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ディジタルオシロスコープ DL1640/DL1640L
Digital Oscilloscope DL1640/DL1640L

4チャネル入力，帯域幅200 MHz，最高サンプルレート200 MS/s，最大レコード長32 Mワードのディジタ

ルオシロスコープDL1640/DL1640Lを開発した。プリアンプ一体型のADC ICの開発，高集積度のアクイジショ

ンICの開発，高効率電源の採用などにより，従来機種DL1540と比較して高性能化，小型化，軽量化を，より

一層進めた汎用型オシロスコープである。本稿では，その概要を報告する。
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We have developed the DL1640/DL1640L digital oscilloscopes that feature 4-channel inputs, 200-

MS/s maximum sampling rates, 200-MHz analogue bandwidth and 32-MWord maximum record length.

Compared with former model DL1500, this general purpose oscilloscope has realized extremely com-

pact size and light weight as a result of our development of an ADC IC including preamplifier, a VLSI for

acquisition system and our employment of a high-efficiency power supply. This paper provides an over-

view of these new digital oscilloscopes.

図１　DL1640の外観

1. は じ め に

汎用型のディジタルオシロスコープとして，1995年に

発売以来シリーズを重ね好評のDL1500 シリーズ（以下

DL1500）の後継機種として，DL1640，DL1640Lを開発し

た。プリアンプ一体型のADC ICや高集積度のアクイジ

ションICの開発によるアナログ部，ディジタル部の高集

積化，電源の高効率化により，従来機種に対して高性能

化，小型化，軽量化が行えた。また，Webサーバ機能を

搭載することでユーザーの使い勝手が向上した。DL1640

とDL1640Lとの差異は，最大レコード長がそれぞれ8 MW，

32 MWとなる他は性能的な差異はないので，以下両者を

まとめてDL1600と表記する。

表1に，DL1640LとDL1540CLとの主な性能差異を，

図1に，DL1600の外観をそれぞれ示す。

2. 構　　成

図2に，DL1600のブロック図を示す。各チャネルに入

力された測定信号はアッテネータ（ATT）でプリアンプが

扱えるレベルに調整され，後述するプリアンプとアナロ

グーディジタル変換回路（ADC）とが，1チップ化された

カスタム ICに入力される。以下，このICをWINGAD

（ウィングAD）と称する。プリアンプでは，オフセット

設定に応じたオフセット電圧を加算後，垂直軸感度設定

製品名�

アナログ帯域幅�

最高サンプリングレート�

最大レコード長�

消費電力�

質量�

外形寸法�

DL1640L

200 MHz�

200 MS/s， 4 CH同時�

32 MW， 4 CH同時�

100 VAmax�

約3.9 kg�

220（W）×266（H）×224（D）mm

DL1540CL

150 MHz�

200 MS/s， 2 CH同時�

2 MW， 2 CH同時�

280 VAmax�

約5.2 kg�

216（W）×268（H）×295（D）mm

表1　DL1640Lと DL1540CLとの差異
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に応じた利得で信号を増幅し，各チャネルの帯域制限の

設定に応じて帯域制限を行い，その出力はADCに入力さ

れる。また，プリアンプの出力はトリガ回路用に

WINGADの外部にも取り出される。ADCは100 MS/s，

1.5 bit，6段パイプライン型を2系統インターリーブ動作

させることで，200 MS/s，8 bit分解能の性能を得ている。

ADCでディジタルコードに変換された信号は，アクイジ

ション用のカスタムICに入力される。以下，このICを

AQP（AcQuisition Processor）と称す。AQPでは，入力さ

れたADCデータは設定に応じてディジタルフィルタ，サ

ンプリングレートによる間引き，エンベロープモード時

の処理等が行われ，アクイジションメモリに格納される。

アクイジションメモリは，DL1640，DL1640Lそれぞ

れ8 MW/CH，32 MW/CH搭載している。また，トリガ

回路により，入力信号レベルによるトリガ検出が行われ，

AQPに入力される。AQPは，トリガの設定に応じて，こ

の信号よりトリガの成立を判断する。トリガが成立する

と，格納されたアクイジションデータは，再度AQPによ

り読み出されデータ処理メモリに一旦格納され，アベ

レージ処理や波形パラメータの抽出を受け，また波形表

示用のデータが作られる。AQPで作成された波形表示用

データは，表示制御回路に送られ，グリッドやメニュー

などと一緒にLCD上に表示される。これら一連の処理

は，パイプライン処理で行われるため，トリガ成立後に

再度アクイジションを開始するのに，データ処理や表示

の終了を待つ必要がない。

CPUは，キーボードや通信インタフェースからの設定

指示に応じて，各種処理を行う。外部メディアには，従

来からあるフロッピーディスクドライブ以外に，大容量

のアクイジションメモリに対して，パーソナルコン

ピュータ（以下PC）とのデータの受け渡しが容易になるよ

うに，ZipドライブやPC Cardを選択できるようにした。

また，今回新しく内部にフラッシュメモリによる一種の

RAM Diskを2 MByte持っており，外部メディアがなく

とも保存できるようになっている。なお，通信インタ

フェースはシリアル（EIA-574準拠）が標準で，追加オプ

ションとしてGP-IBとUSBか，EthernetとUSBのいず

れかの組み合わせが可能である。USB には PC から

DL1600を制御するためのポートと，USB Peripheralと

称するUSB HID Class Ver. 1.1準拠のキーボードやマウ

ス，USB Printer Class Ver. 1.0準拠のLIPS ⅢやPCL5

等のプリンタを接続できる。もちろん従来のDL1500シ

リーズのように，オプションでプリンタを内蔵すること

も可能である。

3. ハードウエア

DL1600 のハードウエア上の特長であるWINGAD，

AQP，電源回路について，以下に述べる。

3.1 WINGAD

DL1600のアナログ部の高集積化のために，ディジタル

オシロスコープに必要なプリアンプと，ADCとを一体化

したIC（WINGAD）を自社開発をした。DL1600の場合，

プリアンプは高入力抵抗，広帯域，高利得が要求される
一方で，200 MS/sのADCとをモノリシックICとするた
めに，ADCの動作ノイズの回り込みを注意する必要があ
る。

WINGADは0.6 μm CMOSプロセス，約68000トラ

図2　ブロック図
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ンジスタ，156ピンBGAで実現されている。

前記したノイズの回り込みを下げるために，

・サブストレートインピーダンスを極力低減したパッ

ケージ（BGA）の採用

・オンチップ及びBGAパッケージ内のデカップリング

コンデンサにより，電源ノイズを抑圧

・入力から出力までを差動化

・IC開発部署と製品開発部署とのコンカレントエンジニ

アリング

等を行い，低ノイズ化を図った。図3に，パッケージ

内の様子を示す。

3.2 AQP（Acquisition Processor）

DL1600 のディジタル部の高集積化のために，新たに

ASICを開発した。従来のDL1500では，データのアクイ

ジション系，トリガロジック系，表示データ作成，アナ

ログ部制御のそれぞれが独立した複数個のICで構成され

ていたものを，1パッケージ化している。AQPの概要は，

以下の通りである。

・0.18 μm CMOSプロセス，479ピンBGA

・アクイジション制御

・アクイジションデータ処理

・トリガロジック

・表示データ作成処理

・アナログ部制御

図4に，AQPの外観を示す。

DL1600 で特長的なのは，2章の構成で述べたように，

ADCからアクイジションメモリに格納する間にディジタ

ルフィルタによる信号処理が行える点にある。従来から

汎用型オシロスコープは，例えばスイッチング電源の開

発等で使用されているが，電源のスイッチング周波数が

数100 kHz 程度なのに対してノイズが数 MHz～数10

MHzと，オシロスコープが一般的に備えている20 MHz

の帯域制限機能では，ノイズ除去に対して不十分であっ

た。この点，DL1600ではディジタルフィルタにより，20

MHz以下の帯域制限が可能となっている。AQPが搭載す

るディジタルフィルタは，2種類ある。一つはカットオフ

周波数が固定の3タップFIR（finite impulse response）フィ

ルタで係数を対称とすることで，等群遅延特性を実現し

ている。このフィルタは200 MHzのサンプリングクロッ

クで動作し，20 MHzの帯域制限時に，WINGAD内の2次

のLPF（low pass filter）と縦続接続される。もう一つの

ディジタルフィルタは，カットオフ周波数が可変できる

2次のIIR（infinite impulse response）フィルタで，100 MHz

のサンプリングクロックで2系統が並列に動作し，帯域制

限を1.28 MHz以下に設定した場合に，WINGAD内の2次

のLPF，前述のFIRフィルタと縦続接続される。WINGAD

内のアナログLPFが，それぞれのディジタルフィルタに

対するアンチエイリアシングフィルタの役割を果たす。

3.3 電源回路

デジタルオシロスコープでは，各種電圧が必要なため，

従来はカスタム電源を採用していた。しかし，カスタム

電源は開発納期が長く，また試作等のコストが高いとい

う問題があった。DL1600では，電源メーカ標準の単出力

電源ユニットと，自社設計のDC-DCコンバータ回路の組

み合わせにより，ローコストな電源部の開発が行えた。

DC-DCコンバータには同期整流方式を採用し，高効率化

を実現，発熱量を抑えることで製品の小型化，低消費電

力化が行えた。

4. ファームウエア

DL1600のファームウエア上，特長的なWebサーバ機

能について述べる。

4.1 Webサーバ概要

Webサーバの主な目的は，DL1600の画像，アクイジ

ションデータ，測定データ，内部情報等をユーザーが簡

単に収集，閲覧できるようにすることにある。

ユーザーは，PC既存のWebブラウザを使用し，プロ

グラムを書かなくてもDL1600のデータを収集，閲覧す

ることができる。図5にWebサーバのソフトウエア構成

を，図6にPC上のWebブラウザで表示した時の画面を

それぞれ示し，以下のその説明を述べる。

図3　WINGAD 図4　AQP外観
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・IEEE488.2通信機能実現部

主に「メジャメントトレンド表示機能」，「制御スクリ

プト機能」を実現するコンポーネント。IEEE488.2コ

マンドの命令の解釈，実行，応答作成等を行う。

・HTTPサーバ

HTTPに準じ，Webクライアントとの通信（主にCGI

処理）を行う。

・FTPサーバ

FTPによるファイル転送処理を行う。「ファイル操作

機能」，「Setupアップロード機能」の実現部。

・GUI

Webサーバ起動時に，DL1600からWebクライアント

にダウンロードされるコンポーネント。VBScript，

ActiveXコントロール，HTMLから構成される。Web

サーバとの通信プロトコルはHTTP，インタフェース

は主にCGIを使用し，IEEE488.2コマンドの送受信等

を行う。ActiveXコントロールは，ユーザーI/F部分

（パネル部）で使用される。この部品はVersion管理機

構により，初回，バージョンアップ時のみダウンロー

ドされる

4.2 Webサーバ機能紹介

（1）ファイル操作機能

DL1600が搭載しているストレージ装置のファイル

に，アクセスできる。

（2）データキャプチャ機能

現在のDL1600の画像，捕捉している測定データを

様々なファイルフォーマットで取得することが可能

（Binary，ASCII，Setupデータ等を用意）。画像デー

タは，設定した時間で周期的に取得，表示する機能

により，遠隔モニタとしても使用できる。尚，Setup

データ（設定情報）は，DL1600にアップロードする

ことが可能。

（3）メジャメントトレンド表示機能

DL1600 のメジャメント（オートメジャー，マーカ

値）結果を定周期に取得し，PC側のExcel上にグラ

フ表示する機能。長時間のトレンドを観測する目的

に有効で，統計処理も可能。収集したデータは，

Excelファイルとして保存できる。

（4）制御スクリプト機能

IEEE488.2コマンドによる命令，問い合わせが可能。

（5）ログ閲覧機能

以下のログを閲覧可能。

Errorメッセージ/GO/NO-GO/ActionTrigger

GO/NO-GO，ActionTriggerログでは，Actionとし

て保存したファイルを取得することが可能。

5. お わ り に

DL1600の高性能化，小型化，軽量化のキーパーツであ

るWINGADとAQPと電源回路の高効率化，さらに使い

勝手の向上について，Webサーバ機能の説明をした。汎

用型のディジタルオシロスコープは，小型，軽量を求め

られる一方で，高性能化も要求が高く，DL1600はそれら

のユーザーニーズを十分満たすものとして期待される。
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