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はじめに
多くの製品や回路は、動作モードが異
なると､消費電流も変化します。電源も、
バッテリやDC電源、その他のDC電源
など多くの電源が使用されています。
例えばディジタル・カメラでは、電源
オン、写真撮影、再生表示などの動作
モードに応じてバッテリの消費電流が
変化します。また通常の使用でも、カ
メラのユーザはさまざまなシーケンス
で、これらの動作モードにアクセスし
ます。その結果、多数の電流波形がつ
なぎ合わされ、特有の電流プロファイ
ルが形成されます。この電流プロファ
イルによるバッテリへの影響をバッテ
リ・メーカやカメラ・メーカの双方が
調査して初めてバッテリのデザインが
十分に適切であると評価されます。電
流プロファイルは多種多様なので、波
形を捕捉した後で再現したり、電流プ
ロファイルをランダムに作成できれば
評価を容易に行えます。
本書では、電流波形と電流プロファイ
ルの捕捉、保存、再現方法を説明しま
す。捕捉は、電流プローブとオシロス
コープ、またはダイナミック測定機能
付きDC電源で行います。再現は、捕捉
した波形をファンクション／任意波形
発生器にダウンロードして、電子負荷
をドライブすることで行えます。これ
らの方法によりテストのセットアップ

およびテスト時間が短縮され、電源の
デザイン、選択、使用も適切なものに
なります。この結果、デザイン・コス
ト全体が削減されます。本書ではディ
ジタル・カメラを例に挙げましたが、
この手法は携帯電話、ラップトップPC、
PDAなどの製品のデザイン、特にパワ
ー・マネジメントが採用されている製
品に応用できます。

波形の捕捉：
電流プローブとオシロスコープ

一般的な手順

波形の捕捉：
ダイナミック測定機能付きDC電源

本書では、電流波形の捕捉に関しては
2つの方法を、再現に関しては1つの方
法を紹介しています。詳しくは、後の
「詳細手順」をご覧ください。

波形捕捉の第1の方法では、電流プロー
ブとオシロスコープを使用します。2ペ
ージの図1aに示されるようにプローブ
で電流を拾い、オシロスコープで波形
を捕捉、表示、保存し、最終的にPCへ
アップロードします。

波形捕捉の第2の方法では、ダイナミッ
ク電流測定機能付き電源を使用します。
この電源には電流（または電圧）波形を
捕捉するディジタイザが内蔵されてい
ます。通常、これらの電源では電源自
身の出力電流が測定可能です。したが
って、回路内でこれらの電源が電力源
として機能している場合は、捕捉に関
しては他の接続を考慮する必要はあり
ません。しかしこの例では、バッテリ
などの異なる電源が回路に電力を供給
しているので、ダイナミック測定機能
付きDC電源は測定する電源と直列に接
続して、0Ωのシャント抵抗のような役
割を担わせ、バッテリからの電流を測
定します（この測定構成の詳細について

は、アプリケーション・ノート1427を
参照してください）。この構成は図1bに
示されています。電源が電流波形をデ
ィジタイズして保存し、最終的にPCに
アップロードします。PC上に表示する
ために、ソフトウェアを利用して波形
データを捕捉し、PCへのアップロード
を行うこともできます。

波形の再現
図2に示すように、電流波形は、波形発
生器を用いて電子負荷をドライブして
再現します。捕捉済みの波形をPCから
波形発生器にダウンロードします。波
形発生器の出力で電子負荷の外部プロ

グラミング入力をドライブして、必要
な波形を電子負荷で再現します。ディ
ジタル・カメラの例では、電子負荷と
波形発生器を使用して、カメラによる
電流をシミュレートします。
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図1a. 電流プローブとオシロスコープを使用した電流波形測定のセットアップ
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図1b. ダイナミック測定機能付きDC電源を使用した電流波形測定のセットアップ
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推奨機器

波形捕捉方法の比較

表1に、電流波形の捕捉、再現に使用す
る推奨機器を示します。

前述のように、波形捕捉には2つの方法
があります。第1の方法は電流プローブ
とオシロスコープの使用する方法、第2
の方法はダイナミック測定機能付きDC
電源を使用する方法です。それぞれの
長所と短所を表2にまとめています。

表2に示すように、各方法には同数の長
所と短所があります。波形を簡単に表
示できる点では、電流プローブとオシ
ロスコープを使用する方法の方が魅力
的です。しかしどちらの方法を選択す
るかは、デザイナの好みや機器の入手
性の問題と言えます。

表1. 推奨機器
測定器の種類

Agilentモデル番号

用途

オシロスコープ＋GPIBインタフェース

54621A＋N2757A

波形捕捉／表示

電流プローブ

1146A

波形捕捉

電源

66321B（または663xx）

波形捕捉

デバイス評価ソフトウェア（オプション）

14565A

波形捕捉／表示、電源データの表示

波形発生器

33220A

波形再現

電子負荷メインフレーム

N3300AまたはN3301A

波形再現

電子負荷モジュール

N3302A〜N3307A

波形再現

注：N3302A〜N3307A電子負荷の外部プログラミング入力の帯域幅は、負荷入力が3V以上の動作でDC〜10kHz、3V未満でDC〜1kHzです。

表2. 波形捕捉方法の比較
評価基準

電流プローブ＋オシロスコープ

ダイナミック測定機能付きDC電源

長所

短所

長所

短所

セットアップのしやすさ

−

複数台の機器

単一機器

−

確度

−

定義されていない、
複数の相加性誤差

定義されている

−

電流レンジ

事実上無制限

−

−

最大電流性能に制限

校正

−

複雑

簡単

−

トリガ・システム

手動で可能

−

−

GPIBが必要

波形捕捉

−

時間の量子化が粗い

1〜4096ポイント、
分解能15.6µs

−

波形表示

オシロスコープで表示可能

−

−

波形表示にソフトウェアが必要*

データ収集（利用可能性）

データはオシロスコープから −
直接利用可能

−

データ収集にソフトウェアが必要*

データ収集（単位）

−

バイナリ・データの
スケーリングが必要

データは直接A単位で
返される

−

波形の検証

複数波形の表示が容易

−

−

複数波形の表示にソフトウェア
が必要*

*14565Aソフトウェア・パッケージによって可能、またはユーザが開発
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次に、電子負荷が必要な電流波形を生
5. 波形発生器のパラメータの調整
成できるように、電流データ配列のA単 （振幅と周波数）
位の各要素をチェックします。次の2つ
振幅： Agilent電子負荷の外部プログラ
の基準で評価します。1）負荷が引き込
ミング入力での0〜＋10Vは、負荷に対
めるのは正の電流のみで、負の値は不
して選択された電流レンジである0〜フ
可、2）選択した負荷レンジの最大電流
ルスケールの入力電流に対応します。
値を超えない。この時点で、最大およ
正しい負荷電流振幅を発生させるには、
び最小電流値を求めるために、データ
ステップ3の最大／最小電流値を用い
をスキャンすることも可能です。これ
て、33220Aの電圧値を計算した後、デ
らの値は、次にデータのノーマライズ
で使用されます。また最大／最小値は、 ータを波形発生器に転送します。例え
ば、電流レンジが0〜60Aの負荷は、
波形発生器の高／低電圧値の計算にも
60Aを引き込むには外部プログラミング
使用されます。これは、負荷が発生す
入力に＋10Vが必要です。18Aの場合に
る高／低電流値に対応します。
は3Vが必要です。もし最大値／最小値
がそれぞれ60A/18Aの場合は、33220A
データのチェックが終われば、波形発
の高／低電圧値はそれぞれ10V/3Vでな
生器のためにノーマライズを行う必要
ければなりません。
があります。推奨される33220A波形発
生器の任意波形モードでは、データ
周波数：オシロスコープで波形を捕捉す
が−1から＋1の間である必要がありま
る際の保存データの持続時間は、オシ
す。そのため、波形を表す電流値は−1
ロスコープ画面全体の時間間隔となり
から＋1の値にノーマライズします。
ます。また電源で捕捉する際の保存デ
ータの持続時間は、サンプリング・レ
4. 波形の波形発生器への転送
ートと捕捉ポイント数で決まります。
データのフォーマットが適切であれば、 正しい負荷電流の持続時間を得るには、
簡単なコマンドで波形発生器に転送す
33220Aの周波数を捕捉データの時間間
ることができます。33220A波形発生器
隔の逆数に設定します。波形発生器で
の場合は、次のコマンドを使用します。 周波数を設定すると、その周波数でデ
ータが無限に繰り返されます。また、
DATA VOLATILE, <value>,
33220Aのバースト・モードを使用して、
<value>,...
指定した周期数を出力することも可能
です。

詳細手順
1. 波形の捕捉
電流捕捉には、基本的な2つの電流波形
パラメータ（波形振幅とタイム・スパ
ン）を理解する必要があります。振幅は
測定プロセスを開始するトリガ・レベ
ルに影響を与え、タイム・スパンは捕
捉データの持続時間に影響します。電
流プローブとオシロスコープを使用す
る場合は、Aなどの単位で電流を表示で
きるように、画面に表示されるデータ
のスケーリングを適切に行う必要があ
ります。ダイナミック測定機能付きDC
電源を使用する場合は、電流はA単位で
捕捉されます。

2. 波形のPCへの転送
簡単なコマンドで、オシロスコープま
たは電源から波形データをPCにアップ
ロードできます。54621Aオシロスコー
プの場合、次のコマンドを使用します。

:WAVEFORM:DATA?
3. 波形再現のためのデータの準備
電源はデータをA単位で返すため、スケ
ーリングは必要ありません。しかしオ
シロスコープでは、スケーリングが必
要なバイナリなどのフォーマットでデ
ータが返される場合があります。
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結果

まとめ

図3は、本書で説明した方法を使用した
ときの実際の結果です。上の波形は、電
流プローブとオシロスコープを使用し
て、写真撮影時のディジタル・カメラ・
バッテリの電流波形を捕捉したもので
す。下の波形は、33220Aファンクショ
ン／任意波形発生器によりN3303A電子
負荷をドライブして再現したバッテリ電
流波形です。明らかに、オリジナルの波
形と再現波形は同じです。33220Aと
N3303Aを使用すれば、ディジタル・カ
メラの消費電流をシミュレート可能であ
ることがわかります。

バッテリなどのDC電源を使用するディ
ジタル・カメラなどのデザインでは、
実際の製品を使用する代わりに電流波
形を再現できる測定器があれば、テス
ト時間とデザイン時間を短縮できます。
ディジタル・カメラのデザイン評価や
バッテリ・メーカを選択する際には、
バッテリからさまざまな電流を引き込
むためにカメラのボタンを何度も押す
作業が必要になります。これは時間の
かかる単調な作業です。波形を電子的
に捕捉して再現できれば、この問題は
解決します。

本書で示したように、電流プローブと
オシロスコープ、またはダイナミック
測定機能付きDC電源を使用して、電流
波形を捕捉することができます。波形
データを波形発生器にダウンロードし、
その出力で電子負荷をドライブすると、
波形を正確に再現できます。これらの
方法によって、波形の捕捉後、実際の
DC電源製品／回路を使用することなく
波形を再現できます。そのため、特に
デザイン・プロセスの初期段階でプロ
トタイプや他の重要なリソースの使用
が制限される場合でも、それらを使わ
なくて済みます。プロセスが自動化さ
れ、テストのセットアップ後に手をか
ける必要がなくなれば、時間を節約で
きます。実際の製品の使用は波形捕捉
に1度だけ必要ですが、捕捉した波形を
後のテストで何度もシミュレートする
ことができます。この方法では、異な
るイベントを個々に捕捉、保存して
様々な順序でつなぎ合わせ、実際の製
品を使うことなく波形プロファイルを
作成できます。
これらの方法により、限られたリソー
スを有効利用でき、単調で時間のかか
る手作業がなくなります。さらに自動
化により確度と再現性が向上します。
この結果、開発期間の短縮が可能にな
ります。

図3. バッテリ電流波形の比較。上の波形はディジタル・カメラの実際の電流、下の波形は波形発生
器と電子負荷で再現した電流波形
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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
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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