Agilent N6705A DC電源／アナライザ

DC入力デバイスの電源遮断の
シミュレーション
Application Note

はじめに

問題

このアプリケーション・ノートでは、
N6705A DC電源／アナライザによる
DC入力デバイスの電源遮断のシミュ
レーション方法について、簡単に説
明します。

この例では、ディスク・ドライブに
2つのDC電源が必要です。1つはドラ
イブ電源用の12 Vバイアス電源で、
もう1つは5 V電源で1 msのドロップア
ウト・パルスを発生させることがで
きる高速電源です。以下に、このよ
うな信号を作成するための最も一般
的な方法を紹介します。

概要
被試験デバイス（DUT）を検証するに
は、DC入力デバイスの電源遮断をシ
ミュレートすることが重要です。遮
断は、急激な電源のドロップアウト
や電圧のサグなどの電源障害で発生
します。DCデバイスには、デバイス
の許容遮断範囲に関する仕様があり
ます。電源遮断テストの目的は、遮
断パルスの長さを制御して、デバイ
スのフェール・ポイントを検出する
ことです。
例えば、ディスク・ドライブのテス
トには、ドライブ電源用の12 Vのバ
イアスと5 Vのテスト信号の2つのDC
入力が必要です。テストには、ドロ
ップアウト・パルスを使用し、パル
ス幅の範囲が得られます。図1は、こ
のようなテスト・パルスの例を示し
たものです。パルスの持続時間は、
1 ms〜30 sです。
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ファンクション・ジェネレータを
使用する方法があります。ファン
クション・ジェネレータは、高速
パルスを発生させることはできま
すが、低電力機器のため、十分な
電力を供給できるファンクショ
ン・ジェネレータを見つけ出すこ
とは困難です。また、ファンクシ
ョン・ジェネレータには、動作を
検証するためのク電圧／電流測定
機能は内蔵されていません。
もう1つの解決策は、バイポーラ電
源などの高速電源を使用して、5 V
のパルスを供給する方法です。こ
の方法では、電源で増幅された高
速パルスを作成するのにDACが必
要です。この方法では必要なパル
スを作成することはできますが、
測定器を追加する必要があり、雑
音、システムの複雑さ、コストが
増加します。また、突入電流によ
り、広帯域のバイポーラ電源では、
出力が発振する場合があります。
こうした電源からの雑音を低減す
るには、DUTにコンデンサが必要
です。この解決策は、場所を取る
上に、雑音が多く、コストも要し、
複雑です。

解決策：N6705A DC電源／
アナライザ
N6705A は、このようなテストに適し
た高速電源です。N6705Aには、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。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、プログラミングは不要です。

複数の電源入力
N6705Aには、基本モジュール（50、
100、300 W）、高性能モジュール（50、
100、300 W）、高精度モジュール（50、
100 W）の３種類のタイプで、20種類
以上の電源モジュールが用意されて
います。これらの電源モジュールの
中から最大4個のモジュールを組み合
わせて、マルチDC出力測定器を実現
することができます。
前述の例では、N6730/N6740/N6770シ
リーズの基本DC電源モジュールによ
り、12 Vのバイアスを印加すること
ができます。N6751AやN6752Aなどの
高性能DC電源モジュールは、5 V電源
用の1 msのドロップアウト・パルスを
作成するのに使用できます。これら
の電源モジュールのダウン・プログ
ラミング時間は、5 Vで300 μs未満
です。

電源遮断シミュレーション

測定機能

N6705Aでは、パルス波形やその他の
任意波形をプログラムを書くことな
く出力することができます。前述の
例では、フロント・パネルから直接、
5 V電源のドロップアウト・パルスを
設定できます。図2aは、パルス波形
を作成するための設定画面を示した
ものです。パルス波以外にも、正弦
波、ステップ波、ランプ波、台形波、
階段波、指数波、ユーザ定義の電圧
波形／電流波形も作成できます。

N6705Aは、任意波形を出力できるだ ● 自動車の充電システムのシミュレ
けでなく、さまざまな測定も行うこ
ーション
とができます。DUTに印加されてい ●
遅い電圧の立ち上がり／立ち下が
る電圧／電流を測定することにより、
りのテスト
被試験デバイスの特性を評価できま
す。またN6705Aは、電流シャントや ● 電源雑音除去テスト
プローブなどの電流トランスデュー
サがなくても、電流波形を測定でき
ます。さらにN6705Aにはデータロガ
ーも内蔵されているので、電圧波形 関連製品
や電流波形を数秒、数分、数時間、 ● N6700マルチ出力モジュラ電源シス
または数日間にわたって捕捉するこ
テム
とも可能です。

図2bは、スコープ・ビューに表示し
た2つのDC出力の電圧波形を示したも
のです。画面上部のトレース選択、
トリガ・マーク、単位/divに注目して
ください。表示トレースとトリガ・
レベルは、スコープ・ビューで直接
設定するか、オシロスコープのプロ
パティ・ページから設定することが
できます。N6705Aのフロント・パネ
ルには、ベーシックなオシロスコー
プに見られる、V/divまたはA/div、マ
ーカ、オフセット、トリガ・レベル
を制御するためのノブがあります。

図2a.

N6705Aのパルス波形設定画面。

関連アプリケーション

まとめ
N6705A DC電 源 ／ ア ナ ラ イ ザ は 、
1 msのドロップアウト・パルスなど、
DC電源の遮断をシミュレートするこ
とができ、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
ーの機能が統合された柔軟性の高い
測定器です。これらの機能がポータ
ブルなサイズで提供されており、複
数のバイアスや複雑な電源波形をシ
ミュレートする研究開発／デザイン
検証エンジニアに最適な測定器です。

図2b.

N6705Aのスコープ・ビューのチャネル1および2の電圧波形。
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