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(57)【要約】
　装置のコストを小さくする。第１通信装置および第２
通信装置を備える通信システムであって、第１通信装置
は、第１通信装置および第２通信装置間の通信が確立し
ていない場合に、通信に用いる伝送レートに応じたコー
ド値の制御コードを含む信号を第２通信装置へと送信す
る第１送信部を有し、第２通信装置は、第１通信装置か
らの信号を受信する第１受信部と、第１通信装置および
第２通信装置間の通信が確立していない場合に、第１通
信装置から送信された信号に含まれる制御コードに応じ
て伝送レートを特定する特定部と、を有する通信システ
ムを提供する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１通信装置および第２通信装置を備える通信システムであって、
　前記第１通信装置は、
　前記第１通信装置および前記第２通信装置間の通信が確立していない場合に、通信に用
いる伝送レートに応じたコード値の制御コードを含む信号を前記第２通信装置へと送信す
る第１送信部
　を有し、
　前記第２通信装置は、
　前記第１通信装置からの信号を受信する第１受信部と、
　前記第１通信装置および前記第２通信装置間の通信が確立していない場合に、前記第１
通信装置から送信された信号に含まれる制御コードに応じて前記伝送レートを特定する特
定部と、
　を有する
　通信システム。
【請求項２】
　前記第２通信装置は、前記第１通信装置から送信された信号からクロックを再生するク
ロック再生部を有し、
　前記第１受信部は、前記第１送信部からの信号を前記クロックにより受信する
　請求項１に記載の通信システム。
【請求項３】
　前記特定部は、
　前記第１通信装置から送信された信号に指定された制御コードが含まれるか否かを判定
する判定部と、
　複数の前記伝送レートに応じた複数の制御コードのそれぞれを検出すべきことを前記判
定部に対して順次設定する設定部と、
　を含み、
　前記設定部は、前記判定部に対して設定した制御コードが検出されたことに応じて、当
該制御コードに対応する前記伝送レートを特定する
　請求項１または２に記載の通信システム。
【請求項４】
　前記判定部は、前記第１通信装置から送信された信号を指定された制御コードに対して
アラインメントさせ、アラインメントが取れたことを条件として受信した信号に指定され
た制御コードが含まれると判定する請求項３に記載の通信システム。
【請求項５】
　前記設定部は、前記判定部が検出すべき制御コードを予め定められた期間毎に切り替え
る請求項３または４に記載の通信システム。
【請求項６】
　前記第２通信装置は、前記特定部が特定した前記伝送レートにより前記第１通信装置に
対して信号を送信する第２送信部を更に備える請求項１から５のいずれか一項に記載の通
信システム。
【請求項７】
　前記第１通信装置は、送受信する信号の伝送レートが固定であり、
　前記第２通信装置は、送受信する信号の伝送レートが可変である、
　請求項１から６のいずれか一項に記載の通信システム。
【請求項８】
　第１通信装置および第２通信装置を備える通信システムであって、
　前記第１通信装置は、
　前記第１通信装置および前記第２通信装置間の通信が確立していない場合に、通信に用
いる伝送プロトコルに応じたコード値の制御コードを含む信号を前記第２通信装置へと送
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信する第１送信部
　を有し、
　前記第２通信装置は、
　前記第１通信装置からの信号を受信する第１受信部と、
　前記第１通信装置および前記第２通信装置間の通信が確立していない場合に、前記第１
通信装置から送信された信号に含まれる制御コードに応じて前記伝送プロトコルを特定す
る特定部と、
　を有する
　通信システム。
【請求項９】
　前記第２通信装置は、前記第１通信装置から送信された信号からクロックを再生するク
ロック再生部を有し、
　前記第１受信部は、前記第１送信部からの信号を前記クロックにより受信する
　請求項８に記載の通信システム。
【請求項１０】
　前記特定部は、
　前記第１通信装置から送信された信号に指定された制御コードが含まれるか否かを判定
する判定部と、
　複数の前記伝送プロトコルに応じた複数の制御コードのそれぞれを検出すべきことを前
記判定部に対して順次設定する設定部と、
　を含み、
　前記設定部は、前記判定部に対して設定した制御コードが検出されたことに応じて、当
該制御コードに対応する前記伝送プロトコルを特定する
　請求項８または９に記載の通信システム。
【請求項１１】
　前記判定部は、前記第１通信装置から送信された信号を指定された制御コードに対して
アラインメントさせ、アラインメントが取れたことを条件として受信した信号に指定され
た制御コードが含まれると判定する請求項１０に記載の通信システム。
【請求項１２】
　前記設定部は、前記判定部が検出すべき制御コードを予め定められた期間毎に切り替え
る請求項１０または１１に記載の通信システム。
【請求項１３】
　前記第２通信装置は、前記特定部が特定した前記伝送プロトコルにより前記第１通信装
置に対して信号を送信する第２送信部を更に備える請求項８から１２のいずれか一項に記
載の通信システム。
【請求項１４】
　前記第１通信装置は、送受信する信号の伝送プロトコルが固定であり、
　前記第２通信装置は、送受信する信号の伝送プロトコルが可変である、
　請求項８から１２のいずれか一項に記載の通信システム。
【請求項１５】
　第１通信装置および第２通信装置を備える通信システムであって、
　前記第１通信装置は、
　前記第１通信装置および前記第２通信装置間の通信が確立していない場合に、通信に用
いる伝送レートおよび伝送プロトコルに応じたコード値の制御コードを含む信号を前記第
２通信装置へと送信する第１送信部
　を有し、
　前記第２通信装置は、
　前記第１通信装置からの信号を受信する第１受信部と、
　前記第１通信装置および前記第２通信装置間の通信が確立していない場合に、前記第１
通信装置から送信された信号に含まれる制御コードに応じて前記伝送レートおよび前記伝
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送プロトコルを特定する特定部と、
　を有する
　通信システム。
【請求項１６】
　被試験デバイスを試験する試験装置であって、
　被試験デバイスとの間で信号を伝送して前記被試験デバイスを試験する試験ユニットと
、
　前記試験ユニットを制御する制御装置と、
　前記試験ユニットと前記制御装置との間の通信を中継する中継装置と、
　を備え、
　前記試験ユニットは、請求項１から請求項１５の何れか１項に記載の通信システムに備
えられる前記第１通信装置を有し、
　前記制御装置は、前記試験ユニットに対応して、請求項１から請求項１５の何れか１項
に記載の通信システムに備えられる前記第２通信装置を有する
　試験装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信システムおよび試験装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　固定ビットレートの第１通信装置と可変ビットレートの第２通信装置とがシリアル信号
の送受信をする場合、第２通信装置は、第１通信装置に合わせてビットレートを変更する
。第２通信装置は、一例として、リンクアップ処理時において、第１通信装置から送信さ
れたシリアル信号のクロックを再生し、再生したクロックの周波数をカウンタにより測定
してビットレートを設定する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかし、送受信するシリアル信号のビットレートが高速になった場合、第２測定装置は
、高速動作するカウンタを備えなければならない。従って、このような一方の通信装置が
他方の通信装置のビットレートに合わせるようなシステムは、リンクアップ処理用の回路
のコストが大きくなってしまっていた。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上記課題を解決するために、本発明の第１の態様においては、第１通信装置および第２
通信装置を備える通信システムであって、前記第１通信装置は、前記第１通信装置および
前記第２通信装置間の通信が確立していない場合に、通信に用いる伝送レートに応じたコ
ード値の制御コードを含む信号を前記第２通信装置へと送信する第１送信部を有し、前記
第２通信装置は、前記第１通信装置からの信号を受信する第１受信部と、前記第１通信装
置および前記第２通信装置間の通信が確立していない場合に、前記第１通信装置から送信
された信号に含まれる制御コードに応じて前記伝送レートを特定する特定部と、を有する
通信システムおよび試験装置を提供する。
【０００５】
　本発明の第２の態様においては、第１通信装置および第２通信装置を備える通信システ
ムであって、前記第１通信装置は、前記第１通信装置および前記第２通信装置間の通信が
確立していない場合に、通信に用いる伝送プロトコルに応じたコード値の制御コードを含
む信号を前記第２通信装置へと送信する第１送信部を有し、前記第２通信装置は、前記第
１通信装置からの信号を受信する第１受信部と、前記第１通信装置および前記第２通信装
置間の通信が確立していない場合に、前記第１通信装置から送信された信号に含まれる制
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御コードに応じて前記伝送プロトコルを特定する特定部と、を有する通信システムおよび
試験装置を提供する。
【０００６】
　本発明の第３の態様においては、第１通信装置および第２通信装置を備える通信システ
ムであって、前記第１通信装置は、前記第１通信装置および前記第２通信装置間の通信が
確立していない場合に、通信に用いる伝送レートおよび伝送プロトコルに応じたコード値
の制御コードを含む信号を前記第２通信装置へと送信する第１送信部を有し、前記第２通
信装置は、前記第１通信装置からの信号を受信する第１受信部と、前記第１通信装置およ
び前記第２通信装置間の通信が確立していない場合に、前記第１通信装置から送信された
信号に含まれる制御コードに応じて前記伝送レートおよび前記伝送プロトコルを特定する
特定部と、を有する通信システムおよび試験装置を提供する。
【０００７】
　なお、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い。また
、これらの特徴群のサブコンビネーションもまた、発明となりうる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本実施形態に係る試験装置１０の構成を示す。
【図２】複数の試験ユニット１２のそれぞれの構成および中継装置１６の構成を示す。
【図３】第１通信装置２２の構成および第２通信装置２４の構成を示す。
【図４】第１通信装置２２および第２通信装置２４間の通信確立のための処理フローを示
す。
【図５】第２通信装置２４に備えられる特定部４４の構成を示す。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、発明の実施の形態を通じて本発明を説明するが、以下の実施形態は請求の範囲に
かかる発明を限定するものではない。また、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。
【００１０】
　図１は、本実施形態に係る試験装置１０の構成を示す。試験装置１０は、半導体装置等
の被試験デバイス（ＤＵＴ）を試験する。試験装置１０は、１または複数の試験ユニット
１２と、制御装置１４と、中継装置１６とを備える。
【００１１】
　各試験ユニット１２は、被試験デバイスとの間で信号を授受する。試験ユニット１２は
、一例として、被試験デバイスに対して試験パターンに応じた波形の試験信号を供給して
、被試験デバイスからの応答信号と期待値パターンに応じた論理値と比較して被試験デバ
イスの良否を判定する。
【００１２】
　制御装置１４は、１または複数の試験ユニット１２のそれぞれに対してコマンドを与え
て、各試験ユニット１２を制御する。制御装置１４は、一例として、プログラムを実行す
ることにより当該制御装置１４として機能するコンピュータにより実現される。
【００１３】
　中継装置１６は、制御装置１４と１または複数の試験ユニット１２とのそれぞれの間に
伝送されるコマンドおよび応答を中継する。制御装置１４と中継装置１６との間は、イー
サーネット等により接続される。中継装置１６と各試験ユニット１２との間は、シリアル
信号が送受信される。
【００１４】
　本実施形態において、中継装置１６と各試験ユニット１２との間で伝送されるシリアル
信号は、８ｂ／１０ｂ（または１０ｂ／８ｂ）と呼ばれる高速シリアル転送規格に応じた
信号である。このシリアル信号は、例えば、ＵＳＢ３．０、ＰＣＩＥｘｐｒｅｓ等の他の
規格に応じた信号であってもよい。また、制御装置１４と中継装置１６との間も、同様の
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シリアル信号が送受信されてもよい。
【００１５】
　図２は、複数の試験ユニット１２のそれぞれの構成および中継装置１６の構成を示す。
各試験ユニット１２は、中継装置１６とシリアル通信を行う第１通信装置２２を有する。
また、中継装置１６は、１または複数の試験ユニット１２のそれぞれ毎に、対応する試験
ユニット１２とシリアル通信を行う第２通信装置２４を有する。
【００１６】
　各試験ユニット１２が有する第１通信装置２２は、送受信するシリアル信号の伝送レー
トが固定である。即ち、各試験ユニット１２が備える第１通信装置２２は、中継装置１６
が有する対応する第２通信装置２４との間で、当該第１通信装置２２に対して予め設定さ
れた伝送レートのシリアル信号を送受信する。
【００１７】
　また、複数の試験ユニット１２のそれぞれが有する第１通信装置２２は、送受信する信
号の伝送レートが互いに異なってもよい。例えば、第１の試験ユニット１２－１の第１通
信装置２２が送受信するシリアル信号は、１０Ｇビット／秒の固定の伝送レートであり、
他の試験ユニット１２－１～１２－４の第１通信装置２２が送受信するシリアル信号は、
１００Ｇビット／秒の固定の伝送レートであってもよい。
【００１８】
　中継装置１６が有する各第２通信装置２４は、送受信する信号の伝送レートが可変であ
る。中継装置１６が有する各第２通信装置２４は、通信対象となる対応する試験ユニット
１２が有する第１通信装置２２が送受信するシリアル信号の伝送レートに、自己が送受信
するシリアル信号の伝送レートを一致させる。
【００１９】
　ここで、８ｂ／１０ｂ規格では、データ列にクロックを埋め込んだシリアル信号が送受
信される。また、８ｂ／１０ｂ規格では、８ビットのデータを１０ビットのデータに変換
して信号が送受信される。８ｂ／１０ｂ規格では、８ビットのデータから１０ビットのデ
ータへの変換または逆変換がテーブルを参照して行われる。８ｂ／１０ｂ規格では、通常
のデータ送受信時において相手方に情報を送信するための１０ビットのコードをＤコード
と呼ぶ。
【００２０】
　また、８ｂ／１０ｂ規格では、データの送受信に先立って、通信を確立するためのリン
クアップ処理がされる。リンクアップ処理においては、送信側から特定の制御コードを含
むシリアル信号を送信し、受信側において制御コードを含むシリアル信号から、クロック
を再生するクロック再生処理、および、ワードの切り出し位置を検出するワードアライメ
ント処理を実行する。また、リンクアップ処理において送信される制御コードを、８ｂ／
１０ｂ規格では、Ｋコードと呼ぶ。
【００２１】
　図３は、第１通信装置２２の構成および第２通信装置２４の構成を示す。第１通信装置
２２は、第１送信部３２と、クロック再生部３４と、ワードアライメント部３６と、第２
受信部３８とを備える。
【００２２】
　第１送信部３２は、試験ユニット１２内の回路からデータを受け取り、受け取ったデー
タを８ｂ／１０ｂの規格に応じたシリアル信号に変換して第２通信装置２４に上り回線を
介して送信する。第１送信部３２は、予め定められた固定の伝送レートのシリアル信号を
送信する。
【００２３】
　クロック再生部３４は、第２通信装置２４から送信されたシリアル信号を下り回線を介
して入力して、当該シリアル信号のクロックを再生する。ワードアライメント部３６は、
クロック再生部３４により再生されたクロックに基づき、第２通信装置２４から送信され
たシリアル信号におけるワードの切り出し位置を示す切出信号を出力する。



(7) JP WO2012/073395 A1 2012.6.7

10

20

30

40

50

【００２４】
　第２受信部３８は、第２通信装置２４から送信された８ｂ／１０ｂの規格に応じたシリ
アル信号を下り回線を介して受信する。そして、第２受信部３８は、受信したシリアル信
号を試験ユニット１２内の回路で処理される形式のデータに変換する。この場合において
、第２受信部３８は、クロック再生部３４により再生されたクロックによりシリアル信号
を受信するとともに、ワードアライメント部３６から出力された切出信号に示される位置
においてシリアル信号に含まれるビット列からワード単位のデータを切り出す。
【００２５】
　第２通信装置２４は、クロック再生部４２と、特定部４４と、第１受信部４６と、第２
送信部４８とを備える。クロック再生部４２は、第１通信装置２２から送信されたシリア
ル信号を上り回線を介して入力して、当該シリアル信号のクロックを再生する。特定部４
４は、クロック再生部４２により再生されたクロックに基づき、第１通信装置２２から送
信されたシリアル信号におけるワードの切り出し位置を示す切出信号を出力する。
【００２６】
　第１受信部４６は、第１通信装置２２から送信された８ｂ／１０ｂの規格に応じたシリ
アル信号を上り回線を介して受信する。そして、第１受信部４６は、受信したシリアル信
号を後段の回路で処理される形式のデータに変換する。この場合において、第１受信部４
６は、クロック再生部４２により再生されたクロックによりシリアル信号を受信するとと
もに、特定部４４から出力された切出信号に示される位置においてシリアル信号に含まれ
るビット列からワード単位のデータを切り出す。
【００２７】
　第２送信部４８は、制御装置１４内の回路からデータを受け取り、受け取ったデータを
８ｂ／１０ｂの規格に応じたシリアル信号に変換して第２通信装置２４に下り回線を介し
て送信する。第２送信部４８は、第１通信装置２２の第１送信部３２から送信されるシリ
アル信号に合わせて、送信するシリアル信号の伝送レートを変更する。
【００２８】
　図４は、第１通信装置２２および第２通信装置２４間の通信確立のための処理フローを
示す。第１通信装置２２および第２通信装置２４は、第１通信装置２２および第２通信装
置２４間の通信が確立していない場合に、通信の確立するためのリンクアップ処理を実行
する。
【００２９】
　リンクアップ処理において、第１通信装置２２および第２通信装置２４は、第１通信装
置２２から第２通信装置２４へ信号を伝送する上り回線および第２通信装置２４から第１
通信装置２２へ信号を伝送する回線下り回線のそれぞれについて、クロック再生処理およ
びワードアライメント処理を実行する。具体的には、第１通信装置２２および第２通信装
置２４は、図４に示される手順でリンクアップ処理を実行する。
【００３０】
　リンクアップ処理において、まず、第１通信装置２２の第１送信部３２は、制御コード
（例えばＫコード）を含むシリアル信号を第２通信装置２４へと送信する（Ｓ１１）。こ
こで、制御コードのコード値は、シリアル信号の伝送レートに応じて予め定められており
、伝送レート毎に固有な値である。従って、第１通信装置２２の第１送信部３２は、ステ
ップＳ１１において、当該第１通信装置２２が通信に用いる固定の伝送レートに応じたコ
ード値の制御コードを含むシリアル信号を、第２通信装置２４へと送信する。この場合に
おいて、第１通信装置２２の第１送信部３２は、制御コードを含むシリアル信号を繰り返
して連続的に第２通信装置２４へと送信する。
【００３１】
　続いて、第２通信装置２４のクロック再生部４２は、第１通信装置２２から送信された
シリアル信号からクロックを再生する（Ｓ１２）。続いて、第２通信装置２４の特定部４
４は、第１通信装置２２から送信されたシリアル信号に対してワードアライメント処理を
行う（Ｓ１３）。
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【００３２】
　さらに、ステップＳ１３において、第２通信装置２４の特定部４４は、第１通信装置２
２から送信されたシリアル信号に含まれる制御コードのコード値が複数の伝送レートの何
れに対応するコード値であるかを検出して、シリアル信号に含まれる制御コードに応じて
伝送レートを特定する。第２通信装置２４の特定部４４は、一例として、複数の伝送レー
トのそれぞれの制御コードを予め定められた期間毎に切り替えて指定し、指定した制御コ
ードに対してシリアル信号をアライメントさせて、アライメントが取れたことを条件とし
てシリアル信号に指定された制御コードが含まれると判定する。
【００３３】
　続いて、第２通信装置２４の特定部４４は、特定した伝送レートを第２送信部４８に与
える。第２通信装置２４の第２送信部４８は、特定部４４により特定された伝送レートで
シリアル信号を第２通信装置２４へ送信する（Ｓ１４）。この場合において、第２通信装
置２４の第２送信部４８は、特定した伝送レートに応じたコード値の制御コード（例えば
Ｋコード）を含むシリアル信号を第２通信装置２４へ送信する。
【００３４】
　続いて、第１通信装置２２のクロック再生部３４は、第２通信装置２４から送信された
シリアル信号からクロックを再生する（Ｓ１５）。続いて、第１通信装置２２のクロック
再生部３４は、第２通信装置２４から送信されたシリアル信号に対してワードアライメン
ト処理を行う（Ｓ１６）。
【００３５】
　以上のステップ１１からステップＳ１６までの処理が完了すると、上り回線および下り
回線のそれぞれに対してクロック再生処理およびワードアライメント処理が完了する。こ
れにより、第１通信装置２２および第２通信装置２４は、上り回線および下り回線のそれ
ぞれについて通信が確立して、以後、通常のシリアル通信をすることができる。
【００３６】
　図５は、第２通信装置２４に備えられる特定部４４の構成を示す。特定部４４は、判定
部５２と、設定部５６と、カウンタ５８とを有する。
【００３７】
　判定部５２は、第１通信装置２２および第２通信装置２４間の通信が確立していない場
合に、第１通信装置２２から送信されたシリアル信号を入力してワードアライメント処理
を実行する。判定部５２は、ワードアライメント処理において、設定部５６から制御コー
ドのコード値の指定を受ける。
【００３８】
　そして、判定部５２は、指定された制御コードのコード値に対して、第１通信装置２２
から送信されたシリアル信号に対してアライメントをさせる。即ち、判定部５２は、第１
通信装置２２から送信されたシリアル信号のビット列に、指定された制御コードのコード
値が含まれるか否かを判定する。
【００３９】
　判定部５２は、アライメントが取れると即ち制御コードのコード値が含まれると判定で
きると、検出した制御コードの位置に基づきワードの切出位置を確定する。判定部５２は
、ワードの切出位置を確定すると、ロック信号を出力する。そして、以後、判定部５２は
、クロックをカウントして、確定しワードの切出位置のタイミング毎に、切出信号を発生
する。
【００４０】
　設定部５６は、第１通信装置２２および第２通信装置２４間の通信が確立していない場
合に、複数の伝送レートのそれぞれに応じた複数の制御コードのそれぞれを検出すべきこ
とを判定部５２に対して順次設定する。
【００４１】
　設定部５６は、一例として、複数の伝送レートのそれぞれに応じた制御コードのコード
値を、予め定められた期間毎に１つずつ順番に選択する。そして、設定部５６は、選択し
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た制御コードのコード値を判定部５２に指定する。これにより、設定部５６は、判定部５
２が検出すべき制御コードを予め定められた周期毎に切り替えることができる。
【００４２】
　設定部５６は、判定部５２に対して設定した制御コードが検出されたことに応じて、第
１通信装置２２から送信されたシリアル信号の伝送レートを、当該制御コードに対応する
伝送レートとして特定する。そして、設定部５６は、第２送信部４８に対して特定した伝
送レートを示す情報を第２送信部４８に供給する。これにより、第２送信部４８は、第１
通信装置２２から送信されたシリアル信号と同一の伝送レートのシリアル信号を第１通信
装置２２に送信することができる。
【００４３】
　カウンタ５８は、設定部５６が判定部５２に設定する制御コードを切り替える周期を発
生する。これにより、設定部５６は、予め定められた期間毎に制御コードを切り替えるこ
とができる。
【００４４】
　以上のような第１通信装置２２および第２通信装置２４を備える試験装置１０は、第１
通信装置２２から送信されたシリアル信号の伝送レートを第２通信装置２４が簡易な構成
で検出することができる。これにより、試験装置１０、伝送レートを変更することができ
る第２通信装置２４のコストを低くすることができる。
【００４５】
　なお、本実施形態に係る試験装置１０は、複数の試験ユニット１２が有するそれぞれの
第１通信装置２２が、互いに異なる固有プロトコルのシリアル信号を送受信する構成であ
ってもよい。そして、中継装置１６が有する複数の第２通信装置２４が、試験ユニット１
２に対応させてプロトコルを変更できる構成であってよい。この場合、当該試験装置１０
において、第１通信装置２２および第２通信装置２４は、プロトコルに応じて予め定めら
れ、プロトコル毎に異なる制御コードを送信する。これにより、このような試験装置１０
によれば、第１通信装置２２から送信されたシリアル信号のプロトコルを第２通信装置２
４が簡易な構成で検出することができる。
【００４６】
　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、多様な変更また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。その様な変更また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、請求の範囲の記載から明らかである。
【００４７】
　請求の範囲、明細書、および図面中において示した装置、システム、プログラム、およ
び方法における動作、手順、ステップ、および段階等の各処理の実行順序は、特段「より
前に」、「先立って」等と明示しておらず、また、前の処理の出力を後の処理で用いるの
でない限り、任意の順序で実現しうることに留意すべきである。請求の範囲、明細書、お
よび図面中の動作フローに関して、便宜上「まず、」、「次に、」等を用いて説明したと
しても、この順で実施することが必須であることを意味するものではない。
【符号の説明】
【００４８】
１０　試験装置
１２　試験ユニット
１４　制御装置
１６　中継装置
２２　第１通信装置
２４　第２通信装置
３２　第１送信部
３４　クロック再生部
３６　ワードアライメント部



(10) JP WO2012/073395 A1 2012.6.7

３８　第２受信部
４２　クロック再生部
４４　特定部
４６　第１受信部
４８　第２送信部
５２　判定部
５６　設定部
５８　カウンタ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】



(12) JP WO2012/073395 A1 2012.6.7

【手続補正書】
【提出日】平成25年4月5日(2013.4.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被試験デバイスを試験する試験装置であって、
　被試験デバイスとの間で信号を伝送して前記被試験デバイスを試験する試験ユニットと
、
　前記試験ユニットを制御する制御装置と、
　前記試験ユニットと前記制御装置との間の通信を中継する中継装置と、
　を備え、
　前記試験ユニットは、第１通信装置を有し、
　前記制御装置は、前記試験ユニットに対応して、第２通信装置を有し、
　前記第１通信装置は、
　前記第１通信装置および前記第２通信装置間の通信が確立していない場合に、通信に用
いる伝送レートに応じたコード値の制御コードを含む信号を前記第２通信装置へと送信す
る第１送信部
　を有し、
　前記第２通信装置は、
　前記第１通信装置からの信号を受信する第１受信部と、
　前記第１通信装置および前記第２通信装置間の通信が確立していない場合に、前記第１
通信装置から送信された信号に含まれる制御コードに応じて前記伝送レートを特定する特
定部と、
　を有する
　試験装置。
【請求項２】
　前記第２通信装置は、前記第１通信装置から送信された信号からクロックを再生するク
ロック再生部を有し、
　前記第１受信部は、前記第１送信部からの信号を前記クロックにより受信する
　請求項１に記載の試験装置。
【請求項３】
　前記特定部は、
　前記第１通信装置から送信された信号に指定された制御コードが含まれるか否かを判定
する判定部と、
　複数の前記伝送レートに応じた複数の制御コードのそれぞれを検出すべきことを前記判
定部に対して順次設定する設定部と、
　を含み、
　前記設定部は、前記判定部に対して設定した制御コードが検出されたことに応じて、当
該制御コードに対応する前記伝送レートを特定する
　請求項１または２に記載の試験装置。
【請求項４】
　前記判定部は、前記第１通信装置から送信された信号を指定された制御コードに対して
アラインメントさせ、アラインメントが取れたことを条件として受信した信号に指定され
た制御コードが含まれると判定する請求項３に記載の試験装置。
【請求項５】
　前記設定部は、前記判定部が検出すべき制御コードを予め定められた期間毎に切り替え
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る請求項３または４に記載の試験装置。
【請求項６】
　前記第２通信装置は、前記特定部が特定した前記伝送レートにより前記第１通信装置に
対して信号を送信する第２送信部を更に備える請求項１から５のいずれか一項に記載の試
験装置。
【請求項７】
　前記第１通信装置は、送受信する信号の伝送レートが固定であり、
　前記第２通信装置は、送受信する信号の伝送レートが可変である、
　請求項１から６のいずれか一項に記載の試験装置。
【請求項８】
　被試験デバイスを試験する試験装置であって、
　被試験デバイスとの間で信号を伝送して前記被試験デバイスを試験する試験ユニットと
、
　前記試験ユニットを制御する制御装置と、
　前記試験ユニットと前記制御装置との間の通信を中継する中継装置と、
　を備え、
　前記試験ユニットは、第１通信装置を有し、
　前記制御装置は、前記試験ユニットに対応して、第２通信装置を有し、
　前記第１通信装置は、
　前記第１通信装置および前記第２通信装置間の通信が確立していない場合に、通信に用
いる伝送プロトコルに応じたコード値の制御コードを含む信号を前記第２通信装置へと送
信する第１送信部
　を有し、
　前記第２通信装置は、
　前記第１通信装置からの信号を受信する第１受信部と、
　前記第１通信装置および前記第２通信装置間の通信が確立していない場合に、前記第１
通信装置から送信された信号に含まれる制御コードに応じて前記伝送プロトコルを特定す
る特定部と、
　を有する
　試験装置。
【請求項９】
　前記第２通信装置は、前記第１通信装置から送信された信号からクロックを再生するク
ロック再生部を有し、
　前記第１受信部は、前記第１送信部からの信号を前記クロックにより受信する
　請求項８に記載の試験装置。
【請求項１０】
　前記特定部は、
　前記第１通信装置から送信された信号に指定された制御コードが含まれるか否かを判定
する判定部と、
　複数の前記伝送プロトコルに応じた複数の制御コードのそれぞれを検出すべきことを前
記判定部に対して順次設定する設定部と、
　を含み、
　前記設定部は、前記判定部に対して設定した制御コードが検出されたことに応じて、当
該制御コードに対応する前記伝送プロトコルを特定する
　請求項８または９に記載の試験装置。
【請求項１１】
　前記判定部は、前記第１通信装置から送信された信号を指定された制御コードに対して
アラインメントさせ、アラインメントが取れたことを条件として受信した信号に指定され
た制御コードが含まれると判定する請求項１０に記載の試験装置。
【請求項１２】
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　前記設定部は、前記判定部が検出すべき制御コードを予め定められた期間毎に切り替え
る請求項１０または１１に記載の試験装置。
【請求項１３】
　前記第２通信装置は、前記特定部が特定した前記伝送プロトコルにより前記第１通信装
置に対して信号を送信する第２送信部を更に備える請求項８から１２のいずれか一項に記
載の試験装置。
【請求項１４】
　前記第１通信装置は、送受信する信号の伝送プロトコルが固定であり、
　前記第２通信装置は、送受信する信号の伝送プロトコルが可変である、
　請求項８から１２のいずれか一項に記載の試験装置。
【請求項１５】
　被試験デバイスを試験する試験装置であって、
　被試験デバイスとの間で信号を伝送して前記被試験デバイスを試験する試験ユニットと
、
　前記試験ユニットを制御する制御装置と、
　前記試験ユニットと前記制御装置との間の通信を中継する中継装置と、
　を備え、
　前記試験ユニットは、第１通信装置を有し、
　前記制御装置は、前記試験ユニットに対応して、第２通信装置を有し、
　前記第１通信装置は、
　前記第１通信装置および前記第２通信装置間の通信が確立していない場合に、通信に用
いる伝送レートおよび伝送プロトコルに応じたコード値の制御コードを含む信号を前記第
２通信装置へと送信する第１送信部
　を有し、
　前記第２通信装置は、
　前記第１通信装置からの信号を受信する第１受信部と、
　前記第１通信装置および前記第２通信装置間の通信が確立していない場合に、前記第１
通信装置から送信された信号に含まれる制御コードに応じて前記伝送レートおよび前記伝
送プロトコルを特定する特定部と、
　を有する
　試験装置。
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