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DDRメモリのより良いデザイン／テスト 

DDRメモリのデザインの徹底的な評価と検証
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DDRのデザインは、インターコネクトデ
ザイン、アクティブ信号検証、プロトコ
ル検証、ファンクションテストの4つのセ
グメントに分けることができます。
JEDECが仕様を定義するのに対して、デ
ザイナーはコンプライアンスを検証する
必要があります。公式の検証ラボやテス

主な作業

新たな問題

DDRメモリは、コンピューターやエンベ
ディッドアプリケーションに広く実装さ
れています。このような製品の開発で重
要になるのが、相互運用性です。これは、
立ち上がりと立ち下がりのクロックエッ
ジでデータが転送される物理層から、リー
ド／ライトタイミングのファンクション
テストまで含まれます。デザイン性能が
どの程度仕様に準拠しているかを確認す
るには、デザインのパラメータ／プロト
コルを検証するためのツールが必要です。

デザインサイクルの早い段階でデザイン
を詳細に解析できれば、正しい措置をす
ばやく講じて、製品品質と市場投入まで

DDR規格 DDR1
LPDDR1または
mobile DDR1 DDR2

LPDDR2または
mobile DDR2 DDR3

LPDDR3または 
mobile DDR3 DDR4

仕様 JESD79E JESD209A
JESD79-2E、
JESD208 JESD209-2B JESD79-3C JESD209-3 JESD79-4

動作電圧 1.5～ 3.3V 1.8 V 1.8 V 1.6 V 1.5 V 1.2 V 1.2 V

クロック周波数 100～ 200 MHz 100～ 200 MHz 200～ 400 MHz 100～ 533 MHz 400～ 800 MHz 667～ 800 MHz 800～ 1600 MHz

データ転送速度 200～ 400 MT/s 200～ 400 MT/s 400～ 1066 MT/s 200～ 1066 MT/s 800～ 1600 MT/s 1333～ 1600 MT/s 1600～ 3200 MT/s

パッケージ 
タイプ

TSOP（This Small 
Outline Package）

FBGA（Fine 
Ball-Grid Array）

FBGA（Fine 
Ball-Grid Array）

FBGA（Fine Ball-Grid 
Array）/POP

FBGA（Fine 
Ball-Grid Array） POP FBGA（Fine 

Ball-Grid Array）

パッケージ 
サイズ x4、x8、x16、x32 x16、x32 x4、x8、x16 x16、x32 x4、x8、x16 x16、x32 x4、x8、x16

下位互換性 なし あり（DDR） なし あり（DDR2） なし なし なし

の期間を短縮することができます。キー
サイトのデザイン／テストソリューショ
ンを使用すればこうした解析が可能にな
り、必要なときに的確な判断を下すこと
ができます。

DDRテクノロジーは現在、DDR（DDR1と
も呼ばれる）、DDR2、DDR3、DDR4、
モバイルデバイス用のLow-Power DDR
（LPDDR1、LPDDR2、LPDDR3）な ど、
さまざまなフォーマットで実装されてい
ます。仕様はJEDEC（Joint Electronic 
Devices Engineering Council）によって定
義されていますが（表1を参照）、コンプラ
イアンスの保証はデザイナーの責任です。

DDRが進歩するたびに、立ち上がりデー
タレートが新たなデザイン／テスト上の
問題をもたらします。クロック周波数が
高くなるほど、反射やクロストークなど
のシグナルインテグリティーに伴う現象
が増加し、信号の劣化やロジックの問題
が生じます。クロックサイクルが短いほ
どジッタバジェットが小さくなるので、
ジッタを減少させることは非常に複雑に
なります。プロービングにより信号が大
幅に劣化しないようにするには、帯域幅
が高いほど、高品質のプロービング手法
が必要です。さらに、電圧スイングが小
さいほど、超低雑音で測定を実行する必
要があります。

トセンターがなければ、デザイナーがこ
れらのコンプライアンステストを実行す
るための適切な手順、方法、機器を決定
する必要があります。キーサイトは、電
気物理層、プロトコル層、ファンクショ
ンテスト用ソリューションを提供してい
ます（図1を参照）。

物理層： 
インターコネクトデザイン

物理層： 
アクティブ信号の検証 プロトコル検証 ファンクションテスト

・　ADSデザインソフトウェア

・　 86100C DCA-J/TDR

・　 90000または9000シリーズ オシロス
コープ

・　 DDR電気コンプライアンスソフト 
ウェア

・　 InfiniiScan、EZJIT Plusおよびシリアル
データ解析ソフトウェア

・　 InfiniiMaxプローブ
・　 BGAプローブ

・　 16900/U4154Bシリーズ ロジッ
ク・アナライザ

・　 DDRデコード／コンプライアン
スソフトウェア

・　 ソフトタッチプローブ
・　 BGAプローブ

・　 16900/U4154Bシリーズ ロジッ
ク・アナライザ

・　 DDRデコード／コンプライア
ンスソフトウェア

・　 ソフトタッチプローブ
・　 スロットインタポーザー
・　 BGAプローブ

図1.　Keysight DDRデザイン／テストソリューション

表1.　DDRテクノロジーと主なJEDEC仕様
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キーサイトの専門知識の活用

高品質のデジタル測定とシグナルインテ
グリティーに関して、キーサイトにはRF
／プロトコルエンジニアリングの分野で
の数十年にわたる経験があります。キー
サイトは、デジタルデザイナーが解決し
なければならない高速データレートでの
反射、挿入損失、リターンロス、ジッタ
バジェット、タイミングマージン、コン
プライアンスなどの問題を十分に理解し
ています。またJEDECのメンバーとして
活動し、ワークショップや仕様の問題に
一貫して関わり、DDRメモリの物理層、
プロトコル層、ファンクションテストに
関する豊富な知識があります。

キーサイトは、長年にわたり、業界をリー
ダする企業と提携して技術革新に取り組
んできました。このため、キーサイトは、
物理的な問題に対処するツール、規格の
ニーズに合わせてカスタマイズされた
ツール、デザイナに必要な関連ツールを
開発することができます。

完全で信頼性の高いテスト・ 
カバレージ

キーサイトのデザイン／テストソリュー
ションは、あらゆる分野において、DDR
メモリに関する問題に対応できる最適な
ツールです。シグナルインテグリティー
やジッタを検証するためのリアルタイム
／サンプリングオシロスコープ、信号へ
の影響が少ない高確度測定用のプローブ
（図2を参照）、必要な入力信号を作成する
ためのパターン／プロトコルジェネレー
ター、インピーダンスを評価するための
タイムドメインリフレクトメータ（TDR）
／ベクトル・ネットワーク・アナライザ
（VNA）、デザインをシミュレートするた
めのEDAソフトウェアなどのツールがあ
り、アプリケーション固有のニーズに対
応するために開発されています。

キーサイトのソリューションの品質は、
DDRデザインのテストの簡素化、高速化、
信頼性向上を実現するための鍵となりま
す。確度の高い結果が得られれば、デザ
インの反復回数を減らすことができ、市
場投入までの期間を短縮できます。また、
苦労して勝ち取った市場での優位を維持
できる信頼性の高い製品を実現できます。

図2.　Keysight W2631B DDR2 x16 BGAコマ
ンドおよびデータプローブは、高確度の測定を
独自の手法で実現しています

Keysightデジタルテスト 
標準化プログラム

キーサイトのデジタルソリュー
ションは、さまざまな国際標準化
委員会に関与しているキーサイト
のエキスパートによって推進／サ
ポートされています。キーサイト
ではこれを、Keysightデジタルテ
スト標準化プログラムと呼んでい
ます。キーサイトのエキスパート
たちは、JEDEC（Joint Electronic 
Devices Engineering Council）、
PCI-SIG®（PCI Special Interest 
Group）、VESA（Video Electronics 
Standards Association）、SATA-
IO（Ser ia l ATA Internat ional 
Organization）、USB-IF（USB-
Implementers Forum）、MIPI
（Mobi le Industry Processor 
Interface）Allianceなどの多くの委
員会で活躍しています。このよう
な規格グループや関連するワーク
ショップ、プラグフェスト、セミナー
への参加により、適切なソリュー
ションをお客様が必要なときに市場
に投入することができます。
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物理層：アクティブ信号の検証

DDR性能の検証には、クロック信号と
データリード／ライト信号の特性評価が
含まれます。クロックの場合、主要なパ
ラメータは立ち上がりエッジ、立ち下が
りエッジ、ジッタです。データの場合は、
双方向バスのリード／ライト信号を分離
して、DQ/DQS波形パラメータを検証す
ることが課題です。正しくトリガできれ
ば、DDRデータバスの複雑なトラフィッ
クを解析できます。

信頼性の高い測定

トラブルシューティング、連続波形の捕
捉、正常な動作の確認、コンプライアン
スの検証において、高確度の測定を実現
するには、低雑音、低ジッタ、高プロー
ブ確度のオシロスコープが不可欠です。
アイ・ダイアグラム・テストでは、最小
限のアイ開口を調べて適切な動作を検証
します。双方向データバスのリード／ラ
イト信号を分離するには、高度なトリガ
システムを使用して、リード／ライト・
プリアンブルまたは信号振幅でのトリガ
の限界を克服する必要があります。

Keysight Infiniium 90000シリーズ オシ
ロスコープは、ノイズフロア、ジッタ・
ノイズ・フロア、トリガジッタが業界で
最も小さく、デザインの正確な特性評価
が可能です。オシロスコープでInfiniiScan
のゾーントリガ機能を用いれば、波形の
特徴的なパターンに基づいてリード／ラ
イトサイクルを分離することができます
（図3を参照）。これは、オシロスコープの
画面上にゾーンを描いて、イベント検索
条件（波形がゾーンを横切るか横切らない
か）を視覚的に決定することにより、行え
ます。

図3.　InfiniiumオシロスコープとInfiniiScanに
よるDDRリード／ライト信号の分離

複雑な作業の自動化

Keysight DDR電気性能コンプライアンス
／検証ソフトウェアは、セットアップを
容易にし、コンプライアンステストを実
行することにより、90000シリーズ オシ
ロスコープの確度を補完します（図4を参
照）。DDR1/DDR2/DDR3用のこのソフ
トウェアは、オシロスコープ上で動作し、
最適なテストフレームワークにより、迅
速に正確な測定が行えます。また、デバ
イスの性能を評価するためのDDRテスト
機能を豊富に備えています。

このソフトウェアは、キーサイトのオシ
ロスコープに関する豊富な知識と注意深
い仕様の解釈を結集したもので、最小限
の手間で最高の結果と高い再現性を実現
できます。このソフトウェアではスクリー
ンショットを含むHTMLレポートを作成
でき、結果を簡単に共有できます。また、
マージン解析を実行して、デザインがど
の程度仕様に近いかを確認することもで
きます（図5を参照）。

図4.　Keysight DDR電気テストソフトウェア
は、テストの選択、テストの設定、接続のセッ
トアップ、テストの実行、結果の表示などの機
能を備え、テスト時間を短縮できます

図5.　Keysight DDR電気テストソフトウェア
は、波形や結果のマージンを含むデバイスのサ
マリーレポートを作成します

主な特長：

キーサイトのInfiniium 90000シリー
ズ オシロスコープは、業界最小のノイ
ズフロア、ジッタ・ノイズ・フロア、
トリガジッタを実現しています。
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物理層：インターコネクトデザイン

データレートの高速化に伴い、シグナル
インテグリティーの問題を最小限に抑え
るには、ボードのデザインに注意を払う
必要があります。長いトレース長は、信
号の減衰、立ち上がり時間の低下、ジッ
タの原因になります。トレースとビア間
のインピーダンスの遷移により、反射や
クロストークが発生する可能性がありま
す。このような環境では高周波エンジニ
アがよく使用するツール（タイムドメイン
リフレクトメトリ（TDR）、ベクトル・ネッ
トワーク・アナライザ（VNA）、高周波シ
ミュレーションソフトウェア）を活用する
必要があります。

正確なインピーダンス測定

インピーダンス測定には、一般にTDRが
使用されます。高速パルスを回路に印加
することにより、反射信号を測定して時
間軸に対する特性インピーダンス値を求
めます。この値は距離に簡単に変換でき
ます。同様に、回路の遠端で信号を測定
することにより、挿入損失がわかります。
TDRの表示はわかりやすく、測定のセッ
トアップは容易で、校正手法も簡単です。

Keysight 86100C Infiniium DCA-Jに
54754A差動TDR/TDTモジュールを搭載
すれば、インターコネクト解析をすばや
く実行できます。確度を改善するために、
独自の校正プロセスでケーブルの影響を
補正することにより、デバイスをテスト
システムから分離できます。また、周波
数モードに切り替えることにより、Sパラ
メータを調べて、チャネル、ケーブル、
コネクタの伝送／インピーダンス性能を
評価することもできます（図6を参照）。
86110Cオシロスコープを使い慣れている
デジタルエンジニアは、周波数の影響と
時間の影響の関係がすばやくわかります。
新たな機器を購入して習得する必要はあ
りません。

シミュレーションによる 
インターコネクト性能の予測

高周波エンジニアは通常、RFシミュレー
ションツールを使用して、遷移、コネクタ、
トレースの影響を予測します。デジタル
デザイナーはそうではなく、SPICEベー
スのシミュレータを使用してアナログ効
果を調べます。これらのシミュレータに
は高周波Sパラメータデータが組み込まれ
ている場合もありますが、RFシミュレー
タのように回路内の各素子の高周波の影
響を正確に予測することはほどんどでき
ません。

Keysight ADS（Advanced Design System）
には、高速デジタルデザイナー向けに最
適化されたさまざまな機能があります。
デザインガイドに従えば、DDRのデザイ
ンをすぐに開始できます。個々のコンポー
ネントを最も適切な抽象レベル（リンクレ
ベル、回路レベルまたは物理レベル）でコ・
シミュレートすることにより、シリアル
リンクを正確に解析することができます
（図7を参照）。確度を高めるには、測定し
たSパラメータを回路素子としてインポー
トします。Keysightオシロスコープのユー
ザーインタフェースを活用してアイダイ
アグラムやジッタ解析を表示してすばや
く解析できるので、製品のデザインサイ
クルを短縮できます。

図7.　ADSを使用してクロストークやライン長
の影響をシミュレートできます。いくつかのパ
ラメータを最適化すれば、最適化されたアイ測
定が実現します

図6.　86100C Infiniium DCA-JではTDR測定
から、自動的にSパラメータに変換できます

主な機能：

確度を高めるために、86100C TDRは
配線の影響を除去する独自の校正プロ
セスを採用し、デバイスをテストシス
テムから分離することができます
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プロトコル層

個々のDDR信号を調べた後、システムが
適切なDDRコマンドを送信していること、
メモリバンクが正しくアドレス指定され
ていることを検証し、プロトコル違反が
ないかを確認する必要があります。この
作業には、リード／ライト信号を分離し、
バイナリーからプロトコルまでの複数の
抽象レベルで表示して、性能を検証でき
るロジック・アナライザが必要です。

DDR信号のデコード

DDRメモリバスのトランザクションをモ
ニターするには、柔軟なトリガ／デコー
ド機能を備えたロジック・アナライザが
必要です。リード信号がクロックの立ち
上がりに同期するのに対して、ライト信
号はクロックの中央に同期します。ロジッ
ク・アナライザは、それぞれの時点でサ
ンプリングして、リード／ライト信号を
個別に表示する必要があります。解析用
データの捕捉には、重要なシステム要件
でトリガする必要があります。

Keysight 16900/U4154Bシリーズ ロ
ジック・アナライザは、デュアル・サン
プル・アーキテクチャーを採用し、リー
ド／ライトデータをそれぞれの時点でサ
ンプリングして、個別のウィンドウに表
示することができます。B4621Bメモリ・
バス・デコーダーを使用すれば、バース
ト長、CAS、追加レイテンシー、チップ
セレクトなどのシステム要件でトリガし
て、バス信号をデコードすることができ
ます。ディスプレイには、トランザクショ
ンの種類、アドレス、データ、コマンド
がリストされます。このソフトウェアは、
ユーザー定義シンボルもステートリスト
に表示することができます。また波形ト
レースの冗長な再表示作業がなく、わか
りやすい表示でDDRバスのトランザク
ションを確認できます（図10を参照）。

図10.　16900/U4154Bシリーズ ロジック・ア
ナライザとB4621Bメモリ・バス・デコード・
ソフトウェアによるバストランザクションのわ
かりやすい表示

図8.　B4622B DDR2/3/4プロトコルコンプラ
イアンス／解析ツールを使用して、テストの選
択、テストの設定、接続のセットアップ、テス
トの実行、結果の表示が簡単に行えます

図9.　B4623B LPDDR2/3プロトコルコンプラ
イアンス／解析ツールは、波形や結果のマージ
ンを含むデバイスのサマリーレポートを作成で
きます

複雑な作業の自動化

Keysightプロトコルコンプライアンス／
解析ツールは、セットアップを容易にし、
プロトコルのデコードとコンプライアン
ステストを実行することにより、16900/
U4154Bシリーズ ロジック・アナライザ
の機能を拡張します（図8を参照）。この
ツールは、ロジック・アナライザ上で動
作し、Keysightテストフレームワークを
使用して迅速かつ正確な答えを作成しま
す。このソフトウェアは、デバイスの性
能を評価するためのタイミング／プロト
コルテスト機能を豊富に備えています。

このソフトウェアは、キーサイトのロジッ
ク解析に関する豊富な知識と注意深い仕
様の解釈を結集したもので、最小限の手
間で最高の結果と高い再現性を実現でき
ます。またスクリーンショットを含む
HTMLレポートを作成でき、結果を簡単に
共有できます。さらにマージン解析を実行
して、デザインがどの程度仕様に近いかを
確認することもできます（図9を参照）。

リアルタイムプロトコル 
違反テスト

DDRメモリの測定／デバッグ作業は、
データレートの高速化やアーキテク
チャーの進化に伴い、複雑化し時間のか
かるものになってきました。B4622Bは、
4種類のソフトウェアツールを搭載した
ツールセットです。

・　 コンプライアンス違反のリアルタイ
ム自動捕捉

・　 捕捉済みトレースでのコンプライア
ンス違反の後処理検出

・　 性能測定
・　 物理アドレストリガの作成 

上記の4種類のツールにより、プロトコル
の問題部分を容易に特定し、システム性
能の概要も得ることができます。主な機能：

Keysight U4154Aロジック・アナライ
ザは、デュアル・サンプル・アーキテ
クチャーを採用し、リード／ライト
データをそれぞれの時点でサンプリン
グして、個別のウィンドウに表示する
ことができます。
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ファンクションテスト

DDRデザインのシステム性能を検証する
には、データバスやメモリアドレスで正
しくトリガし、タイミング／ステート／
プロトコル違反がないことを確認する必
要があります。また信頼性を確認するた
めには、DDRシステムの動作を解析する
必要があります。一部のコマンドが頻繁
に実行されていたり、1つのメモリバンク
／領域へのアクセス頻度が他より多いと
いうことはありませんか?

システム性能の検証

DDRシステムの特性を評価するには、複
数のDDRバスデータを高速に収集して、
これらの大容量波形を解析する必要があ
ります。これをセットアップ、解析、検
証するには、時間がかかる上に面倒です。
アクティブ／リード／ライトからプリ
チャージまでのタイミング、リードから
ライト、ライトからリードなどの主要な
タイミングテストでは、固有のトリガ条
件を設定する必要があります。非アクティ
ブ行へのリード／ライトやアクティブバ
ンクへのリフレッシュなどのステートテ
ストでも、固有の設定が必要です。これ
らのテストの任意の部分を自動化するこ
とにより、時間を大幅に節約できるだけ
でなく、システムの性能をすばやく確認
できます。

B4622Bプロトコルコンプライアンス／
解析ツールにより、Keysight U4154Aロ
ジック・アナライザの大容量DDRバスト
レースの捕捉／解析を自動化でき、タイ
ミングやプロトコルの問題をすばやく特
定できます。トリガウィザードを使用す
れば、簡単にトリガ条件を設定すること
ができます（図11を参照）。このソフト
ウェアは、多くのタイミング／ステート
違反をJEDEC仕様に対してチェックでき
ます（図13を参照）。またスクリーン
ショットを含むHTMLレポートを作成で
き、結果を簡単に共有できます。

図11.　16900/U4154Bシリーズ ロジック・ア
ナライザとB4622B DDR2/3/4プロトコル・コ
ンプライアンス／解析ツールを使用した物理ア
ドレスのトリガ設定

信頼性の高いデザイン

タイミング／プロトコル仕様はすべて満
たしていても、デザインのエラー耐性は
十分に確保されていますか?メモリへのア
クセスが非効率的ではありませんか?消費
電力を増加させている冗長なコマンドや
アクセスサイクルはありませんか?相互接
続性を確保するには、こうした問題に予
め対処して、障害耐性と最適性能を高め
る必要があります。

Keysightプロトコルコンプライアンス／
解析ツールでは、DDRバスの性能を統計
表示やヒストグラム表示で簡単に確認で
きるので、バスの最適化に便利です。バ
ス統計レポートは、DDRバスの動作の解
析に役立ちます（図12を参照）。ヒストグ
ラム表示を参考にして、アドレスバス全
体のアクセス数を制御することにより、
さらに高度な最適化が可能です（図13を
参照）。

図12.　B4622B DDR2/3/4プロトコルコンプ
ライアンス／解析ツールは、タイミング／ス
テート違反を自動的にチェックできます

図13.　B4622B DDR2/3/4プロトコル・コン
プライアンス／解析ツールのバス統計には、
リード／ライトコマンドのバス使用率情報が表
示されます

主な機能：

Keysight DDRプロトコルコンプライ
アンス／解析ツールは、Keysight 
16900/U4154Bシリーズ ロジック・
アナライザの大容量DDRバストレース
の捕捉／解析を自動化します。
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DDRメモリへの接続

DDRデザインを評価／検証する際に、正
しい信号を測定していますか?JEDEC規
格はDRAMのBGAボールだけに適用され
ますが、ほとんどの場合、多くのビアが
基板を貫通していないため、BGAボール
にアクセスすることは困難です。異なる
長さのトレースではタイミングスキュー
が生じ、長いトレースでは高周波効果に
より信号が大幅に劣化します。

特定の信号の接続
最も簡単な方法は、アクティブ差動プロー
ブを使用してDDR信号をモニターするこ
とですが、DDR信号を測定するのに充分
な帯域幅を持つプローブが必要です。
DDR2には、4 GHz以上のプローブ帯域幅
が必要です。DDR3とDDR4には、8 GHz
の帯域幅が必要です。低電圧差動信号を
測定するには、低雑音のプローブを使用
して誤差を最小限に抑え、入力容量を小
さくしてプローブの負荷効果を低減する
必要があります。

Keysight InfiniiMaxアクティブプローブ
は、信号に対する影響が最小限に抑えら
れた、高インピーダンス、低キャパシタ
ンスのプローブです。はんだ付けプロー
ブヘッドを使用すれば、バイアスに簡単
にはんだ付けして、信号をすばやくモニ
ターすることができます（図14を参照）。

データバスへの接続
正確なファンクションテストを実行する
には、データ／アドレスバスを測定する
か、複数の信号を一度に測定する必要が
あります。従来のロジック・アナライザ・
プローブでは、ソケットを搭載するため
に、ボードのレイアウトを変更する必要
がありました。デバッグ後にソケットを
取り外すときに、それらのトレースの残
りによって、シグナルインテグリティー
に問題が生じる可能性があります。

Keysightソフトタッチ・ロジック・アナ
ライザ・プローブを使用すれば、特定の
方法でトレース接続するだけで、コネク
タなしでプローブを使用することができ
ます（図15を参照）。これらのプローブに
より、コネクタなしでもトレースに確実
に接続することができます。

Keysight DDRスロットインタポーザーは
もう1つの解決策で、業界標準のDDR 
DIMMコネクタに直接接続できます（図16
を参照）。信号に影響を与えないデザイン
により、コマンド、アドレス、制御信号、
データバスを完全に測定できます。

図14.　InfiniiMaxアクティブ差動はんだ付けプ
ローブでの接続

図15.　ソフトタッチプローブでの接続

図16.　N4835AアドバンスドDDR3スロットイ
ンタポーザーでの接続

より良い方法：BGAプローブ 
アダプター

最適なプロービング方法は、すべての
DDR信号をBGAボールに接続することで
す。1つの解決策は、DRAMとボードの間
に薄型のフィクスチャを配置して、すべ
てのDDR信号にアクセスすることです。
しかしながらこのような高周波デザイン
におけるプロービングの問題に取り組も
うとするデザイナーはほとんどいません。

Keysight DDR2およびDDR3 BGAプロー
ブアダプターは、こうしたニーズに対応
しています。BGA信号がBGAプローブの
ZIFコネクタにルーティングされるので、
オシロスコープ用ZIFアダプターまたはロ
ジック・アナライザ用のZIFケーブルを
BGAプローブに接続すれば、それらの信
号にアクセスできます（図17を参照）。こ
のためZIFアダプターを切り替えるだけで
同じBGAプローブを使用してパラメト
リックテストとファンクションテストを
実行することができます。各トレース長
は同じなので、スキューの問題が低減し、
内蔵の抵抗により、負荷が最小限に抑え
られます。

図17.　DDR2 BGAプローブアダプターでの 
接続

主な機能：

同じBGAプローブを使用して、パラメ
トリックテストとファンクションテス
トを実行することができます
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Keysight DDRソリューション

86100C Infiniium DCA-J広帯域オシロスコープ（TDR機能搭載）

Keysight 86100C Infiniium DCA-Jは、最大93 GHzの帯域幅の電気波形を表示できます。またDCA-Jは、
高速シグナリング規格のシグナリングインテグリティー／ジッタ測定に最適なツールであり、正確
なジッタ解析を簡単に実行できます（ボタンを1回押すだけで、ランダム／デターミニステックジッ
タ成分を調べることが可能）。Keysight 54754A差動TDR/TDTモジュールを使用すれば、チャネル内の
インピーダンスやクロストークを評価して、結果をタイムドメインに表示したり、周波数ド メイン
にSパラメータとして表示することが可能です。

Advanced Design Systems（ADS）

周波数ドメイン／タイムドメイン／数値ドメイン／物理ドメインシミュレーションから電磁界シ
ミュレーションまで、豊富なシミュレーションテクノロジーを内蔵したADSを使用すれば、デザイ
ンを徹底的に評価／最適化することができます。システムシミュレータ、回路シミュレータ、電磁
界シミュレータ、スケマティックの取込み機能、レイアウト機能、検証機能が1つに統合されたデ
ザイン環境で、デザインサイクルの途中でのデザインツールの変更に伴う中断／再開がなくなり 
ます。

90000シリーズ Infiniium 13 GHz広帯域オシロスコープ

Keysight 90000シリーズ Infiniiumオシロスコープは、最高性能のリアルタイム測定システムです。
Infiniium 90000シリーズは、業界最小のノイズフロア、ジッタ・ノイズ・フロア、トリガジッタを
実現し、シグナルインテグリティー／ジッタ測定に最適なツールです。2.5 GHzから13 GHzまでのモ
デルがあり、帯域幅をアップグレードして将来のニーズに対応することができます。N5414A 
InfiniiScan波形・イベント検索ソフトウェアでは、ハードウェアとソフトウェアを組み合わせた 
トリガが可能になるためDDR波形のリード/ライトの切り分けなどの見つけ難いイベントも捕捉で
きます。

U7233A/N5413B/U7231B/N6462A DDR1/DDR2 & LPDDR2/DDR3 & LPDDR3/DDR4電気コンプライアンス・テスト・ソフトウェア

Infiniium 90000シリーズ オシロスコープ用のKeysight電気性能検証／コンプライアンスソフトウェア
を使用すれば、DDRデザインを高速かつ容易に検証／デバッグできます。これらのソフトウェアは、
DDR電気チェックリストテストを自動的に実行して、テスト結果を柔軟なレポートフォーマットで
表示することができます。レポートには、測定データのほかに、どの程度のマージンでデザインが
各テストに合格／不合格したかを示すマージン解析も含まれています。
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Keysight DDRソリューション

1130/1160シリーズ InfiniiMaxアクティブ差動プローブ

InfiniiMaxプロービングシステムは、差動信号やシングルエンド信号の測定に最適な最高性能のシステ
ムで、今日の高密度ICや回路基板に柔軟に対応できるコネクティビティーソリューションです。高入
力インピーダンスのアクティブプローブは、負荷を最小限に抑えます。また、さまざまな測定やDC
オフセットに対応し、ケーブル損失を補正することができます。1.5 GHzから13 GHzまで、6種類の
InfiniiMaxプローブアンプが用意され、性能や予算に合ったプロービングソリューションをお選びいた
だけます。はんだ付け用、ZIF用、ソケット用、ブラウザ用、SMA接続用のプローブヘッドが用意さ
れています。

W2630シリーズDDR2/LPDDR/DDR3およびW3630シリーズDDR3 BGAプローブ

ロジック・アナライザ／オシロスコープ用のKeysight W2630シリーズ  
DDR2/LPDDR/DDR3およびW3630シリーズ DDR3 BGAプローブを使用すれば、 
Keysight 16900/U4154Bシリーズ ロジック・アナライザやInfiniium 90000 
シリーズ オシロスコープで、DRAMのデータトラフィックを表示できます。 
BGAプローブと46チャネルシングルエンドZIFプローブを使用して、90ピン・ 
ロジック・アナライザ・ケーブルに接続することができます。Infiniiumオシ 
ロスコープで使用するには、InfiniiMaxプロービングシステムと、ZIFプローブ 
ヘッド、またははんだ付けプローブヘッド用のW3635Aプローブアダプターを使用します。LPDDR2/3
およびDDR4プローブについては、計測お客様窓口までお問い合わせください。

U4154B 4 Gb/s AXIe準拠ロジック・アナライザ・モジュール

Keysight U4154A AXIeロジック・アナライザ・モジュールは、最大136チャネルの信頼性の高いデータ
捕捉機能と高度な解析／検証ツールを兼ね備え、最高4 Gb/sの速度で動作する高速デジタルデザイン
を迅速かつ確実に検証／デバッグできます。ステートモードでの信頼性の高いデータ捕捉、バスレ
ベルのシグナルインテグリティーの解析が可能なU4154Aロジック・アナライザは、DDRメモリの測
定／デバッグに最適なツールです。

www.keysight.com/find/u4154B

B4623B　LPDDR/LPDDR2/LPDDR3デバッグ／検証用バスデコーダ

B4623B LPDDR/LPDDR2/LPDDR3デバッグ／検証用バスデコーダを使用すれば、解析時間を短縮でき
ます。B4623Bは、Keysightロジック・アナライザを解析実行エンジンとして使用して、メモリトラン
ザクションのプロトコルを正確にデコードできます。B4623Bプロトコル・デコード・ソフトウェアは、
LPDDR/LPDDR2/LPDDR3のすべてのデータ・レートに対して、捕捉した信号をわかりやすいバストラ
ンザクションに変換し関連するデータバーストを表示します。有効なリード／ライトコマンドがデ
コードされ、ロー／カラムアドレス、コマンドに関連するデータバースト全体が捕捉されます。
B4623Bバス・デコード・ソフトウェアは、デフォルトのLPDDR/LPDDR2/LPDDR3プロービング構成や
DDRセットアップ・アシスタント・ツールから主なシステム属性入力（バースト長、CASレイテンシー
/CASライトレイテンシー、チップセレクト）を予測し、LPDDR/LPDDR2/LPDDR3バス信号のデコード
時間を短縮します。
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Keysight DDRソリューション（続き）

16900/U4154Bシリーズ モジュラーロジック解析システム、DDR1/2用

Keysight 16900/U4154Bシリーズ ロジック解析システムでは、デジタルデザインのシステムレベル
での高度なデバッグが可能です。革新的なプロービング、高性能の測定モジュール、後処理解析ツー
ルにより、さまざまなニーズに対応できます。EyeFinderソフトウェアを使用すれば、リード／ライ
トデータ有効ウィンドウを解析して、データを正確な位置でサンプリングしてプロトコルをデコー
ドすることができます。B4621Bメモリ・バス・デコード・ソフトウェアは、バスの最高速度で、収
集した信号を理解しやすいバストランザクションに変換できます。

B4622B DDR2/3/4プロトコルコンプライアンス／解析ツール

B4622B DDR2/3/4プロトコルコンプライアンス／解析ツールを使用すれば、プロトコル・コンプラ
イアンス・チェック機能を使って、タイミング／機能検証テストを実行することができます。この
ソフトウェアは、複雑なテストをすばやく設定し、データを収集し、レポート作成用にテスト結果
をHTMLフォーマットで提供します。バス統計レポートには、DDRバス使用率の概要が表示されます。
ヒストグラム表示では、特定のメモリへのアクセス数が表示され、最適化のヒントとなります。
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Keysight DDRデザイン／テストソリューション

製品 概要 サポートされているテクノロジー

物理層 DDR2 DDR3 DDR41 LPDDR2 LPDDR31

DSA90254Aまたは
DSO9254A

2.5 GHz Infiniiumオシロスコープ

DSA90404Aまたは
DSO9404A

4 GHz Infiniiumオシロスコープ ○ ○

DSA90804A 8 GHz Infiniiumオシロスコープ ○ ○ ○ ○ ○

U7233A DDR1電気コンプライアンス・テスト・アプリケーション

N5413B DDR2/LPDDR2 電気コンプライアンス・テスト・アプリケー
ション

○ ○

N6462A DDR4 電気コンプライアンス・テスト・アプリケーション ○

U7231A DDR3電気コンプライアンス・テスト・アプリケーション ○ ○

N5414A InfiniiScan波形・イベント検索ソフトウェア ○ ○ ○

1131A 3.5 GHz InfiniiMax差動プローブアンプ

1132A 5 GHz InfiniiMax差動プローブアンプ ○ ○

1134A/1168A/1169A 7/10/13.5 GHz InfiniiMax差動プローブアンプ ○ ○ ○ ○ ○

W2212B ADSデザイン・ソフトウェア・バンドル（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、EMDS、Ptolemy）

○ ○ ○

86100C、54754A DCA-J Infiniiumオシロスコープ（TDRモジュール搭載） ○ ○ ○

プロトコル／ファンクションテスト DDR2 DDR3 DDR41 LPDDR2 LPDDR31

16902B ロジック・アナライザ・メインフレーム ○ ○ ○ ○ ○

16950Bまたは16951B 68チャネル、667 MHz、ロジック解析モジュール ○ ○ ○

16962A 68チャネル、2 Gb/s、ロジック解析モジュール ○ ○ ○ ○ ○

B4621B DDR2/3/4メモリ・バス・デコード・ソフトウェア ○ ○ ○ ○

B4622B DDR2/3/4およびLPDDR2/3プロトコルコンプライアンス／
解析ツール

○ ○ ○ ○

B4623B LPDDR2/3プロトコルコンプライアンス／解析ツール

N4834AまたはN4835A DDR3ミッドバスプローブまたはアドバンスド・スロット・
インタポーザー

○ ○

BGAプローブ DDR2 DDR3 DDR41 LPDDR2 LPDDR31

W2631AまたはW2633A ロジック・アナライザ／オシロスコープ用DDR2 x16 BGA 
コマンドおよびデータプローブ

○ ○

W2632A ロジック・アナライザ／オシロスコープ用DDR2 x16または
x8 BGAデータプローブ

○ ○

W2634A ロジック・アナライザ／オシロスコープ用DDR2 x8 BGA 
データプローブ

○ ○

W2635AまたはW2636A DDR3 x8またはx16 BGAオシロスコーププローブ ○ ○

W2637AまたはW2638A オシロスコープ／ロジック・アナライザ用LPDDR x16または
x32 BGAプローブ

W2639A BGAオシロスコープ・プローブ・アダプター・ボード ○ ○ ○ ○

W3631AまたはW3633A ロジック・アナライザ／オシロスコープ用DDR3 x16または
x4/x8 BGAプローブ

○ ○

注記1：LPDDR2/LPDDR3/DDR4のBGAプローブに関して詳細は、Keysight計測お客様窓口までお問い合わせください。

表2.　DDRテクノロジー別のKeysight DDRソリューション（*FuturePlus Systems Corporation社がサポート）
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キーサイトの関連カタログ

タイトル カタログ番号

Infiniium DSO/DSA90000Aシリーズ Data Sheet 5989-7819JAJP

U7233A DDR1コンプライアンス・テスト・アプリケーション　Data Sheet 5989-7366JAJP

N5413B DDR2/LPDDR2 電気コンプライアンス・テスト・アプリケーション 5989-3195JAJP

U7231A DDR3 コンプライアンス・テスト・アプリケーション　Data Sheet 5989-7243JAJP

16900シリーズ ロジック解析システム・メインフレーム　Data Sheet 5989-5964EN

B4622A DDR2/3 プロトコル・コンプライアンス／解析ツール　Data Sheet 5990-3300JAJP

W2630 Series DDR2 BGA Probes for Logic Analyzers and Oscilloscopes　Data Sheet 5989-0421EN

W3630A シリーズDDR3 BGAプローブ　Data Sheet 5990-3179JAJP

86100C Infiniium DCA-J Wide Bandwidth Oscilloscope with TDR Brochure 5989-5235EN

Advanced Design Systemによるシグナル・インテグリティのためのデザイン
Data Sheet

5989-8392JAJP
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