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はじめに 

テレダイン・レクロイモータ・ドライブ・アナライザ(MDA)は、テレダイン・レクロイの HD4096 テクノロジを

使った 8 チャンネル、12 ビット捕捉システム・ベースの高精度計測器です。単相または三相モータ・ドライブ

AC 入力、ドライブ出力および DC バス波形を捕捉し、静的および動的な電圧、電流、パワーおよびその他の

様々な計算を実施します。様々な種類の異なる速度（アナログおよびデジタル、直交エンコーダ、ブラシレス

DC ホール・センサおよびレゾルバ）およびトルク計測センサをモータ機械軸速度、回転方向、回転子（もしく

は電気）軸角度、トルクおよび機械的出力パワーの計算に使用することが出来ます。様々な変換効率を計算し

表示することも可能です。 

計算は静的（定常状態）もしくは動的（過渡状態）なドライブ回路もしくはモータの動作状態に対して実施す

ることが出来、その結果は数値テーブル、統計値テーブルあるいは元の捕捉データに時間相関を持つ、合成さ

れたサイクル毎波形の形で表示されます。Zoom+Gate 機能は長時間捕捉データの一部分のみを計算に含める様

にします。Zoom 範囲が変更されると数値テーブルの表示は新たに波形捕捉をすることなしに即座にアップデー

トされます。 

モータ・ドライブ・アナライザは最大 2GHz の帯域幅を持ち、ミックスド・シグナル・オプション(MSO)および

シリアル・トリガ/デコード機能がご利用可能です。標準 50Mpts/ch の捕捉メモリ(オプションで最大

200Mpts/ch)でシングル、ノーマル(連続)トリガ・モードで長時間(数百～数千秒)の捕捉が可能です。従来型ミッ

クスド・シグナル・オシロスコープの捕捉および解析機能が利用可能で、シリアル・データ、デジタル・ロジ

ックおよびアナログ・センサ、マイクロプロセッサ、電源および他の信号全てを捕捉し、異常なドライブ回路

の挙動と組み込みシステムや制御システムの挙動、動作を相互に関連づけることで組み込みシステムや制御の

完全なデバック、評価が可能です。 

サンプリング速度は 1kS/s～10GS/s（Enhanced Sample Rate）をサポートしており、ロールモードは最大 5MS/s ま

でサポートしています。サンプリング速度はパワー解析用に非常に低く設定することも出来れば(～1MS/s)、詳

細なドライブ解析に適したより速い設定にする事も(10M～25MS/s もしくはそれ以上)、あるいは組み込み制御デ

バックにさらに速い設定(最大 10GS/s)とする事も出来ます。高速サンプリング・レートとロング捕捉メモリの組

み合わせは、低速（パワー）および高速（制御）イベントの混在するシステムの長時間捕捉を可能にし、高周

波の制御システム挙動を低周波のドライブ・システムの挙動に関連づけるのに理想的です。長時間捕捉の中の

アナログ、デジタル、シリアル・データおよびイベントの組み合わせを切り分ける様々なトリガの種類は低周

波、高周波信号の複合や相互作用による共通の問題のデバックをサポートします。 

まとめると、モータ・ドライブ・アナライザはパワー・アナライザ機器の計測機能と従来のオシロスコープの

機能を併せ持ちます： 

• モータ・ドライブ入力、出力、DC バス、もしくはモータの機械軸出力の短時間の安定動作条件下での

電圧、電流およびパワー、速度および他の計測 

• モータ・ドライブ入力、出力、DC バス、もしくはモータの機械軸出力の長時間の過渡（動的）条件下

での電圧、電流、パワー、トルク、スピードおよび他の計測 

• ドライブ信号に一致する他の信号(例えばドライブ制御フィードバック信号、マイクロプロセッサ信

号、半導体デバイスのゲート・ドライブ信号等)の短時間あるいは長時間の捕捉を行い異常な制御条件

や事象のデバックや切りわけ 
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操作方法概要 
MDA は Windows OS 下で動作するコア・オペレーティング・ソフトウェア・プログラム（Teledyne LeCroy 

MAUI®）で制御される捕捉システムを使用します。モータ・ドライブ解析アプリケーションはこのコア・オペレ

ーティング・ソフトウェア・プログラムに組み込まれています。 

信号は８つのアナログ・チャンネルに 50Ωもしくは 1MΩカップリングで単純に BNC ケーブル接続、もしくは

1MΩカップリングでパッシブ・プローブ、あるいはテレダイン・レクロイ互換の電圧もしくは電流プローブで

入力することが出来ます。ミックスド・シグナル・オプション(MSO)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。アナログ入力に接続された他の電流デバイス（例えば電流トランスフォーマ、電流トランス

デューサ、ロゴスキー・コイル他）の信号をアンペア単位や値に容易にスケーリング出来るアダプタも用意さ

れます。 

ドライブの電圧、電流、モータのトルクおよび速度信号が捕捉されると、モータ・ドライブ・アナライザ(MDA)

は”Sync”信号に割り当てられた信号を使用して捕捉された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、速度、トルク他の値が計算される計測インターバル（計測区間）が決定されま

す。図１にドライブ出力の線間電圧および相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

分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。 

数値演算は正弦波電圧および電流波形に対しても、モータ・ドライブ出力で一般的な非正弦波（例えば PWM も

しくは非リニア）波形に対してもどちらにも有効です。電圧および電流値は IEEE の定義に従って計算されま

す。パワー値および他の計測値の計算についてのより詳しい説明は Appendix(p.94)をご覧ください。 
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１つの捕捉に対しての平均あるいはピーク値（計測による）はユーザー定義された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モータ・パラメータ値の変動をプロットします 
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サポートされる入力 
MDA のアナログ・チャンネルは BNC コネクタと 6 ピンコネクタを含む ProBusTM インタフェースを使用してい

ます。ProBus インタフェースは以下を行います： 

⚫ パッシブ・プローブを認識し、減衰比を自動設定 

⚫ ProBus コンパチブルなプローブを認識し、電源を供給。プローブ入力カップリングと減衰比他を適切に

自動選択 

このモータ・ドライブ・アナライザでは様々な標準的 Teledyne LeCroy 製 ProBus 互換電圧、電流計測プローブを

サポートします。高圧差動プローブは高電圧アイソレーションに対応し、優れたノイズおよびフラットネス特

性、そしてコモン・モード抑圧比(CMRR)を提供します。電流プローブは最大定格 700A(RMS, peak)までに対応し

ます。 

広範なサード・パーティ製電圧、電流トランスフォーマ/トランスデューサを BNC コネクタで直接接続しリスケ

ーリングし、MDA およびモータ・ドライブ解析ソフトウェアに組み込む事が可能です。テレダイン・レクロイ

製電流センサ・アダプタ CA10 を購入し設定を覚え込ませることで、サード・パーティ製計測デバイスを MDA

に接続した際に自動的にリスケーリングされる様にすることが出来ます。シンプルなアナログおよびデジタル

(パルス)タコメータや直行エンコーダ・インタフェース(QEI)、レゾルバ、ホールセンサを含む最も広い範囲の角

度、スピード、方向および絶対位置検知および機構を組み込む事が可能です。 

高分解能(12 ビット)アナログ入力チャンネルを節約するために、デジタル出力を持つ速度センサ類にはデジタル

(MSO)入力を使用することを推奨します。トルク・トランスデューサも同様に組み込み可能です。 

最適な入力デバイスの選択のガイドとして信号に対する正しい入力方法/プローブの選択の項をご参照くださ

い。 

信号に対する正しい入力方法の選択 

BNCケーブル直結 

BNC/ケーブル接続は電流(current)トランスデューサ/トランスフォーマ(CT)、ロゴスキー・コイル、電圧

(potential)トランスフォーマ(PT)、あるいは入力チャンネルに接続される他のセンサ・ユニットに接続するため

に一般的に使用されます。CT では MDA に入力する事の出来る電圧を発生させるために出力端子間に抵抗を接続

する必要があります。 

入力チャンネル設定ダイアログ(Cn)を使用してソフトウェア上で直接それらのデバイスに対する単位とリスケー

ルを手動設定することが出来ます。新しい単位と Unit/V 変換係数（およびもし必要ならばオフセット値）を選

択します。同様にカップリングを(DC50Ω、DC1MΩもしくは AC1MΩ)選択可能です。 

メモ：50Ωカップリング設定時のチャンネル最大入力電圧は 5Vrms です。多くの電流、電圧センシング・デバ

イスは DC からの周波数特性を持たず DC 結合させることが出来ません。入力信号によりますが、この制約は電

圧、電流、およびパワー計測値の精度に影響を与えます。 

図 5:チャンネル(Cn)設定ダイアログで入力信号特性の定義  
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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。 

MDA に付属する４本のパッシブ・プローブは、500MHz 帯域で 10MΩ入力抵抗です。入力チャンネルは DC1MΩ

カップリングに設定され、その結果 10:1 減衰比となります。パッシブ・プローブは、この高い入力抵抗のため

回路負荷を最少に出来、低周波信号に対しては理想的なツールです。しかし、プローブ先端の最大電圧は

600V(DC+peakAC,30kHz 以上では周波数ディレーティングあり)を超えること 

は出来ません。また、10:1 減衰後のチャンネル入力での最大電圧は 400V max(DC+peak AC,<=10kHz, DC1MΩカ 

ップリング時)です。従ってパッシブ・プローブはグランド基準の低い電圧を測定するのに最適です。パッシ

ブ・プローブの一般的な用途はバッテリ駆動デバイスのドライブ出力電圧の計測（上記制約の範囲にて）で

す。ここでドライブ出力は実質的に大地グランドを基準としています。より高い電圧(>50V)においては、コモ

ン・モードの干渉により計測に予期しないノイズが重畳する場合があります。この場合には適切な差動プロー

ブが推奨されます。 

警告：パッシブ・プローブのグランド・リードを三相システムの中性点に接続して使用しないでく

ださい。中性点の電圧はグランド電位と等電位でない可能性があり、非常に大きな電流が中性点に

接続されたパッシブ・プローブのグランド・リードから機器のグランドへ流れ－非常に危険な状態

となり、DUT もしくは MDA(あるいは両方)を損傷する可能性があります。この場合は高圧差動電圧

プローブをお勧めします。 

高電圧(HV)パッシブ電圧プローブ 

これらのプローブはより高電圧の定格を持ち、場合によっては入力チャンネルの減衰比とカップリングを手動

でしなければならない場合がある事を除くと低電圧パッシブ・プローブと同様です。低電圧のパッシブ・プロ

ーブに対して適用されるグランド接続の注意と同じ注意が高圧パッシブ・プローブにも適用されます。２つの

高圧パッシブ・プローブを使用して擬似的な差動プローブとして使用することが出来ます。この場合、プロー

ブのグランド・リードを互いに接続します。（グランドには接続しません）そして２つの別々のチャンネルに

入力し、演算で２つのチャンネルを差し引いて差動電圧を得ます。この手法を適用する場合、大きなコモン・

モードノイズの影響を受ける可能性があり、これしか方法がない非常に大きな電圧の場合にのみにしかお勧め

できません。 

アクティブ・シングルエンド電圧プローブ 

テレダイン・レクロイの ProBus インタフェースを採用したアクティブ・プローブは自動認識機能により入力チ

ャンネルを適切な減衰比とカップリングに自動設定します。これらのプローブは一般的にパッシブ・プローブ

より小さな入力電圧範囲となっています。シングル・エンド・アクティブ・プローブにおいてもパッシブ・プ

ローブと同様なグランド接続の注意が必要ですが、パッシブ・プローブよりもさらに低い電圧入力範囲および

ピーク電圧耐性にもご注意ください。 

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”であれば制御システムの低電圧、ドライブ入出力

およびゲート・ドライブ電圧の測定に理想的です。ドライブ(モータ駆動回路)については、非常に多くの場合大

きなコモン・モード電圧で“フローティング”しており、通常は高圧差動プローブが使用されます。 
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高電圧差動プローブ 

高圧差動プローブは“通常の”差動電圧プローブと同様の動作をします。しかしながら対グランドの高電圧アイソ

レーションとより広い差動電圧定格の利点があります。それらは非常に低価格なので、様々なパワー・エレク

トロニクス・インバータ・サブ・システム、ドライブ入出力、および制御システム・プロービングなどの汎用

差動電圧プローブとしてご利用になれます。高電圧の定格をもつプローブのため、先端は高圧絶縁されてお

り、通常の差動プローブよりも大きな先端となっています。この為、狭ピッチのプロービングには向きませ

ん。同様に帯域は通常低め（～100MHz）となっています。 

電流プローブ 

電流プローブは非常に広帯域に渡る DC、AC、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。強

い磁場の元では正確な計測が出来ない可能性がある事に注意してください。このため、できる限り強い磁場か

ら離れた場所に配置してください。 

CA10 ProBus 電流センサ・アダプタ 

CA10 Probus 電流センサ・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シームレス

に MDA に組み込むことの出来るプログラミング、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、MDA 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６：CA10 を使用し、CA10 設定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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モータ・ドライブ・アナライザ ソフトウェアを使用する 

モータ・ドライブ・アナライザ設定ダイアログへのアクセス 
モータ・ドライブ解析ソフトウェア・パッケージは複数のタブをもつユーザーインタフェースを使用します。

タブは”設定ダイアログ”と呼ばれます。これらの設定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、メカニカル波形を作成したり出来ます。 

画面上のメニューバーから、Analysis>Motor Analysis を選択します。 

図 7：解析メニュー上のモータ・ドライブ解析ソフトウェア・オプション 

以下の様なモータ・ドライブ解析設定ダイアログがあらわれます。(左から右に)： 

⚫ Motor Drive Analysis－現在の設定のサマリーと他の全ての設定ダイアログへのクイック・アクセス・

ボタン 

⚫ AC Input, DC Bus, Drive Output, Mechanical—ドライブまたはモータの設定を行い、あるいは計測

Sync 信号の選択を行う為の設定ダイアログ 

⚫ 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。 

⚫ Harmonics Calc－所定の高調波計算結果の次数ごとの値を表示する高調波テーブルを設定したり表示

ON/OFF したりするのに使用します。(高調波解析オプションがインストールされている場合のみ表示さ

れます) 

Analysis>Motor Analysis を選択すると、最初にモータ・ドライブ解析設定ダイアログがトップに表示されます。

他の設定ダイアログはラベル付けされたブロックまたはタブをタッチするとアクセスすることが出来ます。 

図 8：モータ・ドライブ解析設定ダイアログ 
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モータ・ドライブ解析設定ダイアログ 
モータ・ドライブ設定解析ダイアログはモータ・ドライブ解析ソフトウェアへの入り口です。設定ダイアログ

にはモータ・ドライブの電気信号パスのブロック・フロー図とモータが図示され、図とテキストによる接続構

成のサマリーとチャンネル指定、各モータ・ドライブ“ブロック”に対しての Sync 信号の指定が表示されます。 

図 9：モータ・ドライブ解析設定ダイアログに図とテキストでサマリー表示されたモータ・ドライブ“ブロック”構成 

AC Input、DC Bus、Drive Output ブロックの上に図示されるアイコンは対応する設定ダイアログで結線構成を選択

するとそれに応じて変わります。例えば、もし AC Input の結線構成が“3phase-3wire 3V3A”ならば、AC Input ブロ

ックのアイコンは三相三線式結線をイメージさせる A、B、C とラベリングされた３つの正弦波のアイコンを表

示します。 

図 10：アイコンは対応するブロックで選択された結線構成を表示 

もし結線構成に“None”が選択されている場合は、そのブロックが何のブロックかを示すための視覚的な“サイ

ン”としてそれ以前に選択されていた結線構成のアイコンを表示します。 

各ブロックは、独自のアプリケーション固有のアイコンのセットをもっており、AC Input、DC Bus、Drive Output

はわかりやすく区別されています。アイコンは対応する設定ダイアログにおいて示される大きな結線構成図に

も使用されています。 

ブロックの下は選択された結線構成、チャンネル指定および各ドライブ・パワー・セクション(AC Input、DC 

Bus、Drive Output)での Sync 信号選択のサマリー表示です。完全な設定定義が分かりやすくまとめられていま

す。Mechanical（モータ）ブロックはトルクとスピードの設定、チャンネルの指定および Sync 信号の選択を表

示します。全てのサマリーはアクティブな捕捉、各セクションの波形もしくは計測の有る無しに関わらずいつ

でも表示されます。 

フロー図中のブロックはまた、該当する設定ダイアログを開くボタンとしても機能します。設定ダイアログを

開くには各設定ダイアログのタブかこのボタンを使います。 

同様に、数値テーブル(p.11)が表示されると、テーブルの名前付きの行を選択することで特定の設定ダイアロ

グ・ボックスに直接アクセスすることが出来ます。例えば、図 11 に示すように数値テーブルが表示されている

場合、Σrst 行のラベルにタッチすることで Drive Output 設定ダイアログを開くことが出来ます。または、

Mechanical 行ラベルをタッチすることで Mechanical 設定ダイアログを開くことが出来ます。 
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図 11：統計値テーブルまたは(オプションの)高調波テーブルからラベルを選択することが、 

それぞれの設定ダイアログ・ボックスへのショートカットになっています。結線構成の選択が無いので、 

上の表で AC Input の行がない事に注意してください。 

他の２つのボタン、Numerics と Waveforms+Statics はそれぞれの対応する設定ダイアログを開きます。これらの

設定ダイアログを使って数値テーブルもしくは統計値テーブルに表示される計測パラメータを設定します。こ

れらのブロックにはサマリー情報は表示されません。 

AC Inputおよび Drive Output設定ダイアログ 

AC Input および Drive Output 設定ダイアログには（各設定グループはそれぞれ独立ですが）基本的には同じ設定

が含まれます。従ってここでは、あわせて解説します。２つのダイアログの主な違いは以下になります： 

⚫ Line（相）の名称が AC Input では A、B、C であるのに対し Drive Output では R、S、T 

⚫ 単相結線構成が異なる 

一般的に、AC Input または Drive Output 設定ダイアログいずれかで以下を選択します： 

⚫ 単相あるいは三相結線構成または“None” 

⚫ 選択された結線構成に図示された電圧あるいは電流に指定するソース 

⚫ 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 12：AC Input 設定ダイアログ 

図 13：Drive Output 設定ダイアログ 
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結線構成 

正しくパワー値を計算するために、ドライブ・パワー・セクションで使用されている Wiring Configuration（結線

構成）を確認し、各電圧、電流入力にソースを指定してください。 

図 14：AC Input 三相四線式結線構成 

AC Input および Drive Output それぞれにおいて、５つの結線構成（および“None”）が選択可能です： 

⚫ 三相三線式(2V2A)－線間電圧プロービングと２電力計法を使用する構成。この計測法はもし AC Input と

Drive Output 両方を選択した場合でも８つ（電圧 4、電流 4）のアナログ入力チャンネルだけで計測でき

るため、ドライブ入出力効率の計測に理想的です。 

⚫ 三相三線式(3V3A)－線間電圧プロービングを使用する構成 

⚫ 三相四線式(3V3A)－Line-Neutral あるいは Line-Reference 電圧プロービングを使用する構成 

⚫ 単相二線式(1 電圧 1 電流)－AC Input 設定ダイアログのみ 

⚫ 単相三線式(2V2A)－AC Input 設定ダイアログのみ 

⚫ 単相（ハーフブリッジ）－Drive Output 設定ダイアログのみ 

⚫ 単相（フルブリッジ）－Drive Output 設定ダイアログのみ 

⚫ None－この選択は結線構成設定右側の電圧および電流入力の指定を無効にします。 

メモ：結線構成はモータの捲線構成と同じではありません。三相モータ捲線はワイ（Y もしくはスター）あるい

はデルタ（Δ）のどちらかです。デルタ・モータ捲線の場合は自然と三線式結線構成になる（デルタ結線には

中性点が存在しないため）のに対し、ワイ捲線の場合には（三線式）あるいは Line-Neutral、Line-Reference（四

線式）電圧プロービングのどらの可能性も存在します。あるユーザー、特に高圧モータ（＞600V クラス）をテ

ストするユーザーは（プローブのグランド・リードを相互に接続して浮かせた）“基準点”と相間の電圧をプロー

ビングする場合があります。そしてこの方法の結果としての電圧波形を使用して満足の行く結果を得ることが

出来ます。非常に低電圧のモータ（＜50V）をテストするユーザーはプローブのグランドを制御の基準電位に接

続してライン－“基準点”結線で標準の低電圧パッシブ・プローブを使用する場合もあります。この場合、オシロ

スコープは被測定回路基板の基準電位を強制的にグランドにします。これは制御およびモータによっては許容

できる場合と出来ない場合があります。 
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接続図 

AC Input と Drive Output はそれぞれ異なる結線構成をとることも出来ます。（例えば AC Input は単相二線式構成

で、Drive Output は三相三線式（3V3A））ここで、ダイアログに表示される結線図は結線構成が選択されると連

動して対応した図に切り替わります。図 15 の結線図は AC Input 設定ダイアログで三相四線式（3V3A）を選択し

たときのものです。図 15 の結線図は三相三線式（3V3A）を Drive Output 設定ダイアログで選択したときのもの

です。 

図 15:各ドライブ・セクションと結線構成に応じて結線図は変わります 

この図は各相にどのようにしてプローブを接続するかの重要な情報を提供します。例えば電流プローブは負荷

(すなわちドライブあるいはモータ)に対して流れ出す方向に沿って接続しなければなりません。電圧プローブは

接続図に＋印で示された箇所にプローブの＋側を接続しなければなりません。もし差動電圧プローブを使用す

る場合（線間電圧プロービングの場合に必要）、接続図通りに差動プローブの正負リードを接続しなければな

りません。間違った接続をした場合、合計および相ごとのパワー値は正しくない結果を示します。こうした異

常な結果は、三相三線式(3V3A)において線間電圧/相電圧変換（Line-Line to Line-Neutral）がチェックされておら

ず各相の値が表示されていない場合には、はっきりとは分からない為注意が必要です。 

メモ：接続図の電圧の接続と命名は、電圧極性を示す一般的な業界の慣例に従っており(すなわち、VAB は B 相

を基準とした A 相の電圧を示しています)、数学的なベクトル表記の慣例（すなわち AB が A から B へのベクト

ルを示す）ではありません。 

NUMERICS(数値)テーブル 

AC Input/Drive Output 結線構成の選択は数値テーブル中のデータ表示に影響します。図 16 は Line-Reference でプ

ロービングした三相四線式(3V3A)Drive Output 結線構成時の数値テーブルを示しています。テーブルには Drive 

Output(R, S, T)設定の相電圧および対応する相電流の行が含まれています。この場合、各相の電圧、電流、パワ

ー値が表示されます。同様に三相合計値（計測定義については Appendix (p.94)参照）も表示されます。 

図 16:左端のソース列は値が相電圧(Vr, Vs, Vt)であることを示しています。 
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線間電圧/相電圧変換 

線間電圧測定をしなければならない巻き線構成の場合、数値テーブルに相ごとの線間電圧と電流値の行が表示

されますが、電流(相電流）とは違い、電圧は異なる基準に対する値（線間)なので各相のパワー値は表示されま

せん。図 17 では、テーブル左端の列は電圧が線間(Vrs, Vst, Vtr)で、電流が相電流(Ir, Is, It)であることを示してい

ます。 

図 17：左端のソース列は、値が線間(Vrs, Vst, Vtr)であることを示しています。 

しかし、中性点を基準とした電圧に変換をすることは可能です。この変換をすることで各相のパワー値が計算

できるようになります。結線構成のすぐ下の L-L to L-N conversion チェック・ボックス(このチェック・ボックス

はすでに線-中性点間もしくは Line-Reference でプロービングされている場合には無効になっています)を選択し

てください。 

この変換が選択されると数値テーブルの表示データは図 18 の様に切り替わります。 

図 18：一番左のソース列には L-L to L-N 変換が適用されている事が示されます 

ここで電圧振幅は中性点基準になり位相も補正され、これにより各相のパワー値が計算できるようになりま

す。テーブルの一番左の列には相電圧（Vr、Vs、Vt）が表示され、それぞれの隣には LL to LN の表記が追加に

なり、これらの値が直接計測されたものではなく、計算で変換されたものであることを示します。 

変換を有効にすることで、各相パワー値（各相の P、S、Q、λ、φ値）と変換された相電圧の VRMS 値（および

それに連動する、中性点基準で計算される他の電圧値）を数値テーブルに表示できるという利点があります。 

メモ：線間電圧/相電圧変換は全相の電圧ベクトルの和がゼロであり、全相の電流ベクトルの和がゼロであるバ

ランスした三相システムを仮定しています。変換を行う場合この要件が強制的に適用され、C(AC Input)もしくは

T(Drive Output)電流値は全電流のベクトル和がゼロになるように調整されます。この C もしくは T 相電流値の調

整量によっては図 18 にあらわれているように全相合計の P(および S と Q)値は若干変化します。もし、Idc 計測

パラメータが数値テーブルに表示されているならば、調整を定量的に確かめることが出来ます。 

数値テーブルの設定に関する詳細情報は Numerics 設定ダイアログ(p.58)をご参照ください。 
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電圧と電流の指定 

選択された結線構成にあわせた個別の電圧と電流指定セクションが AC Input、DC Bus、Drive Output ダイアログ

にあらわれます。図 19 は Drive Output ダイアログにおける三相三線式（3V3A）結線構成の場合の電圧および電

流指定です。 

図 19：電圧と電流の指定 

２つの列があり－ひとつは電圧入力、もうひとつは電流入力です。この場合は、それぞれ３つの指定がありま

す。入力ソースはそれぞれの左に表示されています。指定すべき電圧または電流は右側に表示されます。デフ

ォルトでは C1 が全ての電圧、電流のソースとして指定されています。 

ソースを指定するには Source ボタンをタッチするかクリックし、ポップアップウィンドウのチャンネル(Cn)あ

るいはメモリトレース(Mn)からそれぞれの電圧もしくは電流に適切なソースを指定します。 

メモ：三相三線式(3V3A)結線構成から三相三線式(2V2A)結線構成への変更時には注意してください。入力指定は

非常に似ていますが、CA もしくは TR 電圧の極性が逆になり(二電力計法の定義に従い)、AC もしくは RT に変わ

ります。信号の極性を反転し、電圧の再指定をするには実際に差動プローブを物理的に再接続するか、もしく

はチャンネル設定ダイアログにおいて Invert 設定をする（さらに入力の選択を入れ換える）必要があります。

これを間違えると正しくない結果を得ることになります。 

高調波フィルタ 

Drive Output 設定ダイアログにはドライブ出力に対する高調波フィルタの設定が含まれます。 

図 20:高調波フィルタ設定 

最大４つの選択が表示されます： 

⚫ Full Spectrum 

⚫ Fundamental 

⚫ Fundamental+N 

⚫ Range 
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２つの選択(Full Spectrum および Fundamental)のみが MDA に標準で、最初のソフトウェア・リリース時(7.7.x.x) 

から利用可能です。高調波解析オプション(p.73)を購入すると Fundamental+N および Range 設定が可能になりま

す。このオプションを使用するにはファームウェア 7.9.x.x 以降をモータ・ドライブ・アナライザにインストー

ルする必要があります。 

三相正弦波変調モータ・ドライブ出力の例を考えてみます。捕捉波形は三相線間電圧波形（全てグリットの上

段）と三相相電流波形（全てグリッドの下段）です。線間電圧/相電圧変換が適用され、数値テーブルには 

三相それぞれのデータ、および高調波フィルタ“off”あるいは Full Spectrum の設定がされている状態で三相全相

の合計値が表示されています。従って数値テーブルに表示されているデータには高調波フィルタは適用されて

いません。 

図 21:Full Spectrum で計算された数値データ 

皮相電力（S）と無効電力（Q）の値が非常に大きくなっていることが見て取れます。従って計算された力率

（PF）と位相角（φ）は非常に小さくなっています。 

高調波フィルタの設定を Fundamental に変更し、Include DC チェック・ボックスの選択を外すと、数値テーブル

の計算されたデータは図 22 に示すように大きく異なってきます 
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図 22:基本波成分のみで計算された数値データテーブルの数値の変化のみに注目 

表示されている波形データには変化が無く－数値テーブルの値だけが変化していることに注意してください。

もし Include DC チェック・ボックスがチェックされると、数値データは図 23 に示した様に、その仮定の元に再

計算されます。 

図 23:DC 成分を含んで基本波成分で計算された数値データ 

メモ：Full Spectrum 以外の選択の高調波フィルタにおいては、数値計算時間を高速化するためにしばしば捕捉波

形のサンプル点の間引きが行われます。捕捉波形が十分にオーバーサンプリングされている時、整数値の間引

き指定が適用される場合は、波形はサイクル毎 16,234 サンプル(214 サンプル）または、それに近い値（ただし

下回らない値）に間引かれます。もし元の捕捉が 16,234 サンプル以下だった場合には間引きは適用されませ

ん。 

Fundamental+N 設定は高調波解析オプションが入っていれば利用可能です。選択すると、数値テーブルの計算値

は基本波から指定した N 次高調波までのみで計算された値となります。例えば、Fundamental+N が選択され、

Range to フィールドが 10 に設定されている場合、図 24 に示したように数値テーブルには、基本波から 10 次高

調波までで計算された値が表示されます。 

図 24:基本波から１０次高調波までで計算された数値データ 
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Range 設定（同様に高調波解析オプションがあると有効になります）は Fundamental+N 設定に非常に似ていま

す。違いは開始高調波次数が指定できるところです。これによって基本波が必要でない場合の高調波次数範囲

での計測を可能にします。 

Sync信号 

個々のサイクルでのパワー、電圧および電流計測を実施する為に、捕捉された電圧と電流データに対して計測

インターバルを最初に定義する必要があります。それぞれのドライブのパワー計測セクションで、計測インタ

ーバルを定義する Sync 信号の選択を行います。（デフォルトは C1 波形に設定されています）この Sync 信号に

は高周波成分をカットし、より良く周期の切り出しを行えるようにフィルタが適用出来ます。 

図 25:Sync 信号セットアップ 

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。（線間プロービングされた電圧信号もしく 

は相電流信号に対してはこの 50%値はほぼ 0V もしくは 0A に等しくなります）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%（ゼロ）クロスポイントの決定は以下の計測手法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： 

⚫ ユーザー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 

⚫ ユーザー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、この Sync 信号を使用する全ての波形に対して、

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 信号は AC Input、DC Bus、Drive 

Output、Mechanical においてそれぞれ別々である場合もあれば、他のパワーあるいはメカニカル・セクションで

共通な場合もあります。 

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） 

⚫ 一定振幅（例：定常負荷状態の一定振幅の電流信号あるいは一定振幅の PWM ドライブ電圧出力） 

⚫ 低ノイズ 

⚫ ゼロ・クロスして変動（例：線間電圧もしくは正弦波電流信号） 

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（例：６ス

テップ整流制御電圧もしくは電流波形）は、その両方を調整する必要があるでしょう。 
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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。ひとつの役に立つ事例として、電圧が Line-Neutral プロービング（ゼロ・クロスポイントでほとんど変動が

無い）で、電流信号が非常に広いダイナミック・レンジをもったものである場合があります。この場合は、

Math 演算トレースとして２つの相電圧（Line-Neutral プロービング電圧）の差をとって線間電圧とすることで良

い Sync ソースとなります。 

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。 

SYNCソースの選択 

各ドライブ・パワー計測セクションに対して異なる Sync ソースを設定することが出来ます。各セクションは同

じ方法で設定しますがそれぞれ独立に機能します。最も正確な結果が得られるように最大限の自由度が提供さ

れています。ドライブの(ライン)入力は通常固定周波数であるのに対して、ドライブ出力は可変周波数であるた

め、こうした自由度が必要となっています。従って２つの Sync ソースの指定が AC Input と Drive Output には存

在し、DC bus/link は通常 AC Input もしくは Drive Output と設定を共有することになります。サイクル毎電圧と電

流計測はそれぞれの認識された計測区間（サイクル）に対して行われ、パワー値はそれらの値から計算されま

す。 

アナログ、デジタル・チャンネル、演算もしくは保存波形のいずれでも Sync 信号ソースに指定できます。各設

定ダイアログの Sync の下の入力ボタンを押すかタッチするだけで、ポップアップメニューからソースを選択出

来ます。デフォルトは C1 となっています。C1 から電圧、電流、トルク、スピードもしくは他の信号へと、自由

に設定を変更できます。まず上記のガイドラインに従って C1 が Sync 信号ソースとして適しているか確かめ、

もしそうでないならば他のもっと良いソースを選択してください。 

SYNC 信号の表示 

フィルタされた Sync 信号を表示することが出来ます。表示を ON にすると、信号が 50%(ゼロ)クロス周期時間を

決 

定するのに十分な周期性をもっているかどうかを素早くチェックできます。一般に正弦波に近い信号が得られ

て周期決定アルゴリズムが動作しているのを確認する為に Sync 信号の表示を行うことを推奨します。そうでな

いと、間違った周期的電圧、電流、パワー値が得られる場合があります。Sync ソース・コントロールの右にあ

らわれるチェック・ボックスを選択すると Sync 信号波形が表示されます。表示を ON にすると、専用のディス

クリプタ・ボックスがグリット上の各 Sync 信号に対して配置されます： 

図 26:Sync 信号ディスクリプタ・ボックス(“*SyncZ”) 

Sync 信号を表示すると、周期として決定された実際の場所を示すのに半透明の色分けされたオーバーレイが表

示されます。(図 27)これは指定した Sync 信号が期待する役割を果たしているかを確認するのに使用出来ます。

もし捕捉波形に多数の Sync 信号周期が含まれている場合、信号をズームして詳細を確認する必要があるでしょ

う。Sync 信号を元のチャンネル捕捉波形やそれにより定義されたサイクル毎波形トレースと時間軸を同じにし

てズームするには、Zoom+Gate 機能を使用します。 
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図 27:Sync 信号の上にカラーオーバーレイが表示され計測サイクルを示します 

メモ：Sync 信号の上に半透明なオーバーレイを表示する事は CPU パワーを消費します。特に長い捕捉におい

て、数値テーブルの計算時間や Zoom+Gate ウィンドウの更新が遅くなります。Sync 信号が正確な計測に適切か

どうかを確認したら、表示は“off”にする事を推奨します。 

LPF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 500Hz になっています。高周波数成分を多く持つ Sync ソース信号（例えば PWM 電圧信号）は、初期設

定の周波数でフィルタを適用すると振幅が大きく減衰してしまいます。しかし、得られた波形が歪みの少ない

正弦波であるならばそれでも Sync 信号としては適しているでしょう。非常に高次の高調波成分まで持つ信号

（例えば６ステップ整流制御電圧信号）は LPF 適用後非常に大きく減衰し、ヒステリシスのレベルを注意深く

設定しない限り Sync 信号には適していません。例えば広ダイナミック・レンジの負荷条件下において捕捉され

た負荷電流信号の様な広いダイナミック・レンジを持つ信号も Sync 信号には向いていません。LPF の値を初期

値よりも下げる場合には注意してください。選択したフィルタ設定により所望の結果が得られているかどうか

確認するために Sync 信号を表示してみることを推奨します。 

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出来ます。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かったりする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。 
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図 28 には正弦波変調がかかった線間ドライブ出力電圧波形(Z1 もしくは非表示の C1 のズーム)および対応する 

ドライブ出力相電流波形（Z4 もしくは非表示の C4 のズーム）のキャプチャが示されています。ACinSyncZ 信号

（右上：C1 線間電圧波形をズームおよびフィルタしたもの）および DrvOutSyncZ 信号（右下：C4 の相電流波形

をズームおよびフィルタしたもの）がデフォルトの 500HzLPF カットオフの条件で表示されています。 

図 28:デフォルト 500Hz LPF カットオフで得られた正弦波 Sync 信号 

メモ：適切な計測の為にひとつだけ Sync 信号が必要です。ドライブのパワーセクションに付随する Sync 信号

(すなわち AC Line 入力に対する ACinSyncZ あるいは Drive Output に対する DrvOutSyncZ)はそのパワーセクション

の計算に使用されるべきです。ここでの２つの Sync 信号は、電圧信号と電流信号の違い、あるいは異なる LPF

カットオフもしくはヒステリシス幅設定の違いを見るためだけに例として表示しています。 

電圧信号はフィルタされて振幅が非常に大きく低下しています。（右上）しかし、デフォルトの 100mdiv のヒ

ステリシス幅設定でも十分に Sync 信号として適しています。電流信号は(右下)、フィルタする前も（後も）大

振幅かつ速いスリューレートを持つ極めて正弦波に近い信号であり Sync 信号に理想的です。 

メモ：大きく歪んだ波形（例えば 6 ステップ整流制御電圧および電流波形）はデフォルトの 500Hz よりも大幅

に低い LPF カットオフ設定を必要とする事があります。図 29 を参照してください。 
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図 29 には 6 ステップ整流線間ドライブ出力電圧波形(再び Z1,あるいは非表示の C1 のズーム)と対応するドライ

ブ出力相電流波形（再び Z2,あるいは非表示の C4 のズーム）が示されています。 

図 29:低い LPF カットオフ設定でメリットのある非正弦波 Sync 信号 

ACinSyncZ 信号(右上：C1 線間電圧波形をズームしてフィルタ)と DrvOutSyncZ 信号（右下：C4 相電流波形をズー

ムしてフィルタ）がデフォルトの 500HzLPF カットオフ条件で表示されています。電圧信号（右上）は振幅が非

常に大きく減衰し、ゼロ・クロスポイントにおいて大きく歪んでいます。従ってヒステリシス値の設定に注意

が必要で、デフォルトの 100mdiv ヒステリシス幅の値より大きくする必要があります。電流信号(右下)は計測周

期を半分の周期に誤って決定してしまっています。この場合はさらに LPF カットオフ・フィルタもしくはヒス

テリシス設定を変更する必要があります。 
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図 30 には 100Hz LPF カットオフ設定(図 29 では 500Hz)での同じ Sync 信号を示しています。 

図 30：LPF カットオフの調整で是正された非正弦波 Sync 信号 

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。 
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ヒステリシス幅設定の効果を理解するために、図 31 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出来ます。 

図 31:単調増加信号における計測インターバル 

さて、ゼロもしくは 50%レベル付近で単調性が失われた図 32 の例を考えて見ましょう。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 32:非単調増加信号による誤った計測インターバル 

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 33:ヒステリシス幅により非単調増加の影響を是正する 
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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.65)をご覧ください。 

SYNC信号設定例－広ダイナミック・レンジ、オーバーロードの長時間捕捉 

前セクションで述べたように、広ダイナミック・レンジかつ歪みの大きな信号の長時間捕捉においては、正確

な結果を得るために Sync 信号の設定に注意が必要です。 

過電流により完全にシャットダウンし、それによりはっきりとした電流値の変動があり（すなわち広ダイナミ

ック・レンジ電流）また、大きな波形歪みがシャットダウンの瞬間に発生している正弦波変調三相ドライブの

長時間（２秒間）捕捉の例を考えます。三相線間電圧波形は上段グリッドに表示されています。三相相電流は

下段グリッドに表示されています。 

図 34:三相正弦波変調ドライブの入力ソース波形初期画面 

ここで Zoom+Gate を有効にし、元波形（２秒間）を８つのグリッドの左側に置いておき、右側にズーム波形を

配置します。そして（説明用に）C4（チャンネル４：電流信号）を Drive Output Sync 信号(DrvOutSyncZ の名前で

緑色のトレースとして表示)に指定します。C1(チャンネル１：電圧信号)を AC Input Sync 信号（ACInSyncZ の名前

で青色トレースとして表示）として指定します。 
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デフォルトの LPF カットオフ（500Hz）とヒステリシス設定(100mdiv)はそのままとしておきます。 

図 35:Zoom+Gate を有効にした後の Sync 信号表示(右下) 

メモ：適切な計測の為にひとつだけ Sync 信号が必要です。ドライブのパワーセクションに付随する Sync 信号

(すなわち AC Line 入力に対する ACinSyncZ あるいは Drive Output に対する DrvOutSyncZ)はそのパワーセクション

の計算に使用されるべきです。２つの Sync 信号は電圧信号と電流信号の違い、あるいは異なる LPF カットオフ

もしくはヒステリシス幅設定の違いを見るためだけに例として表示しています。 

どちらの信号も同じくらいの振幅に見えます。波形のほぼ半分をカバーするようにもし水平ズーム比が変更さ

れ、ズーム位置を捕捉の前半に設定し、半透明のオーバーレイで確認すると、Sync 信号は両ケースとも、周期

を十分正確に定義できているように見えます。 
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ここで図 36 に示すように、もしズーム位置を捕捉の後半にもってくると、捕捉の最後の部分で（オーバーロー

ド発生箇所）、電圧と電流信号は同一の LPF カットオフおよびヒステリシス幅の設定において異なる挙動を示

しています。しかしどちらも、この部分においては良好な周期の決定を行えていません。 

図 36:ズーム位置を変更すると Sync 信号を含む全てのズーム・トレースの位置が連動して動きます 
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ここで両 Sync 信号ともに LPF カットオフを 160Hz、ヒステリシスを 20mdiv にすると、電圧ソース（緑色の

DrvOutSyncZ トレース）の方がより良好なソースに見える結果が得られます。 

図 37:フィルタを調整すれば DriveOutSyncZ がより良い Sync 信号の選択であることがわかる 
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しかし、捕捉の先頭をズームすると、C1 の線間電圧信号を（ACinSyncZ 信号に）使うとより適切な周期決定が得

られるのがわかります。 

図 38:捕捉の先頭をズームすると、ACinSyncZ が実際に Sync 信号の最適な選択であるのがわかります。 
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SYNC信号設定例－6ステップ整流ブラシレス DCモータの相電圧波形 

6 ステップ整流波形は非常に大きな歪みを持っており、Sync 信号として設定するには特別な課題があります。そ

して、一般的に低電圧（<50V）であることから、しばしば汎用パッシブ・プローブを使用し Line-Neutral でプロ

ービングされます。 

図 39 示された定常状態で動作する BLDC(ブラシレス DC モータ)の短時間(500ms)捕捉を考えます。三相相電圧信

号は上段グリッドに、相電流信号は下段に表示しています。 

図 39:6 ステップ整流ブラシレス DC モータのソース波形の初期画面 
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ここで Zoom+Gate を有効にし、元波形（２秒間）を８つのグリッドの左側に置いておき、右側にズーム波形を

配置します。C4(チャンネル４、電流信号）は Drive Output の Sync 信号(DrvOutSyncZ、緑トレース）として割り

当てられています。一方、C1(チャンネル１、電圧信号）AC Input の Sync 信号（ACInSyncZ、青トレース）に割り

当てられています。デフォルトの LPF カットオフ（500Hz）とヒステリシス設定(100mdiv)はそのままとしておき

ます。 

図 40:Zoom+Gate を有効にした後の Sync 信号表示(右下) 
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DrvOutSyncZ の設定は本来の一周期のかわりに半分の周期を決定してしまっているのかすぐにわかります。同様

に ACinSyncZ 信号(C1 あるいは相電圧信号を使用)は振幅が低すぎ、Sync 信号として有効なゼロ・クロスが乏しい

ことがすぐにわかります。Math 演算トレースを使用して線間電圧波形を生成し、Sync 信号として置き換えるこ

とがより良いアプローチです。 

図 41 は新しく設定した F1 トレース（C1-C2 すなわち線間電圧）を示しています。 

図 41:ACinSyncZ ソースを Math 演算トレースに変更し周期を改善（右下青色トレース） 
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ACInSyncZ 信号の振幅は低いままですが、周期の決定品質は改善しています。（Zoom 操作により）多くのサイ

クルでさらに詳しく調べると、全ての周期が適切に決定されていることがわかります。DrvOutSyncZ 信号の振幅

は適切ですが、LPF 設定をより低いカットオフを 200Hz に設定することで図 42 に示すように正しい計測周期を

得ることが出来ます。 

図 42:LPF カットオフを下げて DriveOutSyncZ（緑色トレース）のクロスポイントを改善 
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SYNC信号設定例－デバイス・スイッチング周期に対応するデジタル信号の使用 

アナログまたはデジタル(MSO)入力チャンネルのいずれかで計測されたパワー半導体デバイスのスイッチング周

期を Sync 入力として使用することが出来ます。以下の例では、永久磁石モータの回転子の磁束を動的に変更す

る制御システムの動作を理解する為に、各スイッチング期間の電力を計算する必要がありました。スイッチン

グ周期は C8(橙、左下）で計測され、Sync 周期は高い周波数の LPF カットオフ設定(1MHz)と 400mdiv のヒステリ

シス設定で正しく計算されます。 

図 43:パワー半導体デバイスのスイッチング周期を Sync 信号として使う 
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DC Bus設定ダイアログ 
パワー値の正確な計算の為に、DC Bus パワーセクションで使用される結線構成を確認し、電圧、電流それぞれ

の入力チャンネルを指定します。以下のいずれかから選択します： 

⚫ phase/2-wire(単相二線式：1 電圧 1 電流)－結線構成図の右側の電圧と電流の指定を有効化します。 

⚫ None－この選択は結線構成設定右側の電圧および電流入力の指定を無効にします。 

電圧入力指定の方法は AC Input および Drive Output と同じです。Sync 信号選択と調整についても同様です。電

圧および電流指定と Sync 信号、Zoom+Gate の使用方法については以前のセクションを参照してください。 

Sync 信号ソースは AC Input および Drive Output で指定したものと同じでも違っても構いません。DC Bus 信号は

周期的ではないので、計測周期は AC Input あるいは Drive Output 計測周期に関連づけられる必要があるからで

す。 

図 44:DC Bus 設定ダイアログ 
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Mechanical設定ダイアログ 
Mechanical 設定ダイアログを使用し以下の手順でモータトルクと（軸）角速度/方向/位置の情報を計算すること

が出来ます： 

⚫ 適切なスケーリング、単位変換（例：トルクとスピード値の計算のためのトルク・ロードセルの出力と

アナログ・タコメータ）をおこなった特殊なトルク、スピード、角度センサ出力のモータ・ドライブ・

アナライザへの直接入力 

⚫ スピード、方向、角度を直接計算するための組み込みセンサ信号の直接入力（例：組み込みモータ制御

フィードバックループの一般的な入力として使われる BLDC ホールセンサ、直交エンコーダ(QEI)、レゾ

ルバ出力の使用） 

⚫ スピード信号の直接的計算が可能な非センサ信号の直接入力（例：軸回転速度の計算に使われる印加電

圧波形） 

⚫ シリアルデータパケットに埋め込まれたデジタル速度またはトルクデータの抽出（例：特定のデータ

CAN ID の特定のデータ位置に埋め込まれたスピード信号） 

⚫ トルク推測に使われる非センサ信号からの計算値の使用（例：捕捉した電流信号を使用して計算された

RMS ドライブ電流の計算値に比例するモータトルク計算の為に定数を使用） 

ひとたび計算されると、トルク、スピード、角度値は計測値として、またユーザー定義された計測の単位(N・

m、lb・ft、RPM、rad/sec 他)でサイクル毎波形トレースとして表示することが出来ます。それらの値はさらに機

械的パワー値、AC 誘導モータの場合は Slip 量などの計算に使用されます。これによりモータ出力に至るまでの

ドライブ全体動作と効率に関して詳細な情報をより多く得ることが出来ます。 

モータ・ドライブ・アナライザは、特別なトルク・ロードセルやタコメータからのトルク、スピードの直接計

測の必要なしにモータ機械軸パワーを計算する他にない機能も提供します。 

設定ダイアログ全体は図 45 の様になります。（初期状態） 

 
図 45：Mechanical 設定ダイアログ 

計算方法の指定にはいくつかの方法があります： 

⚫ Torque–Analog 0-Vdc, Analog mV/v, Analog Frequency, Formula T = k*I, CAN,  None 
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⚫ Speed & Angle–直交エンコーダ(QEI), アナログ・タコメータ, レゾルバ, ホールセンサ, パルスタコメー

タ, SinCos, KMZ60, 印加電圧, CAN,  None 

Speed & Angle には２つの独立な設定があります－Setup1 と Setup2（Method 選択に応じて） 

⚫ Setup1－Speed1 と Angle1 の値の設定 

⚫ Setup2－Speed2 と Angle2 の値の設定 

この例は、Speed & Angle の Method に Setup1 を使用していますが、操作はどちらの場合も全く同じです。2 つ

の異なる Speed & Angle 設定は、以下の様な使用法があります： 

⚫ 同じスピード値の同時計測だが、2 つの異なる角度値を計算して表示－”未補正”センサ角度とオフセッ

ト角補正を加えた”補正後”回転子磁束角度 

⚫ 特定の振動あるいは他の周期信号、回転子磁束角を制御システム信号と挙動に対して機械的軸回転を補

正するための回転子磁束角に独立な機械的シャフト角度を計測 

⚫ モータ軸および動力計のスピードおよび角度計計測、そこからひとつの角度値を他から減算することで

動力計軸の結合の撓みを計測 

⚫ ベルト結合のシステムにおいてモータと負荷の効率を独立に計測し、モータと負荷の間のパワー伝達に

異常が無いかどうかを確認 

⚫ ドライブとモータの効率をひとつはスピード値をドライブ出力周期にわたって平均して行い、同時に一

方は Angle Tracking Observer 設定でサポートされるエンコーダを使用して制御システム同様により高い

分解能が得られる observing speed を使用して計測 

⚫ スピードの計測を行い、スピード値の数値と波形の表示を同時に異なる単位で実施 

 

メモ：Speed1 の値はそれに続く全ての機械的パワー計算、効率計算の為にトルクと組み合わせて使用されま

す。 
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共通設定 

トルクと速度および角度センサそれぞれは、多くの共通設定を持ちますが、詳細な設定はセンサによって変わ

ってきます。多くのセンサに共通の設定は以下になります： 

Method–組み込まれるセンサのタイプ、“None”にすれば設定は無効化されます。 

Input Source(s)–センサ信号を計測したアナログ・チャンネル、デジタル・ライン、あるいはメモリ（保存）

トレースが設定できます。選択できるタイプと数はセンサによって異なります。 

Units–センサ値の表示に使用する単位以下のオプションがサポートされます： 

⚫ Angle–単位は度、ラジアン、サイクル 

⚫ Speed–単位はサイクル/秒(Hz)、ラジアン/秒、回転毎分(RPM)速度の単位は、Unit Setup エリアで選択し

ます。 

⚫ Torque–単位はニュートンメートル(N·m)、ポンドフィート(ft·lb)、オンスインチ(in·oz)、ポンドインチ(in

·lb)トルクの単位は、トルク設定エリアで選択します。 

⚫ Slip―AC 誘導モータでは回転子軸にかかる負荷は回転子磁場の角速度を遅くし、モータによりトルクを

発生させる役割を果たします。回転子の回転角速度とステータ磁束角の速度の比率はスリップと呼ばれ

ます。パーセント・スリップは同期スピードとベース・スピードの間の差をパーセントで表したもので

す。従って ACIM は決してその定格（無負荷あるいは 100%）のスピードでは動作せず、少し遅いスピー

ドで動作します。スリップは一回転のパーセント、あるいは radian あるいは degree で表記されます。 

LPF Cutoff–ロー・パス・フィルタの設定。センサ信号からの信号の帯域を下げ（ノイズおよび/もしくは干渉

の影響を除去）ます。この設定はソースがアナログ入力の時だけ有効です。 

Range Settings–センサタイプによっては、High と Low 入力値とそれに対応するセンサ単位での値を設定しま

す。(図 45 の例では Low 側のトルク値と High 側トルク値)この設定はソースがアナログの場合にのみ有効になり

ます。 

Sync Signal–AC Input、DC Bus、Drive Output と同じように、機械的トルクおよびスピード値も Sync 信号で定義

された信号周期に従って計算されます。ローパスフィルタ(LFP)とヒステリシス設定は以前のセクションで述べ

たように働きます。Sync 信号には捕捉されたチャンネル信号、Math 演算波形、もしくはメモリ（保存）波形ト

レースのいずれかを指定できます。Sync ソースはトルクおよびスピード設定の両方に共通です。 

+Rotation–モータに向かって軸を見たときのモータ軸の正回転方向を定義。 

“CW”を選択すると軸の回転方向を、時計周りを正として定義します。“CCW”を選択すると軸の回転方向を時計

と逆回りを正として定義します。 

Gear Ratio—もしギアにより加減速されている場合はモータ軸の回転が異なる場合があります。この設定を使

用してギア比を指定し、回転子場のスピードに比べてモータ軸のスピードを下げることが出来ます。Gear ratio

＞１はギアによる減速を意味し、Gear ration＜１はギアによる増速を意味します。Speed & Angle method の欄に

(回転子)極ペアの選択が含まれるのは、回転子極ペアより電気スピードが速い場合を考慮しています。 

Numerics ダイアログ(p.58)は、数値テーブル表示に追加できるトルク、スピードおよび（回転子）角度のパラメ

ータを含んでいます。 
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トルク設定－Analog 0-Vdc 

これは最も一般的なトルク・ロードセル出力－計測されるトルク値に比例するトルク・ロードセルからのアナ

ログ電圧信号（モータ・ドライブ・アナライザのアナログ入力チャンネルへ入力）です。通常トルクが 0 の時

出力は 0V となります。正または負のトルクに対しては電圧も正または負の極性となります。 

図 46:Analog 0-VDC トルク設定 

このタイプのトルクセンサに必要な全ての設定は以前の共通設定のセクション(p.36)にて解説されています。 

トルク設定－Analog mV/V 

トルク・ロードセル出力は（DC 励起）供給電圧に比例する場合もあります。このセンサは低い出力電圧の為、

計測の精度は以前のケースほど良好で無い場合があります。例えば、もし mV/V フルスケール出力が 3mV/V で

あり、10V の励振がトルクセンサに加えられている場合、フルスケール・トルクに対する最大出力は 30mV で

す。現実的に MDA のチャンネルへの 30mV の入力の場合は 4～5mV/div の電圧レンジ設定となります。計測さ

れる信号がさらに低い場合も多々あり、その場合大きな出力信号を持つトルクセンサに比べてより大きな誤差

を引き起こします。 

図 47:Analog mV/V トルク設定 

設定は以前の共通設定のセクション(p.36)で解説してありますが、以下が異なります： 

mV/(excitation)V—フルスケール・トルク出力 

Supply—センサへの DC 励振電圧 
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トルク設定－アナログ周波数 

いくつかのトルク・ロードセルはトルク値に比例する周波数変調出力信号を提供します。トルクがゼロの時の

出力周波数は変調範囲のスパンの中央値となります。このタイプのトルク・ロードセルはアナログノイズの影

響を受けません。 

図 48:アナログ周波数トルク設定 

このタイプのトルクセンサに必要な全ての設定は以前の共通設定のセクション(p.36)にて解説されています。 

メモ：この場合の LPF のカットオフ周波数はトルク出力信号の高周波変調より高い値に設定する必要がありま

す。 

トルク設定－Formula T=k*I 

多くのモータで、単相または三相の印加 RMS 電流に比例しトルクを推測することの出来るデータが公開されて

います。定数"k"を使用して、指定されたトルク単位での係数を定義します。 

図 49:Formula T=k*l トルク設定 

 

設定は以前の共通設定のセクション(p.36)で解説してありますが、以下が異なります： 

Constant(k) Units/Amp－モータの電流に比例する既知のトルク定数”k”をここに入力します必ず適切なトルク

単位を正しく選択してください。 

Current Source(I)－定数を掛けられるべき計算の RMS ソース電流このソース電流の RMS 値は MDA によって計

算され、平均値として数値テーブルに表示さるか、サイクル毎波形として表示されます。AC Input または Drive 

Output いずれかの定義から単相または三相の選択をします。 

メモ：もしモータが AC ラインに直接接続されており、モータ駆動回路が使用されていない場合、電流ソース(I)

は AC Input 結線定義から Ia, Ib, Ic または Iabc となります。もしモータがモータ駆動回路に接続されている場合

は、電流ソース(I)は Drive Output 結線定義から Ir, Is, It または Irst となります。もし電流ソース選択が”

Undefined”となっているならば、最初に AC Input または Drive Output を(Sync も含めて)設定し、電流値が捕捉デ

ータから計算できることを確認してください。 
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トルク設定－CAN 

トルク値は Controlled Area Network (CAN)シリアル・データで伝送されることがあります。モータ・ドライブ・

アナライザはシリアルデコードおよびメジャー/グラフ機能をサポートする CAN または CAN FD ソフトウェア・

オプション（例えば CANbus TDM、CANbus TDME、CAN FDbus TDME)が入っていれば、Message to Value 計測パラ

メータを使ってトルクデジタルデータの CAN メッセージ中の位置を明らかにし、適切な単位のトルク値に変換

することが出来ます。もしさらにシンボリックデコード機能つきの CAN ソフトウェア・オプションがあれば、

単純にトルク信号を.DBC ファイルのメッセージリストの中から選択するだけです。 

どちらの場合も、CAN シリアルデータ・メッセージに組み込まれたデジタルトルクデータはアナログ値として

計測パラメータ(Pn)に抽出されて、計測パラメータ値として直接表示することも、モータ・ドライブ・アナライ

ザのトルク計算に使用することも出来ます。 

図 50：Formula T=k*l トルク設定 

これを実行する基本的な手順は次のとおりです。 

⚫ CAN シリアル・データ信号はオシロスコープで捕捉され、CAN シリアルデコード機能でデコードされな

ければなりません。 

⚫ CAN デコードは CANtoValue 計測パラメータのソースとして指定する必要があります。CANtoValue また

は MsgToValue を特定の計測パラメータ Pn に出力するように設定します。 

⚫ 特定の計測パラメータ Pn は右側の設定ダイアログの Value タブで、CAN シリアル・データに組み込ま

れたトルク情報に対応したデータを正しく識別して再スケーリングするように設定されなければなりま

せん。CAN Symbolic デコードを使う場合は、DBC ファイルを指定するだけで適切なメッセージが得られ

ます。CAN 16 進デコードを使う場合は、データ位置を特定し再スケーリングします。 

⚫ 特定の Pn 計測パラメータは Torque method=CAN にした場合モータ・ドライブ・アナライザのソースと

して選択されなければなりません。 

Message to Value 計測パラメータを使ってデジタル CAN データを抽出し、適切な単位で再スケーリングする手順

は、CAN ソフトウェア・オプションのヘルプドキュメントに詳しく記載されています。便利なショートカット

(シリアルデコード計測パラメータへのリンク）によって、Pn Message to Value 設定ダイアログへ素早くアクセ

スすることが出来ます。 
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スピード設定－Analog Tachometer 

アナログ・タコメータはスピードに比例するアナログ信号を出力します。それらは動力計が搭載されている評

価ステーションで一般的なものです。 

図 51:Analog Tachometer スピード設定 

この設定は以前の共通設定のセクション(p.36)で解説しています。 

スピード設定－Pulse Tachometer 

この場合、入力は N パルス/回転のパルス列になります。 

図 52:Pulse Tachometer スピード設定 

共通設定(p.36)に以下の定義が追加になります： 

Pulse/Rotation—モータ軸の 1 回転あたりのパルス数。最小値は 1、および最大値は 10,000 になります。 
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スピード設定－Applied Voltage 

モータ端子に印加される電圧の基本波周波数は、印加される固定子磁場を含む永久磁石モータの回転スピード

に比例し、回転子磁場は一定の角度関係を持っています。もし回転子の極ペア数と固定子の極ペア数が既知で

あれば、スピードは簡単に計算することが出来ます。この方法は AC 誘導モータの全ての場合において正確な値

を求められるわけではありませんが、AC 誘導モータの安定状態の計測をする特定のユーザーにとっては適切な

方法でありえます。 

図 53:Pulse Tachometer スピード設定 

共通設定(p.36)に以下の定義が追加になります： 

LPF Cutoff―Mechanical Sync LPF のカットオフとは独立に定義する必要があります。この設定では Mechanical 

Sync 設定で使われるようなヒステリシスの指定はありません。 

Source－単相または三相の捕捉電圧または電流信号を指定してください。電圧・電流信号はどちらも、計算の

ためのソースとして使用できます。もし捕捉した電圧信号を使う場合は、LPF を適用すれば(相電圧に比べて）

線間電圧の方がよい周期性をもっており推奨します。もし Mechanical Sync ソースがドライブ出力(モータ）電圧

または電流ソースの場合、Applied Voltage method のソースも同じものを指定することを推奨します。 

Rotor Pole Pairs－永久磁石モータの回転子極ペアの合計数を入力します。 

Stator Pole Pairs－本マニュアルでは、固定子磁極対の数を相数で割ったものを固定子磁極対と定義します。

例えば、下の図は 3 相永久磁石モータで、固定子スロットは 12 個ですが、磁極は 1 相あたり 4 個あるため、固

定子ポールペア（1 相あたり）は 2 組、回転子ポールペアは 1 組となります。 

図 54:4 つの磁極を持つ 3 相永久磁石モータ  
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スピードおよび方向設定－ホールセンサ 

６ステップ整流制御を使用するブラシレス DC モータ(BLDC)は、回転子に組み込まれて固定子上のピックアップ

に非接触信号を出力するホール効果センサをもっとも一般的に使用します。これらのセンサは回転子の位置検

出に使われます。また、固定子における電圧の電気的整流を直接行います。ホールセンサ信号は回転子のスピ

ードを示すのに使用でき、そこから軸速度が計算できます。 

図 54:ホールセンサの設定 

ホールセンサ入力 

共通設定(p.36)に以下の定義が追加になります： 

入力 Hall R, Hall S, Hall T は、アナログチャンネル(C1～C8)でも構いませんが、ホールセンサ信号がデジタルの

場合、アナログ・チャンネルを他の用途に使えるため、デジタルロジックライン（D1～D15）が一般的に使用さ

れます。 

メモ：最初に、デジタル・チャンネルに接続する前にパッシブ・プローブを接続したアナログ・チャンネルで

ホールセンサ信号を確認しておくことをお勧めします。そうすることでデジタル・ロジックの閾値とヒステリ

シスの設定が適切かどうかをチェックできます。もしスピードを波形として表示したときに大きな振動がみら

れるならば、あるいは統計値テーブルで最大スピードが現実的でないぐらいに大きい場合は、余分な（正しく

ない）デジタルロジック・エッジがスピード計算に大きな影響を持っているので、デジタル・ロジックの閾値

を調整する必要があります。MSO(デジタル・ロジック）リードセットによって拾ってしまう干渉信号を避ける

ために、リードセットをインバータ部から極力遠ざけておくようにします。 

Number of Rotor Pole Pairs－各回転子極ペアに対して、軸の一回転あたり６つの遷移が１セットとなりま

す。２極の回転子には機械軸の１回転で６つのホール遷移が２セットあります。従ってこの値は軸速度を正し

く決定するために重要です。最小値は 1、および最大値は 10 になります。 

3 つのホールセンサはパルスを出力します。これを 3 ビットのバイナリ列と考えると、定義された順序で繰り返

す 6 つの異なる値を提供します。6 つの値の 1 回の繰り返しは 1 つの極ペアを持つ回転子のモータの場合は 1 回

転に対応します。もしくは 2 つの極ペアを持つ回転子の場合は 2 つの繰り返しが 1 回転に対応します。反復の

シーケンスは、時計回り（+RPM）または反時計回り（-RPM）のいずれかの回転を示します。図 55 はひとつの

回転子極ペアと（等間隔の）固定子上に 120°離して配置されたセンサを持つ場合のホール回転センサ信号を示

しています。120°毎にひとつのホールセンサは正の遷移を持ち（図では水平軸１目盛あたり 60°）かつ、機械

軸一回転につきひとつの電気サイクルが完了します。 
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図 56:ひとつの回転子極ペアを持ち、固定子上に 120°ずつ（等間隔）離れて配置されたホールセンサ 

3 つのセンサがそれぞれ 60°の離間を持つということは、3 つのホールセンサが全て固定子の片側に配置されて

いることを意味します。それでも 6 つの個別の 3 ビット遷移が存在し、120°離間の場合と動作は本質的には同

じですが、ホールセンサ信号の立ち上がりエッジはホールサイクルの始まりから 60°離れています。 

図 57:ひとつの回転子極ペアを持つモータのホールセンサ信号 

“N 個”の回転子極ペアを持つ場合、機械軸回転に対する“N 個”の電気的サイクルが存在します。 

図 58:２つの回転子極ペアを持つモータの 120°離間で配置されたホールセンサ 
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Hall A、B、C 信号の間のエッジ－エッジ・タイミング計測からスピードは計算されます。エッジ－エッジの時間

は周波数に逆比例し、これから回転スピードは求まります。内部的には、ソフトウェアは各ホール・ステート

(000, 100, 110 他)間の遷移時間を計算します。その後それらの時間を、Mechanical Sync 周期の区間の中で平均

し、その Mechanical Sync 周期区間の平均スピードとして値をレポートします。 

Angle Tracking Observer を使用する場合(Observer Status チェック・ボックスを有効にした場合)ソフトウェアは

Angle Tracking Observer のフィルタ設定を適用し、各ペアの遷移からスピードを計算します。 

メモ：他のホールセンサ信号を基準としたホールセンサ信号のタイミングは回転子の上の位置精度に直接関係

します。この位置精度は比較的低くなります。加えてホールセンサはモータの熱効果によって若干動く場合が

あり、この事は時間経過と共に信号のタイミング精度にさらなる影響を与えます。従って Mechanical ダイアロ

グで使用される Sync 信号には、その周期にいくつかのホール遷移またはひとつの完全なホール 6 ステップ遷移

イベントを含む事を推奨します。もし Sync 信号に Drive 出力電圧もしくは電流信号を選択する場合にはこの推

奨を満足します。もしさらに分解能が必要な場合は、Angle Tracking Observer が追加で使用できます。 

ホールセンサ Sync信号 

ホールセンサ信号を使用してスピード計測を行う時間区間を定義するために Mechanical ダイアログで Sync 信号

を選択する必要があります。エッジ－エッジ・タイミング計測値の計算毎の数（と、計算されたそれぞれのス

ピード値の時間区間）は Mechanical ダイアログで選択された Sync 信号に依存します。計算毎のより多くのエッ

ジ－エッジ(ホールセンサ)タイミング信号はより多くの平均スピード値をもたらしますが、得られるスピード値

は少なくなります。もし Sync 信号が Drive 出力電圧もしくは電流信号のいずれかならば、軸回転毎に得られる

スピード値の数はモータの固定子磁極数と回転子磁極数に直接に関係します。 
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スピードと回転方向設定－CAN 

スピード値は Controlled Area Network (CAN)シリアル・データで伝送される場合があります。モータ・ドライ

ブ・アナライザはシリアルデコードおよびメジャー/グラフ機能をサポートする CAN または CAN FD ソフトウェ

ア・オプション（例えば CANbus TDM、CANbus TDME、CAN FDbus TDME)が入っていれば、Message to Value 計測

パラメータを使ってスピードデジタルデータの CAN メッセージ中の位置を明らかにし、適切な単位のアナロ

グ・スピード値に変換することが出来ます。もしさらにシンボリックデコード機能つきの CAN ソフトウェア・

オプションがあれば、単純にスピード信号を.DBC ファイルのメッセージリストの中から選択するだけです。ど

ちらの場合も、CAN シリアルデータ・メッセージに組み込まれたデジタル・スピード・データはアナログ値と

して計測パラメータ(Pn)に抽出されて、計測パラメータ値として直接表示することも、モータ・ドライブ・アナ

ライザのスピード計算に使用することも出来ます。 

図 59:ホールセンサの設定 

これを実行する基本的な手順は次のとおりです。 

⚫ CAN シリアル・データ信号はオシロスコープで捕捉され、CAN シリアルデコード機能でデコードされな

ければなりません。 

⚫ CAN デコードは CANtoValue 計測パラメータのソースとして指定する必要があります。CANtoValue また

は MsgToValue を特定の計測パラメータ Pn に出力するように設定します。 

⚫ 特定の計測パラメータ Pn は右側の設定ダイアログの Value タブで、CAN シリアル・データに組み込ま

れたスピード情報に対応したデータを正しく識別して再スケーリングするように設定されなければなり

ません。CAN Symbolic デコードを使う場合は、DBC ファイルを指定するだけで適切なメッセージが得ら

れます。CAN 16 進デコードを使う場合は、データ位置を特定し再スケーリングします。 

⚫ 特定の Pn 計測パラメータは Speed & Angle method=CAN にした場合モータ・ドライブ・アナライザのソ

ースとして選択されなければなりません。 

Message to Value 計測パラメータを使ってデジタル CAN データを抽出し、適切な単位で再スケーリングする手順

は、CAN ソフトウェア・オプションのヘルプドキュメントに詳しく記載されています。便利なショートカット

(シリアルデコード計測パラメータへのリンク）によって、Pn Message to Value 設定ダイアログへ素早くアクセ

スすることが出来ます。 
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スピード、回転方向および絶対位置－レゾルバ 

レゾルバは低価格と高信頼性の要求のあるアプリケーションで使われます。この場合、入力は(定義により)90 度

位相がずれたアナログ正弦波および余弦波信号のセットになります。これらは Sin 波信号および Cos 波信号と呼

ばれ、スピードと回転方向の情報を提供します。励磁信号（基準）はそれによって Sin 波信号および Cos 波信号

のエンベロープを生じる周波数を定義します。Sin または Cos 信号の 1 つの全周期は、"N"個の極ペアをもつレ

ゾルバの回転子軸の"N"回転を表します。 

図 60:1 速（1 極対、左）と 2 速（2 極対、右）のレゾルバ入力。 
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モータ・ドライブ・アナライザのスピードと角度の計算法は、信号振幅オフセットを修正し、計算を行う前に

両方の信号の振幅を正規化します。 

図 61:レゾルバ設定 

共通設定(p.36)に以下の定義が追加になります： 

Sensor Pole Pairs—レゾルバの極ペア数は Sensor Pole Pairs 選択欄で指定します。“N”個の極ペアのレゾルバは

Sin/Cos 信号の 1 周期あたり“N”回の機械軸回転になります。したがって、この値は正しく軸スピードを決定する

ために大切な値です。最小値は 1、および最大値は 100 になります。 

LPF Cutoff—この値はレゾルバの励起周波数よりも高くなければなりません。 

Offset Angle—レゾルバが回転子軸に固定され、Sin/Cos 信号がモータの回転子磁場に一致することはほとんど

ありません。オフセット角を入力し、角度計測パラメータが回転子磁束場または他の興味ある角度を示すよう

にレゾルバの位置ずれを補正することが出来ます。 

Angle Units–オフセット角を入力し、角度計測値が表示される時の単位を選択 

メモ：デフォルト設定では、レゾルバを使ったスピード計算で、もし励起周期が Mechanical Sync として使用さ

れた場合、非常にノイズが大きく見えるかもしれません。ノイズをフィルタリングするためには、ドライブ出

力電圧か電流を Mechanical Sync として使用するか、Angle Tracking Observer を使用してドライブ制御システムが

おこなうのと同様に適切にフィルタリングします。 
 

メモ：角度計算は励起基準信号のピークで実行されます。その後 100 ポイントの補間を行い、1 回転全体に渡っ

てほぼ連続的な角度値を得ます。Angle Tracking Observer 設定は角度の値には影響しません。Offset Angle および

Angle Units 

計算される角度パラメータの値はレゾルバの軸に対しての機械的な位置に依存し任意です。しかし、この角度

パラメータは回転子磁束場角もしくは他のいくつかの角度を表すように Offset Angle 設定を使用して調整するこ

とが出来ます。Offset Angle 調整に対する角度単位の設定は Angle Units 選択欄で指定します。 
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速度、回転方向、および絶対位置設定－直交エンコーダ・インタフェースまたは(QEI) 

QEI は、スピードおよび角度計測の低価格の方法としてドライブのエンジニアに一般的に使用されます。特に調

査および開発の段階において軸に単純に接続し制御システムに組み込んだ状態で使用されます。この場合、3 つ

のデジタル・パルス(A, B, Z またはインデックス・パルス)がスピードおよび絶対位置の定義に使用されます。 

QEI は軸１回転あたり N 回の 2 ビットパルス列の通信をするために 90°位相のずれた 2 つのデジタル・パルス

を使用します。3 つめのデジタル信号は、回転毎に一回位置情報を送信するのに使用されます。この 3 つめの信

号は“Z”インデックス・パルス信号です。このタイプのセンサは回転子軸の位置情報を絶対値ではなく“インクリ

メンタル”に提供するので“インクリメンタル・エンコーダ”とも呼ばれます。 

A および B 信号は互いに 4 つの固有の AB パルス・パターンを形成し、パルス・パターンの順列は回転方向が違

えば異なります。QEI は”A”信号の立ち上がりエッジが”B”信号に対して先行するようにも、その逆に遅れるよう

にも構成することが出来ます。回転方向はデジタル AB シーケンスの並びに基づいて伝達することが出来ます(A

が B に先行する場合、00,10,11,01 の順序が“正”回転方向になります)。しかし、回転方向は任意であるのでユー

ザーは QEI 設定インタフェースにて正回転の方向を定義しなければなりません。 

個別の 2 ビット(AB)パルス・パターンは QEI 位相と呼ばれ、軸の正回転に対して 00,10,11,01 のバイナリ列を繰

り返します。この仮想のエンコーダにおいては位相シーケンスの合計 16 回の繰り返し、もしくは 64 パルス/回

転(ppr)があります。軸の一回転毎に複数の AB パルス・パターン列があります。Z インデックス・パルスは一回

転に一回(64 パルス遷移毎に一回)発生します。直接このパルスをスピード計測に使用することも出来ますが、特

に低速で十分な解像度が無いため実用的ではありません。 

図 62:A が B に先行する QEI 信号セット 

モータ・ドライブ・アナライザは A、B、Z 信号を使い、回転スピード、方向、絶対軸角度を以下のやり方に従

って計算します： 

⚫ A と B の遷移（正あるいは負）の間の時間はソフトウェアにより内部的に計算されます。 

⚫ スピードは A と B 遷移の間の平均時間の情報および一回転あたりのパルス数の情報を元に計算され、

Mechanical Sync 周期の時間区間の平均スピードとしてユーザーに提示されるか、あるいは(もし Angle 

Tracking Observer が使用されている場合は)速度値はすべての完全な 2 ビット AB 列それぞれに対して計

算されます。 

⚫ 回転方向は Mechanical Sync 周期中のバイナリ遷移の順序から決定されます。 

⚫ 位置はインデックス(Z)パルスの立ち上がりエッジの時間を計測し、角度＝0 度と規定することで得られ

ます。そして角度の増分値は以下の様になります： 

⚫ 単位 degree の場合は 360/(4*QEI pulse/rotation value) 

⚫ 単位 radian の場合は 2*π/(4*QEI pulse/rotation value) 
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QEI入力 

A、B、Z は、アナログ・チャンネル(C1～C8)またはデジタルロジックライン(D0~D15)を指定することができま

す。QEI A, B, Z 信号はデジタル信号なので、デジタル入力(MSO で使用可能な D0, D1, D2 他)が使用出来ます。そ

うすることでアナログ・チャンネルを他の用途に温存することが出来ます。 

図 63:QEI 設定 

共通設定(p.36)に以下の定義が追加になります： 

Pulse/Rotation—軸一回転あたりの AB 位相シーケンスの総数を入力します。デフォルト値は 1024 で、最小値

は 1 になります。また、最大値は 1×1012 になります。 

Z Index–もし既知の機械角 0 度の位置を Z インデックス・パルスで規定するときは Z インデックスをチェック

し、Z の値に入力する信号を定義します。 

Angle Units–オフセット角度入力の時と角度計測値の表示時の単位を選択します。 

Offset Angle—計算された QEI モータ軸角度は、オフセット角（QEI 軸角に対する回転子磁極場電気角オフセッ

ト）の値を入力することで回転子磁極電気角に変換できます。 

回転子電気角の情報は高度なベクトル FOC 制御システムを分析するには有用ですが、速度または方向検知の為

には不要です。回転子磁束場に関して QEI“Z”パルスのオフセット値を単位 degree(度)で入力します。 

メモ：角度計算は、Angle Tracking Observer が使用されているか否かにかかわらず各 2 ビット AB 列に対して行わ

れます。 

QEI SYNC信号 

A および B QEI 信号を用いてスピード計測を行う時間区間を定義するために、Mechanical 設定ダイアログで Sync

信号を選択しなければなりません。スピード計算値の最大数は、もし Angle Tracking Observer を使用している場

合は１回転あたりのパルス数に等しくなり、あるいはもし Mechanical 設定ダイアログで選択した Sync 信号が A

もしくは B 信号と同じ周期をもつならば、１回転あたりのパルス数を４で割った数に等しくなります。もし、

Sync 信号周期が長ければ、長い周期にわたる複数の 4 つの AB 位相の平均スピードとして計算を行います。もし

Sync 信号が Drive 出力電圧もしくは電流信号のどちらかならば、軸一回転で得られるスピード値の数は１回転当

たりの QEI パルス数とモータ中の回転子極数に直接関連します。 

メモ：QEI 使用時に最高のスピード計測結果を得るためには、Mechanical Sync を QEI エンコーダからの計測され

た A または B 信号のどちらかに設定してください。これにより４つの A-B 遷移に一回（または、2 ビットの AB

列あたりに一回）スピードが計算されます。しかしながら、同時にノイズは大きくなりがちです。もしより高

い分解能と低ノイズが同時に必要な場合は、Angle Tracking Observer を使って各 A または B の単一の遷移に一回

あたりスピードを計算し、同時にドライブ制御システムが行うのと同じようにスピードをフィルタリングしま

す。 
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スピード、回転方向および絶対位置設定－KMZ60 

KMZ60 は、NXP セミコンダクタによって製造されている非接触磁気角度センサです。低コスト角度センサの要

求がある場合に自動車アプリケーションで使用されます。２つの正弦波出力信号（Sin および Cos）はそれぞれ

に対してオフセット角 45°をもってダブル・ホイーストンブリッジで生成されます。モータ・ドライブ・アナ

ライザの KMZ60 スピードおよび角度計算法では、それぞれの信号振幅差を補正し、両信号を正規化します。 

図 64:KMZ60 設定 

共通設定(p.36)に以下の定義が追加になります： 

Rotor Pole Pairs—回転子極ペア数を Rotor Pole Pairs 選択欄で指定します。最小値は 2、最大値は 100 になりま

す。入力は偶数のみです（KMZ60 センサの要件）。 

Offset Angle—レゾルバが回転子軸に固定され、Sin/Cos 信号がモータの回転子磁場に一致することはほとんど

ありません。オフセット角を入力し、角度計測パラメータが回転子磁束場または他の興味ある角度を示すよう

にレゾルバの位置ずれを補正することが出来ます。 

Angle Units–オフセット角を入力し、角度計測値が表示される時の単位を選択 

メモ：KMZ60 スピード・センサで、Angle Tracking Observer を使用したい場合は、Mechanical Sync に、Sin または

Cos 信号よりも大幅に短い周期のデジタル信号を使用することで最良の結果が得られます。 
 

メモ：もし捕捉データが、100,000 サンプル以下の場合、各サンプル・ポイントは、角度（およびそれに続いて

スピード）の計算に使用されます。もし捕捉データが 100,000 サンプルを超える場合は、捕捉データは 100,000

ポイントに間引かれて、角度およびスピードの計算が行われます。角度値は常に 100,000 となります。いっぽう

でスピード計測値は Mechanical Sync 周期の数に等しい、または Angle Tracking Observer が使用されている場合は

100,000 に等しくなります。 
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速度、回転方向および絶対位置設定－Sine/Cosine 

Sine/Cosine エンコーダは、位置とスピード情報をエンコードして 90°オフセットした２つの出力信号(Sin およ

び Cos)を生成します。モータ・ドライブ・アナライザの SinCos スピードおよび角度計算法はそれぞれの信号の

振幅オフセットを補正し、両振幅を正規化します。そして、角度を Cos 信号で割り算した Sin 信号の arctangent

として計算します。モータ・ドライブ・アナライザはこれと同じ情報からスピードも計算することが出来ま

す。 

図 65:Sine/Cosine 設定 

共通設定(p.36)に以下の定義が追加になります： 

Sensor Pole Pairs—センサの極ペア数は Sensor Pole Pairs 選択欄で指定します。最小値は 1、および最大値は

100 になります。 

Offset Angle—SinCos エンコーダが回転子軸に固定され、sine/cosine 信号がモータの回転子磁場に一致すること

はほとんどありません。オフセット角を入力し、角度計測パラメータが回転子磁束場または他の興味ある角度

を示すように SinCos エンコーダの位置ずれを補正することが出来ます。 

メモ：SinCos スピード・センサで、Angle Tracking Observer を使用したい場合は、Mechanical Sync に、sine また

は cosine 信号よりも大幅に短い周期のデジタル信号を使用することで最良の結果が得られます。 
 

メモ：もし捕捉データが、100,000 サンプル以下の場合、各サンプル・ポイントは、角度（およびそれに続いて

スピード）の計算に使用されます。もし捕捉データが 100,000 サンプルを超える場合は、捕捉データは 100,000

ポイントに間引かれて、角度およびスピードの計算が行われます。角度値は常に 100,000 となります。いっぽう

でスピード計測値は Mechanical Sync 周期の数に等しい、または Angle Tracking Observer が使用されている場合は

100,000 に等しくなります。 
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Angle Tracking Observer Status設定 

いくつかの Speed & Angle 設定法は同じように、スピード計算に適用する追加の Observer Status 計算が可能で

す。これを使用すると、追加の Angle Tracking Observer 計算がスピードデータに対して実施され、他の方法、励

起周期（レゾルバ）、Sin/Cos 周期（SinCos または KMZ60 エンコーダ）、デジタルスイッチング周期（QEI また

はホールセンサ）で得られるよりもより高い分解能のスピード推測値を得られます。さらに、Angle Tracking 

Observer は積分および比例積分（PI)コントローラを使用してスムージングされたスピードの値を提供します。

これは、多くのモータ・ドライブ制御システムの機能を MDA の中で模擬する機能です。 

ωj(s)は Angle Tracking Observer に入力される瞬時角度値、ὠj(s)は瞬時角度値出力です。上記システムは２次のシ

ステムで、伝達関数 T(s)は以下で表されます： 

一般的な二次システム G(s)の伝達関数は： 

ωn は rad/s 単位の固有周波数、ζは減衰係数です。K1 と K2 を解くと以下が得られます： 

機能を有効にするには Observer Status エリアで Enable にチェックし、Natural 

Freq(uency)および Damping factor を以下に示すように入力します： 

これら 2 つの値は、スピード計算にフィルタリング（スムージング）する２次のシステム

応答を定義します。指定した Speed & Angle 設定がそれをサポートする場合にのみこの設定

は現れることに注意してください。 
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デジタルエンコーダにおける Angle Tracking 

Angle Tracking Observer がデジタルエンコーダ(例：ホールセンサあるいは QEI)と組み合わせて使用される場合、

ユーザー指定の伝達関数がスピード計算に適用され、計算される値の数は、Mechanical Sync 周期あたりから、

デジタルエッジ遷移あたりに増加します。 

Angle Tracking Observer がデジタルホールセンサ法に適用された例を以下の図に示します。Speed1 トレース

（黄）は Angle Tracking Observer が適用されており、Speed2 トレース（紫）は適用されていません。Angle 

Tracking Observer が適用されると計算されたスピード値の数が増加し、Observer のフィルタの効果でばらつきが

抑えられているのがわかります。 

図 66:Angle Tracking Observer をホールセンサ法に適用 

以下の例は、Angle Tracking Observer をデジタル直交エンコーダ(QEI)法のスピード計算の短時間捕捉(100ms 捕捉

の 200us のズーム）に対して適用しています。Speed1 トレース（橙、上段グリッド）は Angle Tracking Observer

を適用（Natural Frequency=100Hz, Damping Factor=0.707)しており、Speed2 トレース(紫、上段グリッド）は適用

していません。両スピード計算は Mechanical Sync にデジタル 0(D0)信号を使っています(下段グリッドの上側、

黄色のデジタル信号）。 
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Angle Tracking Observer が適用されると計算されたスピード値の数が増加し、Observer のフィルタの効果でばら

つきが抑えられているのがわかります。 

図 67:Angle Tracking Observer を QEI 法に適用 
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以下は上で示した計算と同じですが、100ms の全体捕捉に適用しています。この捕捉と計算については以下の

事に注目してください： 

⚫ Speed2 計算（Angle Tracking Observer を適用しない）は Speed1 計算（Angle Tracking Observer を適用）よ

りも計測値が非常に大きく変動しています。特に Z インデックス（角度リセット）パルス近傍で顕著で

す。 

⚫ 上述の Angle Tracking Observer 設定において、フィルタの立ち上がりに約 20ms の時間がかかっていま

す。異なる Observer 設定では、これと異なった結果が得られます。ユーザーは、望ましいコントローラ

の動作に基づいて、同様に全捕捉時間に基づいてこれらの設定を注意深く選択する必要があります。 

Angle Tracking Observer フィルタを設定した後、必要であればパワーと Mechanical 計測パラメータに Zoom+Gate

を適用します。 

図 68:100ms 全体捕捉の QEI 法に対して Angle Tracking Observer を適用 
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アナログエンコーダにおける Angle Tracking 

Angle Tracking Observer をアナログレゾルバ・エンコーダに使用する場合、計算値の数は Angle Tracking Observer

を適用する前と同じです。 

Angle Tracking Observer を Sin/Cos タイプのエンコーダ（例：SinCos または KMZ60)に使用する場合、計算値の数

は Mechanical Sync サイクル数よりも多くなり、角度値の数に等しくなります。しかし全体で 100,000 に制限さ

れます。したがって、フィルタ適用の効果の他に、スピード計算において（ほとんどの場合）より高分解能が

得られます。 

メモ：SinCos および KMZ60 エンコーダで Angle Tracking Observer を使用する場合、Mechanical Sync に Sine また

は Cosine 信号周期よりも大幅に高速な信号を使用することで最良の結果が得られます。 

以下はアナログレゾルバ法のスピード計算において、Angle Tracking Observer を短時間捕捉（2s 捕捉の 20ms 部

分のズーム）に対して適用した例です。Z4 はレゾルバ Sin、Z3 が Cos、励起周波数が Z7 になります。Speed1 ト

レース（橙、上段グリッド）は Angle Tracking Observer を適用（Natural Frequency=25Hz, Damping Factor=0.707)し

ており、Speed2 トレース(紫、上段グリッド）は適用していません。両スピード計算は Mechanical Sync に Z7 励

起信号を使っています(下段グリッド、赤トレース）。この場合、Angle Tracking Observer 適用の Speed1 波形

は、Speed2 波形とおなじ計算値の数となっていますが、Observer フィルタの効果で、Speed1 の方が変動は少な

くなっています。 

図 69:Angle Tracking Observer をレゾルバ法の短時間捕捉に適用 
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以下は上で示したのと同じ計算ですが、2 秒間の全体捕捉に対して適用しています。この例でもフィルタの立ち

上がりに必要な時間に注意してください。 

図 70:Angle Tracking Observer をレゾルバ法の 2 秒間の全体捕捉に適用 

Mechanical Sync信号 

Mechanical Sync 信号設定は、AC Input、DC Bus、Drive Output と同じです。1 つの Sync ソースは、全ての機械パ

ラメータの値に適用されます。Sync ソースは電気セクションと同じでも異なっても構いません。良い Sync 信号

を得るための詳細要件は Sync 信号の選択（p.16)を参照してください。 

様々な信号を回転子スピードの計算の為の Mechanical Sync 周期の決定に使用できます。 

⚫ 定常状態(静的)の機械的スピードおよびパワーの計算には、ドライブ出力電圧または電流信号を

Mechanical Sync に使うと適切かもしれません。もし効率を計算している場合、これは通常推奨されるや

り方です。（サポートしているスピード計測法に対して）Angle Tracking Observer はドライブ制御システ

ムがするのと同じく適切なフィルタリングを行い、計測されるスピード値の変動を抑えます。しかし、

このフィルタはスタートアップ過渡応答が発生し、スピード計測値の計算に静定時間が必要となりま

す。これは Zoom+Gate 機能を使って電気および機械的パラメータ値、波形を簡単にゲーティングするこ

とで対応出来ます。 

⚫ 過渡（動的）機械的スピードとパワー計算において、(使用しているスピード計算法が対応している場

合）Angle Tracking Observer を使用すれば最高の計算結果が得られるでしょう。この場合、スピード値は

Mechanical Sync 周期よりも高い分解能で計算されます。 
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Numerics設定ダイアログとテーブル 
ひとたび、アナログもしくはデジタル・チャンネルに適切な電圧、電流およびメカニカル信号の指定がなさ

れ、適切な Sync 信号の選択がなされると、Numeric 設定ダイアログでソース（あるいはソースの組み合わせ）

を表す最大 10 の行(Table Rows)と電圧、電流、パワー、トルク、スピードおよび他の計測値を含む最大 12 の

列(Table Column)からなるカスタマイズした計測値テーブルを簡単で素早く作成することが出来るようになり

ます。これらの計測パラメータ値は Appendix で解説するように平均もしくはピーク値（計測パラメータによ

る）となります。行と列の交点はモータ・パラメータ(motor parameter: MP)を表します。すなわち特定のソー

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。 

図 71:テーブル定義前のデフォルト Numeric ダイアログこの画面は標準および追加オプションの機能を表示しています。 

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。AC Input、DC Bus、Drive Output 結線構成や

Mechanical torque および speed/direction セクションの設定を行うと、それに従って選択可能なソースは動的に切

り変わります。図 71 において AC Input 結線構成は三相三線式(3V3A)であり、VAB、VBC、VCA(線間)電圧が IA、

IB、IC 相電流と対になってボタンに表示されています。それに対し、Drive Output 結線構成は三相四線式(3V3A)

であり、VR、VS、VT(相)電圧と IR、IS、IT 線電流が対になってボタンに表示されています。どちらの場合でも、

三相合計値ボタン(Σ3-phase)は選択可能です。(DC) Bus 選択ボタンは“None”あるいは“1-phase/2-wire(1V1A)”の選

択に連動して有効/無効化されます。Mechanical 選択ボタンは、torque もしくは speed/direction セクションの設

定がひとつでもされていれば有効になります。 

例として、もし AC Input 結線構成で 1-phase/3-wire(2V2A)を選択し、Drive Output 結線構成を 3-phase/3-

wire(3V3A)とした場合、Table Row 選択項目は図 72 の様に変わります： 

図 72:数値テーブルの行選択項目は結線構成によって変わります。対応しないソースボタンは無効化されます。 

設定ダイアログでソースを選択し、１から１０までの行を必要に応じて表に追加できます。もし結線構成もし

くは選択により許容される行選択項目が１０よりも少ない場合、行数はソースの最大数に制限されます。もし

Table Rows としてソースが選択されると、ソースボタンは灰色でハイライトされます。 

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。 

そうしないと、計測パラメータは与えられたソースに対して正しく計算されません。 
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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。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灰色にハイ

ライトされます。 

もし計測パラメータ(列)がソース(行)に対応しない場合、通常は計測値があらわれる数値テーブル・セルに“---”

が表示されます。この例では電圧は線間で計測されており、電圧と電流信号には直接的な位相関係がないた

め、電力値は相ごとには計算できません（しかし、線間電圧/相電圧変換が適用されていれば、それらの値は表

示されます）。そうでなければ、もし計測値がない場合、テーブルのセルは単にブランクとなります。 

図 73:空欄(“---“）セルは互換性のないソース（行）や計測パラメータ（列）の選択を示します。 

計測値の最大数(12)に達した場合、残りの計測値ボタンは無効化され、それ以上選択できない事を示すために

Table Column セクションのタイトルに“Full”が追記されます。 

図 74:選択されたソースと計測ボタンはハイライトされます。 

Table Columns のボタンが無効化されている場合は選択数が上限に達していることを示しています。 

この状態で計測値の指定を変更するには、設定したいボタンを選択可能にするために一旦不必要な計測パラメ

ータのボタンの選択を外します。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。 

ソースの結線構成に関連して各計測値が何の情報を表しているかの完全な解説は Appendix(p.94)を参照してくだ

さい。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。 

表示単位 

電圧、電流、パワー(実効、皮相、無効)、力率、位相角については事前に決められた単位が割り振られており、

その単位は変更出来ません。しかしながら、トルクおよびスピード/回転方向/位置の検知に関連する機械的パラ

メータの単位は Mechanical 設定ダイアログで変更可能です。提供される様々な選択についての情報は p.36 をご

覧ください。 
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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したりすると、新たな計測パ

ラメータのサイクル毎波形トレースを生成し、(Waveforms+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 mean 値もしくは peak 値の統計情報が表示されます。 

図 75:数値テーブルのセルがハイライトされてどのモータ・パラメータが 

サイクル毎波形トレース表示されているか示しています。 

サイクル毎波形トレースは元の捕捉波形に時間相関を持ち、横軸が時間の、サイクル毎の値に同期した“合成”波

形です。表示すると、この波形トレースは個別の色に設定され、波形名(例えば P(Σrst))と、垂直および水平軸

スケール情報を記載したディスクリプタ・ボックスを表示します。この波形トレースを表示するデフォルト位

置は Grid1(もし Q-Scape 表示モードに設定している場合、Tab1 の Grid1)になります。この表示位置は他のトレー

スと同様に希望の場所に移動することが可能です。 

サイクル毎波形トレースは MDA に組み込まれたテレダイン・レクロイ製オシロスコープの標準ツールを使用し

てズーム、Math 演算、計測パラメータ、メモリ・トレース等のソースに指定することが出来ます。最大で 12

のサイクル毎波形トレースを同時に作成することが出来ます。これらは数値テーブルの下の統計値テーブルに

表示される統計情報に対応します。 

サイクル毎波形が表示されている時、対応する数値テーブルのセルの色は図 75 に示すように色が変わります。 

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 
数値テーブルのどのセルであっても選択してサイクル毎の計測値から波形トレースを生成出来ます。この波形

トレースはサイクル毎の計測値を時間軸に沿って並べたもので、元の捕捉された電圧、電流波形に時間相関を

持ちます。また、Sync 信号で定義された各計測周期にひとつの垂直レベル（計測値）を持っています。この波

形トレースは従って、他の全ての MDA チャンネル入力信号と時間相関を持っており、他の方法では把握するこ

とが難しい AC Input、DC bus、Drive Output、もしくは Mechanical セクションの複雑な挙動の相関の理解および

デバックに使用することが出来ます。最大で 12 のサイクル毎波形を同時に生成、表示する事が出来ます。 

サイクル毎波形トレースを作成すると、デフォルトで統計値テーブルが追加表示されます。このテーブルの値

は、サイクル毎波形トレースを構成する値の統計データ値です。従って一回の捕捉で 500 の個別の計測サイク

ルがある場合(結果として 500 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 76 の様に表示します。 

図 76:統計テーブル表示 

表示されている値の定義は以下になります： 

⚫ Value=捕捉データ・セット中の最後の計算値 

⚫ Mean=統計値データ・セット中“N”個全ての平均値 

⚫ Min=統計値データ・セット中“N”個全ての最小値 

⚫ Max=統計値データ・セット中“N”個全ての最大値 

⚫ Sdev=統計値データ・セット中“N”個全ての標準偏差 

⚫ Num=統計値データ・セット中の計測値の個数 

⚫ Status=計測値が正しく得られたかどうかを示すインジケータ 

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。 

指定したソースに対して計測された特定の計測値（すなわち数値テーブルの“セル”）を表す最大で 12 個のモー

タ・計測パラメータ(MP1, MP2,... MP12)を同時に統計値テーブルに表示することが出来ます。必要に応じて、MP

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。 

Waveforms+Stats 設定ダイアログは 12 のモータ・パラメータとサイクル毎波形トレースのサマリーを提供しま

す。同時にこのダイアログからもそれらを生成したり、編集したりできます。 
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図 77:統計値テーブルと Waveforms+Stats ダイアログおよび表示されたサイクル毎波形トレース 

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 Clear All ボタンをタッチしま

す。 

モータ・パラメータの定義 

それぞれ 12 の使用可能な MP に対して、Waveform+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 78: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(明るいグレー表示)、MP はテーブルに表

示されます。Off の時（黒）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 Vrms）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 は計測のソース（例えば Vrs）を表示します。Measure と同様に、Source ボタン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出来ます。 

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。 
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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 79: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 80: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。しかしな

がら、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(図

81)において“Motor”カテゴリからサイクル毎波形トレースの名称(例えばφ(Σrst))を選択します。ここれらの選

択欄は MP 設定に連動して変わります。 

図 81:ソース選択ポップアップ・ダイアログ 

メモ：サイクル毎波形トレースの Zoom が設定された時、Zoom ディスクリプタ・ボックスに表示されるソース

名は TPxx の様になります。ここで xx はサイクル毎波形トレースに対応した MP の番号(01～12)となります。 
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Zoom+Gateモード 
モータ・ドライブ・アナライザはパワー・アナライザ測定器の最良の機能と非常に長いレコード長（最大

250Mpts もしくは数分の捕捉データ）を合わせ持っています。その結果、数値計算を実施しサイクル毎波形トレ

ースを数百から数千のパワー・サイクルに渡って表示できます。これにより従来型のパワー・アナライザやオ

シロスコープでは不可能だったドライブや制御および機械的システム挙動の評価・デバックが唯一可能になり

ます。 

しかしながら、それほどのロング・レコードと大きなデータ・セットは解析が難しくなります。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 

Zoom+Gate は、AC Input、DC Bus、Drive Output、および Mechanical ダイアログの Enable Zoom+Gate ボタンをタ

ッチすることで有効にすることができます。 

ハードウェアおよびソフトウェア・ボタン両方とも同じ動作をします： 

⚫ 表示されている全ての入力ソースの Zoom トレース(Zn)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 Zn 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 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。 

Zoom+Gate を有効化/無効化出来る箇所がユーザーインタフェースに複数ありますが、それらは連動しており、

同じ動作をします。Zoom+Gate が有効なとき、Zoom+Gate ボタンの LED が点灯し、Zoom+Gate ソフトウェア・

ボタンが明るいグレーにハイライトされます。フロントパネルの Zoom ボタン（Vertical と Horizontal コントロ

ール・ノブの間）の LED も点灯し、それらのコントロール・ノブがズーム比と位置を変更するのに使用できる

事を示します。すなわち、ゲート位置とサイズを指定できます。 

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 

この例では、Drive 出力信号が捕捉され、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。 

電流信号は広いダイナミック・レンジを持っています－従って必ずしも最良の Sync 信号とは言えません－その

ため電圧信号がその代わりに選択されており、周期計算に対する悪影響を避けるために 500mdiv のヒステリシ

ス幅設定と適切なフィルタが適用されています。それにも関わらず、ドライブがシャットダウンする直前のオ

ーバーロード条件では多くのリンギングが発生し、このエリアでの周期の決定を難しくしています。 

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。

Q-Scape は Dual モードに設定されています。 

カーソルが波形上に設定され、各カーソル位置の読み値はディスクリプタ・ボックス上で読み取ることが出来

ます。統計値テーブルは Zoom+Gate エリアに合計 12 の計測サイクルがあることを示しています。(Zoom された

DrvOutSync 波形を見ると 12 のサイクルを数えることが出来ます)オーバーロード条件に達するドライブのストレ

スがズームされた電圧および電流波形に見て取れます。P(ΣRST)および PF(ΣRST)波形はオーバーロード区間の

パワー値および力率値の変動を示しており、その値は統計値テーブルに示されています。 

図 82:オーバーロード条件下の Drive 出力波形に Zoom+Gate を適用 
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XY表示 
MDA は最大 12 までの XY プロット表示が出来ます。XY プロットは入力チャンネル捕捉や Zoom、Math 演算トレ

ース、メモリ・トレースもしくはサイクル毎波形、どの波形でも組み合わせることが出来ます。 

6 つの特別なグリッド・モードでは XY タイプ（縦横 8 目盛）で最大 8 つを同時に XY プロット表示します。合わ

せて XY プロットを表示します。5 つの追加のグリッド・モードでは標準のグリッド(縦 8 目盛、横 10 目盛)で表

示した他の波形と組み合わせて XY プロットを表示します。 

XY設定へのアクセス 

XY 設定ダイアログを開くには、Display 設定ダイアログで XY Setup を選択するか、図 83 で示したメニューバー

の Math ドロップダウン・メニューから選択します。 

図 83:XY 設定ダイアログへのアクセス 
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図 84 の XY 設定ダイアログには XY1 から XY12 までのプロットの X および Y の入力指定、色指定、表示の

on/off(チェックボックスで指定)の為のコントロールが含まれています。 

図 83:XY 設定ダイアログ 

表示された XY プロットはチャンネル、Math 演算、メモリ、Zoom もしくはサイクル毎波形トレースと同じよう

にディスクリプタ・ボックスを持つことに注意してください。しかし、XY プロットに対しては追加のポスト・

プロセスを適用する事は出来ません。従って XY1 から XY12 は計測パラメータや演算トレースのソースには指定

できません。他のトレースと同様に、ディスクリプタ・ボックスをタッチして XY 設定ダイアログを開いたり、

ディスクリプタ・ボックスを新しいグリッドへドラッグしたりする事で XY プロット・トレースをそのグリッド

に移動する事が出来ます。 

XY(8div x 8div)グリッド・モード 

先進の XY 機能は XY プロットのみを表示する特別なグリッド・モードあるいは標準グリッド＋XY プロットのモ

ードを提供します。選択出来るモードは以下になります： 

⚫ XY–１つの XY グリッド 

⚫ DualXY–２つの XY グリッド 

⚫ TripleXY–３つの XY グリッド 

⚫ QuattroXY–４つの XY グリッド 

⚫ HexXY–６つの XY グリッド 

⚫ OctalXY–８つの XY グリッド 

⚫ XYSingle–１つの XY グリッドと１つの標準グリッド 

⚫ XYDual–１つの XY グリッドと１つの標準グリッド 

⚫ DualXYSingle–２つの XY グリッドと１つの標準グリッド 

⚫ DualXYDual–２つの XY グリッドと２つの標準グリッド 

⚫ HexXYDual–６つの XY グリッドと２つの標準グリッド 

これらのいずれのグリッド・モードもノーマル表示モードでも Q-Scape タブ表示モードでも選択できます。 
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例 1：トルク対ピードのプロット 

この例では、アナログ・トルク(チャンネル 7, C7)とスピード(チャンネル 8, C8)信号が動力計トルク・ロードセル

とスピード・センサ出力から捕捉され、スケーリングされて MDA の Mechanical 設定ダイアログで読み込まれて

います。XY2 プロットはソース X=C7(トルク)、ソース Y=C8(スピード)として定義されています。XY3 プロットは

ソース X=Z7(トルクのズーム)、ソース Y=Z8(スピードのズーム)で定義されています。 

図 85:XY プロット定義 

MDA 画面は Q-Scape 表示モードに設定され、ひとつのタブは Torque vs. Speed と名付けられています。Q-Scape

タブで指定されたグリッド・モードは XYDual(図 86)で、複数の信号を視認性よく表示しています。 

 

 

Z7 と Z8 でズー

ム表示されてい

る C7 と C8 の区

間 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 86:XYDual グリッド・モードを Q-Scape タブ表示モードで選択 

Z7 と Z8 でズームされている位置とサイズは XY トレース上でハイライトされて示されています。XY2 はトルク

対スピードの全捕捉 25M ポイントを使ってのプロットになっています。XY3 はトルク対スピードのズーム・エ

リアのみ、ずっと少ないポイント数でのプロットを表示しています。 

ズーム位置を変更し、ズームされたトルク対スピードプロットを全体捕捉と比較して良く理解するためにはフ

ロントパネルのズーム・コントロールあるいは MultiZoom 設定ダイアログの Auto-Scroll(playback)ボタンを使用

してください。 

メモ：この例では XY3 プロットは XY2 の上に表示されています。これは XY3 が XY2 より後に定義されて表示オ

ンされたからです。後に表示オンにしたプロットが他のプロットの前面に表示されます。 
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例 2：サイクル毎波形トレースを使用したトルク対スピードのプロット 

この例ではサイクル毎波形トレースを使用してトルク対スピードをプロットします。これら波形は数値テーブ

ルで Torque(Mechanical)および Speed(Mechanical)セルをタッチして生成され、プロットの定義はソース・ポップ

アップ・ダイアログの Motor サブ・カテゴリから Torque(Mechanical)と Speed(Mechanical)を選択して行います。 

図 87:サイクル毎波形を使用して定義された XY プロット 

これらの波形には（25M サンプル点の代わりに）372 の計測値があり、得られる表示(図 88)は前の例に比べて粗

くなります。 

図 88:サイクル毎波形表示とそれを元にした XY プロット 
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例 3：垂直ズームを使った 6つの XYプロット 

この例では、垂直ズーム・トレースが XY プロットのソースに使用されています。その理由は２つあります： 

⚫ もしズーム比が 1:1(デフォルト)ならば、XY 表示は捕捉全体に対するものになります。しかし、ズーム

比を>1:1 に変更して、ズーム位置を動かせば、XY プロットはズームされたエリアのみに対して計算さ

れます。 

⚫ 垂直ズームは DC bus、スピード、トルク信号の垂直高さを増加させ、8x8 目盛りのグリッド全面にプロ

ットされるより大きな”XY”プロットを得ることが出来ます。 

図 89:垂直ズーム・トレースをソースにした複数の XY プロットの定義 

６つの XY プロットは６つのズーム・トレースの異なる組み合わせを使用して作られています：Z1, Z3, Z4, Z5, Z6, 

Z7, and Z8: 

⚫ XY1 は Z3(DC bus 電圧の垂直ズーム)vs. Z8(アナログ・スピード信号の垂直ズーム) 

⚫ XY2 は Z6(DC bus 電流の垂直ズーム)vs.Z8(アナログ・スピード信号の垂直ズーム) 

⚫ XY3 は Z3(DC bus 電圧の垂直ズーム)vs.Z7(アナログ・トルク信号の垂直ズーム) 

⚫ XY4 は Z3(DC bus 電圧の垂直ズーム)vs.Z6(DC bus 電流の垂直ズーム) 

⚫ XY5 は Z6(DC bus 電流の垂直ズーム)vs.Z7(アナログ・トルク信号の垂直ズーム) 

⚫ XY6 は Z1(R 相-T 相電圧)vs.Z4(T 相電流) 

図 90 は XY プロットとそれらのソース波形を Q-Single 表示モードかつ HexXYDual モードで表示しています。タブ

の名称は“X vs Y Plots”となっています。ソース波形は６つの XY グリッドの左の２つの標準グリッドに表示され

ています。 

図 90:６つの XY プロットとそのソース波形を表示した HexXYDual 表示モード  
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もし全体波形の一部分のみを表示する様にズームが変更されると、その部分のみに反映して XY プロットも変更

されます。図 92 では、水平ズームが 10:1(x10 倍率)に調整され、ズーム・エリアは捕捉の一番最初に配置されて

います： 

図 91:ソースのズームを変更すると XY プロットも連動 
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高調波解析オプション 

高調波解析オプションはモータ・ドライブ・アナライザ用の追加オプションです。以下の機能を標準的なモー

タ・ドライブ・アナライザのツールに追加します： 

⚫ AC Input, Drive Output セクションにおける電圧、電流およびパワー計測に対する先進の高調波フィルタ 

⚫ 電圧、電流およびパワーに対する全高調波歪み(Total Harmonic Distortion ; THD)計測パラメータ 

⚫ 次数毎の高調波計測設定の為の Harmonic Calc タブ、設定項目は新たな高調波テーブルに表示されま

す。 

⚫ スペクトル波形表示 

高調波解析概要 
モータ・ドライブ解析ソフトウェアは捕捉された全高調波を含む（フルスペクトル）、または基本波のみで数

値テーブルの計算を行うフィルタを標準機能で持っています。しかし、数値テーブルの計測パラメータ値の計

算において、より詳細に捕捉波形の高調波成分を制限した方が有益です。高調波解析オプションは以下のどち

らかの方法で入力波形の高調波をフィルタリングする方法を提供するオプションです。 

⚫ Fundamental+N―基本波から何次までの高調波を数値テーブル計算の際に含めるかを指定します。 

⚫ Range―範囲の開始点を基本波ではなく自由に設定できるため、単一高調波のみにフィルタリングする

事も出来ます。 

加えて、高調波解析オプションは、最大で９つの波形までの次数ごとの高調波計測結果を提供します：三相シ

ステムの各相の電圧、電流およびパワー。使用される計算方法は、定常状態（固定周波数）および動的（変動

周波数）動作状態のどちらにも対応します。定常時の手法は一般的なパワー・アナライザで見られるものと同

様です。動的な手法は、可変周波数ドライブ出力に対して最大限のフレキシビリティを提供します。これは単

に定常高調波解析しか出来ないパワー・アナライザに一般的に見られるものよりもはるかに高度で柔軟なサイ

クル周期切り出しによって可能となります。 

最後に、サイクル周期毎の THD 計測パラメータが、電圧、電流およびパワーに対して選択でき、数値テーブル

表示へ含めることが可能です。数値テーブル上の THD 計測パラメータのセルをタッチすることで、THD のサイ

クル毎合成波形を生成することが出来ます－これはモータ・ドライブ・アナライザのユニークな機能です。 

メモ：電圧と電流波形を捕捉した捕捉サンプリング速度にかかわらず、モータ・ドライブ・アナライザは、(AC 

Input および Drive Output 設定ダイアログの)高調波フィルタ、高調波(次数ごと)計算と THD 数値計算の両方の高

調波計算に使用するサンプル数を低減する自動アルゴリズムを使用します。少なくともサンプリング速度はパ

ルス幅変調信号のスイッチング周波数の１０倍以上に設定すべきです。同時に非高調波挙動を調べる場合に

は、さらに大きなサンプリング・レートが使用されます。もし捕捉した電圧および電流波形が大幅にオーバー

サンプリングされている場合は、様々な高調波計算に使用されるサンプル点の数は自動的に間引かれます。 

同様に、計算はサイクル毎を基本として行われ、捕捉中に多数のサイクル周期があれば計算時間は増大するこ

とに注意してください。少ないサイクル周期でそれらの複雑な計算に必要な計算時間を理解して、最初に経験

を積んでください。その後捕捉長を長くして、一度にさらに多くのサイクル周期を捕捉します。そうすること

で処理時間のトレードオフをよく理解できるはずです。 
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高調波フィルタの適用–AC Inputおよび Drive Output設定ダイアログ 
高調波解析オプションが入っていれば、AC Input および Drive Output 設定ダイアログの中で（通常は無効になっ

ている）Fundamental+N および Range 高調波フィルタを選択出来るようになります。高調波フィルタは、数値テ

ーブルに表示される計測結果を計算するのに使用されます。(このフィルタ選択は P.77 で説明されている様に個

別に設定される高調波次数テーブル計測には使用されません） 

図 92:高調波フィルタ設定 

Fundamental、Fundamental+N および Range 高調波フィルタ選択は捕捉した電圧および電流波形に対して離散フ

ーリエ変換(DFT)を使用した数値演算を実施します。この数値演算は捕捉波形のサンプル点を Sync ソース信号か

ら計算された各サイクル周期に対して周波数軸に変換をします。各サイクル周期に対して、それぞれひとつの

DFT があり、その結果通常は複数の DFT が捕捉毎に存在します。各 DFT に対し、サイクル周期の逆数は基本波

周波数として定義されます。そして、基本波の整数倍が高調波次数となります。DFT の周波数成分の合計が、そ

れぞれの高調波次数の"ビン"にまとめられます。 

高調波フィルタ選択は、この計算、関連する高調波次数の決定の為にユーザー入力になっています。この設定

を元にして、所望の高調波次数が残り、不要な高調波次数は DFT から削除されます。残った周波数軸波形を、

所望の高調波次数のみを反映した時間軸波形に戻すために DFT 逆変換が各 DFT に実施されます。このプロセス

は数値テーブルに表示される計算結果を計算するために高調波フィルタを使用して全ての捕捉電圧、電流波形

に対してサイクル周期毎に繰り返されます。この手法は定常または高変動サイクル周期に対して動作します。 

メモ：数値テーブルの計算には使用されますが、高調波フィルタされた波形は表示されず、本来捕捉されたチ

ャンネル波形はそのまま保持されます。 

図 93 および図 94 に高調波フィルタの効果の例が示されています。この図には、高調波フィルタを適用してい

ないパルス幅変調波形を示しています。（濃赤トレース）この波形は、足しあわせるとこのシェイプを再現す

る多くの（高調波次数の）正弦波から成り立っています。 
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同様に色分けされた高次正弦波がこの図に表示されています。 

図 93：フィルタを適用していない矩形波が 50 の高次高調波波形と共に表示されています 

高調波フィルタを適用し、基本波から５次高調波までだけにした場合、パルス幅変調波形は図 94 に示すよう

に、見え方が大きく違ってきます。高調波フィルタを適用された波形は、適用しない波形と比べて大きく異な

るパワー計測結果をもらします。 

図 94：基本波から 5 次高調波までにフィルタを適用した矩形波と、その高調波の表示 
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数値テーブル THD計測パラメータ 
MDA 高調波解析オプションは THD 電圧、電流およびパワー・パラメータを数値テーブルに表示する機能を追加

します。他の数値テーブルに表示されるパラメータの様に、合成されたサイクル毎波形が THD 計測セルをタッ

チするだけで作成出来ます。そして Zoom+Gate 機能も同様に THD サイクル毎波形に対して使用出来ます。 

図 95:数値テーブルの THD 計測パラメータと THD サイクル毎波形の例 

メモ：THD は常に基本波のパーセンテージで計算されます。完全な数式については Appendix をご覧ください。 

THD 計測パラメータは高調波フィルタが Fundamental+N または Range に設定されている場合にのみ選択が可能

です。それは波形の高調波成分を知るのに DFT 計算法を適用する必要があるからです。THD 計測を Full 

Spectrum の選択時に提供することは、THD に興味がない場合においても、全ての数値テーブル計測値の処理時

間を増加させてしまいます。基本波波形には定義により高調波成分が全くないので、Fundamental を選択した場

合には THD 計測は提供されません。 
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高調波計算設定ダイアログ 
AC Input または Drive Output ダイアログで適切な電圧および電流信号を割り当てると、高調波計算ダイアログの

設定に従って高調波テーブルがセットアップされ値の表示を行います。これらの高調波計算は、AC Line Input ま

たは Drive Output の電圧、電流およびパワー波形のいずれかの、どの相にも適用する事が出来ます。新たな高調

波テーブルに高調波計測値が表示されると共に、選択した計算の結果を示すスペクトル波形が表示されます。 

図 96:可変周波数検知モードの高調波計算設定ダイアログ 

高調波計算設定ダイアログと基本周波数検知 

図 97:高調波計算設定ダイアログと基本波周波数検知設定 

計測したい所望の高調波の次数(Num of Harmonics)を入力します。この設定で基本波から N 次高調波までを計

測するという指定をします。 

メモ：これは、数値テーブルの計算に適用されるだけの AC Line および Drive Output ダイアログにおける高調波

フィルタ設定とは異なります。高調波次数(Num of Harmonics)の設定は高調波テーブルの計算結果のみに使用さ

れます。 

Fundamental Frequency Detection の下の部分で、基本波周波数を検知する方法を選択します： 

⚫ Fixed Frequency は高調波次数(Num of Harmonics)を最大で 100 まで設定出来ます。しかし、

Zoom+Gate 機能は使用できません。電圧波形と電流波形の高調波のみ計算します。デフォルト設定の

Auto Detect では周波数の検知に電流信号を使用します。しかし、入力電流信号の周波数の代わりにユー

ザー定義周波数(User Defined)を入力する事も可能です。 

⚫ Varying Frequency は AC Input または Drive Output で各サイクルの適切な周期決定をするための Sync

信号を使用します。高調波次数（Num of Harmonics)は、この設定では 50 に制限され、高調波計算はサ

イクル毎に行われます。電圧波形と電流波形およびパワー波形の高調波を計算します。高調波はサイク

ル毎に計算されるため、Fixed Frequency モードに比べる処理時間は大幅に長くなります。しかし、

Varying Frequency 法では Zoom+Gate 機能を使用することが出来ます。 

Fixed Frequency 設定は、AC ライン入力（50 または 60Hz)または、定常状態下（一定回転数、トルク、負荷）

の、捕捉全域に渡って安定した周波数（一定ではあるが 50 または 60Hz とは限らない）の（可変周波数）ドラ

イブ出力信号の、固定周波数入力に対してのみ設定をすべきです。 
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どちらの場合でも、捕捉全域に渡る平均周波数は、入力電流波形から得られる平均周期情報を使用してソフト

ウェアによって決定されます。あるいは、この平均繰り返し周期がどうあるべきかを定義することが出来ま

す。 

Varying Frequency 設定はサイクル毎の計測を実行するので、処理を増大させます。可変周波数ドライブ出力は、

特にドライブのスタートアップの間、または大きくスピード、トルクまたは負荷が変化する区間においてサイ

クルからサイクルの間で非常に素早く変化します。繰り返し周期の決定法（フィルタされた Sync 信号を使用）

は非常に安定で、繰り返し周期の変化に即座に対応することが出来ます。同様に、高速フーリエ変換（FFT)の代

わりの離散フーリエ変換(DFT)を使用する事により、繰り返し周期が変化してもサンプリング・レートを捕捉の

間固定のままとする事が出来ます。高調波解析に FFT を使用する機器（例えば多くのパワーアナライザ専用

機）は各サイクル周期で固定のサンプリング数を必要とします。それら機器は同様に入力信号の可変周波数へ

の追従と固定のサンプル数に保つ為にサンプリング・レートを可変にするためにハードウェア位相同期ループ

(PLL)を必要とします。ハードウェア PLL は、可変周波数ドライブの広ダイナミック動作時における急速な周波数

変化には対応できません。この為、こうしたドライブ動作時には高調波解析を実施することが出来ません。ハ

ードウェア PLL をサンプリング・レートの調整に使用すると、高調波とパワー計算値を同時に計算する能力にも

制約が出ます。モータ・ドライブ・アナライザにはその様な制約はありません。モータ・ドライブ・アナライ

ザはサイクル周期決定にソフトェア・アルゴリズムを使用している為、捕捉後に設定の変更が可能で、そうし

た設定の変更を行うと新たな結果が再計算されます。こうした動作は一般的なパアーアナライザでは不可能で

す。 

Harmonics Table表示 

どの相のどの波形を高調波解析に使用するかの選択には Harmonic Table Display 設定を使用します。AC Input また

は Drive Output 波形を選択します；AC Input または Drive Output 設定ダイアログで結線構成が選択されると、そ

れを反映して右側の選択項目はアップデートされます。表示したいものをリストから選択します。 

同時に最大で９つの選択が可能です（三相システムにおける各相の電圧、電流およびパワー）。 

図 98:Harmonics Table Display 設定 

メモ：AC Input または Drive Output の選択は、可変周波数モードにおいて、サイクル周期の検知にどちらの Sync

信号(AC Input および Drive Output 設定ダイアログで設定されたもの）を使用するかを決定します。Fixed 

Frequency モードでは、Sync 信号は周波数決定に使用されません。 
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単位/リミット値 

高調波解析結果の表示に使用する Unit(単位)を指定します：アンペア(A)、ボルト(V)、ワット(W)、パーセント(%)

またはデシベル(dB)パーセント指定時に THD 結果は基本波成分のパーセントとして表示されます。 

𝑇𝐻𝐷% =
各高調波

基本波成分
× 100 

Fixed Frequency モードでは、追加で IEC61000 Class A 仕様のリミット値のセットと計測した電流高調波を比較

することが可能となっています。便利な Pass/Fail インジケータが高調波テーブルの計測電流値の隣に表示され

ます。 

図 99:Units/Limits 設定 

またその代わりに、Custom リミット値のセットと比較することも可能です。このオプション使用時は、ユー

ザー定義 Limit File を Browse して選択してください。 

リミット値は図 100 に示すようなフォーマットで.txt ファイルで定義します。一列目は高調波の次数を表しま

す。二列目(一列目とは tab 区切り）は電流リミット値をアンペアで、または、もし単位指定がパーセントの場

合はパーセントで表します。もし単位指定がデシベルの場合、リミット・ファイル中の電流リミット値をアン

ペアで入力すると、自動的に dBμA に換算されます。 

図 100：カスタム高調波リミット値ファイルの例 
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スペクトラムのズーム 

高調波テーブル表示で選択された各入力波形に対してスペクトル波形が表示されます。各スペクトル波形はそ

れぞれ独立にズームすることが出来ます。スペクトル・ズーム・コントロールは一度にひとつのスペクトルの

コントロールのみ行います。最初にそれぞれのディスクリプタ・ボックスを選択して所望の波形をアクティベ

ートしてください(Spec**)。 

ヒント：アクティブなスペクトル波形は垂直スペクトル・ズーム・コントロールの隣に表示されます。 

図 101：スペクトル・ズーム・コントロール 

高調波テーブル 
高調波テーブルは高調波解析オプションが利用可能な場合にのみ追加で表示されます。これは標準の数値テー

ブルとは別になります。表示される値は相電圧値を常時示します。もし線間で信号がプロービングされている

場合、線間電圧/相電圧変換がこのテーブルの値を計算するために自動的に実施されます。図 102 は Fixed 

Frequency 法を基本波周波数検知に使用した高調波テーブル表示の例を示しています。 

図 102：Fixed Frequency Harmonics Order テーブル 

メモ：Fixed Frequency 法を使用している場合は、Pass/Fail テストが実施出来ます。基準値は Limit[%]の列に表示

され、Pass/Fail 列に結果が示されます。しかし、電力高調波はこの方法では計算できません。 

図 103 は Varying Frequency 法を基本波周波数検知に使用した高調波テーブル表示の例を示しています。定義に

より、周波数が変動するので、テーブル中に各高調波に対して Freq(Hz)の列はありません。 

どちらのケースでも、高調波テーブルの計測値は、“次数ごと“の値です。しかし、サイクル毎－すなわち全サイ

クルに対しての平均ではありません。 
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図 103：Varying Frequency 高調波テーブルおよびスペクトル波形表示 

（高調波テーブルでは、各次数の平均値を表示しているため）Numeric テーブルで出来るように、高調波テーブ

ルの個々のセルを選択する事でサイクル毎波形を生成することは出来ません。もしサイクル毎波形が必要な場

合は、以下の様にして生成します： 

1. AC Input あるいは Drive Output 設定で Range harmonics フィルタを指定し、１つの高調波次数を含むよう

に設定します（例：3 次を指定する場合は from 3 to 3）。 

2. Numerics タブにて THD 計測パラメータを ON にします。 

3. Numerics テーブルから所望のセルを選択してその次数に対応するサイクル毎波形を生成します。 
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スペクトル波形表示 
スペクトル波形は、指定された各高調波に対して、それぞれの高調波の値を示す棒グラフを含んで表示されま

す。高調波の周波数成分を取り囲んでいるスペクトル波形のビンは、単純な FFT 演算と異なって、表示を読み

取りやすくなっています。これらのスペクトル波形は、図 104 に示したような棒グラフの見え方で、指定され

た高調波の数によって太さが変わります。 

図 104：スペクトル波形表示 

カーソルはスペクトル波形上のどこにでも配置でき、高調波成分の値を読み取ることが出来ます。 

場合によって、スペクトル波形は棒グラフの中にギャップがある見え方をする事があります(図 104 参照）。こ

れは、指定した高調波の数が少ない、および/または、表示グリッドが横長の場合に起こります（例えばシング

ル・グリッド・モード）。 
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図 105：棒グラフにギャップが見えるスペクトル波形 

Units/Limits 選択は、同様にスペクトル波形表示に影響します。A, W, V または dB を使用する場合、スペクトル

波形は、基本波を含む指定した高調波次数(N)までの全ての次数を表示します。%を指定した場合、スペクトル

波形は基本波を含みません。その代わり２次から N 次までを表示します。これは、パーセントを選択した場

合、基本波は全ての他の高調波をパーセントとして比較する対象の値として扱われるからです。スペクトル波

形から基本波を取り除く事により、他の次数の高調波を縦軸方向に延ばすことが出来、その結果見やすく表示

できます。 
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ベクトル表示オプション 

三相ベクトル表示は、Teledyne LeCroy モータ・ドライブ・アナライザで使用するためのオプション・ソフトウ

ェア・パッケージで、標準のモータ・ドライブ・アナライザ・アプリケーションに AC 入力またはドライブ出力

のベクトル・プロットを生成する機能を追加します。(AC)入力と(Drive)出力の両方のプロットを一緒に表示する

ことができ、それぞれのプロットは、表現された位相に応じて適切にラベル付けされています(例:出力の場合は

R、S、T)。 

ベクトル表示は、(a)電圧ベクトルと電流ベクトルの大きさ、(b)それらの間の角度、(c)他の相に対する一方の相

の V/I の相対的な位置を反映しています。 

すべてのベクトル表示の大きさと角度の値は、デフォルトでの Numeric テーブルの値と同じです。Zoom+Gate

機能をオンにすると、Numeric テーブルの計測値がそれらのズーム波形上で計算されるのと同様に、ズームされ

た波形上でプロットが計算されます。ズーム位置や比率を変更すると、ベクトル・プロットが自動的に更新さ

れます。 

Vector Average チェックボックス（後述）を選択することで、ベクトル平均に従ってベクトル表示のマグニチ

ュードと角度の値を計算することができます。ベクトル平均を非選択（デフォルト）にすると、マグニチュー

ドと角度は、Numeric テーブルの値と同様に算術平均に従って計算されます。 

ヒント：AC Input と Drive Output の両方の表示が選択されている場合、最初は 2 番目のプロットを含むダイアロ

グが 1 番目のプロットの上に生成されます。ダイアログを脇にドラッグして両方の表示を確認します。Close ボ

タンをクリックしてダイアログを閉じます。 

高調波フィルタ 
選択された計算方法にかかわらず、ベクトル表示の magnitude と angle の値は、それが計算されたデータに存在

するすべての基本周波数と高調波の情報を含んでいます。ベクトル表示に基本波のみ、単一の高調波のみ、ま

たは基本波と高調波の指定された選択のみの情報を表示させたい場合は、AC Input または Drive Output ダイアロ

グで適切な高調波フィルタを選択する必要があります。13 ページの高調波フィルタの説明を参照してくださ

い。計算に基本波または単一高調波以上のものが含まれている場合、ベクトル表示の大きさと位相の値は、存

在するすべての周波数の複素和となります。 

線間電圧/相電圧変換 
線間電圧プロービングを必要とする配線構成を使用している場合、ベクトル表示を選択すると、ベクトル表示

を表示する前に数値テーブルデータの線間電圧/相電圧（L-L to L-N）変換が自動的に実行されます。これは、ロ

ングメモリでの捕捉では数秒かかる場合があります。オシロスコープのメッセージバーには、プロットの計算

中に”Processing”のメッセージが表示されます。L-L to L-N 変換を選択解除すると、ベクトル表示が消えてしまう

ので注意してください。 
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図 106:算術平均から計算した Drive Output のベクトル・プロット。 

図 107:ベクトル平均から計算した同一データのベクトル・プロット。ベクトル角のシフトに注意してください。 
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ベクトル計算法 
（数値テーブルで行われているように）算術平均またはベクトル平均に従ってベクトルを計算して表示するこ

とを選択できます。いずれの場合も、一連の最初のベクトル表示は 0 度に関して任意であり、他のベクトルの

位相角は最初のベクトル角を参照して計算されます。 

算術平均 

デフォルト（Vector Average チェック・ボックスの選択を解除した状態で）では、ベクトル表示のベクトルの大

きさと位相値は、ライン電圧の入力および/または出力値とライン電流の算術平均に基づいて計算されます。し

たがって、このデータは数値テーブルのデータと正確に一致します。ただし、選択された配線構成で線間電圧

プロービングが必要で、線間電圧/相電圧変換（L-L to L-N）が実行されていない場合は、ベクトルの最初の表示

前に自動的に実行されます。これらの計算の詳細については、Appendix の表を参照してください。 

ベクトル平均 

Vector Average チェック・ボックスを選択すると、ベクトル平均に従ってプロットが計算されます。この場合、

計算された RMS 電圧と電流、位相角は極座標で記述されます。 

ベクトル平均を計算するために、ソフトウェアは極座標を直交座標に変換し、直交値の算術平均を取ります。

次に、これらの算術平均を極座標表示に変換して、RMS 電圧ベクトルと電流ベクトルの大きさ、および電圧ベ

クトルと電流ベクトルの間の角度をプロットします。 
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波形変換オプション 

三相波形の処理は、絶えず変化する電圧と電流を考慮すると、計算量の多い課題です。波形変換オプションで

は、AC 入力やドライブ出力の波形に対して、クラーク(αβɣ)変換やパーク(dq0)変換を計算して表示する機能が追

加され、より効率的な処理が可能になりました。 

モータの適用範囲は PMSM に限定されており、AC 誘導モータは含まれていません。 

変換を適用するには、線間電圧/相電圧（L-L to L-N）変換が必要です。 

変換タイプ 

クラーク(αβɣ)変換は、3 相の電圧／電流を新しいドメインに変換することで、2 次元平面での表現を可能にし

ます。 

パーク(dq0)変換は、クラーク波形を取得し、回転する回転子フレームを考慮して、固定値に変換します。 

ドライブ出力に QEI やレゾルバを組み込んでいるモータ・ドライブ解析ユーザーは、専用の Park 変換ラベル

（dq0rf）を選択することもできます。回転子の位置を正確に計算して変換することを唯一保証できるために、

この場合には適した選択です。 

変換の適用 

1. AC Input または Drive Output の波形ダイアログを開き、L-L to L-N conversion を選択します。 

メモ：L-L to L-N 変換を有効にするまで、Transform Type 欄は無効（グレー）のままです。 

2. Transform Method から、（αβɣ）、（dq0）、（dq0rf）のいずれかを選択します。 

数値テーブルやディスクリプタ・ボックス、ダイアログ上で電圧波形は Vα/Vβ/Vɣまたは Vd/Vq/V0、電

流波形も同様に Iα/Iβ/Iɣまたは Id/Iq/I0 と、表記します。 

3. Waveform Transform ダイアログ（p.88 下段参照）を開き、表示する Converted Waveforms を選択しま

す。 

4. また、必要に応じて Converted Waveform Zoom コントロールを使って、センターや垂直方向のスケール

を調整することもできます。 

5. Numerics ダイアログで、数値テーブルに追加する Transform を選択します。 

⚫ まず、追加する AC Input（ABC xxx）または Drive Output（RST xxx）の Transform を選択します。AC 

Input または Drive Output ダイアログで有効になっている Transform のみが選択可能になります。 

⚫ 次に、V または I 値を選択し追加します。V 列と I 列の両方を表に加えることができます。 
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図 108: クラーク変換した Drive Output 電流波形表示 

図 109: パーク・変換した Drive Output 電圧と電流の波形表示 

 

  



取扱説明書 

89 

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.89) 

⚫ 差動プローブの Auto Zero(p.90) 

⚫ 電流プローブのデガウス(p.90) 

⚫ 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.91) 

⚫ 計測の為の正しい Sync 信号の選択(p.91) 

最高精度を得る為の中程度の重要項目 

⚫ ゼロでないオフセット値の使用を避ける(p.92) 

⚫ 垂直グリッドを最大限使用する(p.90) 

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.92) 

⚫ フィルタを適用してノイズを低減(p.93) 

⚫ Teledyne LeCroy 製電圧および電流プローブのデスキュー(p.93) 

上記手順に加えて、各事例の実施に関してのさらなる情報については WaveRunner/MDA8000HD Operator’s 

Manual もしく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 AutoZero 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 110: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・マニュアルを参照して下さ

い。いくつかの電圧プローブ(例えば HVD3xxx モデル)は Auto Zero 実施前に DUT から取り外す必要があります。

(ただし、HVD3xxxA モデルは DUT に装着したまま Auto Zero が可能です) 

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、特にパワー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、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、特にパワー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、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 
様々な計測デバイス(カレント・トランスフォーマ(CT)、ロゴスキー・コイル、ポテンシャル・トランスフォー

マ(PT)、トルク・ロードセル、長い BNC ケーブル他）を MDA に接続する場合があるかもしれません。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 MDA 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 Teledyne LeCroy 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 Math 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 MDA 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 111: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 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。

ユーザー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。AC 入力（電源周波数）もしくはドライブ出力 PWM 周期は一般的に

1～300Hz の範囲の周波数であり、異なる電圧、電流計測デバイスの間の伝搬遅延の誤差は計測対象の信号スピ

ードに対して微小であり、厳格なデスキューを行ってもパワー計測値を改善する事はほとんどありません。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ーは上述の値よりも非常に大きな伝

搬遅延が無い限りパワー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 信号の選択はモータ・ドライブ・パワー解析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)信号として使用出来ます。

ゼロ・クロスして（例えば線間プロービングされた電圧信号あるいは相電圧（電流信号）かつ全捕捉に渡って

振幅変動の少ない信号は 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.16)のセクションをご覧ください。 
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大きく歪んだ波形の場合（例えば 6 ステップ整流電圧あるいは電流波形）は、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。 

非常に高い高調波成分を含んだ信号（例えば 6 ステップ整流電圧信号）は LPF を適用すると大きく減衰してし

まい、Sync 信号として適しているとは言えません。例えば広ダイナミック・レンジの負荷条件下において捕捉

された負荷電流信号の様な広いダイナミック・レンジを持つ信号も Sync 信号には向いていません。従ってモー

タ・ドライブ設定の最初に Sync 信号の選択を考慮する必要があり、正確なパワー計測値を得るためにはフィル

タを適用した Sync 信号を視覚的に確認しておく必要があります。 

もし、選択した Sync 信号が適切かどうか疑問があり、あるいは正しいゼロ・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。プロービン

グされた電圧信号が相電圧の場合は、オフセットを設定するのを避けられないかもしれません。しかし、線間

で電圧をプロービングする場合、正の最大ピーク電圧は負のピーク電圧に等しくなり、信号を垂直グリットに

対して最大にしつつオフセットをゼロに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い切る 
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（ユーザー定義、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表示を拡大して見るために接続しま

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 
MDA 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。 
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メモ：アナログ入力の上段（チャンネル１から４）は下段（チャンネル５から８）に対して入力インピーダン

スが若干（～1pF 程度の入力インピーダンスの差異）異なります。最高の精度を得るためには上段と下段の間で

接続チャンネルを変更する際には新たに低周波校正を実施してください。 

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、特にドライブ入力 AC ライン周波数とドライブ出力 PWM スイッチング周波数帯域が全

体システムの帯域に比べて十分に低い場合において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。 

図 112: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ったり、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ったりする事が疑われる場合、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。 

現実的に、AC ライン、DC Bus あるいは PWM ドライブ出力信号において信号の最も高い周波数成分がパワー計

測精度に対して最も高い寄与を持つわけではありません。フィルタによって信号からノイズを除去しても、そ

もそもノイズレベルが非常に大きいので無い限り、計測結果にはっきりとした変化は見えません。AC Input もし

くは Drive Output 設定ダイアログにおける高調波フィルタは、計算される値を特定の設定した低周波数範囲に制

限する、より効果的な方法です。 

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 MDA の入力チャンネルまでに伝搬遅延を持っています。一般的に Teledyne LeCroy 製電圧および電流プロ

ーブは 1～15ns の範囲の伝搬遅延を持っています。そして、これらの伝搬遅延は AC ライン入力あるいは PWM

ドライブ出力信号とパワー値の計測目的には本質的に無視することが可能です。さらに、MDA の信号パス設計

段階で考慮されているので MDA の入力チャンネル間（アナログもしくはデジタル）に有意な固有の伝搬遅延の

差もありません。チャンネル間の伝搬遅延を調整する必要はありません。 

Teledyne LeCroy 製プローブでも、MOSFET の高周波ドレイン－ソース電圧やドレイン電流の様な高速信号に対し

てはデスキューの必要が出て来ます。この場合は非常に短時間のスイッチングや導通損失測定に対して最高の

精度を得る為に信号の適切な伝搬時間補正が必要になります。 
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Appendix：計算方法と数式 

結線構成の計算に対する影響 
ドライブの各部分はひとつまたは複数の定義された結線構成をもっています。結線構成は、電圧、電流プロー

ブのユーザーによる接続と設定、およびサイクル毎および Numeric テーブルのパラメータ値の計算方法を定義

します。 

三電力計法による計測 

三相四線式（3V3A）結線構成の計算は三電力計法を使用して行われます。この場合は各相の相電圧および相電

流が使用出来、全三相に対して各相“電力計”を使用して関連する電圧と電流から直接パワー（P, S, Q, λおよび

φ）計測を実施することが出来ます。 

大きく歪んだ波形、例えばパルス幅変調インバータもしくはドライブ出力電圧波形においてはコモン・モード

相電圧はゼロよりも非常に大きくなっています。この場合、計測にフルスペクトラムを使用すると、電流計測

に含まれる小さな DC オフセット値が実効電力(P)に大きな影響を与えます。この場合、高調波フィルタの適用は

理に適っています。さらに、小さな DC オフセットにより皮相電力(S)は大きく計算されます。これは高い無効電

力(Q)と位相角(φ)計算値の帰結です。その結果、力率(λ)が低く計算されます。もしそれらの値を正確に知る必

要がある場合、高調波フィルタ設定において計算に DC 成分を含めない設定とする事を推奨します。 

三相三線式(3V3A)あるいは三相三線式(2V2A)結線構成におけるパワー計算は、もし線間電圧/相電圧変換が適用

されていれば同じく三電力計法で計算されます。この変換は電圧と電流がバランスした三相システムを仮定し

ており、三相のうちひとつの相の相電流(IC あるいは IT)を三相全相の相電流の和がゼロ、および三相全相の線間

電圧の和がゼロであると言う仮定を使用して求めます。(例えばグランドへのリーク電流によって)もしシステム

がバランスしていない場合、この仮定は正しくなくなり、三電力計法の結果と異なってきます。 

二電力計法による計測 

三相三線式（2V2A）結線構成の計算は二電力計法で行われます。この場合、線間電圧が相電流と共に計算に使

用できます；しかしながら線間電圧は相電流に直接的に関連した値ではないため、２つのパワー値は計算でき

ますが、２つのパワー値は対称ではありません。しかし、その和をとることで正しい三相パワー値を得ること

が出来ます。 

二電力計法はバランスした三相システムを仮定します。この場合、三相中の IC もしくは IT 電流は無視されま

す。 

単相三線式（2V2A）結線構成のパワー計算は同様に二電力計法を使って行われます。定義によって、それらの

電圧は相電圧になるので、直接関連した線電圧と線電流の２つのペアが存在します。それらの２つのパワー値

の和をとることで全単相パワーを得ることが出来ます。 

一電力計法による計測 

単相二線式(1V1A)結線構成のパワーは一電力計法で計算されます。定義によれば、電圧は相電圧であり、直接関

連した線電圧と電流の 1 つのペアのみが存在します。 
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Zoom+Gateの計算に対する効果 
Zoom+Gate モードを使用している場合、Zoom+Gate Zn 波形で定義された時間区間を元に計算されます。 

高調波フィルタの計算に対する影響 
通常、AC Input または Drive Output 波形に高調波フィルタ(Fundamental, Fundamental + N, Range)が適用されて

も、高調波成分の和から計算された電圧、電流およびパワー波形を基に計算される以外はフィルタを適用しな

い場合と方法は同じです。含まれる高調波は、Numeric テーブル計算式の中に明示的には表示されません。 

メモ：高調波フィルタ選択は高調波解析オプションの一部である高調波テーブルの計算を行うためには適用さ

れません。 

Numericテーブルの式変換 
モータ・ドライブ・アナライザで捕捉される全てのデータはサンプリングされたデジタルデータです。それら

のデジタル・サンプリング波形はフィルタされた Sync 信号を基にして得られたサイクル時間（周期）に渡って

解析されます。 

計算式は以下の定義に基づいています： 

⚫ j=デジタル・サンプル・インデックス 

⚫ i=サイクル(周期)インデックス 

⚫ M=フィルタリングされた Sync 信号で定義された１サイクル周期におけるサンプル・ポイント数 

⚫ Mi=サイクル番号 i の中のサンプル・ポイント数 

⚫ m=最初のサンプル・ポイントのインデックス 

⚫ mi=サイクル番号 i の中の最初のサンプル・ポイントのインデックス 

⚫ N=Sync ソース信号の選択で決定されたサイクル数 

あるサイクル・インデックス i に対して、デジタル・サンプリングされた電圧波形はサイクル・インデックス i

の中にサンプル・ポイント j のセットを持つものとして表されます。あるサイクル・インデックス i に対して、

mi で始まり、mi+Mi-1 まで続く Mi のサンプル・ポイントがあります。電圧、電流、パワー他の値は 1 から N サ

イクルまでの各サイクル・インデックス i に対して計算されます。 

図 113:波形計算に使用される計測ポイント 

図 113 に示された波形は２つの周期を含んでいます。最初の周期(インデックス i=1)はサンプル・インデックス

j=mi=7 で始まり Mi=18 ポイントを持っています。サンプル・ポイント j=mi から mi+Mi-1（ポイント 7 から 7+18-

1,すなわち 7 から 24）に対して計算が行われます。２つめの周期（インデックス i=2）はサンプル・ポイント

mi=25 から始まり、Mi=18 ポイントを持ちます。サンプル・ポイント 25 から 25+18-1 すなわち 25 から 42 に対

して計算が実施されます。 
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さらに、以下の慣例が式の中で使用されます： 

⚫ 大文字は三相システムの相を表すのに使用されます： 

o A,B,R,他は A 相、B 相、R 相を表します。 

o AB,BC,TR は A-B 線間電圧、B-C 線間電圧および T-R 線間電圧を示します。 

⚫ 小文字は電圧、電流もしくはパワーの補足表記になります： 

o Vrms は RMS 電圧を表します。 

o Ipk-pk は peak-peak 電流を表します。 

o Iac は電流の ac 値を表します。 

⚫ 単純化するために複数の相あるいはラインに対して計算される式は式の中に相もしくはラインの情報を

表示しません。例えば、𝑉𝑎𝑐𝑖=𝑉𝑟𝑚𝑠𝑖−𝑉𝑑𝑐𝑖は A,B,T 他、式中に相の表記を含まず、全ての相に適用される

と仮定しています。 

様々なサイクル毎の値は数値テーブルにまとめられ、統計値テーブルに統計データとして表示され、あるいは

サイクル毎波形トレースとして表示されます。 

⚫ 数値テーブルの値は数値テーブルのセルに表示され、計測とソースの交点に相当します。数値テーブル

の値 Vrms(A)は A 相電圧の RMS 電圧値です。以下の例をご参照ください。 

⚫ 統計テーブルはソースに対して計測が行われた時、統計データ(平均、最小値、最大値、標準偏差他)を

表示します。数値テーブル値に対応する平均もしくは最悪値を容易に読み取る事が出来ます。 

⚫ サイクル毎波形トレースは元の波形トレースもしくはズーム(もし Zoom+Gate が ON の場合)に時間相関

を持つ波形の形でプロットされ、計算されたサイクル毎の値の時間変動を示します。 

以下の式はひとつの計測された相電圧のサイクル毎 RMS 電圧を表します(相電圧あるいは線間電圧どちらで

も)： 

これは特定のサイクル(サイクル i)に対して、サイクル（周期）の最初と最後を定義するサンプル点の範囲に渡

ってデジタル・サンプル電圧波形 Vj のルート二乗和で RMS 電圧が計算される事を示します。もし、捕捉中に１

つ以上のサイクルがある場合、複数の計算値（Vrms1,Vrms2,Vrms3,他）が得られます。この式は計算が A,B,C,R,S

または T すなわち Line-Neutral あるいは Line-Reference、AB,BC,CA,RS,ST,TR すなわち線間電圧、あるいは DC bus

いずれに適用されるものかどうかは示していません－それら全てに適用されます。 

以下の式はひとつの計測された相電圧(相電圧あるいは線間電圧どちらも)に対する RMS 電圧の数値テーブル値

を表します： 

これは数値テーブルに表示された RMS 電圧は、最初に示した(サイクル毎)の式で得られた N サイクルの値の平

均値である事を示しています。 
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スピード、方向、および角度の計算 
スピード、方向、および絶対位置(角度)は様々な種類のアナログまたはデジタルデバイスを使って検知されま

す。トルクは様々なアナログ・トルク・センサを使用して検知されます。それぞれのタイプのセンサの計算手

順は以下の表にまとめられています。 

アナログ・タコメータ 

スピードに対して直線性を持つ単純なアナログ電圧値が捕捉され、スピードはこの信号から検知出来ます。 

⚫ ωHは Mechanical 設定ダイアログ中のハイ側スピード設定値 

⚫ ωLは Mechanical 設定ダイアログ中のロー側スピード設定値 

⚫ VHは Mechanical 設定ダイアログ中のハイ側電圧設定値 

⚫ VLは Mechanical 設定ダイアログ中のロー側電圧設定値 

⚫ G はギア比 

 

 
スピード 

Mechanical 

(ωjは内部的に計算され、表示はされません) 

方向(計算されたSpeedi値の極性)はMechanical設定ダイアログで時計回り(CW)を選択すると正の電圧
値が正回転。この設定はMechenical設定ダイアログで逆向きに設定できます 
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デジタル(パルス)タコメータ 

一回転あたり一定の数の電圧パルスを発生するタコメータでは電圧波形を捕捉して、この信号をもとにスピー

ドを検知できます。 

図 114:デジタル（パルス）タコメータ計算ポイント 

 

図 114 中の記号と式は以下の様に定義されます： 

⚫ ωjはある時間における瞬時スピード計算 

⚫ tpは前に計測されたパルス時間 

⚫ tnは次に計測されたパルス時間 

⚫ PPR は一回転あたりのパルス数 

⚫ G はギア比 

 スピード 

Mechanical 

(ωjは内部的に計算され、表示はされません) 

方向(計算されたSpeedi値の極性)はMechanical設定ダイアログで時計回りを正とする慣習に従って設
定した場合は正となります。この設定はMechenical設定ダイアログで逆向きに設定できます  

 

 

  



取扱説明書 

99 

ホールセンサ 

ホールセンサはブラシレス DC モータの回転子に組み込まれ、しばしば印加電圧の整流制御に使用されます。 

これらのホールセンサ信号を捕捉しスピードと方向を検知する事ができます。 

図 115:ホールセンサ計算ポイント 

図 115 中の記号と式は以下の様に定義されます： 

⚫ ωj (Angle Tracking Observer が ON の時は ὠj）は瞬時スピード計算値 

⚫ tpは以前のホールセンサ遷移 

⚫ tnは次のホールセンサ遷移 

⚫ RPP はモータ回転子極ペア数 

⚫ G はギア比 

 スピード 

Mechanical 

(ωjとὠ’jは内部的に計算され、表示はされません) 

ωj計算に対して、Speedi周期はMechanical Sync信号で決定されます。ὠj計算（例：Angle Tracking 
ObserverがON）に対して、Speedi周期はtn-tpとして定義され、この時間周期はひとつの角度のみ

を含みます。 

 

方向(計算されたSpeedi値の極性)は信号Rの立ち上がりエッジがSに対して先行し、SがTに先
行するホールセンサに対して、Mechanical設定ダイアログにおいて時計回りを正とする慣習
に従えば正になります。この設定はMechanical設定ダイアログにて逆向きに変更できます。 
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直交エンコーダ・インタフェース(QEI) 

直交エンコーダ・インタフェース(QEI)はスピード、方向および絶対位置情報を得るのに一般的に使用されま

す。3 つの QEI センサ信号が捕捉され、スピード、方向および位置を検知する事ができます。 

図 116:直交エンコーダ・インタフェースの計算ポイント 

図 116 の記号と式は以下の様に定義されます： 

⚫ θはインデックス・パルスの立ち上がりエッジの位置であり、QEI の AB シーケンスの開始点を定義し

ます。また角度値がゼロであると定義します。 

⚫ θpは前の計算された角度値 

⚫ ωj（Angle Tracking Observer が ON の場合は ὠj）は瞬時スピード計算 

⚫ tpは前の A または B の正もしくは負の遷移 

⚫ tnは次の A または B の正もしくは負の遷移 

⚫ PPR は一回転あたりのパルス数 

⚫ G はギア比 
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 スピード 角度と位置 

Mechanical 

(ωjとὠ’jは内部的に計算され、表示はされません) 

ωj計算に対して、Speedi周期はMechanical Sync
信号で決定されます。ὠj計算（例：Angle 

Tracking ObserverがON）に対して、Speedi周
期はtn-tpとして定義されます。 

 

方向(計算されたSpeedi値の極性)はインデッ
クス・パルスの後A立ち上がりエッジがB立ち
上がりエッジに先行する場合Mechanical設定
ダイアログにおいて時計回りを正とする慣習

に従えば正になります。この設定は
Mechenical設定ダイアログで逆向きに設定で

きます 

 

 

角度値は軸一回転毎に0にリセットされます

Anglei周期はtn-tpこの時間周期はただひとつ

の角度値のみ含みます。 
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レゾルバ 

レゾルバは高信頼性が求められる状況下の複雑な制御システムの中でスピード、方向および絶対位置情報を得

るために一般的に使われます。捕捉された３つのレゾルバ信号によりスピード、方向および位置を検知するこ

とが出来ます。 

図 117:リゾルバの計算ポイント 

図 117 の記号と式は以下の様に定義されます： 

⚫ A は時間周期 tp, tn, tjの正弦波信号で定義された波形の測定された振幅値 

⚫ B は時間周期 tp, tn, tjの余弦波信号で定義された波形の測定された振幅値 

⚫ θpは前の計算された角度値 

⚫ θjは瞬時角度計算値 

⚫ θnは前の計算された角度値 

⚫ tpは前の励磁ピーク 

⚫ ωj(Angle Tracking Observer が ON の時は ὠj）は瞬時スピード計算値 

⚫ tnは次の励磁ピーク 

⚫ RPP はレゾルバ極ペア数 

⚫ G はギア比 
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 スピード 角度と位置 

Mechanical 

(ωjとὠ’jは内部的に計算され、表示はされません) 

ωjおよびὠjのどちらの計算に対しても、Speedi周
期は周期長に対して100倍のアップサンプリング

をしてtn-tpで定義されます。 

方向(計算されたSpeedi値の極性)は、もし
θn+1とθnの差が正であれば、Mechanical設定
ダイアログにおいて時計回りを正とする慣習

に従えば正になります。この設定は
Mechenical設定ダイアログで逆向きに設定で

きます 

 

(θjは内部的に計算され、表示はされません)値
は励磁周波数のピークで計算されます。 

tan-1は必ず360°あるいは2π以内の値になるの
で、角度値は軸が一回転する毎にゼロにリセ
ットされます。そのため、角度値は本質的に

この制限範囲内の値をとります。 

Anglei周期は周期長に対して100倍のアップサ
ンプルを行い、tn-tpとして定義されます。し
たがって、1つのθjの計算は100の角度の値を

返します。 
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SinCos 

このエンコーダは高信頼性が求められる状況下の複雑な制御システムの中でスピード、方向および絶対位置情

報を得るために使われます。2 つの正弦波信号は 90°位相がずれています。 

図 118:SinCos の計算ポイント 

図 118 中の記号と式は以下の様に定義されます： 

⚫ A は時間周期 tp, tn, tj の正弦波信号で定義された波形の測定された振幅値 

⚫ B は時間周期 tp, tn, tj の余弦波信号で定義された波形の測定された振幅値 

⚫ θpは前の計算された角度値 

⚫ θjは瞬時角度計算値 

⚫ θnは前の計算された角度値 

⚫ tpは、前のサンプル・ポイントです。 

⚫ ωj(Angle Tracking Observer が ON の時は ὠj）は瞬時スピード計算値 

⚫ tnは次のサンプル・ポイントです。 

⚫ RPP は SinCos 極ペア数 

⚫ G はギア比 
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 スピード 角度と位置 

Mechanical 

ωjとὠj計算においてSpeedi周期は最大1捕捉あた
り100,000の値をもつAnglei周期として定義され

ます。 

方向(計算されたSpeedi値の極性)は、もし
θn+1とθnの差が正であれば、Mechanical設定
ダイアログにおいて時計回りを正とする慣習

に従えば正になります。この設定は
Mechenical設定ダイアログで逆向きに設定で

きます 

 

もし捕捉サンプル数が100,000点以下の場合、

θjは全てのサンプル点で計算されます。もし

100,000サンプル点を超える場合は、捕捉ポイ
ントは間引きされ、θjを100,000値に制限しま

す。 

tan-1は必ず360°あるいは2π以内の値になるので、
角度値は軸が一回転する毎にゼロにリセットされ
ます。そのため、角度値は本質的にこの制限範囲
内の値をとります。 
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KMZ60 

このエンコーダは主に低コストと高信頼性が要求される電子パワーステアリング用途にスピード、方向、絶対

位置の情報を提供します。2 つの正弦波信号は 45°位相がずれています。 

図 119:KMZ60 の計算ポイント 

図 119 中の記号と式は以下の様に定義されます： 

⚫ A は時間周期 tp, tn, tjの VOUT1 信号で定義された波形の測定された振幅値 

⚫ B は時間周期 tp, tn, tjの VOUT2 信号で定義された波形の測定された振幅値 

⚫ θpは前の計算された角度値 

⚫ θjは瞬時角度計算値 

⚫ θnは前の計算された角度値 

⚫ tpは、前のサンプル・ポイントです。 

⚫ ωj(Angle Tracking Observer が ON の時は ὠj）は瞬時スピード計算値 

⚫ tnは次のサンプル・ポイントです。 

⚫ RPP は回転子極ペア数 

⚫ G はギア比 
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スピード 角度と位置 

Mechanical 

 

ωjとὠj計算においてSpeedi周期は最大1捕捉あたり
100,000の値をもつAnglei周期として定義されま
す。 

方向(計算されたSpeedi値の極性)は、もしθn+1と
θnの差が正であれば、Mechanical設定ダイアログに
おいて時計回りを正とする慣習に従えば正になりま
す。この設定はMechenical設定ダイアログで逆向き

に設定できます 

 

 

もし捕捉サンプル数が100,000点以下の場合、

θjは全てのサンプル点で計算されます。もし

100,000サンプル点を超える場合は、捕捉ポイ
ントは間引きされ、θjを100,000値に制限しま

す。 

 

½(tan-1)は必ず180°あるいはπ以内の値になる
ので、角度値は軸が一回転する毎にゼロにリ
セットされます。そのため、角度値は本質的

にこの制限範囲内の値をとります。 
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印加電圧(Applied Voltage) 

永久磁石モータにおいて、機械軸スピードは固定子電気周期と固定子と回転子の極ペア数から計算できます。

この方法は同様に定常動作条件下の AC 誘導モータでも良い結果が得られます。 

図 120:印加電圧計算ポイント 

図 120 中の記号と式は以下の様に定義されます： 

⚫ ωjは瞬時計算スピード値 

⚫ tpは、前の時間 

⚫ tnは、次の時間 

⚫ SPP は固定子極ペア数（p.41 で解説した相数で割った固定子磁気極数） 

⚫ RPP は回転子極ペア数 

⚫ G はギア比 

 スピード 

Mechanical 

(ωjは内部的に計算され、表示はされません) 
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トルク計算式 
トルクはトルクに比例するアナログ電圧信号を使用して検知出来ます。計算方法は以下の表にまとめられてい

ます： 

Analog 0-Vdc法 

⚫ ΤHは Mechanical 設定ダイアログにおけるハイ側トルク設定値 

⚫ ΤLは Mechanical 設定ダイアログにおけるロー側トルク設定値 

⚫ VHは Mechanical 設定ダイアログ中のハイ側電圧設定値 

⚫ VLは Mechanical 設定ダイアログ中のロー側電圧設定値 

 トルク 

Mechanical 

(Tjは内部的に計算され、表示はされません) 

 

 

Analog mV/V 法 

⚫ ΤHは Mechanical 設定ダイアログにおけるハイ側トルク設定値 

⚫ ΤLは Mechanical 設定ダイアログにおけるロー側トルク設定値 

⚫ VmVpVは Mechanical 設定ダイアログにおける mV/V 設定値 

⚫ VSは Mechanical 設定ダイアログにおける供給電圧設定値 

 トルク 

Mechanical 

(Tjは内部的に計算され、表示はされません) 
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アナログ周波数方式 

⚫ ΤHは Mechanical 設定ダイアログにおけるハイ側トルク設定値 

⚫ ΤLは Mechanical 設定ダイアログにおけるロー側トルク設定値 

⚫ FHは Mechanical 設定ダイアログにおけるハイ側周波数設定値 

⚫ FLは Mechanical 設定ダイアログにおけるロー側周波数設定値 

 トルク 

Mechanical 

(Tjは内部的に計算され、表示はされません) 

 

 

  



取扱説明書 

111 

三相四線式（3V3A）計算式 
この場合、中性点があり、電圧は相電圧でプロービングされ、電流は相電流がプロービングされています。電

圧、電流およびパワーの計算手順は以下の表にまとめられています。相電圧値と相電流値は A, B, C, R, S および T

として示されます。 
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三相三線式（3V3A）計算式 
この場合、中性点が無く、電圧は線間電圧でプロービングされ、電流は相電流がプロービングされます。 

電圧、電流およびパワーの計算手順は以下の表にまとめられています。線間電圧値は VAB、VBC、VCA、VRS、

VST、VTR として示されています。また、相電流値は IA、IB、IC、IR、IS、IT として示されます。 

 

 

  



モータ・ドライブ解析ソフトウェア 

116 

 

 

  



取扱説明書 

117 

 

 

  



モータ・ドライブ解析ソフトウェア 

118 

 

 

  



取扱説明書 

119 

三相三線式（2V2A）計算式 
この場合、中性点が無く、電圧は線間電圧でプロービングされ、電流は相電流がプロービングされます。 

電圧、電流およびパワーの計算手順は以下の表にまとめられています。二電力計法が自動的に選択される為、

２つの電圧読み値と２つの電流読み値だけが提供されます。線間電圧値は VAC、VBC、VRT、VST として示され

ています。相電流値は IA、IB、IR、IS として示されます。 

 

 

 

 

 

  



モータ・ドライブ解析ソフトウェア 

120 

 

 

  



取扱説明書 

121 

 

 

 

  



モータ・ドライブ解析ソフトウェア 

122 

 

 

 

  



取扱説明書 

123 

単相三線式（2V2A）計算式 
この場合中性点が存在し、電圧および電流は Line-Neutral でプロービングされます。この選択は、AC Input に対

してのみ使用できます。線間電圧値は VA、VB として示されています。相電流値は IA および IB として示されま

す。電圧、電流およびパワーの計算手順は以下の表にまとめられています。 
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単相二線式計算式 
単相二線式(1V1A)AC Inputまたは DC Bus計算 

単相ハーフブリッジ(1V1A)Drive Output計算 

単相フルブリッジ(1V1A)Drive Output計算 

この場合中性点が存在し、電圧および電流は Line-Neutral でプロービングされます。この選択は、AC Input、DC 

Bus または Drive Output の場合に可能です。線間電圧値は VA、VR で示されています。相電流値は IA および IR

で示されます。電圧、電流およびパワーの計算手順は以下の表にまとめられています。 
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高調波解析オプション計算式 
MDA 高調波解析オプションは、AC Line Input または Drive Output において電流、電圧およびパワーの高調波を計

測し表示する機能を追加します。これらの値は計測された各相の全高調波歪み(THD)と共に個別の高調波テーブ

ルに表示されます。プロービングが線間の場合、高調波テーブルにおける高調波の値を計算するために線間電

圧/相電圧変換が自動的に実施されます。この変換は、通常の数値テーブルにおいては L-L 変換チェック・ボッ

クスが選択されない限り自動的には実施されません。 

表記規則 

高調波計算式がここにまとめられています。Numeric テーブルと同じ定義を基本としますが、以下が追加になっ

ています： 

⚫ h=高調波インデックス 

⚫ H=高調波の次数 

⚫ S=捕捉中のサンプル点数 

VARIABLE FREQUENCYモード 

以下の式は、ひとつの相のひとつの高調波の次数毎、サイクル毎 RMS 電圧に対するものです。(Variable 

Frequency mode で相電圧で計測されます) 

これは、特定の高調波に対する RMS 電圧が、サイクル(周期)の最初と最後を定義するサンプル点の範囲に渡っ

てデジタル的にサンプリングされた電圧波形 Vj のルート自乗和から計算される事を示しています。この式は、

計算が A, B, C, R, S, T すなわち Line-Neutral または Line-Reference で行われるかどうかは示しません－それらどち

らにも適用されます。この値は各高調波に対してサイクル毎に計算されますが、高調波テーブルには表示され

ません。 

以下の式は高調波テーブルの値、ひとつの計測された相(Line-Neutral または Line-Reference のいずれかで計測)の

高調波 RMS 電圧に対するものです。 
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これは高調波テーブルに表示された RMS 電圧は、最初に示した(サイクル毎)の式で得られた N サイクルの値の

平均値である事を示しています。 

FIXED FREQUENCYモード 

以下の式は、捕捉全体に渡って計測されたひとつの相のひとつの高調波の RMS 電圧に対するものです。(Fixed 

Frequency mode で Line-Neutral または Line-Reference で計測されます) 

これは、特定の高調波に対する RMS 電圧が、捕捉全体の最初と最後を定義するサンプル点の範囲に渡ってデジ

タル的にサンプリングされた電圧波形 Vj のルート自乗和から計算される事を示しています。この式は、計算が

A, B, C, R, S, T すなわち Line-Neutral または Line-Reference で行われるかどうかは示しません－それらどちらにも

適用されます。この値は、高調波テーブルに直接表示されます。 

高調波テーブルの書式 

次の表は、高調波テーブルの書式を示します。それは、式から計算された電圧、パワー、電流がテーブル中の

どこに配置されるかを示すクロスリファレンスとして使用出来ます。例に示したテーブルでは、Limit は A/V/W

に設定されており、高調波の数は 5 に設定されていると仮定しています。Freq[Hz]、Limit[mA]、Pass/Fail 列は、

Fixed Frequency mode の時だけ表示されます。Variable Frequency mode の時は省略されます。 

 

高調波テーブルクロスリファレンス・キー： 

Ordern=n 次の周波数 

Vrmsh(n)=n 次 Ph(n)の RMS 電圧計測 

Ph(n)=n 次のパワー計測 

Irmsh(n)=n 次の RMS 電流計測 

VTHD(rms)=電圧の全高調波歪み 

PTHD(W)=パワーの全高調波歪み 

ITHD(rms)=電流の全高調波歪み 
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高調波テーブルの計算式 

高調波テーブルの計算式が以下の表にまとめられています。これらの計算式は、すべての利用可能な結線図に

適用されます。この場合、結線構成図が線間電圧だった場合、これらの高調波テーブルの計算の為に線間電圧/

相電圧変換が自動的に適用されます。 

VARIABLE FREQUENCY MODE 計算式 
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FIXED FREQUENCY MODE計算式 
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THD計測計算式（数値テーブル） 

THD 測定パラメータ計算は、Numeric および高調波テーブルでわずかに異なる場合があります。これはそれぞれ

のテーブルで若干異なった計算法を用いるためです。計算方法の違いは以下の通りです。それらは異なります

が、どちらの方法も THD 計算の規格を満たしています。 

三相四線式（3V3A）計算 
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三相三線式（3V3A）計算 
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三相三線式（2V2A）計算 
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単相三線式（2V2A）計算 
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単相二線式計算式 

単相二線式(1V1A)AC Input または DC Bus 計算式 

単相ハーフブリッジ(1V1A)Drive Output 計算式 

単相フルブリッジ(1V1A)Drive Output 計算式 

 

  



取扱説明書 

137 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

933619-00 Rev A 

2021 年 6 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


