APPLICATION NOTE
岩崎通信機アプリケーションノート

スイッチング電源の測定技術
家電機器、スイッチング電源、パワーコンディ
ショナ、EV、充電スタンドなどで生じる損失の低
減、電力変換効率の改善が、製品差別化の大
きなファクターとなっています。

インダクタ

ここでは、損失低減に向けた高効率電源の開
発の為に求められる、スイッチング特性試験、
電源制御特性、損失電力・総合効率試験などに
必要な測定方法を、スイッチング回路、材料の３
つの角度から捉え、問題点とその施策を考えま
す。

コンデンサ
パワーデバイス
トランス

フィードバック/
制御回路モジュール基
板

スイッチング損失の実動作測定

自動化されたパワーデバイスのスイッチング特性試験

スイッチング電源の設計時に、ＩＧＢＴやＭＯＳＦＥＴ
等のパワー半導体の動特性解析をする場合、通常は
オシロスコープのカーソル機能やパラメータ演算機能を
使い、マニュアルでカーソルを動かしながら電力損失な
どの測定を行います。

オシロスコープで捕捉したデータを、リモートコントロ
ールでデータを取り込み、ターンオン・ターンオフ・逆回
復などを自動で測定できるソフトウエアがあります。

これまで、スイッチング損失は、以下の図のように電
圧・電流波形から、オシロスコープのカーソルを移動し、
マニュアル設定による測定の煩わしさがあります。

【スイッチング波形】

本ソフトウエアがインストールされたパソコンとオシロ
スコープ（ＶｉｅｗＧシリーズ・DM-8000）をＬＡＮ接続し、オ
シロで捕捉した波形を取り込み、各種パラメータを自動
で表示します。 電流・電圧波形の０レベル補正が簡単
に行え、補正後の波形を積算し電力波形を表示します。
測定結果は、保存・再表示ができます。
【スイッチング特性試験用制御ソフトウエア】

カーソル移動

APPLICATION NOTE
高電圧差動プローブを用いた電圧

アイソレーション計測で、さらにノイズを抑える
【アイソレーション計測】

パワーデバイスのスイッチング波形（回路図点線
内）などを観測するとき、高電圧プローブは浮いた
電位を気にせず測定できるから使いやすく、最高
1kVrms まで対応する SS-320 でノイズに強い測定
ができます。

たとえば、下の回路図はグランド接地されていま
すが、コモンモード・ノイズが発生することもあり
ます。そこで、差動効果によりノイズの影響を抑え
る効果を使うと、ノイズに強い測定が簡単にできま
す。

なお、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】

オシロスコープ
差動プローブ

グランドループになりにくい
IGBT、SiC 系、GaN 系デバイスなどの高速スイッチ
ングデバイス観測においては、DM-8000 バッテリー
駆動、光ファイバケーブルによるアイソレーション計測
が、ノイズによる波形ひずみが現れない様に、確実に
測定できる方法と言えます。
注目 --高速スイッチングデバイスを実装した基板のグランド
には、高周波ノイズが重畳しております。 高電圧差動
プローブでは、CMRR の特性上から十分にノイズを除
去した測定ができないことがあります。
下図に DM-8000 アイソレーション・ユニット、コントロ
ーラ、PMK 社高電圧プローブの例を示します。
最高 10kV の最高のアイソレーションを実現し、ハイ
サイド・ゲート信号、ハイサイドスイッチング波形の観測
では、欠かせない機器です。 実際のシステムと、差動
プローブを利用した場合の波形の違いを以下に示しま
す。
【DM-8000,】

ノイズ

【高電圧差動プローブのツイスト効果】

最近では、デバイスの立ち上がり、立
下り時間が速くなっているため、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。そこで、
高電圧差動プローブのリードは、ツイス
トペアにすると、波形ひずみを抑えるこ
とができます。

実 際のハイ
サイドゲート信号を捉えた例です。
アイソレーションシステムで捉えた波形は、コモン
モードノイズの異境を受けていません。
電圧差動プローブｓ＾高電圧高電圧を使うと、コ
モンモード
ノイズの影
響で、波形が
大きく変動
している様
DM-8000
差動プローブ
子が分かり
ます。

APPLICATION NOTE
最適な高電圧プローブの選定
電流センサの選定
（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 社の PHV1000、PHV64x シリーズ、
岩通 SS-0170R/0170R 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
ス計測で利用できるタイプの、PHV1000 のディレーティ
ング特性を下に示します。

【PHV-1000 高電圧プローブのディレーティング特性
例】

①クランプ式電流プローブ
測定精度は、クランプ式の中では高く、オシロスコー
プとの親和性が高いのが特長です。岩通計測の
ViewGo 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できます。
DC+AC の測定も特長としています。
欠点： クランプ部が大電流になると大きくなってしまう
欠点があります。、高密
度実装された電源の計
測には使い難いケース
が多々あります。

②ロゴスキーコイル電流プローブ

【高電圧プローブ抜粋】
PHV 641シリーズ
PHV 642-Lシリーズ
PHV 643-Lシリーズ
PHV 661-Lシリーズ
PHV 662-Lシリーズ

長さ 減衰率 インピーダンス 帯域 容量範囲
耐圧
50MΩ/
3kV VDC＋pkAC/
1
x100
380
10-50
<6pF
4kV Impulse Peak
50MΩ/
3kV VDC＋pkAC/
2
x100
300
10-50
<6.5pF
4kV Impulse Peak
50MΩ/
3kV VDC＋pkAC/
3
x100
150
10-55
<7pF
4kV Impulse Peak
50MΩ/
4kV VDC＋pkAC/
1
x100
380
10-50
<6.5pF
6kV Impulse Peak
50MΩ/
4kV VDC＋pkAC/
2
x100
300
10-50
<7pF
6kV Impulse Peak

PMK 社の高電圧プロ
ーブは、使いたい長さの
ケーブル長を指定できる特長があります。

（２）電流プローブ
一般のオシロスコープユーザーは、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）を電流センサとして愛用していました。 近年、低損
失で小型な電源を要求する傾向が高まり、電流の検出
方法に悩まされることが増えています。

センサ部は、
柔軟なコイルで
構成された電流
プローブです。
高密度実装化
されたスイッチ
ング電源が多く
登場している中、
柔軟かつ細い電流センサ部を持つ電流プローブは、大
変使い勝手が良いと評判です。 岩通計測の SS-280
シリーズロゴスキー電流プローブは、 構造上の利点を
活かして、パワーFET、IGBT デバイスピンに絡ませ
て大電流をスイッチング電流波形・パルス応答特性
簡単計測できます。
以下に、代表的な岩通が取り扱うプローブをしまします。
SS-240A
シャント
ロゴスキー
/250
抵抗
コイル
/260/270
(N4L)
(IWATSU)
（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

APPLICATION NOTE

APPLICATION NOTE
高精度電力測定

高調波、フリッカ フルコンプライアンス試験

スイッチング電源の電力測定は、更なる電源の効率
化と共に、さらなる高精度化が求められます。 わずか
な変化をとらえるため、広帯域、高速サンプリング、高
精度を実現しているパワーアナライザを使いたい。
一般に、電力効率は、安定化電源からの低ひずみ信
号と、パワーアナライザ、電子負荷装置を使います。

IEC61000-3-2./3-3 フルコンプライアンスの測定シ
ステムで、スイッチング電源を搭載した機器の評価をお
勧めしています。
スイッチング電源単体では問題ないが、負荷を接続
すると高調波が発生するなどの問題は多々あります。
IWASTU-N4L は、規格準拠の角度から測定するだけ
でなく、製品のデバッグの角度から高精度に高調波の
分析ができます。
PPA55x1 シリーズは、高調波、フリッカ測定のフルコ
ンプライアンス試験を提供します。
【三相インピーダンス・ネットワーク】

【電源効率測定系】

IMP163
三相インピーダンスネットワークなど、最大電流
現 在 、 Newtons4th の ISO17025 の 校 正 体 系 で
IEC61000-3-2/3-3 試験の数多く
の項目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（2014.5.30 時点）。

【左上： 電力アナライザ、 右上： 電子負荷装置）】
【IEC61000-3-2 高調波測定のレポート出力例】

測 定 結 果 下 図 を ご 覧 下 さ い 。 AC100V 入 力
DC16V 3.5A（100%負荷）の AC アダプタを評価した
例を紹介します。 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ます。 これを 3.6A におおけ
る負荷率を 100%と
してデータ測定結果を解析した例です。

【電源変換効率の測定結果】

APPLICATION NOTE
フィィードバック解析
インピーダンスダンス測定
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や、スイッチング速度
の高速化により、周波数特性を損なうトランスの挿入や、
低帯域の FRA を使った方式では、十分に対応できなく
なっています。
高電圧機器、電源入力部、スイッチング部の検証
は、PSM3750 500Vｐｋアイソレーションの周波数レ
スポンスアナライザが威力を発揮します。
実際の電圧に合わせた測定で、デバイスの実動作に
おける特性に近付けて測定できるため、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ます。
使われる部品が、定格電圧でなければ本来の特性で
結果を得られます。その上、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
要で測定できます。
ラインナップとして、
PSM1700 シリーズは、低電圧、中電圧用途
PSM3750 は、高電圧 500Vpk アイソレーション
に強みを持っています。
【左； PSM1735

スイッチング電源の高速スイッチング化にともない、イ
ンダクタンスなどの受動部品のインピーダンス測定も広
帯域で測定されています。
インピーダンスを測定するには、ＩＡＩ２オプションを使
い ま す 。 PSM3750 は 、 IAI2(Impedance Analysis
Interface)との組み合わせで、外部シャントを使わず、4
ワイヤの Kelvin 手法を使って LCR を正確に測定しま
す。
IAI2 は幅広い測定領域をもち 50MHz までの仕様です
【PSM3750】

右： 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。
【インピーダンス測定結果】

以下に実際の評価した電源回路とその周波数応答、
位相応答の結果を示します。
無償のリモートコントロールソフトウエアで、PC に直接
データ転送することもできます。
電源、機器の更に急激な負荷変動に対する、フィード
バック回路の特性評価の例を示します。
【フィードバック特性結果】

APPLICATION NOTE
電圧監視を VOAC7602

パワー半導体の静特性測定

電源効率試験、デバイスの試験において電源電圧
監視をすることは、重要です。 以下の電源変動は、一
般的なの実験室の電源ラインをモニタした結果を示し
ています。

電源装置の設計段階で、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が行えます。
またオプション関係も豊富でスキャナーを使用した複
数素子の自動測定や、ホットプレートを使用した温度特
性試験等専用のソフトウエアにより自動測定が行えま
す。
【CS-3000 シリーズ

カーブトレーサ】

IEC61000-3-2//3-3 の試験において試験時の電圧変
動は 2%以内に維持される必要があります。 確認して
みると 4.5%以上も大きく振れています。
IEC 規格外の際は、VOAC7602 の合否判定機能を
活用して、ブザーや OK/NG 表示を大きく表示させたり
して、エンジニアに注意を促すこともできます。

【トランジスタの V-I 特性例（TRACE モード）】

この測定結果は、規格に適合したスイッチング電源の
高調波測定などできません。 そこで、マルチメータで
長時間監視すると共に、入力安定化電源を入れること
をお勧めしています。
【ヒストグラム機能で電圧のばらつきを表示】

【スキャナ CS-700 6in-1 モジュールの測定】
6in-1 モジュールの測定をスムーズ実施できます。
スキャナユニットにより 6in-1 モジュールなどのデ
バイスを自動で測定できるので、検査工数削減につ
ながります。

【VOAC7602 デジタルマルチメータ】

APPLICATION NOTE
スイッチング試験用ダブルパルスの生成

BH 解析、コアロス測定 （高精度デバイス試験）

ディレーパターンジェネレータ DG-8000 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
ことが可能です。

図は、磁性体材料を使う トランス、インダクタ（トロイ
ダルコア）、BH アナライザ（SY-8218/8219）と BH 解析
した一例を示しています。

全てのパルス幅・パルス間隔はそれぞれ設定できま
す。
昨今のスイッチング周波数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 パルスまで容易に
設定することが可能です。

スイッチング電源の損失低減は、スイッチング速度を
高速化するために、SiC, GaN ベースのデバイスを活
用して（キャリア周波数をアップする）、損失を低減させ
ることができるようになってきました。
しかし、一方では、高速化による損失低減は、磁性体
材料においては逆効果になるケースがあります。
そこで、BH アナライザを活用したデバイス（材
料）測定が必須です。使用する動作領域に最適な材
料の選別のために、周波数による差異を求め、恒温
槽と組み合わせて、使用温度環境に合わせた評価を
します。

ＢＨアナライザの測定対象、測定結果例

このほか、変調波周波数（周期）が変化してもキ
ャリア周波数（周期）は一定（周期設定）の信号
や、変調周波数に合わせてキャリア周波数も同じ
比率で変化する周波数設定の２通りのパターン発
生が可能です。
以下の図は、変調波周波数（周期）が変化して
もキャリア周波数（周期）は一定（周期設定）

恒温槽とＢＨアナライザを組み合わせて温度特性
の変化を取り込んだ例
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APPLICATION NOTE
岩通計測
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インピーダンスアナライザ
PSM3750
500Vpk 絶縁
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電流プローブ
SS-2xx シリーズ
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