
キーサイト消費電流測定装置セレクション・ガイド
豊富なラインアップから最適なものを
有効活用のための情報、部品から、データ・センターまで

　IoT関連機器、携帯機器に代表されるように、連続使用時間は、製品の機能以上に重要な差別化ポイントになっています。消費電力を
抑える、あるいは連続使用時間を長くするには、部品、モジュール、あるいは回路の消費電流を抑えることにつきますが、測定方法を誤る
と、期待する結果が得られないばかりか、評価に時間やコストがかかってしまうケースが数多く見受けられます。この資料では、消費電流
測定にお悩みのお客様が、弊社の測定ラインアップから、適切な製品を選択し、有効活用されるためのヒントをご紹介します。

待機時＋駆動時一連の電流測定に必須 回路の電流測定に最適
N6705B+N6781A
DC 電源／アナライザ

電源、DMM、オシロスコープ、任意波形
発生器、データ・ロガーを1台に統合した
DC電源アナライザ

DSO9024H+N2821A
高分解能オシロスコープ+
高感度電流プローブ

最高12ビットの垂直軸分解能、従来比
1/3の低ノイズのオシロスコープと業界
最高感度の電流プローブにより1mA以
下の電流測定が可能

100pA～3Aの電流測定

50µA～5Aの電流測定

長時間の電流測定に最適
34460A/34461A
6½ 桁 デジタル・マルチメータ

ベストセラー34401A の血統を受け継
ぎ確度、測定速度、スループットが大幅に
向上しました

100pA～30Aの電流測定

部品の電流測定に最適
B2900A シリーズ
プレシジョン・ソース/メジャー・ユニット

電圧／電流の印加、測定機能を備え、
I/V（電流対電圧）の高確度測定をコン
ピュータを用いることなく、画面上に手
軽に表示可能

B2980シリーズ
フェムト・ピコアンメータ

業界最高クラスの高精度微小電流測定
機能（0.01ｆＡ分解能）
適切な測定値選択を実現する測定変移、
ヒストグラム表示

10fA～10Aの電流測定

0.01ｆＡ～20ｍＡの
微小電流測定

バッテリー寿命に影響を及ぼす
電流スパイク検出に最適

CX3300
デバイス電流波形アナライザ

100ｐＡ～10Ａの電流波形解析に対応
140MHz帯域測定による高速電流スパ
イクも確実に検出

µＡレベルと10ＭＨｚ以上の
広帯域を両立

電源供給しながら手軽に消費電流測定
E36100シリーズ
高性能DC電源

電源でありながら、1µＡ分解能電流測定
小型・軽量でちょっとした評価に最適～5Ａに対応する高精度

測定器機能付き電源



製品型番 N6705B+N6781A E36100 CX3322A/24A B2901A/02A
B2911A/12A B2983A/85A

製品名 DC電源／アナライザ DC電源 デバイス電流波形アナライザ
プレシジョン・ソース／
メジャー・ユニット

フェムト・ピコアンメータ

製品写真

測定方式 2象限DC電源 内蔵シャントによる測定 専用電流センサ付きアナライザ SMU 微小電流計

電圧印加電流測定 ○ ○ × ○ ○

電流測定レンジ 10µA～3A 1µA～5A 100pA～10A
100nA～10A（B2901A/02A）
10nA～10A（B2911A/12A）

0.01fA～20mA

最少電流分解能 100pA 1µA 3pA
100fA（B2901A/02A）
10fA（B2911A/12A）

0.01fA　

電流測定確度*1

1nA ±8.00025nA（@10µAレンジ） ̶ ̶
±100.6pA（@100nAレンジ）
±51pA（@10nAレンジ）*2 2.3pA（＠2nAレンジ）

100nA ±8.025nA（@10µAレンジ） ̶ 6.3nA（＠2µAレンジ） ±160pA（@100nAレンジ） 105pA（＠200nAレンジ）

10µA ±10.5nA（@10µAレンジ） ̶ 150nA（＠20µAレンジ） ±4nA（@10uAレンジ） 1nA（＠20µAレンジ）

1mA ±350nA（@1mAレンジ） 45µA（＠2mAレンジ） 15µA（＠2mAレンジ） ±400nA（@1mAレンジ） 550nA（＠2mAレンジ）

100mA ±35µA（@100mAレンジ） 0.3mA（＠200mAレンジ） 6.3mA（＠1Aレンジ） ±40uA（@100mAレンジ） ̶

3A ±1.15mA（@3Aレンジ） 6.5mA（＠5Aレンジ） 69mA（＠10Aレンジ） ±19mA（@3Aレンジ） ̶

30A ̶ ̶ ̶ ̶ ̶

最速サンプリング・スピード 195kポイント/秒 ̶ 1Gポイント／秒
50kポイント/秒（B2901A/02A）
100kポイント/秒（B2911A/12A）

20Kポイント／秒

測定用メモリ 4Gポイント ̶ 最大256Mポイント 100kポイント/ch 100,000ポイント

お勧めのアプリケーション
バッテリ駆動デバイスの
電流測定

簡易電流測定 電流スパイク解析 部品の電流測定
材料、デバイスのリーク電流
測定

*1：1nA/100nA/10µA/1mA/100mA/3A/30A測定時の確度（最速サンプリング時は異なります）　  
*2：10nAレンジは B2911Aと B2912Aのみ
*3：DSO9024Hと N2821Aの合計の確度

N6705B+N6781A がバッテリ駆動デバイスの電流測定にお勧めの理由

　携帯端末などのバッテリ駆動デバイスは、待受け状態やアプリケーションが動作している状態、あるいは通信状態において、消費する 
電流は、ダイナミックに変化しています。従来の電流計は、測定レンジの切換りでは測定ができなかったため、この様にダイナミックに 
変化する電流を途切れなく測定することはできませんでした。N6705B+N6781Aはシームレスに測定レンジを切り換える独自の特許
技術によって、ダイナミックに変化する電流も途切れなく測定することができます。

　また、一般的な電流計は、シャント抵抗両端の電圧を測定することで電流を求めますが、この抵抗の影響で動作電圧が低い携帯端末
などは、入力電圧が降下し正常に動作しないことがありました。N6705B+N6781Aはゼロ負担電圧（0 シャント抵抗）機能があるため、 
一般的な電流計で測定したような電圧降下が発生せず、より正確な電流測定が可能です。

　さらに、オプションの電源アナライザ／解析ソフトウェア14585Aをご利用いただけば、オシロスコープ機能で最大2.56秒（512Kポイ
ントx5sサンプル・レート）、データロガー機能で最小102.4sサンプリング間隔で数日間の測定値を、直接PCに取り込みが可能です。
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製品型番 DSO9024H+N2821A 3458A 34460A/61A DSOX4024A+1147B 66321D/319D

製品名
高分解能オシロスコープ+
高感度電流プローブ

8 ½桁デジタル・マルチメータ 6 ½桁デジタル・マルチメータ
オシロスコープ+

AC/DC電流プローブ
移動体通信用DCソース

製品写真

測定方式 シャント抵抗型電流プローブ 電流計 電流計 ホール素子型電流プローブ 1象限DC電源

電圧印加電流測定 × × × × ○

電流測定レンジ
250uA～5A（@20mohmシャント）
50uA～2.2A（@100mohmシャント）

100nA～1A
100µA～10A
（34460Aは3A）

Max 15A peak
（DC+AC peak） 連続

20mA～3A

最少電流分解能 NA 1pA 100nA NA 0.6µA

電流測定確度*1

1nA ̶ ±40pA（@100nAレンジ） ̶ ̶ ̶

100nA ̶ ±43pA（@100nAレンジ） ̶ ̶ ̶

10µA ̶ ±0.3nA（@10µAレンジ） ±2.01µA（@10mAレンジ） ̶ ±2.51µA（@20mAレンジ）

1mA
62.38uA*3

（@200uAレンジ/Zoom-In）
±25nA（@1mAレンジ） ±2.5µA（@10mAレンジ） ̶ ±3.5µA（@20mAレンジ）

100mA
6.24mA*3

（@20mAレンジ/Zoom-In）
±4µA（@100mAレンジ） ±55µA（@100ｍA） 19ｍA*4（@40mA/divレンジ） ±300µA（@1Aレンジ）

3A
171mA*3

（@500mAレンジ/Zoom-Out）
±9.3mA（34330A使用時） ±4.2mA（@3Aレンジ）

136.8mA*4

（@500mA/divレンジ）
±6.5mA（@3Aレンジ）

30A ̶ ±91mA（34330A使用時） ±95mA（34330A使用） ̶ ̶

最速サンプリング・スピード 1.25Gポイント/秒 2.3kポイント/秒
1kポイント/秒
（34460Aは300ポイント/秒）

5Gポイント/秒 64.1kポイント/秒

測定用メモリ
100Mポイント（標準/2ch）
500Mポイント
（オプション500/2ch/Single）

10,240ポイント
65,536ポイント（オプション001）

10kポイント
（34460Aは1kポイント）

4Mポイント 4096ポイント

お勧めのアプリケーション 回路の電流測定 高精度な電流測定 汎用電流測定 汎用電流測定
バッテリ駆動デバイスの
電流測定

*1：1nA/100nA/10µA/1mA/100mA/3A/30A測定時の確度
*4：DSO4024Aと 1147Bの合計の確度

DSO9024H+N2821A が回路の電流測定にお勧めの理由

　LSIや回路に流れる電流を信号のタイミングと同期して測定したいという要求は多く、この場合、オシロスコープに非接触型の電流プ
ローブを用いた測定が一般的です。しかし、非接触型の電流プローブは、電磁誘導で電流をピックアップするため、10mA以下の電流は、
ノイズに埋もれ、測定できません。また、電流プローブのコアに被測定物を物理的に挟む必要があり、回路によっては測定できません。
業界最高感度とダイナミック・レンジを実現した新開発の電流プローブN2820Aは、専用の低抵抗シャントとアンプを採用することで、 
回路上のどの部分でもフレキシブルに測定できる環境を提供し、さらに1mA以下の電流測定を可能にしました。
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従来のオシロスコープと非接触型電流プローブで電流測定 DSO9024H+N2821Aで電流測定
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CX3300が電流スパイク解析に
お奨めの理由 ： 見えなかった電流波形解析を実現

　回路の誤動作や、バッテリー寿命に悪影響を与える電流スパイクの評価を行うには、
10MHzといった、ある程度高速な変化を捉えるのに充分な周波数帯域の波形測定が 
必要となります。実際に電流波形を測定しようとすると、1mA以下のレベルでは測定器
などのノイズの問題で、うまくいかないケースがほとんどです。CX3300は、低ノイズフ
ロアと広帯域を両立した専用電流センサと16ビット分解能・1Gs/sサンプリングの測定
本体から構成されており、µAオーダーの高速変化を確実に捕獲するツールです。

B2900Aシリーズが部品の電流測定に
お勧めの理由

　電子部品、特に半導体部品の測定・評価においては電流測定時に電圧印可が必要
なケースが多々あります。B2900Aシリーズはソース・メジャー・ユニットの名称が示す
とおり、信号印可と測定を高い次元でバランスさせており、最小分解能10fA/100nV
から10.5A（パルス動作）／210Vまでの印可・測定が可能です。また、電圧vs電流測定
も本体での簡単操作で実施出来、結果も本体のLCD上にプロットされその場で確認
ができます。さらに100kサンプリング／秒の高速モニタ機能、任意波形出力やパルス
印可・測定機能まで網羅し、半導体、電子部品測定の様々なご要求にお答えします。

掃引測定の設定も画面で簡単設定 画面上でIV（電圧・電流）カーブ解析

データセンタ等で
使用される消費電流
モニタ事例
　クラウド・コンピューティングの普及に
よって、データセンタのデータ処理量は
日々増え続け、設置されるサーバ数も毎
年急激に増加しています。一方、データセ
ンタの省エネ化は、重要な課題となってお
り、近年データロガー34970A/34972A
を用いたデータセンタの温度、消費電流
測定の使用例が増加しています。

　34970A/34972Aは、温度センサーに
熱電対、サーミスタ、白金測温抵抗体を
使用でき、電流測定にはAC電流クランプ
U1583Bを用いて、一台で最大60ポイン
トを測定できます。

　測定結果は、付属のベンチリンク・デー
タロガー・ソフトで、簡単にPCにグラフ表
示をさせたり、データを保存することも可
能できます。

データロガー 34970A/34972A

AC電流クランプ U1583B

ベンチリンク・データロガー・ソフト

お問い合せ先
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