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W h i t e  P a P e r

DAQデータロガーを用いた 
実際のデザイン検証手順

デザイン検証とは？
製品開発ライフサイクルの過程で、製品デザイナーは規定された厳格なデザインプロセス

管理を通過しなければなりません。このプロセスにはデザイン検証が必要です。多くの場合、

デザイン検証プロセスは 1つですが、膨大なテスト手法の組み合わせを繰り返すことがあ

ります。デザイン検証では、製品に組み込まれたデザイン入力を確認し、その入力による

デザイン出力が定義された入力を反映して適正に実現されているかどうかを判断します。

具体的には何を行うのでしょうか？

デザイン検証の例を以下に示します。

•	 ある製品が 10,000 Vの静電放電 (ESD)に耐えられるようにデザインされています。この
場合、デザイン入力によって ESDサプレッサーと I/O保護回路が追加されています。デ
ザイン検証により高電圧を生じさせ、製品がそれに耐えられるかどうかを特定します。

•	 ある製品が 55 ℃で動作するようにデザインされています。デザイン入力には放熱フィ
ンと排気ファンのほか、非常に効率の高いコンポーネントが含まれている場合があり
ます。デザイン検証では、製品を最大能力で動作させながら、非常に高温で製品のホッ
トスポットをモニターします。

DAQ970A データ収集シス
テムには高品質のスイッ
チ ン グ と 高 度 な6½桁
DMMが内蔵されていま
す。以下の特長を備えて
います。

•	自動校正の実行による、
経時／温度変化による内
部ドリフトの補正。
•	内蔵モジュール校正に
よる、熱起電力エラーの
削減。

•	超低電流レンジ（1 μA 
DC電流および100 μA AC
電流）および高抵抗レン
ジ（1000 MΩレンジ）に
よる正確な測定。
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製品開発中のデザイン検証作業の種類
製品開発ライフサイクルにはいくつかの主要な段階があります。すべての段階を通して、エンジ

ニアや製品デザイナーはデザイン検証作業を行い、製品開発がプランや目的に適合していること

を確認します。

多くの製品開発作業では、何らかの電子計測が必要になります。温度、湿度、圧力、振動などの物

理特性をモニターする場合もあります。電圧、電流、抵抗、容量などの電気特性を確認しながら、

物理特性と電気特性の組み合わせを同時にトラッキングする場合もあります。

図 1 に、製品開発ライフサイクルのさまざまな段階におけるデザイン検証作業を示します。コン

セプト段階では、可能性のある製品のコンセプトを検討します。デザイン検証出力は、紙の上、ま

たは、CADによるシミュレーション上に現れます。調査段階では、さまざまな電気ブレッドボード

の機能ブロックデザイン、ソフトプリント機械部品、重要コンポーネントを評価します。この段階

では、機能ブロックデザインの基本的な電源オンテスト、デザインのトラブルシューティング、デ

ザインが目的に適合しているかどうかのテストを実行する必要があります。デザインの一部と複数

の重要なコンポーネントを評価することもあります。これらにはすべて、非常に多目的な測定器が

必要になります。設定が簡単で、多くの種類の信号を測定できるものが必要です。

開発段階
プロジェクトマネージャーは、予算と製品の複雑さに応じて、実験用のプロトタイプを 2、3 回、

計画します。これは、製品が完全に統合されたデザインになる段階です。完全に統合された製品プ

ロトタイプをテストするので、テストカバレージが 10倍～ 50倍以上に突然増加します。不十分な

デザインや信頼性の低いコンポーネントを特定するために、繰り返しテストも実行します。
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品質保証／認証段階

特定のサンプルサイズの製品は、規制／安全試験を通過する必要があります。業界によって、

製品は特定の規制上および安全上のコンプライアンス要件に適合しなければなりません。例え

ば、米国では、医療機器は 501k FDA 認証を取得する必要があります。多くの汎用電子製品は、

特定の環境試験コンプライアンスを満たす必要があります。例えば、IEC 60068には、電子機

器／製品の環境試験手法がまとめられています。製品が軍事アプリケーション向けの場合は、コ

ンプライアンスを必要とする軍事性能仕様が存在します。

図1.　製品開発段階中のデザイン検証作業
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図2.　テストに対するDaQデータロガーの効用

デザイン検証にデータ収集(DAQ)データロガーを 
使用する手順
開発段階中のデザイン検証プロセスは常に繰り返しです。デザイン検証プロセス中のデザインお

よびエンジニアの目的は、効率と効果の向上です。しかし、課題は、テストカバレージを妥協で

きないことです。あらゆるデザインの問題と制約を、製品開発ライフサイクルの上流で捕捉して

除去することが重要です。図 2に、4つの重要なテスト領域と、テストの効率／効果を向上させ

るためにデータ収集 (DAQ)がどのように役立つのかを示します。
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高速化



5www.keysight.co.jp

以下に、デザイン／開発エンジニアが適切なデザイン検証のために行う 4つの実際の手順を記述

します。

1. テストの計画／構成
十分に体系化された製品デザインと開発組織では、規定された厳格なデザインプロセス管理が

適所に存在します。開発段階中には、すべてのハードウェア／ソフトウェアの不具合を検出し

て修正する反復プロセスがあります。例えば、多くの組織が PDCA（Plan（計画）-Do（実行）

-Check（評価）-Act（改善））手法を使用しています。これはデミングサイクルとも呼ばれています。

製品デザインを計画する際には、検証プロセスの準備も行う必要があります。

計画が必ず現在のテストサイクルよりも長期間になるようにする必要があります。例えば、10ポイ

ントの温度、5ポイントの電圧、2ポイントの電流だけを測定する必要がある場合でも、製品を完

全に品質保証するためには、40ポイントの温度、20ポイントの電圧、5ポイントの電流が必要に

なる場合があります。最低限、テストソリューションが拡張可能であることを確認しなければなり

ません。

特定の DAQシステムはテストチャネル数を拡張することができます。インタフェースモジュール

を追加して、テストチャネルを増設できます。テスト機器は、必ず、プロジェクト要件全体の十分

なテスト・カバレージ・ポイントを超える能力を備えている必要があります。

一部の DAQ システムはシグナルコンディショニング回路を内蔵していて、ユーザーのニーズに

応じて、不要な信号のフィルタリング、小信号の増幅、大信号の減衰、信号の線形化が可能です。

シグナルコンディショニングにより、測定の達成が可能になり確度も向上します。多くのケースでは、

シグナルコンディショニングによって測定のダイナミックレンジが向上します。これは、新しいテ

スト機器の購入を検討する際に重要です。

図3.　Keysight DaQ970a メインフレームシステムと多様なインタフェースモジュール。
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2. テストのセットアップ／構成
テストのセットアップは煩わしく、時間がかかる場合があります。例えば、100のテストポイント

を配線しなければならない場合は非常に手間がかかります。この場合、配線のみならず、テストシ

ステムの各接続テストポイントを設定しなければなりません。適切なセンサタイプ、測定レンジ、

分解能、利得などのスケーリング、オフセット、合否リミットを確実に選択する必要があります。

各テストポイントの設定に 1分かかる場合は、すべてのセットアップを完了するのに 1時間 40分

かかります。

新しい DAQシステムでは、フロントパネルの設定をコピー・アンド・ペーストできます。さらに

良いことに、Keysight BenchVue DAQアプリケーションソフトウェアのようなソフトウェアが

あり、すべての設定をマウスで容易に選択／クリックできます。これにより、4倍以上も設定時

間が短縮されます。

図4.　Keysight BenchVue DaQアプリケーションソフトウェアの設定パネル

設定はファイルに保存して、後日、リコールできます。ファイルを変更して、更新した設定を保

存することもできます。全体的に、テスト・セットアップ・フェーズ中の効率が向上します。

3. テストの自動化／記録
製品デザイン／開発エンジニアは、厳密に製品をテストして、それが最終開発段階で確実に品質

保証テストに合格できるようにする必要があります。ハードウェアまたはソフトウェアのバグは

大抵は間欠的で、特定の組み合わせのテスト条件でのみ発生します。したがって、すべての多様

なテスト条件を手動でテストすることは現実的ではありません。複数の異なる条件で自動的にテ

ストを実行する必要があります。デザイン機能を完全に検証／評価するために、数時間または一

晩中のテストが必要になることもあります。大抵の場合、このプロセスは、デザイン目標が達

成されるまで繰り返されます。

デザイン段階や開発段階でも、デザイン検証を実行する場合にはテストの自動化を実装するのが

現実的です。
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図6.　BenchVueのテストフロー機能によって、複雑なプ
ログラミングを行わなくても容易にテストを自動化でき
ます。

図5.　PC上のBenchVueのDaQアプリケーションソフトウェアでは、データロギングの実行、モニタリング 
（トレンドチャート）、データの記録がリアルタイムベースで可能です。

PC上で、すべてのテストの自動化、モニター、記録をリモートで行えます。図 5および図 6に、

Keysight BenchVue DAQアプリケーションソフトウェアと BenchVueのテストフロー機能を示

します。BenchVueはテスト・フロー・ウィンドウを搭載しています。これを用いれば測定器コ

マンドのブロックをグラフィカルにドラッグ・アンド・ドロップして、テストループ、ディシジョ

ンロジック、演算機能などを作成することができます。
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4. 後解析およびレポート作成
デザイン検証中に最も時間を費やす作業の 1つが、後解析とレポート作成です。記録された生の測

定データを適切なフォーマットに変換して Excelや MATLABに読み込めるようにする必要があり

ます。後解析の検討中は、演算フィルターやアルゴリズムを実行して生データをリニアライズし

たり補正したりしてデータを理解します。その後、さまざまな大きさとフォーマットでデータを

グラフィカルチャート上にプロットする必要があります。

幸い、新しい DAQ システムの中には演算機能を備えているものがあります。これにより、2チャ

ネル間の乗算、除算、加算、減算を行うことができます（図 7 参照）。例えば、2チャネルのデバ

イス出力で電圧と電流を測定する場合には、第 3の仮想チャネルを設定して、そのチャネルで電

圧と電流を乗算することができます。第 3チャネルには、デバイスの電圧と電流の積である電力

出力がリアルタイムに表示されます。

図7.　Keysight DaQ970aの、2チャネル間の演算機能の例。

最新の DAQシステムでは、DAQのメインフレームに接続された USBメモリにデータを直接記録

できます。データは標準 .CSVフォーマットで保存され、Excelや MATLABで簡単に読み込むこ

とができます。これを使用すれば、PCから後解析とレポート作成を容易に実行できます。

Keysight BenchVue DAQアプリケーションソフトウェアは PC上で動作し、以下の特長を備え

ています。

•	 プラグアンドプレイインタフェース

•	 簡単なポイント・アンド・クリック操作とデータ捕捉

•	 プログラミングや別の測定器ドライバーは不要

•	 ベンチの測定機器を 1つのソフトウェアプラットフォームで統合可能
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•	 測定器用にデザインされた専用アプリケーション

•	 数秒で自動テストを迅速に構築可能

•	 複数の測定器制御を直観的に組み合わせ可能

ソフトウェアの詳細については、次のページを参照して 

ください。 

http://www.keysight.co.jp/find/benchvue 

5. テストの生産性を向上させるその他の実際の手順
DAQシステムでは、選択されたチャネルのスキャンとポイントごとの測定以外にもできることが

あります。DAQはテストを制御する新たなインテリジェンス機能を備えていて、測定の統計的な

概要も提供できます。以下に、テストの生産性の向上に役立つ例を示します。

デジタル入出力およびアラーム設定

DAQシステムの大きな利点の 1つに、クローズド・ループ・テスト・システムを構築できること

があります。例えば図 8では、製品の冷却システムをテストしています。複数の CAD作業をエア

フローシミュレーション上で実行済みですが、実際のデザイン検証も行う必要があります。製品

をオーブンの内部に配置して製品を 0 ℃～ 55 ℃でテストします。温度センサを重要なコンポー

ネント上に配線して、温度プロファイルの時間変化を出力します。

最新の DAQシステムはデジタル I/Oを備えていて、外部制御システムと接続できます。この I/O

により、テスト、トリガ、シーケンス・テスト・ステップとの同期が可能で、緊急時にはテスト

を停止することもできます。DAQシステムはアラームシステムを備えていて、特定の事故が発生

したり重要なしきい値を超えたりした場合には、ユーザーに対して警告を発生します。

エアフローシミュレーション付きの
製品筐体

オーブン温度制御箱

DAQ

オーブン温度制御信号

温度1(T1) ℃

温度2(T2) ℃

温度3(T3) ℃

制御システム

デジタルI/O アラームTTL

図8.　DaQ970aはデジタル入力／出力およびアラームttL信号を提供します。
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モニタリングモード

DAQシステムの中には、フロントパネルと一体型のグラフィカルディスプレイを備えているもの

があります。新しい DAQは数値を表示する代わりに、測定値を取得しながら、バーメータ、トレ

ンドチャート、ヒストグラムをリアルタイムに表示できます。ディスプレイ上の数値は画像に変

換されませんが、最小値、最大値、平均値、スパン、標準偏差などの統計出力があります。これ

によって、処理やバッチの問題があるかどうかを考察できます。

DAQ画面：統計バッチプロセスから
生じるコンポーネントの電圧、容量、
温度などをモニタリングして、
プロセスや異常なバッチの問題を
特定できます。

スイッチマルチプレクサー

被試験デバイス

DAQ

図9.　DaQ970aは、測定の統計をリアルタイムにトラッキングします

まとめ
製品に組み込まれたデザイン入力によるデザイン出力が、定義された入力を反映して適正に実現

されているかどうかを確認することが、デザイン検証の重要な役割です。製品開発ライフサイク

ルを通して、多くの種類のデザイン検証作業があります。早期の段階では、デザイン機能の実現性、

コスト解析、適切なコンポーネントの選択、デザインが焦点になります。開発段階中の検証は繰

り返し作業です。目的はテストの効率／効果の向上です。

DAQデータロガーでデザイン検証の目標を達成するには、複数の主要な実際の手順があります。

•	 テストを計画し構成します。製品デザインを計画する際には、検証プロセスの準備も行う必
要があります。

•	 テストのセットアップと構成を行う際には、適切なセンサタイプ、測定レンジ、分解能、利
得などのスケーリング、オフセット、合否リミットを確実に選択する必要があります。

•	 テストの自動化／記録を行います。多くの場合、デザイン目標が達成されるまでこのプロセ
スは繰り返されます。テストの自動化に有用な PCアプリケーションがあります。

•	 新しい DAQと PCアプリケーションソフトウェアでは、内蔵演算機能によって後解析とレポー
ト作成を簡素化できます。

•	 最新の DAQは、デジタル I/Oやアラーム機能などの、より実用的な機能を備えています。
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