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TF-DSQ 概要 
プローブ・デスキュ/校正フィクスチャ TF-DSQ について 

ハイエンドのオシロスコープとプローブで高い精度が要求される測定を行う場合、信号がプローブ・

ケーブルを通るときに起こる伝搬遅延が、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。 

TF-DSQ フィクスチャとそのソフトウェアを利用すれば、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ることができます。TF-DSQ は以下の特

徴があります。 

● デスキューの精度±20ps（代表値） 

● 差動およびシングルエンドに対応した校正信号 

● 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スキュー値を補正 

● 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 

  WavePro 7 Zi 、 WaveMaster 8 
Zi 、SDA/DDA 7Zi・ 8 Zi  

WavePro 
7000  

WaveMaster 8000 、SDA/DDA 、 
DDA 5005A, 5005A XXL 

コネクタ ProLink 、ProBus ProBus  ProLink 

プローブ D610,D620, D600A-AT, D310, D320, D300A-AT （アクセサリ含む） 
AP020, AP033, AP034 HFP1000, 1500, 2500, 3500, PP005, PP005A  

ダイナミ

ック 
レンジ 

±5 V シングルエンド, ±10 V 差動 

精度 ±(1% + 600 μV) 

立ち上が

り時間 75 ps (代表値) < 95 ps (保証値) 

エッジ振

幅 約 800 mV @ 10 MHz 

デスキュ

ー精度 ±20 ps (代表値) 
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 TF-DSQ フィクスチャを使用したプローブ校正の手順 
次のフローチャートのステップに従い TF-DSQ でプローブ校正を行います。 

 

 
 

Note: TF-DSQ の拡張機能を良く知るために取り扱い説明を使用前に読まれることをお勧め

します。 

TF-DSQ フィクスチャやオシロスコープのソフトウェアの組み合わせは使用するモデルを考慮して設

計されています。試験対象回路へのプローブ接続は接続手順が難しくなります。レクロイのシステム

はある意味、プローブ校正フィクスチャをセットアップし、個々のプローブを一度校正するだけで利

用可能になるよう設計されています。そして一度プローブを回路測定に利用し始めてしまえば、次回

の校正タイミングまでフィクスチャに接続する必要はありません。

プローブ 

の校正 

を実行 

TF-DSQ の

説明書を

読む 

TF-DSQ を

オシロ 

スコープに 

接続 

プローブ

校正メニュ

ーを開く

プローブを

TF-DSQ 

に接続 

プローブ

の校正

を実行

プローブを 

TF-DSQ 

から外す 

プローブを

被測定回路

に接続して

計測 

プローブ毎にこの作業を繰り返す
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TF－DSQ 及び付属品 
TF-DSQ フィクスチャ概要 

TF-DSQ フィクスチャはオシロスコープで使用するためのマニュアルを pdf ファイルで CD に

納めてあり、以下のケーブル類と共にソフトケースに入っています。 

 TF-DSQ フィクスチャー 

 
 

 

 50ΩSMA ケーブル 
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 ProBus エクステンダー(TF-DSQ-PBE) 

 

・  

・  

 ProLink エクステンダー 

 

・  

・  

 BNC/SMA 変換アダプター (写真無し) 
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TF-DSQ フィクスチャの構成 
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TF－DSQ の接続 
1. 50Ωのケーブルを ProLink または ProBus エクステンダーに接続します。 

 

2. 50Ωケーブルの反対側の SMA コネクターを TF-DSQ の SMA コネクタに接続します。 

3. ProLink または ProBus エクステンダーの CAT5 ケーブルを TF-DSQ に接続します。 

 

Note: 50Ωケーブルの接続は RF トルクレンチできっちりと締めてください。 

オシロスコープへの接続 
ProLink または ProBus エクステンダーはオシロスコープの使用しないチャネルまたは

AUX IN に接続します。 
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AUX IN コネクタ 

 

ProLink または ProBus エクステンダー 

 

TF-DSQ へのプローブ接続 
TF-DSQ はさまざまな種類のプローブの接続が可能です。プローブの種類により、シン

グルまたは差動で接続できます。プローブ接続のためプロービングパッドやソルダーイ

ンプローブ用の端子があります。 

 
 プローブ接続ポイント及び端子 

 

差動プローブは V+ に"+"を V-に"-"を接続します。シングルエンドプローブは V+ に"+"
を接続し、グランドリードをグランドに接続します。ソルダーインプローブは、チップ

をマイクロストリップ伝送線の V+ と V-に挿入しクリップを押し下げて使用します。 
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シングルエンドプローブの接続 

 

 
差動プローブの接続（ブラウザーの場合） 
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差動プローブの接続(ソルダーインの場合) 
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プローブ･キャリブレーション 
プローブ･キャリブレーションのメニュー 

プローブ･キャリブレーションメニューへのアクセス 

プローブのキャリブレーションメニューは、Vertical のドロップダウンメニューから表

示できます。 

 
 

メニューの説明 

 
 Figure 4-5. プローブキャリブレーションダイアログ. 

 
プローブキャリブレーションダイアログでは、各プローブのキャリブレーション情報表示とコン

トロールが行えます。 

 「Probe」欄に各チャンネルボタンに接続されたプローブのタイプを表示します。 
 「Full Calibration」ボタンでキャリブレーションを実行します。 
 キャリブレーション結果の「Gain」と「Offset」の値を表示します。 
 キャリブレーション結果の「Skew」の値を表示します。 
 「Clear」で「Gain」、「Offset」、「Skew」の値をデフォルトにします。 
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Note: 「Cal Skew Ref 」の EXT は External Trigger Input を使用します。 外部からより

適切な基準を入力するときにも使用します。 

 

１．プローブチャンネルとタイプの表示 
「Probe」エリアには各チャンネルに接続されたプローブのタイプを表示します。プ

ローブに関連した情報を各列に表示します。 

２．「FULL CALIBRATION 」ボタン 
このボタンは、自動的に「Gain」と「Offset」、「Skew」のキャリブレーション

を実行します。 

３．「プローブ DC」 
「Gain」と「Offset」の値を示しています。 

電圧を計測した場合その値は次の式で表されます。 

 
（注：offset の単位は V、gain の単位はなし） 

プローブのキャリブレーション情報は、自動で値が入力されますがマニュアルで

入れることも可能になっています。 

自動でキャリブレーションをする場合は、「Advanceed Mode」を選択することに

より、フルのキャリブレーションか DC キャリブレーションとスキューを分割して

行うことが出来ます。 

TF-DSQ フィクスチャーを使用して自動的にキャリブレーションしたときは、DC
キャリブレーションの値は、現在設定されている感度で測定された結果の値を表し

ています。この時チャネルの感度は変更され値が変わりますので注意してください。 

DC キャリブレーションの値はマニュアルで入力できます。自動でキャリブレーシ

ョンしたデータは消去され、新しい値に置き換わります。マニュアルでGainとOffset
を入力した場合、オシロスコープの全ての感度でその値が適用されます。 

Gain の設定範囲は 0.8 ~ 1.2 です。Offset の範囲はプローブにより異なります。. 

Note: 当社以外のパッシブプローブなどで、オシロスコープで認識できないプローブは

注意が必要で、そのようなプローブは正確なキャリブレーションは行えません。チャネ

ルの"Vertical"セットアップダイアログで認識しているか確かめて下さい。 

４．「プローブデスキュー」 
デスキュー情報には指定したチャンネルと参照チャンネル間の計測されたスキュ

ー値が表示されます。マニュアルもしくは自動でキャリブレーションが行えます。

マニュアルは「Deskew Only」ボタンで、自動は「Full Calibration 」ボタンで実行

します。自動キャリブレーションの後にマニュアルでデスキューデータを調整する

ことが出来ます。 

５．「CLEAR」 
すべてのプローブキャリブレーションは、「Clear」ボタンを押すと初期状態にク

リアーすることが出来ます。 
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６．「CAL SOURCE」 
「Cal Sours」には DC 及びスキューのキャリブレーションを実行する信号ソースを

指定します。TF-DSQ フィクスチャーを接続した場合は、オシロスコープでは自動

的に TF-DSQ を信号ソースとして指定します。 

７．「Cal Skew Reference」 

「Cal Skew Reference」は「Cal Source」のチャンネルもしくは外部入力から供給

されます。すべての計測されたスキューの基準は絶対時間です。TF-DSQ がオシロ

スコープの入力に接続されると自動的に TF-DSQ を選択します。 

８．「RECALL CALIBRATION」 
オシロスコープはキャリブレーションを実行したときはその情報をディスクに保

存します。オシロスコープのプローブキャリブレーション情報がクリアーされても

このボタンで読み込みが出来ます。 

９．「ADVANCED MODE 」 
「Advanced Mode」のチェックをはずしたときは基本的なキャリブレーションメニ

ューを表示します。基本的なキャリブレーションメニューはシンプルなプローブの

キャリブレーション機能を表示します。「Advanced Mode」をチェックすると

Advanced Mode のキャリブレーションメニューを表示します。 

. 

基本的なプローブキャリブレーション 
TF-DSQ フィクスチャーでプローブのキャリブレーションができます。計測の前に実行

してください。: 

1. フィクスチャーとケーブルを接続します。 
2. ProLink または ProBus エクステンダーをオシロスコープのチャンネルまたは AUX

に接続します。 
3. プローブのキャリブレーションメニューを表示します。 

各プローブ毎に以下のステップで実行してください。 

1. プローブをオシロスコープのチャンネルに接続します。 
2. プローブをフィクスチャーに接続します。 
3. キャリブレーションメニューの「Full Calibration 」ボタンを押します。 
4. 終了するまで数秒待ちます。（終了するとキャリブレーション画面が閉じます。） 
5. キャリブレーションが終了したらフィクスチャーからプローブを外します。 

プローブを回路に取り付けて計測の準備が出来たのちオシロスコープを再起動したとき

は、マニュアルで「Recalll Calibration」を押して設定を読み出します。 

 



Operator's Manual 

 

TF-DSQ-OM-E RevA 16

詳細なプローブキャリブレーション 
詳細なキャリブレーションは右下の「Advanced Mode」をチェックします。 

 

以下の設定が可能になります。 

「Gain/Offset only」 
「Deskew only」 
「Advanced 」メニュー (Probes Cal と別のタグで表示) 

 
「Gain/Offset Only」 

このボタンを押すと、指定したチャンネルの Gain と Offset のキャリブレーション

を行います。 

「Deskew Only」 

このボタンを押すと、指定したチャンネルのスキューのキャリブレーションを行

います 

 

「Advanced」のメニュー 

 
Advanced のメニューは 以下の設定が可能となります。 

 「Risetime Skew Correction」 
 「Deskew All 」 
 「Common mode 」 
「Rise Time Skew Correction」 

このフィールドは信号の立ち上がり時間とスキューで修正された立ち上がり時間

を表します。プローブがスキュー調整されると、エッジの立ち上がり時間を対応

したプローブの枠に表示します。 

計測した信号の立ち上がり時間は「Rise Time」の枠に表示されます。その値はオ

シロスコープは自動的に計算されます。 
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「Deskew All 」 

Deskew all はすべてのチャンネルのスキュー総計です。この値はオシロスコープ

に表示された波形の絶対時間を表示します。この数値はシステムの基準時間で調

整されています。 

「Common Mode Voltage 」 

TF-DSQ フクスチャーはプローブのタイプにより差動またはシングルエンドで調

整します。差動プローブはコモンモード電圧の大きさに応じて、プローブの Gain
や Offset の補正をする場合には、状況によってキャリブレーションの精度向上の

ために「Common Mode Voltage」を使用します。 

 

「Advanced」のプローブキャリブレーション 
「Advanced Mode」をチェックすると DC キャリブレーションとスキューが「Gain/Offset 
Only」、「 Deskew Only」、「Deskew Only」を押すことにより可能になります。DC キ

ャリブレーションの実行では、「Common mode」を用いて異なる DC レベルで行えます。

「Common skew」を使用すると、スキューのキャリブレーションの後にスキューを 0 に

できます。もし測定する信号の立ち上がり時間がわかっていれば、「Rise Time」に入力

できます。入力した立ち上がり時間が測定した時間より小さい場合は適用しないか、信号

立ち上がり時間の補正を計算します。オシロスコープで測定した立ち上がり時間を入力す

るのは重要です。 

 

動作理論 
デスキューの動作理論 

デスキューとは、スクリーン上の波形データ・ポイントの時間を調整することです。 デスキ

ューでは、主としてプローブやケーブルによる伝達遅延を考慮して、スクリーンに表示され

た波形の時間を補正する処理を実行します。 

スキューを考える時、以下の重要な 2 つの要素を考慮しなければなりません。: 

 2 つのチャンネル間の相対的なスキュー 
 時間差ゼロの参照時間(トリガ・ポイント等)とのずれである絶対的スキュー 

 2 つのチャンネルが相対的に正しくデスキューされた状態とは、各チャンネル用に入力され

たデスキュー値間の誤差が、同時に発生する 2 つのチャンネルに適用されるエッジと一致す

るときです。あるチャンネルが絶対的な意味でデスキューされた状態とは、エッジがそのチ

ャンネルに適用されてスコープがそのエッジでトリガされ、さらにトリガ・スレッショール

ドとの交差がトリガ遅延で表れるとき、つまりスコープ・スクリーンでの時間参照の誤差が

ゼロになるときです。 

各プローブは他のどのプローブについてもデスキューされるように、一度に１つずつ参照値

を基準としてデスキューされます。 

TF-DSQ フィクスチャには、ステップ・ジェネレータが組み込まれています。 生成されたエ

ッジは、ケーブルからスコープ・チャンネルまたはフィクスチャが接続された外部入力へと

加えられます。 同時に、エッジはプローブ・パッドが付けられた伝送線路にも加えられます。 
プローブがプローブ・パッドに接続されると、フィクスチャのスコープとの接続部とプロー

ブが接続されたチャンネルにエッジが表れます。 通常、2 つのエッジ間には、フィクスチャ

とプローブのケーブル間の伝達遅延の違いに由来する時間的な誤差が存在します。 

デスキュー処理を実行する間、チャンネルまたはフィクスチャとの接続に使用する外部入力

のスコープ・トリガ、およびこのトリガとデスキューされるプローブ・チャンネルのエッジ



Operator's Manual 

 

TF-DSQ-OM-E RevA 18

までの時間が計算されます。 この時間がプローブにおけるスキュー時間になります。使用さ

れる他のすべてのプローブについて、この処理が繰り返されます。 

スコープの操作に関連して、多少のジレンマを感じる場合があります。それぞれのプローブ

がデスキューされると、そのチャンネルのために算出されたデスキュー時間の違いによって、

波形の時間にばらつきが生じるからです。 その結果、トリガの位置にずれが生じます。それ

は、トリガ・ポイントが、プローブ・チップにおけるエッジの時間にではなく、スコープの

トリガ回路で設定されたタイミングに基づいているからです。 スコープでは、すべてのチャ

ンネルのデスキュー補正値からトリガ・ソースとして使用しているチャンネルのデスキュー

補正値を差し引くことによって、この誤差に対応します。つまり、すべてのチャンネル間に

存在する相対的なデスキューの違いは維持しながら、トリガ・ソースとして使用するチャン

ネルにはゼロ・デスキュー補正を適用します。このトリガ補償のメカニズムはユーザからは

隠されています。 トリガをさらに調整したい場合や波形のすべてを移動する必要性がある場

合には、[Advanced]メニューの[Deskew All]値を使用して、すべてのトレースを同時に移動し

ます。 

以下に簡単な例を示します。 

システムでは 2 つのプローブを使用しています。 プローブはチャンネル 2 および 3 に接続

されています。 TF-DSQ フィクスチャはチャンネル 4 に接続されています。 スコープがチ

ャンネル 4 でトリガされているとき、エッジは以下のようになります。  
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プローブがデスキューされると、チャンネル 4(TF-DSQ フィクスチャが接続されている)とチ

ャンネル 2 との間の相対時間は 30 ps と計算されており、チャンネル 2 のスキュー値欄には

-30 ps が入力されています。同様に、チャンネル 4 とチャンネル 3 との間の時間は 40 ps と

計算されており、チャンネル 4 のスキュー値欄には-40 ps が入力されています。チャンネル

4 でトリガするときは、すべての相対的なエッジおよびトリガ・ポイントを調整するために、

チャンネル 2 を 30 ps、チャンネル 3 を 40 ps 進めます。 

チャンネル 2 でトリガするときには、これらの時間はすべて共通の 30 ps に調整されます。

したがって、チャンネル 2 には 30 ps が加算されデスキューは 0 になり、チャンネル 4 には

30 ps が加算されデスキューは-10 ps になります。 このすべての波形に対する 30 ps の加算

(または、遅延)が行われないと、エッジはすべて正しく調整されますが、チャンネル 2 のト

リガ位置は 30 ps ずれてしまいます。 そのため、こうしてすべての波形に 30 ps が加算され

おり、その結果トリガ・ポイントの位置が正しく維持されます。 

 

デスキュー・立ち上がり時間補正の動作理論 
立ち上がり時間を考慮したデスキュー値の調整が必要になる、2 つの状況が考えられます。 

1. 2 つのプローブを使用して相対時間を測定する場合に、各プローブの立ち上がり時間が

異なっている。 
2. 2 つのプローブを使用して相対時間を測定する場合に、各信号の立ち上がり時間が異な

っている。 
2 番目のケースについて理解できれば、1 番目のケースについても明らかになります。 

2 つのプローブを使用して測定を行うとき、それぞれが異なる立ち上がり時間を持っている、

ということがよくあります。 かなり低い帯域幅のプローブで済む測定を実行していて、同じ

プローブを 2 つ持たないような場合に、代わりに高速なプローブを使用したときなどにこう

した状況になります。 

プローブがデスキューされると、TF-DSQ の高速なエッジを活用することができます。 デス

キュー済みのプローブを使用していて、TF-DSQ フィクスチャによって供給された高速なエ

ッジの効果が確認できるときには、以下のような信号が表示されます。 
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上図では、緑のトレース・エッジは TF-DSQ フィクスチャによって実際に供給されたエッジ

表していますが、プローブおよびチャンネルの立ち上がり時間による制限のため、プローブ

のエッジは赤および青のトレースで表示されています。 これらのトレースは、デスキュー校

正が完了した時点では、50%交差ポイントに位置調整されて表示されます。 

ここで、プローブに同じ立ち上がり時間の信号が適用されているのに、デスキュー・フィク

スチャによって適用された立ち上がり時間とは異なる場合を考えてみます。 
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この例では、同じ立ち上がり時間の信号が適用されてはいても、それがデスキュー・フィク

スチャによって適用された立ち上がり時間と異なっているため、補償しない限りデスキュー

誤差が生成されることがわかります。 上図では、緑のトレースがプローブの実際の信号を表

しており、フィクスチャで採用されている立ち上がり時間の 2 倍を示しています。 赤と青の

トレースは、このエッジの元になったプローブおよびチャンネルにより捕捉されたトレース

を表しています。立ち上がり時間が異なるため、多少の誤差が見られます。 

これに対する解決方法としては、フィクスチャによってプローブに適用されるエッジの立ち

上がり時間を変更する方法が考えられますが、その設計は非常に難しいものとなります。 こ
の困難さに加えて、立ち上がり時間を変更するためには、あらかじめ実際の立ち上がり時間

を知ることができるか、または最初に立ち上がり時間を測定する必要があります。 

TF-DSQ フィクスチャでは、フィクスチャを使用した校正作業は一度だけ実行すればよい、

という設計方針に従う必要があるため、特殊な方法によってこの要件に対応しています。 ユ
ーザはプローブを回路に接続した後で、測定された信号の立ち上がり時間を入力するだけで

済みます。 スコープのソフトウェアによってデスキュー校正処理中に捕捉されたエッジが保

存されるため、実測された立ち上がり時間に達するまで、保存されたエッジをデジタル信号

処理に使用するさまざまなフィルタに適用します。 この時点で、ソフトウェアは 50%交差

ポイントにおける誤差を計算し、さらに適用する必要のあるスキュー補正も計算します。 こ
のような方法によって、再び校正を実行することなくデスキュー校正と立ち上がり時間を同

時に補償することができます。 

 

上図では、測定された立ち上がり時間を入力後に適用されたスキュー補正の結果、再調整さ

れて表示されるトレースを示しています。 
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 DC ゲイン校正の動作理論 
DC ゲイン校正では、2 つの定数値を波形に適用することによって、不正確な電圧測定を補正

します。2 つの定数とは、乗算的に適用されるゲイン、および加算的に適用されるオフセッ

トです。このゲイン補正およびオフセット補正は、感度(volts/devision を選択)またはオフセ

ット・コントロールによって決定されるチャンネル・ゲインとは区別して理解することが重

要です。 感度およびオフセットのコントロールでは、フロント・エンド増幅器のゲインとオ

フセットの絶対値を変化させますが、誤差を補正することはできません。ズームにおける垂

直ゲインおよびオフセットのコントロールについても同じことが言えます。 この事実を視覚

的に確認するには、まず波形上のポイントにカーソルを置き、電圧を調べます。 次に、volts/div
またはオフセットを調整するか、ズームのゲイン、オフセットを調整します。スクリーン上

の波形のサイズには影響が表れますが、カーソル位置の電圧には変化がないことがわかりま

す。DC ゲイン校正によってゲインおよびオフセットの補正が適用されると、以下の公式に

従って、計測された電圧が変化します。 

 
上記の式で、V は校正に先立って測定された電圧です。 

プローブはスコープの固定されたゲイン設定ごとに校正されます。つまり、1 目盛りあたり

10、20、50、100、200、500 mV および 1V という設定のそれぞれについて校正されます。 そ
れぞれのレンジについて、固有のゲインとオフセットが算出されます。 

プローブの校正は、5 つの DC レベルを利用して実行されます。 この DC レベルは、電圧が

スクリーン上の垂直の目盛りで -3、-1.5、0、1.5 および 3 の位置に表れるように調整されま

す。最適にフィッティングされる直線が計算され、この直線に合わせて正確に電圧が計測で

きるゲインとオフセットの値も計算されます。 各レンジに対応したゲインおよびオフセット

が、ゲインとオフセットのフィールドに表示される補正値となります。 

いかなる場合も、プローブに実際適用されている DC レベルは、プローブ・ポイントに近い

場所に配置されたフィクスチャの ADC で測定されます。 こうして、プローブ・チップにお

ける絶対電圧を正確に知ることができるため、DC プローブの負荷効果を考慮した校正が可

能になります。 

シングルエンド・プローブの場合は、V+プローブ・パッドに適用された DC レベルは、スコ

ープ・スクリーンの該当するグリッド位置で表示される電圧と同じになります。差動プロー

ブの場合は、少し異なる扱いがされます。 この場合には、V+チップに適用された電圧は、

コモン・モード電圧フィールドに指定した電圧にスコープ・スクリーンで指定した電圧の半

分を足した値になります。V-チップに適用された電圧は、コモン・モード電圧から指定した

電圧の半分を引いた値になります。以上のように、プローブでは指定したコモン・モード電

圧の影響を受け、プローブで計測される差動電圧はコモン・モード電圧の効果を考慮した校

正がされます。 

 

プローブの基本 
差動プローブおよびシングルエンド・プローブの基本 

差動プローブおよびシングルエンド・プローブに関する説明には、理解しにくい部分があり

ます。それぞれの校正について理解するために、知っておくべき動作特性があります。 

シングルエンド・プローブには、プローブ・チップとグランド接続リードがあります。 通常、

グランド・リードは同軸ケーブルの外部導体に接続され、それが直接スコープのグランドに

接続されます。 プローブ・ポイントは、通常は内部導体に接続されます。 グランド接続は、

本来スコープ・グランドに対しては 0Ωで接続され、プローブ・チップはグランドに対して

指定されたインピーダンスを持ちます。 プローブ以外でも、シングルエンドの測定では 50
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Ωのケーブルがよく使用されます。 この場合、外部導体はスコープのグランドを回路のグラ

ンドに接続し、ケーブルはスコープで 50Ωにターミネートされ、導体がすべての周波数で

50Ωに見えるようにします。 

シングルエンド・プローブによる測定では、スコープはプローブ・チップとグランド間の差

分を測定します。 グランドは電圧ゼロと考えられるので、プローブ・チップで測定される電

圧は絶対電圧であるとみなすことができます。 

差動プローブには 2 つのプローブ・チップがあり、グランド接続用リードはオプションにな

ります。 グランド接続リードは、接続しない場合が多く見られます(これについては後述)。 
各プローブ・チップは回路の 2 つの差動信号に接続されます。プローブは 2 つのプローブ・

ポイント間の差分のみを測定し、実際に存在する電圧の絶対値は関知しません。 実際には、

差動プローブには 2 つのプローブ・ポイント間の差分そのものについて制限があるだけでな

く、絶対電圧に関連した制限もあります。 この絶対電圧はスコープのグランドを参照します。 
そのため、プローブのグランド・リードを回路のグランドに接続して、スコープと回路のグ

ランドを同じにするために使用する場合があります。 これは、回路がグランドされていない

場合にのみ使用される場合が多く、回路のグランドはグランド接続の状態によって、任意の

電圧に自由に変動してしまいます。 

そのため、差動プローブはプローブ・チップ間の電圧の差分だけを測定するという事実にも

関わらず、その精度は絶対電圧によって左右されてしまうことがあります。 

差動信号は高速な信号でよく使用されています。 差動信号のシステムでは、2 つのワイヤを

使用して信号を伝送します。 信号は正反対の位相を持つ場合が多く、その場合、電圧ゼロを

境に振幅しています。 これらの信号には、しばしば共通したオフセットまたはバイアスが存

在します。 その場合、各信号に適用された共通オフセット値はコモン・モード(同相)信号成

分と呼ばれ、各信号の差分は差動モード信号成分と呼ばれます。 一般的には、差動信号には、

実際に伝送された信号の情報が含まれており、コモン・モード信号は ECL ゲートのバイアス

など、他の物理的要因によって発生します。 理想的な状況では、差動プローブは差動モード

信号のみを受信します。 実際の測定においては、プローブはコモン・モード信号を可能な限

り排除しようとします。  差動プローブのコモン・モード信号を排除する能力は、

CMPR(common mode rejection ratio)で表します。 

本来差動プローブは差動信号を測定するものではありますが、コモン・モード信号の測定に

も使用することができます。 その場合、V-チップはグランドに接続し、プローブはチップ間

の差を測定し続けます。 これは、グランドに関する問題を特定するために役立つ方法です。 

差動システムの電圧は、以下に示す図と式によって説明することができます。 
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動作環境 
本製品を使用する前に、動作環境が次の条件の範囲内に維持されていることを確認してくだ

さい。 

 温度： 5～40 ℃ 
 湿度： ≤ 80% RH (結露なし). 
 高度： 最大 2000m 

安全上のご注意 

 注意 

人体への危害を防止し、製品の損傷および製品に接続された他の製品の損傷を避けるために、

安全に関する次の注意事項を守ってください。 

 使用目的から外れた使用をしないでください。アクセサリはレクロイのオシロスコー

プと共に使用します。アクセサリの使用および接続先のオシロスコープは、必ず指定

された方法で使用してください。そうしないと、保護機構が損傷する可能性がありま

す。 
 正しい接続と取り外しを行ってください。過度の屈曲によるダメージを避けてくださ

い。 
 湿度の高い場所や爆発の可能性のある環境でアクセサリを使用しないでください。 
 屋内でのみ使用してください。本製品は屋内での使用を想定しています。清潔で乾燥

した場所で使用してください。 
 故障した状態で使用しないでください。部品が損傷した状態で本製品を使用しないで

ください。資格のあるエンジニアに修理を依頼する必要があります。 
 清潔で乾燥した状態で使用してください。 

 

安全規格 
CE 適合 

CE 適合宣言 
本オシロスコープは EMC Directive 2004/108/EEC for Electromagnetic Compatibility および Low 
Voltage Directive 2006/95/EEC for Product Safety の要求事項に適合します。 

 

EMC 指令： 
 EN 61326-1:2006 
 測定、制御、および実験のために使用する電気機器のための EMC 要求事項 

電磁放射： 
 EN 55011/A2:2002, 放射性および伝導性エミッション (Class A)* 

電磁イミュニティ 
 EN 61000-4-2:2001  静電放電 

（4 kV 接触、8 kV 気中、4 kV 垂直/水平結合プレーン） 

 EN 61000-4-3:2006 RF 誘導電磁界 
(3 V/m, 80-1000 MHz; 3 V/m, 1400 MHz - 2 GHz; 1 V/m, 2 GHz - 2.7 GHz) 
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本製品は Class A 製品です。国内環境においては、本製品が無線妨害を発生させる可能性が

あり、状況によりユーザーに適切な対策を講じることが求められる場合があります。 

安全規格： 
EN 61010-031:2002 

測定、制御、および実験に使用するための電気的装置に対する安全要求事項。 

Part 031:ハンドヘルド製品に関する要求条項 

 


