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モーター・インバータを評価する場合，電力計や波形測定器など複数の専用測定器のデータを収集し，各デー

タの関連性を観測する必要がある。複数の測定器から同時にデータを収集し，それらのデータを同一時間軸上で

表示可能な統合計測ソフトウェア IS8000 を開発した。加えて，時刻同期規格である IEEE1588 の PTP（Precision 

Time Protocol）に対応し，かつサンプリングクロック同期を実現した専用測定器 WT5000，DL950，DLM5000

を開発した。

IS8000，WT5000，DL950，DLM5000 を使用することで，測定データの高精度同期とデータ取得から解析，

レポート作成という作業のシームレス化を実現し，モーター・インバータ評価に必要なシステムの構築・解析を

高効率に行うことが可能となった。

In order to evaluate motors and inverters, it is necessary to collect data from multiple 
measuring instruments such as power meters, oscilloscopes, and data acquisition recorders and 
examine the relationships among the data. Yokogawa’s IS8000 integrated software platform 
collects various types of such data and displays them on the same time axis. Yokogawa has also 
developed dedicated measuring instruments, the WT5000, DL950, and DLM5000, which support 
the precision time protocol (PTP), a time synchronization standard specified in IEEE1588, and 
achieve sampling clock synchronization.

Running the IS8000 with the WT5000, DL950, and DLM5000 enables seamless operation 
from acquisition and highly precise synchronization of measurement data to analysis and 
report generation, delivering a system configuration and data analysis required for efficiently 
evaluating motors and inverters.

1. はじめに

脱炭素社会の実現に向け，電気自動車（EV），風力や
太陽光などの再生可能エネルギー，次世代電力網などが
注目されている。中でも特に，EV の普及に伴い，モーター
の消費電力削減がますます重要な課題となっている。EV
のモーターは動作状態が刻々と変化するため，定常状態
の電力消費だけでなく，起動時の過渡状態における瞬間
的な消費電力についても，今まで以上に正確に測定を行
う必要性が高まっている。

図 1 に示すモーター・インバータ制御システムにおい
ては，電流電圧スイッチング波形と電力，温度，ひずみ，

トルク，車載シリアルバスなど複数のパラメータを同時
に解析しなければならない。そのため，各種測定器を接
続して同時にデータを取得し，解析を行う統合計測が必
要となる。

図 1 モーター・インバータ制御システムの統合計測

図 2 に， モ ー タ ー・ イ ン バ ー タ 制 御 の 計 測 例 を 示
す。電力計 WT5000，モジュール装着型の波形測定器
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DL950，オシロスコープ DLM5000 が接続されている。
このシステムにおいて，WT5000 はバッテリからイン
バータへ入力される電力値，インバータからモーターに
出力される電力値およびトルク / 回転センサーの出力値
を測定している。WT5000 の確度保証された電力値とト
ルク / 回転センサーの出力値から，モーターおよびイン
バータの効率を高精度で評価できる。

図 2 モーター・インバータ解析

一方 DL950 では，インバータからモーターに出力され
る電圧，電流，およびモーターのトルク，回転角度など
を測定している。DL950 の高速サンプリング波形データ
からインバータの出力電圧電流とトルク，回転角度の関
係を詳細に把握することができる。

DLM5000 では，インバータの電圧スイッチング波形
の急峻な立上り / 立下りを測定している。

一つのプラットフォーム上に複数のモジュールを搭載
し，電力，電圧，電流，トルク，回転角度を同時に測定
できる統合計測環境は既に存在している。しかし上記で
述べたように，確度保証のとれた電力値の取得や，高速
サンプリングの波形測定といった機能は，専用測定器で
ある WT5000 や DL950 の方が良い。そのため，高精度
の専用測定器のデータを，一つのソフトウェアで統合し
て解析することが，モーター・インバータ評価において
最も効果的であるといえる。

本稿では，２章にて統合計測の課題を提起し，３章に
て高精度同期のためのハードウェアの仕組み，４章にて
統合計測ソフトウェアによるデータの取得，５章にて取
得したデータの同時表示の方法について述べる。

2. 統合計測の課題

専用測定器を用いた統合計測の実現には，以下の課題
がある。
(1) 測定器間の時刻同期精度が低い

EV 開発におけるモーター評価では，電費測定のよう
に，電圧波形や電力が刻々と変化する過渡的な測定が
必要となる。図 3 に，電圧波形や電力の統合計測の例
を示す。時刻同期精度が低い場合，同じ時刻のデータ

であっても実際の測定区間は異なる。この場合，PC
上で各データを統合した際に，波形と電力値の関連付
けがずれて正確な解析ができなくなる。
従 来 の 時 刻 同 期 方 式 で あ る NTP（Network Time 
Protocol） に よ る 同 期 精 度 は 数 ms で あ る。 一 方，
WT5000 の最高データ更新周期は 10 ms であるため，
機器間の測定区間が数 10％ずれる恐れがある。

図 3 時刻同期が低精度である統合計測

(2) 関連性の比較が困難
図 4 に示すように，電力計，波形測定器には，それぞ
れ専用ソフトウェアがあり，電力値および波形データ
を取得し，それぞれのソフトウェア画面で計測値を表
示する。
しかし，電力値の異常な変動に対する波形データの関
連性を確認するためには，電力値と波形データを同一
時間軸上で並べて比較する必要がある。

図 4 専用ソフトウェアによる解析

(3) 異なる測定器の波形の位置合わせが困難
電力計と波形測定器でそれぞれ取得したデータを，一
般的な表計算ソフトなどを使用して並べて表示する
ことは可能である。しかし，それぞれの測定器でデー
タ取得を開始した時刻が異なる場合は，単純に先頭か
らデータを並べるだけでは正しく合わせることがで
きない。
また，電力値の異常値に対する波形の形状のタイミン
グをマニュアルで合わせようとしても，データ更新周
期が 10 ms（100 S/s）の電力値に対して，サンプルレー
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トが 10 MS/s の波形データの位置を正確に合わせる
ことは困難である。

3. 時刻同期機能

こ の よ う な 時 刻 同 期 精 度 の 課 題 を 解 決 す る た め，
DL950，WT5000，DLM5000 各 機 器 間 の IEEE1588(1)

による時刻同期機能を新たに開発した。本章では，高精
度時刻同期のための同期原理，ハードウェア構成，同期
評価結果について述べる。

3.1 IEEE1588 による時刻同期
IEEE1588 と は，LAN（Local Area Network） に 接 続

されている機器を時刻同期する規格であり，米国に拠
点 を 置 く IEEE（Institute of Electrical and Electronics 
Engineers：米国電気電子学会）により規定されている。
PTP（Precision Time Protocol） は， こ の IEEE1588 に
より規定された時刻同期プロトコルである。PTP は従来
の一般的な時刻同期プロトコルである NTP よりも高精
度であり，その精度は NTP の数 10 ms に対し，PTP は
10 ms 以下と 1000 倍以上である。なお，当社測定器では，
2008 年制定の PTP ver.2.0 に対応させている。

3.2 PTP 同期原理
IEEE1588 の規定に基づく PTP による時刻同期補正概念

図を，図 5 に示す。Master は PTP 同期の元となる時刻を
配信する機器，Slave は PTP で時刻を同期する機器を示す。

図 5 PTP による時刻補正

LAN 内 で PTP の Master/Slave が 決 ま る と，Master/
Slave 間で時刻を同期するためのメッセージのやり取り
が開始される。Sync，Follow Up，Delay Request，Delay 
Response の各メッセージのやり取りにより，Slave はメッ
セージ送受信時刻 T1，T2，T3，T4 を取得する。これらの
時刻から時刻差ΔT を式 (1) により算出し，Slave 自身の
時刻を補正することで Master と時刻を同期する。

従来の NTP 同期では，時刻同期用メッセージ受信時の
処理をソフトウェアで行うため処理遅延が生じる。これに
対して，PTP による補正ではメッセージ送受信の T1，T2，
T3，T4 時刻検出と演算処理をハードウェアで行うことで
処理遅延を低減し，時刻同期精度を高精度化している。

3.3 PTP 同期構造
PTP 時刻同期に対応するため，当社測定器のハードウェ

アによる同期機能を新規に開発した。ハードウェア同期
ブロック構成を，図 6 に示す。

図 6 PTP 同期ブロック

Slave 動作時，PTP メッセージを送受信したタイミン
グでカウンタのデータを保存し送受信時刻 T1，T2，T3，
T4 を取得する。この T1，T2，T3，T4 と式 (1) を元に時刻
補正値を算出し，RTC（リアルタイムクロック）を補正
することで測定器本体時刻を Master に同期させる。また，
補正の際の時刻ずれ許容閾値は測定器ごとに異なってお
り，測定器ごとに適した閾値を設定している。Master か
らの Sync メッセージ配信頻度は一般的に 1 秒程度であ
り，得られた PTP メッセージ送受信時刻を元に閾値を超
えないよう，定期的に RTC を補正することで同期を維持
する。

3.4 サンプリングクロック同期方法
測定器の内部クロックが Master と同期していない場

合，一度同期した後，次の定期補正までの間に Master と
Slave の内部クロックの偏差の分だけ時刻がずれることに
なる。内部クロックを分配して測定用のサンプリングク
ロックとしているため，このずれは測定値のずれとなる。
さらに高精度な同期を実現するため，波形測定器におい
てサンプリングクロックを内部クロックから Master のク
ロックに自動的に切り換えるハードウェア構成を新たに
開発した。図 7 に，クロック同期ブロック構成を示す。

図 7 クロック同期ブロック

PTP同期制御ブロックで算出した補正値をDAコンバー
タで変換し，可変の発振器を通して同期用のクロックに
変換する。この同期用クロックをクロック同期器に入力
し，内部クロックから同期用クロックへサンプリングク
ロックを切り換えて同期させる。このようにして同期さ
せたクロックを，RTC や各制御回路用のシステムクロッ
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クおよび測定用のサンプリングクロックとして分配する
ことで，Master のクロックとサンプリングクロックを同
期する。なお，内部クロックと同期用クロックの切り換
えは，瞬時に切り換えるのではなく，クロック同期器に
設定した時定数に基づいて切り換えている。

3.5 PTP Master 機能
PTP 時刻同期された高精度な測定環境を構築する場

合，測定機以外に別途高価な PTP Master 機器が必要と
なる。そこで，より手軽に導入できるよう，DL950 を
PTP Master として使用可能にする PTP Master 機能を
オプションとして提供している。DL950 と WT5000，
DLM5000 を Ethernet ケーブルで直結するか，PTP 対
応ハブを介して LAN 接続することにより，高価な PTP 
Master 機器を購入することなく，DL950 を Master とし
て DLM5000，WT5000 を同期させることができる。

3.6 PTP 同期性能
DL950 を基準とした際の WT5000，DLM5000 の時

刻同期性能測定結果を紹介する。本測定では DL950 を
PTP 時 刻 同 期 の Master と し，WT5000，DLM5000 を 
Slave として時刻同期を行う。各機器に外部の信号発生器
からパルス信号を分配して入力した状態で測定した波形
のタイムスタンプを比較した。測定構成を図 8 に，評価
結果を図 9，図 10 に示す。

図 8 同期評価構成

図 9 DL950 を基準とした WT5000 の同期評価結果 
（縦軸上下限は製品仕様値）

図 10 DL950 を基準とした DLM5000 の同期評価結果 
（縦軸上下限は製品仕様値）

図 9 および図 10 より，DL950 と WT5000 の同期精
度 仕 様 ±10 ms，DL950 と DLM5000 の 同 期 精 度 仕 様
±200 ns を，余裕をもって満足している。従来の NTP に
よる時刻同期精度数 10 ms に対し，1000 倍以上の高精
度な時刻同期を実現した。

3.7 GPS 時刻の配信
離れた製造拠点や風力発電設備のように，LAN 外の

遠く離れた場所にある測定器の同期を考えると，測定
器が刻む年月日時分秒情報の本体時刻は，TAI (Temps 
Atomique International： 国 際 原 子 時 ) や UTC (Temps 
Universel Coordonné：協定世界時 ) といった国際基準時
刻に同期している方が，測定データの比較に便利となる。
GPS時刻はUTCと相関が有りかつ精度も高い時刻であり，
GPS 位置情報も同時に得られる。そのため，離れた場所
でも同期した統合測定環境の構築に有用である。

DL950 では従来機にあった GPS 位置情報取得およ
び GPS 時刻同期に対応しており，加えて，新たに PTP 
Master 機 能 に よ る GPS 時 刻 配 信 に も 対 応 し た。PTP 
Master 機能を持った DL950 に GPS オプションとアクセ
サリの GPS ユニットを追加することにより，GPS 時刻
を PTP にて配信することができ，時刻も正確で精度が高
い GPS 時刻に同期した測定環境を構築することが可能と
なった。

また，GPS 信号が喪失するといったトラブルの際も，
DL950 は Holdover 機能を有しており，一度 GPS 時刻に
同期した時間補正を維持したまま測定を継続できる。

4. 統合計測ソフトウェアによる解析

測定器には機器ごとに専用のソフトウェアがあり，複
数の機器でデータ取得と解析をまとめて行うことは困難
であるという課題を解決するために，統合計測ソフトウェ
ア IS8000 を開発した。

IS8000 で複数の測定器からのデータを表示する方法は
２つある。１つは各測定器で保存した複数のファイルを
PC へ保存し，オフラインにて複数の波形データを読み込
んで表示する方法である。もう１つは，各測定器へ接続し，
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オンラインにてリアルタイムにデータを収集して表示す
る方法である。本章では，それぞれの方法について説明
する。

4.1 オフラインでの複数波形表示
IS8000 は WT5000，DL950，DLM5000 の フ ァ イ ル

形式に対応しており，オフラインで読み込むことができ
る。そのため，測定器を時刻同期させた状態で記録した
波形であれば，各測定器から取得した波形を容易に同一
時間軸上で表示することが可能である。

4.2 複数測定器からの同時データ収集
オンラインで複数の測定器を接続し，同時データ収集

を実現した。測定器から取得したデータを一つに集約す
ることで，複数の測定器を一つの測定器の複数チャネル
のように扱い，そのチャネル間の波形パラメータ演算が
できるようになった。また，波形表示，解析結果をレポー
トとして出力することも可能とした。

4.3 オンラインデータ収集の実現
オンラインでデータを収集する際には，データ転送速

度と，受信したデータの保存処理パフォーマンスが課題
となる。特に波形測定器はサンプルレートが 10 MS/s 程
度のものもあり，その複数チャネル分のデータは大容量
となるため，十分な転送速度が必要である。そこで，高
速データ転送を実現するため，DL950 と IS8000 では
10 GB Ethernet 通信を行うための HiSLIP(2) プロトコル
通 信 に 対 応 し た。HiSLIP (High Speed LAN Instrument 
Protocol) プロトコルとは測定器制御用の TCP/IP ベース
のプロトコルであり，以前の VXI-11 プロトコルを置き
換えることを目的として，IVI Foundation により規定さ
れたものである。また，IS8000 のデータ保存処理におい
ては，データ受信部と，データ変換部のプロセスを別プ
ロセスとして実施するようにした。プロセスを分けるこ
とで，大容量のデータ処理に伴うガベージコレクション
によるプロセス中断を回避できる。これにより，10 GB 
Ethernet 接続では，10 MS/s の波形で同時に 16 チャネ
ル（320 MB/s）のデータ収集を達成した。波形測定器を
複数台接続しても，個別にプロセスを生成することによ
り，同時データ収集が可能である。

4.4 保存データフォーマット
また，IS8000 で取得したデータを他のソフトウェア

で読み込むことを可能とするため，波形保存フォーマッ
ト と し て，ASAM（Association for Standardization of 
Automation and Measuring Systems） 標 準 規 格 で あ る
MDF（Measurement Data Format）を採用した。

5. 時間軸同期表示方法

別々の機器で取得したデータを同一時間軸上で表示
することが困難であるという課題を解決するために，
IS8000 では，絶対時刻で波形を合わせて表示する機能を
開発した。本章では，電力計 WT5000 から取得した電力
値と波形測定器 DL950 から取得した電圧，電流波形の
同期表示方法について述べる。また，IS8000 を DL950
へ接続してデータを直接取得する場合の転送データの
フォーマットについても述べる。

5.1 絶対時刻での表示合わせ
モーター・インバータ制御システムの評価では数 10 ms

単位での同期精度が必要であるため，マニュアルで位置を
合わせることは困難である。そこで，WT5000，DL950
ともにデータを取得する際に，情報として付加される絶対
時刻情報を使用して波形の位置合わせを行う。

図 11 に，電力値と波形データを絶対時刻で表示を合
わせた例を示す。

図 11 絶対時刻での表示合わせ波形例

5.2 オンライン接続データフォーマット
IS8000 が DL950 からオンラインでデータを取得す

る場合，IS8000 が時間間隔を置いて「ラッチ命令を
DL950 に出し，DL950 からデータ取得」という動作を
繰り返す。図 12 に，データ取得シーケンスを示す。

図 12 データ取得シーケンス

このシーケンスではラッチ命令とその前のラッチ命令
の期間のデータが転送される。そのため，ラッチ命令の
間隔が長くなると，その間に測定器側のメモリがオーバー
フローしてしまう。IS8000 では，オーバーフローが生じ
ない程度の時間間隔でラッチ命令とデータ取得を繰り返
す必要がある。

電圧実効値

電流実効値

電力値

インバータ効率

電圧・電流波形

WT5000電力値データ例

DL950波形データ例

BA

ラッチ ラッチ ラッチ

データ取得 区間Aデータ取得 区間Bデータ取得
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転送されるデータには複数チャネルが含まれているた
め，それぞれのチャネルの先頭にヘッダ情報が付加され
ている。図 13 に，転送データの内容を示す。このヘッ
ダ情報には，各チャネルの先頭データ時刻が付加されて
いる。

図 13 転送データ内容

このデータから各点の絶対時刻を算出し，絶対時刻軸
上の波形表示が可能となる。図 14 に，示すヘッダ情報
がデータの先頭に付加されている。

図 14 ヘッダ情報

WT5000 も，同様の方法でオンラインデータを取得し
ている。

6. 高精度統合計測環境の適用

3 章，4 章，5 章で述べた新開発機能により，モーター・
インバータ制御システム評価において，高精度の専用測
定器のデータを一つのソフトウェアで解析できる統合計
測環境を実現した。図 15 に，高精度統合計測による波
形表示例を示す。

図 15 高精度時刻同期で取得した波形の同一時間軸表示

7. おわりに

今回，高精度な時刻同期を実現するために，IEEE1588
で規定された PTP による時刻同期プロトコルに対応し，
異なる測定器でクロックを同期させた。また，複数の測
定器から同時にデータ収集することを可能とするために，
IS8000 を開発した。更に，各測定器から得られるデータ
の関連性を容易に解析し，レポート作成までをシームレ
スに行うことができるように，同一時間軸上へ波形表示
を行う機能も IS8000 に搭載した。これらにより，評価
に必要なシステムの構築・解析を高効率に行うことが可
能な統合計測環境が実現した。

IS8000 では，高速度カメラの映像と波形データの同時
取得にも対応しており，モーターの動作を視覚的に確認
することもできる。今後はサーモグラフィによる温度分
布など，同期する情報を増やしていくことで，あらゆる
データの関連性を容易に観測できるようにしたい。

今回開発した統合計測環境によって，脱炭素社会の実
現に向けたモーターの消費電力削減という課題解決の一
助となることを期待する。
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