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横河メータ＆インスツルメンツは，測温抵抗体タイプ携帯型プロセスキャリブレータ CA330 を開発した。

CA330 は，従来から課題の多かった抵抗発生機能において，抜本的な設計の見直しをおこなった。特に高分

解能と高速応答性の両立に対しては，PWM (Pulse Width Modulation) による乗算型 DAC (Digital to Analog 

Converter) の復調処理を，帰還形 PWM 方式を改良した新技術により PWM の分解能を落とさずにキャリア周波

数を上げることで，従来の区間積分方式から単純なローパスフィルタによる復調方式に変更でき，高速化するこ

とができた。この結果，10 mW の高い設定分解能と，5 msec 以下の高速応答速度の両方を実現できた。本稿では，

抵抗発生機能において見直した設計内容と，改良した帰還形 PWM を紹介する。

Yokogawa Meters & Instruments Corporation has developed the CA330 handheld process 
calibrator, a resistance temperature detector (RTD) model. We thoroughly reviewed the design of 
the ohms source function which has been a long-standing problem. In particular, high resolution 
and high-speed response were achieved by using a new technology of the improved feedback 
type PWM method, thus successfully raising the carrier frequency without degrading the PWM 
resolution. As a result, we changed the demodulation processing of the multiplying digital-to-
analog converter (DAC) with pulse width modulation (PWM) from the conventional section 
integration method to a simple low-pass filter method, increasing the processing speed. As a result, 
the CA330 has achieved a response of less than 5 msec with the setting resolution of 10 mW. This 
paper introduces the redesigned ohms source function and improved feedback-type PWM.

1. はじめに

オートメーション化された工場内には，温度・圧力・
流量等の物理量を，電圧・電流等の伝送信号へと変換す
る計装機器が各プロセスに点在している。これらの機器
の簡易点検および校正作業において，手軽に持ち歩くこ
とのできる校正器としてプロセスキャリブレータが必要
とされてきた。

温度タイプの携帯型プロセスキャリブレータ CA12E の
発売より 10 年を経て，計装機器の機能向上に対し，従
来モデルでは性能が不十分となるケースが出てきた。そ
の中でも，温度センサとして白金測温抵抗体等の高精度
な RTD (Resistance Temperature Detector) を 使 用 す る
計測器に対しては，広い励起電流範囲にわたって高精

度・高分解能な抵抗値の模擬が要求される。代表的な白
金測温抵抗体である Pt100 を 0.1℃分解能で模擬する場
合，抵抗値換算の分解能は約 30 mW となり，励起電流
100 mA における発生電圧については 3 mV 以下の精密さ
が必要とされる。また近年では，多チャネル，高速スキ
ャン機能を搭載したレコーダ等の登場により，チャネル
切り替え時間に追従できる高速応答性も求められている。

これらの要求に対し，横河メータ＆インスツルメンツ
は，従来品の性能を凌駕する CA330（以下，本器という）
を新たに開発した。

図 1 に CA330 の外観を，表 1 に従来モデル CA12E と
の代表的な仕様の比較を示す。本器は，従来から課題が
多かった抵抗発生機能において抜本的な設計の見直しを
おこない，特に大きな課題であった高分解能と高速応
答性の両立を実現した。本稿では，抵抗発生機能にお
いて見直した設計内容と，改良した帰還形 PWM (Pulse 
Width Modulation) を紹介する。
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図 1 CA330 の外観

2. 抵抗発生機能の設計改善

本器の抵抗発生部の構成を図 2 に示す。本器では，抵
抗発生機能の高速化に加え，後述するオフセット抵抗 RS

を新たに導入することで，従来モデルがもち得なかった
負荷容量に対する極めて高い安定性の実現を目指した。
また，製造工程において回路調整をおこない，正負の極
性を含む広い励起電流範囲における直流精度を確保する
ように設計を見直した。本章では抵抗発生の原理ととも
に，本器の設計改善について詳細に説明する。

2.1 オフセット抵抗導入による抵抗発生の安定化
まず，抵抗発生の原理を解説する。計測器より印加さ

れた励起電流 IEXT に応じて，出力アンプはその発生電圧
VO を変化させ端子間電圧 V(RO) を制御することにより，
抵抗値 RO を模擬する。

式 (1) に発生抵抗値 RO と端子間電圧 V(RO) の関係を示す。

RO = V (RO) / IEXT = (VO / IEXT) + RS ・・・ (1)

IEXT は，検出抵抗 RF により電圧信号 VI に変換される。
VO は，VI との比例係数を a とすると式 (2) となる。

VO = VI × a・・・ (2)

ここで，αは乗算 DAC と出力アンプの合成倍率であり，
CPU により設定される。式 (1) に式 (2) の VO および IEXT 
= VI / RF を代入すれば，αとRO の関係は式(3)で示される。

RO = α × RF + RS ・・・ (3)

負荷として接続される計測器の内部インピーダンスを
含む負帰還ループを構成する本発生回路において，RS は
抵抗発生を安定化するための重要な役割を果たしている。
IV アンプ入力部のサミングノードに RS を挿入することで
経路利得を有限化した結果，帰還量は大きく制限され回
路は安定する。また，RS の挿入による利点は他に２つある。
１つ目は式 (3) で示したように，RO の上限を RS だけ拡大
できることであり，２つ目は次項で述べる抵抗発生誤差
において，RS 近傍の誤差を小さくできることである。

2.2 オフセット調整による精度向上
発生回路のオフセット電流（VI のオフセット誤差）IOS

およびオフセット電圧 VOS を誤差とした場合，V(RO) と
RO は RI ＝ a × RF とおいて式 (4)，(5) でそれぞれ示される。

表 1 CA330 と CA12E の代表的な仕様比較
形名 CA330 CA12E

抵抗発生機能

レンジ 500	W 400	W

分解能 10	mW	 100	mW

確度 ± 250	ppm	± 0.1	W ± 500	ppm	± 0.2	W	

RTD 発生機能
タイプ Pt100 Pt100

確度 ± 0.3	℃ ± 0.6	℃

励起電流範囲 0.1	–	3	mA 0.5	–	2	mA

応答時間 5	msec 以下 20	msec 以下

最大負荷容量 10	mF 以下 0.1	mF 以下

図 2 抵抗発生部の構成
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V (RO) = (IEXT ± IOS) × RI ± VOS + IEXT × RS ・・・ (4)

RO = (1 ± IOS / IEXT) × RI ± (VOS / IEXT) + RS ・・・ (5)
 

式 (5) より，IEXT の低下に伴い RO のゲイン誤差および
オフセットは共に増大する。IOS および VOS をあらかじめ
記録し，抵抗発生中に IEXT を常時モニタリングして，こ
れらの誤差をリアルタイムに補正することは容易ではな
い。一方，IOS および VOS を取り除くことができた場合，
IEXT の低下に伴うこれらの誤差に対する影響を軽減でき
る。従って，IOS および VOS を取り除くためのオフセット
調整を製造工程で実施することとした。

次に，製造工程でのオフセット調整方法について説明
する。IOS および VOS を取り除くために，図 2 に示す出力
アンプと IV アンプのオフセット電圧をそれぞれ調整す
る。V(RO) の測定には，1 mV が安定に扱える高精度測定
器を用いる。まず IEXT = ０，RI = ０における V(RO) を測
定する。式 (4) より，V(RO) が 0 V になるよう出力アンプ
の入力部に補正電圧を加え，VOS を取り除いた後，IEXT = 
０，RI = 模擬する抵抗値のフルスケール において，再度
V(RO) を測定する。このとき，IV アンプの入力部に V(RO)
が 0 V になるような補正電圧を加えることで，IOS を取り
除く。なお，本器では 2.4 項で述べるデバイスに搭載さ
れた DAC (Digital to Analog Converter) リソースを活用す
ることで，調整作業の自動化を実現している。

発生回路がもつ最終的な直流精度を決める要因は，OP
アンプのオフセットドリフトおよび RF, RS がもつ抵抗器
としての安定度に集約できる。このため，本器ではチョ
ッパー入力タイプの低ドリフト OP アンプを，抵抗器に
は高安定度の金属箔抵抗器を採用している。また，式 (5)
より，RI = ０，すなわち RO = RS において最も誤差要因が
少なくなることから，RS を校正作業に用いられることの
多い抵抗値近傍に選ぶことで，多くの校正作業において
模擬する抵抗値の精度を高められる。

2.3 乗算 DAC の高速化
乗算 DAC は，図 2 に示すように，帰還形 PWM，キャ

リアの振幅を決める乗算スイッチ，およびアナログ信号に
変換するための復調部で構成される。抵抗発生中は，IEXT

に追従してキャリアの振幅 VI が変化する。従来モデルで
採用していた区間積分による復調方式では，IEXT の変化に
対する上記の追従速度が後述するキャリアの周期による制
限を受けるため，復調を高速化することができなかった。
この問題を解決するため，復調を単純なローパスフィルタ
でおこなえるよう，キャリア周波数の向上を図った。

キャリア周波数と PWM の分解能はトレードオフの関
係にあり，その分解能は PWM の演算周波数に対するキ
ャリア周波数の割合で決まる。キャリア周波数 10 kHz
で 20 bit の分解能を確保したい場合，PWM の演算周
波数は 10 GHz 以上が必要となり，実現することは容易
ではない。これまでに横河電機は，帰還方式を用いた
PWM による高精度な AD 変換器を開発している (1)。しか
し，本器ではこれを乗算 DAC の帰還形 PWM として活用
し，比較的低い演算周波数で分解能を確保できるようデ
ジタル信号処理技術を駆使して改良した。

2.3.1 区間積分方式乗算 DAC
図 3 に，従来モデルにおいて用いられている区間積分

方式乗算 DAC の構成を示す。
IV 変換信号はパルス幅の区間だけ積分された後，サン

プル・ホールド回路により DAC 出力として保持される。
サンプル・ホールド回路の更新周期を，PWM のキャリ
ア周波数に同期させる必要があるので，復調を高速化す
るためにはその周波数を上げなければならないが，前述
のように，このままでは PWM の分解能が落ちてしまう。
このため，PWM を上位ビット側と下位ビット側の分解
能にそれぞれ分割し，下位ビット側については係数演算
器による下位ビット相当の重み付けをした後，上位ビッ
ト側と加算することで，PWM の分解能を確保している。
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図 3 区間積分方式による乗算 DAC の構成
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2.3.2 帰還形 PWM の動作原理
帰還形 PWM の基本構成を図 4 に示す。三角波の周期に

同期し負帰還された PWM 信号と，設定値の差を積分する
ことで，PWM 信号における１周期分の平均直流信号と設
定値とが，加算点で互いに打ち消しあうような平衡動作を
する。AD 変換器として用いた場合，設定値はアナログ信
号となり，PWM 信号のパルス幅を計数することでキャリ
アの周期に同期した測定結果（デジタル値）を得る。

図 4 帰還形 PWM の基本構成

2.3.3 改良した帰還形 PWM
図 5 に，改良した帰還型 PWM の構成を示す。本器で

は，デジタル信号処理により動作をエミュレートしてい
る。前項で述べた帰還形 PWM との大きな違いは，入力
部の加算点へ負帰還される PWM 信号が，PWM の演算
周波数に同期して更新される点である。この結果，PWM
信号の時比率は量子化され，帰還毎における PWM 出力
の平均値が設定値となるよう，演算周波数に追従して平
衡動作をする。

図 6 に，図 5 の（a）～（f）における比較処理波形の
例を示す。位相の反転した二つの三角波を用いて２相の
PWM 出力にすることでキャリア周波数が２倍になるた
め，後段のローバスフィルタによるリップルノイズの低
減が可能となる。

図 6 図 5 における比較処理波形の例

入力値は積分処理後に負帰還されるため，高周波領域
における帰還量は減少するが，比較処理で生じた量子化
雑音は積分されずに負帰還されるのでその経路利得は相
対的に増大する。一方で，低周波領域においては入力値
の帰還量によって量子化雑音の利得が抑制されるため，
量子化雑音は結果として高周波領域側に押し出される形
となる。これは，ノイズ・シェーピング効果と呼ばれて
おり，ノイズ・シェープされた量子化雑音は後段のロー
パスフィルタで除去できる。

本器では，積分処理を２段縦続し比較処理をおこなう
ことで，量子化雑音に対する２次のノイズ・シェーピン
グ効果を図り，高分解能化に必要な SN 比を確保している。
これに加えて，比較結果の状態遷移に必要な積分時間に
依存したノイズ，いわゆる，アイドルトーンの高域シフ
トによる低雑音化も期待できる。

図 7 に交流信号入力時の，離散フーリエ変換による周
波数特性のシミュレーション結果を示す。量子化雑音が
高域側に押し出されていることがわかる。
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図 5 改良した帰還形 PWM の構成
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図 7 シミュレーションによる量子化雑音の周波数特性

2.4 機能集積化の実現
PWM の演算処理には，プログラマブル SoC (System 

On a Chip) に搭載された演算器を使用し，その制御に
おいても同リソースである PLD (Programmable Logic 
Device) を活用し，ステートマシンおよびグルーロジック
を構築することで対応した。また，本デバイスには，DS

変調器と高機能なデジタルフィルタも搭載されており，
これらを用いて高分解能な抵抗測定機能を実現している。
その他，液晶ドライバをはじめ，コンパレータ，DAC 等，
外部の回路機能を補強し得るアナログリソースが充実し
ているため，限られた空間に多くの機能が組み込まれて
いる本器にとって，好適なデバイスとして採用した。

3. 特性評価結果

図 8 に 500 W レンジの実測データを示す。

図 8 500 W レンジの実測データ

IEXT の仕様範囲および抵抗発生範囲に対し，RTD が要
求する設定分解能 30 mW 以下の精度と線形性が得られ
ており，申し分のない性能となっている。

IEXT = 1 mA をステップ印加したときの，400 W 発生時
の応答波形を図 9 に示す。PWM の復調を高速化したこ
とで，従来モデル CA12E と比較し出力の応答速度が大幅
に改善していることがわかる。従来モデルは区間積分方
式の乗算 DAC であり，IEXT の変化に対してサンプル・ホ
ールドの更新間隔でしか追従できないため，その出力波
形は階段状となり，応答時間が長くなる。

図 9 400 W 発生時の応答波形

4. おわりに

本器の外観は，従来モデルである CA12E とほぼ変わら
ないが，使用してみれば大きな性能の違いを実感できる
はずである。

安定性と応答性の飛躍的な向上により，抵抗発生機能
を実物の抵抗としての振る舞いにより近づけることがで
きたことで，プロセスキャリブレータとして扱うことの
できる計測機器の対象範囲を広げることができたと考え
る。また，今後はプロセスキャリブレータ以外の幅広い
アプリケーションに採用されていくことを期待している。

なお，本開発で高分解能な測定 / 発生機能を，ワンチ
ップのデバイスに集積化する技術を獲得できたことは，
今後の携帯型計測器の高機能化を実現していくうえで，
大いなるレガシーとなるであろう。
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