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はじめに
デジタル信号がギガビット速度に達すると、「予測できない」ことがよく起こります。デ
ジタル規格の世代が変わるたびに、新たなリスクが生じています。キーサイトは、製品開
発に関連する多くのエンジニアと協力関係を築いています。プロジェクトを再び軌道に乗
せるには、最初に作業に最適なツールを選択する必要があります。 

キーサイトの高速デジタル・テスト・ソリューションは、業界のエキスパートと早い段階
から深く関わることによって築き上げてきたハードウェア、ソフトウェア、幅広い経験を
結集したものです。キーサイトのシミュレーション／測定／コンプライアンス用のツール
により、ギガビット・デジタル・デザインの問題を簡単に解決できます。これらのツール
を使用すれば、タイムドメイン／周波数ドメイン表示が可能なので、根本的な問題を解明
して、規格に準拠したデザインを実現できます。

キーサイトのツールを使用すれば、最高のデザインをスケジュールどおりに予算に合わせ
て実現できます。キーサイトは、最新技術の提供により、問題の予測と、お客様の製品開
発を支援します。

コンセプトからコンプライアンステストまで、キーサイトは、問題の発見、性能の最適化、
製品のスケジュールどおりの出荷を支援します。高速デジタルデザインの開発向けに、ハー
ドウェア／ソフトウェアソリューションをデザイン全体のすべてのステージ（デザイン／
シミュレーション、解析、デバッグ、コンプライアンステスト）に対して提供できる測定
器メーカーはキーサイトのみです。シグナルインテグリティー (SI)解析を、個別に行う場
合でも、デジタル・デザイン・プロセスの密接に絡み合っている部分として行う場合でも、
これらのツールは不可欠です。

キーサイトのソフトウェアには、ノウ
ハウを結集した専門知識が凝縮されて
います。キーサイトは初出荷までの最
初のシミュレーションからツールを提
供することにより、データから情報へ、
さらに実際に活用できる知見へと進む
過程を加速させるニーズに対応します。

詳細については、以下のウェブサイト
をご覧ください。
www.keysight.co.jp/find/software 

まずは、30日間の無料試用版をお試
しください。 

www.keysight.co.jp/find/free_trials 

 – エレクトロニック・デザイン・オー
トメーション(EDA)ソフトウェア

 – アプリケーション／コンプライア
ンスソフトウェア

 – プログラミング環境



完全なギガビットデザインの実現は、キーサイトにお任せください。この分野におけるキーサイト
の豊富な知識は、ADS(Advanced Design System)ソフトウェアとその機能に組み込まれ、RF/マ
イクロ波効果を迅速かつ正確にモデル化できます。ADSとKeysight物理層テストシステム(PLTS)

ソフトウェアを使用すれば、損失のある長いインターコネクトや実装密度の高いインターコネクト
のクロストークなどの、難しいモデリングの問題も解決できます。さらに、ベクトル・ネットワー
ク・アナライザ(VNA)やタイム・ドメイン・リフレクトメトリ(TDR)による測定の校正／制御も、
PLTSソフトウェアで容易に行えます。

ADSは、システム／回路／物理レベルのデザインとシミュレーションを統合した一体型のワークフ
ローを提供します。このような緊密な統合により、時間がかかり、ミスの原因にもなるツール間で
の転送がなくなります。 

ADSを使用すれば、快適な環境で作業が行えます。各作業、コンポーネント、問題に合わせて、タ
イムドメインまたは周波数ドメインで、または両方のドメインで解析することができます。両方の
ドメインを使用する方法は、非常に難しい問題をデバッグするのに効果的です。例えば、PLTSソ
フトウェアのモード変換解析では高速インターコネクトのクロストークの問題を、マルチドメイン
解析では高速チャネルの物理層の問題を、簡単に特定できます。

問題の特定を容易にするために、ADSにはシミュレーションディスプレイとデータディスプレイが
統合されています。チャネル／回路のシミュレーション結果の表示用に、アイダイアグラム、マス
ク、ビット・エラー・レートの表示機能も内蔵しています。 

ADSチャネルシミュレータ（シリアルバス用）およびDDRバスシミュレータ（パラレルバス用）では、
最新の統計解析手法により、超低BERの結果を数日ではなく、数秒で作成できます。この統計解析
手法には、測定データを利用したトランスミッターのジッタモデリング処理も含まれています。両
方のシミュレータは、内蔵の汎用モデルだけでなく、IBIS規格に準拠したICモデルもサポートして
います。 

ADSは、データ・リンク・エンジニアリングからプリレイアウト／ポストレイアウトまで、開発フ
ロー全体に対応しています。Cadence Allegro、Mentor Expedition、Zuken CR5000などのエンター
プライズツールから、ポストレイアウトアートワークをインポートすることができます。ADS 

Momentumを使用すれば、クリティカルな回路の電磁界モデルや電源供給ライン(PDN)のアート
ワークを作成して、周波数ドメインとタイムドメインで使用できます。ADSは、タイムドメインに
おけるパワーインテグリティー解析用にハイブリッドコンボリューションをサポートし、デカップ
リングキャパシタの低周波PDNインピーダンスの変化を正確に考慮できます。

マルチレイヤーの3次元構造には、Momentumが適して
います。一方、EMProは、任意の3次元形状（シャーシ、
コネクタなど）の電磁界モデルを作成し、それらをADS

に統合できます。EMProは、FEM電磁界ソルバとFDTD

電磁界ソルバの両方を備えています。
 

C/C++コードジェネレーターとAMIモデリングキットが
追加されたSystemVueを使用すれば、Cでコーディング
するよりも大幅に短い時間で、チップI/OのIBIS AMIモ
デルを作成できます。
 

まったく同じInfiniiumコンプライアンスアプリケーショ
ンを、ソフトウェアシミュレーションでも製造したハー
ドウェアでも使用できるように、ADSファミリには
"Waveform Bridge"スクリプトを使用したコンプライア
ンス・テスト・ベンチが含まれています。

デザイン／シミュレーション

高速デジタル・デザイン・フロー

チップデザイン

ICモデルの作成

プリレイアウト
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解析とデバッグ

キーサイトの高速デジタルソリューションを使用すれば、ハードウェアの設計前や製造工場から返
される前に、デバイスやストラクチャのモデルを使って、システムの性能を評価することができま
す。プロキシデバイスを使用してコンポーネントの動作を予測し、デバイスパラメータを変更して
プロセス変動、温度ドリフト、湿度効果などを考慮できます。ICピン、インタフェースコネクタ、バッ
クプレーンなどのシステム性能を評価して、デザインマージンを最大化することができます。これ
らの機能を用いれば、歩留まりを簡単に予測／最適化できます。 

ADSでは、ターゲットシステムの詳細モデルにより、理解を深めることができます。さらに、レイ
アウトプロトタイプのポートで取得した測定データを使用して、シミュレーションを検証できます。
高度な測定アプリケーションを備えたオシロスコープ、ロジック・アナライザ、ビットエラー・レー
ト・テスター、タイム・ドメイン・リフレクトメトリ機能（オプション）を備えたベクトル・ネット
ワーク・アナライザなど、キーサイトの測定ツールを使用して、さまざまな物理パラメータにアク
セスできます。

実環境下でパラメータを測定することにより、許容範囲内でクリティカルなコンポーネントを特定
できます。測定により、シミュレーションの仮定を検証／微調整することもでき、モデル結果と実
際のテストを相関させることができます。一貫性のあるデータセットを作成するために、タイムド
メイン、周波数ドメイン、シミュレーションドメインでデータを相関させることができます。さら
に視野を広げるために、シミュレーションを使用して測定不可能な場所に波形を内挿／外挿するこ
とができます。 

実際のVNA/TDR測定の信頼性を高めるために、PLTSソフトウェアには高度な校正ウィザードが組
み込まれ、コストのかかる校正エラーを回避できます。テストの柔軟性を高めるために、1台の被
試験デバイス(DUT)で、さまざまな同軸／プローブ校正キットを組み合わせて使用することもでき
ます。プローブ校正ウィザードにより、プローブステーション内に使用されているプローブのディ
エンベディングモデルが自動的にダウンロードされます。 

測定やテスト結果を表示する際にPLTSを使用すれば、タイムドメインと周波数ドメインの切り替
えが簡単に行えます。タイムドメインまたは周波数ドメインでPLTSデータ相関を実行すれば、解
析を最適化できます。さらに、自動フィクスチャ除去(AFR)と呼ばれる新しい手法により、フィク
スチャの影響を除去して独自のディエンベディングモデルを作成できます。 
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コンプライアンス

今日の環境では、テスト対象の複雑なテクノロジーを理解する時間がほとんどありません。コンプ
ライアンスアプリケーションには自動測定機能が組み込まれているので、時間とコストを削減でき
ます。
 

キーサイトのInfiniiumコンプライアンスアプリケーションは、ADSなどのデザインツールと使用で
きます。コンプライアンステスト全体を通してデザイン時の波形の動作を予測できるので、以前よ
りもより深く理解できます。デザインがシリコンに移行し、その後の検証に至っても、同じテスト
セットをデバイスで実行できます。
 

キーサイトのコンプライアンスアプリケーションによって、各規格に準拠したテストを実行できま
す。ラボでテストに合格すれば、世界中のテストラボやPlugfestで合格できます。キーサイトの専
門家は複数の技術委員会や業界の標準化委員会の委員を務め、コンプライアンス要件の策定を支援
しています。
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シグナルインテグリティー

今日の最新の高速デジタルアプリケーション
では、見つけにくいシグナルインテグリ
ティーの問題をすぐに理解できる特殊なデザ
インエンジニアが必要とされています。通信、
コンピューターシステム、チャネル、コンポー
ネントの内部で発生する多くの問題は、高周
波のマイクロ波効果に起因します。コネクタ、
プリント回路基板(PCB)、ケーブル、集積回
路(IC)などのパッケージとバックプレーンの
高速インターコネクトは、差動チャネルに不
可欠な要素で、現在最も高度な解析／特性評
価ツールを用いてデザインする必要がありま
す。測定とシミュレーションの両方を被試験
デバイスで実行しなければならず、両者を実
行して得られたデータは互いに相関がなけれ
ばなりません。

ライフサイクルのこの段階で、今すぐ根本的
なシグナルインテグリティーの問題に対処し
たい場合もあります。Keysight Infiniiumオ
シロスコープ用のInfiniiSimなどのSI専用ソ
リューションを使用すれば、時間とコストを
削減できます。キーサイト独自の
PrecisionProbeソフトウェアを使用すれば、
測定技術をさらに活用してデザインマージン
を拡大できます。 

キーサイトは最新性能のSIツールを提供し、
さまざまな状況におけるシグナルインテグリ
ティー解析を支援しています。タイムドメイ
ン、周波数ドメイン、シミュレーションドメ
インにおける正確な特性評価を実現するソ
リューションを使って、マルチドメインに関
する専門知識を活用できます。新規格や新製
品の非常に困難な問題も、キーサイトの高速
デジタルデザイン用のSI製品ラインナップな
どの高度なツールセットを使用すれば簡単に
解決できます。 

専用のSIラボをお持ちの場合は、最新のデザ
イン／シミュレーション／測定テクノロジー
に対応するように設計された製品プラット
フォームにより、SIラボの能力を向上させる
ことができます。キーサイトでは、SIの今後
の方向性を示すリーダー、業界の規格委員会、
自社のデザイン担当者との連携を行い、自社
のソリューションの測定／シミュレーション
機能の発展／向上に努めています。
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ソリューションマップ
以下の表に掲載されているのは、キーサイトの製品ソリューションです。各ソリューションの詳細について
は、www.keysight.co.jp の各製品ページのリンクをご覧ください。

デザイン／ 
シミュレーション

解析 デバッグ コンプライアンス シグナル 
インテグリティー

参照ページ

ADS、EMPro、
SystemVue

8

N1930B PLTS 
ソフトウェア

9

PNA-Xネットワーク・
アナライザ

10

ENAオプションTDR 10

86100D DCA 
サンプリング 
オシロスコープ

11

Infiniium 90000 
シリーズ  
オシロスコープ

11

コンプライアンス 
ソフトウェア

12

ロジック・ 
アナライザ

13

プロトコル・ 
アナライザ／ 
エクセサイザ

14

BERT/AWG 15
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製品概要

Advanced Design Systems(ADS)

ADSコア、トランジェントコンボリューション、レイアウト、 
Momentum G2バンドル(W2211)

ADSは、正確なチャネル／回路／電磁界シミュレータが統合された優れたシステムです。このため、
正しい答えが得られるだけでなく、異なるツール間でデータを転送する必要がないので、すばやく
結果を得ることができます。 

 – ADSチャネルシミュレータを使用すれば、超低BERの解析やアイダイアグラム解析の結果を
数秒で出力できます。 

 – 特許取得済みのコンボリューションエンジンを使用すれば、Sパラメータから作成されたモデ
ルやパッシブモデルはもちろん、集中定数／分布定数コンポーネントに対して、SPICEライク
なトランジェントシミュレーションが行えます。

 – MomentumおよびFEM（有限要素法電磁界）によってパラメータ化されたコンポーネントを使
用した電磁界／回路の協調設計が可能です（有限要素法モデリングの素子については、次の章
で詳細を説明します）。

www.keysight.co.jp/find/ads 

EMPro＋FEM 

FDTDシミュレータエレメントとのバンドル（W2402、W2405） 

Keysight Electromagnetic Professional(EMPro)の電磁界シミュレータでは、有限要素法(FEM)/

時間領域差分法(FDTD)によって、コネクタなどの3次元形状の高周波Sパラメータモデルを作成で
きます。パラメータ化されたモデルは、ADSデザインキットに組み込んで、集中定数／分布定数プ
レーナコンポーネントと同時にシミュレートすることができます。

 – 電磁界回路のコ・シミュレーションを使用して、ADS内で2次元回路のレイアウト／スケマ
ティックと同時にシミュレートできる3次元コンポーネントを作成できます。 

 – FEMとFDTDの周波数ドメインとタイムドメインの両方の3次元電磁界シミュレーションテク
ノロジーを使用して、解析できます。 

 – 高度なスクリプト機能を備えた最新のGUIを使って任意の3次元構造をすばやく作成できるの
で、時間を節約できます。 

www.keysight.co.jp/find/eesof-empro 

SystemVue AMI  

モデリングキット(W1714)

SystemVue AMIモデリングキット(W1714)を使用すれば、面倒で間違いやすい手動コーディング
を行わなくても、最適化された信号処理アーキテクチャのデータ・フロー・ブロック図から、業界
標準のIBIS AMI SERDESモデルを構築できます。信号処理が最適化された後はAMIモデルを1回の
クリック操作で構築できるので、数か月分の作業を節約できます。 

 – これらのアドオンを使用すれば、SerDes集積回路(IC)用の信号処理ブロックをエレクトロニッ
ク・システム・レベル(ESL)で最適化できます。

 – ブロック図から自動的にIBIS AMIモデルが作成されます。
 – 作成されたモデルは実行可能なデータシートとして自由に顧客に配布できるので、顧客は自分
のシステムでそのチップをデザインできます。

www.keysight.co.jp/find/systemvue 

デザイン／ 
シミュレーション

解析 デバッグ コンプライアンス シグナル 
インテグリティー
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N1930B物理層テストシステム(PLTS)2015ソフトウェア

音声、ビデオ、データのトリプルプレイのために、極めて広いインターネットの帯域幅が要求され
ます。これを実現できるのは、最も高度なデザインツールでデザインされた通信ネットワークのみ
です。キーサイトのPLTSはこのような要件に最適なツールで、厳密かつ正確にデジタルインター
コネクトを特性評価できる校正／測定／解析機能を備えています。

開発／微調整チャネルモデルにより、必要な性能の製品をスケジュールどおりにリリースできます。
モデルがサポートする周波数がプロトタイプの性能をエミュレートできるほど高くない場合は、
PLTSを使用してプロトタイプのSパラメータを測定し、測定したパラメータを使用してより高い周
波数でモデルが動作するように微調整できます。 

データレートが5 Gb/sを超えると、チャネル性能にとってリニア・パッシブ・インターコネクト
がますます重要になります。SMA接続による信号入射、誘導性ワイヤーボンド、容量性ビア経路
などの物理層構造は、正確に調べて、インピーダンス制御された環境に合わせてチューニングでき
るようにする必要があります。 

 – チャネル性能パラメータを厳密に制御することにより、高速データ伝送を最適化することがで
きます。

 – 業界で最も使用されるエラー補正手法である自動フィクスチャ除去(AFR)機能により、目的の
DUTだけを調べることができます。 

 – 高度な校正／ディエンベディング機能を備えたテスト・スイート・ウィザードにより、ワンボ
タンでコンプライアンステストを実行できます。 

www.keysight.co.jp/find/plts 

デザイン／ 
シミュレーション

解析 デバッグ コンプライアンス シグナル 
インテグリティー

製品概要
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製品概要

キーサイトのベクトル・ネットワーク・アナライザによる信頼性の向上

テスト対象がアクティブデバイスでもパッシブデバイスでも速度と性能をバランス良く組み合わ
せることが重要です。研究開発では、ベクトル・ネットワーク・アナライザの高い測定品質によ
りDUTの理解が深まり、より優れたデザインを実現できます。製造ラインでは、必要なスループッ
トと再現性が得られるコストパフォーマンスの高いVNAを使用すれば、競争力のあるコンポーネ
ントを製造できます。Keysight VNAは、リニアデバイスおよびノンリニアデバイスの評価に関す
るキーサイトの専門知識を結集し製品化したものです。ベンチでも、ラックでも、フィールドでも、
より高い信頼性が得られます。

 – PNA-Xシリーズ N524xA 10 MHz～ 67 GHz：キーサイトで最も高性能で柔軟性の高い
ネットワーク・アナライザ。1回接続するだけで、リニアコンポーネントおよびノンリ
ニアコンポーネントの特性を徹底的に評価できます。 

 – PNAシリーズ N522xA 10 MHz～ 67 GHz：業界最高の性能を備えたネットワーク・ア
ナライザ。多くの高度な測定アプリケーションにより、パッシブデバイスおよびアクティ
ブデバイスのテストが行えます。 

 – PNA-Lシリーズ N523xA 300 kHz～ 20 GHzおよび10 MHz～ 50 GHz：パッシブコン
ポーネント、増幅器、周波数コンバータのSパラメータと簡単なノンリニアテスト用に
デザインされたネットワーク・アナライザ。

www.keysight.co.jp/find/pna 

デザイン／ 
シミュレーション

解析 デバッグ コンプライアンス シグナル 
インテグリティー

デザイン／ 
シミュレーション

解析 デバッグ コンプライアンス シグナル 
インテグリティー

E5071C ENAオプションTDR

Gb/sのデータレートでは、インターコネクトのシグナルインテグリティーがシステムの性能に大
きな影響を与えます。信頼できるシステム性能を確保するには、タイムドメインと周波数ドメイ
ンの両面での高速伝送路性能を迅速かつ正確に解析することが不可欠になります。ENAオプショ
ンTDRは、1台で、タイムドメイン／周波数ドメイン／アイダイアグラムの解析によるシステム・
インテグリティー・テストとコンプライアンステストが行える、ケーブル／高速インターコネク
ト解析用のワンボックスソリューションです。 

 – 外観と使い勝手がTDRオシロスコープと同じなので、習得に時間をかけなくても簡単で迅速
な操作が可能です。 

 – 独自の静電放電(ESD)保護チップが測定器に内蔵されているため、ESDに対する耐性が大幅に
向上し、ESDにより測定器が故障する心配から解放されます。

 – 広いダイナミックレンジにより、正確で再現性の高い測定結果が得られるので、ガードバン
ドを小さくでき歩留まりが向上します。 

www.keysight.co.jp/find/ena-tdr 
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製品概要

デザイン／ 
シミュレーション

解析 デバッグ コンプライアンス シグナル 
インテグリティー

86100D DCAサンプリングオシロスコープ

86100D DCA-X広帯域オシロスコープは、50 Mb/s～ 80 Gb/s以上までの高速デジタルデザイン
を正確に測定できます。DCA-Xは、ジッタ、ノイズ、干渉の根本原因の特定に欠かせない重要なツー
ルで、電気／光/TDR/TDT/Sパラメータ測定のアプリケーションに対応しており、より優れたデ
ザインと規格に準拠した最終製品を実現できます。 

 – ASIC/FPGA/ICのデザインと特性評価 

 – トランシーバーのデザイン／製造
 – 高速デジタルデザイン、ケーブル、プリント回路基板(PCB)

のシグナルインテグリティー測定

www.keysight.co.jp/find/dcax 

Infiniiumオシロスコープ

安価なものから最高の性能まで – ニーズに対応できるソリューション

Keysight Infiniiumシリーズ オシロスコープには業界最高の機能と複数の測定器が統合され、簡単
に使用でき投資も保護されます。これにより、デザインをより早く市場に投入できます。大容量
メモリ、包括的な演算／解析機能、さまざまなアプリケーション（オプション）により、オシロスコー
プの性能をフル活用できます。 

 – Infiniium Sシリーズ オシロスコープ（500 MHz～ 8 GHz）は、革新的なテクノロジーの採用
により、卓越した測定を実現します。

 – Infiniium 90000 Vシリーズ オシロスコープ（8～ 33 GHz）は、33 GHzの真のアナログ帯域幅
を実現します。

 – Infiniium Zシリーズ オシロスコープ（20～ 63 GHz）は、業界最小のノイズフロアとジッタ測
定フロアを実現しています。

www.keysight.co.jp/find/scope 
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製品概要

コンプライアンス・テスト・アプリケーション

キーサイトは、複雑なアプリケーションの解析を高速化することにより、測定器の機能を拡張する
測定アプリケーションを豊富に取り揃えています。キーサイトのソフトウェアは、デジタル・コン
プライアンス・テスト、無線／デジタル接続、デバッグ、解析に対応しています。キーサイトの測
定器と測定アプリケーションを使用すれば、以下を実現できます。
測定アプリケーションを使用すれば、変化する技術規格をこれまでより早い段階で容易にテストで
きるので、製品化を加速できます。
箱から出したらすぐに使用できるので、時間を節約できます。キーサイトの測定器には解析機能が
内蔵されているので、問題をすぐに発見し、トラブルシューティングをすばやく行い、最初から適
切に製品をデザインできます。
信頼できるキーサイトのエキスパート。キーサイトは、デジタル/RF規格委員会のメンバーであり、
リリースされていない最新テスト規格に早い段階でアクセスできます。
測定器の価値を最大限に高めることができます。業界最高のハードウェア、革新的な測定アルゴリ
ズム、最新のコンプライアンス・テスト・ソフトウェアを1台に統合した測定器を提供しているのは、
キーサイトだけです。プログラミングは不要です。

キーサイトは、コンプライアンス用に、DDR、MIPI®、HDMI、DisplayPort、MHL、USB、
PCIe®、SFP+など、多くの主要なテクノロジー向けのソフトウェアを提供しています。 

 – 自動セットアップにより再現性の高い結果が確実に得られるので、テストエンジニアは手順に
習熟していなくてもアプリケーションを実行できます。

 – セットアップウィザードで、テストの選択、設定、接続、実行、結果レポートの手順がガイド
されます。

 – 各テスト用のセットアップが測定器に自動的に設定され、接続セットアップが表示されます。
 – テスト結果には、テスト設定、実行された測定、合否ステータス、マージン解析、波形がレポー
トされます。

www.keysight.co.jp/find/measapps 

デザイン／ 
シミュレーション

解析 デバッグ コンプライアンス シグナル 
インテグリティー
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製品概要

ロジック・アナライザ

キーサイトのロジック・アナライザは、最も信頼できる正確な測定と、システム動作の完全な表
示により、プロジェクトリスクの最小化を支援します。キーサイトは、複雑なデジタル・デバッグ・
ニーズに対応する測定機能、プロービング、アプリケーションサポート／解析ツールを提供して
います。 

 – AXIe準拠のロジック・アナライザは、最大4 Gb/sのステート収集レート、モジュールあたり
136チャネル、最大200 Mのメモリ容量を備え、最高の性能を提供します。

 – 16900シリーズ モジュラー・ロジック・アナライザは、長期的に最善の価値を提供します。
必要に応じた構成が可能な柔軟性を備え、現在、必要なものを購入し、ニーズの変化に応じ
てアップグレードできます。

 – 16850シリーズ ポータブル・ロジック・アナライザは、最高速のタイミング捕捉と大容量メ
モリにより、デジタルシステムを迅速にデバッグできます。最大128 Mサンプルのメモリによ
る2.5 GHzのタイミングキャプチャー、ステート／タイミングキャプチャー用の最高1.4 GHz

のトリガシーケンサー、シングルエンドと差動の両方のプロービングオプションを利用でき
ます。

 – 16800シリーズ ポータブル・ロジック・アナライザは、高性能なロジック解析機能とパター
ン生成機能をお求めやすい価格で提供しています。ステート速度とメモリ長は、ニーズの変
化に応じて購入後でもアップグレードできます。

www.keysight.co.jp/find/logic 

デザイン／ 
シミュレーション

解析 デバッグ コンプライアンス シグナル 
インテグリティー
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プロトコル・アナライザ／エクセサイザ

キーサイトのプロトコル・アナライザ／エクセサイザは、マルチギガビット・シリアル・インター
コネクト規格を採用したデザインに最適なソリューションです。コンピューター、記憶装置、ディ
スプレイ、移動機、エンベディッドシステムで使用されるシリアルプロトコル規格を採用した半
導体、ソフトウェア、システムのデバッグ、検証、最適化を効率的に行えます。

キーサイトの各テクノロジー用プロトコル・テスト・ソリューションは通常、プロトコル・アナ
ライザ・アプリケーションと、エクセサイザやトラフィックジェネレーターなどのスティミュラ
スソリューションで構成されています。キーサイトのプロトコル・テスト・ソリューションは、
マルチプロトコル解析、トラフィック作成、性能／コンフォーマンス検証の機能を統合したもので、
高速プロトコル規格を使用したデザインをデバッグ、検証、最適化することができます。

プロトコル・アナライザ／エクセサイザは、PCIe、MIPI、MHL、USBなどのデザインに最適です。

www.keysight.co.jp/find/protocol 

デザイン／ 
シミュレーション

解析 デバッグ コンプライアンス シグナル 
インテグリティー

14 | Keysight | デジタルデザイン、インターコネクト規格の問題の特定、最適化、製品の出荷 - Brochure



デザイン／ 
シミュレーション

解析 デバッグ コンプライアンス シグナル 
インテグリティー

ビット・エラー・レート・テスト(BERT)ソリューション

キーサイトのBERTで次なる飛躍を実現

キーサイトは、最高32 Gb/sの製造テスト／高性能特性評価／コンプライアンステストに適した、お
求めやすい価格のBERTを豊富に取り揃えています。

キーサイトのビット・エラー・レート・テスト・ソリューションを使用すれば、半導体／コンピュー
ター／記憶装置／ストレージ／通信業界で使用されるASIC/コンポーネント／モジュール／ライン
カード用高速通信ポートの、デザイン検証／特性評価／コンプライアンステスト／製造テストを、正
確かつ効率的に実行できます。 

 – 高度な統合により、レシーバーのテストセットアップが簡素化されています。ジッタ注入、8タッ
プディエンファシス、干渉源、基準クロック乗算、クロックリカバリー、イコライゼーション
の機能を備えています。

 – 信号条件の自動化されたin-situ校正により、正確かつ再現性のある測定を提供します。 

 – M8020AはPCIeデバイス用のインタラクティブ・リンク・トレーニングをサポートし、DUTの
リンクパートナーのように動作させることができます。これにより、デバイスをループバック・
テスト・モードに設定する作業が大幅に減少します。

 – 自動ジッタ耐力特性評価ルーチンを使用すれば、テスト結果が即座に得られます。

www.keysight.co.jp/find/bert 

任意波形発生器(AWG)

低観測性システムから高密度通信まで、高精度の任意波形作成機能があれば 
現実的なテストが可能になります。

キーサイトの任意波形発生器は、忠実度の高い信号発生器で、高い分解能と広い帯域幅を同時に実現
しています。このため、デザインを限界まで進化させて、新たなレベルの解析が可能な信号シナリオ
を作成できます。ビット数と帯域幅の両立により、リアリティーを向上させることができます。

任意波形発生器はAXIeのモジュール測定器です。AXIeは高性能のモジュール測定器の新しいオープ
ン規格で、VXIbus、LXI、PXIなどの他のモジュラー方式の特長を取り入れています。 

 

M8190A 12 GSa/s任意波形発生器
M8190Aでは、14ビット分解能で最大8 GSa/sのサンプリングレートと最大90 dBcのSFDRにより、
優れた確度と再現性が得られます。また、広いダイナミックレンジと優れた垂直軸分解能により、信
号源ではなく、デバイスのテストが確実に行えます。
 

M8195A 65 GSa/s任意波形発生器
最大65 GSa/sのサンプリングレートと20 GHzの帯域幅を備え、1モジュール当た
り最大4チャネルの任意波形が作成可能です。Keysight M8195A任意波形発生器は、
最大2 Vpp（差動）の振幅を出力でき、DCオフセットを設定できます。5スロットの
AXIeシャーシ1個当たり最大16チャネルを組み込んで、マルチチャネル動作が可能
です。優れた速度、帯域幅、チャネル密度により、これまでテストできなかった領
域のテストが可能になります。

www.keysight.co.jp/find/M8195A 
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最高のデザインの実現

デジタル規格の世代が変わるたびに、新たなリスクが生じます。 

キーサイトは、製品開発に関連する多くのエンジニアと協力関係を築いています。キーサイト・
テクノロジーの高速デジタル・テスト・ソリューションは、業界のエキスパートと深く関わる
ことによって築き上げてきた測定システムと幅広い経験を結集したものです。キーサイトは、
最新技術の提供により、問題の予測と、お客様の製品開発を支援します。 

キーサイト ‐ 最高のデザインの実現
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