
TF-DSQ

ご用命は

TF-DSQ Probe Deskew and Calibration Fixture

主機能

・ デスキューの精度 ±20ps（代表値）

・ 差動およびシングルエンドの校正信号

・ 正確なデスキューを保証する75psの高速
エッジ

・ ゲイン、オフセットおよびスキューを、同じプ
ロービング・ポイントにて校正

・ 信号の立ち上がり時間で変化するデキュー値
を補正

・ コモン・モード電圧で変化するDCゲインを
補正

・ プローブ負荷の影響を補正するDCゲイン校正

・ オシロスコープで操作する完全自動校正

TF-DSQ
Probe Deskew
and Calibration
Fixture

プローブ・デスキュー／
校正フィクスチャ
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プローブのデスキューと校正

レクロイのTF-DSQフィクスチャによ
り、業界で最高クラスのプローブのデ
スキューと校正が可能となります。ハ
イエンド・オシロスコープとプローブ
で高い精度が要求される重要な測定
を行なう場合、信号がプローブ・ケー
ブルを通るときに起こる伝搬の遅延
が、最も重要な問題となります。ハイ・
スピード信号を測定する場合、プロー
ブ・ケーブルにおける遅延を考慮して、
プローブに校正をかける必要がありま
すし、同様に、正確な測定結果を得る
ためには、ゲインとオフセットの校正
も行なう必要があります。回路の測定
を複数のプローブで行う場合に、各プ
ローブに正しく校正がかかっているか
を調べるために、時間や手間をかける
ことほど面倒なことはありません。
TF-DSQフィクスチャとそのソフトウ
エアを利用すれば、プローブをフィク
スチャに接続しボタンを押すだけで、
プローブが回路の測定に有効な校正
結果を得られるように設計されていま
す。

プローブ・デスキュー

TF-DSQは、立ち上がり時間75psと
いう非常に早いエッジを持つ校正信号
を備えています。プローブをフィクス
チャに接続してデスキューを行なう場
合の、時間精度は±20ps（代表値）
です。立ち上がり時間の違いによって
生じるスキューの誤差を補正するに
は、対象となる信号の立ち上がり時間
の測定値を入力して行ないます。オシ
ロスコープのソフトウエアによって、信
号の立ち上がり時間で補正してデス
キュー値を調整します。

プローブのゲインとオフセットの校正

TF-DSQフィクスチャは、すべての電
圧レンジに対するプローブのゲインと
オフセットを校正するためのDCレベ
ルを出力します。プローブの負荷効果
により、プローブ・チップにおける電圧
と信号源の出力電圧が異なる場合が
あります。TF -DSQではプローブ・
チップの電圧を基準とするため、DC
測定精度を高く保つことができます。

シングルエンドおよび差動プローブ
TF-DSQは、シングル・エンドおよび差動プローブが使用
されるのと完全に同じ条件で校正します。シングル・エン
ド･プローブはグランド・リファレンスを利用しながら校正
され、差動プローブとは異なった校正が行なわれます。ソ
ルダー・イン･アダプタのようなプローブ・アクセサリが基
板との接続に使われるとき、ハンダ付け端子は、端子を校
正ポイントに固定するための留め金を介して、フィクス
チャと接続されます。差動プローブの校正の場合は、コモ
ン・モード電圧を指定することができるので、特定のコモ
ンモード電圧を加えた時の差動ゲインとオフセットを校
正することで高い測定精度を保つことが出来ます。

TF-DSQフィクスチャを使って、実際にプローブが使用されるのと同じ条件でWaveLink D600差動
プローブを校正している様子

Probe Deskew and

Calibration Fixture

TF-DSQによる校正
はオシロスコープのソ
フトウエアと完全に統
合されている

オーダー・インフォメーション     

対象機種：

WaveMasterシリーズ 3～6GHz 20GS/s@2ch（10～20GS/s@4ch） 1～50Mワード/ch

SDAシリーズ 3～6GHz 20GS/s@2ch（10～20GS/s@4ch） 4～50Mワード/ch

DDA5005A 5GHz 20GS/s@2ch（10GS/s@4ch） 24～50Mワード/ch

標準装備品：

TF-DSQ ProLink入力システム 、48" 50 Ω ケーブル（SMA コネクタ付き）、校正証明書、オペレーターズ・マニュアル、
 アクセサリ･ソフト･ケース

対応プローブ：

D600 7.5GHz(2:1) 差動プローブ本体（ProLink入力用） HFP1000 1GHz 超小型アクティブ・プローブ

D300 4GHz(2:1) 差動プローブ本体（ProBus入力用） HFP1500 1.5GHz 超小型アクティブ・プローブ

D600A-AT 0.1pF D600用可変ツインチップ・モジュール HFP2500 2.5GHz 超小型アクティブ・プローブ

D300-AT 0.1pF D300用可変ツインチップ・モジュール HFP3500 3.5GHz 超小型アクティブ・プローブ

AP020 1GHz FETプローブ（10：1）広帯域、オフセット可変 PP005A 500MHz パッシブ・プローブ 

AP033 500MHz 差動プローブ AP034 1GHz 差動プローブ 

●ユーザー各位のご要望、当社の品質管理の一層の高度化などにともなって、おことわりなしに仕様の一部を変更することがあります。

仕様     

プローブ・インタフェース　 ProLink

DC レンジ ± 5 V シングルエンド, ± 10 V 差動

DC 精度  ± (1% + 600 mV)

エッジ立ち上がり時間 75 ps (代表値) <95 ps (保証値)

エッジ・アンプリチュ̶ドと 約 800 mV @ 10 MHz
繰り返しレート

デスキュー精度 ± 20 ps (代表値)
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