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ジッタという言葉は様々な意味を持っています。例えば、プロトコル層ではパケットの到達間隔の揺らぎと定義され、物理層では信号の
揺らぎと定義されています。さらに、アプリケーションによって信号周期の揺らぎや、理想的な信号からの揺らぎで定義されている場合も
あります。
このアプリケーション・ノートでは高速シリアル伝送の物理層で定義されているジッタを取り上げてご説明します。

はじめに
Serial ATA （SATA）、Fibre Channel （FC）、
PCI Express 等に代表されるようなハイ
スピード・デジタル・シリアル通信では
GHz 帯域の信号が用いられています。
このような高速信号を取り扱う上ではタ
イミング・マージンの減少はエラー発生
の大きな要因となるため、ジッタ測定は
各規格において重要な測定項目となっ
ています。
図 1 にアプリケーションで要求されてい
るジッタ測定を示します。また、ジッタの
発生要因や特性を理解することは、不
具合個所の切り分けに大きく貢献するた
め、ジッタに対する知識が様々なアプリ
ケーションで要求されています。
図 2 にアイ・ダイアグラムを示します。こ
の 2 つのどちらが悪い（エラーが発生し
やすい）アイ・ダイアグラムと思われるで
しょうか？同じビット・レートで測定器の
設定は同じです。アイ・ダイアグラムを見
る限り、右のアイ・ダイアグラムの方が閉
じたアイを示していますので悪いアイ・ダ
イアグラムだと思われる方も多いかと思
いますが、実はこの例だと右の方が良い
（エラーが発生しにくい）アイ・ダイアグラ
ムになります。なぜ右の方がよいアイ・
ダイアグラムなのかは、後ほどご説明し
ます。

図 2. どちらのアイ・ダイアグラムが悪い波形なのか？

図 1. アプリケーションごとに要求されているジッタの測定項目
要求されるジッタの項目はアプリケーション、伝送レートによって異なり
ます。同じアプリケーションでも伝送レートが速くなればなるほど厳しい
試験が要求され、試験系も複雑になる傾向があります。
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ジッタとは？
ジッタはデジタル信号の位相（時間）ゆら
ぎと定義されています。一般的には 10
Hz 以上のゆらぎをジッタ、10 Hz より小
さいゆらぎをワンダと定義しています 1）。
図 3 にジッタの例を示します。さまざまな
規格でジッタは定義されていますが、そ
の評価手法はひとつでは無く、数多くの
測定器が使用されます。
表 1 に代表的な測定手法と測定器を示
します。

ジッタを構成する要素に
ついて
一 般 的 に 、Cycle to cycle ジ ッ タ 、Ncycle ジッタ、周期・周波数ジッタはクロッ
ク信号の短期、長期安定度の評価、デ
ータレート・ジッタ、TJ (Total Jitter)、RJ
(Random Jitter)、DJ (Deterministic
Jitter) はデータ信号のタイミング評価に
用いられています。上記パラメータの中
でも DJ / RJ 分離、TJ 測定はハイスピ
ード・デジタル・シリアル通信において特
に重要な測定項目です。

図 3. ジッタの例
ジッタとはデジタル信号の位相（時間）ゆらぎで、一般的にはゆらぎ
の周波数が 10 Hz 以上をジッタ、10 Hz より低い周波数で変動する
ゆらぎをワンダと定義しています。ジッタの単位は deg、rad の角度
表示、s、UI の時間表示が用いられています。1UI = 1/ビットレート、
例：10 Gb/s の 1UI = 1/1010 = 100 ps

表 1．ジッタの測定方法と解析ツール一覧
ジッタの測定手法は数多くあり、それに用いる測定器もさまざまです。何を測定したいのかを踏まえたうえで測定器を選択する必要があります。
○は測定可能、△は条件付で測定可能
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DJ/RJ 分離は TJ を迅速に推定するた
めやジッタによって発生している不具合
解析の診断ツールとして使われます。ま
た 、TJ 測 定 は 符 号 誤 り 率 （BER: Bit
Error Ratio）測定の代用として使われて
います（ジッタのみが BER に影響を与え
ると仮定した場合）。図 4 にジッタの構成
要素を示します（デジタル・アプリケーシ
ョンでの定義）。 RJ は、一般的にガウス
分布に従い、観測時間を長くすればする
ほ ど そ の p-p 値 が 大 き く な る 特 性
（Unbounded な特性）をもっています。
一方、DJ は様々なシステマティックな要
因により発生し、その p-p 値はある一定
の値になる特性（Bounded な特性）をも
っ て い ま す 。Unbounded、Bounded な
特性から TJ は算出されるため、ある特
定の BER で TJ の値を定義しています。
図 5 に TJ の考え方を示します 2）。

図 4. ジッタの構成要素
ジッタには様々な構成要素があり、データとは無依存に発生する
RJ、データに依存して発生する DJ に大きく分類されます。DJ はさ
らに BUJ、PJ、DDJ に分けられ、PJ は SRJ、UPJ、DDJ は ISI、
DCD に分けられます。

図 5. TJ の考え方
RJ は理論的には時間と共に増加する値のため、特定の BER で定
義する必要があります（様々な規格において BER = 10-12 が採用さ
れています）。低い BER まで実測するには時間がかかるため、多く
の測定器では RJ の rms 値を測定し、その値に BER に依存した係
数を掛け算して RJ の p-p 値を求めています。
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ジッタの発生原因
前述したように、ジッタには様々な構成
要素があり、それらの発生原因も様々で
す（図 6）。
デューティ・サイクル・ディストーション
（DCD: Duty Cycle Distortion）はロジッ
ク０とロジック 1 のパルス幅の差で定義
され、主に 2 つの発生原因があります。
１つめはドライバ回路のしきい値にオフ
セットがある場合、2 つめは立ち上がり、
立ち下がり時間が非対称の場合です。
インタ・シンボル・インタフェレンス（ISI:
Inter Symbol Interference）は立ち上が
り、立ち下り時間のばらつきで定義され、
主に 2 つの発生原因があります。

１つめは伝送路の帯域不足によって立
ち上がり、立ち下り時間がばらつく場合、
2 つめはインピーダンスの不連続によっ
て発生する反射によって立ち上がり、立
ち下り時間がばらつく場合です。DCD、
ISI はデータ・パターンに依存して発生す
るため、データ・ディペンデント・ジッタ
（DDJ: Data Dependent Jitter）という分
類に区分されます。
サブ・レート・ジッタ（SRJ: SubRate Jitter）
はデータ・レートと関連した周期を持った
ジッタ成分と定義されています。
主な発生原因としては、分周や逓倍され
た基準クロックがデータ・レーンに干渉
する場合や MUX (Multiplexer)デバイス
のパラレル・レーンに揺らぎがある場合
です。例えば、1:8 の MUX デバイスで
パラレル・レーンの特定のレーンだけに

揺らぎがある場合、シリアル側では 8 ビ
ット毎にジッタが発生することになります。
アンコリレート・ピリオディック・ジッタ
（UPJ: Uncorrelated Periodic Jitter）は
データ・レートとは無関係な周期を持っ
たジッタ成分と定義されています。
主な発生原因としては、電源のスイッチ
ング周波数がデータ・レーンに干渉する
場合です。
バウンデット・アンコリレート・ジッタ(BUJ:
Bounded Uncorrelated Jitter)は RJ の
ようにランダム性を持つが、有限な p-p
値を持つ成分と定義されています。
主な発生要因としては、パラレル伝送路
にクロストークがある場合です。

図 6. ジッタの発生要因
ジッタは様々な要因で発生します。例えば、Ref Clock の位相雑音は RJ、channel(伝送路)の帯域が足りない、反射が多ければ ISI、しきい値レベルにオフセットが
生じていれば DCD、周期性を持った信号が伝送レーンにカップリングすれば PJ、パラレル伝送路で信号間がカップリングすれば BUJ が発生します。
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アイ・ダイアグラムによ
るジッタの評価
アイ・ダイアグラムで各ジッタの比較を行
うと特徴がよく分かります。図 7 にジッタ
のアイ・ダイアグラム表示を示し、図 8 に
アイ・ダイアグラムと TIE の関連を PJ が
支配的な信号を例に示します。
a） アイ・ダイアグラムでのヒストグラム表示

ここで図 2 を思い出してください。各ア
イ・ダイアグラムのジッタはどのような成
分で構成されていたのでしょうか？各ア
イ・ダイアグラムのジッタ測定値を図 9
に示します。TJ の値を見るとクリーンな
アイ・ダイアグラムの方が悪い値を示し
ていることが分かります。これは RJrms
の値が 11.06 ps と下側のアイ・ダイアグ
ラムの 2 ps と比べて大きいためです。
前述したとおり、RJrms の値に 14.1 の
係数を掛け算することにより BER=10-12
での RJ を算出できるため、RJrms の値
が 1ps 異なると BER = 10-12 での RJ の
値は 14.1 ps 異なることになります。
この例では約 9 ps 程度 RJrms 値に差
があるので、10-12 で RJ を観測すると約
127ps の差が生じることになります。DJ
の差は約 90 ps なので、下側のアイ・ダ
イアグラムの DJ 値より上側のアイ・ダイ
アグラムの RJ 値が大きいため、結果的
にクリーンに見える上側のアイ・ダイアグ
ラムの方がジッタが悪い（エラーが起こり
やすい）という結論になります。

b) TIE のデータ、ヒストグラム、TIE の周波数解析

図 8. アイ・ダイアグラムと TIE の関係（PJ が支配的な波形の例）
アイ・ダイアグラムでのヒストグラムを見ると、周期的に変動しているジッタ成分が
存在していることは分かりますが、この情報からはどんな周波数で変動している
のか分からないため、より詳細な解析を行うことは出来ません。TIE の時間変動を
解析すれば、どのような周波数のジッタが存在しているのか分かる上、他の信号
との時間相関を取りながら解析することが可能になるため、トラブルシュートに有
効なツールになります。

図 7 ジッタのアイ・ダイアグラム表示（しきい値 50%でのヒストグラム
表示）
DCD のヒストグラムは、クロスポイントの変動によって生じた２つのピ
ークを示します。ISI のヒストグラムは、立ち上がり・立ち下り時間の
ばらつきによって生じた複数のピークを示します。RJ のヒストグラム
は、ガウシアン分布を示します。PJ のヒストグラムは、周期的に変動
する成分を示します。実際の信号は、特定のジッタのみが存在する
わけではなく、DCD+ISI+RJ+PJ が混在したヒストグラムを示します。

図 9. 図 2 のジッタ成分
TJ の値を見ると、一見クリーンに見えるアイ・ダイアグラム（上図）の方
が悪い値を示していることが分かります。各成分を見ていくと、上図の
アイ・ダイアグラムは RJrms = 11.06 ps、DJ = 3 ps、下図のアイ・ダイ
アグラムは RJrms = 2 ps、DJ = 92.9 ps となっています。RJrms の値
が 1 ps 異なると BER = 10-12 での RJ の値は 14.1 ps 異なることになり
ます。この例では約 9 ps 程度 RJrms 値に差がありますので、10-12 で
RJ を観測すると約 127 ps の差が生じることになります。DJ の差は約
90 ps なので、汚く見える下図のアイ・ダイアグラムの DJ 値より、クリ
ーンに見える上図のアイ・ダイアグラムの RJ 値が大きいため、結果的
にクリーンに見えるアイ・ダイアグラムの方が、ジッタが悪い（エラーが
起こりやすい）という結論になります。
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各種のジッタ測定法
ジッタ測定は、ジッタ・ジェネレーション
（発生）、ジッタ・トランスファ（伝達）、ジッ
タ・トレランス（耐力）の 3 種類に分類さ
れ、各々測定法が規格 3）、4）で決められ
ています （図 10）。

ジッタ・ジェネレーション
の測定
アイ・ダイアグラムによ
る評価
オシロスコープを用いてアイ・ダイアグラ
ムを観測する方法で、アイ・ダイアグラム
のクロスポイントでヒストグラム解析する
手法や規定のマスクに波形が抵触する
か確認するマスク試験があります（図
11）。最も直感的でジッタ特性の全体像
を把握するのに適していますが、DJ/RJ
等のジッタ成分を詳しく解析することは
できません。RJ の値は時間と共に増加
する成分になりますので、測定時間によ
って値が変わってしまうという問題点が
あります。
また、アイ・ダイアグラムを測定するため
には、データ信号とは別にクロック信号
が必要となり、このクロック信号は、直接
入力するか、データ信号からクロック再
生する必要があります。

図 10. ジッタ測定の種類
ジッタの測定は大きく 3 つに分類することが可能です。ジッタ・ジェネレーション
（発生）は、デバイスからどのようなジッタが出力されているのか。ジッタ・トランス
ファ（伝達）は、入出力を持つデバイスのジッタ伝達関数。そして、ジッタ・トレラン
ス（耐力）は、レシーバがどのようなジッタに耐えられるかを評価する測定です。

ヒストグラム評価

マスク評価

図 11. ジッタ測定の種類
アイ・ダイアグラムによる評価は直感的で、波形品質の特徴を定性的に把握す
ることは可能ですが、ジッタの分離解析や不具合解析には向いていません。

再生クロックの場合、クロックリカバリ回
路（CRU: Clock Recovery Unit）のルー
プ帯域幅が観測波形（ジッタ）に影響す
るため注意が必要です（図 12）。データ
コムの規格(Fibre Channel、イーサネット
等 の デ ー タ 通 信 の 規 格)で は
birate/1667、 テ レ コ ム の 規 格
(SONET/SDH、主に音声通信の規格)で
は bitrate/2500 という値が一般的に使
われています。
CRU のループ帯域幅 6 MHz

RJ をガウシアン分布と仮定してヒストグ
ラムに外挿をすることにより、DJ/RJ 分
離を行う手法もありますが、ヒストグラム
の形状、外挿の手法によっては DJ/RJ
の分離を誤る可能性があるので注意が
必要です。

CRU のループ帯域幅 50 kHz

図 12. CRU のループ帯域幅による観測波形の差
CRU で再生したクロックを使う場合、ループ帯域幅により観測される波形が変
わるので注意が必要です。デバイスの出力している波形を評価する場合はでき
るだけ狭帯域に設定し、規格適合試験あるいは擬似受信器として使用する場
合は規格で規定されている帯域、もしくはレシーバの仕様に合わせる必要があ
ります。
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バスタブ・カーブ
（Bathtub Curve）
バスタブ・カーブとは 0、1 の判定しきい
値によるエラー発生確率（累積確率分布）
を示したもので、Bit Error Ratio Tester
（BERT）による直接測定法と、オシロスコ
ープ等を用いた間接測定法（確率密度
から累積分布に）があります。この手法
も RJ をガウシアン分布と仮定してバス
タブ・カーブにフィッティングをすることに
より、DJ/RJ 分離が行えます（図 13）。
BERT を用いて長時間の BER 測定を行
うことにより、例えば、10-12 までの BER
測定を行いバスタブ・カーブの測定をす
れば、外挿ではない“真の TJ”を求める
ことができます。しかし、低い BER まで
実際に測定を行うことは時間がかかるた
め、短時間でのバスタブ・カーブから外
挿により TJ を求めることがよく行われて
います。
外挿ではない“真の TJ 測定”は外挿を
用いる各種測定法の信頼性を評価する
ためによく使用されます。

アイ・ダイアグラムの評価と同様に、測
定に再生クロックを用いる場合は CRU
のループ帯域が観測されるジッタに影響
を与えるので注意が必要です。

時間領域測定
測定パラメータとしては、Cycle-to-Cycle、
N-Cycle ジッタ、Time Interval Error（TIE）
等があり（図 14）、オシロスコープ、Time
Interval Analyzer（TIA）等で測定を行い
ます。Cycle-to-Cycle ジッタはクロックの
隣り合う周期の差で定義され、N-Cycle
ジッタはクロックの N-Cycle を１つのグ
ループとし、隣り合うグループの周期差
で定義されています。TIE は理想的なエ
ッジからのずれでジッタが定義されてお
り、多くの時間領域での測定器は TIE の
結果をもとに独自の解析アルゴリズムを
適用させ DJ/RJ 分離、TJ 推測を行って
います。また、一部の測定器では縦軸ノ
イズの解析を振幅方向の TIE から解析
できるものもあります。TIE の評価では
理想的なクロックの定義が他測定法と同
様に観測されるジッタに大きな影響を与
えるので注意が必要です。

オシロスコープや TIA で BER 解析がで
きると宣伝されている測定器メーカもあ
りますが、あくまでもジッタやノイズの値
から推測しているだけに過ぎず、決して
BERT の代用になるものではありません
のでご注意下さい。BER の値を信頼性
高く評価するためにはやはり BERT が必
要になります。

サンプリング・ポイントを挿引し BER 測定

サンプリング・ポイント
図 13. バスタブ・カーブによる DJ/RJ 分離、TJ 測定
バスタブ・カーブは縦軸が BER、横軸がサンプリング・ポ
イントを表しており、各サンプリング・ポイントでのエラー
の発生確率を示しています。バスタブ・カーブの裾野は
RJ が支配的な領域であるため、ガウシアン・カーブをフ
ィッティングし DJ/RJ を分離しています。バスタブ・カー
ブの測定結果がバスタブ形状をしているため、この名が
ついています。

図 14. 各種時間領域での測定
Cycle-to-Cycle ジッタは隣り合う周期の差で定義され、N-Cycle ジッタは N
周期をグループとし、隣り合うグループの時間差で定義されています。TIE
(Clock/Data)は、基準となる信号のエッジと実測された信号のエッジの時間
差で定義されています。TIE での評価は基準クロックが重要となりますので、
目的に応じた基準クロックを設定する必要があります。多くの測定器は TIE
のデータを解析し、ジッタ周波数や DJ/RJ の分離を行っています。
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位相雑音測定器によるジッタ解析では、
他のジッタ測定法では測定できない超
低ジッタ量を測定できるため、水晶発振
器のような高安定なデバイス評価に適し
ています。位相雑音を規定の周波数範
囲で積分することにより、位相雑音をジ
ッタ rms 値に変換することが可能となり
ます（図 16）。
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ジッタは理想的な信号からの位相のゆら
ぎとして考えることが可能です。現実世
界では位相のゆらぎは、さまざまな周波
数（揺らぎの速さ）成分で構成されている
ため、スペクトラム・アナライザや位相雑
音測定器を用いてジッタの周波数分布
を評価すれば、ジッタの原因解析やトラ
ブルシュートに利用することができます
（図 15）。

時間（位相）揺らぎの大きさ

周波数領域測定

S1

揺らぎの速さ

図 15. ジッタ（位相揺らぎの大きさ）の周波数成分（揺らぎの速さ）
現実世界でジッタは、さまざまな周波数成分を持っています。この周波数成分を
解析することにより RJ の周波数分布（帯域）や特定の周波数にピークがあるか
どうか観測できるため、トラブルシュートに有効な解析手段です。

最近では、サンプリング・オシロスコープ
や TIA で位相雑音を測定できるシステ
ムもありますが、位相雑音測定器と比べ
るとダイナミック・レンジが低いため、位
相雑音が比較的大きいデジタル・コンシ
ューマ用途のデバイスが評価対象となり
ます。

図 16. 位相雑音とジッタ
ジッタは、位相の揺らぎと定義されているので、位相雑音の一種です。位相雑
音を周波数で積分することにより、ジッタ rms を算出が可能です。積分する周
波数の範囲は、何を目的にするかで変わってきます。オシロスコープとの相関
を考えるのであれば、オシロスコープが観測可能な周波数範囲（最大記録時間
と分解能から計算）に合わせる必要があり、システムの能力を観測するのであ
れば、ジッタの伝送帯域（主に PLL のループ帯域に依存）に合わせる必要があ
ります。
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ジッタ・トランスファ

ジッタ・トレランス

ジッタの伝達関数 (JTF: Jitter Transfer
Function)で主に PLL（CRU）の特性評価
に用いられ、入出力でのジッタ振幅とジ
ッタ周波数 の関 係を 示して い ます（図
17）。特定のジッタ周波数だけが強調さ
れていないか、設計した通りのカットオフ
周波数（ループ帯域）になっているのか
等を確認する試験です。特に、
SONET/SDH のような同期系アプリケー
ションにおいては重要な測定項目のひと
つです。

最近のデジタル・アプリケーションでは
JTF に加え、受信器でどのようなジッタ
が観測されるかを表す評価方法も検討
さ れ て い ま す(OJTF: Observed Jitter
Transfer Function)。
OJTF はデータと CRU で再生されたクロ
ック間のジッタの追従性を示しており、

どれだけのジッタに耐えられるかを測定
する耐力試験で、ジッタ振幅・周波数、
各種ジッタ成分を変化させ、エラーが発
生するか確認する試験です（図 18）。主
に受信器側の試験項目で、PLL（CRU）
がどこまでジッタに追従できるのかを確
認する手法で、PLL（CRU）のループ帯域
形状が測定結果に大きく影響を与えま
す。

OJTF = 1 – JTF
で表現されます。

デバイスへ入力したジッタを Jin(f)、デバ
イスから出力されたジッタを Jout(f)とす
ると、

以前は SONET/SDH が主な測定対象で
したが、最近では高速デジタル・アプリケ
ーションでも必須の測定項目となってい
ます。測定系としては任意のジッタが出
力可能な BERT が必要になります。

JTF = Jout(f) / Jin(f)
で表現されます。測定系としては任意の
ジッタが出力可能なパルス・パターン発
生器（PPG）とジッタ値を解析するスペク
トラム・アナライザやオシロスコープで構
成されます。

JTF

OJTF

図 17. ジッタ・トランスファ
ジッタ・トランスファはジッタの伝達関数でジッタの周波数を横軸、伝達関数を
縦軸にプロットしたグラフになります。このグラフより、ジッタが増幅されないか
等々(ピーキングや帯域特性…)を評価します。各種規格において伝達関数の
テンプレート（形状）が規格化されています。

図 18. ジッタ・トレランス
ジッタ・トレランスはジッタの耐力試験で横軸はジッタ周波数、縦軸がジッタ振幅
になっており、設定したジッタ周波数・振幅で決められた BER（通常は 1 x 10-12）
の値を満たせば pass、満たさなければ fail という試験になります。各種規格に
おいて伝達関数のテンプレート（形状）や印加するジッタの種類、値が規格化さ
れています。

伝送路の特性評価
伝送路の反射や帯域不足は、ジッタを
発生させます。伝送路の帯域不足は信
号の立ち上がり、立ち下がり時間をパタ
ーンに依存して変化させるためジッタが
発生します（先行するビットの状態によっ
て立ち上がり、立ち下がり時間が変動し
ます、例えば、00001111 というパターン
と 01010101 というパターンでは立ち上
がり、立ち下がり時間が異なります）。さ
らに、不適切なインピーダンスでの終端
やインピーダンスの不連続部分により発
生する反射もジッタとして現れます。主
に伝送路での反射や帯域不足は ISI 成
分になります。図 19 に、伝送路に反射
や帯域制限がある場合の波形と伝送信
号の周波数特性を示します。
伝送路の特性評価は、時間領域で測定
を 行 う Time Domain Reflectometry
（TDR） や 周 波 数 領 域 で 測 定 を 行 う
Vector Network Analyzer （VNA）で行い
ます。どちらの測定器も FFT 等の処理
により時間領域、周波数領域での反射・
伝達特性の評価が可能です。

図 19 伝送路の反射と帯域制限による波形
反射、帯域制限のある伝送路の伝送前後の波形を比較すると、立ち上がり、立ち下が
り時間のバラツキや波形のひずみが観測されており、周波数分布も高周波の減衰
や、周波数ひずみが観測されていることが分かります。伝送路の反射や帯域制限は
波形ひずみ（ジッタ）を発生させるので、伝送したい信号に合わせて伝送路を選択する
必要があります。

時間領域での評価は、反射や損失の大
きさを時間、場所に対して表示します。
また、周波数領域での評価は、反射、損
失の大きさを周波数に対して表示します。
解析対象にもよりますが、分解能やダイ
ナミック・レンジが必要な場合は VNA と
なり、簡易に計測したい、あるいは信号
源と組み合わせて波形の評価がしたい
場合は TDR という選択になります。図
20 に時間領域、周波数領域での測定を
示します。

図 20. 伝送路の特性評価
伝送路の反射、帯域制限を評価する場合は時間領域、周波数領域の両方で行うのが望ま
しく、時間領域では反射の場所や波形ひずみ、伝搬遅延といった問題を、そして周波数領
域では、物理量に関連する伝送路の問題を考察することが可能です。周波数領域での評
価では、振幅に関する評価以外に位相特性の評価も重要になります。特定の周波数だけ
位相が遅れると、波形ひずみを発生させます。

測定系の影響
オシロスコープを使用してジッタ解析す
る場合は、ハードウェアの性能を充分に
見極めた上で使用する必要があります。
例えば、振幅・位相の周波数特性、ノイ
ズ特性、サンプリング誤差、さらにプロー
ブを使う場合はプローブも含めた特性等
です。ハードウェアの性能は観測波形に
大きな影響を与えるため、ジッタ測定に
も大きな誤差を与えることになります。
例として、ノイズ特性の差によるジッタ測
定への影響を示します（図 21）。縦軸ノ
イズは信号のスルーレート[V/s]と関連し
てジッタに変換されます。ノイズがゼロの
測定器は世の中にありませんので、低ノ
イズの測定器を選択する必要がありま
す。
前項でも述べていますが、CRU を使う場
合はループ帯域が観測波形に影響を与
えますので、目的に合致したループ帯
域・形状に設定する必要があります（図
12）。
DJ/RJ 分離、TJ 推測が可能な測定器は
ハードウェアの性能に加えて、ソフトウェ
ア処理により信頼性はいちじるしく低下
する場合があります 5）。ジッタの完全な
る標準器は世の中に存在しませんので
誤差の議論は難しくなりますが、BERT
の TJ 実測値と各測定器の TJ 推測値を
比較すれば、その測定器が正しく分離・
解析が行えているか判断することは可
能になります。

まとめ
ジッタには大きく分けて 3 つの測定項目
があります。
ジッタ・ジェネレーションはデバイスから
出力されているジッタの値を観測する評
価項目で、ヒストグラム解析、バスタブ・
カーブ、TIE、DJ/RJ 分離・TJ 推測等の
手法があります。
ジッタ・トランスファはジッタの伝達関数
を観測する評価項目で、デバイスに入力
したジッタと出力されたジッタを比較して
伝達関数を求める試験で主に CRU の
性能を検証する試験です。
ジッタ・トレランスはデバイス（レシーバ）
の耐力を観測する評価項目で、各種ジッ
タ成分やノイズを印加した状態で規定の
BER を満たすか確認する試験です。
３つの項目全てに言えることですが、規
格試験であれば規格書に沿った内容で
評価する必要がありますし、規格試験で

(a)縦軸ノイズ、Vrms ≒ 1mV の測定器で RJ/DJ 分離した例

(b)縦軸ノイズ、Vrms ≒ 6mV の測定器で RJ/DJ 分離した例
図 21. ノイズフロアの差によるジッタ測定への影響
PPG から SATA 相当の信号を出力させ、ノイズフロアの異なるオシロスコープで評価した結果、
RJ 値に差が出ていることがわかります。RJ はその値を約 14 倍した値が RJ(@1 x 10-12)になる
ため、1 ps の差でも TJ（@1 x 10-12）は 14 ps の差となるため注意が必要です。

ないのであればデバイスがどのような物
なのか考慮したうえで評価手法・測定器
を検討する必要があります。また、デバ
ック目的であれば複数の評価手法・測定
器を組み合わせたソリューションが必要
になります。
本稿では具体的なご紹介はしていませ
んが、GHz クラスの信号を取り扱う上で
は、高周波計測の know-how が必要に
なるうえ、流行のアプリケーションでは最
新の技術・評価動向を正しく把握してお
く必要があります。キーサイト・テクノロジ
ーではシミュレータから各種測定器まで
幅広くジッタ、シグナル・インテグリティに
対するソリューション取り揃えております。
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