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PI（パワーインテグリティ）アナライザ

そのパスコン本当に電源ノイズに効いていますか?
電源ノイズ対策に必要な評価をオシロスコープ1台で実現
　－ 真の電源ノイズ波形観測
　－ 電源ノイズの根本原因（電源インピーダンス）解析
　－ IRドロップシミュレーション機能
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こんな電源ノイズ対策してませんか?

電源ノイズ低減の肝は「電源インピーダンス」
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400mΩ@1.2MHz
150mΩ@2.4MHz

30mΩ@1.2MHz20mΩ@100kHz

4mΩ@<1kHz

1.2MHzの負荷変動
ノイズは、20倍に

100kHzの
負荷変動ノイズ

1MHzの負荷変動
ノイズも>90%低減

1MHzに効く
パスコン
追加

good!

とりあえず経験と勘でパスコンを
載せて対策をしている。

電源の負荷変動や
ノイズの挙動がわからない。

対策部品（バイパスコンデンサ）
ばかりで基板にスペースがない！

基板のシミュレーションや試作回数が
増えて、費用と工数が問題に！

mVオーダの電源ノイズは、
オシロでは見れなかった。

－  パスコンが効いていない周波数は、電源インピーダンスを測定すれば一目瞭然。
－  その周波数に効くパスコンで対策をすれば電源ノイズを低減可能。

電子部品の電源供給回路の例

最新のデジタルICの電源は『低電圧・大電流化』
－  ICの低電圧化に伴い、許容電源ノイズはmVオーダ
－  ICの大電流化により、消費電流は数10Aオーダ
－  電源インピーダンスも、mΩオーダが要求される

電源インピーダンス改善事例

電源ノイズの原因は主にIRドロップ
－  大電流がIRドロップの原因
－  消費電流が大きくても『電源インピーダンス』を 
低く抑えれば電源ノイズも小さくできる
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パワー インテグリティの総合アプローチ、3つのプロセス
パワーインテグリティ（電源品質）の改善には、1）現状の把握、2）原因の追究、3）対策の検証、の3つのプロセスが重要！
PIアナライザは、3つの重要プロセスを1台のオシロスコープで実現。

従来の測定方法では、オシロスコープとプローブ自身のノイズ
が大きく、観測すべきノイズは埋もれて見えませんでした。
パワーインテグリティ・アナライザのN7020A/24Aパワーレー
ルプローブなら、測定器自身のノイズに埋もれず、mVレベルの
電源ノイズ波形もクリアに観測可能。

パワーインテグリティ・アナライザなら、オシロスコープなのに
ネットワーク・アナライザのように電源インピーダンスの測定が
可能。

 業界初！ オシロスコープで初めてトラブルの原因である電源インピーダンスの測定が可能に！
基板上のDC－DCコンバータやバイパスコンデンサ等、ICからみた電源インピーダンスを実測すれば、どの周波数帯に効くノイズ
対策部品が足りていないか解り、DC電源ノイズ対策の最適化が可能です。

測定した電源インピーダンスの測定結果を読み込み、
IRドロップ波形のシミュレーションが可能。
これによりLSIの消費電流が変化するとどれくらいの電源ノイズ
が発生するのか、電源ノイズ対策の効果を確認することが
できる。

現状の把握 見えなかった電源ノイズの真の波形を観測

原因の追究 電源インピーダンスを実測して、パスコン等電源ノイズ対策部品を最適化

対策の検証 電源インピーダンスの実測データからICの消費電流に対する電源ノイズを予測

1． そのDC電源のノイズは、許容範囲に入っていますか?

2． DC電源のノイズ対策の最適化をしませんか?

3． ICの動作を想定した電源ノイズ対策は万全ですか?

N7020A/24A パワーレールプローブ

パワーインテグリティ・アナライザ・ソフトウェア

IRドロップ・シミュレーション・ソフトウェア

パワーインテグリティ・
アナライザによる測定

従来の代表的な
オシロスコーププローブによる測定

*1:1アクティブプローブを使用

Sシリーズオシロスコープ
＋

PIアナライザソフトウェア

33500B/600Aシリーズ
任意波形発生器

HOT GND

パワーインテグリティ・アナライザによる
周波数ドメインの電源インピーダンス

測定データを読み込み

ユーザーにより設定された
IC消費電流の時間変化波形

電流変動のタイミングで
IRドロップによる電圧変動発生

計算されたIRドロップ電圧の
時間変化波形
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＊ 製品の価格は、2019年2月現在の希望小売価格の概算で、消費税は含まれて
おりません。

PIアナライザ オーダー情報
Infiniium Sシリーズ オシロスコープ パワーレールプローブ

パワーインテグリティ・アナライザ用アクセサリ

パワーインテグリティ・アナライザ・キット

電源インピーダンス測定用任意波形発生器

電源インピーダンスの測定可能な周波数範囲は、下限が100Hz、上限
は任意波形発生器の周波数帯域で決まります。(被測定物のDC電源
ON状態の測定は10MHzまで測定可能 )
測定可能な被測定物のDC電源電圧の範囲は4VdcMaxです。

パワーインテグリティ・アナライザ・キット内訳
－  電源インピーダンス測定用ソフトウェア
－  IRドロップ・シミュレーション・ソフトウェア
－  電源インピーダンス測定用テストセット
－  オンサイトでの取扱い説明

型　番 周波数帯域 Ch 希望小売価格

DSOS054A 500 MHz 4 ¥2,733,820

DSOS204A 2 GHz 4 ¥3,978,778

DSOS804A 8 GHz 4 ¥10,623,322

型　番 品　名 希望小売価格

N7020A 2 GHz　パワーレールプローブ ¥428,128

N7024A 6 GHz　パワーレールプローブ ¥1,162,464

N7032A
パワーレールプローブ用ブラウザ 

2012/1608(mm)サイズ向け （4 GHz)
¥73,744

N7033A
パワーレールプローブ用ブラウザ

1005/0603(mm)サイズ向け （5 GHz)
¥73,744

1250-2015
SMA(メス)-BNC(オス)変換アダプタ
パワーレールプローブの校正時必要 ¥11,886

型　番 品　名 希望小売価格

PS-X30-
D10116A

PIアナライザ・
キット ¥970,000

お問い合せ先 製品の価格・構成・デモのご相談は各販売店宛にお問い合わせください。

型 番 周波数帯域 希望小売価格

33509B 20 MHz 任意波形発生器 ¥212,327

33519B 30 MHz 任意波形発生器 ¥238,076

33611A 80 MHz 任意波形発生器 ¥488,022

33621A 120 MHz 任意波形発生器 ¥573,405

周波数帯域 希望小売価格

パワーインテグリティ・アナライザで
インピーダンス測定をする際に
必要なアクセサリ一式

¥300,000

N7020A N7024A
N7032A/33A


