
HVFO
光アイソレーション・プローブ

主な機能と特長　

アプリケーション

•   アッパーサイド・ゲート・ドライブ 
信号計測

•   フローティング制御信号／ 
センサー電圧計測

•   EMC、EFT、ESD、RFイミュニティ・ 
テストとシステム最適化

•   高コモンモード電圧下における 
微小信号の計測

60 MHz 帯域幅

コモンモード電圧定格 
（光アイソレーション）35kV

優れたノイズ除去能力

•   140 dB CMRR

•   低ループ・インダクタンス

•   低減衰比

DUT負荷の低減により従来型高圧差動 
プローブに比べて良好なパルス応答

豊富な先端アクセサリ（±1V～±40V）

オシロスコープのフローティング測定不要

ProBus搭載のテレダイン・レクロイ製 
オシロスコープに対応

最良の光アイソレーション

プローブ先端とオシロスコープ入力の

間の光アイソレーションは、DUTに対し

て悪影響を及ぼす負荷を低減し、忠実

なパルス応答を提供することで計測の

信頼性を向上します。危険な高電圧レ

ベルに対する安全性を保証し、安全で

はないオシロスコープのフローティング

測定を避けることができます。

優れたノイズ除去能力

高いCMRR (>100 dB) により、回路外 

に高dV/dtまたはdA/dtイベントが存在

しても、より正確な計測信号の描写を

可能とします。テスト・リードはループ・

インダクタンスを最小化しており、放射

信号の混入を抑えます。アッテネータ・

チップは広い信号振幅範囲に対応して

最適化されています。

 

コンパクト、シンプル、低価格

HVFO103は狭いスペースにも十分フ

ィットできるほど小型でありながら、必

要かつ充分な性能を備えています。そし

て厳しい設備予算にも充分収まるお手

頃な価格となっています。

アプリケーション・ソフトウェア

HVFOは回路内のアッパーサイド・ゲー

ト・ドライブ信号や、低電圧制御信号、

センサーまたは電流センス抵抗のよう

な高電圧バス上の低電圧(1～40V)の

計測に理想的なプローブです。このプロ

ーブは妨害信号存在下でデバイス動作

をモニタしなければならないEMCイミ

ュニティテストにも最適です。

HVFOは、パワーエレクトロニクス回路内の高電圧バスにフローティングし

た微小な信号、EMC、EFT、ESD、RFイミュニティテスト・センサーなどの

計測に最適なプローブです。従来型の高圧差動プローブや捕捉システムより

も測定能力と信号忠実度がはるかに上回ります。さらに、プローブと共にオ

シロスコープをフローティングさせる危険なテスト・セットアップの必要性を

無くすことができます。



2

微小信号のフローティング計測に最適

HVFOは妥協無く、回路内で信号を正しく計測することができます。アッパーサイド・ゲート・ドライブ信号は負荷効果、歪

み、原因不明のリンギング、オーバーシュートおよび過渡応答なしに忠実に再現され、ゲート・ドライブ信号のミラー効果

も明確に見ることができます。高電圧にフローティングした、あるいはEMC妨害信号にさらされたACやDCセンサー信号

を、高い信号忠実度かつ、回路内や制御動作に対応し正しく捕捉をすることができます。

HVFOのアーキテクチャはシンプルです。単一レーザーと光ファイバー・ケーブルが光アイソレーションや変調された信号

＋データ通信に使われ、複数の先端アクセサリにより異なる動作電圧に対応します。

リファレンスおよびシールド
接続

シールド（黒）およびリファレ
ンス（緑）別々の接続も用意さ
れます。リファレンス・ワイヤー
は信号のリターン電流パスと
して、シールドは浮遊寄生容量
に付随する電流パスとして働
きす。

同軸信号接続

ノイ ズ に 強 い 同 軸 ケ ーブ ル 
（青）が電圧信号の接続に使用
されます。

光ファイバーケーブル

1m長ケーブルを同梱（2m
および6m長ケーブルはオプ
ション）。さらに長いケーブ
ルもユーザにより接続可能。

受信モジュール

光信号は復調され、正しい電圧ス
ケーリングでオシロスコープへ電
気出力されます。

フレキシブルなDUTへの接続

単純なピンソケット末端により角ピ
ン、ソルダイン端子、またはクリップ接
続に対応 

選択可能なアッテネータ・チップ

±1Vから±40Vまでの4つの選択可
能なチップ

本質安全設計

USB micxro-Bインタフェース
はアッテネータ・チップの接続
にも使用されるため、回路接続
中の充電を防ぎます。

バッテリー駆動

長寿命リチウムイオンバッテリーに
より最大6時間の使用が可能。標準
的なUSB micro-B充電インタフェ
ース経由での充電が可能。

アンプ・モジュール 

光ファイバー経由の信号とデータ転
送には周波数変調光トランスミッタ
が採用されています。
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アッパーサイド・ゲート・ドライブ信号計測	

アッパーサイド・デバイスは、グランドに対してフローティングした、ゲート電圧を印

加されています。ゲート－エミッタ間(CGE)またゲート－ソース間(CGS）、寄生容量

に対して並列に高い先端容量をもち、低いゲート・ドライブ・インピーダンスに対し

て直列に大きなループ・インダクタンスをもっている計測プローブも、これによりゲ

ート・ドライブ信号の負荷となり信号を歪ませてしまうか、最悪の場合回路の誤動作

を引き起こします。ローサイド・デバイスのスイッチングからの計測への干渉は同様

にアッパーサイド・ゲート電圧の適切な計測に影響します。HVFOはアッパーサイド・

ゲート・ドライブ電圧計測に対して最適化されています。

フローティング制御またはセンサー信号計測

HVFOは、高インピーダンス入力リードを介して低電圧センサー出力を計測することができます。被測定デバイス(DUT)に対する全負

荷は非常に小さなものとなっています。さらに、低いリード・ループ・インダクタンス、100dBを超えるCMRR、および低減衰比により

優れた信号忠実度とノイズ除去を提供します。

抜群の汎用性

HVFO(黄トレース）および従来型高圧差動プローブ(青トレース）でアッ
パーサイド・ゲート・ドライブ信号を捕捉します。HVFOは古典的な教科
書的波形を示していますが、従来型高圧プローブはより大きな負荷効果
があり、dv/dtが高いローサイド・デバイス信号の影響を受けています。

このアッパーサイド・ゲート・ドライブ計測では、ゲート・ドライブは電流
がカスケードHブリッジのハーフブリッジ相に流れ込む時に捕捉されてい
ます。ミラー効果が明瞭に観測されています。

HVFOは、自身の高インピーダンス入力リード間に加わる低電圧センサ
ー出力のみを計測します。従って、被測定デバイス(DUT)に対する全負荷
は非常に小さなものとなっています。さらに、低いリード・ループ・インダ
クタンス、100dBを超えるCMRR、および低減衰比により優れた信号忠
実度とノイズ除去を提供します。

従来型高圧差動プローブはコモンモード+センサ電圧を全て計測します。
これによりDUT負荷はHVFOに対して100倍程度となります。非常に大
きな負荷により信号忠実度に影響し、回路の誤動作を引き起こす場合も
あります。
 

HVFO	
光アイソレーション・プローブ

従来型高圧差動	
プローブ
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オーダー・インフォメーション

HVFO103 60MHz光アイソレーション・プローブ 
 （ソフト・キャリングケース×1、アンプ・モジュール×1、 
 受信モジュール×1、光ファイバーケーブル（1m）×1、 
 USB 充電ケーブル×1、マイクログリッパ・セット） 
 ※アッテネータ・チップは個別に購入が必要

© 2017 Teledyne LeCroy, Inc All rights reserved.
仕様、価格、販売期間、納期等は、予告なしに変更されることがあります。
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HVFO100-1X-TIP HVFO100用±1V(x1)アッテネータ・チップ

HVFO100-5X-TIP HVFO100用±5V(x5)アッテネータ・チップ

HVFO100-20X-TIP HVFO100用±20V(x20)アッテネータ・チップ

HVFO100-40X-TIP HVFO100用±40V(x40)アッテネータ・チップ

HVFO103-XMITTER HVFO103用アンプ・モジュール

HVFO-1M-FIBER HVFO用1mファイバー・ケーブル

HVFO-2M-FIBER HVFO用2mファイバー・ケーブル

HVFO-6M-FIBER HVFO用6mファイバー・ケーブル

オーダー・インフォメーション

 電気

帯域 60 MHz (代表値、アッテネータ・チップ装着時)

立ち上がり時間(10-90%) 7.5 ns (代表値)

入力ダイナミック・レンジ ±1V、±5V、±20V、±40V（DC+ピークAC）。それぞれ X1、X5、X20、X40アッテネータ・チップ（リード）に対応。
全てのアッテネータ・チップ（リード）はオプションとして購入（HVFO103には同梱されません)。

非破壊最大電圧 動作電圧範囲の5倍（アッテネータ・チップに依存）

コモンモード 
入力範囲

±35 kV (DC+Peak AC) 
（手持ちによる使用は想定していません。ユーザはフローティングしたプローブの構成部位と大地グランドの間に適切な距離をあけ
てください。）

最大入力電圧 
（グランド基準）

±35 kV (DC+Peak AC)
（手持ちによる使用は想定していません。ユーザはフローティングしたプローブの構成部位と大地グランドの間に適切な距離をあけ
てください。）

最大安全入力電圧 手持ち測定の場合 33 Vrms / 70 Vdc IEC/EN 61010-031 Ed. 2.0 b:2015に準拠

オフセット オフセット能力は総プローブ減衰比（総プローブ減衰比は先端減衰比の2倍）を認識した後、指定されたゲイン(V/div)設定で可能と
なるオシロスコープのオフセットによって決まります。

感度 50 mV/div～1 V/div (X1チップ、250 mV/div～5 V/div (X5チップ)、1 V/div～20 V/div (X20チップ)、2 V/div～40 V/div (X40チップ)

ゲイン精度 2％（LF、保証）

入力インピーダンス 1 MΩ || 34 pF (X1チップ)、5 MΩ || 26 pF (X5チップ)、10 MΩ || 22 pF (X20チップ)、10 MΩ || 22 pF (X40チップ)

入力/出力カップリング DCのみ

インタフェース ProBus

ケーブル長 1.25 m (4.1 feet) 入力リードからオシロスコープ接続部まで（同梱の1m光ファイバーケーブルを含む）

バッテリー バッテリー駆動時間6時間（代表値）。充電時間1.5時間（代表値、専用USB充電器はユーザで用意） 
充電時間3時間（代表値、同梱USB充電ケーブルを使用しオシロスコープUSBポートに接続）

 ノイズ除去

CMRR （代表値） 140 dB (100 Hz)、120 dB (～1 MHz)、85 dB (～10 MHz)、60 dB (～60 MHz)

ノイズ （プローブのみ） 7 mVrms (X1チップ)、35 mVrms (X5チップ)、140 mVrms (X20チップ)、280 mVrms (X40チップ)

 環境

温度 0℃～ 50℃ (動作中）、-20℃ ～ 70℃ (停止中）

湿度 最大30℃まで5％～80％ RH（結露しないこと）、直線的に減少し50℃で45％RH(動作時）
5％～95％ RH（結露しないこと）、30℃超で75％ RH、40℃超で45％ RH (停止時）

高度 3000  m (動作時）、10,000 m (停止時）

汚染度 2、屋内使用のみ

 その他

適合規格 CE (LVD Directive 2006/95/EC) IEC/EN 61010-031/A1:2008、Pending IEC/EN 61010-031:2015
CE (EMC Directive 2004/108/EC) IEC/EN 61326-1:2013
uL 規格認定 UL 61010-031 (初版)、Pending UL 61010-031 (第二版)
cUL 規格認定 CAN/CSA - C22.2 No. 61010-031-07、 
 Pending CAN/CSA-C22.2 No. 61010-031-15

対応機種 HDO4000シリーズ、HDO6000シリーズ、HDO8000シリーズ、MDA800シリーズ、HDO9000シリーズ、 
WaveRunner 8000シリーズ、WaveRunner 6Ziシリーズ、WavePro 7Ziシリーズ、WaveMaster 8Ziシリーズ


