
A P P L I C A T I O N  N O T E

最適なパワーインテグリティー
測定の実現

50 Ω 入力: Vpp = 573 µV, Vrms = 7.4 µV

1 MΩ 入力: Vpp = 2030 µV, Vrms = 255
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ムーアの法則が長年にわたって成立し続けているおかげで、われわれが日常便利に使っている電子機器
の機能は、絶えず増え続けています。低価格のマイクロコントローラーの爆発的普及により、ますます
多くの機器（家電製品、自動車、医療機器、ウェアラブルデバイス、IoT、スマートフォン、クラウド 

など）が、マイクロコントローラー制御による性能の向上と多機能化の恩恵を受けています。このような
製品をデザインする際に直面する課題の1つが、製品内のデバイスや回路にクリーンな電源を供給するこ
とです。最近の製品では、電源分配回路(PDN)の設計に多くのリソース（時間、人手、機器）が割かれて
います。このような製品のDC電源の測定には、リアルタイムオシロスコープが一般的に用いられます。
キーサイトのオシロスコープでは、ここで説明されているパワーインテグリティー解析ソフトウェア
(D9010POWA)をはじめ、数多くのソフトウェアアプリケーションからお選びいただけます。ソフトウェ
アアプリケーションにより、正確な測定を迅速かつ容易に実行し、人的ミスを効果的に削減できます。
このアプリケーションノートでは、DC電源を測定および解析するためのいくつかの基本的な技術を取り
上げ、DC電源測定ツールの選択と評価の方法について説明します。

PDNとパワーインテグリティー

パワーインテグリティー (PI)とは、エレクトロニクス業界で用いられる広義な用語であり、 
システム内の電源から負荷までパワーがどのように効果的に変換され、伝達されるかについての 

解析を指します。パワーは電源分配回路(PDN)を通じて供給されます。この回路は、電源と負荷の
間の半導体のパッケージなどのパッシブコンポーネントとそれらの相互接続から成ります。測定に
必要な周波数は、一般的にはDCから数GHz程度までです。一般的なPI測定としては以下のものが 

挙げられます。

 – リップル／ノイズ：PARD（周期／ランダム変動）とも呼ばれ、他のすべてのパラメータを一定
にした場合の、DC出力の平均値からの変動を表します。これは、レギュレーションとフィルター
回路を通した後でDC出力に残る、望ましくないすべてのAC成分とノイズ成分を表す指標です。
測定にはRMSとピークツーピークがあり、後者が一般的で、帯域幅範囲は20 Hz～ 20 MHz 

です。同様の変動のうち、周波数が20 Hz未満のものは、通常はドリフトと呼ばれます。
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 – 負荷応答：所定の負荷に対して、電源が出力仕様値を維持する能力の指標です。負荷は静的な
場合と過渡的な場合があります。一般的には、電源が、負荷に応じてあらかじめ定義されたセ
トリングバンド内に入るまでの過渡回復時間の測定が含まれます。

 – ノイズ：DC電源の公称値からのずれ。これには、熱雑音などのランダム雑音、隣接回路から
結合するスイッチングなどのスプリアス信号、あるいはリップル／ノイズや負荷応答が含まれ
ます。

はじめに
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電源設計における課題

製品の世代ごとに密度と速度が上昇するにつれ、クリーンな電源の重要性が高まっています。デジタルシステムのクロッ
クやデータのジッタの最大の原因は、DCパワーレールの変動です。デジタルデバイスの電源電圧が低下すると、デバイ
ス内のゲートの伝搬遅延が増加し、タイミングマージンの縮小や、場合によってはビットエラーのおそれがあります。 
これに対処するため、電源の許容値は5 %以下にまで縮小しています。

デジタルデバイスのスイッチング速度とスルーレートの上昇に伴い、スイッチングノイズが電源内に誘起される可能性も
高まっています。これによって生じるノイズの帯域幅は、スイッチング電流と同じであり、優に1 GHzを超えます。

デジタルシステムの信号振幅を小さくすると、スイッチングの高速化が可能になります。電源のノイズマージンも小さく
する必要があります。

電源電圧の許容値を厳しくすると、効率の向上や消費電力の削減につながります。10 %の電源電圧許容値を5 %へ下げ
ると、デザインの消費電力は最大5 %減少する可能性があります。

DC電源電圧の上に重畳するきわめて小さい高速なAC信号の測定が電源設計者が直面する課題となります。それを早く 

解決するためにパワーインテグリティー解析ソフトウェア(D9010POWA)を使用すると、キーサイトのオシロスコープで
DC電源をクリーンアップするために必要な手順を情報に基づいて迅速に決定できます（例えば、ユーザーは、DC電源や
デジタル信号が相互の悪影響を受けない場合にどのように見えるかを確認することができます）。

DC電源のノイズ

理想的なDC電源には、ノイズは存在しないはずです。ノイズはどこから来るのでしょうか。

電源には、不可避の熱雑音から生じる単純なガウシアン雑音があります。これは、電子の熱運動から生じる電子的ノイズ
です。通常、これは最大のノイズ源ではありません。

DC電源の支配的なノイズ源としては、電源自体から生じるスイッチングノイズや、回路内のデバイスのスイッチング 

電流による過渡的な電流が引き起こすノイズがあります。スイッチングにより生じるノイズは、時間的にはランダムに見
えるかもしれませんが、実際にはシステム内のクロックと同期する傾向があります。

DC電源のノイズは、電源のスイッチングノイズやスイッチング電流ノイズといった「信号」がDC電源に重畳したものと
考えると、測定や解析が容易になります。

測定の課題

DC電源ノイズは帯域幅が広いため、その測定にはオシロスコープが多く用いられます。オシロスコープは帯域幅が広く、
使いやすく、入手しやすいからです。また、オシロスコープを使えば、後述するように、ノイズの原因について、他の 

方法では得られない情報を得ることができます。

広帯域のリアルタイムオシロスコープとそれに対応するプローブには、それ自体のノイズが存在します。オシロスコープ
とプローブのノイズの振幅がDC電源のノイズに近い場合、DC電源ノイズの測定が複雑になります。

DC電源の測定にあたってのもう1つの課題は、ダイナミックレンジです。電源は一定のDCレベルを出力しており、測定
すべきはそれに重畳する小さいAC信号（ノイズ）です。このAC信号の振幅は、DCレベルに比べてはるかに小さいものです。
ACノイズにズームインし、オシロスコープをより感度の高いレンジで使用し、オシロスコープのノイズレベルを低く抑
えながら（囲み記事「オシロスコープのノイズについて」を参照）ノイズの詳細を観察することが必要になります。使用す
るオシロスコープとプローブによっては、これを実現するために十分なオフセットを設定できない場合があります。
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明らかなことですが、DC電源電圧に重畳するノイズを測定する場合、オシロスコープの測定系のノイ
ズはできるだけ小さく抑えて、測定結果に影響を与えないようにする必要があります。残念ながら、 
多くのユーザーがここでつまずいてしまいます。場合によってはもっといい選択肢が存在することを 

知らないからです。オシロスコープの測定経路は、使用するオシロスコープ自体と、オシロスコープの
入力終端（50 Ωまたは1 MΩ）から成ります。

多くのオシロスコープでは、50 Ω入力の方が1 MΩ入力よりも低雑音です。下の図1にKeysight 

DSOS054A 高解像度オシロスコープ（500 MHz、4チャネル）の50 Ω入力と1 MΩ入力のベースライン
ノイズを示します。

図1.　Keysight Infiniium MXR104Aの50 Ωおよび1 MΩオシロスコープ入力のベースラインノイズ比較。

この測定は、一般的にヌル測定と呼ばれ、オシロスコープ測定システムのベースラインノイズを測定す
るものです。これは、DMMで導通測定や抵抗測定を行う前にリード同士をショートさせるのと同様の
動作チェックです。プローブを含むオシロスコープ測定システム全体のヌル測定をお勧めします。これ
により、オシロスコープとプローブがこれから実行する電源ノイズ測定に適していることを確認でき 

ます。ヌル測定を実行する場合、電源ノイズ測定と同じ方法でオシロスコープとプローブを設定し、 
入力をグランドにショートして（差動プローブの場合は入力同士をショートして）ノイズを測定します。

ヒント1.　ノイズが最も少ないオシロスコープの測定経路を選択

50 Ω 入力: Vpp = 573 µV, Vrms = 7.4 µV

1 MΩ 入力: Vpp = 2030 µV, Vrms = 255



 5www.keysight.co.jp 

帯域幅は広いほどいいのでしょうか。そうとは限りません。オシロスコープとプローブのノイズ電圧は、
周波数の関数です。測定に必要な帯域幅に制限することで、測定に影響するオシロスコープとプローブ
のノイズの量を減らすことができます。図2の測定を例に検討します。ここに示す測定では、Keysight 

MXRシリーズ オシロスコープ（6 GHz、10ビットADC、16 GSa/s）とN7020A パワー・レール・プ 

ローブ（2 GHz、減衰比1:1）を使用して、先ほど説明したヌル測定を行いました。結果のまとめを表1に
示します。

表1.　さまざまな帯域幅でのヌル測定ノイズ結果

ヌル測定

Bandwidth Vpp Vrms
2 GHz 1,040 µV 110 µV

1 GHz 860 µV 90 µV

500 MHz 800 µV 80 µV

20 MHz 460 µV 60 µV

図2.　N7020A パワー・レール・プローブとMXRシリーズ オシロスコープのさまざまな帯域制限における 
ベースラインノイズ。

ヒント2.　測定システムのノイズ低減のための帯域制限
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オシロスコーププローブには、さまざまな 

減衰比のものがあります。10:1のパッシブプ
ローブが最も一般的です。10:1のプローブを
使用する利点の1つは、オシロスコープの 

最大入力を超える信号を測定できること 

です。一方、減衰による問題点として、被測定
信号の大きさに対するオシロスコープノイズ
の割合が、減衰比が上がると増加することが
挙げられます。詳細については、囲み記事の
「オシロスコープのノイズについて」を参照
してください。

図3の測定結果を例に検討します。10:1のプ
ローブと1:1のプローブの両方で同じ信号を
同時に測定します。信号は50 mVp-pの
20 MHz正弦波です。2つの測定の違いは 

減衰比だけです。1:1の測定結果は52 mV 

p-pであるのに対して、10:1の測定結果は
65 mV p-pです。減衰比が大きい方が、 
測定値が25 %以上過大になっています。 
その原因は、減衰比が大きいことから生じる
S/N比の低下です。このことからわかるのは、
オシロスコープとプローブのノイズが問題に
なる可能性がある小信号の測定では、減衰比
をできる限り小さくする方がよいということ
です。

図3.　1:1と10:1のプローブで50 mVppの正弦波を測定したときのノイズの比較。

ヒント3.　1:1の減衰比を使用することによる測定システムのノイズの低減

オシロスコープのノイズについて

下のブロック図を参照してください。オシロスコープとプローブからなるシステムの主
なノイズ源は2つあります。オシロスコープの入力増幅器とバッファー回路からある程
度のノイズが発生し、アクティブプローブのプローブアンプからも固有のノイズが生じ
ます。

オシロスコープでは、アッテネータを使用して縦軸のスケーリング係数を変更してい 

ます。このアッテネータの後でオシロスコープのノイズが生じます。アッテネータが1:1

（オシロスコープの最も高感度のハードウェアレンジ）より大きい値に設定されると、 
オシロスコープの入力コネクタ端での信号に比べ、ノイズの測定値が大きくなります。
例えば、減衰がない状態(1:1)での基本感度が5 mV/divのオシロスコープを考えます。 
この例では、このオシロスコープのノイズフロアは5 mV/divで500 µVrmsであるとし
ます。感度を50 mV/divに変更すると、オシロスコープの入力と直列に10:1のアッテネー
タが挿入されます。その結果、ノイズは入力に対して5 mVrms（500 µV×10）と表示さ
れます。同じことが、減衰のあるプローブをオシロスコープに接続した場合にも起こり
ます。プローブ入力での信号を基準としたノイズの測定値が、減衰の大きさに応じて 

増加します。

プローブ アッテネータ 増幅器

ノイズプローブノイズ

A/D
コンバーター

1:1 プローブ- 52 mVpp

10:1 プローブ- 65 mVpp
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プローブオフセットはアクティブプローブの機能であり、被測定信号からDC成分を除去するために 

使用できます。これが特に有用なのは、DC信号に小さいAC信号が重畳している場合です。これはまさ
にパワー・レール・ノイズの測定に当てはまります。図4に、1.5 Vの電源に対するノイズ測定結果を、
プローブオフセットを使用した場合と使用しない場合に対して示します。この違いの原因は、オシロス
コープが大きいV/div設定で適用する減衰にあります。

オフセット機能を持つアクティブプローブのほとんどは、減衰比が1:1より大きいため、オシロスコー
プ測定システムのノイズ低減という目的には反するということにご注意ください。Keysight N7020A 

パワー・レール・プローブのように、オフセット機能と1.1:1の減衰比の両方を備えたプローブも存在
します。N7020Aの場合、オフセット範囲は±24 Vです。

図4.　プローブオフセットを使用しない場合と使用した場合の1.5 V DC電源の測定。

ヒント4.　プローブオフセットを使用したダイナミックレンジの拡大

オフセットなし: 105 mVpp 1.5 V オフセット: 83 mVpp
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DCブロックとは、大容量の特殊なキャパシタで、オシロスコープの入力の前に信号に直列に挿入する
ことができます。DCブロックの利点は、大きなDC成分をブロック（除去）し、オシロスコープをより 

高感度のレンジで使用できるようにすることです。これは、先ほど説明したプローブオフセットを使用
した場合と同じ測定原理です。DCブロックの欠点は、DC成分だけでなく、ドリフトや電源圧縮のよう
な低周波のAC成分も阻止してしまうことです。図5に、5 V DC電源に対する、DCブロックを使用した
測定と、N7020A パワー・レール・プローブでプローブオフセットを使用した測定の比較を示します。
この例から、DCブロックを使用した測定では、低周波の電源ドリフトが見えなくなり、誤った評価に
つながる可能性があることがわかります。さらに、DC情報がブロックされるため、測定結果にDC情報
が含まれず、電源ノイズがどのようなDC値に重畳しているかをオシロスコープによって判定できま 

せん。この情報を得るには、DMMなどの測定器を別途使用する必要があります。これを説明するために、
図6に、1.5 V DDR3電源に対する、DCブロックを使用した測定と、N7020A パワー・レール・プロー
ブでオフセットを使用した測定の比較を示します。

図5.　DCブロックを使用してDC電源ノイズを測定した場合、電源ドリフトや圧縮などの低周波成分が失われます。

図6.　DCブロックを使用したオシロスコープ測定の場合、DC成分が失われます。このため、ノイズがどのような 
DC値に重畳しているかを知るためには、別途DMMによるDC値の測定などが必要になります。

ヒント5.　DCブロック使用時の注意

DCブロックを使用

DCブロックを使用

プローブオフセットを使用

プローブオフセットを使用

DCブロック

DCブロック
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オシロスコープを用いてシステムを測定すると、電気的接続を通じてオシロスコープが必ずシステムの
一部になり、それによって被測定システムの動作が変化します。これは負荷と呼ばれる現象で、できる
だけ小さくする必要があります。DC電源の測定で過大な負荷が生じる一般的な原因として、ユーザー
が50 Ω同軸ケーブルを電源とオシロスコープの50 Ω入力に接続する場合があります。ユーザーがそう
するのには理由があります。50 Ωのオシロスコープ入力は低雑音であり、同軸ケーブルはシールド 

効果があるとともにグランドインダクタンスが小さいという特長があるからです。ただし、オシロスコー
プの50 Ω終端は、電源に20 mA/Vの負荷を与えます。例えば、3.3 Vのレールをこの方法で測定すると、
オシロスコープによって66 mAの負荷が生じます。N7020A パワー・レール・プローブのようなプロー
ブを使用すると良い結果を得ることができます。このプローブのDC入力インピーダンスは50 kΩです。
図7に、これら2つの方法の比較を示します。まず、電源電圧をDMMで測定すると、結果は3.31 Vでした。
次に、N7020A パワー・レール・プローブで電源電圧を測定すると、何も変化はなく、結果は同じ3.31 V

でした。最後に、電源をオシロスコープの50 Ω入力に直接接続すると、電源電圧は3.31 Vから3.25 V

に低下しました。すべての電源にこのような悪影響が生じるわけではありません。電源の余剰容量が 

十分なら、この追加の負荷を駆動できる可能性がありますが、十分でない場合にはこの負荷を駆動でき
ません。また、PMIC（電源管理IC）を備えるシステムの場合、この追加の負荷によってPMICの動作が 

影響を受ける可能性もあるため、注意が必要です。

図7.　電源に対するプローブ負荷の影響。3.3 Vの電源をN7020A パワー・レール・プローブ（インピーダンスは 
DCで50 kΩ）で測定した結果と、オシロスコープの50 Ω入力に直接接続して測定した結果。

ヒント6.　電源に対するオシロスコープとプローブの負荷の最小化

N7020A--50kΩ @ DC

50 Ω(DC)により電源 
電圧が約60 mV降下 
（ターゲットがそれだけ 
変化）

DCVrms = 3.31V

DCVrms = 3.25V

50 Ωケーブルでオシロスコープに接続（DCで50 Ω）
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オシロスコープのFFT機能を使用して信号を
周波数ドメインで観察すると、電源のノイズ
源の特定に役立つ場合があります。

この例では、スイッチングDC/DCコンバー
ターによって5 Vから3.3 Vへ変換します。 
スイッチャーは2.8 MHzで動作します。プリ
ント基板上の他の場所では、10 MHzのクロッ
クと125 MHzのクロックが動作しています。
これまでにご紹介したヒントに従って、1.1:1

の減衰比を持つキーサイトのN7020A パ
ワー・レール・プローブを使用し、3.3 Vの
プローブオフセットを適用し、帯域幅を
500 MHzに制限して、3.3 V電源のノイズを
測定します。プローブはKeysight MXR シ
リーズオシロスコープに接続されています。
図8に、この測定の測定結果をタイムドメイ
ンで示します。タイムドメイン表示には、 
周期が約360 nsの信号が見られます。これは
2.8 MHzの 残 留 成 分 で す が、10 MHzと
125 MHzのクロックによるノイズが3.3 Vの
電源電圧に生じているかどうかははっきりし
ません。

図9に、同じデータの周波数ドメイン表示を
示します。ここでは、FFTを使用して、2つ
の異なる周波数レンジをカバーする2つの
ウィンドウを構成しています。スイッチング
コンバーターの周波数に対応する2.8 MHzに
明らかなピークが見られるとともに、
10 MHzと125 MHzにもスパイクが存在しま
す。これは2つのクロックに結合したノイズ
を表します。タイムドメインに加えて周波数
ドメインでノイズを観察することで、ノイズ
源に関するさらに深い理解が得られます。

オシロスコープのFFTを使用する際の注意点

オシロスコープは、トリガが発生するたびに、一定の時間だけ信号を捕捉します。この
時間は、メモリ容量とサンプリングレートによって決まります。FFTでは、入力信号の 

成分のうち、オシロスコープのタイム・キャプチャー・ウィンドウの逆数より小さい 

周波数のものは観察できません。FFTで観察できる最も低い周波数は、1/[1/（サンプリン
グレート）×（メモリ容量）]です。FFTで疑わしいノイズ源を観察する場合、十分な数のサ
ンプルを捕捉できるメモリ容量を使用する必要があります。例えば、スイッチング電源
が33 kHzで動作する場合、これをFFTで観察するには、1/(33 kHz)すなわち30 μs分の
信号を捕捉する必要があります。サンプリングレートが16 GSa/sの場合、480,000ポイ
ント分のメモリが必要になります。FFTは通常、画面上に表示されているデータだけを 

対象に動作します。

ヒント7.　周波数ドメインを使用した解析
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ヒント7.　周波数ドメインを使用した解析（続き）

図9.　FFTを使用することで、2.8 MHzスイッチャーと10 MHzおよび125 MHzのクロックからのノイズが3.3 Vの 
電源電圧に重畳していることを確認できます。

図8.　3.3 V DC電源のタイムドメイン表示。2.8 MHzスイッチャーの残留成分が中段のズームイントレースに 
見られます。下段のズームイントレースでは、10 MHzと125 MHzのクロックがノイズ源であるかどうかは 
はっきりしません。

3.3 V 電源

2.8 MHz スイッチャー 10 MHz クロック

125 MHz クロック
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トリガを使用すると、システム内の他の素子
から電源に結合している、位相コヒーレント
な電源ノイズの成分を可視化して測定できる
場合があります。このことを示すために、 
ヒント5と同じ測定システム（N7020A プ
ローブでオフセットと帯域制限を使用）を 

使用し、3.3 Vを供給している2.8 MHzのス
イッチングレギュレーターと、システム内の
10 MHzクロックをターゲットにします。
図10に測定結果を示します。FFTの結果、
2.8 MHzのスイッチング周波数とその高調波
に加えて、クロックを表す10 MHzのスパイ
クを見ることができます。これにより、クロッ
クから3.3 V電源にノイズが結合しているこ
とがわかります。次に、クロックでトリガし、
アベレージングをオンにします。これを行う
と、アベレージングによって、ランダム雑音
やクロックにコヒーレントでないその他の 

信号成分がすべて除去されます。その結果、
電源ノイズのうち、10 MHzクロックに相関
している成分だけが残ります。これを図11に
示します。

図10.　3.3 V電源とターゲットシステム内の10 MHzクロックの測定結果。FFTを使用することで、 
10 MHzクロックが3.3 V電源のノイズの発生源であることがわかります。

ヒント8.　トリガを用いた電源ノイズの信号成分の表示と測定

図11.　10 MHzクロックでトリガをかけてアベレージングをオンにすることで、ランダム雑音やクロックに 
コヒーレントではない信号がすべて除去されます。表示される結果は、10 MHzクロックに関連する電源 
ノイズです。

3.3 V 電源

2.8 MHz スイッチャー

10 MHz クロック

10 MHz クロック

3.3 V 電源

10 MHz クロック



 13www.keysight.co.jp 

ヒント2では、測定の帯域幅を必要な範囲で可能な限り狭くすることで、測定のノイズを最小化できる
ことを説明しました。ただし、帯域幅を制限しすぎた場合、システム内のクロックやデータに悪影響を
与える高周波のノイズや過渡信号を見落とすおそれがあります。クロックやデータなどによるスイッチ
ング電流は、高周波の電源ノイズの原因となります。同様に、これらのスイッチングデバイス自体が 

高周波の電源ノイズの影響を受ける可能性もあります。最近の多くのシステムでは、このようなノイズ
の観察には1 GHzを超える帯域幅が必要なので、十分な帯域幅を持つプローブを選ぶことが重要です。
図12に、一般的な帯域幅が35 MHzの1:1プローブと、2 GHzのN7020Aプローブで、1.5 VのDDR3メ
モリ電源電圧を測定した結果の比較を示します。これより、帯域幅の広いプローブを使えば、現在の多
くのデジタルシステムに問題を引き起こす高周波ノイズを捕捉できることがわかります。

図12.　35 MHzの1:1パッシブプローブと、2 GHzのN7020A パワー・レール・プローブで、1.5 VのDDR3メモリ電源 
電圧に重畳したノイズを測定した結果の比較。帯域幅の狭いプローブでは、高速デジタルシステムで問題となる高周波の
ノイズやスパイクを発見できません。

ヒント9.　十分な帯域幅の必要性

2 GHz N7020A プローブ

35 MHz 1:1 パッシブプローブ
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これまでご紹介したヒントの数々は、電源ノイズ測定の際にオシロスコープ測定システムのノイズを 

最小化し、電源内のノイズ源を特定するために有効です。これらの技法は、電源ノイズ測定専用に設計
されたツールと組み合わせて使用すれば、さらに効果を発揮します。例えば、図13に示すN7020A パ
ワー・レール・プローブ（これまでの例のいくつかでも使用しました）は、DC電源のノイズ測定専用に
設計された初めてのプローブです。このプローブは減衰比が1.1:1（ヒント3）、オフセットが±24 V（ヒ
ント4）で、50 Ωオシロスコープ入力に接続されます（ヒント1）。帯域幅は2 GHzで、クロックやデータ
のジッタの原因となる高周波のノイズや過渡信号を捕捉できます（ヒント7）。2 GHzの最大帯域幅が 

必要ない場合は、Keysight Infiniium MXRシリーズなどのオシロスコープと組み合わせることで、 
帯域幅を制限して（ヒント2）、ノイズを減らすことができます。

図13.　N7020A パワー・レール・プローブ（右）は、電源ノイズの測定専用に設計されており、MXRシリーズ 高解像度 
オシロスコープ（左）をはじめ、キーサイトのさまざまなオシロスコープと組み合わせて使用できます。

ヒント10.　N7020A パワー・レール・プローブ

概要
（ヒント9） プローブ帯域幅（－3 dB） 2 GHz

（ヒント3） 減衰比 1.1:1

（ヒント4） オフセットレンジ ±24 V

（ヒント6） DCでの入力インピーダンス 50 kΩ ±2 %

アクティブ信号レンジ オフセット電圧±850 mV

プローブノイズ(2 GHz) 接続したオシロスコープのノイズに10 %加算
プローブタイプ シングルエンド
付属アクセサリ N7021A – 同軸プローブヘッド

N7022A – メインケーブル
最大非破壊入力電圧 ±30 V（DC＋ピークAC）

（ヒント1） 出力インピーダンス 50 Ω
動作周囲温度 プローブポッド：0～ 40 ℃

N7021A メインケーブル、N7022A 同軸プローブヘッド： 
0～ 85 ℃

特性と仕様：N7020A パワー・レール・プローブ
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