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近年，省エネルギー化を実現するために，インバータをはじめとする省エネルギー機器の開発が盛んに行われ

ている。これら機器の開発現場では，開発効率向上のため，開発中の機器の効果についてその場ですぐに確認を

行いたい。このような状況から，測定器に対しては，単純にデータを記録するだけではなく，測定したデータか

ら電力値や効率をその場で演算できる機能が求められている。弊社では，多チャネル波形測定器として DL850

を開発し提供しているが，このような要求に基づいて，DL850 に測定データをリアルタイムに演算処理し，電力

値や効率等をリアルタイムに測定できる機能を開発した。本稿では，その概要とアプリケーション事例を紹介す

る。

In recent years, energy-saving instruments including inverters have been actively developed. 
Researchers in R&D sections want to evaluate their prototypes in real time to enhance the 
development efficiency. Therefore, measuring instruments are required to have functions for not 
only simply recording data but also immediately calculating power values and efficiency based 
on the data. To meet this demand, Yokogawa has developed a unique real-time math function for 
the DL850 ScopeCorder, our multi-channel waveform recording instrument. This paper gives an 
overview of the function and its application examples.

1. はじめに

近年，省エネルギーに関心が高まる中，電気製品や産
業機器には，更なるエネルギー効率の改善が求められて
いる。例えば，インバータでは，効率改善のため電力デ
バイスの高速化，高電圧化が進められている。また，自
動車の電子化が代表するように，複数の CPU を使用して
より緻密な制御，高機能化が推し進められている。これ
ら省エネ機器開発では，その機器の動作確認，効果確認
のために種々の測定器が使用されている。これら測定器
では，対象である機器の電圧値，電流値などを記録する。
しかしながら，省エネルギー機器の効果は，電力値や電

力効率のような評価値で行うため，これらの値は測定器
で記録したデータをさらに演算加工して求める必要があ
る。また，機器の効率を計測するためには，モータの回
転速度，モータのトルクといった物理量を測り，仕事量
を知る必要がある。このため，測定には物理量にあった
センサを使用して物理量を電気信号に変換して測定を行
う。センサ出力は，物理量と出力が線形とは限らず，測
定器の前段でリニアライザ等を使用して線形化してから
測定を行う。さらに，このようにして測定された物理量
は瞬時値であるため，仕事量を求めるためには時間積算
等の演算が必要である。このように，省エネルギー機器
の効果を評価するためには，単純に測定だけでは完結せ
ず，収集したデータを演算処理する必要がある。一般に
このような測定においては，測定器で収集されたデータ
は，一旦 PC に転送され PC 上で演算を行いセンサのリニ
アライズ，電力・効率等の演算処理を行って，対象機器
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の評価を行っていた。しかしながら，このような測定方
法では，一連の処理がバッチ処理となり，実験効率・開
発効率向上のネックとなっていた。このため，データ処
理までを測定器側で瞬時に行い，測定現場で開発機器の
効果を即時確認したいという要求が高まっている。

弊社では，多点高速波形測定器として，DL850（図 1）
を製品化しているが，今回，このような要求に基づいて，
測定したデータをリアルタイムに本体内で演算処理し，
演算結果を同時に記録する機能を開発した。本稿では，
その処理の仕組みとアプリケーション事例について報告
する。

図 1 DL850 外観

2. 概要構成

DL850 は，８スロットのモジュール入力を持つ波形記
録測定器である。測定対象に応じて 17 種類のモジュー
ルを自由に選択，組み替えて，各種センサを直接接続し
て物理量を測定することができる。

基本性能は，最高サンプリングレート 100 MS/s（M
サンプル / 秒），最大メモリ長は 2 Gpts（G ポイント）で
ある。高速100 MS/s 12 bit絶縁モジュールを使用すれば，
帯域 20 MHz という広帯域と，絶縁耐圧 1000 V という
高絶縁耐圧で，インバータの出力電圧を安全にかつ精度
良く測定できる。また，16 ch 電圧入力モジュールを使
用すれば，最大 128 ch 電圧測定が可能であり，多チャ
ネル・高速サンプリング・長時間測定を１台で実現する
ことができる。

図 2 に DL850 のブロック図を示す。各入力モジュー
ルの A/D コンバータでデジタル化されたデータは，弊社
独自のデータ処理回路である GIGAzoom Engine® 2 を用
いてアクイジションメモリに取り込まれる。GIGAzoom 
Engine 2 では，データ取り込みと同時にトリガ判定を行
い，トリガ前後の必要な部分のみをアクイジションメモ
リに格納する。また，波形表示用の専用エンジンを持ち，
アクイジションメモリ上のデータを高速に波形描画する
ことができる。この機能により，2 Gpts という大きなメ
モリ長のデータでも瞬時に全データ領域を波形表示でき
る特徴を持つ。

図 2 DL850 ブロック図

今回開発した，リアルタイム演算機能は，入力モジュ
ールと GIGAzoom Engine 2 との間に配置されている。入
力モジュールからのデータは，そのままの形でアクイジ
ションメモリに格納するか，リアルタイム演算器を通し
て演算処理を行ってからアクイジションメモリへ格納す
るか，チャネル毎に選択が可能である。すべてのデータ
パスをリアルタイム演算に割り当てた場合，同時に最大
16 ch のリアルタイム演算が可能である。

本方式によるリアルタイム演算の特徴は，以下の通り
である。

① アクイジションメモリにデータを取り込む前に，演
算処理を行うので，アクイジションメモリ長に関係
なく，処理時間に制約がない。常時連続的に演算処
理が可能。

② トリガ検出回路の前で，演算処理を行うため，演算
結果でトリガがかけられる。このため，演算結果で
データ取り込みが可能なため，必要なデータをより
効率よくアクイジションメモリに取り込みが可能。

③ データ切り替えにより演算前結果と演算後結果を同
時取得可能である。入力モジュールが挿入されてい
ないチャネルにも，演算処理したデータを割り付け
て記録することが可能。

3. 演算器構造

リアルタイム演算部は，高速処理を実現するため専用
のハードウェア演算回路を用いて構成した。リアルタイ
ム演算機能部のブロック図を図 3 に示す。

図 3 リアルタイム演算部構造
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リアルタイム演算機能部は，大別してデジタルフィル
タ部と演算部に分かれる。デジタルフィルタ部と演算部
は，独立して動作することが可能で，それぞれ 16 ch 分
の処理を並行して行うことができる。

デ ジ タ ル フ ィ ル タ 部 で は，FIR (Finite Impulse 
Response) 型または，IIR (Infinite Impulse Response) 型
のローパス，ハイパス，バンドパスフィルタや，ガウス
フィルタ，移動平均からフィルタ機能を選択できる。デ
ジタルフィルタの処理時間は，最大 1 MS/s，16 ch 同時
を実現しており，従来機種 (DL750)(1) の 10 倍以上の高
速処理を実現している。

演算部は，チャネル毎に処理内容が設定可能で，あら
かじめ用意した 28 種類の演算関数から１つを選択して
演算処理を行う。演算関数には，単純な四則演算や平方根，
対数などの初等関数だけでなく，電力演算や電気角演算
などのアプリケーションに応じた関数があらかじめ用意
されており，複雑な設定をしなくても必要な演算関数を
選択するだけで，簡単に所望の演算結果を得ることがで
きるようにした。演算関数の一覧を表１に示す。リアル

タイム演算結果は，再度内部で演算のソースとして使用
できる構造になっており，複数の演算関数を組み合わせ
て，複雑な演算も可能である。

ハードウェアによる演算を行っているため，最大演算
速度 10 MS/s，16 ch 同時演算という高速な演算を実現
しており，従来機種 (DL750) の約 100 倍の高速演算が
可能である。

4. アプリケーション例

リアルタイム演算関数にはアプリケーションに応じた
特徴的な関数を用意した。これらの関数を使ったアプリ
ケーション測定例について以下に説明する。

4.1 　過渡電力測定
電力演算関数（Power 関数）を用いると，１周期毎の

過渡電力を測定できる。
電力演算関数は，

で定義され，電圧値と電流値の積である瞬時電力値
を，１周期加算積分し，１周期あたりの電力値を演算す
る。演算は，１周期毎に繰り返し行われ，１周期毎に電
力値演算結果が更新される。例えば，図 4 のような電圧，
電流波形の場合について説明する。電圧信号のゼロクロ
ス点からゼロクロス点までの期間 T1 では，サンプリン
グ間隔Δ t ごとに電圧，電流の積を積算する。ゼロクロ
ス点からゼロクロス点までの時間 T1 は自動で測定され，
期間 T １の終了時に，積算結果は，T1 除算され，電力値
として更新される。期間 T2 でも同様の処理を行い，T2
期間の終了のゼロクロス点で，T2 期間の電力値が更新さ
れる。

図 4 電力演算

電力演算では，１波形周期ごとに電力演算を行うため，
波形周期が変化するような現象でも忠実に電力値変化を
記録することができる。例えば，モータ起動時のような，
過渡的に波形周期が変化するような波形でも，波形周期
に追従して，１波形ごとの電力値をリアルタイムに記録
することができる。また，演算は 10 MS/s と高速なので，

表 1 演算関数一覧
演算関数 演算内容
チャネル間四則 S1 ◎ S2  　（◎：+,-,*,/ を選択）　
係数付きチャネル間四則 a(S1) ◎ b(S2) + c   （◎：+,-,*,/ を選択）
積分 サンプリング毎にデータ加算し、積分
微分 ５次ラグランジェ微分公式により微分

角度 ･ 変位 エンコーダ A 相 B 相 Z 相信号を角度・変位
に変換

ＤＡ変換 ロジックデータをアナログ量に変換
４次多項式（Poly） a・S14+b・S13+c・S12+d・S1+e

実効値（Rms） √ ( Σ S12/ｎ ) ｎはエッジからエッジまで
のデータ個数

有効電力（Power） 1/T ∫ (S1*S2)dt　T はエッジからエッジま
での時間

無効電力（Reactive Power）√ (皮相電力2 - 有効電力2) より無効電力を
計算

電力積算（Power Integ） ∫ (S1*S2) dt
対数 1（Log1） a * log(S1/S2)
対数２（Log2） a * log(S1)
平方根１（Sqrt1） √ (S12 ± S22)
平方根２（Sqrt2） √ (S1)

Cos A*cos( 角度 ) 角度：エンコーダ信号を角度
に変換

Sin A*sin( 角度 ) 角度：エンコーダ信号を角度
に変換

Atan atan(S1/S2)

Knock Filter 設定値以下の信号を強制的の０とするエリ
ミネーションフィルタ

電気角 チャネル間の位相差をＤＦＴ演算により計算
多項加減算 a（± S1 ± S2 ± S3 ± S4）
イベント計数 エッジ回数をカウント
周期 エッジ検出からエッジ検出までの信号周期
周波数 エッジ検出からエッジ検出までの信号周波数
レゾルバ レゾルバセンサからの信号を角度に変換

IIR フィルタ IIR (Infinite Impulse Response)形式のフィルタ 
ローパス、ハイパス、バンドパス選択可能

Pwm 時間周期単位で積分を行い、PWM 波形を
正弦波に変換

CAN ID CAN バスの信号を解析し、特定をＩＤを検出
※ S1, S2, S3, S4：測定チャネルのデータ、または演算結果を選択
※ a, b, c, d, e：任意の定数

( )
１周期時間

タ電圧データ・電流デー電力演算

:

1

T

dt
T ∫=

T1

電圧

電流

Δｔ
T2

T1期間の電力値 T2期間の電力値
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インバータのような PWM (Pulse Width Modulation) 波
形であっても，データの取りこぼしがなく正確にデータ
を捉え演算することができる。

図 5 は，モータ起動時の電力測定例であるが，モータ
起動時の電力変化が測定できている。

図 5 モータ起動電力測定例

4.2 　モータ電気角測定
モータの省エネ運転のために，インバータが広く普及

し，ベクトル制御が普及しつつある。モータのトルク特
性は，モータ機械角（モータ軸の絶対角度）と励磁電流
との位相差，すなわち電気角に依存しており，モータ特
性を把握する方法として，電気角を測定することが重要
である（図 6 参照）。そこで，モータ軸のロータリーエン
コーダの信号から機械角を測定し，励磁電流との位相差
を求める電気角関数（Electric Angle 関数）を用意した。

図 6 電気角測定

電気角関数は，離散フーリエ変換を用いて演算を行う。
励磁電流波形の離散フーリエ変換は，基本周波数だけで
考えた場合，以下のようになる。

基本周波数は，モータの回転角（機械角）１回転周期
であるから，サンプリング周期ごとにモータの回転角を
測定し，その角度から cos，sin 値を演算し，そのときの
電流値と cos，sin 値の積を，モータ回転角１周期で加算
すれば，この式の実数部，虚数部を求めることができる。
基本周波数をモータ回転角としたから，この基本周波数
と励磁電流の位相差φは，この離散フーリエ変換式の偏
角に他ならず，

で求めることができる。
本演算では，離散フーリエ変換の原理を用いて，基本

周波数にのみ着目して演算しているので，電流波形が歪
んでいても，基本周波数成分の電気角を１周期ごとにリ
アルタイムに演算記録することが可能である。図 7 は，
電流波形が歪んでいる場合の電気角の測定の例である。

図 7 電気角測定例

4.3 　回転体測定における極座標表示
リアルタイム演算機能を使用すれば，回転系の計測結

果をリアルタイムに極座標表示することができる。例え
ば，図 8 のような回転体の振れを計測するような場合，
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図 8 回転振れの測定

変位センサからの回転振れ出力をａ，回転体の角度をθ
とすると，その極座標表示は，

となる。
ロータリーエンコーダ出力から角度演算（angle 関数）

で角度値を求め，この値から sin，cos を演算，さらに x-y
表示機能を用いて，それぞれの値を x-y 表示すれば回転体
の挙動をリアルタイムに極座標表示することができる。

図 9 に回転振れの測定例を示す。極座標表示を用いる
と，回転体の挙動を，回転角度に応じて表示することが
可能となり，回転体の挙動把握が容易となる。

図 9 回転振れ測定例

4.4 　レゾルバ角度センサ測定
　近年，ハイブリッド自動車等のモータ角度検出には，
耐環境性の観点からレゾルバが多く使用される。レゾル
バセンサは，回転子に設置された励磁コイルに印加され
た正弦波励磁電圧を，２個の直交した検出コイルで検出
するもので，回転子の角度θに依存した sin θ，cos θの
２つの信号が出力される（図 10 参照）。sin θ，cos θ信
号には，励磁電圧が重畳しているので，キャリア成分を
取り除いた後，角度算出を行う必要がある。レゾルバ関

数（resolver 関数）を用いると，レゾルバ励磁電圧に同
期して，sin θ，cos θ信号を自動で同期検波サンプリン
グし，角度値演算を行う。

図 10 レゾルバ構造

また，トラッキングループフィルタ機能を内蔵してお
り，sin θ，cos θの信号のサンプリングが離散的になっ
ても，その間を補間できる（図 11参照）。

図 11 レゾルバ関数ブロック図

図 12 にこの演算関数を用いたレゾルバの測定例を示
す。図 12 に示すように，角度変換されたデータは，同
期検波の影響を受けず不連続点のない精度の高い測定結
果が得られている。

図 12 レゾルバ測定例
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5. おわりに

以上，DL850 リアルタイム演算機能の主な特徴，構成
の概要，アプリケーション例について紹介した。DL850
のリアルタイム演算機能によるデータ処理能力を生かせ
ば，測定現場で迅速にデータ解析結果までを得ることが
きる。このことが，省エネルギー機器の開発，自動車を
はじめとするメカトロニクス・パワーエレクトロニクス

分野での実験・評価効率の向上をもたらし，この分野で
の技術発展に貢献できることを期待している。
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