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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　出力パスと、
　入力パスと、
　半導体装置内において、テストデータから生成され、前記出力パス上を転送される第１
テスト信号の振幅と位相の少なくとも一方を変更して第２テスト信号を生成し、前記第２
テスト信号を前記入力パスに供給するテスト信号生成回路と
を具備し、
　前記第１テスト信号と前記第２テスト信号を用いて前記出力パスと前記入力パスをテス
トする半導体装置であって、
　前記テスト信号生成回路は、
　前記テストデータとして供給される差動入力信号を受け出力端に差動出力を出力する第
１差動増幅器と、
　前記出力端に前記第１差動増幅器と同一極性で接続された第２差動増幅器と
を備え、
　前記第２差動増幅器は、
　前記差動入力信号を１ビット遅延させた遅延差動入力信号に応答して差動出力信号を生
成し、前記差動出力を前記出力端に供給する
　半導体装置。
【請求項２】
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　請求項１に記載の半導体装置において、
　前記テストデータと前記第２テスト信号から得られる受信テストデータとを比較し、比
較結果に基づいて前記出力パスと前記入力パスが正しく動作することができるか否かを判
定する比較回路
をさらに具備する半導体装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の半導体装置において、
　前記差動入力信号は入力データ列と、前記入力データ列を反転させた反転入力データ列
とを含み、
　前記第１差動増幅器は、前記入力データ列に応答して反転出力データ列を生成して第１
出力端に供給し、前記反転入力データ列に応答して正転出力データ列を生成して第２出力
端に供給し、
　前記差動トランジスタ対は、前記入力データ列を１ビット遅延させた遅延入力データ列
に応答して特定反転出力データ列を生成して前記第１出力端に供給し、前記反転入力デー
タ列を１ビット遅延させた遅延反転入力データ列に応答して特定正転出力データ列を生成
して前記第２出力端に供給する
　半導体装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の半導体装置において、
　前記第１差動増幅器は、
　前記特定差動トランジスタ対に特定電流を供給する特定電流源
を含み、
　前記電流源は、前記特定電流源が供給する特定電流に比較して一定比の電流を前記差動
トランジスタ対に供給する
　半導体装置。
【請求項５】
　請求項１に記載の半導体装置において、
　前記テスト信号生成回路は、
　前記テストデータに応答して一定振幅の出力データを出力する第１バッファ回路と、
　前記テストデータを１ビット遅延させた遅延テストデータを受ける第２バッファ回路と
を具備し、
　前記第２バッファ回路は、
　前記遅延テストデータに応答して、前記出力データの出力振幅と異なる振幅の特定出力
データを生成し、前記特定出力データを前記第１バッファの出力端に供給する
　半導体装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の半導体装置において、
　前記テストデータは、データ列と前記データ列の位相を反転させた反転データ列とを含
み、
　前記第１バッファ回路は、
　前記データ列に応答して第１反転信号を出力する第１インバータと、
　前記反転データ列に応答して第２反転信号を出力する第２インバータと、
を含み、
　前記第２バッファ回路は、
　前記データ列を１ビット遅延させた遅延データ列に応答して特定第１反転信号を生成し
、前記特定第１反転信号を前記第１インバータの出力端に供給する特定第１反転回路と、
　前記反転データ列を１ビット遅延させた遅延反転データ列に応答して特定第２反転信号
を生成し、前記特定第２反転信号を前記第２インバータの出力端に供給する特定第２反転
回路と
を含み、
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　前記特定第１反転回路と前記特定第２反転回路との各々は、前記第１インバータまたは
前記第２インバータと異なる出力インピーダンスを有する
　半導体装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の半導体装置において、
　前記特定第１反転回路と、前記特定第２反転回路との少なくとも一方は、
　各々異なる出力インピーダンスを有する複数のＣＭＯＳインバータと、
　前記複数のＣＭＯＳインバータの駆動を制御するスイッチと
を有し、
　前記スイッチは、制御回路から供給される制御信号に応答して、前記特定第１反転回路
、または前記特定第２反転回路の出力インピーダンスを特定する
　半導体装置。
【請求項８】
　（ａ）半導体装置内において、テストデータから生成され、前記出力パス上を転送され
る第１テスト信号の振幅と位相の少なくとも一方を変更して第２テスト信号を生成するス
テップと、
　（ｂ）前記第２テスト信号を前記入力パスに供給するステップと、
　（ｃ）前記テストデータと前記第２テスト信号から得られる受信テストデータとを比較
し、比較結果に基づいて前記出力パスと前記入力パスが正しく動作することができるか否
かを判定するステップ
を具備し、
　前記（ａ）ステップは、
　前記テストデータとして供給される差動入力信号に応答して第１出力信号を生成するス
テップと、
　前記差動入力信号を１ビット遅延させた遅延差動入力信号に応答して第２出力信号を生
成するステップと、
　前記第１出力信号と前記第２出力信号に基づいて前記テスト信号を生成するステップ
を具備する
　半導体装置のテスト方法。
【請求項９】
　請求項８に記載の半導体装置のテスト方法において、
　前記（ａ）ステップは、さらに、
　第１電流に応答して前記第１出力信号を生成するステップと、
　前記第１電流と異なる電流値である特定電流に応答して前記第２出力信号を生成するス
テップ
を具備する
　半導体装置のテスト方法。
【請求項１０】
　請求項８に記載の半導体装置のテスト方法において、
　前記（ａ）ステップは、さらに、
　テストデータに応答して一定振幅の出力データを出力するステップと、
　前記テストデータを１ビット遅延させた遅延テストデータを生成するステップと、
　前記遅延テストデータに応答して、前記出力データの出力振幅と異なる振幅の特定出力
データを生成するステップと、
　前記テストデータと、前記特定出力データとに基づいて前記テスト信号を生成するステ
ップ
を具備する
　半導体装置のテスト方法。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の半導体装置のテスト方法において、
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　前記（ａ）ステップは、さらに、
　前記テストデータは、データ列と前記データ列の位相を反転させた反転データ列とを含
み、
　前記データ列に応答して第１反転信号を出力するステップと、
　前記反転データ列に応答して第２反転信号を出力するステップと、
　前記データ列を１ビット遅延させた遅延データ列に応答して特定第１反転信号を生成す
るステップと、
　前記反転データ列を１ビット遅延させた遅延反転データ列に応答して、前記特定第１反
転信号と異なる出力インピーダンスを有する特定第２反転信号を生成するステップ
を具備する
　半導体装置のテスト方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置に関し、特に半導体装置内部に搭載されるテスト回路およびその
半導体装置のテスト方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、半導体装置間のデータ転送速度が高速化しており、例えば数Ｇｂｐｓ（ギガビッ
ト／秒）といった高いデータレートでの伝送が実現している。一般的に、パラレル伝送で
は、信号間のスキュー調整が困難となるため、高速伝送にはシリアル伝送が用いられる傾
向にある。
　また、受信したデータを半導体装置内部で処理する場合などは、パラレル処理によって
データ処理が行われている。そのため、信号送受信回路には、シリアル－パラレル変換を
行う回路（以下、ＳｅｒＤｅｓ回路と呼ぶ。）を備えている。このようなＳｅｒＤｅｓ回
路は、パラレルデータをシリアルデータに変換するシリアライザとシリアルデータをパラ
レルデータに変換するデシリアライザとを備えている。
【０００３】
　データの伝送速度が高速になるということは、より高い周波数でのデータの送受信が行
われるということである。高い周波数でデータの送受信を行った場合、伝送途中でのデー
タの信号波形の劣化を無視することが困難な場合がある。したがって、信号波形が変化し
てしまったデータが供給される場合であっても、ＳｅｒＤｅｓ回路が正常に動作するかど
うかを予めテストしておく必要がある。そのため、一般的にＳｅｒＤｅｓ回路は、正常に
回路が動作しているかテストするためのテスト信号を出力するテスト信号生成回路を備え
ている。テスト信号生成回路は、ＳｅｒＤｅｓ回路の送信回路側から出力されるテストデ
ータを、そのまま折り返して受信回路側へ戻すことによってテストを実行している（例え
ば、特許文献１参照）。テスト時において、ＳｅｒＤｅｓ回路は、送信回路側から出力さ
れたテストデータと折り返されたテストデータとの比較を行い、回路が正常に動作してい
るかどうか判断している。
【０００４】
　図１は、従来のテスト信号生成回路１００の構成を示す回路図である。図１に示されて
いるように、従来のテスト信号生成回路１００は、第１出力ノードＮ２０１と第２出力ノ
ードＮ２０２を有する差動増幅回路１０１と、第１キャパシタ１０２と、第２キャパシタ
１０３とを含んで構成されている。その第１キャパシタ１０２は、接地線ＶＳＳと第１出
力ノードＮ２０１との間に接続されている。同様に第２キャパシタ１０３は、接地線ＶＳ

Ｓと第２出力ノードＮ２０２との間に接続されている。差動増幅回路１０１は、第１トラ
ンジスタＭ２０１と第２トランジスタＭ２０２を有する差動トランジスタ対と、その差動
トランジスタ対と接地線ＶＳＳとの間に接続された定電流源Ｍ２０３と、第１抵抗素子Ｒ
２０１と第２抵抗素子Ｒ２０２とを含んで構成されている。第１抵抗素子は、電源線ＶＤ

Ｄと第１ノードＮ２０１との間に接続されている。同様に第２抵抗素子Ｒ２０２は、電源
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線ＶＤＤと第２出力ノードＮ２０２との間に接続されている。
【０００５】
　図１を参照すると、テスト信号生成回路１００は、接地線ＶＳＳと第１出力ノードＮ２
０１との間に第１キャパシタ１０２を備えることで、第１抵抗素子Ｒ２０１と第１キャパ
シタ１０２とによるローパスフィルタ（積分回路）を構成している。それによって、テス
ト信号生成回路１００は、第１トランジスタＭ２０１に入力される第１差動入力Ｄｍａｉ
ｎ＋に応答して、その第１差動入力Ｄｍａｉｎ＋の信号波形を劣化させた第１出力信号Ｄ
ｏｕｔ－を出力している。同様に第２抵抗素子Ｒ２０２と第２キャパシタ１０３もローパ
スフィルタ（積分回路）を構成し、それによってテスト信号生成回路１００は、第２差動
入力Ｄｍａｉｎ－の信号波形を劣化させた第２出力信号Ｄｏｕｔ＋を出力している。
【０００６】
【特許文献１】特開２００２－３６８８２７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　図１に示されている従来のテスト信号生成回路１００は、抵抗素子とキャパシタとで構
成されたローパスフィルタ（積分回路）によって、テスト信号の波形を劣化させている。
これによって、チップ外部から供給される実際の信号波形が劣化している場合に対応した
テストを実現している。
【０００８】
　従来のテスト信号生成回路１００は、ローパスフィルタ（積分回路）を構成する抵抗素
子の抵抗値と、キャパシタの容量値とによって周波数に対する波形劣化率が決定してしま
う。しかしながら、チップ外部から供給される実際の信号波形は、一定の比率では劣化し
ない場合がある。テスト信号の信号波形を任意に変化させて、テストを実行することがで
きる技術が望まれている。
【０００９】
　また、抵抗素子と容量素子とでは、それぞれ独立にプロセスばらつきの影響を受ける。
そのため、ローパスフィルタ（積分回路）による波形劣化率も、当然にそのプロセスばら
つきの影響を受ける。したがって、従来のテスト信号生成回路１００は、所望の劣化信号
とは異なる劣化信号を生成してしまうことがある。回路の製造時のプロセスばらつきの影
響が少ないテスト信号生成回路を構成する技術が望まれている。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　以下に、［発明を実施するための最良の形態］で使用される番号を用いて、課題を解決
するための手段を説明する。これらの番号は、［特許請求の範囲］の記載と［発明を実施
するための最良の形態］との対応関係を明らかにするために付加されたものである。ただ
し、それらの番号を、［特許請求の範囲］に記載されている発明の技術的範囲の解釈に用
いてはならない。
【００１１】
　上記の課題を解決するために、出力パスと、入力パスと、テスト信号生成回路（１０）
とを具備する半導体装置（１）を構成する。その半導体装置（１）内において、テスト信
号生成回路（１０）は、テストデータから生成され、前記出力パス上を転送される第１テ
スト信号の振幅または位相の少なくとも一方を変更して第２テスト信号を生成し、前記第
２テスト信号を前記入力パスに供給する。そして、前記第１テスト信号と前記第２テスト
信号を用いて前記出力パスと前記入力パスをテストする。また、その半導体装置（１）は
、前記テストデータと前記第２テスト信号から得られる受信テストデータとを比較する比
較回路（７）を含む構成にすることが望ましい。半導体装置（１）は、比較回路（７）が
実行する比較結果に基づいて前記出力パスと前記入力パスが正しく動作することができる
か否かを判定する。
【００１２】
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　これによって、テストデータを構成する信号列に対して、任意のタイミングで振幅の異
なる信号を含ませることが可能になる。そのため、一定の振幅で出力パスから供給される
テストデータをそのまま入力パスに戻すテストに比較して、実際に高速データ通信を介し
て供給されるデータに近い信号波形を有するテスト信号を使用して半導体装置の動作テス
トを実現することができる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によると、任意の波形劣化率でテスト信号の信号波形を劣化させることができる
。また、本発明によると、製造時のプロセスばらつきの影響が少ないテスト回路を構成す
ることが可能である。そのため、より信頼性の高いテストを実行することが可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　［第１の実施形態］
　以下に図面を参照して、本発明を実施するための形態について説明を行う。図２は、本
発明のテスト信号生成回路１０を搭載する半導体装置の構成を例示する回路図である。本
発明のテスト信号生成回路１０は、出力パスからの信号を入力パスに戻してテストを行う
半導体回路に適用可能である。そこで、以下の実施の形態においては、１チップで構成さ
れるＳｅｒＤｅｓ（Serializer－Deserializer：シリアライザ－デシリアライザ）回路を
例に説明を行っていく。
【００１５】
　図２を参照すると、本実施の形態のＳｅｒＤｅｓ回路１は、パラレルで供給される出力
信号を出力シリアルデータに変換するシリアライザ３と、シリアライザ３から供給される
出力シリアルデータをＳｅｒＤｅｓ回路１の外部に出力するドライバ４と、ＳｅｒＤｅｓ
回路１の外部から供給される入力シリアルデータを受信するレシーバ９と、レシーバ９か
ら出力される入力シリアルデータと、後述するテスト信号とを選択的に出力する選択回路
５と、ＣＤＲ６１を有するデシリアライザ６と、シリアライザ３とデシリアライザ６との
各々にクロックを供給するＰＬＬ回路８とを含んで構成されている。デシリアライザ６は
、選択回路５を介して供給される入力シリアルデータまたはテスト信号をパラレルデータ
に変換している。
【００１６】
　そして、ＳｅｒＤｅｓ回路１は、テストを実行するために使用される機能として、テス
ト信号生成回路１０と、テストパターン発生回路２と、テストパターン比較回路７と、遅
延テストデータ生成回路１７と、制御回路１６とをさらに含んで構成されている。テスト
パターン発生回路２は、本実施の形態におけるテストデータを出力するテストデータ供給
回路である。テストパターン発生回路２は、テスト用のデータであるテストデータ（Ｄｍ
ａｉｎ＋、Ｄｍａｉｎ－）をシリアライザ３と遅延テストデータ生成回路１７とに出力し
ている。このテストパターン発生回路２は、複数のパターンのテストデータを生成する機
能を有する構成であることが好ましい。その場合に、テストパターン発生回路２は、複数
のパターンの中から任意のテストデータを選択的に出力する。そうすることで、ＳｅｒＤ
ｅｓ回路１は多様なテストを実行することができる。
【００１７】
　遅延テストデータ生成回路１７は、シリアライザ３から出力されるテストデータに応答
して、そのテストデータを１ビット遅延させた遅延テストデータ（Ｄｐｏｓｔ＋、Ｄｐｏ
ｓｔ－）を生成する遅延データ生成回路である。本発明において、上述の、遅延テストデ
ータ生成回路１７によって生成される遅延テストデータ（Ｄｐｏｓｔ＋、Ｄｐｏｓｔ－）
は、遅延テストデータ生成回路１７によって生成されることに制限されていない。例えば
、本実施の形態のＳｅｒＤｅｓ回路が、プレエンファシス機能を有する出力バッファを備
えている場合、そのプレエンファシス機能を実現するための反転信号の生成機能を利用し
て遅延テストデータ（Ｄｐｏｓｔ＋、Ｄｐｏｓｔ－）を生成することも可能である。テス
ト信号生成回路１０は、入力される信号の信号波形を変更する機能を有する回路である。
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テスト信号生成回路１０は、ノードＮ１を介してＳｅｒＤｅｓ回路の出力パスに接続され
ている。テスト信号生成回路１０は、そのノードＮ１を介して受け取るテストデータと、
遅延テストデータ生成回路１７から出力される遅延テストデータとに基づいてテスト信号
を生成している。なお、テスト信号生成回路１０の詳細な回路構成については後述する。
【００１８】
　制御回路１６は、テスト信号生成回路１０に供給する制御信号を生成する制御ブロック
である。本実施の形態のテスト信号生成回路１０は、出力データの信号波形を可変的に変
形する機能を備えている。テスト信号生成回路１０は、制御回路１６から入力される制御
信号に応答して、出力データの信号波形の波形劣化率を変更している。
【００１９】
　テストパターン比較回路７は、テストパターン発生回路２から出力されるテストデータ
と、テスト信号生成回路１０から出力されるテスト信号に基づいて入力パスが正常に機能
しているかどうかを比較によって判定する比較回路である。テスト信号生成回路１０によ
って生成されたテスト信号は、選択回路５を介してデシリアライザ６に供給される。テス
トパターン比較回路７は、デシリアライザ６によってテスト信号が適切にパラレルデータ
に変換されたかなどの判断に基づいて入力パスの機能を監視している。
【００２０】
　図３は、第１の実施形態におけるテスト信号生成回路１０の詳細な構成を示す回路図で
ある。図３示されているように、第１の実施形態のテスト信号生成回路１０は、出力端子
ＯＵＴ１、ＯＵＴ２に同一極性で接続された２つの差動増幅回路である、第１バッファ回
路１１と第２バッファ回路１２とによって構成されている。第１の実施形態における第１
バッファ回路１１は、ノードＮ１を介して供給されるテストデータを受ける差動増幅回路
である。
【００２１】
　図３に示されているように、第１バッファ回路１１は、第１差動トランジスタＭ１と第
２差動トランジスタＭ２とを有する第１差動対と、その第１差動対と接地線ＶＳＳとの間
に接続される第１電流源１３と、その第１差動トランジスタ側の出力ノードＮ２（以下、
第１出力ノードと呼ぶ。）と電源線ＶＤＤとの間に接続される第１抵抗素子Ｒ１と、第２
差動トランジスタ側の出力ノードＮ３（以下、第２出力ノードと呼ぶ。）と電源線ＶＤＤ

に接続される第２抵抗素子Ｒ２とを含んで構成されている。
【００２２】
　第１の実施形態における第２バッファ回路１２は、遅延テストデータを受ける差動増幅
回路である。第２バッファ回路１２は、第３差動トランジスタＭ３と第４差動トランジス
タＭ４とを有する第２差動対と、その第２差動トランジスタ対と接地線ＶＳＳとの間に接
続される第２電流源１４とを備えて構成されている。第２バッファ回路１２はさらに、第
３差動トランジスタＭ３の出力ノードＮ５に接続される第１抵抗素子Ｒ１と、第４差動ト
ランジスタＭ４の出力ノードＮ６に接続される第２抵抗素子Ｒ２を含むことで差動バッフ
ァアンプを構成している。第３差動トランジスタＭ３の出力ノードＮ５と、第１出力ノー
ドＮ２とは互いに同極性で接続されている。同様に、第４差動トランジスタの出力ノード
Ｎ６と第２出力ノードＮ３も互いに同極性で接続されている。
【００２３】
　前述したように、テスト信号生成回路１０には、テストデータ（Ｄｍａｉｎ＋／Ｄｍａ
ｉｎ－）と、そのテストデータを１ビット遅延させた遅延テストデータ（Ｄｐｏｓｔ＋／
Ｄｐｏｓｔ－）とが供給されている。テストデータは、第１テスト信号Ｄｍａｉｎ＋とそ
の第１テスト信号Ｄｍａｉｎ＋を反転させた第２テスト信号Ｄｍａｉｎ－とで構成されて
いる。同様に遅延テストデータは、第１遅延テスト信号Ｄｐｏｓｔ＋とその第１遅延テス
ト信号Ｄｐｏｓｔ＋を反転させた第２遅延テスト信号Ｄｐｏｓｔ－とで構成されている。
【００２４】
　図３に示されているように、第１差動トランジスタＭ１には、第１テスト信号Ｄｍａｉ
ｎ＋が供給され、第２差動トランジスタＭ２には第２テスト信号Ｄｍａｉｎ－が供給され
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ている。また、第１電流源１３は、第１電流Ｉｍａｉｎを生成して第１差動対に供給して
いる。同様に、第２差動対を構成している第３差動トランジスタＭ３には第１遅延テスト
信号Ｄｐｏｓｔ＋が供給され、第４差動トランジスタＭ４には第２遅延テスト信号Ｄｐｏ
ｓｔ－が供給されている。第２バッファ回路１２に備えられた第２電流源１４は、第２電
流Ｉｐｏｓｔを生成して第２差動対に供給している。この第２電流Ｉｐｏｓｔは、前述の
第１電流Ｉｍａｉｎに比較して電流値が小さい電流であり、下記（１）式を満たす電流で
ある。
　第１電流Ｉｍａｉｎ＞第２電流Ｉｐｏｓｔ　…　（１）
【００２５】
　図４は、テストデータ（Ｄｍａｉｎ＋／Ｄｍａｉｎ－）、遅延テストデータ（Ｄｐｏｓ
ｔ＋／Ｄｐｏｓｔ－）および出力データ（Ｄｏｕｔ＋／Ｄｏｕｔ－）の動作波形を示すタ
イミングチャートである。図４（ａ）は、テストデータ（Ｄｍａｉｎ＋／Ｄｍａｉｎ－）
の動作波形を示し、図４（ｂ）は、遅延テストデータ（Ｄｐｏｓｔ＋／Ｄｐｏｓｔ－）の
動作波形を示している。さらに、図４（ｃ）は、出力データ（Ｄｏｕｔ＋／Ｄｏｕｔ－）
の動作波形を示している。
【００２６】
　図４（ａ）を参照すると、時刻ｔ１から時刻ｔ８までにテストデータ（Ｄｍａｉｎ＋／
Ｄｍａｉｎ－）としてデータＤ１１～データＤ１５が供給されている。同様に、図４（ｂ
）を参照すると、データＤ１１～データＤ１５を遅延させた遅延データＤ２１～Ｄ２５が
時刻ｔ２から時刻ｔ９の期間に供給されている。図４（ａ）および図４（ｂ）に示されて
いるよう、例えば、データＤ１１に対応する遅延データがＤ２１であり、同様にデータＤ
１２に対応する遅延データは遅延データＤ２１である。
【００２７】
　また、図４（ｃ）を参照すると、時刻ｔ１から時刻ｔ８の期間に、出力データ（Ｄｏｕ
ｔ＋／Ｄｏｕｔ－）としてデータＤ３１～データＤ３５が出力される。図４（ｃ）に示さ
れているように、データが遷移するビット（期間Ｔ１、Ｔ３、Ｔ４、Ｔ５、Ｔ７）の出力
データ（Ｄｏｕｔ＋／Ｄｏｕｔ－）の振幅は、データが遷移しないビット（期間Ｔ２、Ｔ
６）出力データ（Ｄｏｕｔ＋／Ｄｏｕｔ－）の振幅よりも小さくなる。これは、低周波成
分であるデータが遷移しないビットに比べて、高周波成分であるデータが遷移するビット
の信号が劣化していることを示している。すなわち、ローパスフィルタとして動作するこ
とを示している。また、期間Ｔ２から期間Ｔ３へ遷移したときの出力データは、このとき
入力されるテストデータの波形Ｓ２と比較して、異なった波形Ｓ１を有している。また、
期間Ｔ４から期間Ｔ５へ遷移する時の出力データは、このとき入力されるテストデータの
波形Ｓ４と比較して、同様の波形Ｓ３を有している。このように、本実施の形態のテスト
信号生成回路１０は、テストデータ（Ｄｍａｉｎ＋／Ｄｍａｉｎ－）の信号波形と同様の
波形を有する出力データと、異なる波形（ジッタを有する波形）の出力データとを生成し
て入力パスに戻すことが可能である。
【００２８】
　以下に、図５に示されている真理値表を使用して、本実施の形態のテスト信号生成回路
１０におけるデータの遷移動作について説明を行う。図５は、本実施の形態のテスト信号
生成回路１０の動作を示す真理値表である。前述したように、第１差動対の入力端子（Ｉ
Ｎ１、ＩＮ２）には、第１テスト信号Ｄｍａｉｎ＋と第２テスト信号Ｄｍａｉｎ－とが入
力される。テストデータ（Ｄｍａｉｎ＋、Ｄｍａｉｎ－）が差動入力であるので、第１テ
スト信号Ｄｍａｉｎ＋がＨｉｇｈレベルの場合、第２テスト信号Ｄｍａｉｎ－は常にＬｏ
ｗレベルである。同様に、第２差動対の入力端子（ＩＮ３、ＩＮ４）には、第１遅延信号
Ｄｐｏｓｔ＋と第２遅延信号Ｄｐｏｓｔ－とが入力される。以下の説明においては、入力
される信号がＨｉｇｈレベルであるときに“１”を使用し、Ｌｏｗレベルであるときに“
０”を使用して説明を行う。また、本発明の理解を容易にするために、以下の説明では電
源電圧をＶｄｄ［Ｖ］とし、接地線ＶＳＳの電圧を０［Ｖ］であるものとする。また、第
１抵抗素子Ｒ１の抵抗と第２抵抗素子Ｒ２の抵抗値は各々Ｒ［Ω］であるものとする。
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【００２９】
　図５を参照すると、第１差動トランジスタＭ１の入力端子ＩＮ１が“０”であり、第３
差動トランジスタＭ３の入力端子ＩＮ３が“０”のとき、出力端子ＯＵＴ１の電圧Ｖｏｕ
ｔ１は、
　電圧Ｖｏｕｔ１＝Ｖｄｄ－Ｒ（Ｉｍａｉｎ＋Ｉｐｏｓｔ）
で表される。このとき、第２差動トランジスタＭ２の入力端子ＩＮ２が“１”であり、第
４差動トランジスタＭ４の入力端子ＩＮ４が“１”であるので、出力端子ＯＵＴ２の電圧
Ｖｏｕｔ２は、
　電圧Ｖｏｕｔ２＝Ｖｄｄ
となる。
【００３０】
　また、第１差動トランジスタＭ１の入力端子ＩＮ１が“０”であり、第３差動トランジ
スタＭ３の入力端子ＩＮ３が“１”のとき、出力端子ＯＵＴ１の電圧Ｖｏｕｔ１は、
　電圧Ｖｏｕｔ１＝Ｖｄｄ－Ｒ×Ｉｍａｉｎ
で表される。このとき、第２差動トランジスタＭ２の入力端子ＩＮ２が“１”であり、第
４差動トランジスタＭ４の入力端子ＩＮ４が“１”であるので、出力端子ＯＵＴ２の電圧
Ｖｏｕｔ２は、
　電圧Ｖｏｕｔ２＝Ｖｄｄ－Ｒ×Ｉｐｏｓｔ
となる。
【００３１】
　同様に、各々の入力端子（ＩＮ１～ＩＮ４）の信号に対応する出力電圧（Ｖｏｕｔ１、
Ｖｏｕｔ２）を求めると、図５の領域５３に示されている電圧値を得ることができる。領
域５４は、このときのテスト信号生成回路１０から出力される出力電圧（（Ｄｏｕｔ＋）
－（Ｄｏｕｔ－））を示している。図５を参照すると、各々の入力端子（ＩＮ１～ＩＮ４
）に入力される各信号（（Ｄｍａｉｎ＋／Ｄｍａｉｎ－）（Ｄｐｏｓｔ＋／Ｄｐｏｓｔ－
））に応答して出力されるテスト信号生成回路１０の出力電圧（（Ｄｏｕｔ＋）－（Ｄｏ
ｕｔ－））は、
　（（Ｄｏｕｔ＋）－（Ｄｏｕｔ－））＝－Ｒ（Ｉｍａｉｎ＋Ｉｐｏｓｔ）
　（（Ｄｏｕｔ＋）－（Ｄｏｕｔ－））＝－Ｒ（Ｉｍａｉｎ－Ｉｐｏｓｔ）
　（（Ｄｏｕｔ＋）－（Ｄｏｕｔ－））＝　Ｒ（Ｉｍａｉｎ＋Ｉｐｏｓｔ）
　（（Ｄｏｕｔ＋）－（Ｄｏｕｔ－））＝　Ｒ（Ｉｍａｉｎ－Ｉｐｏｓｔ）
を得る。この式から明らかなように、出力電圧（（Ｄｏｕｔ＋）－（Ｄｏｕｔ－））は、
第１電流Ｉｍａｉｎと第２電流Ｉｐｏｓｔとの比によって定めることが可能である。
【００３２】
　ここで、
　Ｖ２＝Ｒ（Ｉｍａｉｎ＋Ｉｐｏｓｔ）
　Ｖ１＝Ｒ（Ｉｍａｉｎ－Ｉｐｏｓｔ）
　－Ｖ１＝－Ｒ（Ｉｍａｉｎ－Ｉｐｏｓｔ）
　－Ｖ２＝－Ｒ（Ｉｍａｉｎ＋Ｉｐｏｓｔ）
として、テスト信号生成回路１０から出力される出力データ（Ｄｏｕｔ＋／Ｄｏｕｔ－）
の動作を説明する。図６は、第１テスト信号Ｄｍａｉｎ＋の変化の様子と、そのときの第
１遅延信号Ｄｐｏｓｔ＋の変化の様子との対応を示すテーブルである。領域６１は、期間
Ｔｎ－１から期間Ｔｎを経て期間Ｔｎ＋１へ期間が遷移するときの第１テスト信号Ｄｍａ
ｉｎ＋の変化を示している。領域６２は、期間Ｔｎから期間Ｔｎ＋１における第１遅延信
号Ｄｐｏｓｔ＋の変化を示している。前述したように、第１遅延信号Ｄｐｏｓｔ＋は、第
１テスト信号Ｄｍａｉｎ＋を１ビット遅延させた信号である、従って、図６に示されてい
るように、期間Ｔｎ－１から期間Ｔｎにおける第１テスト信号Ｄｍａｉｎ＋が、期間Ｔｎ

から期間Ｔｎ＋１における第１遅延信号Ｄｐｏｓｔ＋として第３差動トランジスタＭ３の
入力端子ＩＮ３に入力される。
【００３３】
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　図７は、第１差動トランジスタＭ１と、第３作動トランジスタＭ３とに入力される信号
（Ｄｍａｉｎ＋、Ｄｐｏｓｔ＋）の変化の様子と、その変化に対応して出力データが遷移
する様子を示したテーブルである。図７を参照すると、領域７１は、期間Ｔｎにおける第
１テスト信号Ｄｍａｉｎ＋と第１遅延信号Ｄｐｏｓｔ＋との組合せ（Ｄｍａｉｎ＋、Ｄｐ
ｏｓｔ＋）を示している。また領域７２は、期間Ｔｎ＋１における第１テスト信号信号Ｄ
ｍａｉｎ＋と第１遅延信号Ｄｐｏｓｔ＋との組合せ（Ｄｍａｉｎ＋、Ｄｐｏｓｔ＋）を示
している。図７の領域７３は期間Ｔｎから期間Ｔｎ＋１における出力電圧の遷移する様子
を示している。図７に示されているように、例えば、期間Ｔｎにおける組合せ（Ｄｍａｉ
ｎ＋、Ｄｐｏｓｔ＋）が（１、１）であり、期間Ｔｎ＋１における組合せ（Ｄｍａｉｎ＋
、Ｄｐｏｓｔ＋）が（０、１）であるとき（図７の７０ｃの場合）には、出力データはＶ
２から－Ｖ１に遷移する。
【００３４】
　図７に示されているように、期間Ｔｎ＋１で＋Ｖ１に遷移する場合、－Ｖ１から＋Ｖ１
に遷移する場合と、－Ｖ２から＋Ｖ１に遷移する場合がある。同様に、期間Ｔｎ＋１で－
Ｖ１に遷移する場合、＋Ｖ１から－Ｖ１に遷移する場合と、＋Ｖ２から－Ｖ１に遷移する
場合がある。以下に、この出力データの遷移をグラフを使用して詳細に説明する。
【００３５】
　図８は、図７に示されている出力電圧の遷移の様子を表したグラフであり、一般的にＥ
ＹＥパターン（または、ＥＹＥ開口）と呼ばれる図である。図７で説明したように、本実
施の形態のテスト信号生成回路１０における（Ｄｏｕｔ＋）－（Ｄｏｕｔ－）が、期間Ｔ

ｎ＋１で＋Ｖ１に遷移するパターンとしては、－Ｖ１から＋Ｖ１に遷移する場合と、－Ｖ
２から＋Ｖ２に遷移する場合がある。
【００３６】
　ここで、Ｖ＝０と交差する直線は、以下の４種類が存在する。
　－Ｖ１→＋Ｖ１　…　直線１
　＋Ｖ１→－Ｖ１　…　直線２
　－Ｖ２→＋Ｖ１　…　直線３
　＋Ｖ２→－Ｖ１　…　直線４
　本実施の形態の信号波形の劣化（以下、jitterと呼ぶ。）は、これらの直線（直線１～
４）とＶ＝０との交点の時間の最小値と最大値との差として定義することができる。なお
、以下の説明においては、本発明の理解を容易にするためにＲｉｓｅ　Ｔｉｍｅ（立ち上
がり時間）とＦａｌｌ　Ｔｉｍｅ（立ち下り時間）とが等しい場合を例に説明を行う。
【００３７】
　Ｒｉｓｅ　Ｔｉｍｅ＝Ｆａｌｌ　Ｔｉｍｅのとき、直線１とＶ＝０との交点における時
刻は、直線２とＶ＝０との交点における時刻と同じ時刻ｔ０１となる。同様に直線３とＶ
＝０との交点における時刻は、直線４とＶ＝０との交点における時刻と同じ時刻ｔ０２と
なる。従って、求めるjitterは、－Ｖ１→＋Ｖ１（直線１）とＶ＝０との交点における時
刻ｔ０１と、－Ｖ２→＋Ｖ１（直線３）とＶ＝０との交点における時刻ｔ０２によって表
すことができ、下記（２）式に示される値となる。
【００３８】
　ｔ０２－ｔ０１＝jitter　…　（２）
　図９は、図８のＥＹＥパターンから直線１と直線３とを抽出して表したグラフである。
図９を参照すると、－Ｖ１から＋Ｖ１に遷移する場合、時刻Ｔ０１において遷移を開始し
、時刻Ｔ０２において遷移が終了している。また、－Ｖ２から＋Ｖ１に遷移する場合も時
刻Ｔ０１において遷移を開始し、時刻Ｔ０２において遷移が終了している。従って時間Ｔ
１２（Ｔ０２－Ｔ０１）がＲｉｓｅ　Ｔｉｍｅと同義となる。この時間Ｔ１２において、
直線１の任意の時刻ｔｎでの電圧Ｖ（ｔ）を、
　Ｖ０１（ｔ）＝（２×Ｖ１）・ｔ／Ｔ１２－Ｖ１
とすると、Ｖ０１（ｔ）＝０となるときのｔを求めることで、ｔ０１の値を特定すること
ができる。よって、
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　（２×Ｖ１）・ｔ／Ｔ１２－Ｖ１＝０
ならば、
　ｔ＝Ｔ１２／２　…　（３）
が求められ、
　ｔ０１＝Ｔ１２／２
を得ることができる。同様に、時刻ｔ０２を求めると、
　ｔ０２＝Ｔ１２×Ｖ２／（Ｖ１＋Ｖ２）　…　（４）
を得ることができる。
【００３９】
　前述の（２）式から、jitterはｔ０１とｔ０２とによって定まる。（２）式に（３）式
と（４）式の値を代入すると、
jitter＝ｔ０２－ｔ０１
　　　＝Ｔ１２×Ｖ２／（Ｖ１＋Ｖ２）－Ｔ１２／２
　　　＝（１－Ｖ１／Ｖ２）／（２×（１＋Ｖ１／Ｖ２））×Ｔ１２　…　（５）
　が求められる。
【００４０】
　この（５）式から明らかなように、jitterは振幅比Ｖ１／Ｖ２と、Ｒｉｓｅ　Ｔｉｍｅ
（またはＦａｌｌ　Ｔｉｍｅ）とによって特定することができる。
【００４１】
　前述のように、Ｖ１とＶ２とは、第１電流Ｉｍａｉｎと第２電流Ｉｐｏｓｔとの比を変
更することで変更することが可能である。よって、本実施の形態のテスト信号生成回路１
０は、第１電流Ｉｍａｉｎと第２電流Ｉｐｏｓｔの電流値を可変にすることで、高周波成
分が損出し、jitterが注入された出力データ（Ｄｏｕｔ＋／Ｄｏｕｔ－）を出力すること
が可能である。また、第１電流Ｉｍａｉｎと第２電流Ｉｐｏｓｔを、負荷抵抗Ｒ１、Ｒ２
と相対精度が確保された基準抵抗をを元に生成することにより、第１電流Ｉｍａｉｎと第
２電流Ｉｐｏｓｔと負荷抵抗Ｒ１、Ｒ２の積はプロセスばらつきの影響をほとんど受けな
い。このため、高周波成分の損出もプロセスばらつきの影響をほとんど受けないように設
定することが可能である。
【００４２】
　［第２の実施形態］
　以下に、図面を使用して本発明の第２の実施形態について説明を行う。図１０は、第２
の実施形態におけるテスト信号生成回路１０の構成を示す回路図である。図１０に示され
ているように、第２の実施形態におけるテスト信号生成回路１０は、第１バッファ回路１
１と第２バッファ回路１２とを含んで構成されている。第２の実施形態における第１バッ
ファ回路１１は、ノードＮ１を介して供給されるテストデータを受けるＣＭＯＳバッファ
回路である。図１０に示されているように、第２の実施形態の第１バッファ回路１１は、
入力端子２１を介して第２テスト信号Ｄｍａｉｎ－を受ける第１インバータＭ１と、入力
端子２４を介して第１テスト信号Ｄｍａｉｎ＋を受ける第２インバータＭ２とで構成され
ている。第１インバータＭ１の出力は、ノードＮ１１を介して出力端子２３から出力され
る。同様に、第２インバータＭ２の出力は、ノードＮ１２を介して出力端子２６から出力
される。
【００４３】
　図１０に示されているように、第１インバータＭ１は、第１ＰチャネルトランジスタＭ
１Ｐと、第１ＮチャネルトランジスタＭ１ＮとでＣＭＯＳインバータを構成している。そ
の第１ＰチャネルトランジスタＭ１Ｐは、出力インピーダンスＲｐｍａｉｎを有している
。同様に、第１ＮチャネルトランジスタＭ１Ｎは、出力インピーダンスＲｎｍａｉｎを有
している。また、第２インバータＭ２もＣＭＯＳインバータを構成している。そのＣＭＯ
Ｓインバータの各々のトランジスタ（Ｍ２Ｐ，Ｍ２Ｎ）は、出力インピーダンスＲｐｍａ
ｉｎおよび出力インピーダンスＲｎｍａｉｎを有している。
【００４４】
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　また、第２の実施形態における第２バッファ回路１２は、入力端子２２を介して第２遅
延信号Ｄｐｏｓｔ－を受ける第３インバータＰ１と、入力端子２５を介して第１遅延信号
Ｄｐｏｓｔ＋を受ける第４インバータＰ２とで構成されている。第３インバータＰ１の出
力はノードＮ１１を介して出力端子２３に接続されている。同様に、第４インバータＰ２
の出力は、ノードＮ１２を介して出力端子２６に接続されている。
【００４５】
　第３インバータＰ１および第４インバータＰ２の各々は、同様の構成を有するＣＭＯＳ
インバータである。図１０を参照すると、第３インバータＰ１のＰチャネルトランジスタ
Ｐ１Ｐは、出力インピーダンスＲｐｐｏｓｔを有している。同様に、第３インバータＰ１
のＮチャネルトランジスタＰ１Ｎは、出力インピーダンスＲｎｐｏｓｔを有している。同
様に、第４インバータＰ２Ｎを構成する各々のトランジスタも、出力インピーダンスＲｐ
ｐｏｓｔおよび出力インピーダンスＲｎｐｏｓｔを有している。
【００４６】
　本実施の形態における各トランジスタの出力インピーダンスは、センター値をＲｐ＝Ｒ
ｎとするように設計されたものであることが好ましい。それによって、
　Ｒｐｍａｉｎ＝Ｒｎｍａｉｎ＝Ｒｍａｉｎ
　Ｒｐｐｏｓｔ＝Ｒｎｐｏｓｔ＝Ｒｐｏｓｔ
を満たすことが可能になる。各トランジスタが上記式に示される条件を満たすことで、出
力電圧Ｖ１、Ｖ２の制御をより適切に実行することが可能になる。
【００４７】
　また、ＭＯＳトランジスタの出力インピーダンスは、温度、電源電圧の変動等の影響を
受ける。後述するように、第２の実施形態のテスト信号生成回路１０における出力電圧（
Ｖ１、Ｖ２）は、第１バッファ回路１１および第２バッファ回路１２の出力インピーダン
スによって特定することができる。したがって、第２の実施形態におけるテスト信号生成
回路１０は、さらに出力インピーダンス調整機能を備える構成であることが好ましい。
【００４８】
　図１１は、第２の実施形態にけるテスト信号生成回路１０の動作を示す真理値表である
。第２の実施形態において、第１バッファ回路１１に入力されるテストデータ（Ｄｍａｉ
ｎ＋、Ｄｍａｉｎ－）は、第１の実施形態と同様である。また、第２バッファ回路１２に
入力される遅延テストデータ（Ｄｐｏｓｔ＋／Ｄｐｏｓｔ－）も第１の実施形態と同様で
ある。図１１を参照すると、入力端子２１に入力される第１テスト信号Ｄｍａｉｎ＋と、
入力端子２２に入力される第１遅延信号Ｄｐｏｓｔ＋とのレベルが同相の場合、つまり、
　第１テスト信号Ｄｍａｉｎ＋＝第１遅延信号Ｄｐｏｓｔ＋
　第２テスト信号Ｄｍａｉｎ－＝第２遅延信号Ｄｐｏｓｔ－
　であるときは、出力電圧（Ｄｏｕｔ＋）－（Ｄｏｕｔ－）は明らかに、
　電圧Ｖ２＝｜（Ｄｏｕｔ＋）－（Ｄｏｕｔ－）｜＝ＶＤＤ－ＶＳＳ　…　（６）
となる。
【００４９】
　ここで、入力端子２１に入力される第１テスト信号Ｄｍａｉｎ＋と、入力端子２２に入
力される第１遅延信号Ｄｐｏｓｔ＋とが逆相の場合、つまり、
　第１テスト信号Ｄｍａｉｎ＋＝－（第１遅延信号Ｄｐｏｓｔ＋）
　第２テスト信号Ｄｍａｉｎ－＝－（第２遅延信号Ｄｐｏｓｔ－）
（“－”符号は反転を示す）
であるときを出力電圧Ｖ１を求める。図１１を参照して、
　第１テスト信号Ｄｍａｉｎ＋＝０
　第２テスト信号Ｄｍａｉｎ－＝１
　第１遅延信号Ｄｐｏｓｔ＋＝１
　第１遅延信号Ｄｐｏｓｔ－＝０
のときを例に出力電圧Ｖ１を求める。上記の条件における出力端子２３の出力電圧Ｄｏｕ
ｔ＋は、
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　Ｄｏｕｔ＋＝｛Ｒｎｍａｉｎ／（Ｒｐｐｏｓｔ＋Ｒｎｍａｉｎ）｝×（ＶＤＤ－ＶＳＳ

）
で与えられる。同様に、出力端子２６の出力電圧Ｄｏｕｔ－は、
　Ｄｏｕｔ－＝｛Ｒｎｐｏｓｔ／（Ｒｐｍａｉｎ＋Ｒｎｐｏｓｔ）｝×（ＶＤＤ－ＶＳＳ

）
で与えられる。ここで、各トランジスタの出力インピーダンスが
　Ｒｐｍａｉｎ＝Ｒｎｍａｉｎ＝Ｒｍａｉｎ
　Ｒｐｐｏｓｔ＝Ｒｎｐｏｓｔ＝Ｒｐｏｓｔ
とすると、
　Ｄｏｕｔ＋＝｛Ｒｍａｉｎ／（Ｒｐｏｓｔ＋Ｒｍａｉｎ）｝×（ＶＤＤ－ＶＳＳ）
　Ｄｏｕｔ－＝｛Ｒｐｏｓｔ／（Ｒｍａｉｎ＋Ｒｐｏｓｔ）｝×（ＶＤＤ－ＶＳＳ）
を得ることができる。したがってこのときの出力電圧Ｖ１として
　出力電圧Ｖ１＝｜（Ｄｏｕｔ＋）－（Ｄｏｕｔ－）｜
　　　　　　　＝｛（Ｒｐｏｓｔ－Ｒｍａｉｎ）／（Ｒｍａｉｎ＋Ｒｐｏｓｔ）｝
　　　　　　　　×（ＶＤＤ－ＶＳＳ）　…　（７）
が求まる。この（７）式と、上述の（６）式より、振幅比Ｖ１／Ｖ２を求めると、
　Ｖ１／Ｖ２＝（Ｒｐｏｓｔ－Ｒｍａｉｎ）／（Ｒｍａｉｎ＋Ｒｐｏｓｔ）…（８）
を得ることができる。
【００５０】
　（８）式より明らかなように、第２の実施形態のテスト信号生成回路１０は、第１バッ
ファ回路１１と第２バッファ回路１２との出力インピーダンスを変更することで振幅比Ｖ
１／Ｖ２を制御することができる。
【００５１】
　図１２は、第２の実施形態における、可変的に出力インピーダンスを制御する機能を有
するテスト信号生成回路１０の構成を示す回路図である。図１２に示されている回路は、
テスト信号生成回路１０における、第２テスト信号Ｄｍａｉｎ－と第２遅延信号Ｄｐｏｓ
ｔ－とを受ける出力段（以下、第１出力段と記載する。）を示している。図１２を参照す
ると、第１出力段は、第１インバータＭ１と第５インバータＰ１１と第６インバータＰ１
２とを含んで構成されている。図１２に示されているように、第５インバータＰ１１は、
ＰチャネルトランジスタＰ１１ＰとＮチャネルトランジスタＰ１１ＮとでＣＭＯＳインバ
ータを構成している。また第５インバータＰ１１は、さらに、ＰチャネルトランジスタＰ
１１Ｐと電源線ＶＤＤとの間に接続されている第１スイッチトランジスタＳＴ１と、Ｎチ
ャネルトランジスタＰ１１Ｎと接地線ＶＳＳとの間に接続される第２スイッチトランジス
タＳＴ２とを含んで構成されている。
【００５２】
　第１スイッチトランジスタＳＴ１のゲートは入力端子３１に接続されている。同様に第
２スイッチトランジスタＳＴ２のゲートは入力端子３２に接続されている。入力端子３１
と入力端子３２との各々は、前述した制御回路１６（図示されず）に接続されている。第
５インバータＰ１１は、制御回路１６から供給される制御信号（ＳＷ１、ＳＷ２）に応答
してスイッチトランジスタ（ＳＴ１、ＳＴ２）のオン／オフを切り替えている。この第１
スイッチトランジスタＳＴ１および第２スイッチトランジスタＳＴ２のインピーダンスは
、Ｖ１、Ｖ２に影響を与えない程度に十分に小さい値であることが好ましい。
【００５３】
　また、図１２に示されているように、第６インバータＰ１２は第５インバータＰ１１と
同様の構成を有する回路である。第５インバータＰ１１と同様に、第６インバータＰ１２
は、第３スイッチトランジスタＳＴ３と第４スイッチトランジスタＳＴ４とを備えている
。各々のスイッチトランジスタ（ＳＴ３、ＳＴ４）のゲートは入力端子（３３、３４）と
を介して制御回路１６に接続されている。第６インバータＰ１２は、制御回路１６から供
給される制御信号（ＳＷ３、ＳＷ４）に応答してスイッチトランジスタ（ＳＴ３、ＳＴ４
）のオン／オフを切り替えている。
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【００５４】
　ここで、図１２の第５インバータＰ１１を構成する各々のトランジスタ（Ｐ１１Ｐ、Ｐ
１１Ｎ）の出力インピーダンスをＲｐｏｓｔ０とする。同様に、第６インバータＰ１２を
構成する各々のトランジスタ（Ｐ１２Ｐ、Ｐ１２Ｎ）の出力インピーダンスをＲｐｏｓｔ
１とする。また、第１インバータＭ１の出力インピーダンスをＲｍａｉｎとする。このと
き、
　Ｒｐｏｓｔ０≠Ｒｐｏｓｔ１≠Ｒｍａｉｎ
とすることで、制御回路１６から供給される制御信号（ＳＷ１～ＳＷ４）に応答して出力
インピーダンスの切り替えが可能なテスト信号生成回路１０を構成することができる。以
下、具体的な値を使用して第２の実施形態のテスト信号生成回路１０の動作を説明する。
【００５５】
　ここで、第１インバータＭ１の出力インピーダンスＲｍａｉｎ＝１００［Ω］であり、
第５インバータＰ１１の出力インピーダンスＲｐｏｓｔ０＝８００［Ω］であり、第６イ
ンバータＰ１２の出力インピーダンスＲｐｏｓｔ１＝４００［Ω］である場合を例に説明
をする。図１３は、各出力インピーダンスが上記の値をとる場合の、振幅比Ｖ１／Ｖ２を
示すテーブルである。図１３に示されているように、第５インバータＰ１１と第６インバ
ータＰ１２との各々がオフ状態の場合、出力端子２３からは、第１テスト信号Ｄｍａｉｎ
＋の信号波形と同様の波形を有する出力データが出力される。図１３に示されているよう
に、制御回路１６から出力される制御信号に応答して第５インバータＰ１１をオン状態と
し、第６インバータＰ１２をオフ状態としたときは、振幅比Ｖ１／Ｖ２は０．７８となる
。同様に第５インバータＰ１１をオフ状態とし、第６インバータＰ１２をオン状態とした
ときの振幅比Ｖ１／Ｖ２は０．６０となり、第５インバータＰ１１と第６インバータＰ１
２との各々をオン状態としたときの振幅比Ｖ１／Ｖ２は０．４５となる。
【００５６】
　このように、第２の実施形態のテスト信号生成回路１０は、そのテスト信号生成回路１
０を構成するＣＭＯＳインバータの出力インピーダンスを変更することで振幅比Ｖ１／Ｖ
２を制御することができる。よって、第２の実施形態のテスト信号生成回路１０は、振幅
比Ｖ１／Ｖ２を変更することで、高周波成分が劣化し、jitterが注入された出力データ（
Ｄｏｕｔ＋／Ｄｏｕｔ－）を出力することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】図１は、従来のテスト信号生成回路１００の構成を示す回路図である。
【図２】図２は、第１の実施形態におけるテスト信号生成回路１０を搭載する半導体装置
の構成を例示する回路図である。
【図３】図３は、第１の実施形態におけるテスト信号生成回路１０の詳細な構成を示す回
路図である。
【図４】図４は、図４は、テストデータ、遅延テストデータおよび出力データの動作波形
を示すタイミングチャートである。
【図５】図５は、第１の実施形態のテスト信号生成回路１０の動作を示す真理値表である
。
【図６】図６は、第１テスト信号Ｄｍａｉｎ＋と、第１遅延信号Ｄｐｏｓｔ＋との対応を
示すテーブルである。
【図７】図７は、出力データが遷移する様子を示したテーブルである。
【図８】図８は、出力電圧の遷移の様子を表した一般的にＥＹＥパターンである。
【図９】図９は、ＥＹＥパターンから直線１と直線３とを抽出して表したグラフである。
【図１０】図１０は、第２の実施形態におけるテスト信号生成回路１０の構成を示す回路
図である。
【図１１】図１１は、第２の実施形態にけるテスト信号生成回路１０の動作を示す真理値
表である。
【図１２】図１２は、第２の実施形態における、テスト信号生成回路１０の他の構成を示
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す回路図である。
【図１３】図１３は、第２の実施形態における、出力インピーダンスを変化させた場合の
振幅比Ｖ１／Ｖ２を示すテーブルである。
【符号の説明】
【００５８】
　１…ＳｅｒＤｅｓ回路
　２…テストパターン発生回路
　３…シリアライザ
　４…ドライバ
　５…選択回路
　６…デシリアライザ
　６１…ＣＤＲ
　７…テストパターン比較回路
　８…ＰＬＬ回路
　９…レシーバ
　１０…テスト信号生成回路
　１６…制御回路
　１７…遅延テストデータ生成回路
　１１…第１バッファ回路
　１２…第２バッファ回路
　Ｒ１…第１抵抗素子、　Ｒ２…第２抵抗素子
　Ｍ１…第１差動トランジスタ、　Ｍ２…第２差動トランジスタ
　Ｍ３…第３差動トランジスタ、　Ｍ４…第４差動トランジスタ
　１３…第１電流源、　１４…第２電流源
　Ｎ１～Ｎ７…ノード
　ＯＵＴ１、ＯＵＴ２…出力端子
　ＶＤＤ…電源線、　ＶＳＳ…接地線
　１００…テスト信号生成回路
　１０１…差動増幅回路
　１０２…第１キャパシタ
　１０３…第２キャパシタ
　Ｍ２０１…第１トランジスタ
　Ｍ２０２…第２トランジスタ
　Ｍ２０３…定電流源
　Ｒ２０１…第１トランジスタ
　Ｒ２０２…第２トランジスタ
　Ｎ２０１…第１出力ノード
　Ｎ２０２…第２出力ノード
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