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はじめに 
テレダイン・レクロイのデジタル・パワー・マネジメント解析ソフトウェアは複雑な複数相 PMIC、VRM、POL、

LDOおよび他の DCレール挙動をサイクル毎計測パラメータに変換し、サイクル毎波形として表示することで電源/

電圧レール、DC-DCコンバータおよび組込システムの電源供給挙動の完全で迅速な理解を助けます。 

最大８つの電圧または電流信号は 50Ωまたは 1MΩ結合の単純な BNCケーブル接続、1MΩ結合のパッシブ・プロー

ブ接続またはテレダイン・レクロイ互換の電圧あるいは電流プローブを介してオシロスコープの任意のアナログ・チ

ャンネルに入ります。ミックスド・シグナル・オプションが追加されていればデジタル信号も入力する事も出来ま

す。  

信号が捕捉されると、ソフトウェアはユーザによって指定された”Sync”信号を使用して捕捉信号の周期解析を自動的

に行います。この解析により電圧、電流、パワー、効率、スピード、トルク他が計算される計測間隔（時間区間）が

決定されます。図 1にドライブ出力のライン-ライン電圧およびライン電流信号と青い正弦波電流トレースで定義さ

れた”Sync”信号の三相のセットが示されています。 

 

 

図 1:正弦波”Sync”信号により三相信号の計測間隔を決定 

ひとたび計測間隔が決定され、捕捉された全ての波形に適用されると、選択された Sync ソース信号によって定義さ

れた各計測間隔に対して算術計算が実施されます。平均値は捕捉全体もしくはゲートされた部分に対して i=1 から N 

の N サイクルに対して計算されます。電圧、電流あるいは周波数計測値は IEEEの定義に従って計算されます。 
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単一の捕捉に対する選択した計測値（RMS、平均値またはピーク値）はユーザ定義数値テーブルに表示されます。 

 

図 2:数値テーブルに表示された計測値 

 

データの時間変動をサイクル周期毎にトラックした詳細波形や統計値の表示は数値テーブルのセルをクリックするだ

けで表示することが出来ます。各セルはモータ・パラメータや、ひとつの信号入力に対する特定の計測値を表してい

ます： 

 

図 3:統計値テーブルに表示された選択済みモータ・パラメータ 

サイクル毎波形は、他の捕捉波形や捕捉波形の特定の一部分をゲートしたものと並べて相関を確認することが出来ま

す。これにより長時間かつ過渡制御条件下での複雑なドライブの挙動をデバックするために貴重な情報が得られま

す。 

 

図 4:合成されたサイクル毎波形は、波形捕捉した時間にわたる計測パラメータ値の変化をプロットします 
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信号に対する正しい入力方法の選択 

パッシブ電圧プローブ 

パッシブ・プローブは減衰比認識ピンを持ち、入力チャンネルは適切な減衰比（およびカップリング）に設定されま

すパッシブ・プローブはシングルエンドなので、先端のグランド・リードはオシロスコープのシャーシ・グランドに

直接接続されています。従って被測定デバイス(DUT)も、このグランド・リードを経由して機器のシャーシ・グラン

ドに接続されます。パッシブ・プローブは DC電源/電圧レールの計測時に適切な計測結果を提供しますが、ユーザが

知っておくべき重要な制約があります。 

パッシブ・プローブは一般的に 10xの減衰比を持っています。10x減衰した後にオシロスコープで x10ゲインで増幅

する必要があるので、この減衰により計測へのノイズが増加します。実際に、計測値または計測設定に以下の影響が

あります： 

 最高感度ゲイン設定は（一般的に）10mV/divに制限されます。この制限は減衰比(x10)を適用することにより

オシロスコープ入力チャンネルの最高感度ゲイン設定（例えば 1mV/div)が 10倍となることから来ます。 

 最高ゲイン設定におけるより高いオシロスコープのノイズによって計測ノイズは増加します。 

 プローブが接続された入力チャンネルのオフセット能力は DC電源/電圧レールをオシロスコープ・グリッド

の垂直方向の中心に配置するには不足する場合があります。通常、オシロスコープ入力チャンネルのオフセ

ット能力は最高ゲイン設定において低下し、電源/電圧レール電圧に対しては適用可能なオフセット能力では

不足します。 

パッシブ・プローブの帯域は 500MHzしかなく、さらに広帯域の要望があります。さらに、パッシブ・プローブは高

い入力容量をもち、高周波において不適切な負荷となって信号を歪ませます。パッシブ・プローブの高い入力抵抗は

DCまたは非常に低い周波数における不要な回路負荷を避けるのには役立ちます。 

最後に、DC電源/電圧レールへのパッシブ・プローブの回路接続は一般的に短いグランドリード（低インダクタンス

計測）に対して最適化されていません。 

アクティブ（シングルエンド）電圧プローブ 

アクティブ電圧プローブは一般的にパッシブ・プローブより小さな電圧範囲で最大ピーク電圧も低くなっています。

それはらパッシブ・プローブに比較して低い入力容量、仕様帯域における良好な周波数応答、低い回路負荷やオシロ

スコープ入力チャンネルで提供されるよりも大きなオフセット調整機能を内部にもっています。それらは DC電源/電

圧レールのプロービングにはパッシブ・プローブと比較するとある程度良好なソリューションですが、最適ソリュー

ションとは言えません。 

アクティブ（シングルエンド）電圧レール・プローブ 

レール・プローブは 50Ω DC電源/電圧レールのプロービングに特別に設計されています。これらのプローブはこのア

プリケーションに対して以下の利点があります： 

 レール・プローブの公称減衰比は 1xなので高減衰比の場合に必要となるオシロスコープでの増幅が不要とな

り、高感度ゲイン設定（例えば 2または 5mV/div）がこのブローブでは使用できます。 

 より低いオシロスコープのゲイン（公称 1xプローブ減衰比）によって計測ノイズは最低限に抑えられます。 

 内蔵オフセット回路による大きなオフセット電圧範囲－オシロスコープ入力チャンネルにより提供されるよ

り大きな範囲で設定が可能。 

 高入力抵抗および低入力容量により DCおよび低周波において低い回路負荷を実現し、高周波においては

50Ωインピーダンスとなります。 

レール・プローブの帯域はパッシブ・プローブやアクティブ電圧プローブよりもはるかに高く、先端の接続は広帯域

および電源/電圧レールに対して低インダクタンス接続に最適化されています。 
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アクティブ（差動）電圧プローブ 

差動電圧プローブは＋および－入力間の電圧差を測定します。グランド基準の電圧成分(コモン・モード電圧)は両入

力端子で同一なため差動増幅器により差し引かれて出力には出てきません。このタイプのプローブは、プローブのコ

モンモード入力電圧範囲内での“フローティング”であれば、電流シャント/シリーズ抵抗両端の低電圧測定に理想的で

す。アクティブ差動プローブには非常に低減衰比で高い増幅ゲインおよび高コモンモード抑圧比(CMRR)を持ち、こ

れらの計測に最適なものもあります。 

電流プローブ 

電流プローブは非常に広帯域に渡る DC, AC, およびインパルスの計測を可能にするためにホールセンサとトランス技

術の組み合わせで構成されています。これらのプローブは最大 500A までの定常電流(700A ピーク)までの定格をもっ

ています。これらは絶縁導体に対して測定をするように設計されています。コアとシールドはグランドに接続される

ため、プローブに電圧を印加するとプローブもしくは被測定回路を損傷する可能性があります。プローブが導体に挿

入可能な場所で一般的に DC電源/電圧レールに流れる電流レベル(例えば 30Arms)で使用できるこれらプローブの高

感度バージョンが利用可能です。 

 

CA10 電流測定デバイス用 ProBusアダプタ 

CA10電流測定デバイス用 ProBusアダプタはサードパーティ製電流トランスデューサ/トランスフォーマをオシロス

コープにシームレスに統合可能にするプログラム、カスタマイズ可能なインタフェース・デバイスです。サードパー

ティ製デバイスを テレダイン・レクロイ製プローブと同様に認識・操作出来、オシロスコープ に接続するたびに手

動で再スケーリングし単位を変換する必要がなくなります。CA10 で使用可能なデバイスは、例えば Pearson 社電流

トランスフォーマ、Danisense/LEM 社電流トランスデューサ、PEM-UK 社ロゴスキー・コイルあるいは任意の従来型

の捲数比電流トランスを含みます。 

CA10 Probus 電流プローブ・アダプタを使って電流計測デバイスを測定器に接続するとただちに、チャンネル設定ダ

イアログの後ろの CA10 ダイアログにカップリングとリスケールの設定が現れます。ひとたび CA10 をプログラムす

ると、サードパーティ製トランスデューサ/トランスフォーマは自動認識され、テレダイン・レクロイ製プローブと

同じように操作することができます。 

 

図 5:CA10 を使用し、CA10 ダイアログで電流計測デバイスの定義を行います 
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デジタル・パワー・マネジメント解析ソフトウェアを使用する 

デジタル・パワー・マネジメント設定ダイアログへのアクセス 
デジタル・パワー・マネジメント・ソフトウェア・パッケージはマルチ・タブ・ユーザーインタフェースを採用して

います。タブは”設定ダイアログ”と呼ばれます。これらのダイアログにより適切な解析のために信号の接続を定義し

たり、数値テーブルや、特別なサイクル毎の電圧、電流、パワーおよびメカニカル波形を作成したり出来ます。 

ディスプレイ上部のメニューバーから、Analysis > Digital Power Mgmt.を選択します。 

 

図 6:Analysisメニューのデジタル・パワー・マネジメント・ソフトウェア・オプション 

以下のデジタル・パワー・マネジメント・ダイアログが開きます（左から右へ）: 

 Digital Power Management－入力の定義と計測 Sync信号の選択に使用されます。 

 Numerics－指定されたソースと計測パラメータに対して平均もしくはピーク計測値を表示する数値テーブル

を on/offし、設定を行います。 

 Waveforms + Stats－統計値テーブルの on/offをし、サイクル毎波形の定義をここでしたり、他の設定操作を

行います。 
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デジタル・パワー・マネジメント・ダイアログ 
デジタル・パワー・マネジメント・ダイアログはデジタル・パワー・マネジメント・ソフトウェアの入口です。ダイ

アログは以下を表示します: 

 電圧または電流入力に割り当てられているソース 

 全ての計算が行われる計測間隔（周期）を決定する”Sync”信号 

 

図 7:デジタル・パワー・マネジメント・ダイアログ 

電圧と電流の割り当て 

8 つの入力フィールドが表示されます。それぞれに任意のチャンネル、メモリまたは演算トレースを割り当て、ラベ

ル名を指定できます。デフォルトでは、C1が全ての電圧および電流ソースで、ラベル名は V1a～V2b、I1a～I2bにな

っています。 

割り当てをするには、入力フィールドをタッチまたはクリックし、ポップアップ・メニューからその電圧または電流

の正しいソースである波形を選択します。左が電圧で右が電流という制約はありません。任意の入力に任意のタイプ

のソースを指定できます。 

各入力に自由に Labelの文字を入力出来ます。上記の例では元の V1a～V2bは CLK、1V R1、1V R2およひ I(A)に変

更されています。I1a～I2bは使用しないのでそのままとなっています。 

Sync信号 

個々 のサイクルで電圧、電流および周波数計測を実行するために捕捉した電圧および電流データに対して計測間隔

決定しなければなりません。Sync信号の周期は計測間隔を決定します。（デフォルトは C1の信号）この Sync信号

は高周波成分を除去するためにフィルタをかけて、よりよい周期性を得ることが可能です。電源/電圧レール計測に

おいて、Sync信号ソースは DC-DCコンバータのパワー半導体のスイッチング周期を決めているクロック信号を割り

当てることが一般的ですが、それ以外でも構いません。 

 

図 8:Sync信号セットアップ 
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SYNC信号はどのように使用されるか 

ソフトウェアはまず、Sync 信号波形の振幅の 50%値を決定します。そして各サイクルに対して 50%(もしくはゼロ)ク

ロスポイントを決定し、捕捉波形中に含まれる全サイクルに対して開始ポイントと終了ポイントの時間を計測しま

す。50%クロスポイントの決定は以下の計測テクニックを組み合わせた適切なソフトウェア・アルゴリズムを使用し

高精度に行われます： 

 ユーザ定義可能なカットオフ周波数のローパス・フィルタによる高周波のフィルタリング 

 50%(ゼロ)クロスポイントにおける局所的な補間/オーバーサンプリング 

 ユーザが変更可能なヒステリシス幅の設定により 50%（ゼロ）クロスポイントにおける非単調増加エッジの

影響の低減あるいは除外 

ひとたび 50%（ゼロ）クロスポイントの時間が決定されると、決定された各サイクル周期で様々な計測パラメータが

計算されます。 

SYNC 信号の選択 

周期決定のために最も振幅があり、最も歪みが少ない信号が得られるように Sync 信号を選択します。繰り返し計測

を実施すべきインターバルを表す時間区間を持つのであれば、計測されたどの繰り返し信号を指定しても構いませ

ん。一般的に、理想的な Sync 信号は以下の特徴をもっています： 

 低歪みもしくは予測可能な歪み（例：純粋な正弦波あるいは非常にそれに近いもの） 

 一定の振幅（例：一定振幅のクロック信号） 

 低ノイズ 

 ゼロ・クロスして変動 

もし、そのままでは上記特性を満たす信号が捕捉波形の中に無い場合、LPF（ロー・パス・フィルタ）のカットオフ

周波数と、ヒステリシス幅(ゼロ・クロッシング・フィルタ)の設定を 50%(ゼロ)クロスポイントの決定が改善かつ/も

しくは信号のノイズと歪みが低減するように調整します。波形の歪みが非常に大きい場合は、その両方を調整する必

要があるかもしれません。LPF のカットオフ周波数とヒステリシス設定の推奨については次のセクションをご覧くだ

さい。もしどうしても上述の理想的特性を持ち合わせる信号が得られない場合、演算トレースを Sync信号として使

用する事も可能です。 

メモ：LPF カットオフはデジタル（ソフトウェア）フィルタで得られます。このデジタルフィルタを適用した波形は

フィルタを 

かけない元波形に対して若干の位相ずれを生じます。これは正常であり、計測の確度には影響しません。同様に

Sync 信号ソース、LFP カットオフ周波数、ヒステリシス設定の変更によって数値テーブルの結果が再計算される事

について留意してください。したがって、計測の最初にこれら全ての設定を行い、短い捕捉波形を使用して結果の妥

当性について検証してからロング・メモリ波形の計測を行うことを推奨します。 

LPF のカットオフ 

ローパスフィルタ(LPF)は指定した周波数で-3dBカットオフをもつデジタル・フィルタを適用します。デフォルト値

は 500 Hzとなっており、 クロック信号の基本周波数よりも高くなるように調整する必要があります。基本波を超え

る大きな高周波成分を持つ Syncソース信号（例:PWM電圧信号）はフィルタを適用して低周波にすると振幅が大幅

に下がります。しかし、もしフィルタ適用後に低ひずみな正弦波ならばそれでも良い Sync信号として使用できま

す。LPFフィルタ値の設定には注意をし、選択したフィルタ設定で所望の結果が得られているか確認するために Sync

信号の表示を行ってください。 
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Sync 信号の品質を改善するために LPF Cutoff の設定をデフォルトの 500Hz よりも高く、もしくは低く設定します： 

 低く設定すれば、ノイズと歪み除去を改善できます。しかし、信号を過度に減衰し、望ましくないヒステリ

シスの設定を必要としたり、全く周期を検知できない結果となる場合もあります。 

 

 高く設定すれば、信号の振幅は改善します。しかし、多すぎる高周波成分を通してしまい、それにより歪み

の多い信号が得られ、正しくない 50%(ゼロ)クロスポイントを決定してしまう事もあります。 

図 9では DC-DCコンバータの中の MOSFETのスイッチング動作を決めている 500kHzクロックの 2ミリ秒の捕捉

(C1、上段黄色トレース）を表示しています。この信号の水平ズームが C1の下に表示され(Z1)、フィルタリングされ

た Z1信号が Sync信号として使用されています(DPMSyncZ1、下段青トレース）。DPMSyncZ1の上の半透明のオーバ

レイは認識された計測周期を示しています。1MHzの LPF設定と 100mdivのヒステリシス設定により区間決定が良好

になされていることが簡単にわかります。 

 

図 9:1MHz LPF設定および 100mdivヒステリシス設定を適用した Sync信号として得られた 500kHzクロック信号 
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ヒステリシス幅 

ヒステリシス幅設定は、Sync 信号のスロープを 50%(ゼロ)クロスポイントの定義に使用していいと判別するために超

える必要のある振幅“幅”を定義します。デフォルト値は 100 ミリ division(mdiv)となっています。この 

“division”はオシロスコープの垂直軸の１目盛と同意です。 

 低いヒステリシス設定値はより低い振幅の信号に対して 50%(ゼロ)クロスポイントの検知感度を改善しま

す。しかしながら、間違った 50%(ゼロ)クロスポイントを検知してしまう危険があります。 

 高いヒステリシス設定値は信号歪みもしくはノイズによる 50%(ゼロ)クロスポイント決定に対する悪影響の

除去能力を改善します。しかし、50%(ゼロ)クロスポイントの検知精度が低下する恐れがあります。 

間違った 50%(ゼロ)クロスポイントの判定を防ぐためにゼロでないヒステリシス設定値が必要です。しかし、この事

は Sync 信号が最少振幅の要件を満たし，かつ低い振幅において比較的低ノイズでなければならない事を意味しま

す。非常に大きなダイナミックレンジと歪みを持つ信号（例えば非常に大きなダイナミックレンジを持つ６ステップ

整流制御電流波形信号）は Sync 波形の小振幅部分が、必要となるヒステリシス設定よりも小さくなる可能性がある

ため Sync 信号には向かないかもしれません。この場合は、より安定な振幅か小さなダイナミックレンジを 

持つ他の信号を選択する事が最善です。 

ヒステリシス幅設定の効果を理解するために、図  図 10 で理想的正弦波の場合を考えます。この場合は、ゼロもしく

は 50%クロスレベルは単純に検知でき、計測インターバルは容易に決定できます。 

 

 

図 10:単調増加信号における計測インターバル 

ここで、図  図 11 においてゼロもしくは 50%クロスレベル付近で非単調増加である場合を考えます。この非単調増加

区間はひとつの計測インターバルと判定されてしまい、その結果間違った周期決定をしてしまい、最終的に間違った

計算結果を導いてしまいます。 

 

図 11:非単調増加信号による誤った計測インターバル 
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ヒステリシス幅設定を使って、非単調増加部分の振幅よりも大きなヒステリシス幅レベルを設定し、誤った計測イン

ターバルの計算を避けることが出来ます。 

 

図 12:ヒステリシス幅により非単調増加の影響を是正する 

SYNC 信号のズーム 

長時間の、特に負荷変動のある条件下での捕捉において Sync 信号をズームして周期決定が正しくなされているかど

うか確認が必要となる場合があります。Zoom + Gate ボタンを押して、Sync 信号のズームに対して時間軸の揃った各

ソース波形の新たなズームトレースを生成します。もし望ましくない結果が得られた場合、必要に応じて LPF カッ

トオフとヒステリシスの設定を調整します。あるいは別の信号を Sync ソースとして選択します。詳細は Zoom+Gate 

Mode  (p.16) をご参照ください。 
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Numeric設定ダイアログとテーブル 
ひとたび Sync 信号の選択がなされると、Numeric 設定ダイアログで選択した入力に対して実施した計測パラメータ

からなる７つの列と入力を示す最大８つの行をもつカスタマイズした計測値テーブルを簡単に素早く作成することが

出来るようになります。行と列の交点は計測パラメータ(MP)を表し、特定のソースに対して行われた特定の計測パラ

メータ値となります。 

テーブル定義前に、電圧と電流ソースは正しく指定され、電流プローブは電流の向きに対して正しい向きに挿入され

ている事、電圧プローブは正しい極性で接続されている事を確認してください。 

そうでない場合、MPは与えられたソースに対して間違った計算を行います。 

 

図 13:テーブル定義前の Numericダイアログ 

 

図 14:定義後の数値テーブルハイライトされたボタンは、このテーブルで選択された入力と計測パラメータを示します。 
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Table Rows 
テーブルの行は入力結線構成に応じて変わる表示可能なソースです。テーブル行として選択した入力はボタンがハイ

ライト表示されます。 

Table Columns 
数値テーブルの列は、選択された(行の)ソースに対して実施される実際の計測パラメータです。一般的に、表示され

る値は捕捉全域に対しての平均もしくはピーク値です。全ての計測パラメータの選択ボタンは常時表示されていま

す。それらのうち選択された計測パラメータのボタンはテーブル行ボタンがハイライトされます。 

全ての行と列の選択を素早くクリアするには、Numerics ダイアログ左下の Clear All ボタンを押します。 

 

数値テーブルからサイクル毎波形トレースの生成 

数値テーブルは対話型になっています。テーブルのセルをタッチしたりクリックすると、新たな MPのサイクル毎波

形トレースを生成し、(W aveforms + Stats 設定ダイアログで Show Statisticsにチェックが入り)、単独の統計値テーブ

ルにその MPの統計情報が表示されます。 

 

 

図 15:統計テーブル表示 

サイクル毎波形トレースを非表示にするには、セルをもう一度タッチもしくはクリックするだけです。Waveforms + 

Stats ダイアログでチェック・ボックスのチェックを外しても同様にディスプレイからトレースを削除出来ます。 
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Waveforms + Stats設定ダイアログと統計値テーブル 
サイクル毎波形トレースは元の電圧または電流捕捉波形に時間相関を持ち、横軸が時間の、各サイクル毎の値に同期

した“合成”波形です。Sync信号で定義された各計測周期毎にひとつの離散的垂直レベル（計測パラメータ値）を持ち

ます。数値テーブルの下の統計値テーブルに表示された MPに対応した最大 12のサイクル毎波形を一度に生成して

表示することが出来ます。必要に応じて、MPの隣りのWaveformチェックボックスのチェックを外すことでテーブ

ルに MPを残しつつサイクル毎波形の表示のみ隠すことが出来ます。 

表示したサイクル毎波形はそれぞれ個別の配色を持ち、ディスクリプタ・ボックスには MP計測パラメータと入力が

表示されます。（例：”Mean(1VR1)”）サイクル毎波形は他のトレースの様に任意のグリッドに移動する事が出来ま

す。それらは、他のズーム、演算、計測パラメータ、メモリ、他テレダイン・レクロイ製オシロスコープの標準ツー

ルのソースとしても使用できます。これらは、ソースセレクタの”Other”カテゴリの中から選択できます。 

統計値テーブルはサイクル毎波形を構成するデータ値を示しています。従って一回の捕捉で 998の個別の計測サイク

ルがある場合(結果として 998の計測値がある場合)、統計テーブルは平均値、最小値、最大値、標準偏差、計測値の

サンプル数、および捕捉中の最新の値を図 16の様に表示します。 

 

 

図 16:MP01、MP02が統計値テーブルに表示され 

とにも Waveformチェックボックスが選択されてサイクル毎波形を表示しています。 

Waveforms + Stats設定ダイアログの“Show Statistics Table”チェックボックスの選択を入/切することで、簡単にこのテ

ーブルの表示/非表示を切り換える事が出来ます。 

統計値テーブルを素早く空欄にするには、Waveforms + Stats ダイアログの左下の Celar All ボタンをタッチします。 
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計測パラメータの定義 

それぞれ 12の使用可能なMPに対して、Waveforms + Statsダイアログは現在の状態を示し、ここで MP定義を変更す

る事も出来ます。 

 

図 17:Waveforms + Stats ダイアログ中のひとつの MP 定義例 

On/Off は統計値テーブルへの MP の表示/非表示を示します。On の時(ハイライト)、MP はテーブルに表示されま

す。Off の時（黒色）MP は非表示です。 

Measure は選択された計測を表示します。（例えば Mean）テーブルに表示する計測の種類はボタンを押して新たに

選択し直すことが出来ます。 

 

Source は計測値の入力（例えば 1V R1）を表示します。Measure と同様に、Source ボタンをを押して新たなソースに

切り換える事でテーブルを変更できます。 

Waveformチェック・ボックスは MP に対応したサイクル毎波形トレースの表示/非表示を切り換えます。 

サイクル毎波形トレースの垂直スケール設定 

サイクル毎波形トレースを表示している時、対応するディスクリプタ・ボックスがグリットの下に表示されます。 

 

図 18:サイクル毎波形トレースのディスクリプタ・ボックス 

ディスクリプタ・ボックスを選択し、トレースとWaveforms + Stats ダイアログ中の波形垂直スケール設定を有効にし

ます。 

Height/div もしくは矢印ボタンでトレースの振幅を調整します。 

Center は垂直位置をシフトし、指定した値がグリッド垂直中心の値となります。 

Find Scale は波形の平均振幅をベースにしてスケールを自動的に判別、設定します。 

Auto Find Scale チェック・ボックスはスケールを変更を要する値の変動がある度に、自動的に新しいスケールを設定

するかどうかを指定します。 

 

図 19:合成されたサイクル毎波形トレースの垂直スケール設定 
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サイクル毎波形トレースは個別に水平軸の設定変更が出来なくなっており、元の入力ソーストレースもしくは Zoom 

+ Gate が有効の場合には Zoom トレースのスケールと同じタイムベース設定に常に固定されます。しかし、もし必要

であれば標準の Zoom コントロールからサイクル毎波形トレースの Zoom トレースを作成すれば、このトレースは自

由に水平軸設定をすることが出来ます。Zoom ソース選択のポップアップ・ダイアログにおいて“Other”カテゴリから

サイクル毎波形トレースの名称(例えば”Mean(1V R1)”)を選択します。これらの選択項目は MP 設定に連動して変わり

ます。 

メモ： サイクル毎波形トレースの Zoom が(Zoom + Gateの代わりに）手動設定された時、Zoom ディスクリプタ・ボ

ックスに表示されるソース名は ”*TPnn” の様になります。ここで nn は波形に対応した MP の番号(01～12)となりま

す。 
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Zoom+Gate モード 
Zoom + Gate機能は全ての入力ソース(アナログおよびデジタル)、サイクル毎波形トレースおよび Sync信号に対して

同時に、トレースの任意の部分にズーム・ウィンドウを配置出来る簡単な方法を提供します。汎用の Zoom ウィンド

ウが数値および統計値テーブルに対する計測ゲートとして機能します。従ってひとつのボタン(Zoom + Gate)を押し、

ズーム比と位置の２つのノブを回して調整し、ズームされているエリアのみの計測値に自動的に再計算しつつ捕捉波

形とサイクル毎波形トレースを簡便に比較できます。 

Zoom+Gate へのアクセス 

NumericsとWaveforms + Statsダイアログで Enable Zoom+Gateボタンをタッチします。以下の様に動作します： 

 表示されている全ての入力ソースの Zoom トレース(Zx)を生成します。これらの新しい Zn波形は希望のグリ

ッドに配置されないかもしれません。その場合は新しいグリッドスタイルを指定しかつ/または、それぞれの 

Zn トレース・ディスクリプタ・ボックスを適切なグリッドの位置にドラッグします。 

 全ての ズーム・トレースはマルチズームでバインドされています。従って時間軸は連動しており同じズーム

倍率、同じ位置でズームされます。 

 全てのサイクル毎波形トレースも Sync 信号トレースも Zn トレースと共にマルチズームにバインドされるの

で、全ては時間軸を揃えて同じズーム倍率、同じ位置でズームします。 

 

 Zoom + Gate を有効化した後にサイクル毎波形トレースと Sync 信号を追加表示しても、マルチズーム・グル

ープに追加されます。 

 

 必要に応じて、他の 演算(Fn)あるいはメモリトレース(Mn)をマルチズームに追加することが出来ます。追加

するには、画面上のメニューバーから Math>Zoom Setup を選択し、MultiZoom タブを選択、追加の Fn や Mn 

トレースをマルチズームに含めます。 

 

ユーザーインタフェースには Zoom + Gate を有効化/無効化出来るいくつかの箇所がありますが、どこからでも同じ動

作をします。Zoom + Gate が有効なとき、オシロスコープのフロントパネルにある Zoomボタン（垂直軸と水平軸ス

ケール設定セクションの間）の LED が点灯し、水平軸設定ノブがズーム比と位置を調整できる状態にあり、同時に

計測ゲートの位置とサイズを設定出来ることを示します。 

メモ：もし Zoom+Gate機能が有効のときに、フロントパネルの Zoomボタン（水平軸と垂直軸ノブの間）を使ってズ

ームを非表示にした場合、Zoom+Gate機能も無効となります。 
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Zoom+Gateの例 

この例（前述）では、クロック信号、２つの電源/電圧レール、電流負荷信号が捕捉されて計測パラメータが計算さ

れて数値および統計値テーブルに表示されています。そして、いくつかのサイクル毎波形トレースが生成されていま

す。レール負荷が開放され、電流値はほぼ 0Aまで低下しています。 

Q-Scape 表示モードが設定され、左側に全体捕捉波形を表示し、Zoom + Gate エリアが右側に表示されています。

QScapeは Dual モードに設定されています。 

 

統計値テーブルは Zoom+Gateエリアに合計 24計測サイクルがあることを示しています。（統計値テーブルでこれを

確認できます）レール電圧は負荷開放中に過渡変動を示しています。これは右下グリッドの Mean(1V R2)とMean(1V 

R1)波形中にサイクル毎に定量化されて観測することが出来ます。 

 

 

 

 

図 20:過渡負荷開放時の２つのレール電圧の Zoom+Gate表示 
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最良の計測事例 

 
高い精度を必要とする三相電圧、電流およびパワー計測をおこなう場合、様々な“成功事例”に従ってください。もし

それらの事例に従わない場合、計測精度が下がります。希望する計測精度によって、それらに従うべきか、そうでな

いかを判断できるように、それぞれの“最良事例”には十分なバックグラウンドの解説をつけてあります。 

最高精度を得る為の最重要項目 

 推奨ウォームアップ時間の考慮 (p.18) 

 差動プローブの Auto Zero (p.19) 

 電流プローブのデガウス (p.19) 

 非 Teledye LeCroy 製電流プローブもしくは電圧計測デバイスのデスキュー (p.20) 

 計測の為の正しい Sync 信号の選択 (p.20) 

最高精度を得る為の中程度の重要項目 

 不必要なゼロで無いオフセット値の使用を避ける (p.20)  (ただしオフセットは DC電源/電圧レールの計測時

には必要) 

 垂直グリッドを最大限使用する (p.21) 

 Teledyne LeCroy 製電圧および電流プローブのデスキュー (p.22) 

最高精度を得る為の低程度の重要項目 

 パッシブプローブの補償 (p.21) 

 フィルタを適用してノイズを低減 (p.21) 

以下の手順に加えて、各事例の実施に関してのさらなる情報については対応するプローブマニュアルを参照してくだ

さい。 

推奨ウォームアップ時間の考慮 
正確な測定のために、全てのアクティブ・プローブについて Auto Zero 実施、デガウスもしくは重要な測定前に、推

奨される時間ウォームアップを行って下さい。ほとんどの Teledyne LeCroy 製測定器およびプローブは 20 分のウォー

ムアップ時間を推奨しています。 
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差動プローブの Auto Zero 
Auto Zero を実施するとプローブ計測値から DC オフセットを取り除くことが出来ます。起動時のウォームアップ

後、重要な計測前もしくは周囲温度が 5℃以上変化したときには差動プローブあるいは電流プローブの Auto Zero を実

施してください。 

 

Auto Zero を必要とするプローブでは、プローブを接続すると入力チャンネルダイアログの隣にあらわれる probeダイ

アログに Auto Zero ボタンが配置されています。このボタンを押して Auto Zero を実施します。 

 

図 21:プローブ・ダイアログの Auto Zero ボタン 

メモ： 差動プローブの Auto Zero を正確に実施するために、プローブのユーザー・マニュアルに従って下さい。 

プローブの Auto Zeroを実施しないと、電圧計測値に DC バイアスが追加されてしまう可能性があり、そうした場合

不正確な結果を得ることになります。このステップは重要な計測、特に電源/電圧レール過渡応答計測の前には省い

てはなりません。 

電流プローブのデガウス 
Teledyne LeCroy 製電流プローブは AC, DC およびインパルス電流を計測するために、ホールセンサとフェライトコ 

ア・トランスの技術を組み合わせて使用しています。最も正確な計測を期すには、過大入力(例えばプローブの定格 

あるいは感度設定を超えるピーク電流)あるいは強い外部磁場によって引き起こされた残留磁場をトランス・コアか

ら除去する為、定期的な消磁を行う必要があります。この手順は“デガウス”と呼ばれます。 デガウスの手順は約 5秒

かかり、起動時（プローブのウォームアップ後）、ピーク電流が設定された感度設定時のプローブ定格を超えた時、

あるいは一日の始めに（推奨）には必ず実施する必要があります。このステップは重要な計測の前には省いてはなり

ません。 

 

電流プローブをデガウスするには： 

 

1. プローブを導体から取り外します。 

2. 開閉レバーを閉じる方にスライドさせ、プローブをロックします。 

3. プローブ・ダイアログからデガウスボタンを押します。 

デガウスを実施すると、自動的に Auto Zero も実施されるため、もう一度 AutoZero を実施する必要はありません。 

メモ： 電流プローブを絶縁電線にセットする際には注意して下さい。先端を閉じる際に電流プローブのスライダー

の勘合部が絶縁電線を挟み込んでいないか確認してください。もし絶縁ワイヤーをクランプする際、スライダーを動

かすのに余分な力が必要な場合は計測精度が低下する可能性があります。 
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非 Teledyne LeCroy 製電流もしくは電圧計測デバイスのデスキュー 
様々なケーブルやプローブをオシロスコープに使用する場合があります。ケーブル、プローブおよび他の計測デバイ

スは計測ポイントからオシロスコープの入力チャンネルまでの伝搬遅延を持っています。一般的に TeledyneLeCroy

製電圧および電流プローブは 1～15nsの伝搬遅延を持っています。他の計測デバイスはそれ以上(あるいはそれ以下)

の伝搬遅延かもしれません。RG58同軸ケーブルは一般的に 3～5ns/mの伝搬遅延を持っています。（構成による）２

つの信号が演算で使用される(例えばパワー値を得るための積演算)場合、正確なタイミング計測や最高精度の結果を

得るためには、信号の速さや必要な計測精度に応じて伝搬遅延の補正が必要になる場合があります。 

“Deskew” は オシロスコープの入力面の様々な伝搬遅延を補正するプロセスです。デスキューを実施するには： 

1. 同じ信号ソースを使用して、電圧と電流を同時に計測します。 

2. 入力チャンネルダイアログで デスキュー調整値を入力します（正または負）。 

 

図 22:チャンネル設定(Cn)ダイアログのデスキュー入力欄 

Teledyne LeCroy 製 DCS015または DCS025 デスキュー校正信号源は MDA の AUX IN コネクタに接続することで、電

圧と電流プローブの（カレントト・ループのサイズの制約の範囲内で）デスキューに使用できる信号のセットを発生

します。ユーザ自身で作成した同様のデバイスをデスキューに使用しても構いません。 

伝搬遅延が適切な値で調整（デスキュー）されているかどうかを判断するために非 Teledyne LeCroy 製計測デバイス

の伝搬遅延は把握しておくべきです。例えば、10ms(100Hz)周期に含まれる電圧および電流信号の 10nsの誤差は、極

めて小さな計測エラーにしかなりません－伝搬遅延は計測周期の 0.0001%だからです。従ってほとんどのユーザは上

述の値よりも非常に大きな伝搬遅延が無い限りこの様な低速の計測に対してプローブのデスキューをわざわざ考える

必要はありません。 

計測のための正しい Sync 信号の選択 
計測を実施する時間区間を決定する Sync 信号の選択はデジタル・パワー・マネジメント・ソフトウェアを正しく使

用する為に重要です。繰り返し時間周期を持つ計測された信号はどれでも Sync(同期)信号として使用できます。ゼロ

クロスしてかつ全捕捉に渡って振幅変動の少ない信号（例えばクロック信号）は Sync 信号に最適です。絶対に正弦

波を使用しなければならない訳ではありませんが、一般的には、これはほぼ正弦波になります。 

詳細と最適ソース選択の推奨については Sync 信号(p.6) のセクションをご覧ください。 

大きく歪んだ波形の場合、ロー・パス・フィルタ(LPF)とヒステリシス（ゼロクロス・フィルタ）設定の調整が必要

になるでしょう。LPF を適用した後の Sync 信号を見ることが出来るので、ゼロクロス時間を決定する良い周期信号

となっているかどうかを確認することが出来ます。 

もし、選択した Sync 信号が適切かどうか疑問だったり、正しいゼロクロス点（および、結果としての計測インター

バル）決定の為の設定の正しさに疑問があるときは、Sync 信号トレースの表示を ON にして Zoom + Gate コントロー

ルを使用し、正しい周期が決定されているかどうかを視覚的に確認します。 

ゼロでないオフセット値の使用を避ける 
もし可能ならば、重要な電圧、電流およびパワー計測を行う際には、チャンネルのオフセットを設定するのを避けま

す。チャンネル設定でオフセットを使用すると、オフセット誤差が追加されてしまいます。DC電源/電圧レールをプ
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ロービングする場合は、オフセットを設定するのは避けられません。しかし、正負ピーク値が等しい電圧信号をプロ

ービングする場合は、垂直グリッド上で信号を最大にしつつオフセットはゼロとすることが出来ます。この場合は、

重要な計測の前にオフセットがゼロに設定されていることを確認することが大切です。 

 

垂直グリッドを最大限使用する 
画面上のグリットは垂直 8 目盛、水平 10 目盛となっています。垂直 8 目盛に渡って等分したものが 12-bit ADC 分解

能(4096 離散レベル)になります。フロント・エンドのゲイン・レンジ（V/div 設定の 8 倍）はフルスケール(垂直 8 目

盛)によって表される peak-to-peak 電圧を規定します。 

どんな電圧、電流あるいはパワー計測においても、垂直グリッドに対して信号のサイズを最大化した時、すなわち表

示された信号を描画するのに ADC ステップを最大限使用する場合に最も精度の高い値が得られます。これは多くの

パワー・アナライザが垂直グリッドの一部をオーバーシュートの為に（ユーザ定義、もしくは工場出荷時のデフォル

トのクレスト・ファクタの仮定に基づき）留保しておくのとは異なります。予期される信号のオーバーシュートやダ

イナミックレンジを考慮して適切な量のマージンを垂直グリッドに確保してください。 

メモ： プリ・プロセス帯域フィルタ（例えば ERes）はハードウェアによる捕捉の後ではありますが、波形の表示前

にソフトウェアにより適用されます。従って最初に各チャンネルに対して適切な V/div 設定がなされているかどうか

を ERes を適用せずに画面表示して確認しておく事を推奨します。その後、必要に応じてさらに帯域をフィルタする

為に ERes を適用します。 

マルチ・グリッドまたは Q-Scape 表示モード－もしくは両方－を垂直軸に対して信号を最大化しつつ多数の波形を見

るために使用してください。また、高解像度外部ディスプレイを画面拡大表示の為に接続します。波形の詳細を見る

には、元のトレースの Zoom トレースを作成し、チャンネルの V/div を変更するかわりに、Zoom トレースを垂直方

向に拡大します。 

 

パッシブ・プローブの補償 
オシロスコープに付属のパッシブ・プローブは機器の入力インピーダンスにマッチしていますが、正確にプローブ入

力インピーダンスをマッチングさせ、最良の周波数特性およびステップレスポンス信号忠実度を得るためには容量の

補償（“トリミング”）が必要です。オシロスコープのフロントパネルから Cal 信号端子を使用して低周波の校正を行

います。プローブの周波数特性を補償するにはプローブの取扱説明書の指示に従ってください。 

フィルタを適用してノイズを低減 
入力チャンネルダイアログで Enhanced Resolution(ERes)の設定を行うことで、帯域（およびノイズ）を低減させる為

にアナログ捕捉をフィルタすることが出来ます。それぞれ他のチャンネルに独立にフィルタを設定することが出来ま

す。これは、捕捉中のノイズの影響を低減するのに役立ちます。  

ERes フィルタを適用した（結果の）帯域幅は 入力チャンネルダイアログに表示され、これはサンプリング・レート

に依存します。ERes の設定がそのままでも、もしサンプリング・レートを変更するとフィルタ帯域幅も連動して変

わります。 
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図 23:チャンネル設定(Cn)ダイアログの ERes ノイズ・フィルタ設定欄 

メモ： ERes フィルタはハードウェア捕捉データに対して、捕捉後に適用する“ソフトウェア”フィルタです。もし信

号に高いレベルのオーバーシュートがある、あるいは信号のトップもしくはベースを大きく超えるピークを持つ他の

ノイズがある事が疑われる場合には、最初にフィルタを適用せずに波形を捕捉し、オーバーレンジが発生していない

か確認してから、ノイズ低減の為にフィルタを適用する事を推奨します。 

Teledyne LeCroy 製プローブのデスキュー 
以前のデスキューのセクションで解説したように、ケーブル、プローブおよび他の計測デバイスは計測ポイントか 

ら オシロスコープの入力チャンネルまでの伝搬遅延を持っています。一般的に TeledyneLeCroy製電圧および電流プ

ローブは 1～15nsの伝搬遅延を持っています。 

Teledyne LeCroy 製プローブでも、より高速な信号または時間関係が重要な信号に対してはデスキューの必要な場合

が出て来ます。 
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