
デジタル・パワー・マネジメント解析 
テスト・ソリューション

主な機能と特長　

アプリケーション

•   デジタル・パワー・マネジメント

•   パワー・インテグリティ

•   パワー・シーケンス

高分解能オシロスコープ

•   8 チャンネル

•   12ビット分解能

•   最大4GHz

•   250Mポイント/ch捕捉メモリ

•   MSOオプション

プローブ・ラインナップ

•   RP4030 電源レール・プローブ 
 (4GHz)

•   高感度電流プローブ

•   差動プローブおよびx10ゲインアンプ

•   低コスト1GHzアクティブFETプローブ

20以上のシリアル通信規格に対応 

•   I2C (PMbus)

•   SPMI

•   USB2.0、USB2.0 HSIC

•   UART-RS232

•   SPI

アプリケーション・ソフトウェア

8チャンネル、12ビット、1GHz

テレダイン・レクロイの8チャンネル・オ

シロスコープは、PMICの複数の相、複

数のDC電源／電圧レールおよび他の

信号を同時にモニタすることができま

す。多くの因果関係のあるイベントを捕

捉して表示します。また、非常に大きな

オフセット調整範囲があるため電圧レ

ールの信号を大きなゲイン／感度設定

でDC結合のまま観測することができま

す。MSOオプションにより、さらに柔軟

な測定も行えます。

高分解能、4GHz

オシロスコープとプローブは最大4GHz

の帯域幅があり、CPU近くのプロービ

ングに際して非常に優れた信号忠実度

で高周波波形の詳細が得られます。

広くシリアル規格をサポート

I 2C ( P M b u s) 、S P M I や 他 の 規 格

（UART-RS232、SPI、USB2.0、 

USB2.0 HSIC他）のように一般的に

採用されているパワー・マネジメント通

信規格をサポートします。

 

プローブ・ラインナップ

RP4030電源レール・プローブは、 

±30Vのオフセット、高いDC入力イン

ピーダンスと高感度時における低ノイ

ズを提供します。AP033差動電圧プロ

ーブは広帯域でx10のゲインのプロー

ブです。シリーズ／シャント抵抗の電圧

のモニタに最適で、リスケール機能を使

えばオシロスコープ画面上で電流値の

波形を読み取れます。その他にもシング

ルエンド、差動プローブ、高感度の電流

プローブなどがございます。

アプリケーション・ソフトウェア

CPUあるいはデバイスの何千ものスイ

ッチング周期にわたるパワー／電圧レー

ルを捕捉し、平均値計測結果を数値お

よび経時変化として表示し、パワー／電

圧レールとの関連づけをすることがで

きます。

テレダイン・レクロイの高分解能オシロスコープ、プローブ、シリアルデータ・

オプションおよびアプリケーション・ソフトウェアは、デジタル・パワー・マネ

ジメントIC（PMIC）、パワー・インテグリティおよびパワー・シーケンス・テ

ストに必須の機能を提供します。
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電圧レールのパワー・インテグリティ

1GHz帯域で8チャンネル、12ビット分解能のオシ

ロスコープ　HDO8108は、多くのユーザに対し

て豊富で十分な機能を備えてます。また、4GHz 

帯域のオシロスコープ HDO9404は、より多く

の帯域幅が必要になるCPU近くのプロービング

に対応します。過渡的な変動イベント中の広ダ

イナミックレンジ信号の捕捉、ノイズ、リップル、

ドループ、過渡応答、および周波数成分の計測

には高分解能のオシロスコープが最適です。ま

た、RP4030電源レール・プローブは、高い信号

忠実度と広帯域（最大4GHz）を持ち合わせ、電

源／電圧レールのプロービングが可能です。

クロストークおよび高調波評価

DC電圧レールの変動もしくはスイッチング過渡応答は、垂直ズームを使

って詳細に調べることができます。スペクトラム解析とオシロスコープ標

準のFFTツールセットにより、さらに詳細に解析することができます。

動的な負荷変動条件下での微少な電源／電圧レールの変化を把握

し、DCレールのAC挙動の特性評価をするには、優れた振幅精度を持

った12ビット分解能が必要です。

 

電圧レールの起動／シーケンス・タイミング計測

スタートアップ／シーケンスのタイミング・バジェッ

トの評価を行うために、関連したシリアル・データ

信号（MSOデジタル入力オプションを使用）と共

に最大で8つの電源／電圧レールを同時にモニタ

できます。ロングメモリを使用することで、より高

い周波数の乱れと誤動作の相関をとるために高サ

ンプリング・レートを維持しつつ、スタートアップ／

シーケンス・イベントを捕捉できます。

スタートアップ中の７つの電圧レールと、一つのレ

ール電流がモニタされています。バスの挙動を捕

捉、デコードし、そしてパワーシーケンスのタイミン

グ・バジェットを即座に評価することができます。

デジタル・パワー・マネジメント解析

テレダイン・レクロイは、デジタル・パワー・マネジメント、パワー・シーケンス、パワー・インテグリティ・テスト、これらの

設計評価やデバックに対して最も具体的な専用ソリューションを提供します。動的条件下での多相パワー・マネジメント

IC（PMIC）のDC-DCコンバータ制御のテストにおいて、PMIC、電圧レギュレータ・モジュール（VRM)、Point-of-Load

電源（POL）あるいはスイッチング・レギュレータ、低ドロップアウト・レギュレータ（LDO）等を含む完全な組込みシステ

ムのテスト・ソリューションを提供します。

動的な負荷変動条件下での微小なパワー／電圧レールの変化を理解
し、DCレールのAC挙動の特性評価をするには、優れた振幅精度をもっ
た12ビット分解能が必要です。
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PMICの過渡パワー／電圧レール・レスポンス

CPUおよび組込みシステムは動的に負荷が増減します。パワー・マネジメント・システムは、多数のPMIC相に対して適切に電流を配

分しつつパワーレールが安定かつ許容範囲に収まる様に応答しなければなりません。HDO8108は8つのアナログ電圧または電流

信号を同時にモニタするのに理想的です。直結の場合は、このオシロスコープに元々備わった非常に大きなオフセット調整を利用し

ます。RP4030電源レール・プローブは±30Vのオフセットを加えて、電源／電圧レールを画面中央に配置し高感度レンジ（例えば

5mV/div）で観察することができます。12ビット分解能は0.5%精度および広ダイナミックレンジに渡る高精度をもたらします。また、

簡単に水平軸方向にも垂直軸方向にもズームを行い、より詳細に波形を見ることができます。

PMICの電流シェアリング／ 
トラッキング

8 チャン ネル・オシ ロ ス コ ープ は 、全

PMIC相を簡単に同時に見ることがで

きます。そして 残りの チャンネルで 他

の過 渡イベントをモニタすることがで

きます。AP033差 動電 圧プローブと

DA1855A差動アンプは、共にx10ゲイ

ンのため電流センス抵抗の非常に低電圧

の差動計測を可能にします。DA1855A

の同相信号除去比（CMRR）は非常に優

れています。

先進のレール解析ツール

カーソルを使ったり、単純な計測パラメ

ータを使ったりする一般的な計測の操作

だけでなく、電圧レールのサイクル毎の解

析を実施し、パラメータの平均値を数値

テーブルに表示します。さらにサイクル毎

波形としてそれらの値の時間変動をプロ

ットすることができます。直感的で取り扱

いやすい形でDCレールの挙動を表示しま

す。Zoom+Gate機能を使って長時間補

足したデータの特定箇所の詳細を表示す

ることができます。

8つのアナログ・チャンネルはより多くのDC電源／電圧レールを一度に表示することができ、因果関係の理
解を助けることで生産性を改善します。

同じ過渡レール応答が平均(DC)電圧レールをサイクル毎に計算された波形（右側上段）で表示されていま
す。それらは元の捕捉波形と完全な時間相関をもっています。
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高分解能オシロスコープ　HDO8108

8チャンネル、12ビット分解能、1GHz帯域のオシロスコー
プは、デジタル・パワー・マネジメント／パワー・シーケン
ス、パワー・インテグリティ・テスト／評価／デバック全て
のシーンで活躍します。

•   8チャンネル

•   12ビット分解能（HD4096テクノロジ）

•   1GHz帯域

•   最大250Mポイント/chメモリ

•   優れた信号忠実度とDCゲイン精度

•   MSOオプション

•   20以上の低速シリアル・デコード・オプション

•   強力な解析ツールボックス

高分解能オシロスコープ　HDO9404

さらに広帯域のHDO9404は、CPU近くのでより高速な
信号をプロービングするパワー・インテグリティ解析に理
想的なオシロスコープです。また、必要に応じて高分解能
モードに設定変更ができます。

•   4チャンネル

•   10ビット分解能（HD1024テクノロジ）

•   4GHz帯域 (最大40 GS/s）

•   128Mポイント/chメモリ

•   優れた信号忠実度

•   MSOオプション

•   20以上の低速シリアル・デコード・オプション

•   強力な解析ツールボックス

高分解能オシロスコープ
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ミックスド・シグナル機能

250MHzデジタルクロック・レート信号

を補足できる16チャンネルのロジック入

力を追加できます。これらの入力を使用

してデジタル・コマンドあるいは低速シリ

アル・データの挙動と捕捉したアナログ

信号の相関をとることができます。デジタ

ル・ロジック入力はアナログ＋デジタル・

パターンの組み合わせトリガの入力とし

て、あるいは低速シリアル・データ・トリ

ガやデコードの入力に使用されます。

ロング・メモリ

HDO8108は最大250Mポイント/chが

使用可能なので、高速信号と低速イベン

トの組み合わせを長時間に渡り捕捉がで

きます。簡単かつスピーディにレール負荷

の変動とそれに因果関係のあるコマンド

の相関をとることができます。あるいは、

負荷が電源レールに対して加えられたり

取り除かれたりした後の数ミリ秒後に起

こるシステムの誤作動を発見することが

できます。

クロック＆クロック／データ解析オプ
ション JITKIT

JITKITはクロック信号とクロック－デー

タ挙動の基本的なシステム・ジッタ・パフ

ォーマンスを簡単に理解することができ

ます。4つのジッタ・ビューがデバックと解

析をスピードアップします。JITKITを使

えばクロックとデータ・ジッタの挙動をパ

ワー・レールの挙動あるいは過渡イベン

トに関連付けたり、もしくはその逆の関連

付けができます。

低速シリアル・トリガ／デコード、計測／グラフ、 
アイパターン解析

テレダイン・レクロイのトリガ／デコード・オプションは、最も広

範で完全な低速シリアル・データのデバックおよび評価ソリュー

ションです。幅広いトリガ、カラーコード化された分かりやすいデ

コード、自動タイミング計測、シリアル・データ値のデジタル－ア

ナログコンバータ（DAC）パラメータ、DAC出力からの波形生

成、アイパターン、物理層解析ツールセットが含まれます。 

SPMI デコード

MIPIシステム・パワー・マネジメント・インタフェース（SPMI）バ

スはモバイル／ハンドヘルド組込システムのパワー分配制御にお

いて急速に業界スタンダードになりつつあります。テレダイン・レ

クロイのSPMIデコードは、フレーム全体、ビットレベルのSPMI

低レベル・プロトコル、デコードされた数値、テキスト・データで

フィルタリング、検索可能なコマンド・シーケンスのデコードを提

供します。

テレダイン・レクロイのト
リガ(T)、デコード(D)、計
測／グラフ(MまたはG)およ
びアイパターンと物理層(E
またはP)オプション
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電源レール・プローブRP4030は、大きな内蔵オフセット設定範囲、低減衰比（低ノイズ）、高いDC入力インピーダンス

のため50Ω、DC電源／電圧レールのプロービングに最適です。

主な機能

4 GHz 帯域

±30V オフセット電圧

±800mV ダイナミックレンジ

50 kΩ DC 入力インピーダンス

x1.2 減衰比（低ノイズ、〜5%）

様々な接続に対応するMCX終端ケーブル:

•   ソルダー・イン（4GHz）

•   MCX-U.FL同軸ケーブル（3GHz）

•   MCX PCBマウント（4GHz）

•   ブラウザ（350MHz）

ProBusインタフェース

高いオフセット電圧

高感度ゲイン設定にしつつDC信号をオシ

ロスコープのグリッドの垂直中心位置に

表示することを可能にします。

低減衰比および低ノイズ

プローブ減衰比は、公称x1.2でオシロス

コープのDC50Ωに結合されます。これ

によってノイズを最少とし、最高感度のゲ

イン設定により低ノイズな測定が可能な

ため高分解能オシロスコープを最大限活

用することができます。

高DC入力インピーダンス

DCにおいて50kΩの入力インピーダンス

は、DC電源／電圧レールの電流負荷を

低減し、より正確な計測と信号忠実度を

提供します。

4GHz帯域幅

CPU近くのプロービング時に、最大の帯

域を提供します。この場合4GHz、10ビッ

トのオシロスコープHDO9404が最適

です。

様々なチップとリード

ソル ダー・インによる接 続 、あるいは

MCXまたはU.FL PCBアダプタによる同

軸ケーブル接続が利用できます。ブラウ

ザ・チップもオプションで提供されます。

追加レセプタクルまたはリードは、アクセ

サリとして購入可能です。異なるテストや

評価ステージにおいて、簡単に着脱でき

るように回路に接続したままにしておくこ

ともできます。

プローブ、差動アンプ
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差動電圧プローブ（AP033）

x10ゲイン（200uV/div）からx100

減衰比までの感度レンジで500MHz

の帯域x10ゲインは、電流計測用シャ

ント抵抗にかかる低電圧の計測に最適

です（4nV/√Hzノイズ、5Vコモンモー

ド、±400mVオフセット）。最大42V

のコモンモード、±4Vオフセットが高

アッテネーションで可能です。CMRRは

80dB、先端容量は非常に低くなってい

ます（差動1pF）。

 

差動プローブ（ZDシリーズ）

ZD200は、60Vのコモンモードかつ

±20V差動電圧範囲で200MHz帯域

の特性をもっています。先 端容量は差

動3.5pF、10MHzにおいてCMRRは

50dB、高分解能オシロスコープで最小

の10mV/divの感度設定が利用できま

す。ZD500、ZD1000、ZD1500プロ

ーブは、より広帯域(最大1.5GHz)です

が、コモンモードは低く（10V）、最小感

度設定がより大きな値になります。

 

ハイ・インピーダンス・アクティブ･ 
プローブ（ZSシリーズ）

ZSシリーズは、1～4GHzの帯域のモデ

ルがあります。これらのプローブは1MΩ

入力抵抗および低先端容量（0.6pF程

度）で最大12Vオフセット範囲と±8Vダ

イナミックレンジの特性となります。これ

らの多くのプローブは4本組みのディスカ

ウントパッケージでご購入が可能です。

差動アンプ（DA1855A）

100dB CMRR、x10ゲイン、高精度オフセット回路をもっ

たDA1855Aは、電流検知シャント抵抗に発生する低電圧を

測定するための優れたソリューションです。DXC100A(x10/

x100減 衰 比切り換え可）は、500mVダイナミックレンジ

でより大きなコモンモード電 圧（155V）を提 供します。一

方、DXC200A（x1固定減衰比）は、15.5Vコモンモード電圧で

500mVダイナミックレンジより低い電圧信号に対して、より低ノ

イズな特性を提供します。

 

高感度電流プローブ（CP030A/031A）

CP030A（50MHz）、CP031A（100MHz）電流プローブ

は、高 感 度（1m A /d i v）で 非 常に優 れたノイズ 特 性、広 帯

域、50Apeak（30Arms）の特性を提供します。
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推奨高分解能オシロスコープおよびオプション
HDO8108 1GHz、8Ch、12ビット、2.5GS/s、50Mポイント/Ch、高分解能オシロスコープ 
 12.1インチWXGA カラー・タッチスクリーン・ディスプレイ、Ultra HD (UHD) 拡張デスクトップ

HDO8K-MSO  デジタル16ch ミックスド・シグナル・オプション

HDO8K-XL 250Mポイント/Ch メモリオプション

HDO9404  4GHz、4ch、10ビット、20GS/s、64Mポイント/Ch 高分解能オシロスコープ 
 15.4インチWXGA カラー・タッチスクリーン・ディスプレイ、40GS/s、 
 128Mポイント/Ch（インタリーブ・モード時）

HDO9404-MS  4GHz、4+16ch、10ビット、20GS/s、64Mポイント/Ch 高分解能ミックスド・シグナル・オシロスコープ 
 15.4インチWXGAカラー・タッチスクリーン・ディスプレイ、 
 40GS/s、128Mポイント/Ch（インタリーブ・モード時）

HDO9K-8CH-SYNCH 2台のHDO9404を組み合わせ8ch同期を可能にするハードウェアキット

HDO6104  1GHz、4ch、12ビット、2.5GS/s、50Mポイント/Ch 高分解能オシロスコープ 
 12.1インチWXGA カラー・タッチスクリーン・ディスプレイ

HDO6104-MS  1GHz、4+16ch、12ビット、2.5GS/s、50Mポイント/Ch 高分解能ミックスド・シグナル・オシロスコープ 
 12.1インチWXGA カラー・タッチスクリーン・ディスプレイ 

HDO6k-XL 250Mポイント/Ch メモリオプション

推奨電源レール・プローブおよびアクセサリ
RP4030 電源／電圧レール・プローブ、4GHz帯域幅、x1.2減衰比、±30Vオフセット、±800mVダイナミック・レンジ                                                           

RP4000-BROWSER RP4030用ブラウジング・リード、350MHz

RP4000-MCX-LEAD-SI 追加用ソルダー・インリード

RP4000-MCX-PCBMOUNT 追加用PCBアダプタ（MCX）

RP4000-MCX-CABLE-UFL 追加用MCX-U.FL同軸ケーブル

RP4000-UFL-PCBMOUNT 追加用PCBアダプタ（U.FL）

推奨プローブその他
AP033  500MHz 差動プローブ、x1 および x10 ゲイン、 /10 および /100 減衰比、42V コモンモード

ZD200  200MHz 差動プローブ、±20V

ZD1000 1GHz 差動プローブ、±8V

ZS1000 1GHz、0.9 pF、1 MΩ、ハイインピーダンス・アクティブ・プローブ 

ZS1000-QUADPAK  ZS1000 4本セット

ZS4000 4GHz、0.6 pF、1 MΩ、ハイインピーダンス・アクティブ・プローブ

CP030A 30Arms (50Apeak)、50MHz、高感度AC/DC電流プローブ

CP031A  30Arms (50Apeak)、100MHz、高感度AC/DC電流プローブ

CP150 150Arms (500Apeak)、10MHz、AC/DC電流プローブ

DA1855A 1ch、100 MHz 差動アンプ、100dB CMRR 

DXC200A 100:1 高インピーダンス差動ペア・プローブDA1855A用

シリアル・トリガ／デコード、計測／グラフおよびアイパターンオプション
I2Cbus TDME I2Cシリアル・トリガ／デコード、計測／グラフおよびアイパターン  

SPIbus TDME SPIシリアル・トリガ／デコード、計測／グラフおよびアイパターン

SPMIbus D SPMI シリアル・デコード  

UART-RS232bus TDME UART-RS232シリアル・トリガ／デコード、計測／グラフおよびアイパターン 

USB2bus TDME USB2.0シリアル・トリガ／デコード、計測／グラフおよびアイパターン

USB2-HSICbus D USB2.0 HSIC シリアル・デコード

さらに20以上のシリアル規格に対応します。その他の対応規格についてはお問い合わせください。

オーダー・インフォメーション


