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PLTS 2016の新機能

新しい物理層テストシステム(PLTS)2016は、現実的なシグナル
インテグリティー (SI)の問題を解決できる、優れた特長を備えて
います。ハイスピード・インターコネクトのデザイン、解析、ト
ラブルシューティングに使用可能なシグナルインテグリティー用
ツールは豊富にありますが、すべての問題に対処するのは非常に
困難です。バージョン2016では、新機能をPLTSに統合すること
により大幅に生産性を向上させました。キーサイトは、この新し
いソフトウェアリリースによりシグナルインテグリティーを革新
し、新しい標準を確立しました。

PLTSは、物理層デバイスの測定と解析のためのシグナル・イン
テグリティー・ソリューションです。ウィザードを使用して、マ
ルチポートデバイスの校正と測定が簡単に行えます。測定が終了
した後は、表示、解析、データの再フォーマット／変換のための
豊富なツールや、汎用性の高いインポート／エクスポート機能を
利用できます。PLTS 2016は、PNA/ENAネットワーク・アナラ
イザやPXIeモジュラー型ネットワーク・アナライザと組み合わ
せて使用できます。このリリースでは、キーサイトのTDRオシロ
スコープ（新しいN1055A 7 ps 16チャネルTDR）をフルにサポー
トしています。2つの新しいPLTS 2016の主な機能拡張として、
カスタム特性評価レポートテンプレートとAFRの機能強化による
周波数確度の向上があります。

さらに高度なハードウェアのサポート

PLTS 2016にはユーザビリティーを高めるさまざまな機能が導
入されていますが、特に高速デジタルデザイン業界のブレークス
ルーとなるのが、革新的なハードウェアのサポートです。PLTS

と16ポート、7 psの立ち上がり時間のN1055A タイム・ドメイン・
リフレクトメータを組み合わせて使用すれば、最高のリアルタイ
ムドメイン解析を実現できます。このTDRテストシステムを使用
すれば業界最高の特性評価が可能になり、物理層チャネルのより
高度なタイムドメイン解析が行えます。新しいTDRヘッドは、以
下の図1に示すように、新しいプロービングアプリケーションに
対応しています。

図1.　PLTS 2016は、新しいハードウェアプラットフォーム 
（16ポート、7 psのTDR）をサポートしています。新しい
N1055A 50 GHz 4ポートTDR/TDTリモート・サンプリング・
ヘッドは、86100D DCA-Xプラットフォームで使用できます。
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シグナル・インテグリティー・エンジニアリングは、要求の厳し
い分野で、最新の測定解析ツールが必要です。キーサイトは頻繁
にお客様と協力して、新しい機能を取り入れています。こうした
お客様主導による機能拡張の1つが、カスタム特性評価レポート
です。この新しい機能を使用すれば、標準的なMS Wordの文書
フォーマットのテストレポートのテンプレートを作成できます。
PLTS 2016では、さまざまな測定に基づいてレポートを作成す
るための文書テンプレートが機能ブロックとして用意されていま
す。使い慣れたWordのドキュメントツールを使用して、PLTSの
すべてのマルチドメイン測定、グラフィックス、表、画像をさま
ざまな構成で容易にフォーマットできます。このカスタム特性評
価レポートの代表的な例を以下に示します。

また、PLTS 2016の高度な自動フィクスチャ除去(AFR)機能の
ディエンベディングアルゴリズムは、シグナルインテグリティー
の分野で支持され改良され続けています。AFRは、テストフィク
スチャのモデルがない場合のSパラメータ誤差補正の事実上の標
準となっています。この新しいAFRテクノロジーは、PLTS 2016

でさらに進化を遂げ、ゲーティングパラメータがいくつか追加さ
れ、抽出されたフィクスチャの因果律が向上します。これにより、
最終的な被試験デバイス(DUT)のSパラメータの測定とモデリン
グの間で良好な相関が得られます。

図2.　PLTS 2016の新しい特性評価レポートでは、標準的なMicrosoft Wordのプログラミングツールを
使用して、データレポートを完全に自動化して、特定の用途向けにカスタマイズすることができます。
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現在開発中の次世代コンピューターシステムや通信システムは、
数Gb/sのデータレートを処理することになります。クロック周
波数が数GHzを越えるプロセッサやSERDESチップセットを、多
くのシステムが搭載するようになりつつあります。スイッチ、ルー
ター、サーバーブレード、ストレージ・エリア・ネットワーキン
グ機器のデータレートが10 Gb/sに向かうにつれ、新たな入出力
の問題が発生します。これらのシステムでは、従来とは異なるシ
グナルインテグリティーの問題が生じます。

従来のパラレル・バス・トポロジーでは、帯域幅が不足してきて
います。パラレルバスが広く採用されるにつれて、PCボード上
でのルーティングは劇的に複雑さが増し、コストが増加します。
さらにパラレルバスのデータとクロックのスキューを解消するこ
とは、ますます難しくなっています。このような問題を解決する
のが、高速シリアルチャネルです。最新のシリアルバスが、高速
デジタルシステム用のパラレルバスに瞬く間に置き換わりつつあ
ります。エンジニアは、複数のギガビット・シリアル・インター
コネクト・プロトコルとエンベディッドクロック方式を採用して、
ルーティングの簡素化、ピン当たりの帯域幅の拡大というゴール
を達成しようとしています。しかし、これらのシリアルインター
コネクトにも独自の問題があります。

従来のパラレルバスと同じ全帯域幅を維持するためには、新しい
シリアルバスのデータレートを上げる必要があります。シリアル
インターコネクトによりデータレートが高速化すると、ロジック
レベル0からロジックレベル1へのデータ遷移の立ち上がり時間
が短くなります。このように立ち上がり時間が短くなると、イン
ピーダンスの不連続部で生じる反射が大きくなり、チャネル端の
アイダイアグラムが劣化します。このため、PCBトレース、コネ
クタ、ケーブル、ICパッケージなどの物理層コンポーネントが無
視できなくなります。実際に、多くの場合、半導体が非常に高速
になり、物理層デバイスがボトルネックとなっています。

チャネル全体のシグナルインテグリティーを維持するために、
シングルエンド回路から差動回路に移行しつつあります。差動
回路はコモンモード除去比（CMRR）が優れているので、隣接す
るPCBトレースをクロストークから保護するのに有効です。適
切に設計された差動伝送ラインは、モード変換による不要な効
果を最小限に抑え、スループットを向上させます。しかし、残
念なことに差動シグナリングテクノロジーは直観的に分かる技
術ではありません。

高速データのマイクロ波効果を伴う差動伝送ラインでは、デジタ
ル・デザイン・エンジニア向けの新しいデザイン／検証ツールが
必要になります。今日の最先端の電気通信／コンピューターシス
テムでは、測定や測定後の解析を通して信号伝搬の基本的な特性
を理解することが不可欠です。従来のタイム・ドメイン・リフレ
クトメータ(TDR)も非常に有用なツールであることに変わりはあ
りませんが、物理層コンポーネントを完全に評価するには、ベク
トル・ネットワーク・アナライザ(VNA)が必要になることが多く
あります。このため、高速デジタルインターコネクトの複雑なマ
イクロ波の動作を簡単に評価できる電子計測システムが必要とさ
れています。実際に、多くのデジタル標準化団体が、周波数ドメ
インでの物理層測定をコンプライアンス要件として規定すること
の重要性を認識しています。シリアルATAとPCI Express®のど
ちらも、チャネルコンプライアンスを保証するために必要な測定
として、SDD21パラメータ（入力差動挿入損失）を採用していま
す（図3）。このパラメータは、高速シリアルチャネルを通って伝
搬する差動信号の周波数特性の指標です。OIF(Optical 

Internetworking Forum)のCEI(Channel Electrical Interface)

ワーキンググループが提案するSDD21コンプライアンスマスク
の例を図3に示します。

物理層テストが必要な理由

図3.　今日のデジタル規格では、コンプライアンステストに、XAUI用入力差
動挿入損失（SDD21）マスクなどの周波数ドメイン測定を採用しています。
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1台のテストシステムで包括的に評価可能

タイムドメイン解析と周波数ドメイン解析の両方が重要になるに
つれ、複数のテストシステムが必要になり、その管理が難しくな
ります。1台のテストソリューションで差動高速デジタルデバイ
スを完全に評価でき、ドメインと解析のフォーマットをデザイ
ナーが自由に選択できれば、非常に強力なツールとなります。キー
サイトの物理層テストシステム(PLTS)は、まさにこの目的のた
めに設計されています。 

PLTSはシグナルインテグリティー解析のために開発されました。
PLTSのソフトウェアは、ハードウェアのセットアップ／校正手
順をガイドし、データ収集を制御します。さらに特許取得済みの
変換アルゴリズムを自動的に適用して、周波数ドメインとタイム
ドメインの両方でデータを表示します。また順方向と逆方向の伝
送項と反射項が、すべての動作モード（シングルエンド、差動、モー
ド変換）で表示されます。

強力な仮想ビット・パターン・ジェネレーター機能により、ユーザー
定義のバイナリーシーケンスを測定データに適用して、アイ・パ
ターン・ダイアグラムを作成できます。その後、正確なRLCG 1モ
デルを抽出して、モデルとシミュレーションの精度を改善するこ
とができます。

PLTSの完全な特性評価により、デザインの信頼性
が向上

物理層の構造が高速デジタルシステムの性能のボトルネックと
なってきています。データレートが低かったころは、インターコ
ネクトは電気的に短く、シグナルインテグリティーの問題は主に
ドライバーとレシーバーが原因でした。しかし、クロック速度、
バス速度、リンク速度がGb/sに達するとともに、物理層の特性
評価がきわめて重要になってきました。

今日のデジタルデザイナーにとってもう1つ問題となるのが、差
動回路への移行です。デバイスの性能を十分に評価するには、有
効なすべての動作モードでの解析が必要です。

このような物理層構造の特性評価にはタイムドメイン解析が一般
的に用いられますが、目的の動作モードしか評価していない例が
多く見られます。完全なタイムドメイン表示には、反射と伝送
（TDRとTDT）のステップ応答とインパルス応答をモニターする必
要があります。また、目的以外の動作モードも解析する必要があ
ります。

物理層の完全な特性評価には、すべての可能な動作モードでの周
波数ドメインの解析も必要です。このようなデジタル構造のアナ
ログ動作は、Sパラメータモデルで記述されます。この動作には、
不連続部からの反射、周波数依存損失、クロストーク、EMI性能
などが含まれます。

デバイス性能から規格への適合性を評価するためのもう1つの重
要な統計解析として、アイダイアグラムがあります。また、測定
したSパラメータを使用したり、RLCGモデルを抽出して、特性
評価の結果からシミュレーションを改善することができます。

1. パッシブ伝送ラインの電気的動作は、RLCG等価回路モデル（電信方程式）によって記述されます。このモデルは、直列抵抗とインダクタンス（RとL）、
並列キャパシタンスとコンダクタンス（CとG）で構成される分布定数回路です。
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図4.　差動回路はさまざまなモードで動作します。シングルエンド解析により、
この差動伝送ラインの非対称性の原因が明らかになります。

物理層テストが必要な理由（続き）

タイムドメイン 周波数ドメイン
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図5.　完全な特性評価には、順方向と逆方向の伝送と反射を、可能なすべての動作
モードで、周波数ドメインとタイムドメインの両方で評価する必要があります。
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PLTSを使用したモード変換解析による、 
EMIの早期評価

差動信号の利点には、電圧スイングが小さいこと、電源ノイズ
の影響を受けにくいこと、RFグランドへの依存性が低いこと、
EMI性能（発生と感受性）が改善されることなどがあります。デバ
イスにこれらの利点を活用できるかどうかは、デバイスの対称
性に直接依存します。

対称デバイスは、差動信号だけに応答し、差動信号だけを発生
します。このような理想デバイスは、コモンモード信号に応答
することも、コモンモード信号を発生することもなく、外部か
らの放射信号（電源ノイズ、デジタルクロックやデータの高調波、
他のRF回路からのEMIなど）を阻止します。 

これに対して、非対称デバイスにはこのような特長がありませ
ん。非対称デバイスに差動信号を入力すると、目的の差動応答
の他にコモンモード応答が発生し、EMI放射が生じます。また、
コモンモード信号を入力すると、意図しない差動応答が生じま
す。このモード変換がEMIへの感受性の原因になります。

モード変換解析は、デバイスの対称性を評価し、改善するため
の重要なツールであり、EMIの問題をデザイン段階の早期に検出
できます（図6）。 

モード変換

図7は、モード変換によって物理層デバイスの問題をどのように
特定するかを示す実用的なアプリケーションです。これは、 
3.125 Gbps（代表値）でデータを伝送する2枚のドータカードが
実装されたXAUIバックプレーンです。この高速差動チャネルは、
チャネル長全体での隣接する差動PCBトレース間でのクロス
トークを最小にすることを目標にデザインされています。この
チャネルはバックプレーンと2枚のドータカードによるパッシ
ブ・リニア・コンビネーションで構成されています。差動モー
ドからコモンモードへのモード変換により、EMIが発生し、他の
チャネルへのクロストークが発生して性能が劣化します。しか
し、多くのモード変換が生じるストラクチャーからチャネル内
の問題のストラクチャーを特定することは容易ではありません。

図7は、差動コモンモード変換タイムドメイン反射パラメータ
(TCD11)と、そのチャネルの差動インピーダンスプロファイル
(TDD11)を上下に表示しています。TCD11の最大振幅ピークの
位置に、マーカーが置かれています。ここで、ほとんどのモー
ド変換、したがってほとんどのクロストークの原因がチャネル
内の物理的なストラクチャーによって生じています。TDD11と
TCD11を時間軸上で比較し、TDD11上の疑わしいストラク
チャーを相関させることができます。このストラクチャーをチャ
ネルと関連付けるために、差動インピーダンスプロファイルを
基準として使用します。事前の解析から、TDD11に2つの不連続
部分はそれぞれ、フィールドのドータカードとフィールドのマ
ザーボードであることが分かります。TDD11の2番目の不連続部

物理層テストが必要な理由（続き）

図6.　非対称デバイスでは、モード変換が生じ、EMIの発生と感受性の原因と
なります。

パッシブ差動回路

差動入力信号 差動応答

コモン・モード応答
（意図しないモード変換）

図7.　PLTSでは、インピーダンスプロファイルとモード変換プロファイルを並
べて表示することにより、物理層デバイス内でクロストークが生じている回路を
特定できます。
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分でマーカーが下降しているので、フィールドのマザーボードに
おける隣接チャネルでのクロストークが最大の原因と考えられま
す。以上から、フィールドのマザーボードのルーティングをやり
直して、クロストークの発生を大幅に低減できます。このように、
適切な解析によってチャネル内のモード変換を直観的に識別でき
ます。

測定からの不要な効果の除去

誤差補正

長年にわたって、テストフィクスチャの影響を測定から除去する
ためのさまざまな方法が開発されてきました（図8参照）。それぞ
れの誤差補正手法の難しさの程度は、各手法の確度に比例します。
タイム・ドメイン・ゲーティングは最も簡単で最も直接的な方法
ですが、確度は最も劣っています。同様に、ディエンベディング
は最も複雑な方法ですが、確度は最も優れています。各アプリケー
ションに適した誤差補正手法を柔軟に選択できるテストシステム
であることが重要です。

誤差補正手法は、直接測定（測定前プロセス）とディエンベディン
グ（測定後プロセス）の2つのカテゴリーに大きく分けることがで
きます。直接測定では、同軸テストケーブルの端に接続して測定
される特別な校正標準が必要です。デバイス測定の確度はこの物
理的な標準の品質に依存します。ディエンベディングではテスト
フィクスチャのモデルを使用して、測定全体からフィクスチャの
特性を数学的に除去します。このフィクスチャディエンベディン
グ手順により、最も優れた確度を実現することができます。

図8.　PLTSは、多くのアプリケーションに柔軟に対応する高度な誤差補正
手法を備えています。

物理層テストが必要な理由（続き）

ポート延長（位相回転とも呼ばれる）は、校正基準面をDUTの位
置まで数学的に延長します。

この手法は使いやすいですが、フィクスチャ（不要な構造）を完全
な伝送ライン（すなわち、フラットな振幅応答、リニア位相応答、
一定のインピーダンス）と仮定しています。フィクスチャの設計
が理想に近ければ、この手法で優れた結果が得られます。

ゲーティングは基本的に不要な不連続部の振幅を考慮し、
ポート延長は位相（電気長）を考慮するため、これら2つの
ツールを組み合わせると最適な結果が得られる場合があり
ます。

PLTSの誤差補正手法

最も
正確

最も簡単

Sパラメータディエンベディング
自動
フィクスチャ
 除去

ライン－反射－マッチ（LRM）
スルー－反射－ライン（TRL）

ショート－オープン－ロード－スルー（SOLT）

ノーマライゼーション

＝測定前誤差補正

＝測定後誤差補正

基準面校正

ポート延長
タイム・ドメイン・ゲーティング
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タイム・ドメイン・ゲーティング（図9）は、ポート延長と同様に
使いやすく高速であるという特長があります。ユーザーは時間
または距離で2つの点を定義するだけで、後はソフトウェアがそ
の部分の実際の測定データを理想的な伝送ラインのデータに計
算によって置き換えます。次に、リターンロスを再計算するこ
とにより、変化の効果が周波数ドメインで表示されます。

タイム・ドメイン・ゲーティングの実際の応用として、不良の
疑いのあるコネクタを交換する前の信頼度チェックがあります。 

図11は、この手法の使用方法を示したものです。

ディエンベディング（図10）は、フィクスチャの正確なリニアモ
デル、またはフィクスチャのSパラメータの測定データを使用し
ます。ポストプロセッシングで、このフィクスチャのデータを
DUTの測定データから数学的に除去します。

DUT基準面での校正は、校正プロセスでフィクスチャの測定を
行うため、フィクスチャの正確な特性がわからなくても使用す
ることができます。 

この手法の例として、校正用サブストレートを使用したマイク
ロプロービングがあります。この場合、校正基準面は、同軸テ
ストケーブルの端ではなく、プローブチップに設定されます。

ウエハー・プロービング・アプリケーション向けに開発された
高度な校正手法（TRL/LRM）を使う方法もあります。

図9.　これはタイム・ドメイン・ゲーティングのやや極端な例です。上のプロッ
トは、差動ステップインピーダンスとリターンロスの測定結果です。左下のプ
ロットは、ゲートを追加してトレース中央の大きな不連続部を除去した結果で
す。右下には、リターンロスの測定結果と再計算の結果が示されています。この
例では、ゲートによって目的の周波数バンドでのリターンロスが10 dB以上改善
されています。

図11.　マイクロプロービング測定では、インピーダンス標準となるサブストレー
トを使って校正することにより、プローブチップに校正基準面を設定できます。

図10.　テストフィクスチャの影響をポストプロセッシングによりディエンベ
ディングしてデバイスから除去します。 
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PLTSによるマイクロプロービングアプリケーションのサポート

キーサイトは、マイクロプローブやプローブステーションの主要
メーカーと協力して、最高のシステムソリューションを提供して
います。 

測定上の最も重大な問題の1つが接続です。テスト機器は、同軸
環境では管理されていますが、DUT（バックプレーン、インタ
フェースコネクタ、ICパッケージ）が非同軸の場合はどうすれば
よいのでしょうか？

テストフィクスチャを使って必要な接続を実現する方法もありま
すが、欠点もあります。コネクタ、インピーダンスの不連続部、
寄生成分、誘電損失などのテストフィクスチャの品質上の問題に
よって、テストフィクスチャの理想的な性能が損なわれ、デバイ
ス測定の確度が低下します。

このようなフィクスチャの効果を除去する方法もありますが（7

ページの「測定からの不要な効果の除去」を参照）、これらの手
法は、フィクスチャ自体の品質、またはフィクスチャの正確なS

パラメータモデル（ディエンベディングに使用）が使用できるかど
うかによって大きく変化します。マイクロプロービングを使えば、
テストフィクスチャを使わずに、デバイスに信号を直接入力する
ことができます。応答はデバイスの出力から直接測定できます。
さらに、校正用サブストレートが使用できれば、プローブチップ
で直接校正を実行することもできます。これにより、校正基準面
とデバイスの測定基準面とを一致させることができます。

PLTSは、さまざまなマイクロプロービング構成をサポートする柔
軟性を備えています。校正用サブストレートの係数を校正キット
として追加することにより、このプロセスは同軸校正と同程度に
簡単になります。

図12.　Cascade Microtech社のSummitプローブステーション。

図13.　GigaTest Lab社のGTL-4060プローブステーション。
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TDRの
セットアップ
プロセス

VNAの
セットアップ
プロセス

ステップ1
システムのセットアップ

ステップ2
校正

ステップ3
デバイスの測定

TDRの
セット
アップ

VNAの
セット
アップ

VNAの
校正

セットアップ
および

校正の完了

校正／測定
パラメータの
選択

TDRの
校正

PLTSによる測定プロセスの簡素化

PLTSソフトウェアを使ったデバイスの特性評価は簡単です。ユー
ザーインタフェースは、セットアップ、校正、測定を容易に誤り
なく実行できるように設計されています。必要な手順はすべて
ウィザードがガイドします。最後のプロンプトに従って、被試験
デバイスを接続し、測定を開始するだけです。セットアップと校
正は、TDRベースのシステムとVNAベースのシステムでは多少異
なります。しかし、どちらの場合でもPLTSソフトウェアがわかり
やすいウィザードで手順を教えてくれます。 

図14.　PLTSでは、3ステップのシステムセットアップにより、直観的でミスの
ない測定が行えます。

データブラウザによるファイル／
ビューの管理

タイムドメイン解析：
 – 2n2個のパラメータ
 – 7種類のフォーマット
 – 時間または距離

周波数ドメイン解析：
 – 2n2個のパラメータ
 – 8種類のフォーマット

アクセスが簡単な 
ツールバーによる
フォーマット、 
スケーリング、 
マーカー制御

RLCG モデルの抽出
 – 2n2個のパラメータ

コンテキスト依存パラメータ
ボタンを使った、プロット／
トレース管理

アイダイアグラム解析：
 – n2個のパラメータ
 – 8種類のフォーマット

nポートPLTSによるデータ解析
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データ解析

サポートされている解析タイプとフォーマットはすべて、測定完
了直後、あるいはその後の任意の時点で使用できます。PLTSは
柔軟性に優れているので、ユーザーにとって最も分りやすい方法
から始めることができます。

タイムドメイン解析

最も一般的に使用されるのはミックスドモード・タイム・ドメイ
ンです。ここでは、下図のように16個のパラメータがサムネー
ルで表示されます。これらのサムネールは、差動、コモンモード、
2種類のモード変換タイプ（差動応答をともなうコモンモード入
力、コモンモード応答をともなう差動入力）の4種類のデバイス
動作モードを示します。これらのサムネールのどれかをマウスで
ダブルクリックすると、選択したパラメータが全画面に拡大さ
れ、詳細な解析が可能になります。

ここには、その他の16個のシングルエンド・タイムドメイ
ン・パラメータは示されていません。

図15.　ミックスドモード・タイムドメイン・マトリクス

周波数ドメイン解析

ミックスドモード周波数ドメインも、一般的に使用されます。 

最初に、下図のように16個のパラメータがサムネールで表示され
ます。これらのサムネールは、差動、コモンモード、2種類のモー
ド変換タイプ（差動応答をともなうコモンモード入力、コモンモー
ド応答をともなう差動入力）の4種類のデバイス動作モードを示し
ます。これらのサムネールのどれかをマウスでダブルクリックす
ると、選択したパラメータが全画面に拡大され、詳細な解析が可
能になります。

ここには、その他の16個のシングルエンド周波数ドメイン
パラメータは示されていません。

図16.　ミックスドモード周波数ドメインマトリクス

PLTSによる測定プロセスの簡素化（続き）
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アイダイアグラム解析

内蔵のデジタル・パターン・ジェネレーターを使用すれば、仮
想ビットパターン（最大232－1ビット）を定義できます。PLTSは、
選択したビットパターンとデバイスのインパルス応答とのコン
ボリューションを計算して、きわめて正確なアイ・パターン・
ダイアグラムを作成します。 

これにより、ハードウェアのパルス／パターン・ジェネレーター
が不要になります。また、「カット＆トライ」解析にも柔軟に対
応できます。

図17.　デジタル・パターン・ジェネレーター

アイパターンを作成した後、マーカー機能を使って、ジッタ、ア
イオープニング、立ち上がり／立ち下がり時間などの一般的な測
定も行えます。 

図18.　アイ・パターン・ダイアグラム。

PLTSによる測定プロセスの簡素化（続き）
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Xtalk1

Tx

XtalkN

チャネル

Rx

受信信号

ジッタ ノイズ

Jitter

PRBS EQΣ Σ

EQΣ ΣPRBS

PRBS EQΣ Σ

EQ

ジッタ ノイズ

ジッタ ノイズ

マルチチャネルシミュレーション

一般的なPLTSアイダイアグラムでは、理想のデータ（ジッタなし、
雑音なし）を使用して、測定バックプレーンチャネルを通して伝
送されるPRBSなどのNRZ信号の波形をシミュレートします。高
度なアイダイアグラム機能を追加するために、PLTSには、Tx（ト
ランスミッター）とRx（レシーバー）を変更したり、Xtalk（クロス
トーク）効果を付加して実環境をシミュレートするための強力な
機能が追加されています。このマルチチャネルシミュレーション
機能を使用すれば、以下の条件を短時間で効率的にシミュレート
できます。 

 – データのビットパターン設定の指定（TxまたはXtalk）
 – データへのジッタ（RJ（ランダムジッタ）、PJ（周期ジッタ）、
ISI（符号間干渉、Diracジッタとも呼ばれる）など）の付加

 – SNR（シンボル当たりのS/N比、EsNodB）を指定した雑音の
付加

 – イコライゼーションの付加（プリエンファシス／ディエン
ファシスと同じ意味）

 – Rxリニアイコライゼーションの付加（適応型またはタップを
手動で指定）

 – 他のポートからのXtalk効果の付加

PLTSでは、MATLABを使用してジッタ、雑音、Tx/Rxイコライゼー
ションを付加できます。PLTSはMATLABをバックグランドで起
動して、マルチチャネル・アイ・シミュレーションを実行できます。
この機能は、MATLAB Compiler Runtime(MCR)をインストール
するだけで使用できます。MCRはPLTSインストールパッケージ
に含まれています。

図19.　マルチチャネルシミュレーションは、デジタル・インターコネクト・チャネル専用の高速かつシンプルなシミュレーションエンジンです。 
これにより短時間の学習ですばやく結果が得られるだけでなく、高度な機能を備え、トランスミッター／レシーバーをフルにカスタマイズできます。 
トランスミッター／レシーバーのIBIS-AMIモデルもチップセットの解析に用いられています。

PLTSによる測定プロセスの簡素化（続き）
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1. 機能の詳細

データセット（例えば、[DEMO] E8364B 12-port 10 MHz-20 GHz.

dut）をオープン／インポートし、データを周波数ドメインシングル
エンド解析モードで表示し、アイダイアグラム表示（差動またはシ
ングルエンド）に移動します。<Tools>-><Multi-channel Eye 

Diagram>のメニューが有効になります。 

の構成では、SDD43の1つの伝送チャネルとSDD41およびSDD45

の2つのXtalkチャネルが設定されています。

1.2　Tx設定

Tx設定を変更するには、追加したTxモジュール（青色ボタン）をク
リックするか、右クリックして"Edit”を選択します。

a. Ports：このモジュールを追加するポートを指定します。ポート
番号を変更すると、指定した新しいポートにモジュールが移動
します。

b. Pattern：ビットパターン設定。
c. Jitter：タイミングジッタは、理想クロックからの信号のずれと
して定義されています。タイミングジッタは、主に2つのサブカ
テゴリー（デターミニステックジッタとランダムジッタ）に分類
できます。

d. Equalization：シリアルデータ伝送では、プリエンファシス／
ディエンファシスは通常、周波数が高いほど大きくなるチャネ
ル全体の損失の補正に使用されます。高周波成分はエンファシ
スされ、低周波成分はディエンファシスされます。これは、ト
ランスミッターイコライゼーションの1つの方式です。

マルチチャネル・アイダイアグラムの構成：DUT構成とチャネル設
定が含まれています。チャネル設定には、Tx、Rx、Xtalksを追加す
るポートに関する情報と、Tx、Rx、Xtalkの詳細な設定が含まれて
います。

マルチチャネル・アイダイアグラムの構成は特定のDUTに依存し、
構成の異なる別のデータセットを選択した場合には、このウィンド
ウのリスト内の現在のDUT構成と一致するマルチチャネル・アイダ
イアグラム構成が自動的に更新されます。これは、1つの構成を使
用して、同じDUT構成の多くのデータセットのアイダイアグラムを
シミュレートできることを意味しています。

ボタンにより、構成を追加、削除、名前変更、保存、ロードが行え
ます。

1.1　チャネル設定

シミュレーションチャネルを設定するには、Tx、Rx、Xtalkコンポー
ネントを特定のスロットにドラッグします。シミュレーションを開
始するには、1台のTx、1台のRx、0～ NのXtalkが必要です。以下

メニューをクリックすると、下に示すウィンドウがポップアップ表
示されます。

図20.　マルチチャネル・シミュレーション・モードをオンにするには、[Tools]
メニューから選択します。

PLTSによる測定プロセスの簡素化（続き）

図21.　マルチチャネル・シミュレーション・モードのメイン・ダイアログボッ
クス

図22.　近端／遠端クロストークシミュレーションはシンプルで高速です。

図23.　トランスミッター／レシーバー設定のプリエンファシス、ジッタ注入、ノイ
ズ注入、さまざまなイコライゼーションタイプを編集できます。
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PLTSによる測定プロセスの簡素化（続き）
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Self Conductance Mutual
Resistance

Mutual
Inductance

Mutual
Capacitance
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RLCGモデルの抽出

RLCG（R＝抵抗、L＝インダクタンス、C＝キャパシタンス、G＝
コンダクタンス）モデルは、パッシブ伝送ラインの電気的動作を
等価回路モデルで記述したものです。 

PLTSは、デバイスの実測SパラメータからR、L、C、G、複素伝
搬定数、複素特性インピーダンスを計算します。 

これにより、きわめて正確な結合伝送ラインモデルが得られ、
Keysight ADS、Synopsis HSPICEなどのモデリング／シミュレー
ションソフトウェアにエクスポートできます。

図24.　RLCGモデルの抽出（Wエレメントを表示）。
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PLTSシグナル・インテグリティー・ソリューションのポートフォリオ

すべてのハードウェア構成については、『PNA Family Microwave Network Analyzers Configuration Guide』（カタログ番号5990-

7745EN）を参照してください。
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PLTSオーダーガイド

PLTSシステムの要件

PLTSを確実かつ効果的に動作させるために、PCは以下の最小要件を備えていることが必要です。

測定モードのみ オフライン解析モード

ラボでのテスト機器の制御と結果の迅速な解析
オフィスでの、“What if...”解析、特性評価、ク
ロスドメイン解析、フィルタリング、波形演算、
アイダイアグラム・シミュレーションの実行

CPU 1 GHz 1.5 GHz

メインメモリ（RAM）
512 MB。PNA Bモデル・ネットワーク・アナラ
イザで16,000ポイントを測定する場合は1 GBを
推奨。

1 GB

仮想メモリ：一般的に、仮想メモ
リはメインメモリの1.5～ 2倍に
します。

2.5 GB以上 2.5 GB以上

GPIBインタフェース
PLTS 4.2の場合、PLTSはPNAと
LAN経由で接続できます。

Keysight 82357B Windows用USB/GPIBインタ
フェースまたはサポートされているGPIBカード
（National Instruments社、Keysight 82340/41、

82350 GPIBカード）

PLTSをオフラインで使用する場合は、GPIBイン
タフェースは不要です。
保存（ストア）された測定ファイルは、解析のた
めに必要なときに呼出すことができます。

オペレーティングシステム Vista 32、Vista 64、Windows 7および8.1 Vista 32、Vista 64、Windows 7および8.1
画面解像度 1280×1024以上の解像度が必要 1280×1024以上の解像度が必要
ディスプレイカラー ハイカラー（16ビット）以上 ハイカラー（16ビット）以上

PNAサポート2

PNAファームウェアの要件を、以下に示します。ファームウェアの選択は、CPUに依存します。
http://na.support.keysight.com/pna/cputype.html を参照してください（インターネット接続が必要です）。 

 – すべてのPNA（E836xC）シリーズおよびPNA-L N5230C：A.09.33.09

 – すべてのPNA-X（N524xA）シリーズ：A09.33.09

 – すべてのPNA（N522xA）シリーズ：A09.33.09

注記：以前のPNAモデル／システムも動作しますが、保証対象ではありません。

ENAとPLTSの互換性について

PLTS 2016ソフトウェアは、ENAシリーズ 4ポート・ベクトル・ネットワーク・アナライザの一部をサポートしています。4ポート
ENAシリーズは、外部ラップトップからPLTSソフトウェアでリモート制御／校正／測定が行えます。マルチドメイン解析などの一般
的なポストプロセッシング機能を使用できますが、いくつか制限があります。以下のリストを参照してください。

1. ENAシリーズのVNAは製造アプリケーションを対象としているため、PLTSを使用するPNAシリーズのVNAほど柔軟性がありません。 

2. PLTS 2016は、オプション5によるENAのデータ収集（自動フィクスチャ除去による高度な校正）はサポートしていませんが、Sパラ
メータデータを手動でインポートすれば、ENAシリーズでも自動フィクスチャ除去を実行できます。このようなサポートは、86100 

DCAのPLTSに関する制限と類似しています。
3. ENAシリーズは、PLTSソフトウェアによるNポート校正をサポートしていません。
4. PLTSを使用するには、ENAにファームウェアA.08.00以上がインストールされている必要があります。
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モデル 概要
N1930B-1NP 基本解析のネットワークライセンス、1年間アップデートサービス
N1930B-1FP 基本解析の固定ライセンス、1年間アップデートサービス
N1930B-1TP 基本解析のトランスポータブルライセンス（USBキー）、1年間アップデートサービス
N1930B-3NP 測定／校正のネットワークライセンス、1年間アップデートサービス
N1930B-3FP 測定／校正の固定ライセンス、1年間アップデートサービス
N1930B-3TP 測定／校正のトランスポータブルライセンス（USBキー）、1年間アップデートサービス
N1930B-5NP アドバンスド校正のネットワークライセンス、1年間アップデートサービス
N1930B-5FP アドバンスド校正の固定ライセンス、1年間アップデートサービス
N1930B-5TP アドバンスド校正のトランスポータブルライセンス（USBキー）、1年間アップデートサービス
N1930B-7NP Nポート測定／解析のネットワークライセンス、1年間アップデートサービス
N1930B-7FP Nポート測定／解析の固定ライセンス、1年間アップデートサービス
N1930B-7TP Nポート測定／解析のトランスポータブルライセンス（USBキー）、1年間アップデートサービス

PLTSソフトウェア構成に関する重要な注記

1. PLTS Studio（PLTSオプション1NP、1FPまたは1TP）を使用している場合は、4ポートまでのファイル（*.s4P Touchstoneファイル）
のデータ解析が可能です。ただし、5ポート以上を含むファイルのデータ（例えば、*.s12p Touchstoneファイルの12ポート・データ）
を解析する場合は、適切なPLTSマルチポートオプション（PLTSオプション7NP、7FPまたは7TP）を購入する必要があります。

2. 17～ 19ページの構成例に示されているように、校正／測定システムとして正常に機能させるためには、PLTSに加えてVNAファー
ムウェアオプション550または551をオーダーする必要があります。オプション550は4ポート以下のアプリケーション用、オプショ
ン551は5ポート以上のアプリケーション用です。 

3. 3xP、5xP、7xPオプションには、PLTSオプション1xPが必要です。

4. PLTSには、「SUS」（Software Update Service：ソフトウェア・アップデート・サービスの略）と呼ばれる年間アップデートサービ
スが付属します。新しいPLTSライセンス毎に12か月のSUSが付属します。12か月経過した後で、テクニカルサポートおよび新しい
PLTSソフトウェアアップデートを受けるには、1年間または2年間のSUSを購入する必要があります。SUSが期限切れになった場合
は、サポート／アップデート契約を再度有効にするには、2年間のSUSを購入する必要があります。

5. オプション5xPの測定器制御の部分には、オプション3xPが必要です。上の項目3に記載されているように、3xP、5xP、7xPオプショ
ンには、オプション1xPが必要です。

6. PNAのQAの対象となるファームウェアの最小バージョンは、A.09.42.xxです。これは、PLTSテストのヘルプファイルの「システム
要件」のセクションに示されている最小フルサポートバージョンです。

PLTS SUS（ソフトウェア・アップデート・サービス）

PLTS SUSを再オーダーする必要がある場合、各オプションごとに別々のSUSを購入する必要があります。例えば、PLTSライセンスの
オプションが、N1930B-1FP（基本解析固定ライセンス）、N1930B-3FP（測定／校正の固定ライセンス）、N1930B-5FP（アドバンスド
校正の固定ライセンス）の場合、対応するSUSのパーツ番号は、それぞれN1930BU-1FP、N1930BU-3FP、N1930BU-5FPです。

PLTSソフトウェアのオーダー情報
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PLTSアプリケーションソフトウェアには、新しいライセンス機
能が採用されています。共有サーバー上の固定ライセンスと
FLEXlmネットワークライセンスの他に、トランスポータブル
USBキーもあります。これら3つのライセンスオプションの概要
を以下に示します。

オプションxFP固定ライセンス（デフォルト）。 

固定ライセンスは、システムハードウェアが接続されているか否
かに関わらず、ホストID（例えば、MACアドレス）によって1台の
PCにロックされます。固定ライセンスの場合は、ネットワーキン
グ／ライセンス・サーバー・プロセスは不要です。固定ライセン
スは、ノードロックライセンスとも言われています。

オプションxNP ネットワークライセンス。 

ネットワークライセンスでは、1つまたは複数のライセンスをネッ
トワーク経由で共有できます。システムハードウェアが接続され
ているか否かに関わらず、アプリケーションソフトウェアをイン
ストールできるPCの数は無限です。使用可能なライセンスの数に
より、同時に使用できるユーザーの数が決まります。ネットワー
クライセンスの場合は、クライアントとサーバーの間でライセン
スサーバーとTCP/IP（またはIPX/SPX）の接続を確立する必要があ
ります。ネットワークライセンスは、フローティングライセンス
とも言われています。

オプションxTP トランスポータブルライセンス。 

トランスポータブルライセンスは、さまざまなPC間で共有できる
ようにUSBキーでご提供します。

ライセンスに関する重要なお知らせ： 

1.  4ポート以上のファイルのインポート、ファイルのエクスポー
ト、校正、測定には、以下のPLTSオプションのいずれかが必
要です：7NP、7FP、7TP。

表1.　最新のソフトウェア・アップデート・サービスのパーツ番号

どのSUS延長を購入すれば良いですか？

オーダー時の製品番号 購入するSUSアップデート
N1930U（最初のオーダー）
*N1930Aをオーダーした場合

N1930U-010（1年間のSUSアップデート） 
または
N1930U-011（2年間のSUSアップデート）

N1930A-010 N1930U-010（1年間のSUSアップデート） 
または
N1930U-011（2年間のSUSアップデート）

N1930A-020 N1930U-020（1年間のSUSアップデート） 
または
N1930U-021（2年間のSUSアップデート）

N1930A-LT1 N1930U-LT1（1年間のSUSアップデート） 
または
N1930U-L12（2年間のSUSアップデート）

N1930A-LT2 N1930U-LT2（1年間のSUSアップデート） 
または
N1930U-L22（2年間のSUSアップデート）

N1930B-xyP
      x＝1、3、5または7
      y＝F、NまたはT

N1930BU-xyP
     x＝1、3、5または7
     y＝F、NまたはT

注記：SUSが期限切れになった場合は、2年間のSUSまたは1年間のSUSを2つ
オーダーして、期限切れになったSUSを復活させる必要があります。

N1930B-1xP：これがすべてのPLTS構成のベースとなります。 

これは4ポートまでのデータのUI/解析機能です。

N1930B-3xP：1xPに追加することにより、ソフトウェアで測定器
を制御して、4ポートまでのデータの校正／解析を行うことができ
ます。

N1930B-5xP：TRL校正キットウィザード、差動クロストーク校正
ウィザード、自動フィクスチャ除去機能を、1xPと3xPの両方に追
加します。1xPだけに追加した場合は、ポストプロセッシングが可
能です。1xPと3xPの両方に追加した場合は、解析と測定の両方が
可能です。

N1930B-7xP：1xPと3xPの両方に追加します。1xPに追加した場
合は、5ポート以上を含むデータファイルの解析が可能です。3xP

に追加した場合は、5ポート以上備えた機器での測定／校正制御も
可能です。現在は、32ポートまでの解析と28ポートまでの測定が
可能です。

可能なライセンスの組み合わせ

1xP only：4ポートまでのデータの解析のみのライセンスです。 

1xPと3xP：4ポートまでのデータ解析／校正／測定が可能なライセ
ンスの組み合わせです。 

1xPと5xP：高度な校正オプションを用いた解析が可能です。 

1xPと7xP：5ポート以上（現在は最大32ポート）のデータファイル
の解析が可能なライセンスの組み合わせです。 

1xP、3xP、5xP：4ポートまでの高度な校正オプションを用いた解
析／測定が可能です。

1xP、3xP、7xP：5ポート以上*（現在は最大32ポート）のデータファ
イルおよびシステムの解析／校正／測定が可能なライセンスの組み
合わせです。 

1xP、5xP、7xP：高度な校正オプションを用いた5ポート以上（現
在は最大32ポート）のデータファイルの解析が可能です。 

1xP、3xP、5xP、7xP：高度な校正オプションを用いた5ポート以
上*（現在は最大32ポート）のデータファイルおよびシステムの解析
／校正／測定が可能なライセンスの組み合わせです。 

* PNAベースのシステムで5ポート以上の測定／校正を実行するには、PNA
にオプション551が必要です。

ソフトウェア・ライセンス・オプション
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