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ディジタルオシロスコープDL9000シリーズ
DL9000 Series of Digital Oscilloscopes

周波数帯域最大1.5 GHz，最高サンプリングレート10 GS/s，最大レコード長6.25 Mワードの4チャンネル

ディジタルオシロスコープDL9000シリーズを開発した。この製品は，高い波形表示性能，波形解析機能と小型

軽量を特長とする。特徴的な機能として，ヒストリ波形の重ね書きと同等の画像を継続的に表示する「強化し

たアキュムレート機能」を実装している。アキュムレート時は，最大で1秒当り450 Mサンプル点を収集，描

画するデータ処理能力を持つ。
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We have developed the DL9000 series of digital oscilloscopes that features 4-channel input, a maximum

frequency bandwidth of 1.5 GHz, a maximum sampling rate of 10 GS/s and a maximum recording

length of 6.25 MWord. This series features the high performance functions of waveform display and

analysis with a compact and lightweight design. As one of the significant improved functions, this series

employs an "enhanced accumulation function" capable of simultaneously and continuously displaying

successively overlaid historical waveforms, thereby enabling data acquisition and display processing at

a maximum of 450 million sampling points per second.

図1　外観写真

1. は じ め に

ディジタル放送の普及に伴う大画面ディスプレイ，大

容量ディスクレコーダの浸透，また携帯電話の高機能化

など各種情報機器の高度化，そして自動車においては一

層の電子化が進んでいる。このような状況に加え，半導

体の微細化を背景として，各種のディジタル回路が高速

化し，また機器間および機器内のシリアル通信の拡大と

多様化により，広い範囲で高速信号波形観測の要求が高

まっている。

当社では，既に200 MHzおよび500 MHz帯域幅の小

型でコストパフォーマンスの高いディジタルオシロス

コープ（DL1600/DL1700シリーズ）を提供しているが，今

回1 GHzを越える帯域幅を持つオシロスコープにおける

測定要求について改めて検討を行い，それに応えるさま

ざまな機能を搭載し，かつ優れた波形表示性能をもつ小

型のディジタルオシロスコープの実現を目指して，あら

ゆる構成要素を見直して開発を進め，新たな製品コンセ

プトに基づくsignalXplorer DL9000シリーズとして製品

化した。

本稿では，製品の概要及び「強化したアキュムレート

機能」を中心に，特徴的な機能について述べる。

2. 構　　成

DL9000シリーズは，アナログ入力4 ch，周波数帯域最

大1.5 GHz，最高サンプリングレート10 GS/s，レコード

長は最大6.25 Mワードの基本性能を持つディジタルオシ

ロスコープである。外観を，図1に示す。デザインを従
来シリーズから一新して横長で奥行の短いフォルムとし
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た。これにより，小型でありながら 従来のDL1600/

DL1700シリーズに比べ，大型の8.4型液晶表示器を搭載

した。

この製品の開発において，我々は高い表示／解析機能

と同一性能クラスにおいてトップの小型軽量を合わせて

実現することをポイントとした。このために，内部回路

の集積化と低消費電力設計を図っている。AD変換部は，

低消費電力設計のカスケード型2.5 GS/s 8 bit AD変換

器を開発し，これを並列動作させている。図2に，本器
の構成を示す。

（1）信号処理部

信号処理部は，AD変換されたデータから表示データ

の生成，各種の波形やパラメータの演算等の処理を

行う。この部分に対し，従来の信号処理エンジンを超

える機能と性能を実現したLSI ADSE（Advanced

Data Stream Engine）を開発した（図3）。ADSEは
0.13μmプロセスのCMOS ICであり，同一チップ内

にデータメモリを内蔵してメモリバスによるボトル

ネックを緩和した。この信号処理部は独自アーキテ

クチャの構成により，従来製品に比べ高速な波形表

示更新レートを実現している。

（2）マイクロプロセッサシステム

マイクロプロセッサシステムはディスクレスOS（組

み込み型）を採用し，測定器としての連続動作の信頼

性を高めている。

（3）表示部

表示器は，XGA（1024×768ピクセル）タイプを採用

して従来に比べ高精細化し，階調制御を加えて波形

表示性能を向上させた。

（4）プローブ

プローブに関して，500

MHzを超える高い周波数

の信号観測においては，

アクティブプローブが必

要な要素となる。DL9000

シリーズにおいては，実

測場面での使い易さを考

慮して，先端形状の小さ

いアクティブプローブを

開発した。プローブと本

体との接続は，信号／電

源／プローブID検出一

体のコネクタとして利便

性を高めた。

3. 特長的な機能

3.1 アキュムレート機能
ディジタルオシロスコープ

のアプリケーションの1つとして，複数の波形を重ね合

わせて表示するアキュムレート機能を使用した伝送路の

アイパターン観測が従来より行われている。

アイパターンは種々のシンボルパターンにおける波形

を多数重ね合わせた図形であり，対象は装置間の通信路

に関する信号に限らない。例えば，SDRAMのメモリバ

ス信号をクロックに同期してアキュムレートした画像も，

メモリバスという伝送路上のアイパターンと言える。

一般のロジック回路においても，多数の波形を重ね合

わせてアイパターンとして観測することで，タイミング

やレベル等の回路の物理的動作に関する有用な情報を直

感的に得ることができ，アイパターンはロジック回路の

物理層のデバッグに利用されてきた。

アイパターンをデバッグに使用する場合には，観測者

は状況の把握のために次々に観測点を移動したり，観測

対象の動作状況を変化させてその影響を観測したりする

ため，信号の変化を観測者に素早く知らせることが望ま

れる。このため，アキュムレート時間を設定し，不要な

過去の波形を自動的に消去することが行われている。

時間を設定した時のアキュムレート動作は，波形を1

本ずつビットマップ画像として描画しながら，その画像

を時間経過に従い消去する動作を並行して行うものであ

る。このため，過去の波形は徐々に輝度を減少していく

ことになり，現象の発生順を観測するには適しているが，

複数波形を同じ重みで扱うべきアイパターンの観測など

には最適な動作とは言えない。

アイパターン観測を行えるもう一つの方法として，ヒ

ストリメモリ機能の利用がある。この機能は，波形1本

当りに使用するメモリが，そのチャンネルに割り当てる

図2　DL9000シリーズの構成
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ことのできるメモリより小さい時，過去に取得し表示し

た波形をメモリが許す限り保持しておき，波形収集を停

止させた後にメモリに蓄積された波形の重ね書きや検索

を行うことのできる機能である。

ヒストリメモリ機能を使って，CPU バスの波形をク

ロックおよびチップセレクト信号と共に観測した例を，

図4に示す。この図では，サンプル点の頻度を色に変換
して画像化するという従来からある機能を使用しており，

波形の重なりの様子を強調している。

この画像からは，データの遷移がクロックに同期して

始まり，大半の場合は遷移時間が揃っているが，遷移時

間の長い場合が含まれていること等が読み取れる。この

ように，メモリに蓄積した多数の波形を重ねて描画する

ことで，多くの有用な情報を含んだ画像を得ることがで

きる。

しかし，この画像の生成には膨大なデータを扱わなけ

ればならず，従来機種では波形収集と並行して連続的に

画像を更新し続けようとしても，信号処理速度の制限

のため，実用的な表示更新速度が得られなかった。また，

ヒストリメモリ機能の性質上，その操作は波形取込動作

を停止した後に限られるため，連続的な波形観測にこの

重ね書きの機能を利用することができなかった。

DL9000シリーズでは，新たに高性能信号処理エンジン

であるADSEを開発することにより，従来の時間経過に

より消去するアキュムレート機能に加えて，ヒストリ波

形の重ね書きと同等の画像を波形収集動作と並行して動

的に生成しつづける機能を実現し，アキュムレート機能

の1つの動作として位置付けた。

この方法で重ね書きできる波形の数は，ヒストリメモ

リ機能で扱える波形数と同一であり，波形1本当りのサ

ンプル点数が2.5 kポイントの設定では，最大で2000波

形である。それを超えない範囲であれば，指定された数の

波形を画像生成する毎にビットマップ上に展開し，画素

毎に重なり合ったサンプル点の数をカウントして，これ

を色または輝度に変換して画像を生成することができる。

それぞれのアキュムレート動作による表示画像の比較

のために，時間経過により消去を行った場合の画像を，

図5A，波形500本を同一の重みで重ね書きしてサンプル
点の頻度を輝度に割り当てた画像を図5Bに示す。この例
では1波形のデータ数をそれぞれ12.5 kポイントとして

いる。

これらの画像は，波形を蓄積して表示するという点に

おいては共通であるが，それぞれから得られる情報は互

いに異なっている。時間経過により消去した場合には，

現象の発生順序を反映した画像であり，同一の重みで重

ね書きした場合には，純粋にサンプル点の密度を反映し

た画像となっている。

このため，現象の発生順序を観測する場合には時間経

過により消去を選択し，波形の重なりを観測する場合に

は同一の重みでの重ね書きを選択するなどのような使い

分けが効果的である。

3.2 アキュムレート動作時のトリガレート
アキュムレート動作では，時間経過により消去する方

式とヒストリ波形の重ね書き方式のいずれの場合でも，

蓄積した波形を画像としてLCD表示器に転送している。

これにより，LCD表示器の動作周期（60 Hz）の制限を受

けることなく，大量の波形を収集・表示することが可能

となり，1波形当りのサンプル点数を12.5 kポイントとし

た場合でも，最高約9 kHzのトリガレートで連続的に波

形を収集・表示することができる。

このトリガレートは，4 ch同時に動作させても1 ch動

作時と同一であり，1波形当り12.5 kポイントで4 ch動

作させた場合，装置全体としては1秒間に450 Mポイン

トの処理を行っていることになる。この様に大量のデー

タを継続的に提示し続けることは，観測対象の振舞いを

把握するのに役立つ。

図3　ADSEのチップ写真
図4　ヒストリ：カラーグレード表示の例（CPUバス）
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アキュムレート機能を使用することで，かなり高速のト

リガに追従できるようになったが，さらにトリガ間のデッ

ドタイムが問題となるような現象の観測のためには，デッ

ドタイム400 nsでトリガ信号に追従できる機能もある。

これはトリガモードにN Singleを選択することで，表

示動作を休止した状態でメモリにデータを蓄積すること

に集中する動作とするものであり，指定数の波形を収集

後に収集を停止し，その後ヒストリメモリ機能を使って

現象を解析することができる。このように，N Singleで

は連続的な表示とならないが，トリガ間のデッドタイムを

最小としたい場合には，このトリガモードが有効である。

3.3 リファレンス波形
次にリファレンス波形に関する機能拡張について述べ

る。ディジタルオシロスコープの使用法の1つとして，従

来から，過去に取得した波形をリファレンスとして表示

しながら，現在の状況と見比べるということが行われて

いたが，前述のように複数の波形から構成された画像に

よる観測が，信号処理性能の向上により実用的な速度で

実行できるようになると，過去に表示したアイパターン

と，現在のアイパターンの比較を行うことの重要性が高

まる。

このため，DL9000シリーズでは，リファレンス波形と

して扱えるデータを最新波形だけでなくヒストリメモリ

内の複数波形に拡張し，リファレンス波形毎にヒストリ

メモリ機能を適用できるようにした。これにより，複数

波形による画像を従来のリファレンス波形操作と同様に

垂直ポジション移動ができるようになっただけでなく，

複数波形のデータからその平均値を表示させたり，その

中の1つを選択して表示させたりすることができる。

4. お わ り に

1 GHzを超える帯域幅を持つオシロスコープに相応し

い高性能信号処理エンジンADSEを開発し，1秒間に450

Mポイントのサンプル点を描画する性能を得て，複数波

形を実用的な速度でまとめて扱うことが可能となった。

1秒間に扱えるサンプル点数が多いということは，稀

に起きる現象の捕獲確率が高まることになり，回路の動

作状況の把握が短期間に行えることにつながるが，大量

のサンプル点から多くの情報を引き出せる画像を生成す

ることも重要である。DL9000シリーズでは，サンプル点

の重なり具合を輝度又は色に変換してXGA分解能の広

視野角液晶パネルに表示させ，現象を直感的に把握でき

るようにした。

本稿では，特長的な機能として複数波形を重ね書きす

る「強化したアキュムレート機能」を中心に述べたが，

ADSEの信号処理性能はロングメモリーの単一波形にお

いても機能しており，1.25 Mポイントの波形4本分につ

いて,サンプル点の密度を反映した画像を毎秒60枚生成

し表示することができる。

このように優れた波形表示性能をもつ小型のディジタ

ルオシロスコープを実現できたので，日常のデバッグ作

業などの波形観測に役立てて頂ければ幸いである。
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図5　アキュムレート機能の比較


