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はじめに 
テレダイン・レクロイの三相パワー解析オプションは、完全な三相電力解析を実現するソフトウェア

パッケージです。電力変換システムの任意の構成ブロック(AC-AC, AC-DC, DC-DC, DC-AC)に対して計算を

実行することが出来ます。静的パワー解析の結果は数値テーブル、統計値テーブルに表示されます。一

方、動的パワーについては、元の捕捉データに時間相間をもつ合成されたサイクル毎波形として表示

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結果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。  

主な特徴： 

⚫ 三相システムデバッグおよび、太陽光発電インバータ、グリッドタイ・インバータ、無停電

電源装置(UPS)、溶接装置、電力変換システム、DC-DC 電源装置などの評価が可能 

⚫ 実効、皮相、無効電力および効率の計測 

⚫ 二電力計法および三電力計法のサポート 

⚫ オプションの高調波解析とフィルタ 

⚫ ８チャンネルと同様に４チャンネル高分解能オシロスコープモデルに対応  

信号はオシロスコープの任意のアナログ・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機能を持つ機器であ

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。 

電圧および電流信号が捕捉されると、三相パワー

解析ソフトウェアはユーザによって指定された

“Sync”信号を使用して捕捉信号の周期解析を自

動的に行います。この解析により電圧、電流、パ

ワーの値が計算される計測インターバルが決定さ

れます。図１に“Sync”信号として選択された青

い正弦波電流トレースと、線間電圧および相電流

信号の三相セットの例を示します。 

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、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、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。計

測パラメータの計算についてのより詳しい説明は 

Appendix B:計算方法と数式(p.５３)をご覧くださ

い。 

図１：正弦波”Sync”信号により三相信号の 

計測間隔を決定 
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ひとつの捕捉に対しての平均あるいはピーク値（計測による）はユーザ定義された数値テーブルに表

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結果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。 

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。各セルは計測パラメータまたは MP－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計測パラメータ 

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システム挙動をデバックするた

めに貴重な情報が得られます。 

図４：合成されたサイクル毎波形は、波形捕捉した時間にわたる  

計測パラメータ値の変化をプロットします 
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サポートされる入力 

このソフトウェアは、ProBusTM または ProBus2TM インタフェースを備えたテレダイン・レクロイの機

器と共に使用することが出来ます。ProBus インタフェースは、BNC と 6 ピンコネクタで構成され、自

動的に以下を行います： 

⚫ テレダイン・レクロイのパッシブ・プローブを認識し減衰比を設定 

⚫ ProBus 互換プローブを認識し、電源を供給。プローブ入力結合と減衰比他を適切に選択  

三相パワー解析ソフトウェアでは様々な ProBus 互換電圧、電流計測プローブをサポートします。高電

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、三相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機器

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。  

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 では機器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)においてソフトウェア的に入力信号を手動リスケーリングして新

しい物理単位に変換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。同様にこのダイアログでカップリングの (DC50Ω、DC1MΩもしくは

AC1MΩ)選択も可能です。 

メモ：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、その場合は機器を

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。  

パッシブ・プローブは、高い入力抵抗により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。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出力電圧の計測です。ここで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：ニュートラル電位が接地グランドと同じではない可能性がある場合には、パッシブ・

プローブのグランドリードを三相システムのニュートラルに接続して使用しないでくださ

い。大きな電流がパッシブ・プローブに接続されたニュートラルから機器グランドに流れ、

ユーザが感電したり、DUT を損傷したりする可能性のある危険な状態を引き起こします。こ

の場合は高電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本の高圧パッシブ・プローブを、プローブグランドを互いに接続し（グランド

には接続しない）、２つの別々の入力チャンネルに接続することで、疑似的な差動モードで使用する

ことも出来ます。差動電圧を得るためにひとつのチャンネルからもう一方を減算する演算を作成し、

演算出力を電圧入力ソースとして使用します。この方法は非常に大きな電圧の場合には唯一の最適な

方法ですが、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ます。  

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。しかし、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電圧範囲で最大ピーク電圧も低くなっています。パッシブ・プ

ローブをグランドに接続する場合と同じ注意がアクティブ・シングルエンド電圧プローブでも必要で

す。 

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、およびゲート・ドライブ電圧の測定に理想的です。非常に大きなコモンモード電位で

“フローティング”している場合には通常は高圧差動プローブが使用されます。  

高電圧差動プローブ 

高電圧差動プローブは“通常の”差動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、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
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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,およびインパルスの計測を可能にするためにホールセンサ

とトランス技術の組み合わせで構成されています。テレダイン・レクロイの電流プローブは最大 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。強い磁場の元では計測精度が影響を受ける

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・アダプタはプログラムによるカスタマイズ可能なインタフェースデバイス

で、サードパーティ製電流トランスデューサ/トランスフォーマをオシロスコープにシームレスに組

み込むことができ、それらを認識してテレダイン・レクロイ製プローブと同じように操作することが

出来ます。それらデバイスを接続したときに毎回リスケールや単位の設定を手動で行う必要もなくな

ります。CA10 で使用可能なデバイスには、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が含ま

れます。 

CA10 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出来ます。  

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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三相パワー解析ソフトウェアを使用する 

ソフトウェアへのアクセス 

三相パワー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。

タブはここでは“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、数値テーブルをカスタマイズ、特別なサイクル毎の電圧、電流、パワー

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 > 3phase Power を選択します。 

図 7：Analysis メニューの 3phase Power オプション 

以下の様な 3phase Power Analysis ダイアログがあらわれます。(左から右に)： 

⚫ 3phase Power Analysis－現在の設定のサマリ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 

⚫ Input, DC Bus および Output－パワーシステムの定義や、計測 Sync 信号の選択をします。 

⚫ Numerics－平均値/ピーク計測パラメータ値の数値テーブル表示を構成します。 

⚫ Waveforms + Stats－統計値テーブルの構成とサイクル毎波形のリスケーリングを行いま

す。 

⚫ Harmonics Calc－特定の高調波に対する次数毎の高調波テーブル表示の構成を行います（高

調波解析オプションがインストールされている場合に表示されます）。  

メニューバーから初めてアクセスすると、3phase Poser Analysis ダイアログのタブがトップに表示され

ます。他の設定ダイアログはフローチャートの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 8：3phase Power Analysis ダイアログ 
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3phase Power Analysis ダイアログ 

3phase Power Analysis ダイアログには電気信号パスのブロック・フロー図が示され、図とテキストに

よる接続構成のサマリと入力チャンネル、Sync 信号の指定が表示されます。 

図 9：3phase Power Analysis ダイアログに図とテキストでサマリ表示された“ブロック”構成 

各ブロックには、独自の、アプリケーションごとのアイコンのセットがあり、電力変換システムの入

力、DC バス、出力フェーズを明確に区別できます。設定ダイアログにおいて、これらのアイコン

は、より大きな結線構成図として表示されます。ブロック上のアイコンは、それぞれのダイアログで

選択された配線設定に基づいて変化します。例えば、もし Input の結線構成が“1phase-2wire 1V1A”

ならば、Input ブロックのアイコンは単相二線式結線構成をイメージさせる A とラベリングされたひ

とつの正弦波のアイコンを表示します。 

もし“None”が選択されている場合は、サマリは変更されますが、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続けます。  

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  

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フェーズ(Input、DC Bus および Output)

での Sync 信号選択のサマリ表示です。完全な電力変換システムの定義が分かりやすくまとめられて

います。全てのサマリ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。 

3phase Power Analysis ダイアログが開いているときに、タブまたはフローチャートブロックのいずれ

かを選択して、対応する設定ダイアログを開くことができます。  

同様に、NUMERICS(数値)テーブル(p.１０)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 Output 設定ダイアログを

開くことが出来ます。 

他の 3 つのブロック－Numerics と Waveforms+Statics および Harmonics+Spectrum－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、および（高調波）次数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

にはサマリ情報は表示されません。 
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図 11：数値テーブルまたは(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。  

Input および Output ダイアログ 

Input および 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。従ってこのマニュアルでは、あわせて解説します。  

主な相違点： 

⚫ Line（相）の名称が Input では A, B および C であるのに対し Output では R, S および T 

⚫ 単相結線構成が異なる 

Input および Output 両ダイアログでは、以下を選択します： 

⚫ 単相あるいは三相結線構成またはこのセクションを除外するために“None”を指定 

⚫ 選択された結線構成に使用される電圧および電流ソース  

⚫ 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：Input 設定ダイアログ 

図 13：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、各電力変換セクションで使用されている Wiring Configuration（結

線構成）を確認し、各入力ソースに電圧と電流を指定してください。  

図 14：Input ダイアログの三相三線式(3V3A)結線図 

Input ダイアログには、以下の結線構成の選択があります（プラス“None”）。 

⚫ 3phase-4wire 3V3A－三相四線式（電圧３、電流３）相電圧(Line-Neutral または Line-Reference)

プロービング 

⚫ 3phase-3wire 3V3A－三相三線式（電圧３、電流３）線間電圧プロービング  

⚫ 3phase-3wire 2V2A－三相三線式（電圧２、電流２）線間電圧プロービングと二電力法を使用  

ヒント：この計測法はもし Input と Output 両方を選択した場合でも８つのアナログ入力チャ

ンネル（電圧 4、電流 4）だけで計測できるため、入出力効率の計測に理想的です。  

⚫ 1phase-3wire 2V2A－単相三線式（電圧２、電流２）  

⚫ 1phase-2wire 1V1A－単相二線式（電圧１、電流１）  

Output ダイアログには、以下の結線構成の選択があります（プラス“None”）。 

⚫ 3phase-4wire 3V3A－三相四線式（電圧３、電流３）相電圧(Line-Neutral または Line-Reference)

プロービング 

⚫ 3phase-3wire 3V3A–三相三線式（電圧３、電流３）線間電圧プロービング  

⚫ 3-phse-3wire 2V2A－三相三線式（電圧２、電流２）線間電圧プロービングと二電力法を使用

この計測法はもし Input と Output 両方を選択した場合でも８つのアナログ入力チャンネル

（電圧 4、電流 4）だけで計測できるため、入出力効率の計測に理想的です。  

⚫ 1phase(Half Bridge)－単相（ハーフブリッジ） 

⚫ 1phase(Full Bridge)－単相（フルブリッジ） 

メモ：８チャンネル・オシロスコープでは二電力計法と三電力計法どちらもサポートされています。

４チャンネル・オシロスコープでは二電力計法のみサポートされます。単相結線構成は４チャンネ

ル、８チャンネル・オシロスコープどちらでも選択できます。 
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接続図 

電力変換システムの入力と出力はそれぞれ異なる結線構成を使用できます。したがって、ダイアログ

ボックスに表示される接続図は、選択内容に応じて動的に変更されます。例えば、図 14 に示す結線

構成図は入力の三相三線式 3V3A 結線です。図 15 に示す結線構成図は出力の三相三線式 3V3A 結線で

す。 

図 15:Output ダイアログの三相三線式(3V3A)結線図。各結線構成に応じて結線図は切り変わります  

これらの図は、テストのために入力する電圧と電流について、またフェーズ毎にプローブを接続する

方法についての重要な情報を示しています。例えば電流プローブは、矢印で示した方向と同じ、負荷

に対して流れ出す方向に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。 

警告：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：接続図の命名法は、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 

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 は線-基準点でプロービングした

三相四線式(3V3A) 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 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 B:計算方法と数式(p.５３)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。 

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相電圧：Line-Neutral 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。変換を有効にすることで、各相パワー値（各相の P, 

S, Q,λおよび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。 

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、出力値が線間(Vrs, Vst, Vtr)であることを示しています。 

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 および Vt）が表示され、それぞれのソースの隣

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。 

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(Input)もしくは T(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 ダイアログとテーブル(p.２９)をご参照ください。 
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電圧と電流の指定 

Input、DC Bus、Output ダイアログには、電圧入力と電流入力にソースを割り当てる欄が表示されます。表示さ

れる電圧および電流は、選択された結線構成によって異なります。図 19 に、三相三線式 2V2A Output 結線構成

の電圧と電流の割り当てを示します。  

図 19：電圧と電流の指定 

この場合、それぞれに 2 つの割り当てのみとなります。不要な 3 番目の割り当ては無効となりグレーアウトされます。

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。ソース欄をタッチまたはクリックし、その

電圧または電流ソースとして正しいチャンネル(Cn)、メモリトレース(Mn)、または演算トレース(Fn)を選択します。 

 

警告：三相三線式 3V3A から三相三線式 2V2A 結線構成に変更する場合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 設定をし、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 

Input および Output 設定ダイアログには、計算に使用するソースに適用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 

Full Spectrum と Fundamental の 2 つの選択は、三相パワー解析ソフトウェア標準の機能となります。Fundamental+N お

よび Range 選択は、THREEPHASEHARMONICS オプションを追加購入すると設定が有効となります。 
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三相正弦波変調出力の例を考えてみます。捕捉は３つの線間電圧波形（すべて上段グリッドに表示）と３つの相電流波

形（すべて下段グリッドに表示）から構成されています。線間電圧/相電圧変換が実行され、数値テーブルには三相そ

れぞれのデータと三相合計値が表示されます。高調波フィルタは Full Spectrum(すなわち“Off”)に設定され、数値テー

ブルに表示されるデータに対して高調波フィルタを実行しないことを指定しています。 

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。 
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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。 

図 22:Fundamental(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、計測値は図 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：高調波フィルタの選択で Full Spectrum 以外を指定すると、計算速度を上げるために捕捉が間引かれること

があります。捕捉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と、波形は

16,234 サンプル(サイクル毎 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、間引きは適用されません。 

Fundamental+N を選択すると、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  

Range 設定は 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。  
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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、計測インターバルを最初に定義する必要がありま

す。それぞれのパワー変換セクションで、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%(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：  

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

⚫ 50%(ゼロ)クロスポイントにおける局所的な補間/オーバーサンプリング 

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

調増加エッジの影響の低減あるいは除外 

ひとたび 50%（ゼロ）クロスポイントの時間が決定されると、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。Input、DC Bus、および

Output はそれぞれ別々の Sync 信号を持っている場合もあれば、同じ Sync 信号を共有する場合もあり

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 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、どの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（例えば、定常状態負荷で動作中の一定振幅の電流信号、または振幅一定の PWM

電圧出力） 

⚫ 低ノイズ 

⚫ ゼロ交差する変化（例えば、線間電圧、または正弦波電流信号）  

上記の特性を持つ捕捉信号が自然に存在しない場合は、LPF Cutoff と Hysterisis 幅（ゼロクロス・フィル

タ）の設定を調整して、信号のノイズと歪みを低減して 50％（ゼロ）交差判定を改善します。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。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。  
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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 信号ソースとして使用

する事も可能です。これが有用である例は、相電圧を測定している場合（ゼロ交差周辺で変動なし）、および非常に広

いダイナミックレンジを有する電流信号の場合です。この場合は、Math 演算トレースとして２つの相電圧（Line-

Reference プロービング）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 

Input、DC Bus、Output 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。Input は通常固定周波数であるのに対して、Output 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。DC bus は通常、Input または Output と Sync 信号を共有するの

で、測定値は同期されます。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、演算もしくはメモリトレースのいずれでも Sync 信号ソースに指

定出来ます。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 です。C1 を任意の信号に割り当てることがで

きるため、C1 が適切な Sync 信号ソースかどうかを判断するために上記のガイドラインを使用し、そ

うでない場合はより適切な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 信号は別のトレースとして表示されるため、50%(ゼロ)クロス周期の時間を決定

するのに十分な周期が信号に存在するかどうかを確認できます。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して Sync 信号波形を表示します。選択すると、

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 zoom ディスクリプタボックス(“*SyncZ”) 

（周期的）計測区間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生成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、指定された周波数、デフォルトで 500Hz の-3dB カットオフを持つデジタルフィルタを適

用します。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。非常に

動的な負荷条件において捕捉された負荷電流信号など、広いダイナミックレンジを有する信号も不適切な場合がありま

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いなどの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。 InSyncZ 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 OutSyncZ 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 500Hz LPF 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：正しく測定するために、同期信号は 1 つだけ必要です。２つの Sync 信号は電圧信号と電流信

号の違いおよび異なる 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  

InSyncZ 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 OutSyncZ 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 500Hz LPF カットオフの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。 

  



三相パワー解析ソフトウェア 

 

２０ 

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 

Hysteresis 幅設定は信号スロープを 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 Sync 信号が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目盛と同義です。  

⚫ 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

対する悪影響を低減します。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。 

 

 

 



取扱説明書 

 
２１ 

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 モード(p.３

５)をご参照ください。  

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 信号の選択に注意が必要です。 

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システムの長時間（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 34:三相正弦波変調システムの入力ソース波形初期画面  
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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移動し、右側にズーム波形を配置します。

C4（電流信号）を Output Sync 信号(OutSyncZ の名前で緑色のトレースとして表示)に指定します。C1(電圧信号)を Input 

Sync 信号（InSyncZ の名前で青色トレースとして表示）として指定します。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 35:Zoom+Gate を有効にした後の Sync 信号表示(右下) 

メモ：正しく測定するために、同期信号は 1 つだけ必要です。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もかかわらず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  

  



取扱説明書 

 
２５ 

両方の Sync 信号で LPF カットオフを 160Hz、ヒステリシスを 20mdiv に調整すると、C4 電流信号（緑色トレース、

OutSyncZ として使用）のほうがより良い計測インターバルが得られているのがわかります。 

図 37:フィルタを調整すれば OutSyncZ がより良い Sync 信号の選択であることがわかります。  
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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（InSyncZ のソースに）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、 InSyncZ が実際に Sync 信号の最適な選択であるのがわかります。  

 

  



取扱説明書 

 
２７ 

SYNC 信号選択例－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(ミックスドシグナル)入力チャンネルのいずれかで計測されたデバイスのスイッチング周期を

Sync 信号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、各スイッチング周期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 39:デバイスのスイッチング周期を Sync 信号として使う  

 

  



三相パワー解析ソフトウェア 

 

２８ 

DC Bus 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、各入力ソースを指定します。

以下のいずれかから選択します： 

⚫ 1phase-2wire(1V1A)－単相二線式（電圧１、電流１） 

⚫ None–ダイアログボックスでの入力割り当てを解除します。  

入力指定の方法は Input および Output セクションと同じです。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トピックスを参照してください。 

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

周期的ではないため、同じ Sync 信号を使用することをお勧めします。測定間隔は、入力または出力計測間隔と一致さ

せる必要があります。 

図 40:DC Bus 設定ダイアログ  
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Numerics ダイアログとテーブル 

ひとたびソース信号が割り当てられ、適切な Sync 信号が選択されれば、Numeric 設定ダイアログでソ

ース（またはソースの組み合わせ）をあらわす列と、電圧、電流およびパワー計測をあらわす列を指

定して素早く簡単に計測値テーブルをカスタマイズできるようになります。行と列の交点は計測パラ

メータ(MP)を表し、特定のソースに対して行われた特定の計測パラメータ値となります。この MP 値

は Appendix B 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。  

図 41: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 

Table Rows に表示された項目は表示可能なソースであり、Input、DC Bus および Output 結線構成の設

定を行うと、それに従ってこれらの項目は動的に切り変わります。図 41 において Input 結線構成は三

相三線式(3V3A)であり、VAB, VBC および VCA(線間)電圧が IA, IB および 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、Output 結線構成は三相四線式(3V3A)であり、VR, VS および VT(相)電圧と

IR, IS および 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

は選択可能です。(DC)Bus 選択ボタンは 1phase/2wire(1V1A)の選択をすると現れます。 

もし Input 結線構成で 1phase-3wire(2V2A)を選択し、Output 結線構成を 3phase/3wire(3V3A)とした場

合、Table Row 選択項目は図 42 の様に変わります： 

図 42: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。  

Numerics ダイアログでソースを選択し、1 から 9 までの行を必要に応じて表に追加できます。もし結

線構成によってソースの数が９以下に制限される場合は、行の数もソースの最大可能数に制限されま

す。テーブル行として選択されたソースはボタンがハイライト表示されます。  

警告：数値テーブル定義前に、電圧と電流ソースが正しく指定され、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。選択された計測パラメータのボタンは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。例えば、電圧は線間で計測されており、三相システムの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。 

図 43: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。  

列の最大数に達した場合、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 44: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を計算しているかについての完全な解説は Appendix B:計算方法と数式

(p.５３)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)、力率については数値テーブルで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。 
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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またはクリックすると、その MP の新しいサイ

クルごとの波形が作成されます。  

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 MP 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。サイクル毎波形トレースはテレダイン・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。 

図 45: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。  

MP の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 45 に示すように色が変わります。 

この波形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。 

合成された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 ダイアログと統計値テーブル 

Waveforms+Stats ダイアログは MP およびサイクル毎波形トレースのサマリを提供します。同時にこのダイアログからも

それらを生成したり、編集したり出来ます。 

サイクル毎波形 

サイクル毎波形が生成されると、数値テーブルの下に統計値テーブルに統計値情報が表示され、対応するディスクリプ

タボックスがグリッド下に現れます。 

図 46: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 47: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  

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。 

ヒント:もし Zoom 演算を使用する場合は、ソース選択ポップアップダイアログで”Other”カテゴリから名前（例

φ(Σrst)）でサイクル毎波形を選択します。これらの選択欄は MP 設定に連動して変わります。  

メモ：サイクル毎波形が Zoom された場合、Zoom ディスクリプタボックスに表示されるソース名は”*TPnn”の様になり

ます。ここで nn は波形に対応した MP の番号となります。 
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統計値テーブル 

サイクル毎波形が作成されると、その MP の列が統計値テーブルに追加されます。数値テーブルには MP のサイクル毎

の値の平均値が表示されますが、統計値テーブルの値はサイクル毎波形を構成する統計データ値です。従って一回の捕

捉で 17 の個別の計測サイクルがある場合(結果として 17 の MP 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を図 48 の様に表示します。 

図 48: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の表示 

Waveforms+Stats 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。 

必要に応じて、MP となりの Waveform チェックボックスのチェックを外すことで統計値テーブルに 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。  

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。 
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図 49: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  

計測パラメータの定義 

定義されたそれぞれの MP に対して、Waveform+Stats ダイアログはステータスを表示し、ここで MP 定義を変更する事

も出来ます。 

図 50：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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Zoom+Gate モード 

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

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

ィンドウが数値および統計値テーブルに対する計測ゲートとして機能します。従ってひとつのボタン

(Zoom+Gate)を押し、ズーム比と位置の２つのノブを回して調整し、ズームされているエリアのみの計測値に自

動的に再計算しつつ捕捉波形とサイクル毎波形トレースを簡便に比較出来ます。  

Zoom+Gate へのアクセス 

Input、DC Bus または Output ダイアログの Enable Zoom+Gate ボタンをタッチすると、以下の処理が行われ

ます： 

⚫ 表示されている全ての入力ソースの新規 Zoom トレース(Zx)を生成します。 

ヒント：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、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 トレースをマルチズーム・グループに追加します。それにより時間軸は連動し、同

じ拡大比、同じ位置をズームするようになります。  

⚫ 全てのサイクル毎波形トレースも Sync 信号トレースも Zn トレースと共にマルチズームにバ

インドされるので、全ては時間軸を揃えて同じズーム倍率、同じ位置でズームします。  

Zoom+Gate を有効にした後にサイクル毎波形や Sync 信号が作成されても、それらは自動的にマルチズーム・グループ

に追加され、すべての信号で時間相間をもつようになります。 

必要に応じて、他の演算(Fn)あるいはメモリトレース(Mn)を Zoom+Gate グループに追加することが出来ます。画

面上のメニューバーから Math>Zoom Setup を選択し、MultiZoom タブにおいて、追加の Fn や Mn トレー

スをマルチズームに含めます。  

Zoom+Gate が有効なとき、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 ボタンの LED も点灯し、垂直軸および水平軸ノブがズーム比と位置を変更、すなわち、ゲート位置とサイズを指

定出来ることを示します。 

メモ：フロントパネルの Zoom ボタンを使ってズーム表示をオフにすると、Zoom+Gate も無効となり

ます。 

Zoom+Gate の例 

この例では、システム出力が捕捉され、MP が計算されて数値テーブルに表示されています。そして、いくつかのサイ

クル毎波形が生成されて、統計値テーブルに表示されています。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、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。 

入力とサイクル毎波形の Zoom トレースを作成するために Zoom+Gate が有効化されています。Q-Dual 表示モードが設定

され、左側に全体捕捉波形トレースを表示し、Zoom+Gate トレースを右側に表示しています。 

オーバーロード条件に達するシステム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、それらは統計値テーブル

に示されています。統計値テーブルは Zoom+Gate エリアに合計 16 の計測サイクルがあることを示しています。

(Zoom された OutSync 波形を見ると 12 のサイクルを数えることが出来ます)  
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図 51:オーバーロード条件下の出力波形に Zoom+Gate を適用  
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高調波解析オプション 
高調波解析は三相パワー解析ソフトウェアと合わせて使用するための追加ソフトウェアオプション・パッケージです。

以下の機能を標準的なツールに追加します： 

⚫ Input, 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高機能な高調波フィ

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 

三相パワー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として持っています。しかし、数値テーブルの MP 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。 

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、三相パワー解析ソフトウェア

は、(Input および 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、まず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–Input および Output ダイアログ 

高調波解析オプションが入っていれば、 Input および 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.４１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 52: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、この計算に関連する高調波次数の決定の為にユーザ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 53 および図 54 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 53: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 54 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 54: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  

  



三相パワー解析ソフトウェア 

 

４０ 

数値テーブル THD 計測パラメータ 

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 55: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 B 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、Fundamantal 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 

Input または 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、Input または Output の電圧、電流およ

びパワー波形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 56: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 57: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 Input および 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定義周波数(User Defined)を入力する事も可能です。 

⚫ Varying Frequency は Input または 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 Frequncy 法では Zoom+Gate 機能を使用することが出来ます。  

Fixed Frequency 設定は、固定周波数入力、すなわち 50/60Hz の入力や、全捕捉期間に渡り定常状態で動作してい

る可変周波数出力（固定だが必ずしも 50 または 60Hz ではない）のような固定周波数入力でのみ使用してくださ

い。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。 
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Varying Frequncy 設定はサイクル毎の計測を実行するので、処理時間を増大させます。可変周波数出力は、特にスター

トアップの間、または大きく負荷が変化する区間においてサイクル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、可変周波数システム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。三相パワー解析ソフ

トウェアに、そのような制約はありません。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。  

メモ： Input または 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の Sync 信号を使用するかを

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。 

Harmonics Table Display 

どのフェーズ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。Input

または Output フェーズを選択します；Input または 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。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）。表示したいものをリストから選択します。  

図 58:Harmonics Table Display 設定  
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Units/Limits 

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、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 59: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、ユーザ定義 Limit File を Browse して選択してください。 

リミット値は図 60 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 60:カスタム高調波リミット値ファイルの例  
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Spectrum Zoom 

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 61:スペクトル・ズーム・コントロール  

Harmonics Order 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 62 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 62: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 63 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、サイクル毎では

なく－全サイクルに対しての平均になります。 
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図 63: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. Input あるいは Output 設定で Range hamonics フィルタを指定し、ひと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 64 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 64: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 65 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 65: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出来ます。  
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Appendix A: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.４８) 

⚫ 差動プローブの AutoZero(p.４９) 

⚫ 電流プローブのデガウス(p.４９) 

⚫ 非 Teledyne LeCroy 製電流もしくは電圧計測デバイスのデスキュー(p.５０) 

⚫ 計測のための最良の Sync 信号の選択(p.５０) 

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.５１) 

⚫ 垂直グリッドを最大限使い切る(p.５１) 

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.５１) 

⚫ フィルタを適用してノイズを低減(p.５２) 

⚫ Teledyne LeCroy 製プローブのデスキュー(p.５２) 

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お使いのオシロスコープのオペ

レーターズ・マニュアル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 AutoZero 

AutoZero 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 AutoZero を実施してく

ださい。 

AutoZero 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 AutoZero ボタンが配置されています。このボタンを押して AutoZero を実施します。 

図 66:プローブ・ダイアログの AutoZero ボタン  

メモ：差動プローブの AutoZero 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 AutoZero 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 AutoZero が可能です) 

プローブの AutoZero 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 およびインパルス電流を計測するために、ホールセンサとフ

ェライトコア・トランスの技術を組み合わせて使用しています。最も正確な計測を期すには、過大入

力(例えばプローブの定格あるいは感度設定を超えるピーク電流)あるいは強い外部磁場によって引き

起こされた残留磁場をトランス・コアから除去する為、定期的な消磁を行う必要があります。この手

順は“デガウス”と呼ばれます。デガウスの手順は約 5 秒かかり、起動時（プローブのウォームアッ

プ後）、ピーク電流が設定された感度設定時のプローブ定格を超えた時、あるいは一日の始めに（推

奨）には必ず実施する必要があります。このステップは重要な計測、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 AutoZero も実施されるため、もう一度 AutoZero を実施する必要は

ありません。 

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

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

ンプする際、スライダーを動かすのに余分な力が必要な場合は計測精度が低下する可能性がありま

す。 
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非 Teledyne LeCroy 製電流もしくは電圧計測デバイスのデスキュー 

ケーブル、プローブおよび他の計測デバイスは計測ポイントからオシロスコープの入力チャンネルまでの伝搬遅延を持

っています。一般的に TeledyneLeCroy 製電圧および電流プローブは 1～15ns の伝搬遅延を持っています。他の計測デバ

イスはそれ以上(あるいはそれ以下)の伝搬遅延かもしれません。RG58 同軸ケーブルは一般的に 3～5ns/m の伝搬遅延を

持っています。（構成による）２つの信号が 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”はオシロスコープの入力面の様々な伝搬遅延を補正するプロセスです。デスキューを実施するには： 

1. 同じ信号ソースを使用して、電圧と電流を同時に計測します。  

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

図 67:チャンネル設定(Cn)ダイアログのデスキュー入力欄  

Teledyne LeCroy 製 DCS015 または DCS025 デスキュー校正信号源はオシロスコープの AUX IN コネクタに接続する

ことで、電圧と電流プローブの（カレントト・ループのサイズの制約の範囲内で）デスキューに使用できる信号

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

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

搬遅延は把握しておくべきです。Input（電源周波数）もしくは Output 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。 

計測のための最良の Sync 信号の選択 

計測を実施する時間区間を決定する Sync 信号の選択は三相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.１５)のセクションをご覧ください。  

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。 
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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。非常に動的な負荷条件において捕捉された負荷電流信号など、

広いダイナミックレンジを有する信号も不適切な場合があります。従って設定の最初に 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 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接続し画面表示を拡大して見ることもできます。波形の詳

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

直方向に拡大します。 

パッシブ・プローブの補償 

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

にプローブ入力インピーダンスをマッチングさせ、最良の周波数特性およびステップ応答信号忠実度

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。 

メモ：８チャンネル・オシロスコープではアナログ入力の上段（C1 から C4）は下段（C5 から C8）に

対して入力インピーダンスが若干（～1pF 程度の入力容量の差異）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。  
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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、特に入力 AC ライン周波数と出力 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 68: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る事が疑われる場合、まず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、入力、DC Bus あるいは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。Input もしくは 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オ

シロスコープの入力チャンネルまでの伝搬遅延を持っています。一般的に 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入力あるいは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、オシロスコープの信号パス設計段階で考慮されているので入力チャン

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 B:計算方法と数式 

結線構成の計算に対する影響 

電力変換システム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）、三相三線式（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電圧波形において、コモンモード相出力電圧はゼ

ロよりも非常に大きくなっています。計測に Full Spectrum 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（2V2A）結線構成で、もし線間電圧/相電圧変換が適用されていればパワー計算は同じく

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。もし(例えばグランドへのリーク電流によっ

て)システムがバランスしていないならば、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 

線間電圧プロービングの場合（変換無し）の三相三線式（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出来ます；しかしそれら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出来ますが、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、直接関連した相電圧と相電流の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、直接関連した相電圧と相電流のひとつのペアのみが存在します。 

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。  
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高調波フィルタの計算に対する影響 

通常、Input または 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。 

表記規則 

三相パワー解析ソフトウェアで使用されるデータはすべてデジタルサンプリングされます。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 69:波形計算に使用される計測ポイント  

図 69 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。 



取扱説明書 

 
５５ 

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： 

￮ A, B, R,他は A 相、B 相、R 相を表します。 

￮ AB, BC, TR は A-B 相間電圧、B-C 相間電圧および T-R 相間電圧を示します。 

⚫ 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：  

￮ Vrms は RMS 電圧を表します。 

￮ Ipk-pk は peak-peak 電流を表します。 

￮ 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。 

⚫ 数値テーブルに表示される値は、特定ソースの特定の計測値の平均/ピーク、または MP を表

します。数値テーブルの MP 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。 

⚫ 統計値テーブルに表示される値は、選択した（数値テーブルで赤くハイライトされた）MP

の統計平均、最小値、最大値、標準偏差などを表します。数値テーブル値に対応する平均も

しくは最悪ケースの統計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 すなわち相電圧（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(Line-Neutral あるいは Line-Line 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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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 および VTR として示されています。また、相電流値は IA, IB, IC, IR, IS および IT として示されま

す。 
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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 お

よび VST として示されています。相電流値は IA, IB, IR および IS として示されます。 
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単相三線式（2V2A）計算式 

この場合中性点が存在し、電圧および電流は相電圧および相電流でプロービングされます。この選択

は、Input に対してのみ使用出来ます。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) Input または DC Bus 計算式 

単相/ハーフブリッジ(1V1A) Output 計算式 

単相/フルブリッジ(1V1A) Output 計算式 

この場合中性点が存在し、電圧および電流は相電圧および相電流でプロービングされます。この選択

は、Input、DC Bus または 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 

高調波解析オプションは、AC Line Input または 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。線間電圧プロービングの場合、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 LL to LN 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 = 高調波次数のインデックス 

⚫ H = 高調波の次数 

⚫ S = 捕捉中のサンプル点数 

VARIABLE FREQUENCY MODE 

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 において Line-Neutral で計測) 

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-Line あるいは Line-Neutral 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。 

これは高調波テーブルに表示された RMS 電圧が、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 MODE 

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) 

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。  
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Harmonics Order 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 P 

h(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 

高調波テーブルの計算が以下の表にまとめられています。これらの計算は、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 Line-Line 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 
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FIXED FREQUENCY MODE 計算式 
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THD 計測計算（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）計算式 
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三相三線式（3V3A）計算式 
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三相三線式（2V2A）計算式 
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単相三線式（2V2A）計算式 

 

 

  



取扱説明書 

 
８１ 

単相二線式計算式 

単相二線式(1V1A) Input または DC Bus 計算式 

単相/ハーフブリッジ(1V1A) Output 計算式 

単相/フルブリッジ(1V1A) Output 計算式 
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