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High-speed, Real-time Power Measurement Technologies of WT1800 Precision Power Analyzer
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インバータ機器の高速化に対応すべく，従来機種に対しサンプリング速度を 10 倍，周波数帯域を５倍に向上

させたプレシジョンパワーアナライザ WT1800 を開発した。本器の主な仕様は，基本確度が 0.15%, 電圧・電流

の周波数帯域が DC および 0.1 Hz ～ 5 MHz (-3 dB, Typical) である。入力エレメントを最大で６エレメントまで

装備でき，三相インバータ機器の効率測定を１台で行える。また，新たに過渡的な電力を測定可能とする高速デ

ータ収集モードも搭載した。本稿では，これら機能向上を実現したリアルタイム電力測定の高速化技術について

述べる。

To keep pace with the increasing speed of switching devices in inverters, Yokogawa has 
developed the WT1800 precision power analyzer with 10 times faster sampling speed and 5 times 
wider frequency bandwidth compared with previous models. Its basic accuracy is 0.15% and the 
frequency bandwidth of voltage and current is 0.1 Hz to 5 MHz (-3 dB, Typical) including the 
DC component. With up to six inputs, a single WT1800 unit can measure the efficiency of three-
phase inverters. In addition, the high-speed data capturing mode allows the WT1800 to measure 
transient power. This paper describes the high-speed, real-time power measurement technologies 
underlying these functions.

1. はじめに

地球温暖化問題および化石燃料の枯渇の問題から，太
陽光発電，電気自動車／ハイブリッド自動車が注目され
ている。太陽光発電では太陽電池からの直流電圧を交流
電圧に変換し，電力系統に供給する。電気自動車／ハイ
ブリット自動車ではバッテリーからの直流電圧を交流電
圧に変換しモータを駆動する。この直流電圧から交流電
圧に変換するインバータの消費電力測定は，電力計の主
な測定用途となっている。インバータの効率を向上させ
るためインバータ内部で使用されるスイッチングデバイ
スの高速化が図られており，電力計には周波数帯域の広
帯域化が求められている。また，電気自動車／ハイブリ
ット自動車では，従来の周波数および振幅の変化の少な
い定常状態の電力測定から，モータの加減速中の過渡状
態の電力測定も必要になってきている。

今回開発した WT1800 ( 図 1) ではこれらの要求に応
え，周波数帯域の広帯域化を行い，それに伴ってサンプ
リング速度の高速化も行った。また，過渡状態の電力測

定を可能とする高速データ収集モードも搭載した。ここ
では，これらサンプリング速度の高速化と高速データ収
集モードを実現した高速リアルタイム電力測定技術につ
いて説明する。

図 1 WT1800 の外観

2. サンプリング速度の高速化

周波数帯域の広帯域化に伴い，サンプリング速度を従
来機種の 10 倍の 2 MS/s ( メガサンプル / 秒 ) に高速化
した。電力計では電力演算をリアルタイムに行うため，
サンプリング速度を高速化するには電力演算の高速化が
必要である。
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新方式のデータ処理ブロック図を図 2 に示す。構成要
素は，電圧用 A/D 変換器と電流用 A/D 変換器から成る
入力エレメント１～６，FPGA (Field Programmable Gate 
Array) 部，CPU (Central Processing Unit) 部である。

入力エレメントに入力された電圧 u および電流 i は，
それぞれ演算増幅器により正規化され，A/D 変換器に入
力される。A/D 変換器でサンプリングされたアナログ信
号はディジタル値に変換され，FPGA 部に入力される。
FPGA 部では，電圧・電流の平均値（DC），実効値換算平
均値（MEAN），真の実効値（RMS），有効電力（P）など
の測定値が演算される。

従 来， こ の 測 定 値 を 演 算 す る 部 分 は， 汎 用 の DSP 
(Digital Signal Processor) を用いてファームウエアで行っ
ていたが電力演算に最適化されたものではないため，高
速化に限界があった。今回，これを FPGA に置き換える
ことにより，電力演算に最適な回路構成にすることによ
り処理速度の高速化を図った。FPGA は，ハードウエア
で構成されているため，各処理に専用の演算器を用いる
ことにより並列処理ができ，さらにパイプライン処理が
可能な演算器を使用した。

図 3 のように，例えば２乗器の演算に FPGA のマスタ
ークロック（clk）で 5 clk 分の時間がかかるとする。非
パイプライン処理の演算器では，データ１を入力してか
ら結果が出力されるまで 5 clk 分の時間がかかる。そし

て，次のデータ２が入力できるのは 5 clk 目からとなり，
その結果が出力されるのは 10 clk 目となる。パイプライ
ン処理が可能な演算器では，データ１を入力したら，次
の clk のタイミングでデータ２を入力することができ，
6 clk 目にデータ２の結果が出力されるというものである。

図 3 パイプライン処理
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図 2 新方式のデータ処理ブロック図
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このように，パイプライン処理が可能な演算器では，1 
clk 毎に次々とデータを，流れ作業的に処理できる。

これらにより，１回のサンプリングで u1, u2, u3, u4, 
u5, u6, i1, i2, i3, i4, i5, i6 の 12 個のデータが FPGA に入
力されると，セレクタで 1 clk 毎に u1, u2, u3, … , i6 と
順番にデータを切り替えて演算器に入力することができ
る。サンプリング毎には，それまでのデータの総和を加
算器で加算処理するところまで行う。１サンプリングの
データが 12 個なので 12 clk 目以降であれば，次のサン
プリングデータを入力することが可能である。

そして，測定値の更新周期のタイミングにて，平均
化処理器で加算器での総和をサンプリング数で割って平
均値を求め，それを CPU に転送する。このようにして，
６エレメント分の演算を１個の FPGA で処理しながら
も，リアルタイム性を保持したまま，サンプリング速度
2 MS/s を実現した。

3. 高速データ収集モード

WT1800 では，新たに，5 ms 毎の三相電力を測定す
る高速データ収集モードを搭載した。本項では，その処
理方法について説明する。

3.1 従来の三相電力測定原理
まず，従来の三相電力測定原理を説明する。
三相４線結線時の三相電力（ΣP）は，（1）式に示すよ

うに，各相の電力（P1, P2, P3）を加算することにより求
めている。

このとき，各相の電力（P）は（2）式および図 4 に示
すように，交流信号ではその周期の整数倍の区間で平均
化する必要がある。信号の周期はゼロクロス信号で検出
し，平均化区間を決定している。

T は入力信号の周期の整数倍の区間

そのため，原理上 50 Hz の信号では 20 ms より短い
時間で測定値を出力することはできなかった。また，測
定値の更新周期は，商用周波数 50 Hz が２周期以上入る
50 ms が最速となっている。

図 4 従来の電力測定原理

3.2 高速データ収集モードの測定原理
図 5 に示すような三相４線結線で，各相の瞬時電力波

形は，図 6 のようになる。
このとき，三相の瞬時電力の和は，三相電力（ΣP）と

なる。この瞬時電力の和を短い区間で平均化して出力す
るのが高速データ収集モードの測定原理である。内部同
期では 5 ms 毎，外部同期では最速 1 ms 毎に電力値を出
力することが可能である。

図 5 三相４線結線での電力

図 6 高速データ収集モードの測定原理
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3.3 高速データ収集モードの処理方法
図 7 に，高速データ収集モードの処理方法を示し

た。入力エレメントからの瞬時電圧値 u, 瞬時電流値 i は
FPGA 内で乗算し瞬時電力値を求め，これらを三相分加
算する（Σp）。これを HS フィルタと呼ぶディジタルロー
パスフィルタを通した後，5 ms 毎に平均化処理を行い，
内部メモリに保存する。測定結果は 1 s 毎に 200 個のデ
ータを外付け USB メモリにファイルとして保存，または
通信で出力する。なお，HS フィルタは測定値の不要なふ
らつきを抑えるために使用し，カットオフ周波数は 1 Hz
～ 1 kHz で可変である。また，オフにすることも可能で
ある。

図 7 高速データ収集モードの処理方法

3.4 高速データ収集モードの測定例
図 8 に，三相４線結線で，電圧・電流の周波数，振幅

が変化している場合の電力測定値例を示した。電圧波形
と電流波形が 0 ms から 100 ms 間で変化していくものに
対し，測定値の追随性を表したものである。

従来方式の三相電力測定値では 50 ms 毎の変化となっ
ているが，高速データ収集モードでの三相電力測定値が，
0 ms から 100 ms 間の変化している途中で細かく捉えら
れているのが分かる。

ここでは，三相の電力値に限って説明してきたが，三
相電圧，三相電流の実効値についても同様な処理で測定
が可能である。また，三相４線結線だけではなく，三相
３線結線を３電圧３電流計法で測定する場合にも適用で
きる。また，理想的な正弦波だけではなく，インバータ
出力の PWM (Pulse Width Modulation) 波形でも，スイ
ッチング周波数成分によるふらつきを 5 ms 間の平均化
と HS フィルタによりカットでき，正弦波と同様に測定
することが可能である。

図 8 高速データ収集モードの測定例

4. おわりに

FPGA による電力演算を行うことにより，リアルタイ
ム性を保持したまま，サンプリング速度を 10 倍に高速
化させることができた。また，従来の測定方法では不可
能であった 5 ms 毎の電力値が得られる高速データ収集
モードも実現した。この高速データ収集モードにより，
電気自動車／ハイブリット自動車のモータの加減速中の
電力測定が可能になると考える。

これら機能を搭載した WT1800 が，インバータ機器お
よび電気自動車／ハイブリット自動車開発に貢献するこ
とを期待する。
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