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タイムインターバルアナライザ  TA720
Time Interval Analyzer TA720

測定分解能25 ps，内部ジッタ100 psrms，連続測定サンプリングレート80 MS/sのタイムインターバルア

ナライザTA720を開発した。この測定器は，従来機のTA520，TA320を更に高速化し，メモリを大容量化し

たタイムインターバルアナライザである。新機能として，世界で初めてのデュアル測定ファンクションを実現

した。この機能は，2種類の測定を同時に行える機能である。また，その機能を用いて光ディスクの符号間干渉

解析機能を更にパワーアップし，次世代光ディスクをはじめとする高速光ディスク信号のジッタ解析や，記録

特性評価に最適な測定器となった。
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We have developed TA720 Time Interval Analyzer, which features a time resolution of 25 ps, an

internal jitter of 100 psrms, and a continuous sampling rate of 80 MS/s. This Time Interval Analyzer

has a high speed sampling rate and a mass memory capacity, due to the enhancement of earlier model

of TA520 and TA320. As a new function, the TA720 has implemented a world-first dual measuring

function that can measure two different types of measurement simultaneously. Moreover, this new

function allows the inter-symbol interference analysis for optical discs to be upgraded. Therefore, the

TA720 is an optimal measuring instrument for both the jitter analysis and recording characteristic

evaluations for the signals of high-speed optical discs including a next-generation optical disc.

図1　TA720の外観

1. は  じ  め  に

タイムインターバルアナライザが主として使用される

光ディスク業界は，CD（コンパクトディスク）はもとよ

り，近年DVD（ディジタル多用途ディスク）市場も急速に

立ち上がっている。特に記録可能なプレーヤ（DVD レ

コーダ）が発売され，普及率の加速が予想される。また，

次世代光ディスクとして高転送レート，大容量の光ディ

スクの規格立案，研究開発が活発に進められている。そ

のため，次世代光ディスクに対応すべく，高速，高機能

のタイムインターバルアナライザが求められている。当

社では，小型，低価格のTA320を発売以来，高分解能，

高サンプリングレートのTA520 を市場に送り込み，光

ディスク業界の多数の研究開発者に受け入れられている。

そして，今までの時間計測技術を生かし，今回，市場の

要求を反映したタイムインターバルアナライザTA720を

開発し，市場に投入した。TA720は，最高80 MS/sの高

速サンプリングレート，更に従来機にはないデュアル測

定ファンクションを実現し，それを利用した符号間干渉

解析を実現して，より一層高度な評価にも対応すること

ができるようになった。

TA720は，TA520 と同様にカラー液晶を採用したた

め，色分けによる測定結果の表示等，視覚面においても

分かり易く，また操作性も従来機種を引き継いでいるた

め，使い易い測定器となっている。図1に，TA720の外

観を示す。
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2. 内  部  構  造

図2に，TA720のブロック図を示す。基本的にTAシ

リーズのリソースを流用することで，開発効率，信頼性

の向上を図った。主な部分を，以下に説明する。

（1）入力部

入力端子（CH A/CH B）に入力された信号は，入力

アンプで低インピーダンスの信号に変換された後，

それぞれのコンパレータで2値信号に変換される。

また，入力アンプの出力は，モニタ信号として出力

している。TA720のCH B入力部には，可変幅10 ns

（step=0.1 ns）の可変ディレイラインを搭載したため，

AtoBタイムインターバル測定時の，CH A入力信号

に対するCH B入力信号の位相のずれを補正するこ

とが可能である。測定器の内部で位相調整ができる

ようになったため，ユーザが行っていたケーブル長

等での位相微調整が不要になった。

（2）時間測定部

入力部で2値に変換された信号は，シグナルマルチプ

レクサにより，測定ファンクションに応じて，被測定

信号として選択される。その後，FPGA（Field Pro-

grammable Gate Array）で構成された端数パルス生

成回路で，被測定信号の測定クロックとの端数部分

を端数パルスとして生成する。端数パルスは，時間／

電圧変換回路（T/V Converter）で25 ps分解能で時間

測定している。時間／電圧変換回路は，TA320，

TA520等で実現している方式を採用している。

（3） アクイジション部

データ制御ゲートアレイ（DATA Control G/A）は，

端数時間と測定クロックでカウントされたカウンタ

値とを加算して，測定データを生成している。測定

データは，トータル8 Mバイトのアクイジションメ

モリに取り込んでいる。

新規にFPGAで開発したアクイジションコントロー

ラは，TA520と同様にアーミング，インヒビット等

の制御はもとより，符号間干渉解析のミスサンプル

検出の機能も持ち合わせている。

3. 特　　長

TA720の主な特長は，次の通りである。

（1）最高80 MS/sの高速連続測定

TA720では，既存製品であるTA520のリソースを

十分活用し，且つ，連続サンプリングレートを向上

させるために，時間測定部とアクイジション部を複

数搭載することで高速連続測定を実現している。つ

まり，図3に示すように，25 ps分解能のカウンタを
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図2　TA720ブロック図
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最大80 MS/s の高速レートで交互に動作させ，それ

ぞれの測定データを内部メモリに蓄積している。交

互に動作させるための制御信号は，端数切り出し用

FPGAで作られているが，ボードを介しての信号の

授受であったため，FPGAの内部回路や入出力パッ

ドを最適化することで80 MS/sを実現した。よって，

最高80 MS/s の高速連続測定を実現したことによ

り，青色レーザを使った次世代高密度光ディスクの

2倍速の信号を取りこぼしなく連続に測定すること

が可能となった。

（2）デュアル測定ファンクション

この機能は，従来型のタイムインターバルアナライ

ザにはない機能である。従来のタイムインターバル

アナライザは，単一ファンクションのみの測定で

あった。例えば，2種類の信号の時間差を測定する場

合，ファンクションをAtoBに設定して，CH A, CH B

の各入力信号のタイムインターバルを測定していた。

しかし，TA720は，先に述べているように，時間測

定部とアクイジション部を複数搭載しているため，2

種類のファンクションを同時に測定することを可能

にした。図4のように，CH A信号のパルス幅を測

定しながらCH A信号とCH B 信号のタイムイン

ターバルを同時に測定することができる。つまり，

図5に示すように，CH A信号のパルス幅を測定す

る時間測定部とアクイジション部，CH A信号とCH B

信号のタイムインターバルを測定する時間測定部と

アクイジション部をそれぞれ独立で動作させている。

これにより，それぞれの連続サンプリングレートは

50 MS/sになるが，今まで2台のタイムインターバ

ルアナライザを用いて同期を取って測定していたこ

とが，1台で可能となった。図6は，デュアル測定ファ

ンクションで測定した表示結果例である。

  ① 主なアプリケーション

  ・ 光ディスクのData-DataジッタとData-Clockジッタ

を同時に測定する。

  ② デュアル測定ファンクション

  ・ 周期A＆周期B測定

  ・ 周期A＆AtoBタイムインターバル測定

  ・ パルス幅A＆パルス幅B測定

  ・ パルス幅A＆AtoBタイムインターバル測定

（3）符号間干渉解析機能

タイムインターバルアナライザの主な用途として，

光ディスクのジッタ測定が挙げられる。符号間干渉

図3　高速連続測定のブロック図
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図6　デュアル測定ファンクションの表示例
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解析機能は，光ディスクでもCD-R/RWやDVD-R/

RW/RAM,DVD+RW等の記録可能な光ディスクの

ジッタ解析用として搭載した。符号間干渉とは，

ディスクへの符号書き込み時のレーザ熱拡散による

符号間の干渉であり，高速多様化するディスクに正

確に符号を書き込むためのパワー制御，位相制御な

どの記録ストラテジは複雑になっている。そのため，

符号間干渉解析は欠かせないものとなっている。符

号間干渉解析機能は，TA520でも搭載した機能であ

るが，TA720では更に機能アップして搭載した。従

来は，ある長さの符号に着目した時，その符号の前

後の符号または，挟まれた符号だけを抽出して解析

を行っていたが，TA720ではデュアル測定ファンク

ション（パルス幅A＆AtoBタイムインターバル）で

も符号間干渉解析ができるようにした。つまり，

Data信号（パルス幅測定）を抽出条件として，前後お

よび中間のData-Clock（AtoB測定）時間差データを

抽出して，Data長によるData-Clock平均値，ジッタ

を解析できるようにした。図7は，Data-Clockデータ

の抽出例，図8は，測定結果の表示である。

符号間干渉解析機能では，連続測定であることが必

要であるため，連続サンプリング周波数より速い信

号が入ってきた場合は，その次の信号を取りこぼし，

非連続となってしまう。そのため，設定した抽出条

図7　4～14T直後のData-Clockデータ抽出例
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図8　符号間干渉機能の表示

件下の信号を抽出できなくなり，符号間干渉解析結

果の値は正しくないことになる。TA720では，連続

サンプリング周波数より速い信号が入力されて，非

連続測定になったとしても，ミスサンプル補間機能

が働き，データ順番のずれや取りこぼしによる抽出

ミスを防ぎ，正しく符号間干渉解析ができるように

した。図9に示すように，リスト表示の中にアスタ

リスクマークを表示したことで，ミスサンプルを検

出し補間されたことを確認できる。

4. ファームウェア

ディジタルオシロスコープDL7100 のCPUプラット

ホームを利用することにより，各種ライブラリ（ブート

部，ネットワーク部，GPIB部）を再利用できた。また，

TA520のメニュー系と表示系のリソースを継承すること

により，開発効率を大幅に高めることができた。

クラスライブラリ実装のためのPCツール（メニューシ

ミュレータ）を利用することにより，ハードウェア設計と

並行開発を実現できた。このツールはメニュー操作，タ

スク制御，通信処理までPC上でシミュレーションするこ

とができ，短期開発に貢献した。

5. お  わ  り  に

TA720の内部構造，特長等を紹介したが，ここに紹介

できなかった他の機能および操作性は，TA520から引き

継いで搭載している。成長著しい光ディスク業界からの

声を十分に反映し，顧客密着型で開発してきた。

TA720は，その豊富な機能を生かし，幅広い活躍がで

きる製品であると考えている。
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図9　ミスサンプル補間


