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“ハンディキャル” CA11/CA12
Handy CAL. CA 11/CA 12

機能を目的別に専用化して，操作性を重視した小型軽量，電池駆動のハンディタイプキャリブレータCA10シ

リーズを開発した。CA10シリーズには２つの機種があり，電圧電流タイプCA11は30 V/24 mAまでの電圧・電

流の発生および，測定と電流シンク機能を持ち，また温度タイプCA12は６種の熱電対と測温抵抗体の擬似信号

発生および，これらをセンサとする温度測定の機能を持つ。ロータリースイッチ式レンジ切換と４桁アップダ

ウンキーによる発生値設定機構を採用して操作性を改善，また，発生/測定を切換式とし，構成要素を共用化

して小型化を図った。D-A変換はパルス幅制御の乗算型D-A変換を採用した。

本文では，これらの設計コンセプト，特長，構成等について述べる。

31

小　熊　　良　雄*1 長　塚 　　　　誠*1

OGUMA Yoshio NAGATUKA Makoto

山　本　　　　正*1 青　山　　　　豊*1

YAMAMOTO Tadashi AOYAMA Yutaka

1. は  じ  め  に

1986年に開発したポータブルキャリブレータ2422形
は，計装関係の保守点検をはじめ各産業分野で現場用直
流電圧・電流キャリブレータとして，広く活用されてき
た。その後，１昨年1996年に抵抗／RTD（測温抵抗体）発
生機能や周波数発生機能を付加して機能・性能をアップ
したコンパクトキャルCA100が開発され（１），高機能現場
用キャリブレータとして好評を得ている。これらの機器
は，現場で各種の対象機器の校正・チェックに必要な複
数の機能を１台の機器の中に組み込んだ，オールインワ
ン・複合機能型である。一方，市場からはこれら複合機
能型とは別に，機能を使用対象あるいは作業ごとに必要
なものに絞り，操作性をより単純化し，分かりやすく小
形・軽量で低価格の専用機能型のニーズも強い。
今回，横河M&Cで開発したハンディキャリブレータ
CA10シリーズは，これらもう一方の要求に対応し，機能
を対象ごとに分離・専用化し，操作をより単純化し，操
作の分かりやすさに重点を置くと共に，小型軽量，低コ

We have developed two models of battery operated handy calibrator CA 11 and CA 12, which are

designed for simple operation and high performance. Voltage/current calibrator CA 11 has the source

and measuring functions up to 30 V DC and 24 mA DC signals, and also has the mA SINK range.

Temperature calibrator CA 12 simulates six types of thermocouples and RTD signals, and also oper-

ates as a thermometer for those sensors.

This paper describes their design features and structures.

ストを追求したものである。操作性については，取扱説
明書を見なくても基本操作が可能なことを目標とした。

図１　CA11の外観
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併せて，機能は分散するが基本性能は使用目的に十分応
えられるよう，性能の向上を図った。
CA10シリーズとしては下記の２タイプを開発した。

（1）電圧・電流タイプCA11
100 mV～30 Vおよび20 mAレンジの発生／測定（切換
え）および20 mA SINKレンジ基本確度0.05%～0.1%

（2）温度タイプCA12
100 mV，熱電対（TC）6種（K, E, J, T, N, R），400Ω，
測温抵抗体（RTD）レンジの発生／測定（切換え）
基準接点温度補償を内蔵し，マルチTC温度計および
RTD温度計の機能を持つ。

両タイプとも，電池駆動の他，ACアダプタも可能とし
た。図１にCA11の外観を示す。CA12も同一の形状である。

2. 標準電圧電流発生器 / キャリブレータの開発史

本題のCA 1 0シリーズの紹介の前に，今日に至る
YOKOGAWAの標準電圧・電流発生器（キャリブレータ）
の製品開発の経緯（歴史）を簡単に振り返ってみたい。表
１に，今日までの主な製品（形名）を発売年次順に示し，
主な特長を記載した。
標準電圧発生器の横河における歴史は1964年に遡る。当
時，高電圧の制御にまだ真空管が用いられた時代，トラン
ジスタで1000 Vまで0.02%の確度で出力出来る製品が開発さ
れた。その後，表１に示すように多くの製品が開発され
た。製品の呼び方も，当初は標準電圧・電流発生器と称し
ていたが，近年，トレーサビリティー，キャリブレーショ
ンの重要性が強まる中で，現在では，キャリブレータと呼

ばれるようになった。製品形態の面からみると，当初は屋
内使用を主とするベンチトップ型からスタートしたが，そ
の後，現場用に携帯形の要求が強まりそれに適した製品も
普及するようになった。技術の進歩と共に，ベンチトップ
型はより高精度の方向に，一方の携帯型はより小形化の方
向に２極分化して発展してきた。
標準電圧・電流発生器の構成は，任意の出力を多桁で
設定するための高分解能D-A変換部，広範囲の電圧，或
いは電流出力を制御するための出力制御部，基準電圧素
子やデバイダー抵抗等の基本要素と，マンマシンや全体
の動作を制御するCPU，通信等のディジタル要素から構
成される。開発の歴史は，これら構成要素の歴史でもあ
る。当初，抵抗分圧器で構成されたD-A変換器は，原理
的に直線性の良いPWM（パルス幅制御）方式に置き換わっ
た。'79年からマイクロプロセッサが搭載され，温度設定
による熱電対等価出力ほか高機能化やGP-IBによる通信が
可能となった。一方，電池（Ni-Cd）駆動型が'75年に開発
されたが，'88年に本格的なポータブル型キャリブレータ
が製品化され，今日に至っている。
今回の製品も以上のような実績と経験，特にCA100を
ベースに，当社のハンドヘルドディジタルマルチメータ
（DMM）のリソースを活用して開発したものである。

3. 設計コンセプトと基本構成および特長

CA10シリーズの開発に当たっては，単純操作，使いや
すさを基本設計コンセプトとし，加えて，小形軽量化，
コストの低減と併せて性能・信頼性の充実を図るため，
以下のような構成を採用した。
（1）ロータリースイッチ式レンジ切換えの採用

レンジ切換えをハンドヘルドDMMと同様のロータ
リースイッチ式とした。スイッチ部分には当社DMM
で実績のあるプリント板スイッチの機構を利用し，
コスト低減と信頼性の向上を図った。ロータリース
イッチ式の採用により，一目でレンジ選択が分り，
また同一レンジの反復使用に対しては，その都度レ
ンジを設定することなく，専用機の様に扱える。

（2）アップダウンキーによる発生値設定
発生値の設定は2422やCA100で実績のある各桁対応
のアップ・ダウンキー方式とし，任意の値を容易に
設定できる方式を継承した。キー位置とLCD表示を
各桁毎に位置を揃え，操作を分かりやすくした。さ
らに，4～20 mAのステップ出力レンジを設け，ワン
タッチ操作で4 mA⇔8 mA⇔12 mA⇔16 mA⇔20 mA
を出力できるようにした。

（3）スライドスイッチによる発生／測定切換え
発生/測定の切換えを一目で分るようにした。

（4）電圧電流タイプの保護回路の充実
発生／測定機能を内蔵しているため，誤接続等によ
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表１　YOKOGAWAの標準発生器製品化経緯
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る発生端子への電圧印加や出力短絡に対する保護回
路を内蔵した。

（5）消費電流低減によるバッテリーライフの改善
CPUには消費電流の少ないC-MOSワンチップマイク
ロコンピュータを採用，各回路もローパワー化を図
るとともにオートパワーオフ機能を持たせた。ま
た，CA11では，出力制御方式に損失の少ない方式を
採用した。

（6）内部調整のEE-PROM化
内部調整はEE-PROMに補正値をストアするディジ
タル補正方式を採用し，定期校正時調整が必要な場
合は，フロントキーの操作で再調整が行えるように
し，メンテナンス性を改善した。

（7）ディップスイッチの併用による機能の充実
通常の使用に対しては，表面操作部を単純化すると
共により深い機能の展開はディップスイッチを併用
した。電圧電流タイプではスイープ機能を，温度タ
イプでは，測温抵抗体として標準の新JISの他に旧
JISのJPT100および，PT100のIPTS 68温度目盛りを
ディップスイッチで選択できるようにした。また，
両タイプともオートパワーオフを解除できるように
した。

（8）回路構成要素の共通化／簡素化
後述するように，発生／測定および機能の切換えに
対し，回路構成要素を可能な限り共通に使用するよ
うに構成を工夫し，部品点数を削減して小型化を
図った。

4. 構　　成

4.1 全体および共通部分

図２と図３に本器の回路構成を示す。
D-A変換部はPWM方式を用いた乗算形D-A変換器を採

用し，CPUより上位12ビット，下位４ビットの合計16
ビット相当のパルス幅で出力を設定する。D-A部の設定
に対する直線性はフルスケール値の0.002%以内が得られ
ている。A-D変換器はΔΣ変換方式の20ビット分解能を
もったCMOSタイプを採用した。測定は，全レンジオー
トゼロ補正方式を採用し，測定サンプルごとにプリアン
プを含めたゼロオフセット補正を行うようにした。CPU
にはLCDドライブ内蔵の８ビットC-MOSワンチップマイ
コンを採用して消費電流低減を図ると共に，操作キーや
スイッチ，A-D変換器，EE-PROM等とのインターフェイ
スは直接I/Oポートに接続するようにし，周辺素子を無く
して簡素化，小型化を図った。
内部ファームウェアは２つのタイプに共通の１種類と
し，タイプごとの選択はI/Oポートの選択で行うようして
いる。両タイプとも，基準電圧素子，基準抵抗，抵抗分
圧器，入出力高精度アンプ等のキー素子は発生，測定に
共用して切換使用するようにし，素子の低減を図った。
また，以下に述べる各タイプ固有の回路部分を除き，両
タイプ共通部分は同一の回路と素子で構成している。

4.2 電圧・電流タイプ

ソース出力（正の電圧，電流出力）時は，誤差増幅器A1
出力で制御される出力制御回路でDC-DCコンバータ出力
を安定化し出力する。出力切換回路において電圧レンジ
では出力電圧を分圧し，また電流レンジでは出力電流の
シャントの電圧降下をA1の入力側に帰還して，帰還電圧
がD-A変換器出力と等しくなるよう出力を制御する。こ
の時，出力電圧の大きさが変化しても，出力安定化素子
の電圧降下を制御に必要な最小値になるようDC-DCコン
バータの出力電圧を制御するようにして，不要な電力消
費を削減してバッテリーライフの改善を図った。電流
SINKレンジでは，外部より印加される電源からの吸い込
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み電流を出力制御回路で制御する。
保護回路は，出力端子の電流および端子間電圧を検出
し，規定値を超えると出力回路を切断するようにしてい
る。このON/OFF素子には，通常リレーが使われることが
多いが，本器ではリレーの代わりにパワーMOS FETを用
い，高速に両極性の入力に対しOFFできるようにした。

4.3 温度タイプ

抵抗およびRTD等価抵抗発生の方式は，CA100で採用
した方式と同様で，実際に抵抗器を内蔵するものではな
く，対象の抵抗測定装置またはRTD温度計から印加され
る抵抗測定用電流に応じ，発生する抵抗値相当の電圧を
発生させることにより，出力端子間に擬似的に抵抗値を
発生させる方式を採用している。即ち，入力電流をＩ，
電流電圧変換回路の出力をＶ1=Ｉ×Ｒ（Ｒは電流・電圧変
換回路の基準抵抗），パルス幅で設定されるD-A変換器の
変換係数（＝出力／入力）をｋ，出力電圧（端子間電圧）を
Ｖ，出力端子間に得られる擬似抵抗をReqとしたとき，

Ｖ＝Ｖ1×ｋ＝Ｉ×Ｒ×ｋ
Req＝Ｖ/Ｉ＝ｋ×Ｒ

となる。以上の動作原理から，入力電流Ｉは最大値が
制約され，本器の場合仕様上は2 mA以下とした。Ｉの値
が低い場合は動作上の制約はないが，系の電圧オフセッ
トが誤差として影響する割合が増加する。たとえば，オ
フセットが50μVあると抵抗測定電流が0.1 mAでは，この
オフセットは0.5Ωの抵抗誤差に相当する。本器では，こ
のオフセット電圧を50μV以下に抑えている。また，ス
キャナータイプの温度測定器に対応するよう高速応答に
配慮し，電流印加後の出力応答を約20 msとした。
熱電対温度計用に基準接点補償回路を内蔵している。
センサにはサーミスタセンサを使用し，入力端子部の温
度を検出する。熱電対等価mV出力の場合，対象機器が基

準接点補償を内蔵している場合，RJセンサを用いて対象
機器の基準接点温度を検出して，その温度分の熱起電力
を補正して出力する必要があるが，外部センサの他に，
本器の内蔵センサを用いて簡便に補正を行える機能も設
けた（ディップスイッチで選択）。

5. 構　　造

本器の開発に当たっては，新たにモールドケースを開
発した。デザインに当たっては，レイアウトや配色，表
示事項も使いやすさに配慮した。大きさ，形状的には従
来の4-1/2桁ハンドヘルドDMMと同等サイズとし，ハン
ディ性に重点を置いた。入力端子部は安全端子構造とし
たが，温度タイプには，熱電対や測温抵抗体センサが直
接接続できるようターミナル形の端子アダプタを用意し
た。
今回のキャリブレータ開発を契機に，横河Ｍ＆Ｃの計
測製品に新カラーを導入することとした。CA10シリーズ
では，初出荷品からこの新カラーを導入した。今後の新
製品はもちろん，在来の機種も主要機種は順次新カラー
への切換えが進んでいる。

6. む　す　び

以上，CA10シリーズの開発の狙い，機能・特長，内部
回路等について述べた。現場用キャリブレータとして，
工業計器関連の保守点検はもちろん，電圧・電流，温度
を扱う産業機器全般に広く活用されるものと期待してい
る。なお，CA10シリーズとしては，さらにシリーズの拡
充を図るべく検討中である。
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