Agilent N6705A DC電源／アナライザ

マルチ入力電圧デバイスへの
バイアスの印加

Application Note

エンジニアは、複数の電圧シーケン
スを設定して、デザインにどの程度
このアプリケーション・ノートでは、 のマージンがあるかを評価します。
マルチ･バイアス・アプリケーション また、問題が発生するまで、各パワ
における、モジュラ電源の出力同期 ー・オン電圧間のタイミングを調整
機能について、簡単に説明します。
します。

はじめに

概要
研究開発やデザイン検証では、複数
のシーケンス電圧により被試験デバ
イス（DUT）に電源を供給する場合が
あります。例えば、ATX PCマザーボ
ードでは、ボードに電源を供給する
ための、パワーオン・シーケンスが
必要です。ボードに適切な電圧を供
給して、サブアセンブリが過度に電
流を引き込まないようにすることが
重要です。誤ったパワーオン・シー
ケンスにより、集積回路が損傷する
可能性があります。またその結果と
して、回路基板の信頼性や品質が損
なわれる可能性もあります。研究開
発エンジニアは、適切な電源投入シ
ーケンスを作成して、回路に損害を
与え、さらなる問題が発生するのを
防ぐ必要があります。デザイン検証

図1は、ATXマザーボードの入力パワ
ーのタイミング・シーケンスを示し
たものです。ATX PCマザーボードで

は、デジタルPWR̲OK信号がアサー
トされる前に、特定のタイミング要
件を持つ3つの電源入力が必要です。
ボードに電源が供給されると、周辺
カードや周辺機器などのボード上の
サブアセンブリに分配されます。研
究開発／デザイン検証でのパワーオ
ン・テスト要件は、ASIC、FPGA、
DSPテスト・ボードでも同様です。

図1. PCマザーボードのパワーオン・タイミング要件の例
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問題
このテストには、msレンジの正確な
タイミング確度を持つ、12 V、5 V、
3.3 V電源が必要です。さらに、特定
のタイミング条件をシミュレートす
るために、出力のスルーレートを変
更できる必要があります。適切な電
源が見つかれば、それらの電源を同
期します。ほとんどのエンジニアは、
さまざまなプログラミング環境でプ
ログラムを書いて、電源のオン／オ
フ中の出力のシーケンスを設定しま
す。これは非常に時間のかかる作業
で、ドライバを見つけてインストー
ルし、コードを記述／デバッグし、
出力間のタイミングを評価する必要
があります。また、コンピュータの
グリッチやI/Oの遅延時間により、同
期がずれる可能性があります。

図2a.
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N6705Aの出力遅延制御設定。

解決策：N6705A DC電源／
アナライザ
N6705A DC電源／アナライザは、出
力を正確かつ繰り返し同期させるこ
とができます。ベンチ用のこのDC電
源アナライザは、最大4個の電源、フ
ァンクション・ジェネレータ、オシ
ロスコープ、電圧計、電流計、デー
タロガーの機能が1台に統合された測
定器です。このアナライザは、直感
的なデザインで、フロント・パネル
から直接、さまざまな設定が行えま
す。また20種類以上の電源モジュー
ルの中から、ニーズに合わせて組み
合わせることができます。
電源モジュールには、基本モジュー
ル、高性能モジュール、高精度モジ
ュールの3種類があり、さまざまな電
圧／電流の組み合わせが可能です。
高性能電源モジュールのN675xと高精
度電源モジュールのN676xはそれぞ
れ、このアプリケーション・ノート
に適した高速のプログラミング時間
と高い確度仕様を備えています。こ
れらのモジュールでは、プログラム
を記述することなく、フロント・パ
ネルから直接出力遅延を設定でき
ます。

図2b.

出力シーケンスの設定
N6705Aでは、図2aのように遅延時間
を設定でき、フロント・パネルから
出力を制御できます。この遅延は、
All Outputs On / Offキーを押した後
に適用され、0 ms〜1023 msの範囲で
1 ms単位で入力することができます。
図1の例では、3.3 V電圧の電源は、12 V
と5 Vの電圧の電源がオンになってか
らt2の遅延時間後にオンにならなけれ
ばなりません。ここでは、遅延出力
はチャネル1の電圧オンが基準です。
図2bには、パワーオン・シーケンス
の例が表示されています。ターン・
オン時間は、図2aで設定した遅延を
反映しています。
N6705Aは、電源モジュールからの引
き込み電流を測定して、スコープ・
ビューに表示することも、データロ
ガーを使って表示することもでき
ます。

N6705Aのスコープ・ビュー。

プログラマブル・スルーレート

まとめ

N6705Aでは、複数の出力遅延をプロ
グラムできるだけでなく、スルーレ
ートをプログラムすることも可能で
す。たとえば、4.76 V/sの低速スルー
レートで電圧を変化させることもで
きます。最高スルーレートは、モジ
ュールのアップ／ダウン・プログラ
ミング時間とDUT負荷により制限さ
れます。ベストケース・シナリオと
しては、N6751A/N6752Aモジュール
は、フル抵抗負荷（全電圧の10 %〜
90 %）で最大50 kV/sの最高アップ・プ
ログラミング・スルーレートが可能
で、各モジュールはスルーレートを
自己制御できます。

Agilent N6705A DC電源アナライザを
使用すると、PCマザーボードへの電
源の供給などの複数バイアス・アプ
リケーションに必要な複数の電源出
力を、簡単に同期させることができ
ます。このアナライザは、研究開
発／デザイン検証エンジニアを対象
とした柔軟性の高いソリューション
で、さまざまな電源アプリケーショ
ンに対応します。

●

パワーアンプへのバイアスの印加

ベンチでの使用に最適

●

電源レールのシーケンス設定

●

ICへの電源の供給

N6705Aは、研究開発／デザイン検証
エンジニア向けに設計されているた
め、あらゆる機能をフロント・パネ
ルから直感的に操作できます。たと
えば、出力電圧、電流制限値、出力
遅延を設定することができます。ま
た、スコープ・ビュー・プロパティ
により、データ・トレースや出力ト
リガを設定することも可能です。こ
れらの設定に、コンピュータ、プロ
グラミングは不要です。

関連アプリケーション

関連製品
●

N6700マルチ出力モジュラ電源シス
テム

N6705Aはベンチでの使用に最適です
が、LAN、GPIB、USBインタフェー
スを備え、LXI class Cにも準拠してい
ます。このため、内蔵インタフェー
スから制御することも、内蔵のWebサ
ーバにより制御することもできます。
製造やATEアプリケーションには、
高さ約2.5 cmのN6700マルチ出力モジ
ュラ電源システムをご検討ください。
N6700は、N6705Aと同様のモジュラ
方式を採用し、同じ電源モジュール
を使用できます。
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電子計測UPDATE

www.agilent.co.jp/find/emailupdatesJapan
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
テスト機器ソリューションを迅速に選択し使
用できます。

Agilent open
www.agilent.co.jp/find/open
Agilentは、テスト・システムの接続とプログ
ラミングのプロセスを簡素化することによ
り、電子製品の設計、検証、製造に携わるエ
ンジニアを支援します。Agilentの広範囲のシ
ステム対応測定器、オープン・インダスト
リ・ソフトウェア、 PC標準 I/O、ワールドワ
イドのサポートは、テスト・システムの開発
を加速します。

www.lxistandard.org
LXIは、GPIBのLANベースの後継インタフェー

Remove all doubt
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
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：

アジレント・テクノロジー株式会社
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

www.agilent.co.jp/find/removealldoubt

本書に記載されている製品の仕様および概要は、
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スで、さらに高速かつ効率的なコネクティビ
ティを提供します。Agilentは、LXIコンソーシ
アムの設立メンバです。
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