
高速データアクイジションユニットSL1000

23 横河技報　Vol.52 No.2 (2008)

*1 通信測定器事業部 基本計測開発センター開発統括Gr.

高速データアクイジションユニットSL1000
SL1000 High-speed Data Acquisition Unit

最高サンプルレート100 Mサンプル/秒で16チャネルの高速データアクイジションユニットSL1000を開発し

た。本器は，最大サンプルレートが100 Mサンプル/秒と高速でありながら1 kVという高い電圧での絶縁を同

時に実現した。またPCベースの測定器でありながら，高速データ圧縮エンジン（GIGAZoom Engine）の開発によ

り大容量データ時でも，単体測定器のようにPCモニタ上で高速に波形更新を行うことが可能である。本稿では，

SL1000の主な機能および高速波形測定技術について紹介する。
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We have developed the new SL1000 high-speed data acquisition unit which features a maximum

sampling rate of 100 MS/s with 16 channels, and yet still offers 1-kV insulation. This PC-based instrument

can also update waveforms at a high rate on the PC monitor like a single instrument, even for large

quantities of data, due to the newly developed GIGAZoom Engine for data compression. This paper

describes the functions and technologies of the high-speed data acquisition in the SL1000.

1. は じ め に

自動車をはじめとするメカトロニクス分野では，電子

化が加速している。例えば，ハイブリットエンジンでは，

高効率高電圧のインバータモータを用い，エンジン出力

を補助することで省エネを実現している。また，数多くの

ECU（電子制御ユニット）を用いることで，より細かく各

部をコントロールし性能を向上させている。

このように，メカトロニクス・パワーエレクトロニクス

分野では，これまでの機械的もしくは物理的な比較的低

速な現象の測定と同時に，高速・高電圧の電気信号も測定

する要求が高まっている。

このような高速・低速の複合測定の要求に対応して，当

社では従来からメカトロニクス用測定器としてDL750，

WE7000などの波形測定器を提供してきた。今回，更なる

高速測定，高絶縁測定の要求に応えるためPCベースでの

測定を基本とした高速データアクイジションユニット

SL1000と，100 Mサンプル/秒で1 kV耐圧の絶縁電圧

測定モジュールを新たに開発したので報告する。図1に，

本器の外観を示す。

2. 構　　成

図2に，SL1000全体ブロック図を示す。

入力された信号は，入力モジュール内の減衰器（ATT）

とアンプ（AMP）で正規化された後，A/Dコンバータでデ

ジタル化される。デジタル化された信号は，各モジュール

のアイソレーションデバイスで入力-本体間の絶縁が取ら

れ，本体のGIGAZoom Engine（高速データ圧縮エンジン）

に転送される。本体には入力モジュール用のスロットが8

スロット用意してあり，スロット当たり2チャネル，最大

図1　SL1000外観
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16チャネルの同時計測が可能である。入力のジュールに

は，今回開発した高速100 MS/s12 bit 絶縁モジュール

720210の他，DL750のモジュール11種類がそのまま使用

可能であり，電圧信号だけでなく，熱

電対，ひずみ，加速度等の物理量を測

定するセンサを直接接続できるモ

ジュールも用意されている。

GIGAZoom Engine では，入力モ

ジュールのA/D コンバータのコント

ロールタイミング，トリガ検出，A/Dコ

ンバータによる変換データのアクイジ

ションメモリへの書き込み，アクイジ

ションメモリの管理，表示データ作成

のためのアクイジションメモリからの

データ読み出し・圧縮，データ保存のた

めのアクイジションメモリからの

データ読み出しなど，データアク

イジションに関わる全ての動作が

実行される。

アクイジションメモリには，

DDR2メモリを採用し，大容量で

かつ高速なアクイジションメモリ

への書き込み，読み出しを実現し

ている。

表示器には，128×64ドットの

液晶ディスプレイを採用し，本体

のみでシステムの状態，各モ

ジュールの状態，エラー情報，通

信パラメータ等を確認することが

可能である。

外部インタフェースとしては，

USB2.0，Ethernet 1000BASE-T

（オプション）を用意し，PCと高

速通信が可能である。

マスストレージには，40 Gbyte

HDD（オプション）を内蔵でき，大

量のデータを本体内のHDDにリア

ルタイムに保存できる。前述した

PCとの高速インタフェースを利用

して，PC側のHDDと内蔵HDDに

同時にデータをリアルタイムに保

存可能である。この時の最高記録

速度は1.6 MS/s（100 kS/s×16チャ

ネル）で，連続してデータを記録す

ることが可能である。

3. 高速・高絶縁モジュール
720210の特長

今回開発した入力モジュール720210は，サンプルレー

ト100 MS/s，A/D分解能12ビット，アナログ帯域20 MHz

という高速データ取り込みが可能で，かつ1 kVの高電圧

図2　SL1000全体ブロック図

図3　高耐電圧アイソレーション原理
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絶縁を実現した。

高速サンプルレート，高電圧絶縁を実現

するために，モジュール内でデジタル化し

たデータを光変換し，光ファイバーを用い

て本体側へデータを転送する絶縁方式を開

発した。この方式の原理を，図3に示す。入

力された信号は，モジュール内のアンプで

正規化されA/Dコンバータでデジタル化さ

れる。デジタル化されたデータはシリアル

データに変換され，更に半導体レーザーダ

イオード（LD）で光に変換され，光ファイ

バーで本体側に転送される。本体側では

フォトダイオード（PD）を用いて光信号を電

気信号に変換し，パラレルデータに戻され

る。本体側から入力側へは同様の方式でク

ロックが送られており，このクロックに同

期してA/D変換器でサンプリングを行い，

入力側から本体側へデータ転送を行う。半導体レーザー

ダイオードのデータ転送速度は非常に高速であるため，1

デバイスで大量のデータ転送が可能であり，結果アイソ

レーション部を非常に小型化することができた。光ファ

イバー自体は絶縁体であり，長さは高絶縁に必要な距離

よりも十分あるため，信号入力側と本体側との間に1 kV

という高電圧にも耐えうる絶縁距離を設けることができ

た。この方式を採用した結果，約100×200 mmという小

型のモジュールの中に100 MS/s，2チャネル，1 kV高耐

圧絶縁を実現することができた。

4. 高速データ圧縮エンジン（GIGAZoom Engine）の機能

メモリ素子が高集積化するに伴って本体内に大容量の

メモリを搭載することが可能になり，高速サンプリング

で長時間のデータを取り込むことが可能になった。その

一方，本体のメモリに取り込んだ長時間のデータを表示

するには大量のデータをPC側に転送し，PC側で表示デー

タに変換し表示しなければならない。そのため，本体-PC

間の通信速度がボトルネックとなり，波形をPCで高速

に表示するには限界があった。

本器では，本体内部に高速データ圧縮機能（GIGAZoom

Engine）を持ち，PC側で高速に波形を表示することが可

能である。

GIGAZoom Engineは，アクイジションメモリ上のデー

タをPCでの表示ラスターに合うように，本体で予め圧縮

してからPC側に転送する機能を持っている。このため，

PCで波形を表示する場合，圧縮した表示データだけを本

体からPCに送ればよく，高速に波形表示を行うことがで

きる。

この機能により，100 Mワード以上のロングメモリで

あっても，瞬時にPC側でメモリに取り込んだ波形の全体

像を表示し確認することができる。また，アクイジション

メモリの任意部分を本体で瞬時に圧縮し，PCに転送・表

示することが可能であり，単体測定器と同等の表示更新，

ズーム表示をPCモニタ上で実現できた。

GIGAZoom Engine は，内蔵ハードディスクやPCの

ハードディスクにデータを大量に記録するリアルタイム

ハードディスク機能を持っており，ギガバイトを越える

ような場合でも，圧縮データから波形を表示することが

できる。

5. マルチサンプルレート対応

本器では，モジュール毎に異なるサンプルレートで

データを取り込むことが可能である。サンプルレートは，

最大4種設定が可能である。

この機能により，遅い現象は遅いサンプリングで，速い

現象は速いサンプリングでデータを取り込むことができ

る。各サンプリング間のタイミング位相差をデータとし

て持っているため，異なったサンプリングで取り込んだ

データでも，この位相差データを基にタイミング補正を

行い，同一時間軸上に表示することが可能である。

6. アクイジションソフトウエアの特長

本器の記録動作をコントロールするアクイジションソ

フトウエアは，直感的な操作ができるよう設計されてい

る。

PCにインストールされたアクイジションソフトウエア

をPC側で立ち上げると，PC側ではPCに接続された本体

と本体に装着された入力モジュールの種類を自動認識す

る。

各種設定は，Setup Wizardでナビゲートしながら設定

する方式を採用した。Setup Wizardを，図4に示す。Setup

図4　Setup Wizard（PC）
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Wizardでは，システム構築，測定条件，記録条件，表示

の順で設定をナビゲートしていき，表形式の全ての項目

を設定すれば測定を開始することができる。

本体を操作するPC側のアクイジションソフトウエアで

は，ツールバーに直感的に操作をイメージできるような

制御パネルを採用した。図5に，アクイジションソフトウ

エアの制御パネルを示す。

図5に示すように，本器の主要な動作，測定の開始・停

止，記録の開始・停止，一時停止等は，全てこの制御パネ

ルでできるようにした。

本器でのデータの取り込み方法には，2つのモードがあ

る。1つはフリーランモードであり，記録開始と共に内蔵

HDD，PC側HDDに測定データをリアルタイムに連続記

録する。フリーランモードでは，測定データ記録中に，制

御パネルのファイル分割ボタンをクリックすることによ

り，任意の位置でファイルを分割することができる。ファ

イルを分割することにより，1ファイル当たりのデータ容

量を減らすことができ，PCでのデータ取り扱いを容易に

することができる。もう1つのモードはトリガモードであ

り，予め設定したトリガが成立した場合にデータを記録

する。

本器は，PCからの設定を本体で覚えており，この設定

に従って，PCを接続しない状態でもスタンドアローンで

動作させることが可能である。スタンドアローンでの動

作は，本体上のスタートキーで動作が開始される。予め設

定された条件に従ってデータを取り込み，内蔵HDDへの

データセーブを繰り返して行うことができる。

7. アプリケーション例

図6に，自動車用モータインバータでの測定例を示す。

自動車用モータインバータの開発では，インバータ各部の

電圧，タイミングを多点同時に計測する必要がある。イン

バータのスイッチング素子の動作スピードは高速化してお

り，インバータの動作を正確に計測するためには，より速

いサンプリング周期が必要になっている。電力効率も高効

率化しており，正確に効率測定を行うためには，高い電圧

分解能で計測する必要がある。また，インバータの動作電

圧は数百ボルトを越え，測定電位も対接地間だけでなく，

例えば，図6のようなインバータスイッチング素子のE-C

間電圧，三相モータの各相間電圧のように，測定各部位間

の電圧を測定する必要があり，入力チャネルの高絶縁化は

不可欠である。本器では，100 Mサンプリング/秒の高速

サンプリング，A/D分解能12ビットの高分解能，1 kVの

高絶縁耐圧，最大16チャネルの多チャネル同時入力を実

現しているので，1台でこのようなアプリケーションの測

定を行うことが可能である。

8. お わ り に

以上，SL1000の主な特長，構成の概要について紹介し

た。本製品の，多チャンネル高電圧絶縁，高速サンプリン

グといった特長を生かすことによって，自動車を始めと

するメカトロニクス・パワーエレクトロニクス分野での

高速現象・低速現象等の多現象同時観測に応用できると

期待している。
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図5　制御パネル

図6　自動車用インバータ計測例
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