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デジタル・
マルチメータの
スループットの
向上

テスト時間の短縮

事例：自動車ECUのテスト
製造、デザイン検証、研究開発で測
定テストを行う場合、どの環境でも、
テスト時間の短縮が、コストの削減
と製品開発期間の短縮に直結します。
測定テストの多くは、デジタル・マ
ルチメータ（DMM）を必ず使用しま
す。DMMの測定時間を短縮して、テ
スト全体のスループットを向上させ
る方法はさまざまで、テスト時間の
短縮によって他の要素に影響が出る
可能性もあります。スループットの
向上に伴うトレードオフを理解して、
個々のテストで何が重要なのかを判
断することが、最適なトレードオフ
を決定するために重要です。

自動車業界のある大手サプライヤが、電子制御装置（ECU）の開発とテ
ストを行っていました。ECUの最終テストでは、DMMで何十種類も
の電圧／抵抗測定を行う必要があり、ECU 1台あたりのテスト時間は、
約43秒でした。テストの順序を変更して、電圧測定と抵抗測定をそれ
ぞれ別のグループにまとめて実行するようにし、ECU 1台当りのテス
ト時間を約3秒短縮できました。次に、テスト機
器が設置されている環境の温度を評価したと
し たと
ころ、温度が非常に安定していることが
がわ
かりました。そこで、ゼロ調整を電圧測
測
定の開始時と抵抗測定の開始時に1回ず
つ実行するようにし、オート・ゼロを
オフに設定しました。これにより、テ
スト時間はさらに6秒短縮され、合計
9秒 短 縮 で き ま し た。 テ ス ト 時 間 は
43秒から34秒へと21 ％削減され、そ
の結果、スループットが25 ％以上向上
しました。

オート・ゼロ：
確度とテスト時間のトレードオフ
オート・ゼロは、確度を向上させる機
能です。オート・ゼロ機能をオンにす
ると、DMMは測定の実行前に必ずゼ
ロ調整測定を実行して、DMM内部の
増幅器と積分ステージのオフセット
を除去します。この機能をオフにすれ
ば、測定時間を半分に短縮できます。
オフセットは最初に校正で除去され
ており、温度が変化すればわずかにド
リフトすることはあります。しかし、
環境温度が安定している場合や、温度
の変化が問題にならないほど短時間
で測定を行う場合は、オート・ゼロを
オフにすることをお勧めします。この
場合は、わずかに確度が低下してもス
ループットが向上する利点の方が大
きいためです。例えば、安定した環境
でAgilent 34410A/34411Aマ ル チ
メータのオート・ゼロをオフにした場
合、DC電 圧 確 度 仕 様 に、 レ ン ジ の
0.0002 ％＋2 μVというわずかな値
が加算されるだけです。なお、
オート・
ゼロをオフにしていても、レンジ、機
能、
積分時間の設定を変更した場合は、
設定変更後の最初の測定で1回だけ
オート・ゼロが実行されます。
したがっ
て、オート・ゼロをオフにしても頻繁
に設定を変更すると、時間を短縮する
効果が低下してしまいます。使用中の
DMMのオート・ゼロ動作を確認して、
設定の変更によって得られるメリッ
トをご検討ください。

設定の変更回数を削減する

さまざまなオートレンジ

機能や測定レンジを変更すると、ほ
とんどのDMMで余分な時間がかかり
ます。なるべく機能やレンジの変更
をしないようにするには、測定をグ
ループに分けることが有効です。例
えば、電圧と抵抗を数回ずつ測定す
る場合は、機能を何度も切り替えな
くてすむように、電圧測定をすべて
行ってから、抵抗測定をすべて行う
ようにします。また、レンジの変更
回数を最小にするため、低電圧測定
と高電圧測定も別のグループに分け
て行うようにします。10 Vより上の
電圧レンジではメカニカル・アッテ
ネータが使用されるため、切り替え
の時間がかかります。測定を機能や
レンジでグループ分けすれば、測定
時間を大幅に短縮できます。

オートレンジによってテスト時間が
長くなることがありますが、常にそ
うとは限りません。オートレンジに
か か る 時 間 は、DMMの デ ザ イ ン に
よって異なります。フラッシュ A/D
コンバータと並列利得増幅器を使用
したDMMでは、オートレンジを使用
した方がテスト時間を短縮できます。
レンジの変更にかかる時間がゼロだ
からです。この場合は、ホスト・コ
ンピュータからレンジ変更コマンド
を送信し、測定器でコマンドを解釈
する方が時間がかかります。ただし、
積分型DMMで、手動でレンジ切り換
えを行う測定が最も高速です。手動
のレンジ切り替えでは、DMMのレン
ジを固定して不要なゼロ測定をなく
し、メカニカル・アッテネータの余
分な動作を防ぐこともできます。な
お、Agilent 34410/34411Aマ ル チ
メータのI/O速度とレンジ・コマンド
の解釈時間は、オートレンジ・アル
ゴリズムよりもはるかに高速です。

測定のヒント
レンジの変更回数を最小にすれ
ば、レンジの変更にかかる時間
をなくせるだけでなく、レンジ
変更時のオート・ゼロ測定もな
くなり、スループットが向上し
ます。新しいレンジが設定され
ると、アッテネータ／増幅器ス
テージの変更によるオフセット
の変化に対処するために、オー
ト・ゼロ測定が行われます。レ
ンジの変更回数を最小限にすれ
ば、DMMの寿命も延びる可能
性があります。レンジを変更す
る際にメカニカル・リレーが起
動されることがあり、起動回数
が多いとリレーが消耗するから
です。
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積分時間とノイズ
積分時間は直接設定できるパラメー
タですが、これには明らかなトレー
ドオフがあります。DMMは、一定の
時間
（積分時間）で測定値を積分しま
す。長い積分時間を設定する最大の
利点は、測定に対する不要なノイズ
（特にAC電源ラインの電圧ノイズ）を
除去できることです。ただし、積分
時間を長くすれば、当然、測定時間
も長くなります。例えば、積分時間
を電源サイクル（NPLC）の1、2、10、
100倍などの整数倍に設定した場合、
アベレージング時間が長くなるほど、
ノーマル・モード除去比（NMR）も
高くなり、電源ライン・ノイズを最
小にできます。60 Hz環境でNPLC設
定 が10の 場 合、 積 分 時 間 は166 ms
（50 Hzでは200 ms）です。NPLCの
値が大きいほど、NMRは高くなりま
すが、測定時間も長くなります。

ACフィルタ

入力周波数

セトリング時間（ACV）

セトリング時間（ACI）

低速

3 Hz 〜 300 kHz

2.5 s/回

1.66 s/回

中速（デフォルト）

20 Hz 〜 300 kHz

0.625 s/回

0.25 s/回

高速

200 Hz 〜 300 kHz

0.025 s/回

0.025 s/回

表1. Agilent 34460A、34461A、34410A DMMでのACフィルタの選択によるセトリング時間

なお、積分時間を短くすると分解能
が低下することがあります。また、
オート・ゼロがオンになっている場
合は、積分時間を変更するとゼロ測
定が新たに行われます。したがって、
積分時間が同一の測定はできるだけ1
つにまとめるようにします。なお、
熱電対などを対象とする低電圧測定
では、バッテリや電源を対象とする
高電圧測定よりも高いノイズ除去性
能が必要です。

AC設定とセトリング時間
AC測定を実行する場合は、測定する
信号に合わせて、適切なACフィルタ
を選択する必要があります。帯域幅
は、測定する可能性がある最低の周
波数を含むように選択します。例え
ば、Agilent 34460A/34461Aおよび
34410A/34411Aマルチメータには、
上の表1に示す3種類のACフィルタが
あります。セトリング時間は、低周
波測定用の設定では長くなり、高周
波測定用の設定では短くなります。

ディスプレイのオンとオフ
デ ィ ス プ レ イ の 制 御、 測 定 の 実 行、
I/Oの制御は、通常、同じプロセッサ
で行われるので、ディスプレイをオフ
にすると、その分処理能力が向上し、
テスト時間を大幅に短縮できる場合
があります。DMMの処理能力によっ
て、ディスプレイをオフにした場合の
効 果 は 変 わ っ て き ま す。34410A/
34411A DMMの場合は、ディスプレ
イがオンでもオフでも明確な速度の
違いはありませんが、Agilentの一部
のモデルでは効果が見られる場合も
あります。

トリガ遅延の最適化

まとめ

DMMの入力信号を測定する際は、有

DMMはほとんどすべての測定テス

効な測定を行うために、信号が完全
にセトリングするまで、ある程度の
時間待つ必要があります。一般的な
ケースですが、測定信号がスイッチ
ング・システムを経由する場合に特
に重要です。例えば、信号を最初に
DMMの入力に接続した際には、信号
経路に存在するすべてのキャパシタ
ンスが測定電圧によって充電されて
いきます。これに対応するために、
トリガ遅延の設定があり、設定値は、
機能、レンジ、積分時間、ACフィル
タの設定に依存します。トリガ遅延
とは、測定が要求（またはトリガ）さ
れてから、実際の測定が行われるま
での時間です。測定する信号のタイ
プに応じてトリガ遅延の設定を調整
して、測定時間を最適化できます。
例えば、ソース・インピーダンスが
高い電圧を測定する場合は、信号を
最初にDMMに接続した際に、DMM
の入力キャパシタンスが充電される
時間がかかります。低インピーダン
スの電圧の場合はセトリング時間が
短いので、トリガ遅延を短く設定で
きます。なお、DMM遅延時間のデフォ
ルト値はシンプルなアプリケーショ
ン用に設定されており、大規模なス
イッチング・システムや高いソース・
インピーダンスは考慮されていませ
ん。必要に応じて調整してください。

ト・システムで使用します。したがっ
て、DMM測定の設定を意識的に選択
すれば、テスト時間を大幅に短縮で
き、スループットを向上させることが
できます。オート・ゼロ、オートレン
ジ、積分時間を適切に設定し、機能と
レンジの変更を減らせば、スループッ
トを向上できますが、他にもさまざま
な手段があります。テスト時間の短縮
は、コストの削減とタイムトゥマー
ケットの短縮に直結します。これら
は、変化の速い今日の市場で競争に勝
つための重要な要素です。

ヒント一覧チェックリスト
最大のスループットを得る方法：

• 可能な限り、オート・ゼロを
オフにします

• 機能とレンジの変更を最小限
にします
○

類似した測定は1つにまと
める（DCV、DC抵抗、
ACVなど）

○

可能な限り、オートレンジ
ではなく固定レンジを使用
する

○

ノイズ除去、分解能、確度
を考慮した上で、可能な限
り、積分時間を短くする

• 適切なACフィルタを選択し
ます

• ディスプレイをオフにします
• 実行する測定のタイプを考慮
した上で、可能な限り、トリ
ガ遅延を短くします
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