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保証 

以下の保証は、他の一切の明示または黙示の保証（商品性、特定目的・使用への適合性を含むがこれに限

られません）に優先します。Teledyne LeCroy は、契約上の記述の如何にかかわらずいかなる特別な偶発

的、または結果的な損害に対して責任を負わないものとします。顧客はサービス施設への返送のための輸

送費および保険料について責任を負います。TELEDYNE LECROY は、すべての保証対象製品を輸送費負

担のうえ返送します。 

本製品は通常の使用および操作に対し出荷後 1 年間仕様の範囲内であることを保証します。Teledyne 

LeCroy は、この期間内に当社の認定サービスセンターに返送された製品を修理するか、当社の判断によ

り交換します。しかしこれを行うには、まず製品を検査し、製造または材料による故障であり、誤使用や

警告無視、事故または正常でない条件や操作によるものでないことを確認する必要があります。 

Teledyne LeCroy は、以下の場合のいかなる不具合、損傷または障害に対して責任を負いません：a）

Teledyne LeCroy 認定者以外の人員による修理または設置、b）互換性のない機器への不適切な接続、また

は c）Teledyne LeCroy 製以外の付属品の使用。さらに、Teledyne LeCroy は、改造または組込みが作業時

間または製品保守の困難さを増加させる場合、改造または組込みされた製品を修理する義務を負わないも

のとします。スペアパーツと交換パーツおよび修理には 90 日間の保証が適用されます。 

Teledyne LeCroy が製造していない製品は、元の機器メーカーの保証の対象となります。 
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はじめに 

60V コモンモード差動プローブ（DLxx-HCM）は、60V のコモンモードと 80V の差動入力レンジを

1GHz の帯域幅で提供し、低電圧 GaN 電力変換測定に最適なプローブです。 

プローブのコモンモード除去比（CMRR）は、非常に高い周波数まで格別に良好です。これにより、GaN

デバイスやシステムに代表される非常に高速なスルーレート（高 dV/dt）の PWM 信号を測定する際に、

最高の測定性能を発揮します。卓越した CMRR と低プローブノイズ、高オフセット機能の組み合わせに

より、プローブは高コモンモード電圧でフローティングする非常に小さな制御信号を測定することができ

ます。 

DLxx-HCM プローブは、DC で 0.5%以内、DC から 100MHz までの平坦度が 0.1dB 以内の高精度測定用

に校正されています。これにより、パルス幅変調信号の高精度なトップ・ベース電圧レベル測定が可能と

なります。精密ゲイン校正機能は、ゲイン精度を向上させ、測定系から小さなオフセット・ドリフトを除

去することで、測定精度を向上させます。 

豊富な標準チップが用意されたこの 60V コモンモード差動プローブは、高性能かつあらゆる被測定デバイ

スに接続することができます。オプションのアクセサリ・キットと広温度範囲はんだ付けチップを使用す

ることで、さらに接続性を高めることができます。 

互換性 

DL05-HCM および DL10-HCM は、Windows®10 Pro または Windows CE オペレーティング・システム

を実行する ProBus インターフェースを搭載した Teledyne LeCroy オシロスコープと互換性があります。

対応するオシロスコープの全モデルについては、当社のウェブサイトをご覧ください。 

ファームウェア要件 

プローブを正しく機能させるためには、オシロスコープに最低バージョンの MAUI™ファームウェア

9.3.x.x がインストールされている必要があります。 
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プローブの構成 

60V コモンモード差動プローブは、アンプと標準のリード線およびチップで構成されています。オプショ

ンのアクセサリは別途購入可能です。 
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標準アクサセリ 

プローブには、以下の標準アクサセリが付属しています。 

項目 説明 数量 

ブラウザ・チップ ブラウザ・チップはアンプに取り付けて、手でブラウジングできるようにします。様々なプロービ

ングポイントに素早くアクセスでき、かつ高性能です。 

1 

２インチ ソルダイン・チップ このリードをテストポイントに直接はんだ付けすることで、プローブを確実に接続することができ

ます。2インチ長のリード線は、届きにくいテストポイントに接続する際の柔軟性を高めます。 

1 

高性能ソルダイン・チップ 小型のため、これらのチップは最高の周波数特性で最大の信号忠実度を提供します。2インチ

のソルダイン・チップのようにテストポイントにはんだ付けして使用します。 

2 

2インチ Yリード・ソケット Yリード・ソケットは、ボード上で離れた場所にある差動信号をプロービングするために使用しま

す。ピンに直接接続したり、シングル・ピンを挿入して使用したり、狭ピッチのクリップを取り付

けて非常に間隔の狭いポイントに接続したりすることができます。 

1 

5インチ Yリード・ソケット 上記のものと同様の5インチ長のリードです。このYリードを使用することで、アンプを設置しにく

いスペースにもプロービングを拡張することができます。 

1 

ミニグラバー ミニグラバーは、非常に狭いピッチのピンに接続するために使用できます。Yリード・ソケットに

取り付けて使用します。 

3 

ストレート・ピンヘッダ メスのレセプタクルに接続するためのストレート・ピンヘッダです。これは2.54mm(0.1インチ）ピ

ッチ固定です。 

2 

シングル・ピン シングル・ピンは、基板上にピンがない場所に接続するために、Yリードまたはグランド・リード

のどちらかのソケットに差し込んで使います。 

6 

グランド・リード 屈曲可能なソケット先端のグランド・リードは、単独で使用することも、グランドプレーンをプロ

ービングするためにシングル・ピンまたはグラバーを挿入して使用することもできます。 

1 

収納ケース ソフト収納ケース 1 

アクセサリ・トレイ 収納ケース用の樹脂インナー。 1 

校正証明書  1 

オペレーターズ・マニュアル 
 1 
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オプション・アクサせり 

以下のオプション・アクサセリを別途購入することができます。 

項目 説明 パーツ番号 数量 

Hi-Tempリード ”Hi-Temp”リードは、差動アンプを離れた場所に配置する必要があ

るような極端な温度環境に制御された状況で使用できます。1m長の

ソルダイン・リードは、テスト対象回路への簡単で堅牢な接続を提

供し、温度が-40℃から+125℃までの範囲の温度試験に最適です。

ソルダイン・チップと同様にテスト基板にハンダ付けするように設

計されています。 

DL-HCM-Hi-Temp 1 

デスキュー・フィクスチャ PCF-200デスキュー・フィクスチャは、DUTへのプローブ入力

負荷の影響を測定したり、測定される信号に対するプローブの

応答を検証したり、プローブやオシロスコープのチャンネルを

デスキューするのに便利に使用できます。 

PCF-200 1 

DL-HCMアクセサリ・キット 以下のアクセサリを含みます。 DL-HCM-Acc-Kit  

フリーハンド・プローブ・ホルダ フリーハンド・プローブ・ホルダは、アンプの位置を固定しなが

ら、プローブ先端に加重をかけるように設計されています。被試験

回路が不安定な場合の接触損失を避けることができます。アンプは

フリーハンド・ホルダに縦置き、横置きどちらでも取り付け可能で

す。 

 1 

Yバナナ・アダプタ Y-バナナ・アダプタは、他のモデルのプローブ付属のバナナ・

チップをDLxx-HCMプローブに接続するために使用します。 

 1 

マイクロ・グラバー マイクロ・グラバーは、小パッケージICの足や非常に狭ピッチのピ

ンへの接続に最適です。必ずYリードで使用します。 

 2 
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仕様 

完全な仕様は、製品のデータシートに記載されています。teledynelecroy.com/probes をご覧ください。 

メモ：仕様は予告無く変更される場合があります。 

 DL05-HCM DL10-HCM 

保証仕様 

帯域幅（リードなし） 500MHz 1GHz 

DCゲイン確度 700ps 350ps 

電気的特性 

差動モード入力範囲 1 80V（DC+ピークAC）、200mV/div～20V/div 

コモンモード入力範囲 2 ±60V(DC+Peak AC) 

最大対地入力電圧(各端子対グランド) 
80V(DC+peak AC), max 60V DC 

最大安全入力電圧 3 28.28Vrmsまたは60VDC(対グランド) 

垂直感度（ゲイン） 200mV/div～20V/div 

測定カテゴリ(CAT) 4 測定カテゴリ定格無し 

汚染度 5 2 

 

1. アンプに過負荷をかけることなく、+と-の入力間に印加できる最大の信号であり、それを超えるとオシロスコープで測定された波形

がクリッピングしたり歪んだりすることになります。 

2. ＋/－どちらの入力にも印加可能な接地グラウンドに対する最大電圧です。コモンモード範囲を超えると、予測不可能な測定になるこ

とがあります。コモンモード信号は通常は除去され、表示されないため、誤ってコモンモード範囲を超えないように注意が必要で

す。 

3. これは、手持ちで使用する場合の接地に対する最大安全入力電圧です。 

4. IEC/EN 61010-031:2015 により、プローブは主電源に直接接続された回路の測定を目的としていません。 

5. IEC/EN 61010-031:2015 に基づき、プローブは、通常は乾燥した非導電性の汚染のみが発生する使用環境でのみ使用することになっ

ています。結露による一時的な伝導を想定。 

 

警告：プローブは 60VDC を超えるハンドヘルド使用のための定格機器ではありません。DC

バス電圧が 60V を超える場合は、プローブの先端やリード線、アンプの一部を手で触らないで

ください。60V 以上の測定を行う場合は、プローブを固定してご使用してください。 
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帯域幅代表値 
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帯域幅代表値(続き) 

 

ステップ応答、1V 入力 
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ステップ応答、1V 入力(つづき) 

 

 

メモ：フル帯域幅が必要な場合を除き、ピーキングを減らすために、ブラウザを使用する際に帯域幅フィ

ルタを適用することをお勧めします。上記のプロットは、その結果を示しています。 
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CMRR 特性代表値 

 

差動プローブは、ノーマルモード電圧または差動モード電圧と呼ばれる+と-の入力間に現れる電圧差を検

出します。グランド基準の、両入力で同一の電圧成分は、アンプによって除去されます。この電圧はコモ

ンモード電圧と呼ばれ、次のように表すことができます：Vcm=(V+input+V-input)/2 

理想的な差動プローブ/アンプは差動モード電圧成分のみを検知・増幅し、同相電圧成分を全て除去しま

す。実際の差動増幅器は完全ではなく、コモンモード電圧成分のごく一部が出力に現れます。 

同相信号除去比（CMRR）は、アンプがどれだけ同相電圧成分を除去出来るかの尺度です。CMRR は、差

動モードゲイン（またはノーマルゲイン）をコモンモードゲインで割った値です。同相利得は、両入力が

同相信号のみで駆動されるときの出力電圧を入力電圧で割ったものに等しくなります。CMRR は比（例え

ば 10,000：1）または暗黙的に dB（例えば 80dB）で表すことが出来ます。数値が大きいほど除去比が高

く（性能がよく）なります。 

差動プローブ/アンプで CMRR を決定する第 1 要因は、＋と－入力パスの間の相対的なゲインマッチング

です。差動増幅器の入力減衰器を正確に整合させることにより、高い CMRR 値が得られます。整合に

は、DC 減衰比と静電容量が含まれています。同相電圧成分の周波数が高くなると、AC 成分を決定する際

の浮遊寄生容量およびインダクタンスの影響がより顕著になります。周波数が高くなるにつれて CMRR

は小さくなります。したがって CMRR は通常 CMRR 対同相電圧周波数のグラフで規定されます。 

これらのグラフの同相電圧周波数は正弦波を仮定しています。実際のアプリケーションでは、同相信号は

純粋な正弦波であることはめったにありません。パルス状の信号は、繰り返し周期で示されるよりもはる
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かに高い周波数成分を含みます。これにより、CMRR 対周波数グラフを見て実際の性能を予測することが

非常に難しくなっています。 

差動入力インピーダンス 

 

電圧 vs.周波数ディレーティング 
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等価回路（プローブ負荷) 

プローブのみ 

 

ブラウザ・チップ 

 

2 インチ ソルダイン・チップ 

 

高性能ソルダイン・チップ 
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2 インチ Y リード 

 

5 インチ Y リード 

 

広温度範囲リード 
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ストレート・ピンヘッダ 
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安全 

正確かつ安全な状態にプローブを維持するために、このセクションで指定した対策以外にも一般に認めら

れた安全手順を確認してください。本製品を組み込んだシステムの全体的な安全性は、システム設計者の

責任となります。 

これらの記号は、重要な安全上の考慮事項を警告するために、プローブと付属品またはこのマニュアルに

記載されています。 

 警告、高電圧：感電や火傷のリスク 

 

 

機器の損傷に対する注意または人身傷害に対する警告。怪我または損傷を防ぐために、付随す

る情報にも注意をしてください。条件が完全に理解され、満たされるまでは続行しないでくだ

さい。 

 ESD 注意 静電気対策が講じられていない場合、プローブまたは機器を損傷する可能性のある

静電気放電（ESD）のリスク。 

 

使用上の注意 

警告：感電や火災による人身事故や損害を避けるために： 

DC バス電圧が 60V を超える場合は、プローブ・チップやリード線、アンプの一部を手で触れないでくだ

さい。60V を超える測定には、プローブを固定してご使用ください。60V を超える電圧が回路中に存在す

るかどうか分からない場合は注意し、これらの部品に触れないでください。 

主回路の測定にプローブを使用しないでください。このプローブは、測定カテゴリ II、III、または IV の

回路で使用するための CAT 定格がありません。 

過大入力を避けてください；全ての端子定格を遵守してください。プローブおよび/またはプローブ・アク

セサリのどちらか小さいほうの最大定格を超える電位を印加しないでください。 

より高い周波数の信号を測定する場合は、電圧と周波数のディレーティング曲線に従ってください。 

適切に着脱してください。電圧源に接続する前に、必ずプローブの入力リードをプローブ・アクセサリに

接続してください。電圧を印加する前に、接続が確実に行われていることを確認してください。リード線

や付属品を活線から取り外さないでください。 

プローブ本体と出力ケーブルを測定対象の回路から離してください。アクセサリチップのみが電気的ソー

スに接続することを意図しています。 

プローブに互換性があり、用途にあった定格のアクセサリのみ使用してください。このマニュアルで指定

されているもの以外の付属品を使用すると、電気的な危険が生じる可能性があります。 

プローブのケースを取り外さないでください。露出した接続部に触れた場合感電の危険性があります。 
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注意：機器の破損を防ぐため以下にご注意ください： 

 

指定されたとおりに使用してください。このプローブは互換性のあるテレダイン・レクロイの機器とのみ

組み合わせて使用されるように設計されています。指定外の方法で接続された機器および/またはプローブ

の使用は保護機能が働かない可能性があります。 

ケーブルを過度に曲げないでください。 

規定の動作環境内でのみ御使用ください。高湿もしくは爆発性雰囲気中では決して使用しないでくださ

い。 

製品の表面を清潔で乾いた状態に保ってください。 

故障が疑われる場合は操作しないでください。使用する前に、プローブ本体、ケーブル被覆、付属品など

に傷やその他の異常がないか、プローブとアクセサリを点検してください。もし部品に損傷がある場合、

即座に使用を中止し、プローブを取り外してください。 

安全動作環境 

温度（動作時） 0℃～50℃ 

温度（非動作時） -40℃～70℃ 

相対湿度(動作時) 30℃まで相対湿度 5％～90％（結露しないこと） 

50℃で相対湿度 45％まで直線的に減少 

相対湿度(非動作時) 5%～95%RH（結露なきこと） 

40℃以上では 75%%RH、50℃以上では 45%RH 

高度 最大 3,000m(9,842ft.) 

使用場所 屋内 

 

プローブの取り扱い 

プローブは精密テスト機器です。プローブの取り扱いや保管には十分注意してください。鋭く曲げたり、

ケーブルやリードに過度の負担をかけたりしないようにしてください。 

ESD 注意：プローブの先端は静電気放電（ESD）に敏感です。プローブを使用または取り扱う際

には、必ず帯電防止手順に従ってください。 

注意：使用していないとき、ソルダイン・チップはプラスチック保護ケースに保管してくださ

い。 
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操作 

アンプ 

アンプはプローブの基礎となるものです。アンプは、オシロスコープから電源を供給され、その識別情報

をオシロスコープに伝えます。これにより、オシロスコープのチャンネルが自動的に正しいプローブ減衰

比に設定されます。 

上部（ラベル）側には、プローブが接続されているチャンネルの色で点灯する LED インジケータがあり

ます。下部にはグランド・リード入力があります。 

60V コモンモード・プローブは、ProBus インターフェースを搭載した Teledyne LeCroy オシロスコープ

用に設計されています。オシロスコープに接続するには、接続ボックスをオシロスコープの ProBus コネ

クタに押し付け、カチッと音がするまで押し込みます。装置はプローブを認識し： 

⚫ プローブ操作メニューとステータス表示のある Cn DLxx-HCM ダイアログを表示します。 

⚫ オシロスコープの入力カップリングを 50Ω に設定します。 

⚫ チャンネルの色に合わせてアンプのチャンネルインジケーターを点灯させます。 

メモ：正確な測定のために、アンプをオシロスコープに接続して Cn DLxx-HCM ダイアログにおい

て”System is warning up.”の表示が消えまで待ちます。 

アンプは基板上の角ピンの上に直接接続したり、互換性のあるチップと組み合わせて使用したりすること

ができます。ストレートピン、ミニグラバー、マイクロ・グラバーを除くすべてのチップには、アンプの

差動入力に差し込む 2 ピンコネクタが片方の端に付いています。チップをアンプに挿入するのに向きは関

係ありません。 
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フリーハンド・プローブ・ホルダ 

オプションのフリーハンド・プローブ・ホルダは、プローブ・チップに安定した加重をかけながらアンプ

の位置を固定し、テスト対象の回路との接触損失を防ぐために設計されています。 

 

アンプに対して脚が希望の位置になるまで取り付け

ヘッドを回します。 

 

 

 

 

 

アンプ本体をマウントブラケットの少し後ろに置

き、ブラケットの中にしっかりと収まるまで前方に

スライドさせます。 

 

 

 

ソルダインまたは Y リードの取り付け：ホルダの足

をアンプ本体の下で曲げ、アンプの先端を基板の方

に向けて、リード線が半田付け部分を引っ張らない

ようにしつつ、チップが良好な接触を維持するよう

にします。 

 

 

 

 

ストレート・ピンヘッダやブラウザの場合：脚を立

ててからアンプ本体を下に向け、チップが基板に接

触するようにします。 
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チップの接続 

すべてのプローブ・チップには 2 つの入力があります。赤色のリード線は+信号に、黒色のリード線は-信

号に接続します。正確な測定を行うためには、+と-の両方を被測定回路に接続する必要があります。 

プローブを高性能に保つには、プローブを接続時に注意を払ってください。入力経路における寄生容量ま

たはインダクタンスを増加させると、リンギングを生じたり、高速信号の立ち上がり時間を遅くしたりす

ることがあります。大きなループ面積を形成する入力リードは、ループを通過する放射電磁界をピックア

ップし、プローブ入力にノイズを誘発する可能性があります。この信号は差動モード信号として表示され

るため、プローブの同相信号除去能力では除去されません。 

高い同相信号除去比(CMRR)を実現するには、+と-の入力信号経路の相対的なゲインまたは減衰量を正確

にマッチングさせる必要があります。追加の寄生容量、インダクタンス、遅延、および+信号と-信号の間

のソースインピーダンスが異なると、CMRR を低下させます。したがって、両方の入力には、同じ長さと

種類のワイヤを使用することが必要です。可能な限り、入力を回路内のほぼ同じソースインピーダンスの

ポイントに接続してください。 

ソルダイン・チップ 

2 インチと高性能ソルダイン・チップは、テスト中の基板上の伝送ラインまたはパッドにはんだ付けする

ことを目的としています。 

リードを同じ長さにトリミングするのが最善の方法ですが、プローブの全帯域で回路が動作していない場

合は必要ありません。ピーキングを抑えるには、リードを元の長さの半分（0.25"または 6.35mm）にトリ

ミングします。 

小さなコテ先の半田コテを使用し、抵抗器の先端側のワイヤを適切なテストポイントに取り付けます。＋

入力が赤、-入力が黒です。 

通常、SI チップの性能はアンプの位置に影響されません。アンプはまっすぐに直立させるか、または斜め

に設置することができます。 

メモ：SI チップとアンプを接続しているフレキシブルケーブルは、配置の影響を受けませんが、被測定デ

バイスの大きな信号放射源の影響を受ける可能性がありますので、このような信号の近くに配置すること

は避けてください。 

ソルダイン・チップを使用する場合は、アンプをフリーハンド・ホルダに取り付けることで、最も確実な

プロービング接続が可能になります。 
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Hi-Temp(広温度範囲)リード 

Hi-Temp リードは、ソルダイン・チップと同じように基板に取り付けます。長いリード線により、恒温槽

内にある DUT からアンプを離すことが出来ます。 

Y リード・ソケット 

2 インチと 5 インチの Y リード・ソケットを使うと、基板上の離れた場所や、アンプを近くに配置できな

い筐体の奥深くにあるポイントに柔軟にプロービングすることができます。ピンに差し込んだり、ピンが

ない場所でのプローブ用にリード線にシングル・ピンを挿入して使用したりすることができます。 
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ミニグラバー 

ミニグラバーを通って非常に間隔の狭いピンや IC リードに接続することができます。 

1. グラバー後端の T 字部分の側面に Y リードを取り付けます。 

2. 張り出し部分を引っ張ってフックを露出させます。 

3. フックをプロービングポイントに持ってゆきます。 

4. 手を離してグラバーを固定します。 

マイクロ・グラバー 

オプションのマイクロ・グラバーは、IC リードや非常に小型の機器に接続するために使用します。 

1. グラバーの上部にあるピンを Y リードの端に差し込みます。 

2. タブを引いてフックを露出させます。 

3. フックをプロービングポイントに持ってゆきます。接続を目視するには顕微鏡が必要な場合もあり

ます。 

4. タブから手を離してグラバーを固定します。 
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ブラウザ・チップ 

ブラウザ・チップは、非常に軽量小型で先端ピンの間隔は可変になっています。テストポイントが密集し

ている場所や、プローブを取り付けるためのスペースが限られている場所でのプロービングに適した汎用

のアクセサリです。先端はポゴピンになっており、凹凸のある面に接触するのに適しています。 

ブラウザ・チップを使用する場合は、アンプを手持ちしたり、プローブホルダでマウントしたりします。 

注意：最大入力電圧は手で持った状態で 60V です。 

先端ピンの間隔を調整する前に、チップをアンプに取り付けます。チップをどちらかの方向に回転させ

て、ピンの間隔を調整します。 

メモ：完全に閉じた間隔は、両方のチップを一つの方向に回転させることでのみ達成できます。  

注意：押しつける時に先端部に過度の横方向の力がかからないようにしてください。チップを使っ

て回路表面を擦らないでください。 

プローブの全帯域幅を必要としないのであれば、オシロスコープの帯域幅制限を適用することでピーキン

グを低減し、ブラウザを使用する際に、より制御された応答を実現することができます。 
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グランド・リード 

屈曲可能なソケット先端のグランド・リードは、単独で使用することも、グランドプレーンをプロービン

グするためにシングル・ピンまたはグラバーを挿入して使用することもできます。 

グランド・リードの直角ピンをアンプ本体下面、差動入力のすぐ下にある受け口に差し込みます。 

ほとんどの場合、信号のコモンモード成分は主に低周波で構成されており、プローブを DUT グランドに

接続する必要はありません。それにより、接地ループ電流の影響を最小限に抑えることができます。プロ

ーブがテスト対象の信号のグランドに接続されていないことによる信号の悪化は、両方の入力に共通して

おり、プローブの差動動作によって除去されます。 

AC 主電源からの容量性カップリングにより、真のフローティングデバイス（電池駆動デバイスなど）が

コモンモード範囲を超えることがあります。このような場合は、プローブグランドを被試験デバイスに接

続することをお勧めします。 

⚫ フローティング・デバイスでは、接地リード線を DUT の基準電圧または共通電圧に接続します。 

⚫ RF 環境ノイズが多い場合は、信号を測定しているポイントの近くにある良好な RF グランドにグ

ランド・リードを接続します。 

注意：実験室のベンチ電源から給電された回路など、フローティング回路をテストする場合は、必

ず接地リード線を使用してください。コモンモード入力電圧を超えるとプローブが破損する可能性

があります。 
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PCF-200 デスキュー・フィクスチャの使用 

PCF-200 デスキュー・フィクスチャは、プローブの入力負荷が被測定回路に与える影響を判定したり、測

定される信号に対するプローブの応答を検証したり、信号経路のデスキューを行うのに便利です。 

2 本の BNC ケーブルを使用し、Fast Edge 信号をマイクロストリップ線路経由でお使いのオシロスコープ

の入力チャンネルに接続します。 

 

一般的に、信号パスからアンプの差動入力ポイントまでをデスキュー

させればよく、デスキュー・フィクスチャにアンプを直接接続するの

で構いません。 

アンプまたは Y リードをフィクスチャに接続するには：四角いピン

に差してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソルダイン・チップをフィクスチャに接続するには：黒いプラスチッ

ク製のタブを押してクランプを開き、+側先端が中央のマイクロスト

リップに、-側先端がグランドプレーンに接触するように、抵抗の先

端をクランプの下に置きます。 

ワイヤをしっかりと固定するようにクランプから手を放します。 
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オシロスコープからの操作 

プローブが Teledyne LeCroy オシロスコープに接続されると、表示されるグリッドの目盛と測定値は、プ

ローブの実効ゲインを考慮して調整されます。 

プローブの内部減衰量は、DLxx-CHM プローブ・ダイアログに表示されます。この表示はプローブが検

出されるとオシロスコープの入力チャンネル・ダイアログに追加されます。 

チャンネル設定ダイアログのセクション、隣にプローブ・ダイアログ 

DLxx-HCM ダイアログのセクション。 

プローブ V/div および減衰比 

フロントパネルの Volts/Div ノブとチャンネルダイアログ（Cn）の Vertical Scale 設定では、オシロスコ

ープのスケールファクタとプローブ内部の減衰量を制御し、ダイナミックレンジをフルに活用することが

できます。垂直スケールを変えると、一定のところで減衰比が変化します。 

オフセット 

オフセットを使用すると、DC カップリングでも入力信号から DC バイアス電圧を除去することができま

す。これにより、信号が画面内に表示されている限りプローブがオーバードライブされることがなくな

り、不正確な測定が防止することができます。 

プローブのオフセット範囲は、すべての V/div 設定で±60V です。 

帯域幅制限 

出力ノイズを測定する様々なテスト基準に従うため、このプローブはフル帯域（maximum bandwidth)か

ら 20MHz までオシロスコープのモデルによって各種設定ができるようになっています。この設定は入力

チャンネル・ダイアログで行います。 
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Auto Zero 

Auto Zero は、熱の影響から自然に発生するアンプの DC オフセット・ドリフトを補正します。例えば、

60V コモンモード・プローブの DC オフセット・ドリフトは、出力基準で 250μV/℃（ワーストケース）

となります。プローブが 7.5x 減衰比に設定され、周囲温度が 10℃変化した場合、DC オフセットのドリフ

トは、以下のように高くなる可能性があります。 

(250μV/℃)(7.5)(10℃)=18.75mV（プローブ先端基準で）70x 減衰モードで信号が 60Vp-p の場合、同じ

周囲温度での DC オフセット・ドリフトは、プローブ先端で(250μV/℃)(70)(10℃)=175mV となります

（しかしオシロスコープ自体からのオフセット精度の誤差が支配的となる可能性もあります）。 

オートゼロを実行するには： 

1. プローブをテスト中の回路から外します。 

2. プローブ・ダイアログの"warming up"表示が消えるまで、システム（オシロスコープとプローブ）

をウォーミングアップします。 

3. DLxx-HCM ダイアログの Auto Zero ボタンをタッチします。 

プローブを取り外し、再度装着した場合は、オートゼロを繰り返します。必要な測定精度やプローブが設

置されている周囲温度の変化に応じて、Auto Zero をより頻繁に行う必要がある場合もあります。 

精密ゲイン校正 

Precision Gain Calibration を使用して、現在の測定構成のゲイン精度を向上させることができます。校正

にはオートゼロの手順が含まれています。 

精密ゲイン校正を実行するには、以下の手順に従います： 

1. プローブをテスト中の回路から外します。 

2. プローブ設定メニューの"warming up"インジケータが消えるまで、システム（オシロスコープとプ

ローブ）をウォーミングアップします。 

3. DLxx-HCM ダイアログの Precision Gain Cal ボタンをタッチします。 
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各校正は、実施された帯域幅、V/div、温度（±5℃）に対して有効です。プローブ設定メニューでは、プ

ローブに有効な校正結果があり、精密ゲイン校正が使用されている場合には表示をおこないます。 

 

また、プローブ設定メニューでは、Precision Gain Cal ボタンの横に赤い”X”を配置することで、校正条件

のいずれかが変更された場合に校正が必要であることを示します。 

 

デフォルトでは、有効な校正（緑色のチェックマーク）がある場合は、10 秒ごとに温度がポーリングさ

れ、プローブが現在も±5℃の有効温度範囲内にあるかどうかが判断されます。 

まれに、特定の信号条件の下では、このポーリングが軽微な妨害を引き起こす可能性があります。温度ポ

ーリングを無効にするには、プローブ・ダイアログの Monitor Temperature の選択を解除します。 

校正結果はキャッシュされているので、新しい V/div や帯域幅が導入された場合や、温度がキャリブレー

ションされた範囲外にドリフトした場合以外ではその条件のセットに対して校正を繰り返す必要がありま

せん。プローブは、最大 100 個の個別の校正結果をキャッシュすることができます。 

プローブ・ファームウェア・アップデート 

プローブ・ダイアログに Update Firmware ボタンが表示された場合、プローブのファームウェアが正常

に機能するために、ファームウェアのアップデートが必要です。プローブをオシロスコープに接続した状

態で、ボタンをタッチして更新を開始します。プローブが一時的に切断され（DLxx-HCM ダイアログは

表示されません）、オシロスコープのメッセージバーに”Updating Firmware”と表示されます。更新には約

30 秒かかります。アップデートが完了すると、プローブは自動的に再接続され、使用可能になります。 

メモ：この手順では、オシロスコープのファームウェアは更新されません。 
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保守 

クリーニング 

水または 75％イソプロピルアルコール溶液で湿らせた柔らかい布または綿棒を使用して、デバイスの外側

のみをきれいにしてください。強い化学薬品や研磨剤を使用しないでください。電圧測定を行う前に、プ

ローブと付属品を完全に乾かしてください。 

注意：プローブは防水ではありません。いかなる場合でも、プローブを水没させたり水分を浸透さ

せたりしないでください。 

校正周期 

このプローブには調整箇所はありません。推奨校正周期は 1 年です。性能試験手順はこのマニュアルに含

まれています。 

サービス方針 

DL-HCM プローブは、狭ピッチの表面実装デバイスを使用しています。そのため、現場で修理を試みる

のは現実的ではありません。故障したプローブは Teledyne LeCroy サービス部に送っていただき、診断お

よび交換を実施します。 

注意：カバーを取り外さないでください。すべてのサービス作業は有資格者にご依頼ください。保

証対象の故障プローブは工場整備品と交換します。 

保証対象外のプローブは工場整備品と交換出来ますが一定のサービス費用が生じます。交換用プローブ

は、工場で修理・検査され、新しい製品と同じ基準で校正されています。交換品のプローブを受け取るた

めには、故障したプローブを返送して頂く必要があります。 

交換部品 

交換用プローブ・アクセサリは、お近くのサービスセンターでご注文いただけます。センターの完全なリ

ストは、teledynelecroy.com/support/contact をご覧ください。 
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製品の修理 

修理の必要が生じた製品は、テレダイン・ジャパン株式会社、または担当の代理店にご返却ください。保

証期間内の製品に関しては無償で修理いたします。保証期間を過ぎた製品に関しては、弊社修理規定によ

る修理費を請求させていただきます。 

お預かりから納品まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご依頼は Web、または Email にて承ります。 

Web：www2.odn.ne.jp/aaf80240/form-repair2010.html 

Email：lecroy.service.japan@teledyne.com 

製品番号と不良の内容をご確認ください。 

 

 

弊社サービス窓口担当者よりご連絡させていただきます。弊社から梱包

箱をお届けする引き取りサービスもございますので、サービスをご要望

の方はご相談ください。 

お急ぎの方は、申し込み時のフォームにご記入の上、印刷したものを現

品添付してご発送ください。 

お預かりしてから 1 週間以内に診断結果を報告します。有償修理の場合

は、合わせて見積書をご案内させていただきます。診断が難航し見積書

提出までに 1 週間以上を要する場合や症状が表れていない時などにつき

ましても、1 週間以内に途中経過を報告いたします。 

見積書承認欄への署名や注文書を弊社へ頂いた時点で作業着手となりま

す。 

キャンセルの場合、診断料や送料を含む費用の請求はございません。診

断のため、分解していることがあり、復旧までにお日にちをいただきま

す。 

作業完了後、ご指定の場所へ返却いたします。お申し込み時に Email ア

ドレスをご記入いただきますと、納品時に発送伝票番号をお知らせしま

す。 

ご請求先と返却先が同じ場合、納品時に請求書を合わせてお送りしま

す。請求先が異なる場合や代理店を通して修理をご依頼いただいている

場合は、後日請求書を指定先にお送りします。

修理校正のお申し込み 

お預かり・発送 

診断および見積もりのご案内 

作業着手 キャンセル 

作業完了～納品 

注意：保証期間は弊社販売履歴より判断します。 

注意：見積書ご確認の際はお支払条件をご確認ください。弊社

販売代理店でも修理依頼を承ります。 

http://www2.odn.ne.jp/aaf80240/form-repair2010.html
mailto:lecroy.service.japan@teledyne.com
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その他ご連絡先、および御依頼品の送り先 

テレダイン・ジャパン株式会社サービスセンター 

〒183-0006 東京都府中市緑町 3-11-5 芳文社府中ビル 3F 

TEL: 042-402-9401 

FAX: 042-402-9583 

Email: lecroy.service.japan@teledyne.com 

 

修理を依頼する前にご確認いただきたい情報 

⚫ 型式、シリアル番号 

⚫ 症状 

⚫ 現象を再現させるために必要な条件(弊社で現象確認できない場合、そのまま返却します。信号入力が

必要になる場合は、ファンクション・ジェネレータで発生できる波形の条件をお知らせください) 

⚫ 発生頻度 

 

テクニカル・サポート 

インストール、校正、およびソフトウェア、アプリケーション全般にわたるサポートについては、お近く

のお客様サポート・センターにお問い合わせください。 

Teledyne LeCroy のテクニカル・サポートセンター 

電話： 042‐402‐9400 

Fax： 042‐402‐9586 

Web： http://teledynelecroy.com/japan/support/default.asp 

Email：lecroy.contact.japan@teledyne.com 

返送時の注意：プローブはケースに入れ、可能であれば全てのチップを含めてください。 

mailto:lecroy.service.japan@teledyne.com
http://teledynelecroy.com/japan/support/default.asp
mailto:lecroy.contact.japan@teledyne.com
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性能検証手順 

この手順は、DLxx-HCM プローブの保証された特性を確認するために使用できます。以下を試験しま

す：出力ゼロ電圧、DC/LF 減衰精度、プローブ帯域幅。 

DLxx-HCM モデルの推奨校正間隔は 1 年です。年次校正の第一ステップとして性能検証を実施します。

結果は、提供されたテスト記録のコピーに記録することができます。 

プローブカバーを外したり、ユーザーを危険な電圧にさらしたりしなくても、性能検証を完了することが

できます。調整は実施しません。 

必要機器 

以下の表は、プローブの性能検証に必要な試験装置と付属品（またはそれに相当するもの）の一覧です。

この手順は、必要な校正済み試験装置の数を最小限に抑えるように考慮されています。”最小要件”欄に太

字で記載されているパラメータのみが、示された精度で校正されている必要があります。 

メモ：この手順では、マイクロ波信号発生器は、相対的な測定を行うためにのみ使用されます。信号発生

器の出力をオシロスコープで測定するので、信号発生器の校正は不要です。 

60V コモンモード・プローブの保証された特性は、17℃～27℃の動作環境で有効です。使用される試験機

器の中には、必要な精度を満たすために環境上の制限があるものがあります。周囲条件が手順の中で使用

されるすべての試験機器の要件を満たしていることを確認してください。 

入力および出力コネクタのタイプは、テスト機器のメーカーやモデルによって異なる場合があるため、追

加のアダプタやケーブルが必要になる場合があります。 

メモ：DLxx-HCM プローブを正しく動作させるには、ファームウェアバージョン 9.3.x.x 以上が必要で

す。バージョンは、オシロスコープのメニューバーから、Utilities >Utilities Setup >Status を選択するこ

とで確認できます。お使いのオシロスコープのファームウェアの更新が必要な場合は、お近くの Teledyne 

LeCroy 社の代理店にお問い合わせいただくか、当社ウェブサイトのソフトウェアダウンロードページを

ご覧ください。 
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必要な試験装置の一覧 

説明 最小要件 機器例 

デジタルオシロスコープ ProBusインターフェース Windows10 

帯域幅テストのため≧2GHz 

Teledyne LeCroyr： 

• WaveRunner 8208HD 

• WavePro 254HD 

デジタルマルチメータ(DMM) 4.5桁 

DC：0.1%精度 

AC：0.1%精度 

２入力 

Keysight 34401A 

ファンクション・ジェネレータ 正弦波出力、1MΩ@70Hzに対して

14.14Vp-p(5Vrms)に調整可能。 

Keysight 33120A 

マイクロ波信号発生器 正弦波出力1GHz,+6dBm アンリツMG3690C 

BNC同軸ケーブル(2) オス－オス、50Ω、36インチケーブ

ル 

Pomona 2249-C-36 Pomona 5697-36 

SMA-BNCアダプタ   

BNC T分岐コネクタ オス－２メス Pomona 3285 

校正フィクスチャ 0.1mm角ピンヘッド Teledyne LeCroy PCF200 

ProBusエクステンダ・ケーブル  Teledyne LeCroy PROBUS-CF01 

ターミネータ、精密BNC 50Ω±0.05% Teledyne LeCroy TERM-CF01 

バナナプラグ・アダプタ(2) メスBNC－２バナナプラグ Pomona 1269 

BNC－ミニフックケーブル BNC雄－ミニフック、36インチ Pomona 5187-C-36 
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予備セットアップ 

1. プローブ（チップなし）をオシロスコープのチャンネル 1 に接続します。 

2. 検証手順を実行する前に、オシロスコープの電源を入れ、少なくとも 20 分間のウォームアップ時

間をとってください。 

3. 他の試験機器の電源を入れ、メーカー推奨時間だけウォーミングアップします。 

4. 機器が動作温度に達するまでの間に、DLxx-HCM プローブ・テスト記録のコピーを作成し、必要

な情報を記入します。 

機能チェック 

機能チェックはプローブの機能的な基本動作を確認します。検証手順の前に機能チェックを実施してくだ

さい。 

1. 工場出荷時の初期設定に戻します： 

a. メニューバーから、File>Recall Setup を選択します。 

b. Recall Default ボタンをタッチします。 

2. C1 のディスクリプタ・ボックスをタッチして、C1 ダイアログを開きます。 

3. 正しいプローブが検出され、C1 ダイアログの隣のプローブダイアログタブに表示されていること

を確認します。 

4. ファームウェア更新ボタンがある場合は、ファームウェアを更新します。 

性能試験手順 

A. 出力ゼロ電圧 

1. プローブをオシロスコープ C1 に接続したままにしておきます。以下設定します： 

a. C1 垂直スケールを 200mV/div 

b. 水平スケール（タイムベース）を 1.0µs/div 

2. 計測パラメータ P1 を ON にして、C1 の mean 値を測定するように設定統計表示(Statistics)を

オン 

3. C1DLxx-HCM ダイアログ（C1 ダイアログの隣）で、AutoZero をタッチします。 

4. さらに 15 分ほど待ってから、C1 のスイープをクリア(フロントパネルの Clear Swep ボタン)しま

す。 

5. P1:平均値(C1)を”Output Zero”としてテストレコードに記録します。 

6. 出力ゼロの値がテストレコードの値よりも小さいことを確認してください。 
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B. DC/LF 減衰精度 

1. BNC－T コネクタをファンクション・ジェネレータの出力に接続します。 

2. BNC-ミニフック・ケーブルをファンクション・ジェネレータの出力側の BNC－T コネクタに接

続します。 

3. ストレート・ピンヘッダをプローブヘッドに挿入し、ミニフックをピンに接続します。赤色のミニ

フックをプローブのプラス（+）入力に、黒色のミニフックをプローブのマイナス（-）入力に取

り付けます。 

4. BNC－T コネクタの未使用のメスポートに BNC ケーブルを接続し、ケーブルのもう一方の端にデ

ュアルバナナプラグアダプタを接続、デュアルバナナプラグアダプタを背面の DMM 入力に差し

込みます。バナナプラグの BNC シールド側（”GROUND”と表示されている）が DMM の LOW

入力または COMMON 入力に、BNC の中心導体が DMM の HI 入力または INPUT V 入力に接続

されていることを確認してください。 

5. DMM で AC 電圧を読み、測定範囲を 5.0Vrms に設定します。 

6. ファンクション・ジェネレータのモードを正弦波に、周波数を 70Hz に設定します。 

7. プローブをオシロスコープ C1 から取り外し、オシロスコープ側の ProBus エクステンダーケーブ

ルを直接 C1 に接続します。ProBus エクステンダのもう一方の端をプローブに、エクステンダの

BNC 出力を精度 50Ω のターミネータに接続します。 

8. 精密 50Ω ターミネータのバナナプラグを前面 DMM 入力に接続します。 

最高レンジ DC ゲイン精度の検証 

9. DMM を背面入力に切り替えます。DMM で測定して 5Vrms±10mV になるようにファンクショ

ン・ジェネレータの出力振幅を設定します。 

10. “Generator Output Voltage, Top Range”として、出力電圧を 1mV 分解能で記録します。読み取り

値を記録した後、出力振幅を変更しないように注意してください。 

11. C1 垂直スケールを 5V/div に設定してください。C1 DLxx-HCM ダイアログを開き、"Effective 

Gain, Top Range"と表示されているゲイン値を記録します。 

12. 記録されたファンクション・ジェネレータ出力電圧を、実効ゲインで割ります。この値

を”Expected Output Voltage, Top Range”として記録します。 

13. DMM を前面入力に切り替えます。出力電圧を測定し、"Measured Output Voltage, Top Range"と

して記録します。 

14. ゲインの誤差は、100*[(測定出力電圧)-(期待出力電圧)]/(期待出力電圧)で計算します。この値

を%Gain Error として記録します。データシートに記載されている範囲内であることを確認してく

ださい。 
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ミッドレンジ DC ゲイン精度検証 

15. DMM を背面入力に切り替え、信号発生器の出力振幅を DMM で測定して 3Vrms±10mV になる

ように設定します。 

16. ”Generator Output Voltage, Mid Range”として、出力電圧を 1mV の分解能で記録します。読み取

り値を記録した後、出力振幅を変更しないように注意してください。 

17. C1 垂直スケールを 2V/div に設定します。C1DLxx-HCM ダイアログを開き、”Effective Gain, Mid 

Range”と表示されているゲイン値を記録します。 

18. 記録されたファンクション・ジェネレータ出力電圧を、実効ゲインで割ります。この値

を”Expected Output Voltage, Mid Range”として記録します。 

19. DMM を前面入力に切り替えます。出力電圧を測定し、"Measured Output Voltage, Mid Range"と

して記録します。 

20. ゲインの誤差は、100*[(測定出力電圧)-(期待出力電圧)]/(期待出力電圧)で計算します。この値

を”%Gain Error, Middle Range”として記録します。データシートに記載されている範囲内である

ことを確認してください。 

ローレンジ DC ゲイン精度 

21. DMM を背面入力に切り替え、信号発生器の出力振幅を DMM で測定して 2Vrms±10mV になる

ように設定します。 

22. 出力電圧を”Generator Output Voltage, Low Range”として 1mV の分解能で記録してください。読

み取り値を記録した後、出力振幅を変更しないように注意してください。 

23. C1 垂直スケールを 1V/div に設定 C1DLxx-HCM ダイアログを開き、"Effective Gain, Low Range"

と表示されているゲイン値を記録します。 

24. 記録されたファンクション・ジェネレータ出力電圧を、実効ゲインで割ります。この値

を”Expected Output Voltage, Low Range”として記録します。 

25. DMM を前面入力に切り替えます。出力電圧を測定し、"Measured Output Voltage, Low Range"と

して記録します。 

26. ゲインの誤差は、100*[(Measured Output Voltage)–(Expected Output Voltage)]/(Expected 

Output Voltage)で計算します。この値を”%Gain Error, Low Range”として記録します。データシ

ートに記載されている範囲内であることを確認してください。 
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C. プローブ帯域幅 

1. プローブをミニフックと ProBus エクステンダから外し、オシロスコープのチャンネル 1 に接続し

ます。 

2. マイクロ波信号発生器を 1GHz に設定し、出力を+6dBm に設定します。 

3. 角ピン・マイクロストリップ・パスを使用して、SMA-BNC アダプタを使用して PCF200 をオシ

ロスコープの C2 入力に接続します。信号発生器を PCF200 を介して C2 入力に接続します。 

4. 角ピンの上にアンプを配置して、プローブを PCF200 に取り付けます。 

5. 以下の様にオシロスコープを設定します： 

a. C1 および C2 垂直スケール 200mV/div 

b. C2 カップリング DC50Ω と帯域幅 Full 

c. 水平スケール（タイムベース）10ns/div 

d. C2 エッジのトリガ、レベル=0V 

e. 計測パラメータ： 

i. P1=Sdev(C1) 

ii. P2=Sdev(C2) 

iii. P3=P1/P2 

iv. P4=Freq(C2) 

プローブの帯域幅は、プローブの振幅が入力信号の振幅から 3dB 下がる周波数として定義されま

す。これは、比測定値 P3 が 0.7071 まで低下する周波数に相当します。 

6. 1GHz の信号入力で信号損失率（P3）を記録し、それが 0.7071 以上であることを確認します。 

 

  



60V コモンモード・プローブ 

36           EAR99 technology subject to restrictions on copyrights page. 

 

これで DLxx-HCM プローブの性能検証は完了です。内部校正手順をサポートするために、必要に応じて

試験記録を完成させ、保存してください。 
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DL __ _-HCM Test Record 
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リファレンス 

規格認証 

テレダイン・レクロイは、公開時点で以下の基準に準拠していることを保証します。規格が更新されて、

これらの認定はもはや最新のものではない可能性があります。現時点での認証については、納品時に製品

に付属する EC 適合宣言文書を参照してください。 

EMC 適合 

EC 適合宣言書-EMC 

プローブは電磁環境両立性に関する EC 指令 2014/30/EC に適合します。本製品は、欧州共同体の公式ジ

ャーナルに記載されている以下の仕様に適合します： 

EN 61326-1:2013, EN 61326-2-1:2013 電子計測、制御、実験室使用機器への EMC 要件 1,2,3 

1. 本製品は住宅地以外のエリアでの使用のみを想定しています。住宅地での使用には電磁波障害を引き起こすことがあります。 

2. 本プローブが試験対象物に接続されている場合、この規格で要求されるレベルを超えてエミッションが発生する場合があります。 

3. 該当する全ての EMC 規格への準拠を確実にするために、高品質のシールド付きインタフェースケーブルを使用する必要がありま

す。 

欧州連絡先：* 

Teledyne GmbH 

Im Breitspiel 11c 

D-69126 Heidelberg Germany  

Tel: +49 6221 82700 

オーストラリア・ニュージーランド適合性宣言－EMC 

本プローブはオーストラリアの通信およびメディア局（ACMA）により規定された要件に従って以下の規

格ごとに電波通信法の EMC 規定に適合しています： 

AS/NZS CISPR 11:2011 放射および伝導、グループ１、クラス A 

オーストラリア／ニュージーランド連絡先:* 

RS Components Pty Ltd. 

Suite 326 The Parade West 

Kent Town, South Australia 5067 

RS Components Ltd. 

Unit 30 & 31 Warehouse World 

761 Great South Road 

Penrose, Auckland, New Zealand 

*最新の連絡先は teledynelecroy.com/support/contact を参照ください 
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安全規格適合 

EC 適合宣言書-低電圧 

本製品は製品安全性に関する EC 指令 2014/35/EC に適合します。本製品は、欧州共同体の公式ジャーナ

ルに記載されている以下の仕様に適合します。 

IEC/EN 61010-031:2015 電子計測、制御、実験室使用電子機器への安全性要件－パート 031:電子計測およ

び試験の為のハンドヘルド・プローブ・アッセンブリの安全要件 

環境適合 

使用済み機器の取り扱い 

本製品には、電気・電子機器廃棄物（WEEE）に関する指令 2012/19/EC への欧州連合

の要件に準拠していることを示す記号が付いています。 

本機器は国や地域によって異なる廃棄・リサイクル規制の対象となります。多くの国で

は一般的な廃棄物として電子機器を廃棄することを禁じています。お客様のテレダイ

ン・レクロイ製品の適切な処分とリサイクルの詳細につきましては

teledynelecroy.com/recycle をご参照ください。 

 

 

有害物質規制(RoHS) 

この製品とその付属品は、2011/65/EU RoHS2 指令およびこの指令のさらなる変更に準拠しています。 
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