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はじめに 

ツールとその役割 

スイッチング電源の解析は一次側のライン電力、制御回路、パワーデバイス、出力リプル電圧

など多岐に渡ります。また起動時や停止時、負荷変動の応答についても測定する場合がありま

す。 

 

スイッチング電源解析ソフトウエア“POWER ANALYSIS”は、次の 4 つの主要な測定を行う

ことができます。 

1. Power Device（パワーデバイス解析）–電源、電気モーター装置（可変速度ドライブ）高

効率照明回路などの電力変換製品で使用されているパワー・スイッチング・デバイスを主

に対象にして測定を行います。 

次の測定が可能です 

・スイッチング損失、導通損失、オフ･ステート損失 

・安全動作領域(SOA)マスクテスト 

・動的オン抵抗 

・di/dt & dv/dt 

・B-H カーブ 

これらの測定は電力デバイスの評価試験や電力変換システムの動的動作の解析に使用で

きます。 

2. Control Loop（変調解析）– 電力変換回路の変調コントロール信号（PWM、デューティ

ー・サイクル、周波数、周期）の捕捉と解析を行います。ライン電圧や負荷の変化により

生じるコントロール信号の変化を垂直軸方向で表現するトラック機能により解析します。

またスタート時およびシャット・ダウン時の解析にも有効です。 

3. Line Power（電力解析）– 電源回路に入力するライン電圧と電流を測定します。有効電力、

皮相電力、力率、電源高調波が測定できます。電源高調波の測定は、EN 61000-3-2 の要

件に準拠するための予備検査です。 

4. Performance(性能解析) – 電源回路の変換効率や出力される DC ラインに乗るリップルを
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解析することができます。観測されたリップルは周波数解析され、周波数成分がテーブル

にリストされます。 

※DC 電源のリップルはクロック信号やシリアル信号に周期ジッタとして現れることがあ

ります。 
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必要な機器 

オシロスコープ 

POWER ANALYSIS ソフトウェアは、Windowsベースの全てのオシロスコ

ープで動作します。変調解析など多くのサイクルを必要とする測定の

ために、最低１Mワードのメモリが搭載されているオシロスコープを

推奨します。ほとんどの測定では２つのチャンネルで行なわれますが、

複数デバイスの解析や信号とは別のトリガを必要とする場合があるた

め４チャンネルモデルのオシロスコープをお勧めします。飽和電圧の

測定やリップル解析など大きな信号の中に含まれる小さな信号を計測

する場合には、HDO シリーズなどの 12 ビット AD を持つオシロスコー

プをお勧めします。 

電圧プローブ 

電力変換回路の多くは、グランドが基準ではなくフローティングして

います。一般的なパッシブ・プローブでは安全に測定ができないため、

高圧差動プローブが必要になります。スイッチング・デバイスの動作

特性は通常の差動プローブが備えている高 CMRR、高 CMR 特性に加え、

オーバードライブ・リカバリ特性を考慮する必要があります。テレダ

イン・レクロイ社の DA1855A 差動増幅器や対応する DXC シリーズ・パ

ッシブ差動プローブはオーバードライブ・リカバリ特性が優れている

ため、スイッチング・デバイスの動作特性を高精度で測定することが

できます。 

電流プローブ 

“Power Device Analysis （パワーデバイス解析）”で説明する測定

には、DC 測定能力を持つ高精度の広帯域幅電流プローブが必要です。

テレダイン・レクロイ社の CP031( DC-100MHz)電流プローブをお勧め

します。あるいは、さらに大電流のプローブも用意しています。 

スキュー調整用

信号ソース 

プローブからの信号はプローブ特有の伝播遅延が生じます。正確な電

力波形を得るためには、電圧と電流の伝播遅延の差（スキュー）を調

整する必要があります。テレダイン・レクロイの DCS015 は電流と電圧

が同時に出力される信号源です。スキュー調整に利用できます。 

 

 

POWER ANALYSIS オプションへのアクセス 

オシロスコープのメニューから Analysis(解析)→Power Analysis...をタッチして、POWER 

ANALYSISメニューへアクセスします。 

 

注意： 1.2m 50同軸ケーブルで DSOに接続した DA1855A/DXC100の遅延時間は、CP031電流プローブの遅延

と同じであり、デスキュー調整は必要ありません。 
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Power Analysisダイアログが表示されます。 

 

 

ダイアログ概要 

ダイアログは次の基本ダイアログの他に PowerAnalysis の Tests の選択により、専用トレース

のスケールを調整するダイアログが追加されます。 

 Power Analysis 

 

電源解析の測定項目を選択する、メイン・メニューです。 

Inputs:入力チャンネルの選択（Input Settingsで詳細に設定できます） 

Analysis Type: Device(パワーデバイス解析：15ページ参照)、Control Loop( 変調解析：

27ページ参照)、Line Power(電力解析：30ページ参照)、Performance(性能解析：35ページ参

照)の中から選択します。この選択によりTestsやMeasurementsなどの項目が変化します。 

Tests： 試験内容を選択します。 

Measurements: 自動パラメータ計測の選択 

 

Statics: Measuremts項目で選択された計測パラメータを統計値やヒストアイコンで表示し

ます。 

 Input Settings 
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測定誤差を減らすために、電圧や電流のオフセット調整やスキュー調整が行なえます。 (詳しく

は6ページ参照) 

Fine DC Offset: AutoZeroなどでは修正できないオフセット誤差をここで調整できます。(詳

しくは8ページ参照) 

Deskew: 電圧プローブと電流プローブの間で発生するスキューを修正できます(詳しくは10

ページ参照) 

Setup Source： 選択されたチャンネルのプローブ設定画面へアクセスできます。ここでプ

ローブのオートゼロや電流プローブのデガウスが行えます。 

Probe Type: 電流を弊社プローブ以外やシャント抵抗を使って計測する場合にここで電圧

からの変換を指定します。 

 Zone Identification 

 

電圧波形からターンON、ターンOFF、ON状態、OFF状態を判定する基準をここで設定します。(詳

しくは13ページ参照) 

Signal Top and Base Setup: オン状態やオフ状態を判定する基準を指定します。 

Transition Threashold Setup： ターンON、ターンOFFを判定する基準を指定します。 

 スケール調整ダイアログ 

 
Power Analysisタブで試験を選択すると表示されるトレースのスケール調整用ダイアログ

が表示されます。通常のズーム設定と同じく、拡大縮小、位置、ラベルなどの設定が可能

です。 
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測定準備 

高精度で測定を行うために、オシロスコープとプローブの内部温度が安定するまで、測定はお

待ちください。回路内部の温度上昇により、オフセット･レベルのドリフトが起こり、測定精度

に大きな影響を与えます。外気温に変化が無ければ、通電してから 30 分程度で安定します。 

測定準備では、測定精度を高く保つための DC オフセットの微調整(8ページ参照)やプローブ間

のスキュー補正(10ページ参照)を実行します。また、デバイス解析を使用するには、電圧波形

からデバイスのステートを自動判定するための閾値を設定(13ページ参照)します。 

測定を開始する前に必ず、電流プローブや差動プローブのオートゼロ機能を利用して、オフセ

ット成分の補正を実行してください。テレダイン･レクロイ社製プローブは、接続したプローブ

のチャンネルメニューを表示させると、接続したプローブの専用タブがメニューに追加されま

す。この中にある AutoZero ボタンを押して、補正をしてください。 

 

オートゼロで補正しきれないオフセットは Power Analysis のメニューで調整します。電圧や電

流の DC オフセットの微調整やスキューを調整するには、Power Analysis ダイアログの Input 

Settings タブを開きます。Input Settings タブは左側に電圧、右側に電流の設定があり、電流

側にはスキュー調整用デスキュー・コントロールやプローブのタイプを選択することができま

す。 

 

Input Settings ダイアログ 

メニュー中ではチャンネル間の伝播遅延の補正は電流セクションで行います。 

電圧設定 

 [Voltage]（電圧）フィールド：電圧プローブが接続されているチャンネルを選択します。

フィールド内側をタッチし、ポップアップ・メニューからチャンネルを選択します。 

 [Fine DC Offset]（DC レベルの微調整）フィールド：プローブを回路から取り外さずに

電圧プローブに含まれるわずかな DCオフセット・エラーを補正する事ができます。フィ

ールド内側をタッチし、ポップアップ・キーパッドで数値を入力します。（詳しくは8ペ

ージを参照） 

 [Setup Source](電圧ソースの設定)フィールド：Voltageフィールドで選択されたチャン

ネルのダイアログが表示されます。チャンネルのダイアログでは ProBus インターフェー
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スを搭載したプローブが自動認識された場合、認識されたプローブのフィールドが追加さ

れます。追加フィールドには次の操作が行えます。 

 [Autozero]（オート・ゼロ）ボタンは電圧プローブのゼロ調整を実行します。（プ

ローブにより表示されない場合もあります） 

 [Attenuation]（減衰率）フィールドは ProBusインターフェースが搭載されてい

ないプローブが選択された時に表示され、プローブの減衰係数を入力することが

できます。  

 [View]フィールド：Fine DC Offset でオフセット調整した波形を表示します。Voltage デ

ィスクリプタ･ラベルが表示され、ソース波形と同じ色で表示されます。 

 

電流設定 

 [Current]（電流）フィールド：電流プローブが接続されているチャンネルを選択します。

フィールドの内側をタッチして、ポップアップ・メニューから電流プローブが接続されて

いるチャンネルを選択します。 

 [Fine DC Offset]（DC レベルの微調整）フィールドはプローブを回路から取り外さずに

電流プローブに含まれるわずかな DCオフセット・エラーを補正する事ができます。フィ

ールド内側をタッチし、ポップアップ・キーパッドで数値を入力します。（詳しくは8ペ

ージを参照） 

 [Deskew]フィールドは電圧と電流の伝播遅延の差を調整します。（詳細は10ページを参照） 

 

 [Setup Source](電流ソースの設定)フィールドは Currentフィールドで選択されたチャン

ネルのダイアログが表示されます。チャンネルのダイアログでは ProBus インターフェー

スを搭載したプローブが自動認識された場合、認識されたプローブのフィールドが追加さ

れます。追加フィールドには次の操作が行えます。 

 [Autozero]（オート・ゼロ）ボタンは電圧プローブのゼロ調整を実行します。（プ

ローブにより表示されない場合もあります） 

 [Attenuation]（減衰率）フィールドは ProBusインターフェースが搭載されてい

ないプローブが選択された時に表示され、プローブの減衰係数を入力することが

できます。 

 [Degauss](デガウス) プローブが外部磁場や過入力により帯磁した場合、CP030

タブの DeGauss ボタンにより消磁することができます。消磁には 5秒かかり、計

測前に常に実行させなければなりません。銅線のプローブをクランプせず、閉開

レバーを閉じる側にスライドし、プローブをロックして DEGAUSS ボタンを押しま

す。 

注意： デスキュー値は、正確な値が分からない場合、このダイアログ内で変えるべきではありません。

解析対象の回路に発生する電圧信号と電流信号は、必ずしも適切に位相がそろっているとは限らず、そ

のためその信号をデスキューに利用しても、測定に大きなエラーが発生しかねません。DSC015 デスキ

ュー・キャリブレーション・ソースのように、時間的に一致した電圧信号と電流信号を使用する必要が

あります。 
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 [Probe type]（電流プローブ・タイプ）フィールドは ProBusインターフェースが搭載さ

れていないプローブが選択された時に表示され、プローブ・タイプを選択することができ

ます。 

 [View]フィールド：Fine DC Offset でオフセット調整した波形を表示します。Current デ

ィスクリプタ･ラベルが表示され、ソース波形と同じ色で表示されます。 

DC レベルの微調整 

差動プローブや電流プローブに搭載されたオートゼロ機能を利用して、DC オフセットを補正

することができますが、完全ではありません。微小に残ったオフセット誤差によりパワーデバ

イスの電力損失やオン抵抗の計算に大きな誤差を与えることになります。POWER ANALYSIS

では、電流チャンネルと電圧チャンネルのオフセットを微調整することができます。 

Input Settingsタブには電圧や電流の DCオフセットを調整する Fine DC Offsetコントロール

がそれぞれ用意されています。 

 

オフセット調整はプローブの Volt/Div を実際に計測する際の感度に合わせてから、差動プロー

ブはプラス側プローブとマイナス側プローブを接触させ、回路の GND などに接続します。電

流プローブは磁界の影響を受けない場所で調整を行ないます。 

Voltage や Current で選択されたソース･チャンネル波形が表示されている状態では、ソース波

形上に GND レベルが点線で表示されます。(Input Settings タブが表示されている間)この点線

が波形と重なるように Fine DC Offset を調整します。 

 

また別の方法として、実際の波形を見ながら調整する方法もあります。次の図は、電流波形の

ゼロ点がわかっている場合、電流プローブの残留 DC オフセットを補正する方法を示していま

す。InputSettings タブにある Fine DC Offset を選択し、フロントパネルの Adjust ノブを使

って調整します。 
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1. InputSettings の

[Fine DC Offset]

を選択します。 

2. [Adjust]（調整）ノ

ブを回して、波形

の電流値が 0にな

るレベルに I の下

線部分（ゼロ・レ

ベル線）が来るよ

うにします。 
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電圧、電流をデスキューする 

使用している測定システムの時間遅延を合わせる 

信号がプローブの先端からオシロスコープに入力されるまでには若干の遅延時間が生じま

す。電圧プローブや電流プローブの回路を通る際に生じる遅延とケーブルが信号を運ぶた

めに生じる遅延があり、使用するプローブにより信号がオシロスコープに到達するまで遅

延時間が異なります。 

スイッチング･デバイスの波形は電圧が出ている場合には電流はほぼ０A、電流が流れてい

る場合には、電圧はほぼ０V になります。電源装置の信号は比較的速いため、電流信号と

電圧信号間の時間遅延の差が測定に深刻な誤差を引き起こすことがあります。 

 
上の図は電流信号が電圧信号よりもオシロスコープにたどり着くまでの距離が長く、スキ

ューが生じている状態です。スキューがある波形で電流と電圧を掛け合わせた電力波形を

演算させると、消費電力が実際より小さくなることが分かります。（左：キューあり、右：

スキューなし）この誤差は、デスキュー演算関数を使用して電圧信号、電流信号の遅延を

合わせることで、補正することができます。 

これらの信号を瞬時電力、安全動作領域、動的オン抵抗の測定に使用するのであれば、こ

の作業は特に重要です。 

チャンネル間の時間のずれをチェックする 

オプションの DCS015 は電流プローブと電圧プローブの遅延差をチェックするための信号

源です。DCS015 は電流と電圧の遅延差がほぼ無い信号が出力されます。この DCS015 に

電圧プローブや電流プローブを接続すると、プローブ間の遅延差を評価することができま

す。DCS015 を EXT 端子など未使用のチャンネルに接続してください。 

 
電圧プローブと電流プローブを図のように DCS015 へ接続します。電流信号、電圧信号の

極性が同じように測定できているか、確認してください。 
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デスキュー設定 

Volt/Div やオフセット、Time/Div を調整して、DCS015 の電圧、電流波形がうまく表示さ

れたら、POWER ANALYSIS ソフトウェアを使用して電圧チャンネルと電流チャンネルに

おける時間遅延をマッチさせます。  

1. 電圧や電流の波形が大きく表示されるように感度調整を行い、トリガを電圧のチャン

ネルをソースとして、立ち下りのエッジ･トリガに指定します。 

2. メニュー・バーから [Analysis] （解析）を選び、プルダウン・メニューから

[PowerAnalysis]（パワー解析）を選択します。画面の下に[PowerAnalysis]（パワー

解析）ダイアログが開かれます。[Enagle]チェックボックスはオフにしておきます。 

3. [Input Settings]タブを開きます。 

4. 電圧の[Source]（ソース）フィールドをタッチし、ポップアップ・メニューから電圧

プローブが接続されたチャンネルを選択します。  

5. 電流の[Source]（ソース）フィールドをタッチし、ポップアップ・メニューから電流

プローブが接続されたチャンネルを選択します。 

   

6. フロントパネルの Time/Div ノブを回して 10ns/Div に設定します。  

7. 電圧と電流の画面は次のようになります。 

 

8.  [InputSettings]（電流）タブの[Deskew]（デスキュー）フィールドをタッチします。 

注意： [Current Input]（電流入力）チャンネルとして選択したチャンネルは、電圧プローブあるいは

ProBus互換でない電流プローブを使用していたとしても、単位としてアンペアが使用されます。 
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9. ポップアップ・キーパッドで時間値を入力するか、あるいはフロントパネルの[ADJUST]

（調整）ノブを回して数値を設定してください。 

 

信号の時間のずれは、電圧波形と電流波形の間での遅延の差として現れます。（ポップアッ

プ・キーパッドから直接数値を入力するか、あるいは、 ノブ[ADJUST]（調整）ノブ で数値

を決めるなどして）デスキューの値を変えると、電流波形が（正のデスキューなら）右方向

へ、（負のデスキューなら）左方向へ最大±100ms 移動します。この例では、遅延の差（時

間のずれ）は、10ns/div をわずかに超える程度になっています。遅延の大きさは、使用す

る電圧プローブや、電流プローブの種類、プローブの長さや DA1855A とオシロスコープを

接続する同軸ケーブルの長さなどによって影響を受けます。 
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パワーデバイスのステート自動認識 

POWER ANALYSIS はパワーデバイスの電圧波形からオン、オフ、ターン ON、ターン OFF

の各区間を自動認識し、オーバーレイ表示することや各区間毎に自動パラメータ計測ができま

す。 

[Zone Identification]タブでは区間認識のための条件を任意に設定できます。左側に Top と

Base の指定、右側にスレッシュホールドの指定があります。スレッシュホールドはターン ON、

ターン OFF の遷移検出に使われ、次図のような関係があります。Low Threshold はターン ON、

ターン OFF 共に共通で使われ、実際に区間の境界は Top と Base の位置により決定されます。 

 

 

Zone Identificatiion ダイアログ 

 

 [TopBase Value]フィールド：トップとボトムの区間を「TopBase」、または「Levels」で

設定します。「TopBase」では波形の Top と Base の値から（パラメータ計測の Top や Base

の検出方法と同じ）判定します。「Levels」を選択すると、「Top」や「Base」フィールド

が表示され、任意に値を指定することができます。波形が安定して、自動的に判別できる

場合は「TopBase」を指定し、波形形状が複雑で自動判定ができない場合には「Top」「Base」

を手動で指定します。 

 [Thresholds Are]フィールド：スレッシュホールドの指定を波形のトップとボトムを基準

としたパーセントで指定する場合「Percent」、電圧で指定する場合には「Absolute」を指

定します。 

 [Turn On High]フィールド：ターン ON 発生を検出するための閾値を設定します。ターン

ON は[Trun On High]から[Low Threshold]まで立下り遷移があった場合に検出されます。 

 [Turn Off High]フィールド：ターン OFF 発生を検出するための閾値を設定します。ター

ン OFF は[Low Threshhold]から[Thun Off High]までの立上り遷移があった場合に検出さ

れます。 

 [Low Threshold]フィールド：ターン ON、ターン OFF のどちらの遷移検出にも利用され

ます。 
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正しく設定が行われると、設定により判定されたパワー･ステートが電圧チャンネルのトレース

にオーバーレイ表示されます。設定の状態も点線で表示されます。白い線は Low Threshold を

示しています。青い 2 つの点線は Turn On High と Turn Off High を示しています。 

 

オーバーレイ表示はラベルの表示面積により、表示される内容やラベルの表記が変化します。

上の例では Cycle や OffState はラベルを表示させる面積があるため、ラベルがフルサイズで表

示されますが、C のようにラベルを表示できる大きさが無い場合には短縮表示されています。

短縮表示できないほど領域が狭い場合には、ラベルは表示されません。 

領域の表示には次のような種類があります。カッコ（）内は短縮表示を示します。 

Cycle(C)：周期として判断され、隣り合う周期は若干濃い青色で仕切られています。 

OffState(-)：オフ期間 

Conduction(C)：オン期間 

TurnOff(Off)：ターンオン 

TurnOn(On)：ターンオフ 

 

上の例では電力損失を測定する状況での設定ですが、MOSFET のオン抵抗を計測する場合など

ではオン状態だけを拡大して表示させるため、Volt/Div のレンジを高く設定します。 
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デバイス解析 

デバイス解析はコレクタ-エミッタ間(またはソース－ドレイン間)の電圧や電流を測定して、

IGBT や MOSFET などのパワーデバイスを使用した回路の電力損失、安全動作領域テスト、

オン抵抗(MOSFET のみ)、または dv/dy & di/dt 解析ができます。またコイルの B-H カーブ特

性も計測することもできます。 

 電力損失（Loseses）解析は電圧波形から自動的に区間を判定し、オフ状態損失、導通損

失、およびスイッチング損失を自動測定することができます。 

 安全動作領域は任意のマスク条件を入力してマスク・テストが行なえます。 

 MOSFET のオン抵抗の測定が行えます。 

 di/dt & dv/dt 解析は急激なスイッチング動作により生ずる影響を調べるために使用しま

す。スイッチング電流を di/dt で測定することにより、主回路配線のインダクタンスに誘

起される影響を考慮する情報を提供することや di/dt や dv/dt を測定することでノイズ発

生の影響を考慮する情報を提供します。 

 B-H カーブ試験が行なえます。 

 

 

デバイス解析へのアクセス 

1. メニュー・バーから[Analysis]（解析）を選択し、プルダウン・メニューで[Power Analysis]

（電力解析）を選択します。画面の下に"PowerAnalysis（電力解析）"ダイアログが開き

ます。  

2. Analysis Type から[Device]ボタンをタッチします。測定に関し、以下の選択肢から目的

の試験を選択します。 

 [Losses]（電力損失）はパワーFETにおける瞬時電力損失を測定します。  

 [Safe Operating Area]（安全動作領域）はパワーFETの安全動作領域を測定し、ユーザ

ー定義したマスクにより マスク試験を行なうことができます。 

 [B-H Curve](B-Hカーブ)はコイルの B-Hカーブを測定します。 

 [Rds(On)]（動的オン抵抗）はパワーFETの飽和電圧とその動的オン抵抗を測定します。  

 [dv/dt & di/dt]電圧(または電流)の微分値を測定します。 

注意： 前節の内容は、この測定を行う前に終了しておく必要があります。チャンネル間伝播

遅延をマッチングさせ、今までに示した測定のセットアップを終わらせてから解析対象のデ

バイスに対する測定を始めます。 
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パワーデバイス解析のセットアップ 

パワーデバイス解析(Power Device Analysis)を使用すると、回路動作中のパワーデバイスの挙

動を測定できます。各測定のセットアップ方法は、解析対象となるパワーデバイスの種類や、

回路、測定内容により異なります。測定をあらかじめ計画しておけば、セットアップは容易に

なります。 

次の図は、オフライン・スイッチング電源のパワーFET を解析するための代表的な配置図です。

差動増幅器を使用して、デバイスのドレイン－ソース間の電圧を測定し、電流プローブで、そ

こに流れる電流を測定します。  

 
高圧差動プローブはパワー・デバイスの端子に直接プロービングする必要があります。電流変

化の大きい電源回路では回路配線の僅かなインダクタンスでも誘起される電圧があり、無視で

きません。不適切なプロービングにより素子につながる配線から誘起される電圧が測定結果に

影響を受け、素子にかかる電圧が低く計測される可能性があります。電流プローブは解析する

回路の適切な箇所に接続します。 

負荷変動による応答や起動時の挙動など、特定の条件を伴う測定を行う場合は、そのイベント

をトリガとして利用します。上図では負荷の変化をチャンネル４に接続したプローブで測定し

ます。トリガはチャンネル４をソースとして指定し、多くのサイクルが入るように Time/Div

を調整します。 
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トリガの設定 

トリガの設定は測定の目的に応じて適切に設定する必要があります。定常動作時と特定のイ

ベントではトリガが異なります。定常動作では下図の“定常時のトリガ・ポイント”の位置

のように特別なトリガソースを用意せず、電圧信号あるいは電流信号をトリガ・ソースとし

て利用できます。それに対し、負荷変動などの特定イベントの場合には別プローブを使い、

負荷変動や起動時などのイベントでトリガすることもあります。 

 
特定のイベントでの注意 

特定の変化をトリガ用として測定します。スイッチのオンではエッジ・トリガに設定しま

すが、ライン電圧のオフをトリガイベントにする場合は工夫が必要です。50/60Hz で繰り

返されるため、エッジ・トリガは使用できません。そのため信号に一定時間変化が無い場

合トリガするドロップ・アウト・トリガなどを使用します。また制御回路では積分回路な

どが含まれるため、定常状態になるまで時間を要します。時間軸（Time/Div）は定常状態

になるまでが記録されるように設定する必要があります。 

定常状態でのトリガ設定 

次の例では、パワー・トランジスタのドレイン・ソース間電圧をトリガ・ソースとして使

用しています。この信号は、デバイスの瞬時電力損失あるいは安全動作領域性能を測定す

るために使用します。 

  

 

Time/Div、トリガディレイ、トリガレベル、電圧チャンネル・カップリングを設定して、

上の図のような画面を表示させます。通常、電圧波形のネガティブ・スロープでトリガを

行うことが望ましいでしょう。 
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電力損失測定  

 

Power Analysis メニューの[Analysis Type]を[Device]に設定し、Tests の中から [Losses]（電

力損失）を選択すると、パワーデバイスの電力損失を計測することができます。 

全体的な電力損失を計測するには、電圧と電流波形は次のように画面内に波形が全て入るよ

うに各チャンネルの Volt/Div を設定します。 

 

 

 デスキューした電流波形(I)と電圧波形(V)が最初のグリッドに表示されます。 

 瞬時電力の波形(Device Power)が第2グリッドに表示されます。 

 計測パラメータ：次のパラメータ計測が自動的に行なわれます。出力の形式は設定に

より、Mean Power（平均電力）、Peak Power(ピーク電力)、Energy(ジュール熱)の3

種類から選択することが可能です。 

・TurnOn：ターン ON 損失 

・Conduction：導通損失 

・TurnOff：ターン OFF 損失 

・OffState：OFF 状態での損失 

・AllZones：上記４つの損失を合計した値 

・SwitchFreq：スイッチング周波数 

注意： 前節の内容は、この測定を行う前に終了しておく必要があります。 
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電力損失の詳細設定 

 

[Display]: パラメータの表示を Mean Power（平均電力）、Peak Power(ピーク電力)、

Energy(ジュール熱)の 3種類から選択することができます。 

[Measurements]：計測パラメータの指定。電力損失は各ステートごとに別々で計算されま

す。 

  [Switching Losses](スイッチング損失)を有効にするとターン ONやターン OFF の

電力損失がパラメータとして表示します。 

 [Conduction Loss](導通損失)を有効にすると、オン状態での電力損失がパラメー

タとして表示します。 

 [Offstate Loss](オフ状態の損失)を有効にすると、オフ状態での電力損失がパラ

メータとして表示します。 

 [Measure Over All Selected Zone](損失の合計)を有効にすると、上記 3つの電力

損失の合計がパラメータとして表示します。 

[Conduction Calculation]はオン状態での電力損失を計算する方法を指定します。 

 [Std.Probe Input]は電圧と電流の波形を掛け合わせた瞬時電力波形を導通区間で

積分した値です 

 [Vsat-2nd Voltage Proge]は別プローブで飽和電圧を測定し、電流波形と掛け合わ

せて作られた瞬時電力波形をを導通区間で積分した波形です。プローブの指定を電

圧波形と同じチャンネルにした場合[Std.Probe Input]と同じ結果になります。 

 

 [MOSFET Rds(on) Value]は[RDS(on)value]に抵抗値を入力します。電力は電流波形

と RDS value から次のように計算されます。W＝電流波形^2*Rds 

※オン抵抗はデバイス解析のオン抵抗測定で計測することが可能です。 
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 [IGBT Vce(sat) Value]は飽和電圧を入力し、この値を定数として電流波形と掛け

合わせ電力を計算します。 

 

[Statics](統計値)は計測パラメータの表示をコントロールします。  

 [On]は計測パラメータを表示します。表示内容は Measurements 項目で設定されます。 

 [HistIcons]は計測内容を簡単なヒストグラムで表示します。 

 [ClearSweeps]統計データをクリアにします。 

 

注意：電圧波形全体が表示されている設定では、オン状態の電圧を正確に計測するために必

要な電圧分解能が足りていないことがあります。PowerAnalysis オプションはデバイスの仕様に掲

載されているオン抵抗の値や Vce(Sat)の値を入力して、オン状態の電流値からオン状態の電

力を計算することができます 
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安全動作領域  

Power Analysis メニューの[Analysis Type]を[Device]に設定し、Tests の中から [Safe 

Operating Area]（安全動作領域）を選択すると、安全動作領域を測定することができます。

電圧波形や電流波形、電力波形が左側のグリッドに表示され、電圧と電流の XY プロットが

右側に表示されます。XY プロットの横軸が電圧、縦軸が電流として点がプロットされます。

XY プロットの各スケールやオフセットは電圧波形や電流波形を表示しているグリッドと同

じ設定です。マスクをオンにすると、マスクが自動的に作成され、マスクにかかる電圧や電

流は赤いマーカーで示されます。 

またカーソルで値を読むことができます。XY プロット内のカーソルが示す値を XY ディス

クリプタラベルで確認することができます。 

 

 

安全動作領域詳細設定 

 

[Mask Test]のチェックをオンすると、マスクを設定する４つのコントロールを設定するこ

とができます。 
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 [V max]この電圧値より大きな領域はマスク範囲に設定されます。 

 [I max]この電流値より大きな領域はマスク範囲に設定されます。 

 [V at I max][I at V max]この２つの値を直線で結んだ値より大きな範囲はマスク

範囲に設定されます。 
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飽和電圧動的オン抵抗測定 

オン抵抗は MOSFET の重要なパラメータの一つです。Vgs電圧やチャンネル温度などに影響を

受け、消費電力を解析する上で計測することが求められます。Power Analysis メニューの

[Analysis Type]を[Device]に設定し、Tests の中から [Rds(on)]（動的オン抵抗）を選択する

と電圧波形を電流波形で割った抵抗波形(うぐいす色) が表示されます。 パラメータの

Rdn(on)は抵抗波形からオン状態の抵抗の平均値を表します。 

 

 

また、電力損失の解析メニューでは MOSFET のオン抵抗を数値で入力し、入力された値を元

に電流波形からオン状態での電力を計算することができます。 

注意：DA1855A などの差動アンプや差動プローブを使ったオン抵抗測定は動的な波形の挙動

を確認するためのもので、精度を求められる測定は行なえません。印加される高電圧波形が

急激に０V 程度に落ちるオン波形ではプローブやアンプの特性により、アンダーシュートが

マイナス側にずれる可能性があります。 
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di/dt & dv/dt 測定 

di/dt & dv/dt 解析は急激なスイッチング動作により生ずる影響を調べるために使用します。

スイッチング電流を di/dt で測定することにより、主回路配線のインダクタンスに誘起され

る影響を考慮する情報を提供することや di/dtやdv/dtを測定することでノイズ発生の影響を

考慮する情報を提供します。 

微分解析では、信号に乗る若干のノイズでも微分することにより、大きな値を示すため、

ERES フィルタによりノイズ除去することができます。 

 

di/dt & dv/dt をオンにすると、下の画面のようになります。デスキューを行った電圧波形(V)

と電流波形(I)が最初のグリッドに表示されています。電圧波形を微分した波形が第 2グリッド

に表示されます。 ターン OFF 区間のほぼ中央に当たる位置の dv/dtが計測パラメータで計測さ

れます。 

電流波形の微分波形はオプションです。 

 

di/dt & dv/dt測定詳細設定 

 
[di/dt]のチェックをオンすると、電流の微分波形が表示されます。 

[Enhance Bit Value]はERESフィルタの大きさを示します。この値を大きな値に設定すると

高い周波数成分が無くなり、ノイズの除去を強くすることができます。 

注意： 処理速度を上げるため、サンプリング・レートを 1GS/s程度にまで下げるよう勧

めます。 
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B-H カーブ測定 

Power Analysis メニューの[Analysis Type]を[Device]に設定し、Tests の中から  [B-H 

Curve]を選択すると、電源に組み込まれたコイルやトランスの B-H カーブ特性を測定す

ることができます。電流波形とコイルの特性から計算された磁界の強さを横軸、電圧波

形とコイルの特性から計算された磁束密度を縦軸とした B-H曲線が描かれます。 

 
 

コイルの特性はPower Analysisダイアログ内で値を指定します。コイルの特性にはコイル

の巻き線数(#windings)、磁路の長さ(Magnetic Path Length)、磁路の断面積(Cross Section 

Area) があります。磁路の長さや磁路の断面積はコアの形状により計算される値です。 

 
 

チョークコイルの測定ではコイルの両端に差動プローブを測定し、コイルに流れる電流を

計測します。 

B-Hカーブの計算にはコイルの巻き線数を入力する必要があります。コイルの巻き線数は

＃Windingsに入力します。 

 

 
トランスについても計測することが可能です。但し、コイルの2次側をオープンにします。

1次側のコイルに流れる電流とそのコイル両端の電圧を測定しすることでB-Hカーブを描

くことができます。＃Windingsには1次側のコイルの巻き線数を入力します。 
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変調解析 

変調解析はどのように機能するか 

スイッチング電力変換回路は特定の方法を使用して、コントロールされていないソース電源か

らサイクル単位で出力を調整しながらエネルギー変換します。出力制御は、エネルギー量をサ

イクルごとに変調して行われます。最もよく用いられる変調方法は、パルス幅変調(PWM)です。 

変調解析はコントロール回路の変調度をユーザーが理解できる形式で表示するためのツールで

す。具体的には PWM 信号の各サイクルと同じ時間位置に変調度を Y 軸方向で表します。下図

では、負荷電流（桃色）が急激に下がることにより、PWM 信号（黄色）がその変化に応答し

て、パルス幅が変化しています。変調解析ではパルス幅の変化を Y 軸で表したトラック波形(青

色)で表示します。 

 

変調解析は負荷の変化（ステップ応答）やソフトスタート・パフォーマンスなどの様々な状態

の変化に対し、電源がどのように反応するかという重要な情報を得ることができます。  

変調解析測定のセットアップ 

次の図は、オフライン・フライバック電源です。負荷変動によりパワーMOSFET に入力され

る変調信号がどのように変化するかを測定する代表的な例を表しています。差動プローブを使

用して、制御回路から出力される変調信号(ゲート信号)を捕捉し、トリガソースとして負荷変

動を別のプローブで測定します。変調波形として、別の信号も使用することができますが、ゲ

ート – ソース間の信号は通常、比較的ノイズの入らない信号のため、捕捉する上でよい信号

であるとされています。 
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 変調信号 

変調信号として使用する信号が安定表示できるか事前に確認をします。チャンネルのカッ

プリング設定や電圧感度を適切に設定し、トリガは変調信号のチャンネルを指定します。

信号幅（あるいはその他の特性）が測定できるようなきれいな信号を捕捉してください。

また、変調解析ではTime/Divを長く設定する必要があります。想定されるTime/Div設定で

信号幅が正しく計測できるサンプリング速度を維持できているかを事前に確認します。 

※WaveSurferシリーズ、HDO4000シリーズはサンプリング速度を固定に設定することがで

きません。サンプリング速度が足りていない場合には最大メモリ長を確認してください。  

 トリガの設定 

変調解析測定は状態の変化に対する回路の反応を見るために行います。回路のどの場所で

変調情報（変調信号）を取り出すか、そして、その変調信号の捕捉を開始するために使用

する信号“イベント”を決めます。状態の変化(イベント)を観測できる場所にプローブを

接続します。 

イベントにより次のようなトリガ設定にします。 

・起動時/終了時の応答：電源スイッチにプローブを接続してエッジ･トリガにします。 

・瞬時停電時の応答：ライン電圧にプローブを接続して、Width トリガで瞬時停電時間

などを指定します。 

・負荷変動の応答：負荷に別プローブを接続し、エッジ･トリガにします。 

次図では、パワー・トランジスタのゲート・ドライブ信号を変調情報のソースとして、そ

して各イベントのプロービング位置を示します。 

 

重要! 可能であれば、[PowerMeasure](電力測定)ソフトウエア・ダイアログに入る前に、変調信号

の安定した表示を行い、イベント・トリガのソースを決めてください。 
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変調解析の設定 

 

1. メニュー・バーの[Analysis]（解析）をタッチし、プルダウン・メニューから[Power 

Analysis]（電力解析）をタッチします。 

2.  [Control Loop]をタッチし、[Operator]操作を選択します。操作には以下の選択肢が

あります。 

 [Duty Cycle]デューティ・サイクル 

 [Frequency]周波数 

 [Period]周期 

 [Width]幅（PWMの解析はこちらを使用） 

3.  パルス幅などの変調信号の計測設定を行います。 [Level Is]（レベル）フィールドの

内側をタッチし、[Absolute]（絶対値）あるいは[Percent]（パーセント）のいずれか

を選択します。[Find Level]（レベル検出）ボタンをタッチすると、変調信号の振幅に

対して50%の電圧を調べることができます。 
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ライン電力解析 

ライン電力解析は、スイッチング電源の１次側の電力、または高調波電流を測定することがで

きます。電力測定では、50Hzおよび60Hzのライン電源の電圧(Vrms)や電流(Irms)、皮相電力(VA)、

有効電力(Watts)、力率(cos θ)を自動測定します。さらに、電力ラインに加えられた高調波電

流を評価することもでき、EN61000-3-2 規格の、高調波電流規制の要件に従っているか試験す

ることができます。 

 

電力解析のセットアップ 

電力解析では測定対象装置の商用電源側に電流プローブと差動プローブを接続します。 

 

測定対象装置： 電力消費およびライン高調波を調べる対象となる装置 

電源：電源装置の波形歪は、わずかでなければなりません。EN61000-3-2 は、測定対象の装置

に接続すると、電源の最大波高率と高調波歪を計算します。電力ラインがあれば測定はできま

すが、電源装置の波形歪は測定の質に直接影響を与えてしまいます。  
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電力測定 

Power Analysis メニューの[Analysis Type]を[Line Power]に設定し、Tests の中から [Power]

（電力）を選択すると、電力測定を行なうことができます。メニュー内に表示される Voltage

や Current に差動プローブや電流プローブのチャンネルを設定すれば、電圧と電流の波形が掛

け合わされたライン電力波形(LinePower)と計測パラメータが表示されます。 

 

電源電圧(Vrms)、ライン電流(Irms)、皮相電力(VA)、有効電力(W)、力率(cos θ)がパラメータと

して表示されます。 

 

Vrms： 電圧の RMS 値を示します。この値は画面内にある波形の周期を判定し、周期を満た

さない両サイドの波形は無視されます。 

Irms： 電流の RMS 値を示します。この値は画面内にある波形の周期を判定し、周期を満た

さない両サイドの波形は無視されます。 

rpwr：有効電力を示します。 

apwr：皮相電力を示します。 

pf： 力率(Cosθ)を示します。 
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またオプションとして、無効電力、位相、波高率を計測することができます。PowerAnalysis

メニュー内の Reactive Power のチェックを有効にすると、無効電力、Phase Angle を有効に

すると、位相、Crest Factor を有効にすると、波高率をパラメータ表示します。 
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高調波測定 

電源ラインに電流プローブを接続して、電流波形に含まれる高調波成分を計測し、

EN61000-3-2 高調波電流規制のマスク試験を行なうことができます。 

Power Analysis メニューの [Analysis Type]を [Line Power]に設定し、Tests の中から 

[Harmonics]（高調波）を選択すると、高調波測定を行なうことができます。画面上に表示さ

れる青い長方形のエリアは EN61000-3-2 のマスク領域です。茶色いバーは電流波形から計算

された周波数成分を表します。この茶色いバーが青い範囲を超えると、EN61000-3-2 の仕様

に不合格となります。 

試験結果はグリッド下の表にも表示されます。各高調波成分に対する合否判定基準値（Limit）

や計測値(Measured)、合否結果（Pass/Fail）などが簡単に分かります。 

 

設定方法 

1. 高調波測定は高速なサンプリング速度は必要としませんが、捕捉時間が長い波形を必要と

します。メニューバーのTimebase – Horizontal Setupメニューを開き、Time/Divを

100ms/Div、サンプリング速度を50kS/s程度に設定します。HDO4000シリーズやWaveSurfer

シリーズはサンプリングスピードを設定できないため、Maximum Sample Pointを100kS程度

に設定します。 

2. [PowerMeasure]（電力測定）ダイアログで[Harmonics]（高調波）ボタンをタッチし、

[Harmonics]（高調波）タブをタッチします。 

3. [Class]（クラス）フィールドの内側をタッチし、EN61000による分類(クラスA、B、C、D)

をポップアップ・メニューから選択します。クラスの選択は測定対象機器により異なりま

す。詳しくは34ページ「EN61000-3-2、高調波電流規制」を参照してください。 

4. [Use Measured Frequency]にチェックが入っている場合、電源周波数が電圧波形から自動
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的に設定されます。ユーザーが任意に値を設定するには、チェックを外して、[Frequency]

フィールドの内側をタッチし、ポップアップ・メニューから電源周波数を選択します。 

5. [Units] フィールドをタッチし、A（アンペア）あるいはdBuA（1マイクロ・アンペアあた

りのデシベル）を選択します。 

 

EN61000-3-2、高調波電流規制 

EN61000-3-2 の標準型が持つあらゆる定性および制限を知るには、その最新バージョンを参照

してください。参考までに、以下におおよその情報をまとめます。 

装置の分類 

高調波電流を制限するため、EN61000-3-2 は次のように装置を分類します。  

Class A  
平衡三相装置や、以下のクラスを除くその他の装置 

Class B  携帯型ツール 

Class C  照明装置。照度を落とす装置を含む。 

Class D  

クラス B や Cに属さない装置あるいはモーター駆動ではない装置で、以下の図に定

義した特別な波形の入力電流をもつもの。 

半周期の入力波形が、最低でも95%の時間分だけ下図のエンベロープに入る場合、そ

の装置はクラスDとみなされます。入力電流のピーク値で、エンベロープの中央線CL

が決まります。  
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性能解析 

性能解析では電源の変換効率やスイッチング電源から出力される直流電圧に含まれるリッ

プルを評価することができます。 

性能解析のセットアップ 

変換効率測定では AC-DC コンバータや DC-DC コンバータの変換効率を測定することができ

ます。入力と出力の双方にそれぞれプローブを接続するため、少なくとも電流プローブ２本、

１次側電圧測定用の差動プローブ、出力 DC 電圧を測定するためのパッシブ･プローブなどが必

要です。 

またリップル測定では電源の出力段に電圧プローブを接続します。リップル信号は微小なため、

プローブの入力カップリングは AC に設定し、感度を高く設定します。高精度で測定するため

にはトランスミッション・プローブの使用をお勧めします。 

 

プローブやオシロスコープの性能により精度が決まりますが、１２ビットオシロスコープの場

合、ほど３-４%の精度になります。 
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変換効率の測定 

Power Analysis メニューの [Analysis Type]を [Performance]に設定し、Tests の中から 

[Efficiency]（効率）を選択すると、変換効率測定を行なうことができます。 

グリッド上に入力電力波形(InputPower：黄色)と出力電力波形(OutputPower：緑色)の２つの

波形が表示され、それぞれの平均電力と変換効率がパラメータとして表示します。 

 

変換効率はパラメータで示されます。パラメータには入力電力 (InputPower)、出力電力

(OutputPower)、効率(Efficiency)が表示されます。 

 

1. メニュー・バーの[Analysis]（解析）をタッチし、プルダウン・メニューから[Power 

Analysis]（電力解析）をタッチします。 

2. [Power Analysis]（電力解析）ダイアログで、 [Performance]（性能）ボタンをタッチ

し、その右側のTestsから[Efficiency]（効率）、または[Ripple](リップル)ボタンを

タッチします。 
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リップルの測定 

Power Analysis メニューの [Analysis Type]を [Performance]に設定し、Tests の中から 

[Ripple]（リップル）を選択すると、リップル測定を行なうことができます。 

リップル波形は電源回路の出力側に電圧プローブで測定します。リップル波形は微小電圧波形

となるため、プローブのカップリングを AC などに設定するか、オフセットを調整して波形が

十分な大きさになるように感度を調整します。また、リップル波形は主にパワーデバイスのス

イッチング動作により引き起こされることが考えられるため、スイッチング周波数が観測でき

る範囲が表示できるように、周波数の表示範囲を適切に設定します。 

リップル試験を有効にすると、画面の左側に周波数ピーク･テーブル表示され、測定対象回

路の出力側電圧を FFT 演算したスペクトラム波形(赤いトレース)が表示されます。スペク

トラム波形にはテーブルと同じ周波数が丸いマーカーで表示されます。また電圧波形のピ

ークツーピーク、最大値、最小値がパラメータとして表示されます。 

 
Power AnalysisメニューのRipple Spectrumタブを開くと、スペクトラム波形のズームコ

ントロールを調整することができます。但し、こちらの調整はあくまでズームとなるため、

目的とする周波数が低くて画面に表示されない場合には、Time/Divを長い時間に設定し、

目的とする周波数が高くて画面に表示されない場合には、サンプリング速度をあげる必要

があります。 
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