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PAM4信号のエラー解析 
はじめに 
データに瞬時にアクセスできるコネクテッドワールドに対する需要の高まりを受け、イー
サネット、64Gファイバチャネル、CEI-56Gなど、データセンター向けの次世代ネットワー
キングリンクが拡大を続けています。データレートの継続的な高速化に対応するため、
OIF、CEI、IEEE 802.3イーサネットといった新しいデータセンター規格は、PAM4（4値
パルス振幅変調）マルチレベルシグナリング方式に移行しつつあります。データセンター
においてネットワーク帯域幅に対する絶え間ない拡大ニーズに応えるための次のステッ
プが、400 Gb/sリンクです。PAM4などのマルチレベルシグナリング方式は、400Gテクノ
ロジーの実装を可能にします。NRZ(non-returned to zero)からPAM4への切り替えは、
100Gからの発展な変化ではなく革新的な変化であるため、新しい概念やデザイン上の課
題が数多く生まれます。PAM4/NRZ信号を使用した高速なデータレート伝送のデザインと
システム特性評価は、困難になってきています。このアプリケーションノートでは、PAM4

信号の作成／解析手法についての詳細な情報を提供します。エラー解析手法のみを扱い、
TDECQには言及しません。詳細に入る前に、まずは基本的な定義を確認しましょう。 
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基本的な定義 
NRZ信号：これは、ビット0とビット1を表すために使用される符号化方式の1つです。正の電圧はロジック1を表し、
等価の負の電圧はロジック0を表します。 

PAM4信号：これは、パルス振幅変調手法を使用する符号化方式の1つです。PAM4信号には4つの電圧レベルがあり、
各振幅レベルは論理ビット00、01、10、11に対応します。つまり、PAM4符号の各シンボルは2ビットから成り、これ
ら2ビットが1つの電圧レベル（振幅）に相当します。  

 

 

図1：NRZ信号とPAM4信号 

 

グレイコード：グレイコード（交番二進符号）は、連続するシンボルが1バイナリービットだけ異なる符号パターンで
す。PAM4の場合、表1に示すように、レベル0、1、2、3を表すバイナリー・ビット・シーケンスは00、01、10、11で
す。同じシンボルのグレイコード表現は、レベル0、1、2、3に対して00、01、11、10になります。  

 

シンボル バイナリーコード グレイコード 

0 00 00 

1 01 01 

2 10 11 

3 11 10 

表1：バイナリーコードとグレイコード 
 

グレイ符号パターンは、エラー補正を容易にするので、PAM4の符号化にも使用されます。グレイコードは、IEEE規
格とOIF規格に準拠します。 

ビットとシンボルが出てきたところで、bps（1秒当たりのビット数）とbaudの違いについて説明します。bps単位は、
1秒間に伝送されるビット（1または0）の総数を示す際に使用されます。baudは、1秒間に伝送されるシンボルの数を
示す際に使用されます。NRZ信号の場合、シンボル数とビット数が同じなので、baudとbps（1秒当たりのビット数）
が同じものを指します。しかし、PAM4ではbaudとbpsは異なります。 
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PAM4では、1シンボル当たり2ビットです。したがって、1秒当たりの伝送シンボル数(baud)は、1秒当たりの伝送ビッ
ト数の半分です。PAM4では、シンボルレートが28 G baudの場合、毎秒56ギガビットが伝送されることになります。 

PAM4の必要性 
NRZ信号は、20～25 G baudより低いデータレート向けのデジタル通信リンクで広く利用されています。しかしなが
ら、伝送帯域幅の拡大需要が増大するにつれ、伝送媒体のチャネル損失がますます大きな課題となっています。例と
して、図2に、CEI-56G VSRチャネルで定義されている、短距離インタフェースのチャネル損失を示します。 

 

周波数が増加すると、チャネル挿入損失も増加します。 

 

この応答は、ローパスフィルターの動作に似ています。実際、チャネルはローパスフィルターとして機能し、より高
い周波数の通過を阻止するため、使用可能なチャネル帯域幅が限定されます。シャノン・ハートレーの定理によって、
以下の式が得られます。 

C = 2*B*log2(M) 

C＝チャネル容量、または達成可能な最大データレート（単位bps）。 

B＝チャネルの帯域幅（単位Hz）。 

M＝信号レベル数。 

 

この式は、データレートまたはチャネル容量を増やすには、チャネル帯域幅(B)または信号レベル数(M)を増やす必要
があることを示しています。 

使用可能なチャネル帯域幅(B)の拡大は、物理的改善によって達成することができます。ただし、これを選択すると、
多額の費用がかかる恐れがあり、既存設備を一新することになります。その代わりチャンネルを変更するのではなく、

 

 
図1：CEI-56G VSRチャネルの特性[1] 
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ディエンファシス（送信側）とイコライゼーション（受信側）によりノイズ対策に限定した小規模な改善が可能です。
これにより、チャネル損失が補正され、チャネル応答が改善されます。 

チャネル応答を大きく改善するための選択肢として適切なのは、信号レベル数Mを増やす方法です。 

例えば56 Gbpsでは、NRZ (M=2)信号に必要な帯域幅が28 GHzであるのに対し、PAM4 (M=4)の場合、必要な帯域幅
は14 GHz（減衰が少ない周波数範囲）になります。つまり、帯域幅が一定であれば、Mを増やすことでデータレート
を増加できます。さらに、ディエンファシスとイコライゼーションの導入により、損失を補正し、信号品質を改善す
ることも可能です。 

PAM4エラー解析 
シリアル・データ・リンクの信頼性を示す仕様は、通常、ビット・エラー・レート（ビットエラー率）です。ここで
の用語は「レート（率）」であり、「レシオ（比）」ではないことに注意してください。この場合ビットエラーは、単位
時間当たりで測定されます。実際のシステムのほとんどのビットエラーは、ランダムノイズに起因し、均等に分布し
たレートとは対照的にランダムな時間に発生します[2]。 

デシジョン・フィードバック・イコライザー(DFE)を使用するシステムは、ランダムに分布していないバーストエラー
を発生することがあります。 

その一方でBER（ビット・エラー・レシオ）は、伝送ビット数に対するエラービット数の比を計算することによって
評価される予測です。実際のシステムでのビットエラーのランダム性を特性評価するには、BERをレシーバーの出力
におけるビットエラー比（統計的測定値）として説明する方が便利です。BERは、レシーバーの品質指標です。実際
には、標準コンソーシアムがBERコンプライアンス要件を規定しているため、BER測定は特性評価テストとしても重
要です。特定のエラーを0または1のみに関して解析することは、レシーバーやリンク内の他の場所の問題のトラブル
シューティングに役立ちます。 

BER測定は統計的プロセスであり、測定されたBERは、テストされたビット数が無限大に近づいた場合にのみ、実際
のBERに近づきます。幸い、BERは、定義済みのしきい値（目標BER）を使ってテストされています。定義済みのし
きい値、すなわち目標BERに達するために必要なビット数は、求められる信頼度レベルに依存します。信頼度レベル
は、仕様化されたBER（目標BER）を使ってシステムの真のBERを突き止める確率です。信頼度レベルは100 %には
達しません。無限数のビットが必要になり、測定可能ではないためです。ほとんどのアプリケーションでは、95 %の
代表的な信頼度レベルで十分です。信頼度レベルが異なると、測定時間も変わります。詳細については、この

「N490xA/BシリアルBERTを使用して、所定の信頼性レベルでビット・エラー・レート(BER)を測定するには？」を参
照してください。 

ビットエラー比 
BERは、伝送された全ビット数に対する全エラービット数の比です。数学的フォームでは、BERは次の式によって得
られます。 

 BER＝ エラービット数

伝送された全ビット数
 

 

ビット・エラー・レシオ・テスタ(BERT)は、通常、BER測定値を以下の形で提供します。 

x * 10-y 

x ∈ R（有理数セット） 

y ∈ N（自然数セット） 

 

https://www.keysight.com/main/editorial.jspx?cc=IN&lc=eng&ckey=1481106&nid=-536902433.0&id=1481106
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例：5.6 * 10-6のBERは、  

1,000万の比較ビットに56のビットエラーがあることを表します。10の累乗を使用する代わりに、文字「E」を使用す
ることもあります。その場合、上記の式は5.6E-6となります。 

SER（シンボルエラー比） 
SERも統計的測定値で、伝送された全シンボル数に対する全エラーシンボル数の比を表します。この測定値はBER

とは異なります。BERがビットエラーの観点から性能を示すのに対し、SERはシンボルエラーの観点から性能を示
します。 

SER＝ エラーシンボル数

伝送された全シンボル数
 

 

デジタル変調のタイプによっては、ビットとシンボルが互いに異なります。例えば、NRZ信号の場合、ビットとシン
ボルは同じです。そのため、BERとSERは同じです。しかし、NRZ以外のデジタル変調方式では、BERとSERは同じ
ではありません。 

PAM4コンテキストでのSERの重要性 
このアプリケーションノートでは、SERという用語はPAM4信号に対応しています。IEEE規格のフォワードエラー訂
正(FEC)に定められたSER要件と混同しないようにしてください。 

PAM4では、各シンボルは2ビットを表します。ただし、エラーが発生したとき、1シンボルエラーは、1ビットエラー
の可能性と2ビットエラーの可能性があります。 

エラーに応じて、BERとSERが同じになることも、BERがSERの半分になること（各シンボルエラーが1ビットエラー
の場合）もあります。 

PAM4信号を生成する一般的な方法の1つに、2つのバイナリーの重み付けされたNRZストリームを使用する方法があ
ります。その際、PAM4信号を生成するため、パワーコンバイナーを使用してストリームを結合します（後ほど説明し
ます）。ただしこの方法では、NRZトランスミッターの1つにスルーレート、不正確な電圧レベル、スキューなどの問
題があると、PAM4出力の特定の遷移でのみ現れるエラー（シンボルエラー）が発生する可能性があります。こうした
状況が起こる原因は、特定の遷移タイプでエラー解析を実行することにより診断可能です。 

PAM4システムを特性評価するには、BERとSERを完全に理解することが必要です。SERがPAM4信号の特性評価に極
めて重要な役割を果たすからです。PAM4には4つのシンボルがあるので、合計5つのSER測定が考えられます。4つは
個別SER測定であり、1つは上記で説明した合計SER測定です。1つのPAM4シンボルがエラーに遭遇したとき、どの
シンボルがエラー状態にあるか（0、1、2、または3）を知ることも重要です。この情報に応じて、シンボル0/1/2/3エ
ラー比の可能性があります。 

これらのSERを知ることで、エラー状態にあるPAM4シンボル、または特定のシンボルがエラーに遭遇する頻度を特
定できます。この詳細なSER解析は、PAM4システムの完全な特性評価に役立ちます。以下に、PAM4の合計SERと
PAM4の個別シンボルSERの式を示します。 

 SER（合計）＝ 全エラーシンボル数

伝送された全シンボル数
 

 

シンボル0/1/2/3エラー比＝ 全エラー0または1または2または3数

伝送された全0または1または2または3数
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BERTシステム 
BERとSERを確認するには、ビット・エラー・レシオ・テスト(BERT)システムを使用します。BERTシステムは、パ
ターンジェネレーター(PG)、エラーディテクター(ED)、クロックで構成されています。PGが、ビットまたはシンボル
の既知のパターンを作成します。パターンは、DUTを通過し、DUTを経由してEDにループバックします。EDが、受
信パターンを期待パターンと比較してBERを計算します。図3に、BERTを使用した基本的なテスト構成を示します。
レシーバー入力に送信されるテストデータは劣化しているため、ループバックパスはクリーンでなければなりません。
つまり、DUTには、ループバックに適したトランスミッターとBERT EDへの短いトレースまたはケーブル接続が必要
です。 

 

BERTの一般的な特性 

• テスト信号のフル・データ・レート動作 

• すべてのデータをリアルタイムでテスト 

• リアルタイムの連続テスト 

• エラーディテクターはサンプリングシステムではありません。このデータレートですべてのビットとエラービッ
トをリアルタイムでカウントします。信号を捕捉して処理するオシロスコープとは異なります。 

• BER＜10-12のような低い目標BERの検証に便利 

• PG出力とED入力は電気なので、光モジュールをテストするには、外部グレードE/O、変調器付きの波長可変レー
ザー光源、O/Eコンバーターが必要 

• PGにユーザー制御のエラー挿入機能を装備 

o マニュアル（シングルエラー）またはBERの設定が可能（例えば、10²～10-6）。 

o ループバック設定の確認や、DUTの内部エラーカウンターのチェックに便利 

PAM4信号の生成 
PAM4信号出力する方法は2つあります。1つ目は、2つのNRZパターン信号を使ってPAM4信号を生成する方法です。
2つ目は、PAM4パターンを直接生成する方法です。両方の方法について説明します。 

2つのNRZ信号を用いたPAM4信号の生成 
PAM4用の4レベル信号を作成するには、振幅が異なる2つのNRZパターンが必要です。これら2つのNRZパターンは、
最下位ビット(LSB)パターンおよび最上位ビット(MSB)パターンとして機能し、互いに加算されてPAM4信号を形成し

 
図3：BERTを使用した基本的なテスト構成 
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図5：2つのNRZ信号を用いたPAM4信号の生成 
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ます。各NRZパターンに対応するロジックステートは、0または1です。2つのNRZストリームを考えると、ロジック
ステートは00、01、10、または11です。 

例として、図4に、異なる振幅（－400 mVpp～400 mVpp MSBおよび－200 mVpp～200 mVpp LSB）を使用したMSB 

NRZパターンとLSB NRZパターンを示します。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4：2つのNRZ信号を用いたPAM4信号の生成 

 

図5に示すように、LSB NRZチャネルに6 dBのアッテネータを追加すると、異なる振幅が得られます。MSBを表す出
力に減衰経路に等しい遅延を追加します。2つの信号は、RFパワーディバイダーを使用して合計されます。実際には、
10 dBと3 dBの2つのアッテネータがよく使用されます。両方の経路で減衰を行うと、PAM4システムの問題の発生原
因となる、伝送ラインでの不整合によって生じる反射の影響が減少します。9 dBアッテネータは一般に入手できない
ため、LSB出力では10 dBアッテネータが使用されます。パターンジェネレーター出力の増幅制御を使って1 dBの誤
差を補正します[3]。図5に、簡略化したブロック図を示します。 
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この方法は単純で容易に見えますが、付随する特定の適用限界があります。 

2つのNRZ信号を用いたPAM4信号の生成の課題 
• 柔軟性の欠如：個々のアイの高さを独立して変更できません。アイの高さを変えるには、両方のNRZチャネルの

振幅を変更します。ただし、これは、3つのアイすべての高さを個別に調整する場合に役立ちません。 

• スキュー：結合されたNRZチャネルの位相が、互いに、およびクロックと完全に揃っていることを確認します。
個々のNRZ位相にわずかな差があると、アイの開口が狭くなり、品質に直接影響します。この問題は、ジッタが
注入されると顕著になります。 

• ディエンファシス：チャネル損失を補正するためのディエンファシスの導入が困難です。出力でディエンファシ
スを取得するには、各NRZチャネルにディエンファシスを適用する必要があります。 

• 外部アクセサリは、信号品質を低下させ、利用可能な振幅範囲を狭めます。 

 

ネイティブなPAM4信号の生成方法であれば、これらの問題を解消できます。柔軟性の欠如やスキューの問題を取り
除く場合は別として、デバイスを使用する必要はありません。ただし、2つのNRZ信号を使用したPAM4信号の生成方
法では、チャネルパスの不規則性を排除するため、アッテネータとパワーディバイダーが必要です。 

キーサイトのM8040A BERT PGは、ネイティブな方法で、さまざまなレベルのPAM4信号を生成します。図6に、DCA-

MサンプリングオシロスコープでM8040Aを使用して作成されたPAM4信号のアイダイアグラムを示します。 

 

図6：サンプリングオシロスコープの差動PAM4信号表示  

エラー検出手法 
エラーディテクター(ED)は、パターンを受信し、それを期待パターンと比較し、BERを計算します。期待パターンは、
PRBSなどのアルゴリズム的に作成されたパターン、またはメモリベースのパターンです。有効なBER測定を実行す
るには、EDは、入力パターンとの同期やサンプリング遅延ポイントの調整のために、データレートを知る必要があり
ます。さらに、サンプリングしきい値を通して正確な決定を下すため、振幅レベルに関する情報も必要とします。 
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EDの品質は、以下によって決まります。 

• リアルタイムのエラー解析 

• サポート可能なさまざまな期待パターン：PRBS、SPQR、PRBS31Q、またはメモリベースのパターン 

• サポートされているデータレート 

• サポートされている入力振幅レベル、EDの感度 

• フルサンプリング。これは、各ユニットインターバル(UI)のサンプリングを意味します。 

• 真のBER測定、期待パターンとの比較 

• 固有ジッタ 

• イコライゼーション、アイ開口能力 

• PAM4検出機能 

• ジッタ耐力、BERTスキャン、全ジッタ測定、しきい値レベルを高精度で移動させるQ値などの測定機能 

• パラメータ掃引 

 

EDの仕組み： 

• BERTシステムには、リアルタイムに、仕様化されたデータレートでビットとエラービットをサンプリングする

EDがあります。メモリベース、またはPRBSパターンなどのアルゴリズム的に作成された期待パターンと 受信パ

ターンを比較し、リアルタイムのBER計算を作成します。 

 
NRZ EDの動作 

入力信号がNRZパターンである場合、入力信号を検出するには単一のしきい値電圧で十分です。しきい値電圧は、2つ
のNRZ遷移瞬時値の中間点である0ボルトに設定されます。サンプリングされた電圧がしきい値を超えている場合は
ロジック1と解釈され、しきい値を下回っている場合はロジック0とみなされます。 

サンプリングしきい値はNRZアイの中心に存在する必要があるため、サンプリングの瞬間にあいまいさなしに入力信
号レベルが決定されます。サンプリングしきい値とサンプリングポイント遅延（サンプリングの瞬間、または遅延の
瞬間）に応じて、NRZに対して1か0かを決定します。その受信パターンと期待パターンを常に瞬間的に比較してBER

を計算しますので、BER測定はリアルタイムで実行されます。 

図7に、NRZ EDの品質を示します。品質は、アイ開口部の中心を見つけるため、サンプリングポイントに対してサン
プリング遅延としきい値レベルに関する調整を行う際の、分解能と精度によって決まります。 
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図7：NRZ EDサンプリングポイント。 

NRZ信号は、上述の特性をサポートするNRZ EDによって、リアルタイムでフルに特性評価されます。EDがPAM4信
号の解析にどのように使用されるかを見てみましょう。 

PAM4エラー解析 
PAM4にNRZのEDを使用する方法 

NRZ EDを使用したPAM4 BERの検出にはさまざまな方法があります。このうちの3つの方法が、特に注目を集めてい
ます。 

1. 1チャネルNRZ EDを使用し、サンプリングポイントをアイごとに変えます。単一アイのBERを計算し、その情報
を使用してPAM4信号を取得します。この方法ではNRZ EDを1つだけ使用します。この方法の主な欠点は、デー
タの一部が欠落していることです。表示できるアイは1つだけです。 

2. PAM4信号を2つのNRZ信号にデマルチプレックスします。図8に示すように、両方のチャネルのBERを使用して、
入力PAM4信号の合計BERを提供します。 

3. PAM4信号を2つのパワーディバイダーを使用して3つの信号に分割し、それぞれがNRZ EDに接続します。各アイ
に対してPAM4 BERが同時に出力されます。ただし、これはSERではありません。この方法の利点は、アイが水
平方向にスキューされているので、サンプリングポイントの遅延の調整ができます。ただし、パワーディバイダー
の追加使用により信号の振幅が減少することが難点です。 

 

図8：PAM4信号を2つのNRZ信号に分解 
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NRZ EDの課題 

これらのNRZ EDを使用する方法には、以下の課題があります。 

• 2番目の方法では、クロック信号にジッタがある場合や、DUTにクロックをリタイミングするクロックリカバリー
機能がある場合、デマルチプレクサーのクロッキングが問題になります。 

• 3番目の方法では、PAM4信号がパワーディバイダーを使用して分割されると、信号は最小値まで減少され、S/N
比の低下を招きます。PAM4信号の振幅が減少し、エラーディテクターの検出限界（感度）に達し、1ではなく0
と、誤って解釈される可能性があります。 

• 信号経路に何らかのコンポーネントを追加すると、損失が発生し、遅延と信号の歪みが増加します。 

• 二重カウントの問題：この問題はシンボル・エラー・レートに当てはまります。各アイをモニターするため3つの
個別スライサーを使用するエラーディテクターは、この問題の影響を受けやすくなります。例えば、PAM4シンボ
ルの期待値が0（2進数00）で、アナログ入力信号が2と3の間にある場合、下側と中央のアイをモニターしている
スライサーは、両方ともハイ信号を出力します。2番目のスライサー出力をマスクするため追加ロジックを使用し
ない場合、図9に示すように、この1つの不良シンボルに対して2つのシンボルエラーがカウントされます。 

 

図9：二重カウントの問題 

 

エラー検出システムは、二重カウントを防ぐためマスクコードを使用する追加ロジックを必要とします。マスクコー
ドは、期待パターンとともにパターンメモリに保存されます。このマスキングは、3つのEDチャネルすべてがビット
同期されている場合にのみ機能します。パターンエディターのソフトウェアが、適切なマスクコードを作成するため、
パターンを事前にエンコードします。ED内の特定ロジックが、期待シンボルコードの値に応じて複数のスライサーの
出力をマスクします。 

上の例では、期待値は0です。中間と上側のアイをモニターするスライサーの出力はマスクされ、下側のアイのスライ
サーのみが、エラーカウンターへの供給に使用されます。この手法は有効で、パターンに保存されているマスクコー
ド情報に従った、メモリベースのパターンを使用する場合にのみ機能します。 

400Gクラス規格のレシーバー・コンプライアンス・テストに使用される最も一般的なテストパターンである
PRBS31Qなど、長いPRBSパターンには機能しません。  
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ダイレクトPAM4解析 

上記の課題を克服するため、リアルタイムのダイレクトPAM4解析が実装されています。これは、3つの信号アイで、

入力PAM4信号の3つのしきい値すべてが同時にサンプリングされる場合に実現できます。  

 

図10：PAM4電圧しきい値 

 

図10に、PAM4信号とそのしきい値電圧を示します。信号が遷移しているとき以外は、入力PAM4シーケンスは、電圧
レベル0、1、2、または3を表します。3つの電圧しきい値を同時にサンプリングすることで、個々の電圧しきい値のロ
ジック1ステートまたはロジック0ステートは、PAM4シンボルおよび該当グレイコードに対応します。それが、次に
ルックアップテーブルを使用してリアルタイムで問題なくデコードされます。表2に、動作をまとめます。 

PAM4レベル Vupp Vmid Vlow グレイコード 

3 1 1 1 1 0 

2 0 1 1 1 1 

1 0 0 1 0 1 

0 0 0 0 0 0 

表2：PAM4デコードテーブル 

 

例：サンプリングされたしきい値電圧がVupp＝0、Vmid＝1、Vlow＝1の場合、入力シンボルはPAM4レベル2シンボル
です。 

ダイレクトPAM4シンボル受信完了後、 BER測定とSER測定を計算するため、期待PAM4シンボルと比較します。 

アイの高さが変化するPAM4信号を検出することも可能で、スライサー（サンプラー）のしきい値は、期待PAM4信号
に従って設定されます。 
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ダイレクトPAM4検出の利点 

PAM4信号のBERまたはSERの測定には、前述のようにさまざまな方法がありますが、ダイレクトPAM4検出には、他
の方法より利点があります。 

• リアルタイムPAM4解析：ダイレクトPAM4検出はリアルタイムで実行され、後処理が不要です。これは大きな
利点です。キャプチャーメモリ容量を超える長いPRBSパターン（例えば、QPRBS31）を測定できるようにな
るからです。また、SERおよびBERカウンターがリアルタイムで更新されるため、10-12以下の低い目標BERの
測定時間を最小化できます。 

• ルックアップテーブルを使用すると、二重カウントの可能性が排除され、マスキングの必要性およびメモリ
ベースパターンのそれに対応する制限がなくなります。 

• 規格で推奨されているグレイコードパターンをサポートします。 

• 詳細なエラー解析：シンボル0、1、2、および3に対する個々のシンボル誤り率測定を含め、受信シンボルの詳
細なエラー解析が可能です。詳細なSER解析は、リアルタイムでPAM4の期待パターンと比較した場合にのみ
行えます。エラーの考えられる原因を検討する際に役立つ、強力なトラブルシューティングツールです。 

• さまざまなアイの高さを持つアイの検出：この機能により、ユーザーはさまざまなアイの高さのPAM4信号を
自分の要件に従って検出できます。実現するには、期待PAM4信号に従ってサンプリングポイントしきい値を
設定します。 

• EDは1つしかないため、スキュー補正校正は不要です。 

 

M8040Aを使用した誤り率解析 

キーサイトのM8040Aは、高度に統合された、物理層特性評価およびコンプライアンステスト向けのBERTです。
PAM4/NRZ信号と最大64 G baud（128 Gbit/s相当）のシンボルレートをサポートし、すべての最新400/200 GbEおよ
びCEI-56G規格に対応しています。M8040A BERTの真のエラー解析による、再現性のある正確な結果によって、デバ
イスの性能マージンを最適化できます。 

M8040Aは、M8045A パターン・ジェネレーター・モジュールとM8046A エラー・ディテクター・モジュールで構成さ
れています。広範囲の測定値が得られるため、誤り率解析が容易になります。M8040A高性能BERTの主な機能は、以
下のとおりです。 

• NRZ/PAM4信号の真のリアルタイム解析 

• ジッタ、ディエンファシス、イコライゼーション機能との高度な統合。ループとエラー挿入機能を備えたパター
ンシーケンサーを含め、アルゴリズムPRBS、QPRBS、メモリベースのパターンなど、幅広いパターンにも対応 

• スケーラブルかつアップグレード可能 

• M8070AシステムソフトウェアがM8040A BERTを制御。図11に、誤り率測定を備えたM8070Aユーザーインタ
フェースを示します。 
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図21：M8070A 詳細BERテストインタフェース2 

M8040Aの概要 
キーサイトのM8040A高性能BERTの真の利点が見られるのは、PAM4の作成／解析時です。M8040Aは、PAM4信号の
詳細なBER/SER解析を提供します。M8040A高性能BERTは、M8045A PGとM8046A EDの2つの主要部分に分けられ
ます。 

M8045A PGにより、最大64 G baudのデータレートが得られます。NRZとPAM4の両方のラインコードをサポートしま
す。PRBS、QPRBS、SSPR、メモリベースのパターンなどの幅広いパターンもサポートしています。M8045A PGは、
M8057A リモート・ヘッド・モジュールに接続されます。このリモートヘッドにより、必要なケーブル長を減少させ、
PGの出力をDUTのできるだけ近くにセットできるようになります。M8045A PGの主な利点は、PAM4リニアリティー
です。PAM4リニアリティーは、M8070A ソフトウェアインタフェースを介して個々のアイの高さを調整し、個別の要
件に従ってPAM4アイを作成する能力を指します。こうしたリニアリティー機能は、M8045A PG独自の特長です。 

M8046A EDは、PAM4/NRZ信号のリアルタイム解析を提供します。 

エラー・アナライザ・モジュールM8046Aの主な機能は次のとおりです。 

• アナライザモジュールごとに1つの差動チャネル 

• PAM4では最大30 G baud、NRZでは最大64 Gb/sのシンボルレート  

• ネイティブPAM4デコード 

• アナライザ入力で閉じたアイを再度開くための内蔵イコライゼーション 

• QPRBS31、パターンメモリ、パターンシーケンス、マスキング、グレイコーディング、カスタムPAM4シンボル
マッピングなどの選択可能な期待パターン 

• PAM4およびNRZ信号のクロックリカバリー 

• DUT制御インタフェースにより、M8070Aソフトウェアから内蔵エラーカウンターにアクセス可能 
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図3に、M8045A PG、M8046A ED、M8057Aリモートヘッドを備えた、M8040A高性能BERTシステムを示します。 

 

図32：M8045A PG、M8046A ED、M8057Aリモートヘッドを備えたM8040A BERTシステム3 

M8040A BERTを使用したPAM4解析 
PAM4システムを効果的に特性評価するには、ダイレクトPAM4検出が重要です。上述のように、PAM4では、SERは
重要な測定です。M8046A EDを使用すると、受信したPAM4データをリアルタイムで完全に特性評価することができ
ます。M8040A EDによる入力PAM4信号の解析は、ダイレクトPAM4検出によって3つのしきい値すべてを同時にサン
プリングしながら、リアルタイムで行われます。1つのサンプリング遅延ポイントを使って、3つのしきい値すべてを
一度にサンプリングします。ダイレクトPAM4検出に関するすべての利点が、M8040A高性能BERTにも当てはまりま
す。M8040Aにより、BER測定とSER測定のほか、5つすべてのPAM4 SER測定といった詳細なエラー解析も得られま
す。このうち4つは個別PAM4シンボル用です。1つは、すべてのシンボル、シンボル0からシンボル3までの各シンボ
ルで発生したエラーの数、比較ビットの合計数、および比較シンボルの合計数を考慮した合計SER測定です。M8040A

から、PAM4信号のすべての可能なBER測定値とSER測定値が出力されます。 

BERの場合、比較ビット、伝送ビット、エラーが発生した0、エラーが発生した1、0のBER、および1のBERの合計数
など、トータルBERシステムの測定値が表示されます。図13に、M8070A ソフトウェアインタフェースで表示される
詳細なPAM4エラー解析を示します。 

 

図13：M8070A ソフトウェアインタフェースで表示されるPAM4測定値 
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まとめ 
• PAM4は、シリアルデータ送信に必要なチャネル帯域幅をNRZの半分に減らす、帯域幅効率に優れた方

法です。 

• PAM4システムの完全な特性評価では、BERとSERが、PAM4シグナリングを使用したリンクの特性評価、
デザイン、デバッグにおいて重要な役割を果たします。PAM4信号の場合、合計5つのSER測定が可能で
す。4つは個別シンボルに対応し、残り1つは合計SER測定です。 

• PAM4信号は、2つのNRZ信号を結合して作成するか、または直接作成することが可能です。2つのNRZ
信号のリミットを組み合わせると、各レベルの個別設定機能、またはディエンファシスの導入機能が生
まれ、遅延／スキュー校正が必要になります。直接作成方法にはこれらの適用限界がありません。 

• 代表的なBERTシステムにはEDがあります。EDが、仕様化されたデータレートでリアルタイムにすべて
のビットとエラービットをカウントします。 

• NRZ EDを使用したPAM信号のエラー解析には、ハードウェアが増加する点とリアルタイム解析が行わ
れない点で、一定の適用限界があります。 

• 適用限界なしにPAM4信号を生成する最も効率的な方法は、ネイティブPAM4生成手法です。グレイコー
ド化をサポートし、二重カウント問題も回避できます。 

• キーサイトのM8040A高性能BERTは、ダイレクトPAM4作成／検出方法を使用しています。M8040Aで
は、上記の利点が活用されています。M8040Aは、個別のシンボル値のSERを含むBERとSERに関する
詳細なエラー解析を提供するだけでなく、長いPRBSパターンとメモリベースパターンの両方をサポー
トします。長いPRBS 231-1またはQPRBS31パターンの場合でも、10-15までの誤り率を測定すること
ができます。この詳細な誤り率解析は、ユーザーによるデジタルシステムの特性評価とトラブルシュー
ティングに役立ちます。 
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