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2. PYNQ-Z1 による分光計 (600MSa/s, 6bit, 512点)の実装
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概要と背景

試作機の実装

性能 試験観測と今後

TDCを用いた傾斜型ADC
・電波ヘテロダイン受信機の広帯域化
が進んでいる（図１）

・バックエンドの広帯域化が急務

・本研究では、TDCを用いた傾斜型
ADCに着目する

・TDCを用いた傾斜型ADCは、原
理上、量子化ビット数が少ない場合
に超高速なサンプリングが可能で、
電波天文学の要請と親和性が高い

・さらに、デジタル回路のみで構築で
き、FPGA上にも実装できるため、
開発を効率化でき、FPGAだけで非
常に安価に分光計を実現できる

・傾斜型ADC : 参照波形 Vrefと、
被測定電圧 Ainをコンパレータで
比較する。比較パルス Tinの立ち
上がりタイミングを時間計測し、
電圧値 Dinとする

・TDCを用いた傾斜型ADC : 時間
計測に TDCを用いる事で、非常
に高い時間分解能を実現する
　　・Kamas&Rivoir (2004) : 概念の提案
　　・Wu et al. (2007) : FPGAへの実装を報告

τ : TDC の時間分解能 [s]
n : 量子化ビット数
f : サンプリング周波数 [Hz]

図1：受信機と分光計の帯域幅の推移

？

図2：試作分光計の実装に用いた PYNQ-Z1
(Xilinx ZYNQ XC7Z020-1CLG400C 搭載 )

PYNQ-Z1 の場合、 τ =16 ps なので、
　　n = 6.6,  f = 600 MSa/s や、
　　n = 0,     f =    60 GSa/s を、構築可能図3：本ADCの動作原理

（Nishimura et al. PASJ submitted）
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・分光計を構成する全ての要素を、評価ボー
ド上の機能で実現する
　　・外部入力は電源、LAN、IF 入力のみ
・IF 信号はGPIO ポートから入力。専用のイ
ンターフェースボードを自作した（図 3 ）。

ATCの実装 :  Ain  --> Tin 

・参照波形 Vref  : MMCM からクロック（パル
ス）を生成し、一度、GPIO からインター
フェースボードへ出す事で、RCフィルタを
経由させ、パルスをなまして三角波を生成

・コンパレータ :  LVDS 入力を終端抵抗ナシ
で接続

TDCの実装 :  Tin を計測
・Tinパルスをキャリーチェーンに入力。キャ
リーは同一タイムドメインの 50個 (200 遅
延素子 )を接続。

・遅延素子 1つ毎に FFを接続
・クロックを遅延無しで FFに入力。クロック
が立ったタイミングの、Tinパルスが保持さ
れる。

デコード :  Tin  --> Din

・Tinパルスのうち、high レベルの個数をカウ
ント。クロックと Vref  の位相は事前にキャリ
ブレーションしておく（IDELAYE2 を利用
して 50ps 単位で調整できる）。

・high レベルの個数を元に、事前計測してお
くいた Din変換 LUTにより、電圧値へ変換。
Dinは 25 bit 固定小数点を使用している。

FFTの実装
・300 MHz で駆動する FFT IP を自作した。
Radix-2, DIT で実装。1024点入力。

・25bit 整数で入力され、FFT演算を行ったの
ち、絶対値を 2乗した後 32bit 整数で出力。

・積分器で 65,536 回積算され、111.8 ms お
きにスペクトルを取得できる。
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図3：試作分光計の外観

図4：試作分光計の信号の流れ

図6：試作したADCの AC特性

図7：ある chに対する周波数応答 図8：入力パワーに対す
る応答の線形性

図9：分光アラン分散

図5：試作分光計の FPGA上の実装
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・実装した分光計試作機の性能を実験室で
測定、評価した

・AC特性 : スプリアスレベルがやや高く
SFDRは悪い。そのため、SNDRも良く
なく、結果として ENOBも低い ~1bit。
参照波形 Vref  の波形の歪みが原因か。

・周波数応答 : 良い
・線形性 : 比較的良い。13dBに渡って誤
差 10%未満。

・分光アラン分散 : 100 秒程度。実用上問
題ない。 ・大阪府大 1.85m 望遠鏡で試験観測を実施

・既存分光計 (XFFTS) と同様の天体スペクトルの強度が計測できた
・S/N は XFFTS より 10%ほど悪かった
　　・試作機のシールドが不十分で環境ノイズによりADCの電圧レンジ外に出ていたと考えられる

・ENOBは悪いものの、周波数応答、強度線形性ともに問題なく、安定
度も十分実用的である。

・実装方法に課題は残るものの、原理としては、TDCを用いた傾斜型
ADCが電波天文にも有効であることを示せている。
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