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CX3300Aシリーズ デバイス 
電流波形アナライザ 
信頼性の高いダイナミック電流／電圧測定 

Keysight CX3300Aシリーズは、パワーレール、電源供給回路、パワーイン
テグリティーの課題を解決できるオールインワンの測定／解析ソリュー
ションです。CX3300Aシリーズには、オシロスコープの帯域幅とサンプリ
ングレート、DMMの感度、データロガーの長時間測定機能に波形解析機能
が統合され、正確な電流／電圧波形を測定することができます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
主な特長 

• 広い帯域幅：200 MHz 

• 高分解能／高速サンプリング：1 GSa/s（14ビット）/75 MSa/s（16ビット） 

• 低ノイズ、広いダイナミックレンジ、高感度（nA以下／μV以下） 

• 長時間測定機能：最大100時間 

• メインフレームおよびPC上で、波形解析、電流プロファイラーなどの効率的な解析が可能 
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パワーレールの特性評価 
IoT（モノのインターネット）には、データのセンシングおよび処理、ネットワークとの接続を行うためのさまざまな
デバイスが必要になります。そのため、組み込み式の電子部品の数が急増していて、コスト、電力効率、信頼性の最
適化が不可欠です。 

IoT用の次世代デバイスは、非常に低い供給電圧／電力で、長期間、動作する必要があります。これらのデバイスには、
必要な機能、性能、ネットワークインタフェース、サイバーセキュリティー機能が統合されています。デバイスは、
一般的に、電源、DC/DCコンバーター、電力管理IC、ASIC/MCU、センサ、ディスプレイ、無線回路ブロックなどで
構成されます。低電力で長期間、デバイスが動作するように、デバイスは、アイドル／スリープ、パワーオン（ウェ
イクアップ）、アクティブの各モードを断続的に動作するようにプログラムされています。 

信頼性を保証するための性能の向上と回路デザインの最適化を行うには、パワーレール電流／電圧の特性評価によっ
てデバイスの動作を明らかにすることが不可欠です。例えば、パワーレール電流／電圧特性評価は、研究開発エンジ
ニアが次の作業を行うために役立ちます。 

• コンポーネントのマージン、ピーク、突入電流に対応する回路デザインの検証 
• ペースメーカーなどのミッションクリティカルなデバイスの消費電力トレンドのモニター 
• アクティブからスリープまでの動作を制御するファームウェアの電力管理機能と、消費電力の評価／デバッグ／

最適化 
• パワーインテグリティーを実現する精密な電流／電圧波形特性を備えたパワーレールのデザイン 
• 電圧測定では表示されない異常なデバイス動作の特定 
• サイドチャネル攻撃などの悪意のあるコード実行の検出による、サイバーセキュリティーの強化 

  

 

  

  

  

図1. チップセットからシステムまでのパワーレール特性評価 

IoT／モバイル 
• モバイル／スマートフォン 
• スマートウォッチ 
• ウェアラブルデバイス 
• デジタルアイウェア 

自動車 
• MCU/ECU 
• 先進運転支援システム／インフォテインメント 
• キーレス／スマートエントリー 
• タイヤ空気圧モニタリング 

医療／ヘルスケア 
• ペースメーカー 
• バイタルモニター 
• ウェアラブル医療機器 
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電圧降下
Vdd 
(7 mV) 

突入電流 
(30 mA) 

高精度電圧波形 

高精度電流波形 

100 µs 

図2. CX3300Aは、精密なダイナミック電流／電圧特性を表示できます  

パワーレールに関する課題の解決 
デバイスの動作に応じて、電流波形は瞬時にμA以下からmAまで変化します。電流を測定するための標準的なツール
として、デジタルマルチメータ(DMM)、電流プローブ、差動プローブ／シャント抵抗があります。しかし、従来の測
定器には、帯域幅、サンプリングレート、感度、ノイズのトレードオフがあるため、パワーレール上のダイナミック
な電流／電圧波形を十分に捕捉することができません。 

CX3300Aシリーズ（2チャネルのCX3322A、4チャネルのCX3324A）は、ダイナミック電流／電圧を測定できるソリュー
ションです。本測定器は、オシロスコープの帯域幅とサンプリングレート、DMMの感度と低ノイズ性能、データロガー
の長時間測定という利点を統合したオールインワン測定器です。これにより、幅広いデバイスのパワーレール、パワー
インテグリティー、ダイナミック電流／電圧の動作を、従来の手法よりも正確かつ精密に短時間で特性評価できます。 

 

 

  

  

精密なオシロスコープ 
• 広帯域幅 
• 高速サンプリングレート 

DMM 
• 高感度 
• 低雑音 

データロガー 
• 長時間測定 

CX3300Aシリーズ 
低雑音 
メインフレーム 

8本の 
デジタル 
チャネル入力 

電流センサ 差動センサ 電圧プローブ 
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デザインの検証／デバッグ 
図3は、代表的なIoT/モバイル・デバイスの動作と、CX3300Aを使用した測定サンプルです。パワーレールの電流は、デバイス
の動作に応じてダイナミックに変化します。電流波形を捕捉すれば、電圧測定では不可能なデザイン検証やデバッグが可能で
す。CX3300Aは、パワーレールのダイナミック特性を精密に短時間で捕捉できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図3. 精密なダイナミック電流波形は、回路デザインを検証して最適化するために有用な情報を 
提供します。 
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ダイナミック電流測定 
一般的な電流測定には、DMMまたはオシロスコープと電流プローブまたは差動プローブが使用されます。しかし、帯
域幅、サンプリングレート、感度、ノイズのトレードオフがあります。CX3300Aと従来の測定ツールの比較を図4と図
5に示します。一部のケースでは、デバイスを包括的に評価するために複数の測定器を使用することもありますが、通
常は特性評価のために1台の測定器が使用されるケースがほとんどです。しかし、1台の測定器を使用してデザインの潜
在的な欠陥を特定するのはその測定器が持つトレードオフで困難になることがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 mV 

1 ms 

CX3300A 

周期的ノイズ 

従来の差動 
プローブ 

1 ms 

1 mV 

図4. CX3300は、従来の差動プローブよりもかなり小さな差動電圧を捕捉できます  
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図5. CX3300は、DMMでは捕捉できなかった小さなダイナミック電流／電圧信号を捕捉できます 

200 µs 

2 mA 
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DMM  

200 µs 

2 mA 

突入電流 

LDOによる周期的電圧ノイズ 

突入電流と周期的ノイズが表示されていません。帯域幅と 
サンプリングレートが低いために、潜在的な問題を見落とす 
可能性があります。 

突入電流 

突入電流が捕捉できていません。 
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CX3300Aシリーズ デバイス電流波形アナライザ 
 

広いダイナミックレンジで精密な 
測定を可能にする14ビット/ 
16ビットの高分解能／高速A/D 
コンバーター(ADC) 

• 最大1 GSa/sの14ビットADCを使
用して、従来の高分解能オシロス
コープよりも広いダイナミックレ
ンジで波形の精密な測定が可能 

• 最大75 MSa/sの16ビット高分解
能ADCで、さらに精密な測定が
可能 

 

 

 

広帯域幅と低ノイズフロアを 
同時に実現する 
メインフレームデザイン 

測定器のノイズフロアは、精密な測定の
キーになる項目です。ADCが高分解能で
も、測定器のノイズフロアによって、測定
感度と高分解能が制限される場合があり
ます。CX3300Aのメインフレームのデザイ
ンは、広帯域幅と低ノイズフロアを同時に
実現していて、専用のセンサ・プローブを
用いて精密なダイナミック電流／電圧波
形を表示することができます。 

 

 

  

どこでもズーム 

14ビット高速ADC 

16ビット高分解能ADC 

図6. CX3300Aの低ノイズ／高分解能ADCは、CX1151A  
パッシブ・プローブ・インタフェースを使用して、 
2 Vpp(5 kHz)上に乗っている10 mVpp(1 MHz)を表示する 
ことができます。 

2 Vpp 

10 mVpp 

2 Vpp 

10 mVpp 拡大 

拡大 
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直感的なグラフィカル操作  

使いやすいGUIにより、14.1インチの大型タッチスクリーンで容易に測定を開始して正確なデータを取得し、重要な解析に使
用できます。また、共通インタフェースの採用により、Windows 10およびフラッシュ・メモリ・ドライブ(SSD)の要件に対応
できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14.1インチディスプレイ 
（タッチパネル付き） 

センサ・プローブ用のアナログ入力チャネル 
（CX3324A：1～4、CX3322A：1～2） 

トリガ入出力 10 MHz基準入出力 

エンベディッドPCの
周辺機器ポート デジタル・チャネル入力部 

（CX3324Aのみ） 
図7. CX3324Aの前面、背面、側面 

フロントパネル上の
オシロスコープ 

同様のキー／ノブ 
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電流／電圧センサオプション  
CX3300Aシリーズは、以下のセンサオプションにより、広い電流／電圧測定レンジをカバーしています。感度、帯域
幅、インタフェースに応じて、適切なセンサを選択できます。 

電流測定  

• CX1101A  
シングルチャネル電流センサ 

• CX1102A  
デュアルチャネル電流センサ 

• CX1103A  
ローサイド用電流センサ 

• CX1104A  
デュアルチャネル電流センサ 

電圧／電流測定 

• CX1105A  
超低雑音差動センサ 

電圧測定 

• CX1151A  
パッシブ・プローブ・インタフェース・アダプター 

 

CX1101A シングルチャネル電流センサ  
CX1101Aは基本的な電流センサで、さまざまなアプリケーションに使用できます。独自の電流センサテクノロジーに
より、高周波ノイズを抑制しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• 40 nA～1 A（CX1206Aの場合10 A） 
• ＞80 dBのダイナミックレンジ 
• 100 MHzの最大帯域幅 

図9. CX1101Aの測定サンプル  

測定帯域幅 

電
流

測
定
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1  
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10  
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100 
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1 
MHz 

1  
GHz 

10 
MHz 

100 
MHz 

CX3300のカバレージ 

＞1×10
12の広いカバレージ 

図8. 広い電流測定範囲をカバーする、さまざまな 
電流センサ  

200 µs 

2 mA 
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CX1102A デュアルチャネル電流センサ 

CX1102A デュアルチャネル電流センサを使用すれば、異なる2つの測定レンジでの同時測定が可能です。例えば、プ
ライマリーチャネルを20 mAレンジにすれば、セカンダリーチャネルは自動的に200 μAレンジに設定されます。この
設定により、μA以下の測定が可能になります。プライマリーチャネルは、セカンダリーチャネルの50倍～100倍も大
きいレンジになります。この電流センサは、スリープ／スタンバイ状態とアクティブ状態の両方で周期的に動作する
低消費電力のアプリケーションに非常に有効です。 

 

CX1103A ローサイド用電流センサ  
CX1103Aは、広い帯域幅と高い電流感度を兼ね備えていて、回路の共通グランドに流れ込む電流を測定するのに有効
です。CX1103Aは、DCオフセット電流を除去して、大きなDC電流上の低レベルダイナミック電流を測定できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• 150 pA～20 mA 
• ＞80 dBのダイナミックレンジ 
• 200 MHzの最大帯域幅 

5 nA 

40 µs 

図11. CX1103Aの測定サンプル  
 

図10. CX1102Aの測定サンプル  

• 40 nA～1 A 
• ＞100 dBのダイナミックレンジ 
• 100 MHzの最大帯域幅 

アクティブ状態の 
プライマリーチャネル 

スリープ状態の 
セカンダリーチャネル 

2 μA 

500 µs 

2 mA 

500 µs 
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CX1104A デュアルチャネル電流センサ 

CX1104Aは、最大15 Aの正確なダイナミック電流測定が可能で、1 μAレベルの感度までの広いダイナミックレンジ
を実現できます。キーサイトで校正済みの抵抗センサヘッドが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CX1105A 超低雑音差動センサ 
CX1105A 超低雑音差動センサは評価／テストボード上のシャント抵抗の両端の電圧を測定します。これは、非介入型
電流測定です。シャント抵抗の値を入力すると、CX3300Aのメインフレーム上で測定電圧が電流に変換されます。 
図13は、恒温槽で低雑音温度テストを実行した場合の1 mVピーク波形の測定サンプルを示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

図12. CX1104Aの測定サンプル  
 

• 1 μA～15 A 
• ＞80 dBのダイナミックレンジ 
• 20 MHzの最大帯域幅 

6 A 

20 MHzの 
帯域幅 

• 非介入型電流測定 
• 1 μA～100 A（シャント抵抗に依存） 
• ＞80 dBのダイナミックレンジ 
• 100 MHzの最大帯域幅 

図13. CX1105Aの測定サンプル  
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CX1151A パッシブ・プローブ・インタフェース・アダプター 
CX1151Aは、パッシブ・プローブ・インタフェース・アダプターです。これにより、通常のパッシブプローブで電圧
を測定して、CX3300Aの16ビット高分解能ADCと低ノイズの利点をフルに活用できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CX1152A CX3324A用デジタルチャネル 
CX1152A デジタルチャネルでは、最大8チャネルのデジタルトリガを使用して、コントローラーのI/Oバスやデータバ
スと同期した電流測定が可能です。従来のデジタルプローブとは異なり、CX1152A用の各プローブの入力抵抗は10 MΩ 
なので、負荷電流を最小限に抑えて、正確な低電力測定を行うことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図15. CX3324Aには、デジタルバスによるトリガと同期できるデジタルチャネルがあります 

• 最大8 V（10:1プローブの場合は最大80 V） 
• ＞80 dBのダイナミックレンジ 
• 300 MHzの最大帯域幅（パッシブプローブを

除く） 

図14. CX1151A パッシブ・プローブ・インタフェース・アダプター 
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長時間測定の解析 
今日のデバイスは、制限された低い供給電力で、電力効率とデバイス動作時間が最大になるようにデザインされています。ス
リープ時間が長時間になっているため、非常に長時間のデバイス周期を評価する必要があります。メモリ長が制限されるため、
研究開発エンジニアは、サンプリングレートまたは測定時間のトレードオフにより測定を妥協するケースがあり、信頼性に関
するリスクが生じます。CX3300Aは、オシロスコープモードとデータ・ロガー・モードの2種類の動作モードによって長時間
測定をサポートしています。 

オシロスコープモードでは、CX3300Aは、オシロスコープと同様のトリガで波形を捕捉します。データファイルはトリガイベ
ントごとに自動的に保存され、デバイスが長時間、動作している間の特定のイベントを抽出できます。CX3300Aは、最大256 M
ポイントの大容量メモリと14ビット/16ビットのADCを搭載しているので、デバイスの動作を正確に測定できます。 

データ・ロガー・モードの場合、CX3300Aは、連続波形をトリガイベントなしで捕捉します。これは、波形全体を捕捉したい
場合や、波形にトリガをかけられない場合に有用です。キーサイト独自のテクノロジーにより、長時間測定に対応できる優れ
た測定／解析機能を実現しています。このテクノロジーは、高速波形を最大10 MSa/sのサンプリングレートで記録して長時間
測定を可能にします。感度を維持しながら内部／外部ストレージ(HDD/SSD)に最長100時間まで高速波形を記録できます。 

長時間測定では、ファイルサイズが数百GBからTBという巨大なデータファイルになるため、データの解析が困難です。
CX3300Aを使用すれば、ストレージからすばやくデータを再生して、高度な解析機能によって異常なイベントを検出すること
ができます。 

 

機能 オシロスコープモード データ・ロガー・モード（オプション） * 

データストレージ 内蔵メモリ 内部／外部HDD/SSD 

最大サンプリングレート 1 GSa/s（14ビット） 
75 MSa/s（16ビット） 

10 MSa/s（14ビット） 
7.5 MSa/s（16ビット） 

最大測定時間 メモリ容量／サンプリングレート 100時間 

最大測定ポイント 256 Mポイント サンプリングレート×100時間 

測定ウィンドウの制御 トリガおよびメモリサイズ スタートトリガ／ストップ時間 

トリガの役割 測定 解析のためのセグメンテーション 

解析機能 
演算機能 
FFT（高速フーリエ変換） 
電流プロファイラー 

波形解析 
波形トレンド・アナライザ 
演算機能 
FFT 
電流プロファイラー 

* データ・ロガー・モードの利点をフルに活用するために、Windows 10、USB 3.0、および、USB 3.0 UASP（USB接続SCSI 
プロトコル）を推奨しています。 
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波形解析による評価／検証／デバッグの加速 
 

どこでもズーム 

使いやすいズーム機能によって、任意
の時間の波形を表示することができま
す。拡大レンズ機能がすぐに有効にな
り、観測したい任意の領域を拡大でき
ます。ズーム機能では、主要な波形と
は別に、垂直軸／水平軸のスケーリン
グも可能です。そのため、CX3300Aの
14ビット/16ビット高分解能ADCと最
大256 Mポイントの大容量メモリをフ
ル活用できます。 

 
 

 

自動電力／電流プロファイラー 

パワーまたは電流プロファイルの解析は、特定のイベントまたはステータス中に消費される電流を知るために不可欠です。
ただし、解析のためには、外部PC上でExcelなどのソフトウェアを使用する必要があり、時間がかかります。CX3300Aは、電
力／電流プロファイラーをサポートしていて、時間のかかる電力／電流プロファイル解析作業が不要になります。垂直レベ
ル差に応じて自動的に時間スケールを調整し、平均電流、最大／最小電流、蓄積電荷などの重要なパラメータを即座に計算で
きます。また、測定プロファイルに応じて、セグメントを手動で調整することもできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

図17. 自動電力／電流プロファイラーの結果  

波形にドラッグ・アンド・ドロップ 

図16. どこでもズーム機能 

10 MSa/sで2秒間 

どこでも 
ズームウィンドウ 
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ビッグデータでトレンド解析を行う波形トレンド・アナライザ  

長時間測定のデータは最大100時間もあるので、調査するのが困難です。CX3300Aは、波形トレンド・アナライザを使用した
新たな解析手法を提供しています。波形全体の各セグメントの統計的なトレンド（最小、最大、平均、電荷）を表示します。
波形の異常や歪んだポイントを検出して、測定データの特定の領域を詳細に解析できます。 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

データベースの波形を精密に解析できる波形再生 

データ・ロガー・モードでは、最長100時間の長時間測定が可能です。データ／ファイルサイズはGBからTBになる可能性が
ありますが、CX3300Aは短時間でデータをストレージから読み込んで、内蔵メモリサイズの範囲内でデータを表示し、リア
ルタイムの収集と同じ感覚の速度で再生できます。メモリにロードされたデータは、オシロスコープモードと同様に解析で
きます。 

 

  
 
 
 
 
 
 

  

ストレージからメモリに
ロードされたデータ 

ズーム 

図19. CX3300は、ストレージからの読み込み／再生を行って、オシロスコープモードと同様の 
詳細な解析が可能 

ストレージ内のデータ（本サンプルは、合計960 Mポイント、1 GBのファイルサイズ） 

図18. 波形トレンド・アナライザ 
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異常をすばやく検出できる波形解析機能 

CX3300Aの波形解析機能では、波形データベース内部の特定パターンや異常を検出できます。トリガ条件を設定し、
トリガされた波形をトリガセグメントとして記録できます。波形解析では、トリガセグメントを類似性によってグ
ループ化します。これにより、波形全体を見渡さなくても異常をすばやく検出できます。選択したセグメントを、メ
インウィンドウ上で表示／再生できます。 
 
 
 
 
  
  
 
 

  

図20. 波形解析により、異常をすばやく検出できます  

波形解析では、トリガセグメントを 
発生回数の類似性によってグループ化し、 
異常を容易に発見できます。 

波形全体のうち選択した 
トリガパターンのみが再生されるので、 
短時間で詳細な解析が可能です。 

ズーム 
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他の解析機能  

 
  

測定  機能  トリガ  解析  ディスプレイ  

CX3300は、測定、演算、トリガ、 
解析、表示などの内蔵機能に容易に 
アクセスできます。 
 

解析のための
ゲート ゲート内周期のFFT 

図21. CX3300Aは、従来のオシロスコープで一般的な機能の多くをサポートしています 

周波数ドメイン解析(FFT)を利用可能 
です。ゲーティング機能を使用して、
波形の特定のエリアを集中的に解析 
できます。 

CX3300メインフレームには、相補累積 
分布関数(CCDF)やヒストグラムなどの 
統計解析機能が備わっています。 
このため、データをPCに転送する 
必要がなくなり、測定に集中することが 
できます。 
 

CCDF 
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さまざまなデバイス／アプリケーション 
 

チップセット／コンポーネントデバイスの特性評価 
• MCU、SoC、FPGA、PLD、SoC、APU、MPU、GPU 

• 低消費電力IC/センサ 

リファレンスボードのデザインとIoT/モバイルデバイスの検証  
• 低消費電力IoTデバイス（Bluetooth® Low Energy、ZigBee、NB-IoT） 

• スマートフォン、タブレットなどのモバイルデバイス（WiFi、LTE） 

• ウェアラブルデバイス（時計、眼鏡、リストバンド） 

• エネルギーハーベスティング（IC、センサ、アクチュエーター） 

ミッションクリティカルな製品の保証 
• 医療機器／健康管理機器（ペースメーカー、バイタルモニタリング機器など） 

• 車載機器（電子制御ユニット(ECU)、センサ） 

半導体デバイスの特性評価 
• 不揮発性メモリ(NVM)デバイス 

NVMデバイスは、IoTの主要コンポーネントです。NVMデバイスの高速化、低遅延、信頼性に対する需要はます
ます高まっています。例えば、RRAM（抵抗変化型メモリ）、PCM（相変化メモリ）、MRAM（磁気抵抗メモリ）
などの、さまざまな新しいNVMデバイスがあります。こういったデバイスの特性評価では、読み取り、書き込み、
消去期間の間の過渡電流を測定して、デバイス内の抵抗がどのように変化するかを評価する必要があります。こ
れらのデバイスには、消費電力の最小化が不可欠です。例えば、測定される電流は必ず100 μA以下で、書き込み／ 
消去動作のパルスは100 ns以下という短いパルス幅です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

30 µA 150 μA 

＜200 ns 

1.5 μA  

1.5 μA  
ノイズフロア 

図22. パルスジェネレーターとCX3300Aを使用したパルスド測定例 

どこでもズーム 
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ソフトウェアソリューション 
パワーレールの特性をPCで解析できる電流波形解析ソフトウェア  

 

CX3300APPC 電流波形解析ソフトウェア 
には、CX3300Aのオシロスコープモードと 
データ・ロガー・モードの機能があります。
これにより、測定器を使用せずに測定後の 
解析が可能です。 

 

 

 

 

BenchVueソフトウェアによる容易な自動テスト 

Keysight BenchVueソフトウェアはCX3300Aシリーズをサポートしていて、これにより、PCからCX3300Aシリーズを
制御できます。複数の測定器をCX3300Aシリーズと一緒に接続／制御でき、高度で簡単なテストシーケンス機能に
よってすべての測定器を使用する自動テストを作成できます。測定結果の記録、グラフプロット、エクスポートも容
易で、これを後解析に使用できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図23. Keysight 33622A 波形発生器とCX3324Aを使用して簡単なパルス測定を実行する
BenchVueのテストシーケンス 

CX3324A 

33622A 

テストシーケンス
結果 
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CX3300シリーズの仕様と特性 
仕様条件 

• 仕様は、30分間のウォームアップ後、23±5 ℃で有効です。保証されている仕様は**で示されています。その他
はすべて補足特性です。 

• 測定確度は、80 MHz～2 GHzの周波数レンジで3 V/mを超える強度、2 GHz～27 GHzの周波数レンジで1 V/mを
超える強度のRF電磁界の影響を受けます。どの程度の影響を受けるかは、測定器の配置やシールド状態によって
異なります。 

• 特に記載のない限り、センサ特性はすべて、CX3300 メインフレームの14ビットのデータ収集分解能によって定
義されています。 

• センサの最大帯域幅は、スタンドアロンの帯域幅です。以下の式で、メインフレームに接続したときの実効帯域
幅を計算できます。立ち上がり時間／立ち下がり時間（10 %～90 %）は、0.35/帯域幅によって計算されます。 

𝐵𝐵𝐵𝐵𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 =
1

�� 1
𝐵𝐵𝐵𝐵𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

�
2
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𝐵𝐵𝐵𝐵𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒

�
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CX3300A メインフレーム 
CX3322AとCX3324Aの比較 

 

 

 

 

 

1. 最大帯域幅と最大メモリ容量は、オーダー時に選択できます。ライセンスによるアップグレードが可能です。 

2. データ・ロガー・モードはオプションです。ライセンスによるアップグレードが可能です。 

 

垂直軸システム ‐ 性能特性（オシロスコープモード／データ・ロガー・モード） 

1. ADCオフセットのユーザー校正が必要です  

 CX3322A CX3324A 
アナログチャネル数 2 4 

デジタルチャネルの個数 － 8（CX1152A使用時） 

最大アナログ帯域幅 1 50 MHz/100 MHz/200 MHz 

最大メモリ容量 1 4 Mポイント/16 Mポイント/64 Mポイント/256 Mポイント 

測定モード オシロスコープモード 標準 

データ・ロガー・モード オプション 2 

垂直軸システム：アナログチャネル ハードウェア垂直軸分解能 
14ビット 16ビット（高分解能モード） 

アナログ帯域幅（－3 dB） 14 MHz 50 MHz 100 MHz 200 MHz 

雑音の実効値（±0.5 V（固定）、フル帯域幅） 46 μVrms 120 μVrms 170 μVrms 250 μVrms 
入力カップリング DC 

入力インピーダンス** 50 Ω：±3.5 % 

入力レンジ ±0.65 V（公称値）、±2 V（ピーク） 

DC測定確度** ±（読み値の0.7 %＋レンジの0.7 %）1 
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水平軸システム ‐ 性能特性（オシロスコープモード／データ・ロガー・モード） 
 

 

 

 

 

 
 
収集システム ‐ 性能特性（オシロスコープモード）  

1. すべてのチャネルが同じ分解能に設定されます。 

2. メモリ容量は、オーダー時に選択できます。ライセンスによるアップグレードが可能です。 

3. 演算機能によるチャネルごとのフィルター。 

 

  

水平軸システム  
メインタイムベース範囲 1 ns/div～10 ks/div 

分解能 1 ns 

基準位置 左、中央、右 

タイムスケール確度 10 ppm 

チャネルスキュー補正 範囲＝－100～＋100 ns 

アナログチャネル  

最大リアルタイム・ 
サンプリング・レート 1 

14ビット 1 GSa/s（各チャネル） 

16ビット 75 MSa/s（各チャネル） 

メモリ容量 2 4 Mポイント/16 Mポイント/64 Mポイント/256 Mポイント 

サンプリングモード リアルタイム＋アベレージング（ノーマル） 

リアルタイム＋破棄 

リアルタイム＋ピーク検出 

フィルター sin(x)/x補間 

アベレージング 

1 MHz、2 MHz、5 MHz、10 MHz、20 MHz、50 MHz、100 MHz 3 

低周波ノイズ抑圧モード 
（16ビット高分解能モードのみ） 
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収集システム ‐ 性能特性（データ・ロガー・モード 1、2） 

1. データ・ロガー・モードはオプションで、オーダー時に選択できます。ライセンスによるアップグレードが可能です。 
2. データ・ロガー・モードでは、アナログ・チャネル・データのみが保存されます。 
3. すべてのチャネルが同じ分解能に設定されます。実効サンプリングレートは、測定チャネル数と、ストレージデータの 

転送性能に依存します。 
4. USB 3.0 UASP（USB接続SCSIプロトコル）ストレージデバイスを推奨します。 
 
収集システム ‐ 補足特性（データ・ロガー・モード） 

最大サンプリングレート 1 

 
 
 

1. 最大サンプリングレートは、信号ノイズフロアが128 LSB p-p未満の場合に有効です。それ以外の場合、データの損失が生じます。 
2. 実効サンプリングレートは、ストレージデータの転送性能に依存します。サードパーティーの外部ストレージを使用する際には、 

CX3300シリーズに付属の性能チェックツールで最大サンプリングレートを確認することを推奨します。 
 

空きディスク容量による最長記録時間の制限 

• 最長記録時間 
• 空きディスク容量－予約済みディスク容量／（代表的なサンプル・ポイント・サイズ×サンプリングレート

×チャネル数） 
• 予約済みディスク容量＝2 GB 1 
• 代表的なサンプル・ポイント・サイズ＝1.7バイト 

1. 波形解析の補足情報を保存します。 

 

データ・ロガー・モード測定によって作成されるデータ・ファイル・サイズ 

• データ・ファイル・サイズ＝サンプル・ポイント・サイズ×記録時間×サンプリングレート×チャネル数 
• サンプル・ポイント・サイズ＝1.5～2.5バイト 1 
1. 信号ノイズフロアに依存します。 

  

アナログチャネル  

最大リアルタイム・ 
サンプリング・レート 3 

14ビット 10 MSa/s 

16ビット 7.5 MSa/s 

最大記録時間 4 1チャネル当たり100時間 

サンプリングモード リアルタイム＋アベレージング（ノーマル） 

リアルタイム＋破棄 

フィルター 低周波ノイズ抑圧モード 
（16ビット高分解能モードのみ） 

ストレージ 内部SSDおよび外部SSD/HDD 5 

搭載OS Windows 10を推奨 

測定チャネル数 最大サンプリングレート(ADC)2 
1 10 Msa/s（14ビット）、7.5 MSa/s（16ビット） 

2 5 MSa/s（14ビット/16ビット） 

4 2 MSa/s（14ビット/16ビット） 
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トリガシステム ‐ 性能特性（オシロスコープモード） 

1. アナログチャネルのトリガレベル範囲は、メインフレームに接続されているセンサの範囲と同じです。 
±センサレンジ＝±4 div（デフォルト設定）。  

トリガ  

ソース 
CX3322A チャネル1、2、補助、ライン 

CX3324A チャネル1、2、3、4、補助、ライン、デジタルチャネル 

感度 

アナログチャネル：センサレンジの5 % 

デジタルチャネル：デジタルチャネルの特性を参照 

外部トリガ入力：DC～100 MHz（最小入力：300 mVpp） 

トリガレベル範囲 

アナログチャネル：±センサレンジ 1 

デジタルチャネル：デジタルチャネルの特性を参照 

外部トリガ入力：±8 V（1 MΩ） 

外部トリガ出力：2.5 V（50 Ω、100 nsパルス幅） 

トリガ 
結合 

アナログチャネル DC：高周波除去（50 kHzローパスフィルター） 

外部トリガ入力 DCまたはAC：(10 Hz)低周波除去（50 kHzハイパスフィルター）、 
高周波除去（50 kHzローパスフィルター） 

掃引モード 自動、トリガ、シングル 

トリガホールドオフ範囲 100 ns～10 s 

トリガ動作 トリガ条件発生時の動作および動作の頻度を指定します 

トリガモード  

エッジ（アナログ／デジタル） 立ち上がり、立ち下がり、いずれか 

エッジ遷移（アナログ） 立ち上がりエッジ＞時間、立ち上がりエッジ＜時間、立ち下がり 
エッジ＞時間、立ち下がりエッジ＜時間 

グリッチ（アナログ／デジタル） 

立ち上がりグリッチ＞時間、立ち上がりグリッチ＜時間、レンジ内の
立ち上がりグリッチ、 
立ち下がりグリッチ＞時間、立ち下がりグリッチ＜時間、レンジ内の
立ち下がりグリッチ 

パルス幅（アナログ／デジタル） 
正のパルス幅＞時間、正のパルス幅＞タイムアウト、正のパルス幅 
＜時間、負のパルス幅＞時間、負のパルス幅＞タイムアウト、 
負のパルス幅＜時間 

ラント（アナログ） 立ち上がりラント、立ち上がりラント（時間指定）、立ち下がり 
ラント、立ち下がりラント（時間指定） 

タイムアウト（アナログ／デジタル） 一定時間ハイ、一定時間ロー、一定時間不変 

パターン／パルス幅（アナログ／
デジタル）  

パターンの開始、パターンの終了、パターンの存在＞時間、 
パターンの存在＞タイムアウト、パターンの存在＜時間、レンジ内の
パターンの存在 

ステート（アナログ／デジタル） 
立ち上がりエッジ(AND)、立ち上がりエッジ(NAND)、立ち下がり 
エッジ(AND)、立ち下がりエッジ(NAND)、いずれかのエッジ(AND)、
いずれかのエッジ(NAND) 

ウィンドウ（アナログ） 
開始レンジ、終了レンジ、内部レンジ＞時間、内部レンジ＞タイム 
アウト、内部レンジ＜時間、外部レンジ＞時間、外部レンジ＞タイム
アウト、外部レンジ＜時間 
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トリガシステム ‐ 性能特性（データ・ロガー・モード）1 

 
 
 
 
 
 

1. データ・ロガー・モードでの測定に、トリガ設定は必須ではありません。データ・ロガー・モードのトリガを使用して、 
波形解析用にトリガされたイベントをセグメント化できます。 
 

 
デジタルチャネルの特性（CX3324Aのみ）1 

1. CX1152A デジタル・チャネル・インタフェースが必要です。 

2. メモリ容量はアナログチャネルのメモリ容量に依存します。 

 

 

  

トリガ  

ソース 
CX3322A チャネル1、2 

CX3324A チャネル1、2、3、4 

トリガレベル範囲 アナログチャネル：±センサレンジ 1 
トリガホールドオフ範囲 100 ns～1 s  

トリガシーケンス シングル、デュアル、トリガ‐トリガ 

トリガモード  

エッジ（アナログ） 立ち上がり、立ち下がり、いずれか 

ウィンドウ（アナログ） 開始レンジ、終了レンジ 

垂直軸システム  

入力チャネル数 8チャネル 

ユーザー定義しきい値範囲 ±25 V、10 mVステップ 
最大入力電圧 ±40 Vピーク 

しきい値確度 ±（150 mV＋（しきい値設定の3 %）） 

入力ダイナミックレンジ ±25 V 

最小入力電圧スイング 500 mV p-p 

入力インピーダンス 10 MΩ±2 %（約8 pFの並列容量） 

チャネル間スキュー 4 ns 

分解能 1ビット 

収集システム ‐ 性能特性（オシロスコープモード） 

最大リアルタイム・サンプリング・レート 500 MSa/s 

1チャネルあたりの最大メモリ容量 2 128 Mポイント 

グリッチ検出最小幅  7 ns 
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メインフレームプラットフォームの特性 

1. USB通信機能は、80 MHz～2 GHzの周波数レンジで3 V/mを超える強度、2 GHz～27 GHzの周波数レンジで1 V/mを超える 
強度のRF電磁界の影響を受ける可能性があります。どの程度の影響を受けるかは、測定器の配置やシールド状態によって 
異なります。 

2. LXI規格：LXI 1.4 Core、LXI HiSLIP、LXI IPv6。 
 
 
一般仕様 

 

  

コンピューターシステムおよび周辺機器 

オペレーティングシステム Windows 10 IoT 

PCシステムメモリ 8 GBのRAM 

CPU 3 GHz Intel i5クワッドコア 

ディスプレイ WXGA 14.1インチ静電容量方式マルチタッチスクリーン 
（1280×800ピクセル） 

PCポート 1 USB 2.0、USB 3.0、10/100/1000 LAN、LXI 2 LAN（ウェブ対応の 
リモート制御） 

ドライブ(SSD) ≧250 GBリムーバブルSSD 

ディスプレイ 
内蔵ディスプレイ WXGA 14.1インチ静電容量方式マルチタッチスクリーン 

（1280×800ピクセル） 

外部ディスプレイ VGAおよびDisplayPort（ドライバーは最大2台のディスプレイを同時に
サポート） 

周辺機器 光学式USBマウスおよびコンパクトキーボードが付属。すべてのモデル
がUSBインタフェース搭載のWindows対応入力デバイスをサポート。 

I/Oポート  

補助出力 ±7 V（最大）、±200 mA（最大）：DC、パルス、方形波 

タイムベース基準出力 10 MHz、8.33 dBm（Vpp＝1.65 V）（50 Ω負荷） 

タイムベース外部基準入力 10 MHz、16 dBm（Vpp＝4 V）最大（50 Ω負荷） 

特性 
温度 動作時 0 ℃～40 ℃ 

ストレージ －20 ℃～60 ℃ 

湿度 動作時 最大80 %の相対湿度（非結露、40 ℃） 
ストレージ 最大90 %の相対湿度（非結露、60 ℃） 

高度 動作時 最高2000 m 

ストレージ 最高4600 m 

容量  100 V～240 V±10 %、50 Hz/60 Hz 

最大消費電力 250 VA 

重量 メインフレーム：11 kg 

寸法（脚を収納した状態） 425.6 mm（幅）、266.1 mm（高さ）、196.7 mm（奥行き） 

安全性 IEC 61010-1 

EMC IEC 61326-1 
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CX3300メインフレームの概略図 
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測定／解析機能 
測定／演算／解析（オシロスコープモード／データ・ロガー・モード） 

1. チャネル、メモリ、他の演算を任意に組み合わせて動作可能。最大8個の独立した演算。 

2. 測定機能、演算機能、解析機能に使用可能。最大8個の独立したメモリ。 

 

 

  

測定／演算／解析 

波形測定 

振幅 
p-p、最小値、最大値、平均値、DC実効値、AC 
実効値、振幅、ベース、トップ、オーバーシュート、 
プリシュート、上、中央、下 

時間 立ち上がり時間、立ち下がり時間、正の幅、負の幅、 
周期、周波数、デューティーサイクル、Tmin、Tmax 

ミックスド スルーレート、面積 

演算機能 1 演算子 

加算、減算、乗算、除算、絶対値、平均、遅延、反転、
拡大、最大値、最小値、微分、積分、2乗、平方根 

ハイパスフィルター、ローパスフィルター、 
スムージングフィルター 

解析 

マーカー 十字線、A-B、領域 

統計解析 波形／波形測定の平均値、最小値、最大値、標準偏差 

振幅解析 ヒストグラム（ヒット数、PDF、CDF、CCDF）と統計
（ウィンドウ関数を使用） 

スペクトラム解析
(FFT) 

振幅と位相、水平ゲーティングあり、最大1 Mポイント 

X－Y解析 最大1 Mポイント 

波形メモリ 2  

表示機能  

表示 波形、ヒストグラム、スペクトラム、統計、セット 
アップサマリー、サイドバー 

表示スタイル 波形エリア シングル、デュアル、シングル＋どこでもズーム 
（垂直軸、水平軸） 

波形スタイル 残光表示、カラーグラデーション 
プロット 自動、ドット、ライン、領域、グラデーション、 

ダイヤモンド 

軸 自動、リニア、ログ、反転 
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電力／電流プロファイラー ‐ 測定／解析 

電力／電流プロファイラーは、垂直レベル差に応じて自動的に時間スケールを調整します。平均電流、最大／最小電
流、累積電荷などの重要なパラメータを即座に計算します。データは、表形式で表示されます。また、測定プロファ
イルに応じて、セグメントを手動で調整することもできます。この機能により、時間のかかる電力／電流プロファイ
ル解析作業が不要になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
データ・ロガー・モードの機能  

データ・ロガー・モード解析機能をフル活用するために、次の構成を推奨します：Windows 10、USB 3.0、USB 3.0 UASP（USB
接続SCSIプロトコル）をサポートするストレージデバイス。 

レコードビュー 

データ・ロガー・モードで波形を記録している場合、レコードビューがメイン・ディスプレイ・ウィンドウに表示されます。
測定データは、ストレージ上のデータベースに保存され、確認のために表示されます。波形再生を使用して、データを解析で
きます。注記：レコードビューには、帯域幅とデータ更新周期の制限があります。 

 

波形再生 

波形再生は、波形記録を除き、データ・ロガー・モードのメイン・ディスプレイ・ウィンドウで行われます。波形再生を使用
して、データ・ロガー・モード測定のセットアップと、測定後の解析が可能です。ストレージから内蔵メモリにデータセット
を読み込んで、波形を再生することができます。波形は、時間またはトリガポイントによって指定できます。オシロスコープ
モードと同様に、測定／演算／解析機能を波形メモリで使用できます。 
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トリガセグメンテーション  

トリガ設定は、データ・ロガー・モードでの測定に必須ではありませんが、トリガ機能を使用して、測定中に波形の中でトリ
ガされた特定のイベントにタグ付けすることができます。トリガ情報は、長時間測定の解析において、特定ポイントを検出す
るのに役立ちます。トリガセグメントは、波形解析のために、データベース内の類似クラスター情報でタグ付けされます。ト
リガセグメンテーション機能を使用すれば、データ処理帯域幅のために実効サンプリングレートに影響を及ぼす可能性があり
ます。 

トリガセグメンテーションは、測定中にも実行されます。オーバーロードによるデータの損失を防止するには、以下の推奨設
定を使用してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

波形解析 

波形解析では、最大12個のクラスターでトリガセグメントを分類できま
す。表示される測定値により、特定の波形パターンや異常を短時間で特定
できます。この機能を波形再生で使用して、迅速な解析が可能になります。 

 

再トリガ 

再トリガ機能では、測定を実行せずに、既存の波形データベースでトリガ
セグメンテーションを実行するためのトリガ条件をオフラインで変更す
ることができます。異なるトリガ設定で波形全体を再生するため、測定と
同じ時間がかかります。 

 

 

  

トリガセグメンテーションの推奨設定 
セグメント数 100秒当たり5,000,000セグメント未満 

セグメント密度 20 μs当たり1セグメント未満（測定チャネル数は1または2） 
50 μs当たり1セグメント未満（測定チャネル数は3または4） 

タグ数 

20～500（BLEなどの一般的なアプリケーション、類似度＝90 %～
99 %） 

10～50（マルチトーン信号、類似度＝70 %～95 %） 

1～2（電源ラインなどの完全な繰り返し信号、類似度＝99 %～
99.7 %） 

適用なし（ランダムノイズ／白色雑音） 
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波形トレンド・アナライザ  

波形トレンド・アナライザは、長時間測定データを解析するツールです。トレンドチャートとリストにより、波形全体の各セ
グメントの統計パラメータ（最小、最大、平均、電荷）のトレンドを表示できます。CCDFチャート（ヒストグラム、PDF、
CDF、CCDF）をサポートしています。波形トレンド・アナライザを使用すれば、詳細な解析のために表示／ロードする領域
を推定できます。 
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データファイル機能（オシロスコープモード／データ・ロガー・モード） 

1. 自動保存機能により、測定ごとのファイルを保存できます。 
2. 長時間測定データは、波形データベースに保存されます。メモリ長のデータサイズ（最大256 Mポイント）が画面上に表示されます。

波形データベースのみに、データ・ロガー・モードの波形測定データ全体が保存されます。 
3. データロガー測定は、自動的にデータベースを作成します。波形データは、特定の期間で抽出して、新しいデータベースとして 

保存できます。 
 

 

  

 ファイルタイプ 保存 ロード 
オシロスコープ 
モード 

複合（すべてのセットアップと結果を含む） 〇1 〇 

波形 波形 〇1 〇 

HDF5 〇1 〇 

CSV、TSV 〇1  

セットアップ 〇 〇 

レポート レポート 〇  

CSV、TSV、テキスト 〇  

スクリーンキャプチャー JPG、BMP、PNG 〇  

データ・ロガー・
モード 2 

波形データベース 波形データベース 3 〇 〇 

CSV、TSV 〇  
複合 〇1  

波形 波形 〇1  

HDF5 〇1  

CSV、TSV 〇1  

セットアップ 〇  

レポート レポート 〇  

CSV、TSV、テキスト 〇  

スクリーンキャプチャー JPG、BMP、PNG 〇  

電力／電流 
プロファイラー 

複合  〇 

波形 波形  〇 

HDF5  〇 

プロファイラー プロファイラー 〇 〇 
波形トレンド・ 
アナライザ 

波形データベース 波形データベース  〇 

CSV、TSV 〇  
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CX3300APPC 電流波形解析ソフトウェア 
CX3300APPC 電流波形解析ソフトウェアは、測定の実行を除いて、CX3300シリーズのファームウェアと同じ解析機
能を提供します。ソフトウェアライセンスが必要ですが、試用版をwww.keysight.co.jpで入手できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

推奨システム要件 
コンピューターシステム
および周辺機器 

オペレーティングシステム Windows 10、64ビット 

プロセッサ 3 GHz以上 

メモリ 8 GB以上 
ディスク空き容量 20 GB以上 

グラフィックスカード DirectX 11以降 

ディスプレイ解像度 1280×800(WXGA)以上 

最小システム要件 

コンピューターシステム
および周辺機器 オペレーティングシステム Windows 7、64ビットまたはWindows 10、 

64ビット 

プロセッサ 1 GHz 

メモリ 4 GB 

ディスク空き容量 10 GB 

グラフィックスカード DirectX 11 

ディスプレイ解像度 1280×800(WXGA) 
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CX3300A 電流／電圧センサ 

 

概要  

 
 
 

  

CX1101A  
シングルチャネル 
電流センサ 

CX1102A  
デュアルチャネル
電流センサ 

CX1103A  
ローサイド用 
電流センサ 

CX1104A  
デュアルチャネル 
電流センサ 

CX1105A  
超低雑音 
差動センサ 

CX1151A  
パッシブ・プローブ・ 
アダプター  

電流経路 

センサヘッド 

コンポジットセンシング 
テクノロジー 

コンポジットセンシング 
テクノロジー 

電流経路 

電流経路 

電流経路 

電流経路 

センサヘッド 

デュアル出力 

低雑音相互インピーダンス 
テクノロジー 

校正済みの 
抵抗センサヘッド 

低雑音差動センシング 
テクノロジー 

低雑音差動センシング 
テクノロジー 

顧客のシャント 
抵抗オンボード 
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製品概要 CX1101A  
シングル 
チャネル 

電流センサ 

CX1102A 
デュアル 
チャネル 

電流センサ 

CX1103A 
ローサイド用 
電流センサ 

CX1104A  
デュアル 
チャネル 

電流センサ 

CX1105A  
超低雑音 

差動センサ 

CX1151A  
パッシブ・ 
プローブ・ 

インタフェース・ 
アダプター 

測定 電流 電流 電流 電流 電流／電圧 電圧 

最大測定帯域幅 100 MHz 100 MHz 200 MHz 20 MHz 100 MHz 300 MHz 

実効帯域幅 1 ＜90 MHz ＜90 MHz ＜140 MHz ＜20 MHz ＜90 MHz ＜165 MHz 

測定可能な 
最大電流または 
最大電圧 

1 A  
(10 A) 

1 A 20 mA 15 A 100 A 
（現実的な 

最大値） 

8 V 
（1:1プローブ） 

RMSノイズ 1 40 nA 2 40 nA 2 150 pA 2 22 μA 2 20 μV 2 90 μV 3 

ダイナミック 
レンジ 

80 dB以上 100 dB以上 80 dB以上 80 dB以上 80 dB以上 80 dB以上 

挿入抵抗代表値 410 mΩ 
（50 Ω） 

410 mΩ 
（50 Ω） 

4 Ω（50 Ω） 5.5 mΩ～1 Ω 4 －5 － 

最大コモンモード
電圧 

±40 V ±12 V ±0.5 V ±40 V ±40 Vまたは 
±6 V 

±8 V 
（1:1プローブ） 

必要なチャネル数 1 2 1 1 1 1 

測定側 
（ハイ／ロー） 

ハイまたは
ロー 

ハイまたは
ロー 

ロー ハイまたはロー ハイまたはロー ハイ 

1. 200 MHzのメインフレーム帯域幅を使用した場合。 
2. 20 MHzの雑音帯域幅(NBW)。 
3. 200 MHzの雑音帯域幅(NBW)。 
4. 6種類の選択可能なシャント 
5. お客様のシャント。 
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CX1101A シングルチャネル電流センサの特性 

CX1101A 電流測定特性の概要 1 

 
 
 

1. CX1206Aは10 Aレンジに、CX1203Aはその他のすべてのレンジに使用されます。 
2. CX1203Aのスライドスイッチは"0 Ω"に設定されています。 
3. 帯域幅（－4 dB）。 
4. センサの内蔵ローパスフィルターは「オン」に設定されています。 
5. これらのレンジを有効にするには、CX1101Aのファームウェアバージョン2.0以降が必要です。 
 

 

CX1101AのDC測定確度 1 

 
 
 

1. 確度は、利得［読み値の%］＋オフセット［レンジの%］（VCM＝0 V：＋IINまたは－IINでコモンモード入力電圧0）で定義されて 
います。 
40 VまでのVCMに対しては、オフセット誤差に0.7 %（代表値）を加算します。読み値は測定値と定義されます。DC測定条件は、 
20 msのアベレージング時です。 

2. メインフレームでユーザー校正を実行後。 
 
 

  

レンジ RIN 2 ノイズ(rms) 
(20 MHz NBW) 

最大帯域幅（－3 dB） 

10 A 15 mΩ（代表値） 10 mA 3 MHz 3 

1 A 

410 mΩ（代表値） 
550 mΩ（最大） 

2 mA 100 MHz 

200 mA 0.2 mA 100 MHz 

20 mA 20 μA 100 MHz 

2 mA 3 μA 100 MHz 

200 μA 
50 Ω（代表値） 
77 Ω（最大） 

500 nA 5 500 kHz 5 

400 nA 4 25 kHz 

20 μA 
150 nA 5 500 kHz 5 

40 nA 4 25 kHz 

レンジ 単体 メインフレーム接続時  
 23±5 ℃ 23±5 ℃ TUSERCAL±3 ℃、24時間 2 
10 A ±（5 %＋5 %） ±（5.7 %＋5.9 %） － 

1 A ±（2 %＋2 %）** ±（2.7 %＋2.9 %）** ±（1.8 %＋0.4 %） 

200 mA ±（2 %＋2 %）** ±（2.7 %＋2.9 %）** ±（0.7 %＋0.4 %） 

20 mA ±（2 %＋2 %）** ±（2.7 %＋2.9 %）** ±（0.6 %＋0.3 %） 

2 mA ±（2 %＋N/A）** ±（2.7 %＋N/A）** ±（0.7 %＋1.1 %） 

200 μA ±（2 %＋2 %）** ±（2.7 %＋2.9 %）** ±（0.7 %＋0.3 %） 

20 μA ±（2 %＋N/A）** ±（2.7 %＋N/A）** ±（0.7 %＋1.1 %） 
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CX1101Aのその他の特性 

1. CX1201Aで測定。両方の入力は同じ入力インピーダンスです。CX1203Aセンサヘッドを使用した場合は、マイナス端子が 
10 MΩ抵抗を介して回路コモンに内部接続されます。 

2. すべての電流測定レンジ。 
3. CX1203Aを50 Ωの設定で使用した場合は125 mAです。 
4. 詳細については、CX1100 ユーザガイド(CX1100-90000)を参照してください。 
 

CX1101Aの一般情報 1 
 
 
 

1. その他の情報については、メインフレームの「環境および一般」を参照してください。 
2. CX1203Aセンサヘッドを含みます。ケーブルおよびアダプターは含みません。 
3. CX1203Aセンサヘッドに付属しています。 
 

 

  

その他の特性 
入力コモン・モード・インピーダンス 1  750 MΩ、並列容量31 pF（公称値） 

測定可能オーバーレンジ  レンジの10 % 

負担電圧  RIN×測定電流 
最大入力電圧（コモンモード）2 ピーク電圧（DC＋AC）制限値 ±40 V 

AC電圧制限値 ±5 V（1 MHzより上） 

絶対最大入力電流 4 10 Aレンジ 11 A 

2 mA～1 Aレンジ  1.5 A 3 

20 µAおよび200 µAレンジ 50 A 

一般仕様 
ケーブル長 センサケーブル：1.5 m、グランドリード：16 cm 

寸法 2 46.8 mm（幅）、31.9 mm（高さ）、205.3 mm（奥行き） 

重量 400 g 

付属のアクセサリ 1×同軸終端アダプター付きセンサヘッド(CX1203A) 

1×同軸ケーブル、SMAプラグ－オープン、100 mm(8121-2773)3 

1×同軸ケーブル、SMAプラグ－MHFプラグ、100 mm(8121-2774)3 

1×MHFプルインツール(8710-2791)3 

5×同軸ケーブル、MHFプラグ、ショート、21 mm(8121-2780)3 

5×RFコネクタ、MHFジャックストレートSMT(1250-3656)3 

1×SMA(P)-BNC(J) 50 Ω同軸アダプター(1250-3975) 

1×グランドリード(C1101-61711) 
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CX1102A デュアルチャネル電流センサの特性 

CX1102A 電流測定特性の概要 1 

 
1. 特性の測定には、CX1203Aセンサヘッドを使用しています。 
2. CX1203Aのスライドスイッチは0 Ωに設定しています。 
3. センサの内蔵ローパスフィルターは「オン」。 

 

CX1102AのDC測定確度 1 

 
1. 確度は、利得［読み値の%］＋オフセット［レンジの%］（VCM＝0 V：＋IINまたは－IINでコモンモード入力電圧0）で定義されています。 

12 VまでのVCMに対しては、オフセット誤差に0.9 %（代表値）を加算します。読み値は測定値と定義されます。DC測定条件は、20 msの 
アベレージング時です。 

2. メインフレームでユーザー校正を実行後。 
 
 

  

レンジ RIN 2 ノイズ(rms)(20 MHz NBW) 最大帯域幅 
（－3 dB） プライマリー 

チャネル 
セカンダリー 
チャネル 

 プライマリー 
チャネル 

セカンダリー 
チャネル 

1 A 20 mA 410 mΩ 
（代表値） 
550 mΩ 

（最大） 

2 mA 20 μA 

100 MHz 
200 mA 2 mA 0.2 mA 3 μA 

20 mA 200 μA 
50 Ω（代表値） 
77 Ω（最大） 

20 μA 500 nA 500 kHz 

8 μA 3 400 nA 3 90 kHz 3 

2 mA 20 μA 
2 μA 200 nA 500 kHz 

1 μA 3 40 nA 3 25 kHz 3 

レンジ 単体 メインフレーム接続時  

プライマリー／ 
セカンダリー 

レンジ 23±5 ℃ 23±5 ℃ TUSERCAL±3 ℃、 
24時間 2 

プライマリー 1 A  ±（2 %＋2 %）** ±（2.7 %＋2.9 %）** ±（1.8 %＋0.4 %） 

200 mA ±（2 %＋2 %）** ±（2.7 %＋2.9 %）** ±（0.6 %＋0.4 %） 

20 mA ±（2 %＋2 %）** ±（2.7 %＋2.9 %）** ±（0.6 %＋0.3 %） 

2 mA ±（2 %＋2 %）** ±（2.7 %＋2.9 %）** ±（0.7 %＋0.3 %） 

セカンダリー 20 mA ±（2 %＋2 %）** ±（2.7 %＋2.9 %）** ±（0.6 %＋0.4 %） 

2 mA ±（2 %＋N/A）** ±（2.7 %＋N/A）** ±（0.6 %＋0.9 %） 

200 μA ±（2 %＋2 %）** ±（2.7 %＋2.9 %）** ±（0.6 %＋0.4 %） 

20 μA ±（2 %＋N/A）** ±（2.7 %＋N/A）** ±（0.7 %＋0.9 %） 
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CX1102Aのその他の特性 

1. CX1201Aで測定。 
2. すべての電流測定レンジ。 
3. CX1203Aを50 Ωの設定で使用した場合は125 mAです。 
4. 詳細については、『CX1100 ユーザガイド』(CX1100-90000)を参照してください。 
 

CX1102Aの一般情報 1 
 
 
 

1. その他の情報については、メインフレームの「環境および一般」を参照してください。 
2. CX1203Aセンサヘッドを含みます。ケーブルおよびアダプターは含みません。 
3. CX1203Aセンサヘッドに付属しています。 
 

 

  

その他の特性 

入力コモン・モード・インピーダンス 1  750 MΩ、並列容量18 pF
（公称値） 

測定可能オーバーレンジ  レンジの10 % 

負担電圧  RIN×測定電流 

最大入力電圧（コモンモード）2 ピーク電圧（DC＋AC）制限値 ±12 V 

絶対最大入力電流 4 プライマリー 200 mAおよび 
1 Aレンジ 

1.5 A 3 

セカンダリー 2 mAおよび 
20 mAレンジ 

プライマリー 2 mAおよび 
20 mAレンジ 

50 mA 

セカンダリー 2 mAおよび 
20 mAレンジ 

一般仕様 
ケーブル長 センサケーブル：1.5 m、グランドリード：16 cm 

寸法 2 46.8 mm（幅）、31.9 mm（高さ）、215.3 mm（奥行き） 

重量 600 g 

付属のアクセサリ 1×同軸終端アダプター付きセンサヘッド(CX1203A) 

1×同軸ケーブル、SMAプラグ－オープン、100 mm(8121-2773)3 

1×同軸ケーブル、SMAプラグ－MHFプラグ、100 mm(8121-2774)3 

1×MHFプルインツール(8710-2791)3 

5×同軸ケーブル、MHFプラグ、ショート、21 mm(8121-2780)3 

5×RFコネクタ、MHFジャックストレートSMT(1250-3656)3 

1×SMA(P)-BNC(J) 50 Ω同軸アダプター(1250-3975) 
1×グランドリード(C1101-61711) 
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CX1103A ローサイド用電流センサの特性 

 CX1103A 電流測定特性の概要 

 
 

 CX1103AのDC測定確度 1 

 
 
 

1. 確度は、利得［読み値の%］＋オフセット［レンジの%］（VCM＝0 V：＋IINまたは－IINでコモンモード入力電圧0）で定義されています。 
「読み値」は測定値と定義されます。DC測定条件は、20 msのアベレージング時です。 

2. メインフレームでユーザー校正を実行後。 
 

CX1103A DCオフセット除去 

CX1103Aは、DCオフセット電流を除去して、必要なダイナミック電流だけを抽出できます。この機能は、大きなDC電流上の低レベル
ダイナミック電流を測定するのに非常に有用です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

レンジ RIN ノイズ(rms)(20 MHz NBW) 最大帯域幅（－3 dB） 
20 mA 

50 Ω（代表値）、 
55 Ω（最大値） 

（50 Ω入力「オン」） 
4 Ω（代表値）、 
6 Ω（最大値） 

（50 Ω入力「オフ」） 

5 μA 200 MHz 

2 mA 1.5 μA 75 MHz 

200 μA 150 nA 9 MHz 

20 μA 25 nA 2.5 MHz 

2 μA 1.5 nA 250 kHz 

200 nA 150 pA 100 kHz 

レンジ 単体 メインフレーム接続時  

 23±5 ℃ 23±5 ℃ TUSERCAL±3 ℃、 
24時間 2 

20 mA ±（2 %＋2 %）** ±（2.7 %＋2.9 %）** ±（0.6 %＋0.3 %） 

2 mA ±（2 %＋2 %）** ±（2.7 %＋2.9 %）** ±（0.6 %＋0.4 %） 

200 μA ±（2 %＋2 %）** ±（2.7 %＋2.9 %）** ±（0.6 %＋0.4 %） 
20 μA ±（2 %＋2 %）** ±（2.7 %＋2.9 %）** ±（0.6 %＋0.4 %） 

2 μA ±（2 %＋2 %）** ±（2.7 %＋2.9 %）** ±（1.3 %＋0.4 %） 

200 nA ±（2 %＋2 %）** ±（2.7 %＋2.9 %）** ±（1.3 %＋0.3 %） 

レンジ DCオフセット 
レンジ／分解能 

20 mA ±20 mA 
0.8 μAの分解能 2 mA 

200 μA ±200 μA 
8 nAの分解能 20 μA 

2 μA ±2 μA 
80 pAの分解能 200 nA 

電
流

 
(D

C
 +

 A
C

) 

電
流

 
(D

C
 +

 A
C

) 

時間 時間 

オフセット 

（キャンセルされたオフセット電流） 
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CX1103Aのその他の特性 

1. すべての電流測定レンジ。 
2. 詳細については、『CX1100 ユーザガイド』(CX1100-90000)を参照してください。 
 

CX1103Aの一般情報 1 
 
 
 

1. その他の情報については、メインフレームの「環境および一般」を参照してください。 

 

 

  

その他の特性 
測定可能オーバーレンジ  レンジの10 % 

負担電圧  RIN×測定電流 

最大入力電圧（コモンモード）1 
 
 

50 Ω入力オフ ±0.5 V 
50 Ω入力オン ±1.0 V 

絶対最大入力電流 2  125 mA 

一般仕様 
ケーブル長 センサケーブル：1.5 m、グランドリード：16 cm 

寸法 45.8 mm（幅）、28.1 mm（高さ）、163.1 mm（奥行き） 

重量 300 g 

付属のアクセサリ 1×SMA(P)-BNC(J) 50 Ω同軸アダプター(1250-3975) 

1×グランドリード(C1101-61711) 
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CX1104A デュアルチャネル電流センサの特性 

CX1104A 電流測定特性の概要 1 

抵抗センサ 
ヘッド 

レンジ 
（上限／下限） 

RIN 2 

（代表値） 
ノイズ(rms) 
(20 MHz NBW) 

ノイズ(rms) 
(2.5 kHz NBW) 3 

最大帯域幅 
（－3 dB） 

CX1211A 
15 A 

5.5 mΩ 
48 mA 1.6 mA 

20 MHz 

10 A 8.8 mA 160 μA 

CX1212A 
10 A 

8.0 mΩ 
24 mA 800 μA 

5 A 4.4 mA 80 μA 

CX1213A 
5 A 

23 mΩ 
6 mA 200 μA 

1.25 A 1.1 mA 20 μA 

CX1214A 
3 A 

53 mΩ 
2.4 mA 80 μA 

500 mA 440 μA 8 μA 

CX1215A 
2 A 

103 mΩ 
1.2 mA 40 μA 

250 mA 220 μA 4.0 μA 

CX1216A 
250 mA 

1.0 Ω 
120 μA 4 μA 

25 mA 22 μA 400 nA 
1. CX1104Aは、CX1210Aシリーズ 校正済み抵抗センサヘッドを使用して電流を測定します。詳細については、CX1210Aシリーズ  

抵抗センサヘッドのセクションを参照してください。 
2. RINには、電流センシング抵抗とセンサヘッドの寄生抵抗の両方が含まれます。センシング抵抗は校正されています。 
3. 高分解能モード（16ビット）使用時。 

 
CX1104AのDC電流測定確度 1、2 

 
 
 
 
 
 
 

1. 確度は、利得［読み値の%］＋オフセット［レンジの%］（VCM＝0 V：＋IINまたは－IINでコモンモード入力電圧0）で定義されて 
います。読み値は測定値と定義されます。DC測定条件は、20 msのアベレージング時です。 

2. 電流測定確度は、電圧測定確度とCX1104AおよびCX1210Aシリーズ 抵抗センサヘッドの確度を組み合わせたものです。表の 
電流測定確度は以下の式を用いて計算しています。 
• 利得誤差%＝CX1104Aの利得誤差＋CX1210Aシリーズの抵抗値確度 
• オフセット誤差%＝（DC電圧測定レンジ[V]×オフセット誤差%）/CX1210Aシリーズのセンサ抵抗値（公称値）  

3. メインフレームでユーザー校正を実行後。高分解能モード使用時。 
4. 利得誤差は、温度範囲が23±5 ℃の時の特性です。 

レンジ 単体 メインフレーム接続時  

プライマリー／ 
セカンダリー 

レンジ 23±5 ℃ 23±5 ℃ TUSERCAL±3 ℃、 
24時間 3、4 

CX1211A 
 

15 A ±（3.3 %＋1.0 %）** ±（4.0 %＋7.1 %）** ±（4.0 %＋2.0 %） 

10 A ±（3.5 %＋0.2 %）** ±（4.2 %＋1.1 %）** ±（4.2 %＋0.3 %） 

CX1212A 
10 A ±（3.3 %＋0.8 %）** ±（4.0 %＋5.3 %）** ±（4.0 %＋1.5 %） 

5 A ±（3.5 %＋0.2 %）** ±（4.2 %＋1.1 %）** ±（4.2 %＋0.3 %） 

CX1213A 
 

5 A ±（1.9 %＋0.4 %）** ±（2.6 %＋2.7 %）** ±（2.6 %＋0.8 %） 

1.25 A ±（2.1 %＋0.2 %）** ±（2.8 %＋1.1 %）** ±（2.8 %＋0.3 %） 

CX1214A 
3 A ±（1.0 %＋0.3 %）** ±（1.7 %＋1.8 %）** ±（1.7 %＋0.5 %） 

500 mA ±（1.3 %＋0.2 %）** ±（2.0 %＋1.1 %）** ±（2.0 %＋0.3 %） 

CX1215A 
2 A ±（1.6 %＋0.2 %）** ±（2.3 %＋1.3 %）** ±（2.3 %＋0.4 %） 

250 mA ±（1.8 %＋0.2 %）** ±（2.5 %＋1.1 %）** ±（2.5 %＋0.3 %） 

CX1216A 
250 mA ±（1.5 %＋0.2 %）** ±（2.2 %＋1.1 %）** ±（2.2 %＋0.3 %） 

25 mA ±（1.7 %＋0.2 %）** ±（2.4 %＋1.1 %）** ±（2.4 %＋0.3 %） 
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CX1104AのDC電圧測定確度 1、2 

 
 
 

1. 確度は、利得［読み値の%］＋オフセット［レンジの%］（VCM＝0 V：＋IINまたは－IINでコモンモード入力電圧0）で定義されて 
います。読み値は測定値と定義されます。DC測定条件は、20 msのアベレージング時です。 

2. CX1104A単体は電圧センサで、電圧測定確度仕様は上記のとおりです。 
3. メインフレームでユーザー校正を実行後。高分解能モード使用時。 
 

 

CX1104Aのその他の特性 

1. その他の情報については、『CX1100 ユーザガイド』(CX1100-900000)を参照してください。 
2. 振幅がVmax_ND（上側レンジが±280 mV、下側レンジが±75 mV）の方形パルスでドライブしたとき、レンジの 

フルスケールの10 %以内にセトリングする時間。 
 

 

CX1104Aの一般情報 1 
 
 
 
 
 

1. その他の情報については、メインフレームの「環境および一般」を参照してください。 
2. ケーブルおよびアダプターは含みません。 
 

 

 

  

レンジ 単体 メインフレーム接続時  
 23±5 ℃ 23±5 ℃ TUSERCAL±3 ℃、24時間 3 
250 mV 

（上側レンジ） 
±（0.58 %＋0.15 %）** ±（1.28 %＋1.05 %）** ±（NA＋0.3 %） 

25 mV 
（下側レンジ）  

±（0.84 %＋0.15 %）** ±（1.54 %＋1.05 %）** ±（NA＋0.3 %） 

その他の特性 

入力コモン・モード・インピーダンス 
 20 MΩ、並列容量32 pF 

（公称値） 

最大入力電圧（コモンモード） DCピーク ±40 V 

DC～0.4 Hz 線形に変化 

0.4 Hz～100 MHz ±6 V 

コモンモード除去比(CMRR) 1 kHz 110 dB 

1 MHz 50 dB 

一般仕様 
ケーブル長 センサケーブル：1.5 m、グランドリード：16 cm、USBケーブル：15 cm 

寸法 2 30.0 mm（幅）、20.5 mm（高さ）、205.2 mm（奥行き） 
重量 300 g 

 1×USB Type-Cケーブル(C1104-61701) 

1×バナナアダプター(C1210-60001) 

1×グランドリード(C1101-61711) 
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CX1105A 超低雑音差動センサの特性 

CX1105A 電流測定特性の概要 1 

 
 
 

1. 高分解能モード（16ビット）使用時。 

 

CX1105AのDC測定確度 1 

 
 
 

1. 確度は、利得［読み値の%］＋オフセット［レンジの%］（VCM＝0 V：＋IINまたは－IINでコモンモード入力電圧0）で定義されて 
います。読み値は測定値と定義されます。DC測定条件は、20 msのアベレージング時です。 

2. 25 Vおよび1 Vレンジ（VCM：＋Vinまたは－Vinでのコモンモード入力電圧）の場合は、最大40 VまでのVCMでオフセット誤差に 
0.2 %を追加してください。 

3. メインフレームでユーザー校正を実行後。高分解能モード使用時。 
 

CX1105Aの入力インピーダンス 

 

CX1105Aの入力インピーダンス 

 

  

レンジ ノイズ(rms) 
(20 MHz NBW) 

ノイズ(rms) 
(2.5 kHz NBW)1 

最大帯域幅（－3 dB） 

2.5 V 1100 μV 200 μV 

100 MHz 

1 V 1100 μV 200 μV 

250 mV 45 μV 3.0 μV 

100 mV 24 μV 1.3 μV 

25 mV 20 μV 400 nV 

レンジ 2 単体 メインフレーム接続時  

 23±5 ℃ 23±5 ℃ TUSERCAL±3 ℃、 
24時間 3 

2.5 V ±（0.8 %＋1.0 %）** ±（1.5 %＋2.2 %）** ±（1.5 %＋0.6 %） 

1 V ±（0.8 %＋2.1 %）** ±（1.5 %＋3.3 %）** ±（1.5 %＋0.8 %） 

250 mV/100 mV/ 
25 mV 

±（0.7 %＋0.2 %）** ±（1.4 %＋1.1 %）** ±（1.4 %＋0.3 %） 

レンジ 入力インピーダンス（23±5 ℃） 
 共通 差動 
2.5 Vおよび1 V 2 MΩ、並列容量9.5 pF 3.9 MΩ、並列容量4.8 pF 

250 mV/100 mV/25 mV 
21 MΩ、並列容量24 pF（＋IN） 

42 MΩ、並列容量16 pF 
21 MΩ、並列容量27 pF（－IN） 

レンジ 最大入力電圧  
（差動モード） 

最大入力電圧  
（コモンモード） 

  

  DCピーク DC～3 Hz 3 Hz～100 MHz 
2.5 Vおよび1 V ±40 V ±40 V 線形に変化 ±5 V 

250 mV/100 mV/ 
25 mV 

＋4 V/－1.8 V ±6 V 線形に変化 ±0.5 V 
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CX1105Aのその他の特性 

 

 

CX1105Aの一般情報 1 
 
 
 

1. その他の情報については、メインフレームの「環境および一般」を参照してください。 
2. ケーブルおよびアダプターは含みません。 
 

 

CX1105Aの別売アクセサリ 

• －50 ℃～＋150 ℃の温度テスト用1 mシールド付きツイストペア。 

 

 

 

 

 

 

 

  

その他の特性 
CMRR(1 MHz) 60 dB 

入力カップリング DC、AC(550 Hz) 

一般仕様 

ケーブル長 センサケーブル：1.5 m、グランドリード：16 cm 

寸法 2 30.0 mm（幅）、20.5 mm（高さ）、203.4 mm（奥行き） 

重量 300 g 

付属のアクセサリ 1×テストリード（5959-9334、5本セット） 

1×ツイスト・ペア・ケーブルはんだ付けモデル 
（100 mm、C1105-61702） 

1×ツイスト・ペア・ケーブル・ソケット・モデル 
（100 mm、C1105-61701） 

1×テストアダプター(C1105-66602) 

1×調整ツール(8710-2831) 

1×ツール・グラバー・クリップ(1400-3652) 

1×グラバーミニ（1400-1422、2個セット） 

1×グランドリード(C1101-61711) 
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CX1151A パッシブ・プローブ・インタフェース・アダプターの特性 

CX1151Aの特性の概要 1 
 
 
 

1. フル帯域幅をメインフレームで測定（オプションB20：200 MHz帯域幅）  
2. CX1151Aスタンドアロンの最大帯域幅。以下の式で、メインフレームおよびパッシブプローブに接続したときの実効帯域幅を 

計算しています。 

𝐵𝐵𝐵𝐵𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 =
1

�� 1
𝐵𝐵𝐵𝐵𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠

�
2

+ � 1
𝐵𝐵𝐵𝐵𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑒𝑒

�
2

+ � 1
𝐵𝐵𝐵𝐵𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒

�
2
 

CX1151AのDC測定確度 1 
 
 
 
 
 
 

1. 確度は、利得［読み値の%］＋オフセット［レンジの%］で定義されています。「読み値」は測定値と定義されます。DC測定 
条件は、20 msのアベレージング時です。 

2. メインフレームでユーザー校正を実行後。 
 

CX1151AのDC測定確度（10:1パッシブプローブ使用時）1、2 
 
 
 
 
 
 

1. 確度は、利得［読み値の%］＋オフセット［レンジの%］で定義されています。「読み値」は測定値と定義されます。DC測定 
条件は、20 msのアベレージング時です。 

2. N2843Aパッシブプローブ使用時。 
3. メインフレームでユーザー校正を実行後。 

  

レンジ 雑音(rms)1 DCオフセットレンジ／ 
分解能 

最大帯域幅（－3 dB）2 

8 V 5 mV 

±16 V、16ビットの分解能 

300 MHz 

4 V 2.8 mV 

1.6 V 1.8 mV 
400 mV 250 μV 

±0.8 V、16ビットの分解能 200 mV 140 μV 

80 mV 90 µV 

レンジ 単体 メインフレーム接続時   

 23±5 ℃ 23±5 ℃ TUSERCAL±3 ℃、 
24時間 2 

（14ビットADC） 

TUSERCAL±3 ℃、 
24時間 2 

（16ビットADC） 
8 V ±（0.6 %＋0.8 %）** ±（1.3 %＋1.7 %）** ±（0.4 %＋0.6 %） ±（0.3 %＋0.4 %） 

4 V ±（0.6 %＋0.8 %）** ±（1.3 %＋1.7 %）** ±（0.8 %＋0.6 %） ±（0.5 %＋0.4 %） 

1.6 V ±（0.6 %＋0.8 %）** ±（1.3 %＋1.7 %）** ±（0.8 %＋0.6 %） ±（0.5 %＋0.4 %） 

400 mV ±（0.6 %＋0.8 %）** ±（1.3 %＋1.7 %）** ±（0.4 %＋0.6 %） ±（0.3 %＋0.4 %） 

200 mV ±（0.6 %＋0.8 %）** ±（1.3 %＋1.7 %）** ±（0.8 %＋0.6 %） ±（0.5 %＋0.4 %） 

80 mV ±（0.9 %＋1.2 %）** ±（1.6 %＋2.1 %）** ±（0.8 %＋0.6 %） ±（0.5 %＋0.4 %） 

レンジ TUSERCAL±3 ℃、24時間 3 

（14ビットADC） 
TUSERCAL±3 ℃、24時間 3 

（16ビットADC） 
80 V ±（2.1 %＋0.6 %） ±（1.1 %＋0.4 %） 

40 V ±（1.5 %＋0.6 %） ±（0.8 %＋0.4 %） 

16 V ±（0.7 %＋0.6 %） ±（0.4 %＋0.4 %） 

4 V ±（1.7 %＋0.6 %） ±（0.9 %＋0.4 %） 

2 V ±（1.2 %＋0.6 %） ±（0.7 %＋0.4 %） 

800 mV ±（0.4 %＋0.6 %） ±（0.3 %＋0.4 %） 
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CX1151Aのその他の特性 

 

 

CX1151Aの一般情報 1 
 
 
 

1. N2843Aは、上述の特性の測定に使用しています。 
2. メインフレームはサポートしているプローブの比を検出します。 
 

 

 

 

 

  

その他の特性 
入力インピーダンス 1 MΩ±0.1 %、13 pF 

入力カップリング DC、AC(3.5 Hz) 

最大入力電圧 ±100 Vピーク（DC＋AC） 

一般仕様 
寸法 58.6 mm（幅）、30.2 mm（高さ）、87.5 mm（奥行き） 

重量 130 g 

推奨するパッシブプローブ 1 10:1 N2843A 

サポートするパッシブプローブ 1:1 10070D、N2870A 

10:1 10073D、10074D、N2862B、N2863B、N2871A、
2872A、N2873A、N2890A、N2894A、N2853A、
N2843A、2842A、N2841A、N2840A 

20:1 N2875A 

100:1 10076C 
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CX3300A センサヘッド 

 

CX1101A/CX1102A用のCX1200Aシリーズ センサヘッド 1 

CX1201Aセンサヘッド；同軸貫通タイプ 
CX1201Aには、電流計の＋端子と－端子をソース測定器とDUTに接続するための2個の 
SMAコネクタがあります。最大電流：1 A。入力：SMAジャックコネクタ。 

 

CX1202Aセンサヘッド；同軸貫通タイプセンサヘッド 電圧モニター端子付き 

CX1202Aには、電流計の＋端子と－端子をソース測定器とDUTに接続するための2個の 
SMAコネクタがあります。さらに、電圧モニタリング用のSMAコネクタも備えています。 
最大電流：1 A。入力：SMAジャックコネクタ。 

 

CX1203Aセンサヘッド；同軸終端 

CX1203Aには、電流計の＋端子と－端子をDUTに接続するための1個のSMAコネクタが 
あります。さらに、50 Ωの直列抵抗を内蔵しています。最大電流：1 A（0 Ω）、70 mA 

（50 Ω直列抵抗）。入力：SMAジャックコネクタ（軸：＋、外側：－） 

 

CX1204Aセンサヘッド；より線付き  
CX1204Aは、DUTをはんだ付けするための延長ケーブル（シールド付きツイストペア、 
100 mmまたは300 mm）付きのセンサヘッドです。最大電流：1 A。 

 

CX1205Aセンサヘッド；テストリード用 

CX1205Aには、電流計の＋端子と－端子をDUTに接続するための2個のミニジャック端子が 
あります。最大電流：1 A。入力：ミニジャック端子。 

 

CX1206Aセンサヘッド；テストリード用（CX1101A専用） 

CX1206Aは、CX1101Aの最大測定電流を最大10 Aまで拡張します。電流計の＋端子と 
－端子をDUTに接続するための2個のバナナジャック端子があります。最大電流： 
10 A。入力：バナナジャック端子。 

 

1. 詳細については、『CX1100 ユーザガイド』(CX1100-90000)を参照してください。 
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CX1104A用のCX1210Aシリーズ センサヘッド 

CX1211A 抵抗センサヘッド（15 A、5.5 mΩ） 
 

 

 

CX1212A 抵抗センサヘッド（10 A、8 mΩ） 

 

 

 

CX1213A 抵抗センサヘッド（5 A、23 mΩ） 

 

 

 

CX1214A 抵抗センサヘッド（3 A、53 mΩ） 

 

 

 

CX1215A 抵抗センサヘッド（2 A、103 mΩ） 

 

 

 

CX1216A 抵抗センサヘッド（0.25 A、1 Ω） 
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CX1210Aシリーズの最大電流 

 

CX1210Aシリーズの抵抗確度 1 

1. 確度は、利得［読み値の%］＋オフセット［レンジの%］（VCM＝0 V：＋IINまたは－IINでコモンモード入力電圧0）で定義されて 
います。読み値は測定値と定義されます。DC測定条件は、20 msのアベレージング時です。 

2. パルスド測定によって指定：パルス幅＝1 ms、デューティー比＝0.1 % 
 

CX1210Aシリーズの一般情報 1 

 
 
 

1. その他の情報については、メインフレームの「環境および一般」を参照してください。 

 

 

 

 

  

抵抗センサヘッド 最大電流(DC/RMS) 最大電流 
（ピーク電流） 

RIN（代表値） 

CX1211A 15 A ** 15 A ** 5.5 mΩ 

CX1212A 10 A ** 15 A ** 8 mΩ 

CX1213A 5 A ** 10 A ** 23 mΩ 

CX1214A 3 A ** 5 A ** 53 mΩ 

CX1215A 2 A ** 2.5 A ** 103 mΩ 
CX1216A 0.25 A ** 0.25 A ** 1 Ω 

抵抗センサヘッド 公称センサ抵抗値 スタンドアロン確度（23±5 ℃） 
  ISPEC内の確度 ISPEC フルスケール確度 
CX1211A 2.5 mΩ ±2.7 % ** 10 A 2 ±3.3 % 

CX1212A 5 mΩ ±2.7 % ** 10 A 2 ±2.9 % 

CX1213A 20 mΩ ±1.3 % ** 1.5 A ±1.4 % 
CX1214A 50 mΩ ±0.5 % ** 1.5 A ±0.5 % 

CX1215A 100 mΩ ±1.0 %** 1.0 A ±1.0 % 

CX1216A 1 Ω ±0.9 % ** 0.25 A ±0.9 % 

一般仕様 
寸法 30.0 mm（幅）、14.0 mm/21.5 mm（高さ）、48.7 mm（奥行き） 

重量 20 g 

付属品 1×ワイヤーセット（赤と黒、C1104-68001、5個セット） 
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CX1152A デジタル・チャネル・インタフェース（CX3324A専用） 

 

一般情報 1 

1. 特性については、「CX3300A メインフレーム ‐ デジタルチャネル特性」を参照してください。 
2. ポッドリードとケーブルは含みません。 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

一般仕様 
ケーブル長 デジタル・チャネル・ケーブル：1.15 m、プローブリード：28.5 cm 

寸法 2 68.1 mm（幅）、18.5 mm（高さ）、103.0 mm（奥行き） 

重量 130 g 
付属品 5×プローブ・グランド・リード(5959-9334) 

10×グラバー(5090-4832) 

1×BNC-プローブ・チップ・アダプター(C1152-60001) 
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オーダー情報 

メインフレーム 

カテゴリー モデル番号 概要 

CX3322A メイン 
フレーム 

CX3322A デバイス電流波形アナライザ、1 GSa/s、14/16ビット、2チャネル 

帯域幅 
オプション 

CX3322A-B05 帯域幅：50 MHz 

CX3322A-B10 帯域幅：100 MHz 

CX3322A-B20 帯域幅：200 MHz 

メモリ容量 CX3322A-004 メモリ：4 Mポイント／チャネル 

CX3322A-016 メモリ：16 Mポイント／チャネル 

CX3322A-064 メモリ：64 Mポイント／チャネル 

CX3322A-256 メモリ：256 Mポイント／チャネル 

データ・ 
ロガー・
モード 

CX3322A-STG データ・ロガー・モード・オプション 

校正 CX3322A-A6J ANSI Z540-1-1994校正 

CX3322A-UK6 テストデータ付き校正証明書 

周辺機器 CX3300A-KBD ミニキーボードと光学式マウス 

CX3324A メイン 
フレーム 

CX3324A デバイス電流波形アナライザ、1 GSa/s、14/16ビット、4チャネル 

帯域幅 
オプション 

CX3324A-B05 帯域幅：50 MHz 

CX3324A-B10 帯域幅：100 MHz 

CX3324A-B20 帯域幅：200 MHz 

メモリ容量 CX3324A-004 メモリ：4 Mポイント／チャネル 

CX3324A-016 メモリ：16 Mポイント／チャネル 

CX3324A-064 メモリ：64 Mポイント／チャネル 

CX3324A-256 メモリ：256 Mポイント／チャネル 

データ・ 
ロガー・
モード 

CX3324A-STG データ・ロガー・モード・オプション 

校正 CX3324A-A6J ANSI Z540-1-1994校正 

CX3324A-UK6 テストデータ付き校正証明書 

周辺機器 CX3300A-KBD ミニキーボードと光学式マウス 
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センサ／アクセサリ 

カテゴリー モデル番号 概要 
電流センサ CX1101A CX1101A 電流センサ、シングルチャネル、±40 V、100 MHz、40 nA～1 A 

CX1101A-A6J ANSI Z540-1-1994校正 
CX1101A-UK6 テストデータ付き校正証明書 

CX1102A CX1102A 電流センサ、デュアルチャネル、±12 V、100 MHz、40 nA～1 A 
CX1102A-A6J ANSI Z540-1-1994校正 
CX1102A-UK6 テストデータ付き校正証明書 

CX1103A CX1103A 電流センサ、ローサイド用、200 MHz、100 pA～20 mA 
CX1103A-A6J ANSI Z540-1-1994校正 
CX1103A-UK6 テストデータ付き校正証明書 

CX1104A CX1104A 電流センサ、抵抗センサヘッドを選択可能、±40 V、20 MHz 
CX1104A-A6J ANSI Z540-1-1994校正 
CX1104A-UK6 テストデータ付き校正証明書 

電流／電圧 
センサ 

CX1105A CX1105A 差動センサ、シングルチャネル、100 MHz 
CX1105A-A6J ANSI Z540-1-1994校正 
CX1105A-UK6 テストデータ付き校正証明書 

電圧センサ CX1151A CX1151A 1 パッシブ・プローブ・インタフェース・アダプター 
CX1151A-A6J ANSI Z540-1-1994校正 
CX1151A-UK6 テストデータ付き校正証明書 

デジタル 
チャネル 

 CX1152A デジタルチャネル、10 MΩ入力、±25 V、8チャネル 

アクセサリ  CX1903A CX3300シリーズ用ラックマウントキット 
 CX1905B 3次元プローブポジショナー用アタッチメント 

 
電流波形解析ソフトウェア 

カテゴリー モデル番号 概要 
PCソフトウェア CX3300APPC 電流波形解析ソフトウェア 
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