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ミックスドシグナルオシロスコープDL9700/DL9500シリーズ
DL9700/DL9500 Series of Digital Mixed Signal Oscilloscope

ロジック入力信号最大32ビット，ロジック入力最高トグル周波数250 MHz，アナログ入力周波数帯域最大1.0

GHz，最高サンプリング周波数 5 GS/s，最大レコード長6.25 Mワードのミックスドシグナルオシロスコープ

DL9700/DL9500シリーズを開発した。この製品は，アナログ/ロジック入力とも高サンプリングレートとロング

メモリを活かし，高速波形表示性能と高度な波形解析機能を実現し，組み込み機器開発におけるアナログ/ロジッ

ク信号協調解析に最適な開発環境を提供する。
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We have developed the DL9700/DL9500 series of mixed signal oscilloscope, featuring 32-bit maximum

logic input, a 250-MHz maximum logic input toggle frequency, a maximum analog frequency bandwidth

of 1.0 GHz, a maximum sampling rate of 5 GS/s and a maximum recording length of 6.25 M word. This

series is characterized by high-performance functions of waveform display and analysis with a high

sampling rate and long memory in both analog/logic inputs, thus providing the best environment for

analog/logic mixed signal analysis of embedded systems.

1. は じ め に

当社では，ミックスドシグナルオシロスコープとして

既にアナログ周波数帯域500 MHz，16ビットロジック入

力付，最高サンプリングレート2 GS/sのDL7400シリー

ズを提供している。今回アナログ周波数帯域1.0 GHz，最

大32ビットのロジック信号入力，さらにアナログ/ロジッ

クとも最高サンプリング周波数を5 GS/s，最大レコード

長6.25 Mワードに高め，優れた波形表示機能と解析機能

を持つDL9700/DL9500シリーズを製品化した。本機の外

観を，図1に示す。

DL9700/DL9500シリーズは，信号処理部の集積化と低

消費電力設計を行うことで，DL7480に対し体積で約28%

減，重量で約26%減の小型化を実現した。また，機内放

熱経路，風量の最適化により低騒音化も実現している。

表1に，DL9700/DL9500シリーズのモデル別仕様を示

す。アナログ周波数帯域とロジック入力ビット数に応じ，

4種のラインナップを揃えた。ロジック入力32ビットモ

デルは，データバスおよびアドレスバスに加え，クロック

やチップセレクト等制御信号や周辺回路の信号を同時に

観測できる十分な入力数を持ち，多彩なトリガ機能や解

析機能を提供することで，ミックスドシグナルオシロス

コープとしての機能を充実させた。

本稿では，製品の構成とロジック入力信号処理部を解

説し，特長的な機能について述べる。

2. 構　　成

図2に，本機の回路構成を示す。

アナログ部はDL9000シリーズと同等回路構成であり，

低消費電力設計のカスケード型2.5 GS/s 8 bit AD変換器

を用い，これを並列動作させ最高5 GS/sを実現している。
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図1　DL9700/DL9500シリーズ外観
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ロジック部は新規にロジック信号サンプラ― L P S

（Logic Probe Sampler）を開発し，5 GS/sのアナログ部

と同じサンプリングレートを実現した。

信号処理部はアナログ部/ロジック部とも同等構成であ

り，AD変換器とLPSで離散化されたデータから表示デー

タの生成，および各種波形パラメータの演算処理を行う。

ADSE（Advanced Data Stream Engine）はデータメモリ

を内蔵したCMOS ICであり，独自のアーキテクチャによ

り，毎秒25000波形/秒とDL7400シリーズ比べ約400倍

の高速な波形更新レートを実現している。

図3に，LPSの構成，表2に主な仕様を示す。

内部には8 bit，2.5 GS/sのサンプラを2回路持ち，並

列動作により最高5 GS/sのサンプリングが可能である。

サンプラで離散化されたデータは，次段信号処理部

ADSEの入力帯域までデータレートを下げ並列出力する。

また，入力部にはトリガ信号処理回路への分岐用バッ

ファを備えている。

LPS のサンプリングクロックは，システムベースク

ロックをPLL回路で逓倍し，LPS毎に生成する。このPLL

回路に必要な分周期，位相比較器，チャージポンプ回路を

内蔵し，外部にループフィルタとVCOを接続することで

サンプリングクロックを生成する。

さらに，LPS4個（DL9500は 2個）のサンプリングを同

期させるため，サンプリングクロック位相調整回路も内

蔵している。

DL9700/DL9500シリーズは，ロジック入力最高トグル

周波数250 MHz信号のタイミングをより正確に捉えるた

め，ロジック部のサンプリングレートも最高5 GS/sとし

た。250 MHz信号の立ち上がり/立ち下り時間は，一般

表1　DL9700/DL9500モデル別仕様

図2　DL9700/DL9500シリーズ構成（DL9500はpodA，Cのみ）
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に0.6 ns以下と短い。このエッジを正確に捕捉するために

は，立ち上がり/立ち下り時間内に1点以上のサンプリン

グデータが必要である。DL9700/DL9500シリーズの最高

サンプリングレート5 GS/sでは2点以上のサンプリング

データが得られ，より正確なタイミング解析，および波形

表示を行うことが可能である。

3. 特　　長

以下に，特長を挙げる。

（1）トリガ機能

豊富なアナログトリガ機能に加え，ロジック信号を

ソースとしたトリガ条件設定も可能とした。これに

より，アナログ/ロジック混載回路の解析において，

ロジック信号入力をトリガソースに割り当てること

で，アナログ入力4 CH全てを信号品位評価や解析に

使用することが可能である。

さらに，アナログ入力とロジック入力の組み合わせ

により複雑なトリガ条件を設定することで，ミック

スドシグナル解析において目的とするタイミングを

確実に捉えることができる。

（2）グループとマッピング

図4に，ロジック信号グルーピング設定画面例を示

す。DL9700/9500は32/16ビットロジック入力信号を

最大5つにグルーピング可能であり，後述するバス表

示やステート解析，D/A変換演算などの解析は，こ

のグループ単位で実行される。

各グループのビット数制限はなく，1グループに32

ビット全てを割り当てることも可能である。この設

定は，グラフィカルなインタフェースで簡単に設定，

変更可能である。このため，バス表示使用中に対象信

号の変更が発生した場合も，ロジック入力信号の接

続を変更せずに，グループのマッピングを変更する

だけで対応可能である。

（3）バス表示

図5に，ロジック信号のバス表示例を示す，8 bitバ

イナリカウンタ出力（［A7：A0］）をGroup4で16進表

示している。バス表示は，ADSEの処理により高速波

形更新レートを損なうことなく表示可能である。

バス表示により多ビットロジック入力データを視認

性良く表示することができ，後述のステートトリガ

やサーチと組み合わせることで，解析を迅速に行う

ことができる。

図3　LPS（Logic Probe Sampler）ブロック図

図4　ロジック信号グルーピング設定画面

表2　LPSの主な仕様

図5　グルーピングされたロジック信号のバス表示
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図6　ロジック信号のステート表示 図7　DA変換演算表示

（4）ステート表示

図6に，ロジック信号のステート表示例を示す。

クロックに選択した信号（A0）の立ち上がりエッジで

データ（［D7：D0］）のステートを確定することで，入

力信号のジッタやノイズによるグリッジ等を除去し，

正しいステートを表示させることができる。この機

能により，DL9700/9500上でロジックアナライザ同

様被測定回路側のクロック基準で解析を行うことが

可能である。ステート表示もADSE内で処理される

ため，波形更新速度を維持したまま表示可能である。

（5）D/A変換演算

図7に，8 bit信号のD/A変換演算表示例を示す。

ロジック信号をグループ別に/DA変換演算し，アナ

ログ表示領域に表示可能でありD/A変換回路やA/D

変換回路，およびその周辺回路の入出力波形の比較

が簡単にでき有用である。

さらに，D/A変換演算出力をヒストグラム機能等波

形解析機能と組み合わせることで，DL9700/9500シ

リーズ単体でD/A変換回路やA/D変換回路のリニア

リティ特性等高度な解析も可能である。

4. お わ り に

アナログ入力4 CHとロジック入力32/16 bitを備えた

高機能小型ミックスドシグナルオシロスコープDL9700/

9500シリーズを製品化した。

アナログ，ロジックとも，最高5 GS/sの高速サンプリ

ングと6.25 Mワードのロングメモリで十分なデータを取

り込み，高速信号処理エンジンを使用することで，最高

25000波形/秒の高速表示・更新を実現した。また，アナ

ログとロジックの組み合わせトリガや，波形パラメータ

自動測定，D/A変換演算等開発現場で必要とされる高度

な解析機能も備えている。

オプションのプローブ類や，シリアルバス解析，電源解

析機能を追加することで，1台で様々な仕様・規格の入力

信号解析に対応することができる。

今後ますます市場拡大が予想される組み込み機器開発

において，ハード/ソフトエンジニアとも使用できる最強

デバッグツールとして役に立てば幸いである。
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