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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タイミング信号を発生するタイミング発生器であって、
　所定の時間間隔で基準クロックを出力する基準クロック発生部と、
　前記基準クロックを受け取り、前記基準クロックを遅延させた第１遅延信号を出力する
第１可変遅延回路部と、
　前記基準クロックを受け取り、前記基準クロックを遅延させた第２遅延信号を出力する
第２可変遅延回路部と、
　前記第１可変遅延回路部における遅延量を制御する第１遅延制御部と、
　前記第２可変遅延回路部における遅延量を制御する第２遅延制御部と、
　前記第１遅延信号と、前記第２遅延信号とに基づいて、前記タイミング信号を生成する
タイミング生成部と
　を備え、
　前記第２遅延制御部は、
　予め第２基本タイミングデータが設定される第２基本タイミングデータ設定部と、
　予め第２マルチストローブ分解能データが設定される第２マルチストローブ分解能デー
タ設定部と、
　第２マルチストローブデータを記憶するマルチストローブデータ記憶部と、
　前記基準クロック発生部が前記基準クロックを発生する毎に、前記マルチストローブデ
ータ記憶部が記憶した前記第２マルチストローブデータに、前記第２マルチストローブ分
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解能データを加算する第２マルチストローブ分解能データ加算部と、
　前記第２基本タイミングデータと、前記第２マルチストローブデータとに基づいて、前
記第２可変遅延回路部において前記基準クロックが遅延されるべき遅延量を算出する第２
可変遅延量算出部とを有し、
　前記第１遅延制御部は、
　予め第１基本タイミングデータが設定される第１基本タイミングデータ設定部と、
　予め第１マルチストローブ分解能データが設定される第１マルチストローブ分解能デー
タ設定部と、
　前記基準クロック発生部が前記基準クロックを発生する毎に、前記マルチストローブデ
ータ記憶部が記憶した前記第２マルチストローブデータに、前記第１マルチストローブ分
解能データを加算して第１マルチストローブデータを算出する第１マルチストローブ分解
能データ加算部と、
　前記第１基本タイミングデータと、前記第１マルチストローブ分解能データ加算部が算
出した遅延量とに基づいて、前記第１可変遅延回路部において前記基準クロックが遅延さ
れるべき遅延量を算出する第１可変遅延量算出部とを有し、
　前記マルチストローブデータ記憶部は、前記第２マルチストローブ分解能データ加算部
において、前記第２マルチストローブ分解能データが加算された前記第２マルチストロー
ブデータを新たに記憶する
　ことを特徴とするタイミング発生器。
【請求項２】
　前記タイミング生成部は、前記第１遅延信号と、前記第２遅延信号とをインターリーブ
させた信号に基づいて、前記タイミングを生成することを特徴とする請求項１に記載のタ
イミング発生器。
【請求項３】
　前記第１可変遅延量算出部は、前記第１基本タイミングデータに、前記第１マルチスト
ローブデータを加算した遅延量を算出し、
　前記第２可変遅延量算出部は、前記第２基本タイミングデータに、前記第２マルチスト
ローブデータを加算した遅延量を算出することを特徴とする請求項１に記載のタイミング
発生器。
【請求項４】
　前記第１可変遅延量算出部は、前記第１基本タイミングデータから、前記第１マルチス
トローブデータを減算した遅延量を算出し、
　前記第２可変遅延量算出部は、前記第２基本タイミングデータから、前記第２マルチス
トローブデータを減算した遅延量を算出することを特徴とする請求項１に記載のタイミン
グ発生器。
【請求項５】
　前記第１マルチストローブ分解能データは、前記第２マルチストローブ分解能データの
略半分であることを特徴とする請求項１から４のいずれかに記載のタイミング発生器。
【請求項６】
　前記タイミング発生器が発生するべき前記タイミング信号に基づいて、前記マルチスト
ローブデータ記憶部が記憶する前記第２マルチストローブデータを零に設定する手段を更
に備えることを特徴とする請求項１から５のいずれかに記載のタイミング発生器。
【請求項７】
　前記タイミング発生器が発生するべき前記タイミング信号に基づいて、前記第１基本タ
イミングデータ設定部に新たな第１基本タイミングデータを設定する手段と、
　前記タイミング発生器が発生するべき前記タイミング信号に基づいて、前記第２基本タ
イミングデータ設定部に新たな第２基本タイミングデータを設定する手段と
を更に備えることを特徴とする請求項１から６のいずれかに記載のタイミング発生器。
【請求項８】
　前記タイミング発生器が発生するべき前記タイミング信号に基づいて、前記第１マルチ
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ストローブ分解能データ設定部に新たな第１マルチストローブ分解能データを設定する手
段と、
　前記タイミング発生器が発生するべき前記タイミング信号に基づいて、前記第２マルチ
ストローブ分解能データ設定部に新たな第２マルチストローブ分解能データを設定する手
段と
を更に備えることを特徴とする請求項１から７のいずれかに記載のタイミング発生器。
【請求項９】
　電子デバイスを試験する試験装置であって、
　前記電子デバイスを試験するための試験パターンを発生するパターン発生部と、
　前記試験パターンを受け取り、前記試験パターンを整形した整形パターンを前記電子デ
バイスに入力する波形整形部と、
　タイミングを発生する第１タイミング発生器と、
　前記電子デバイスが前記試験パターンに基づいて出力する出力信号を、前記第１タイミ
ング発生器が発生したタイミングでサンプリングする出力信号サンプリング回路と、
　前記出力信号サンプリング回路におけるサンプリング結果に基づいて、前記電子デバイ
スの良否を判定する判定部と
　を備え、
　前記第１タイミング発生器は、
　所定の時間間隔で基準クロックを出力する基準クロック発生部と、
　前記基準クロックを受け取り、前記基準クロックを遅延させた第１遅延信号を出力する
第１可変遅延回路部と、
　前記基準クロックを受け取り、前記基準クロックを遅延させた第２遅延信号を出力する
第２可変遅延回路部と、
　前記第１可変遅延回路部における遅延量を制御する第１遅延制御部と、
　前記第２可変遅延回路部における遅延量を制御する第２遅延制御部と、
　前記第１遅延信号と、前記第２遅延信号とに基づいて、前記タイミングを生成するタイ
ミング生成部と
　を有し、
　前記第２遅延制御部は、
　予め第２基本タイミングデータが設定される第２基本タイミングデータ設定部と、
　予め第２マルチストローブ分解能データが設定される第２マルチストローブ分解能デー
タ設定部と、
　第２マルチストローブデータを記憶するマルチストローブデータ記憶部と、
　前記基準クロック発生部が前記基準クロックを発生する毎に、前記マルチストローブデ
ータ記憶部が記憶した前記第２マルチストローブデータに、前記第２マルチストローブ分
解能データを加算する第２マルチストローブ分解能データ加算部と、
　前記第２基本タイミングデータと、前記第２マルチストローブデータとに基づいて、前
記第２可変遅延回路部において前記基準クロックが遅延されるべき遅延量を算出する第２
可変遅延量算出部とを有し、
　前記第１遅延制御部は、
　予め第１基本タイミングデータが設定される第１基本タイミングデータ設定部と、
　予め第１マルチストローブ分解能データが設定される第１マルチストローブ分解能デー
タ設定部と、
　前記基準クロック発生部が前記基準クロックを発生する毎に、前記マルチストローブデ
ータ記憶部が記憶した前記第２マルチストローブデータに、前記第１マルチストローブ分
解能データを加算して第１マルチストローブデータを算出する第１マルチストローブ分解
能データ加算部と、
　前記第１基本タイミングデータと、前記第１マルチストローブ分解能データ加算部が算
出した遅延量とに基づいて、前記第１可変遅延回路部において前記基準クロックが遅延さ
れるべき遅延量を算出する第１可変遅延量算出部とを有し、
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　前記マルチストローブデータ記憶部は、前記第２マルチストローブ分解能データ加算部
において、前記第２マルチストローブ分解能データが加算された前記第２マルチストロー
ブデータを新たに記憶する
ことを特徴とする試験装置。
【請求項１０】
　電子デバイスを試験する試験装置であって、
　前記電子デバイスは、内部クロックに応じて出力信号を出力し、
　前記電子デバイスを試験するための試験パターンを発生するパターン発生部と、
　前記試験パターンを受け取り、前記試験パターンを整形した整形パターンを前記電子デ
バイスに入力する波形整形部と、
　タイミングを発生する第１タイミング発生器と、
　前記電子デバイスが前記試験パターンに基づいて出力する出力信号を、前記内部クロッ
クに基づいたクロックであるデータストローブに応じて受け取り、前記第１タイミング発
生器が発生したタイミングでサンプリングする出力信号サンプリング回路と、
　タイミングを発生する第２タイミング発生器と、
　前記データストローブを、前記第２タイミング発生器が発生したタイミングでサンプリ
ングするデータストローブサンプリング回路と、
　前記出力信号サンプリング回路におけるサンプリング結果に基づいて、前記電子デバイ
スの良否を判定する判定部と
　を備え、
　前記第１タイミング発生器は、
　所定の時間間隔で基準クロックを出力する基準クロック発生部と、
　前記基準クロックを受け取り、前記基準クロックを遅延させた第１遅延信号を出力する
第１可変遅延回路部と、
　前記基準クロックを受け取り、前記基準クロックを遅延させた第２遅延信号を出力する
第２可変遅延回路部と、
　前記第１可変遅延回路部における遅延量を制御する第１遅延制御部と、
　前記第２可変遅延回路部における遅延量を制御する第２遅延制御部と、
　前記第１遅延信号と、前記第２遅延信号とに基づいて、前記タイミングを生成する第１
タイミング生成部と
　を含み、
　前記第１遅延制御部及び前記第２遅延制御部は、前記第１可変遅延回路部及び前記第２
可変遅延回路部における遅延量を、前記基準クロック発生部が前記基準クロックを発生す
る毎に、増加又は減少させ、
　前記第２タイミング発生器は、
　前記基準クロックを受け取り、前記基準クロックを遅延させた第３遅延信号を出力する
第３可変遅延回路部と、
　前記基準クロックを受け取り、前記基準クロックを遅延させた第４遅延信号を出力する
第４可変遅延回路部と、
　前記第３可変遅延回路部における遅延量を制御する第３遅延制御部と、
　前記第４可変遅延回路部における遅延量を制御する第４遅延制御部と、
　前記第３遅延信号と、前記第４遅延信号とに基づいて、前記タイミングを生成する第２
タイミング生成部と
　を含み、
　前記第３遅延制御部及び前記第４遅延制御部は、前記第３可変遅延回路部及び前記第４
可変遅延回路部における遅延量を、前記基準クロック発生部が前記基準クロックを発生す
る毎に、増加又は減少させ、
　前記判定部は、前記データストローブサンプリング回路のサンプリング結果に更に基づ
いて、前記電子デバイスの良否を判定することを特徴とする試験装置。
【請求項１１】
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　前記判定部は、前記出力信号サンプリング回路におけるサンプリング結果に基づいて、
前記出力信号のジッタを算出する手段を有し、
　前記判定部は、前記出力信号のジッタに更に基づいて、前記電子デバイスの良否を判定
することを特徴とする請求項１０に記載の試験装置。
【請求項１２】
　前記判定部は、前記データストローブサンプリング回路におけるサンプリング結果に基
づいて、前記データストローブのジッタを算出する手段を更に有し、
　前記判定部は、前記データストローブのジッタに更に基づいて、前記電子デバイスの良
否を判定することを特徴とする請求項１０又は１１に記載の試験装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、電子デバイスの良否を試験する試験装置に関する。特に、電子デバイスの内部
クロックがジッタを有する場合における、電子デバイスの良否を試験する試験装置に関す
る。
【０００２】
【従来の技術】
近年、半導体デバイス等の電子デバイスの高速化が著しい。例えばＤＤＲ－ＳＤＲＡＭ等
の高速メモリデバイス等において、デバイスの内部クロックにジッタが生じている場合、
デバイスの出力データと、内部クロックに基づいたクロックであって、出力データの受け
渡しに用いられるデータストローブとの双方にジッタ成分が含まれてしまう。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、従来の試験装置では、一回の測定で電子デバイスの良否を判定していたため、出
力データとデータストローブの双方におけるジッタ成分のため、正確な判定を行うことが
困難であった。また、従来の試験装置において、電子デバイスが出力する出力信号を異な
るタイミングでサンプリングする場合、サンプリングタイミングの位相を微小時間ずらす
ために、生成するべき複数のサンプリングタイミングの位相データを試験装置内に記憶す
る必要があった。試験対象である半導体素子の高速化に伴い、当該サンプリングタイミン
グのサーチ分解能は、高分解能が要求されている。従来の試験装置では、生成するべき複
数のサンプリングタイミングの位相データを試験装置内に記憶しているため、高分解能を
達成するためには試験装置内に膨大な位相データを記憶する必要があった。しかし、その
ような膨大な位相データを記憶するためのメモリを試験装置内に備えることは、現実的で
はなく、生成するべきサンプリングタイミングの位相データの全てを記憶することは、ほ
ぼ不可能であり、電子デバイスを精度よく試験することが困難であった。このため、位相
が微小時間ずれた複数のサンプリングタイミングを容易に生成することが望まれていた。
【０００４】
そこで本発明は、上記の課題を解決することのできるタイミング発生器及び試験装置を提
供することを目的とする。この目的は、特許請求の範囲における独立項に記載の特徴の組
み合わせにより達成される。また従属項は本発明の更なる有利な具体例を規定する。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するために、本発明の第１の形態においては、タイミング信号を発生する
タイミング発生器であって、所定の時間間隔で基準クロックを出力する基準クロック発生
部と、基準クロックを受け取り、基準クロックを遅延させた第１遅延信号を出力する第１
可変遅延回路部と、基準クロックを受け取り、基準クロックを遅延させた第２遅延信号を
出力する第２可変遅延回路部と、第１可変遅延回路部における遅延量を制御する第１遅延
制御部と、第２可変遅延回路部における遅延量を制御する第２遅延制御部と、第１遅延信
号と、第２遅延信号とに基づいて、タイミング信号を生成するタイミング生成部とを備え
、第２遅延制御部は、予め第２基本タイミングデータが設定される第２基本タイミングデ
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ータ設定部と、予め第２マルチストローブ分解能データが設定される第２マルチストロー
ブ分解能データ設定部と、第２マルチストローブデータを記憶するマルチストローブデー
タ記憶部と、基準クロック発生部が基準クロックを発生する毎に、マルチストローブデー
タ記憶部が記憶した第２マルチストローブデータに、第２マルチストローブ分解能データ
を加算する第２マルチストローブ分解能データ加算部と、第２基本タイミングデータと、
第２マルチストローブデータとに基づいて、第２可変遅延回路部において基準クロックが
遅延されるべき遅延量を算出する第２可変遅延量算出部とを有し、第１遅延制御部は、予
め第１基本タイミングデータが設定される第１基本タイミングデータ設定部と、予め第１
マルチストローブ分解能データが設定される第１マルチストローブ分解能データ設定部と
、基準クロック発生部が基準クロックを発生する毎に、マルチストローブデータ記憶部が
記憶した第２マルチストローブデータに、第１マルチストローブ分解能データを加算して
第１マルチストローブデータを算出する第１マルチストローブ分解能データ加算部と、第
１基本タイミングデータと、第１マルチストローブ分解能データ加算部が算出した遅延量
とに基づいて、第１可変遅延回路部において基準クロックが遅延されるべき遅延量を算出
する第１可変遅延量算出部とを有し、マルチストローブデータ記憶部は、第２マルチスト
ローブ分解能データ加算部において、第２マルチストローブ分解能データが加算された第
２マルチストローブデータを新たに記憶することを特徴とするタイミング発生器を提供す
る。
【０００６】
　タイミング生成部は、第１遅延信号と、第２遅延信号とをインターリーブさせた信号に
基づいて、タイミングを生成してよい。
【０００７】
また、第１可変遅延量算出部は、第１基本タイミングデータに、第１マルチストローブデ
ータを加算した遅延量を算出し、第２可変遅延量算出部は、第２基本タイミングデータに
、第２マルチストローブデータを加算した遅延量を算出してよい。また、第１可変遅延量
算出部は、第１基本タイミングデータから、第１マルチストローブデータを減算した遅延
量を算出し、第２可変遅延量算出部は、第２基本タイミングデータから、第２マルチスト
ローブデータを減算した遅延量を算出してよい。
【０００９】
第１マルチストローブ分解能データは、第２マルチストローブ分解能データの略半分であ
ってよい。また、タイミング発生器が発生するべきタイミング信号に基づいて、マルチス
トローブデータ記憶部が記憶する第２マルチストローブデータを零に設定する手段を更に
備えてよい。また、タイミング発生器が発生するべきタイミング信号に基づいて、第１基
本タイミングデータ設定部に新たな第１基本タイミングデータを設定する手段と、タイミ
ング発生器が発生するべきタイミング信号に基づいて、第２基本タイミングデータ設定部
に新たな第２基本タイミングデータを設定する手段とを更に備えてよい。また、タイミン
グ発生器が発生するべきタイミング信号に基づいて、第１マルチストローブ分解能データ
設定部に新たな第１マルチストローブ分解能データを設定する手段と、タイミング発生器
が発生するべきタイミング信号に基づいて、第２マルチストローブ分解能データ設定部に
新たな第２マルチストローブ分解能データを設定する手段とを更に備えてよい。マルチス
トローブデータ記憶部が記憶する第２マルチストローブデータを零に設定する手段は、マ
ルチストローブデータ記憶部が記憶する第２マルチストローブデータを任意の試験サイク
ルで零にリセットする機能を有する。
【００１０】
　本発明の第２の形態においては、電子デバイスを試験する試験装置であって、電子デバ
イスを試験するための試験パターンを発生するパターン発生部と、試験パターンを受け取
り、試験パターンを整形した整形パターンを電子デバイスに入力する波形整形部と、タイ
ミングを発生する第１タイミング発生器と、電子デバイスが試験パターンに基づいて出力
する出力信号を、第１タイミング発生器が発生したタイミングでサンプリングする出力信
号サンプリング回路と、出力信号サンプリング回路におけるサンプリング結果に基づいて
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、電子デバイスの良否を判定する判定部とを備え、第１タイミング発生器は、所定の時間
間隔で基準クロックを出力する基準クロック発生部と、基準クロックを受け取り、基準ク
ロックを遅延させた第１遅延信号を出力する第１可変遅延回路部と、基準クロックを受け
取り、基準クロックを遅延させた第２遅延信号を出力する第２可変遅延回路部と、第１可
変遅延回路部における遅延量を制御する第１遅延制御部と、第２可変遅延回路部における
遅延量を制御する第２遅延制御部と、第１遅延信号と、第２遅延信号とに基づいて、タイ
ミングを生成する第１タイミング生成部とを有し、第２遅延制御部は、予め第２基本タイ
ミングデータが設定される第２基本タイミングデータ設定部と、予め第２マルチストロー
ブ分解能データが設定される第２マルチストローブ分解能データ設定部と、第２マルチス
トローブデータを記憶するマルチストローブデータ記憶部と、基準クロック発生部が基準
クロックを発生する毎に、マルチストローブデータ記憶部が記憶した第２マルチストロー
ブデータに、第２マルチストローブ分解能データを加算する第２マルチストローブ分解能
データ加算部と、第２基本タイミングデータと、第２マルチストローブデータとに基づい
て、第２可変遅延回路部において基準クロックが遅延されるべき遅延量を算出する第２可
変遅延量算出部とを含み、第１遅延制御部は、予め第１基本タイミングデータが設定され
る第１基本タイミングデータ設定部と、予め第１マルチストローブ分解能データが設定さ
れる第１マルチストローブ分解能データ設定部と、基準クロック発生部が基準クロックを
発生する毎に、マルチストローブデータ記憶部が記憶した第２マルチストローブデータに
、第１マルチストローブ分解能データを加算して第１マルチストローブデータを算出する
第１マルチストローブ分解能データ加算部と、第１基本タイミングデータと、第１マルチ
ストローブ分解能データ加算部が算出した遅延量とに基づいて、第１可変遅延回路部にお
いて基準クロックが遅延されるべき遅延量を算出する第１可変遅延量算出部とを含み、マ
ルチストローブデータ記憶部は、第２マルチストローブ分解能データ加算部において、第
２マルチストローブ分解能データが加算された第２マルチストローブデータを新たに記憶
することを特徴とする試験装置を提供する。
【００１１】
　本発明の第３の形態においては、電子デバイスを試験する試験装置であって、電子デバ
イスは、内部クロックに応じて出力信号を出力し、電子デバイスを試験するための試験パ
ターンを発生するパターン発生部と、試験パターンを受け取り、試験パターンを整形した
整形パターンを電子デバイスに入力する波形整形部と、タイミングを発生する第１タイミ
ング発生器と、電子デバイスが試験パターンに基づいて出力する出力信号を、内部クロッ
クに基づいたクロックであるデータストローブに応じて受け取り、第１タイミング発生器
が発生したタイミングでサンプリングする出力信号サンプリング回路と、タイミングを発
生する第２タイミング発生器と、データストローブを、第２タイミング発生器が発生した
タイミングでサンプリングするデータストローブサンプリング回路と、出力信号サンプリ
ング回路におけるサンプリング結果に基づいて、電子デバイスの良否を判定する判定部と
を備え、第１タイミング発生器は、所定の時間間隔で基準クロックを出力する基準クロッ
ク発生部と、基準クロックを受け取り、基準クロックを遅延させた第１遅延信号を出力す
る第１可変遅延回路部と、基準クロックを受け取り、基準クロックを遅延させた第２遅延
信号を出力する第２可変遅延回路部と、第１可変遅延回路部における遅延量を制御する第
１遅延制御部と、第２可変遅延回路部における遅延量を制御する第２遅延制御部と、第１
遅延信号と、第２遅延信号とに基づいて、タイミングを生成する第１タイミング生成部と
を含み、第１遅延制御部及び第２遅延制御部は、第１可変遅延回路部及び第２可変遅延回
路部における遅延量を、基準クロック発生部が基準クロックを発生する毎に、増加又は減
少させ、第２タイミング発生器は、基準クロックを受け取り、基準クロックを遅延させた
第３遅延信号を出力する第３可変遅延回路部と、基準クロックを受け取り、基準クロック
を遅延させた第４遅延信号を出力する第４可変遅延回路部と、第３可変遅延回路部におけ
る遅延量を制御する第３遅延制御部と、第４可変遅延回路部における遅延量を制御する第
４遅延制御部と、第３遅延信号と、第４遅延信号とに基づいて、タイミングを生成する第
２タイミング生成部とを含み、第３遅延制御部及び第４遅延制御部は、第３可変遅延回路
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部及び第４可変遅延回路部における遅延量を、基準クロック発生部が基準クロックを発生
する毎に、増加又は減少させ、判定部は、データストローブサンプリング回路のサンプリ
ング結果に更に基づいて、電子デバイスの良否を判定することを特徴とする試験装置を提
供する。判定部は、出力信号サンプリング回路におけるサンプリング結果に基づいて、出
力信号のジッタを算出する手段を有し、判定部は、出力信号のジッタに更に基づいて、電
子デバイスの良否を判定してよい。また、判定部は、データストローブサンプリング回路
のサンプリング結果に更に基づいて、電子デバイスの良否を判定してよい。
【００１２】
尚、上記の発明の概要は、本発明の必要な特徴の全てを列挙したものではなく、これらの
特徴群のサブコンビネーションも又、発明となりうる。
【００１３】
【発明の実施の形態】
以下、発明の実施の形態を通じて本発明を説明するが、以下の実施形態は特許請求の範囲
にかかる発明を限定するものではなく、又実施形態の中で説明されている特徴の組み合わ
せの全てが発明の解決手段に必須であるとは限らない。
【００１４】
図１は、本発明に係る試験装置１００の構成の一例を示す。試験装置１００は、基準クロ
ックを発生する基準クロック発生部５４と、基準クロックに同期して試験パターンを発生
するパターン発生部１０と、基準クロックに基づいてタイミングを発生するタイミング発
生器３０と、試験パターンを整形した整形パターンを生成し、タイミング発生器３０が発
生したタイミングに基づいて、整形パターンを電子デバイス２０に入力する波形整形部１
２と、タイミング発生器３０が発生したタイミングに基づいて、電子デバイス２０が出力
する出力信号のパターンである比較パターンを取得する比較器５２と、比較パターンと期
待値パターンとに基づいて、電子デバイス２０の良否を判定する判定部２２とを備える。
【００１５】
パターン発生部１０は、電子デバイス２０の試験用の試験パターンと、電子デバイス２０
に試験パターンが入力された場合に電子デバイス２０が出力するべき期待値パターンとを
発生する。波形整形部１２は、試験パターンを整形した整形パターンを生成し、タイミン
グ発生器３０が発生するタイミングに基づいて、整形パターンを電子デバイス２０に入力
する。例えば、波形整形部１２は、タイミング発生器３０が発生するタイミングに基づい
て、整形パターンを遅延させ、電子デバイス２０に入力する。比較器５２は、電子デバイ
ス２０が、入力された整形パターンに基づいて出力する出力信号の値を、タイミング発生
器３０が発生するタイミングに基づいて取得する。タイミング発生器３０は、複数のタイ
ミングを発生し、比較器は、タイミング発生器３０が発生した複数のタイミングに基づい
て、出力信号のパターンを取得し、比較パターンを生成する。判定部２２は、比較パター
ンと、期待値パターンとに基づいて、電子デバイス２０の良否を判定する。
【００１６】
本例において、タイミング発生器３０は、複数のタイミングを発生する。例えば、タイミ
ング発生器３０には、基準クロック発生部５４から複数のクロックが入力され、タイミン
グ発生器３０は、クロックが入力される毎に、異なる遅延量クロックを遅延させ、波形整
形部１２又は比較器５２に入力する。例えば、タイミング発生器３０は、クロックが入力
される毎に、クロックを遅延させる遅延量を徐々に増加又は減少させた、マルチストロー
ブを発生する。波形整形部１２にタイミングを供給するタイミング発生器３０と、比較器
５２にタイミングを供給するタイミング発生器３０とは、同一又は同様の機能及び構成を
有してよい。タイミング発生器３０は、マルチストローブの分解能を設定する手段を有し
、クロックが入力される毎に、設定されたマルチストローブの分解能に基づいた遅延量を
演算してよい。例えば、タイミング発生器３０は、クロックが入力される毎に、マルチス
トローブの分解能を加算した遅延量を算出し、算出した遅延量に基づいて、入力されたク
ロックを遅延させ、出力してよい。本例に説明した試験装置１００によれば、設定された
マルチストローブの分解能に基づいて、遅延量を演算するため、タイミング発生器３０が
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発生するべきマルチストローブのそれぞれのタイミングの設定値を記憶する必要が無く、
試験装置１００における記憶容量不足を解消することができる。以下タイミング発生器３
０の構成及び動作について説明する。
【００１７】
図２は、本発明に係るタイミング発生器３０の構成の一例を示すブロック図である。タイ
ミング発生器３０は、第１可変遅延回路部４４ａと、第２可変遅延回路部４４ｂと、第１
遅延制御部４２ａと、第２遅延制御部４２ｂと、分解能データ設定部６０と、加算器８２
と、基準クロック発生部５４と、タイミング生成部５６とを有する。
【００１８】
基準クロック発生部５４は、所定の時間間隔で基準クロックを発生する。第１可変遅延回
路部４４ａ及び第２可変遅延回路部４４ｂは、それぞれ基準クロックを受け取り、基準ク
ロックを遅延させた、第１遅延信号及び第２遅延信号をタイミング生成部５６に出力する
。
【００１９】
第１遅延制御部４２ａは、第１可変遅延回路部４４ａにおける遅延量を制御し、第２遅延
制御部４２ｂは、第２可変遅延回路部４４ｂにおける遅延量を制御する。タイミング生成
部５６は、第１遅延信号と、第２遅延信号とに基づいて、タイミング信号を生成する。第
１遅延制御部４２ａ及び第２遅延制御部４２ｂは、第１可変遅延回路部４４ａ及び第２可
変遅延回路部４４ｂにおける遅延量を、基準クロック発生部５４が基準クロックを発生す
る毎に、増加又は減少させる。
【００２０】
分解能データ設定部６０は、タイミング発生器３０が発生するマルチストローブの分解能
として、所定の基準値が与えられ、当該基準値に基づく値を、第１遅延制御部４２ａ及び
第２遅延制御部４２ｂに供給する。以下、第１遅延制御部４２ａ及び第２遅延制御部４２
ｂの構成及び動作について説明する。
【００２１】
第１遅延制御部４２ａと、第２遅延制御部４２ｂとは、同一又は同様の機能及び構成を有
してよい。第１遅延制御部４２ａ及び第２遅延制御部４２ｂは、それぞれ、予め基本タイ
ミングデータが設定される基本タイミングデータ設定部３２と、予めマルチストローブ分
解能データが設定されるマルチストローブ分解能設定部３４と、基準クロックに応じて、
マルチストローブ分解能データに基づいて、マルチストローブデータを算出するマルチス
トローブデータ算出部４６と、基本タイミングデータとマルチストローブデータとに基づ
いて、可変遅延回路部４４において基準クロックが遅延されるべき遅延量を算出する可変
遅延量算出部とを含む。第２マルチストローブ分解能データ設定部３４ｂは、加算器８２
を介し、分解能データ設定部６０から基準値の２倍の値を示すデータを受け取る。また、
第１マルチストローブ分解能データ設定部３４ａは、分解能データ設定部６０から基準値
と略同一の値を示すデータを受け取る。すなわち、第１マルチストローブ分解能データ設
定部３４ｂには、第２マルチストローブ分解能データ設定部３４ｂの略半分の値のデータ
が設定される。以下、第１遅延制御部４２ａの機能について説明する。
【００２２】
第１マルチストローブデータ算出部４６ａは、基準クロックに同期して第１マルチストロ
ーブデータを算出することが好ましい。また、第１マルチストローブデータ算出部４６ａ
は、基準クロック発生部５４が基準クロックを発生する毎に、第１マルチストローブデー
タを算出してよい。第１可変遅延量算出部４０ａは、当該基準クロックに応じて算出され
た第１マルチストローブデータと、第１基本タイミングデータとに基づいて、第１可変遅
延回路部４４ａにおいて当該基準クロックが遅延される遅延量を制御してよい。また、第
１マルチストローブデータ算出部４６ａは、基準クロック発生部が基準クロックを発生す
る毎に、略等しい遅延量が加算された第１マルチストローブデータを算出することが好ま
しい。例えば、第１マルチストローブデータ算出部４６は、基準クロック発生部５４が基
準クロックを発生する毎に、第１マルチストローブ分解能データが加算された第１マルチ
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ストローブデータを算出してよい。また、第１マルチストローブ分解能データ設定部３４
ａは、第２マルチストローブ分解能データ設定部３４ｂと異なるマルチストローブ分解能
データが設定できることが好ましい。一例として、第１マルチストローブ分解能データ設
定部３４ａには、第２マルチストローブ分解能データ設定部３４ｂの略半分の値のデータ
が設定される。
【００２３】
第１可変遅延量算出部４０ａは、第１基本タイミングデータに、第１マルチストローブデ
ータを加算した遅延量を算出してよい。第１可変遅延量算出部４０ａは、第２可変遅延量
算出部４０ｂが、第２基本タイミングデータに、第２マルチストローブデータを加算した
遅延量を算出した場合、第１基本タイミングデータに、第１マルチストローブデータを加
算した遅延量を算出することが好ましい。また、第１可変遅延量算出部４０ａは、第１基
本タイミングデータから、第１マルチストローブデータを減算した遅延量を算出してよい
。第１可変遅延量算出部４０ａは、第２可変遅延量算出部４０ｂが、第２基本タイミング
データに、第２マルチストローブデータを減算した遅延量を算出した場合、第１基本タイ
ミングデータから、第１マルチストローブデータを減算した遅延量を算出することが好ま
しい。
【００２４】
また、第１遅延制御部４２ａは、第１可変遅延量算出部４０ａが、第１基本タイミングデ
ータに、第１マルチストローブデータを加算した遅延量を算出するか、又は第１基本タイ
ミングデータから、第１マルチストローブデータを減算した遅延量を算出するかを選択す
る手段を更に含んでよい。第１可変遅延量算出部４０ａ及び第２可変遅延量算出部４０ｂ
における算出方法を選択することにより、タイミング発生器３０が発生するタイミングの
位相の変化方向を制御することができる。つまり、電子デバイス２０が出力する出力信号
に対して、時間軸において正の方向に位相がずれていくタイミングと、時間軸において負
の方向に位相がずれていくタイミングとを選択して発生させることができる。また、本例
において、第１遅延制御部４２ａと第２遅延制御部４２ｂとは、それぞれ基本タイミング
データ設定部を有していたが、他の例においては、試験装置１００は、第１遅延制御部４
２ａ及び第２遅延制御部４２ｂにおける基本タイミングデータが設定される一つの基本タ
イミングデータ設定部を備えてよい。第１遅延制御部４２ａと第２遅延制御部４２ｂとに
おける、基本タイミングデータは同一であってよい。以下、タイミング発生器３０の構成
及び動作を詳細に説明する。
【００２５】
図３は、タイミング発生器３０の構成の一例を示す。図３において、図２と同一の符号を
付したものは、図２に関連して説明したものと同一又は同様の機能及び構成を有してよい
。タイミング発生器３０は、第１可変遅延回路部４４ａと、第２可変遅延回路部４４ｂと
、第１遅延制御部４２ａ（図２参照）と、第２遅延制御部４２ｂ（図２参照）と、分解能
データ設定部６０と、加算器８２と、基準クロック発生部５４と、タイミング生成部５６
とを有する。第１可変遅延回路部４４ａ及び第２可変遅延回路部４４ｂは、可変遅延回路
５０と、リニアライズメモリ４８とを含む。可変遅延回路５０は、複数の遅延素子を有し
、当該遅延素子の組み合わせにより遅延すべき遅延量を生成する回路であってよい。リニ
アライズメモリ４８は、可変遅延回路５０において遅延すべき遅延量に基づいて、可変遅
延回路５０における遅延素子の組み合わせを選択する。リニアライズメモリ４８は、可変
遅延回路５０において遅延すべき遅延量に基づいた、可変遅延回路５０における信号伝達
経路を記憶する記憶部を有してよい。リニアライズメモリ４８には、リニアライズメモリ
４８の動作を制御するトリガが入力される。当該トリガは、基準クロックであってよい。
【００２６】
第１遅延制御部４２ａは、第１基本タイミングデータ設定部３２ａと、第１マルチストロ
ーブ分解能データ設定部３４ａと、第１可変遅延量算出部４０ａと、第１マルチストロー
ブデータ算出部４６ａとを含む。本例において、第１マルチストローブデータ算出部４６
ａは、第１マルチストローブ分解能データ加算部３６ａと、第１マルチストローブデータ
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記憶部３８とを有する。
【００２７】
第２遅延制御部４２ｂは、第２基本タイミングデータ設定部３２ｂと、第２マルチストロ
ーブ分解能データ設定部３４ｂと、第２可変遅延量算出部４０ｂと、第２マルチストロー
ブデータ算出部４６ｂとを含む。本例において、第２マルチストローブデータ算出部４６
ｂは、第２マルチストローブ分解能データ加算部３６ｂとを有する。
【００２８】
本例において、第１遅延制御部４２ａ及び第２遅延制御部４２ｂは、ディジタル信号によ
って、第１可変遅延回路部４０ａ及び第２可変遅延回路部４０ｂにおける遅延量を制御す
るディジタル回路を有してよい。例えば、第１遅延制御部４２ａ及び第２遅延制御部４２
ｂは、１８ビットのディジタル信号によって、第１可変遅延回路部４０ａ及び第２可変遅
延回路部４０ｂにおける遅延量を制御する。
【００２９】
分解能データ設定部６０には、所定の基準値である分解能データが与えられ、第２マルチ
ストローブ分解能データ設定部３４ｂは、加算器８２を介し、分解能データ設定部６０か
ら分解能データに基づくデータを受け取る。図３に示すように、加算器８２は、ディジタ
ル回路８６、ディジタル回路８８の出力を加算してディジタル回路８４に供給する。つま
り本例において、第２マルチストローブ分解能データ設定部３４ｂには、当該基準値の略
２倍の値を示すデータが格納される。また、第１マルチストローブ分解能データ設定部３
４ａには、当該基準値と略同一の値を示すデータが格納される。図３に示すディジタル回
路８６、ディジタル回路８８、ディジタル回路８４、及びディジタル回路９２は、例えば
論理積を出力する論理積回路であってよい。
【００３０】
ディジタル回路８６は、第１設定制御信号と、分解能データとを受け取り、第１設定制御
信号と、分解能データとの論理積を、加算器８２及びディジタル回路８４に供給する。第
１設定制御信号は、例えば０，１で示されるディジタル信号である。ディジタル回路８６
は、第１設定制御信号が１である場合に、分解能データを、加算器８２に供給し、第１設
定制御信号が０である場合に、０の値を示すデータを加算器８２に供給する。同様に、デ
ィジタル回路８８は、論理積回路であってよく、第２設定制御信号と、分解能データとの
論理積を、加算器８２に供給する。第２設定制御信号は、例えば０，１で示されるディジ
タル信号である。同様に、ディジタル回路８８は、第２設定制御信号と、分解能データと
の論理積を、加算器８２に供給する。第２設定制御信号は、第１設定制御信号と同様のデ
ィジタル信号であってよい。
【００３１】
加算器８２は、ディジタル回路８６及びディジタル回路８８から供給されたデータを加算
して、ディジタル回路９２を介して第２マルチストローブ分解能データ設定部３４ｂに供
給する。つまり、加算器８２は、第１設定制御信号及び第２設定制御信号の組み合わせに
基づいて、分解能データ設定部６０に設定された分解能データの、０倍、１倍、又は２倍
のいずれかの値を示すデータを、ディジタル回路９２を介して、第２マルチストローブ分
解能データ設定部３４ｂに、第２マルチストローブ分解能データとして設定する。また、
ディジタル回路９２は、論理積回路であって、第４設定制御信号と、加算器８２が出力し
たデータとの論理積を出力してよい。つまり、第４設定制御信号が１であった場合、ディ
ジタル回路９２は、第２マルチストローブ分解能データ設定部３４ｂに、第２マルチスト
ローブ分解能データとして０の値を設定し、第４設定制御信号が０であった場合、ディジ
タル回路９２は、第２マルチストローブ分解能データ設定部３４ｂに、加算器８２から受
け取ったデータを、第２マルチストローブ分解能データとして設定する。
【００３２】
また、第１マルチストローブ分解能データ設定部３４ａは、ディジタル回路８６及びディ
ジタル回路８４を介して、分解能データ設定部６０から、分解能データに基づく値を受け
取る。ディジタル回路８４は、論理積回路であって、第３設定制御信号と、分解能データ
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との論理積を、第１マルチストローブ分解能データ設定部３４ａに、第１マルチストロー
ブ分解能データとして設定する。本例において、第３設定制御信号はディジタル信号であ
って、ディジタル回路８４は、第３設定制御信号が１の場合に、第１マルチストローブ分
解能データ設定部３４ａに、０の値を示すデータを、第１マルチストローブ分解能データ
として設定し、第４設定制御信号が０の場合に、第１マルチストローブ分解能データ設定
部３４ａに分解能データと同一の値を示すデータを設定する。
【００３３】
本例において、第１設定制御信号、及び第２設定制御信号が１であり、第３設定制御信号
、及び第４設定制御信号が０である場合、第１マルチストローブ分解能データ設定部３４
ａは、第２マルチストローブ分解能データ設定部３４ｂにおけるデータの略半分の値を示
すデータを記憶する。また、第１可変遅延回路５０ａ及び第２可変遅延回路５０ｂは、分
解能データ設定部６０における分解能データと略同一の遅延量を有する遅延素子を有して
よい。また、第１可変遅延回路部５０ａ及び第２可変遅延回路部５０ｂは、分解能データ
設定部６０に設定可能な分解能データのうち、最小の分解能データと略同一の遅延量を有
する遅延素子を有してよい。また、分解能第１マルチストローブ分解能データ設定部３４
ａ、及び第２マルチストローブ分解能設定部３４ｂは、例えばディジタル信号を記憶する
レジスタであってよい。また、第１マルチストローブ分解能データ設定部３４ａ及び第２
マルチストローブ分解能設定部３４ｂには、それぞれの動作を制御するトリガが入力され
る。当該トリガは、基準クロックであってよい。
【００３４】
第１基本タイミングデータ設定部３２ａ及び第２基本タイミングデータ設定部３２ｂには
、第１基本タイミングデータ及び第２基本タイミングデータが設定される。第１基本タイ
ミングデータ設定部３２ａ及び第２基本タイミングデータ設定部３２ｂは、それぞれ設定
された基本タイミングデータを例えば１８ビットのディジタル信号として、可変遅延量算
出部４０に出力する。第１基本タイミングデータ設定部３２ａ、及び第２基本タイミング
データ設定部３２ｂは、例えばディジタル信号を記憶するレジスタであってよい。また、
第１基本タイミングデータ設定部３２ａ及び第２基本タイミングデータ設定部３２ｂには
、それぞれの動作を制御するトリガが入力される。当該トリガは、基準クロックであって
よい。
【００３５】
第１マルチストローブ分解能データ設定部３４ａは、第１マルチストローブ分解能データ
を第１マルチストローブ分解能データ加算部３６ａに供給する。第１マルチストローブ分
解能データ加算部３６ａは、基準クロック発生部５４が基準クロックを発生する毎に、マ
ルチストローブデータ記憶部３８が記憶した第２マルチストローブデータに、第１マルチ
ストローブ分解能データを加算する。つまり、第１マルチストローブ分解能データ加算部
３６ａは、前サイクルにおいて、第２マルチストローブ分解能データ加算部３６ｂが出力
した第２マルチストローブデータに、第１マルチストローブ分解能データを加算する。本
例において、第１マルチストローブ分解能データ加算部３６ａは、図３に示すように、デ
ィジタル回路９４を介して、前サイクルの第２マルチストローブデータを受け取る。
ディジタル回路９４は、論理積回路であって、第５設定制御信号と、マルチストローブデ
ータ記憶部３８が記憶した前サイクルの第２マルチストローブデータとの論理積を、第１
マルチストローブ分解能データ加算部３６ａに供給する。第５設定制御信号は、ディジタ
ル信号であってよい。つまり、ディジタル回路９４は、第５設定制御信号が０である場合
に、第２マルチストローブデータを第１マルチストローブ分解能データ加算部３６ａに供
給し、第５設定制御信号が１である場合に、０の値を示すデータを第１マルチストローブ
分解能データ加算部３６ａに供給してよい。
【００３６】
第２遅延制御部４２ｂは、第２基本タイミングデータ設定部３２ｂと、第２マルチストロ
ーブ分解能データ設定部３４ｂと、第２可変遅延量算出部４０ｂと、第２マルチストロー
ブデータ算出部４６ｂと、第２マルチストローブ分解能データ加算部３６ｂとを含む。第
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２基本タイミングデータ設定部３２ｂは、上述した第１基本タイミングデータ設定部３２
ａと同一又は同様の機能及び構成を有してよい。
【００３７】
第２マルチストローブ分解能データ設定部３４ｂは、上述した第１マルチストローブ分解
能データ設定部３４ａと同一又は同様の機能及び構成を有してよい。第２マルチストロー
ブ分解能データ設定部３４ｂに設定される第２マルチストローブ分解能データは、前述し
たように、第１から第４設定制御信号の組み合わせに基づいて与えられる。第２マルチス
トローブ分解能データは、第１マルチストローブ分解能データの略２倍の値を示すデータ
であってよい。
【００３８】
第２マルチストローブデータ算出部４６ｂは、上述した第１マルチストローブデータ算出
部４６ａと同一又は同様の機能及び構成を有してよい。本例において、第２マルチストロ
ーブデータ算出部４６ｂは、第２マルチストローブ分解能データ加算部３６ｂと、マルチ
ストローブデータ記憶部３８とを有する。第２マルチストローブ分解能データ加算部３６
ｂは、基準クロックに応じて、マルチストローブデータ記憶部３８に格納されている前サ
イクルの第２マルチストローブデータに、第２マルチストローブ分解能データを加算し、
新たに第２マルチストローブ分解能データとしてマルチストローブデータ記憶部３８に格
納する。第２マルチストローブ分解能データ加算部３６ｂは、図３に示すように、ディジ
タル回路９６を介して、マルチストローブデータ記憶部３８が格納した第２マルチストロ
ーブデータを受け取る。ディジタル回路９６は、論理積回路であって、第６設定制御信号
と、マルチストローブデータ記憶部３８が格納した前サイクルの第２マルチストローブデ
ータとの論理積を、第２マルチストローブ分解能データ加算部３６ｂに供給する。第６設
定制御信号は、ディジタル信号であってよい。つまり、ディジタル回路９６は、第６設定
制御信号が０である場合に、前サイクルの第２マルチストローブデータを第２マルチスト
ローブ分解能データ加算部３６ｂに供給し、第６設定制御信号が１である場合に、０の値
を示すデータを第２マルチストローブ分解能データ加算部３６ｂに供給する。
【００３９】
マルチストローブデータ記憶部３８は、第２マルチストローブデータ算出部４６ｂの第２
マルチストローブ分解能データ加算部３６ｂが算出した第２マルチストローブデータを格
納する。第２マルチストローブ分解能データ加算部３６ｂは、ディジタル信号を加算する
論理回路を含む加算回路であってよい。初期状態において、マルチストローブデータ記憶
部３８には、所望の値が第２マルチストローブデータの初期値として与えられてよい。本
例において、マルチストローブデータ記憶部３８には、第２マルチストローブデータの初
期値として零が与えられる。
【００４０】
第１マルチストローブデータ算出部４６ａは、第１マルチストローブデータ記憶部３８が
記憶した、第１マルチストローブデータを例えば９ビットのディジタル信号として、第１
可変遅延量算出部４０ａに出力する。第１マルチストローブデータ記憶部３８は、ディジ
タル信号を記憶するレジスタであってよい。また、第１マルチストローブデータ記憶部３
８には、第１マルチストローブデータ記憶部３８の動作を制御するトリガが入力される。
当該トリガは、基準クロックであってよい。
【００４１】
第１可変遅延量算出部４０ａは、第１基本タイミングデータと、第１マルチストローブデ
ータ算出部４６ａが算出した、第１マルチストローブデータとに基づいて、第１可変遅延
回路部４４ａにおいて基準クロックが遅延されるべき遅延量を算出する。以上説明した第
１遅延量制御部４２ａによれば、基準クロックのサイクルに応じて、第１マルチストロー
ブ分解能データだけ増加した遅延設定値を容易に生成することができる。
【００４２】
本例においては、第１可変遅延量算出部４０ａは、１８ビットの第１基本タイミングデー
タと、９ビットの第１マルチストローブデータとを受け取り、第１基本タイミングデータ
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の下位９ビットに、第１マルチストローブデータの９ビットを加算する。また、他の例に
おいては、第１可変遅延量算出部４０ａは、第１基本タイミングデータの下位９ビットか
ら、第１マルチストローブデータの９ビットを減算してよい。また、第１遅延制御部４２
ａは、第１可変遅延量算出部４０ａにおける加算又は減算を選択する、選択手段を更に含
んでよい。第１可変遅延量算出部４０ａは、例えば第１基本タイミングデータと第１マル
チストローブデータとの加算を行う加算論理回路、及び／又は第１基本タイミングデータ
と第１マルチストローブデータとの減算を行う減算論理回路を有してよい。また、第１可
変遅延量算出部４０ａは、当該加算論理回路又は当該減算論理回路のいずれかを選択し、
加算又は減算のいずれを行うかを選択する選択部を有してもよい。また、タイミング発生
器３０に含まれる構成要素は、基準クロックに基づいて、それぞれの動作を行ってよい。
【００４３】
第２可変遅延量算出部４０ｂは、第２基本タイミングデータと、マルチストローブデータ
記憶部３８が記憶した、第２マルチストローブデータとに基づいて、第２可変遅延回路部
４４ｂにおいて基準クロックが遅延されるべき遅延量を算出する。第２基本タイミングデ
ータ設定部３２ｂは、任意のデータを第２基本タイミングデータとして格納してよい。第
２可変遅延量算出部４０ｂは、上述した第１可変遅延量算出部４０ａと同一又は同様の機
能及び構成を有してよい。以上説明した第２遅延量制御部４２ｂによれば、基準クロック
のサイクルに応じて、第２マルチストローブ分解能データだけ増加した遅延設定値を容易
に生成することができる。
【００４４】
タイミング生成部５６は、第１可変遅延回路部４４ａが出力する第１遅延信号と、第２可
変遅延回路部４４ｂが出力する第２遅延信号とに基づいて、タイミング信号を生成する。
タイミング生成部５６は、第１遅延信号と、第２遅延信号とをインターリーブした信号に
基づいて、タイミング信号を生成することが好ましい。すなわち、タイミング生成部５６
は、第１遅延信号の信号系列と、第２遅延信号の信号系列とに基づいて、それぞれの信号
系列の信号順序を崩さずに、それぞれの信号系列の遅延信号を交互に配置したタイミング
信号を生成することが好ましい。
【００４５】
上述したタイミング発生器３０の構成により、電子デバイス２０が出力する信号に対して
、位相が微小時間づつずれた、複数のタイミング（マルチストローブ）を有するタイミン
グ信号を容易に生成することができる。例えば、第１マルチストローブ分解能データが示
す設定値が、第２マルチストローブ分解能データが示す設定値の略半分の大きさである場
合、電子デバイス２０が出力する信号に対して、位相が所定の微小時間づつずれる、マル
チストローブを容易に生成することができる。本例において、当該微小時間は、分解能デ
ータと各制御信号の組み合わせとに基づいて定まる。また、タイミング発生器３０を構成
する素子の特性により、単独の遅延信号では精度よく生成することのできない高分解能の
マルチストローブを、２つの遅延信号をインターリーブし、マルチストローブを生成する
ことにより、容易に生成することができる。本例において、電子デバイス２０は、試験サ
イクルと同期して出力信号を出力する。本例におけるタイミング発生器３０によれば、当
該出力信号に対して位相が微小時間づつずれる、マルチストローブを容易に生成すること
ができる。
【００４６】
また、タイミング発生器３０は、第１基本タイミングデータ設定部３２ａ及び第２基本タ
イミングデータ設定部３２ｂに、徐々に増加又は減少する基本タイミングデータを設定す
る、基本タイミングデータ算出部を更に有してよい。基本タイミングデータ算出部は、マ
ルチストローブ算出部４６ａ、マルチストローブ算出部４６ｂ、分解能データ設定部６０
、加算器８２、第１マルチストローブ分解能データ設定部３４ａ、第２マルチストローブ
分解能データ設定部３４ｂ、並びにディジタル回路（８２，８４，８６、８８、及び９２
）と同一又は同様の機能及び構成を有してよい。
【００４７】
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また、本例におけるタイミング発生器３０によれば、第１から第６設定制御信号の値を調
整することにより、マルチストローブの位相を、所望の位相に容易に調整することができ
る。タイミング発生器３０は、電子デバイス２０を試験すべき試験パターンに基づいて、
マルチストローブデータ記憶部３８が記憶する第２マルチストローブデータを零に設定す
る手段を有してよい。例えば、タイミング発生器３０は、電子デバイス２０を試験すべき
試験パターンに基づいて、第１から第６設定制御信号の値を所定の値に設定し、マルチス
トローブデータ記憶部３８が記憶する第２マルチストローブデータを零に設定してよい。
【００４８】
また、タイミング発生器３０は、電子デバイス２０を試験すべき試験パターンに基づいて
、所定のタイミングで、第１基本タイミングデータ設定部３２ａ及び／又は第２基本タイ
ミング設定部３２ｂに新たな基本タイミングデータを設定する手段を含んでよい。また、
タイミング発生器３０は、電子デバイス２０を試験すべき試験パターンに基づいて、所定
のタイミングで、第１マルチストローブ分解能データ設定部３４ａ及び／又は第２マルチ
ストローブ分解能データ設定部３４ｂに新たなマルチストローブ分解能データを設定する
手段を含んでよい。例えば、タイミング発生器３０は、電子デバイス２０を試験すべき試
験パターンに基づいて、第１から第４設定制御信号に所定の値を設定し、第１マルチスト
ローブ分解能データ設定部３４ａ及び／又は第２マルチストローブ分解能データ設定部３
４ｂに新たなマルチストローブ分解能データを設定してよい。
【００４９】
上述した、新たな基本タイミングデータを設定する手段、及び新たなマルチストローブ分
解能データを設定する手段は、電子デバイス２０を試験する一連の試験サイクルが終了し
た場合に、新たな基本タイミングデータ及び新たなマルチストローブ分解能データを設定
することが好ましい。つまり、新たな基本タイミングデータを設定する手段、及び新たな
マルチストローブ分解能データを設定する手段は、次に電子デバイス２０を試験するべき
一連の試験サイクルにおいて、タイミング発生器３０が発生するべきマルチストローブに
基づいた設定値を新たに設定することが好ましい。また、パターン発生部１０（図１参照
）第１マルチストローブデータ算出部４６ａ及び／又は第２マルチストローブデータ算出
部４６ｂにおいて、マルチストローブ分解能データの加算を開始する信号を、第１マルチ
ストローブデータ算出部４６ａ及び／又は第２マルチストローブデータ算出部４６ｂに入
力する手段を含んでよい。第１マルチストローブデータ算出部４６ａ及び第２マルチスト
ローブデータ算出部４６ｂは、マルチストローブ分解能データの加算を開始する信号を受
け取った場合に、マルチストローブデータ記憶部３８から、第１マルチストローブ分解能
データ加算部３６ａ又は第２マルチストローブ分解能データ加算部３６ｂに対する、前サ
イクルの第２マルチストローブデータのフィードバックを開始する。当該開始する信号は
、第５設定制御信号及び第６設定制御信号であってよい。また、第１マルチストローブ分
解能データは、第２マルチストローブ分解能データの略半分であってよい。以下、各設定
制御信号及び、マルチストローブデータ算出部４６の動作の一例を、タイミングチャート
を用いて説明する。
【００５０】
図４は、マルチストローブデータ算出部４６の動作の一例を示すタイミングチャートであ
る。図４において、横軸は時間を表し、１目盛りが２ｎｓ（ナノ秒）を示す。基準クロッ
ク段は、基準クロック発生部５４が発生する基準クロックを、分解能設定データ段は、分
解能データ設定部６０に設定される分解能データを、各設定制御信号段は、それぞれ対応
する設定制御信号を、各マルチストローブ分解能データ段は、それぞれ対応するマルチス
トローブ分解能データ設定部３４に設定されるマルチストローブ分解能データを、各マル
チストローブデータ段は、それぞれ対応するマルチストローブデータ算出部４６が出力す
るマルチストローブデータを示す。
【００５１】
本例においては、初期状態として、分解能設定部６０に、分解能設定データとして、１２
５ｐｓが設定されている。本例において、基準クロックの１周期を１サイクルとして説明
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する。まず、第１マルチストローブ分解能データ段及び第２マルチストローブ分解能デー
タ段について説明する。
【００５２】
第１サイクルで、ディジタル回路８６に、第１設定制御信号として１が入力される。同様
に、ディジタル回路８８に第２設定制御信号として１が入力される。この場合、加算器８
２は、分解能データである１２５ｐｓの２倍の値を示すデータ、すなわち２５０ｐｓをデ
ィジタル回路９２に出力する。ディジタル回路９２は、第４設定制御信号の反転信号であ
る１を受け取り、２５０ｐｓを出力する。第１マルチストローブ分解能データ設定部３４
ａは、図４に示すように、次サイクルの基準クロックの立ち上がりに基づくタイミングで
、ディジタル回路８４から、１２５ｐｓを受け取り、第１マルチストローブ分解能データ
として設定する。同様に、第２マルチストローブ分解能データ設定部３４ｂは、ディジタ
ル回路９２から、２５０ｐｓを受け取り、第２マルチストローブ分解能データとして設定
する。
【００５３】
図４に示すように、第３サイクルの始まりで、第１設定制御信号が０となる。このため、
ディジタル回路８６は、０を示すデータを、ディジタル回路８４を介して第１マルチスト
ローブ分解能データ設定部３４ａに供給する。第１マルチストローブ分解能データ設定部
３４ａは、次サイクルである第４サイクルで、ディジタル回路８４から０ｐｓを受け取り
、第１マルチストローブ分解能データとして設定する。また、加算器８２は、ディジタル
回路８８の出力である０ｐｓと、ディジタル回路８６の出力である１２５ｐｓとの和であ
る１２５ｐｓを、ディジタル回路９２を介して、第２マルチストローブ分解能データ設定
部３４ｂに供給する。第２マルチストローブ分解能データ設定部３４ｂは、第４サイクル
で、ディジタル回路９２から１２５ｐｓを受け取り、第２マルチストローブ分解能データ
として設定する。
【００５４】
次に、第４サイクルの始まりで、第２設定制御信号が０となる。このため、ディジタル回
路８８は、０を示すデータを加算器８２に供給する。加算器８２は、ディジタル回路８６
の出力である０ｐｓと、ディジタル回路８８の出力である０ｐｓの和である０ｐｓを、デ
ィジタル回路９２を介して、第２マルチストローブ分解能データ設定部３４ｂに供給する
。第２マルチストローブ分解能データ設定部３４ｂは、第５サイクルで、０ｐｓを第２マ
ルチストローブ分解能データとして設定する。
【００５５】
以下同様に、第３設定制御信号及び第４設定制御信号が０の場合、第１マルチストローブ
分解能データ及び第２マルチストローブ分解能データは、第１設定制御信号及び第２設定
制御信号の組み合わせに基づいて定まる。第３設定制御信号が１になった場合、図４に示
すように、第２マルチストローブ分解能データとして、０ｐｓが設定される。また、同様
に第４設定制御信号が０になった場合、第１マルチストローブ分解能データとして、０ｐ
ｓが設定される。
【００５６】
次に、第１マルチストローブデータについて説明する。第１マルチストローブ分解能デー
タ加算部３６ａは、ディジタル回路９４が出力するデータと、第１マルチストローブ分解
能データ設定部３４ａが格納した、第１マルチストローブ分解能データとの和を第１マル
チストローブデータとして出力する。ディジタル回路９４は、一例としてマルチストロー
ブデータ記憶部３８が格納した前サイクルの第２マルチストローブデータと、第５設定制
御信号の反転信号との論理積を出力する。第５設定制御信号が０の場合、第１マルチスト
ローブデータ加算部３６ａは、前サイクルの第２マルチストローブデータと、第１マルチ
ストローブ分解能データとの和を出力する。つまり、図４に示すように、第５設定制御信
号が０の場合、第１マルチストローブ分解能データ加算部３６ａは、第１マルチストロー
ブ分解能データを次サイクルで受け取り、前サイクルの第２マルチストローブデータとの
和を出力する。



(17) JP 4279489 B2 2009.6.17

10

20

30

40

50

【００５７】
本例においては、図４の矢印で示すように、第３サイクルで、第１マルチストローブ分解
能データとして１２５ｐｓを受け取り、前サイクルの第２マルチストローブデータとして
０ｐｓを受け取り、現サイクルの第１マルチストローブデータとして１２５ｐｓを出力す
る。本例において、マルチストローブデータ記憶部３８には、第２マルチストローブデー
タの初期値として０ｐｓが与えられる。第４サイクルでは、第１マルチストローブ分解能
データとして１２５ｐｓを受け取り、前サイクルの第２マルチストローブデータとして２
５０ｐｓを受け取り、現サイクルの第１マルチストローブデータとして３７５ｐｓを出力
する。第５設定制御信号が０の場合は、以下同様に、第１マルチストローブデータを算出
し、出力する。第５設定制御信号が１の場合、現サイクルの第１マルチストローブデータ
として、第１マルチストローブ分解能データを出力する。
【００５８】
次に、第２マルチストローブデータ段について説明する。第２マルチストローブ分解能デ
ータ加算部３６ｂは、ディジタル回路９６が出力するデータと、第２マルチストローブ分
解能データ設定部３４ｂが格納した、第２マルチストローブ分解能データとの和を、新た
な第２マルチストローブデータとして出力する。ディジタル回路９６は、一例としてマル
チストローブデータ記憶部３８が格納した前サイクルの第２マルチストローブデータと、
第６設定制御信号の反転信号との論理積を出力する。第６設定制御信号が０の場合、第２
マルチストローブデータ加算部３６ｂは、前サイクルの第２マルチストローブデータと、
第２マルチストローブ分解能データとの和を出力する。つまり、図４に示すように、第６
設定制御信号が０の場合、第２マルチストローブ分解能データ加算部３６ｂは、第２マル
チストローブ分解能データを次サイクルで受け取り、前サイクルの第２マルチストローブ
データとの和を出力する。
【００５９】
本例においては、図４の矢印に示すように、第３サイクルで、第２マルチストローブ分解
能データとして２５０ｐｓを受け取り、前サイクルの第２マルチストローブデータとして
０ｐｓを受け取り、現サイクルの第２マルチストローブデータとして２５０ｐｓを出力す
る。第４サイクルでは、第２マルチストローブ分解能データとして２５０ｐｓを受け取り
、前サイクルの第２マルチストローブデータとして２５０ｐｓを受け取り、現サイクルの
第２マルチストローブデータとして５００ｐｓを出力する。第６設定制御信号が０の場合
は、他のサイクルでも同様に、第２マルチストローブデータを算出し、出力する。第６設
定制御信号が１の場合、図４の第８サイクルに示すように、現サイクルの第２マルチスト
ローブデータとして、第２マルチストローブ分解能データを出力する。
【００６０】
本例において、分解能設定データは１２５ｐｓであったが、他の値が設定されて良いこと
は明らかである。分解能設定データは、タイミング発生器３０が発生するタイミングの位
相変化の分解能を示す。つまり、分解能設定データを変化させることにより、所望の位相
変化の分解能を有するタイミングを発生させることができる。また、基本タイミングデー
タも、マルチストローブ分解能データと同様に、パターン発生部１０が発生するテストパ
ターンに基づいて、新たな遅延量が設定されてよい。また、本例においては、基準クロッ
クの１周期を１サイクルとして、タイミング発生器３０が動作したが、他の例においては
、タイミング発生器３０は、基準クロックの１周期の整数倍の周期を１サイクルとして動
作してよい。
【００６１】
また、本例においては、タイミング発生器３０は、二つの可変遅延回路部４４を有し、二
つの可変遅延回路部４４において遅延された二つの遅延信号に基づいて、タイミング信号
を生成していたが、他の例においては、タイミング発生器３０は、複数の可変遅延回路部
４４と、複数の遅延制御部４２とを有し、複数の可変遅延回路部４４において遅延された
複数の遅延信号に基づいて、タイミング信号を生成してよい。複数の遅延制御部４２にお
けるそれぞれのマルチストローブ分解能データは、所定の基準値の整数倍がそれぞれ与え
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られることが好ましい。また、複数の遅延制御部４２の複数のマルチストローブ分解能デ
ータ加算部３６は、所定のマルチストローブ分解能データ加算部３６が出力したマルチス
トローブデータに、それぞれのマルチストローブ分解能データを加算して出力することが
好ましい。
【００６２】
図５は、複数のマルチストローブをインターリーブする場合の、マルチストローブ分解能
データ設定部３４及びマルチストローブデータ算出部４６の構成の一例を示す。分解能デ
ータ設定部６０には、所定の基準値が与えられる。図５に示すように、第１マルチストロ
ーブ分解能データ設定部３４ａには、当該基準値の４倍の値が、第２マルチストローブ分
解能データ設定部３４ｂには、当該基準値の３倍の値が、第３マルチストローブ分解能デ
ータ設定部３４ｃには、当該基準値の２倍の値が、第４マルチストローブ分解能データ設
定部３４ｄには、当該基準値の１倍の値が、それぞれマルチストローブ分解能データとし
て与えられる。また、図３に関連して説明した各設定制御信号及びディジタル回路により
、各マルチストローブ分解能データ設定部３４に設定されるマルチストローブ分解能デー
タを、所望の値に制御してもよい。
【００６３】
第１マルチストローブ分解能データ加算部３６ａは、マルチストローブデータ記憶部３８
に記憶される第１マルチストローブデータに、第１マルチストローブ分解能データを加算
し、出力する。マルチストローブデータ記憶部３８は、第１マルチストローブ加算部３６
ａが出力した第１マルチストローブデータを、新たに第１マルチストローブデータとして
記憶する。マルチストローブデータ記憶部３８には、初期状態として所定の値が与えられ
る。第２マルチストローブ分解能データ加算部３６ｂは、マルチストローブデータ記憶部
３８に記憶される第１マルチストローブデータに、第２マルチストローブ分解能データを
加算し、出力する。第３マルチストローブ分解能データ加算部３６ｃは、マルチストロー
ブデータ記憶部３８に記憶される第１マルチストローブデータに、第３マルチストローブ
分解能データを加算し、出力する。第４マルチストローブ分解能データ加算部３６ｄは、
マルチストローブデータ記憶部３８に記憶される第１マルチストローブデータに、第４マ
ルチストローブ分解能データを加算し、出力する。
【００６４】
例えば、分解能データ設定部６０に１２５ｐｓが設定され、マルチストローブデータ記憶
部３８に０ｐｓが初期状態として記憶されている場合、第１から第４のマルチストローブ
分解能データ設定部には、それぞれ５００ｐｓ、３７５ｐｓ、２５０ｐｓ、１２５ｐｓが
設定される。第４マルチストローブ分解能データ加算部３６ｄは、１２５ｐｓを出力し、
第３マルチストローブ分解能データ加算部３６ｃは、２５０ｐｓを出力し、第２マルチス
トローブ分解能データ加算部３６ｂは、３７５ｐｓを出力し、第１マルチストローブ分解
能データ加算部３６ａは、５００ｐｓを出力する。マルチストローブデータ記憶部３８は
、５００ｐｓを新たにマルチストローブデータとして記憶する。それぞれのマルチストロ
ーブ分解能データ加算部３６は、新たに記憶された５００ｐｓに基づいて、マルチストロ
ーブデータを算出し、出力する。つまり、第４マルチストローブ分解能データ加算部３６
ｄは、６２５ｐｓを出力し、第３マルチストローブ分解能データ加算部３６ｃは、７５０
ｐｓを出力し、第２マルチストローブ分解能データ加算部３６ｂは、８７５ｐｓを出力し
、第１マルチストローブ分解能データ加算部３６ａは、１０００ｐｓを出力する。マルチ
ストローブデータ記憶部３８は新たに１０００ｐｓをマルチストローブデータとして記憶
する。
【００６５】
上述した動作を繰り返すことにより、所定の時間づつ位相がずれた複数のタイミングを有
するマルチストローブを容易に生成することが可能となる。また、本例においては、４つ
のマルチストローブデータを算出したが、他の例においては、更に多くのマルチストロー
ブデータを算出し、マルチストローブを生成してよい。つまり本発明は、Ｎ（Ｎは任意の
整数）本のマルチストローブを生成し、それぞれをインターリーブし、高分解能のマルチ
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ストローブを生成できるタイミング発生器に拡張可能であることは、本例における説明か
ら明らかである。
【００６６】
図６は、マルチストローブデータ算出部４６の構成の他の例を示す。マルチストローブデ
ータ算出部４６ａ及び４６ｂは、それぞれシフト回路６２、セレクタ６４、加算器６６，
マルチストローブデータ記憶部６８を有する。まず、マルチストローブデータ算出部４６
ａの動作について説明する。
【００６７】
分解能データ設定部６０は、図３、及び図５に関連して説明した分解能データ設定部６０
と同様の機能を有する。分解能データ設定部６０には、マルチストローブの分解能データ
である所定の基準値が設定される。第１シフト回路６２ａは、分解能データ設定部６０か
ら、当該所定の基準値をディジタル信号として受け取り、当該ディジタル信号を１ビット
左にシフトさせ、第１セレクタ６４ａに出力する。つまり、第１シフト回路６２ａは、所
定の基準値（分解能データ）の２倍の値を第１セレクタ６４ａに出力する。
【００６８】
第１セレクタ６４ａは、第１シフト回路６２ａから分解能データの２倍の値を受け取り、
分解能データ設定部６０から分解能データを受け取る。一例として、第１セレクタ６４ａ
は、図６のように０～３で示される経路からデータを受け取る。本例において、第１セレ
クタ６４ａは、３で示される経路から、分解能データの２倍の値を受け取り、２及び１で
示される経路から、分解能データを受け取り、０で示される経路から、０を示すデータを
受け取る。第１セレクタ６４ａは、Ｓ０及びＳ１に入力されるデータに基づいて、所定の
番号で示される経路を選択し、選択した経路から受け取ったデータを第１加算器６６ａに
出力する。例えば、第１セレクタ６４ａは、Ｓ０及びＳ１の端子に、０又は１で表される
ディジタル信号を受け取り、Ｓ０、Ｓ１に入力されたディジタル信号の値の組み合わせに
基づいて、０～３の経路のいずれかを選択し、選択した経路から受け取ったデータを、加
算器６６ａに出力する。
【００６９】
加算器６６ａは、第１セレクタ６４ａが出力したデータと、ディジタル回路７２ａが出力
したデータとを加算し、加算したデータを第１マルチストローブデータ記憶部６８ａに供
給する。第１マルチストローブデータ記憶部６８ａは、加算器６６ａから受け取ったデー
タを、マルチストローブデータとして出力する。ディジタル回路７２ａは、前ストローブ
発生サイクル（以下、前サイクルとする）において、第１マルチストローブデータ記憶部
６８ａが出力したマルチストローブデータを受け取り、受け取った前サイクルのマルチス
トローブデータを、加算器６６ａに供給するか否かを選択する。ディジタル回路７２ａは
、図６に示すように、論理積回路であってよい。つまり、ディジタル回路７２ａは、前サ
イクルのマルチストローブデータに、第１セレクタ６４ａが出力したデータを加算したデ
ータを、第１マルチストローブデータ記憶部６８ａに供給するか、第１セレクタ６４ａが
出力したデータと同一のデータを第１マルチストローブデータ記憶部６８ａに供給するか
を選択する。
【００７０】
ディジタル回路７４ａ、及びディジタル回路７６ｂは、第１セレクタ６４ａがどの経路の
データを選択するかを制御する信号を、第１セレクタ６４ａに供給する。ディジタル回路
７４ａ、及びディジタル回路７６ｂは、図６に示すように論理積回路であってよい。つま
り、ディジタル回路７４ａ、及びディジタル回路７６ｂは、第１セレクタ６４ａのＳ０、
及びＳ１端子に、データ選択用の信号を供給する。
【００７１】
ディジタル回路７２ａ、ディジタル回路７４ａ、及びディジタル回路７６ａは、それぞれ
制御信号を受け取る。本例においては、ディジタル回路７２ａは、MUTCMD2_1st▲１▼、
及びMUTCMD2_2nd▲２▼を受け取り、ディジタル回路７４ａは、MUTCMD1_1st▲１▼、及び
MUTCMD2_1st▲２▼を受け取り、ディジタル回路７６ａは、MUTCMD1_2nd▲２▼、MUTCMD2_
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1st▲１▼、及びMUTCMD2_2nd▲２▼を受け取る。本例において、MUTCMD1_1st▲１▼、及
びMUTCMD2_1st▲１▼は、現サイクルにおいて、マルチストローブデータ算出部４６ａに
与えられる制御信号であって、MUTCMD1_2nd▲２▼、及びMUTCMD2_2nd▲２▼は、前ストロ
ーブ発生サイクル（以下、前サイクルとする）において、マルチストローブデータ算出部
４６ｂに与えられた制御信号である。MUTCMD1_1st▲１▼、MUTCMD1_2nd▲２▼、MUTCMD２
_1st▲１▼、及びMUTCMD２_2nd▲２▼の値と、マルチストローブデータ算出部４６ａが出
力するマルチストローブデータとの真理値表の一例を図６（ｂ）に示す。
【００７２】
マルチストローブデータ算出部４６ａにおいて、図６（ｂ）の現サイクルMUTCMD1は、MUT
CMD1_1st▲１▼を指し、前サイクルMUTCMD１は、MUTCMD1_2nd▲２▼を指し、現サイクルM
UTCMD2は、MUTCMD2_1st▲１▼を指し、前サイクルMUTCMD２は、MUTCMD2_2nd▲２▼を指す
。また、図６（ｂ）におけるOFFSET　DATAは、マルチストローブデータ算出部４６が出力
するマルチストローブデータを指す。つまり、OFFSET　DATAは、可変遅延回路部における
遅延量を指す。また、OFFSET　DATAにおける、前値は、前サイクルにおける、マルチスト
ローブデータであり、分解能データは、分解能データ設定部６０に設定される分解能デー
タを指す。
【００７３】
ディジタル回路７２ａ、ディジタル回路７４ａ、及びディジタル回路７６ａは、それぞれ
図６（ｂ）に示す真理値表を満たす回路構成を有する。例えば、ディジタル回路７２ａは
、MUTCMD2_1st▲１▼及びMUTCMD2_2nd▲２▼の少なくともいずれかが１の場合、０を出力
する。つまり、真理値表に示すように、ディジタル回路７２ｂは、MUTCMD2_1st▲１▼及
びMUTCMD2_2nd▲２▼の少なくともいずれかが１の場合、前サイクルのマルチストローブ
データを加算器６６ａに供給しない。
【００７４】
第１セレクタ６４ａは、一例として、Ｓ１、Ｓ０に共に１が入力された場合に、３で示さ
れる経路から受け取ったデータを出力し、Ｓ１、Ｓ０に共に０が入力された場合に、０番
地のアドレスに記憶したデータを出力し、Ｓ１、Ｓ０に異なる値が入力された場合に、１
又は２番地のアドレスに記憶したデータを出力する。ディジタル回路７４ａ及びディジタ
ル回路７６ａは、前述したように制御信号を受け取り、制御信号に基づいて、第１セレク
タ６４ａにディジタル信号を供給する。以下、MUTCMD2_1st▲１▼、及びMUTCMD2_2nd▲２
▼が共に０の場合、すなわち図６（ｂ）に示す真理値表における上４段について説明する
。
【００７５】
MUTCMD1_1st▲１▼とMUTCMD1_2nd▲２▼とが共に０であるとき、図６（ａ）から明らかな
ように、ディジタル回路７４ａ及びディジタル回路７６ａは、共に０を出力する。このた
め、第１セレクタ６４ａは０で示される経路から受け取るデータ、すなわち０を加算器６
６ａに供給する。MUTCMD1_1st▲１▼とMUTCMD1_2nd▲２▼とが異なる値を取るとき、図６
（ａ）から明らかなように、ディジタル回路７４ａ及びディジタル回路７６ａは、それぞ
れ異なる値を出力する。このため、第１セレクタ６４ａは、１又は２で示される経路から
受け取るデータ、すなわち分解能データを加算器６６ａに供給する。MUTCMD1_1st▲１▼
とMUTCMD1_2nd▲２▼とが共に１であるとき、図６（ａ）から明らかなように、ディジタ
ル回路７４ａ及びディジタル回路７６ａは、それぞれ１を出力する。このため、第１セレ
クタ６４ａは、３で示される経路から受け取るデータ、すなわち分解能の２倍のデータを
出力する。
【００７６】
MUTCMD2_1st▲１▼、及びMUTCMD2_2nd▲２▼が共に０の場合、ディジタル回路７２ａは、
前サイクルのマルチストローブデータを、加算器６６ａに供給する。このため、第１マル
チストローブデータ記憶部６８ａが出力するマルチストローブデータ（ＯＦＦＳＥＴ　Ｄ
ＡＴＡ）は、図６（ｂ）に示すデータとなる。
【００７７】
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次に、MUTCMD2_1st▲１▼、及びMUTCMD2_2nd▲２▼のすくなくともいずれかが１で有る場
合、すなわち図６（ｂ）に示す真理値表の下４段について説明する。MUTCMD2_1st▲１▼
、及びMUTCMD2_2nd▲２▼のすくなくともいずれかが１で有る場合、ディジタル回路７２
ａは、加算器６６ａに０を供給する。
【００７８】
MUTCMD2_1st▲１▼、及びMUTCMD2_2nd▲２▼が共に１で有る場合、ディジタル回路７４ａ
及びディジタル回路７６ａは、共に０を出力する。このため、第１セレクタ６４ａは、０
で示される経路から受け取ったデータ、すなわち０を加算器６６ａに供給する。この場合
、第１マルチストローブデータ記憶部６８ａが出力するマルチストローブデータは、真理
値表の８段目に示すように、０となる。
【００７９】
MUTCMD2_1st▲１▼が１、MUTCMD2_2nd▲２▼が０である場合、ディジタル回路７４ａ及び
ディジタル回路７６ａは、共に０を出力する。このため、第１セレクタ６４ａは、０で示
される経路から受け取ったデータ、すなわち０を加算器６６ａに供給する。この場合、第
１マルチストローブデータ記憶部６８ａが出力するマルチストローブデータは、真理値表
の７段目に示すように、０となる。
【００８０】
MUTCMD2_1st▲１▼が０、MUTCMD2_2nd▲２▼が１である場合、ディジタル回路７６ａは、
０を出力する。ディジタル回路７４ａは、MUTCMD1_1ST▲１▼の値によって、異なる値を
出力する。つまり、ディジタル回路７４ａは、MUTCMD1_1ST▲１▼が１の場合、１を出力
し、MUTCMD1_1STが０の場合、０を出力する。MUTCMD1_1ST▲１▼が１の場合、ディジタル
回路７４ａが出力する値とディジタル回路７６ａが出力する値とは異なる。このため、第
１セレクタは、１又は２で示される経路から受け取ったデータ、すなわち分解能データを
加算器６６ｂに出力する。このため、第１マルチストローブデータ記憶部６８ａが出力す
るマルチストローブデータは、真理値表の６段目に示すように、分解能データとなる。MU
TCMD1_1ST▲１▼が０の場合、ディジタル回路７４ａ及びディジタル回路７６ａは、共に
０を出力する。このため、真理値表の５段目に示すように、マルチストローブデータは０
となる。
【００８１】
本例において、マルチストローブデータ算出部４６ａは、図６（ｂ）に示した真理値表に
基づいたディジタル回路７２ａ、ディジタル回路７４ａ、及びディジタル回路７６ａを有
していたが、他の例においては、マルチストローブデータ算出部４６ａは、他の真理値表
に基づいたディジタル回路７２ａ、ディジタル回路７４ａ、及びディジタル回路７６ａを
有してよい。本例において説明したマルチストローブデータ算出部４６ａによれば、マル
チストローブデータ算出部４６ａに適当な制御信号を与えることにより、図２から図４に
関連して説明したマルチストローブデータ算出部４６と同様に、位相が微小時間ずつずれ
たマルチストローブデータを生成することができる。
【００８２】
マルチストローブデータ算出部４６ｂは、マルチストローブデータ算出部４６ａと同一又
は同様の機能及び構成を有してよい。マルチストローブデータ算出部４６ｂは、第２マル
チストローブデータ記憶部６８ｂ、加算器６６ｂ、第２セレクタ６４ｂ、第２シフト回路
６２ｂ、ディジタル回路７２ｂ、ディジタル回路７４ｂ、及びディジタル回路７６ｂを有
する。第２マルチストローブデータ記憶部６８ｂ、加算器６６ｂ、第２セレクタ６４ｂ、
第２シフト回路６２ｂ、ディジタル回路７２ｂ、ディジタル回路７４ｂ、及びディジタル
回路７６ｂは、それぞれ第１マルチストローブデータ記憶部６８ａ、加算器６６ａ、第１
セレクタ６４ａ、第１シフト回路６２ａ、ディジタル回路７２ａ、ディジタル回路７４ａ
、及びディジタル回路７６ａと同一又は同様の機能及び構成を有してよい。また、マルチ
ストローブデータ算出部４６ｂは、マルチストローブデータ算出部４６ａと同様に、図６
（ｂ）に示した真理値表に基づいた動作をしてよい。マルチストローブ算出部４６ｂにお
いて、現サイクルMUTCMD1は、MUTCMD1_2nd▲１▼を指し、前サイクルMUTCMD1は、MUTCMD1
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_1st▲２▼を指し、現サイクルMUTCMD2は、MUTCMD2_2nd▲１▼を指し、前サイクルMUTCMD
2は、MUTCMD2_1st▲２▼を指す。本例において説明したマルチストローブデータ算出部４
６ｂによれば、マルチストローブデータ算出部４６ｂに適当な制御信号を与えることによ
り、マルチストローブデータ算出部４６ａと同様に、位相が微小時間ずつずれたマルチス
トローブデータを生成することができる。本例において説明したマルチストローブデータ
算出部４６によれば、図３に関連して説明したマルチストローブデータ算出部４６に比べ
、回路規模が小さくできる。以下、タイミングチャートを用いて、マルチストローブデー
タ算出部４６ａ及びマルチストローブデータ算出部４６ｂの動作を説明する。
【００８３】
図７は、マルチストローブデータ算出部４６の動作の一例を示すタイミングチャートであ
る。図７において、横軸は時間を表し、１目盛りが２ｎｓ（ナノ秒）を示す。基準クロッ
ク段は、基準クロック発生部５４が発生する基準クロックを、分解能設定データ段は、分
解能データ設定部６０に設定される分解能データを、各MUTCMD段は、それぞれ対応するMU
TCMD信号を、各ディジタル回路７２の出力段は、対応するディジタル回路７２の出力を、
各セレクタ６４の出力段は、対応するセレクタ６４の出力を、各マルチストローブデータ
段は、対応するマルチストローブデータ記憶部６８が出力するマルチストローブデータを
示す。
【００８４】
本例においては、初期状態として、分解能設定部６０に、分解能設定データとして、１２
５ｐｓが設定されている。本例において、基準クロックの１周期を１サイクルとして説明
する。各MUTCMD段には、図７に示すような値が与えられる。まず、ディジタル回路７２ａ
の出力段、第１セレクタ６４ａの出力段、及び第１マルチストローブデータ段について説
明する。
【００８５】
本例において、MUTCMD２_1st▲１▼及びMUTCMD2_2nd▲２▼は、図７に示すように常に０
であるとする。この場合、図６（ｂ）の真理値表に関連して説明したように、第１セレク
タ６４ａは、MUTCMD1_1st▲１▼及びMUTCMD1_2nd▲２▼の値に基づいた値を出力する。第
２サイクルで、MUTCMD1_1st▲１▼に１が与えられ、第１セレクタ６４ａは、分解能デー
タである１２５ｐｓを出力する。第３サイクルで、MUTCMD1_1st▲１▼及びMUTCMD1_2nd▲
２▼に共に１が与えられ、第１セレクタ６４ａは、分解能データの２倍の２５０ｐｓを出
力する。以下同様に、第４から第６サイクルで、第１セレクタ６４ａは１２５ｐｓを出力
し、第７サイクルで２５０ｐｓを出力し、第８及び第９サイクルで０ｐｓを出力する。
【００８６】
第２サイクルで、加算器６６ａは、ディジタル回路７２ａの出力である０ｐｓと、第１セ
レクタ６４ａの出力である１２５ｐｓを加算したデータである１２５ｐｓを、第１マルチ
ストローブデータ記憶部６８ａに出力する。次サイクルである第３サイクルで、図７に示
すように、第１マルチストローブデータ記憶部６８ａは、１２５ｐｓをマルチストローブ
データとして出力する。
【００８７】
本例において、MUTCMD２_1st▲１▼及びMUTCMD2_2nd▲２▼は、図７に示すように常に０
であるため、ディジタル回路７２ａは、第１マルチストローブデータ記憶部６８ａが出力
したマルチストローブデータを、加算器６６ａに出力する。第３サイクルで、ディジタル
回路７２ａは、第１マルチストローブデータ記憶部６８ａが出力したマルチストローブデ
ータである１２５ｐｓを、加算器６６ａに出力する。加算器６６ａは、図７に示すように
、ディジタル回路７２ａの出力である１２５ｐｓと、第１セレクタ６４ａの出力である２
５０ｐｓとを加算したデータを、第１マルチストローブデータ記憶部６８ａに出力する。
第１マルチストローブデータ記憶部６８ａは、図７に示すように、次サイクルである第４
サイクルで、加算器６６ａから受け取ったデータを、マルチストローブデータとして出力
する。同様に、第５サイクル以下において、第１マルチストローブデータ記憶部６８ａは
、図７に示すようなデータを出力する。第８サイクルで、MUTCMD2_2nd▲２▼に１が与え
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られ、ディジタル回路７２ａの出力は０ｐｓとなる。また、第８サイクルで、MUTCMD2_2n
d▲２▼に１が与えられ、MUTCMD1_1st▲１▼に１が与えられ、第１セレクタ６４ａの出力
は０ｐｓとなる。この場合、次サイクルから、異なる試験パターン等による次の試験を行
ってよい。
【００８８】
次に、ディジタル回路７２ｂの出力段、第２セレクタ６４ｂの出力段、及び第２マルチス
トローブデータ段について説明する。本例において、MUTCMD２_1st▲２▼は、図７に示す
ように常に０であるとする。ディジタル回路７２ｂは、図６に示すように、MUTCMD2_2nd
▲１▼及びMUTCMD2_1st▲２▼の値に基づいて、第２マルチストローブデータ記憶部６８
ｂが出力したマルチストローブデータを、加算器６６ｂに供給するか否かを決定する。本
例において図７にしめすように、MUTCMD2_1st▲２▼は、常に０であるので、ディジタル
回路７２ｂは、MUTCMD2_2nd▲１▼の値に基づいて、マルチストローブデータを加算器６
６ｂに供給するか否かを選択する。図６（ｂ）の真理値表に示すように、ディジタル回路
７２ｂは、MUTCMD2_2nd▲１▼の値が０の場合、前サイクルにおいて第２マルチストロー
ブデータ記憶部６８ｂが出力したマルチストローブデータを、加算器６６ｂに供給する。
図７に示すように、MUTCMD2_2nd▲１▼は第７サイクルで１の値が与えられ、ディジタル
回路７２ｂは、第７サイクルで０ｐｓを加算器６６ｂに供給し、他のサイクルでは、第２
マルチストローブデータ記憶部６８ｂが前サイクルにおいて出力したマルチストローブデ
ータを、加算器６６ｂに供給する。
【００８９】
第２セレクタ６４ｂは、MUTCMD2_2nd▲１▼、MUTCMD2_1st▲２▼、MUTCMD1_2nd▲１▼、
及びMUTCMD1_1st▲２▼に基づいて、図６（ｂ）に示した真理値表に従い、加算器６６ｂ
にデータを供給する。第２セレクタ６４ｂの動作は、第１セレクタ６４ａと同様である。
【００９０】
第２マルチストローブデータ記憶部６８ｂは、第２マルチストローブデータ段に示すよう
なマルチストローブデータを出力する。第２マルチストローブデータ記憶部６８ｂの動作
は、第１マルチストローブデータ記憶部６８ａの動作と同様である。以上説明したマルチ
ストローブデータ算出部４６によれば、第１マルチストローブデータ及び第２マルチスト
ローブデータに基づいて、微小時間ずつタイミングが変化した複数のストローブを有する
マルチストローブを容易に生成することができる。
【００９１】
図８は、本発明に係る試験装置１００の構成の他の例を示す。図８において、図１から図
６と同一の符号を付したものは、図１から図６に関連して説明したものと同一又は同様の
機能及び構成を有してよい。試験装置１００は、電子デバイス２０の内部クロックに基づ
いたクロックであるデータストローブに応じて、電子デバイス２０から出力信号を受け取
る。試験装置１００は、基準クロックを発生する基準クロック発生部５４と、基準クロッ
クに同期して試験パターンを発生するパターン発生部１０と、試験パターンを整形する波
形整形部１２と、電子デバイス２０と信号を受け渡しする信号入出力部１４と、タイミン
グを発生する第１タイミング発生器３０ａと、タイミングを発生する第２タイミング発生
器３０ｂと、電子デバイス２０が出力する出力信号をサンプリングする出力信号サンプリ
ング回路２４と、データストローブをサンプリングするデータストローブサンプリング回
路２６と、電子デバイス２０の良否を判定する判定部２２とを備える。
【００９２】
パターン発生部１０は、基準クロックに同期して、電子デバイス２０の試験用の試験パタ
ーンを発生し、電子デバイス２０に、波形整形部１２及び信号入出力部１４を介して入力
する。基準クロック発生部５４は、基準クロックを発生し、第１タイミング発生器３０ａ
及び第２タイミング発生器３０ｂに供給する。基準クロック発生部５４は、当該試験パタ
ーンに基づいた基準クロックを発生することが好ましい。波形整形部１２は、パターン発
生部１０が生成した試験パターンを整形する。例えば、波形整形部１２は、パターン発生
部１０が生成した試験パターンを所望の時間遅延させた整形パターンを信号入出力部１４



(24) JP 4279489 B2 2009.6.17

10

20

30

40

50

に入力する。信号入出力部１４は、電子デバイス２０と電気的に接続され、波形整形部１
２から受け取った整形パターンを、電子デバイス２０に入力する。また、信号入出力部１
４は、整形パターンに基づいて電子デバイス２０が出力する出力信号を受け取り、出力信
号サンプリング回路２４に出力する。また、信号入出力部１４は、データストローブを受
け取り、データストローブサンプリング回路２６に出力する。
【００９３】
第１タイミング発生器３０ａは、電子デバイス２０の出力信号に対して、微小時間ずつ位
相がずれた複数のタイミングを、出力信号サンプリング回路２４に供給する。出力信号サ
ンプリング回路２４は、電子デバイス２０が試験パターンに基づいて出力する出力信号を
、第１タイミング発生器３０ａが発生したタイミングでサンプリングする。
【００９４】
第２タイミング発生器３０ｂは、データストローブに対して、微小時間ずつ位相がずれた
複数のタイミングを、データストローブサンプリング回路２６に供給する。データストロ
ーブサンプリング回路２６は、データストローブを、第２タイミング発生器３０ｂが発生
したタイミングでサンプリングする。第１タイミング発生器３０ａ及び第２タイミング発
生器３０ｂは、図１から図６に関連して説明したタイミング発生器３０と同一又は同様の
機能及び構成を有してよい。
【００９５】
判定部２２は、出力信号サンプリング回路２６におけるサンプリング結果、データストロ
ーブサンプリング回路２８におけるサンプリング結果の少なくともいずれかに基づいて、
電子デバイス２０の良否を判定する。判定部２２は、出力信号サンプリング回路２４にお
けるサンプリング結果に基づいて、電子デバイス２０が出力する出力信号のジッタを算出
する出力信号ジッタ算出手段を有してよい。また、判定部２２は、データストローブサン
プリング回路２６におけるサンプリング結果に基づいて、データストローブのジッタを算
出するデータストローブジッタ算出手段を有してよい。また、判定部２０は、出力信号サ
ンプリング回路２６におけるサンプリング結果に基づいて、出力信号のジッタを算出する
出力信号ジッタ算出手段及び、データストローブサンプリング回路２８におけるサンプリ
ング結果に基づいて、データストローブのジッタを算出するデータストローブジッタ算出
手段を有してよい。この場合、判定部は、出力信号サンプリング回路２６におけるサンプ
リング結果、データストローブサンプリング回路２８におけるサンプリング結果、出力信
号のジッタ、データストローブのジッタの少なくともいずれかに基づいて、前記電子デバ
イスの良否を判定してよい。
【００９６】
例えば、判定部２２は、出力信号ジッタ算出手段が算出した出力信号のジッタ、及びデー
タストローブジッタ算出手段が算出したデータストローブのジッタに基づいて、電子デバ
イス２０の良否を判定してよい。つまり、判定部２２は、予めジッタ基準値が与えられ、
与えられたジッタ基準値と、出力信号のジッタ及びデータストローブのジッタとを比較し
て、電子デバイス２０の良否を判定してよい。この場合、出力信号サンプリング回路２６
は、受け取った位相の異なる複数のタイミング毎に、電子デバイス２０の出力信号を複数
回サンプリングすることが好ましい。また、出力信号ジッタ算出手段は、予め基準値が与
えられ、出力信号サンプリング回路２６において、位相の異なる複数のタイミング毎に複
数回サンプリングした結果と当該基準値とを比較し、位相の異なるそれぞれのタイミング
における当該サンプリング結果が、当該基準値以上となる回数分布に基づいて、電子デバ
イス２０の出力信号のジッタを算出してよい。
【００９７】
また、データストローブサンプリング回路２８は、受け取った位相の異なる複数のタイミ
ング毎に、電子デバイス２０のデータストローブを複数回サンプリングすることが好まし
い。また、データストローブジッタ算出手段は、予め基準値が与えられ、データストロー
ブサンプリング回路２８において、位相の異なる複数のタイミング毎に複数回サンプリン
グした結果と当該基準値とを比較し、位相の異なるそれぞれのタイミングにおける当該サ
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ンプリング結果が、当該基準値以上となる回数分布に基づいて、電子デバイス２０のデー
タストローブのジッタを算出してよい。また、判定部２２には、異なる複数のジッタ基準
値が与えられ、異なる複数のジッタ基準値と、算出したジッタとを比較し、それぞれのジ
ッタ基準値に対して電子デバイス２０の良否を判定し、電子デバイス２０の品質を判定し
てよい。つまり、判定部２２は、算出したジッタに基づいて、電子デバイス２０の品質を
判定してよい。
【００９８】
また、他の例においては、判定部２２は、出力信号サンプリング回路２６におけるサンプ
リング結果、及びデータストローブサンプリング回路２８におけるサンプリング結果に基
づいて、電子デバイス２０の良否を判定してよい。例えば、いわゆるデータのSetup／Hol
dのタイミングに関する基準を満たすか否かに基づいて、電子デバイス２０の良否を判定
してよい。例えば、判定部２２は、電子デバイス２０の出力信号が、予め与えられた出力
信号の基準値となるタイミングと、データストローブが予め与えられたデータストローブ
の基準値となるタイミングとに基づいて、電子デバイス２０の良否を判定してよい。電子
デバイス２０の出力信号が、予め与えられた出力信号の基準値となるタイミングと、デー
タストローブが予め与えられたデータストローブの基準値となるタイミングとの前後関係
に基づいて、電子デバイス２０の良否を判定してよい。
【００９９】
第１タイミング発生器３０ａは、第１可変遅延回路部４４ａと、第２可変遅延回路部４４
ｂと、第１遅延制御部４２ａと、第２遅延制御部４２ｂとを有し、第２タイミング発生器
３０ｂは、第３可変遅延回路部４４ｃと、第４可変遅延回路部４４ｄと、第３遅延制御部
４２ｃと、第４遅延制御部４２ｄとを有する。第１可変遅延回路部４４ａ及び第３可変遅
延回路部４４ｃは、図２から図４に関連して説明した第１可変遅延回路部４４ａと同一又
は同様の機能及び構成を有してよい。第２可変遅延回路部４４ｂ及び第４可変遅延回路部
４４ｄは、図２から図４に関連して説明した第２可変遅延回路部４４ｂと同一又は同様の
機能及び構成を有してよい。また、第１遅延制御部４２ａと第３遅延制御部４２ｃは、図
２から図６に関連して説明した第１遅延制御部４２ａと同一又は同様の機能及び構成を有
してよい。第２遅延制御部４２ｂと第４遅延制御部４２ｄは、図２から図６に関連して説
明した第２遅延制御部４２ｂと同一又は同様の機能及び構成を有してよい。
【０１００】
以上説明した試験装置１００によれば、電子デバイス２０の出力信号又はデータストロー
ブに対して、微小時間ずつ位相のずれた複数のタイミングを容易に生成することができる
。このため、電子デバイス２０の出力信号又はデータストローブを異なる位相を有する複
数のタイミングで容易にサンプリングすることができる。また、異なる位相を有するサン
プリングタイミングの位相データをサンプリングタイミング毎に有する必要が無いため、
試験装置１００の記憶容量に対する負荷を低減することができる。
【０１０１】
以上、本発明を実施の形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施の形態に
記載の範囲には限定されない。上記実施の形態に、多様な変更又は改良を加えることが可
能であることが当業者に明らかである。その様な変更又は改良を加えた形態も本発明の技
術的範囲に含まれ得ることが、特許請求の範囲の記載から明らかである。
【０１０２】
【発明の効果】
本発明に係る試験装置１００によれば、微小時間ずつ位相のずれた複数のタイミングを容
易に生成することができ、電子デバイス２０の出力信号又はデータストローブを異なる位
相を有する複数のタイミングで容易にサンプリングすることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明に係る試験装置１００の構成の一例を示す。
【図２】　本発明に係るタイミング発生器３０の構成の一例を示すブロック図である。
【図３】　タイミング発生器３０の構成の一例を示す。
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【図４】　タイミング発生器３０の動作の一例を示すタイミングチャートである。
【図５】　複数の遅延制御部４４におけるそれぞれのマルチストローブデータを説明する
。
【図６】　マルチストローブデータ算出部４６の構成の他の例を示す。
【図７】　タイミング発生器３０の動作の一例を示すタイミングチャートである。
【図８】　本発明に係る試験装置１００の構成の他の例を示す。
【符号の説明】
１０・・・パターン発生部、１２・・・波形整形部、１４・・・信号入出力部、２０・・
・電子デバイス、２２・・・判定部、２４・・・出力信号サンプリング回路、２６・・・
データストローブサンプリング回路、３０・・・タイミング発生器、３２・・・基本タイ
ミングデータ設定部、３４・・・マルチストローブ分解能データ設定部、３６・・・マル
チストローブ分解能データ加算部、３８・・・マルチストローブ分解能データ記憶部、４
０・・・可変遅延量算出部、４２・・・遅延制御部、４４・・・可変遅延回路部、４６・
・・マルチストローブデータ算出部、４８・・・リニアライズメモリ、５０・・・可変遅
延回路、５４・・・基準クロック発生部、５６・・・タイミング生成部、６０・・・分解
能データ設定部、７２、７４、７６・・・ディジタル回路、１００・・・試験装置

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】



(28) JP 4279489 B2 2009.6.17
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