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波形測定器は時間軸上で物理現象の変化を観測する，もっとも基本的な測定器である。その方式はアナログか

らディジタルへと進化し，単に波形を観測するだけでなく，波形データ解析や演算機能が充実し，さらにアプリ

ケーションに特化した機能を搭載するようになった。横河メータ＆インスルツメンツはメカトロニクス，および

省エネルギー機器開発に役立つ波形測定器として，DL シリーズを提供している。本稿では波形測定ソリューシ

ョンの現状と今後の展望について紹介する。 

Waveform measuring instruments are one of the most basic measuring devices for observing 
physical phenomena over time. By changing the system from analog to digital, these instruments 
have evolved from a simple unit for observing waveforms to products featuring improved 
functions of wave data analysis and calculation, and other functions specific to applications. The 
DL series waveform measuring instruments of Yokogawa Meters & Instruments are ideal for 
the development of mechatronics and energy-saving products. This paper describes the current 
situation of waveform measurement solutions and introduces their prospects. 

1. はじめに

波形測定器は，「現象を見たい」という基本的な要求を
直感的に実現した測定器である。一般に，測定現象の速
度によって，「レコーダ」「ロガー」「オシロスコープ」な
どと称される。また，技術の進歩と共にアナログ方式か
らディジタル方式へと変革し，現在では大容量メモリに
よる長時間測定や，解析，高度な演算処理が可能となっ
ている。

波形測定器に対する要求は様々である。測定対象とし
ては電圧だけでなく，電流，温度，歪み，加速度などの
アナログ信号やロジック回路のディジタル信号，シリア
ル通信の信号なども測定可能である。また信号の捕捉だ
けでなく解析機能も高度化し，周波数や実効値などのパ
ラメータ演算や信号間の演算，FFT による周波数解析も
搭載している。そして，シリアル信号のプロトコル解析
や規格に対する適合，省エネ機器開発における高速な電
力解析など，アプリケーションに特化した機能を搭載す
るようになってきた。

本稿では時代の要求に合わせて進化したミックスド・
シグナル・オシロスコープ DLM2000（図 1(a)）とスコ
ープコーダ DL850（図 1(b)）を例に，波形測定ソリュー

ションの現状と今後の展望について紹介する。

図 1 波形測定器

2. 各測定分野でのソリューション

2.1 規格信号のデバッグと評価
現在，機器間の有線通信は USB や Ethernet に代表さ

れるようなシリアル通信が主流となっている。機器の内
部通信でも配線コストの低減のために，通信速度やコス
トによって RS-232, I2C, SPI など様々な通信規格が存在す
る。

通信が不安定な場合には波形品位や動作マージンを確
認する必要がある。パラレルバスの場合は観測したいポ
イントをクロックと各データの関係で特定することが可
能であるが，シリアルバスの場合はプロトコルを認識し
て目的のポイントやエラーの箇所を特定しなければなら
ない。波形観測ではトリガをかけることによって特定の

（a）DLM2000 （b）DL850
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箇所を抽出して観測，解析することが重要であるが，オ
シロスコープ DLM2000 では各種シリアルバスに合わせ
た「オートトリガ」機能により，簡単にトリガをかける
ことができる。

車載バスでは CAN バス（最大 1 Mbps）が主流となっ
ている。より高速な FlexRay（最大 10 Mbps）が規格化
されているが，CAN バスでは豊富なソフトウェア資産が
活用できるため，しばらくは主流であろう。一方でより
低速であるが安価な LIN バス（最大 20 kbps）も，ドア
制御などでの利用が継続する。

CAN バスや LIN バスの場合は，車速や圧力などの各
種センサ信号やバルブ制御などのアクチュエータ信号が
バス上に存在する。したがって，各所のアナログ信号と
CAN バス経由で ECU（車載コンピュータ）が受信，送信
する信号との整合性やタイミング関係の検証が必要にな
る。スコープコーダ・ビークルエディション DL850V は
CAN バスと LIN バスのプロトコルを認識し，データを波
形トレンドとして表示することができる。

今後も様々なアプリケーションでシリアルバスが利用
されていくと考えられる。波形測定器は常にその可視化
の役割を担うために，ユーザ要求に応え進化していく。

2.2 省エネ機器開発における波形評価
波形測定器はそのディジタル化により演算機能を搭載

することが可能となった。たとえば特定のチャネルの信
号成分をキャンセルして波形表示をする目的であれば，
単純な波形同士の加減算により実現が可能である。しか
し，インバータやパワーコンディショナに代表されるよ
うな省エネ機器の開発では，電力量によって効率の評価
を行うため，高度な演算が必要となってきた。

インバータでは効率の改善が最重要テーマである。評
価の基本となる有効電力は，電流と電圧を乗算し波形の
周期で平均して求める必要がある。そのためにはチャネ
ル間の演算だけでなく，波形の１周期を抽出する機能も
必要となる。スコープコーダ DL850 ではこの演算をハー
ドウェアにより実現し，１周期ごとに高速に演算結果を
波形として表示することができる。電力計に比較すると
精度は低いが，モータの起動時など，急激な電力の変化
や制御系のディジタル信号も含めた異常現象の観測が可
能となった。

パワーコンディショナは，太陽光発電や燃料電池発電
などの不安定な直流電圧を交流電圧に変換し，電力会社
の提供する電力系統との系統連系を制御する。電力系統
へ供給する（逆潮流）には，電圧や周波数の変動が起こ
らないように電源品質を確保しなければならないため，
切り替え時の挙動を波形で確認する必要がある。広範囲
なスマートグリッドの場合は，その連系や因果関係を確

認するために時刻同期での波形観測が必要となるが，こ
れまでの単体測定器では難しかった。スコープコーダ
DL850 では IRIG (Inter Range Instrumentation Group) 規
格信号による時刻同期が可能であるため，離れた場所の
系統の切り替え時の因果関係を 1 ms 程度の精度で確認す
ることができる。

このように波形測定器は「波形表示」の目的のために，
アプリケーションに合わせて必要な機能を取り込んで進
化している。

2.3 波形測定におけるプロービング
波形測定において測定器そのものと同様に重要なのが，

プロービングである。測定器を測定対象物に影響を与え
ずに，かつ信号をそのまま取り出せるように接続するこ
と（プロービング）が理想的である。しかし，現実には
信号線上の負荷になって信号に影響を与え，その結果と
して波形が変化したり，プローブ自体の周波数特性やノ
イズの影響で正しく測定できない場合がある。測定環境
に応じて最適なプロービングを行うことが重要である。

前出のシリアルバスの物理層（信号の電気的規格）は
差動信号であることも多く，この場合は差動プローブを
使用することが有効である。インバータ出力のようなフ
ローティング電圧で比較的低速であれば，絶縁プローブ
が適している。当社は電圧範囲や周波数帯域により幅広
いラインナップを揃えており，広帯域の差動プローブか
ら，省エネ機器開発に必要な電流測定用のプローブ，絶
縁プローブを提供している。
「正しく波形を観測する」という波形測定器の役割にプ

ロービングが担う役割は大きく，測定対象に応じて最適
なプローブを選択することが重要である。今後も測定器
本体とともに進化が要求される。

3. おわりに

波形測定器はその性能の向上と共に，各アプリケーシ
ョンに特化した機能が追加され，幅広い用途へ広がりを見
せている。世界的なエネルギー問題，および地球温暖化
への懸念から，新興国も含めて省エネルギー開発分野へ
の投資が継続しており，波形測定器へのニーズにおいても，
この分野へ対応したソリューションが望まれている。

省エネ関連機器開発では，広いダイナミックレンジや
ノイズ環境の悪い状況での波形測定が必要である。その
ためには 8 bit 分解能から 12 bit, 16 bit への高分解能化
が有効である。またコモンモードノイズの影響をなくす
ために，絶縁入力も有効となる。そしてこれらの性能を
備えた上で高速化することが重要である。

当社は今後も時代のニーズに応えた波形測定ソリュー
ションを提供してゆく。


