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記 事 ダ イ ジ ェ ス ト基 礎 知 識 記 事 一 覧

　本書付属CD-ROMには，トランジスタ技術，Design Wave Magazine2001年1月号から2010年12月号ま
でに掲載された記事のPDFファイルが収録されています．ただし，著作権者の許可を得られなかった記事や，プリ
ント基板設計やノイズ対策に関する話題が含まれていても説明がほとんどない記事，今後の企画で収録予定の記
事などは収録されていません．
　本書付属CD-ROMに収録の記事は以下の通りです．収録記事の大部分については，第3章以降で，テーマごと
に分類して概要を紹介しています．

CD-ROM収録記事一覧

掲載号 タイトル シリーズ ページ数 PDFファイル名
2001年

1月号 反射の原理とその対策 連載 基礎から学ぶ『EMI&シグ
ナル・インテグリティ』（第4回） 7 dw2001_01_142.pdf

2月号

分布定数世界と集中定数世界のトレードオフ

高速ディジタル時代に対応する回路設計手法
特集 21世紀ハード設計者のト
レードオフ問題（第1章） 21 dw2001_02_020.pdf

負荷，グラウンド・バウンス，クロストークの
原理とその対策

連載 基礎から学ぶ『EMI&シグ
ナル・インテグリティ』（第5回） 16 dw2001_02_142.pdf

4月号 電磁放射ノイズの原理とその対策 連載 基礎から学ぶ『EMI&シグ
ナル・インテグリティ』（第6回） 11 dw2001_04_148.pdf

5月号 伝送線路シミュレータの導入に失敗しないための
ポイント（前編）

連載 基礎から学ぶ『EMI&シグ
ナル・インテグリティ』（第7回） 10 dw2001_05_156.pdf

6月号

ルール・ドリブン手法で回路設計者が基板品質をコントロール

回路設計者に必要な「プリント基板設計の基礎知識」
特集 PCBとLSIと回路をコデ
ザイン！（第1章） 16 dw2001_06_028.pdf

プリント基板の知識だけ，あるいは回路の知識だけでは問題を解決できない

高速ディジタル・ボードのシグナル・インテ
グリティ対策とEMI対策

特集 PCBとLSIと回路をコデ
ザイン！（第2章） 10 dw2001_06_044.pdf

ビルドアップ配線板を利用するときはノイズに注意

LSIの製法をボードに応用したビルドアップ
配線板の動向

特集 PCBとLSIと回路をコデ
ザイン！（第3章） 9 dw2001_06_054.pdf

遅延の割り付けを巡って衝突する二つの設計現場

LSIとボードのコデザインを考える
特集 PCBとLSIと回路をコデ
ザイン！（第4章） 9 dw2001_06_063.pdf

集中系回路理論と分布系回路理論の限界

高速ディジタル・ボード＆LSI設計の落とし穴
特集 PCBとLSIと回路をコデ
ザイン！（第5章） 16 dw2001_06_072.pdf

7月号 伝送線路シミュレータの導入に失敗しないための
ポイント（後編）

連載 基礎から学ぶ『EMI&シグ
ナル・インテグリティ』（第8回） 8 dw2001_07_128.pdf

10月号

失敗しやすいのはココ！

プロのプリント基板アートワーク設計テクニック 8 dw2001_10_072.pdf

プリント配線板技術の選択基準

“基板材質”の違いのわかる機器設計者になろう 11 dw2001_10_087.pdf

12月号

SCSI-I/SCSI-III変換インターフェース・ボード
の開発から学ぶ実践的プリント基板設計 6 dw2001_12_119.pdf

テラビット・ルータのトラブル・シューティング事例

EMC問題のケース・スタディ
連載 電磁界解析ソフトで何が
わかるか（第15回） 10 dw2001_12_126.pdf

2002年

1月号

Altium社のプリント基板設計ツール「Protel 99 SE」

CPUボードの回路設計と基板設計を体験する
特集 無償ツールでハード&ソフ
ト開発の全工程を体験（第1章） 18 dw2002_01_028.pdf

Sonnet社の電磁界解析ソフトウェア「Sonnet Lite」

シリコン基板上のコイルとアンテナの電磁界を解析する
特集 無償ツールでハード&ソフ
ト開発の全工程を体験（第2章） 9 dw2002_01_046.pdf

3月号
電磁気学の基本に立ち戻って高速ディジタル回路を設計する

GHzディジタル回路の電源デカップリングと
信号配線の設計法

14 dw2002_03_115.pdf

4月号
回路の常識/非常識とボード設計の失敗事例

フレッシャーズのためのボード設計講座
特集1 設計技術者のリテラシ
（第3章） 7 dw2002_04_059.pdf

5月号 PICマイコン・ボードのコスト試算，
安全規格対応からノイズ対策まで 特集2 ボード製品開発の実際 15 dw2002_05_068.pdf

■Design Wave Magazine
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記 事 ダ イ ジ ェ ス ト基 礎 知 識 記 事 一 覧

掲載号 タイトル シリーズ ページ数 PDFファイル名

6月号
ピン割り当ての変更に伴う影響をきちんと管理

二つの設計フローをつなぐ「シンボル作成ツール」 6 dw2002_06_064.pdf

10月号
システム・モジュール開発の手順と勘どころ

ビルドアップ基板を利用してテレビ電話向け
MPEG-4モジュールを開発

特集1 1チップ化するだけが能
じゃない!（第5章） 7 dw2002_10_072.pdf

11月号 高速回路における配線の取り扱い（前編）
連載 高速ディジタル回路設計
のためのアナログ回路シミュ
レーション入門（第2回）

7 dw2002_11_141.pdf

12月号

携帯機器のプリント配線板動向

プリント配線板の最新技術をどう活用するか
「ケータイ」の作りかたが進化
した（第3章） 8 dw2002_12_096.pdf

高速回路における配線の取り扱い（後編）
連載 高速ディジタル回路設計
のためのアナログ回路シミュ
レーション入門（第3回）

8 dw2002_12_135.pdf

2003年

2月号 電源分配系における同時スイッチング・ノイズの解析
連載 高速ディジタル回路設計
のためのアナログ回路シミュ
レーション入門（第4回）

7 dw2003_02_129.pdf

4月号

Mentor Graphics社のプリント基板設計ツール「Expedition PCB」

プリント基板設計を体験する
特集 無償ツールで組み込み&半
導体開発の全工程を体験（第4章） 10 dw2003_04_062.pdf

配線をモデル化するためのパラメータ抽出法（前編）
連載 高速ディジタル回路設計
のためのアナログ回路シミュ
レーション入門（第5回）

7 dw2003_04_140.pdf

6月号

製造工程を知らない技術者に最適設計は望めない

これがプリント基板の製造＆設計工程だ！
特集1 「ボード設計」で身を立
てる！（第1章） 12 dw2003_06_020.pdf

製造・設計品質を支える設計業務の「標準原器」

プリント基板の設計ルール
特集1 「ボード設計」で身を立
てる！（第3章） 11 dw2003_06_040.pdf

回路設計者とプリント基板設計者の共同作業を成功させよう！

統合型プリント基板CADツールの運用方法
特集1 「ボード設計」で身を立
てる！（第4章） 16 dw2003_06_051.pdf

電子機器に合わせて基板の設計思想も「軽・薄・短・小」と「環境調和」へ

プリント基板の構造と安全規格
特集1 「ボード設計」で身を立
てる！（第5章） 10 dw2003_06_067.pdf

7月号

ノイズの原理，基板設計，デカップリング素子「原理・原則」をまず理解する

高周波信号におけるノイズの発生のメカニズムと
その対策

特集2 高速ディジタル・ボード
のノイズ対策（第1章） 6 dw2003_07_078.pdf

配線をモデル化するためのパラメータ抽出法（中編）
連載 高速ディジタル回路設計
のためのアナログ回路シミュ
レーション入門（第6回）

6 dw2003_07_123.pdf

8月号
統計データから読み取るプリント配線板技術の変容

ビルドアップ基板の生産額が多層板全体の27.2％に 9 dw2003_08_110.pdf

10月号
配線をモデル化するためのパラメータ抽出法（後編）

連載 高速ディジタル回路設計
のためのアナログ回路シミュ
レーション入門（第7回）

7 dw2003_10_142.pdf

計測器による伝送線路の評価 連載 高速ディジタル回路計測
入門（第3回） 8 dw2003_10_156.pdf

2004年 BGA/CSP実装で起こる疑問を解消する

回路設計者のためのプリント基板Q＆A
特集1 BGA/CSPパッケージ
時代のボード設計術（第2章） 8 dw2004_01_035.pdf

1月号
1,508ピン・フルグリッドBGAから全ピン引き出しを効率的に実現

非貫通ビア基板の活用技術
特集1 BGA/CSPパッケージ
時代のボード設計術（第3章） 8 dw2004_01_043.pdf

PC Cardの中に大規模FPGAを入れる

多ピンBGAの省スペース実装事例
特集1 BGA/CSPパッケージ
時代のボード設計術（第4章） 4 dw2004_01_051.pdf

3月号

Gbpsシステム設計の考えかた

FR4基板による3.125Gbps通信システムの
設計事例

特集1 高速システムのインター
コネクト設計基礎知識（第4章） 9 dw2004_03_059.pdf

SPICEを使ったパワー・インテグリティの解析
（前編）

連載 高速ディジタル回路設計
のためのアナログ回路シミュ
レーション入門（第8回）

9 dw2004_03_140.pdf

4月号

基板の知識を持って回路を設計すれば，プロジェクトは大成功

マルチエンジニアになろう
特集2 基板や実装のわかる回
路設計者になろう！（第1章） 12 dw2004_04_108.pdf

パッケージの構造と製造方法

システム設計者やPCB技術者のための
半導体パッケージ技術入門（前編）

14 dw2004_04_128.pdf

6月号

自分のしごとに合った分業方法とCAD環境を選択する

プリント基板設計を始めるにあたっての検討事項
特集1 ボード設計の勘どころ
とトラブル対策（第1章） 4 dw2004_06_036.pdf

回路図入力，レイアウト設計から基板の発注・受け入れまで

ディジタル・パワー・アンプ基板の設計・製作事例
特集1 ボード設計の勘どころ
とトラブル対策（第2章） 25 dw2004_06_040.pdf

ボード設計トラブル・シューティング25連発！ 特集1 ボード設計の勘どころ
とトラブル対策（第3章） 36 dw2004_06_065.pdf
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掲載号 タイトル シリーズ ページ数 PDFファイル名

6月号
パッケージの適用例と設計手順

システム設計者やPCB技術者のための
半導体パッケージ技術入門（中編）

13 dw2004_06_114.pdf

7月号 SPICEを使ったパワー・インテグリティの解析
（後編）

連載 高速ディジタル回路設計
のためのアナログ回路シミュ
レーション入門（第9回）

9 dw2004_07_140.pdf

9月号
パッケージ選択・利用時の注意点とトラブル回避策

システム設計者やPCB技術者のための
半導体パッケージ技術入門（後編）

10 dw2004_09_125.pdf

2005年

3月号 ボード設計トラブル・シューティング16連発！ 特集2 ボード設計トラブル事
例集 17 dw2005_03_098.pdf

4月号

2005年1月号付属FPGA基板をリバース・エンジニアリング

プリント基板開発を体験する
特集1 無償ツールでデバイス
＆システム設計の全工程を体
験（第2章）

21 dw2005_04_039.pdf

実装技術の3大変革と実装技術者 連載 実装わんだあらんど（第1回） 1 dw2005_04_145.pdf

6月号

新人技術者に必要な最低限の知識と業界動向

ボード設計の世界へようこそ！
特集1 ザ・新人研修！《ボード
設計編》（第1章） 9 dw2005_06_020.pdf

シミュレーション値と実測値が一致しない理由はかならずある

シミュレーションと現実世界の違いを理解する
特集1 ザ・新人研修！《ボード
設計編》（第3章） 6 dw2005_06_035.pdf

実装技術，プリント基板技術の業界用語解説

ボード設計の現場でぶつかる「ことば」を理解する
特集1 ザ・新人研修！《ボード
設計編》（第5章） 7 dw2005_06_050.pdf

2006年

5月号

フレッシャーズのための誌上工場見学

これがプリント基板の組み立て工程だ！
特集2 「ボード設計」ほどすて
きな商売はない！（第1章） 7 dw2006_05_092.pdf

UNIXサーバのプリント基板設計を例に

もの作りの心構えとボード設計の実際
特集2 「ボード設計」ほどすて
きな商売はない！（第2章） 10 dw2006_05_099.pdf

7月号

一度覚えたら一生役立つコモン・センス

FPC，コネクタ，ハーネスを使う際に
知っておきたい鉄則8か条

特集2 フレキ＆コネクタを知
らずして，システム設計を語
ることなかれ（第2章）

11 dw2006_07_092.pdf

コネクタ＆FPCトラブル・シューティング11連発！
特集2 フレキ＆コネクタを知
らずして，システム設計を語
ることなかれ（第3章）

12 dw2006_07_103.pdf

8月号

LSI，パッケージ，ボードの協調設計に向けて

ノイズ対策とピン配置の最適化で，
装置メーカと半導体メーカの協力が不可欠に

特集2 デバイス，パッケージ，
ボードの全体最適設計（第1章） 10 dw2006_08_076.pdf

PI解析，SI解析，EMI解析を支える基盤技術の全体像

シミュレーションの“違い”がわかる設計技術者に
なろう

特集2 デバイス，パッケージ，
ボードの全体最適設計（第2章） 10 dw2006_08_086.pdf

ASICとDRAMの間を最大16Gバイト/sでデータ転送可能に

システムLSIの課題を先端実装技術との融合で
乗り越える

特集2 デバイス，パッケージ，
ボードの全体最適設計（第3章） 6 dw2006_08_096.pdf

9月号

FPGAの熱の半分以上はボードから逃がすことができる

プリント基板による熱対策技術
特集1 FPGAの消費電力＆熱対
策，待ったなし！（第3章） 10 dw2006_09_050.pdf

FPGAの熱を見積もり，ヒートシンクとファンで逃がす

高速シリアル通信ボードの熱対策事例
特集1 FPGAの消費電力＆熱対
策，待ったなし！（第4章） 7 dw2006_09_060.pdf

I/O規格を理解し，設計ツールを有効に活用しよう

高速メモリ搭載ボードを効率良く開発するための
手引き

特集2 DDR2メモリを利用し
たシステム設計とトラブル対策
（第2章）

10 dw2006_09_080.pdf

DDR2特有の高い周波数，差動伝送，パッケージ形状などが測定に与える影響

DDR2 SDRAM搭載ボードの実機検証トラブル・
シューティング

特集2 DDR2メモリを利用し
たシステム設計とトラブル対策
（第3章）

11 dw2006_09_090.pdf

筐体内の電磁界とEMC問題（その1） 連載 もう一度学ぶ電磁気学の
世界（第22回） 8 dw2006_09_127.pdf

10月号 筐体内の電磁界とEMC問題（その2） 連載 もう一度学ぶ電磁気学の
世界（第23回） 9 dw2006_10_123.pdf

2007年

1月号
写真で見るリフロー炉の中の部品たち

チップ部品 はんだ不良の原因とその処方せん 16 dw2007_01_091.pdf

2月号

進化を続ける実装技術が小型化・軽量化のキー・テクノロジとなる

世界最小！0.85インチ・ハード・ディスクに
見る高密度実装技術

特集1 実装で失敗しないための
基板設計術39連発！（第1章） 3 dw2007_02_052.pdf

プリント基板の製造工程
特集1 実装で失敗しないため
の基板設計術39連発！
（Appendix）

4 dw2007_02_055.pdf
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掲載号 タイトル シリーズ ページ数 PDFファイル名

2月号

ICパッケージ，チップ部品，LSI搭載技術の進化を自社製品の進化に生かす！

プリント基板，小型化・高密度化へのテクニック
7連発

特集1 実装で失敗しないための
基板設計術39連発！（第2章） 9 dw2007_02_059.pdf

はんだの接合性向上から機械的ストレスに耐える基板を作る方法まで

製造容易性や機械的信頼性が高いプリント基板の
設計テクニック11連発

特集1 実装で失敗しないための
基板設計術39連発！（第3章） 8 dw2007_02_068.pdf

高速シリアル信号，高速メモリ，多系統電源，基板小型化に対応するためのノウハウ集

FPGA周りの配線テクニック9連発
特集1 実装で失敗しないための
基板設計術39連発！（第5章） 10 dw2007_02_082.pdf

6月号

高速インターフェースや小型化に必須

多層基板活用のススメ
特集1 目指せ一流！「プリント基板
設計エンジニア」育成講座（第1章） 10 dw2007_06_028.pdf

USB対応オーディオ入出力アダプタを外形100×100mmの4層基板で設計する

小規模な回路で4層基板設計を体験する
特集1 目指せ一流！「プリント基板
設計エンジニア」育成講座（第2章） 14 dw2007_06_038.pdf

USB対応オーディオ入出力アダプタの動作説明
特集1 目指せ一流！「プリント
基板設計エンジニア」育成講座
（第2章 Appendix）

2 dw2007_06_052.pdf

BGA周りの配線を制する者が多層基板を制する

BGAパッケージ周りの配線設計の勘どころ
特集1 目指せ一流！「プリント
基板設計エンジニア」育成講座
（第3章）

9 dw2007_06_054.pdf

256ピン，1156ピンBGAからの配線引き出しを4層，8層基板で設計する

BGAパッケージからの配線引き出しを体験する
特集1 目指せ一流！「プリント
基板設計エンジニア」育成講座
（第4章）

13 dw2007_06_063.pdf

8月号
種類と用途，データで読み解く市場推移など

多層プリント配線板の開発トレンド 8 dw2007_08_108.pdf

9月号

エンジニア必修のノイズに関する基礎知識

EMC規格の位置づけとテスト方法
特集1 ネットワーク化時代の
EMC設計入門（第1章） 16 dw2007_09_040.pdf

ノイズ発生と拡散のメカニズムを理解し対処せよ

ノイズを抑える設計テクニック＆ノウハウ18連発！
特集1 ネットワーク化時代の
EMC設計入門（第2章） 8 dw2007_09_056.pdf

プリント基板，ケーブル，ICにおける対策の勘どころ

EMC対策・設計事例集
特集1 ネットワーク化時代の
EMC設計入門（第5章） 14 dw2007_09_082.pdf

10月号
素材や形状，使い方によって効果はさまざま

シールド部材の種類と使い分けの勘どころ 7 dw2007_10_098.pdf

11月号

配線パターンの線幅や長さが，なぜLやCに変わるのか

マイクロストリップ線路を利用したフィルタの
設計事例

特集1 ディジタル回路設計者の
ためのGHz回路入門（第4章） 8 dw2007_11_049.pdf

専門家が教える良否判定方法や配線パターン設計時の留意点

写真で見るBGAパッケージのリワーク 6 dw2007_11_109.pdf

2008年

2月号 机上で放射ノイズの発生源を突きとめる 連載 測定ワンポイント（第1回） 2 dw2008_02_168.pdf

3月号 フリー・ソフトウェアを使用して配線パターンを
設計する

特集1 画像表示のためのディ
ジタル回路入門（Appendix） 4 dw2008_03_043.pdf

4月号

オーディオ・ボード，WaveSpectra，巻き線コイル，放射ノイズ，アンテナ

パソコンによる簡易ノイズ測定法 連載 測定ワンポイント（第2回） 2 dw2008_04_105.pdf

ツールと手計算で配線パターンの幅や長さを求める

無償ツールを活用した1.2GHzローパス・フィルタ
の設計

11 dw2008_04_107.pdf

6月号
機器の小型化対応に欠くことのできない技能

写真で見る0402チップの手付け作業 3 dw2008_06_133.pdf

8月号
マルチプロセッサ処理やEMC対策などの基本が学べる

業務用ビデオ・ゲーム機のハードウェア設計思想
特集1 ボードのクロック＆リ
セット設計入門（Appendix3） 5 dw2008_08_076.pdf

11月号
パッケージやプリント基板の材料，加わる力，熱の動きを制御せよ

プリント基板から半導体パッケージがはがれない
ためのコツ

6 dw2008_11_101.pdf

2009年 数百MHz～数GHzの信号伝送に必須のアナログ知識を凝縮

差動伝送線路の基礎知識
特集 高速伝送の肝！差動伝送
徹底研究（第1章） 11 dw2009_01_024.pdf

1月号

ダンピング抵抗や終端抵抗の最適な位置が分かる

シミュレーションで学ぶ伝送線路
特集 高速伝送の肝！差動伝送
徹底研究（第2章） 7 dw2009_01_035.pdf

差動ドライバ/レシーバの特徴，使用方法から配線テクニックまで

LVDSに詳しくなれる11のノウハウ
特集 高速伝送の肝！差動伝送
徹底研究（第3章） 7 dw2009_01_042.pdf

セラミック・コンデンサやフェライト・ビーズと特性を比較

波形で見るコモン・モード・チョーク・コイルの効果
特集 高速伝送の肝！差動伝送
徹底研究（第6章） 5 dw2009_01_082.pdf

2月号
Sonnet Software社の電磁界シミュレータ「Sonnet Lite」

配線レイアウトの電磁界シミュレーションを体験する
特集 無償ツールで設計効率の
向上を体験Part2（第3章） 10 dw2009_02_034.pdf
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記 事 ダ イ ジ ェ ス ト基 礎 知 識 記 事 一 覧

掲載号 タイトル シリーズ ページ数 PDFファイル名

2月号
ニソールの伝送線路解析ツール/プリント基板設計CAD「CADLUS Sim」

DDR SDRAMとFPGA間の配線設計を体験する
特集 無償ツールで設計効率の
向上を体験Part2（第4章） 8 dw2009_02_044.pdf

■トランジスタ技術
掲載号 タイトル シリーズ ページ数 PDFファイル名
2001年

1月号 絶縁抵抗計 実装技術館（第73回） 3 2001_01_196.pdf

2月号
ディジタル携帯電話機 Inside Electronics（第2回） 3 2001_02_185.pdf

PHSデータ通信モジュール内蔵ノート・パソコン 実装技術館（第74回） 3 2001_02_188.pdf

3月号

ディジタル・スチル・カメラ 実装技術館（第75回） 3 2001_03_192.pdf

自然対流から強制対流，実装から騒音まで

放熱と冷却ファンの基礎知識 14 2001_03_283.pdf

ロー・ノイズ・アンプ回路の基礎 連載 高周波回路デザイン・ラ
ボラトリ（第5回） 6 2001_03_297.pdf

4月号
MDプレーヤ Inside Electronics（第4回） 3 2001_04_201.pdf

バイポーラ電源 実装技術館（第76回） 3 2001_04_204.pdf

5月号
BSディジタル・チューナ Inside Electronics（第5回） 3 2001_05_161.pdf

電動アシスト自転車 実装技術館（第77回） 3 2001_05_164.pdf

6月号
DVD-RAMドライブ Inside Electronics（第6回） 3 2001_06_169.pdf

USBディジタル・オーディオ・インターフェース 実装技術館（第78回） 3 2001_06_172.pdf

7月号
ADSLモデム Inside Electronics（第7回） 3 2001_07_177.pdf

カラー液晶プロジェクタ 実装技術館（第79回） 3 2001_07_180.pdf

8月号
IEEE802.11b無線LAN用PCカード Inside Electronics（第8回） 3 2001_08_161.pdf

電子レンジ 実装技術館（第80回） 3 2001_08_164.pdf

9月号 オーディオ・アナライザ 実装技術館（第81回） 3 2001_09_148.pdf

10月号

ETC車載器 Inside Electronics（第10回） 3 2001_10_153.pdf

Lモード対応ファクシミリ 実装技術館（第82回） 3 2001_10_156.pdf

ノイズの世界 特集 聖域なきノイズ対策
（イントロダクション） 5 2001_10_160.pdf

発生の原理を理解して適切な対策を施そう！

実験で見るノイズのふるまいと対策の基礎 特集 聖域なきノイズ対策（第1章） 11 2001_10_165.pdf

パソコン用低ESLコンデンサからクランプ・フィルタまで

ノイズ対策部品 使い方のすべて 特集 聖域なきノイズ対策（第2章） 21 2001_10_176.pdf

微小アナログ信号を扱うBSディジタル・テレビに学ぶ！

アナログ・ディジタル混在回路のノイズ対策 特集 聖域なきノイズ対策（第3章） 4 2001_10_197.pdf

放射ノイズを出さずに高速なデータ伝送を実現する

USB＆IEEE 1394 I/Fケーブルのノイズ対策 特集 聖域なきノイズ対策（第4章） 8 2001_10_211.pdf

電源用EMCフィルタの使い方と伝導ノイズ評価法の基礎を学ぶ

AC電源ラインのノイズ対策 特集 聖域なきノイズ対策（第5章） 6 2001_10_219.pdf

高解像化が進んだ最新カラー液晶ディスプレイに学ぶ！

高速ディジタル・インターフェースのノイズ対策 特集 聖域なきノイズ対策（第6章） 7 2001_10_225.pdf

11月号

BSディジタル・チューナ 実装技術館（第83回） 3 2001_11_172.pdf

サージ・ノイズによる誤動作防止と放射ノイズの低減

シリアル・インターフェースのノイズ・トラブル
対策事例

14 2001_11_313.pdf
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記 事 ダ イ ジ ェ ス ト基 礎 知 識 記 事 一 覧

掲載号 タイトル シリーズ ページ数 PDFファイル名

12月号 ディジタル・オシロスコープ 実装技術館（第84回） 3 2001_12_140.pdf

2002年

1月号 カメラ付き携帯電話 実装技術館（第85回） 3 2002_01_144.pdf

2月号

無線LAN内蔵ノート・パソコン 実装技術館（第86回） 3 2002_02_140.pdf

性能を100％引き出すノウハウのすべて！

オンボードDC-DCコンバータの上手な使い方
特集 最新オンボード電源活用
法（第3章） 15 2002_02_168.pdf

出力＋0.8～＋5V/6～40Aをヒートシンクなしで出力する

低電圧・大電流出力の最新DC-DCコンバータの研究
特集 最新オンボード電源活用
法（第5章） 10 2002_02_192.pdf

MCMと少しの部品で作る効率90％のオリジナル電源

出力＋3.3V/3Aのステップ・ダウン・コンバー
タの製作

特集 最新オンボード電源活用
法（第6章） 12 2002_02_204.pdf

安全動作/発振対策/ノイズ対策に役立つ実用知識

確実に動作する絶縁型DC-DCコンバータ設計指南
特集 最新オンボード電源活用
法（第7章） 11 2002_02_218.pdf

3月号 ブロードバンド無線ルータ 実装技術館（第87回） 3 2002_03_140.pdf

4月号 5.1チャネルDVDシステム 実装技術館（第88回） 3 2002_04_140.pdf

5月号
空気清浄機 実装技術館（第89回） 3 2002_05_116.pdf

専用工具を使わずにQFPなどの部品を取り外す

表面実装部品取り外しキットSMD-21 2 2002_05_272.pdf

6月号
Gビット・イーサネット・ハブ 実装技術館（第90回） 3 2002_06_124.pdf

フリーのCコンパイラAVR-GCCと安価なデジカメによる

ラジコン空撮アダプタの製作
特集 マイコン応用製作アイデ
ア集（第2章） 8 2002_06_137.pdf

7月号 ハード・ディスク・ビデオ・レコーダ 実装技術館（第91回） 3 2002_07_134.pdf

8月号 HDDカー・ナビゲーション・システム 実装技術館（第92回） 3 2002_08_140.pdf

9月号 ディジタル複合コピー機 実装技術館（第93回） 6 2002_09_116.pdf

10月号 電子辞書 実装技術館（第94回） 3 2002_10_128.pdf

11月号

アナログ・ストレージ・オシロスコープ 実装技術館（第95回） 3 2002_11_120.pdf

フリーウェアと市販の感光基板を使ってプリント基板を作ろう！

プリント基板CAD“PCBE”の使い方と
プリント基板の作り方

特集 新アイディア･ツール製
作集（第9章） 8 2002_11_196.pdf

リプルやノイズの波形写真を見て特性を知ろう！

アナログ回路用DC-DCコンバータの評価 12 2002_11_255.pdf

12月号 ハイブリッド自動車用インバータ 実装技術館（第96回） 3 2002_12_126.pdf

2003年

1月号 ディジタル一眼レフ・カメラ 実装技術館（第97回） 3 2003_01_124.pdf

2月号 HDD内蔵DVDビデオ・レコーダ 実装技術館（第98回） 3 2003_02_116.pdf

3月号

高電圧可変スイッチング電源 実装技術館（第99回） 3 2003_03_128.pdf

実装とプリント・パターン設計 連載 高周波センスによるアナ
ログ設計（第13回） 8 2003_03_227.pdf

EAGLEの概要と回路図の描き方 短期連載 PCBレイアウト・エデ
ィタ“EAGLE”の使い方（第1回） 8 2003_03_247.pdf

4月号
2バンド無線LANアクセス・ポイント 実装技術館（第100回） 3 2003_04_124.pdf

部品ライブラリの作成と回路図の完成 短期連載 PCBレイアウト・エデ
ィタ“EAGLE”の使い方（第2回） 9 2003_04_245.pdf

5月号
IHクッキング・ヒータ 実装技術館（第101回） 3 2003_05_104.pdf

ボード・エディタの使い方と自動配線 短期連載 PCBレイアウト・エデ
ィタ“EAGLE”の使い方（第3回） 10 2003_05_223.pdf
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記 事 ダ イ ジ ェ ス ト基 礎 知 識 記 事 一 覧

掲載号 タイトル シリーズ ページ数 PDFファイル名

6月号

クロック・シンセサイザ 実装技術館（第102回） 3 2003_06_116.pdf

実録！目で見るプリント配線板の製造工程 特集 はじめてのプリント基板
設計（カラー・プリビュー） 3 2003_06_120.pdf

各種配線板の構造や用途を知ろう！

プリント配線板の基礎知識
特集 はじめてのプリント基板
設計（第1章） 6 2003_06_123.pdf

プリント配線板の安全規格 特集 はじめてのプリント基板
設計（Appendix-A） 2 2003_06_128.pdf

プリント配線板の用語解説 特集 はじめてのプリント基板
設計（Appendix-B） 1 2003_06_130.pdf

CADを使った現代プリント基板設計のプロセスを身に付けよう！

PCB CADを使いこなせ！22のアドバイス
特集 はじめてのプリント基板
設計（第2章） 12 2003_06_131.pdf

安全でほかの電子機器に影響しないパワー回路基板を設計する

パワー回路基板設計の鉄則10か条
特集 はじめてのプリント基板
設計（第4章） 9 2003_06_169.pdf

反射や放射ノイズを抑えるための実践テクニック

高速ディジタル回路基板の設計ポイント
特集 はじめてのプリント基板
設計（第5章） 13 2003_06_178.pdf

ミリ・メートルで回路の性能が決まる！

高周波用プリント基板の設計ポイント
特集 はじめてのプリント基板
設計（第6章） 10 2003_06_191.pdf

CAMデータの作成法とULP 短期連載 PCBレイアウト・エデ
ィタ“EAGLE”の使い方（第4回） 8 2003_06_238.pdf

7月号 GPS対応のカラーLCD魚群探知機 実装技術館（第103回） 3 2003_07_116.pdf

8月号 1kWアンプ内蔵サブウーファ 実装技術館（第104回） 3 2003_08_124.pdf

9月号
ハンディ・スペクトラム・アナライザ 実装技術館（第105回） 3 2003_09_116.pdf

PLD/FPGA回路の不良原因と対策の実際

ディジタル回路のトラブル対策
特集 保存版★電子回路のトラ
ブル対策（第2章） 16 2003_09_130.pdf

10月号

缶びん飲料 自動販売機 実装技術館（第106回） 3 2003_10_108.pdf

特徴を理解し回路に合ったものを選ぼう

コイルの種類と特徴
特集 コンデンサとコイルと回
路の世界（第7章） 8 2003_10_171.pdf

平滑用コイルの選び方とノイズ対策用コイルの役割

スイッチング電源のためのコイル
特集 コンデンサとコイルと回
路の世界（第8章） 5 2003_10_180.pdf

11月号

カメラ＆録音再生機能付きPDA 実装技術館 3 2003_11_114.pdf

周波数が高くなると見えてくる七つの基本現象

高周波の基礎の基礎
特集 はじめての高周波回路設
計（第1章） 12 2003_11_127.pdf

第2の部品「伝送線路」のふるまい 特集 はじめての高周波回路設
計（第2章） 4 2003_11_141.pdf

回路と空間をマッチングし，信号のすべてを電波に変換する

基板に作り込むアンテナのシミュレーション
特集 はじめての高周波回路設
計（第7章） 6 2003_11_190.pdf

12月号
ビデオ配信表示セット・トップ・ボックス 実装技術館（第108回） 3 2003_12_118.pdf

設計者の必須知識！EMC規制から個々の試験方法まで

知っておこう！ノイズ規制と測定法 9 2003_12_269.pdf

2004年

1月号
ファンクション/任意波形ジェネレータ 実装技術館（第109回） 4 2004_01_099.pdf

接合部の熱容量に合わせた温度管理が鍵！

鉛フリーはんだのはんだ付けテクニック 11 2004_01_257.pdf

2月号
カラー・レーザ・プリンタ 実装技術館（第110回） 4 2004_02_107.pdf

ノイズ対策技術の代表的な名著 私の本棚から 1 2004_02_268.pdf

3月号 USB接続の小型計測器 実装技術館（第111回） 4 2004_03_115.pdf

4月号
高速ディジタル回路の高周波ノイズは低ESLコンデンサで絶つ

3端子コンデンサの実力と使い方 6 2004_04_246.pdf

5月号 電波干渉による問題の防止
あなたの製品は大丈夫ですか？ 1 2004_05_243.pdf

7月号
小型化/多端子化に対応する表面実装タイプの進化と現状

最新半導体パッケージの基礎知識 13 2004_07_207.pdf
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掲載号 タイトル シリーズ ページ数 PDFファイル名

8月号
高速伝送，高速動作，省電力，多端子に対応する

最新！半導体パッケージの電気的特性と選択 10 2004_08_237.pdf

9月号 高速ロジックICは同時スイッチング・ノイズの
影響を受けやすい

特集 トランジスタで学ぶディ
ジタル回路（第7章 Appendix） 2 2004_09_189.pdf

10月号
プリント基板を設計するときの基本ルールから便利なフリー・ツールまで

プリント基板設計便利帳
特集 保存版★エレクトロニク
ス設計便利帳（第7章） 8 2004_10_211.pdf

11月号 1眼レフ・タイプのディジタル・スチル・カメラD70 ワンポイント実装技術館 4 2004_11_285.pdf

2005年

2月号
ボード内のシグナル・インテグリティを高めるために

高速クロック信号の終端に関する考察 11 2005_02_252.pdf

4月号 EMCの七つ道具 連載 転ばぬ先のノイズ対策
（第1回） 2 2005_04_274.pdf

5月号
電流プローブを作る 連載 転ばぬ先のノイズ対策

（第2回） 2

コモン・モード・チョーク・ミノムシ 連載 My tools！（第1回） 1 2005_05_260.pdf

6月号

本誌4月号の付録マイコン基板で実験！

電子回路の性能は配線で決まる
特集 プリント基板の配線術＆
実例集（イントロダクション） 4 2005_06_108.pdf

回路図と言う理想的な世界から現実の世界へ

基板を意識した回路図を描こう！
特集 プリント基板の配線術＆
実例集（第1章） 8 2005_06_112.pdf

回路図の裏側を読み解き確実に動作する基板を作ろう！

プリント・パターンを描く基本テクニック
特集 プリント基板の配線術＆
実例集（第2章） 11 2005_06_120.pdf

多電源システムから高速ディジタル回路まで

電源のグラウンドの配線テクニック
特集 プリント基板の配線術＆
実例集（第3章） 9 2005_06_131.pdf

7セグメントLED周辺や内蔵ADCを利用するセンサ応用回路まで

マイコン周辺回路の配線実例集
特集 プリント基板の配線術＆
実例集（第4章） 5 2005_06_140.pdf

ミュート回路から多チャネルD-Aコンバータまで

オーディオ回路の配線実例集
特集 プリント基板の配線術＆
実例集（第5章） 9 2005_06_145.pdf

バッファ・アンプから高速シリアル伝送線路まで

ビデオ応用回路の配線実例集
特集 プリント基板の配線術＆
実例集（第6章） 10 2005_06_154.pdf

OPアンプ応用回路から高精度A-Dコンバータまで

アナログ回路の配線実例集
特集 プリント基板の配線術＆
実例集（第7章） 6 2005_06_164.pdf

広帯域アンプからVCO回路まで

広帯域＆高周波回路の配線実例集
特集 プリント基板の配線術＆
実例集（第8章） 6 2005_06_170.pdf

リニア・レギュレータからステップ・ダウン・コンバータまで

電源＆パワー回路の配線実例集
特集 プリント基板の配線術＆
実例集（第9章） 5 2005_06_176.pdf

DDR-SDRAMからPCI-Expressまで

ディジタル回路の配線実例集
特集 プリント基板の配線術＆
実例集（第10章） 8 2005_06_181.pdf

電流プローブの使いかた 連載 転ばぬ先のノイズ対策
（第3回） 2 2005_06_266.pdf

対策を要するノイズだけが見えるプローブ 連載 My tools！（第2回） 1 2005_06_268.pdf

7月号 磁界を検出するアンテナを作る 連載 転ばぬ先のノイズ対策
（第4回） 2 2005_07_290.pdf

8月号

着目すべきスペックや基本部品の外観を見てみよう！

電子部品選びの基礎知識
特集 電子部品選びのコモンセ
ンスABC（イントロダクション） 15 2005_08_108.pdf

ワンチップ・マイコン周辺に使う電子部品の種類とその理由

マイコン周辺の電子部品選びコモンセンス
特集 電子部品選びのコモンセ
ンスABC（第1章） 11 2005_08_123.pdf

高速化による発熱とノイズの増大に対応するために

ディジタル回路の電子部品選びコモンセンス
特集 電子部品選びのコモンセ
ンスABC（第2章） 9 2005_08_134.pdf

部品の性能が回路の性能に直結する

アナログ回路の電子部品選びコモンセンス
特集 電子部品選びのコモンセ
ンスABC（第3章） 9 2005_08_143.pdf

壊れにくくノイズの出ないパワー回路を作るために

電源回路の電子部品選びコモンセンス
特集 電子部品選びのコモンセ
ンスABC（第4章） 12 2005_08_152.pdf

HF～VHF帯とUHF～SHF帯に使われる部品の特徴をマスタしよう

高周波回路の電子部品選びコモンセンス
特集 電子部品選びのコモンセ
ンスABC（第5章） 9 2005_08_164.pdf

部品を乗せる土台「蛇の目基板」 連載 できる！表面実装時代の
電子工作術（第1回） 3 2005_08_257.pdf

CDプレーヤ基板のノイズ源を探る 連載 転ばぬ先のノイズ対策
（第5回） 2 2005_08_266.pdf

9月号 はんだ付け用の道具箱 連載 できる！表面実装時代の
電子工作術（第2回） 3 2005_09_265.pdf
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掲載号 タイトル シリーズ ページ数 PDFファイル名

9月号 分散の法則 連載 転ばぬ先のノイズ対策
（第6回） 2 2005_09_274.pdf

10月号
はんだ付けの作法 連載 できる！表面実装時代の

電子工作術（第3回） 3 2005_10_281.pdf

ノイズ源の探しかた 連載 転ばぬ先のノイズ対策
（第7回） 2 2005_10_290.pdf

11月号

実装済み部品の外しかた 連載 できる！表面実装時代の
電子工作術（第4回） 3 2005_11_273.pdf

配線やケーブルからのノイズ放出を食い止める 連載 転ばぬ先のノイズ対策
（第8回） 2 2005_11_282.pdf

ラッピング・ツール 連載 My tools！（第7回） 1 2005_11_284.pdf

12月号
チップ部品や狭ピッチ多ピンICのはんだ付け 連載 できる！表面実装時代の

電子工作術（第5回） 3 2005_12_265.pdf

コモン・モードと電磁界分布 連載 転ばぬ先のノイズ対策
（第9回） 2 2005_12_274.pdf

2006年

1月号
ピッチ変換に最適！シール基板 連載 できる！表面実装時代の

電子工作術（第6回） 3 2006_01_269.pdf

コモン・モード発生のしくみ 連載 転ばぬ先のノイズ対策
（第10回） 2 2006_01_274.pdf

2月号
手作り回路における線材の使いこなし 連載 できる！表面実装時代の

電子工作術（第7回） 3 2006_02_269.pdf

豚の尻尾にコモン・モード 連載 転ばぬ先のノイズ対策
（第11回） 2 2006_02_274.pdf

3月号

部品や線材をつかんだり切断する工具 連載 できる！表面実装時代の
電子工作術（第8回） 3 2006_03_273.pdf

凹凸の電源パターンでノイズ発生 連載 失敗は成功の母
（第12回） 2 2006_03_276.pdf

ディファレンシャル・モード 連載 転ばぬ先のノイズ対策
（第12回） 2 2006_03_278.pdf

4月号
受信機の製作 微弱電波によるワイヤレス・デ

ータ通信の実験製作（後編） 8 2006_04_254.pdf

竹串の利用法と小さな部品をつかむ工具 連載 できる！表面実装時代の
電子工作術（第9回） 3 2006_04_282.pdf

5月号
電磁妨害の予防対策…その1：発生源への対応 連載 転ばぬ先のノイズ対策

（第13回） 2 2006_05_280.pdf

手と目をサポートする治具 連載 できる！表面実装時代の
電子工作術（第10回） 3 2006_05_282.pdf

6月号
電磁妨害の予防対策…その2：ワイヤリング 連載 転ばぬ先のノイズ対策

（第14回） 2 2006_06_266.pdf

アクリル・ケースの製作術① 連載 できる！表面実装時代の
電子工作術（第11回） 3 2006_06_268.pdf

7月号
電磁妨害の予防対策…その3：パターニング 連載 転ばぬ先のノイズ対策

（第15回） 2 2006_07_272.pdf

アクリル・ケースの製作術② 連載 できる！表面実装時代の
電子工作術（第12回） 3 2006_07_274.pdf

8月号
電磁妨害の予防対策…その4：リターン回路の欠落 連載 転ばぬ先のノイズ対策

（第16回） 2 2006_08_272.pdf

アクリル・ケースの製作術③ 連載 できる！表面実装時代の
電子工作術（第13回） 3 2006_08_274.pdf

9月号
電磁妨害の予防対策…その5：グラウンディング 連載 転ばぬ先のノイズ対策

（第17回） 2 2006_09_264.pdf

アクリル・ケースの製作術④ 連載 できる！表面実装時代の
電子工作術（第14回） 3 2006_09_266.pdf

10月号 電磁妨害の予防対策…その6：シールディング 連載 転ばぬ先のノイズ対策
（第18回） 2 2006_10_264.pdf

11月号

重要な脇役部品

コネクタとケーブル
特集 図解でわかる！電子部品
の選び方（第6章） 7 2006_11_155.pdf

電子回路を安全確実に動作させる

ノイズ対策部品と回路保護部品
特集 図解でわかる！電子部品
の選び方（第7章） 8 2006_11_163.pdf

電磁妨害の予防対策…その7：フィルタリング 連載 転ばぬ先のノイズ対策
（第19回） 2 2006_11_274.pdf
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掲載号 タイトル シリーズ ページ数 PDFファイル名

12月号 電磁妨害の予防対策…その8：フィルタリング（続）連載 転ばぬ先のノイズ対策（第20回） 2 2006_12_266.pdf

2007年

1月号 私はグラウンド・リターン電流を見た！ 連載 失敗は成功の母（第20回） 2 2007_01_274.pdf

2月号 スイッチング・レギュレータのノイズが逆流！ 連載 失敗は成功の母（第21回） 2 2007_02_266.pdf

5月号
電気信号の波形を映し出す基本測定器

オシロスコープのしくみ 8 2007_05_185.pdf

6月号

付録のCADツールでプリント基板設計を体験！ 特集 体験！プリント基板の設
計と製作（イントロダクション） 3 2007_06_096.pdf

プリント基板を構成するパーツの呼称 特集 体験！プリント基板の設
計と製作（Appendix） 3 2007_06_099.pdf

各種基板の素材，用途，製造工程を知ろう！

プリント基板の種類と特徴
特集 体験！プリント基板の設
計と製作（第1章） 8 2007_06_102.pdf

搭載部品の性能を引き出す芸術的な基板を作るために

部品のレイアウトとパターン設計の基本
特集 体験！プリント基板の設
計と製作（第2章） 13 2007_06_110.pdf

アナログとディジタルが同居するUSBオーディオ・アダプタを例に

STEP1 プリント基板に作り込むターゲット回路
の詳細

特集 体験！プリント基板の設
計と製作（第3章） 6 2007_06_123.pdf

回路図に描き入れる素材を作る

STEP2 回路図用の部品シンボルとライブラリの
作成

特集 体験！プリント基板の設
計と製作（第4章） 6 2007_06_129.pdf

エディタの使い方と銅箔/穴/レジスト情報を持つ部品データを作る

STEP3 回路図とPCB部品データの作成
特集 体験！プリント基板の設
計と製作（第5章） 8 2007_06_135.pdf

基本操作から性能や形状を意識した配置/配線まで

STEP4 部品をレイアウトしパターンを描く
特集 体験！プリント基板の設
計と製作（第6章） 16 2007_06_143.pdf

完成したデータの出力方法から発注書の書き方まで

STEP5 プリント基板の発注と部品の実装
特集 体験！プリント基板の設
計と製作（第7章） 8 2007_06_159.pdf

プリント基板CADのインストールと起動方法 特集 体験！プリント基板の設
計と製作（Appendix） 2 2007_06_167.pdf

スイッチング電源の放射ノイズを抑える定石 アプリケーション・ノートの壺
（第2回） 1 2007_06_264.pdf

11月号 高周波はパターン設計が重要 特集 初めてのワイヤレス・デ
ータ通信（Appendix） 1 2007_11_162.pdf

2008年

5月号
医療機器や屋外で使う計測装置に欠かせない

絶縁アンプによるコモン・モード・ノイズ対策 13 2008_05_185.pdf

6月号
超薄型携帯電話の内蔵カメラはこうやって作られている

樹脂上に回路が作り込まれた小型デバイスMID テクノロジ・トレンド 10 2008_06_159.pdf

10月号
効果的なノイズ除去に活用するためのヒント

ディジタル・アイソレータを使いこなす 10 2008_10_180.pdf

11月号
放送の仕様と受信機の構成，実機の内部

地上ディジタル放送受信機のしくみ
特集 地デジ受信機のしくみと
応用製作（第2章） 4 2008_11_108.pdf

12月号

スイッチング・レギュレータ活用Tips

降圧型コンバータIC 
BD9778Fのノイズ対策と拡張法

6 2008_12_173.pdf

出力周波数近傍でノイズが悪化する理由

DDSのデメリットと改善方法
連載 ディジタル処理のための
アナログ回路設計（第17回） 7 2008_12_186.pdf

ノイズって何？EMC，EMI，EMSって何？ 連載 はじめてのノイズ対策
Q＆A（第1回） 1 2008_12_268.pdf

2009年

1月号 VCCIって何？EMC規格って何？ 連載 はじめてのノイズ対策
Q＆A（第2回） 1 2009_01_278.pdf

2月号 ノイズ対策はどのようにして行うのですか？ 連載 はじめてのノイズ対策
Q＆A（第3回） 1 2009_02_264.pdf

3月号 ノイズの伝わり方は？ノーマルとコモンの違いは？ 連載 はじめてのノイズ対策
Q＆A（第4回） 1 2009_03_254.pdf

4月号

高速動作回路に適する

配線長が短いピッチ変換基板 部品箱の逸品プラス 1 2009_04_216.pdf

ノイズ対策の具体的な方法 連載 はじめてのノイズ対策
Q＆A（第5回） 1 2009_04_254.pdf

5月号

電子機器の信頼性を高める

保護回路と熱/ノイズ対策の常識
特集 電源回路設計Q＆A
（第6章） 9 2009_05_166.pdf

ノイズ対策にはどんな電子部品を使いますか？ 連載 はじめてのノイズ対策
Q＆A（第6回） 1 2009_05_254.pdf
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6月号 チップ・インダクタとチップ・ビーズの違い（その1）連載 はじめてのノイズ対策Q＆A（第7回） 1 2009_06_230.pdf

7月号 チップ・インダクタとチップ・ビーズの違い（その2）連載 はじめてのノイズ対策Q＆A（第8回） 1 2009_07_242.pdf

8月号

シミュレーションで得た理想特性に近づけるために

高周波LCフィルタ基板設計の勘所 連載 チャレンジ回路設計（第7回） 8 2009_08_165.pdf

バイパス・コンデンサの役割と実装点数の減らし方 連載 はじめてのノイズ対策
Q＆A（第9回） 1 2009_08_238.pdf

9月号

面実装時代の熱対策を考える

表面実装型パワーICの許容損失と放熱設計 8 2009_09_154.pdf

ケーブル放射ノイズの低減方法 連載 はじめてのノイズ対策
Q＆A（第10回） 1 2009_09_234.pdf

10月号

SDI入出力，コンポジット入力，アナログ出力，DVI出力，LVDS出力を網羅

すぐに使えるビデオ信号処理回路
特集 すぐに使える！実用回路
集（第4章） 14 2009_10_126.pdf

AC電源用EMCフィルタの接続方法 連載 はじめてのノイズ対策
Q＆A（第11回） 1 2009_10_222.pdf

11月号
素早い作業と三種の神器で「達人」になろう！

鉛フリーはんだ付けの極意 1 2009_11_167.pdf

2010年

2月号 パチパチ・ノイズ四つの原因 サージ対策の処方せん 2 2010_02_228.pdf

3月号 パルス性ノイズ対策試験に使う測定器 サージ対策の処方せん 3 2010_03_225.pdf

4月号
電源/通信線に容赦なく侵入するサージ・ノイズによる破壊から守る

雷/静電気対策部品の種類と使い方 11 2010_04_199.pdf

5月号

汎用マイコンにも利用され始めた高密度実装パッケージの使い方を再チェック

BGAパッケージの配線術 9 2010_05_194.pdf

インパルス・ノイズ試験器の原理と使い方 サージ対策の処方せん 3 2010_05_225.pdf

6月号

IC内チップの温度計算式から放熱設計まで

発熱量の見積もりと放熱器の選択
特集 保存版 電源デバイス便利帳
（第6章） 13 2010_06_121.pdf

プリント・パターンのインダクタンス/抵抗の見積もりなど

プリント基板の設計
特集 保存版 電源デバイス便利帳
（第7章） 6 2010_06_134.pdf

スイッチングによって生じる雑音への対応

ノイズ対策と安全規格
特集 保存版 電源デバイス便利帳
（第8章） 7 2010_06_140.pdf

直流電源入力端子に侵入するインパルス・ノイズ対策 サージ対策の処方せん 3 2010_06_219.pdf

パッケージの温度を下げられない！ 連載 失敗は成功の母 2 2010_06_224.pdf

7月号

エンジニア応援企画 ミッション3
…きちんと動く基板づくりをバックアップ！

特集 保存版 基板づくりチェッ
クリスト（イントロダクション） 5 2010_07_060.pdf

つなぐだけじゃ動かない

チェックリストでディジタル基板を一発で動かす
特集 保存版 基板づくりチェッ
クリスト（プロローグ） 1 2010_07_065.pdf

高周波のふるまいを理解して確実に

高速化するディジタル信号の配線技術
特集 保存版 基板づくりチェッ
クリスト（第1章） 10 2010_07_066.pdf

基板設計前に，場所を食う回路を最適化する

発熱＆ノイズ源「電源」の回路検討と配線術
特集 保存版 基板づくりチェッ
クリスト（第2章） 8 2010_07_076.pdf

チップ部品のはんだ付けから配線の切り張りまで

表面実装部品による試作基板づくりと手直し
特集 保存版 基板づくりチェッ
クリスト（第3章） 13 2010_07_084.pdf

はんだ付けの状態から電源投入まで

納品された実装済みプリント基板の外観チェック
特集 保存版 基板づくりチェッ
クリスト（第6章） 5 2010_07_111.pdf

評価検討前に確認が必要な測定ポイントと検査項目

電源投入と基本動作OK/NGのチェック
特集 保存版 基板づくりチェッ
クリスト（第7章） 7 2010_07_116.pdf

オシロスコープによる高速ディジタル基板診断術 特集 保存版 基板づくりチェッ
クリスト（Appendix A） 5 2010_07_123.pdf

BGAパッケージの接続状態を調べるJTAGデバッガ 特集 保存版 基板づくりチェッ
クリスト（Appendix B） 3 2010_07_128.pdf

ユニバーサル基板でも美しい試作を！
「横開ランド連結配線導体」

特集 保存版 基板づくりチェッ
クリスト（Appendix C） 2 2010_07_131.pdf

試作基板ができるまで 特集 保存版 基板づくりチェッ
クリスト（Appendix D） 6 2010_07_133.pdf

雷サージ試験の原理と規格 サージ対策の処方せん 2 2010_07_228.pdf
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8月号

知らなきゃ損する！回路/基板/機構設計のミニ知識

チップ部品活用ワンポイント・プラス
特集 保存版 チップ部品活用全
集（第6章） 5 2010_08_162.pdf

電源ラインや通信回線への雷サージ試験 サージ対策の処方せん 3 2010_08_210.pdf

うちのハード・ディスク装置がノイズ源に？！ 連載 失敗は成功の母 2 2010_08_220.pdf

第7問 電源からの雑音の侵入を阻止 詰め回路 1 2010_08_226.pdf

9月号

高速時代のキー・パーツ

チップ・ノイズ対策部品のコモンセンス 13 2010_09_175.pdf

雷サージ対策に使える電子部品 サージ対策の処方せん 2 2010_09_220.pdf

第7問のこたえ 電源からの雑音の侵入を阻止 詰め回路 1 2010_09_222.pdf

10月号 静電気試験の方法 サージ対策の処方せん 2 2010_10_220.pdf

11月号 部品ときょう体による静電気試験対策 サージ対策の処方せん 2 2010_11_224.pdf

12月号
安全規格/EMC規格からはんだ各種の特徴まで

環境/安全
特集 エレクトロニクス比べる
図鑑（第8章） 4 2010_12_161.pdf
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