三相パワー解析
ソフトウェア

主な特徴
完全な三相システム評価およびデバッグ

テレダイン・レクロイの三相パワー解析オプションは、完全な三相電気パワー解析を
実現するソフトウェアパッケージです。静的パワー値計測結果は、簡単に表示設定

単相および三相測定に対応

を変更できる数値テーブルに表示され、動的パワー値計測結果はサイクル毎波形と

実効電力、皮相電力、無効電力の計測

してプロットされます。Zoom+Gateモードでは、動的挙動を理解し、原因を特定す

効率測定

ることができます。電力変換システムのあらゆる構成要素（AC-AC、AC-DC、DC-

ユーザー設定可能な数値テーブル

DC、DC-AC）について、システムのあらゆる側面のデバッグと検証を容易に行うこと
ができます。

二電力計法および三電力計法をサポート
パワー計測値から生成するサイクル毎時間

完全なシステムデバッグ

三相二電力計法をサポート

相関波形

パワーおよび制御システムの信号を捕捉し、

二電力計法による測定方式に対応し、2つの

パワーセクション波形の三相パワー解析を行

電圧と2つの電流信号を用いて三相電力を測

います。システム挙動と組み込み制御ループ

定することができます。そのため、6チャンネ

信号の相関を取ることで、三相電気システム

ルではなく4チャンネルで三相の測定が可能

のあらゆる側面のデバッグと解析が可能にな

となります。

高調波解析およびフィルタ機能（オプション）
ユニークなZoom + Gateモード
線間電圧-相電圧変換

ります。
主なアプリケーション
–  ソーラーPVインバータ

数値計測結果テーブル

–  グリッド連系型インバータ

捕捉した電圧、電流波形から、各種の電圧、電

–  無停電電源装置 (UPS)
–  溶接機器
–  電力変換システム
–  DC-DC電源

流、電力（実効、皮相、無効）、位相角・力率、効
率のパラメータを計算し、表形式で表示しま
す。捕捉波形と並べてテーブルが表示され
ます。

Zoom+Gate 動的解析
長時間の捕捉を行い、Zoom+Gateでテー
ブルの値を瞬時に更新し、動的な三相パワー
の性能を表示します。

想像を超える測定能力
三相パワー解析ソフトウェアは、三相電力変換システムの設計をこれまで以上に迅速にデバッグするための広範な
機能を提供します。
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1. 数値テーブル表示

2.統計値テーブル

3. サイクル毎波形

ユーザー定義が可能で、パワーアナライ

任意の数値テーブル計測値の完全な統計

複雑な動作の理解を深め、スピードアップ

ザの静的パワー計測のように、捕捉全体の

データを表示します。

します。マゼンタ色のトレース（トータル
パワー）は、電圧および電流レールが故障

平均値を素早く集約します。

したときの電力の変化を明確に示してい
ます。

5. 効率計測可能なマルチステージ
パワー解析

4. 二電力計法
二電力計法を使用して ２つの電圧および
電流信号のみで正確な三相パワー計測を
おこなうことができます。

ステージごとの効率と全体（累積）効率を
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それぞれ独立して算出し、理解を深めるこ
とができます。
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6.Zoom+Gateモード
動的イベントを1回の長時間捕捉で捉え、ボタン1つで波形をズームし、ズームした部分に測定結果をゲートすることができます。 ズーム位
置を変更すると、測定テーブルとサイクルごとの”合成”波形が瞬時に更新されます。動的なシステムの挙動をより早く理解することができ
ます。
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7.動的パワー波形表示

8.サイクル毎波形

9.カーソル

計測値セルをタッチするだけで、その計測

Zoom+Gateを有効にするとサイクル毎

任意の波形にカーソルをあて、システム挙

値の時間的変化をサイクルごとに”合成”

波形はZoom+Gateウィンドウにあわせ

動を瞬時に読みこることが可能。

した波形を作成することができます。

て更新されます。
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”数値”表示を超えて－より豊富な情報を提供
数値計測結果テーブル
パワーアナライザのように、電力（実効、皮相、無効）、力率、位相角、

表示される数値は、ユーザーが定義した同期ソース信号を用いて”サ

効率、電圧、または電流のパラメータを選択して表示できる、ユーザ

イクルごと”に計算された統計データの平均値です。この表示は、通

ー設定可能なテーブルが用意されています。最大120個の値を10

常のパワーアナライザ専用機の表示に相当します。

行12列で表示し、入力または出力の各相または三相合計、あるいは
DCバス/リンクの値を任意に選択できます。

サイクル毎波形
平均化されたひとつの値では、動的な動作を理解することはできま
せん。数値テーブルの値を "タッチ "するだけで、完全なサイクルご
との計測値セットから詳細なサイクル毎波形が作成され、元の測定
結果と時間相関をもって自動的に表示されます。統計値（最小値、最
大値、数値など）を表示することもできます。この高度な機能を使っ
て、複雑な電力変換システムの動作を他の制御や電力システムの波
形との相関を確認したり、ドライブシステムの問題をデバッグするこ
とができます。この機能は、どのパワーアナライザ機器にも搭載され
ていません。
10秒間のキャプチャ。左に出力PWMの電圧と電流の波形、トータルパワーと
力率波形のサイクル毎の値の時間変化を右に表示。

Zoom+Gate モード
Zoom+Gate モードを有効にすると、すべてのチャネル捕捉のズー
ムが作成され、数値および統計計測値テーブルがズームされた領域
にゲーティングされます。サイクル毎表示される波形もズームされ、
他のズーム波形と時間的に相関します。ズームの位置や大きさを変
えると、データが瞬時に更新されます。測定セットを素早くスクロー
ルして、動的な電力変換システムの動作を素早く深く理解することが
できます。
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設定の柔軟性
三相パワーの計測は、三電力計法または二電力計法のいずれかで行

4チャンネルのオシロスコープでも、二電力計法で三相パワーを測定

うことができます。8チャンネルのオシロスコープでは、3つの電圧信

することができます。これは、2つの電圧信号と2つの電流信号を測

号と3つの電流信号を直接測定することができます（三電力計法）。

定することによって行われます。

線間電圧-相電圧変換がサポートされているため、相ごとのライン-ニ
ュートラルの結果が得られる直感的な線間プロービングが可能とな

8チャンネルのスコープでも、二電力計法に対応しており、電力変換

ります。

システム全体の入出力効率の測定が可能です（入力電圧および電流
測定4チャンネル＋出力電力および電流測定4チャンネル）。

機能比較
HDO6000Bおよび
WavePro HD
＋THREEPHASEPOWER

WaveRunner 8000HD
＋THREEPHASEPOWER

MDA 8000HD
モータ・ドライブ・アナライザ

アナログ入力チャンネル
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8 (OscilloSYNC使用時16)

8 (OscilloSYNC使用時16)

デジタル入力チャンネル

16（-MSモデル）

16 (MSOオプション)

16 (MSOオプション)

分解能

12ビット

12ビット

12ビット

帯域幅

350 MHz～8 GHz

350 MHz～ 2 GHz

350 MHz～ 2 GHz

単相パワー解析










三相パワー解析

(2電力計法のみ)

機械的パワー解析

X

X



X-Y トレース

X

X



高調波解析オプション







ベクトル表示オプション







波形変換オプション

(αβγ & dq0のみ)



*



(αβγ & dq0のみ)

* 角度センサ情報を解析に使用するdq0rfまでサポート。
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高調波、ベクトル表示、DQ0変換
高調波解析（オプション）

• 厳密なソフトウェアDFT方式により、目的の周波数成
分を正確に分離

•	ACライン側（固定周波数）またはインバータ/ドライ
ブの出力（可変周波数）を計算

•	高調波フィルタ設定に、”Fundamental + N”
と”Range”選択項目を追加

•	THD数値計算とサイクル毎波形表示
•	高調波テーブルおよびスペクトル表示（最大9つまで
同時表示）

短時間または長時間捕捉中の高調波を計算し、その結果をスペクトル波形表示、合計THD値、サ
イクル毎THD波形として表示します。

ベクトル表示（オプション）

•	２つの同時ベクトル表示が可能
•	Zoom+Gateと高調波フィルタで、動的イベント時の
ベクトル変化を表示可能

三相パワーシステムの2つの同時ベクトルビューを表示します。

波形変換（オプション）

• αβγ（クラーク）およびdq0（パーク）のリアルタイム
変換表示

•	d対q、α対β成分に対してX-Yプロットを適用すること
が可能

αβγ (クラーク) 変換波形
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機能と性能
THREEPHASEPOWER 機能
セットアップ機能
測定箇所
結線構成

高調波フィルタ
Sync（サイクル毎）計測信号

電圧測定方法
計算波形ソース

入力、DCバス、出力
入力：
DCバス：
出力：
三相/4線式（3V3A）［WR8KHDのみ］；
単相/2線式 (1V1A)；None
三相/4線式（3V3A）［WR8KHDのみ］；
三相/3線式（3V3A）［WR8KHDのみ］；
三相/3線式（3V3A）［WR8KHDのみ］；
三相/3線式（2V2A）；
三相/3線式（2V2A）；
単相/3線式 (2V2A)；
単相/3線式 (2V2A)；
単相/2線式 (1V1A)；
単相/2線式 (1V1A)；
None
None
フルスペクトルまたは基本波のみ THREEPHASEHARMONICSオプションでは、Fundamental + N（次高調波）またはRange（いずれ
も最大50次高調波まで）も選択可能
入力、DCバス、出力それぞれ独立して設定可能
ローパスフィルター（LPF）のカットオフは20Hzから1MHzまで設定可能 ヒステリシスは0～100％の全振幅で設定可能
任意の入力アナログチャネル、メモリ、演算トレースをソースに選択可能
線間または相電圧（線間電圧-相電圧変換に対応）
任意の入力チャネルまたは保存されたメモリ・トレース

計測値テーブル選択（サイクル毎計算、平均値表示）
電圧
電流
パワー、効率、その他
ソース選択

RMS電圧、AC電圧、DC電圧，正ピーク電圧、負ピーク電圧、Peak-Peak電圧、電圧クレストファクタ、電圧全高調波歪み（THD）
（THREEPHASEHARMONICSオプション）
RMS電流、AC電流、DC電流、正ピーク電流，負ピーク電流、ピーク-ピーク電流、電流クレストファクタ、電流全高調波歪み（THD）
（THREEPHASEHARMONICSオプション)
実効、皮相、無効電力、正ピーク実効電力、負ピーク実効電力、パワー全高調波歪み（THD）（THREEPHASEHARMONICSオプション）、
力率、位相角、ステージ毎の効率、総合効率、周波数
電圧：Va, Vb, Vc, Va-b, Vb-c, Vc-a, Vr, Vs, Vt, Vr-s, Vs-t, Vt-r, Ia, Ib, Ic, Ir, Is, It, Vbus, Ibus
最大で10行（ソース）と12列（計測値）をテーブルに表示することが可能
ソースの選択は、結線構成の選択と線間電圧/相電圧変換の選択により異なる

サイクル毎波形および統計値
波形
統計表示

サイクル毎の数値テーブル計測パラメータの時間相関波形を作成し、グリッド上の任意の場所に表示することが可能一度に最大12の
詳細なサイクル毎波形、一度に最大40波形（チャンネル、メモリ、ズーム、演算、サイクル毎波形）を表示することが可能
サイクル毎計算される数値テーブル計測パラメータ値の詳細統計情報を最大12まで同時に画面表示可能

Zoom+Gate モード
操作

”Zoom+Gate"ボタンを押すと、すべての電圧・電流信号のズームが作成され、同時に数値テーブルと統計値テーブルがズームされた
領域にゲーティングされます。表示されたサイクル毎波形は、ズーム領域と時間相関ををもって連動ズーム位置と比率（サイズ）の操作
ボタンで全捕捉をスクロールすると、テーブルの表示値が即座に更新します。

確度代表値
電圧、電流、パワー

1％以内（代表値。電圧や電流計測デバイスに依存）
推奨電圧プローブ（線間プロービング）＝テレダイン・レクロイ HVDシリーズ高電圧差動プローブ（1kV、2kV、6kVの絶縁型モデル）。
推奨電圧プローブ（ライン-ニュートラルまたはライン-リファレンス電圧プロービング）＝テレダイン・レクロイ HVDシリーズ高電圧差動
プローブ（＞50Vrms）、テレダイン・レクロイパッシブプローブ（数量.4個付属）(≦50Vrms）
推奨電流プローブ＝テレダイン・レクロイ CPシリーズ電流プローブ
その他の電圧・電流測定デバイスも、チャンネル設定ダイアログ中のリスケール機能や単位選択機能を使って、オシロスコープや解析ソ
フトウェアで使用することが可能。電流センサアダプタCA10は、リスケーリングや単位選択のカスタマイズ・保持機能を備えています。

高調波解析オプション
（THREEPHASEHARMONICS）
基本周波数検出
計算される高調波次数
高調波テーブルおよびスペクトル波形表示
単位/リミット選択

固定周波数検出モード（入力のみ）または可変周波数検出モード（入力または出力）。
最大100（固定周波数）または最大50（可変周波数）
三相のいずれかまたはすべてについて、最大9つの値（電圧、電流、パワー）の高調波次数による値を表示（固定周波数モードでは電圧と
電流に限定）
アンペア/ボルト/ワット、%、dBのいずれかを選択。
固定周波数の場合は、Limits fileを選択するか、カスタムのLimits fileを作成して割り当てます。

ベクトル表示オプション（THREEPHASEVECTOR）
ベクトル表示数
ベクトル表示選択
表示情報

２：入力用と出力用それぞれ１つ
算術和またはベクトル和
各ベクトルのV、A、位相角

波形変換オプション(THREEPHASEDQ0)
変換位置
変換方法
計算波形ソース

入力、出力
None, αβγ, dq0.
任意の入力チャネルまたは保存されたメモリ・トレース

7

オーダー情報
製品の説明

製品名

HDO6000用三相パワー解析ソフトウェア
HDO6000の三相高調波解析オプション（HDO6K-THREEPHASEPOWERとの組み合わせでのみ利用可能）
HDO6000の三相ベクトル表示オプション（HDO6K-THREEPHASEPOWERとの組み合わせでのみ利用可能）
HDO6000の三相dq0オプション（HDO6K-THREEPHASEPOWERとの組み合わせでのみ利用可能）
WavePro HD用三相パワー解析ソフトウェア
WavePro HD用三相高調波解析オプション（WPHD-THREEPHASEPOWERとの組み合わせでのみ対応）
WavePro HDの三相ベクトル表示オプション（WPHD-THREEPHASEPOWERとの組み合わせでのみ利用可能）
WavePro HDの三相dq0オプション（WPHD-THREEPHASEPOWERとの組み合わせでのみ利用可能）
WaveRunner 8000HD用三相パワー解析ソフトウェア
WaveRunner 8000HDの三相高調波解析オプション（WR8KHD-THREEPHASEPOWERとの組み合わせでのみ使用可能）。
WaveRunner 8000HDの三相ベクトル表示オプション（WR8KHD-THREEPHASEPOWERとの組み合わせでのみ使用可能）。
WaveRunner 8000HDの三相dq0オプション（WR8KHD-THREEPHASEPOWERとの組み合わせでのみ使用可能）。

テレダイン・レクロイ お客様窓口

HDO6K-THREEPHASEPOWER
HDO6K-THREEPHASEHARMONICS
HDO6K-THREEPHASEVECTOR
HDO6K-THREEPHASEDQ0
WPHD-THREEPHASEPOWER
WPHD-THREEPHASEHARMONICS
WPHD-THREEPHASEVECTOR
WPHD-THREEPHASEDQ0
WR8KHD-THREEPHASEPOWER
WR8KHD-THREEPHASEHARMONICS
WR8KHD-THREEPHASEVECTOR
WR8KHD-THREEPHASEDQ0

御用命は

テレダイン・ジャパン株式会社

https://teledynelecroy.com/japan/
lecroy.contact.japan@teledyne.com
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