最適な電源製品によるデザイン検証の高速化
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はじめに

今日の複雑なシステムを十分に評価す
るためには、様々なテストを短時間で
実行して最高の性能が得られるように
デザインを調整したり、新しいデザイ
ンをさまざまな動作条件や環境条件で
テストしてその限界を調べる必要があ
ります。
そのため、デザイン検証にとって、テ

このようなテストの場合、テスト構
成をすばやく設定／変更できること
が特に重要です。また、時間のかか
る複雑なテストの場合には、テスト
自体の時間が短いことも重要です。
何十分も何時間もテストが終わるの
を待ち続けた経験がある方なら、実
際のテスト時間を短縮することの重
要性を十分に理解していただけると
思います。

テスト用にどのような電源を選択し、
どのように設定して使用するかは、
テスト・スループットに大きく影響
します。最新の電源（システム電源
や電子負荷など）には、テスト・ス
ループットの向上のための機能が搭
載されています。これらの機能と、
電源を最も有効に使用するための方
法やテクニックを知っておくことは、
効率的なテストのために重要です。

デザイン検証エンジニアにとっては、
単位時間あたりのデバイス数よりも、
単位時間あたりのテスト数の方が、
スループットの要素として重要です。
製造テスト・エンジニアにとっては
この逆でしょう。しかし、テスト時
間の短縮は、どちらのエンジニアに
とっても意味があります。違うのは
どちらを重視するかだけです。

このアプリケーション・ノートは、
電源を使って複雑で時間のかかるテ
ストを実行するデザイン検証エンジ
ニアを対象にセットアップ時間とテ
スト時間を短縮するための方法とテ
クニックを紹介しています。これら
の方法は製造テストにも応用できる
ので、製造エンジニアにとっても役
立つはずです。

スト速度はきわめて重要な要素です。
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セットアップ時間の短縮

デザイン検証テストに必要な機器や
その他のコンポーネントのセットア
ップ時間を短縮することは、特定の
時間内に実行できるテストの数を増
やすための最も有効な方法です。こ
れにより、デザイン・パラメータや
動作条件を変更してテストを実行す
るのに必要な時間が短縮されます。
製造テストでも、特にテスト構成が
変化する場合や複雑な場合には、セ
ットアップ時間に注目する必要があ
ります。
セットアップが簡単なワンボックス・
ソリューション

セットアップ時間を短縮するための
最も簡単な方法の1つは、ワンボッ
クス電源を使用することです。ワン
ボックス電源を使えば、テストのた
めの電源サブシステムを構築する時
間を大幅に短縮できます。今日のシ
ステム・パワー電源、AC電源、電子
負荷の多くは、電圧／電流測定、電
圧／電流プログラマ、ステータス・
リードバック、サービス・リクエス
ト割り込みといった機能を、1つのパ
ッケージに組み込んでいます（図1）。
これにより、個々の部品から電源サ
ブシステムを組み立てる必要がなく
なり、時間の短縮だけでなく、柔軟
性と信頼性が高まるという利点があ
ります。

ワンボックス・ソリューションに
は、複雑さと不確かさの低減に役立
つさまざまな特長があります。以下
にその例を挙げます。
●

●

完全に仕様化された性能。GPIB
入力から出力までの機器全体が仕
様化されています。
使いやすさ。フロントパネルによ
る制御や使いやすいグラフィカ
ル・ユーザ・インタフェースによ
り、システム開発の効率が上がり
ます。volt、ampなどのわかりや
すいプログラミング・コマンドを
使用して出力をプログラムできま
す。ステータス・リードバックや
ディスクリート・コンポーネント

電圧
プログラマ

電流
プログラマ

電源

●

電子校正などのシステム機能を使
うことで、開発時間とメンテナン
ス時間をさらに短縮できます。
システムの複雑さが減少。すべて
の機能が1つの筐体に収まってい
るため、たくさんの機器を入手し
てラックに詰め込む手間がかかり
ません。機器間の配線や相互接続
が存在しないため、信頼性が大幅
に高まり、統合が容易になります。

ワンボックス

ワンボックス
電源

被試験デバイス

電流リードバック
負荷
電圧リードバック

被試験デバイス
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図1 ワンボックス電源を使えば、多数の独立したコンポーネントから電源サブシステムを組み立てる手
間がなくなります。
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オシロスコープの代わり

電源の中には、測定機能を内蔵した
ものもあります。このような製品を
使えば、他の機器や配線の必要がな
くなり、テスト・セットアップがさ
らに簡単で高速になります。
ワンボックス・ソリューションを使
えば、さまざまな方法でセットアッ
プ時間を短縮できます。例えば、パ
ルス電流負荷やダイナミック電流負
荷を持つ製品（ディジタル携帯電話
やハード・ディスク・ドライブな
ど）の電源の仕様を十分に記述する
には、ピーク電流とDC平均電流の
両方を評価する必要があります。

電源の過渡特性やノイズの観察とい
った測定には、ディジタイズ機能を
備えた電源／電子負荷をオシロスコ
ープの代わりに使用することができ
ます。オシロスコープを使用すると、
セットアップ時に多くのパラメータ
を指定しなければならないため、時
間がかかることがあります。テスト
をランダムに実行可能なテスト・プ
ログラムの場合、各テスト・セグメ
ントの全セットアップをプログラム
する必要があるため、非常に時間が
かかります。

また、オシロスコープで測定結果を
得るには、大量のデータを収集する
必要があります。電源の各出力間で
オシロスコープを切り替える場合
は、データが得られるまでにさらに
長い時間がかかります。オシロスコ
ープの代わりに電源／電子負荷のデ
ィジタイズ機能を使用すると、シス
テム・スループットが向上します。

このためには、オシロスコープを使
って、モニタする方法もありますが、
さまざまな問題が伴います。例えば、
電圧降下、グランド・ループ、コモ
ン・モード・ノイズ、占有面積、校
正などです。もっと簡単で費用のか
からない方法は、ダイナミック測定
機能を備えた電源を使用することで
す。必要な機能を持つDC電源を使
えば、ユーザ設定のしきい値を超え
たときに、データを収集することが
できます。図2にDC電源による測定
データを示します。

図2 ディジタル携帯電話のパルス電流負荷特性を、測定機能を内蔵したDC電源で測定した結果
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その他の測定機能

内蔵測定機能を使用するもう1つの
例として、10 Aを超えるDUT供給電
流の正確な測定を考えてみましょ
う。これは一般的なDMMのレンジ
を超えています。外部シャント抵抗
とDMMの電圧モードを使ってこの
測定を行うこともできますが、シャ
ント抵抗を内蔵した電源を使えば、
接続するコンポーネントが少なくな
り、配線と制御が容易になるととも
に、誤差や性能が仕様化されていて
いるという利点があります。表1に、
高品質の電源で得られる確度のレベ
ルを示します。
電源を使って大電流を測定すること
の利点は明らかですが、小電流を測
定することの利点は必ずしも明らか
ではありません。高性能のDMMを
使えばpAレベルの電流を測定できま
すが、DUTへの供給電流の測定でこ
れほど低いレベルが必要になること
はまずありません。ほとんどの場合、
最も困難な測定は、バッテリ動作デ
バイス（携帯電話など）がスリープ・
モードにある場合の電流測定で、
0.1 mA前後の電流をある程度の確度
で測定できれば通常は十分です。

出力レベル

代表的な確度

フル

0.1％〜0.5％

フル出力の10％

0.5％〜1％

フル出力の1％

約10％

表1 測定機能を内蔵した代表的な電源の出力電
流レベル毎の電流測定確度

DMMの仕様確度
（0.01％〜0.1％）
には、
測定に影響する他の誤差要因、例え
ば配線などは考慮されていません。
これに対して、表に示す電源の確度
には、あらゆる要因が含まれていま
す。内蔵測定機能には配線などの他
の誤差要因が存在しないからです。
ワンボックス電源による時間短縮と
単純化のもう1つの例として、ター
ンオン位相対AC突入電流の測定が
あります。これはデザインに関する
重要な情報を提供してくれますが、
きわめて難しい測定です。電流のデ
ィジタイズとピーク電流の測定を、
電圧の立上がり位相と同期させる必
要があるからです。

バス・トリガ

出力電圧
40°
の立上がり
位相

突入電流

ピーク電流測定

図3 Agilent 6800シリーズAC電源／アナラ
イザを使った40°のAC突入電流の測定

ディジタイズした
突入電流の
データ・ポイント
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従来のテストでは、プログラマブル
位相機能と出力トリガ・ポートを持
つAC電源、ディジタル・オシロス
コープ、電流プローブを組み合わせ
て使用していました。これに対して、
先進的なAC電源の中には、電圧生
成、電流波形のディジタイズ、ピー
ク電流測定、同期といった機能を備
えたものがあります。これを使えば、
複数の機器を接続して同期する必要
がなくなります（図3）。

危険な条件の効率的な管理

最新の電源には、危険な条件の管理
や通知を容易にする安全機能が備わ
っています。安全機能が内蔵されて
いるため、予想外の危険な条件に容
易に対応することができます。過電
流／過電圧保護機能では、危険な条
件が発生したときに出力をシャット
ダウンして割り込みリクエストを送
信することができます。さらに、最
新機器の多くは外部制御ポートを備
えているため、外部イベントに応答
して緊急システム・シャットダウン
を実現することも容易です。
リモート停止機能を使えば、電源を
シャットダウンすることにより、危
険な動作条件に応答したり、システ
ム・オペレータを危険から守ったり
することができます。リモート禁止
（RI）は電源の入力端子で、ローにな
ると出力がオフになります。通常、
オープン・スイッチをショートする
と、電源出力がオフになります
（図4）
。
ディスクリート・フォールト・イン
ジケータ（DFI）を使えば、ユーザ定
義のフォールト条件を電源が検出し
たときに、オペレータや他のシステ
ム・コンポーネントに通知すること
ができます。

DFI信号は、ほとんどの動作条件の
通知に利用できます。例えば、DUT
に過大な電流が供給されたときに電
源からDFI信号を発生させるには、
DUTの予想最大電流よりもわずかに
大きい値をプログラムし、過電流保
護モードをオンにし、定電流モード
に入ったときにDFI信号を発生させ
るように電源をプログラムします。
DUT電流が電流制限値に達すると
DFI出力がローになり、電源がオフ
になって、オペレータに過電流条件
が通知されます。

＋5 V

マイクロ
プロセッサへ

RI

Com

DFI
マイクロ
プロセッサ
から

Com

図4 リモート禁止（RI）機能とディスクリート・
フォールト・インジケータ（DFI）機能の回路図
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DFI信号とRI信号をデイジー・チェ
イン接続することにより、1つの電
源でフォールトが検出されたとき
に、システム内のすべての電源をオ
フにすることができます。これらの
機能により、デザイン検証テスト中
に生じる異常条件の管理が容易にな
ります。
テスト・セットアップ時間の短縮に
影響するもう1つの要素は、テスト
機器のコマンド言語です。プログラ
ミングや変更が容易なコマンド言語
を採用した機器を使えば、テストの
セットアップを短時間で行うことが
できます。さらに、エンジニアが学
習する言語の数が少ないほど、テス
ト構成をすばやく容易に実行できま
す。すべてのテスト機器で共通のコ
マンド言語を使用できれば、エンジ
ニアがさまざまなコマンド・セット
を覚えるためにマニュアルをひっく
り返す必要がないので、プログラム
とデバッグを短時間で行うことがで
きます。

テスト実行時間の短縮

実際のテスト時間は、デザイン検証
エンジニアにとってはセットアップ
時間ほど重要ではありませんが、特
に長いテストや複雑なテストの場合
は、可能な範囲で短縮する価値はあ
ります。もちろん、製造テスト・エ
ンジニアの場合は、繰返し実行され
るテストを開発するため、テストの
実行時間を短縮することはきわめて
重要です。テスト実行時間の短縮は
テスト・プロセスのあらゆる段階で
可能です。電源サブシステムの制御
コマンドの送信と実行に必要な時
間、電源サブシステムの実際の動作
に必要な時間、テスト動作中の測定
とモニタに必要な時間などが対象と
なります。
コマンドおよび制御時間の短縮

電源がコンピュータからのコマンド
を受信し、解釈／実行する時間を短
縮することは、テスト実行時間の短
縮に効果があります。

リスト・モード

リスト・モードという機能を持つ電
源は、機器セットアップ・ステート
全体を記憶することができます。記
憶したステートはコマンド1つでリ
コールできるので、個々の設定ステ
ップの長い列を送信するための時間
を節約できます。テスト・シーケン
スが長く複雑なほど、リスト・モー
ドで節約できる時間も大きくなりま
す。リスト・モードはまた、さまざ
まな電圧レベルが同時に必要なアプ
リケーションにも有効です。
リストはトリガで制御して実行する
ことも、自動的に実行することもで
きます。リストをメモリに記憶した
後、トリガを使ってその実行を開始
します。引き続きトリガを使ってリ
ストの各ステップを実行すること
も、リストの各ステップに機器が留
まる時間をリスト内に指定しておく
こともできます。リストを不揮発性
メモリに記憶すれば、電源をオフに
しても保存しておくことができ、後
でテストを実行する際にもセットア
ップ時間を短縮できます。
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モジュラ・パワー・システムでは、
リスト・モードを使って各電源モジ
ュールにコマンド・シーケンスをダ
ウンロードすることができます。モ
ジュールはコマンドを解釈し、内部
に記憶して、実行開始の準備が完了
します。コマンド・シーケンスはテ
スト・システムのコンピュータから
トリガ・コマンド1つで起動でき、
テスト中に繰返し起動することもで
きます。シーケンスが開始されると、
コマンド処理ステップのGPIBバス転
送とロードが不要になるので、モジ
ュールは最高速度で動作します。
モジュラ電源ではまた、リスト・モ
ードとバックプレーンからのトリガ
を組み合わせることで、さらに性能
と柔軟性を高めることができます。
さまざまなモジュールを、コマン
ド・リストを使って特定の電圧レベ
ルを出力するようにあらかじめ設定
することができます。トリガ・コマ
ンド1つでプログラミング・シーケ
ンスを起動することにより、モジュ
ール間のバックプレーン・トリガを
使って各モジュールのリスト・モー
ドのセットアップを開始することが
できます。図5aはこのようなセット
アップのダイアグラム、図5bは得ら
れたパワー出力曲線を示します。

GPIB
トリガ

以下により、リストとトリガを使用
して時間が短縮されます。
● コンピュータはリスト・シーケン
スを1回しか送信しません。
● モジュールはコマンドを1回しか
解釈しません。
● モジュールはコンピュータからの
指示がなくてもリストの各ステッ
プを自動的に実行できます。

バックプレーンTTLトリガ
出力

入力

入力

0 ms

50 ms

モジュラ電源
メインフレーム
スロット0

スロット1

スロット2

＋ −

＋ −

＋ −

GPIBインタフェースの効率的な使用

テスト・システムのコンピュータか
ら電源サブシステムにコマンドを伝
送する時間を短縮するもう1つの方
法は、1つのマルチ出力電源の代わ
りに複数の単出力電源を使用する方
法です。これにより、GPIBから複数
の電源を同時に操作でき、マルチ出
力電源でコマンドをシーケンシャル
処理することによる遅延を避けるこ
とができます。

＋15 V

DUT

−15 V

＋

−
5V

a

コンピュータ・
トリガ
15 V

＊
スロット0

OV

スロット・
トリガ出力
バックプレーン・
トリガ スロット1

＊
OV

−15 V
5V

スロット2

図5 バックプレーン・トリガとリスト・モード
を組み合わせることにより、さまざまなタイミ
ングで出力を生成できます。（a）3モジュール
のセットアップで、スロット0と1が同時にパ
ワーを供給し、スロット2が50 ms後に開始す
る場合。（b）このセットアップから生成される
パワー曲線には、スロット2の遅延出力が示さ
れています。

OV

＊
＊

b
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50 ms
トリガ遅延

＝トリガ応答＜ms

マルチ出力電源の場合、各出力を制
御するコマンドは、出力毎にシーケ
ンシャルに処理されます。これに対
して、複数の電源によるセットアッ
プでは、1つの電源がコマンドを処
理している間に次の電源にコマンド
を送信することができます。
このテクニックが最も有効なのは、
電源に対して問合せを実行する場合
です。マルチ出力の電源の場合、特
定の出力に対して測定コマンドを送
信し、応答を読み取ってから、次の
出力を問い合わせる必要がありま
す。測定はシーケンシャルに実行す
る必要があるため、問合せの完了に
2測定サイクルかかります。
これに対して複数の電源の場合、各
電源に測定開始のコマンドを送信し
た後、応答を読み取ることができま
す。測定が同時に実行されるため、
1測定サイクルで問合せが完了しま
す。個々のセットアップや問合せ動
作の時間短縮はわずかでも、複雑な
繰返しテストの場合、合計の節約時
間はシステム・スループットに大き
な影響を与えます。

利用可能な機能の使用

実行シーケンスの最適化

電源に用意されているコマンドや機
能を賢く利用することも、テスト時
間を短縮するために重要です。「動
作完了」コマンドを使えば、特にテ
ストにかかる時間が大きく変動する
場合に、時間を短縮することができ
ます。従来の方法では、動作完了ま
での最大時間をあらかじめ計算し、
すべてのテスト実行でそれだけの待
ち時間を取っていました。もちろん、
この方法では問題の動作が短時間で
終了すると大きな時間の無駄が生じ
ます。

電源サブシステムの制御プロセスで
時間を短縮する最後の方法は、実行
時間を最小化するように実行シーケ
ンスを並べ替えることです。実行シ
ーケンスの最適化の最初の段階は、
1つのステップが終了したときに、
DUTを次のステップの開始に適した
状態にすることです。例えば、ある
テスト・ステップの開始時にDUTが
オフになっている必要がある場合、
その前のステップはDUTをオフにし
た状態で終わるものにします。DUT
のウォームアップが必要なステップ
はシーケンスの後の方に置き、シス
テム・タイマを使ってDUTが十分長
い時間オンになっていることを確認
します。このテクニックは常に使用
できるわけではありませんが、大幅
な改善につながることもあります。

「動作完了」コマンドを使えば、長
さが変動する動作が終了したときに
テスト制御ソフトウェアに通知され
るので、即座にテストを続行するこ
とができ、動作のたびにワーストケ
ースの時間を無駄に待つ必要がなく
なります。
テスト時間の節約に役立つもう1つ
の機能は、バイナリ転送モードです。
測定波形などの大きなデータ配列を
転送する場合、バイナリ・フォーマ
ットをサポートする機器では、それ
を使ったほうがASCIIフォーマット
よりも高速です。バイナリ転送は伝
送バイト数が少ないので、転送時間
が半分以下になることもあります。
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テスト実行時間を短縮するために実
行シーケンスを最適化するもう1つの
方法は、待ち時間をオーバラップさ
せることです。次のような最適化前
のテスト・シーケンスを考えます。
1. DUTに負荷を印加するか、プロ
グラムされたステートを設定す
る。
2. DUT出力がセトリングするのを
待つ。
3. 測定機器をつなぐためのリレー
を接続する。

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

リレーが閉じるのを待つ。
測定機器を設定する。
設定が終わるのを待つ。
測定を開始する。
測定が終了するのを待つ。
リレーを切り離す。
電源をオフにする。
DUT出力がセトリングするのを
待つ。

これらのステップの多くに、動作の
終了待ちがあります。さらに、ほと
んどのDUTは、パワーが印加された
り、負荷条件が変化した後、安定化
するために時間が必要です。プログ
ラミングと待ち状態を分離すること
で、ある機器をプログラムしている
間に他の機器がステップを完了する
ようにテストを再配置することがで
きます。上記のテスト・シーケンス
は以下のように並べ替えることがで
きます。
1. DUTに負荷を印加する。
2. 測定機器をつなぐためのリレー
を接続する。
3. 測定機器を設定する。
4. リレーが閉じ、測定機器がセト
リングし、DUT出力がセトリン
グするのを待つ。
5. 測定を開始する。
6. 測定が終了するのを待つ。
7. リレーを切り離す。
8. 電源をオフにする。
9. DUT出力がセトリングするのを
待つ。

待ち時間をオーバラップさせること
により、全体の遅延を最小化できま
す。DUTがセトリングするまでの間、
テスト・プログラムはリレーのプロ
グラムと測定機器のセットアップを
行っています。共通タイマまたはグ
ローバル・タイマを使用すると、オ
ーバラップした待ち動作を実現でき
ます。機器またはDUTをセットアッ
プするプログラミング・ルーチン
は、それぞれの動作がどれだけかか
るかをグローバル・タイマに通知し
ます。これにより、どの動作が最も
長い待ち時間を必要とするかがわか
ります。これにより、測定または他
のテストが前のコマンドの終了を待
つ必要がある場合、1つのウエイト
関数を呼び出せば、グローバル・タ
イマが完了するまで待って次に進む
ことができます。
1. DUTに負荷を印加する。
2. 測定機器をつなぐためのリレー
を接続する。
3. 測定機器を設定する。
4. グローバル・タイマを待つ。
5. 測定を開始する。
6. グローバル・タイマを待つ。
7. リレーを切り離す。
8. 電源をオフにする。
9. DUT出力がセトリングするのを
待つ。
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この方法では、テストは機器セット
アップに必要な時間だけ待てばよい
ので、プログラミングも簡単になり
ます。
ワンボックス・ソリューションを使
えば、これらのステップの多くが、
実行シーケンスの最適化なしで簡単
に実現できます。また、デザイン検
証テストの場合、テストの際に節約
できる時間と、最適なシーケンスを
求めるのに必要な時間とをはかりに
かける必要があります。待ち時間が
長いテストや製造テストの場合は、
このテクニックによりスループット
の向上が可能です。
動作時間と出力時間の短縮

多くの電源には、動作に必要な時間
を短縮するための機能があります。
これらの機能には、自動的に働くも
のと、プログラミングや特別なコマ
ンドで有効にするものとがあります。

出力電圧の高速変更

ダウンプログラミングと呼ばれる機
能を持つ電源を使用すると、複数の
電圧レベルの設定が必要な場合に、
テスト時間を大幅に短縮できます。
ダウンプログラミングがない場合、
出力電圧レベルを下げたときに、電
源の出力フィルタのキャパシタ（あ
るいは何らかの負荷キャパシタン
ス）の放電に数秒間から数分間かか
ることがあります。この時間は負荷
が軽いほど長くかかります。
ダウンプログラミングでは、アクテ
ィブ回路を使って、ほとんどの場合、
数ms以内で出力を新しいレベルに下
げます。この回路は、設定した電圧
レベルが現在の出力レベルよりも低
い場合に自動的に働きます。
ダウンプログラミング機能を持つ電
源の場合、実行シーケンスが重要に
なります。レベルを上げるプログラ
ミングはレベルを下げるプログラミ
ングよりも一般的に高速なので、複
数のテストを実行する場合、次のテ
ストが前のテストと同じかそれより
高い電圧レベルで実行されるように
シーケンスを決めるようにします。

テスト時間を短縮するもう1つのテ
クニックは、出力オン／オフ・コマ
ンドを使う代わりに、電圧の上げ下
げをプログラムすることです。出力
オフ・コマンドよりも出力電圧を0 V
に設定する方が高速であり、その後
必要な電圧レベルに戻す場合も出力
オン・コマンドよりも短時間で実行
できます。
電圧を上げるようにプログラムする
場合、ユーザ定義の電流制限値以下
で動作させることにより、テスト実
行中の出力を定電圧（CV）モードに
維持することが重要です。電流が制
限値に達した場合、出力は定電流
（CC）モードに移ります。この場合、
出力電圧の上昇が低速になり、目的
の電圧に達するまでに時間がかかる
ので、テスト全体の時間が長くなり
ます。出力電圧を小さい値から大き
い値に変化させる場合は、電流制限
値（CC設定とも呼ばれる）を十分大き
く設定して、DUT、電源内部の出力
キャパシタ、外部のキャパシタへの
充電電流を供給する必要があります。

負荷の高速変更

現実の負荷条件をシミュレートする
には、電子負荷のスルーレートを制
御する必要があります。例えば、ス
ルーレートを制御して突入電流をシ
ミュレートしたり、スルーレートを
小さくして電源を安定させ、リンギ
ングを減らしたりする場合がありま
す。過渡応答テストで異なるスルー
レートを使うことにより、不安定化
の原因となる負荷レートを突き止め
ることもできます。プログラム可能
なスルーレートを持つ電子負荷は、
このような用途に使用します。ただ
し、スルーレートを小さくするとス
ループットが低下するため、必要な
場合に限って使用してください。
電子負荷のスルーレートを立上が
り／立下がり遷移と独立に制御でき
れば、特定のテストに必要な遷移だ
けを低速化し、他の遷移を最大速度
のままにしておくことができます。
定電流、定電圧、定抵抗の各モード
で独立にスルーレートを制御できれ
ば、さらに柔軟性が高まります。
高速応答によるシャットダウンの防止

高速応答の電源をリモート電圧セン
シングと組み合わせることにより、
スループットが大幅に向上するテス
トもあります。特に、送信時のバー
スト電流ドレイン特性を示す携帯無
線通信機器のテストに有効です。こ
れらのデバイスをテストする場合、
パルス電流ドレインとテスト・フィ
クスチャへの配線インピーダンスに
より、DUTでのDC電圧を安定に保
つことが困難になります。大きな過
渡電圧降下によりDUTの低電圧シャ
ットダウン回路が頻繁に動作して、
テストが中断され、スループットが
低下してしまいます。

10

高速応答DC電源
チャネル2：200 mV/div

一般的な電源の過渡電圧応答仕様
は、このようなアプリケーションに
適した性能を保証するには不十分で
す。仕様に記載されているのは、ロ
ーカル電圧測定モードで動作してい
る電源出力端子における性能だから
です。リモート電圧センスシング・
モードで動作させる際に電源が補正
しようとする配線の電圧降下につい
ては考慮されていません。また、ほ
とんどの電源の速度は、DUTの過渡
バースト電流の高速な立上がり／立
下がり時間に比べて遅くなります。
このため、電源がリモート電圧セン
スシング・モードで動作している場
合でも、DUTにおける実際の過渡電
圧降下が大きくなることがあります。

標準的なDC電源

チャネル1：500 mA/div

−680.00 µs

120.00 µs
時間

図6 標準的なDC電源と高速応答DC電源の過渡電圧降下の違い

＋
応答が十分に高速な電源を使えば、
過渡電圧降下を1桁程度少なくする
ことができます。標準的なDC電源
と高速応答DC電源の過渡電圧降下
の違いを、図6に示します。

1.12000 ms

＋

電子負荷

−

バッテリ

電源

−

図7 電子負荷をスイッチとして使用したパルス充電のセットアップ

バッテリの高速充電

テストの過程でバッテリを充電する
必要がある場合、定電流の代わりに
パルス充電を使用することにより、
大幅に時間を節約できます。電源を
定電流モードで使用すれば、バッテ
リを簡単に充電でき、100％の充電
レベルを達成できます。ただし、こ
の方法は低速で、14〜16時間程度か
かることがあります。これは、充電
電流がバッテリのAh定格に比べて非
常に小さいからです。
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パルス充電は過渡モードとも呼ばれ、
充電時間を短縮しながら、90％以上
の容量までバッテリを充電できます。
この方法のセットアップを 図7 に示
します。電子負荷がスイッチとして
働き、電流パルスを供給します。

DC-DCコンバータ

−

測定時間とモニタ時間の短縮

＋ 負荷1
−

＋
−

＋ 負荷2
−

＋
−

＋ 負荷3
−

＋
−

＋ 負荷4
−

MUX

＋
−
＋
−
＋
−
＋
−
＋
−

a

＋
−

＋ DMM
−

DC-DCコンバータ

＋
−

＋S
＋
負荷1
−
−S

＋
−

＋S
＋
負荷2
−
−S

＋
−

＋S
＋
負荷3
−
−S

＋
−

＋S
＋
負荷4
−
−S

DC電源

＋S
＋
−
−S

＋
−

DC入力

代表的な例として、4出力のDC-DC
コンバータのテストがあります。こ
のデバイスを完全にテストするに
は、コンバータの入力電圧と4つの
出力電圧のそれぞれを測定する必要
があります。1台のDMMを使って電
圧を測定する場合、図8aに示すよう
に、マルチプレクサを使ってシーケ
ンシャルに測定を実行する必要があ
ります。この方法は、セットアップ
にも実行にも時間がかかります。測
定のたびにマルチプレクサのスイッ
チが移動してセトリングするのをテ
ストプログラムが待つ必要があるか
らです。各出力に対するDMMの測
定時間はマルチプレクサの動作時間
よりもさらに長いため、全体の測定
時間はさらに延びます。

＋
−

DC出力

実行時のスループットを改善するも
う1つの方法は、DUTおよび電源の
測定とモニタにかかる時間を短縮す
ることです。多くの電源や電子負荷
に内蔵されている測定機能を使え
ば、自動テストの時間を短縮し、複
雑さを減らすことができます。内蔵
測定機能では、電源の出力電圧／電
流、負荷の入力電圧／電流を測定で
きます。

DC入力

＋

DC出力

DC電源

b

図8 4出力のDC-DCコンバータのテスト：（a）1台のDMMを使用する場合、マルチプレクサを使っ
た複雑な方法が必要で、測定時間は長くなります。（b）内蔵測定機能を持つDC電源と電子負荷を使
えば、DMMとマルチプレクサが不要になり、テスト時間を大幅に短縮できます。

図8bのように、コンバータのテスト

に必要なDC電源と負荷を使用して、
すべての測定を並列に実行できま
す。この構成では、リモート・セン
シングを使って、負荷やDC電源に
おいてでなくDUTにおけるレギュレ
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ーションと測定を実現しています。
この方法は電流測定が必要な場合に
も使用でき、電流シャント抵抗が不
要になります。

電流
Tp＝3.75 ms
0.55 A

この内蔵測定システムを使えば、マ
ルチプレクサ、電圧計、それらに関
連する配線、電流シャント抵抗など
が不要になるか、大幅に少なくて済
みます。これらのハードウェアが不
要になることにより、次のような理
由で実行時間とセットアップ時間が
短縮されます。
● マルチプレクサに関連するプログ
ラムの部分が不要になります。
● マルチプレクサを制御するための
GPIBバス・トランザクションが
なくなります。
● マルチプレクサがコマンドをデコ
ードする時間が不要になります。
● マルチプレクサのスイッチが新し
い設定にセトリングする時間が不
要になります。
電圧と電流の両方を測定するテスト
の場合、複数のA/Dコンバータを内
蔵した電源を使用すると、これらの
測定を同時に実行できます。この機
能で時間を節約するには、正しいコ
マンドを使用することが重要です。
測定コマンドは両方の測定を同時に
開始しますが、すぐに返されるのは
1つのパラメータだけです。もう1つ
のパラメータは、特別なコマンドに
よって読み取る必要があります。こ
のコマンドは測定（A/D変換プロセ
ス）を新たに起動しないため、時間
がかかりません。

Tw＝0.375 ms

0.05 A

測定の積分時間

時間

＝n＊Tp, n＝1, 2, 3, ...

図9 パルス信号の測定の積分時間の設定

測定バッファを使って複数の測定結
果を記録すると、さらに時間を節約
できます。複数の測定結果のサンプ
ルをバッファ内で結合し、配列とし
て1回の動作でテスト・システムのコ
ンピュータに転送することにより、
インタフェースの時間を節約できま
す。測定結果はプログラムで配列か
ら抽出します。
積分時間の制御による速度と確度の
向上

パルス電流ドレインのDC値を測定
する際に積分時間を正確に設定でき
れば、テスト・スループットと確度
を最適化できます。パルス電流ドレ
インの例を 図9 に示します。測定の
積分時間をパルス周期の整数倍に正
確に設定できれば、測定確度の大部
分はテスト機器のDC確度によって
決まります。ただし、パルス周期と
積分時間との間にわずかでも違いが
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あれば、大きな誤差が生じます。パ
ルスの一部が測定されなかったり、
別のパルスの一部が積分に含まれた
りするからです。
例として、 図9 の信号に対して10％
長すぎる（3.75 msではなく4.13 ms）
の
積分時間を使った場合、2番目のパ
ルスが捕捉されたときに約45％の誤
差が生じます。積分時間を長くし、
平均するパルスの数を増やせば、誤
差は減少します。積分時間を10倍に
すれば誤差は10分の1になります。
不一致による誤差を減らすために
は、このように積分時間を長くする
必要があります。すなわち、確度を
改善するためにテスト・システムの
スループットを犠牲にすることにな
ります。

この測定で、積分時間を非常に正
確に設定できる特殊なテスト機器
を使用すると、確度を犠牲にせず
に積分時間を大幅に短くすること
ができます。
ステータス・モニタ

最新のシステム電源と電子負荷は従
来の機能以上の複雑な機能を持って
いるので、テスト動作中の電源の内
部状態を知り、入力信号やその他の
要因の変化に対応してどのような動
作を行ったかを理解することができ
ます。

例えば、一般的なモニタ作業として、
電源が定電流モード（負荷条件が変
化しても指定された電流レベルを維
持するように電圧を調整するモー
ド）に入ったことをチェックする作
業があります。これは例えば、ロジ
ック・デバイスの故障により、急激
に大きな電流がDUTに流れた場合な
どに生じます。この状況に対して適
切に応答しないと、負荷が損傷した
り、その他の危険な状態が生じる可
能性があります。
この状況をモニタする方法の1つは、
GPIB経由で電源のステータスを連続
的に読み取って、CCビットの変化
をチェックする方法です。しかし、
この方法はコンピュータの時間を無
駄に消費します。より高速な方法は、
CCモードに入ったときにシリア
ル・ポール・レジスタのビットをセ
ットするように電源を設定する方法
です。シリアル・ポールの実行は高
速なGPIB動作なので、プロセスがチ
ェックに費やす時間はずっと短くな
ります。さらに、GPIBサービス・リ
クエスト（SRQ）による割り込みがプ
ログラミング環境でサポートされて
いれば、CCモードに入ったときに
SRQを生成するように電源を設定す
ることにより、ポーリングが不要に
なります。
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ステータス・レジスタの設定は機器
ごとに異なり、強力なモニタ機能と
応答機能を実現するように進化して
きました。多くの電源が内蔵するレ
ジスタでは、動作モードや条件を標
準イベント（正常な動作条件）および
クェスチョナブル・イベントとして
外部からアクセスできます。クェス
チョナブル・イベントには、過電圧、
過電流、過熱の各条件と、レギュレ
ーションなし状態（例えば、定電流
モードでも定電圧モードでもない状
態）への移行などがあります。これ
らの条件はすべてステータス・レジ
スタのビットをセットし、SRQの生
成に使用できます。
測定時間を短縮する最後のテクニッ
クは、テスト用に収集するサンプル
の数をカスタマイズして、テスト要
件を満たす最小限の数を収集するこ
とです。サンプルの数を増やせば確
度とノイズ除去が改善されますが、
測定時間が長くなります。測定のサ
ンプル数を指定できる電源の場合、
アプリケーションに必要な測定性
能に応じて、測定速度を最適化で
きます。

まとめ

基本が重要

最新の電源はスループットを向上さ
せるためのさまざまな特殊な機能を
備えていますが、いくつかの基本性
能の重要性は変りません。例えば、
処理速度は相変わらず重要です。コ
マンドを高速に処理する電源は、低
速の機器よりも高いスループットを
実現できます。
確度の高い電源は、精度と分解能だ
けでなくスループットも向上しま
す。電源が正確でなかったり不安定
だったりすると、電圧を期待値付近
に維持するために、出力レベルを常
にDMMで（プログラム・ループを使
うなどして）検証する必要がありま
す。温度ドリフト、突然の負荷変動、
不十分な分解能などによって、問
題が生じる可能性があります。よ
り正確な電源を使用することによ
り、繰返し検証を行うことによる
時間と手間と費用を削減できます。

最後に、信頼できる機器を使用する
ことは、デザイン検証においても製
造においても、スループットを維持
するための最も重要な要素です。停
止しているテスト・システムのスル
ープットは0だからです。大きなパ
ワーを生成／消費する機器は特に問
題を起こしやすいので、電源の信頼
性は特に重要です。
ワンボックス電源ソリューション
は、信頼性と速度において優れてい
ます。外部のシャント抵抗、マルチ
プレクサ、DMMなどの機器が不要
なので、ディスクリート・コンポー
ネントの数が減り、エラーや不安定
性の原因が少なくなります。リレー
などの可動部品は、最も信頼性を低
下させる要因の1つです。また、単
純なテスト・システムは問題も少な
く、システムが単純なほど問題が発
生したときの原因究明も容易になり
ます。
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今日の電源には、テスト・スループ
ットを向上させるさまざまな機能が
備わっています。デザイン検証プロ
セスにおいては、テストのセットア
ップ時間を短縮する機能が特に重要
です。一定の時間内に実行できるテ
スト回数が増加するからです。内蔵
測定機能と複数のチャネルを持つワ
ンボックス電源を使用するとこれを
実現できます。
テストの実行時間を短縮する機能
は、製造テストでは特に重要です。
一定の時間内にテスト構成を通過す
るデバイスの数が増加するからで
す。このような機能の例として、ダ
ウンプログラミングやリスト・モー
ドがあります。
また、セットアップ時間と実行時
間の短縮は、デザイン検証と製造
のどちらのテスト環境でも意味が
あります。必要な機能を持つ電源
を選択し、有効活用することが、
テスト・スループットの改善のた
めに重要です。

サポート、サービス、およびアシスタンス

アジレント・テクノロジー株式会社

アジレント・テクノロジーが、サービスおよびサポートにおいてお約束できることは明確です。リ
スクを最小限に抑え、さまざまな問題の解決を図りながら、お客様の利益を最大限に高めることに
あります。アジレント・テクノロジーは、お客様が納得できる計測機能の提供、お客様のニーズに
応じたサポート体制の確立に努めています。アジレント・テクノロジーの多種多様なサポート・リ
ソースとサービスを利用すれば、用途に合ったアジレント・テクノロジーの製品を選択し、製品を
十分に活用することができます。アジレント・テクノロジーのすべての測定器およびシステムには、
グローバル保証が付いています。製品の製造終了後、最低5年間はサポートを提供します。アジレ
ント・テクノロジーのサポート政策全体を貫く2つの理念が、「アジレント・テクノロジーのプロミ
ス」と「お客様のアドバンテージ」です。

本社〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1

アジレント・テクノロジーのプロミス
お客様が新たに製品の購入をお考えの時、アジレント・テクノロジーの経験豊富なテスト・エンジ
ニアが現実的な性能や実用的な製品の推奨を含む製品情報をお届けします。お客様がアジレント・
テクノロジーの製品をお使いになる時、アジレント・テクノロジーは製品が約束どおりの性能を発
揮することを保証します。それらは以下のようなことです。
● 機器が正しく動作するか動作確認を行います。
● 機器操作のサポートを行います。
● データシートに載っている基本的な測定に係わるアシストを提供します。
● セルフヘルプ・ツールの提供。
● 世界中のアジレント・テクノロジー・サービス・センタでサービスが受けられるグローバル保証。
お客様のアドバンテージ

計測お客様窓口
受付時間9:00-19:00
(12:00-13:00もお受けしています。土・日・祭日を除く)

FAX 、E-mail 、Web は 24 時 間 受 け 付 け て い ま す 。

TEL ■■ 0120-421-345
(0426-56-7832)
FAX ■■ 0120-421-678
(0426-56-7840)
Email

contact_japan@agilent.com

電子計測ホームページ

www.agilent.co.jp/find/tm
●

記載事項は変更になる場合があります。
ご発注の際はご確認ください。

お客様は、アジレント・テクノロジーが提供する多様な専門的テストおよび測定サービスを利用す
ることができます。こうしたサービスは、お客様それぞれの技術的ニーズおよびビジネス・ニーズ
に応じて購入することが可能です。お客様は、設計、システム統合、プロジェクト管理、その他の
専門的なサービスのほか、校正、追加料金によるアップグレード、保証期間終了後の修理、オンサ
イトの教育およびトレーニングなどのサービスを購入することにより、問題を効率良く解決して、
市場のきびしい競争に勝ち抜くことができます。世界各地の経験豊富なアジレント・テクノロジー
のエンジニアが、お客様の生産性の向上、設備投資の回収率の最大化、製品の測定確度の維持をお
手伝いします。
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電子計測UPDATE
www.agilent.com/find/emailupdates-Japan
Agilentからの最新情報を記載した電子メールを無料でお送りします。

Agilent電子計測ソフトウェアおよびコネクティビティ
Agilentの電子計測ソフトウェアおよびコネクティビティ製品、ソリューション、デベロッ
パ・ネットワークは、PC標準に基づくツールによって測定器とコンピュータとの接続時間を
短縮し、本来の仕事に集中することを可能にします。詳細については
www.agilent.co.jp/find/jpconnectivityを参照してください。
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