Agilent N6700モジュラ電源システムによる
LCD用バックライト・インバータのテスト
Application Note

はじめに
このアプリケーション・ノートでは、
Agilent N6700モジュラ電源システム
を使用して、液晶ディスプレイ
（LCD）のバックライト・インバータ
をテストする方法を紹介しています。
バックライト・インバータは、LCD
のバックライト（冷陰極管、CCFL）
への電圧供給や制御に使用され、こ
のインバータのテストでは、複数の
電圧シーケンスをms以下の正確な分
解能で出力する必要があります。
N6700は、簡単なプログラミングで
さまざまなテストが行えます。
概要
LCDメーカにとって、CCFLインバー
タのテストはデザイン検証における
非常に重要なプロセスです。選択し
たインバータが期待通りに機能する
こと、CCFLバックライトの寿命が短
縮されないことを確認するために、
このテストが行われます。数千回に
及ぶオン／オフ・テストを低温から
高温のさまざまな温度で実行して、
インバータが適切に動作することを
確かめ、バックライトの寿命を保証
します。

問題
インバータには通常、主電源入力の
V IN、アナログ調光、デジタル調光、
オン／オフなどの複数の入力信号が
あります。インバータとバックライ
トを適切に動作させるために、これ
らの信号は1 ms以下の分解能で正確
に入力する必要があります。各入力
信号の仕様に対してインバータを適
切にテストするには、このような異
なる信号を正確に作成、制御、再現
する必要があります。
テストには、さまざまな測定器を組
み合せる必要があり、時間とコスト
がかかります。一般的には、電流プ
ローブか電流シャント付きのオシロ
スコープ、DMM、ファンクション・
ジェネレータ、電源で構成すること
ができます。しかし、このような高
価な装置を組み合わせても、必要な
機能が不足している場合もあります。
テスト機器の代わりに、完成した電
源／制御ボードを使用することも可
能ですが、この方法も時間とコスト
がかかります。実際のボードは、さ
まざまなテストに対して容易にプロ
グラムし直すことができず、適切な

動作の確認に必要なモニタ機能もあ
りません。モニタするには、このボ
ードと被試験インバータとの間に測
定器を挿入しなければならず、非常
に複雑で信頼性の低いシステムとな
る可能性があります。

例：26インチLCD TV
LCDテレビの大手メーカの多くは、
テレビに搭載するバックライト・イ
ンバータに対して厳しい仕様を要求
しています。上の図1は、4つの代表
的な信号とインバータを適切に機能
させるために信号間で必要なタイミ
ングを示した図です。 表1 は、各信
号に対する一般的な仕様を示してい
ます。

VIN
0.02 s（最小）

ADIM制御レンジ：0〜3.3 V

ADIM
PWM

4つの入力信号を適切に再現するに
は、信号を正確に作成してシーケン
ス化するシステムが必要です。また、
ほとんどのバックライトに必要な
100 W以上のパワーを提供できるシ
ステムも必要です。グラフの一番上
にある電源入力信号のV IN は、最大
160 Wのパワー（最大電圧26.4 V ×
最大電流 6 A）が必要な場合がありま
す。テレビが大型になるほど、
CCFLバックライトの数が増えるた
め、必要なパワーも増加します。

DDIM

オン／オフ
0.5 s（最小）

1.0 s（最小）
0.5 s（最小）
0.1 s（最小）

0.5 s（最小）

図1. 代表的なインバータ入力のタイミング・グラフ

信号

概要

仕様
最小値

代表値

最大値

入力電圧

21.6 V

24 V

26.4 V

入力電流

−

3.0 A

6A

アナログ調光

ハイ

−

3.3 V

−

制御（ADIM）

ロー

−

0V

−

デジタル調光
制御（DDIM）

PWM周波数

100 Hz

−

300 Hz

PWM調光

33％

−

100％

オン／ハイ

2.3 V

−

5.0 V

オフ／ロー

0V

−

0.9 V

VIN

備考
最大パワー：160 W

10 mV分解能
0％〜100％
デューティ・サイクル

レンジ
VIN＝24 V
VADIM＝3.3 V
オン／オフ

表1. 代表的なインバータ信号の仕様
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10 mV分解能

N6700によるソリューション
N6700はこれらの信号を適切に再現
するために必要な機能とパワー・レ
ンジを備えています。他の機器を外
付けする必要はありません。N6700
はメインフレームとモジュール・ベ
ースのシステムで、1個のメインフ
レームに最大4個の電源モジュール
を搭載できます。メインフレームは
400 W用、600 W用、1200 W用の3種
類があり、モジュールには基本性能、
高性能、高精度の3種類が用意され
ています。テスト・システムのニー
ズに合わせてメインフレームとモジ
ュールを選択することができます。
表2 は各信号の要件とこのテスト・
システムでの推奨モジュールを示し
ています。
VIN
VINはN6774Aモジュールで提供でき
ます。N6774Aは300 Wの供給が可能
な35 V/8.5 Aの基本DC電源モジュー
ルです。これは、例に挙げた26イン
チLCDテレビのバックライトへの給
電に最適でマージンも十分にありま
す。しかし、これよりも大型のLCD
テレビをテストする場合は、CCFL
バックライトが増えて必要な電力も
増加します。このような場合は、
N6774Aモジュールを並列に接続し
て出力電流を容易に増加させること
ができます。また、電圧要件が異な
る（最大100 V）場合は、N6770Aファ
ミリの別のモジュールを使用するこ
ともできます。

図 1 に示す仕様に適合させるには、
スルー・レート制御機能をこの出力
で使用してターン・オンの速度を制
御します。スルー・レート制御では、
プログラムされたある値から次の値
に1秒間にスルーする電圧をV/s単位
の速度で設定して制御することがで
きます。この機能を使用すると、必
要に応じて電圧値を高速または低速
で変化させられます。スルー・レー
ト制御機能はVINのみで必要ですが、
N6700の全モジュールがこの機能を
備えています。

オン／オフとアナログ調光
オン／オフ信号とアナログ調光信号
は、50 W/100 W用のN6750高性能オ
ートレンジDC電源モジュール・フ
ァミリから提供できます。N6751A
を使用すると、これらのいずれの信
号も提供できます。オプション054
の高速テスト用拡張機能と組み合せ
て、LISTモードとデジタイズ機能を
追加することもできます。さらに正
確な測定には、N6760ファミリをお
勧めします。

信号

要件

VIN

20 V〜28 V、6 A（最大）、 N6774A
最大電力〜160 W、
35 V、8.5 A
0.02 sで0〜24 V変更可能 300 W

300 W基本モジュール
出力シーケンス（1 ms分解能）
スルー・レート制御：
最大2400 V/s

アナログ
調光制御
（ADIM）

0 V〜5 V、2 A（最大）、
最大電力：10 W、
10 mV分解能

N6751A
50 V、5 A
50 W

高性能100 Wモジュール
出力シーケンス（1 ms分解能）

デジタル
調光制御
（DDIM）

2 V〜5 V、1 A（最大）
、
最大電力：5 W、
パルス幅変調信号、
100 Hz〜300 Hz、
0％〜100％デューティ・
サイクル

N6762A
50 V、3 A
100 W

高精度100 Wモジュール
ロー（5.5 V）レンジ
出力シーケンス（1 ms分解能）
PWM信号用のLISTモード
特別なPWM信号用の3000 V/s
以上のスルー・レート

0 V〜5 V、2 A（最大）、
最大電力：10 W、
10 mV分解能

N6751A
50 V、5 A
50 W

高性能50 Wモジュール
出力シーケンス（1 ms分解能）

オン／オフ

推奨モジュール

表2. 要件のサマリと推奨モジュール
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必要なモジュール機能

デジタル調光、PWM
パルス幅変調のデジタル調光信号に
は、N6762Aモジュールが適してい
ます。N6760高精度DC電源モジュー
ル・ファミリはより高い確度を実現
し、高速テスト機能を標準装備して
います。また、デュアル電圧レンジ
（0〜5.5 Vまたは0〜50 V）です。ロ
ー・レンジを使用すると、ハイ・レ
ンジよりも正確なプログラミングと
測定を実現できます。
N6762AにはLISTモードがあり、最
大512 個の電圧／電流ポイントを設
定できます。この機能は「電力任意
波形発生器」と考えることができま
す。LISTモード付きのN6762Aの速
度（160 msで0から5 V）と確度によ
り、デジタル調光に必要なPWM信
号を出力できます。
出力遅延（シーケンス）
出力時間を要件の1 ms以下の分解能
になるように正確に調整するため
に、出力遅延機能をシステムの各出
力で使用できます。遅延は各出力に
対して設定でき、出力コマンドが送
信されると設定した遅延時間が経過
した後、出力が実際にターン・オン
されます。1台のメインフレーム内
では、msの確度で遅延が実行されま
す。1台のメインフレーム内または
複数台のメインフレーム間でのシー
ケンス出力に代わる方法として、
LISTモードとLISTトリガを使用する
方法もありますが、本アプリケーシ
ョン・ノートでは省略しています。

まとめ
LCDバックライト・インバータのテ
ストには、正確さ、高い再現性、入
力信号のシーケンス機能が必要で
す。従来のテスト機器では多くの問
題が生じ、時間とコストがかかりま
す。N6700は1台でこれらの問題をす
べて解決できます。出力遅延機能を
使用すれば、出力を容易に同期させ
ることができます。またN6700には、
豊富な機能を備えたモジュールが揃
っています。N6774Aでは高電力VIN
信号を、N6762Aでは複雑な低電力
PWMデジタル調光信号を出力でき
ます。
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また、このシステムは、さらに大型
のLCDをテストする必要が生じた場
合は容易に拡張することができます。
LCDが大きくなるとより多くのバッ
クライトが必要になりますが、
N6700の仮想チャネル機能を使用し
て、電源モジュールを並列接続して
増やすことにより、より高い電力要
件を満たすことができます。システ
ムへのモジュールの追加は、メイン
フレームの数の増加を意味します。
N6700メインフレームでは8個のデジ
タルI/Oピンの1つを外部トリガ入
力／出力に設定することにより、メ
インフレーム間を正確にトリガする
ことができます。N6700は、インバ
ータの仕様にかかわらず適切に個々
のニーズに対応することができます。
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