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アプリケーションノート 

スイッチング電源の測定技術   
 

  
テレビをはじめとした家電機器の電源部やパソコンなどの OA 機器の電源部、産業用機器の主要電源部などには、主にス

イッチング電源が用いられます。 スイッチング電源は、制御パルス幅を変化させることで供給する電力を制御しますが、近年、

機器の小型化や大容量化が進み、制御周波数の高周波化、使用部品の小型化などにより生じる損失の低減や電力変換効率

の改善に向けた研究開発が進められています。 

スイッチング電源の小型・高効率化を実現するためには、回路の動作周波数の高周波化や、使用されるパワー半導体の高

電流密度化、使用されるトランスの高磁束密度化など多くの技術的な課題を解決する必要があり、その解決にはパワー半導

体のスイッチング特性試験や、高精度電力測定、高調波・フリッカのフルコンプライアンス試験、電源フィードバック解析、イン

ピーダンス測定、パワー半導体の静特性試験、軟磁性材の磁気特性測定などの測定を正確に行うことが必要です。 

ここでは、従来の測定技術では対応することが難しくなってきた各種測定に対する最新の測定技術をご紹介します。 

 
■パワー半導体のスイッチング特性を自動測定

 

スイッチング電源は、その名前の通りに回路をオン／オフ

することで出力する電圧や電流を制御します。 実際にオン

／オフするスイッチには MOSFET や IGBT などのパワーデ

バイスが使用されます。 スイッチング特性の測定には、オ

シロスコープや高電圧プローブ、高電圧差動プローブ、電流

プローブなどが使用されます。 
 

   【スイッチング特性の観測に必要な装置の例】 
 

 スイッチング特性の試験項目には、ターンオン・ターンオ

フ・逆回復・短絡試験などがありますが、自動測定ソフトを使

用することで簡単に特性を評価することができます。制御ソ

フトがインストールされたパソコンから試験項目に応じてオシ

ロスコープ（ViewGo シリーズなど）を自動制御し、各種パラ

メータを自動で表示します。  
 
【スイッチング特性自動測定ソフトの一例】 
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■スイッチング電源に適した信号観測のノウハウ 
 

スイッチング電源の回路評価を正確行うためには、高電

圧差動プローブを用いた電圧測定やアイソレーション・シス

テムを用いた絶縁測定などのメリットを理解し必要に応じて

使い分ける必要があります。 
 
（１）高電圧差動プローブを用いた電圧測定 
 

パワー半導体のスイッチング波形（回路図点線内）の観測

には基準電位（ＧＮＤ）を気にせずに信号観測可能な高電圧

差動プローブを使用します。最大同相電圧±1kVrms の高電

圧差動プローブ SS-320 を使用するとコモンモード・ノイズに

強い測定をすることができます。 
 例えば、下図のようなコモンモード・ノイズが発生している

場合でも差動効果によりノイズの影響を抑えた測定をするこ

とができます。なお、コモンモード・ノイズを抑える効果は、

CMRR（同相信号除去比）として仕様書に示され、数値が大

きいほど除去効果が高くなっています。 
 
【スイッチング電源回路とコモンモード・ノイズ】 

 
 
 
 
 
 
最近、スイッチング回路に使用されるパワーデバイスの立

上り、立下り時間が高速化し、放射ノイズやプローブ・リード

の影響で、ひずみを発生することがあります。 このような場

合には、高電圧差動プローブのプローブ・リードをツイストペ

アにすることで波形ひずみを抑えることができます。 
 
【高電圧差動プローブ ツイストペア配線例】 

 
 
 
 
 
 

【高電圧差動プローブ SS-320 接続例】 

 
 （２）アイソレーション・システムでノイズを低減 
 
 最近話題の SiC 系や GaN 系で作られたパワー半導体の

ように非常に高速にスイッチングする半導体の評価時には、

アイソレーション・システム DM-8000 を使用することでコモン

モード・ノイズや波形ひずみを抑えた信号観測を確実に行う

ことができます。 アイソレーション・システムは、バッテリー

駆動する被信号測定部（プローブ、アイソレーションユニット）

と信号観測部（制御部）を、光ファイバケーブルで電気的に

完全に分離することで理想的な測定環境を構築します。 

 
 
 下図はアイソレーション・ユニット DM-900 と制御用のメイ

ンユニット、PMK 社製高電圧プローブの接続例です。 
【アイソレーション・システムの外観】 

 
 
アイソレーション・システムがその威力を一番発揮するの

は高電圧に重畳したハイサイド・ゲート信号の観測時です。 
実際にアイソレーション・システムと高電圧差動プローブで

の観測波形の差異を以下に示します。 アイソレーション・シ

ステムで捉えた波形は、コモンモード・ノイズの影響をほとん

ど受けていません。 それに対して高電圧差動プローブでは、

コモンモード・ノイズの影響で、波形が大きくひずんでいる様

子が分かります。 
ハイサイド・ゲート信号を正確に観測するには、アイソレー

ション・システムが最適と言えます。 
 

   【ハイサイド・ゲート信号の波形比較】  

オシロスコープ 

コモンモード・ノイズ 

差動プローブ 

 
 

アイソレーション・システム     高電圧差動プローブ  
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■最適なプローブの選定 
 
スイッチング電源の回路評価を正確おこなうためには、電

圧プローブや電流プローブなどの特性を理解し最適なプロ

ーブを必要に応じて使い分ける必要があります。 
 
（１）電圧プローブ 
 

スイッチング電源用に使われるプローブは、耐圧を考慮し

ながら PMK 社製の PHV1000 や PHV64x シリーズ、弊社

製の SS-0170R/0171R などを用います。 
入力される信号振幅によって、ディレーティング特性を考

慮した測定をおこないます。 たとえば 1kV のパルス計測に

使用可能な PHV1000 のディレーティング特性を下図に示し

ます。 
【PHV-1000 高電圧プローブのディレーティング特性例】 

PMK 社製の高電圧プローブは、ケーブル長を指定できる

特長があり用途に応じて選択することができます。 
 

 
 
【SS-0170R 高電圧プローブそのほかの仕様及び外観】 

 

（２）電流プローブ 
 
 通常オシロスコープで電流測定をする場合には、クランプ

式の広帯域電流プローブ（CT とホール素子を組み合わせた

タイプ）が使用されてきましたが、スイッチング電源の高周波

数化や小型化により、今までのクランプ式の広帯域電流プロ

ーブが使用できない場面も増えてきています。 
 
① クランプ式電流プローブ 

測定精度が高く、オシロスコープとの親和性が高い特長を

持ちます。 弊社製 DSO ViewGo シリーズならば、プローブ

専用メニューにより、プロ

ーブ名称を、チャネルメニ

ュー内で設定するだけで

単位換算し、直読で電流

値を読みながら測定する

ことができます。 交流成

分だけでなく直流成分も

正確に測定できることも

特長としています。  
欠点としては大電流になるとクランプ部が大きくなってしま

うことです。高密度実装された電源の計測では使用できない

場面が増えています。 
 
② ロゴスキーコイル電流プローブ 

センサ部が細く

柔軟なコイルで構

成されるため、高

密度実装化された

スイッチング電源

の狭小部でも測定

可能です。  
 

DC 成分は通さない欠点を持ちますが、センサ部が空芯コ

イルで構成されるため、信号が大電流でも飽和しにくく、挿

入インピーダンスも小さいため、回路への影響が極力避けら

れる大きな利点から、使用される場面が増えています。  
弊社製の SS-280 シリーズロゴスキーコイル電流プローブ

は、細く柔軟な構造により、パワーデバイスのリードピンに絡

ませることで大電流のパルス応答特性を簡単に測定するこ

とができます。以下に、岩通が取り扱う代表的な電流センサ

を示します。 
           【電流センサ比較】 

 
シャント 
抵抗 
(N4L) 

SS-240A 
/250 

/260/270
（IWATSU） 

ロゴスキー 
コイル 

(IWATSU) 

用途 電力計測 波形観測用 波形観測用 
電流レンジ 小・中電流 小・中電流 中・大電流 

精度 ◎ ±0.1% ○ ±1% △ ±2% 
検出部の絶縁 × ◎ ◎ 
AC/DC 特性 AC/DC AC/DC AC 

磁気飽和 ◎ × ◎ 
センサ大きさ 大きい 大きい 柔軟、小さい 

  

品番
長さ
(m) 減衰比

入力
インピーダンス

適合容量
範囲(pF) 耐圧

50MΩ 3kV VDC+pkAC
<6pF 4kV Impulse Peak
50MΩ 3kV VDC+pkAC

<6.5pF 4kV Impulse Peak
50MΩ 3kV VDC+pkAC
<7pF 4kV Impulse Peak
50MΩ 4kV VDC＋pkAC

<6.5pF 6kV Impulse Peak
50MΩ 4kV VDC＋pkAC
<7pF 6kV Impulse Peak

PHV 662-L
シリーズ

PHV 643-L
シリーズ

PHV 661-L
シリーズ

PHV 641
シリーズ

PHV 642-L
シリーズ

10～50x100 

1

2

3

1

2

項目 SS-0170R
CATⅠ6000V（DC+AC peak）
CATⅡ1000V（DC+AC peak）

　周波数帯域幅（プローブ本体） DC ～ 400 MHz（ ±2 dＢ）
　減衰比 100:1±3.0 % 以内

　入力インピーダンス 66.7 MΩ//4 pF 以下
　適合入力容量（波形補償可能) 6 pF ～ 18 pF

　コネクタ コネクタ BNC 型
※ ディレーティング曲線を確認して下さい

　入力耐圧
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■高精度電力測定 
 
 スイッチング電源の小型化や低損失化が進展するなか、ス

イッチング電源自体使用部品の損失測定にはさらなる高精

度化が必要です。わずかな損失の差異を計測するために、

広帯域、高速サンプリングで高精度電力測定が可能なパワ

ーアナライザが求められています。 
一般的な電源効率測定には、安定化電源から供給される

低ひずみ電力と、高精度パワーアナライザ、電子負荷装置

が用いられます。 
【高精度な電力測定が可能なパワーアナライザ】 

【電源効率測定の一例】 

 
AC100V 入力 DC16V 3.5A（100%負荷）出力の AC ア

ダプタの評価結果を下図に示します。負荷率を徐々に可変

しながら入力電力と出力電力を測定し、3.6A における負荷

率を 100%とした時の解析例を示します。 
 
【左下図： 電源変換効率と負荷率の特性】   
【右下図： 入力/出力電力と負荷率の特性】 

 

■高調波・フリッカ フルコンプライアンス試験 
 
  スイッチング電源を搭載した機器の評価に最適です。 
スイッチング電源単体では問題ない場合でも、負荷の接続

状況により高調波が発生する場合があります。 IWATSU-
N4L は、規格に従い測定するだけでなく、製品開発時のデ

バッグの観点からも高精度に高調波や電圧変動を捉えるこ

とができる高精度な高調波・フリッカアナライザ PPA55x1  

IEC61000-3-2./3-3 フルコンプライアンス測定システムをご

用意しています。 ISO17025 の校正体系で IEC61000-3-
2/3-3 試験の数多くのパラメータに対して試験データを提供

できる唯一のパワーアナライザメーカです（2014.7.1 時

点）。 
 DFT 方式による高調波解析法と高調波測定結果に対して

明確な測定確度を保証していますので、安心して規格クリア

の判断ができます。  
 今後、リファレンス・イン

ピーダンス 32Arms、

63Arms、75Arms モデル

や AC ソースも登場予定

です。 
 
 
 
 
 【三相リファレンスネットワーク】 
 
 
【IEC61000-3-2 高調波測定のレポート出力例】 

 
  

パワーアナライザ 
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■フィードバック解析 
  

電源のフィードバックループの解析は、スイッチング電源

のフィードバック系の高速化、スイッチング速度の高周波化、

高周波域におけるトランスの特性やアイソレータ部品の特性

など、使用される機器のアプリケーションによってフィードバ

ックループの最適化を図る上で欠かせません。 しかし、高

電圧が印加している回路系に対して評価するには、絶縁トラ

ンスなどを利用して測定することが一般的に行われていまし

た。  
ここで、高電圧機器や電源入力部、スイッチング部などの

検証を 500Vpk のアイソレーションで測定可能な周波数レス

ポンスアナライザ PSM3750 が威力を発揮します。  
PSM3750 を使用すると、高電圧に対応できるため実際の

電圧に合わせた測定が可能です。 そのため、使用部品の

実動作に近い特性での評価が可能となり、インダクタンスや

コンデンサを含む回路系の特性を確実に捉えることができま

す。 フィードバック解析やデバイスの特性試験において、ア

イソレーション・トランス不要で測定できることも魅力です。 
 
下記のラインアップから選択することができます。 

PSM1700 シリーズ： 低電圧、中電圧用途 
PSM3750： 高電圧用途（500Vpk アイソレーション） 

 
【PSM1735】           【PSM3750】 

 
無償のリモートコントロールソフトウェアで、パソコンに直

接データ転送することもできます。 
以下に、負帰還フィードバックループの安定性を評価した

例を示します。 
 

【フィードバック回路の応答特性】 

 
このほか、パワーアンプ（N4L 社 LPA アンプシリーズなど）を

用いて電源電圧変動による応答 PSRR(電源電圧変動除去

比)特性を解析することもできます。 

■インピーダンスダンス測定  
 

スイッチング電源のスイッチング速度の高周波化にともな

い、インダクタンスなどの受動部品のインピーダンスも広帯

域で測定する必要が出てきています。  
 

先に紹介した PSM3750 を使用してインピーダンスを測定

するには、IAI2(Impedance Analysis Interface)オプションを

使用します。PSM3750は、IAI2との組み合わせることで、外

部シャントを使わず、4 線式ケルビン手法を使って LCR を正

確に測定することができます。 
IAI2 では 50MHz までのインピーダンスの測定が可能で

す。 
 
【周波数レスポンス＆インピーダンスアナライザ PSM3750】 

 
以下は、圧電素子のインピーダンス測定結果です。 昇圧

コンバータなどに圧電トランスが使われるようになっています。 
 

【圧電素子のインピーダンス測定結果】 

 
圧電トランスの使用例： ディスプレイ用インバータ電源 
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■デジタルマルチメータを用いた電圧の監視 
  
  スイッチング電源の効率試験において電源電圧監視をす

ることは、非常に重要です。一般的な実験室の電源ラインを

モニタした結果を下記に示します。 
 

【電源ラインの変動を監視】 

 
IEC61000-3-2/3-3 の試験においては、試験時の電圧変

動を 2%以内に抑える必要がありますが、この測定例では

4.5%以上も大きく振れていることがわかります。 
 

マルチメータ VOAC7602 の合否判定機能を活用すると、

IEC 規格から電圧変動幅が外れた場合にブザーを鳴らした

り、GO/HIGH/LOW 表示をわかりやすく表示させたりするこ

とで、測定に関わるエンジニアに注意を促すことができます。 
また、マルチメータ VOAC7602 のヒストグラム機能を使用

すると電圧ばらつきを視覚的に確認することができます。但

し、この結果からはスイッチング電源から発生される高調波

が IEC に規格に適合しているかどうかを知ることはできませ

んので、マルチメータで長時間監視すると共に、入力に安定

化電源を使用することが必要です。 

 

■パワー半導体の静特性測定 
 

スイッチング電源の設計段階で、それに使用するパワー

半導体の選定は重要な作業です。 
半導体カーブトレーサ CS シリーズは最大 15kV までのパ

ワー半導体の静特性測定に対応可能です。 
また、オプション関係も豊富でスキャナーシステムを使用

した複数素子の自動測定や、ホットプレートを使用した温度

特性試験などを専用の自動測定ソフトから行うことができま

す。 
 

【半導体カーブトレーサ CS-3000 シリーズ】 

【半導体カーブトレーサでのトランジスタ V-I 特性例】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 最大 10 個までのディスクリート・パワー半導体のパラメー

タを自動で測定することができます。検査工数削減に大きく

貢献することができます。 
 
【スキャナーシステムによりパワー半導体の自動測定例】 

 

【デジタルマルチメータ VOAC7602】 

【ヒストグラム機能で電圧のばらつきを表示】 
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■スイッチング試験用ダブルパルスの生成 
 
 ディレイパターン・ジェネレータ DG-8000 では、スイッチン

グ試験で必要なダブルパルスを簡単な操作で生成すること

ができます。パルス幅・パルス間隔はそれぞれ任意に設定

することができます。 スイッチング周波数の高周波化に対

応しており、設定の時間軸分解能は、10ns まで設定可能で

す。 またダブルパルス以外にも最大 12 パルスまでの連続

した任意パルス出力を容易に設定することができます。 
 

【任意パルス幅・パルス間隔のパルス生成例】 
 
 
 
 
 
 
 

【ディレイパターン・ジェネレータ DG-8000 の外観】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 30MHz ファンクション・ジェネレータ SG-4300 シリーズを使

用すると、それぞれのパルスのパルス幅を任意に変えること

は出来ませんが、DG-8000 同様にスイッチング試験用のダ

ブルパルスを簡単な操作で発生させることができます。 
 

【ファンクション・ジェネレータ SG-4322 の外観】 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
【SG-4322 でパルス幅可変した波形を観測した例】 

■軟磁性材の磁気特性解析、コアロス測定 
  

スイッチング電源の小型化、高周波化が進展するにつれ、

トランスやインダクタなどの磁気特性やコアロス（鉄損）の解

析が必要になる場面が増えてきました。 今までは、スイッチ

ング電源の開発に磁気特性の解析までする必要はありませ

んでしたが、高周波化によりトランスやインダクタで発生する

損失による発熱が大きな問題となり、その対策を回路設計

側も検討する必要が出てきたためです。 
 

【軟磁性材料を使用したトランスやインダクタの例と 
BH アナライザ（SY-8218/8219）の外観、解析画面の一例】 

 
磁性材料によっては、磁気特性に温度依存性を持つもの

があります。例えば、トランスなどに使用されるフェライトは、

室温では安定せず、高温で安定する性質も持ちます。BH ア

ナライザを用いた温度特性評価システムを使用すると、-
30℃から 150℃の範囲で磁気特性を測定することができま

す。一般的なフェライトである PC40 のコアロスと周波数、磁

束密度の関係を下図に示します。 
   

【ＢＨアナライザの温度特性評価システムでの測定例】 
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  APPLICATION NOTE 
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■スイッチング電源 アプリケーション 製品マップ 
 

回

路

特

性 
用

の 
測

定

器 

リップル電圧 
歪み 
消費電力 
過負荷特性 
短絡電流 
出力インピーダンス 

スイッチング損失 高調波 
パワーファクタ 
電源電圧監視 
負荷変動の影響 

フィードバック応答 
 過負荷時制御 
 短絡時制御 
 制御信号 

 
マルチメータ 
VOAC7602 

パワーアナライザ 
PPA シリーズ 

インピーダンスアナライザ
PSM3750 

 

オシロスコープ(ViewGoⅡ) 
電流プローブ 

SS-2xx シリーズ 
差動プローブ 
SS-320 

ロゴスキーコイル 
電流プローブ 
SS-280 シリーズ 

アイソレーション計測 
DM-8000 

 

 

 

ダイオード 
整流素子 

スイッチング半導体 
 FET, GaN, IGBT 
 SiC, SRD etc, 
 

デ

バ

イ

ス 
特

性

用

の

測

定

器 

デジタル制御 IC 

カーブトレーサ 
CS-3000 シリーズ 
静特性測定 

差動プローブ(SS-320)  

トランス、フィルタ 
インダクタ 

インピーダンスアナライザ 
PSM3750  500Vpk 絶縁 

BH アナライザ 
SY-8218/8219 

スイッチング半導体 
 FET, GaN, IGBT 
 SiC, SRD etc, 

オシロスコープ(ViewGoⅡ) 

SSR 
（ソリッド・ステート・リレー） 

  

負

荷 

 

I/O 

 Switch  

AC 入力 フィードバック回路 

スイッチング回路 

DC 出力 
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