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テスト・エンジニアリングの問題
今日の製造テストには、適切なテスト・
カバレージとテスト時間の短縮を実現し
ながら、高品質な製品を生産できるテス
ト・システムが必要です。テスト・シス
テムの開発にあたっては、時間（テスト
の開発と実行、システムの配備）
、コスト
（設備投資およびインテグレーション）、
性能（スループット、確度、柔軟性）の3
つのバランスを、うまく取る必要があり
ます（図1）。今日のカーエレクトロニク
スの製造では、複雑化するテスト要件を
満たし、競争力を保つために、再利用可
能でスケーラブルなテスト・システムが
要求されます。
コスト

時間
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図1：3つの問題のバランス

テスト・システムを構築するには、3つ
の方法があります。1）社内の開発部門が
独自のシステムを開発するか、2）システ
ム全体の開発を外注するか、3）市販され
ているプラットフォームをベースにして
テスト・システムを構築するかです。
Agilent TS-5020は、カーエレクトロニク
スのファンクション・テストに特化し

た、新しいテスト・プラットフォームで
す。ハイエンドのTS-5400シリーズIIに似
た外観で、より低コストの測定システム
の需要に応え、中程度の測定ピン数と低
負荷のスイッチングに対応しています。

Time to Marketを実現しながら、柔軟な性
能を活用して、低コストを実現すること
ができるプラットフォームです。

製造での目標
変化の激しいカーエレクトロニクス業界
で、テスト・カバレージについて妥協せ
ずに、高品質のECM（電子制御モジュー
ル）を高速かつ低コストで製造するのは
難しい問題です。3つのバランス（図1）
をうまくとるには、個々の項目と同時に
それらの相関を調べる必要性がありま
す。製造ラインをスケジュール通りに立
ち上げるには、テストの開発、実行、ラ
インの統合を急ぐ必要があります。同様
に、ECM当たりのテスト・コストを減
らしてスループットを向上させるには、
新たな利便性、セキュリティ、安全性、
車載電子モジュールの導入に対応でき
る、高速テスト・システムが必要です。
3つの項目の間で適切なバランスをとる
のは困難ですが、スケジュールを守るた
めには必要です。納期が最大の要因であ
る場合には、このバランスをとるために
テスト・カバレージの面で妥協すること
もあります。あるいは、柔軟なECMテ
スト機能をモジュール専用のテスト・シ
ステムに変更する判断に迫られことがあ
るかもしれません。これは、長い目で見
れば資産の十分な活用とは言えません。
Agilentの新しいTS-5020では、テスト・シ
ステムの機能のために品質を犠牲にする
必要はありません。TS-5020は迅速な
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主な特長
測定のスイッチング
測定の切り替えには、34980Aが使用さ
れています。34980Aには、16×4×16
（16機器×4バス×16ピン）のマトリック
ス・モジュールが内蔵され、低コストで
ピン・カウントのスイッチングを実現し
ています。34980Aにモジュールを追加
して4×32に構成して、最大112ピンまで
ピン数を増やすことができます。

TS-5020を使用すれば、テスト・システ
ムを迅速に配備でき、製品を早期に市場
に投入できます。TS-5020テスト・シス
テムは、クリティカルな3つの要因を解
決できるように開発され、カーエレクト
ロニクスの製造において柔軟性、高速性、
高品質を実現します。
TS-5020は、汎用のハードウェアとソフ
トウェアを使用しているため、ユーザ独
自のテスト戦略やECMの種類に合わせ
て柔軟に変更できます。また速度と品質
に関しては、テスト・エグゼクティブ・
ソフトウェア（TestExec SL）により、さ
まざまな車載アプリケーションに対応で
きます。テスト・エグゼクティブには、
400種以上のテスト・ルーチンが用意さ
れており、テストの開発が短時間で行え
ます。

測定
低コストを実現するために、測定には、
34980Aは内蔵DMMを使用しています。
このDMMでは、独立にチャネルを測定
でき、6 1/2桁で、DC電圧測定の確度は
0.004％、チャネル・アラームや演算機
能も備えています。
負荷スイッチング
34980Aは8スロットのメインフレームで
あり、20チャネルの「フォームA」スイ
ッチを追加すると負荷のスイッチングが
行え、3 Aの連続電流、5 Aのピーク電流
をサポートしています。

TS-5020は低コストで、エアコン制御、
イモビライザ、EKS（リモート・キーレ
ス・エントリ）などのシンプルなECM
から、エアバッグやABS/TC用のECMま
で、さまざまなアプリケーションに使用
できます。

マス・インターコネクト
スイッチは、Express Connectインタフェ
ース経由で被試験ユニット（UUT）と接
続します。このインターコネクトはイン
タフェース接続アセンブリ（ICA）とイ
ンタフェース・テスト・アダプタ（ITA）
から構成され、各々にコネクタ・ブロッ
クと接続用ピンがあります。ICAはシス
テム・ラックにマウントされ、簡単に外
すことができ、容易に配線できます。
ITAはICAに挿入して固定します。

TS-5020には測定ハードウェア、スイッ
チ、テスト・エグゼクティブ、さまざま
な車載用のライブラリ・ルーチンが付属
しています。さらにラック、オプション
のフィクスチャ、標準ソフトウェア開発
ツールも用意されています。これらのツ
ールにより、個々のコンポーネントから
テスト・システムを構築するよりもテス
ト・システムを迅速に配備できます。

Agilent TS-5020
オートモーティブ・
ファンクション・テスト・システム
TS-5020には34980Aスイッチ／計測ユニ
ットがあり、6.5桁マルチメータを内蔵
しています（図3）。システムのインタフ
ェースには、Express Connectを採用して
います。オプションでさまざまな電源と
GPIB機器を追加でき、測定機能を拡張
できます。

図3：Agilent TS-5020オートモーティブ・
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34980用のモジュール・
オプション
34933Aデュアル／クワッド4×8
リード・マトリックス・モジュール
測定ピン数を増やすことができます。
34938A 20チャネル 5 A フォームA
スイッチ・モジュール
負荷のスイッチングが行える20チャネル
のスイッチで、3 Aの連続電流、5 Aのピ
ーク電流をサポートしています。

53131Aユニバーサル・カウンタ
オプション機器
2チャネルの53131Aは10桁/sの分解能を
持ち、225 MHzの帯域幅、500 psのタイ
34933Aデュアル／クワッド4×8リー
ム・インターバル分解能を備えていま
ド・マトリックス・モジュール
す。オプションの第3チャネルを追加す （34980A用）
れば、3 GHz、5 GHz、12.4 GHzまでの周
波数を測定できます。高速信号処理と自
34938A 20チャネル5 A フォームAスイッ
動 リ ミ ッ ト ・ テ ス ト 機 能 に よ り 、 チ・モジュール（34980A用）
53131Aは周波数、立ち上がり／立ち下
がり時間、位相などの測定を正確に行え
34941Aクワッド1×4 50 Ω 3 GHz RFマル
ます。
チプレクサ・モジュール（34980A用）

3494xAクワッド 1×4 RF
マルチプレクサ・モジュール
テスト信号を双方向に切り替えられるRF
マルチプレクサです。3 GHz 50Ω入力と
1.5 GHz 75 Ω入力のモデルがあります。

66xxA DC電源
200 W、リニア・レギュレーションのDC
電源で、GPIBによるプログラミングが
可能です。高速アップ／ダウン・プログ
ラミングにより、電圧を高速に変更でき、
製造のスループットを最大にできます。

34945A RFスイッチ／
アッテネータ・ドライバ・モジュール
外部のスイッチ、アッテネータを制御す
るスイッチ／アッテネータ・ドライバ。
一般的なマイクロ波スイッチやアッテネ
ータを制御できます。

N67xxA小型モジュラ電源システム
メインフレームの高さが1Uの小型モジ
ュラ電源システムで、モジュールを4台
まで収容することができ、最大300 Wの
パワーを供給できます。また高速コマン
ド処理は、製造テスト環境に最適です。

その他の測定器オプション

システム構成

33220Aファンクション・
ジェネレータ／任意波形発生器
33220Aは、ダイレクト・シンセシス技
術により安定した歪みの少ない信号を出
力でき、正確な測定が行えます。出力波
形としては、11種類の標準波形と、パル
スおよび任意波形を作成できます。任意
波形では、14ビット、50 Mサンプル/s、
64 Kポイントのカスタム波形を作成で
き、PWMと可変エッジ・パルス機能に
より、車載テストに適したパルス波形を
柔軟に作成できます。

TS-5020の主要コンポーネント

34942Aクワッド1×4 75 Ω 1.5 GHz RFマ
ルチプレクサ・モジュール（34980A用）
34945A RFスイッチ／アッテネータ・ド
ライバ・モジュール（34980A用）
66xxA 200WDCシステム電源
N67xxA小型モジュラ電源システム
（50 W〜300 W）
33220Aファンクション・ジェネレー
タ／任意波形発生器
53131Aユニバーサル・カウンタ

34980Aマルチファンクション・スイッ
チ／計測モジュール、DMM内蔵
34933A デュアル／クワッド4×8リー
ド・マトリックス・モジュール、
34980A用
E2235A産業用PC
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ブロック図とハードウェアの概要
TS-5020では、Windows XP Proベースの
コントローラを使用して、34980Aマル
チファンクション・スイッチ／計測メイ
ンフレーム（スイッチ、D/Aコンバータ、
負荷モジュールなどのプラグイン・モジ
ュールで構成）を制御します。
コントローラでは、Agilent TestExec SL
が動作し、何百種類もの車載エレクトロ
ニクス用ライブラリ・ルーチンを使用で
きます。

図4：システム・ブロック図
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車載ユニットのファンクション・
テストのユニークな特性
一般的なテスト・システムの機能は、車
載ECMのテストには向いていないことが
あります。TS-5020はエアコン制御から
ABS、エアバッグ制御まで、さまざまな
ECMに対応できます。表1は、いくつか
のECMのテスト要件と、それに対応する
TS-5020が提供するソリューションを示
したものです。

テスト要件
今日の自動車の電子制御機能は、大きく
進歩しています。これらをテストするに
は、高速スイッチング、柔軟性の高い信
号生成、シリアル通信などの幅広い機能
が必要になります。TS-5020はこれらの
問題を解決できるようにデザインされ、
テスト・コストを削減しながら、高スル
ープットの量産を実現します。下の表の
要約のように、TS-5020はクリティカル
なテスト要件のそれぞれに対して多彩な
ソリューションを提供します。

テスト手法

シリアル・
インタフェース

さまざまなモジュールを1つのシステム
でテストできれば、開発効率も向上しま
す。さらに各モジュールの測定を加速す
るテスト手法を追加できれば、テスト・
コストの削減にもなります。
TS-5020はテスト・プロセスの柔軟性と
速度を向上させる、2つの手法を提供し
ています。その1つが、UUT支援テスト
です。もう1つは、複数の同じECMのテ
ストをバッチ化するスループット・マル
チプライヤです。

UUT支援テスト
右上の図5に示すように、ほとんどの
ECMにはシリアル・インタフェースが
含まれています。通信プロトコルはメー
カによって異なりますが、ほとんどが
OBD2規格に準拠しています。ISO-9141、
J1939/CAN、J1850などはそのバリエー
ションです。シリアル・リンクは自動車
自体の中でも使われ、モジュールのテス
トにも役立ちます。

表1： 車載ECMのテストに対するTS-5020のソリューション
ECMのテスト要件

Agilent TS-5020によるソリューション

複数の信号や負荷を
ルーティングする
高速スイッチング

●

実環境波形／
信号の発生

●

高電流／高電圧応答の
処理

●

シリアル通信

●

使いやすいプログラム可能なスイッチ・パス・エディタ
最大112ピンまで対応するスケーラブルなスイッチ・システム
● 最大5 Aまでの負荷スイッチングをサポート
● 最大80チャネルまでの負荷
● 42 V対応のソリューション
●

さまざまな磁気抵抗／ホール効果センサのシミュレーション

フライバック電圧／電流の処理
最大電圧150 V、最大電流5 A
● 周期、周波数、タイミング、持続時間の測定機能
●

ISO-9141機能
J1850機能
● J1939/CAN機能、Fault-Tolerant CAN、シングル・ワイヤCAN
●
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パワー
ヘッドランプ用
離散入力

アナログ・
センサ

マイクロ
コントローラ

スイッチ・
ドライバ
ディスプレイ・
ライト
他の出力

図5：ECMのシリアル・インタフェースの例

ECMはプログラマブル・デバイスとし
て、操作コードやテスト・コードがロー
ドされます。操作コードはテスト中に
ROM上に置かれるか、出荷の際にダウ
ンロードされます。テスト・コードは
ROM上に置くか、シリアル・リンク経
由でモジュールにダウンロードします。
テスト・コードをテスト・プログラムの
一部として使うことで、TS-5020はECM
が応答する一連の条件を設定します。こ
のテスト手法はUUT支援テストと呼ばれ
ます。

3つのモード
TS-5020は、UUT支援テストのために3種
類のモードを用意しています。どのモー
ドが適切かは、テスト信号と応答によっ
て異なります。
●

●

●

シリアル・リンクの評価： このモード
は、単にシリアル・リンクとマイク
ロコントローラを評価します。シリ
アル・リンク経由でマイクロコント
ローラに送られたコマンドは、テス
ト・システムに返す応答を指示しま
す。テスト・システムは応答を検証
したり、フルCRCメモリ・チェック
を行うこともできます。遅延、立ち
上がり／立ち下がり時間、入力イン
ピーダンスなどのパラメトリック・
テストも行えます。

スループット・マルチプライヤ
スループット・マルチプライヤ（マルチ
アップUUTテスト）は、製造環境でのス
ループットを向上させる方法の1つです。
複数のUUTテストは、ロード／アンロー
ド、測定器の設定、負荷ルーティングな
どの共通した作業と統合できるだけでな
く、UUTやテスト・システムの遅延を考
慮して効率を向上することができます
（図6、図7）。

テスト・コスト全体を削減
テスト・コストは、ECMの製造コスト
全体の中の1つの要素に過ぎません。し
かし、テスト・エンジニアリングにより
実現されるのは、テスト時間、設備コス
ト、フロア・スペースの削減による、目
に見えるコスト削減です。TS-5020はイ
ンテグレーション・コスト、フロア・ス
ペース、テスト時間の削減によりこの要
求に応えます。

I/Oステータスの評価： このモードは
テスト・システムのI/Oを使用して、
ECMの入力ステータスを評価します。
ここではシリアル・リンク経由で
ECMにメッセージを送信し、テス
ト・ルーチンを実行するように指示
します。例えば、このモードを使用
すると、ECMにアナログ入力を印加
UUTの
UUT
測定器の
測定
することにより、A/D変換とモジュー UUT1 の パワー セットアップ
セット
遅延
アップ
ロード
ルによる処理とシリアル・リンクで
のデータ通信を検証できます（例え
UUT2
ば、空気温度センサの出力のシミュ
レーションをアナログ入力として使
用します）。このモードでは、UUT支
援テストを利用することにより、コ 図6：複数のUUTのシングルアップ・テスト
ントローラ、シリアル・リンク、A/D、
波形処理回路などの、いくつかの機
能が適切に動作していることを一度
UUTの
UUT
測定器の
パワー
セット
遅延
の
UUT1
に評価できます。
セットアップ
アップ
ロード
入力の評価： このモードでは、テス

ト・システムは、モジュールの入力
または出力で値を読み取ります。こ
の評価により、モジュールの入力で
信号が正しく受信されたか、入力に
よって適切な出力が発生したかを検
証できます。

UUT2

UUT
の
ロード

パワー

測定器の
セットアップ

UUTの
セット
アップ

安全性、セキュリティ、利便性のために
モジュールが増えると、システムが大き
くなり、製造ラインでの場所の確保が困
難になります。ECMのパラレル・マル
チアップ・テスト用の「スループット・
マルチプライヤ」を使用すると、フロ
ア・スペースを削減して資産の利用効率
を向上できるだけでなく、ECM当たり
のテスト時間も短縮されます。
測定器はテスト・コストの最も大きな
部分を占めると考えられがちですが、
それが常に当てはまるとは限りません。
ソフトウェアのエンジニアリング時間、
運用コスト、保守コストなどの隠れた
コストも、コストの問題として考慮す
る必要があります。運用コストには管
理、設備、テスト・システムを動かす
のに必要な熟練した人材などのコスト
が含まれます。標準のハードウェア／
ソフトウェア・プラットフォームを使
用すると、独自のカスタム・システム
に比べてサポートやトレーニングのコ
ストが少なくて済みます。

UUTの
アンロード

UUT
の
ロード

パワー

UUTの
測定器の
セット
セットアップ アップ

遅延

測定

UUTの
アンロード

時間

UUTの
アンロード

測定

遅延

測定

UUTの
アンロード

時間

図7：複数のUUTのマルチアップ・テスト

6

開発時間を短縮するシステム・
ソフトウェア

Agilent TestExec SL
ソフトウェア開発環境

TS-5020に付属するTestExec SLソフトウ
ェアは、ソフトウェア開発作業全体を対
象にした、テスト開発／テスト実行環境
です。テスト・エグゼクティブ環境は、
製造でのファンクション・テスト用に最
適化されています。このソフトウェアは、
Windows XP Pro搭載のPCで動作し、プリ
インストールされすぐに使用可能な状態
で出荷されます。TestExec SL開発環境は、
ECMのファンクション・テスト・プラン
の作成に最適で、再利用可能なテスト、
測定機能、ユーティリティから構成され
ています。またテンプレートとサンプル
も用意されていますので、プランの作成
も容易に行えます。Agilentテスト・エグ
ゼクティブでは、テストの体系化と順序
付け、テスト・スタンドの再構成、実行
速度のプロファイリング、テストのデバ
ッグなどが行えます。さらに、実行環境
では、N個のモジュール（N＞1）を同時
にテストして、テスト情報をレポートと
して出力できます。ソフトウェア・ユー
ティリティを使用すると、工場オートメ
ーション、バーコード・リーダ、プリン
タなどと容易に接続できます。

TestExec SLは、階層的なアーキテクチ
ャを採用し、再利用が容易にでき、将来
のプロジェクトの開発時間を短縮できま
す。このソフトウェアは、車載ECMの
ファンクション・テスト用のテスト・プ
ランとシーケンスを開発するための、効
率的なフレームワークとなります。
TestExec SLには、車載テスト用に最適
化された400種類以上のルーチンが、す
でに用意されていますので、エンジニア
は、ソフトウェア内蔵のビルディング・
ブロックからテスト・プランとシーケン
スを作成し、メーカ独自のECMシリア
ル・コマンドのカスタマイズ、必要なカ
スタム・テスト／測定機能を作成するだ
けです。
ニーズに適したソリューションを
見つけるために
お客様の要件を詳しく検討するために、
ご相談を計測お客様窓口までお寄せくだ
さい。TS-5000ファミリの詳細は、Web
サイトwww.agilent.co.jp/find/ts5020でも
ご覧になれます。このWebサイトには、
デザイン段階でのシステム性能のシミュ
レートや診断を支援する、Agilentの豊
富な製品とサービスに関する情報もあり
ます。
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Remove all doubt

www.agilent.co.jp/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 Direct
www.agilent.co.jp/find/agilentdirect
測定器ソリューションを迅速に選択して、
使用できます。

アジレント・テクノロジーでは、柔軟性
の高い高品質な校正サービスと、お客様
のニーズに応じた修理サービスを提供す
ることで、お使いの測定機器を最高標準
に保つお手伝いをしています。お預かり
した機器をお約束どおりのパフォーマン
スにすることはもちろん、そのサービス
をお約束した期日までに確実にお届けし
ます。熟練した技術者、最新の校正試験
プログラム、自動化された故障診断、純
正部品によるサポートなど、アジレン
ト・テクノロジーの校正・修理サービス
は、いつも安心で信頼できる測定結果を
お客様に提供します。
また、お客様それぞれの技術的なご要望
やビジネスのご要望に応じて、
●
●
●
●

アプリケーション・サポート
システム・インテグレーション
導入時のスタート・アップ・サービス
教育サービス

本社〒192-8510 東京都八王子市高倉町 9-1

計測お客様窓口
受付時間 9:00-19:00（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
(042-656-7832)
FAX ■■ 0120-421-678
(042-656-7840)
Email

contact_japan@agilent.com

電子計測ホームページ

www.agilent.co.jp
●

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。
Copyright 2007
アジレント・テクノロジー株式会社

など、専門的なテストおよび測定サービ
スも提供しております。
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、
測定器のメインテナンスをサポートいた
します。詳しくは：

www.agilent.co.jp/find/removealldoubt
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