PWR
スイッチング電源解析
オプション

スイッチモードの電源回路のパフォーマンスが、自動で正確に解析されます。

主な機能と特長

電力変換回路の動作特性をすばやく
測定・解析

制御ループ応答解析

● 自動測定機能によるスイッチン

スイッチング電源解析オプション

るループ応答（電源のソフトスタート・

（PWR）を使えば、重要な電力スイッ
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調の解析、また電力高調波のテストを専

理解する手がかりにもなります。

グ・デバイス解析
● 色分けされたオーバーレイで電
力の損失を識別
● 制御ループおよび時間領域応答
の解析
● IEC 61000-3-2に準拠した
電力および高調波のテスト
● 測定誤差の原因を減らすセット
アップ・ツール

用のユーザー・インタフェースと自動測
定機能を利用して簡単に行うことができ

電力および高調波のテスト

ます。また、電圧および電流の入力のセ

電力解析では、消費電力を詳細に調べた

ットアップをすばやく簡単に行うことが

り、EN 61000-3-2に準拠したプリコ

でき、測定の操作もボタン一押しと簡単

ンプライアンス・テストをすばやく実行

に実行できます。

したりすることが可能です。電源の品質

測定パラメータ

ーブル
● 磁気デバイスの飽和電圧を示す
B-H曲線

が、全高調波歪み、歪み率への寄与の解
析に基づいて判定されます。

測定誤差の原因を減らすのに役立つツー
ルを利用することができ、測定パラメー

● 周波数寄与を示す全高調波歪テ

変調解析機能は、重要なイベントに対す

タによって単独周期の詳細情報や複数周

複数のオシロスコープ・プラットフ
ォームに対応

期の平均値を知ることができます。

スイッチング電源解析オプションは、
200MHz〜65GHzの様々なモデルのオ

スイッチング・デバイスを自動で測定

シロスコープで使用することができま

パワー・デバイスのオン／オフの遷移領

す。

域および導通領域は、いずれも色分けさ
れた波形オーバーレイによって識別され
ます。測定パラメータ・テーブルではデ
バイスの電力損失の各要素とそれらの合
計が自動的に計算されます。

パワー・デバイス解析

回路内で動作しているパワー・デバイス
のパフォーマンスを解析します。スイッ
チ ン グ 損 失 、 動 作 抵 抗 、 dv/dtお よ び
di/dt測定を簡単に実行することができま
す。安全動作領域とB-Hヒステリシス曲線
もすばやく表示されます。

パワー・デバイスの電力損失
オン/オフおよび伝導の各領域は、色分け
されたオーバーレイで確認でき、それら
の領域での電力損失が自動的に測定・表
示されます。スイッチング、伝導、およ
びオフ状態に関連する損失がそれぞれに
測定され、選択した損失タイプの合計値
と一緒に表示されます。

安全動作領域（SOA）
SOAプロットの観察により回路のパフォ
ーマンスを詳しく調べ、イベント後の、

スイッチング・トランジション、伝導損、およびオフ状態の損失は、色分けされて自動的に計算されます。測
定値は、エネルギー（ジュール）、平均またはピーク電力（ワット）で表示されます。電源供給が不連続でオ
フ状態の損失が生じた場合は、電流プローブのDCオフセットを微調整し測定精度を高めるための、優れたツ
ールが使用できます。

あるいは長時間にわたっての、最初の複
数周期で発生した違反を検索します。短

B-Hヒステリシス曲線

絡、起動などのイベント後の2、3周期の

回路内で動作している磁気デバイスの状

間 に 発 生 す る SOA違 反 を 発 見 す る こ と

況を表示します。動的な回路定数変化の

は、容易ではありません。

結果として、磁気飽和と動作領域を表し

これらの違反は、検出されないままデバ

ます。

イスを劣化させることがよくあります。
スイッチング電源解析オプションの長い
レコード長および高速処理と、非常に長
いレコード上でのSOA表示を用いて、電
源オフ電圧と電流制限が超過していない
ことを確認します。

12ビットHD4096テクノロジーを
備えたテレダイン・レクロイの高分
解能オシロスコープHDO4000／
HDO6000は、スイッチング電源
解析に最適なオシロスコープです。
従来の8ビットオシロスコープに比
べ解像度が16倍以上あるため、飽
和電圧の信号が細部まで鮮明に表示
されるようになり、伝導損の測定精
度も向上しました。

変調および電源高調波解析

制御ループ解析
時間領域画面を表示します。変調された
パラメータが時間対パラメータの値をプ
ロットしたグラフとして示されます。コ
ントローラの出力パルス幅、デューティ
ー・サイクル、または周波数が個別にプ
ロットされ、コントローラとの時間相関
が示されます。オシロスコープのトリガ
機能と統合されたこの解析機能は、時間
領域、制御ループ全体のクローズドルー
プ応答、パルス幅モジュレータによって
追加される任意の時間定数などを、直観
的に表示するのに便利なツールです。

ラインパワー解析
オフライン電源から入力されるRMS電源
負荷電流のステップの変化（下段・緑）によってトリガされたゲート・ドライブの変調信号（上段・青）が捕
捉され、クローズドループ、フィードバック・ループの時間領域応答（下段・黄）が表示され、ループのパフ
ォーマンスが確認できます。

電 圧 、 RMS電 流 消 費 （ ワ ッ ト お よ び
VA）、力率、皮相電力、有効電力、およ
び波高因子を簡単に測定することができ
ます。
線電流の高調波測定は、EN 61000-3-2
のクラスA、B、C、Dに該当する機器の
標準テンプレートに則って実行されま
す。測定結果は、マスク違反を確認する
ためにグラフ表示されるか、テストの結
果とともにテーブルに表示されます。全
高周波歪みの測定値は、その歪みの原因
となっている周波数の細部とともに表示
されます。

表およびグラフの表示では、クラスA、B、C、Dに該当する機器の伝導性エミッションが、EN 61000-3-2
の標準テンプレートと照合されます。下段黄色のバーは、各電流高調波でのコンプライアンスのテスト・リミ
ットを示しています。
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オシロスコープのプローブとアクセサリ
テレダイン・レクロイでは、正確な電力測定を行うためのプローブとアクセサリを豊富に取り揃えて
います。100 MHz DA1855A差動増幅器は、100,000:1というコモン・モード除去率を発揮しま
す。 差動プローブは、絶縁性と高いコモン・モード除去率を維持します。電流プローブは、最大で
100 MHzの帯域幅と500 Armsの電流に対応しています。デスキューデバイスは波形の時間軸を揃
えることで測定誤差を低減します。

DA1855A
差動アンプ

HVD3106
高圧差動プローブ

CPシリーズ
電流プローブ

ZDシリーズ
差動プローブ

オーダー・インフォメーション
スイッティング電源解析オプション

プローブ（続き）

HDO4K-PWR

HDO4000用スイッチング電源解析オプション

DCS015

HDO6K-PWR

HDO6000用スイッチング電源解析オプション

電流プローブ用スキュー調整ジグ
（CP030、CP031、AP015の場合）

HDO8K-PWR

HDO8000用スイッチング電源解析オプション

HVD3102

1500V, 25MHz 高圧差動プローブ

HVD3106

1500V, 120MHz 高圧差動プローブ

WR6Zi-PWR

WaveRunner 6Zi用スイッチング電源解析オプション

WPZi-PWR

WavePro 7Zi/Zi-A用スイッチング電源解析オプション

WM8Zi-PWR

WaveMaster 8Zi-A用スイッチング電源解析オプション

LM9Zi-PWR

LabMaster 9Zi-A用スイッチング電源解析オプション

LM10Zi-PWR

LabMaster 10Zi用スイッチング電源解析オプション

差動アンプとアクセサリ
DA1855A

1 Ch、100 MHz差動アンプ（精密電圧ソース対応）

HVD3106-6M 1500V, 80MHz 高圧差動プローブ、6mケーブル
HVD3102
-NOACC

1kVrms、25MHz、高圧差動プローブ（本体のみ）

HVD3106
-NOACC

1kVrms、120MHz、高圧差動プローブ（本体のみ）

HVD3206

2kV(DC+peakAC)、120MHz、高圧差動プローブ

HVD3605

8.485kV(DC+peakAC)、100MHz、高圧差動プローブ、
6mケーブル

DA1855A-PR2

2 Ch、100 MHz差動アンプ（精密電圧ソース対応）

AP031

700V、15MHz高圧差動プローブ（÷10、÷100）

DXC100A*

100または÷10選択可能、250 MHz
パッシブ差動プローブ・ペア

ZD200

200 MHz、1 MΩ3.5 pF、アクティブ差動プローブ
±20 V差動モード範囲、±60 Vコモン・モード範囲

DXC200*

÷1、50 MHzパッシブ・プローブ・ペア

ZD500

DXC-5100*

÷100、250 MHz 2.5kv、高電圧プローブ・ペア
（最大のパフォーマンスを得るにはDA101が必要）

500 MHz、1 MΩ1.0 pF、アクティブ差動プローブ
±8V（16V p-p）差動モード範囲、±10 Vコモン・モード範囲

ZD1000

DA101*

÷10、1 MΩ 外部パッシブ・アッテネータ
（DXC5100との併用を推奨）

1 GHz、1 MΩ1.0 pF、アクティブ差動プローブ
±8V（16V p-p）差動モード範囲、±10 Vコモン・モード範囲

ZD1500

1.5 GHz、1 MΩ1.0 pF、アクティブ差動プローブ
±8V（16V p-p）差動モード範囲、±10Vコモン・モード範囲

* DA1855A差動アンプを併用する場合。

PPE4kV

÷100、400 MHz、50 MΩ高圧プローブ
4 kV最大電圧DCおよびピークAC

プローブ

PPE5KV

÷100、400 MHz、50 MΩ高圧プローブ
5 kV最大電圧DCおよびピークAC

PPE6KV

÷1000、400 MHz、50 MΩ高圧プローブ
6 kV最大電圧DCおよびピークAC

DA1855A-PR2-RM 2Ch、DA1855A（ラックマウント付き）

CP030
/CP030A

30A；50MHz、電流プローブ、AC/DC；
30Arms；50Aピーク・パルス、
CP030Aは感度1mA/div

CP031
/CP031A

30A；１100MHz、電流プローブ、AC/DC；
30Arms；50Aピーク・パルス、
CP031Aは感度1mA/div

CP150

150 A、10 MHz電流プローブ - AC/DC；150 A rms、
500 Aピーク・パルス

CP500

500 A、2 MHz電流プローブ - AC/DC；500 A rms、
700 Aピーク・パルス

顧客サービス
テレダイン・レクロイのオシロスコープとプローブは、高い信頼性が保証され
るように設計、製造、テストされています。万一、問題が発生した場合に備え
て、テレダイン・レクロイのデジタル・オシロスコープには3年間の、プロー
ブには1年間の保証が付いています。
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