
テレダイン・レクロイの
パワーエレクトロニクス解析ソリューション

世界的な省エネの潮流により、電源、モータ、イ

ンバータや、自然エネルギーに用いるパワコン

などの高効率化の要望が急速に高まっていま

す。しかしながら、こうした要望に対応する機器

の設計/開発には技術的に困難な課題があり、

新しい技術が次々に投入されています。

テレダイン・レクロイでは、こうした新しい技術

に対応し、高精度で高機能な評価/試験ソリュ

ーションを用意し提供しています。こうしたソリ

ューションを活用いただければ、製品の開発期

間の短縮、完成した製品の品質の向上に寄与す

るものと確信しております。

カテゴリ 評価／解析

スイッチング・デバイス、 

スイッチング回路の評価

コンポーネントの評価／解析

　 ●  デバイス・スイッチング損失評価／ 
導通抵抗評価

　 ●  デバイスの安全動作領域試験
　 ●  B-H カーブ

スイッチング電源の評価/解析

　 ●  電力効率
　 ●  制御ループ／ PWM 変調解析

DC電源レールの評価／ 

AC入力の評価

スイッチング電源出力電圧の評価/解析

　 ●  電源出力リップル
　 ●  DC 電源レール解析
　 ●  ノイズスペクトル解析

交流入力の評価/解析

ラインパワーの評価／解析

　 ●  EC6100-3-2 Class A〜D
　      プリコンプライアンステスト

インバータ／モータ駆動回路 

三相パワー解析

インバータの評価／解析

　 ●  三相パワー解析

システムの評価／解析

　 ●  モータの効率

機械出力の評価／解析

　 ●  回転数、トルク時間変動解析・モータ効率

テレダイン・レクロイは、スイッチング・デバイス単体の評価からモータシステムにいたるまで 

パワーエレクトロニクス技術をトータルでサポートします。

https://teledynelecroy.com/japan/
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テレダイン・レクロイのパワーエレクトロニクス解析ソリューション

整流 DC-DC 三相ドライブ／
インバータ

モータ／
メカニカル

PWM
コントローラ

HVアイソレーション
ゲートドライバ

モータ制御プロセッサ

電源ノイズの評価／解析

負荷変動時やスタートアップ時の制御ループ
の応答解析が設計検証に必要です

スタートアップ 時 や 負荷 変 動 時に
PWM制御ループの応答でDuty比が
どれだけ変動するかをプロットし可視
化できます。(PWRオプション)

制御ループ／PWM変調解析

制御回路動作の評価／解析

コンポーネントの評価／解析

高効率化のためにスイッチング動作状態での
デバイス損失評価が重要です。

12ビットの高分解能オシロスコープ
との組み合わせなら、高効率デバイス
で必要となる導通損失の測定が可能
です。(PWRオプション)

デバイス・スイッチング 
損失評価／導通抵抗評価

スイッチング動作によるAC入力の歪みは規格
範囲内である必要があります。

IEC6100-3-2 Class A〜D規格適
合試験を行うことができます。
(PWRオプション)

ラインパワーの評価／解析

インダクタやトランス等のフェライトコアが磁
気飽和してしまうとインダクタンスが保てず回
路を損傷する電流が流れてしまいます。

B-Hカーブ評価が可能です。 
(PWRオプション)

B-Hカーブ
IEC6100-3-2 Class A〜D 

プリコンプライアンステスト

対応機種 ：

HDO4000A
HDO6000A
HDO8000A
MDA800A
WaveSurfer 
3000z

プリテストとして簡易的なセットアップで効率
の解析を行うことができれば開発のスピード
アップにつながります。

In/Outパワー計測から効率評価を行う
ことができます。（PWRオプション）

電力効率

対応機種 ：

HDO4000A
HDO6000A
HDO8000A
MDA800A
WaveSurfer 
3000z

対応機種 ：

HDO4000A
HDO6000A
HDO8000A
MDA800A

対応機種 ：

HDO4000A
HDO6000A
HDO8000A
MDA800A
WaveSurfer 
3000z

対応機種 ：

HDO4000A
HDO6000A
HDO8000A
MDA800A
WaveSurfer 
3000z

スイッチング電源出力電圧の評価/解析

スイッチングノイズがどの程度フィルタリングで
抑えられているかを評価することが必要です。

低ノイズの12ビット高分解能オシロス
コープとの組み合わせなら、より微小
なリップルの評価が可能です。
（PWRオプション）

電源出力リップル

対応機種 ：

HDO4000A
HDO6000A
HDO8000A
MDA800A
WaveSurfer 
3000z

DCDCの出力リップル変動等、負荷変動時の
挙動を把握する必要があります。

DC電源レールの微小リップルの負荷
変動時の応答解析が可能です。
（DIG-PWR-MGTオプション）

DC電源レール解析

対応機種 ：

HDO6000A
HDO8000A
MDA800A

スイッチング電源の評価/解析
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整流 DC-DC 三相ドライブ／
インバータ

モータ／
メカニカル

PWM
コントローラ

HVアイソレーション
ゲートドライバ

モータ制御プロセッサ

機械出力の評価／解析

静的のみならず動的動作状態での機械パラメー
タの変動解析がより確実な設計検証・デバッグの
ために必要です。

モータの回転数、トルクを読み込み、実
稼働状態での変動プロットが可能です。
入力三相ドライブパワーの解析と合わせ
てモータ効率の動的な解析も可能です。

対応機種： MDA800A

回転数、トルク時間変動解析・モータ効率

コンポーネントの評価／解析

デバイス動作時に定格を超えた領域で使用さ
れていないかを確認することは製品信頼性向
上のために不可欠です。

マスクテストにより合否判定が可能で
す。（PWRオプション）

デバイス安全動作領域評価

オシロスコープと解析ソフトウェアにより、パワーエレクトロ
ニクスに関する様々な評価／解析が可能となります。

大きな放射ノイズ源であるスイッチングセクショ
ンからのノイズ混入を抑える必要があります。

放射ノイズやバスに重畳したノイズ
を周波数ドメインで解析することが
できます。HDO6000A/8000A/
MDA800Aでは標準装備です。
（スペクトラム・オプション）

ノイズスペクトル解析

対応機種 ：

HDO4000A
HDO6000A
HDO8000A
MDA800A

インバータの評価/解析 システムの評価／解析

複雑な動きをする三相パワー回路の動的な解析
を行うことは設計検証だけでなくデバックにお
いても重要な項目です。

AC入力、DCバス、ドライブ出力各セク
ションでの単相／三相パワー解析が可能
です。パワーアナライザでは不可能だった
実稼働状態の動的特性解析が可能です。
（THREEPHASEPOWRオプション）

モータ・ドライブでは、電気入力をいかに効率よく
機械出力を得るかが重要で、電気／機械パワー効率
を静的／動的に解析することは重要な項目です。

MDA800Aではさらに電気／機械両
セクションの同時解析による総合的な
システム評価が可能となります。

三相パワー解析 モータの効率

対応機種 ：

HDO6000A
HDO8000A
MDA800A

対応機種 ：

MDA800A

対応機種 ：

HDO4000A
HDO6000A
HDO8000A
MDA800A
WaveSurfer 
3000z

QEI、ホールセンサ、レゾルバ、CAN
センサ他、様々な回転センサに対応
し、大型から小型モータまで、ラボ
での測定も、実装状態での測定も可
能です。

機能 MDA800A 他社パワーアナライザ

動的パワー解析 ○ ○

動的（過度）パワー解析 ◎ △

汎用デバッグ能力 ◎ ×

一般的なパワーアナライザ機器では不可能な動的な変動状態
をとらえることにより、さらに詳細な設計検証・デバックが可
能となります。POINT
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テレダイン・レクロイのパワーエレクトロニクス解析ソリューション

推奨オシロスコープ・ラインナップ
パワー計測に最適な12ビット高分解能、高精度モデルと 

最もベーシックな8ビットエントリーモデル。

テレダイン・レクロイの12ビット高分解能オシロスコープ
は他社製品とは異なり、ネーティブ12ビットADCを採用
しています。設定によるトレードオフがなく、いついかなる
時も12ビット高分解能による高精度計測が可能です。

POINT

オシロスコープ アプリケーション 仕様

WaveSurfer 3000z
8 ビット、4ch
エントリーモデル

● スイッチング損失解析
● 制御ループ /PWM 変調解析
● 電力効率解析
● B-H カーブ
● 安全動作領域

分解能 8 ビット

チャンネル数 4

帯域幅 100MHz、200MHz、350MHz、500MHz、1GHz

サンプリング速度 2GS/s、4GS/s

メモリ長
10M ポイント (/ch)、 
20M ポイント ( インタリーブ時）

対応ソフトウェア PWR

HDO4000A
12 ビット、4ch
ベーシックモデル

● スイッチング損失解析
● 制御ループ /PWM 変調解析
● 電力効率解析
● 出力リップル
● B-H カーブ
● 安全動作領域
● ラインパワー解析
● DC 電源リップル評価

分解能 12 ビット

チャンネル数 4

帯域幅 200MHz、350MHz、500MHz、1GHz

サンプリング速度
2.5GS/s 

（エンハンスドサンプリング時 10GS/s)

メモリ長
12.5M ポイント (/ch), 25M ポイント ( インタリーブ時）
オプション追加時最大 50M ポイント（インタリーブ時）

対応ソフトウェア PWR

HDO6000A
12 ビット、4ch
高機能モデル

● スイッチング損失解析
● 制御ループ /PWM 変調解析
● 電力効率解析
● 出力リップル
● B-H カーブ
● 安全動作領域
● ラインパワー解析
● 三相パワー解析 ( 二電力計法）
● DC 電源リップル評価
● DC 電源レール制御解析

分解能 12 ビット

チャンネル数 4

帯域幅 350MHz、500MHz、1GHz

サンプリング速度
2.5GS/s 

（エンハンスドサンプリング時 10GS/s)

メモリ長
50M ポイント (/ch) 
オプション追加時最大 250M ポイント (/ch)

対応ソフトウェア PWR、THREEPHASEPOWER、DIG-PWR-MGMT

HDO8000A
12 ビット、8ch
高機能モデル

● スイッチング損失解析
● 制御ループ /PWM 変調解析
● 電力効率解析
● 出力リップル
● B-H カーブ
● 安全動作領域
● ラインパワー解析
● 三相パワー解析
● DC 電源リップル評価
● DC 電源レール制御解析

分解能 12 ビット

チャンネル数 8

帯域幅 350MHz、500MHz、1GHz

サンプリング速度
2.5GS/s 

（エンハンスドサンプリング時 10GS/s)

メモリ長
50M ポイント (/ch) 
オプション追加時最大 250M ポイント (/ch)

対応ソフトウェア PWR、THREEPHASEPOWER、DIG-PWR-MGMT

　 
 

MDA800A
HDO8000A ベース
三相パワー／ 
機械パワー総合解析モデル

● スイッチング損失解析
● 制御ループ /PWM 変調解析
● 電力効率解析
● 出力リップル
● B-H カーブ
● 安全動作領域
● ラインパワー解析
● 三相パワー／機械パワー総合解析
● DC 電源リップル評価
● DC 電源レール制御解析

分解能 12 ビット

チャンネル数 8

帯域幅 350MHz、500MHz、1GHz

サンプリング速度 2.5GS/s（エンハンスドサンプリング時 10GS/s)

メモリ長
50M ポイント (/ch) 
オプション追加時最大 250M ポイント (/ch)

対応ソフトウェア
MDA（MDA800A に標準装備、THREEPHASE　
POWER 含む）、PWR、DIG-PWR-MGMT
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スイッチング電源解析オプション（PWR）

スイッチング電源解析オプションを使えば、スイッチング電

源やパワーデバイスの動作特性をすばやく測定・解析するこ

とができます。スイッチング領域は自動認識されて波形上の

カラーオーバーレイにより分かりやすく表示され、各領域ご

との損失を自動計測します。また、トランスのB-Hカーブや

PWM制御系の動作検証、入力電流の高調波解析などもサポ

ートされます。12ビット機を用いると、8ビット機では困難な

導通損失の測定が精度よく行えます。

デジタル・パワー・マネジメント解析オプション
（DIG-PWR-MGMT）

デジタル・パワー・マネジメント解析オプションを使えば、複雑

なマルチフェーズPMIC、VRM、POL、LDOや他の構成のDC電

源レールの信号の時間変動を明らかにし、DC/DCコンバータ電

源システムの挙動を完全に理解することができます。RP4030

電源レール・プローブを用いることを推奨します。

三相パワー解析オプション（THREEPHASEPOWER）

三相機器の各電力や力率などをサイクル毎に計算し、時間変

動グラフにすることで、機器の動的な動作の理解が得られま

す。また独自のZoom+Gateモードを用いると拡大波形に

対応するパワー値が得られるので不具合の原因特定に役立

ちます。また、2電力計法を用いれば、4チャンネル機を使っ

ても三相パワー解析が行えます。高調波解析オプションを追

加することで、高調波の影響を詳しく解析することができま

す。

モータ・ドライブ解析（MDA）

モータ・ドライブ解析は、MDA800Aに標準搭載されてお

り、上記三相パワー解析を包含しており、その全機能に加え、

モータの機械出力の解析が可能で、モータの効率(機械出

力／電気入力)の評価を行うことができます。

ソフトウェア・オプション対応表

回転数

トルク

トルクの変動

回転数の変動

機械出力の変動

推奨ソフトウェア
パワーエレクトロニクス機器の評価／解析をすばやく精度よく行える各種ソフトウェアをご用意いたしております。

 PWR
 DIG-PWR 3PHASE 

MDA
 

  MGMT POWER

WaveSurfer 3000z ○ ─ ─ ─

HDO 4000A ○ ─ ─ ─

HDO 6000A ○ ○ ○ ─

HDO 8000A ○ ○ ○ ─

MDA 800A ○ ○ ※ 標準装備

オシロスコープ

ソフトウェア

※ MDAに含まれます
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テレダイン・レクロイのパワーエレクトロニクス解析ソリューション

推奨プローブ・ラインナップ
パワーエレクトロニクスにおける高いコモンモード電圧でフローティングした大きなコモンモードノイズ環境下で最大のパフォ

ーマンスを発揮する差動プローブや、ライブ波形による導通損失測定に最適化された差動アンプ等様々なラインナップをご用

意しています。

光絶縁プローブ  HVFOシリーズ

ハイサイド・ゲート駆動波形測定：Si、SiC 
(GaN)／高コモンノイズ下でのセンサ信号
捕捉に

光ファイバーで完全に絶縁されたプローブです。

特に難しかったハイサイド側ゲート駆動波形測定

において抜群の信号忠実度を誇ります。ブリッジ

回路に組み込んだ状態であればGaNデバイスに

も対応します。

推奨 
モデル 差動入力範囲 同相 

入力範囲 帯域 立ち上り
時間 CMRR

HVFO103
1, 5, 10, 20, 40V 
( 先端減衰リード

により選択）
± 35kV 60MHz

7.5ns
(typ)

120dB 
@1MHz

高電圧差動プローブ  HVDシリーズ

ハーフブリッジ、インバータ出力などの高圧
フローティング電圧測定に

最大7kVまでの高圧差動プローブです。高いバス

電圧にフローティングしたパワーエレクトロニク

ス計測全般に最適です。

推奨モデル 差動入力範囲 同相入力範囲 帯域 CMRR

HVD3102A
1500V 

(DC+PeakAC)
± 1500V 

(DC+peakAC)
25MHz 65dB@1MHz

HVD3106A
1500V 

(DC+PeakAC)
± 1500V 

(DC+peakAC)
120MHz 65dB@1MHz

HVD3106A-6M
1500V 

(DC+PeakAC)
± 1500V 

(DC+PeakAC)
80MHz 65dB@1MHz

HVD3206A
2000V 

(DC+PeakAC)
± 2000V 

(DC+PeakAC)
120MHz 65dB@1MHz

HVD3206A-6M
2000V 

(DC+PeakAC)
± 2000V 

(DC+PeakAC)
80MHz 65dB@1MHz

HVD3605A
7000V 

(DC+PeakAC)
± 7600V 

(DC+PeakAC)
100MHz 64dB@1MHz

電流プローブ   CPシリーズ

DCからの電流計測全般に

DCから計測可能な電流プローブです。オシロス

コープのメニューからの自動ゼロ調整、デガウス

機能がご利用になれます。

推奨モデル 入力範囲 最大入力 帯域 最大感度
レンジ

CP030 30Arms 50Apk( 非定常） 50MHz 10mA/div

CP030-3M 30Arms 50Apk( 非定常） 10MHz 10mA/div

CP030A 30Arms 50Apk( 非定常） 50MHz 1mA/div

CP031 30Arms 50Apk( 非定常） 100MHz 10mA/div

CP031A 30Arms 50Apk( 非定常） 100MHz 1mA/div

CP150 150Arms 300Apk( 非定常） 10MHz 100mA/div

CP150-6M 150Arms 300Apk( 非定常） 5MHz 100mA/div

CP500 500Arms 700Apk( 非定常） 2MHz 100mA/div
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高電圧パッシブ・プローブ  PPE／HVPシリーズ

グランド基準の高電圧計測に

グランド基準の高電圧測定に使用できる低価格な 

パッシブプローブです。

推奨モデル 最大入力電圧 帯域 立ち上がり時間

PPE4kV 4kV 400MHz 0.875ns

PPE5kV 5kV 400MHz 0.875ns

PPE6kV 6kV 400MHz 0.875ns

HPV120
1kVrms6kV 

( 過渡 )
400MHz 0.9ns

電源レール・プローブ  RP4030

DC-DC出力/DC電源バス上の 
微小リップル計測に

DC電源レールに重畳する

微小リップルを計測するの

に使用できる低ノイズ、広

帯域、広オフセット範囲の

プローブです。

推奨
モデル 帯域 オフセット

範囲
入力ダイナ

ミックレンジ ノイズ

RP4030 4GHz ± 30V ± 800mV
オシロスコープノイズに

対して〜 5% の追加

TekProbeアダプタ  TPA10

Tek製アクティブプローブを使用できるアダプタ

TekProbeインタフェース・レ

ベル I Iに対応したプローブが

ProBusを搭載したテレダイ

ン・レクロイ製オシロスコープ

で利用可能です。

推奨
モデル 帯域 オフセット 

電圧
最大入力

電圧 対応プローブ

TPA10
4GHz 

（アダプタのみ）
± 1V(1%)

47Vpk 
33Vrms

TekProbe 対応プローブ 
* 対応モデルについての
詳細は TPA10 カタロ

グをご覧ください。

電流センサ・アダプタ  CA10

サードパーティ製電流プローブを使用した 
電流測定に

CA10を使うと、内部ROMに単

位および換算係数を記憶させ、

サードバーティ製電流センサを

純正プローブと同等に使用する

ことができます。

推奨
モデル 入力結合 入力終端 帯域制限 

フィルタ
入力 

インタフェース

CA10
DC、AC、

Both
1M Ωまたは

50 Ω
Full、

200MHz、20MHz
BNC

電流プローブ用スキュー調整ジグ  DCS025

スイッチング回路・デバイス全般の 
パワーデスキューに

パワー計測時に電圧プローブと

電流プローブの遅延を合わせる

ために使用します。

推奨モデル 差動入力範囲

DCS025 全 CP シリーズ
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テレダイン・レクロイの
パワーエレクトロニクス解析ソリューション

パワエレ基本構成例 

 対象測定 製品名 型番 数量

 1.　オシロスコープ本体、100MHz、1〜2GS/s、4ch、10〜20Mポイント WaveSurfer 3014z 1台

 2.　スイッチング電源解析オプション WS3K-PWR 1式

 3.　電流プローブ：30A、50MHz CP030 1本

 4.　高電圧差動プローブ：1kVrms、25MHz HVD3102A 1本

パワエレ基本構成例（12ビット・4chオシロスコープ）

 対象測定 製品名 型番 数量

 1.　オシロスコープ本体、12ビット分解能、350MHz、2.5GS/s、4ch、50Mポイント HDO6034A 1台

 2.　スイッチング電源解析オプション HDO6K-PWR 1式

 3.　デジタル・フィルタ・オプション HDO6K-DFP2 1式

 4.　電流プローブ：30A、50MHz CP030 1本

 5.　高電圧差動プローブ：1kVrms、120MHz HVD3106A 1本

三相パワー解析（2電力計法） ─ 基本構成例（12ビット・4chオシロスコープ）

 対象測定 製品名 型番 数量

 1.　オシロスコープ本体、12ビット分解能、350MHz、2.5GS/s、4ch、50Mポイント HDO6034A 1台

 2.　三相パワー解析オプション HDO6K-THREEPHASEPOWER 1式

 3.　電流プローブ：30A、50MHz CP030 2本

 4.　高電圧差動プローブ：1kVrms、120MHz HVD3106A 2本

三相パワー解析（3電力計法） ─ 基本構成例（12ビット・8chオシロスコープ）

 対象測定 製品名 型番 数量

 1.　オシロスコープ本体、12ビット分解能、350MHz、2.5GS/s、8ch、50Mポイント HDO8038A 1台

 2.　三相パワー解析オプション HDO8K-THREEPHASEPOWER 1式

 3.　電流プローブ：30A、50MHz CP030 3本

 4.　高電圧差動プローブ：1kVrms、120MHz HVD3106A 3本

モータ・三相パワー解析構成例

 対象測定 製品名 型番 数量

 1.　モータ・ドライブ・アナライザ本体、12ビット分解能、350MHz、2.5GS/s、8ch、50Mポイント MDA803A 1台

 2.　MDAシリーズ用高調波解析オプション MDA800A-HARMONICS 1式

 3.　ミックスド・シグナル・オプション HDO8K-MSO 1式

 4.　デジタル・フィルタ・オプション HDO8K-DFP2 1式

 5.　スイッチング電源解析オプション HDO8K-PWR 1式

 6.　電流プローブ：150A、10MHz CP150 3本

 7.　高電圧差動プローブ：1kVrms、120MHz HVD3106A 3本

スイッチング電源 

パワーデバイス

スイッチング電源 

パワーデバイス

モータ駆動回路 

インバータ

モータ駆動回路 

インバータ

三相モータ 

モータ駆動回路 

インバータ 

スイッチング電源 

パワーデバイス

〈まずはご相談ください〉
テレダイン・レクロイでは最もお客様に合った測定装置、測定方法、操作方法、アップグレードや購入計画、レンタル、リースなどについて
もアドバイスいたします。また、デモ機の無料貸出しもございます。まずはお気軽にご相談ください。

〈構成例〉


