IoT時代のパワーインテグリティ問題の解決／PDNの解析に

テレダイン・レクロイの電源ノイズアナライザ

電源ノイズ解析の課題を解決！
【 課題 1】測定系のノイズが大きくて微小な電源ノイズが観測できない
【 課題 2】高周波の周辺ノイズが混入して電源ノイズが観測できない
【 課題 3】プローブの負荷効果で、電源レールの電圧が低下してしまう
【 課題 4】高感度に設定すると、オフセット・レンジが狭くなり、
信号が画面から飛び出して観測できない
【 課題 5】プローブの帯域が狭くて高周波ノイズが観測できない
【 課題 6】パワーマネジメント IC(PMIC) 制御の解析がしたい

高分解能オシロスコープ

IoT時代のパワーインテグリティ問題の解決に
4GHz帯域、12ビット分解能の電源ノイズアナライザ
あらゆる分野でIoTが叫ばれている今日、より低消費電力でより高速、高性能を求
める声を背景に、CPUの電源電圧を低電圧化しながら、インタフェースや多様なセ
ンサなど様々な部品に対して個別に最適な電圧を供給する複雑な電源供給ネット
ワーク技術が進展しています。

電源レール・プローブ

こうした機器で顕在化しているのがパワー・インテグリティ問題で、鍵となるのがグ
ランド・バウンスを代表とした電源ノイズの解析です。テレダイン・レクロイの電源
ノイズアナライザは、4GHz帯域の電源レール・プローブRP4030を用い、12ビッ
トの高分解能で微小な電源ノイズを高精度で解析することができます。

電源供給ネットワーク(PDN)の解析に
今日の 機 器では 複 数の 電 圧を 供 給し制 御を行う高 度 な 電 源 供 給ネットワーク
（PDN）が実装されており、機器の信頼性向上にはPDNの計測が重要です。PDN
の計測には様々な課題がありますが、テレダイン・レクロイの電源ノイズアナライ
ザは、これらの課題をクリアするだけでなく、強力な解析能力を付加し、上位のシ
ステム制御の解析までも行えるトータル・ソリューションを提供します。

詳細は次のページをご覧ください

テレダイン・レクロイの電源ノイズアナライザ

課題1

測定系のノイズが大きくて微小な電源ノイズが観測できない

電源レール・プローブと高分解能オシロの組み合わせで問題解決！
POINT

テレダイン・レクロイの電源レール・プローブRP4030なら、高分解能オシロスコープのローノイズを損なうこと
なく電源ノイズが観測できます。

10:1のパッシブ・プローブで観測した電源ノ
イズ。測定系のノイズが大きくて、電源ノイ
ズの詳細が観測できていない。

課題2

POINT

RP4030を使って観測した電源ノイズ。測
定系のノイズは最小化されて電源ノイズの詳
細が観測できる。

高周波の周辺ノイズが混入して電源ノイズが観測できない

電源レール・プローブの同軸ケーブル
の使用で周辺ノイズの混入を防止！
テレ ダイン・レ クロ イの 電 源 レ ール・プ ロ ーブ R P
4030は、同軸ケーブルを使用して周辺ノイズの混入
を防ぎます。同軸ケーブルを直接基板部品に半田付け
るか、MCX小型コネクタやU.FL超小型コネクタで接
続することができます。

課題3

POINT

プローブの負荷効果で、電源レー
ルの電圧が低下してしまう

電源レール・プローブで負荷
効果を最小に
テレダイン・レクロイの電源レール・プロー

U.FL超小型コネクタ

課題 4

POINT

高感度に設定すると、オフセット・レン
ジが狭くなり、信号が画面から飛び出し
て観測できない

±30Vのオフセット・レンジで
高感度の観測も可能！
テレダイン・レクロイの電源レール・プロー

ブRP4030のDC入 力抵抗は50kΩと高

ブRP4030は、±30Vのオフセット・レン

く、電源レールへの負荷効果を最小に抑え

ジがあるので、24Vの電源レールの観測も

ることができます。

高感度で観測できます。
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課題5

POINT

プローブの帯域が狭くて高周波ノイズが観測できない

テレダイン・レクロイの電源レール・
プローブなら帯域4GHzまで対応！

4GHz

テレダイン・レクロイの電源レール・プローブRP4030

2GHz

4GHz

2GHz

は広帯域4GHzまで対応します。また、高分解能オシロ
スコープ WavePro HDならば、4GHz使用時でも12ビ

500MHz

ットの高分解能で観測できます。
テレダイン・レクロイ
他社
電源レール・プローブ 電源レール・プローブ

課題6

パッシブ
（10:1）
プローブ

パワーマネジメントIC(PMIC)制御の解析がしたい

CPUからのシリアル制御信号のデコードが可能！
POINT

デジタル・パワー・マネジメント解析オプション（DIG-PWR-MGMT）は、電源供給ネットワークの動的な挙動を
詳細に検証することができます。また、SPMIデコード・オプション（SPMIBUS D）を使えば、PMICの制御コマ
ンドと実際の電源レール挙動との相関を解析することができます。
700mV電源レール
900mV電源レール
1.2V電源レール

負荷電流

1.5V電源レール
1.0V多相電源レール
非安定化900mV電源レール
非安定化1.0V電源レール

電源の投入開始を指示する
シリアル・メッセージ

トリガから電源
投入までの時間
の自動計測値

シリアル・メッセージから
実際の電源投入までの時間
を自動計測値

電源投入シーケンスを解析した例

12ビット・オシロスコープ
（WavePro HD）

4GHz電源レール・プローブ
（RP4030）

● 帯域：2.5GHz ～ 8GHz

● 帯域：4GHz

● 分解能：12 ビット ADC

● DC 入力抵抗：50k Ω

─ 分解能向上演算 (ERES) 使用時に
最大 15 ビット
─ DC ゲイン精度：± 0.5% フルスケール
● 最高サンプリング速度：20GS/s
● ロングメモリ：最長 5G ポイント /ch
● 15.6 インチ静電容量式タッチ・スクリーン
● Windows 10

● オフセット・レンジ：± 30V
● ダイナミック・レンジ：800mV
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テレダイン・レクロイの電源ノイズアナライザ

電源ノイズアナライザ構成例
製品名

〈まずはご相談ください〉

型番

数量

WavePro 404HD

1

テレダイン・レクロイでは最もお客様
に合った測定装置、測定方法、操作方

1

12ビット、4GHz、4ch、オシロスコープ本体

2

SPMIデコード・オプション

WPHD-SPMIBUS D

1

3

スペクトラム解析オプション

WPHD-SPECTRUM

1

4

デジタル・パワーマネジメント解析オプション

WPHD-DIG-PWR-MGMT

1

5

電源レール・プローブ

RP4030

1

出しもございます。まずはお気軽にご

6

RP4030用ブラウザ

RP4030-BROWSER

1

相談ください。

12ビット・オシロスコープ
WavePro HDシリーズ

電源レール・プローブ
RP4030

法、アップグレードや購入計画、レン
タル、リースなどについてもアドバイ
スいたします。また、デモ機の無料貸

スペクトラム解析オプション
WPHD-SPECTRUM

デジタル・パワーマネジメント解析オプション
WPHD-DIG-PWR-MGMT

オーダー・インフォメーション
オシロスコープ

ソフトウェア・オプション

WavePro 254HD
WavePro 404HD
WavePro 604HD
WavePro 804HD

2.5GHz、10〜20GS/s、4ch、12ビット分解能

WPHD-SPMIBUS D

SPMIデコード・オプション

50Mポイント/ch（100Mポイント@2ch)

WPHD-SPECTRUM

スペクトラム解析オプション

4GHz、10〜20GS/s、4ch、12ビット分解能

WPHD-DIG-PWR-MGMT デジタル・パワー・マネジメント解析オプション

50Mポイント/ch（100Mポイント@2ch)

		

6GHz、10〜20GS/s、4ch、12ビット分解能

プローブ

50Mポイント/ch（100Mポイント@2ch)

RP4030

8GHz、10〜20GS/s、4ch、12ビット分解能
50Mポイント/ch（100Mポイント@2ch)

4GHz、50kΩ、1.2x、±30Vオフセット、
±800mVダイナミック・レンジ、電源レール・プローブ

RP4000-BROWSER

350 MHz、RP4030用ブラウザ・アクセサリ
0Ω（x1）、450Ω（x10）および950Ω（x20）
先端チップ同梱

御用命は

http://teledynelecroy.com/japan/
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