81133A/81250による
PCI Express RXデザインの
検証

はじめに

原理

ディジタル通信の隆盛により、チップ、
ファンクション・ボード、システム間で
はますます高速相互接続が行われるよう
になっています。データがディジタルで
あるとしても、これらの高速伝送線路の
駆動にはアナログ低電圧差動シグナリン
グ（LVDS）が使用されています。LVDS
は、高速、低パワーで、ノイズ制御に優
れており、低コストであることからデー
タコムのポイントツーポイント・アプリ
ケーションで多用されています。

スティミュラス：

本プロダクト・ノートでは、最初にPCI
Express RXデザインの検証のニーズにつ
いて説明します。次に実行する必要のあ
るさまざまなテストについて説明します。
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応答は、RX入力がスティミュラスを正しく受信している場合にだけ
正しくなります。
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ここでは特にノイズおよびクロストーク
測定のセットアップに必要な技術情報に
ついて詳しく説明しています。本書では
RX側を中心に説明を行っていますが、
これはRXでのテストの方がTX側より複
雑であるためです。TX側ではオシロス
コープを接続すれば信号を直接測定する
ことができますが、RX側ではより間接
的な方法が必要です。

動作原理
図1に動作原理を示します。PCI Express
部分（被測定デバイス（DUT）と呼ばれま
す）は、トレーニング・シーケンスによ
って初期化されます。トレーニング・シ
ーケンスは特定のデータ・シーケンス
で、デザインの特定部分をスティミュレ
ートします。トレーニング・シーケンス
でスティミュレートされるとその部分が
反応し、同様のシーケンスを出力します。
応答のビット・フローは予測可能です
が、応答は長期間発生する可能性がある
ため、応答時間を正確に予測することは
できません。
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応答：

この動作は、RX入力性能の特性評価に
使用することができます。スティミュレ
ートするトレーニング・シーケンスは、
公称条件またはストレスをかけた状態で
送信することができます。常に出力を監
視し、応答シーケンスが正確に受信され
ているかをチェックできます。RX入力
が正しいスティミュラスを受信している
場合にのみ正しい応答が得られます。ス
ティミュラス・シーケンスにかけるスト
レスとして、さまざまなレベルおよびス
イング、コモン・モードおよび差動モー
ドにおけるレベルへの追加ノイズ、アイ
の開口を小さくするためのジッタがあり
ます。

デザイン検証／
特性評価のセットアップ

セットアップ
ファンクション・
ジェネレータ

トレーニング・シーケンスの応答が正し
いかどうかを解析するには、ツールとし
てロジック・アナライザを用います。ロ
ジック・アナライザを使用すると、期待
データの正確なフローを定義することが
できます。また、期待データ・シーケン
スが発生したかどうかも簡単に知ること
ができます。
スティミュレートするトレーニング・シ
ーケンスの生成には、一致したデータ・
シーケンスをメモリにロードすることが
できるパターン・ジェネレータが必要で
す。可変レベルとタイミングを使えば、
このトレーニング・シーケンスを公称レ
ベルおよびタイミングでRX入力に送信
できます。さらに、DUTが正しく動作し
なくなるポイントまで、スイングやパル
ス幅を減少させることもできます。追加
のファンクション・ジェネレータを使用
すると、ノイズやジッタを加えることに
より、信号にさらにストレスをかけるこ
とができます。詳細については、図を参
照してください。
このセットアップには、TX側で信号イ
ンテグリティ・テストを実行するための
オ シ ロ ス コ ー プ（ Agilent 86100A/B
Infinium DCA）が含まれています。この
場合、PCI Express DUTをスティミュレ
ートするにはパルス／パターン・ジェネ
レータが便利です。
ファンクション・テストの場合、提供さ
れる信号はクリーンです。レベル／スイ
ングは公称条件にあるはずです。標準に
定義されている最小要件を超えているレ
ベルがありますが、これらのレベルにノ
イズやジッタはありません。
ストレス測定を実行するには、レベル／
スイングを受信機の最小要件の下まで減
少させます。ロジック・アナライザは、
RX入力によって引き起こされた誤った
応答が信号のストレス・ポイントを認識
できないことを即座に検出します。加え
られるその他のストレスは、ノイズから
成ります。ノイズには、コモン・モー
ド・ノイズと差動ノイズ（クロストーク
と も い う ）が あ り ま す 。 コ モ ン ・ モ ー
ド・ノイズは、データと相補データに同
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じように追加されるノイズです。差動ノ
イズ（すなわちクロストーク）は、デー
タ・ラインの1本にだけ追加される信号
です。
ジッタ変調は、実効アイ開口を時間軸方
向に減少させます。アイ開口が小さくな
るほど、RX入力が正しいビットを捕捉
することが困難になります。ある一定の
アイ開口に達すると、入力帯域幅が入力
シーケンスを正しく理解するには不十分
となります。

ファンクション対ストレス

可変スイング

ファンクション 公称アイ
ストレス

最小／最大スイング

ノイズ

ノイズ
ジッタ
ジッタ

図3
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図3bで、PCI Expressの標準仕様から導く
ときの、デザイン検証／コンプライアン
ス測定について説明します。
測定には以下のものがあります。
● 受信機の電圧。アイ・マスクによって
定義された公称条件での入力信号レベ
ルを使用したファンクション・テスト
です。
● ジッタ輪郭線。ジッタ変調を使用した
ストレス・テストです（ジッタ・トレ
ランス・テストと呼ぶことができま
す）。セクション4.3.4にあるとおりの
ジッタ量を使用しています。
● コモン・モード・ノイズ。データと相
補データのラインで同じノイズ信号を
使用するストレス・テストです。ノイ
ズの振幅はセクション4.4.4で定義され
ているとおりです。
● クロストーク。セクション4.3.3で定義
されるように、1本のデータ・ライン
におけるノイズのみを使用したストレ
ス・テストです。
● データ・レーン間の遅延。PCI Express
デバイスを2倍、4倍、8倍、16倍にし
た場合のストレス・テストで、複数の
RX入力があります。加えられたスト
レスは、データ・レーン間の差分スキ
ュー（遅延）となります。

RX側におけるデザイン検証／
コンプライアンス測定
説明

測定

受信機電圧

トレーニング・
パルス・パターン・
シーケンスを適用、 ジェネレータ、
応答を検出
ロジック・アナライザ

ジッタ輪郭線
（トレランス）

機器

"＋アイの調整

コンプライアンス
RXアイ（214ページ）

同じ＋ファンクション・ ジッタ量、
ジェネレータ
セクション4.3.4

コモン・モード

＋コモン・モード・ 上記と同じ
ノイズ

コモン・モード・
ノイズ＜100mV、
セクション4.3.4

アイドル時の
クロストーク

＋シングル・エンド・ 上記と同じ
ノイズ

ノイズ＜65mV、
セクション4.3.3

レーン間の遅延、 複数レーン・スティ ParBERT＋上記と同じ ＜20ns任意レーン、
×2以上
ミュラス、同じ
ポートあたり
図3b

ジッタの加え方（1）
33250A変調ソース

ジッタの加え方
遅延制御入力

ジッタ変調は、Agilent 81133/34Aパター
ン・ジェネレータまたはAgilent ParBERT
3.35Gb/sジェネレータを使用すればはる
かに容易に行えます。どちらにも、ファ
ンクション・ジェネレータを接続すると
ジッタ変調を実行する、遅延制御入力が
内蔵されています。ファンクション・ジ
ェネレータの波形によって変調タイプが
決まり、振幅によってアイ・クロージャ
の大きさが決まります。
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81133/34Aパルス／
パターン・ジェネレータ

ロジック・アナライザ
基準クロック

被測定デバイス

図4

図5に、ジッタ変調の3つの例を示します。
● 正弦波
● 三角波
● 方形波
各波形の一番下に示されるヒストグラム
は、さまざまな変調タイプによって起き
るジッタ分布を示します。方形波変調は、
デタミニスティック・ジッタをエミュレ
ートします。ランダム・ジッタのエミュ
レーションの場合、ノイズ・ソースを使
って変調を実行する必要があります。

ノイズの加え方

ジッタの加え方（2）
ファンクション・
ジェネレータ

正弦波

遅延制御
入力

三角波

パターン・
ジェネレータ

ノイズは、AM（振幅変調）としてデー
タ・シーケンスに追加されます。ファン
クション・ジェネレータを使用すると、
このノイズが正弦波信号、方形波信号、
またはランダム信号として生成されま
す。AMを実現するには、通常高速デー
タの終端を行う抵抗に接続します。終端
抵抗の反対側（通常、グランドに終端）
に変調信号を供給すると、この信号が
RX入力のデータ・シーケンスになりま
す。以上が理論ですが、変調の詳細につ
いては次の図を参照してください。

方形波

図5

ノイズの加え方（1）
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パターン・ジェネレータは、差動ライン
にデータ・シーケンスを提供します。変
調信号を追加するには、両方の信号ライ
ンにパワー・ディバイダを追加する必要
があります。これらのパワー・ディバイ
ダを、ジェネレータ出力とRX入力間で両
方のデータ・ラインの電気長が同じ長さ
になるように追加することが不可欠です。
パワー・ディバイダは、各方向で正しい
終端が行われるように、3つの抵抗から
構成されています。ただし、ディバイダ
を通ると振幅が50％失われるというトレ
ードオフがあるため、特定のスイングを
得るには、パターン・ジェネレータを2倍
の振幅に設定する必要があります。

ノイズの加え方（2）
Data
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パワー・
ディバイダ
11636B

●

コモン・モード・
ノイズ

正弦波／ノイズ
Zl＝50Ω
●

コモン・モード・ノイズの場合、両方の
データ・ラインを同じ信号で変調する必
要があります。このため、パワー・ディ
バイダは、ファンクション・ジェネレー
タからのノイズを分配する必要がありま
す。ノイズの分配にも、パワー・ディバ
イダが使用されます。これにより、差動
データ・ラインに対するデータとはっき
り分離された状態で、両方のデータ・ラ
インにノイズ信号が提供されます。変調
信号に対してパワーが2つに分割される
ので、駆動ファンクション・ジェネレー
タの振幅を、RX入力における希望ノイ
ズ・フロアよりも4倍大きく設定する必
要があります。

図7

があります。また、遅延制御入力（パタ
ーン・ジェネレータおよび81250
ParBERTの各ジェネレータに使用可能）
を使用すると、スティミュレート・シー
ケンスのランタイムのあいだ、±250ps
の範囲で遅延を動的に変更することがで
きます。

複数チャネル、×4/8/16

ノイズ信号が1本のデータ・ラインにのみ
現れるクロストーク測定の場合は、デー
タ経路にあるパワー・ディバイダの1つで
変調信号を切断するだけで済みます。両
方の開放端を終端することが重要です。
ファンクション・ジェネレータのバック
ワード終端が適切でない場合、ファンク
ション・ジェネレータとパワー・ディバ
イダの間に3dBアッテネータを追加する
のが有効です。これにより、バックワー
ド終端が大幅に改善されます。
PCI Express×2には、2チャネル・バージ
ョンのパターン・ジェネレータ81134A
が2個の独立したスティミュラス・チャ
ネルを提供します。PCI Express×4/8/16
には、複数のジェネレータ（最大64まで
可能）を持つ81250 ParBERTを使用しま
す。81250を使用すると、チャネル間の
スキューの制御が可能になります。
81250には、個々のデータ・レーン間で
スタートからの可変遅延を設定する機能
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クロストークの場合、
ここで切断し、
両端を終端する

81250：
●
●

●

スタートからの可変遅延
ランタイムにおけるダイナミッ
ク遅延
その他のすべてのストレス条件
設定が可能
可変遅延

データ・レーン1
データ・レーン2

Vector n

Vector n

スティミュラス・チャネルのモジュール数（1〜64）
図8
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アジレント・テクノロジーが、サービスおよびサポートにおいてお約束できることは明確です。リスクを
最小限に抑え、さまざまな問題の解決を図りながら、お客様の利益を最大限に高めることにあります。ア
ジレント・テクノロジーは、お客様が納得できる計測機能の提供、お客様のニーズに応じたサポート体制
の確立に努めています。アジレント・テクノロジーの多種多様なサポート・リソースとサービスを利用す
れば、用途に合ったアジレント・テクノロジーの製品を選択し、製品を十分に活用することができます。
アジレント・テクノロジーのすべての測定器およびシステムには、グローバル保証が付いています。製品
の製造終了後、最低5年間はサポートを提供します。アジレント・テクノロジーのサポート政策全体を貫
く2つの理念が、「アジレント・テクノロジーのプロミス」と「お客様のアドバンテージ」です。
アジレント・テクノロジーのプロミス
お客様が新たに製品の購入をお考えの時、アジレント・テクノロジーの経験豊富なテスト・エンジニアが
現実的な性能や実用的な製品の推奨を含む製品情報をお届けします。お客様がアジレント・テクノロジー
の製品をお使いになる時、アジレント・テクノロジーは製品が約束どおりの性能を発揮することを保証し
ます。それらは以下のようなことです。
● 機器が正しく動作するか動作確認を行います。
● 機器操作のサポートを行います。
● データシートに載っている基本的な測定に係わるアシストを提供します。
● セルフヘルプ・ツールの提供。
● 世界中のアジレント・テクノロジー・サービス・センタでサービスが受けられるグローバル保証。
お客様のアドバンテージ
お客様は、アジレント・テクノロジーが提供する多様な専門的テストおよび測定サービスを利用すること
ができます。こうしたサービスは、お客様それぞれの技術的ニーズおよびビジネス・ニーズに応じて購入
することが可能です。お客様は、設計、システム統合、プロジェクト管理、その他の専門的なサービスの
ほか、校正、追加料金によるアップグレード、保証期間終了後の修理、オンサイトの教育およびトレーニ
ングなどのサービスを購入することにより、問題を効率良く解決して、市場のきびしい競争に勝ち抜くこ
とができます。世界各地の経験豊富なアジレント・テクノロジーのエンジニアが、お客様の生産性の向上、
設備投資の回収率の最大化、製品の測定確度の維持をお手伝いします。
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