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図 5 は、スイッチング速度の異なる 2 つのデバイス・モデルの解析結果を示
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基本周波数 = 1/T

図 4a. 台形波のノイズ源。波形持続時間（t 0 ）によって最初のコーナー周波数が決まり、立ち上がり
時間（t r ）または立ち下がり時間（t f ）によって 2 番目のコーナー周波数が決まる
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図 4b. 対応する周波数スペクトル
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