Agilent Technologies TS-5400シリーズII
アンチロック・ブレーキ＆トラクション・コントロール
アプリケーション
アンチロック・
ブレーキ・システム／トラクション・コ
ントロール電子制御モジュール・テスト
電子制御装置が組み込まれた自動車が増えて来ています。
これらの車は、座席を暖めたり、ラジオ局を設定したり、
次に曲がる場所や、凍結路などの滑りやすい路面や雨で
濡れた道路情報などを知らせてくれます。中でも一番最
後の機能は、四季の移り変わりや自然環境の変化が見ら
れる場所を日々運転している人たちにとっては、特に重
要な機能です。今では、アンチロック・ブレーキ＆トラ
クション・コントロール・システム（ABS/TC）は、自動車
には欠くことのできないセーフティ機能となっています。
その結果、ABS/TC電子制御モジュール（ECM）のメーカ
には、より安全で、しかも信頼性の高いシステムを製造
することが強く求められています。このため、ABS/TC
ECMのファンクション・テストが何よりも重要になって
きており、ABS/TC ECMの通常の動作過程において、シ
ステム・コンポーネントの広範囲に及ぶモニタが行われ
ています。
ABS/TC ECMは、機能的には、可変磁気抵抗センサ
（VRS）、
ソレノイド、ポンプ式モータ、故障ランプ出力を基礎と
しています。それらにはすべて「回復」モニタ回線が装
備されているので、ABS/TC ECMは各入出力の状態を確
認することができます。以下は、HP TS-5400シリーズII
エレクトロニクス・ファンクション・テスト・プラット
フォームを使った、信頼性およびシステムの保全性の向
上を実現する製造部門におけるABS/TC ECMのファンク
ション・テストのサンプルを示したものです。

シリアル・リンク
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このプラットフォームに関しては、最も一般的なシリ
アル・インタフェースのニーズに対応できるようにす
るため、ISO-9141、J1850、J1939シリアル通信をサポー
トするシリアル・ポート・アダプタ（別売）も用意され
ています。さらに、本プラットフォームに付属のテス
ト・エグゼクティブ・ソフトウェアには、TESTかRUN
のいずれかのモードでECMを設定することによってシ
リアル通信を簡易化するためのアクション・セットが
組み込まれています。このハードウェア機能セットを
サポートするこのソフトウェア・エンベロープにはま
た、テスト・プランの立案用の使い勝手のよいコマン
ドも内蔵されています。
シリアル・ポート通信に関連するTestExec SLのアクシ
ョンのいくつかを以下に示します。このテスト・エグ
ゼクティブは、期待されるシリアル通信用の読取り／
書込み／構成ソフトウェア機能はもちろん、ECMのフ
ァンクション・テストに用いられる一般的な処理ステ
ップを簡略化します。例えば、以下のアクションを実
行することによって、ECMに周期的「keep alive」メッ
セージ（以下では「グループ・メッセージ」と呼ぶ）を
送信して、RUNモードではなくTESTモードを維持する
ことも簡単にできます。
mComConfigGroup：サポートされているシリアル・
インタフェースのいずれかをグループ・メッセージ用
に構成します。
mComStartGroup：グループ間やグループ・エレメン
ト間の時間、グループ繰返し回数、グループ・メッセ
ージを指定します。GroupRepeatCount=0は、「keep
alive」メッセージを無制限に繰り返すことを表します。

UUT支援テスト（シリアル・リンクによるECM機能の操
作および検証）の中枢は、ECMの電子計測器との通信能
力にあります。共通シリアル・インタフェースとしては、
UARTベースのISO-9141、J1850（パルス幅変調および可
変パルス幅）、J1939（コントローラ・エリア・ネットワー
ク）があります。
I/O検査
入出力検査は、ECMが与えられた入力または出力の状態
を正しく読み取ることを確認することによって、簡単に
実行できます。
テスト
一般的には、ECMデザイナは、TESTかRUNのいずれか
のモードで、モジュールを設定するためのアルゴリズム
を決定します。このアルゴリズム（例えば、特定のハン
ドシェーク）は、たいていの場合、システムの電源投入
後の限定期間内（例えば、500ms以内）に実行されます。
これは、選択したシリアル・インタフェースによって異
なります。したがって、ECMのシリアル通信のテストは、
ECMのデザインに応じて、数通りかの方法のうちの1つ
を使って実行することができます。

ご注意
2002 年 6 月 13 日より、製品のオプション構
成が変更されています。
カタログの記載と異なりますので、ご発注の
前にご確認をお願いします。
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可変磁気抵抗センサ
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各車輪に装備されている可変磁気抵抗センサ（VRS）
は、ECMにある4つの受信機に車輪回転速度信号を
送信します。後輪に関しては1つのセンサを共有す
る場合もありますが、今日の自動車業界ではそれほ
ど多くはありません。これらのセンサによって生成
される周波数は、速度に正比例します。各VRSの電
圧レベルは、50mVpp（20Hzで）〜200Vpp（5000Hzで）
の範囲内になるものと思われます。

本システムをE6173A任意波形発生器を搭載するよ
うに構成して、このテストに用いることも可能です。
E6173A ARBを使って、入力に応じて、傾斜時間を
対称または非対称になるようにプログラムすること
もできます。周波数ジェネレータは、このような複
雑な掃引波形を生成することはできません。本プラ
ットフォームのソフトウェアには、上り傾斜時間、
持続時間、下り傾斜時間のプログラミングを容易に
するアクションが組み込まれています。E6173Aに
は2つの絶縁チャネルしか装備されていないめ、4つ
の車輪回転速度を同時にシミュレートしたい場合に
は、2台のジェネレータを使用することをお勧めし
ます。

車輪の滑り量の検出
車輪回転速度信号によって生成される周波数は速度
に比例するため、各センサごとの周波数変動は、車
輪の1つまたは複数で滑りが発生したことを示しま
す。このため、四輪すべてを一度にシミュレートす
る場合には、テスト・プラットフォームが最高4つ
の独立した周波数信号を発生させることが最も重要
となります。さらに、これらの信号は、従来の周波
数ジェネレータでは不可能であった各種傾斜特性の
掃引を必要とします。

このハードウェア・ソリューションは、E6173A任
意波形発生器のアクション・ルーチンやテスト・プ
ラン例が含まれているテスト・エグゼクティブ・ソ
フトウェア・エンベロープによってサポートされま
す。E6173A ARB用のTestExec SLアクションのサン
プリングには、以下が含まれます。
arbConfOut：ARBの出力回路を構成します。
arbSet：機器構成で指定された設定内容をすべて
転送することによってARBをプログラムします。

周波数

400Hz

Arb̲D1̲Swept̲：指定された周波数、振幅および
オフセットの基本掃引波形をダウンロードします。

150Hz
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図1：4番目の車輪センサ入力の掃引波形
（他の3つは一定）

Arb̲D1̲Std̲Waveform：指定された周波数、振
幅およびオフセットの正弦波、方形波／パルスま
たは方形波をダウンロードします。
Arb̲D1̲Custom̲Waveform：最高10個までのシ
ーケンス（1シーケンス当たり50セグメント）から成る
ユーザ定義のカスタム波形をダウンロードします。

テスト
車輪センサ入力のうちの3つは3つの車輪入力にルー
ティングされ、一定の振幅と周波数に保たれます。
これは、一定の速度であることを表します（例えば、
1kHzで1Vpp）。4番目の車輪センサ入力は、上り傾
斜と下り傾斜の両方の掃引波形に関して適用されま
す。図1を参照してください。このテストでは、車
輪間のある一定の周波数差または与えられた車輪の
ある一定の周波数変動において、正しい絶縁ソレノ
イドまたは除去ソレノイドが作動していることが確
認されます。

クロストーク
本システムがVRSの入力車輪信号を正しく解釈でき
るかどうか評価する場合には、ABS/TCモジュール
のクロストークの処理をテストすることが重要とな
ります。チャネル間のクロストークによって誤った
解釈が為されると、システムが誤った反応を示す可
能性があります。
テスト
一方のチャネルを高電圧ACに設定し、もう一方の
チャネルを低レベルAC値（100mV未満）かDCのいず
れかに設定します。高入力電圧チャネルに起因する
クロストークが存在する場合には、低レベル・チャネ
ル自体の電圧レベルでは実際には必ずしも動作が発
生するとは限らないにも関わらず、低レベル・チャ
ネルが応答します。シリアル・リンクによって回転
速度状態が要求されますが、低レベル・チャネルで
回転速度の変化があってはいけません。
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車輪回転速度のしきい値

短絡／開放センサ

図2は、ECMに装備されているVRSの受信機の応答
を図示したものです。この期待される動作を検証す
るためには、複数の周波数でテストを行って、車輪
の回転速度のしきい値を特性評価する必要があります。

自動車の場合、ECMがVRSセンサの短絡や開放をモ
ニタします。VRSセンサには、強磁性のディスクと
センシング・コイルが組み込まれています。このセ
ンサは、回路全体においては、AC電圧源と直列に
接続された1.5kΩの抵抗として働く場合もあります。
ECMはこのセンサを経由して電流を流すため、ノイ
ズ除去用のシャーシに関しては浮かせて接続する必
要があります。したがって、システムの保全性を維
持するためには、センサの短絡／開放をモニタする
ことが必要不可欠となります。例えば、塩分の堆積
によって漏れ電流が生じ、センサからシャーシ・グ
ランドに電流が流れ出た場合には、センサに欠陥が
生じている可能性があります。このため、ノイズ除
去機能が低下し、ECMが誤ったイベント決定を行う
恐れがあります。同様に、センサが開放されている
場合には、電流が流れないだけでなく、誤ったイベ
ント決定が再度行われることになります。
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図2： VRS入力に対するABS/TC ECMの応答

テスト

このテストを行うためには、さまざまな離散入力電
圧値や周波数値を適用できなければなりません。こ
のテストには、18Hz、400Hz、1800Hzの入力周波
数を含めた方が好ましいと思われます（各周波数の
しきい値の直前直後の電圧レベル）。

自動車の場合、ECMが短絡や開放をモニタします。
製造テストにおいては、VRSの開放、短絡またはシャー
シ短絡は、継電器誘導型障害によって検出されます。
継電器誘導型障害は、ECMにシリアル・リンクを経
由して応答信号を発生させることによって、または
ECMのディスプレイ上の故障ランプの点灯によって
確かめられます。
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クロストーク・テストを実行する場合は、E6173A
任意波形発生器は最大32Vppまでの電圧レベルを生
成します。また、必要なテスト電圧レベルを生成す
るためには、セットアップ変圧器が必要となります。
オプションのE6171B測定制御モジュール（MCM）に
はオンボード変圧器が搭載されているので、160Vpp
の電圧レベルの生成が可能です。

本テスト・プラットフォームは、このアプリケーショ
ン用の数種類の負荷カードを搭載するように構成で
き ま す 。 特 に 、 E6175A 8チ ャ ネ ル 負 荷 カ ー ド 、
E6176A 16チャネル負荷カード、およびE6177A 24チ
ャネル負荷カードを選択するのが最適です。VRSの
テストを行う場合には、数アンペアより大きな電流
レベルは不要なので、通常は、ブリッジ負荷機能を
備えたE6177A 24チャネル負荷カードを搭載します。
ECMとのシリアル通信は、本プラットフォームがサ
ポートする一般的なインタフェース（ISO-9141、
J1850、J1939）のうちのいずれかを経由して行うこ
とができます。

テスト

車輪回転速度のしきい値をテストする場合には、生
成された波形の追加信号処理は不要です。これは、高
周波テストの場合には、試験信号の電圧が2〜3ボルト
しかないためです。いずれのテストにおいても、本シ
ステムは、ECMからの応答検証に関するISO-9141、
J1850、CAN/J1939などの一般的なシリアル通信をサ
ポートします。

テスト・エグゼクティブ・ソフトウェアは、広範囲
にわたる信号／負荷ルーティング・アーキテクチャ
をサポートします。TestExec SLのスイッチ・パス・
エディタは、読み取りやすいパス記述を提供します。
さらに、さまざまなセクションでリレー・アクショ
ンが繰り返されているテスト・プランに関しては、リ
レー状態のトラッキングによってリレーの現状が認
識されるため、冗長なコマンドが簡素化されます。
このため、テスト時間が短縮されます。
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テスト

ソレノイド・ドライバ
ABSイベントの発生中に車輪が滑らないように制御
するために、ソレノイド・ドライバを制御してブレー
キング圧力が調整されます（図3を参照）。ABS/TCの
応答能力は、最終的には、ECMのソレノイド駆動弁
の制御能力にかかっています。重要な測定の代表的
なものとしては、飽和電圧とフライバック電圧、ド
ライバの漏れ電流、ECMマイクロコントローラの
ADコンバータの確度などがあります。

図4からも分かるように、飽和電圧は、ソレノイ
ド・ドライバの電源投入直後に、ソレノイドの出力
（図3のノードA）
において測定されます。この電圧は、
DMMまたはディジタイザ（ADC）を使って簡単に測
定できます。さらに、それに続くECMによるシリア
ル・リンクを経由した応答信号の発信によって、
ECMが測定した電圧を確認することも可能です。
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ノードA

本プラットフォームは、ディジタル・マルチメータま
たはディジタイザを備えています。さらに、
E6175A 8チャネル負荷カード、E6176A 16チャネル
負荷カード、およびE6178B 8チャネル30A負荷カード
は、最大500Vまでの過渡電圧に対応する一方で、出
力リレーを保護することも可能です。本プラットフ
ォームがサポートする一般的なシリアル通信として
は、ISO-9141、J1850、J1939があります。
飽和電圧などの複数の測定に関しては、次のような
TestExec SLソフトウェアのアクションを用いること
によって、実行が非常に容易になります。

図3： 代表的な下部ソレノイド・ドライバ

フライバック

電圧

VClamp + VGS
VBATT
VSAT

ADC̲Config̲1̲Chan：その後のチャネル1の解析
に用いる波形を捕捉するように、E1563AまたはHP
E1564Aディジタイザを設定します。
ADC̲Analyze̲Wave：E1563AまたはE1564Aディ
ジタイザを使って波形を測定し、その波形のVmin
値、Vmax値、高パルス幅値、低パルス幅値および
周期値を解析します。エッジ後の「オフセット」
パラメータのサンプリング・カウントのVmaxおよ
びVminを測定します。
ADC̲Min̲Max̲：トリガ・ポイントからの「スタ
ート」および「ストップ」パラメータ時間によっ
て定義されるウィンドウ内に、E1563Aまたは
E1564AディジタイザからのVminまたはVmax DC電
圧値を返します。

時間

フライバック電圧
図4： 非稼働ソレノイドの電圧特性

飽和電圧
飽和電圧（図4を参照）は、ソレノイド・ドライバの
電子回路の健全性を特性評価する場合に重要です。
代表的な飽和電圧値の範囲は0.5〜1Vです。

ソレノイドがオフにされた場合には、ソレノイドの
誘導特性によってかなりの電圧がフライバックされ
ます（図4を参照）。クランプされないままにしてお
いた場合には、フライバック電圧は200〜300Vの高
さにまで達する可能性があるため、制限を加えてソ
レノイド・ドライバを保護する必要があります。代
表的なクランプ電圧の範囲は40〜60Vです。
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テスト
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フライバック電圧をテストするための分かりやすい
方法としては、電源と抵抗を使用する静的測定（図5
を参照）と、ソレノイドに負荷を与えることによる
動的測定の2つの方法があります。たいていの場合
は、動的テスト方法がより信頼性が高いと考えられ
ます。
静的測定に関しては、100V以内の電源と10kΩ以内
の抵抗を使用することも可能です。ソレノイド・ド
ライバの保護用クランプ回路が正しく機能している
ことを確かめるために、電圧が加えられ、出力
（Vout）が測定されます（図5を参照）
。

フライバック電圧の静的テストを行う場合には、本
プラットフォームのE6171B測定制御モジュール
（MCM）をプログラムして、1mAの電流源制限値を
持つ100Vのコンプライアンス電圧を加えるように設
定することができます。そうすると、DMMによっ
て出力が測定され、40〜60Vの範囲のクランプ・レ
ベルの検証が行われます。
これらのアクションに関しては、TestExec SLソフト
ウェアは以下をサポートします。
ForceVMeasI：電圧源として用いられたMCMが、
今度はDMMを使って電流の流れを測定します。

さらに、以下のパラメータによって、テストが定義
され、テスト結果が特性評価されます。

Vsrc

Vapply：供給DC電圧

10kΩ

Iexpect：期待電流（mA）
Vout
ドライバの
FET

ECMのマイクロ
コントローラへ

図5： フライバック電圧の静的測定

動的テストに関しては、A/Dコンバータ
（ADC）を使っ
て、ECMマイクロコントローラが使用する信号を処
理することも可能です。動的テストの利点は、飽和
電圧やフライバック電圧のような単一のテストにお
いて、ソレノイド・ドライバの動作特性を複数捕捉
できるということにあります。一般的には、飽和電
圧とフライバック電圧を同時に捕捉することは困難
です。これは、飽和電圧が0.5〜1Vの範囲内である
のに対して、フライバック電圧は数百ボルトにまで
達する可能性があるためです。このように電圧レベ
ルに違いがあることから、適切な分解能でそれらの
電圧値を捕捉することは不可能です。しかし、デュ
アル・スロープ・アッテネータを採用することによっ
て、飽和電圧とフライバック電圧の両方の捕捉が可
能な範囲内に高電圧が減衰されるので、適切な分解
能での捕捉が可能になります。図6は、デュアル・
スロープ・アッテネータによる代表的な電圧特性を
図示したものです。
Vout

-Vth

Vth

出力の減衰量：
比率20:1

Vin

1:1の入出力比

Iactual：DMMよって読み取られた実際の
電流（mA）

フライバック電圧の動的テストを行う場合には、本
プラットフォームをディジタイザ（ADC）を搭載す
るように構成して、テストを簡略化することも可能
です。ソレノイド・ドライバがオン／オフされると、
内蔵のソフトウェア・アクションを使って、その結
果として生じる出力電圧波形が捕捉され、波形デー
タ・タイプ・ファイルに保存されます。MCMのプ
ログラム可能なオンボード・デュアル・スロープ・
アッテネータは、必要に応じて、高入力電圧値をス
ケーリングするように設定することができます。
次に、捕捉された波形から、フライバック電圧や飽
和電圧、ソレノイド・ドライバのオン／オフ時間、
フライバック・パルスの幅などの総合的な情報を抽
出することも可能です。本プラットフォームにディ
ジタイザ（別売）を搭載することによって、このよう
な大規模なデータ・セットの収集もたった1回のス
テップで行うことができます。
この高度なテスト方法に関しては、TestExec SLソフ
トウェアは以下のアクションをサポートします。
ADC̲Transform：E1563AまたはE1564Aディジタ
イザからのデータをMCMのアッテネータの利得や
オフセットに変換します。このアクションでは、デ
ィジタイザの読取り値が、アッテネータによってア
ッテネータの入力の値に変換されます。

テスト・アクションを定義し、テスト結果の特性を
評価するためのパラメータを以下に示します。
trigfirst:1=解析ルーチンの実行前にディジタイザ
からのデータを読み取ります。
atten：アッテネータを構成します。1=MCMアッテ
ネータ用に調整。0=未調整。
store:1=ファイルに書き込む。0=ファイルに書き込
まない。

図6：デュアル・スロープ・アッテネータの入出力電圧特性
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ドライバの漏れ電流に関する情報から、ドライバの
FETの健全性が確かめられます（図3を参照）。

本プラットフォームのMCMには、一定の低電圧を供
給し、その結果として生じる電流を測定するVI機能
が装備されています。この機能を用いることによっ
て、ソレノイド・ドライバの漏れ電流の測定が大幅
に簡略化されます。

テスト
ドライバの漏れ電流を測定するには、負荷を切断し
て、ノードAで「オフ」状態にある間に、ソレノイ
ド・ドライバに流れている電流を測定します（図3を
参照）。
ECMマイクロコントローラ
（µC）
のADC回復確度
µCのADC入力は、ソレノイド・ドライバが動作し
ている場合には「オン」電圧レベルを正確に捕捉し、
ソレノイド・ドライバがオフになっている場合には
休止電圧レベルを正確に捕捉して、ドライバの状態
やソレノイドの負荷を確認する必要があります。結
局は、ABS/TC ECMが正しく動作し、出力ソレノイ
ドの自己診断を実行するためには、µCのADC回復
が正確でなければなりません。例えば、自動車の運
転中には、テスト・パルスが2、3msごとに連続して
生成されます。この場合、ドライバが動作していな
い期間が300µs以下の短い期間にわたって見られま
す（図7を参照）。
フライバック
-50 VOLTS

ソレノイド・
オフ

テスト・
パルス
〜300µs

テスト・
パルス
〜300µs

ソレノイド・
オフ

V batt

0 VOLTS

図7：ABSシステムの保全性を確認するために、診断入
力として定期的に生起されたテスト・パルス

このアクションに関しては、TestExec SLソフトウェ
アは以下をサポートします。
ForceVMeasI：電圧源として用いられたMCMが、
今度はDMMを使って電流の流れを測定します。

µC ADCの回復確度をテストする場合は、MCMをソ
レノイド・ドライバに対するDC電源として使用す
ることができます。シリアル・リンクを経由して応
答信号が発信されたとしても、その結果として生じ
る電圧特性のうちのいくつかの確度がテストされる
場合もあります。一般的には、検証には、数百mV
の「オン」電圧、休止電圧（Vbatt）
、さらにもう1つ
の別の電圧レベルが用いられます。ECMとのシリア
ル通信は、サポートされている一般的なインタフェー
ス（ISO-9141、J1850、J1939）のうちのいずれかでテ
ストすることが可能です。

スマート・ドライバ
今日のABS/TCシステムにはほとんど、ソレノイド
の状態を感知し、その状態からソレノイド負荷にお
ける短絡などが確かめられた場合に自動的にオフに
なるスマート・ドライバが採用されています。
ノード A に流れ込んでいる電流
（アンペア）

過度の漏れ電流が検出された場合には、静電気
（ESD）による損傷があると考えられます。

20

0
-5µs

時間（µs）

図8： 負荷の短絡時にスマート・ドライバが動作して
いる場合のソレノイド電流の特性

テスト

テスト

ソレノイドの負荷を切断し、DC電圧を加えて、ド
ライバをオンにします。ECMのシリアル・リンクを
経由した応答信号の発信によって、µC ADC回復経
路で検出された電圧値を確認します。µCへの入力の
電圧は供給電圧を反映し、回復経路の回路設計を考
慮に入れたものでなければなりません。

スマート・ドライバが短絡の検出に適切に応答してい
ることを確かめるためには、場合によってはアナロ
グ・ディジタル変換が必要となります。次のような2
つの事実を検証する必要があります。
（1）ソレノイド
負荷が短絡している場合に、µCが過電流状態をはっ
きりと示していること、
（2）スマート・ドライバが損傷
を遮断して防ぐことによって正しく反応しているこ
と。これらの事実を検証するためには、ソレノイド
電流の特性のピークや持続時間を認識していなけれ
ばなりません（図8を参照）。最終的には、シリアル・
リンクを経由した応答信号の発信によって、ECMに
過電流状態が知らされたかどうかが分かります。
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TestExec SLを使って、結果から抽出されたソレノイ
ド電流のピークや持続時間などの必要な特性と一緒
にこの波形を保存することも可能です。さらに、ド
ライバが遮断しない場合には、保護用ヒューズを負
荷カードのうちのいくつかに組み込みます。

本プラットフォームに搭載された6178B 8チャネ
ル・ロード・カード（別売）の負荷カード・スイッチ
ング機能は、電流レベルが上昇してもポンプ式モー
タ・ドライバを効率的にテストすることのできる電
流定格を備えています。さらに、ポンプ式モータ・
ドライバが遮断しなかった場合には、30Aのヒュー
ズによって負荷が保護されます。

本プラットフォーム用の負荷カード・スイッチング
機能を用いることによって、ソレノイド負荷全体の
短絡などの継電器誘導型の障害を発生させることも
できます。電流感知用の50mΩセンス・レジスタを
特長とする負荷カードは、短絡しているソレノイド
負荷と直列に接続しなければなりません。そうすれ
ば、ディジタイザまたはディジタル・マルチメータ
（本プラットフォームを使って構成することも可能）
を使って、抵抗全体の電圧降下を測定することがで
きます。その測定結果からは、過電流状態が誘発さ
れた場合にドライバが遮断しているかどうかが分か
ります。
E6178B 8チャネル・ロード・カードは、一般に、大電
流機能に用います。その他の負荷カードには、通常、
長期にわたって大電流が供給された場合にカードを
保護するためのヒューズが装備されています。スマ
ート・ドライバが故障した場合には、このテストで
は大電流が長期間にわたって供給され続ける可能性
があります。
サポートされている一般的なインタフェース
（ISO-9141、
J1850、J1939）のうちのいずれかによるシリアル・リ
ンクを経由した応答信号の発信によって、ECMが過
電流状態に反応したことが確かめられます。

ポンプ式モータ・ドライバ
ABSイベントが発生すると作動液がダンプ・アキュ
ムレータに流れてしまうため、流れた作動液を液圧
応用システムのマスタ・シリンダ／高圧側に戻す必
要があります。ダンプ・サイクルが終了するたびに、
ポンプ式モータを使って、作動液がISO弁の高圧側
に再生利用されます。ポンプ式モータは、有意電流
（200A（20ms以内の場合）の始動サージ電流と10〜
30Aの定常状態電流）を必要とします。

アンチロック・ブレーキ・システム・テスト・
ソリューション
スループット・マルチプライヤ（別売）
TS-5400シリーズIIの電子装置のファンクション・テ
ストは、ピン数の少ないECMをテストする場合によ
く用いられるスループット・マルチプライヤ（別売）
を含めるように構成することも可能です。スループ
ット・マルチプライヤを用いれば、並列構成UUT
（被試験ユニット）のテストも簡単に行えます。並列
構成UUTテストを行うことによって、UUT当たりの
機器設定時間、継電器閉鎖時の連結遅延、さらには
固有のUUT待ち時間による重複時間遅延を短縮でき
ます。TestExec SLソフトウェア・ツールは、このテ
スト方法を総合的にサポートします。
自動車用電子装置の製造環境
TS-5400シリーズIIプラットフォームは、工場の自動
化をサポートします。TS-5400シリーズIIは、より基
本的な自動化体制からPLC（プログラマブル・ロジッ
ク・コントローラ）の使用に至るまで、シリアル通信
を全面的にサポートするだけでなく、ディジタル
I/O機能も備えているので、プラットフォームを既
存の製造環境の一部として統合することができま
す。
総合ソリューション
本アプリケーション・ノートに概説されているよう
に、アンチロック・ブレーキ・システムのECMのテ
スト・ニーズは、以下の機器によって満たすことも
可能です。*
●
●

テスト

●
●

ポンプ式モータ・ドライバのテストは、前述のソレ
ノイド・ドライバのテストに関するアルゴリズムに
非常によく似ています。違いは、大電流を測定でき
る必要があるという点です。

●
●
●

任意波形発生器
ディジタイザ
ディジタル・マルチメータ
シリアル・ポート・アダプタ
電源
測定制御モジュール
選択負荷カード

*注記：これらの機器は一般的なテスト・ソリューションを示
しています。オーダ・ガイドではありません。詳細なプラット
フォームの特性については、Product Noteをご覧ください。
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