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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　評価対象伝送路の入力端へ試験信号を入力したときに前記評価対象伝送路の出力端から
出力される出力信号に基づき前記評価対象伝送路の伝送特性を評価する評価装置に接続さ
れるアダプタ装置であって、
　前記評価対象伝送路の入力端へ入力される試験信号と同じ信号が入力される入力端を有
する基準伝送路と、
　前記評価対象伝送路の出力端から出力される出力信号から、前記基準伝送路の入力端で
得られた前記試験信号の反射成分と前記評価対象伝送路の入力端で得られた前記試験信号
の反射成分との差信号を増幅した反射成分増幅信号と、前記基準伝送路における前記試験
信号の通過損失分と前記評価対象伝送路における前記試験信号の通過損失分との差信号を
増幅した通過損失分増幅信号と、を減算して生成される信号を、前記評価装置へ入力され
る評価信号として生成する評価信号生成手段と、
を備えることを特徴とするアダプタ装置。
【請求項２】
　前記評価信号生成手段は、
　前記基準伝送路の入力端で得られた前記試験信号の反射成分と前記評価対象伝送路の入
力端で得られた前記試験信号の反射成分との差信号を生成する第１の差信号生成手段と、
　前記基準伝送路と同じ信号伝播時間を有する遅延伝送路であって、前記第１の差信号生
成手段から出力される前記差信号が入力される遅延伝送路と、
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　前記遅延伝送路から出力される信号を反転増幅もしくは非反転増幅する反射成分増幅手
段と、
　前記基準伝送路の入力端から前記第１の差信号生成手段、前記遅延伝送路および前記反
射成分増幅手段を経由したときの信号伝播時間に、前記基準信号路の入力端から前記基準
伝送路を経由したときの信号伝播時間が一致するよう、前記基準伝送路から出力される信
号を遅延させる第１の遅延手段と、
　前記第１の遅延手段から出力される信号と、前記反射成分増幅手段から出力される信号
と、を加算する第１の加算手段と、
　前記評価対象伝送路から出力される信号と前記基準伝送路から出力される信号との差信
号を生成する第２の差信号生成手段と、
　　前記基準伝送路の入力端から前記第１の差信号生成手段、前記遅延伝送路、前記反射
成分増幅手段および前記第１の加算手段を経由したときの信号伝播時間に、前記基準信号
路の入力端から前記基準伝送路および前記第２の差信号生成手段を経由したときの信号伝
播時間が一致するよう、前記第２の差信号生成手段から出力される前記差信号を遅延させ
る第２の遅延手段と、
　前記第２の遅延手段から出力される信号の反転信号と、第１の加算手段から出力される
信号と、を加算する第２の加算手段と、
　前記第２の差信号生成手段から出力される前記差信号を反転増幅もしくは非反転増幅す
る通過損失分増幅手段と、
　前記基準伝送路の入力端から前記第１の差信号生成手段、前記遅延伝送路、前記反射成
分増幅手段、前記第１の加算手段および前記第２の加算手段を経由したときの信号伝播時
間に、前記基準信号路の入力端から前記基準伝送路、前記第２の差信号生成手段および前
記通過損失分増幅手段を経由したときの信号伝播時間が一致するよう、前記通過損失分増
幅手段から出力される前記信号を遅延させる第３の遅延手段と、
　前記第３の遅延手段から出力される信号と、第２の加算手段から出力される信号と、を
加算し、前記評価信号を生成する第３の加算手段と、
を備える請求項１に記載のアダプタ装置。
【請求項３】
　前記反射成分増幅手段は、前記評価装置において観測されるアイダイアグラムのアイの
開口率が小さくなるよう、前記遅延伝送路から出力される信号を反転増幅もしくは非反転
増幅する請求項２に記載のアダプタ装置。
【請求項４】
　前記反射成分増幅手段は、
　入力信号を反転増幅する第１の反転増幅手段と、
　入力信号を非反転増幅する第１の非反転増幅手段と、
　前記反射成分増幅手段の出力を、前記第１の反転増幅手段もしくは前記第１の非反転増
幅手段のいずれかの出力に切り替える第１の切替手段と、
を有する請求項２または３に記載のアダプタ装置。
【請求項５】
　前記通過損失分増幅手段は、前記評価装置において観測されるアイダイアグラムのアイ
の開口率が小さくなるよう、前記第２の差信号生成手段から出力される前記差信号を反転
増幅もしくは非反転増幅する請求項２に記載のアダプタ装置。
【請求項６】
　前記通過損失分増幅手段は、
　入力信号を反転増幅する第２の反転増幅手段と、
　入力信号を非反転増幅する第２の非反転増幅手段と、
　前記通過損失分増幅手段の出力を、前記第２の反転増幅手段もしくは前記第２の非反転
増幅手段のいずれかの出力に切り替える第２の切替手段と、
を有する請求項２または５に記載のアダプタ装置。
【請求項７】
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　前記評価対象伝送路および前記基準伝送路は、パッドが接続された伝送路である請求項
１～６のいずれか一項に記載のアダプタ装置。
【請求項８】
　前記遅延伝送路は、前記試験信号の帯域内において前記基準伝送路と同等の伝送特性を
有する、パッドが接続された伝送路である請求項７に記載のアダプタ装置。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか一項に記載のアダプタ装置と、
　前記アダプタ装置に接続され、前記試験信号を生成してこれを前記アダプタ装置に入力
するパルスパターンジェネレータと、
　前記アダプタ装置に接続され、前記アダプタ装置から出力される前記評価信号に基づい
て前記評価対象伝送路の伝送特性を評価する評価装置と、
を備えることを特徴とする伝送路評価システム。
【請求項１０】
　前記評価装置は、前記評価対象伝送路においてディジタル信号を伝送する際に生じるジ
ッタをアイダイアグラムで表示するオシロスコープもしくはビットエラーレートテスタで
ある請求項９に記載の伝送路評価システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、伝送路を通過した評価信号を観測することで伝送路の伝送特性を評価する評
価装置に接続されるアダプタ装置および伝送路評価システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　高速シリアル伝送に用いられる伝送路の伝送品質を評価する方法がいくつか提案されて
いる（非特許文献１）。伝送路の周波数領域における評価項目として、ＴＤＲ（Ｔｉｍｅ
　Ｄｏｍａｉｎ　Ｒｅｆｌｅｃｔｏｍｅｔｒｙ）／ＴＤＴ（Ｔｉｍｅ　Ｄｏｍａｉｎ　Ｔ
ｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ）測定器またはネットワークアナライザにより測定および算出さ
れるＳパラメータがある。また、伝送路の時間領域における評価項目として、ステップ応
答波形から求められる特性インピーダンス、擬似ランダムデータ信号を伝送路に入力した
ときに得られるアイダイアグラム（Ｅｙｅ　Ｄｉａｇｒａｍ、「アイパターン（Ｅｙｅ　
Ｐａｔｔｅｒｎ）」とも称する。）、ジッタ（Ｊｉｔｔｅｒ）量、ビットエラーレート（
Ｂｉｔ　Ｅｒｒｏｒ　Ｒａｔｅ：ＢＥＲ）がある。
【０００３】
　図６は、従来一般に用いられている伝送路評価システムを例示する図である。以降、異
なる図面において同じ参照符号が付されたものは同じ機能を有する構成要素であることを
意味するものとする。評価対象である伝送路２は、同軸ケーブル１０２を介して、パルス
パターンジェネレータ（Ｐｕｌｓｅ　Ｐａｔｔｅｒｎ　Ｇｅｎｅｒａｔｏｒ：ＰＰＧ）１
０１とオシロスコープ３－１もしくはビットエラーレートテスタ（Ｂｉｔ　Ｅｒｒｏｒ　
Ｒａｔｅ　Ｔｅｓｔｅｒ：ＢＥＲＴ）３－２とに接続される。パルスパターンジェネレー
タ１０１が、試験信号である擬似ランダムデータ信号を伝送路２の一端から入力したとき
、伝送路２の他端からは出力として、オシロスコープ３－１であるならばアイダイアグラ
ムやジッタ量が、ビットエラーレートテスタ３－２であるならばビットエラーレートが、
観測される。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】高速シリアル通信におけるジッタの基礎と測定手法の概要、アジレント
・テクノロジ社、〔平成２１年６月２５日検索〕、インターネット＜http://cp.literatu
re.agilent.com/litweb/pdf/5989-8674JAJP.pdf＞
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　Ｓパラメータおよび特性インピーダンスを評価項目とする場合については、伝送路の伝
送品質を管理および解析するには特に問題ないが、信号波形の変化に対する特性について
までも把握するものではないので、実稼動時の伝送特性を把握できているとはいえない。
【０００６】
　一方、アイダイアグラム、ジッタ量、もしくはビットエラーレートなどを評価項目とす
る場合は、実際のデータ通信に用いられている信号に近い擬似ランダムデータ信号を評価
信号として用いているので、得られる測定結果は、実稼動時の伝送特性に近いものといえ
る。伝送路の伝送損失は、反射成分による反射損失と、伝送路を通過する際に生ずる通過
損失（伝送路の材質に依存する損失）とに分けられる。伝送路の配線長が短いほど、通過
損失は小さくなる。評価対象である伝送路の配線長が長いことにより伝送損失が大きくな
る場合、これらアイダイアグラム、ジッタ量およびビットエラーレートなどの各評価項目
は、伝送路ごとの明確な差（バラツキ）として現れるので、伝送路ごとの伝送品質の良し
悪しを判別しやすい。しかしながら、伝送路の配線長が非常に短く、誘電損失はほとんど
ゼロ、かつ伝送路の特性インピーダンスの偏差により生ずる反射損失が小さい場合には、
これらアイダイアグラム、ジッタ量およびビットエラーレートなどいずれの評価項目につ
いても伝送路固有の差（バラツキ）が現れにくい。
【０００７】
　特に、伝送路の一端にパッドが形成されているような伝送媒体が均一でない伝送路（以
下、本明細書では「パッド付伝送路」と称する。）は、均一の伝送媒体がからなる伝送路
（以下、本明細書では「均一な伝送路」と称する。）に比べて、次の理由により、アイダ
イアグラム、ジッタ量およびビットエラーレートなどいずれの評価項目についても伝送路
固有の差（バラツキ）がさらに現れにくい。図７～１２は、均一な伝送路およびパッド付
伝送路のＳパラメータの対比について説明する図である。
【０００８】
　図７（ａ）は、特性インピーダンスが５０Ωである均一な伝送路をモデル化したシミュ
レーション回路を示す図であり、図７（ｂ）は、図７（ａ）に示すシミュレーション回路
についてのＳパラメータのシミュレーション結果を示す図である。ここで、均一な伝送路
であるマイクロストリップラインの線路長を１５．０ｍｍ、線路幅を５０．０μｍとする
。また、図８（ａ）は、特性インピーダンスが５５Ωである均一な伝送路をモデル化した
シミュレーション回路を示す図であり、図８（ｂ）は、図８（ａ）に示すシミュレーショ
ン回路についてのＳパラメータのシミュレーション結果を示す図である。ここで、均一な
伝送路であるマイクロストリップラインの線路長を１５．０ｍｍ、線路幅を４１．７μｍ
とする。
【０００９】
　図９（ａ）は、特性インピーダンスが５０Ωである図７（ａ）に示す均一な伝送路の一
端にパッドが接続された場合をモデル化したシミュレーション回路を示す図であり、図９
（ｂ）は、図９（ａ）に示すシミュレーション回路についてのＳパラメータのシミュレー
ション結果を示す図である。ここで、パッドの大きさを５００μｍ×５００μｍとする。
また、図１０（ａ）は、特性インピーダンスが５５Ωである図８（ａ）に示す均一な伝送
路の一端にパッドが接続された場合をモデル化したシミュレーション回路を示す図であり
、図１０（ｂ）は、図１０（ａ）に示すシミュレーション回路についてのＳパラメータの
シミュレーション結果を示す図である。ここで、パッドの大きさを５００μｍ×５００μ
ｍとする。
【００１０】
　Ｓ１１およびＳ２２の各波形はそれぞれ反射特性を表わし、Ｓ１２およびＳ２１の各波
形はそれぞれ通過特性を表す。
【００１１】
　図７（ｂ）、図８（ｂ）、図９（ｂ）および図１０（ｂ）を比較検討すると、図９（ｂ
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）および図１０（ｂ）ではパッドが接続されたことにより、特性インピーダンスが５０Ω
のパッド付伝送路および特性インピーダンス５５Ωのパッド付伝送路の両方とも、反射特
性Ｓ１１ およびＳ２２はほとんどの周波数領域において底上げされ、周波数全域にわた
って悪化しており、特に周波数が高くなるほど悪化することがわかる。また、通過特性Ｓ
２１について見ると、特性インピーダンスが５０Ωのパッド付伝送路および特性インピー
ダンス５５Ωのパッド付伝送路の両方とも、パッドのない均一な伝送路と比較して、周波
数が高くなると急激に通過損失が大きくなることがわかる。
【００１２】
　図１１および１２は、図７（ａ）、図８（ａ）、図９（ａ）および図１０（ａ）に示す
特性インピーダンス５０Ωの均一な伝送路およびパッド付伝送路ならびに特性インピーダ
ンス５５Ωの均一な伝送路およびパッド付伝送路に関して、反射特性の差「Ｓ１１50Ω－
Ｓ１１55Ω」の絶対値、および通過特性の差「Ｓ２１50Ω－Ｓ２１55Ω」の絶対値を求め
たものであり、図１１（ａ）は、図７（ｂ）および図８（ｂ）における反射特性Ｓ１１の
差を表わし、図１１（ｂ）は、図９（ｂ）および図１０（ｂ）における反射特性Ｓ１１の
差を表わす図である。また、図１２（ａ）は、図７（ｂ）および図８（ｂ）における通過
特性Ｓ２１の差を表わし、図１２（ｂ）は、図９（ｂ）および図１０（ｂ）における通過
特性Ｓ２１の差を表わす図である。
【００１３】
　反射特性の差について、図１１（ａ）および図１１（ｂ）に示す特性を比較すると、パ
ッドがない均一な伝送路の場合は、反射特性の差は周波数全域で平均しており、うねりの
平均はほぼ一定であるが、パッド付伝送路の場合には、２０ＧＨｚ付近から反射の差が上
昇している。
【００１４】
　同様に、通過特性の差について、図１２（ａ）および図１２（ｂ）に示す特性を比較す
ると、反射特性の場合とは逆に、通過特性の差は、パッドのない均一な伝送路では周波数
とともに上昇するが、パッド付伝送路の場合は平均化している。また、周波数全域にわた
って、パッド付伝送路の方がパッドのない均一な伝送路よりも通過特性の差が小さくなっ
ている。
【００１５】
　以上より、伝送路とパッドの接続点（段差）により生じた大きな反射により、パッドの
反射特性が支配的になり、伝送路自体の通過特性の差が明確に現れにくくなっていること
がわかる。このことは、パッド付伝送路は、パッドのない均一な伝送路よりもさらに、上
記評価項目についての伝送路の個体ごとの差（バラツキ）が現れにくくなっていることを
意味する。例えば、パッド付伝送路について試験信号を入力し、このパッド付伝送路から
出力された信号のアイパターンを観測しても、伝送路の個体ごとのアイダイアグラムの違
い（伝送特性の差）を識別しにくくなる。つまり、パッドのない均一な伝送路でも上記違
いの識別が困難であったものが、伝送路にパッドが接続されることでさらに困難になって
しまう。
【００１６】
　均一な伝送路であれば上記評価項目についての伝送路の個体ごとの差（バラツキ）が明
確に現れるようにするために、伝送路の伝送損失がより大きくなる周波数領域まで達する
ようパルスパターンジェネレータが出力する評価信号の伝送レートを上げることが考えら
れる。しかし、パッド付伝送路の場合には、伝送レートを上げても、均一な伝送路のよう
な期待する効果（アイパターンの差）は得られず、アイパターンにより伝送路の特性バラ
ツキを識別することは不可能に近い。
【００１７】
　従って本発明の目的は、上記問題に鑑み、パッド付の伝送路の伝送特性についての評価
装置による評価を可能にする、評価装置に接続されるアダプタ装置およびこれを備える伝
送路評価システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
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【００１８】
　上記目的を実現するために、本発明においては、評価対象伝送路の入力端へ試験信号を
入力したときに評価対象伝送路の出力端から出力される出力信号に基づき評価対象伝送路
の伝送特性を評価する評価装置に接続されるアダプタ装置は、評価対象伝送路の入力端へ
入力される試験信号と同じ信号が入力される入力端を有する基準伝送路と、評価対象伝送
路の出力端から出力される出力信号から、基準伝送路の入力端で得られた試験信号の反射
成分と評価対象伝送路の入力端で得られた試験信号の反射成分との差信号を増幅した反射
成分増幅信号と、基準伝送路における試験信号の通過損失分と評価対象伝送路における試
験信号の通過損失分との差信号を増幅した通過損失分増幅信号と、を減算して生成される
信号を、評価装置へ入力される評価信号として生成する評価信号生成手段と、を備える。
【００１９】
　本発明による伝送路評価システムは、上述のアダプタ装置と、アダプタ装置に接続され
、試験信号を生成してこれをアダプタ装置に入力するパルスパターンジェネレータと、ア
ダプタ装置に接続され、アダプタ装置から出力される評価信号に基づいて伝送路の伝送特
性を評価する評価装置と、を備える。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によるアダプタ装置を、従前の評価装置に接続するだけで容易に、パッドが接続
された伝送路の伝送特性についての評価を可能にすることができる。本発明によれば、評
価対象がパッドが接続された伝送路であっても、アイダイアグラム、ジッタ量およびビッ
トエラーレートなどいずれの評価項目について、伝送路ごとの明確な差（バラツキ）とし
て現れさせることができるので、伝送路ごとの伝送品質の良し悪しを判別しやすくするこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明によるアダプタ装置を示す基本ブロック図である。
【図２】本発明の実施例によるアダプタ装置を示す回路図である。
【図３】本発明の実施例によるアダプタ装置を用いた場合において評価装置で観測される
アイダイアグラムのシミュレーション結果を示す図であって、評価対象伝送路の特性イン
ピーダンスが５０Ωのアイダイアグラムを示す図である。
【図４】本発明の実施例によるアダプタ装置を用いた場合において評価装置で観測される
アイダイアグラムのシミュレーション結果を示す図であって、評価対象伝送路の特性イン
ピーダンスが４５Ωの場合を示す図である。
【図５】本発明の実施例によるアダプタ装置を用いた場合において評価装置で観測される
アイダイアグラムのシミュレーション結果を示す図であって、評価対象伝送路の特性イン
ピーダンスが５５Ωの場合を示す図である。
【図６】従来一般に用いられている伝送路評価システムを例示する図である。
【図７】均一な伝送路およびパッド付伝送路のＳパラメータの対比について説明する図で
あって、図７（ａ）は、特性インピーダンスが５０Ωである均一な伝送路をモデル化した
シミュレーション回路を示し、図７（ｂ）は、図７（ａ）に示すシミュレーション回路に
ついてのＳパラメータのシミュレーション結果を示す図である。
【図８】均一な伝送路およびパッド付伝送路のＳパラメータの対比について説明する図で
あって、図８（ａ）は、特性インピーダンスが５５Ωである均一な伝送路をモデル化した
シミュレーション回路を示し、図８（ｂ）は、図８（ａ）に示すシミュレーション回路に
ついてのＳパラメータのシミュレーション結果を示す図である。
【図９】均一な伝送路およびパッド付伝送路のＳパラメータの対比について説明する図で
あって、図９（ａ）は、特性インピーダンスが５０Ωである図７（ａ）に示す均一な伝送
路の一端にパッドが接続された場合をモデル化したシミュレーション回路を示し、図９（
ｂ）は、図９（ａ）に示すシミュレーション回路についてのＳパラメータのシミュレーシ
ョン結果を示す図である。
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【図１０】均一な伝送路およびパッド付伝送路のＳパラメータの対比について説明する図
であって、図１０（ａ）は、特性インピーダンスが５５Ωである図８（ａ）に示す均一な
伝送路の一端にパッドが接続された場合をモデル化したシミュレーション回路を示し、図
１０（ｂ）は、図１０（ａ）に示すシミュレーション回路についてのＳパラメータのシミ
ュレーション結果を示す図である。
【図１１】均一な伝送路およびパッド付伝送路のＳパラメータの対比について説明する図
であって、図１１（ａ）は、図７（ｂ）および図８（ｂ）における反射特性Ｓ１１の差を
表わし、図１１（ｂ）は、図９（ｂ）および図１０（ｂ）における反射特性Ｓ１１の差を
表わす図である。
【図１２】均一な伝送路およびパッド付伝送路のＳパラメータの対比について説明する図
であって、図１２（ａ）は、図７（ｂ）および図８（ｂ）における通過特性Ｓ２１の差を
表わし、図１２（ｂ）は、図９（ｂ）および図１０（ｂ）における通過特性Ｓ２１の差を
表わす図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　図１は、本発明によるアダプタ装置を示す基本ブロック図である。本発明によるアダプ
タ装置１は、評価対象伝送路２とこの評価対象伝送路２の伝送特性を評価する評価装置３
との間に接続されるものである。アダプタ装置１の測定プローブＰ３には、伝送特性を評
価すべき評価対象伝送路２の入力端が接続され、アダプタ装置１の測定プローブＰ４には
、評価対象伝送路２の出力端が接続されることになる。アダプタ装置１においては、パル
スパターンジェネレータ１０１により、アダプタ装置１の入力ポートＩｎから試験信号が
入力され、アダプタ装置１の出力ポートＯｕｔから評価装置３へ向けて評価信号が出力さ
れる。評価対象伝送路は、パッドが接続された伝送路（パッド付伝送路）である。
【００２３】
　アダプタ装置１は、基準伝送路１１と評価信号生成手段１２とを備える。
【００２４】
　基準伝送路１１は、評価対象伝送路２の入力端へアダプタ装置１の測定プローブＰ３を
介して入力される試験信号と同じ信号が入力される入力端Ｐ１を有する。基準伝送路１１
は、パッドが接続された伝送路である。
【００２５】
　評価信号生成手段１２は、評価対象伝送路２の出力端からアダプタ装置１の測定プロー
ブＰ４を介して出力される出力信号から、基準伝送路１１の入力端Ｐ１で得られた試験信
号の反射成分と評価対象伝送路２の入力端で得られた試験信号の反射成分との差信号を増
幅した反射成分増幅信号と、基準伝送路１１における試験信号の通過損失分と評価対象伝
送路における試験信号の通過損失分との差信号を増幅した通過損失分増幅信号と、を減算
して生成される信号を、評価装置へ入力される評価信号として生成する。
【００２６】
　なお、評価対象伝送路２の入力端には、アダプタ装置１の測定プローブＰ３が接続され
るので、上記「評価対象伝送路２の入力端で得られた試験信号の反射成分」は、アダプタ
装置１の測定プローブＰ３の位置で検出されるものである。したがって、本明細書では、
以下、説明を簡明にするために、「評価対象伝送路２の入力端」は「アダプタ装置１の測
定プローブＰ３」と同位置にあるものと捉え、「評価対象伝送路２の入力端」を参照符号
Ｐ３で表わすものとする。同様の理由で、「評価対象伝送路２の出力端」を参照符号Ｐ４
で表わすものとする。
【００２７】
　上述の評価信号生成手段１２は、第１の差信号生成手段２１と、遅延伝送路２２と、反
射成分増幅手段２３と、第１の遅延手段２４と、第１の加算手段２５と、第２の差信号生
成手段２６と、第２の遅延手段２７と、第２の加算手段２８と、通過損失分増幅手段２９
と、第３の遅延手段３０と、第３の加算手段３１と、を備える。
【００２８】
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　第１の差信号生成手段２１は、基準伝送路１１の入力端Ｐ１で得られた試験信号の反射
成分と評価対象伝送路２の入力端Ｐ３で得られた試験信号の反射成分との差信号を生成す
る。
【００２９】
　遅延伝送路２２は、基準伝送路１１と同じ信号伝播時間を有する伝送路で構成される。
遅延伝送路２２には、第１の差信号生成手段２１から出力される差信号が入力される。遅
延伝送路２２は、パッドが接続されていない均一な伝送路であるのが好ましい。なお、遅
延伝送路２２は、試験信号の帯域内において基準伝送路１１と同等の伝送特性を有する、
パッドが接続された伝送路であってもよい。
【００３０】
　反射成分増幅手段２３は、遅延伝送路２２から出力される信号を反転増幅もしくは非反
転増幅する。反射成分増幅手段２３は、評価装置３において観測されるアイダイアグラム
のアイの開口率が小さくなるよう、遅延伝送路２２から出力される信号を反転増幅もしく
は非反転増幅する。このため、反射成分増幅手段２３は、入力信号を反転増幅する第１の
反転増幅手段と、入力信号を非反転増幅する第１の非反転増幅手段と、反射成分増幅手段
２３の出力を、第１の反転増幅手段もしくは第１の非反転増幅手段のいずれかの出力に切
り替える第１の切替手段と、を有する。なお、第１の反転増幅手段、第１の非反転増幅手
段および第１の切替手段については、図１においては図示しないが、詳細については後述
する。
【００３１】
　第１の遅延手段２４は、基準伝送路１１の入力端Ｐ１から第１の差信号生成手段２１、
遅延伝送路２２および反射成分増幅手段２３を経由したときの信号伝播時間に、基準信号
路１１の入力端Ｐ１から基準伝送路１１および基準伝送路１１の出力端Ｐ２を経由したと
きの信号伝播時間が一致するよう、基準伝送路１１の出力端Ｐ２から出力される信号を遅
延させる。
【００３２】
　第１の加算手段２５は、第１の遅延手段２４から出力される信号と、反射成分増幅手段
２３から出力される信号と、を加算する。
【００３３】
　第２の差信号生成手段２６は、評価対象伝送路２から出力される信号と基準伝送路１１
から出力される信号との差信号を生成する。
【００３４】
　第２の遅延手段２７は、基準伝送路１１の入力端Ｐ１から第１の差信号生成手段２１、
遅延伝送路２２、反射成分増幅手段２３および第１の加算手段２５を経由したときの信号
伝播時間に、基準信号路１１の入力端Ｐ１から基準伝送路１１、基準伝送路１１の出力端
Ｐ２および第２の差信号生成手段２６を経由したときの信号伝播時間が一致するよう、第
２の差信号生成手段２６から出力される差信号を遅延させる。
【００３５】
　第２の加算手段２８は、第２の遅延手段２７から出力される信号の反転信号と、第１の
加算手段２５から出力される信号と、を加算する。
【００３６】
　通過損失分増幅手段２９は、第２の差信号生成手段２６から出力される差信号を反転増
幅もしくは非反転増幅する。通過損失分増幅手段２９は、評価装置３において観測される
アイダイアグラムのアイの開口率が小さくなるよう、第２の差信号生成手段２６から出力
される差信号を反転増幅もしくは非反転増幅する。このため、通過損失分増幅手段２９は
、入力信号を反転増幅する第２の反転増幅手段と、入力信号を非反転増幅する第２の非反
転増幅手段と、前記通過損失分増幅手段の出力を、前記第２の反転増幅手段もしくは前記
第２の非反転増幅手段のいずれかの出力に切り替える第２の切替手段と、を有する。なお
、第２の反転増幅手段、第２の非反転増幅手段および第２の切替手段については、図１に
おいては図示しないが、詳細については後述する。
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【００３７】
　第３の遅延手段３０は、基準伝送路１１の入力端Ｐ１から第１の差信号生成手段２１、
遅延伝送路２２、反射成分増幅手段２３、第１の加算手段２５および第２の加算手段２８
を経由したときの信号伝播時間に、基準信号路１１の入力端Ｐ１から基準伝送路１１、基
準伝送路１１の出力端Ｐ２、第２の差信号生成手段２６および通過損失分増幅手段２９を
経由したときの信号伝播時間が一致するよう、通過損失分増幅手段２９から出力される信
号を遅延させる。
【００３８】
　第３の加算手段３１は、第３の遅延手段３０から出力される信号と、第２の加算手段２
８から出力される信号と、を加算し、評価信号を生成する。
【００３９】
　上述のようにして生成された評価信号は、アダプタ装置１の出力ポートＯｕｔを介して
評価装置３へ出力される。評価装置３は、例えば、伝送路においてディジタル信号を伝送
する際に生じるジッタをアイダイアグラムで表示するオシロスコープもしくはビットエラ
ーレートテスタである。
【００４０】
　本発明によれば、伝送路評価システム１０は、上述のアダプタ装置１と、アダプタ装置
１に接続され、試験信号を生成してこれをアダプタ装置１に入力するパルスパターンジェ
ネレータ１０１と、アダプタ装置１に接続され、アダプタ装置１から出力される評価信号
に基づいて評価対象伝送路２の伝送特性を評価する評価装置３と、を備える。
【００４１】
　図２は、本発明の実施例によるアダプタ装置を示す回路図である。本発明の実施例によ
るアダプタ装置１は、評価対象伝送路２とこの評価対象伝送路２の伝送特性を評価する評
価装置３との間に接続されるものである。
【００４２】
　アダプタ装置１の入力ポートＩｎには、パルスパターンジェネレータ（ＰＰＧ）１０１
が接続される。パルスパターンジェネレータ１０１は、試験信号である擬似ランダムデー
タ信号を生成する。
【００４３】
　アダプタ装置１の出力ポートＯｕｔには、評価装置３として、オシロスコープもしくは
ビットエラーレートテスタ（ＢＥＲＴ）が接続される。評価装置３を用いて、アダプタ装
置１の出力ポートＯｕｔから評価装置３へ向けて評価信号に基づき、アイダイアグラムの
開口度、ジッタ量等を測定し、伝送品質を評価する。
【００４４】
　アダプタ装置１の測定プローブＰ３には、伝送特性を評価すべき評価対象伝送路２の入
力端が接続され、アダプタ装置１の測定プローブＰ４には、評価対象伝送路２の出力端が
接続される。本実施例においては、評価対象伝送路２は、パッド（ＰＡＤ）が接続された
伝送路（パッド付伝送路）とする。評価対象伝送路２の特性インピーダンスをＺ0とする
。
【００４５】
　基準伝送路１１は、評価対象伝送路２の入力端へアダプタ装置１の測定プローブＰ３を
介して入力される試験信号と同じ信号が入力される入力端Ｐ１を有する。デバイダＤｅｖ
ｉｄｅｒ－１の出力端子Ｃ１から基準伝送路１１の入力端Ｐ１までの信号伝播時間と、デ
バイダＤｅｖｉｄｅｒ－１の出力端子Ｃ２から評価対象伝送路２の入力端Ｐ３までの信号
伝播時間と、は同じとなるように信号線を構成する。ここで、基準伝送路１１のテストパ
スと評価対象伝送路２のテストパスとを同じ伝送特性とするために、基準伝送路１１の入
力端Ｐ１および出力端Ｐ２については、評価対象伝送路２に対する測定プローブＰ３およ
びＰ４と同じ部品で構成する。このような構成にすることにより、後述する基準伝送路１
１と評価対象伝送路２との差信号には、テストパスの影響が現れず、したがって、基準伝
送路１１と評価対象伝送路２との差信号を増幅しても、その増幅信号にはテストパスの影
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響が現れない。基準伝送路１１は、パッド（ＰＡＤ）が接続された伝送路（パッド付伝送
路）である。本実施例では、基準伝送路１１の特性インピーダンスＺ0を５０Ωとする。
【００４６】
　アダプタ装置１の入力ポートＩｎから入力された試験信号は、デバイダＤｅｖｉｄｅｒ
－１で２分配される。ここで、デバイダＤｅｖｉｄｅｒ－１の入出力インピーダンスは５
０Ωとし、デバイダＤｅｖｉｄｅｒ－１の入力信号と各出力信号の大きさは同じものとす
る。これにより、評価対象伝送路２および基準伝送路１１には同じ試験信号が入力される
ことになる。
【００４７】
　デバイダＤｅｖｉｄｅｒ－１により２分配された試験信号は、出力アンプＡｍｐ－１お
よびＡｍｐ－２へそれぞれ出力される。出力アンプＡｍｐ－１およびＡｍｐ－２は、ゲイ
ン（電圧利得）がともに１で、出力インピーダンスが５０Ωである。出力アンプＡｍｐ－
１の出力信号は測定プローブＰ１を介して基準伝送路１１へ入力され、出力アンプＡｍｐ
－２の出力信号は測定プローブＰ３を介して評価対象伝送路２へ入力される。ここで、出
力アンプＡｍｐ－１およびＡｍｐ－２の出力信号の大きさをａとする。
【００４８】
　図１に示した第１の差信号生成手段２１は、図２に示す実施例では、プローブアンプＡ
ｍｐ－３およびＡｍｐ－４ならびに差動アンプＡｍｐ－５で構成される。プローブアンプ
Ａｍｐ－３およびＡｍｐ－４は、入力インピーダンスＺiが極めて高いものとする。プロ
ーブアンプＡｍｐ－３の入力端子は、測定プローブＰ１とプローブ対象である基準伝送路
１１との接続点から非常に近いポイントに実装される。プローブアンプＡｍｐ－４の入力
端子は、測定プローブＰ３とプローブ対象である評価対象送線路２との接続点から非常に
近いポイントに実装される。プローブアンプＡｍｐ－３およびＡｍｐ－４の出力インピー
ダンスは５０Ωとし、ゲインは１とする。ここで、測定プローブＰ１における反射信号の
大きさをｂp1とし、プローブアンプＡｍｐ－３の出力信号の大きさをａa3とする。また、
測定プローブＰ３における反射信号の大きさをｂp3とし 、プローブアンプＡｍｐ－４の
出力信号の大きさをａa4とする。プローブアンプＡｍｐ－３の出力信号の大きさａa3およ
びプローブアンプＡｍｐ－４の出力信号の大きさａa4は式１および式２のようにそれぞれ
表わされる。
【００４９】
【数１】

【００５０】
【数２】

【００５１】
　差動アンプＡｍｐ－５は、プローブアンプＡｍｐ－３の出力信号とプローブアンプＡｍ
ｐ－４の出力信号の差信号を生成し、遅延伝送路２２へ出力する。差動アンプＡｍｐ－５
の入出力インピーダンスは５０Ωとし、差動利得を１とする。ここで、差動アンプＡｍｐ
－５の出力信号の大きさａa5は式３のように表わされる。
【００５２】
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【数３】

【００５３】
　式３は、プローブアンプＡｍｐ－３およびＡｍｐ－４ならびに差動アンプＡｍｐ－５を
構成する第１の差信号生成手段２１により、基準伝送路１１の入力端Ｐ１で得られた試験
信号の反射成分と評価対象伝送路２の入力端Ｐ３で得られた試験信号の反射成分との差信
号が生成されることを示している。
【００５４】
　遅延伝送路２２は、基準伝送路１１と同じ信号伝播時間を有する伝送路で構成される。
ここで、遅延伝送路２２の通過損失分をＬdとする。遅延伝送路２２は、パッドが接続さ
れていない均一な伝送路であるのが好ましい。なお、コスト面を考え、遅延伝送路２２は
、試験信号の帯域内において基準伝送路１１と同等の伝送特性を有する、パッドが接続さ
れた伝送路としてもよい。
【００５５】
　図１に示した反射成分増幅手段２３は、図２に示す実施例では、第１の切替手段を構成
するスイッチＳＷ－１ａおよびＳＷ－１ｂと、第１の反転増幅手段であるアンプＡｍｐ－
６ａと、第１の非反転増幅手段であるアンプＡｍｐ－６ｂと、ローパスフィルタＬＰＦ－
１と、で構成される。
【００５６】
　アンプＡｍｐ－６ａおよびアンプＡｍｐ－６ｂは、ともに入出力インピーダンスが５０
Ωで、ゲインＧrをもつ反転増幅器および非反転増幅器である。
【００５７】
　スイッチＳＷ－１ａとスイッチＳＷ－１ｂは、それぞれの接点ＡおよびＢが連動して切
り替わり、アンプＡｍｐ－６ａもしくはアンプＡｍｐ－６ｂのいずれかを選択する。具体
的には、評価装置３において観測されるアイダイアグラムのアイの開口率が小さくなるよ
う、アンプＡｍｐ－６ａもしくはアンプＡｍｐ－６ｂのいずれかに切り替え、遅延伝送路
２２から出力される信号を反転増幅もしくは非反転増幅する。また、アンプＡｍｐ－６ａ
もしくはアンプＡｍｐ－６ｂのゲインを調整すれば、アダプタ装置１の出力ポートＯｕｔ
 に接続された評価装置オシロスコープで観測されるアイダイアグラムの開口率を調整す
ることができる。
【００５８】
　ここで、スイッチＳＷ－１ａおよびスイッチＳＷ－１ｂの接点がＡ接点側にあるものと
すると、アンプＡｍｐ－６の出力信号の大きさａa6 は式４で表わされる。
【００５９】
【数４】

【００６０】
　アンプＡｍｐ－６の出力は、ローパスフィルタＬＰＦ－１を通過して、適切な周波数帯
域（評価対象伝送路の伝送試験に必要な周波数帯域）に制限される。ここで、ローパスフ
ィルタＬＰＦ－１の入出力インピーダンスを５０Ωとし、損失は通過周波数帯域内におい
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てゼロとする。
【００６１】
　図１に示した第１の遅延手段２４は、図２に示す実施例では、遅延線Ｄｅｌｅｙ－１で
構成される。図１に示した第１の加算手段２５は、図２に示す実施例では、コンバイナＣ
ｏｍｂｉｎｅｒ－１で構成される。
【００６２】
　遅延線Ｄｅｌｅｙ－１は、基準伝送路１１の入力端Ｐ１から差動アンプＡｍｐ－５のプ
ラス側入力端子Ｃ３、スイッチＳＷ－１ａ、アンプＡｍｐ－６ａもしくはＡｍｐ－６ｂ、
スイッチＳＷ－１ｂ、ローパフフィルタＬＰＦ－１を経由してコンバイナＣｏｍｂｉｎｅ
ｒ－１の入力端子Ｃ５に至るまでの信号伝播時間に、基準信号路１１の入力端Ｐ１から基
準伝送路１１、基準伝送路１１の出力端Ｐ２、入力アンプＡｍｐ－７を経由してコンバイ
ナＣｏｍｂｉｎｅｒ－１の入力端子Ｃ６に至るまでの信号伝播時間が一致するよう、基準
伝送路１１の出力端Ｐ２から出力される信号を遅延させるものである。
【００６３】
　基準伝送路１１から出力された信号は、入力アンプＡｍｐ－７を通り、遅延線Ｄｅｌａ
ｙ－１でタイミングを合わせてからコンバイナＣｏｍｂｉｎｅｒ－１でローパルフィルタ
ＬＰＦ－１の出力信号と加算される。入力アンプＡｍｐ－７の入出力インピーダンスを５
０Ωとし、遅延線Ｄｅｌａｙ－１の入出力インピーダンスを５０Ωとする。
【００６４】
　ここで、基準伝送路１１の通過損失をＬr、入力アンプＡｍｐ－７のゲインを１とし、
また遅延線Ｄｅｌａｙ－１には損失がないものとすると、コンバイナＣｏｍｂｉｎｅｒ－
１の出力信号の大きさａc1は式５で表わされる。
【００６５】
【数５】

【００６６】
　式５は、基準伝送路１１の通過信号「ａ×（１－Ｌr）」から、基準伝送路１１と評価
対象伝送路２の反射成分の差「（１－Ｌd）×（ｂp1－ｂp3）」がアンプＡｍｐ－６のゲ
インであるＧr倍に増幅された信号が減算されることを示している。
【００６７】
　評価対象伝送路２から出力された信号は、入力アンプＡｍｐ－８を通過して、５０Ωの
終端抵抗Ｒで終端される。入力アンプＡｍｐ－８の入出力インピーダンスは５０Ωでゲイ
ンは１である。ここで、評価対象伝送路２の通過損失をＬtとすると、入力アンプＡｍｐ
－８の出力信号の大きさａa8は式６のように表わされる。
【００６８】
【数６】

【００６９】
　図１に示した第２の差信号生成手段２６は、図２に示す実施例では、差動アンプＡｍｐ
－９で構成される。差動アンプＡｍｐ－９は、入力アンプＡｍｐ－７の出力信号と入力ア
ンプＡｍｐ－８の出力信号との差信号を生成し、デバイダＤｅｖｉｄｅｒ－２ に出力す
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る。差動アンプＡｍｐ－９は、入力インピーダンスＺiが極めて高いものとする。基準伝
送路１１の出力端Ｐ２から差動アンプＡｍｐ－９の入力端子Ｃ１１までの信号伝播時間と
、評価対象伝送路２の出力端Ｐ４から差動アンプＡｍｐ－９の入力端子Ｃ１２までの信号
伝播時間と、は同じとなるように信号線を構成する。差動アンプＡｍｐ－９の出力インピ
ーダンスを５０Ωとし、差動電圧利得を１とする。差動アンプＡｍｐ－９の出力の大きさ
ａa9は式７のように表わされる。
【００７０】
【数７】

【００７１】
　差動アンプＡｍｐ－９からの出力信号はデバイダＤｅｖｉｄｅｒ－２で２分配される。
ここで、デバイダＤｅｖｉｄｅｒ－２の入出力インピーダンスは５０Ωとし、デバイダＤ
ｅｖｉｄｅｒ－２の各出力信号の大きさは同じものとする。これにより、アンプＡｍｐ－
１０およびスイッチＳＷ－２ａには、同じ差動アンプＡｍｐ－９からの出力信号が入力さ
れることになる。
【００７２】
　デバイダＤｅｖｉｄｅｒ－２により２分配された差動アンプＡｍｐ－９からの出力信号
は、アンプＡｍｐ－１０およびスイッチＳＷ－２ａにそれぞれ出力される。
【００７３】
　図１に示した第２の遅延手段２７は、図２に示す実施例では、遅延線Ｄｅｌｅｙ－２で
構成される。図１に示した第２の加算手段２８は、図２に示す実施例では、反転アンプＡ
ｍｐ－１０およびコンバイナＣｏｍｂｉｎｅｒ－２で構成される。
【００７４】
　遅延線Ｄｅｌｅｙ－２は、基準伝送路１１の入力端Ｐ１から差動アンプＡｍｐ－５のプ
ラス側入力端子Ｃ３、スイッチＳＷ－１ａ、アンプＡｍｐ－６ａもしくはＡｍｐ－６ｂ、
スイッチＳＷ－１ｂ、ローパフフィルタＬＰＦ－１、コンバイナＣｏｍｂｉｎｅｒ－１を
経由してコンバイナＣｏｍｂｉｎｅｒ－２の入力端子Ｃ７に至るまでの信号伝播時間に、
基準信号路１１の入力端Ｐ１から基準伝送路１１、基準伝送路１１の出力端Ｐ２、入力ア
ンプＡｍｐ－７、差動アンプＡｍｐ－９、デバイダＤｅｖｉｄｅｒ－２、反転アンプＡｍ
ｐ－１０を経由してコンバイナＣｏｍｂｉｎｅｒ－２の入力端子Ｃ８に至るまでの信号伝
播時間が一致するよう、基準伝送路１１の出力端Ｐ２から出力される信号を遅延させるも
のである。
【００７５】
　反転アンプＡｍｐ－１０は、入出力インピーダンスを５０Ωとし、利得を１とする。ま
た、遅延線Ｄｅｌａｙ－２の入出力インピーダンスを５０Ωとし、通過損失はないものと
する。
【００７６】
　基準伝送路１１から出力された信号は、入力アンプＡｍｐ－７、差動アンプＡｍｐ－９
、デバイダＤｅｖｉｄｅｒ－２、反転アンプＡｍｐ－１０を通り、遅延線Ｄｅｌａｙ－２
でタイミングを合わせてからコンバイナＣｏｍｂｉｎｅｒ－２でコンバイナＣｏｍｂｉｎ
ｅｒ－１の出力信号と加算される。コンバイナＣｏｍｂｉｎｅｒ－２の出力信号の大きさ
ａc2は式８で表わされる。
【００７７】
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【数８】

【００７８】
　式８は、評価対象伝送路２の通過信号「ａ×（１－Ｌt）」から、基準伝送路１１と評
価対象伝送路２の反射成分の差「（１－Ｌd）×（ｂp1－ｂp3）」がアンプＡｍｐ－６の
ゲインであるＧr倍に増幅された信号が減算されることを示している。ここで、式５では
、基準伝送路１１の通過信号から反射成分の差を減算していたが、式８では評価対象伝送
路２の通過信号から反射成分の差を減算していることに注意すべきである。
【００７９】
　図１に示した通過損失分増幅手段２９は、図２に示す実施例では、第２の切替手段を構
成するスイッチＳＷ－２ａおよびＳＷ－２ｂと、第２の非反転増幅手段であるアンプＡｍ
ｐ－１１ａと、第２の反転増幅手段であるアンプＡｍｐ－１１ｂと、ローパスフィルタＬ
ＰＦ－２と、で構成される。
【００８０】
　アンプＡｍｐ－１１ａおよびアンプＡｍｐ－１１ｂは、ともに入出力インピーダンスが
５０Ωで、ゲインＧtをもつ非反転増幅器および反転増幅器である。
【００８１】
　スイッチＳＷ－２ａとスイッチＳＷ－２ｂは、それぞれの接点ＡおよびＢが連動して切
り替わり、アンプＡｍｐ－１１ａもしくはアンプＡｍｐ－１１ｂのいずれかを選択する。
具体的には、評価装置３において観測されるアイダイアグラムのアイの開口率が小さくな
るよう、アンプＡｍｐ－１１ａもしくはアンプＡｍｐ－１１ｂのいずれかに切り替え、デ
バイダＤｅｖｉｄｅｒ－２から出力される信号を反転増幅もしくは非反転増幅する。また
、アンプＡｍｐ－１１ａもしくはアンプＡｍｐ－１１ｂのゲインを調整すれば、アダプタ
装置１の出力ポートＯｕｔ に接続された評価装置オシロスコープで観測されるアイダイ
アグラムの開口率を調整することができる。
【００８２】
　アンプＡｍｐ－１１の出力は、ローパスフィルタＬＰＦ－２を通過して、適切な周波数
帯域（評価対象伝送路の伝送試験に必要な周波数帯域）に制限される。ここで、ローパス
フィルタＬＰＦ－２の入出力インピーダンスを５０Ωとし、損失は通過周波数帯域内にお
いてゼロとする。
【００８３】
　図１に示した第３の遅延手段３０は、図２に示す実施例では、遅延線Ｄｅｌｅｙ－３で
構成される。図１に示した第３の加算手段３１は、図２に示す実施例では、コンバイナＣ
ｏｍｂｉｎｅｒ－３で構成される。
【００８４】
　遅延線Ｄｅｌｅｙ－３は、基準伝送路１１の入力端Ｐ１から差動アンプＡｍｐ－５のプ
ラス側入力端子Ｃ３、スイッチＳＷ－１ａ、アンプＡｍｐ－６ａもしくはＡｍｐ－６ｂ、
スイッチＳＷ－１ｂ、ローパフフィルタＬＰＦ－１、コンバイナＣｏｍｂｉｎｅｒ－１お
よびＣｏｍｂｉｎｅｒ－２を経由してコンバイナＣｏｍｂｉｎｅｒ－３の入力端子Ｃ９に
至るまでの信号伝播時間に、基準信号路１１の入力端Ｐ１から基準伝送路１１、基準伝送
路１１の出力端Ｐ２、入力アンプＡｍｐ－７、差動アンプＡｍｐ－９、デバイダＤｅｖｉ
ｄｅｒ－２、スイッチＳＷ－２ａ、アンプＡｍｐ－１１ａもしくはＡｍｐ－１１ｂ、スイ
ッチＳＷ－２ｂ、ローパスフィルタＬＰＦ－２を経由してコンバイナＣｏｍｂｉｎｅｒ－
３の入力端子Ｃ１０に至るまでの信号伝播時間が一致するよう、ローパスフィルタＬＰＦ
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－２から出力される信号を遅延させるものである。遅延線Ｄｅｌｅｙ－３は、入出力イン
ピーダンスを５０Ωとし、通過損失はゼロとする。
【００８５】
　ローパスフィルタＬＰＦ－２の出力信号は、遅延線Ｄｅｌａｙ－３でタイミングを合わ
せてからコンバイナＣｏｍｂｉｎｅｒ－３でコンバイナＣｏｍｂｉｎｅｒ－２の出力信号
と加算される。ここで、スイッチＳＷ－２ａおよびＳＷ－２ｂの接点をＢ接点、アンプＡ
ｍｐ－１１の出力信号の大きさをａa11としたとき、コンバイナＣｏｍｂｉｎｅｒ－３の
出力信号の大きさａc3は式９のように表わされる。
【００８６】
【数９】

【００８７】
　式９は、評価対象伝送路２の通過信号「ａ×（１－Ｌt）」から、基準伝送路１１と評
価対象伝送路２の反射成分の差「（１－Ｌd）×（ｂp1－ｂp3）」がアンプＡｍｐ－６の
ゲインであるＧr倍に増幅された信号と、基準伝送路１１と評価対象伝送路２の通過損失
分の差「ａ×（Ｌt－Ｌr）」がアンプＡｍｐ－１１のゲインであるＧt倍に増幅された信
号と、を減算することを示している。
【００８８】
　コンバイナＣｏｍｂｉｎｅｒ－３の出力信号は、出力アンプＡｍｐ－１２を介して出力
ポートＯｕｔに出力される。出力アンプＡｍｐ－１２は、入出力インピーダンスを５０Ω
とし、利得を１とする。
【００８９】
　評価装置３でこの出力信号のアイダイアグラム、ジッタもしくはビットエラーレート（
ＢＥＲ）を観測・測定することで、基準伝送路１１に対する評価対象伝送路２の伝送特性
のバラツキを明確に知ることができる。
【００９０】
　本発明の実施例による伝送路評価システム１０は、上述のアダプタ装置１と、アダプタ
装置１に接続され、試験信号を生成してこれをアダプタ装置１に入力するパルスパターン
ジェネレータ１０１と、アダプタ装置１に接続され、アダプタ装置１から出力される評価
信号に基づいて評価対象伝送路２の伝送特性を評価する評価装置３と、を備える。
【００９１】
　次に、上述の本発明の実施例による伝送路評価システムのシミュレーション結果につい
て説明する。シミュレーションにはザイリンクス社の「Ｘｉｌｉｎｘ　Ｖｉｒｔｅｘ－４
　ＲｏｋｅｔＩＯ　Ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎ　Ｍｏｄｅｌ」（ＴＸモデル）を使用した。基
準伝送路の特性インピーダンスを５０Ωとし、評価対象伝送路の特性インピーダンスを４
５Ωおよび５５Ωとした。
【００９２】
　図３～５は、本発明の実施例によるアダプタ装置を用いた場合において評価装置で観測
されるアイダイアグラムのシミュレーション結果を示す図であって、図３は評価対象伝送
路の特性インピーダンスが５０Ωのアイダイアグラムを示し、図４は評価対象伝送路の特
性インピーダンスが４５Ωの場合を示し、図５は評価対象伝送路の特性インピーダンスが
５５Ωの場合を示す図である。基準伝送路および評価伝送路はパッド付伝送路である。
【００９３】
　図４および５に示すように、本発明の実施例によるアダプタ装置により、パッド付伝送
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路であってもアイ（ｅｙｅ）の大きさに明確な差が現れており、本発明が有効であること
が証明された。
【産業上の利用可能性】
【００９４】
　本発明は、高速シリアル伝送に用いられる伝送路の伝送品質の評価する際に適用するこ
とができる。本発明によるアダプタ装置を、従前の評価装置に接続するだけで容易に、パ
ッド付の伝送路の伝送特性についての評価を可能にすることができる。本発明によれば、
評価対象がパッドに接続された伝送路であっても、アイダイアグラム、ジッタ量およびビ
ットエラーレートなどいずれの評価項目について、伝送路ごとの明確な差（バラツキ）と
して現れさせることができるので、伝送路ごとの伝送品質の良し悪しを判別しやすくする
ことができる。
【符号の説明】
【００９５】
　１　　アダプタ装置
　２　　評価対象伝送路
　３　　評価装置
　１１　　基準伝送路
　１２　　評価信号生成手段
　２１　　第１の差信号生成手段
　２２　　遅延伝送路
　２３　　反射成分増幅手段
　２４　　第１の遅延手段
　２５　　第１の加算手段
　２６　　第２の差信号生成手段
　２７　　第２の遅延手段
　２８　　第２の加算手段
　２９　　通過損失分増幅手段
　３０　　第３の遅延手段
　３１　　第３の加算手段
　Ａｍｐ－１、Ａｍｐ－２、Ａｍｐ－１２　　出力アンプ
　Ａｍｐ－３、Ａｍｐ－４　　プローブアンプ
　Ａｍｐ－５、Ａｍｐ－９　　差動アンプ
　Ａｍｐ－６ａ、Ａｍｐ－６ｂ、Ａｍｐ－１１ａ、Ａｍｐ－１１ｂ　　アンプ
　Ａｍｐ－７、Ａｍｐ－８　　入力アンプ
　Ａｍｐ－１０　　反転アンプ
　Ｃｏｍｂｉｎｅｒ－１、Ｃｏｍｂｉｎｅｒ－２、Ｃｏｍｂｉｎｅｒ－３　　コンバイナ
　Ｄｅｌａｙ－１、Ｄｅｌａｙ－２、Ｄｅｌａｙ－３　　遅延線
　Ｄｅｖｉｄｅｒ－１、Ｄｅｖｉｄｅｒ－２、Ｄｅｖｉｄｅｒ－３　　デバイダ
　Ｉｎ　　入力ポート
　ＬＰＦ－１、ＬＰＦ－２　　ローパスフィルタ
　Ｏｕｔ　　出力ポート
　Ｐ１　　基準伝送路の入力端
　Ｐ２　　基準伝送路の出力端
　Ｐ３、Ｐ４　　測定プローブ
　Ｒ　　終端抵抗
　ＳＷ－１ａ、ＳＷ－１ｂ、ＳＷ－２ａ、ＳＷ－２ｂ　　スイッチ
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【図７】 【図８】
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【図１１】 【図１２】
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