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N1000A DCA-Xシリーズ  
超広帯域・高精密サンプリングオシロスコープ

N1000A DCA-Xは、高速デジタルデザイン（50 MBd～＞80 GBd）の正確
な測定を最大16チャネルに対して同時に実行します。

主な特長と機能 

•　 最大110 GHzを超える帯域幅、50 fsの低ジッタ、275 µVの低ノイズ 

•　 柔軟：光、電気、TDR/TDT/Sパラメータ解析用のプラグインモジュール
によるカスタマイズが可能

•　 低コストのテスト：最高250 kSa/sのサンプリングレートと 
最大16チャネルのサポートにより、高いテストスループットを実現

•　 投資を保護：今日のモジュールだけでなく、多くの旧式の、または、販売
終了された光モジュール、電気モジュール、TDRモジュールをサポート

キーサイトは、クロックリカバリー、スタンドアロンのデジタル・コミュニケーショ
ン・アナライザ（DCA-M）、ソフトウェアを含め、DCA-Xと組み合わせて使用
することも、DCA-Xと並行して使用することもできる、完全なデジタル・コミュ
ニケーション・アナライザ・ソリューションを提供しています。

DCAファミリーの詳細については以下のドキュメントを参照してください。

•　 『Keysight DCA Wide Bandwidth Oscilloscope Family  
   Brochure』、5992-3301EN

•　 『Keysight DCA Family FlexDCA Sampling Oscilloscope  
   Software Technical Overview』、5992-3319EN

•　 『Optical and Electrical Clock Data Recovery Solutions  
   data sheet』、5992-1620EN

•　 『N1092A/B/C/D/E DCA-M Optical and Electrical Sampling  
   Oscilloscopes data sheett』、5992-3886EN

N1046A 75 / 85 / 100 GHz 1 / 2 /4 ポート 
リモートサンプリングヘッド

主な特長と機能

•　 75 GHz, 85 GHz, or >100 GHz 
（オプション、アップグレード可能）

•　 1, 2 or 4チャネル /モジュール

•　 帯域設定可能、60 GHz から

•　 1mmコネクタ

N1060A プレシジョン・ウェーブフォーム・アナライザ
主な特長と機能

•　 優れた測定器性能によるマージンの獲得：＞90 GHzを超える帯域幅、
50 fsの低残留ジッタ、ビットレート、ループ帯域やピーキング可変可能な
クロックリカバリー

•　 測定器の柔軟性による開発時間の短縮：64G baud（112 Gb/s）（NRZ
およびPAM4）の内蔵クロックリカバリー・データ・レートと内蔵ピックオ
フにより、簡単な1回の接続で「トリガ不要」の動作が可能

•　 ジッタスペクトラム解析および
SWによる理想的なクロック 
リカバリーのエミュレーション 
といった解析ツールによる 
検証時間の削減 

N1060A プレシジョン・ウェーブフォーム・ 
アナライザとN1000A DCA-Xの組み合わせ

世
界
最
高
性
能

ウェブサイト： www.keysight.co.jp/find/N1000A 
www.keysight.co.jp/find/N1046A 
www.keysight.co.jp/find/N1060A
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テラビット研究 – テラビット速度での高精度テスト
キーサイトは、業界をリードする最新の信号生成（M8199A AWG）/信号解
析（Infiniium UXR）ソリューションを提供しています。UXRは、10ビットの高
分解能と、13～110 GHz帯域幅の4つのチャネル（1チャネルあたり256 
GSa/sのサンプリングレートを同時に利用可能）により、超低ノイズと高い
信号忠実度を実現した、業界初のリアルタイム・オシロスコープ・シリーズで
す。M8199A AWGは、サンプリング速度（256 GSa/s）、帯域幅（代表値65 
GHz、80 GHzまでの周波数成分を持つ信号を作成）、チャネル密度（1、2、
または4個の差動チャネル）の最高の組み合わせを提供します。

•　 業界最高速のAWG 

•　 超低ノイズの110 GHzオシロスコープ

•　 800 Gb/sや1Tb/sのアプリケーションに対応

UXR1104A Infiniium UXRシリーズ オシロスコープ： 
110 GHz、4チャネル

Infiniium UXRシリーズ リアルタイムオシロスコープ

Infiniium UXRは、10ビットの高分解能かつ高性能ADコンバーター（ADC）
を備えた、業界初のリアルタイム・オシロスコープ・シリーズです。Infiniium 
UXRには、110 GHzの帯域幅を持つ4つのチャネル（驚異的な1チャネルあ
たり256 GSa/sのサンプリングレートを同時に利用可能）が装備されていま
す。エンジニアや科学者は、UXRによって実現される世界最先端の性能、超低
ノイズ、高い信号忠実度を活用し、最速の現象を真に表示／解析することで、
次世代のテクノロジーの開発および研究にかかる時間を短縮できます。

見やすい表示、確度の向上、テストの短縮を実現する 
最先端を上回る性能
•　 13～110 GHzのリアルタイムオシロスコープ帯域幅

•　 高分解能の10ビットA/Dコンバーター（ADC）

•　 フル帯域幅、アップグレード可能なチャネル

•　 最大110 GHzの帯域幅で業界最高のENOBを実現

•　 ノイズが1 mVrms未満という、業界で最も低いノイズフロアを実現

•　 固有ジッタが25 fs（rms）未満、チャネル間ジッタが10 fs（rms）未満と 
いう業界最小のジッタを実現

•　 1台の測定器でフル帯域幅の4チャネルを使用することにより、 
デュアル偏波コヒーレント変調のタイミングエラーが低減

•　 業界最高の確度を備えたリアルタイムオシロスコープ

•　 業界最高の大容量メモリ、 2G pts/チャネル（最大）

世
界
最
高
性
能

ウェブサイト：www.keysight.co.jp/find//UXR
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M8199A 128 / 256 GSa/s超高速任意波形発生器

800 Gb/s、1 Tb/sアプリケーションに対応した設計

64G baud/64 QAM、100G baud/PAM4などの要件に対応できるように
独自に設計されたKeysight M8199Aは、コヒーレント光信号およびマルチ
レベル／マルチチャネルデジタル信号の生成に最適です。M8199Aは、現在
キーサイトで最も高速（256 GSa/s）なAWGで、最高の帯域幅とENOBに
よってクリーンな信号の作成を実現します。M8199Aを使用すると、クラス最
高の測定器性能が得られるだけでなく、高速かつ多チャネルの信号生成を容易
にします。

主な特長と仕様

•　 サンプリングレート：128 GSa/s または 256 GSa/s 
（オプション、アップグレード可能）

•　 チャネル数（差動）：2 または 4

•　 最大出力電圧：1.8 Vpp（差動）

•　 アナログ帯域：>65 GHz

•　 垂直分解能：8ビット

•　 残留ジッタ：< 60 fs

•　 メモリ：512 kSa/チャネル

•　 チャネル間スキュー調整可能

•　 最大チャネル数（モジュール同期）：16（128 GSa/s）、8（256 GSa/s）

コヒーレント光アプリケーション

800 Gb/s、1 Tb/s アプリケーションには、高速、高精度、高い柔軟性を同時に
実現する新しい任意波形発生器が必要です。M8199Aは、光パワーアンプなど
のディスクリート部品から、光変調器や光レシーバーなどのより複雑なデュアル
偏波システムまで、さまざまな光システムをテストするのに最適なソリューショ
ンです。2スロットのAXIeモジュールあたり最大4個のチャネルを搭載し、各チャ
ネルが65 GHzのアナログ帯域幅で最高256 GSa/sでサンプリングを実行で
きるため、小型パッケージでのデュアル偏波テストと、100G baudまでの複数
の変調方式（PAM-n、QPSK、n QAM）を用いた複雑な信号の作成が可能で
す。ケーブル、増幅器などに起因する歪みは、各回路のSパラメータのエンベ
ディング／ディエンベディング、またはキーサイトベクトル信号解析ソフトウェア
を使用した in-situ校正により補正できます。M8199Aは、81195A 光変調発
生ソフトウェアと組み合わせると、光信号劣化（例えば、PMD）を簡単に作成し、
複数のテストシナリオで光レシーバーにストレスをかけることができます。

マルチレベル／マルチチャネルデジタル信号

M8199A 任意波形発生器は、例えば、高速バックプレーン伝送で用いられる
PAM4やPAM8、モバイルアプリケーションの分野で用いられる、マルチレベ
ル、マルチチャネル信号の生成に最適です。高速に波形を作成できる柔軟性と
優れた固有ジッタ性能を兼ね備えたM8199Aは、将来にわたって長く使用する
ことができます。

数Gb/sのデータレートでは、被測定物のテストポイントで目的の信号を作成
するために、ケーブルの影響、プリント基板トレース、コネクタなどを考慮する
必要があります。M8199Aには、AWG出力および外部回路の周波数／位相
応答を補正できるデジタルプリディストーション手法が組み込まれており、これ
によって被測定物の評価に最適な信号を作成できます。各回路のSパラメー
タが提供されている場合は、チャネルのエンベディング／ディエンベディング
が可能です。

M8199Aはチャネル密度が高いので、安価に正確なマルチレーン信号の生成
が可能です。

世
界
最
高
性
能

ウェブサイト：www.keysight.co.jp/find/M8199A

6www.keysight.co.jp



N5291A 900 Hz～120 GHz、PNAミリ波システム

既成のソリューションによる高い信頼性の実現
「Roll Your Own（すべてを自前で開発する方法）」を用いたミリ波ネットワーク・
アナライザの組み立ては、困難で時間がかかる可能性があります。さらに悪い
ことに、安定度や確度に対する保証仕様がありません。

より優れた代替手段が、2ポートまたは4ポートのネットワーク・アナライザと、
必要なミリ波ケーブル、周波数エクステンダー、テストセットコントローラー
を含む、システム化されたソリューションです。N5290/91A ソリューション
では、最大周波数26.5 GHzまたは67 GHzのPNAまたはPNA-Xネットワー
ク・アナライザを選択できます。キーサイトの構成ガイドに幅広い選択肢が
記載されています。

結果として、オンウエハー測定とコネクタタイプ測定のデバイス特性評価とモ
デリングを強化する、広帯域ミリ波ソリューションが得られます。N5290/91A
ソリューションは、キーサイトおよびソリューションパートナーであるCascade 
Microtech（現FormFactor）が作成したウエハーレベル測定ソリューション
（WMS）とも互換性があるため、正確で再現性があるオンウエハー結果が保
証されます。

主な特長と機能

•　 コンパクトな周波数エクステンダーを使用したシングル掃引ソリューション

•　 1つの製品ソリューションとして入手可能

•　 正確なレベルのパワーをデバイスに印加しながらパワー掃引が可能

•　 さまざまなソフトウェアアプリケーションを使用して詳細な解析が可能

校正、フィクスチャディエンベディング、フィクスチャ除去を組み合わせることで、
オンウエハー測定の精度が向上します。

世
界
最
高
性
能

ウェブサイト：www.keysight.co.jp/find/pna
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1 Tb/sを見据えた研究開発向けテストシステム 
次世代コヒーレントトランシーバーは、130G baud近傍のシンボルレートで動
作します。キーサイトのテストソリューションは、コヒーレントトランシーバーの
機能をエミュレーションします。新しいM8199A 任意波形発生器（AWG）を
使用して、130G baudの速度で柔軟なフォーマットと形状の信号を作成しま
す。これらの信号の解析には、キーサイトのUXRリアルタイムオシロスコープ
をベースにした新しい画期的なN4391B 光変調アナライザ（OMA）を使用し
ます。

•　 最も広い帯域幅 

•　 最小のノイズフロア 

•　 110 GHzにアップグレード可能

110 GHz の光変調アナライザと 
256 GSa/sの超広帯域任意波形発生器 

コヒーレント伝送テスト向けに、キーサイトは複雑な光変調信号の生成／解析
用の測定器を提供しています。複雑な変調信号の生成には、通常、マルチチャ
ネル任意波形発生器が使用されます。光変調アナライザによって得られる複雑
な光変調信号に関する物理的な解析情報を、信号品質の判断や、IQ変調／復
調用に設計されたコンポーネントの評価に使用できます。キーサイトでは、現
在および将来のニーズに対応するため、最大1 Tb/sのテスト用に、光変調信
号の生成 /解析用のソリューションを用意しています。

主な特長と仕様

•　 光変調アナライザ

▪  オシロスコープのシステム帯域幅をオプション 
（110/100/80 GHz、70/59/50/40 GHz）によって選択可能

▪  すべての帯域幅グレードで10ビットのADC分解能を実現

▪  システム・ノイズ・フロア：＜1.6 % EVM rms 
（基準条件、公表されている代表値）

▪  相対スキュー：＜±0.5 ps

▪  動作光波長レンジ：1,528 nm～1,620 nm

▪  絶対波長確度：±2.5 pm（代表値）

▪  アベレージ入力パワーモニター確度：±0.5 dB

▪  コヒーレント・レシーバー・テスト・アプリケーションとオンサイト検証／ 
再校正ソフトウェアの統合

▪  コヒーレント光デバイス・テスト・アプリケーション・ソフトウェア

•　 超広帯域任意波形発生器

▪  サンプリングレート：256 GSa/s（最大）

▪  アナログ帯域：65 GHz

▪  分解能：8 bit

▪  振幅・位相補正による優れたシグナルインテグリティーを実現

N4391B 光変調アナライザ

M8199A 128 / 256 GSa/s 超高速任意波形発生器

デ
ジ
タ
ル
コ
ヒ
ー
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ウェブサイト：www.keysight.co.jp/find/N4391B
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400 Gb/sにも対応した製造向けテストシステム
インターオペラビリティと需要増大の要求に対応するため、コヒーレントトラン
シーバーの製造ではパラダイムシフトが求められています。キーサイトでは、
M8292A モジュラー光変調アナライザ（M-OMA）、M8196A 任意波形発生
器（AWG）など、コストとサイズに対して最適化された、400 Gb/sコヒーレン
トの製造向けテストソリューションを提供しています。

•　 低コストの電子計測ソリューション

•　 小型形状

•　 モジュール型かつカスタマイズ可能

M8290A 光変調／高速デジタイザ・テスト・ソリューション

M8292A 光変調アナライザは、400 Gb/sのスピードクラスに最適化された、
コヒーレントトランスミッターの光出力に接続できるコンパクトなラック収容型
測定器です。業界で認知されているキーサイトのベクトル・シグナル・アナラ
イザと光変調アナライザソフトウェアのすべての機能を利用でき、複雑な変調
データ信号の解析において優れたユーザー体感を実現します。

コヒーレント光送受信デバイス用の自動テストソリューション

デュアル偏波 IQ変調器やイントラダイン・コヒーレント・レシーバーなどのコ
ヒーレント光デバイスは、さまざまな開発段階でテストするだけでなく、シス
テムインテグレーターによってもテストされます。

オプションのコヒーレント光デバイス・テスト・ソフトウェアがこのようなデバイ
スの特性評価向けのターンキーソリューションを提供します。このソフトウェア
によって、M8292A 光変調アナライザモジュール、M8296A 4チャネル高速
デジタイザモジュール、M8196A 高速任意波形発生器モジュールが統合され
ます。

ターゲットアプリケーション

•　 コヒーレント光トランスミッターのテスト

•　 一体型コヒーレントレシーバー（ICR）テスト

•　 コヒーレント光送受信デバイスのテスト

主な特長と仕様

•　 コンパクトで柔軟性の高いAXIeモジュラー形状

•　 最大シンボルレート：74G baud

•　 83～92 GSa/sのサンプリングレート

•　 最大レコード長：512,000サンプル

•　 ADC分解能：8ビット

•　 コヒーレント光デバイス用のターンキーソリューション

ウェブサイト：www.keysight.co.jp/find/M8292A
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レーザーの研究開発向け光雑音アナライザ
デジタルコヒーレント通信方式の発展に伴い、レーザー光源のスペクトラム純
度が重要な課題となっています。SYCATUS A0040A 光雑音アナライザは光
周波数雑音測定の電力スペクトラム密度の解析を提供します。

•　 白色雑音およびローレンツ線幅の測定機能

•　 高速掃引モードによるリアルタイム調整および全チャネル測定

•　 従来の線幅測定とシミュレーション

A0040A 光雑音アナライザ

A0040A 光雑音アナライザは、レーザー光源の光周波数雑音の精密な分析
による、光スペクトラム純度の検査のための強力なツールです。A0040Aは、
キーサイトのシグナルアナライザ、VSAソフトウェア、SYCATUSの光テスト
セットおよび測定ソフトウェアにより構成されます。A0040Aは、遅延自己ヘテ
ロダイン干渉法による従来のレーザー線幅測定機能も有しています。A0010A 
RIN測定システムと統合することにより、A0040Aは総合的なレーザー光源雑
音解析ソリューションとして、測定利便性と投資効果を改善します。

コヒーレント用光源の光周波数雑音の高度な解析

A0040Aは1/f雑音成分や白色雑音成分を抽出し、白色雑音成分のみで生成
されるローレンツ線幅を求めることができます。0.5秒の高速掃引モードによ
り、レーザー光源のリアルタイム調整や波長可変光源の全チャネル測定が可能
です。A0040Aは光周波数雑音の測定結果を用いて、従来のレーザー線幅測
定のシミュレーションが可能です。高感度モードによりファイバレーザー等の超
低光周波数雑音測定にも対応します。

ターゲットアプリケーション

•　 コヒーレント伝送システム用光源の解析

•　 コヒーレント伝送システム用トランシーバの試験

•　 コヒーレントセンシング用光源の評価 

主な特長と仕様

•　 CバンドおよびLバンド（オプションでOバンド）

•　 解析帯域：5 Hz ～ 80 MHz

•　 測定感度：10 Hz-rms2/Hz（@10 MHz、Normal Mode）、 
0.02 Hz-rms2/Hz（@10 MHz、High-Sensitivity Mode）

•　 入力光パワー範囲：-7 dBm ～ +3 dBm
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ウェブサイト：www.sycatus.com
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PAM4 システムシミュレーション
キーサイトPathWave ADSは、VPIphotonics社との連携により
PAM4信号のend-to-end（Electrical – Optical - Electrical）リンクのシミュレーション環境を提供します。
また、FlexDCAとの連携によって、TDECQ（transmitter dispersion and eye closure quaternary）測定をはじめとした
各種パラメータにおける実測とシミュレーションの融合を可能とする環境を提供します。

VPI Analyzer

ADS Data Display

FlexDCA 
for TDECQ & PAM4 

VPI Design Suite

Dynamic Co-Simulation

Input 
from ADS

Output 
to ADS

PathWave ADS

Electrical ElectricalOptical

ウェブサイト：www.keysight.co.jp/find/ads
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400GbEに対応した研究開発向けテストソリューション

キーサイトのトータルソリューション

400GbEのテスト手順は、ここ数年で大きく変わりました。データレートの増
加により、シリアルリンクの動作にはエラーがつきものとなりました。PAM4リ
ンクのチャネル誤差補正にはフォワードエラー訂正（FEC）が使用されており、
PAM4テストではFECを考慮する必要があります。EH、EW、SNDR、出力ジッ
タ（EOJ、J4u、JRMS）などの測定は、さらに困難になりました。

トータルソリューション

•　 M8040A PAM4 RXテスト用64G baud高性能BERT

•　 N1000A DCA-X広帯域オシロスコープメインフレーム

•　 N1060A プレシジョン・ウェーブフォーム・アナライザ

•　  N1046A 75/85/＞100 GHz 1/2/4ポート電気リモート・サンプリング・ 
ヘッド・モジュール、4個のリモート・サンプリング・ヘッドをPAM4 TXテスト 
（およびRX校正）用に構成

•　 TXおよびRX用コンプライアンスアプリケーション

利点
•　 完全なPAM4デザインのテスト 

•　 自動コンプライアンステスト

•　 統合済みFECテスト

M8040A 64G baud高性能BERT

Keysight 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64G baud
（128 Gbit/s相当）のデータレートをサポートし、400GbEイーサネット、
PCI Express® 5、TBT 3などの、普及している高速デジタルインタフェース
規格に準拠した物理層のレシーバー性能マージンの特性評価に使用できます。
M8040A BERTが提供する真のエラー解析と再現性の高い正確な結果によっ
て、デバイスの性能マージンを最適化できます。

ターゲットアプリケーション

M8040Aは、最大64G baudのレートで動作するシリアル I/Oポートを備えた
チップ、デバイス、トランシーバーモジュール／サブコンポーネント、ボード、シ
ステムを評価する、サーバー／コンピューティング／データセンター／通信業
界の研究開発エンジニアおよびテストエンジニア向けにデザインされていま
す。 M8040Aでは、PAM4/NRZデータフォーマットを利用している次のよう
なインターコネクト規格のレシーバー（入力）テストを行えます：チップ間／
チップ‐モジュール間／バックプレーン／リピーター／アクティブ光ケーブルの
PCIe® 5、TBT3、400GbE、50/100/200GbE、OIF CEI-56G、CEI-112G、
64G/112Gファイバーチャネル、Infiniband-HDR、専用インタフェース。

主な特長と仕様
•　 2-64G baud NRZ/PAM4信号
•　 内蔵のディエンファシス、アナライザイコライゼーション、クロックリカバリー
•　 校正済みジッタ注入機能を内蔵：RJ、PJ1、PJ2、SJ、BUJ、 
クロック/2ジッタ

•　 1モジュールあたり2つのパターン・ジェネレーター・チャネルで 
アグレッサーレーンをエミュレート

•　 8/16/32 GT/s PCI Express® 向けのインタラクティブ・リンク・ 
トレーニングおよびSKP OSフィルタリング

•　 真のPAM4エラーを低いBERレベルでリアルタイムに検出
•　 PRBS、QPRBS、メモリベースのパターン、パターンシーケンサー、 

PAM4用：誤差分布解析のグレーコーディング、FECエンコーディング、 
プリコード化

•　 すべてのオプションとモジュールはアップグレード可能
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ウェブサイト：www.keysight.co.jp/find/BERT
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100GbE/400GbEで必須の 
光レシーバー・ストレス・テスト・ソリューション

100GbE～400GbEでのテスト課題
トランシーバーモジュールのインターオペラビリティの問題が発生した場合や、
測定性能と予測性能間の不一致が確認された場合、トランシーバベンダーが
追加のモジュール特性評価を実行する必要があり、これが出荷の遅れや製品
の不合格につながります。

キーサイトは、IEEE 100GbE、400GbE、各種MSAに準拠した、光トラン
スミッターの特性評価および光レシーバーのストレステスト用の完全自動化ソ
リューションを提供しています。キーサイトの光レシーバー・ストレス・テスト・
ソリューションは、光ストレスドアイ校正の自動化を含む、唯一の市販されてい
る完全なソリューションです。ストレス条件が十分に制御され調整可能である
ため、繰り返し可能な、再現性がある結果が保証されます。

主な特長と利点

•　 IEEE規格（100GbE、 400GbE）および各種MSAに準拠した 
光トランシーバーのレシーバテストを実行

•　 相互運用性の問題の検出／解析が可能

•　 単一ベンダーのターンキーソリューション 

主な仕様

•　 最新の IEEE 802.3cdテスト手順およびユーザー固有のテスト 
（設計特性評価）に対応するための制御可能なストレスミックス 
（ISI、ジッタ、ノイズ）

•　 81492A-135 基準トランスミッター使用時にOバンドとCバンドで 
最大56G baud PAM4

•　 NRZとPAM4に対する、ジッタ、ノイズ、および ISIによって誘発される
制御可能な量のペナルティー

•　 自動化されたストレス信号校正、レシーバー感度およびジッタ耐力測定

•　 光ストレスドNRZおよび PAM-4信号の再現性と安定性が高い校正

M8196A AWGと81490A-135 基準トランスミッターを使用して
作成された光53.125G baud PAM4。
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ウェブサイト：www.keysight.co.jp/find/N4917BSCA
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製造向け光トランシーバテストソリューション
キーサイトのN109x DCA-Mファミリーは100GbEから800GbEまでの光
トランシーバ測定に対応しています。TDECQ（transmitter dispersion and 
eye closure quaternary）測定はPAM4信号の品質を評価する重要な指標で
あり、DCA-Mファミリーは正確なTDECQ測定を実現します。

•　 正確なTDECQ測定

•　 58G baudまで対応した内蔵クロックリカバリ

•　 40 GHzを超える帯域

N1090A、N1092A/B/C/D/E、N1094A/B DCA-M 
光／電気サンプリングオシロスコープ 

製造用にデザインされたテストソリューションによる 
N1000A DCAの確度の実現
キーサイトのN1000A デジタル・コミュニケーション・アナライザ（DCA）ファ
ミリーは、光トランスミッターの通信規格への準拠を検証するための業界標準
となっています。DCAは、長年にわたり、デジタル通信波形を正確かつ簡単に
測定できることで信頼を獲得してきました。Keysight N109X DCA-Mファミ
リーは、N1000A オシロスコープメインフレームの収集システムと、N10xxA 
プラグインモジュールの光／電気チャネルハードウェアの高性能部品を使用し
ています。N1090Aは1～10 Gb/sの測定をサポートし、N1092とN1094は、
20.6～28 Gbd（NRZとPAM4）および53 Gbd（PAM4に対するTDECQ）
の範囲に使用されます（N1092のデータレート範囲は、オプションPLKとIRC
を使用して拡張できます）。

量産テストアプリケーション向けにデザイン
量産テストアプリケーション用のDCA-Mは追加コストなしで研究開発用のテ
ストソリューションと同様なN1000Aオシロスコープの測定確度を提供します。
N109Xを使用してテストを実行すると、トランシーバーやコンポーネントのエン
ドユーザーも同様の正確で高品質のテストシステムを使用してコンポーネント
の性能を検証する可能性が高いため、テスト結果に対する疑念を抱かせる心配
がありません。
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ウェブサイト：www.keysight.co.jp/find/N1090A
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コンパクトな統合型測定器

N1000Aが、サンプリングモジュールとの組み合わせで使用するのに対し、
N109Xは、コンパクトな完全統合型の測定器です。業界標準の許容誤差に準
拠した、低ノイズ、高感度の校正済み基準レシーバーは、750～1,630 nmの
波長のマルチモード信号とシングルモード信号に使用できます。N1090Aの
ノイズは1 µW（N1092のノイズは4 µW）なので、非常に広いダイナミック
レンジを持つ測定システムが得られます。N1092の感度は、同等のN1000A
システムよりもはるかに優れているため、PAM-4波形の解析ソリューションと
して最適です。電気チャネルは、20 GHz（N1090A）、30 GHz、および50 
GHz帯域幅（N1092/4）で利用できます。

最新のFlexDCAユーザーインタフェースで操作可能

N109Xのユーザーインタフェースとオペレーティングシステムは、N1000A
の最新のFlexDCAインタフェースと同じです。N1010A FlexDCAソフトウェ
アを実行しているユーザー提供のPCは、USB2.0または3.0接続を介して
N109xを制御します。

N1078A 光／電気クロックリカバリー

N1078A 光／電気クロックリカバリーは、最大64G baudの光信号と電気信
号に対応した、ループ帯域 /ピーキング可変な測定器グレードのクロックリカバ
リーを実現します。N1078A クロックリカバリー測定器は、N1010A FlexDCA
ソフトウェアを実行しているN1000A DCA-Xメインフレームまたはスタンドア
ロンPCへのUSB接続を介して制御されます。

主な特長と機能

•　 電気／光NRZ/PAM4データ信号で125M baud～64G baudの 
範囲のデータレート（連続）を実現

•　 NRZ/PAM4信号をサポート

•　 O/E統合型クロックリカバリー

•　 光スプリッター：内蔵または外部（ユーザーが用意）

•　 超低残留ランダムジッタ、＜100 fs rms

•　 ジッタスペクトラム解析（JSA）機能

•　 準拠した操作用の「ゴールデン」フェーズロックループ（PLL）
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ウェブサイト：www.keysight.co.jp/find/N1078A
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N7004A/N7005A  
Infiniium オシロスコープ用OEコンバーター
キーサイトN7004A/N7005A OEコンバーターは実測した周波数応答特性の
データが内蔵された高感度DC結合のOEコンバーターです。Infiniiumオシロ
スコープとの組み合わせによって高確度測定の実現に必要となる理想的な周
波数応答特性の実現が可能です。

N7004Aの特長

•　 帯域：DC -33 GHz（-3 dBe）

•　 ファイバ：シングルモード・マルチモード

•　 波長：750 nm-1650 nm

•　 対応オシロスコープ： 
UXRシリーズ、Vシリーズ、90000Q/Xシリーズ、Zシリーズ

•　 対応ファームウェア：Infiniium ベースラインソフトウェア 05.70以上

N7005Aの特長

•　 帯域：DC -60 GHz（-3 dBe）

•　 ファイバ：シングルモード

•　 波長：1250 nm-1600 nm

•　 対応オシロスコープ：UXRシリーズ （40 GHz以上）

•　 対応ファームウェア： 
UXRベースラインソフトウェア 10.25以上

•　 FlexDCAとの連携によって詳細なPAM4信号解析が可能

N7004A 33 GHz OEコンバーター（左）、N7005A 60 GHz OEコンバーター（右）

Infiniiumオシロスコープとの接続例
（左：N7004A、右：N7005A）
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ウェブサイト： www.keysight.co.jp/find/n7004a 
www.keysight.co.jp/find/n7005a
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400GbEに対応したトラフィックテスター

AresONE - 業界最高密度の8ポート400GbEテストソリューション

400GbEの速度の実現
データセンターの帯域幅を増やすため、100GbEの技術を使用して400GbE
の速度を実現することは、コストがかかり、複雑な方法です。現在市場に投入
されつつあるネイティブ400GbEハードウェアは、より優れた規模の経済性、
高密度な構成、およびポートあたりの魅力的な価格を実現します。
大規模なデータセンターネットワークの場合、400GbEは100GbEと同等以
下のラックスペースで100GEの4倍の帯域幅を実現します。これらは、運用コ
ストの削減にとってクリティカルな要素です。これは、新しい400GbE機器の
テストに関しても同様です。

AresONEの紹介
キーサイトのAresONEは、業界で最もコンパクトな8ポート400GbEテスト
ソリューションです。この2ラックユニット固定シャーシは、他のテストソリュー
ションの密度の4倍あり、QSFP-DDまたはOSFPインタフェースをサポート
します。AresONEは、400、200、100、および50 Gb/sの速度の検証に、
業界で最も強力なレイヤー2/3プロトコル・エミュレーション・テスト・ソフト

ウェアである IxNetworkを使用します。4ポートと8ポートのバージョンがあ
り、テストのニーズに合わせて機能を選択することができます。

•　 50GbEから400GbEのトラフィック

•　 8 ポート または 4 ポートの2Uシャーシ 

•　 IxNetwork L2/3プロトコル

主な特長と機能

•　 業界最高のポート密度 
（1つの固定2 RUシャーシに400GbEを最大8 ポート装備）

•　 マルチレートイーサネット（各ポートが1x400GbEをサポートし、
2x200GbE、4x100GbE、8x50GbE速度用のファンアウトを 
オプションで装備）

•　 PAM4エンコード機能を持つ56 Gb/s 電気的インタフェースを使用

•　 QSFP-DDおよびOSFPインタフェースをサポート

•　 IxNetworkによるレイヤー2/3プロトコルの対応、 
およびパフォーマンステスト 

•　 包括的なRS-544 FEC統計と 
FECシンボルエラー・インジェクション・テスト

ウェブサイト：www.keysight.co.jp/find/AresONE
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400GbE L1 BERT/KP4 FEC 
マルチポートテストシステム
キーサイトA400GE-QDDは、400GbE光トランシーバモジュールやダイレク
トアタッチカッパーケーブルの相互接続試験やファンクション試験、それらを量
産するための設備に最適なコスト効率の高いソリューションです。また、キーサ
イトM8040A高性能BERTとの組み合わせによって総合的なレシーバ評価も
可能となります。

56Gb/sの電気レーンを用いる400GbEではFEC（Forward Error Correction） 
技術が使われています。
FEC性能はBER（Bit Error Ratio）と理論的には相関がありますが、現実的
にはBERは十分な性能だったとしてもFEC性能が不十分なことがあります。 
したがって、FEC技術を用いる場合、コンポーネント、光トランシーバ、ス
イッチ /ルーターの各レベルにおいてFECとBERの性能を評価する必要が
ありますが、これは時間のかかる、とても骨の折れる作業です。

キーサイトA400GE-QDDは、56 Gb/sの電気レーンを持つ400GbE光トラ
ンシーバやダイレクトアタッチカッパーケーブル、ASICのBER、FECの評価
を同時かつ簡単に行うことができます。

A400GE-QDDはROI（Return On Investment）に優れており、2ポートモデ
ルから4ポートモデルへのアップグレード、M8040Aとの組み合わせによる統
合レシーバ試験環境へのアップグレード、FEC評価機能のアップグレードなど、
導入後に必要な機能をアップグレードできます。
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ウェブサイト：www.keysight.co.jp/find/a400ge-qdd
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N4891A 400GBASE FEC対応 
レシーバテストソリューション
キーサイトN4891A 400GBASE FEC対応レシーバテストソリューションは
A400GE-QDDプラットフォームをベースにBERとFEC性能の関係を分析
することができます。また、N4891Aはネットワークデバイスや装置の互換性
試験も行えます。これは、それらのデバイスや装置のR&Dグループにピン
ポイントでの問題解決に役立つテスト機能やBER性能を確認するためのテス
ト機能を提供します。

N4891AはキーサイトM8040A 高性能BERTとの組み合わせによって
400GBASE FEC対応レシーバテストソリューションを提供します。このソ
リューションでは、FECを用いた400GbEリンクの電気段の1レーンに物理
的なストレス（ジッタ・ノイズ）を加えながらFLR（Frame Loss Ratio）の測
定を行うことができます。テスト方法は、IEEE802.3 clauses 121、122、
124、136、137、138に記載のある方法です。このソリューションを用いる
と、システムで必要とされるFEC性能によって引き起こされるコンポーネント
とシステムデザインのトレードオフについて理解することができ、実環境での
システムマージンを予測することができます。またこのソリューションは電気
インタフェースならびに光インタフェースでのストレスレシーバ試験もサポー
トします。

主な特長と機能

•　 IEEE802.3で規定されている8x56 Gb/s PAM4電気インタフェースを 
持つ400GbEデバイスや装置に最適なテストプラットフォーム

•　 L1 BERT機能は、PRBSをサポートし、 
各レーンのBERを評価可能

•　 PRBSパターン（PRBS31、PRBS31Q、PRBS23、PRBS20、 
PRBS15、PRBS13、PRBS13Q、PRBS11、PRBS9、PRBS7）と 
SSPRQをサポート

•　 キーサイトM8040Aとの接続・同期機能は導入後に 
アップグレード可能

•　 統合されたwebブラウザベースのユーザーインタフェースによって 
簡単にBERとFECの評価が可能

DUT

Lane Under Test

400G FEC-Encoded Signal (Striped FEC)TxRx

Synchronized FEC Engines

ウェブサイト：www.keysight.co.jp/find/N4891A
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400GbEは進化ではなく革命です
クラウドアプリケーションによって、コンピューティング能力や帯域の需要増
加はデータセンタ内の高速インタフェースの実装を加速させています。NRZ
ベースの100 Gb/sインタフェースからPAM4ベースの400 Gb/sインタ
フェースへの移行は進化というより革命と表現した方が適切です。線形で広
帯域な増幅器やドライバー、デジタルイコライザといった新しい技術は、コン
ポーネントやシステムデザインにとって重要な部分となっています。しかし、そ
れらの技術はエラーフリー伝送を実現するための十分な性能を持っていませ
ん。現在の400GbEリンクでは物理層でのエラーフリー伝送の実現は難しく、
FECが必須となっています。

アダプティブイコライゼーションとFECの組み合わせは、シリコンデバイス、
ASIC、光トランシーバ、ダイレクトアタッチケーブル、スイッチ、ルーターの評
価や検証を複雑にします。初期段階での互換性問題や性能確認は、それらの
問題を解決するために重要です。

FECリンクの評価

IEEE802.3 400GBASEはエラーフリー伝送を実現するためにKP4と呼ばれ
るリードソロモンコードRS（544、514）を用います。ビットエラーがランダム
に発生している場合、post-FEC BERとFLRはpre-FEC BERから推定が可
能です。しかし、ISI （Inter Symbol Interference）のようなパターン依存性
を持つジッタがある場合、FFE（Feed Forward Equalizer）、DFE（Decision 
Feedback Equalizer）はバーストエラーを発生させる場合があります。これ
はFEC decoderをオーバーロードさせ、FEC code wordのロスを発生させ
ます。これらは、400GbEの電気や光レシーバのコンプライアンステストや互
換性に影響を与えます。それらのレシーバはBERやFLRが要求される水準に
あるかどうかをテストする必要があります。

8 ch 電気レーンのFECエンコードフレームを分配するFECストライピングメカニズム
FECマージンやFLRを正確に評価するために最適化されたソリューション

FEC対応レシーバテストの原理
KP4モードビューでのPCSレーン統計情報

ウェブサイト：www.keysight.co.jp/find/N4891A
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シリコンフォトニクスにも対応した 
光集積デバイス・テスト・プラットフォーム

光集積デバイス
光集積デバイスでは、DCレベル信号と高周波信号に対して、光学的パラメー
タと電気光学的パラメータに関する包括的なテストをウエハーレベルで実行す
る必要があります。研究開発やデザイン検証には、ウエハー構造の高精度かつ
高速な完全自動プロービングが不可欠です。

キーサイトは、以下を用いた光集積デバイス・テスト・ソリューションを提供します。

•　 N7776C 波長可変レーザー光源、N7786C 偏波シンセサイザー、
N7745A マルチポート・パワー・メータ、および 
B290xAソース・メジャー・ユニット、 
それらを制御するN7700Aアプリケーションソフトウェアによる

•　 N4372E 光コンポーネント・アナライザによる高周波特性評価

•　 ウエハー・プロービング・システム（パートナー企業）

•　 KS8400A PathWave テストオートメーション /  
N4370P01A LCAプラグイン / N7700210C ウェハ・プローバ・プラグイン

キーサイトのフォト二クス・テスト・ソリューションに測定器およびウエハープロー
ブ制御用のPathWaveテスト・ドライバー・プラグインを統合すると、以下が
可能になります。

•　 最大110 GHzまでの光-光（O/O）、光-電気（E/O、O/E）、 
電気-電気（E/E）デバイスのテスト

•　 内蔵の自動テストフロー

パラメトリックテスト用の測定ソリューションを組み合わせ
た統合型フォトニック・テスト・ソリューション 

周波数応答 /PDレスポンシビティーテスト（平衡ポート、バイアス、暗電流）用に
最大110 GHzを測定する、完全自動プローブステーションおよび測定システム

•　 N7700A フォトニック・アプリケーション・ソフトウェアを使用した 
複数の波長バンド（O-E-S-C-L）にわたる偏波分解光学的特性評価 

•　 パートナー企業との提携

▪  最大300 mmの複数ウエハー、ウエハー、サブダイのナビゲーション
での正確かつ高速で再現性があるデバイスプロービング

▪  さまざまなデバイスピッチでのグレーティングおよびエッジ結合に適し
た高度な柔軟性を備えた、シングルおよびマルチファイバー接続 

▪  110 GHzまでのRFプロービングとマルチピンDC電気プロービング

•　 テストオートメーション

▪  キーサイトPathWaveテスト・オートメーション・プラットフォーム内で
のプローバステーションとテスト測定器の簡単な統合／管理

▪  データ管理および解析

•　 システム性能試験 

主な特長と機能

•　 フォトニック集積チップ（PIC）およびオンボード光学系のオンウエハー／ 
オンダイテスト

•　 自動プロービングおよび測定用の完全統合型ソリューション 

•　 周波数応答/PDレスポンシビティーテスト（平衡ポート、バイアス、暗電流）
用の最大110 GHzの測定

•　 シングル波長掃引におけるTE/TMモードの解析

•　 1,240～1,650 nmの波長範囲までに対応

•　 超高速アクティブ光アライメントによる6自由度の光プローブの 
アライメント

•　 電子計測エンジンに統合するためのキーサイトPathWaveテストを含む 
ソフトウェアプラグイン

•　 自動プローブステーション（パートナー企業）
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ウェブサイト：www.keysight.co.jp/find/oct
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光集積デバイス・テスト・ソリューション 

RF Electro-Optical Measurement Edge & Surface
Single & Fiber Array
Optical & RF & 
DC Probes

Wafer & Die Probing
and Alignment

Optical and DC Electro-Optical Measurement 
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ウェブサイト：www.keysight.co.jp/find/pic
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パラメトリック光コンポーネントテスト
キーサイトは光コンポーネントの波長・偏波依存性損失を簡単かつ正確に測定
するためのトータルソリューションを提供しています。このソリューションは再
現性を確保するためにキーサイトによって確立されたシングルスイープ法を採
用しています。偏波コントローラの偏波アライメント・偏波スタビライズ掃引機
能は、on-waferや光集積デバイスのプローブアライメントなどのセットアップ
及び測定時間の短縮に大きく貢献します。

これらの新しい世代の測定器（波長可変レーザー光源、パワーメーター、偏波
コントローラ・アナライザ）は、光コンポーネントの開発や製造を加速させるた
めに必要となる機能、確度、測定・データ転送速度、簡便なユーザービリティ
を提供します。また、これらは組み合わせることによって偏波依存・波長依存
を正確かつ迅速に測定することが可能になります。全ての測定器はwebブラ
ウザベースのGUIによって制御することができ、基本的な操作は特別なソフト
ウェアを導入することなく、LANやUSBインタフェースを介して簡単に制御す
ることができます。

•  N777xC 波長可変レーザー光源シリーズは1240 nmから1650 nmの波
長範囲をカバーします。高性能モデルは最大で200 nm/s、2wayの掃引が
可能で、pmの波長確度を有しています。エコノミカルモデルは、基本性能
は高機能モデルと遜色なく、ステップ掃引や固定波長で使用するアプリケー
ションに最適です。

•  N774xC マルチポートパワーメーター（4 port または8 port）はデータ
転送速度が全機種比で3倍ほど高速になっています（1 MHzサンプリング
で1 Mサンプル /port）。波長可変レーザー光源との同期や時間領域測定
のために新しいトリガ機能（インプット・シグナル・イベント）をサポートして
います。

•  N778xC 偏波測定器シリーズは高いダイナミックレンジとサンプリングレー
トを実現しており、新しいデジタル・フィードバック・スタビライゼーション
による高速スクランブラー、偏波シンセサイザ・アナライザによるDGD/
PMD測定に対応しています。

N77xxCシリーズは現行機種との互換性を幅広く持つため、現行機種で構築
された測定システムに、ソフトウェアの改修などの追加の投資をすることなく
簡単に統合することができます。

新しい世代の光コンポーネントテスト測定器：N77xxCシリーズ

光
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波長・偏波依存損失測定アプリケーションソフトウェア
新しいPAS （Photonic Application Suite） Ver. 3.0はN77xxCシリーズの
サポート、64bitPC環境への対応、測定の自由度・確度を高めるための新しい
ラムダスキャン測定パッケージの実装を行いました。

ソフトウェアパッケージ

•  FSILエンジン： 
N777xC波長可変レーザー光源とN774xCパワーメーターの組み合わせに
よって、波長対損失を高速かつ高アップデートレートで表示することができま
す。FSILエンジンはデバイスの調整を素早く確実に行えます。

•  IL/PDLエンジン： 
N777xC波長可変レーザー光源、N774xCパワーメーター、N7786B偏波
コントローラの組み合わせによって、波長対損失・偏波依存損失を測定する
ことができます。

•  新しいLSエンジン： 
偏波コントローラ無しでのラムダスキャン、N7786C偏波コントローラとの
組み合わせによるラムダスキャンのどちらの場合でも、IL/PDLエンジンを改
良・拡張した測定を行うことができます。

ライセンス

•  N7700100C PLS （Polarization Lambda Scan）： 
LSまたは IL/PDLエンジンを用いた多チャネルシングルスイープ測定

•  N7700101C DWDM （DWDM Channel Analysis）： 
フィルタの波長特性評価

•  N7700102C FLS （Fast Lambda Scan）： 
FSILまたはLSエンジンを用いた多チャネル波長依存損失評価

Swept-wavelength measurement solution for 
integrated photonics

キーサイトの偏波分解スペクトラム測定用シングルスイープ技術は繰り返し
掃引なしに、ファイバーの変動や温度ドリフトの影響をうけることなく再現性
の高い偏波依存性の測定を行えます。自動的なTE/TMモードの分離は、測
定準備のための時間のかかる偏波アライメント作業を省くことができます。
新しい ILデエンベディング機能は、光スイッチのような測定系に含まれる光
経路を校正することができます。スタティックモード機能はデバイスへの入射
偏波状態を安定させます。On-waferでのテストを行う際、この機能はプロー
ブのアライメントプロセスを通じて実行できます。また、LSエンジンとの組
み合わせによって、偏波を安定させた状態で波長掃引を行うことができます。
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光集積デバイスや光・電気デバイスの高周波特性評価 
N437xE 最大で110 GHzまで対応した 
光コンポーネントアナライザ

キーサイトN437xE LCA（光コンポーネントアナライザ）シリーズは、光トラン
スミッタやレシーバなどの光デバイスの周波数応答特性を最大で110 GHzま
で測定することができます。N5290A/N5291A 900 Hz – 110/120 GHz マ
イクロウェーブPNAシステムをベースとしたN4372Eは、光・電気、電気・光、
光・光、電気・電気のSパラメータをトータルシステムとして110 GHzまで測
定できる唯一の統合されたソリューションです。

LCAシリーズの特長

•　 光トランスミッタ・レシーバの電気インターフェースのリターンロスも含む
周波数応答特性評価が可能

•　 差動インタフェースへの対応

•　 シングルモード版は、波長が1260 nm-1620 nm、 
帯域が110 GHzまで測定可能

•　 マルチモード版は、波長が820 nm-980 nm、 
帯域が50 GHzまで測定可能

•　 NISTトレーサブル

•　 光パワーメータ内蔵により、正確な評価の実現

N4377A 校正済みライトウェーブディテクタ
キーサイトN4377Aは周波数領域測定用にデザインされた光パワーメータ
内蔵のUSB駆動のOEコンバータです。

特長

•　 ベクトル・ネットワーク・アナライザやスペクトラム・アナライザとの 
組み合わせで使用

•　 USBインタフェースを介して給電と制御

•　 校正データ（S2Pファイル）内蔵

•　 USBTMCを介したSCPIプログラミング

オプション

•　 S70：70 GHzの動作レンジ、1310 nm/1550 nm、シングルモード

•　 S40： 40 GHzの動作レンジ、1310 nm/1550 nm、シングルモード

•　 M40： 40 GHzの動作レンジ、850 nm、マルチモード

ウェブサイト：www.keysight.co.jp/find/lca
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マルチ・ウェーブレングス・メータ

2つのモデルから成るキーサイトのマルチ・ウェーブレングス・メータは、
DWDMシステム用波長可変トランスミッターのテストを1,270 nm～1,650 
nmの範囲、波長確度 ±0.2 ppmで実行できます（86122C、0.3 秒のサ
イクルタイム）。また、新しいSWDMおよびCWDM MSA向けのレーザー
の測定に700 nm～1,700 nmの拡張範囲、代表値 ±1 ppmで対応します
（86120D、仕様：700 nm～1,650 nm、0.6秒のサイクルタイム）。マルチ・
ウェーブレングス・メータのどちらのモデルも、1回の掃引で最大1,000本の
レーザーラインを捕捉できます。ハイエンドモデル86122Cには、5年間の工
場保証が付属しています。これには、基準レーザー交換も含まれます。

ウェブサイト：www.keysight.co.jp/find/oct
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各種デジタルインタフェースに対応した 
TxRxテストソリューション
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企
業と早い段階から深く関わることによって築き上げ、幅広い経験を結集したも
のです。キーサイトは主要な規格委員会のメンバーでもあるので、リリースさ
れていない最新テスト規格にも早い段階でアクセスできます。DDR、USB、
PCIe®、SFP+、MIPI®、HDMI、DisplayPort、MHLなど多くの主要なコンプ
ライアンスアプリケーションを提供しています。

コンプライアンス・テスト・アプリケーション 

キーサイトの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、テスト対象の複雑なテクノロジーを理解する時間がなくても、
世界中のテストラボやPlugfestなど各規格に準拠したテストを実行できます。

•　 自動セットアップ：テストに習熟していなくても、ウィザード形式による 
各種セットアップを通じて、再現性の高い結果が確実に得られる

•　 テスト・レポート：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、波形をレポート出力

Infiniium UXRシリーズ オシロスコープ

最新の高速デジタルインタフェース試験に最適な、リアルタイムオシロスコープ

•　 5 GHzから110 GHzの帯域ラインナップ、帯域アップグレード可能

•　 超低ノイズフロア（50 mV/divにおいて、25 GHzで1.16 mVrms,  
50 GHzで1.8 ｍVrms、110 GHzで2.9 mVrms)

•　 超低残留ジッタ（代表値 20 fs)

•　 最高256 GSa/s、最大2 Gptメモリ

M8000 J-BERTシリーズ　 
ビット・エラー・レシオ・テスタ（BERT）

高度に統合されたビット・エラー・レシオ（BER）テスト・ソリューションで、各種
デジタルインタフェースの物理層評価／検証／コンプライアンステストに最適で
す。さまざまなデータレートや規格をサポートし、正確で信頼性の高い測定を提
供し、高速デジタルデバイスの性能マージンの効率的な解析を実現します。

•　 最大で64G baudのレートに対応したパターンジェネレータと 
エラーディテクタ

•　 PAM4（パルス振幅変調4）とNRZ（non-return-to-zero）を選択可能

•　 クロック／データリカバリーおよびイコライゼーション内蔵

•　 ディエンファシスおよび調整可能符号間干渉（ISI）を統合

•　 PCIe®およびAXIeシャーシ

•　 マルチチャネルアプリケーション
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ウェブサイト：www.keysight.co.jp/find/hsd
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Infiniium MXRシリーズ リアルタイムオシロスコープ 
圧倒的な洞察と多彩な解析、時間の短縮

4または8つのアナログチャネル、500 MHz～6 GHz帯域モデルをライン
アップ。フラグシップモデル Infiniium UXRシリーズのASIC搭載により、圧倒
的なスピードと情報量で開発・評価の短縮に貢献します。

•　波形更新速度　200倍以上

•　アイダイアグラム蓄積速度　50倍以上

•　自動計測スピード　20％以上向上

•　波形アベレージング速度　120倍以上

•　FFT解析スピード　400倍以上

ENOBは最高9.0、43 µVの低ノイズによる高い基本性能。世界初、オシロス
コープにリアルタイム・スペクトラム・アナライザを内蔵。シグナルインテグリ
ティーとパワー解析ツールセットによる高度な解析機能にも対応します。

オシロスコープ、ロジック・アナライザ、プロトコル・アナライザ、DVM、カウ
ンター、リアルタイム・スペクトラム・アナライザ、ボード線図測定、任意波形
発生器など、1台8役の統合ベンチソリューションを実現しました。

8チャネルへのアップグレードを含むあらゆる拡張に対応し、必要な時期に必要
な機能・性能・予算での導入も将来にわたって投資保護されます。

8 in 1の測定器統合による
多機能の実現

製
品
サ
イ
ズ
の
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縮

ウェブサイト：www.keysight.co.jp/find/mxr
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パワーインテグリティー・テスト・ソリューション

パワーインテグリティーの重要性
近年、電子部品の低電圧駆動化、信号の高
速化が進み、PDN（パワー・ディストリビュー
ション・ネットワーク）への電源供給ライン
に重畳されるノイズが問題となっています。
そのため、電源回路のインピーダンスコント
ロールがノイズ対策として重要となります。
キーサイトはパワーインテグリティーを評価
するソリューションを提供しています。

こんな電源ノイズ対策してませんか？

•　 とりあえず経験と勘でパスコンを載せて対策をしている。

•　 mVオーダの電源ノイズは、オシロでは見れなかった。

•　 電源の負荷変動やノイズの挙動がわからない。

•　 対策部品 （バイパスコンデンサ）ばかりで基板にスペースがない！

•　 基板のシミュレーションや試作回数が増えて、費用と工数が問題に！

電源ノイズ低減の肝は「電源インピーダンス」

•　 電源ノイズの原因は主にIRドロップ（電圧降下）

•　 電圧、電流、抵抗の関係から、電源インピーダンスが100倍になると 
電源ノイズも100倍になる。

電源ノイズアナライザ

従来の測定方法では、オシロスコープ
とプローブ自身のノイズが大きく、観測
すべきノイズは埋もれて見えませんでし
た。電源ノイズアナライザを使えば、見
えなかった電源ノイズの真の波形を観測
し、現状把握できます。

•　 Infiniium Sシリーズ オシロスコープ

•　 N7020A/24A パワーレールプローブ

パワーインテグリティーアナライザ

業界初！ オシロスコープで初めてトラブルの原因である電源インピーダンスの
測定が可能に。基板上のDC－DCコンバータやバイパスコンデンサ等、IC か
らみた電源インピーダンスを実測すれば、どの周波数帯に効くノイズ対策部品
が足りていないか解り、DC 電源ノイズ対策の最適化が可能です。

•　 Infiniium Sシリーズ オシロスコープ

•　 パワーインテグリティー・アナライザ・ソフトウェア

•　 33500B/600Aシリーズ 任意波形発生器

N7020A/24Aパワーレールプ
ローブなら、測定器自身のノ
イズに埋もれず、mVレベル
の電源ノイズ波形もクリアに
観測可能です。

グランド
プレーン

DC-DC
コンバータ

大容量
バイパス
コンデンサ

高周波用
バイパス
コンデンサ

1MHz対策用
パスコンを
追加 電流

⊿I

IC

電圧
⊿V電源プレーン

0.9V 1.5V 
3.3V 

DC-DCコンバータ

プロセッサ

DDRメモリバイパスコンデンサ

DC-DC
コンバータ

FPGA 

3.3V

1.2V

1.5V

0.9V

DC-DC
コンバータ

DC-DC
コンバータ

DC-DC
コンバータ

DDRメモリ

プロセッサ

PDNの電源供給回路の例
電源ノイズアナライザによる測定

従来の代表的な
オシロスコーププローブによる測定

*1:1アクティブプローブを使用

Infiniium Sシリーズ オシロスコープ

電
源
イ
ン
ピ
ー
ダ
ン
ス（
Ω
） 周波数（Hz）

パワーインテグリティーアナライザなら、
オシロスコープなのにネットワーク・アナ
ライザのように電源インピーダンスの測
定が可能です。
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ウェブサイト：www.keysight.co.jp/find/pianalyzer

29www.keysight.co.jp



RF/マイクロ波 /高速デジタル回路向け 
設計・検証ソリューション
ワークフローを加速するために作成された業界初のデザイン／テスト・ソフト
ウェア・プラットフォームです。デザインおよびシミュレーションからプロトタイ
プの作成およびテスト、さらに製造までの製品開発パスのあらゆる段階を連携
し、統合します。

キーサイトのPathWaveは、エンジニアリングワークフローの加速を支援する
ため、迅速でデザインとテストの統合を可能にする、以下の特長を備えたソフ
トウェアです。

•　 プラットフォームのカスタマイズ、および現在のハードウェア／ソフトウェアと
の統合を実現する、オープンAPIおよびオープン・ソース・コンポーネント

•　 専用ワークステーション、パブリッククラウド／プライベートクラウド、計測 
器内蔵のソフトウェアのいずれでも計算を実行できる柔軟性を備えた、 
スケーラブルなアーキテクチャー

•　 お客様がソフトウェアを時間や場所に関係なく必要なときに利用できる、 
柔軟な消費モデル

•　 デザイン環境、テスト環境、製造環境を通して一貫性のある正確な結果が 
得られる、業界最高の測定技術

PathWave Advanced Design System（ADS）

PathWave Advanced Design System（ADS）は、高速デジタル、RF/
マイクロ波、パワーエレクトロニクス（PE）など向けのエキサイティングな
新しいテクノロジーと機能を提供します。

シグナルインテグリティー／パワーインテグリティー解析用 
の統合ワークフローを提供するPathWave ADS 

シグナルインテグリティー／パワーインテグリティーの 
シミュレーション

•　 PathWave ADSとFlexDCAの連携 – 新しい専用プローブを使用して、
PathWave ADSからFlexDCAにシームレスに波形を転送可能

•　 IBIS-AMIバック・チャネル・インタフェース – TxモデルとRxモデルの 
間でEQ設定の自動ネゴシエーションが可能

•　 SIPro – 新しい仮想ピンにより、ポートのピン配置の調整が可能

•　 SIPro – シミュレータで材料の熱特性を使用可能

•　 PIPro – thermal（熱）およびelectro-thermal（電気-熱）解析機能に 
おいて、解析速度の大幅な短縮と、メモリ使用量の大幅な削減を実現
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PathWave Advanced Design System（ADS） 
高速デジタルデザイン

キーサイトのPathWave ADSおよびその他のツールを使用することで、以下
を実現します。

•　 チャネルと物理層モデリングにより、完全なチップ間リンクを解析

•　 特許取得済みのコーザリティ、パッシビティアルゴリズムを使用し、 
周波数ドメインのSパラメータモデルを正確にインポートすることで、 
タイムドメインの回路とチャネルシミュレーションが可能

•　 PAM4信号のアイダイアグラム、アイマスクなどの分析

•　 統計チャネルシミュレータとビット・バイ・ビット・モードを使い 
高速にチャネル解析数日かかるような、超低BER等高線を数秒で分析可能

•　 COM（Channel Operating Margin）計算による、 
規範的なチャネルコンプライアンスの実行

•　 FlexDCA（サンプリングスコープ）とリンクすることで、 
シミュレーション波形をもとに、TDECQなど高度なPAM4波形解析 
およびジッタ分析が可能

•　 CTLE伝達関数のポール、ゼロの可視化 
（802.3bs、PCIe Gen3/Gen4など、CTLEプリセット値に対応）

•　 数か月かかるような、IBIS-AMIモデル生成を数日間で実現

•　 IBIS-AMIバックチャネルインタフェースによる、 
Tx / Rx モデルのイコライザー設定自動ネゴシエーションに対応

ウェブサイト：www.keysight.co.jp/find/ads
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今日の高速PCBの設計上の問題の解決 

デジタル信号が数ギガビット／秒の速度に達すると、予測できないことがよく
起こります。キーサイトのシグナルインテグリティー（SI）/パワーインテグリ
ティー（PI）ソリューションにはEDAデザイン／シミュレーションツールが含ま
れます。マルチギガビットデジタルPCBの設計上の問題を簡単に解決できま
す。PathWave ADSは、シームレスなワークフローに業界最高のタイムドメイ
ン／周波数ドメイン・シミュレーション・テクノロジーを搭載し、SI/PIの問題を
解決し、規格に準拠したデザインを実現します。

最先端のチャネル解析 

キーサイトのPathWave ADSなどのツールを使用すれば、以下が可能です。

•　 チャネル、回路、レイアウトの抽象化レベルでモデリングすることにより、
チップ間リンクを正確に解析できます。

•　 特許取得済みのコーザリティ／パッシビティアルゴリズムを使用すれば、
周波数ドメインのSパラメータモデルをタイムドメイン回路／チャネル 
シミュレーションに正確にインポートできます。

•　 チャネルシミュレータの統計モードやビット・バイ・ビット・モードを使用す
れば、超低BER等高線を数日ではなく、数秒で求められます。

•　 IBISフォーマット（従来のフォーマットとAMIフォーマットの両方）やネット
リストフォーマット（Keysightキーによって復号化／暗号化）のトランシー
バーモデルをインポートできます。

•　 IBIS AMIモデルを数か月ではなく、数日で作成できます。

レイアウト後の高速かつ正確な電磁界解析 

PathWave ADSには、マルチギガビットリンクを備えた大規模で複雑なPCB
デザインをシミュレートするのに必要な確度、速度、能力を備えた革新的な
電磁界テクノロジーが採用されています。PathWave ADSのSIProおよび
PIPro電磁界シミュレータを使用すれば、以下が可能です。

•　 Cadence、Mentor、図研などのPCB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して、パワーインテグリティーやシグナルインテグリ
ティーの電磁界解析が行えます。

•　 ネットドリブンの操作性により、SI解析とPI解析を同じ環境で簡単にセット
アップできます。

•　 信号結合、理想的でないグランド／電源プレーン、ビア結合の影響など、
高速リンクの正確なSパラメータモデルを抽出できます。

•　 PI解析を実行して、DC IRドロップ、ACインピーダンス、電源プレーン共
振を評価できます。

•　 電磁界ベースのSI/PI解析の結果に基づいて、PathWave ADS内でス
ケマティック・テスト・ベンチを自動的に作成できます。
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ウェブサイト：www.keysight.co.jp/find/oscilloscope

オシロスコープのラインナップ
キーサイトのリアルタイムオシロスコープには、解析するオシロ Infiniiumと見えるオシロ InfiniiVisionがあり、
5万円台の50 MHzから世界最高の110 GHzまで幅広いバリエーションを取り揃えています。

Infiniiumシリーズ　解析するオシロスコープ
•　 500 MHz～110 GHz　　•　 Windows OS

InfiniiVisionシリーズ 見えるオシロスコープ
•　 50 MHz～6 GHz　　•　 組み込みOS

InfiniiVisionシリーズの特長
見えるオシロスコープ InfiniiVisionシリーズは、リーズナブル
な価格でありながら、アナログオシロのような高速波形表示
と操作感を実現したMegaZoom ASIC搭載のオシロスコープ
です。

MegaZoom ASICの画期的な技術

•　 リアルタイム時は、「見える」を最優先に最大100万波形 /秒の
高速波形表示。波形を止めると常にフルメモリで解析

•　 メモリ長やサンプリング速度などの設定は不要

•　 ゾーン・タッチ・トリガ、マスクテスト、プロトコルデコードも 
ハードウエアでリアルタイムに実行

1000Xシリーズ

S シリーズ MXR シリーズ V シリーズ Z シリーズ UXR シリーズ DCA-X サンプリング

2000Xシリーズ 3000T Xシリーズ 4000Xシリーズ 6000Xシリーズ

リアルタイム表示時：100万波形/秒

解析時：最大メモリ長
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KeysightCare – より高い次元のサポート 
プレッシャーにさらされている場合、ツール、回答、ヘルプでの待機時間は、高
コストの遅延となります。KeysightCareを作った理由はそこにあります。お
客様が必要とする場合に、行動が保証されます。KeysightCareはサービス&
サポートの在り方を変え、着実に良い結果をお客様にもたらすお手伝いをしま
す。頼りがいのある保証をキーサイトがバックアップします。

測定器に関する質問、校正、修理。そのどれもで迅速な対処が求められます。
KeysightCareは、基本的な保証だけでなく以下を含む包括的なサポートを提
供します。

•　 修理の要請に対するより早い対応

•　 測定器を最新にしておくための機器情報の管理

•　 積極的なソフトウェアアップデート、機能拡張、修正情報の提供

•　 ビジネスニーズに合わせて選択できる複数のサービス層の提供： 
Assured、Enhanced、Performance、またはSoftware

 

サービスの概要

サポート契約の概要 保 証
KeysightCare
テクニカル
サポート2

KeysightCare
Assured

KeysightCare
Enhanced3

KeysightCare
Performance3

KeysightCare
Software

テクニカルサポート（ソフトウェア／ハードウェア）
セルフサービスの

ウェブポータル&ナレッジセンター、
24時間年中無休

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

レスポンスタイム 2営業日 4営業時間 2営業時間 2実働時間 4営業時間 1

24時間のテクニカルサポート ◯

オンサイトの購入後サポート ◯

ハードウェアサポート

修理サービスのカバレージ ◯ ◯ ◯ ◯
修理サービスの

ターンアラウンドタイム 10営業日 7営業日 5営業日

校正サービス 4 ◯ ◯
校正サービスの

ターンアラウンドタイム 5営業日 3営業日

計画的なファームウェア
リリースの通知 ◯ ◯ ◯

ソフトウェアサポート
主な機能／拡張機能／
メンテナンスリリース ◯
計画的なソフトウェア
リリースの通知 ◯

提供されるサービスは、各国の法制度／法規制等の条件によって異なる場合があります。
インド、ロシア、ブラジルのターンアラウンドタイムは上記保証の対象外です。現地の状況に応じた
対応を行います。

1   ソフトウェアサポートにはKeysightCareソフトウェア契約が必要です。ハードウェアとソフトウェア
の両方がテクニカルサポートの対象となっている場合は、最高のサービスレベルが優先されます。

2   KeysightCareのテクニカルサポートは、サービス契約でのみ利用できます。テスト資産に最適な
カバレージの実現についてはお問い合わせください。

3   一部の国でのみ利用可能です。計測お客様窓口までお問い合わせください。

4   推奨校正周期に基づいて選択された1回の校正サービスが含まれます。キーサイトの校正、
キーサイトの校正＋不確かさ、キーサイトの校正＋不確かさ＋ガードバンドから選択されます。

� 電話サポート

� ナレッジセンター

� オンライン・サポート・
    ポータル

� 高速修理／校正

� カスタマイズされた
　 サポート

� より短い応答時間

� 緊急対応

� 代替ユニット
　（オプション）

� オンサイトサービス

� ソフトウェア
　 アップデート

� アップデート通知

� 技術サポート

ASSURED
迅速なサポート

ENHANCED
優先サポート

PERFORMANCE
エンタープライズサポート

SOFTWARE
ソフトウェア

サブスクリプション
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