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PMA2：はじめに 

ツールとその役割 

レクロイ社のデジタル・ストレージ・オシロスコープ（DSO）と、スイッチング電源解析ソフ

トウエア“PowerMeasureAnalysis 2 (PMA2)”を合わせると、スイッチング･コンバータ素子

と回路の動的特性を測定、解析をする上で、ハードウェアとソフトウェアの理想的な組み合わ

せが実現します。PMA2 では、3 つの主要な測定を行うことができます。   

 

Power Device Analysis（電源装置解析）–ここでは電源、電気モーター装置（可変速度ドライ

ブ）高効率照明回路などの電力変換製品で使用されているパワー・スイッチング・デバイスを

対象とした測定を行います。測定できるものには、デバイスの瞬時電力、安全動作領域(SOA)、
飽和電圧、動的オン抵抗があります。PMA2 を用いると、これらの測定をデバイスの評価試験

的に行うこともできますし、あるいは電力変換システムでその回路の動作中のデバイスが実動

作をしている間に行うこともできます。 

Modulation Analysis（変調解析）  –  ここでは電力変換回路の変調コントロール信号に含ま

れる情報の捕捉と解析を行います。ライン電圧の変化および（または）負荷の変化に回路が反

応したとき、パルス幅(PWM)、デューティー・サイクル、周波数、周期の変調解析をします。

同じく、スタート時およびシャット・ダウン時にもその解析を行います。 

Line Power Analysis（電力解析）– ここではオフライン電力変換装置に印加される電源電圧

と電流を測定します。有効電力、皮相電力、力率、電源高調波を測定します。電源高調波の測

定は、EN 61000-3-2 の要件に準拠するための予備検査を行うことができます。 



 

 

 

必要な機器 

オシロスコープ 

PowerMeasureAnalysis 2 ソフトウェアは、WaveSerfer シリーズ、

WaveExpert シリーズを除くレクロイ社の X-Stream（Windows ベース） 

オシロスコープで動作します。パワーデバイス解析や変調解析などの

多くのサイクルを必要とする解析を行うためには、少なくともチャン

ネルあたり 1M 点のメモリを搭載したオシロスコープを使用する必要

があります。ほとんどの測定では 2つの捕捉チャンネルでも十分です

が、複数の装置を解析するとき、あるいは複雑なトリガを行うときに

は、4チャンネルのオシロスコープが必要です。  

電圧プローブ 

電力変換回路に関係した電圧信号の多くは、グランド電圧を基準とし

た測定とは異なるため、差動電圧測定が必要になります。すべての測

定を行うには、CMRR、CMR、Overdrive Recovery などの問題を考慮す

る必要があり、レクロイ社の DA1855A 差動増幅器や対応した DXC シリ

ーズのパッシブ差動プローブを使う必要があります。Modulation 

Analysis（変調解析）”や” Line Power Analysis（電力解析）“で

行う測定は、高圧差動プローブが必要になります。 

電流プローブ 

“Power Device Analysis （パワーデバイス解析）”で説明する測定

には、DC 測定能力を持つ精度の高い広帯域幅電流プローブが必要にな

ります。レクロイ社の CP031 DC-to-100MHz 電流プローブを勧めます。

あるいは、さらに大電流のプローブも用意しています。 

信号ソースのデ

スキュー 

同時刻で電圧信号と電流信号を見るためには、電圧と電流の信号にお

ける伝播遅延の差をマッチングさせなければなりません。このために、

レクロイ社の DCS015 デスキュー・キャリブレーション・ソースが用意

されています。  

 

注意： 1.2m 50 同軸ケーブルで DSO に接続した DA1855/DXC100（A あるいは A以外のバージョン）の時間遅

延は、CP031 電流プローブの遅延と同じであり、デスキュー調整は必要ありません。 
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初期設定 

PMA2 ソフトウェアは解析を始める前に PMA2 のメニュー内で電圧、又は電流の設定を行う

必要があります。メニュー中ではチャンネル間の伝播遅延の補正や DC オフセット・エラーの

調整を行うことができ、高精度の測定結果を提供します。フロントパネルの[Adjust]や
[Volt/Div]、[Offset]ノブは[Voltage]や[Current]が選択されている際に同期して動作します。そ

のため調整時にチャンネルメニューに戻らずに PMA2 のメニュー内だけで調整を済ませるこ

とができます。 またレクロイの ProBus インターフェースが搭載されたプローブではプロー

ブの種類を自動認識し、そのプローブに 適なメニューを PMA2 ソフトウェア・メニューの中

に表示します。ProBus インターフェースが搭載されていないプローブにおいても適切な値を

示すように詳細な設定メニューが提供されています。（詳しくは”非 ProBus プローブを使用す

る”を参照） 

電圧設定 

メニュー・バーで[Analysis]（解析）を選択し、次にプルダウン・メニューで[PowerMeasure]

（電力測定）を選択します。[Voltage]（電圧測定）タブを選択します。  

 

 [Voltage Souce]（電圧）フィールドは電圧プローブが接続されているチャンネルを選択

します。フィールド内側をタッチし、ポップアップ・メニューからチャンネルを選択しま

す。 

 [Fine Adjust DC Level]（DC レベルの微調整）フィールドはプローブを回路から取り外

さずに電圧プローブに含まれるわずかなDCオフセット・エラーを補正する事ができます。

フィールド内側をタッチし、ポップアップ・キーパッドで数値を入力します。（詳しく

は”DC レベルの微調整”を参照） 

 [Voltage Probe](電圧プローブ)フィールドはProBusインターフェースが搭載されたプロ

ーブが自動認識された時、認識されたプローブがフィールドに表示されます。 

 [Autozero]（オート・ゼロ）ボタンは電圧プローブのゼロ調整を実行します。（プローブ

により表示されない場合もあります） 

 [Attenuation]（減衰率）フィールドは ProBus インターフェースが搭載されていないプロ

ーブが選択された時に表示され、プローブの減衰係数を入力することができます。  
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電流設定 

[Current]（電流測定）タブを選択します。 

 

 [Source]（電流）フィールドは電流プローブが接続されているチャンネルを選択します。

フィールドの内側をタッチして、ポップアップ・メニューから電流プローブが接続されて

いるチャンネルを選択します。 

 [Fine Adjust DC Level]（DC レベルの微調整）フィールドはプローブを回路から取り外

さずに電流プローブに含まれるわずかなDCオフセット・エラーを補正する事ができます。

フィールド内側をタッチし、ポップアップ・キーパッドで数値を入力します。（詳しく

は”DC レベルの微調整”を参照） 

 [Deskew]フィールドは電圧と電流の伝播遅延の差を調整します。（詳細は”電圧、電流を

デスキューする”を参照） 

 

注意： デスキュー値は、正確な値が分からない場合、このダイアログ内で変えるべきではありません。

解析対象の回路に発生する電圧信号と電流信号は、必ずしも適切に位相がそろっているとは限らず、そ

のためその信号をデスキューに利用しても、測定に大きなエラーが発生しかねません。DSC015 デスキ

ュー・キャリブレーション・ソースのように、時間的に一致した電圧信号と電流信号を使用する必要が

あります。 

 [Current Probe](電流プローブ) ProBus インターフェースが搭載されたプローブが自動

認識された時、認識されたプローブがフィールドに表示されます。 

 [Auto Zero] （オート・ゼロ）ボタンは電流プローブのゼロ調整を実行します。（プロー

ブにより表示されない場合もあります） 

 [Degauss](消磁)ボタンは電流プローブの消磁を実行します。（プローブにより表示され

ない場合もあります） 

 [Current Probe type]（電流プローブ・タイプ）フィールドは ProBus インターフェース

が搭載されていないプローブが選択された時に表示され、プローブ・タイプを選択するこ

とができます。 

 [Attenuation]（減衰率）フィールドは ProBus インターフェースが搭載されていないプロ

ーブが選択された時に表示され、プローブの減衰係数を入力することができます。 

  

 



 

 

 

電力測定設定 

[PowerMeasure]（電力測定）タブを選択します。 

 

 [Analysis]（解析）は用途に応じた 3 種類の解析を選択できます。 

 [Device]パワー・デバイスの電力測定 

 [Modulation]PWM などの変調解析 

 [LinePower]皮相電力、有効電力、力率などのライン解析や EN61000-3-2 の高周波測定 

 [Measurements]（計測）はパラメータ計測の設定や表示を選択します。但し、デバイス計

測の瞬時電力測定やオン抵抗測定、又は LinePower 計測では適当なパラメータが自動的に選

択されます。 

 [Grid]は表示方法をユーザーにより選択することができます。但し、選択された計測により

適な表示が自動的に選択されます。 
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電圧、電流をデスキューする 

使用している測定システムの時間遅延を合わせる 

電源装置に関連した信号は比較的速いので、電流信号パスと電圧信号パスに関する時間遅延が

同じであるかどうかを調べることは重要です。電圧プローブと電流プローブの信号遅延の特徴、

および、信号がプローブの先端からオシロスコープに入力されるまでに移動する距離があるた

め、電圧と電流の信号がずれてオシロスコープにサンプリングされる可能性があります。わず

かな時間のずれが、測定に深刻なエラーを引き起こすことがあります。 

 
上の図は電流信号が電圧信号よりもオシロスコープにたどり着くまでの距離が長く、スキュー

が生じている状態です。瞬時電力の測定に深刻なエラーが発生することを表しています。（左：

キューあり、右：スキューなし）スキューの差により瞬時 大電力の大きさに影響を与えてい

ることが分かります。このエラーは、デスキュー演算関数を使用して電圧信号、電流信号の遅

延を合わせることで、補正することができます。 

これらの信号を瞬時電力、安全動作領域、動的オン抵抗の測定に使用するのであれば、この作

業は特に重要です。 

チャンネル間の時間のずれをチェックする 

どのオシロスコープのチャンネルを電圧入力、電流入力として使用するかを決め、電圧プロ

ーブ、電流プローブをそのチャンネルに接続します。DCS015 デスキュー・キャリブレー

ション・ソースをキャリブレータ出力あるいは未使用のチャンネルに接続してください。 

 
電圧プローブと電流プローブを図のように DCS015 へ接続します。電流信号、電圧信号の

極性が同じように測定できているか、確認してください。 
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デスキューの初期設定 

 

 

Time/Div、トリガディレイ、トリガレベル、電圧、電流チャンネルのカップリングをそれぞれ

設定し、上の図のような画面を表示させます。電圧波形をネガティブ側のスロープでトリガを

行うことが大切です。[Utilities]（ユーティリティ） → [Preference Setup]（プリファレンス

のセットアップ） → ）→[Offset/Delay]（オフセット/遅延）ダイアログで、[Delay Setting 
Constant]（遅延設定定数）を Div に設定します。中央の画面付近に 2 つのトレースを配置し、

トリガレベルとディレイ時間を図のように設定します。  

 
注意： どのチャンネルを電流と電圧に使用するのかは、自由に選択することができます。例では統一して、

電圧にチャンネル 2、電流にチャンネル 3 を使用しています。 

 

 

デスキューのセットアップ 

DCS015 の電圧、電流波形がうまく表示されたら、PMA2 ソフトウェアを使用して電圧チ

ャンネルと電流チャンネルにおける時間遅延をマッチさせます。  

1. メニュー・バーから [Analysis] （解析）を選び、プルダウン・メニューから

[PowerMeasure]]（電力測定）を選択します。[PowerMeasure]（電力測定）ダイアロ

グが開きます。  

2. [Voltage]（電圧）タブをタッチします。[Source]（ソース）フィールドの内側をタッ

チし、ポップアップ・メニューから電圧プローブが接続されたチャンネルを選択しま

す。  

3. [Current]（電流）タブをタッチします。[Source]（ソース）フィールドの内側をタッ

チし、ポップアップ・メニューから電流プローブが接続されたチャンネルを選択しま

す。 
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注意： [Current Input]（電流入力）チャンネルとして選択したチャンネルは、電圧プローブあるいは

ProBus 互換でない電流プローブを使用していたとしても、単位としてアンペアが使用されます。 

4. [Timebase]（タイムベース）ラベルをタッチすると、[Horizontal]（水平）ダイアログ

が開きます。[Time/Division]を 10ns に設定します。  

5. 電圧と電流の画面は次のようになります。 
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チャンネル間伝播遅延（Skew）調整 

電圧チャンネルと電流チャンネルが適切に設定されたら、以下の手順で電圧と電流の信号を

デスキューします。ネガティブ・エッジに対してデスキューするようにしてください。  

1.  [Timebase]（タイムベース）ラベル をタッチし、[Horizontal]（水平）設定ダイアロ

グを開きます。ディレイを 0にするために、[Set To Zero]（0に設定）ボタンをタッ

チします。 

2. フロントパネルにある電圧チャンネル用のチャンネル・ボタンを押すと、"Vertical （垂

直軸設定）"ダイアログが開きます。[Averaging]（平均化）フィールドの内側をタッ

チし、トレースのノイズを除去するためにおよそ 5スイープの値を設定します。次に

フロントパネルにある電流チャンネル用のチャンネル・ボタンを押し、そのトレース

に対して同じことをします。これにより、デスキュー作業のためにトレースを簡単に

調整することができます。 

3. ディスプレイの設定をシングル・グリッドに設定します。 

4. [Current]（電流）ラベル をタッチし、[Deskew]（デスキュー）フィールドの内側をタ

ッチします。 

 

 

注意： [PowerMeasure]（電力測定）ダイアログ上でデスキューを行うようにしてください。決して、

[Vertical]（垂直軸）チャンネル設定ダイアログでは行わないでください。 

5. ポップアップ・キーパッドで時間値を入力するか、あるいはフロントパネルの[ADJUST]

（調整）ノブを回して数値を設定してください。 
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信号の時間のずれは、電圧波形と電流波形の間での遅延の差として現れます。（ポップアッ

プ・キーパッドから直接数値を入力するか、あるいは、 ノブ[ADJUST]（調整）ノブ で数値

を決めるなどして）デスキューの値を変えると、電流波形が（正のデスキューなら）右方向

へ、（負のデスキューなら）左方向へ 大±100ms 移動します。この例では、遅延の差（時

間のずれ）は、10ns/div をわずかに超える程度になっています。遅延の大きさは、使用す

る電圧プローブや、電流プローブの種類、プローブの長さや DA1855A をオシロスコープに

つなげる同軸ケーブルの長さなどによって変わります。 

  

注意：DA1855A 差動増幅器（1.2m 同軸ケーブルで接続）、DXC100A 示差パッシブ・プローブ・ペア、AP015

電流プローブを使用する場合、時間遅延はあらかじめマッチングされており、デスキュー調整をする

必要はありません。

 

6. 電流波形が電圧波形に一致するまで、デスキュー値を調節します。電流波形の低下時間

が電圧波形のそれよりもゆっくりしている場合には、波形の始点（アライメント点）を

そろえます。 

7. 電流波形と電圧波形がそろうまで、[ADJUST]（調整）ノブを回します。微調整は、[ADJUST]

（調整）ノブの下にある[FINE](微調整)ボタン を使用します。 
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DCレベルの微調整 

チャンネル間の時間遅延差によって生じる測定エラーは、PMA2 のデスキュー機能で補正する

ことができます。測定エラーを生むもう 1 つの大きな原因は、測定装置の DC オフセットです。

電流チャンネルや電圧チャンネルのわずかな DC オフセット・エラーは、電力計算に大きな誤

差を生じます。増幅器や電流プローブから DC オフセットをなくすことはできないため、PMA2
では、電流チャンネルと電圧チャンネルの両方におけるこれらのオフセットを正すため、DC
オフセット微調整を行うことができます。 

この調整を行うには、電流波形や電圧波形のゼロ点を知る必要があります。次の図は、電流波

形のゼロ点がわかっている場合、電流プローブの残留 DC オフセットを補正する方法を示して

います。パワーメジャーの Current タブにある Fine Adjust DC Level を選択し、フロントパ

ネルの調整ノブを使って調整します。 

1. フロントパネルの

[FINE]（微調整）

ボタンを押しま

す。 

2. [ADJUST]（調整）ノ

ブを回して、波形

の電流値が 0にな

るレベルに Iの下

線部分（ゼロ・レ

ベル線）が来るよ

うにします。 

 

 

同じようにして、電圧に対する DC レベルの微調整を行います。回路の同じ場所に、プラス差

動プローブとマイナス差動プローブを配置すると、調整のためのゼロ電圧点を設定することが

できます。 



 

 

 

 

飽和電圧測定に対するプローブ補正の影響 

スイッチング・デバイスの飽和電圧をデバイスが回路動作している間に測定するには、測定シ

ステムにいくつかの能力が備わっていることが必要です。まず、測定がグランド電圧を基準に

行われないために、差動電圧測定が必要になります。さらに、増幅器がオーバー・ドライブか

ら即座に回復する力を持っていなければなりません。増幅器はプローブと同様、高周波のずれ

が無視できるほど小さなものでなければなりません。   

例：  

 
上の図は電源装置のドレイン―ソース間の電圧を表しています。オフ電圧が 400V の場合に、

デバイスの飽和電圧を 100mV 以下の精度で測定するには、250ppm の測定能力が必要になり

ます。オシロスコープを使って精度良く測定するためには、電圧感度を 200mV/div から

500mV/div に設定する必要があります。このような設定の場合、被測定信号のほとんどの部分

は、オシロスコープ画面の外にあることになります。また、この信号は、マイクロ秒のオーダ

ーで変化します。つまり、被測定信号が入力されているアンプは、数 100V の振幅を持つ信号

でオーバードライブされても、数マイクロ秒でそのオーバードライブ状態から戻り、1V 程度

の信号を正確に表示できる能力が必要です。 オシロスコープのフロントエンドアンプ、または

DA1855A のようなプリアンプは、オーバードライブリカバリ特性が良いことが求められ、さ

らに高周波特性の良いプローブが求められます。オシロスコープ入力、あるいは DA1855A の

ような入力プリアンプは、測定が行われる前にリカバリさせ、250ppm 以上の値に設定します。

DA1855A には、この性能が備わっています。 

この測定にはプローブに高周波性能が要求されることが、この例から明らかです。 

プローブの LF 補正調整が、デバイスの飽和電圧測定の精度に対し、どのように大きな影響を

及ぼすのかは、それほど自明なことではありません。ほとんどのオシロスコープユーザーは、

低周波補正のためにパッシブ・プローブを調整する必要性がおわかりのことでしょう。通常の

使用では、パッシブ電圧プローブの低周波補正を補正するとき、波形全体が画面に出ます。こ

れは普通、ほとんどの測定で適切なことです。 

しかし、飽和電圧の測定時に信号の振幅が非常に拡大された場合、LF 補正の平坦性にわずか

なエラーがあると、飽和電圧測定に大きなエラーが生じてしまいます。以下の図は、この一見

わずかな調整が、飽和電圧の DC レベルをどのようにして不正確なものにしてしまうかを示し

ています。 
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図 A: 100V/div で表示させると、400V
方形波に対して、電圧プローブが適切に
補正されているように見えます。 

 

図 B: 500mV/div で表示させると、同じ
400V 方形波で、プローブの補正にわず
かにピークが現れます。 

 

図 C: 水平軸の時間区分を、20kHz から
150kHz のスイッチモード電力変換回路
を表示させる際に通常使用する値に減
らすと、小さなピークを持つ LF 補正が
DC レベル・シフトとなります。 
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図 D: パワーFET の飽和電圧を、低周波
における位相補償のずれを持った測定
系で表示させると、電圧が負になるよう
に見えます。この例では、電源の反復レ
ートは 60kHz です。 

 



 

 

 

パワーデバイス解析を使用する 

パワーデバイス解析のセットアップと構成 

PMA2 のパワーデバイス解析(Power Device Analysis)を使用すると、デバイスが回路動作をし

ている間に、そのデバイスの挙動に対する電源の測定を行うことができます。各測定のセット

アップ方法は、解析対象となるデバイスの種類や、回路のどの場所で測定を行うかによって異

なります。測定をあらかじめ計画しておけば、セットアップは容易になります。できれば、PMA2
ソフトウェアを起動する前に、電圧、電流、トリガの代表的な入力波形を用意しておくといい

でしょう。 

次の図は、オフライン・スイッチング電源のパワーFET を解析するための代表的な配置図です。

差動増幅器を使用して、デバイスの電圧を測定し、電流プローブを使用して、その場所を流れ

る電流を測定しています。  

 
瞬時電力、安全動作領域、飽和電圧、動的オン抵抗の測定を行うための、解析対象回路への代

表的な接続例 

上の図の回路は、オフライン・フライバック電源です。本節の例は、この種の回路に接続する

場合を想定しています。パワー・トランジスタ、スナバー・ダイオード、あるいはそのほかの

回路構成を持つデバイスに対しても、この測定を行うことができます。 

電圧プローブと電流プローブを、解析する回路の適切な箇所に接続します。上の図を参考にし

てください。負荷変化やスイッチ・オンなどのイベントの関数として装置の測定を行う場合、

そのイベントに対するトリガとして使用する信号を選択します。図の例では、オシロスコープ

のチャンネル 4 を使用して、負荷が 大から 小に変化したことを表すトリガ信号を捕捉して

います。オシロスコープの外部トリガ入力を使用することもできます。 
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トリガをあらかじめセットアップする 

電力測定ソフトウェアのメニューに入る前に、トリガのソースとセットアップを決めること

が大切です。メインとなる測定をどの信号を受けてトリガするか、長時間測定記録の捕捉を

どの信号を受けてトリガするか、それぞれ決めなければなりません。メイン・トリガ（定常

状態での計測）ではデバイスの電圧信号あるいは電流信号をトリガ・ソースにする事ができ

ます。それに対し、イベント・トリガは通常、負荷変化、スイッチのオン/オフに関連付け

ます。イベント・トリガが必要な場合、それを 初に決め、それからメイン・トリガを設定

します。そして、必要なトリガ信号を選び、安定した表示画面になるようにします。 

 
メイン・トリガとイベント・トリガに関する測定対象回路への代表的な接続例 

初期設定（イベント・トリガ） 

長時間にわたるデータ記録を必要とする動作中のある特定の変化をトリガとして測定します。

このようなイベントの例としては、 大から 小に変化する負荷やスイッチを入れる場合など

があります。このイベントのトリガをあらかじめ設定しておくと、電力測定の 終的なセット

アップが簡単になります。 
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図の例では、電源負荷が 大から 小に変化する様子を捕捉しています。トリガをチャンネル

４に設定し、アクイジションの捕捉がこのイベントにより開始されるようにします。この例で

は図に示した負荷変化という“イベント”を使用していますが、トリガ・イベントは、別のも

のでも構いません。 

 

初期設定（メイン・トリガ） 

次の例では、パワー・トランジスタのドレイン・ソース間電圧をトリガ・ソースとして使用し

ています。この信号は、デバイスの瞬時電力損失あるいは安全動作領域性能を測定するために

使用するものと同じです。 

  

 

Time/Div、トリガディレイ、トリガレベル、電圧チャンネル・カップリングを設定して、上の

図のような画面を表示させます。通常、電圧波形のネガティブ・スロープでトリガを行うこと

が望ましいでしょう。安定した表示を得るためには、電圧波形（上図）または電流波形を使っ

てトリガを行う必要があります。 
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パワーデバイス解析測定 

 注意： 前節の内容は、この測定を行う前に終了しておく必要があります。 

チャンネル間伝播遅延をマッチングさせ、今までに示した測定のセットアップを終わらせてか

ら解析対象のデバイスに対する測定を始めます。 

 

1. メニュー・バーから[Analysis]（解析）を選択し、プルダウン・メニューで[PowerMeasure]

（電力測定）を選択します。"PowerMeasure（電力測定）"ダイアログが開きます。  

2. [Device]ボタンをタッチします。測定に関し、以下の選択肢があります。 

 [Instantaneous Power]（瞬時電力）はパワーFET における瞬時電力損失を測定します。  

 [Safe Operating Area]（安全動作領域）はパワーFET の安全動作領域を測定します。  

 [Dynamic On-Resistance]（動的オン抵抗）はパワーFET の飽和電圧とその動的オン抵抗

を測定します。  

 [DV/DT]電圧の微分値を測定します。 

3. [Voltage]（電圧）タブをタッチし、[Fine Adjust DC Level]（DC レベルの微調整）フィ

ールドの内側をタッチします。このフィールドを利用すると、プローブを回路から取り外

ずさずに DC オフセット・エラーを補正することができます。ポップアップ・キーパッド

で数値を入力するか、あるいはフロントパネルの微調整ノブ を使用します。 

4. [Current]（電流）タブをタッチし、必要であれば DC オフセットの補正を行います。 
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瞬時電力測定 - 定常状態 

 注意： 前節の内容は、この測定を行う前に終了しておく必要があります。 

 

[Analysis]（解析）メニューから[Instantaneous Power]（瞬時電力）を選択すると、次の

画面が現れます。 

 

 デスキューした電流波形(I)と電圧波形(V)が 初のグリッドに表示されています。 

 瞬時電力の波形(Pwr)が第2グリッドに表示されています。 

 [PowerMeasure]タブの[Measurements]の[View]をチェックして[max(Pwr)]( 大瞬時

電力)や[area(Pwr)](エリア電力)、[mean(Pwr)](平均電力)の測定ができます。 

定常状態での測定は起動時や負荷変動の激しい位置での測定は避けます。また、電力測定に

用いている電圧プローブのチャンネル、又は電流プローブのチャンネルを用いてトリガをか

けます。 
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瞬時電力測定 - イベント・トリガ 

 スイッチ・オンや負荷変化などの間に電源装置の瞬時電力を解析するには、“イベント”ト

リガを使用します。 例えば、電圧を Ch1,電流を Ch3, 負荷変動のリレーを Ch4 にて計測

するならば、イベントに当たる Ch4 をエッジ・トリガに設定します。 

注意： 前節の内容は、この測定を行う前に終了しておく必要があります。 

 

上図は、パワーFET のドレイン・ソース間電圧、ドレイン電流（デスキュー済み）、安全動

作領域の測定結果を、 大負荷から 小負荷へ回路が変化する間、10ms の範囲で表示した

ものです。瞬時電力波形(F1)を拡大したものを使用して、1 サイクルの間の瞬時電力損失を

Pwr トレースで測定しています。 
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安全動作領域 - 定常状態 

 
注意： 前節の内容は、この測定を行う前に終了しておく必要があります。 

"Functions（機能）"メニューの[Safe Operating Area]（安全動作領域）を選択すると、次

の画面が現れます。電圧波形(V)が 初のグリッドに、デスキュー済みの電流波形(I)が第 2
グリッドにそれぞれ表示されています。XY プロットでは、電圧の点が横軸に、電流の点が

縦軸にプロットされます。電圧と電流の間の遅延差は、デスキュー機能により取り除かれて

います。 
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安全動作領域測定 - イベント・トリガ 

 
 
注意： 前節の内容は、この測定を行う前に終了しておく必要があります。 

スイッチ・オンや負荷変化のような変化の間に電源装置の安全動作領域性能の解析を行うた

め、“イベント”トリガで捕捉をトリガします。 

 

上図は、パワーFET のドレイン・ソース間電圧、ドレイン電流（デスキュー済み）、安全動

作領域の測定結果を、 大負荷から 小負荷へ回路が変化する間、10ms ウィンドウで表示

したものです。この場合、10ms の記録の捕捉は、チャンネル４に対してあらかじめ設定し

た“イベント”トリガによってトリガしています。 

 

注意： パワー・モードボタンが選択されている場合、オシロスコープは非常に多くの計算を行

います。したがって、新しい画面が表示されるまで、若干の時間がかかる場合があります。 
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飽和電圧と動的オン抵抗測定 

 注意： 前節の内容は、この測定を行う前に終了しておく必要があります。 

 

 

[Functions](機能)メニューで[Dynamic On-Resistance]（動的オン抵抗）を選択すると上の画

面のようになります。デスキューを行った電圧波形(V)と電流波形(I)が 初のグリッドに表示

されています。電圧と電流波形の間の遅延は、デスキュー機能により取り除かれています。オ

シロスコープの Volt/div の設定を変え、トリガ・レベルを調整してデバイスの飽和電圧が拡大

されて表示するように設定します。（この測定には、DA1855A 差動増幅器と DXC100A パッシブ

差動プローブ・ペアが必要です）。電圧波形をデスキューされた電流波形で割り、その結果と

して得られる抵抗波形(R)が第 2グリッドに表示されます。  

デバイスの飽和電圧波形(R)は、波形の非飽和部分に関しては画面に表示されないため、割り算

により計算された抵抗波形は、この間は無視するようにパラメータのゲートを調整します。 

[Measurements]の[View]をチェックして[mean(R)](平均抵抗)や[min(R)]( 小抵抗)、

[max(R)]( 大抵抗)の測定ができます。それぞれのパラメータのゲートを ON 状態のときだ

けになるように調整します。 
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デバイスのdv/dtを測定する 

スイッチのオン/オフ間の電源装置のスリューレイト dv/dt を PMA2 の微分演算関数で測定

することができます。  

 

注意： 処理速度を上げるため、サンプリング・レートを 1GS/s 程度にまで下げるよう勧

めます。 

dv/dt にアクセスするには 

1. [Functions]（関数）の下にある[dV/dT]ボタンをタッチします。電圧波形の微分がカー

ソルとともに表示され、カーソルによるクリック＆ドラッグが可能になります。 

2. 微分を拡大表示させたい場合は、[dV/dT]タブをタッチします。 

 

 上の例では、電源装置のドレイン・ソース間電圧(VDS)信号(V)が 初のグリッドに表示

されています。  

 2 番目のグリッドには、波形の微分 dv/dt が表示されています。表示された dv/dt の波

形は、dv/dt 関数をズームしたものです。 

 カーソルを使用して、信号の好きな場所で dv/dt を表示させることができます。 

 

 

PMA2-OM-E Rev A 902136  24 
 



 

 

 

変調解析を使用する 

変調解析はどのように機能するか 

スイッチモード電力変換回路はある方法を使って、制御させる前のソースから制御させた出力

へエネルギーをサイクルごとに移転します。出力における制御は、ある量のエネルギーをサイ

クルごとに変調して行われます。 もよく用いられる変調方法は、パルス幅変調(PWM)です。 

PMA2 の変調解析のセクションでは、コントロール回路の変調信号に含まれる情報を取り出す

ことができます。電力変換回路で、1 サイクルあたりのエネルギーをコントロールする も一

般的な方法は、PWM を使用するものです。その他の方法（たとえば周波数変調）も使用でき

ます。ただし、どの方法を使用しても、変調の度合いを見て、解析するのは、難しい作業です。 

 

(A) 低負荷におけ
るゲート・ドライブ・
パルス幅 

(B) フル負荷におけ
るゲート・ドライブ・
パルス幅 
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(C) アナログ・パーシ
スタンス（重ね書き）
表示により、 低負荷
と 大負荷における
パルス幅、および負荷
を変える間のパルス
幅を表示しています。

定常状態で動作させていると、電源のパルス幅は、低負荷の周期の間は狭く、大きい負荷に対

しては大きなパルス幅になります。この差は、オシロスコープの XY 表示モードで簡単に確認

することができます。しかし、負荷の変化やその他のイベントに伴って、パルス幅がどのよう

に変わるかを見ることは、はるかに難しい作業となります。アナログ・パーシスタンス（重ね

書き）モードを使用すれば、電源のステップ反応に関する情報をさらに得ることができます。

ただし、パルス幅の変化を時系列に表示することはできません。 

変調解析では、変調信号の変化を時系列で見ることができます。これは、時間経過を水平軸方

向、変調信号の時間（幅）を垂直軸方向の高さで表します。 

 

 
変調解析が個々のパルス幅を測定し、縦軸にその値を表示した例 

パルス数が増えると、それぞれのパルス幅を表示したものが波形を形成するようになります。
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この波形は、パルス変化を経過時間の関数として表示したものです。この波形を使用すると、

負荷の変化（ステップ応答）やソフトスタート・パフォーマンスなどの様々なイベントに対し、

電源がどのように反応するかという重要な情報を得ることができます。  

 

変調解析画面 

 
変調解析は、出力負荷が 大から 小に変化する間、PWM 回路のステップ反応を表示します。

この例では、100 個以上のゲート・ドライブ・パルスが 初のグリッド[V]に記録され、それぞ

れのパルス幅が第 2 グリッド[Mod]に表示されています。 

 

変調解析の設定 

PMA2 の変調解析では、電力変換回路の変調に含まれる情報を取り出し、解析することができ

ます。この測定の正確なセットアップは、回路形態や、測定する回路のどの部分で変調信号を

取り出すかということによって変わります。  

次の図は、オフライン・スイッチング電源のパワーFET ゲートで変調信号を取り出す場合の代

表的な配置例を表しています。レクロイ社の DA1855A 差動増幅器を使用して、装置のゲート・

ドライブ信号を捕捉します。  



 

 

 

 
電源装置のゲート・ドライブ信号を捕捉するために必要な、測定対象の回路への代表的な接続

例。この信号からパルス幅変調を取り出します。  

図の回路は、オフライン・フライバック電源です。このセクションの例は、このタイプの回路

への接続をもとにしています。この回路のその他の信号も変調を測定するのに使用することが

できますが、ゲート・ドライブ信号は通常、比較的ノイズの入らない信号を捕捉する上でよい

場所であるとされています。 

変調解析測定のセットアップ 

変調信号とトリガのセットアップ 

変調解析測定は一般に、あるイベントに対する回路の反応を見つけるために行います。回路

のどの場所で変調情報（変調信号）を取り出すか、そして、その変調信号の捕捉を開始する

ために使用する信号“イベント”を決めます。測定する回路の適切な場所に差動プローブを

接続し、変調信号を捕捉します。スイッチのオン/オフ、ライン・トリガ、負荷変化などの

イベントを利用して、変調信号の記録開始を行います。上の図では、パワー・トランジスタ

のゲート・ドライブ信号を変調情報のソースとして、そして出力の負荷変化をトリガ・イベ

ントとしてそれぞれ使用しています。 

 

重要! 可能であれば、[PowerMeasure](電力測定)ソフトウエア・ダイアログに入る前に、変調信号

の安定した表示を行い、イベント・トリガのソースを決めてください。 
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フィードバック変調のソースとさまざまなイベント・トリガのソースを取り出すために、測

定対象の回路に接続した代表例  

トリガ設定―イベント・トリガ 

どのイベントの周辺で拡張信号変調記録の捕捉を行うのかを決めます。そのイベント、すな

わち、電源電圧の変化、スイッチのオン/オフ、負荷変化などのイベントが発生したときに

変調信号の捕捉をトリガすれば、イベントに対する回路の反応を調べることができます。代

表的なトリガ点が、上図に描かれています。 

この例では、5V 電源の負荷が 大から 小に変化するにしたがって、捕捉がトリガされま

す。そうしたイベントのトリガをあらかじめ設定しておけば、変調測定の 終セットアップ

が簡単になります。 

1. 下図の画面に似た表示が得られるよう、イベント・トリガ・チャンネルに対してTime/div、

Volt/div、トリガ・ディレイ、トリガレベルを設定します。変調信号が、たとえばスイ

ッチ・オンのような1回のイベントの結果として捕捉される場合、満足のいく結果を得

るために、イベント・トリガはシングル・トリガ・モードでテストしてください。 
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2. この例では、負荷変化の信号を捕捉するためにチャンネル3を使用しており、オシロス

コープはこのチャンネルからトリガするように設定されています。同じ目的で、他のチ

ャンネルやオシロスコープの外部トリガ入力を使用することもできます。  

 

初期設定 - 変調信号 

1. 変調の情報ソースとして使用する信号を安定表示するように設定します。信号幅（ある

いはその他の特性）が測定できるようなきれいな信号を捕捉してください。以下の例で

は、パワー・トランジスタのゲート・ソース間電圧を変調信号のソースとして使用して

います。  

2. Time/div、トリガ遅延、トリガレベル、電圧チャンネル・カップリングを設定し、目的

の場所でトリガできるように設定します。 

変調解析の設定 

1. メニュー・バーの[Analysis]（解析）をタッチし、プルダウン・メニューから

[PowerMeasure]（電力測定）をタッチします。 

2.  [Voltage]（電圧）タブをタッチして、すでに設定してある変調信号の電圧チャンネル

を選択します。  

3. [Modulation]（変調）タブをタッチします。測定に関し、以下の選択肢があります。 

 [Duty Cycle]デューティ・サイクル 

 [Frequency]周波数 

 [Period]周期 

 [Width]幅（PWMの解析はこちらを使用） 

4.  [Trace On]（トレース・オン）チェックボックスをタッチします。 

 

5.  [Level Is]（レベル）フィールドの内側をタッチし、[Absolute]（絶対値）あるいは

[Percent]（パーセント）のいずれかを選択します。[Find Level]（レベル検出）ボタ

ンをタッチして、変調信号の幅の50%レベルを調べます。 

6. フロントパネルの[ADJUST]]（調整）ノブを回して、変調信号の幅を測定するときの電

圧レベルを設定します。立ち上がりエッジと立ち下がりエッジにノイズが含まれていな

いような変調信号に対して、このレベル設定を行います。ゲート・ドライブ信号の変調

を測定する際は、そのレベルをペデスタル付近には設定しないほうがいいでしょう。 

7. [Find Scale]（スケール検出）ボタンを押して、変調信号の幅の範囲を調べます。 
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画面右側にあるズームのミニ・ダイアログを使用して、画面を 適化します。 

変調信号(V)（この例では、ゲート・ドライブ電圧波形）。各パルスの幅の測定波形(Mod)が
2 番目のグリッドに表示され、変調信号(V)のズーム・トレース(F1)と(F2)はそれぞれ、3 番

目と 4 番目のグリッドに表示されます。これらのグリッドは、波形 V を拡大して、複数サ

イクル・レコードに含まれる個々のサイクルを見るために使用します。  
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電力解析の概要 

PMA2 の電力解析のセクションでは、50Hz および 60Hz の電源電圧 Vrms)、ライン電流(Irms)、
皮相電力(VA)、有効電力(Watts)、力率(cos θ)を測定するツールを使用することができます。

さらに、電力ラインに加えられた高調波の量を評することもできます。EN61000-3-2 規格の、

高調波電流規制の要件にしたがって行うことができます。 

 

EN61000-3-2、高調波電流規制 

EN61000-3-2 の標準型が持つあらゆる定性および制限を知るには、その 新バージョンを参照

してください。参考までに、以下におおよその情報をまとめます。 

装置の分類 

高調波電流を制限するため、EN61000-3-2 は次のように装置を分類します。  

Class A  
平衡三相装置や、以下のクラスを除くその他の装置 

Class B  携帯型ツール 

Class C  照明装置。照度を落とす装置を含む。 

Class D  

クラス Bや Cに属さない装置あるいはモーター駆動ではない装置で、以下の図に定

義した特別な波形の入力電流をもつもの。 

半周期の入力波形が、 低でも95%の時間分だけ下図のエンベロープに入る場合、そ

の装置はクラスDとみなされます。入力電流のピーク値で、エンベロープの中央線CL

が決まります。  

 

 

 

電力解析の設定 

セットアップ: 電力解析の測定を行うには、次に示すように装置を配置する必要があります。

この例では、チャンネル 2 が電圧に、チャンネル 3 が電流に使用されていますが、実際は、ど

のチャンネルも電圧や電流に使用することができます。三相システムの場合、解析を始める前



 

 

 

に、複数の電圧チャンネルおよび（または）複数の電流チャンネルをセットアップすることが

できます。 

 

測定対象装置： 電力消費およびライン高調波を調べる対象となる装置 

電源:電源装置の波形歪は、わずかでなければなりません。EN61000-3-2 は、測定対象の装置

に接続すると、電源の 大波高率と高調波歪を計算します。電力ラインがあれば測定はできま

すが、電源装置の波形歪は測定の質に直接影響を与えてしまいます。  
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電源電圧信号およびライン電流信号のセットアップ 
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1. 電源電圧信号と電流信号が、図に示したように、安定して表示されるように設定します。  

2. Time/div、トリガディレイ、トリガレベル、電圧チャンネル・カップリングを設定し、

上図のような画面を得るようにします。  

3. 電流波形の極性は、電圧波形の極性と合わなければなりません。極性が合うように電流

プローブが接続されていることを確認してください。 

 

電力解析メニューの起動 

1. メニュー・バーの[Analysis]（解析）をタッチし、プルダウン・メニューから

[PowerMeasure]（電力測定）をタッチします。 

2. [PowerMeasure]（電力測定）ダイアログで、[Analysis]（解析）の下にある[Line Power]

（ライン電力）ボタンをタッチし、その右側の[Power]（電力）ボタンをタッチします。 

3. [Voltage]（電圧）タブをタッチして、すでに設定してある変調信号の電圧チャンネル

を選択します。[Trace On トレース･オン]チェックボックスをタッチします。 

4. [Current]（電流）タブをタッチし、すでに設定した電流信号チャンネルを選択します。

[Trace On トレース･オン]チェックボックスをタッチします。電流チャンネルとして

選択したチャンネルには、電圧プローブや非ProBusプローブが使用されたとしても、ア

ンペアが指定されます。電流プローブを取り外し、消磁します。電流プローブの極性は、

電圧波形の極性と合っていなければなりません。 

電圧と電流の選択が終わると、表示画面には電源電圧と電流の波形が、電力とエネルギーの

波形とともに現れます。表示されるパラメータは、電源電圧(Vrms)、ライン電流(Irms)、皮相

電力(VA)、有効電力(Watts)、力率(cos θ)です。 
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高調波測定 

  

注意：処理速度を上げるため、サンプリング・レートを 50kS/s に設定することを勧めます。これは、測定す

る必要のある 大周波数が、基準となるライン周波数(50Hz あるいは 60Hz)の 40 倍になるからです。すなわ

ち、このとき、捕捉する 大周波数は 2.4kHz であり、これに対するサンプリング・レートは 50kS/s もあれ

ば十分です。 

1. [Timebase]（タイムベース）記述子ラベル をタッチし、[SMART Memory]（SMARTメモリ）

タブをタッチします。  

2. [Fixed Sample Rate]（固定サンプル・レート）ボタン が選択されていることを確認しま

す。 

3. [Sampling Rate]（サンプリング・レート）フィールドの内側をタッチし、50kS/sの値を設

定します。 
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1. [PowerMeasure]（電力測定）ダイアログで[Harmonics]（高調波）ボタンをタッチし、

[Harmonics]（高調波）タブをタッチします。メニューが現れ、測定対象の装置(EN61000の

分類で、クラスA、B、C、D)のクラスを選択し、装置が動作する周波数(50Hzあるいは60Hz)

を選択します。 

2. [Class]（クラス）フィールドの内側をタッチし、EN61000による分類(クラスA、B、C、D)

をポップアップ・メニューから選択します。 

3. [Frequency]フィールドの内側をタッチし、ポップアップ・メニューから電源周波数を選択

します。 

4. [Units] フィールドの内側をタッチし、Amps（アンペア）あるいはdBuA（1マイクロ・アン

ペアあたりのデシベル）を選択します。 

5. [Line Harmonics Table]（高調波表）タブをタッチし、メイン・ダイアログの右側に結果

を表形式で表示させます。 

6. フロントパネルの[Cursor]（カーソル）ノブを回して、カーソルを高調波に沿って動かし

ます。（カーソルを使用する前に、フロントパネルの[Stop]（停止）トリガ・ボタンを押

して、捕捉を停止させる必要があります） 
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非ProBusプローブを使用する 

PMA2 ダイアログの概要 

PMA2 ダイアログでは、電力測定に必要な正確な単位とスケールを、 大限の自由度をもって

設定することができます。レクロイ社のプローブに ProBus インタフェースを組み合わせて使

用すると、正確な単位とスケールは自動的に決められます。Pro-Bus ではない電流プローブあ

るいは電圧プローブを使用する場合は、PMA2 ソフトウェアを使用すれば様々な電流プローブ

と電圧プローブに対して正確な単位とスケールを入力することができます。 

単位 

PMA2 セットアップ・ダイアログで、あるチャンネルを電流入力として選択すると、その単位

は自動的にアンペアに切り替わります。その後は、このチャンネルから得たデータは、どの演

算関数においても電流として扱われます。したがって、電流チャンネル波形に対して、電圧波

形を掛け合わせるとワット（電力）として結果が得られ、電圧波形で割ると抵抗として結果が

得られます。分流器と電圧プローブで電流を測定した場合でも、適切な単位が表示されます。 

  

スケール 

PMA2 セットアップ・ダイアログで、あるチャンネルを電流入力あるいは電圧入力として選択

すると、そのスケールは非 ProBus プローブの全体的な有効ゲインを考慮して設定することが

できます。スケールは拡大させる（ゲイン）だけでなく、縮小（減衰）させることもできます。

正規化を行わない電流プローブ、電圧プローブに関しては、減衰あるいはゲインの倍率は、

1/10,000 倍から 100 倍まで 1、2、5 倍ずつの数値で設定することができます。さらに[Variable]
（可変）を選択すると、有効ゲインを設定することができます 

増幅器の正規化を行う電流プローブや電圧プローブに関しては、ある特別の係数を適用し、そ

の増幅器から読み出した情報が直接ダイアログに入るようにできます。  

 

電圧プローブあるいは電流プローブの有効ゲインは、1/1000 倍から 10,000 倍まで設定するこ

とができます。 
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電流入力セットアップ・メニュー 

増幅器の正規化因子を使用せずに電流を調整する 

正規化因子のない非 ProBus 電流プローブを使用する際は、以下の手順を実行します。  

1. [Current]（電流）タブをタッチします。 

2. [Current probe type]（電流プローブの型）フィールドの内側をタッチし、ポップアッ

プ・メニューから[Probe]（プローブ）を選択します。 

3. [Attenuation]（減衰）フィールドの内側をタッチし、ポップアップ・メニューから

[Variable]を選択します。 

4. プローブの有効ゲインファクタを決め、[Effective Gain]（有効ゲイン）フィールドの

内側をタッチします。ポップアップ・キーパッドでその数値を入力します。 

5. 電流プローブの DCオフセットがプローブ上で 0に調整できない場合は、[Fine Adjust DC 

Level]（DC レベルの微調整）を使用してレベルを補正します。 

電流プローブに 10 mV/区分の正規化因子をもった増幅器が付いている場合の電流調整 

このセットアップは、AM503 増幅器とそのシリーズの電流プローブを使用するときに便利

です。  

1. [Current]（電流）タブをタッチします。 

2. [Current probe type]（電流プローブの型）フィールドの内側をタッチし、ポップアッ

プ・メニューから[Amplifier 10mV/div]（増幅器 10mV/区分）を選択します。[Amps/div]

（増幅器/区分）フィールドが開きます。 

3. [Amps/div]（増幅器/区分）フィールドの内側をタッチし、ポップアップ・キーパッド

で数値を入力します。 

4. 電流プローブの DCオフセットがプローブ上で 0に調整できない場合は、[Fine Adjust DC 

Level]（DC レベルの微調整）を使用してレベルを補正します。 

 

電流プローブに 50 mV/区分の正規化因子をもった増幅器が付いている場合の電流調整 

このセットアップは、DA1855 差動増幅器で分流器をまたがる電圧を測定するときに便利で

す。 

1. [Current]（電流）タブをタッチします。 

2. [Current probe type]（電流プローブの型）フィールドの内側をタッチし、ポップアッ

プ・メニューから[Amplifier 50mV/div]（増幅器 10mV/区分）を選択します。[Amps/div]

（増幅器/区分）フィールドが開きます。 

3. [Amps/div]（増幅器/区分）フィールドの内側をタッチし、ポップアップ・キーパッド

で数値を入力します。 

4. 電流プローブの DCオフセットがプローブ上で 0に調整できない場合は、[Fine Adjust DC 

Level]（DC レベルの微調整）を使用してレベルを補正します。 
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分流器を使用している場合に、電流を調整する 

1. [Current]（電流）タブをタッチします。 

2. [Current probe type]（電流プローブの型）フィールドの内側をタッチし、ポップアッ

プ・メニューから[Shunt resistor]（分流器）を選択します。[Shunt resistor]（分流

器）フィールドが開きます。 

3. [Shunt resistor]]（分流器）フィールドの内側をタッチし、ポップアップ・キーパッ

ドで分流の数値をオームを単位に入力します。 

4. [Fine Adjust DC Level]（DC レベルの微調整）を使用してレベルのゼロ補正を行います。 

電圧入力セットアップ・メニュー 

非 ProBus 電圧プローブを電圧入力チャンネルに使用し、非 A 型のレクロイ社 DA1855 差

動増幅器を使用して電圧測定を行う場合は、このセットアップが便利です。さらに、他の電

圧プローブと増幅器に関しても、このセットアップを行うことができます。 

1. [Voltage]（電圧）タブをタッチします。 

2. [Attenuation]（減衰）フィールドの内側をタッチし、ポップアップ・メニューから

[Variable]（可変）を選択します。 

3. [Effective Gain]（有効ゲイン）フィールドの内側をタッチし、ポップアップ・キーパ

ッドで数値を入力します。 

4. プローブのDCオフセットがプローブ上で0に調整できなければ、[Fine Adjust DC Level]

（DC レベルの微調整）を使用してレベルを補正します。 

 

§ § §  


	PMA2：はじめに
	ツールとその役割
	必要な機器

	初期設定
	電圧設定
	電流設定
	電力測定設定

	電圧、電流をデスキューする
	使用している測定システムの時間遅延を合わせる
	チャンネル間の時間のずれをチェックする

	デスキューの初期設定
	デスキューのセットアップ
	チャンネル間伝播遅延（Skew）調整

	DCレベルの微調整
	飽和電圧測定に対するプローブ補正の影響

	パワーデバイス解析を使用する
	パワーデバイス解析のセットアップと構成
	トリガをあらかじめセットアップする
	初期設定（イベント・トリガ）
	初期設定（メイン・トリガ）

	パワーデバイス解析測定
	瞬時電力測定 - 定常状態
	瞬時電力測定 - イベント・トリガ
	安全動作領域 - 定常状態
	安全動作領域測定 - イベント・トリガ

	飽和電圧と動的オン抵抗測定
	デバイスのdv/dtを測定する

	変調解析を使用する
	変調解析はどのように機能するか
	変調解析画面
	変調解析の設定
	変調解析測定のセットアップ
	変調信号とトリガのセットアップ
	トリガ設定―イベント・トリガ
	初期設定 - 変調信号
	変調解析の設定


	電力解析の概要
	EN61000-3-2、高調波電流規制
	装置の分類

	電力解析の設定
	電源電圧信号およびライン電流信号のセットアップ
	電力解析メニューの起動

	高調波測定

	非ProBusプローブを使用する
	PMA2ダイアログの概要
	単位
	スケール

	電流入力セットアップ・メニュー
	増幅器の正規化因子を使用せずに電流を調整する
	電流プローブに10 mV/区分の正規化因子をもった増幅器が付いている場合の電流調整
	電流プローブに50 mV/区分の正規化因子をもった増幅器が付いている場合の電流調整
	分流器を使用している場合に、電流を調整する
	電圧入力セットアップ・メニュー



