイズ計測にユニット・インターバル中

のサンプル点のどの部分を使用するかを定義します。Center Phase ボタンを使用して、このフェーズをトラッ

ク・プロットの中心に配置します。 

詳細については、ノイズ計測アルゴリズムを参照してください。 

 

  

ヒント：これらのプロットをズームするには、トレース・ディスクリプタ・ボックスをまずタッチし

て、Noise Track サブダイアログの横にズームコントロールを表示します。 
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Noise スペクトラム 
Noise ダイアログで、Noise Spectrum ブロックをタッチして Noise Spectrum サブダイアログを表示しま

す。 

表示する各ノイズ・スペクトル・ビューを選択します。 

Show Rn+BUnSpectrum は、データ依存効果が除去された信号の周波数スペクトルを表示します。 

Show Peaks は、しきい値よりも上の RnBUnSpectrum トレースのピークに注釈を付けます。 

Rn+BUn Peak Threshold は RnBUnSpectrum のしきい値をプロットしたものです。このしきい値よりも高い

ピークは Pn とみなされ、しきい値以下の残りの信号は積分されて、ジッタ合成スペクトル法の Rn を形成しま

す。 

Show Pn Inv. FFT plot は Pn の逆 FFT を表示します。これは、しきい値を超える RnBUnSpectrum のポイン

トのみの逆 FFT です。これにより、時間領域のピークを表示でき、時間領域の Pn 効果を表示するのに非常に

便利です。 

Find Scale for Spectrum をタッチすると、ソフトウェアが最適スケールを検出します。Spect.(rum) Scale

は、リニアまたは対数スケールで表示することが出来ます。 

  

ヒント：このビューは、シングルまたはデュアルの比較モードにすると最も見やすくなります。 
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Noise Histogram 解析 
Rn+BUn ヒストグラムは、RnBUn トラックのデータのヒストグラムであり、データ・パターンに重畳されるノ

イズの分布を示します。Q-Scale トレースとあわせて表示することが出来ます。 

表示するビューを選択します。 

Show Rn+BUn Histograms はヒストグラムを表示します。垂直軸は特定のジッタ・ビンのエッジの数になり

ます。水平軸は RnBUn ジッタ値です。スケールはリニアです。log10 Math 演算を使用して対数垂直スケール

を取得し、テール部を見やすくすると便利な場合もあります。 

Show Q-Fit for RnBUn は Q-Scale 表示にヒストグラムをプロットします。Q-Scale 表示では、正規分布のテー

ルは傾きが 1/Rn の直線となります。テレダイン・レクロイでは、nQ-Scale または正規化された Q-Scale と呼

ばれる特別な Q-scale を使用します。これにより、可変母集団の、または正規化された正規分布を可能にしま

す。Q-scale 変換で示されるのは、最適な直線近似（細い白い線）です。 

 

 

  

ヒント：Q-Scale トをズームするには、トレース・ディスクリプタ・ボックスをまずタッチして、

Noise Histogram サブダイアログの横にズームコントロールを表示します。 
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ノイズパラメータ 
Noise Measurement ダイアログを表示するには、Noise Parameters サブダイアログの Noise Parameters

ボタンをタッチします。 

外挿モデル 

ノイズ計算で使用するモデルを選択します。外挿モデルの説明については、ジッタ・パラメータを参照してく

ださい。 

ノイズ計算 

Log10 BER 欄で、Tn を表示するときの BER を入力します。デフォルトは 10-12 です。 

Phase 欄でユニット・インターバルを入力します。Center Phase ボタンを使用して、この位相をトラック・

プロットの中心に配置します。 

ノイズパラメータ 

Noise parameters を選択して、SDA Noise 計測パラメータ・テーブルに表示するパラメータを選択します。

Turn Off All ボタンをタッチすると、ノイズ計測値の表示をオフにします。 

Rn 

ランダム・ノイズの結果は、Dual-Dirac 解析から、または Rn+BUn スペクトルから計算され、使用する外挿モ

デルの選択に基づいて計算されます。 

Dn 

Dual-Dirac 解析から計算されたデタミニスティック・ノイズ結果。 

Tn(BER) 

選択された BER 値でのトータル・ノイズ。これは 3 つの Dual-Dirac モデルのいずれかを使用して、計測され

たノイズを外挿して得られるノイズに相当します。 

ISIn 

シンボル間干渉”ノイズ”。このパラメータは、ISI の垂直方向の広がりを定量化します。ISI は非常に決定論的

（デタミニスティック）ですが、特に厳密に繰り返されるパターンではない通常のデータを見ると、ノイズに

非常によく似ています。 

Pn 

周期ノイズ。これは Pn 逆 FFT の peak-to-peak 高さです。 

EH(BER) 

選択した BER での Eye height。Eye amplitude -Tn として計算されます。 

High LvI 

計測された Hi レベル。 

Low LvI 

計測された Low レベル。  
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ジッタ計測  

ビットレートが高くなると、ユニット・インターバルが小さくなり、タイミング・マージンがますます厳しく

なり、ピコ秒程度でさえも差が生じる可能性が出てきます。近年、高速シリアルデータ・チャンネルのジッタ

特性評価に使用される手法が進化してきました。その目的は、ビットエラーの確率を見積もり、10-12 の様に非

常に小さなビットエラー率のジッタ量も評価することにあります。 

高速シリアルデータ信号のジッタを計算することは、SDA ソフトウェアの重要な機能です。SDA III では、一

連のアルゴリズムを使用して、タイム・インターバル・エラー（TIE）の計測値をジッタに換算します。7 つの

ジッタ値が決定されます：トータル、ランダム、およびデタミニスティック・ジッタ（Tj、Rj、Dj）、周期ジ

ッタ（Pj）、データ依存ジッタ（DDJ）、シンボル間干渉（ISI）およびデューティ・サイクル歪み（DCD）。 

Tj、Rj および Dj の結果は、外挿を使用するモデルによって決定されます。Tj を計算し Rj と Dj に分離するた

めに、Dual-Dirac ジッタ・モデルに基づく 3 つの計算方法をユーザーが選択することが可能です。これらの方

法のうち、2 つは業界標準のスペクトル法の一手法です。3 つ目は Teledyne LeCroy の NQ-Scale 法です。これ

は、クロストークや他の有界無相関ジッタの場合など、ジッタ分布がスペクトル法に適合しない場合に、より

良い結果を返します。 

DDj、ISI、DCD、および Pj の結果は、タイム・インターバル・エラー計測の解析から直接決定され、モデル

ベースではありません。 

ジッタ・セットアップ 
Jitter ダイアログは、ジッタ解析を実行するための入り口です。Jitter ダイアログを開くには、SDA ダイアログ

で Jitter タブまたは Jitter Meas.ブロックをタッチします。 

SDA III ジッタ解析フロー。SDA II は、Lane セレクタ以外は同じです。 

Jitter ダイアログは、左から右に進むシンプルなブロック図により、ジッタ解析の基本的なフローを示していま

す。図の各ブロックは、対応する設定サブダイアログを開くボタンでもあります。これらのサブダイアログ

は、解析された入力信号の複数の”ビュー”（トラック、ヒストグラム、およびその他のプロット）を提供しま

す。 
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Enable Jitter Meas.ボックスにチェックすると、ジッタ解析が有効になり、各ブロックをタッチして、ジッ

タ・フィルタ、パターン解析、ジッタ・トラック、ジッタ・スペクトル、ジッタ・ヒストグラム、およびジッ

タ計測パラメータに対応する設定ダイアログを開くことができます。 

ソフトウェアはデフォルトで Show Jitter in Time に設定されていますが、UI（ユニット・インターバル）表

示を選択することも出来ます。 

SDA III ソフトウェアのジッタ解析の詳細については、ジッタ解析アルゴリズムとジッタ計測パラメータの計算

を参照してください。ジッタがどのように測定されるかを記述した包括的なホワイトペーパー、SDA III Jitter 

Calculation Methods は Teledyne LeCroy の Web サイトから入手できます。 

ジッタ・フィルタ 
必要に応じて、構成可能なローパス、ハイパス、またはバンドパス・フィルタを、テスト対象の信号で計測さ

れた TIE 対時間データに適用できます。フィルタは FFT として適用されます。 

Filter State はフィルタを On または Off します。 

Filter Type はローパス、ハイパス、バンドパスから必要に応じて選択します。 

dB per Octave で、通過帯域から阻止帯域への遷移の勾配を指定します。 

立ち上がりエッジの Cutoff Freq を入力します（フィルタ・タイプが選択されている場合に表示されます）。 

バンドパス・フィルタ使用時には、同様に立下りエッジの Cutoff Freq を入力します。 

  

メモ：Enable Jitter Meas.の選択を解除すると、全てのジッタ計測ビューとパラメータがオフになりま

す。ただし、ジッタ解析のセットアップは有効のままです。 
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ジッタ・パターン解析 
DDj 計算に加えて、パターン解析アルゴリズムは Tj、Rj、および Dj の決定の重要なパートです。Tj、Rj、お

よび Dj を決定するアルゴリズムには、パターン解析によるデータ依存ジッタの「除去」が含まれます。最良の

結果を得るには、少なくとも 100 回のデータ・パターンの繰り返しを捕捉します。各捕捉で選択したパターン

数を含むパターンを捕捉する必要はありません：オシロスコープは複数の捕捉で繰り返しを蓄積し、部分的な

繰り返しもトラックします。 

DDj は、次の 2 つの方法を使用して計算できます： 

⚫ 繰り返しパターン－DDj は、データ・パターンの各エッジの平均交差時間を見つけ、それをテスト対象

の信号の予想ビットレートに基づいて公称交差時間と比較することで計測されます。Repeating Pattern

モードは、長さが 223-1 までのパターンに使用できます（すなわち PRBS23）。この方法を適用するに

は、Repeating Pattern ボックスをオンにします。 

⚫ Non-Repeating Pattern－平均 TIE 値は、先行する N ビットの同様のパターンを持つエッジに対して計

算されます。この方法を適用するには、Repeating Pattern のチェックを外します。 

Jitter Pattern Analysis サブダイアログ 

Pattern Analysis サブダイアログを使用して、SDA がデューティ・サイクル歪み（DCD）およびシンボル間干

渉（ISI）を含むデータ依存ジッタ（DDj）を計測および抽出する方法を構成し、表示する DDj のさまざまなビ

ューを選択します。 

DDj ビュー 

表示する各ビューを選択します： 

Show DDjPlot は、DDj プロットを描画します。このビューには、パターン中の各エッジの平均クロス・ポイ

ントの位置誤差が表示されます。 

Show DigPatt は、デジタル・パターンを表示します。 

  

メモ：Repeating Pattern 法を使用していて、Min Reps セレクタで指定した繰り返し数がデータレコー

ドにない場合、Tj, Rj, Dj, DDj は全て”--”とジッタ計測値テーブルに表示されます。DDj, DCD, ISI 

(表示オンの場合）はそのジッタタイプが実際に存在していても 0 と表示されます。 

ヒント：デジタル・パターンと DDjPlot を同時に表示すると、パターンのどこで DDj が見つかったか

がわかります。 
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Show DDj Histogram は、データ依存のジッタ計測パラメータのヒストグラムを表示します。 

Show ISIPlot は、指定された長さのデータストリームの各パターンからの平均波形トレースで構成される Eye

パターンを表示します。 

長さは 3〜12 ビットに調整でき、平均化により信号のランダムジッタの影響が除去されます。残っているの

は、すべてのノイズとランダムジッタが除去された Eye パターンです。残っているのは、シンボル間干渉

（ISI）とデューティ・サイクル歪み（DCD）だけです。ISI プロットで特定のパターンを選択し、強調表示す

ることができます。 

ジッタ・パターン選択 

Repeating Pattern にチェックすると、Repeating Pattern モードが使用されます（デフォルト）。 

⚫ Repeating Pattern モードでは、パターン解析が完了する前のデータ・パターンの最小繰り返し数の設定

のための Min Patt. Rps.コントロールが有効になります。繰り返しの最小数より少ない数が捕捉される

と、オシロスコープは Tj、Rj、および Dj に対して「---」を表示し、メインの Jitter ダイアログの

Pattern Analysis ボタンの下の進行状況バーが部分的に塗りつぶされます。 

⚫ Non-Repeating Pattern モードの場合、ISI プロットの作成に使用するビット数(Num Bits)を入力しま

す。 

Auto Find Pattern をオンにして、ソフトウェアがパターンを判別できるようにします（デフォルト）。 

Find Pattern をタッチして、繰り返しパターンを検索します。見つかったパターン長は Length に表示されま

す。Non-Repeating Pattern モードを使用する場合、これらのコントロールは無効になります。 

xN 値が入力されている場合、識別されたパターンは xN 倍されて、Repeating Pattern 法に使用されるパターン

を形成します。たとえば、信号が PRBS7 パターン（127UI）の場合、xN を 10 に設定すると、使用されるパタ

ーンは PRBS7 を 10 回繰り返します（1270UI）。Min Reps も 10 に設定されている場合、DDj 解析のために

1270UI パターンの 10 回の繰り返しが必要になります。 

DDj ヒストグラムをプロットするときには、Both、High、または Low DDj Histo(gram) Edges を選択しま

す。 

カウンタをリセットするには Clear Sweeps をタッチします。 

Auto Clear をマークすると、各トリガ後にスイープが自動的にクリアされます。 

Jitter Pattern サブダイアログ 

Pattern サブダイアログは、ISI プロットビューの外観を構成するために使用されます。 

Repeating Pattern モードでは、必要に応じて Shift Pattern By で UI の倍数を入力し、左または右矢印キーを

選択してその方向にシフトできます。Non-Repeating Pattern モードを使用する場合、Shift Pattern By コント

ロールと Find Pattern コントロールの両方が無効になります。 
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ISI プロットでデジタル・パターンが見つかった場所を強調表示するには、パターンの Num(ber of) Bits を入

力し、Find Pattern をタッチします。見つかった n ビットパターンのリストから、強調表示するパターンを選

択します。 

Length および xN コントロールは、Pattern Analysis サブダイアログと同じように機能します。 

Jitter Track 
このダイアログは、3 つの利用可能なジッタ・トラックビューのいずれかを表示するために使用されます。3 つ

のジッタ・トラックはすべて、時間対ジッタをプロットします。 

Show RjBUjTrack は RjBUjTrack をプロットします。この波形は、DDj が除去され、「仮想エッジ」の値が設

定された TIETrack です。 

Show PLLTrack は、PLL がトラッキングしているジッタをプロットします。これは、検出されたビットレー

トでの理想的なクロックに相関します。PLLTrack 波形は、信号の低周波ジッタをトラッキングする PLL の動

作を示します。信号中の（実または仮想の）各エッジに対して(1)PLL によって決定される期待されるエッジの

到着時間、および（２）PLL がオンではない場合に期待刺さるエッジの到着時間との差の計測値を示します。 

Show TIETrack は TIEtrack をプロットします。 

 

 

 

 

  

ヒント：これらのプロットをズームするには、トレース・ディスクリプタ・ボックスをタッチして、

Jitter Track サブダイアログの横にズームコントロールを表示します。 
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ジッタ・スペクトラム 
Jitter Spectrum サブダイアログを開くには、Jitter ダイアログで Jitter Spectrum ブロックをタッチします。 

表示する各ジッタスペクトルビューを選択します。 

Show RjBUjSpectrum は、DDj が除去された RjBUjTrack の周波数スペクトラムを表示します。以下のジッ

タ・スペクトラムは、peak-to-peak ジッタに 2 を掛けた値を示しています。 

スペクトラムトレースのしきい値より上の RjBUjSpectrum のポイントに注釈を付けるには、Show Peaks を選

択します。注釈は、ピークの上に配置された青い円になります。 

Show Peak Threshold は、RjBUjSpectrum のしきい値を表示します。このしきい値よりも高いピークは Pj と

みなされ、しきい値以下の残りの信号は積分されて、ジッタ合成スペクトル法の Rj を形成します。ピークしき

い値ビューにより、以後の解析で Pj として表示されるピークを知ることができます。 
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Show PjInv.FFT は、ピーク情報の複雑な周波数ビューを、ユーザーPj（周期的ジッタ）の単純な時間領域ビュ

ーに変換します。これは、しきい値を超える RjBUjSpectrum のポイントのみの逆 FFT です。これにより、時

間領域のピークを表示でき、時間領域の Pj 効果を表示するのに非常に便利です。 

Find Scale for Spectrum は、RjBUjSpectrum を表示するための最適なスケールを自動的に見つけます。 

Spect. Scale では、RjBUjSpectrum を線形スケールで表示するか、対数スケールで表示するかを選択します。 

  



シリアルデータ解析ソフトウェア取扱説明書 

38            EAR99 technology subject to restrictions on copyrights page. 

ジッタ・ヒストグラム解析 
SDA ソフトウェアでは、2 つのジッタ・ヒストグラムを表示できます；ジッタのすべてのソースを含む TIE ヒ

ストグラムと、DDj が削除除去された Rj+BUj ヒストグラムです。 

統合されたヒストグラム、または CDF（累積分布関数）を表示することもできます。CDF は、バスタブ曲線を

より標準的な表現で表示できます。 

Show Rj+BUj Histogram は、Rj+BUj ヒストグラムを描画します。垂直軸は特定のジッタ・ビンのエッジの数

になります。水平軸は RjBUj ジッタ値です。スケールはリニアです。場合によっては log10 Math 演算を使用し

てログの垂直スケールを取得し、テール部を見やすくすると便利です。 

Show Q-Fit for RjBUj は Q-Scale 表示に Rj+BUj ヒストグラムをプロットします。Q-Scale 表示では、正規分

布のテールは傾きが 1/Rj の直線となります。テレダイン・レクロイでは、nQ-Scale または正規化された Q-

Scale と呼ばれる特別な Q-scale を使用します。これにより、可変母集団の、または正規化された正規分布を可

能にします。Q-scale 変換で示されるのは、最適な直線近似（細い白い線）です。 

Show TIEHistogram は、TIE ヒストグラムを描画します。垂直軸は特定のジッタ・ビンのエッジの数になりま

す。水平軸は TIE ジッタ値です。スケールはリニアです。場合によっては log10 Math 演算を使用してログの垂

直スケールを取得し、テール部を見やすくすると便利です。 

Show CDF は、DDj ヒストグラムを畳み込まれ外挿された RjBUj ヒストグラムの累積分布関数をプロットしま

す。 

Show Bathtub はバスタブ曲線をプロットします（CDF と同じ情報、バスタブ形式で表示）。 

  

ヒント：これらのプロットをズームするには、トレース・ディスクリプタ・ボックスをタッチして、

Jitter Histogram サブダイアログの横にズームコントロールを表示します。 



SDA II および SDA III ソフトウェア 

 EAR99 technology subject to restrictions on copyrights page.         39 

ジッタ・パラメータ 
Jitter Parameters ダイアログを表示するには、Jitter Measurement ダイアログの Jitter Parameters ボタン

をタッチします。 

SDA II ジッタ・パラメータ 

SDA III ジッタ・パラメータ 

外挿モデル 

ジッタ計算で使用するモデルを選択します。 

Dual-Dirac Spectral(SDA II)、Spectral Rj Direct(SDA III)は、業界標準の Dual-Dirac モデルを適用しま

す。ガウス分布の σ（シグマ）値は、ジッタのスペクトル解析から導き出されます。ジッタ分布のテールは σ

を使用して外挿されますが、Rj の最終値は σ に等しくなるように設定されます。Tj は、ユーザー指定の BER

レベルでの最終累積分布関数（CDF）の幅となります。この手法は最速の収束を提供し、クロストーク、ある

いはランダムジッタとして混入するデタミニスティック・ジッタが存在する場合を除き、使用するのに適した

ものです。そのような場合、NQ-Scale を使用する必要があります。一般に、2 つの手法の結果が近い場合は、

Spectral RJ Direct を使用して、高速収束を活用します；それらが少し以上異なる場合、spectral model の仮定を

おそらく超えているので、NQ スケールを使用する方が良いでしょう。 

Spectral Rj+Dj CDF Fit は同様に、業界標準の Dual-Dirac モデルを適用し、ガウス分布のシグマ値は、ジッ

タのスペクトル解析から導き出されます。しかし、ジッタ分布のテール部は、最終累積分布関数(CDF)がユー

ザーの選択した BER レベルになる幅と等しい Tj を使用して外挿され、Rj と Dj は、選択した BER 値に漸近す

る方程式にフィッティングすることにより決定されます。この方法は、MJSQ に最も近い方法で、デフォルト

の選択です。 

Dual-Dirac NQ-Scale(SDA II の場合）、NQ-Scale(SDA III の場合）は、6 自由度を含む Dual-Dirac モデル

の変形である「正規化 Q スケール」の略です：ガウス分布は異なる σ（シグマ）値、母集団、および平均を持

つことができます。  
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NQ-Scale 法は、「Q スケール」に変換することにより実行されます。この場合、正規分布は直線の勾配を持ち

ます。Tj は、ユーザーが選択した BER レベルでの最終累積分布関数（CDF）の幅です。Rj と Dj は、選択した

BER 値の近くで式（1）にフィッティングして決定されます。NQ-Scale 法は σ を決定するために spectral 法を

使用せず、追加の自由度を含むため、高いクロストークまたは他の有界で無相関なジッタが存在する場合のジ

ッタの推定値は、spectral 法によって返される値よりも現実的です。この手法は、非反復的なクロストークが存

在する場合など、デタミニスティック・ジッタがランダムジッタになりすます場合に使用します。 

SDA II をご使用の場合、Show Jitter in で、Time か UI(ユニット・インターバル）を選択します。 

ジッタ計算 

Log10 BER コントロールで、Tj を表示するときの BER を入力します。デフォルトは 10-12 です。 

この計算で固定ランダムジッタレートを使用するには、Specify Fixed Rj をオンにして、Fixed Rj 値を入力し

ます。 

ジッタ・パラメータ 

Jitter parameter を選択して、SDA Jitter 計測パラメータ・テーブルに表示するパラメータを選択します。Turn 

Off All をタッチすると、ジッタ計測値の表示をオフにします。 

以下のジッタ・パラメータは、SDA II と SDA III の両方で使用できます： 

Pj 

スペクトル Pj ピークの IFFT から取得したすべての周期的ジッタの p-p 値。 

DDj 

立ち上がりエッジと立ち下がりエッジの両方のデータ依存ジッタ分布の範囲（max-min）（DCD 効果を含

む）。 

DCD 

Duty Cycle Distortion は正のエッジと負のエッジのヒストグラムの平均の差です。 

ISI 

Inter-Symbol Interference は負のエッジまたは正のエッジの DDJ ヒストグラムの 2 つのサブセットの範囲（最

大-最小）のうちの大きな方。 

Rate 

計算されたビットレート。 

以下のジッタ・パラメータは、SDA III のみで使用できます。 

TxD 

信号の遷移密度、遷移の数（0→1、1→0）を波形の単位区間の合計数で割ったものとして定義されます。 

EW(BER) 

ユニット・インターバル幅-Tj で計算された選択した BER における Eye の幅 
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BUj 

有界無相関ジッタ、DDj と Rj を除去した TIE のピークピーク値。 

OBUj 

その他の有界無相関ジッタ、DDj、Rj、Pj を除去した TIE のピークピーク値。 

OEj 

Odd-Even ジッタ、別名 Asymmetric DCD とも呼ばれ、偶数番目と奇数番目の UI のエッジの TIE のヒストグ

ラムの平均値の差。 
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クロストーク解析 

クロストーク分析は SDA III-Crosstalk、SDA III-CrossLinQ および SDA III-CompleteLinQ 製品の一部です。

Crosstalk ダイアログには、SDA フレームワーク・ダイアログの Crosstalk ボタンからアクセスします。 

Show Xtalk Eye を選択すると、すべての有効レーンのクロストーク Eye が描画されます。 

以下を入力します： 

⚫ from 値：信号軌跡から最も遠い等高線の BER 値に対応する最小の BER 

⚫ to 値：信号軌跡に最も近い等高線の BER 値に対応する最大 BER。 

⚫ step 値：”from”から”to”までのステップ値。 

Compare Xtalk をタッチすると、2 つのクロストーク Eye を比較するウィンドウが開きます。 

クロストーク Eye は、Eye の内側と外側の両方の確率的なノイズの範囲を示し、従来の Eye パターンでは見る

ことができない過度のノイズの影響をすばやく示します。Eye 内側の解析は、Eye パターンに追加できる

IsoBER と同じです（Eye パターン・ダイアログを参照）。 
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Eye Doctor II 

概要  

Eye Doctor II は完全なオシロスコープ捕捉レコード(最大 1024Mpts)の全範囲のディエンベッド、エミュレーシ

ョンおよびイコライゼーションを実行する完全なシグナル・インテグリティ・ツールであり、波形処理時間へ

の影響はほとんどありません。結果はオシロスコープのユーザー・インタフェースに統合され、Teledyne 

LeCroy の高機能な SDA ツールボックスを使用してさらなる解析が可能になります。 

Eye Doctor II は、業界標準の S パラメータ測定結果および Touchstone 1.1 形式のファイルを利用します。これ

は（いくつか例を挙げると）Teledyne LeCroy WavePulser/SPARQ シリーズ・ネットワークアナライザ、

VNA、TDR、シミュレーター、または LeCroy WaveExpert で作成されます。 

Eye Doctor II は SDA III-CompleteLinQ ソフトウェアに完全に統合されています。Eye Doctor を SDA ファミ

リーソフトウェアと組み合わせて使用する場合、SDA フレームワーク・ダイアログ処理フローの

Emulation/De-Embedding、Equalization、Linear Equalization ブロックがアクティブになります。 

主な機能 
⚫ 信号のエンファシスを追加または削除が可能なトランスミッタ・エンファシス・エミュレーション－

Auto Add または Auto Remove 機能を使用して、追加または削除するエンファシスの量を入力します。

カスタムモードでは、線形タップ・ディレイライン・フィルタに特定のタップ値を指定して、エンファ

シスを作成できます。Eye Doctor II では、プリエンファシスとデエンファシスの両方がサポートされて

います。 

⚫ フィクスチャのディエンベッド－フィクスチャの効果を除去することにより、測定の基準面をフィクス

チャ前のポイントに直接移動できます（トランスミッタ出力直接など）。ディエンベッドするためには

フィクスチャを記述する Touchstone 形式の S パラメータ・ファイルが必要です。 

⚫ 伝送路が測定に与える影響を確認するためのチャンネル・エミュレーション/デエンベデッド－これは

双方向に機能します。伝送路の効果をエミュレートして、シリアルデータ・チャンネルの後に測定が行

われた場合に信号がどのように見えるかを確認できます。逆に、物理チャンネルの効果をディエンベッ

ドして、シリアルデータ・チャンネルの前で測定した信号がどのように見えるかを確認できます。

Fixture ディエンベッドと非常によく似ています。シリアルデータ・チャンネルのエミュレーションと

ディエンベッドの両方の場合で、チャンネルを記述する Touchstone 形式の S パラメータ・ファイルが

必要です。 

⚫ レシーバー・イコライゼーション・エミュレーション－シリアルデータ信号に対する CTLE、FFE、お

よび/または DFE の効果をエミュレートする機能を提供します。これは、レシーバー入力で完全に閉じ

た Eye を持つ可能性があるいくつかのシリアルデータ信号にとって重要なステップです。 

  

メモ：オリジナルの Eye Doctor パッケージの一部である Virtual Probe は、SDA III-CompleteLinQ

内の個別のツールとなり、Eye Doctor の代わりにエミュレーション/ディエンベッドに使用できま

す。このパッケージは、旧来の Virtual Probe よりもはるかにシンプルなユーザー・インタフェースを

備えており、SDA III-CompleteLinQ ユーザーは、SDA III アプリケーションを介して Virtual Probe

にアクセスしたいと考えるでしょう。 
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互換性のあるオシロスコープ・モデル 
Eye Doctor II は、同等の DDA および SDA モデルを含む WavePro HD、WavePro7Zi、WaveMaster8Zi および

LabMaster シリーズ・オシロスコープでご使用になれます。 

また、広帯域の WaveRunner6Zi、WaveRunner8000、WaveRunner8000HD、HDO9000 シリーズ・オシロスコ

ープでもご使用になれます。 

要件 
Eye Doctor II オプションを使用するために、オシロスコープは、X-StreamDSO ファームウェア・バージョン

6.9.x.x またはそれ以上を実行している必要があります。ファームウェアアップグレードは、次のサイトから入

手できます： 

https://teledynelecroy.com/japan/support/firmware/default.asp 

動作モード：独立メニューまたは SDA フレームワーク 

インストールが完了したら、Eye Doctor を単独で使用することも、他の利用可能な SDA ツールと組み合わせて

使用することもできます。以下の違いを除いて、機能はどちらのモードでも同じです。 

独立メニューからの使用 
SDA III メニューとは独立に使用する場合は、Analysis>Eye Dr.を選択して Eye Doctor II ダイアログを開きま

す。ダイアログには、入力信号に対してエンファシス、エミュレーション/ディエンベッド、およびイコライゼ

ーションが実行される順序の単純なフロー図が表示されます。フロー内の各ブロックは、対応する設定ダイア

ログを開くボタンです。 

Eye Doctor II ダイアログを独立で使用した場合。 

Emulate/De-embed ボタンの下には、そのプロセスのコンパイル・ステータスを示すインジケータが表示され

ます。これには、ポートマッピングに基づいて S パラメータ・ファイルの読み込みが正常に行われるようにす

る必要があります。インジケータが明るい緑色の場合、回路設定は正常にコンパイルされ、入力信号に適用で

きる状態になります。 

  

https://teledynelecroy.com/japan/support/firmware/default.asp
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SDA フレームワークからの使用 
組み込まれた SDA ソフトウェアの一部として使用する場合、Eye Doctor は、SDA フレームワーク・ダイアロ

グの Emphasis、De-embed/Emulate、Linear EQ、および DFE ブロックをアクティブにします。 

SDA フレームワークの有効化された Eye Doctor ブロック 

リカバリクロックが必要な DFE は、処理フロー全体のクロックリカバリ・ブロックに従います。 

これらのブロックを介してアクセスされるダイアログは、Eye Doctor II を単独メニューから使用する場合に表

示されるダイアログとほとんど同じです。ただし、現在、どのレーン構成が表示/編集されているかを示すレー

ンセレクタ・ボタンが常に左端にあることが異なります。 

また、Eye Doctor 出力波形を表示するための追加の選択ボックスがあります。これらの出力は、Eye Doctor ア

プリケーション内で機能を有効にするとデフォルトで表示されますが、SDA 内では全体的な信号処理フローに

統合され、Eye Doctor プロセスの直後に現れる信号を表示するかどうかは明示的に選択する必要があります。 

SDA フレームワーク経由でアクセスすると、エミュレート/ディエンベッド・ダイアログに、 

レーン選択ボタン、Eye Doctor 出力を表示するための追加選択ボックス（Show Chann Out）、 

およびコンパイルステータス・インジケータが表示されます。 

SDA アプリケーションのレイアウト上の制約のため、一度に表示される Eye Doctor ダイアログは 1 つまたは 2

つだけです。これらは、構成中のプロセスによって動的に変化します(エンファシス vs イコライゼーション他） 

また、Emulate/Deembed ダイアログの Apply ボタンの横にコンパイル・インジケータが表示されます。このプ

ロセスでは、入力信号に事前コンパイルが適用される必要があります。 

  

メモ：Eye Doctor は SDA III-CompleteLinQ 製品に含まれていますが、個別にも購入することができ

ます。この場合、機能はすべての SDA ファミリ・アプリケーションで使用可能になります。 
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Eye Doctor 出力  

Eye Doctor プロセスによりエンファシスされたディエンベッド及びイコライゼーション波形は、他の SDA プロ

セスへの入力として、又は標準オシロスコープ機能の演算及び計測パラメータのためのソースとして使用出来

ます。 

波形 内容 

EDrInP 選択された正の入力信号(Input1) 

EDrInN 選択された負の入力信号(Input2) 

EDrIn 計算された(Input1-Input2)、またはプロービングされた差動信号入力 

EDrEmpP エンファシス追加後の正の入力信号 

EDrEmpN エンファシス追加後の負の入力信号 

EDrEmp エンファシス追加後の計算された、あるいはプロービングされた差動信号 

EDrChP エミュレーション/ディエンベッド後の正の入力信号 

EDrChN エミュレーション/ディエンベッド後の負の入力信号 

EDrCh エミュレーション/ディエンベッド後の計算された、あるいはプロービングされた差動入力信号 

EDrCTLE CTLEイコライゼーション後の計算された、あるいはプロービングされた差動信号 

EDrFFE FFEイコライゼーション後の計算された、あるいはプロービングされた差動信号 

EDrOut Eye Doctor IIにより実行された全てのプロセス以後の差動信号 

EDrClock リカバリされたクロック信号 

EDrResp 
エミュレーション/ディエンベッド中に最後に表示（View Response）されたSパラメータ・ファ
イル。 

 

  

メモ：ソース・セレクタの SDA サブメニューからこれらの波形にアクセスすると、ほとんどが”EDr”

プリフィックスなしで表示されます(例:Emp は EDrEmp に相当します)。 

メモ：上記はすべてオシロスコープの演算または計測パラメータへの入力として使用できますが、

SDA II プロセスへの入力として使用できるのは EDrOut と EDrClock のみです。 
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Eye Doctor II 出力の選択 
Eye Doctor II を単独メニューから使用する場合は、Select Source ダイアログの Eye Doctor II サブメニューに波

形が表示されます。 

SDA III 内から Eye Doctor プロセスを使用すると、それぞれのレーンの SDA サブメニューに波形が表示されま

す。 
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SDA II への入力としての Eye Doctor 出力 
Eye Doctor の出力は SDA III フローに完全に統合されていますが、それらを SDA II プロセスのソースとして利

用するにはいくつかの追加手順が必要です。 

Data 
Eye Doctor II 出力を SDA II プロセスのデータ信号ソースとして使用するには、Signal Input ダイアログの

Input1 で EDrOut を選択します。 

Recovered Clock 
SDA II プロセスで Eye Doctor II リカバリ・クロックを使用するには、SDA II ダイアログで次のように設定し

ます。 

Clock Recovery ダイアログ 

Use Explicit Clock Reference を選択します。 

PLL On チェックボックスのチェックを外して、PLL をオフにします。（Eye Doctor II クロックリカバリプロ

セスでクロックをリカバリするために、PLL がすでに使用されています。） 

基準クロック入力ダイアログ 

モードを Clock+Only に設定します。 

Clock Ref+値を EDrClock に設定します。 

  

メモ：SDA II でイコライズしていない信号を適切に解析するには、SDA II の明示的なクロック基準

波形として EyeDrClk を使用することを強くお勧めします。SDA II は、著しく劣化した信号からはク

ロックをリカバリできません； Eye Doctor II は、信号をイコライズした後のクロックをリカバリする

必要があり、ほぼ閉じた目を表示する場合、SDA II は EyeDrClk を使用する必要があります。 
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Eye Doctor II のワークフロー 

Eye Doctor II ダイアログは、トランスミッタからレシーバーへのデータの流れを示します。 

フロー図の各ブロックは、対応する設定ダイアログを開くボタンです。 

⚫ Signal Input は、信号入力ソースと公称ビットレートを定義するために使用されます。 

⚫ Emphasis は、入力信号にプリエンファシス/ディエンファシスを追加または削除するために使用されま

す。 

⚫ Emulate/De-embed では、S パラメータ Touchstone ファイルを使用して属性をモデリングすることに

より、チャンネルをエミュレートしたり、フィクスチャをディエンベッドしたり出来ます。 

⚫ Equalizer を使用すると、連続時間線形イコライゼーション（CTLE）、フィードフォワード・イコライ

ゼーション（FFE）、およびデシジョン・フィードバック・イコライゼーション（DFE）の値を構成で

きます。 

回路モデルに適用する各プロセスのダイアログにアクセスし、左から右に設定してゆきます。信号入力のみが

必要です。 

Show チェックボックスをオンにすると、その処理ブロックからの波形が表示されます。Turn Off Views によ

り、チェックボックスがオフになり、すべての Eye Dr.II 波形表示が閉じます。 

Save/Recall を使用すると、現在の Eye Doctor II 構成を設定ファイル（.LSS）に保存したり、以前の設定を呼

び出したりすることができます。 

信号入力 

Eye Doctor II ダイアログの Signal Input ボタンをタッチして、Signal Input ダイアログにアクセスします。 
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Inputs 
差動プローブを使用している場合は、1 Input (or Diff. Probe)ボタンをタッチします。その後、Input1 をタッ

チし、Select Source ポップアップ・ウィンドウから信号ソースを選択します。 

2 つのシングルエンドプローブを使用して差動信号を計算している場合は、Input1-Input2 ボタンをタッチしま

す。次に、Input1 と Input2 をタッチして、それぞれの信号ソースを選択します。Input2 波形が Input1 波形か

ら差し引かれて、差分が計算されます。これを行うために最初に別の演算を作成する必要はありません。 

Nominal Bit Rate 
Eye Doctor のエンファシスおよびイコライザ処理が適切に機能するために、データストリームの公称ビットレ

ート(Nominal Bit Rate)を入力します。 

  

メモ：ビットレートは正確である必要はありませんが、これらのブロックが正しく機能するためには

±3％以内でなければなりません。 
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エンファシス 

予想されるチャンネル損失を事前に補償する方法として、信号にエンファシスが追加できます。高周波成分

は、シリアルデータ・フィクスチャとチャンネルによって低周波成分よりも減衰されるため、プリまたはディ

エンファシスはチャンネル全体の振幅を正規化できます。 

Eye Doctor II のエンファシス機能は、auto-add に 2 タップ、auto-remove に 8 タップのタップ付きディレイラ

イン・フィルタとして実装されています。使用されるタップ値を自動的に決定するアルゴリズムが組み込まれ

ています。このフィルタは、ユーザーが選択可能なプリカーソル・タップのないフィードフォワード・イコラ

イゼーション（FFE）と同等であり、数学的には次のように記述されます： 

ここで： 

⚫ yin(t)は初期波形 

⚫ yout(t)は変換された波形 

⚫ N はタップ数、2 または 8 

⚫ k はタップ番号、0 から N の範囲 

⚫ Ck は定数またはタップ値 

⚫ T は各ディレイ・エレメントの時間遅延（通常 1/ビットレート) 

公称ビットレートが正しく設定されるように注意してください。ビットレートは、Signal Input ダイアログで設

定します。 
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Emphasis ダイアログ 
エンファシスの実装方法については、Emphasis の概要を参照してください。 

Eye Doctor II 
Eye Doctor II ダイアログの Emphasis ボタンをタッチして、Emphasis ダイアログにアクセスします。Enable

にチェックして、Emphasis 設定を入力信号に適用します。 

Auto Add Pre-/De-emphasis は、入力信号の遷移ビットの振幅を指定された Gain 量だけブーストまたは減衰

する 2 タップ FFE フィルタを実装します。詳細については、エンファシスの自動追加を参照してください。 

Auto Remove Pre-/De-Emphasis は入力信号の遷移ビットの振幅を指定された Gain 量で減衰またはブースト

する 8 タップ FFE フィルタを実装します。詳細については、エンファシスの自動削除を参照してください。 

Custom は、カスタム・フィルタ応答に最大 8 個のタップ値を指定して、カスタム・エンファシスを追加しま

す。詳細については、カスタム・エンファシスを参照してください。 

SDA III 

Eye Doctor II Emphasis は、他の機能と同様に SDA フレームワーク・ダイアログからアクセスできます。 

SDA フレームワーク・ダイアログの Emphasis ボタンをタッチして、Emphasis ダイアログにアクセスしま

す。Emphasis ダイアログは次のようになります： 

レーンを選択します。その他のコントロールはすでに説明した通りです。 

Show Emphasis は、エンファシスの適用をした後の入力信号(Emp トレース）を表示します。Emp トレース

は、Eye Doctor II のスタンドアロン・バージョンではデフォルトで表示されています。 
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エンファシスの自動追加 
Auto Add Emphasis を選択した場合、Gain コントロールを使用して追加するエンファシスの量が指定される

と、入力信号に対する適切なタップ値が自動的に決定されます。これは、指定したゲインの量だけ入力信号の

遷移ビットの振幅をブーストする 2 タップ FFE フィルタを実装します。 

プリまたはデエンファシスのいずれかを自動的に追加することができます。名目上エンファシスを含むトラン

スミッタの動作をエミュレートするために、エンファシスされていない信号にプリエンファシスまたはデエン

ファシスを追加する場合に、この機能を使用します。 

以下の画像は、マルチレーン解析を実行する SDA III-CompleteLinQ を示しており、プリエンファシスとデエ

ンファシスの追加の効果を示しています。3 つのレーンが解析され、各レーンは F1 で設定されたシミュレート

された 5Gbps NRZ パターンを入力ソースとしています。 

Auto Add プリエンファシス（中央）およびデエンファシス（右）とエンファシスなし（左）の例 

各レーンの解析には、3 つの Eye パターン・プロット（上部グリッド）と 2 つの波形が表示されています。 

⚫ 青い波形は、SDA 処理チェーンの信号ステップの出力である SDAInput トレースのズームです。(この

場合、これは F1 のコピーですが、C1 と C2 のような 2 つの入力を使用して差動信号を受信した場合、

SDAInput は C2-C1 になります)。 

⚫ オレンジ色の波形は、エンファシス・ブロックの出力を示す Emp トレースのズームです。 

Lane1(左)はエンファシスを適用する設定がオフされており、比較のために表示されています。(emp トレース

は SDAInput と同じです)。 
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Lane2(中央)はプリエンファシスを追加するように構成されています。emp トレースは、遷移ビットの振幅の

増加を示します(立ち上がりまたは立ち下がりの後の最初のビット)。印加されたプリエンファシスの結果として

Eye パターンは複数のレベルを示します。エンファシスのかかったビットは全体の Peak-to-Peak 電圧の増加を

引き起こします。 

Lane3(右)はデエンファシスを追加するように構成されています。emp トレースは、全ての非遷移ビットの振

幅の低下を示します(立ち上がりまたは立ち下がりの後の最初のビット以外のビット)。l 印加されたデエンファ

シスの結果として Eye パターンは複数のレベルを示します。全体の Peak-to-Peak 電圧が増加しないように、非

適用の場合の Eye の内側にエンファシスの効果が現れます。 

エンファシスの自動削除 
Auto Remove Emphasis を選択した場合、Gain コントロールを使用して削除するエンファシスの量が指定さ

れると、入力信号に対する適切なタップ値が自動的に決定されます。 

プリまたはデエンファシスのいずれかを自動的に削除することができます。この機能は、チャンネルを通過す

る”元来”デエンファシスされていない、エンファシス信号のジッタおよびノイズ測定を行う場合に使用します。 

⚫ Remove Pre-emphasis は、入力信号の遷移ビットの振幅を指定されたゲイン量で減衰する 8 タップ

FFE フィルタを実装します。 

⚫ Remove De-emphasis は、入力信号の遷移ビットの振幅を指定されたゲイン量でブーストする 8 タッ

プ FFE フィルタを実装します。 

以下の画像は、マルチレーン解析を実行する SDA III-CompleteLinQ を示しており、プリエンファシスとデエ

ンファシスの削除の効果を示しています。3 つのレーンが解析され、各レーンには F1 で構成されたシミュレー

トされた 5Gbps NRZ パターンが含まれています。 

Auto Remove プリエンファシス（中央）およびデエンファシス（右）とエンファシスなし（左）の例。 
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各レーンの解析には、3 つの Eye パターン・プロット（上部グリッド）と 2 つの波形が表示されています。 

⚫ 青い波形は、SDA 処理チェーンの信号ステップの出力である SDAInput トレースのズームです。(この

場合、これは F1 のコピーですが、C1 と C2 のような 2 つの入力を使用して差動信号を受信した場合、

SDAInput は C2-C1 になります)。 

⚫ オレンジ色の波形は、エンファシス・ブロックの出力を示す Emp トレースのズームです。 

Lane1(左)はエンファシスを削除する設定がオフされており、比較のために表示されています。(emp トレース

は SDAInput と同じです)。Emp トレースはエンファシスを示しているのに注意：それに続くビットに比べて立

ち上がり遷移後のビットは高く、立ち下がり遷移後のビットは低くなっています。また、Eye パターンには印加

したエンファシスの効果も見ることが出来ます。 

Lane2(中央）は、プリエンファシス削除の設定がされています。Emp トレースは、遷移ビット（立ち上がりエ

ッジまたは立ち下がりエッジの後の最初のビット）のエンファシスレベルが非遷移ビットの電圧レベルに合わ

せて減衰されていることを示しています。 

Lane2(中央）は、デエンファシス削除の設定がされています。Emp トレースは、非遷移ビット（立ち上がりエ

ッジまたは立ち下がりエッジの後の最初のビットではないビット）のデエンファシス・レベルが、遷移ビット

の電圧レベルに合わせて増幅されたことを示しています。 

カスタム・エンファシス 
Custom エンファシスを使用すると、カスタム FFE タップ付きディレイライン・フィルタに最大 8 つのタップ

値を入力できます。 

カスタム・エンファシス設定 
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エミュレート/ディエンベッド 

Emulate/De-embedding 機能を使用すると、S パラメータの Touchstone ファイルを使用して、信号にどのよう

な影響があるか（あるいはそれを除去した場合）を確認するために、回路内のフィクスチャとチャンネルをモ

デリングできます。 

Fixture De-embedding でフィクスチャの効果を除去することにより、測定の基準面をフィクスチャの前のポ

イントに直接移動できます（トランスミッタ出力直接など）。 

Channel Emulation/De-embedding では、チャンネル効果をエミュレートすることによりシリアルデータ・

チャンネルの後、またはチャンネルをディエンベッドすることによりシリアルデータ・チャンネルの前のいず

れかで、測定の基準面をシステムの別のポイントに移動できます。フィクスチャのディエンベッド）。 

SDA III-CompleteLinQ を使用して、エミュレーションおよびディエンベッドを個別に設定することができま

す。 

Emulate/De-embed ダイアログ 
Emulate/De-embed ダイアログを使用して構成を選択します。これは、信号に適用するエミュレーションおよ

びディエンベッド・プロセスのタイプと順序を表します。構成と各プロセスブロックの実際の設定の組み合わ

せにより、信号への影響が決まります。 

また、このダイアログを使用して、エミュレート/ディエンベッド設定を適用します。Apply は、回路のシステ

ム記述をビルドしてコンパイルします。Apply ボタンの横にあるインジケータは、コンパイルのステータスを示

します。 

Eye Doctor II 
Emulate/De-embed ダイアログにアクセスするには、Eye Doctor II ダイアログ上で Emulate/De-embed ブロ

ックをタッチします。 

Enable をチェックして、エミュレート/ディエンベッド機能をオンにします。 

Configuration を選択します。 

Bandwidth Limit を指定するか、Auto BW 機能を選択して、ソフトウェアが帯域制限を決定できるようにしま

す。帯域幅制限は、構成に実際にディエンベッドが含まれる場合にのみ必要です。Emulate Channel/De-

embedded Fixture 構成を選択しても、ディエンベッド・ブロックを"Ideal"（パススルー）のままにした場合、

帯域幅制限は信号に影響しません。Bandwidth Limit を参照してください。 

フローに表示される Fixture ブロックと Channel ブロックをタッチして、属性を定義します。Fixture and 

Channel ダイアログをご覧ください。 
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構成内の各ブロックの設定が完了したら、Apply をタッチします。Apply ボタン横のインジケータが変わりま

す： 

⚫ 緑色は、全て適切にセットアップされたことを示します。 

⚫ 赤色は、S パラメータ・ファイルまたはポート割り当てに問題があります。View Response 機能を使用

すると、問題のデバッグに役立ちます。 

⚫ 黄色は、設定変更が変更されており、リコンパイルが必要な場合です。 

SDA III 
Eye Doctor II emulate/de-embed 機能は、SDA III-CompleteLinQ ソフトウェアに含まれ、他の機能と同様に

SDA フレームワーク・ダイアログからアクセスできます。 

SDA フレームワーク・ダイアログの Emulate/De-embed ボタンをタッチして、Emulate/De-embed ダイアロ

グにアクセスします(選択しないとタブは出てきません）。 

SDA III-CompleteLinQ を介してアクセスすると、Emulate/De-embed ダイアログは次のようになります： 

Show Chann Out を選択すると、エミュレーション/ディエンベッド・プロセスの後の入力信号の状態が表示

されます。 

ダイアログの下部にある EyeDr or VP セレクタを使用して、Eye Doctor インタフェースまたは Virtual Probe

インタフェースのどちらを使用してディエンベッドおよびエミュレーションを構成するかどうかを選択できま

す。 

その他のコントロールはすでに説明した通りです。 

  

メモ：Emulate/De-embed 設定を変更するたびに、もう一度 Apply をタッチします。これは、新しい

プロセスを再コンパイルするために必要です。 
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設定 
 

Emulate/De-embed ダイアログの Configuration 選択ボックスには、次の 3 つの構

成があります。 

 

 

 

 

 

チャンネルのエミュレート/フィクスチャのディエンベッド 

Emulate Channel/De-embed Fixture 設定は、フィクスチャのディエンベッドとシリアルデータ・チャンネ

ルのエミュレートを同時に行います。これは、フィクスチャを使用してシリアルデータ・チャンネルのトラン

スミッタ側で測定する場合に使用されます。最初に測定基準面をトランスミッタの出力に移動し、次にシリア

ルデータ・チャンネルの反対側に基準面を移動します。これにより、フィクスチャ効果を削除して、シリアル

データ・チャンネルの信号への影響をエミュレートできます。 

チャンネルのディエンベッド/フィクスチャのディエンベッド 

De-embed Channel/De-embed Fixture 設定は、フィクスチャのディエンベッドとシリアルデータ・チャン

ネルのディエンベッドを同時に行います。これは、フィクスチャを使用してシリアルデータ・チャンネルのレ

シーバー側で測定する場合に使用されます。測定基準面をトランスミックの出力に戻します。次に、チャンネ

ルとフィクスチャの影響を取り除いたトランスミッタ出力でシリアルデータ信号がどのように見えるかを確認

します。 
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フィクスチャのディエンベッドのみ 

De-embed Fixture Only 設定は、測定からフィクスチャの効果を取り除きます。次に、フィクスチャの影響を

取り除いたトランスミッタ出力でシリアルデータ信号がどのように見えるかを確認します。 

帯域幅制限 
フィクスチャまたはチャンネルをディエンベッドする場合、帯域幅制限が必要であり、設定しなければなりま

せん。 

Bandwidth Limit は、S パラメータ・システム応答に加えて、適度にシャープなローパス・フィルタを追加し

ます。これは、適用されるブースト量を制限するために、損失の多いチャンネルをディエンベッドするときに

役立ちます。チャンネルがディエンベッドされている場合、チャンネルの高周波減衰を補償するために高周波

応答をブーストする必要があります。ただし、信号がノイズフロアまで減衰している場合、信号をブーストす

ると、信号とノイズを区別できなくなります。システムは、信号とともにノイズを増幅します。帯域幅制限設

定は、信号成分がノイズより上で検出可能な低い周波数に全体的な応答を制限できます。この値がゼロ（デフ

ォルト）に設定されている場合、帯域幅制限は適用されません。 

Auto BW と Max Boost は帯域幅制限と同じ効果がありますが、帯域幅を設定する代わりに、許可される最大

ブーストを設定します。Eye Doctor II は S パラメータ応答を調べて、出力の 1 つが指定された最大ブーストよ

りもブーストが大きい周波数でローパス・フィルタを設定します。Max Boost は 3〜20dB の範囲で設定できま

す。使用中の帯域幅がユーザーに報告されます。 

 

 

  

メモ：パッシブ・フィクスチャまたはチャンネルをエミュレートする場合、S パラメータ・システムは

ブーストをすることはなく、使用中の帯域幅は可能な最高の帯域幅です。 
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Fixture および Channel ダイアログ 
Fixture および Channel ダイアログを使用して、S パラメータ Touchstone ファイルをアップロードおよびマッ

ピングすることにより、Fixture または Channel の属性を構成します。これらのダイアログの機能は同じであ

り、Emulate/De-embed 構成でフィクスチャを設定するか、チャンネルブロックを設定するかによって、名前

のみが異なります。Signal Input ダイアログで入力がどのように定義されたかに基づいて、シングルエンド用ま

たは差動用のダイアログが表示されます。 

差動入力用 Fixture ダイアログ。Channel ダイアログは名前のみが異なります。 

損失のない完全なフィクスチャまたはチャンネルを構成するには、Use Ideal Fixture または Use Ideal 

Channel をオンにします。これにより、構成フローに表示される場合でも、プロセスからフィクスチャまたは

チャンネルは削除されます（信号には影響しません）。これ以上の構成は必要ありません。 

特定の属性を使用してフィクスチャまたはチャンネルを設定するには、Browse をタッチして、フィクスチャ

またはチャンネルを表す Touchstone フォーマットの S パラメータ・ファイルに移動します。 

差動入力を使用する場合、Single-Ended または Mixed Mode どちらかの S-Parameter Format を選択しま

す。 

選択した S パラメータ・ファイルのデータ列を各ポートに割り当てます。（これは、同じ S パラメータ・ファ

イルからの再マッピングに役立ちます。） 

Apply をタッチして、構成をビルドします。ファイルマッピングのステータスを確認します。Apply ボタンの横

のインジケータは緑色でなければなりません。 

View Response を使って S パラメータ特性をプロットできます。 

周波数応答の表示 
Fixture および Channel ダイアログの View Response ボタンを使用すると、ファイルをインポートしてマッピ

ングした後、ひとつの S パラメータ振幅または位相プロットを生成できます。 

  

メモ：S パラメータ・ファイルは、（少なくとも）オシロスコープ・サンプリング速度の 1/2 までの

周波数範囲をカバーする必要があります。たとえば、S パラメータ・ファイルが最大 10GHz のみをカ

バーする場合、オシロスコープ・サンプリング速度は 20GS/s までである必要があります。フィクス

チャやチャンネルのエミュレートする場合は、ほとんど効果はありませんが、フィクスチャまたはチ

ャンネルをディエンベッドする場合は、S パラメータ行列を逆行列にする必要があります。このとき

オシロスコープのサンプリング速度の半分までのデータがないと、問題が発生する可能性がありま

す。この理由により、この要件はディエンベッドの場合特に重要です。ファイルの準備の詳細につい

ては、Touchstone ファイル書式を参照してください。 
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4 ポート S パラメータ・ファイルの場合、View Mode コントロールから表示するシングルエンドまたはミック

スド・モード S-Parameter を選択します。 

表示する S パラメータ（元のファイルの列）を選択します。 

その S パラメータの Magnitude または Phase どちらを表示するか選択します。 

 

  

ヒント：現在表示されている S パラメータ・プロットをズームするには、EDrResp 波形をソースに使

用してズーム演算を作成します。これにより、フルグリッドで S パラメータ・プロットを表示し、ト

レースにカーソルを設定できます。 
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イコライザ 

Eye Doctor II には、（トランスミッタ・イコライゼーションと呼ばれる）エンファシス機能に加えて、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）、およびデシジョン・フィードバッ

ク・イコライザ（DFE）機能が含まれています。 

イコライザは、タップ遅延、タップ数、およびタップ係数で指定するか、設定を最適化するように自動的にト

レーニングできます。 

各イコライザは個別に有効または無効にできますが、データ信号パスは固定されています。信号は以下のよう

に通過できます： 

⚫ DFE のみ（オフにすることが可能で、その場合信号は変更されません） 

⚫ 最初に CTLE、後に DFE 

⚫ 最初に CTLE、後に FFE、最後に DFE 

Equalizer ダイアログ 
Equalizer ダイアログには、データ・パスの選択に基づいて、イコライゼーションプロセスが入力信号に適用さ

れる順序が表示されます。 

入力信号にイコライザを適用するには、Eye Doctor II ダイアログの Equalizer ブロックをタッチします。 

SDA III で作業するときは、Linear EQ ブロック(CTLE and FFE)または SDA フレームワーク・ダイアログの

DFE ブロックをタッチします。 

Eye Doctor II ダイアログを独立で使用した場合の Equalizer ダイアログフロー図は、イコライザで使用される 

データ信号パス（赤）とリカバリされたクロックパス（青）を示しています。 

Data Path to DFE を選択します。この設定により、イコライゼーション・プロセスを通過する可能性のある 3

つのパスのうち、どれをデータ信号が通過するかが決まります。 

⚫ From Eq Input：DFE へスキップします；クロックには CTLE と FFE を適用することができますが、

データには DFE のみが適用されます。 

⚫ From CTLE：CTLE を通過し、その後 CTLE から DFE へ入ります。 

⚫ From FFE：CTLE から FFE を通過し、FFE から DFE へ入ります。 
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フロー図のブロックをタッチして、CTLE、FFE、Clock Recovery、および DFE のそれぞれ対応する設定ダイ

アログを開きます。各プロセスは、設定ダイアログを表示し有効にするまで無効のままです。 

FFE と DFE の場合、これらのイコライザを手動で構成するのではなくソフトウェアが FFE と DFE をトレーニ

グすることを選択できます。まず、それぞれの設定ダイアログで FFE および DFE トレーニング・アルゴリズ

ムの設定を完了します。次に、Train FFE& DFE ボタンをタッチすると、入力信号に対してトレーニング・ア

ルゴリズムが実行され、クロック・リカバリに最適なタップ設定とビットレートが検出されます。 

EyeDrOut 波形は入力信号のイコライゼーションの結果を示します。EyeDrClk は、復元されたクロック波形を

示します。 

連続時間線形イコライゼーション(CTLE) 
Eye Doctor II ソフトウェアには、一次連続時間線形イコライザー（CTLE）が実装されています。 

CTLE は DC ゲインで定義され、選択した規格に応じて 2 つまたは 3 つのポールと 1 つのゼロを配置します。

Rev 5.0 までの PCI-Express、USB4TM までの USB、ThunderboltTM3 の規格にあった CTLE 選択が可能です。 

CTLE の有効化 
Eye Doctor II の Equalizer ダイアログまたは SDA III 内で作業しているときは、Linear EQ ダイアログの CTLE

ブロックをタッチして、CTLE Setup ダイアログにアクセスします。 

CTLE セットアップダイアログの Continuous Time Linear Equalizer(CTLE)セクションで、Enable をオンにし

ます。 

選択した規格(Standard)の仕様にあわせて DC Gain と Boost を自動的に設定する Auto CTLE setup を使用す

るか、Custom を選択して CTLE Details ダイアログで Gain と Frequencies を設定します。 

Auto を選択時には必要に応じて Boost 量を変更することができます。  

メモ：データ・パスに含まれている場合でも、信号に適用される各設定ダイアログでイコライザを有

効にする必要があります。SDA III-CompleteLinQ を使用する場合は、Linear EQ ダイアログでデー

タ・パス選択が設定出来ます。 

メモ：PCI-Express 3.0 および SuperSpeed USB のリファレンス・イコライゼーション・アルゴリズム

は一次 CTLE です。Eye Doctor II 実装で使用される DC ゲインとブーストのデフォルト設定は、

SuperSpeed USB の設定です。 
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Custom 設定を選択の場合は、Edit/View CTLE Setup ボタンをタッチして CTLE 設定を作成します。 

CTLE 詳細 
カスタム CTLE の場合、CTLE Details ダイアログで使用する Number of Poles、Pole # Frequency、Zero 

Frequency を定義します。Auto を使用する場合は DC Gain を変更できます。 

CTLE 応答 
このグラフは、SuperSpeed USB の CTLE 応答を示しています。Eye Doctor II は、これらの設定を CTLE のデ

フォルトとして使用します。 
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フィードフォワード・イコライゼーション(FFE) 
フィードフォワード・イコライザ（FFE）は、ユニット・インターバルごとに 1 タップのタップ付き遅延線フィ

ルタとして実装されます。FFE は、前後ビットに起因するシンボル間干渉（ISI）を補正できます。FFE フィル

ーのアルゴリズムの詳細については、FFE フィルタ・アルゴリズムを参照してください。 

FFE と DFE はどちらも、独自のタップ値を自動的にトレーニングするか、見つけることができます。メイン

Equalizer ダイアログの Train FFE＆DFE ボタンは、まず FFE をトレーニングし、ビットレート（Clock 

Recovery ダイアログに表示）を見つけてから、クロック位相調整を含む DFE をトレーニングします。 

FFE の有効化 
Eye Doctor II の Equalizer ダイアログまたは SDA III 内で作業しているときは、Linear EQ ダイアログの FFE

ブロックをタッチして、FFE Setup ダイアログにアクセスします。 

FFE を信号に適用するには、FFE Setup ダイアログの Feed Forward Equalizer（FFE）セクションで Enable に

チェックします。 

FFE のトレーニング 
Eye Doctor II には、FFE および DFE フィルタで使用する最適なタップ値を決定するトレーニング・アルゴリズ

ムが含まれています。使用される方法は、Levenberg–Marquardt アルゴリズムです。最小化される変数は、Eye

中心近くのハイ電圧とロー電圧の範囲です。この量を最小化すると、Eye 開口部が最大化されます。 

トレーニング・アルゴリズムを設定するには、次の設定を完了します。 

Number of Taps：遷移後に最終値に静定するのに必要な UI 数を範囲づけするタップ数を入力します。トレー

ニング・アルゴリズムは、入力されたタップ数でフィルタを作成します。 

＃Precursor Taps で、それらのタップ数をプリカーソル・タップに指定します。 

Upper Level：イコライズされた Eye の Upper レベルを配置する電圧を入力。 

Lower Level：イコライズされた Eye の Lower レベルを配置する電圧を入力。 

または、Auto find levels で自動設定することもできます。これを選択すると、アルゴリズムはイコライズされ

た Eye の上位レベルと下位レベル、および使用するデシジョンレベルを見つけます。ハイ状態とロー状態の最

小化された位置の電圧レベルは、イコライズしない Eye の最も外側の電圧レベルと一致する傾向があります。 

  

メモ：プリカーソル・タップ数は、多くの場合、タップ総数の約半分です。 
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Include In Training チェックボックスをチェックすると、Equalizer または Linear EQ ダイアログの Train 

FFE&DFE ボタンが押されるたびに、トレーニングに FFE が含まれます。このダイアログの Train FFE ボタン

は FFE のみを処理します。FFE をトレーニングから除外する機能は、カスタム FFE タップ値が入力されている

場合（再トレーニングによりこれらの設定が取り消されるため）にも DFE のトレーニングを続けたい場合に特

に役立ちます。 

Train FFE ボタンをタッチして、FFE（のみ）トレーニング処理を開始します。 

トレーニング後に Edit/View DFE Setup をタッチして、FFE Details ダイアログで設定された FFE タップ値を

表示および変更します。 

FFE 詳細 
FFE を使用する最良の方法は FFE をトレーニングすることですが、正確なタップウェイト（既知の場合）を入

力することもできます。FFE Details ダイアログ表示するには Edit/View FFE Setup ボタンをタッチします。 

FFE filter で#Taps Used と#Precursor Taps を指定します。FFE をトレーニングしてセットアップを開始し

た場合、これらのコントロールには、FFE セットアップダイアログで設定された値が表示されます。いずれか

の場所で値を変更すると、すべての場所で値が更新されます。各行にタップ係数を入力します。 

Clear Taps ボタンは、1 に設定される最初のタップを除き、すべてのタップを 0 に設定します。これは、FFE

のパススルー状態です。 
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デシジョン・フィードバック・イコライゼーション(DFE) 
FFE と DFE はどちらも、独自のタップ値を自動的にトレーニングするか、見つけることができます。メイン

Equalizer ダイアログの Train FFE＆DFE ボタンは、まず FFE をトレーニングし、ビットレート（Clock 

Recovery ダイアログに表示）を見つけてから、クロック位相調整を含む DFE をトレーニングします。 

DFE の有効化 
Eye Doctor II の Equalizer ダイアログまたは SDA フレームワーク・ダイアログの Linear EQ ダイアログの DFE

ブロックをタッチして、DFE Setup ダイアログにアクセスします。 

DFE を入力信号に適用するには、FFE Setup ダイアログの Decision Forward Equalizer（DFE）セクションで

Enable にチェックします。 

SDA III 内で使用する場合は、Show EQ Out チェックボックスも表示されます。これを選択すると、イコライ

ゼーション後の信号が表示されます。 

SDA フレームワークからアクセスした場合の DFE Setup ダイアログ。 

DFE にはクロックが必要です。これは、Eye Doctor II が CTLE および/または FFE の後にデータからリカバリ

するものです。DFE が有効になっている場合、Clock Recovery がクロックを正確にリカバリできるように、

CTLE と FFE の一方または両方を有効にする必要があります。 

DFE のトレーニング 
Eye Doctor II には、FFE および DFE フィルタで使用する最適なタップ値を決定するトレーニング・アルゴリズ

ムが含まれています。使用される方法は、Levenberg–Marquardt アルゴリズムです。最小化される変数は、以

下の図で示されている Eye の中心付近のハイ電圧とロー電圧の範囲です。この量を最小にすると、Eye 開口部

が最大になります。 
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Eye パターンにおける FFE および DFE トレーニングの結果。 

トレーニング・アルゴリズムを設定するには、次の設定を完了します。 

Number of Taps：遷移後に最終値に静定するのに必要な UI 数を範囲づけするタップ数を入力します。トレー

ニング・アルゴリズムは、入力されたタップ数でフィルタを作成します。 

Upper Level：イコライズされた Eye の Upper レベルを配置する電圧を入力。 

Lower Level：イコライズされた Eye の Lower レベルを配置する電圧を入力。 

または、Auto find levels することもできます。選択すると、アルゴリズムは、イコライズされた Eye の上位

レベルと下位レベル、および使用するデシジョンレベルを見つけます。ハイ状態とロー状態の最小化された位

置の電圧レベルは、イコライズしない Eye の最も外側の電圧レベルと一致する傾向があります。 

Max UIs for train：トレーニングに使用するユニット・インターバルの最大数を入力します。この値は 1000 の

ままにしておくことをお勧めします。値を大きくするとトレーニングが遅くなり、値が小さくなるとトレーニ

ングの精度が低下することがあります。 

Include In Training チェックボックスをチェックすると、Equalizer ダイアログの Train FFE&DFE ボタンが押

されるたびに、トレーニングに DFE が含まれます。このダイアログの Train DFE ボタンは DFE のみを処理し

ます。DFE をトレーニングから除外する機能は、カスタム DFE タップ値が入力されている場合（再トレーニ

ングによりこれらの設定が取り消されるため）にも FFE のトレーニングを続けたい場合に特に役立ちます。 

Train DFE ボタンをタッチして、DFE（のみ）トレーニング処理を開始します。 

トレーニング後に Edit/View DFE Setup をタッチして、FFE Details ダイアログで設定された FFE タップ値を

表示および変更します。 
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DFE 詳細 
DFE を使用する最良の方法はトレーニングすることですが、DFE Details ダイアログで正確なタップウェイト

（既知の場合）を入力することもできます。表示するには Edit/View DFE Setup ボタンをタッチします。 

DFE フィルタで使用される#Taps Used を指定します。DFE をトレーニングしてセットアップを開始した場

合、DFE Setup ダイアログで設定された値が表示されます。いずれかの場所で値を変更すると、すべての場所

で値が更新されます。各行にタップ係数を入力します。 

Clear Taps ボタンは、すべてのタップを 0 に設定します。これは、DFE のパススルー状態です。 

Deskew コントロールは、手動で調整するか、DFE のトレーニング時に最適化された設定のままにすることが

できます。デスキュー時間にユニット・インターバルの 1/2 を加えたものが、決定デシジョン・フィードバッ

ク・イコライザのデシジョンが行われるポイントです。これは、Clock Recovery ダイアログの Deskew コント

ロールと同じ設定です。 

DFE はエラーを頻発する傾向があります（つまり、エラーが発生すると、長時間続きます）。バーストエラー

を生成する DFE の傾向は、ビットの正確なデコードを支援する DFE の有効性に基づいています。これは、(循

環ロジックの場合)ビットを正確にデコードする能力に依存します。適用される DFE の強度に応じて、シング

ルビットエラーは長期にわたるエラーにつながる可能性があります。Erasure DFE はこの問題に使用され、状

況を改善します。Erasure DFE は、しきい値付近の帯域を効果的に設定します。スライス時に信号が帯域内に

ある場合、ビットデコードの不確実性を示しています。ビットをデコードする必要はありますが、デコードが

不十分な場合に、このビットをデシジョン・フィードバックに適用しないこともできます。動作中、erasure 

DFE が使用され、信号が指定されたしきい値の電圧デルタ内にある場合、理想的な+1 および-1 値の平均であ

る電圧値が DFE 遅延タップに適用され、ビットはデシジョン・フィードバックには影響しません。 

Erasure DFE 機能は、指定された Erasure Delta 内の特定のビットをデシジョン・フィードバックから除外し

ます。Erasure Delta コントロールを使用して、DFE しきい値を中心とした未決定範囲を設定します。 
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クロック・リカバリ 
クロック・リカバリは Eye Doctor II のイコライザ・セクション内で提供され、DFE 計算に使用されます。 

Eye Doctor II 操作中の Clock Recovery ダイアログ。 

SDA III ワークフロー内で使用される場合、DFE クロック・リカバリ法は、他の場所で、Eye パターン、ジッタ

およびノイズ計測などの信号クロッキングを決定するために適用されるものと同じです。信号クロッキングを

目的として明示的なリファレンス・クロックを使用している場合でも、クロック・リカバリ方法を設定する必

要があります。Clock Recovery ダイアログには、SDA フレームワーク・ダイアログからアクセスできます。 

Data or Bit Rate 
Clock Recovery ダイアログの、Data or Bit Rate は、Equalizer ダイアログまたは Signal Input ダイアログで設

定された公称ビットレートです。DFE では、エンファシスまたは FFE アルゴリズムよりも正確なビットレート

が必要です。Find Rate ボタンは、入力信号からビットレートを計算します。 

FFE および DFE トレーニング・アルゴリズムが実行されるたびにビットレート計算を含めるには、Include In 

Training にチェックします。FFE または DFE の詳細構成の一部として公称ビットレートを変更し、その値を

保持したい場合は、チェックしないほうがよい場合があります。 

PLL セットアップ 
このセクションには、DFE のリカバリクロック（EyeDrClk）の生成に使用されるデジタル PLL のタイプと帯

域幅を設定するためのコントロールが含まれています。PLL にはローパス・フィルタ応答があります。PLL 帯

域幅設定によって決定される特定の周波数以下で発生するデータレートの変動に追従します。たとえば、5MHz

の PLL 帯域幅により、リカバリ・クロックはこの周波数の約半分以下の周波数変動を追跡できるため、ジッタ

および Eye パターン計測からの影響が除去されます。 

PLL On がチェックされると、PLL がデータストリームに適用されます。 

さまざまな業界標準のソフトウェア PLL タイプを選択できます。ディスプレイの右側の PLL サブダイアログに

表示される追加設定を構成します。 

デスキュー 
Deskew 

基準クロックが使用されている場合、または DFE が有効になっている場合、Deskew 値が有効になります。こ

れらのいずれの状況でも、Eye パターンがリカバリしたクロックに対してシフトして Eye クロス・ポイントが 2

および 8division に配置されない可能性があります。これにより、マスクが水平方向に最適な位置に来ない場合

があります。デスキュー設定を使用して、グリッド内で必要に応じて Eye を移動します。 
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Deskew 値は、ここで手動調整するか、DFE のトレーニング時に最適化された設定のままにすることができま

す。デスキュー時間にユニット・インターバルの 1/2 を加えたものが、決定デシジョン・フィードバック・イ

コライザのデシジョンが行われるポイントです。 

Show チェックボックスを選択して、EyeDrClk 波形を表示します。 

Equalizer Training ケース・スタディ 
Eye Doctor II は、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）、およびデシ

ジョン・フィードバック・イコライザ（DFE）のソフトウェア実装を使用してレシーバーのイコライゼーショ

ン機能を提供します。 

イコライザを使用する 3 つの基本的なケースを、このセクションで説明します。 

ケース１－信号が若干劣化しており、イコライゼーション無しで開いた Eye を形成します。 

ケース２－Eye は閉じており、クロック・リカバリ前になんらかのイコライゼーションを必要とします。 

ケース３－Eye は(ただ閉じているだけでなく）著しく劣化している。この劣化の酷い例では、CTLE からの若

干の補助がなければ、DFE の自動トレーニングが機能しないことがあり、DFE からの入力を CTLE の出力か

らとしています。 

各ケース・スタディで使用されている図は、SDA II と Eye Doctor II を使用して作成されています（出力波形の

一部の名前は、SDA III とは若干異なります）。トレーニングケースのそれぞれには、次の Eye Doctor II 設定

が使用されます： 

⚫ DFE の Auto Find Level 

⚫ Train DFE(タップ値の自動検索） 

⚫ CTLE では Auto mode(オシロスコープは自動的にゼロと 2 つの極を配置、2 つ目はビットレートに配

置された寄生極)で有効化します。Auto モードでは、CTLE ダイアログに表示されるパラメータは

Boost のみです。) 

⚫ ２タップを使いエンファシスを自動追加 6dB の場合、2 つのタップは約-0.25 および 0.75 であり、状態

の最初の UI は 1 であり、同じ状態の後続のビットはすべて 0.5 です。 

ケース 1:わずかに劣化した信号 
(FR4、10 インチを通した 6Gb/s 信号) 

イコライゼーションを適用しなくてもこの信号の Eye は開きます；これは Eye Doctor II のクロック・リカバリ

がイコライゼーションを信号に適用しなくても動作していることを示しています。Eye Doctor II の clock 

recovery ダイアログで Find Frequency をタッチ、その他はデフォルトの状態(PLL 他）にしておきます。 

次のスクリーンショットは、イコライザが適用されていないので、同じ信号の EDrIn トレースと EDrEqu トレ

ースの両方が表示されています。EDrEqu の出力はリフレームされます。つまり、異なるスケールで表示されて

います。 
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ケース１－イコライゼーションなし。 

DFE の使用 

DFE を有効にし、トレーニングすることにより、Eye をイコライズします。 

ケース 1－DFE イコライゼーションあり(垂直 100mV/div） 

DFE には、実際には高周波成分をブーストせず、代わりにその閾値をシフトする特性があります（Eye を表示

するために、固定しきい値に対して波形の各 UI を実際にシフトします）。したがって、DFE は高周波ノイズ

を強調しません。 
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前のスクリーンショットは、Eye の最も開いた位置が画面の水平方向の中央にあることを示しています。これ

は、DFE トレーニングの結果です。この例では、イコライゼーションを実現するのに、クロック位相を-11ps

に調整しています。 

これが所望のものでない場合は、Clock Recovery ダイアログの Deskew コントロールを使用して、Eye を水平に

移動します。Eye Doctor II のデスキューを変更しないでください。トレーニングされた DFE タップはそのデス

キュー設定で最適となっています。 

この信号は、CTLE または FFE のみでイコライズすることができます。次の例は、DFE 無効、CTLE 有効で、

データ・パス設定で CTLE 出力に指定されていることを示しています。その結果、効果が観察できます。 

CTLE の使用 

ケース１－CTLE イコライゼーションあり(垂直 50mV/div） 

CTLE 自動セットアップは、0.667（デフォルト）の DC ゲインを適用し、ビットレートの約半分のピークで高

周波をブーストし、ビットレートの 2 番目のポールによりロールオフします。これにより、データ信号からの

エネルギーがほとんどない高周波ノイズのブーストが抑制されます。CTLE は自動トレーニングがありません

が、Eye が良好な状態までブーストを調整するのは非常に簡単です。 

ここで図示されないない２つの特徴があります： 

⚫ DFE へのデータ・パスを FFE からに設定し FFE のみを有効にし、FFE のみを使用してこの信号をイコ

ライズするように FFE をトレーニングします。 

⚫ DFE へのデータ・パスを CTLE からに設定し、CTLE と DFE のみを有効に、CTLE を 2dB ブースト

（最小）に設定し、DFE をトレーニングして残りのイコライゼーションを供給します。 
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ケース 2：閉じた Eye 
(FR4、30 インチを通した 6Gb/s 信号) 

イコライゼーションを適用しないと、この信号は閉じた Eye を示します。しかし、信号からクロックを正しく

リカバリできないので、まだ実際には信号が閉じているとは言えません。したがって、クロック・リカバリに

は適切な信号を供給する必要があります。 

次のスクリーンショットは、イコライザが適用されていないので、同じ信号の EDrIn トレースと EDrEqu トレ

ースの両方が表示されています。EDrEqu の出力はリフレームされます。つまり、異なるスケールで表示されて

います。 

ケース２－イコライゼーションなし。 

Eye Doctor II の Clock Recovery ダイアログに移動して Find Frequency をタッチすると、明らかに誤った結果

が生成されます（この場合、公称の 6Gb/s ではなく 9.04878Gb/s）。（Clock Recovery ダイアログで Show を

チェックして）リカバリしたクロックを表示すると、エッジが欠落していることがわかります。もちろん、問

題は、適切な信号（開いた Eye を形成する信号）をクロック・リカバリに供給する必要があることです。次の

ように、CTLE を使用して信号をイコライズし、データ・パスを変更して CTLE がクロック・リカバリへのパ

スでのみ使用されるようにし、DFE のみを使用して EyeDrOut の信号をイコライズします。 

はじめに、信号がイコライズされるまでブーストを調整して、CTLE を設定出来ます。8dB が良さそうである

と判断するには数秒かかります： 

  

メモ：公称ビットレート(6Gb/秒)は手動で入力しました。 
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ケース２－クロック・リカバリに使用される CTLE イコライゼーションあり 

ここで、Clock Recovery をタッチし、表示されるダイアログで Find Frequency をタッチします。 

次に、DFE In へのデータ・パスを Input からに変更し、CTLE が Clock Recovery へのパスにのみ適用されるよ

うにします。Eye パターンは再び閉じたように見えますが、Clock Recovery が正常に動作しているため、本当

に閉じていることが確認できます。これは正しくクロックされた閉じた Eye です： 

ケース２－正しくクロックされた閉じた Eye データ・パスにはイコライゼーション未適用 

最後に DFE をタッチして DFE ダイアログを開き Enable にし、DFE を Train します。 

  

メモ：DFE タップは 7 にセットされています。デフォルトは３です。7 タップを使用すると、結果が

大幅に改善されます。同じステートが長時間継続すると、入力波形が 3UI を超えて大きな振幅にドリ

フトし続けるためです。 
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次のスクリーンショットでは、Eye Doctor II の DFE Setup ダイアログを示しています。Equalizer ダイアログ

での唯一の違いは、DFE ボタンの下のキャプションが Enabled : DFE 7taps を示していることです。したがっ

て、次のスクリーンショットでは、イコライゼーションは DFE によってのみ行われます。 

次のスクリーンショットは、UI 境界のシフトに妥当な遷移時間を適用している Eye Doctor II を示しています。

シフトは、波形の各 UI を固定中央レベルに対して移動することにより、DFE 閾値シフトを反映します。遷移

時間は UI の一部として自動的に決定され、オシロスコープの最大帯域幅または 16GHz の大きい方で適切にな

るように調整されます。 

ケース２－DFE イコライゼーションあり 

この場合、もしクロック・リカバリ・パスで CTLE の代わりに FFE を使用しても、結果は同じです。 

自分で確かめるには、データ・パスを FFE からに設定して FFE のトレーニング結果を確認、データ・パスを

Input からに戻して、DFE のみがデータのイコライゼーションを行うようにします。結果は、前のスクリーン

ショットとまったく同じように見えるはずです。 
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ケース 3：大きく劣化した信号 
(FR4、30 インチを通した 10Gb/s 信号) 

まず、入力波形を見てみましょう。この波形は Eye が閉じているだけではなく、さらに悪いことは明らかで

す。中には中心線まで到達しないビットがあります。たとえば、左から約 3.5division を見てください。 

ケース３－入力信号 

最初に、ケース 2 で行ったことを試します。途中で 1 つの追加の問題が発生しますが、それを解決します。 

ケース 2 で述べたように：CTLE がクロック・リカバリへのパスでのみ使用されるようにデータ・パスを変更

してから、DFE のみを使用して EyeDrOut の信号をイコライズするように CTLE のセットアップをします。 

7dB のブーストで十分であるように見えますが、最初の手がかりは、Clock Recovery ダイアログの Find 

Frequency が 7dB から最大 10dB のブーストに対して適切なビットレートを生成することです。大幅に低いブ

ーストまたははるかに高いブースト（たとえば、15dB）ではそうではありません。次のスクリーンショット

は、Eye が再び表示されていることを示しています。Clock Recovery ダイアログで Find Rate を押すと、8dB

のブーストで Eye が生成されます。 

理想的ではありませんが、Eye は開いています。 

  

メモ：公称ビットレート（この場合は 10Gb/s）は手動で入力しました。 
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ケース３－CTLE イコライゼーションあり 

この波形での興味は、より高い CTLE ブーストにすれば Eye が改善することですが、期待した通りが得られる

わけではありません。これは周波数の増加に伴う振幅の線形勾配のほかにも若干の劣化があることを意味して

います。 

次に、ケース 2 の手順に従って、データ・パスを変更して、CTLE のみが Clock Recovery へのパスで使用され

るようにし、DFE のみを使用して EyeDrOut の信号をイコライズします。繰り返しますが、これで正しくクロ

ックされた閉じた Eye が出来上がりました。ただし、ケース 2 とは異なり、次のスクリーンショットは Eye の

輪郭が認識できないものとして表示されています。ケース 2 の閉じた Eye パターンを次のスクリーンショット

と比較すると、違いは明らかです。この信号はさらに著しく劣化しています。 

ケース３－正しくクロックされた閉じた Eye データ・パスにはイコライゼーション未適用 
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最後に、ケース 2 の手順の最後のステップは、DFE プロセッサのトレーニングです。これを行うと、明らかに

うまくゆきません。EDrEqu および Eye パターンに表示される結果は変わりません。 

DFE メニューに移動し、Edit/View DFE Setup をタッチすると、すべてのタップが 0.0(デフォルト)であるこ

とがわかります。これでは何も行いません。 

最初のパスで誤ってデコードされたビットが多すぎるため、トレーニングは失敗し、トレーニングの開始は常

にすべてのタップが 0 に設定された状態で開始されます。 

問題は、受信信号が非常に劣化しているため、レシーバーのイコライゼーションで問題が発生することです。

この問題に対処する通常の方法は、トランスミッタとレシーバー間でイコライゼーションの責任を分割するこ

とです。 

この手順では、この波形に 6dB のデエンファシスを追加し、TX イコライゼーションをシミュレートします。

また、補正するために、クロック・リカバリ・パスの CTLE ブーストを 4dB に減らします（クロック・リカバ

リ・パスでのオーバー・イコライズは望ましくありません）。 

DFE をオフにすると、Eye パターンには 6dB のデエンファシスの効果のみが表示されます： 

ケース３－6dB デエンファシス追加（TX イコライゼーションのシミュレート） 

6dB デエンファシスによって大きく改善したものの、Eye はかろうじて開いている程度です。これならば DFE

はトレーニングできるでしょう。ここで、DFE を有効にして再度トレーニングし、次の結果を生成します： 
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ケース３－6dB デエンファシスおよび 7 タップ DFE 

さらに多くの DFE タップが役立つかどうかを見てみましょう。クロス・ポイントでのやや狭い分布に注目して

ください。 

ケース３－6dB デエンファシスあり、15 タップ DFE あり 

前スクリーンショットでは DFE Details ダイアログ(Edit/View DFE Setup をタッチしてアクセス）を示して

います。タップ値が表示されており、変更が可能です。更に、使用しているタップ数が示されます。このスク

リーンショットは、10ps のデスキューが必要であるとトレーニングが決定したことを示しています。Eye パタ

ーンの水平スケールは 16.7ps/div であるため、デスキューされていない場合は 10ps がはっきりとわかります。

このデスキューの必要性は、ほぼ確実にクロック・リカバリ・パスにのみ存在する CTLE の群遅延が原因で

す。それにより、データとリカバリ・クロック間のスキューが発生します。前述のように、この値は変更しな

いでください。 
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DFE タップは、この値とともに最適化されます。変更すると、クロックスキューが DFE に変更を加え、結果

が劣化します。その代わり、Eye パターンを水平にシフトするには Clock Recovery ダイアログの Deskew コン

トロールを使用します。 

ケース 3 の結論：特定のレベルの劣化を超えると、レシーバーのイコライゼーションのみで補償することは非

常に困難になります。Eye Doctor II は、CTLE と DFE、または CTLE と FFE の両方を使用することで補償で

きますが、実際のチップでの実装はどちらも行う可能性は高くありません。このような場合、TX イコライゼー

ション（デエンファシスまたはプリエンファシスを意味する）を使用する必要があります。Eye Doctor II は、

エンファシス機能を使用して（非適用の波形に追加することにより）TX イコライゼーションをシミュレートで

きます。 
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Virtual Probe 

概要  

Teledyne LeCroy Virtual Probe ソフトウェア・オプションを使用すると、プロービング・ポイント以外の回路

位置や、実際に測定に使用した構成とは異なる回路構成で得られる波形を表示できます。バーチャル・プロー

ブを使用することで、次のことが可能になります： 

⚫ パッケージの内部や物理的に存在しないインターコネクトの端など、現実にプローブを配置できない場

所の信号特性の理解。 

⚫ 被試験デバイス(DUT)を最終構成で使用したときには存在しないフィクスチャなどの要素による効果を

除去。 

⚫ DUT に含まれるべきではあるが、S パラメータ・モデルしか存在しない要素を追加。 

Virtual Probe は、シリアルデータ解析ツールの SDA III ファミリと組み合わせて使用するか、独立して操作す

ることが出来ます。これは、-LinQ マルチレーン機能と互換性があり、SDA III-CompleteLinQ フレームワー

ク・フローにシームレスに統合されます。オシロスコープにクロストーク測定パッケージも装備されている場

合（SDA III-CrossLinQ または SDA III-CompleteLinQ）、複数のレーンでクロストークをモデル化できます。

回路モデルの構成とコンパイルは高速で、ソフトウェアは出力波形を迅速に計算します。 

SDA III マルチレーン・フレームワークの一部としてのバーチャル・プローブ操作 
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Eye Doctor-VP、Eye Doctor II およびバーチャル・プローブ 
Virtual Probe は、Eye Doctor-VP パッケージで導入され、後に Eye Doctor II のディエンベッド/エミュレート

モデルに含まれた Teledyne LeCroy の仮想プローブ機能の進化における次のステップです。現在の Virtual 

Probe は、Eye Doctor II 機能を拡張して 6 つのブロックとクロストークをモデル化します。 

互換性のあるオシロスコープ・モデル 
バーチャル・プローブは、同等の DDA および SDA モデルを含む WavePro HD、WavePro7Zi、

WaveMaster8Zi および LabMaster シリーズ・オシロスコープでご使用になれます。 

要件 
バーチャル・プローブ・オプションをサポートするには、オシロスコープが X-StreamDSO ファームウェア・

バージョン 6.9.x.x 以上を実行している必要があります。ファームウェアアップグレードは、次のサイトから入

手できます： 

https://teledynelecroy.com/japan/support/firmware/default.asp 

 

  

https://teledynelecroy.com/japan/support/firmware/default.asp
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動作モード：独立メニューまたは SDA フレームワーク 

インストールが完了したら、Virtual Probe を単独で使用することも、他の利用可能な SDA ツールと組み合わせ

て使用することもできます。以下の違いを除いて、機能はどちらのモードでも同じです。 

独立メニューからの使用 
SDA III とは独立に Virtual Probe を使用するには、Analysis>Virtual Probe を選択して Virtual Probe ダイアロ

グを開きます。そこには次の 4 つの Setup ボタンが表示されます。A から D の各セットアップは異なる回路も

しくは”シナリオ”を表します。 

Virtual Probe ダイアログを独立で使用した場合。 

各セットアップは以下のそれぞれを備えています： 

⚫ 回路モデル(Virtual Probe ダイアログ） 

⚫ 入力信号定義(Setup ダイアログ) 

⚫ デバイス/フィクスチャ定義(Block1-6 ダイアログ) 

⚫ クロストーク・パッケージがインストールされている場合、ネットワーク・クロストーク定義(Xtalk ダ

イアログ) 

それぞれに関連するダイアログにセットアップ文字が表示されます。これは、どのセットアップを編集してい

るかを知る 1 つの方法です。 

各セットアップボタンの横には、そのセットアップのコンパイル・ステータスを示すインジケータがありま

す。インジケータが明るい緑色の場合、回路設定は正常にコンパイルされ、入力信号に適用できる状態になり

ます。 

このモードでは、個々の S パラメータ(Response ダイアログ)で生成されたシステム応答を表示したり、オシロ

スコープのセットアップ(.lss)ファイルを保存/読み込みしたりするための機能が追加されています。 
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SDA フレームワークからの使用 
Virtual Probe は、SDA III フレームワークの一部として使用される場合、Eye Doctor ソフトウェア（Eye 

Doctor II パッケージが必要）とともに、Emulate/De-embed オプションの 1 つとして提供されます。 

Emulate/De-embed ダイアログを開き、Eye Dr or VP セレクタで EyeDr を VP に変更して、Virtual Probe にア

クセスします。 

デフォルトの Eye Doctor Emulate/De-embed ダイアログの代わりに、Virtual Probe ダイアログが開きます。 

Virtual Probe ダイアログを SDA フレームワーク内で使用した場合。 

4 つの Virtual Probe セットアップの代わりに、各レーンに対して 1 つの Virtual Probe セットアップがありま

す。デフォルトの入力信号は、それぞれのレーンに既に定義されているものとなります。 

SDA アプリケーションのレイアウト上の制約のため、4 つの基本的な Virtual Probe ダイアログ（Virtual 

Probe、Setup、Block、Zoom）のみが一度に表示されます。Block ダイアログは、設定している回路ブロック

（VPBlock1、VPXtalk など）に応じて動的に変化します。Virtual Probe ダイアログの回路モデルから block を

選択してアクセスします。 

また、コンパイル・インジケータは 1 つだけであり、これは、Virtual Probe および VP Setup ダイアログの

Apply ボタンの横に表示されます。 
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Virtual Probe の出力 

Virtual Probe プロセスから生成されたデエンベデッド波形は、他の SDA プロセスへの入力として、または標準

的なオシロスコープの演算と計測パラメータのソースとして使用できます。 

Source Selector の SDA および Eye Doctor サブメニューに波形が表示されます。 

波形 内容 

VPOutA 仮想回路の”A”ブロックにおけるシングルまたは差動信号 

VPOutAp 仮想回路の”A”ブロックにおける正の信号 

VPOutAm 仮想回路の”A”ブロックにおける負の信号 

VPOutB 仮想回路の”B”ブロックにおけるシングルまたは差動信号 

VPOutBp 仮想回路の”B”ブロックにおける正の信号 

VPOutBm 仮想回路の”B”ブロックにおける負の信号 

VPOutC 仮想回路の”C”ブロックにおけるシングルまたは差動信号 

VPOutCp 仮想回路の”C”ブロックにおける正の信号 

VPOutCm 仮想回路の”C”ブロックにおける負の信号 

VPOutD 仮想回路の”D”ブロックにおけるシングルまたは差動信号 

VPOutDp 仮想回路の”D”ブロックにおける正の信号 

VPOutDm 仮想回路の”D”ブロックにおける負の信号 

VPResp 
エミュレーション/ディエンベッド中に最後に表示（View Response）されたSパラメータ・ファ
イル。 

VPChP すべての処理後の仮想回路の正出力。 

VPChM すべての処理後の仮想回路の負出力。 

 

 

 

  

メモ：上記はすべてオシロスコープの演算または計測パラメータへの入力として使用できますが、

SDA II プロセスへの入力として使用できるのは VPOut だけです。 
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SDA II への入力としての Virtual Probe 出力 
Virtual Probe の出力は SDA III フローに完全に統合されていますが、それらを SDA II プロセスのソースとして

利用するにはいくつかの追加手順が必要です。 

Virtual Probe 出力を SDA II プロセスのデータ信号ソースとして使用するには、Signal Input ダイアログの

Input1 で VPOut を選択します。 
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回路モデリング 

Virtual Probe を使用する基本的な手順は、最大 6 ブロック（トランスミッタ、レシーバー、および 4 つのデバ

イス/フィクスチャ・ブロック）を含む回路の仮想モデルを作成することです。各ブロックのプロパティは、S

パラメータ Touchstone ファイルを使用して定義するか、対応する Block ダイアログに関連するプロパティを入

力して定義します。クロストーク・パッケージがインストールされている場合、ネットワーク・クロストーク

をモデリングするための Xtalk ブロックも存在します。次に、各ブロックの効果を含めるか除外するかを選択し

て、入力信号の結果を表示および計測します。 

VPOut 波形は、「仮想プローブ」が配置されているブロックに表示される信号を示します。実際のプロービン

グ・ポイントでの信号を表す他の波形も表示することが出来ます。 

Virtual Probe 出力は、他の SDA III シリアルデータ解析ソフトウェアと組み合わせて使用すると、イコライゼ

ーション、Eye、ジッタ、およびノイズ測定のソース波形として使用でき、シリアルデータ回路のエミュレーシ

ョンおよびディエンベッドのための包括的なツールセットを提供します。 

Virtual Probe メイン・ダイアログ 
Virtual Probe のメイン・ダイアログには、回路内の各ブロックの概要情報が表示されます。これを使用して、

block setup ダイアログにアクセスして、仮想および実際のプロービング・ポイントを配置します。 

Setup/Lane ボタンをタッチして、アクティブな回路構成を選択します。変更するまで、これ以降の設定はこ

の Setup/Lane に適用されます。 

単独で使用すると、各セットアップボタンの横にセットアップ・ステータス・インジケータが表示されます。

このインジケータは、構成のコンパイル状態を示します。セットアップが使用可能であれば、インジケータは

緑色で表示されます。SDA 内で使用される場合、このインジケータは Apply ボタンの横に表示されます。モデ

ルの適用を参照してください。 

View Output チェックボックスを選択して、VProbe チェックボックスで指定された位置の波形を表示しま

す。波形名は VPOutX であり、”X”は setup(A〜D)に対応します。 

SDA 内で使用する場合、VPOutX 波形は自動的に表示されます。VPOutA は Lane1 に、VPOutB は Lane2 に...

属します。 

ブロック定義ボタン（A1〜A6 等）は block 設定ダイアログを開きます。最初と最後のブロックは、トランスミ

ッタ(データ・ソース)およびレシーバ・ブロック(データ・シンク)専用です。その間のすべてのブロックは、ト

ランスミッタをレシーバーに接続する回路素子として構成することが出来ます。ボタンは、ブロックによって

実行されているアクションを示します。 

XTalk ボタンは、レーン間のクロストークをモデリングするためのダイアログを開きます。Crosstalk ダイアロ

グを参照してください。 

  

ヒント：個々のブロックを構成する前に、Setup ダイアログに移動して入力方式を設定します。 
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仮想プローブを配置する位置に対応する VProbe チェックボックスを選択します。別のチェックボックスを選

択して仮想プローブの場所を変更する場合は、Apply をタッチしてモデルを再コンパイルします。 

入力ソースが実際の差動プローブからに設定されると（Setup ダイアログの Input Type が”Probe”に設定される

と）、Virtual Probe ダイアログに"Meas"というラベルの 2 番目のチェックボックスが表示されます。 

測定が行われている差動プローブの位置に対応する Meas ボックスをチェックします。プローブの場所を変更

する場合は、別のチェックボックスを選択し、Apply をタッチしてモデルを再コンパイルします。 

このダイアログおよびその他のダイアログですべての構成設定が完了したら、Apply ボタンをタッチして、回

路のシステム記述を作成し、コンパイルします。モデルの適用を参照してください。 

Setup ダイアログ 
Virtual Probe Setup ダイアログを使用して、選択したセットアップまたはレーンで表される回路の信号入力を

構成します。 

Source Setup 
ダイアログの Source Setup セクションの設定は、回路の全体的なトポロジと、測定を行うオシロスコープへの

接続方法を定義します。 

Num Ports 欄：2 または 4 を入力して、トランスミッタとレシーバーの間をシングルエンドまたは差動レーン

どちらで回路に接続するかを定義します。2 を選択するのはシングルエンド・レーンの場合です。回路の各ブロ

ックは 2 ポート・ネットワークであり、1 つの入力と 1 つの出力が存在します。4 を選択するのは差動レーンの

場合であり、各ブロックは 2 つの入力（+および-）と 2 つの出力を持つ 4 ポート・ネットワークです。Num 

Ports の選択は、データ・ソースの設定と整合している必要があります。 

 

  

メモ：入力タイプが”Channel"に設定されている場合、測定位置はレシーバーにあると想定されます。

これは、これは、オシロスコープがチャネルのレシーバとして機能しており、Meas チェックボックス

が表示されないことを意味します。 
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SDA III-CompleteLinQ フレームワークから Virtual Probe を使用する場合、選択したレーンの信号入力ダイア

ログでデータ・ソースが構成されることに注意してください。 

Input Type 欄：差動プローブを使用する場合は、”Probe”を選択します。ケーブル接続によるオシロスコープ

入力を使用する場合は、"Channel"を選択します。Channel を使用する場合、測定点はレシーバー側と見なされ

ます。 

Probe Model セレクタ：測定に使用する差動プローブのモデルを選択します。このセレクタは Input 

Type=Probe の場合に有効になります。 

Remove Probe Loading チェックボックス：選択したプローブのプローブ負荷モデルを使用して、プローブを

測定から除去する場合にチェックします。このチェックボックスは Input Type=Probe の場合に有効になりま

す。 

Data Source 
これらのコントロールは、バーチャル・プローブが SDA III から独立して使用されている場合、Source Setup

セクションに表示されます。データ・ソースはチャンネル入力だけでなく、どんな波形（演算、メモリ他）で

も構いません。SDA III フレームワーク内で Virtual Probe を使用する場合は、SDA Signal ダイアログでデー

タ・ソースが構成されます。 

Data Source＋：ソース波形を選択します。差動プローブを使用する場合は、プローブが接続されているオシ

ロスコープ・チャンネルになります。Input Type=Channl、Num Ports=4 を使用する場合、これは差動ペアの

（+）側を受信するオシロスコープ・チャンネルです。"Channel"および NumPorts=2 を使用する場合、デー

タ・ソースは 1 つだけです。このシナリオでは、データ・ソース+が使用されます。 

Data Source－：Num Ports=4 および Input Type=Channel（つまり、回路が 2 つのオシロスコープ・チャン

ネルで受信されている差動ペアを送信している）場合、Data Source-がアクティブになります。差動ペアの(-)

側のソース波形を選択します。 

Measurement Filter セクション 
Setup ダイアログの measurement filter セクションでは、フィルタの帯域幅制限と最大ゲインを決定する要素を

設定します。 

Auto BW Limit チェックボックス：帯域幅制限の最良設定を自動的に決定する場合は、チェックをオンにしま

す。アルゴリズムは Max Boost 値を使用して、使用する BW 値を決定します。 

Max Boost 欄：ブロックをディエンベッドするときに適用する最大ブースト値を制限する値を選択します。大

きすぎる値はノイズをブーストしてしまい望ましくない結果を招くことがあります。 

Filter Order 欄：測定帯域幅の処理に使用されるフィルタは、一般に高次フィルタです。これは、指定次数のバ

タワース・フィルタによって得られる振幅応答を持つフィルタとして実装されます。位相応答は常に線形で

す。デフォルト値は 20 です。これは非常に高次のフィルタですが、シャープなカットオフの場合、より高次の

次数を使用できます。フィルタはフィルタ次数の増加ごとに 20dB/decade(または 6dB/octave)追加で遮断され

ます。 

BW Limit 欄：値を設定して、フィルタの帯域幅を制限します。 

  

メモ：Virtual Probe を使用する場合、最初に 2 つの入力間の差を計算する演算トレースを作成する必

要はありません。 
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Block ダイアログ 
Block ダイアログは、回路モデルの対応する要素のプロパティを設定するために使用されます。 

Block Type セレクタ 
この欄では、Block Type を選択します： 

⚫ Ideal Thru はデフォルトの状態です。Ideal Thru には、信号に対して設定可能な効果はありません。ブ

ロックが未使用の場合、または他のブロック間の繋ぎとしてこれを選択します。 

⚫ Ideal Termination は、トランスミッタとレシーバーに対応する最も外側のブロックにのみ存在し、終

端を 50Ω に設定します。 

⚫ 遅延と特性インピーダンスによってモデル化された無損失伝送ラインを使用するには、Transmission 

Line を選択します。そのブロックで表される Delay と Impedance の値を入力します。 

⚫ ブロックの記述に S パラメータを使用する場合は Touchstone File を選択します。Touchstone ファイル

は Touchstone 1.0 フォーマットに従って、Touchstone ファイル書式で説明されている要件を満たして

いる必要があります。Touchstone File を選択すると、以下で説明する追加設定が有効になります。 

Touchstone File 

S パラメータの Touchstone ファイルをインポートしてブロックを定義すると、次のような追加コントロールが

表示されます。 

NumFiles は、setup/lane が 4ports に設定されている場合に表示されます。（ポートセットアップ情報の Setup

ダイアログを参照）4 ポート Touchstone ファイルを使用するには”1”を選択し、2 ポート Touchstone ファイル

を使用する場合は”2”を選択します。意味のあるクロストークが存在しない２つの（ケーブルの様な）伝送線路

を使用したブロックを記述する場合２つの２ポート・ファイルを使用します。その様な場合、２つの２ポート S

パラメータ・ファイルはそのブロックの正確なモデルとなります。 

Format は、setup/lane が 4ports に設定されている場合に表示されます。（ポートセットアップ情報の Setup

ダイアログを参照）S パラメータがミックスドモード・フォーマットで保存されている場合は、Mixed mode

を選択します。 

  

メモ：Touchstone 1.0 形式はミックスド・モード S パラメータ用に設計されていないため、

Touchstone 1.0 を使用してミックスド・モード S パラメータを保存することはお勧めしません。差動

インターコネクトのミックスド・モード特性を理解することは確かに重要ですが、テレダイン・レク

ロイは、将来の混乱を防ぐために、S パラメータをシングルエンド形式で保存することを強くお勧め

します。 
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Touchstone File Port Mapping 図は、NumPorts、NumFiles、および Format の設定にあわせます。図のポー

ト番号セレクタを構成して、S パラメータ・ファイルのポート番号をブロックの入力ポートと出力ポートに正し

くマッピングします。 

1 つのファイルで指定した 4 ポート・ネットワークのマッピング 

2 つのファイルで指定した 4 ポート・ネットワークのマッピング 

 

  

メモ：Virtual Probe の出力が極端に歪んでいる場合、ポートが正しく割り当てられていない可能性が

あります。 
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ブロックの効果 
Ideal Thru 以外のブロックが構成されている場合、ダイアログの左側には、ブロックで定義された回路要素が

どのように処理されるかを決定するチェックボックスのセットが含まれます。 

回路要素の電気的動作を信号から削除する場合は、Remove effects caused by block チェックボックスを選

択します。これは通常、"De-embedding"と呼ばれます。この設定は、トランスミッタとレシーバーの間のパス

に存在しないフィクスチャまたはインターコネクトの効果を削除する場合に使用します。 

ブロックに起因する効果を削除しない場合は、Include effects caused by block を選択します。このボックス

をオンにすると、ブロックの動作を決定するさらに 2 つの選択が有効になります： 

⚫ Block is present at time of measurement チェックボックスは、測定が行われたときに要素が回路内

にあったことを示し、Virtual Probe の出力にその効果を含めたい場合にチェックします。つまり、ディ

エンベッドまたはエミュレートのいずれも不要で、ブロックは実際の回路要素であり、その効果は

Virtual Probe 出力に含まれます。 

⚫ Block is NOT present at time of measurement チェックボックスは、ブロックが”virtual channel"の

一部であることを示します。 これは「チャンネルのエミュレート」と呼ばれることが多く、チャンネル

の S パラメータを使用して、S パラメータによって特徴付けられる反射と損失をモデル化する伝達関数

を構築します。この選択の一般的な使用例は、もしトランスミッタとレシーバー間のパスが、S パラメ

ータ・モデルしかない物理的に存在しないインターコネクトで延長された場合に信号がどの様に見える

か理解したい場合です。 
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Crosstalk (Xtalk)ダイアログ 
Crosstalk のキーコードがオシロスコープに含まれる場合、Virtual Probe 回路モデルには XTalk ブロックが含ま

れます。このブロックは、ネットワークトポロジを定義し、Touchstone ファイルの S パラメータをポートにマ

ッピングするために使用されます。レーン間のクロストークのモデルを含むことで、より正確な回路モデルを

作成し、より良い Virtual Probe の結果を得ることが出来ます。 

XTalk ブロックの初期実装には以下が必要です： 

⚫ VP Setup は NumPorts=4、InputType=Channel である必要があります。 

⚫ 2 つのデータ・ソースを提供する必要があります。 

要件が満たされていない場合は、Virtual Probe Status インジケータのメッセージが表示されて Xtalk ダイアロ

グに警告が表示されます。 

トポロジ 
Xtalk ダイアログを開きます（Xtalk タブまたは Virtual Probe ダイアログの Xtalk ブロックをタッチします）。

Config.欄からネットワークトポロジを選択します。 

1x8P－ひとつの 8 ポート S パラメータ・モデル 

1xS12P－ひとつの 12 ポート S パラメータ・モデル 

2xS8P－２つの８ポート S パラメータ・モデル 

ダイアログは、選択したトポロジにあわせて変わり、選択に対応するポート数のネットワークを表示します。

たとえば、1xS12P は 12 ポート・ネットワークを示しています。2xS8P は 2 つの 8 ポート・ネットワークを示

します（合計 16 ポート）。 

  

ヒント：回路モデルからクロストークを省略するには、Thru を選択します。それ以上の構成は必要あ

りません。 
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ファイル選択 
クロストーク定義を含む SParam（eter）file の場所を Browse します。Touchstone ファイルの生成について

の詳細は Touchstone ファイル書式を参照してください。 

ポート割り当て 
Touchstone File Port Mapping セクションの左側で、各レーンの信号フローにマッピングする S パラメータ・ポ

ート番号を選択します。XTalk モデルでは各レーンが差動のため、各レーンは（+）および（-）ポートにマッ

プする必要があります。右側で、入力ポートの THRU として対応するポートを選択します。 

ブロック効果 
回路の他のブロックと同様に、回路モデルの Xtalk ブロックの効果を処理する方法を選択します。ブロックの効

果参照してください。 

警告およびエラーメッセージ 
指定したレーンの VP セットアップが選択したトポロジの要件と一致しない場合、適用しようとするとエラーメ

ッセージが表示されます。例： 

エラー状況が存在する場合は、XTalk ダイアログに警告の三角形が表示されることがあります。三角形をタッ

チして、エラーを説明するダイアログを呼び出します。 
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View Response 
View ボタン（S-Parameter import 欄の横）を選択すると、Response ダイアログが開きます。これにより、フ

ァイルをインポートしてマッピングすると、ひとつの S パラメータの振幅または位相プロットを生成できま

す。 

Magnitude または Phase の表示を選択します。 

表示する S-Parameter（元のファイルの列）を選択します。 

モデルの適用 
一般回路および個別のブロックを構成（または変更）した後、Setup または Virtual Probe ダイアログに戻り、

Apply ボタンをタッチします。 

Apply は、回路のシステム記述をビルドしてコンパイルします。Xtalk ブロックが使用可能な場合、Apply をタ

ッチするとすべての設定/レーンが表示されます。選択した設定/レーンのみがコンパイルされます。コンパイ

ル中には、アプリケーションの右下隅に”Compiling”と表示されます。コンパイルの結果が隣のボックスに表示

されます。成功の場合は”OK”と表示されます。オシロスコープがフィルタを作成するために入力波形を必要と

する場合は、その影響に関するメッセージが表示されます。 

Setup ボタンの横にあるセットアップ・ステータス・インジケータには、セットアップの現在のステータスが表

示されます： 

⚫ 赤：セットアップ中にエラーが発生しました。Num Ports、Input Type、および block setup、または間

違ったポート数の Touchstone ファイルなど、不整合がないか、セットアップを確認します。 

⚫ 黄色：Apply が必要です。設定の変更が終わったら、Apply ボタンをタッチします。 

⚫ 緑：コンパイルが成功しました。 

⚫ グレーアウト：セットアップの出力は未使用です。 

  

ヒント：現在表示されている S パラメータ・プロットをズームするには、VPResp 波形をソースに使

用してズーム演算を作成します。これにより、フルグリッドで S パラメータ・プロットを表示し、ト

レースにカーソルを設定できます。VPResp は、Select Source ポップアップの Eye Doctor サブメニュ

ーにあります。 

メモ：SDA フレームワーク内で使用される場合、セットアップ・ステータス・インジケータは、

Setup および Virtual Probe ダイアログの Apply ボタンの横に表示されます。これは、レーンに関連付

けられている単一のセットアップを参照します。 
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リファレンス 

PLL を使用したクロック・リカバリの実現  

PLL 使用時のクロック・リカバリの実装を次の図に示します。このアルゴリズムは、データレートのクロック

に対応する時間値を生成します。計算は、リカバリされたクロックエッジと最も近いデータエッジの間にエラ

ーの一部を追加することにより、クロックの各周期を修正するフィードバック制御ループを使用して、テスト

対象のデータストリームの変動に追従します。 

PLL を使用したクロック・リカバリ 

PLL によって追跡されるクロック信号を作成する最初のステップは、デジタル位相検出器を作成することで

す。これは、信号が所定のしきい値を超えると時間内に位置を測定する単純なソフトウェアコンポーネントで

す。利用可能な最大サンプリングレートが与えられたとしても、交差時間を正確に決定するためには補間が必

要です。補間はソフトウェアによって自動的に実行されます。波形全体に対して補間は実行されません。そう

ではなく、交差レベルを囲むポイントのみが補間されます。3 次補間が使用され、その後、補間されたデータに

線形フィットが行われ、データ信号エッジが交差レベルを通過する正確な時間を見つけます（下図参照）。 

エッジ時間の決定 
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最初の画像に示すように、デジタル位相検出器の初期出力と出力はゼロに設定されています。次の時間値出力

は、公称データレートに等しくなっています。この値は左端のコンパレータにフィードバックされ、この時間

値がデジタル位相検出器からの次のデータエッジの計測時間と比較されます。違いは、データレートとリカバ

リされたクロックの誤差であり、最後のエッジ以降の UI 数の計測値（つまり、ローカル遷移密度）を組み込む

こともできます。この差はフィルタリングされ、初期ベース期間に追加されて、修正されたクロック期間が生

成されます。フィルタは、クロック周期の計算にフィードバックされるエラー量をスケーリングすることによ

り、この補正の速度を制御します。フィルタの選択には、単極無限インパルス応答（IIR）ローパス・フィルタ

（ファイバーチャンネルで定義されているゴールデン PLL）、1 極 1 ゼロ・フィルタ、2 極 1 ゼロ・フィルタが

含まれます。ゴールデン PLL 1 極フィルタの式は次のとおりです： 

yk の値は k 回目の計算の補正値であり、xk は k 番目のデータエッジと対応するクロックエッジ間の誤差です。現

在の補正係数は、現在の誤差と以前のすべての補正値の加重和に等しいことに注意してください。 

SDA で乗数値は 1 に設定され、n の値は Golden PLL ダイアログから設定された PLL カットオフ除数です。カ

ットオフ周波数は Fd/n になります。ここで Fd はデータレートです。このフィルタは、インパルス不変法と呼

ばれる設計プロセスを介してアナログに対応しており、データレートよりはるかに低いカットオフ周波数に対

してのみ有効です。このため、SDA の最小 PLL カットオフ除数設定は 20 です。 

係数 n は、現在の補正値の計算に使用される補正値 y の以前の値の数を決定します。これは理論的には無限で

す；ただし、含まれる過去の値の数には実際的な制限があります。 

PLL タイプ 

FC Golden 
FC Golden はデフォルトの選択であり、ファイバーチャンネル仕様で定義されているゴールデン PLL を実装し

ます。デフォルトでは、ゴールデン PLL は、テスト対象の信号のビットレートの 1/1667 倍のカットオフ周波

数に設定されています。この比率は、1/10 から 1/1e6 に調整できます。 

Cutoff Divisor は、シーケンシャル Eye パターン、ジッタ、およびビットエラーレート演算のクロック・リカ

バリ動作のループ帯域幅のカットオフ周波数を計算するためにビットレートを分割する値です。この設定は 10

から 1,000 まで可変です。PLL カットオフ除数が低いということは、PLL が高い周波数で PLL を追跡し、その

ためジッタを減衰させることを意味します。デフォルト値の 1667 では、ファイバーチャンネル仕様で定義され

ているゴールデン PLL としてクロック・リカバリが動作します。デフォルト値の 1667 は、ゴールデン PLL の

業界標準であり、ビットレートと PLL カットオフ周波数の比に等しくなります。 

PLL Cutoff は、Cutoff Divisor に対応する周波数を読み取ります。または、PLL カットオフ周波数を入力し、

そのエントリから最も近いカットオフ除数を計算することもできます。 
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DVI PLL 
DVI PLL の選択は、DVI（Digital Video Interactive）および HDMI（High Definition Multimedia Interface）仕

様の要件に従います。これらの仕様では、4MHz のカットオフを持つ単極 PLL ループ応答を備えたクロック・

リカバリ機能を使用しています。 

FB-DIMM PLL 
FB-DIMM PLL の選択は、Fully-buffered DIMM を模擬するフィルタを適用します。 

DLL 
DLL 選択は、固定の比例項と積分項を持つ遅延ロックループ（Delay Locked Loop)を実装します。 

Custom PLL 
Custom を使用すると、ユーザー定義の PLL を設定することができます。Poles では、一次または二次いずれ

かのループ応答を選択します。1 次応答では、PLL のカットオフを設定する Pole Frequency と、ストップバ

ンド減衰を制限する極周波数よりも高い Zero Frequency を入力できます。 
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2 次 PLL を使用すると、Natural Frequency と Damping Factor を入力できます。 

Damping Factor は、位相同期ループの過渡的な動作を決定し、2〜0.5 の範囲で可変です。 

⚫ 0.707 を超える減衰係数は、周波数の突然の変化に対してよりゆっくりと反応する過減衰の応答を提供

します。 

⚫ 0.707 未満の減衰係数は、減衰不足の応答となり、PLL は周波数の突然の変化に対してより迅速に反応

します。 

デフォルト値の 0.707 は、過補償なく最速の応答時間を提供する、非常に減衰した応答を表します。 

減衰係数 0.707 の 2 次 PLL は、シリアル ATA ジェネレーション II ドキュメントで指定されています。このタ

イプの PLL は、低周波クロック拡散を正確に追跡および除去できると同時に、信号ジッタを測定できるため、

スペクトル拡散クロッキングで信号を測定するのにも非常に役立ちます。固有周波数(Natural Frequency)は、

次の式で与えられる実際の 3dB カットオフ周波数よりもやや低くなります。 

ζは減衰係数、ωn はナチュラル周波数です。減衰係数 0.707 に対して、この関係は fc=2.06fn となります。 

PC I-Express PLL 
SDA III には、PCIe 1.0 から PCIe 5.0 までの規格で指定されている PCI-Express リファレンス PLL が含まれて

います。 

USB および Thunderbolt PLL 
SDA III には、USB 3.0、USB4™、Thunderbolt™3 の規格で指定されている USB リファレンス PLL が含まれ

ています。 
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Eye 解析理論 

古いオシロスコープでの Eye パターン描画 
オシロスコープが単一のスイープから Eye を決定する前に使用されていた Eye パターンを生成する「従来の」

方法は、多くのスイープにわたるパーシスタンス・マップの構築を伴っていました。信号はデータ・クロック

をトリガとして捕捉されていました。各トリガで捕捉された 1 つ以上のサンプルは、垂直方向の次元が信号レ

ベルに等しく、水平方向の位置がトリガに対するサンプルの位置に等しい状態で、パーシスタンス・マップに

格納されました。 

捕捉されたすべてのデータポイントの（各 x、y ビンのインクリメント・カウンタによってカウントされる）非

常に多くの時間および振幅の値の発生後に Eye パターンは塗りつぶされました。ユーザーは通常、トリガポイ

ントを画面の外に配置し、十分なデータが表示されるまでパーシスタンス・マップを構築します。 

タイミングジッタは、データ・クロス・ポイント周囲のポイントの水平分布によって示されます。クロス・ポ

イント周辺のビンのヒストグラムは、ジッタ振幅の分布を提供します。残念ながら、この従来の方法にはオシ

ロスコープのトリガ・ジッタが含まれているため、Eye パターンに表示されるジッタは信号自体のジッタだけで

はありませんでした。 

データ・クロックにアクセスできない場合は、リカバリ・クロックが使用されます。従来の方法では、リカバ

リされたクロックは通常、特定のデータレートで動作するように設計されたハードウェア PLL であり、カット

オフ周波数は Fd/1667 です。ハードウェア・クロック・リカバリ回路の欠点は、そのトリガ回路に関連するジ

ッタが、Eye パターン・サンプルの水平方向の配置に不確実性を生み出すことにより、測定されたジッタに追加

されることです。もうひとつの欠点は、クロック・リカバリ PLL が制御できない可能性が高く、特定の規格の

正確な要件を満たさない可能性があることです。 

Eye パターン 
SDA ソフトウェアはトリガを使用せずに Eye パターンを計測します。これはソフトウェア・クロックリカバリ

（クロックリカバリで説明）を使用して行われ、クロックの時間値に沿ってデータレコードをセグメントに分

割します。タイムラインをセグメントに分割する目的に対しては、時間分解能は本質的に無限です。サンプル

は、25 または 50ps/pt の固定間隔で発生します（40 または 20GS/s のサンプリング速度の場合）。サンプル

は、リカバリされたクロックエッジ時間に対して配置され、クロックで区切られたセグメント（単位間隔また

はビット）は、クロックで区切られた境界を揃えることによってオーバーレイされます。Eye パターン・データ

の分布を示すために、モノクロまたはカラーパーシスタンス表示が使用されます。単位間隔は、オシロスコー

プのトリガ位置ではなく、リカバリ・クロックから決定されるため、この方法にはトリガ回路からのジッタは

含まれません。 

ノイズ解析アルゴリズム 

ノイズ計測およびビューは、以下のアルゴリズムを用いて計算されます。 

1. ノイズを計測するには、入力波形のどの成分がノイズではなく信号であるかを事前に知る必要がありま

す。これはパターン解析を使用して行われます。PRBS7 など、127 ビットを含む厳密に繰り返すパター

ンの単純なケースでは、オシロスコープは波形内のビットパターンを見つけ、特定のビットのすべての

発生を識別できます。データが繰り返しパターンでない場合、（PLL トラッキングによるビット幅の小

さな変動を考慮しながら）オシロスコープはパターンの特定のために短いランの繰り返しを探します。

パターンの各ビットの波形を平均化することにより、ノイズのないパターンを構築できます。 

2. 元の波形からパターンのノイズのないバージョン（必要に応じて繰り返される）を差し引くと、ユニッ

ト・インターバルごとに振幅に比較的大きな変動を引き起こすデータ依存の影響なしにノイズ波形が得

られます。各ユニット・インターバルの選択された位置（サンプリング位相）でこの波形の値のみを保

持する場合、各ユニット・インターバルをサンプリングまたはストローブするレシーバーから見たノイ

ズを含む波形が作成されます。これは、ランダムで有界無相関ノイズが含まれる RnBUnTrack 波形の

波形であり、データ依存の影響(非常に決定論的なもの)が除去されます。データをヒストグラム化して

RnBUnHist ヒストグラムを作成することもできます。RUnBUnTrack と RnBUnHist はノイズの発生源

を理解するために使用でき、Noise Track と Noise Histogram ダイアログを介して表示することができ

ます。これらの結果は、Noise Measurement ダイアログで有効にするノイズ計測パラメータを計算する
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ためのソースデータでもあります。これらのパラメータ計測の次のステップは、水平ジッタの計測とブ

レークダウンに使用されるアルゴリズムに厳密に従います。 

3. ジッタ結果の計算に使用されるモデルの選択は、ノイズ計測でも使用されます。Dual-Dirac スペクトル

法では、RnBUnTrack の FFT を用いて RnBUnSpect スペクトルを作成します。計算されたノイズフロ

アより上のスペクトル・ピークは周期的なノイズに関連付けられており、削除され、かつ Pn の値の計

算に使用されます。残りのスペクトルは、積分することにより Rn の生の値を形成するために使用され

ます（振幅二乗合計値の平方根）。Rj Direct 法では、この生成値(RnRaw)は Rn 自体の値となります。

Rj+Dj CDF Fit 法では、raw 値が RnBUn ヒストグラムのテールをフィットさせるシグマ値として使用

されます。 

4. RnBUn トレースを形成するために時間領域で除去されたデータ依存性「ノイズ」の分布を RnBUnHist

と畳み込み、全体確率密度関数(PDF)を形成します。これは、High レベルと Low レベルの両方で独立

して行われ、2 つの PDF になります。これらの関数を統合すると、累積確率密度関数、つまり High レ

ベルと Low レベルの CDF が得られます。これらの分布の内側の半分は、Eye の閉じとビットエラーの

原因となるトータル・ノイズに関する情報を提供する CDF を形成するために取得および統合されま

す。 

5. Rj+Dj CDF Fit 法では、ユーザーの選択した BER 値に関する BER の 4 つの値を使用して、CDF がデ

ュアルディラック方程式 Tn=alpha（BER）Rn+Dn にフィッティングされ、Rn および Dn の値を返し

ます。Rj Direct 法では、このフィッティングは Rn=RnRaw の制約のもと実行されます。 

6. NQ-Scale 法を用いる場合、RnBUnHist のテールは異なるシグマと異なる母集団の両方を持つことがで

きる 2 の Gauss 分布にフィッティングします。データ依存ノイズは上述のように畳み込まれ、Rj+Dj 

CDF Fit 法ドについては、Tn、Rn、Dn が上記のように決定されます。 

7. Pn は上記のステップ 3 で検出されたピークをとり、iFFT を取り取ることによって決定されます。結果

として生じる波形の peak-to-peak 振幅の値が、周期的なノイズです。 

8. ISI はサンプリング位相での電圧分布を解析することによって、High レベルと Low レベルのそれぞれ

で決定されます。 

9. Tn は BER における Eye 開口の推定値を計算するのに使用されます。Eye Height @BER (EH(BER))計

測パラメータは、Eye 振幅 Tn です。 

10. Eye width@BER(EW(BER))はユニット・インターバル幅から Tj を減算することによって計算されま

す。 
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ジッタ解析アルゴリズム 

TIE トレンド 
はじめに、TIEtrend は、リカバリしたクロックによって提供される理想エッジ位置からの各エッジの偏差とし

て計算されます。 

ジッタ・フィルタ 
1. 入力波形中の各エッジのサンプルのみを持つ TIEtrend は、エッジのない各 UI に補間サンプルを挿入す

ることにより（仮想エッジ）、すべての UI で均一にサンプルされたトラックまたは TIE トラックと呼

ばれるものに変換されます。トラックは同様に時間軸の波形です。これにより TIE をフィルタできるよ

うになります。 

2. 選択すると、ローパスカットオフ、ハイパス・カットオフ、またはトランジション幅バンドパス・フィ

ルタが TIETrack に適用されます。 

3. この時点でジッタ・トラックからフィルタ処理されたジッタは、下流の解析にはひき渡されません。 

パターン解析 
1. 最初にデータ・パターンを見つけます。 

2. 次に、TIEtrend で DDj 解析が実行されます。DDj クラスごとに平均 TIE が計算されます。DDj クラ

スは、エッジが繰り返しパターンで発生する場所、またはエッジの前に発生する N ビットシーケンス

によって定義できます。 

3. この解析から、ステップ 1 で作成した分類ごとに DDj 値と母集団のリストが作成されます。 

4. この解析から、以下が計算されます。 

⚫ DDj ヒストグラム 

⚫ DDj プロット 

⚫ DDj パラメータ 

⚫ DCD (Duty Cycle Distortion)パラメータ 

⚫ ISI パラメータ 

5. （ステップ 1 の分類に従って）TIE Trend の各エッジから DDj を除去し、RjBUj TIE Trend

（RjBUjTrend）、（DDj は削除されますが、すべてのランダムジッタ（Rj）と有界無相関ジッタ

（BUj）を含む）TIEsequence を作成します。BUj の最も一般的なケースは周期ジッタであり、周期は

データレートとは無関係です。 

ジッタ・トラック 
1. このステップでは、エッジが存在しない各 UI の RjBUj トレンドに補間サンプルを挿入することによ

り、RjBUjTrend をトラック（RjBUjTrack）に変換します。これにより、UI および時間軸ごとのサン

プルで均一にサンプリングされた TIE 波形が生成されます。 

2. ユーザーは、RjBUjTrack、TIETrack、および PLLTrack の表示/非表示を選択できます。 

PLLTrack は、周波数の理想的なクロック（Find Bit Rate 機能で検出）と比較して、PLL によって追跡

されたジッタを示します。 

ジッタ・スペクトラム 
1. スペクトル解析ステップでは、RjBUjTrack の FFT を取得します（DDj を除去）。ジッタスペクトルが

magnitude を示していることに注意してください。したがって、peak-to-peak ジッタを得るには、2 倍

する必要があります。 

メモ：Jitter ダイアログには TIE Trend のブロックはありません。ただし、TIEtrend は、他のジッタ

アルゴリズムへの入力としてバックグラウンドで計算されます。 
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2. スペクトルのバックグラウンドを推定および積分して、スペクトルから導出されたランダムジッタ、Rj

（sp）を取得します。Jitter Params ダイアログで選択されたジッタ・モデルが Dual-Dirac Spectral の

場合、これはジッタ・ブレークダウンで使用される Rj です。 

3. スペクトルのピークが特定され、さらに周期ジッタ解析に使用されます。 

4. しきい値以上のピークだけからなるバージョンのスペクトルが作成されます。 

5. ピークのみのスペクトルの逆 FFT（PjInvFFT）が作成されます。peak-to-peak Pj はこの波形から計測

されます。 

ジッタ・ヒストグラム 
TIE ヒストグラムと Rj+BUj ヒストグラムを、それぞれ TIE トレンドと BUj トレンドの値で更新します。複数

入力波形の場合、フロントパネルで Clear Sweeps ボタンが押されるまで、ヒストグラムは累積し続けます。 

ジッタ・パラメータ 
NQ-Scale 法のフィッティング外挿を、NQ-scale モデルのヒストグラムに表示できます。 

次に、解析的テール外挿による Rj+BUj ジッタ分布を DDj 分布（パターン解析ステップで検出）と畳み込み、

トータルジッタ分布を生成します。これはジッタ CDF を提供するために積分されます。対象のビットエラーレ

ート（通常 10-12）に対応するポイントを CDF が横切るジッタ時間は、分布の各側で計算されます。これら 2

つの値の差は Tj（BER）です。 

Dual-Dirac モデルは外挿された CDF にフィッティングされ、NQ スケールおよび Rj+Dj CDF Fit 法の場合に

は最終的な Dj（d-d）および Rj を生成します。Spectral Rj Direct 法の場合、Rj は Rj（sp）に強制され、Dj

（d-d）は Dual-Dirac の制約から決定されます。 

ここで説明するジッタ・パラメータは、最終的なヒストグラム解析の前に決定されるため、選択したジッタ・

モデルとは無関係です： 

⚫ ISI は、負のエッジまたは正のエッジの DDj ヒストグラムの 2 つのサブセットの範囲（最大-最小）の

うちの大きな方です。 

⚫ DCD は正のエッジと負のエッジのヒストグラムの平均の差です。 

⚫ DDj は、正と負の両方のエッジの DDj 分布の範囲（最大-最小）（および DCD 効果を含む）です。 

⚫ Pj は、ピークの IFFT から取得したすべての周期ジッタの peak-to-peak 値です。 
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ジッタ計測パラメータの計算 

SDA ソフトウェアは、テスト対象のデータ信号のエッジ交差と、データまたは外部クロックのいずれかから得

られる基準クロックとの間のタイミング誤差を決定することにより、ジッタを計測します。計測は、外部クロ

ックのエッジに対して直接実行することもできます。 

トータルジッタは、タイミングエラー計測のヒストグラムから導出されます。計測値のヒストグラムが累積さ

れ、分布の裾が外挿されて、1016 個の計測の母集団ヒストグラムの推定値が形成されます。次に、外挿された

ヒストグラムを積分して、バスタブ曲線の側面を形成する累積分布関数を決定します。バスタブ曲線は、10-16

までのすべてのビットエラーレートのアイ開口部（または 1UI-Tj（UI））を提供します。所定のビットエラー

レートのトータルジッタは、目的のビットエラーレートに対応する y 軸の値でバスタブ曲線の幅を測定するこ

とで求められます。周期的ジッタとデータ依存ジッタは、一連のタイミングエラー計測で直接計測され、ラン

ダムジッタは、トータルジッタとデタミニスティック・ジッタの成分の差を測定することで検出されます。 

Tj－特定の BER でのトータルジッタ値は、外挿された TIEhistogram の信頼限界を表す曲線の幅によって決ま

ります。この値は、1/BER に等しい数の観測された計測値で期待される値の範囲を表します。Tj パラメータ

は、測定の開始または最後の Clear Sweep 操作以降のすべての捕捉にわたって累積されます。TIEhistogram の

母集団は、バスタブ曲線と Htie（TIE ヒストグラム）の波形ディスクリプタ・ボックスに表示されます。 

Rj－ランダムジッタは、TIEtrend のさまざまな直接解析を通じてデタミニスティック・ジッタを最初に決定す

ることによって間接的に取得されます。すべての Dj が見つかると、Rj 値は式 Rj=（Tj（BER）-Dj）/Tj（1-

sigma）（BER）から推定されます。ここで、BER の値は通常 10e-12（つまり Rj は関数ではなく、単一の値で

す）。ビットエラーレートは、ジッタメニューの@BER（pow 10）コントロールで選択されます。Rj は rms 値

で表されますが、Tj と Dj は peak-to-peak 値で表されます。 

Dj－デタミニスティック・ジッタは、トータルジッタ中の非ランダム成分の peak-to-peak 値です。このパラメ

ータは、周期ジッタ（Pj）とデータ依存ジッタ（DDj）の計測された peak-to-peak 値の合計です。DDj には、

シンボル間干渉とデューティ・サイクル歪みの両方の影響が含まれます。 

Pj－TIEtrend の周期成分の peak-to-peak 振幅。これは、タイム・インターバル・エラーの時間変動のフーリエ

変換ピークを解析することにより計測されます。データ・パターン相関のあるスペクトル成分に付随するスペ

クトルエネルギーは、DDj 計測に含まれるので、（もしひとつあるなら）このパターンレートに高調波的に関
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連するスペクトル線が Pj の推定に寄与しないように、パターンの繰り返し長を指定する必要があります。周期

ジッタの合計は、Pj breakdown タブの下のテーブルにリストされているスペクトル成分の複素和です。 

DCD－デューティ・サイクル歪は、捕捉波形のすべてのパルスで計測された正方向パルス（low-high-low）と

負方向パルス（high-low-high）のパルス幅の差の平均値です。幅は、TIE で指定された振幅と同じ振幅で計測

されます（つまり、信号振幅の 50％である必要はありません）。この計測値は DDJ 成分であり、DDj 値に含

まれています。 

DDj－データ遷移のシーケンスに関連する規則性のある効果によって引き起こされる peak-to-peak ジッタ。 

クロストーク解析アルゴリズム 

クロストーク Eye は次のアルゴリズムを使用して形成されます： 

1. パターン解析を実行して、パターン内の各ビットの識別を可能にします。これにより、信号パスが取る

ことができるすべての異なる軌跡を決定できます。たとえば、PRBS7 パターンには 127 ビットと 127

の軌跡があります。 

2. ユニット・インターバル全体の 12 の位置で、パターン内の各ビットの信号振幅のヒストグラムを計算

します。 

3. 各ヒストグラムに Dual-Dirac 解析を実行して、テールを外挿します。 

4. ヒストグラムの外側から中心に向かって積分し、CDF を形成します。 

5. 12 の位置のそれぞれのヒストグラムを組み合わせて、各位置に 2 つのヒストグラムを作成します。1 つ

は 0 ステート、もう 1 つは 1 ステートです。 

6. 選択した BER 値（ユーザーが from、to、step で選択した値）に対して、CDF の両側に voltage@BER

を出力します。 

7. 等高線図を形成するために、一定の BER に対応する点を接続します。 
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FFE フィルタ・アルゴリズム  

フィードフォワード・イコライゼーションは、ユニット・インターバルごとに 1 タップのタップ付き遅延線フ

ィルタとして実装されます。フィルタは次のように数学的に記述されます: 

ここで： 

◼ yin(t)は初期波形 

◼ yout(t)は変換された波形 

◼ N はタップ数 

◼ P はプリカーソル・タップ数 

◼ k はタップ番号、0 から N の範囲 

◼ Ck は定数またはタップ値 

◼ T は各ディレイ・エレメントの時間遅延（通常 1/ビットレート) 

プリカーソル・タップを含めることを選択したかどうかに応じて、FFE フィルタは出力波形に遅延を導入する

ことができます。トレーニング・アルゴリズムは、エッジ位置を保持するタップ値の解を探しますが、タップ

値を手動で作成する場合は、プリカーソル・タップを追加することで出力波形を進めることができることに注

意してください。 

FFE ブロック図。 

次の図は、FFE の計算方法を示しています。トレーニング・アルゴリズムを使用して、4 つのタップと 1 つの

プリカーソル・タップを備えた FFE を生成しました。この図は、FFE が波形の加算としてどのように理解され

るかを示しています。この例には 4 つのタップがあるため、4 つの波形が加算されます。各波形は、T の倍数だ

けシフトされます。これは、公称ユニット・インターバルの時間に等しくなります。1 つのプリカーソル・タッ

プが使用されたため、-T、0、T、および 2T のシフトで波形が作成されます。次に、各波形に対応するタップ

値が乗算され、波形が加算されます。この図は、1 つのポイント（赤い円）の計算を示しています。 
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1 つのプリカーソル・タップを含む 4 タップ FFE フィルタの図 

  



リファレンス 

 EAR99 technology subject to restrictions on copyrights page.         111 

Touchstone ファイル書式 

Touchstone は、S パラメータを指定するために使用されるファイル形式です。ベクトルネットワークアナライ

ザ（VNA）、タイムドメインネットワークアナライザ（TDNA）、およびマイクロ波シミュレータなどの EDA

ツールで一般的に採用され標準となっています。 

仕様 
Touchstone ファイルは、次の仕様を満たす必要があります： 

⚫ ファイル拡張子は.S[N]P の形式でなければなりません。ここで、[N]はデバイス内のポート数です。た

とえば、2 ポート・ファイルの場合では”.s2p”の拡張子となります。 

⚫ １行は 2000 文字を超えることはできません。 

⚫ !で始まる行はコメント行です。コメントはファイルの先頭になければなりません。周波数と S パラメ

ータ値の行が始まるとコメントはできません。 

⚫ ＃文字で始まる行が少なくとも 1 つ必要です。これは、S パラメータを解釈するのに役立つ記述を含む

行です。有効な記述は次のとおりです： 

⚫ Hz－周波数は Hz です。 

⚫ MHz－周波数は MHz です。 

⚫ GMHz－周波数は GHz です。 

⚫ MA－S パラメータは magnitude/angle 形式で、magnitude は絶対値で角度は度単位です。 

⚫ RI－S パラメータは real/imaginary の形式です。 

⚫ DB－S パラメータは magnitude/angle 形式で、amplitude はデシベルで角度は度です。 

⚫ 上記の記述が見つからない場合、周波数は MHz で S パラメータは magnitude/angle のフォーマットで

あると見なされます。 

⚫ 各周波数の S パラメータは、次のように列挙されていると想定されます： 

[周波数](S11)(S12)…(S1[N])(S21)(S22)…(S2[N])…(S[N]1)(S[N]2)…(S[N][N]) 

ここで N は、標準に従って[frequency](S11)(S21)(S12)(S22)としてリストされると想定される 2 ポー

ト S パラメータを除き、ファイル拡張子によって指定されたポートの数です。 

⚫ すべての S パラメータは 50Ω であると仮定されています。S パラメータ・ファイルでは、'#'で始まる

行の場合、通常は記述のペアが存在します：R[Z0]、ここで[Z0]は特性インピーダンス。我々は Z0 は

50Ωであると仮定し、これらの記述は無視されます。 

⚫ すべての周波数は、リストされた最初の周波数からリストされた最後の周波数まで一定の周波数間隔で

あると想定されます。 
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S パラメータ・ファイルの解釈と使用法 
ソフトウェアに提供される S パラメータは、分解能（周波数間隔）と範囲（開始周波数と終了周波数）の両方

が異なる、さまざまな周波数スケールを持つことが多々あります。ソフトウェアコンポーネントは、すべての S

パラメーターセットを、システムのサンプリング速度（サンプリング速度の半分が最後の周波数になります）

と時間の長さで決まる新しい周波数スケールにリサンプリングします－ここで、時間の長さは新しい周波数分

解能を決定します。このリサンプリングを実行する場合、分解能が元の分解能よりも高いまたは低い可能性が

あること、および周波数範囲がポイントの外挿を必要とする可能性があることを理解することが重要です。周

波数範囲が S パラメータデータで提供される周波数範囲よりも高い場合（つまり、S パラメータがシステムのサ

ンプリング速度の半分に満たない場合）、S パラメータデータはこれらの追加の必要なデータポイントでゼロに

設定されます。さらに、VNA は DC までデータを測定しないため、ほとんどの S パラメータデータは DC 値を

もっていません。したがって、低周波ポイントを S パラメータデータで提供される最初の周波数と等しく設定

することにより、DC 応答も外挿されます。 

モデルの効果を最大にするいくつかの簡単なルールに従うことは役に立ちます： 

⚫ VNA の設定で出来る限り低い周波数から S パラメータデータを取得し、DC 外挿エラーを最小化しま

す。 

⚫ システムのサンプリング速度の半分までの S パラメータデータを取得します。つまり、40GS/s で

Virtual Probe に波形を供給する場合は、20GHz までのデータを提供するのが適切です。そうではな

く、システムに提供される信号の周波数成分がはるかに低い場合は、むやみに高いサンプリング速度で

サンプリングする必要はありません。 

⚫ 十分な周波数分解能で S-パラメータデータを取得します。提供されるべき分解能は、関連する回路素子

の電気長によって決まります。つまり、長さが 5ns のケーブルがあり、システムで反射が起こっている

場合、1/5ns＝200MHz の最小周波数分解能の 1/10 でデータを取得する（20MHz など）のは良い考え

です。言い換えると、より実用的な方法では、S パラメータの周波数が狭い凹凸が多数ある場合、これ

らの凹凸をとらえるには、適切な周波数分解能で S パラメータデータを測定する必要があります。通

常、回路要素の電気長が長くなると、凹凸がより狭くなります。 
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テクニカル・サポート 

オンライン・ドキュメント 
オンライン・ヘルプはオシロスコープのメニューバーから Support>Dynamic Help を選択すると使用できま

す。同様に Support>OneTouch Help を選択すると OneTouch MAUI のデモを見ることが出来ます。 

Teledyne LeCroy は Web サイトで無料のテクニカル・ライブラリを公開しています。Teledyne LeCroy 製品を

最大限有効にお使いいただくためのマニュアル、チュートリアル、アプリケーション・ノート、ホワイトペー

パーおよびビデオが用意されています。 

データシートはより詳細な製品仕様を含み、製品ページにて公開されています。 

テクニカル・サポート 
インストール、校正、およびソフトウェア、アプリケーション全般にわたるサポートについては、お近くのお

客様サポート・センターにお問い合わせください。 

Teledyne LeCroy のテクニカル・サポートセンター 

電話：042‐402‐9400 

Fax：042‐402‐9586 

Web：http://teledynelecroy.com/japan/support/default.asp 

Email：lecroy.contact.japan@teledyne.com 
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