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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。 

シンボル 
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、プローブとアクセサリまたはこのマニュア
ルに記載されています。 

警告：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警告：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 
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。 

プローブ本体と出力ケーブルを測定中の回路に近づけないでください：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目的としています。 

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 

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。もし部品に破損が生じた場合
は即座に操作を中止し、不用意な使用からプローブを保護してください。  
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動作環境 
アクセサリは室内使用を前提としており、清浄で乾燥した環境下で御使用ください。この製品を使用する
前に、動作環境が以下の条件に維持されているかをご確認ください： 

温度：5～40℃ 

湿度：温度が摂氏 31℃までは最大相対湿度 80%、40℃で相対湿度 50%まで直線的に低下 

高度：最大 10,000 フィート(3,048m) 

プローブの取り扱い 
DH シリーズの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センシティブ: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。 

 

仕様 
プローブの完全な仕様については、当社ウェブサイトの差動広帯域プローブ製品ページを参照してくださ
い。 

teledynelecroy.com/probes 

メモ：仕様は予告無く変更される場合があります。 
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はじめに 
Teledyne LeCroy の DH シリーズ差動プローブは、シリアル・インタフェースのデバッグから DDR メモ
リ・システムの検証まで、あらゆる高速プロービング要件に対応する帯域幅、入力範囲、オフセット機能
の組み合わせを提供します。 

DH シリーズ・プローブは、優れた負荷特性を提供し、カスタムの「細やかに調整された」周波数応答で
校正されています。超低負荷でフラットな周波数特性により、正確な測定を実現します。 

2 つの 30GHz ソルダイン・チップは、汎用アプリケーション用の 3.5Vpp 入力レンジと、格別な低ノイズ
の高感度のどちらかを選択することができます。また、長さ 1m、16GHz の Hi-Temp（高温度）チップ
と、ミックスドシグナル・プローブチップを接続するための QuickLink アダプタも用意されています。 

各 DH シリーズ・プローブは、主に、所望のインタフェースと帯域幅のアンプ、標準プローブアクセサリ
のセットで構成されています（p.8 に記載）。チップはすべてオプションとして購入します。同じソルダ
イン、Hi-Temp、QuickLink チップは、すべての DH シリーズのプローブと互換性があり、シリーズ内の
どのプローブとも交換できるため、実験室での究極の柔軟性を実現します。 

DH シリーズの各チップは、ボード上に自分のデータを持っており、オシロスコープのソフトウェアは、
自動的に正しいチップのタイプを選択し、その効果を正確に補正します。その結果、優れた信号忠実度と
使いやすさを実現しています。 

  



DHシリーズ差動広帯域プローブ（8GHz～30GHz） 

4          EAR99 technology subject to restrictions on copyrights page. 

差動広帯域プローブファミリー 
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DH08-PB2プローブ 
DH08-PB2 プローブは、新しい ProBus2 インタフェースを搭載した 8GHz 帯域プローブで、従来の
ProBus または ProBus2 インタフェースを搭載した 8GHz 以上の Teledyne LeCroy オシロスコープと互換
性があります。プローブは、LPA-PB2 アダプタを追加することで、ProLink インタフェースのオシロスコ
ープに接続することができます。 

DHxx-PLプローブ 
8、13、16、20GHz の帯域幅で提供される DHxx-PL プローブは、ProLink インタ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。L2.92A-LINK アダプタを追加することで、
2.92mm のインタフェースを持つオシロスコープにプローブを接続することができます。 

DHxx-2.92MMプローブ 
DHxx-2.92MM プローブは、2.92MM インタフェースを搭載した Teledyne LeCroy オシロスコープ用に設
計された 25 または 30GHz 帯域幅のプローブです。LPA-2.92MM アダプタを追加することで、ProLink
インタフェースを搭載したオシロスコープに接続して、最大 20GHz の帯域幅で動作させることが可能に
なります。 

差動広帯域プローブアンプと標準アクセサリ 
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アンプ 
アンプはプローブの基礎となるものです。異なるオシロスコープ・インタフェース用に 3 つの構成で提供
されます：ProBus、ProLink、2.92mm。アンプはオシロスコープから電源を供給さると、接続されたチッ
プと自身の識別特性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値に設定され、表示される信号を補正してチップの影響を補正することができます。 

ソルダイン・チップ（DH-SI、DH-SI-HS) 
ソルダイン・チップは、手持ちでのブラウジングは出来ませんが、可能な限り最高の性能を提供します。
チップには、フレキシブルな伝送路にトリミングされた２つの小さな減衰（ダンピング）抵抗が取付け済
みで、アンプ部に勘合するコネクタで終端されています。抵抗器は、テスト対象回路の接続点に直接はん
だ付けされ、信頼性の高い接続を実現します。抵抗の長さは短く、このチップは信号忠実度を最大限に高
め、高周波での回路負荷を最小限に抑えることができます。 

標準の DH-SI チップは、汎用プロービング用に 3.5Vpp の入力レンジを提供しています。高感度の DH-
SI-HS チップは、2Vpp の入力レンジでノイズが非常に少ないのが特徴です。どちらのチップも（適切な
プローブを使用した場合）最大 30GHz の帯域幅を提供します。 

DH-SIおよび DH-SI-HS 

Hi-Temp（高温度）チップ(DH-HITEMP) 
Hi-Temp チップ（DH-HITEMP）は、差動アンプを通常は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されます。温度が-40℃から+125℃までの範囲の温度試験に最適で
す。1m 長のソルダイン・リードは、恒温槽へのアクセスを可能にしながら、テスト対象回路への簡単で
堅牢な接続を提供します。Hi-Temp チップは、最大 16GHz の帯域幅、優れた信号忠実度、優れたノイズ
性能を実現し、あらゆる DH プローブに使用することができます。 

ＤＨ-ＨＩＴＥＭＰ 
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QuickLinkアダプタ(DH-QL) 
QuickLink プローブアダプタ（DH-QL、p.31）を使用すると、低コストの 8GHz QuickLink ソルダイン・
チップ（QL-SI）を DH アンプに接続することができます。QL-SI チップは、デジタル信号入力用の
HDA125 デジタル・アナライザと併用出来、同じプロービング・ポイントのアナログ信号入力用の DH ア
ンプにつなぎ替えて使用することができます。アダプタは単品でも購入できますが、QL-SI チップ 3 本と
のセット（DH-QL-3SI）でも購入することができます。交換用の QL-SI チップも別途購入可能です。 

ポジショナ・チップ/ブラウザ（DH-PT） 
ポジショナ・チップ（ブラウザ）は、手持ちブラウザとして、あるいはハンズフリー・マウントを使い一
定のテストポイントへ繰り返しプロービング可能な簡便な方法として、様々なプロービング・ポイントへ
の素早いアクセスと高性能を兼ね揃えています。 

DH-PT およびハンズフリー・マウント 
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表 1：DHシリーズ プローブアクセサリ一覧 
部品 DH08-PB2 DHxx-PL DHxx-2.92MM 
ProBus2アンプ 1   
ProLinkアンプ  1  
2.92mmアンプ   1 
標準アクサセリ 
グランドリード 1 1 1 
グランド・クリップ 1 1 1 
フリーハンド・プローブホルダー 1 1 1 
PCF200プローブ・デスキュー・フィクスチャ 1 1 1 
保護収納ケースとプラスチック収納トレイを含むデラックス・ソフト・
キャリングケース 

1 1 1 

オペレーターズ・マニュアル 1 1 1 
アクセサリ情報シート 1 1 1 
校正証明書 1 1 1 
オプション・アクサせり 
LPA-PB2 ProBus to ProLinkアダプタ 1   
L2.92A-Plink ProLink to 2.92mmアダプタ  1  
LPA-2.92MM 2.92mm to ProLinkアダプタ   1 
DH-SIおよびDH-SI-HS用ソルダイン・チップおよび、 1 1 1 

SIチップ用スペア・ダンピング抵抗器 8 8 8 
DH-HITEMPチップ 1 1 1 
SIチップ用スペア・ダンピング抵抗器 8 8 8 
DH-QL QuickLinkアダプタ（チップ無し） 1 1 1 
DH-QL-3SI QuickLinkアダプタ（キット）および、 1 1 1 

QL-SIチップ 3 3 3 
  DH-PT ポジショナ・チップ（キット）および、 1 1 1 
   ハンズフリー・マウント 1 1 1 
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プローブのセットアップ 
アダプタのオシロスコープへの接続 
LPA-PB2 ProBus to ProLinkアダプタ 

このアダプタを使用すると、DH08-PB2 プローブを
WaveMaster/SDA/DDA 8 Zi ファミリなどの ProLink インタフェースを
搭載したオシロスコープに接続することができます。 

カチッと音がするまでアダプタを ProLink インタフェースに押し付けてか
ら、ネジを指でしっかりと締め付けます。プローブのコネクタ・ボックス
をアダプタの ProBus 入力に取り付けます。 

 

 

 

L2.92A-Plink 2.92 mm to ProLink プローブアダプタ 
このアダプタを使用すると、DHxx-PL プローブを LabMaster 10Zi ファミ
リなどの 2.92mm インタフェースのオシロスコープに接続することができ
ます。 

まず、アダプタをプローブ・コネクタ・ヘッドに装着してから、アダプタ
の LEMO プラグと信号リードをオシロスコープ・チャンネルの LEMO と
2.92mm のインタフェースに取り付けます。 
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LPA-2.92MM ProLink to 2.92mm プローブアダプタ 
このアダプタは、DHxx-2.92MM プローブを、WaveMaster/SDA/DDA 
8Zi ファミリなどの ProLink インタフェースを搭載したオシロスコープに
接続するためのシンプルで効果的な方法を提供します。 

カチッと音がするまでアダプタを ProLink インタフェースに押し付けてか
ら、ネジを指でしっかりと締め付けます。プローブの LEMO プラグと信
号リード線をアダプタの LEMO および 2.92mm インタフェースに接続し
ます。 

 

 

 

アンプをオシロスコープに接続する 
DH08-PB2 
アンプのコネクタ・ボックスをオシロスコープの入力インタフェ
ースに向きを合わせて押し込んでください。コネクタがインタフ
ェースに勘合すると、クリック音が聞こえます。コネクタ・ボッ
クス上部のロックレバーを右（ロック）位置に切り替えます。 

プローブを取り外す前に、ロックレバーを左（Unlocked）に戻し
て、コネクタ・ボックスのロックを必ず解除してください。 

 

 

DHxx-PL 
アンプのコネクタ・ボックスをオシロスコープの入力インタフェ
ースに向きを合わせて押し込んでください。コネクタがインタフ
ェースに勘合すると、クリック音が聞こえます。コネクタ・ボッ
クスを機器に固定するには、手回しネジを使用します。ネジを締
めすぎないでください。 

ネジを緩めてコネクタを機器から外し、カチッと音がするまで軽
く引っ張りながら上下に動かします。このクリック音は、コネク
タ・ボックスが機器から取り外されたことを示します。 

  



オペレーターズ・マニュアル 

EAR99 technology subject to restrictions on copyrights page.         11 

DHxx-2.92MM 
適切なトルクレンチを使用して、アンプのコネクタ・ボックスからオ
シロスコープの 2.92mm チャンネル入力に 2.92mm ケーブルを接続
します。 

DH-xx-2.92mm には、電源と通信用の LEMO プラグが付属していま
す。2.92mm 信号インタフェースの隣にある LEMO インタフェース
に接続します。LEMO のプラグを取り外すには、ローレット部分を
引き戻してコネクタのロックを解除してから引き抜きます。 

 

 

チップをアンプに接続する 
チップをアンプに接続するには、チップのラベルがアンプのラベルと同じ側になるようにチップを配置し
てから、コネクタのピンをアンプの受け側に押し込むだけです。 

 

SI/HITEMPチップ（上）と QL-SIチップ（下）の接続 
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ソルダイン・チップを使う 
DH-SI および DH-SI-HS チップには、2 つの事前取り付けされた抵抗器が付属しており、テスト対象の基
板のパターンまたはパッドのテストポイントに半田付けすることを意図しています。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。 

入力は、チップ上の小さな＋マークと、チップリードの対応する側の白いマーカーで示されます。－入力
に対して＋入力に正の電圧が印加された場合、オシロスコープのトレースはスクリーンの上方に動きま
す。 

プローブの高周波性能を維持するために、チップを接続する際には注意してください。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。余分なリード線などで信号経路を延長すると、プローブの性能に悪影響を
及ぼします。 

チップをボードにつなげる 
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ーを適切なテストポイントに取り付けます。
SI チップは、抵抗器側を PCB 面から離すように配置する必要があります。 

メモ：可能であれば、チップの先端と PCB 面の間に 45°の角度を維持してください。これにより、高周
波信号での信号忠実度の性能が向上します。 

先端を適切に曲げることで、より一貫した応答が得られます。目標は、抵抗器本体を平行にし、必要に応
じて先端を曲げてテストボードのトレース上に固定することです。真っ直ぐから約 60°の角度で中心に向
かって曲げ、できるだけ抵抗器本体同志を近づけてから、先端を中点から外に向け互いに平行になるよう
に曲げます(p.13)。PCB にはんだ付けする前に、先端の間隔が適切であることを確認するための最終チェ
ックを行ってください。 

注意：小型の抵抗器は、プローブの重さに耐えられるほど頑丈ではありません。プローブ先端を支
持するために、ホットグルーなどの機械的な取り付け手段を使用してください。 

SI チップを使用する際には、プローブアンプを保持するためにポジショ
ニング・ツールを使用することをお勧めします。フリーハンド・プロー
ブホルダーは、HD プローブの標準付属品として提供されています。ア
ンプ重量の大部分を支えながら、プローブ先端に安定した加重を維持
し、被測定回路との接触損失を防ぐように設計されています。 
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通常、SI チップの性能はアンプの位置に影響されません。それはまっすぐに直立させるか、または斜めに
取付けることができます。ただし、アンプを基板と平行に実装する必要がある場合は、＋入力を上向きに
したときに最大の性能が得られます。 

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。 

SI チップのダンピング抵抗交換 
外部のダンピング抵抗器は機械的ストレスを受けるため、適切なストレス解消のための予防措置を講じて
いても、定期的に交換が必要になる場合があります。交換用ダンピング抵抗は、プローブに付属してお
り、正確なリード長にカットされています。 

細いコテ先の半田コテを使って、長いはんだパッドから古い抵抗器の先端と残りのはんだを取り除きま
す。表面実装抵抗のはんだを取り除かないように注意してください。新しいダンピング抵抗をパッドに取
り付ける際には、半田の使用量が多すぎないようにしてください。抵抗器のリード線の長さと PCB エッ
ジとの離間を確認してください。 

抵抗器～PCBエッジの離間 抵抗器リード線長 
0.050～0.025（インチ） 0.090+0.000/-0.010(インチ) 
1.270～0.635（mm） 2.286+0.000/-0.254(mm) 
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QuickLinkプローブアダプタと QL-SIチップの使用 
QL-SI チップを他の SI チップと同様に取り付けます。QL-SI チップを基板にはんだ付けした後、チップヘ
ッドをアンプから引き抜いてデジタル・リードセット・ポッドに差し込むことで、DH プローブから
HDA125 高速デジタル・アナライザに繋ぎ替えることができます。 

Hi-Tempチップを使う 
Hi-Temp チップは、SI チップと同じようにアンプに取り付けてテストボードにハンダ付けすることがで
きます。 
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ポジショナ・チップ（ブラウザ）を使う 
ポジショナ・チップ（DH-PT）は非常に軽量コンパクトです。これはテストポイントが集中している場所
や、プローブを取り付けるための空間が限られている場所をプロービングするための、オールラウンドで
優れたブラウジング・ソリューションです。 

チップの調整 

手持ちブラウザとして DH-PTを使う 

チップを調整する前に、ポジショナのチップリードを DH シリーズアンプに接続します。 

ホイールを回転させて、先端の間隔を最大 3.5mm（0.14 インチ）に調整します。ホイールは、どちらの方
向にも回転しすぎないように確実に停止するように出来ています。 

チップ先端はポゴピンになっており、Z 軸方向に 0.6mm のストロークがあります。 これは、混雑したエ
リアで測定を行うために複数の DH-PT が必要であり、チップをテスト対象のボードに対して斜めに取り
付ける必要があるアプリケーションの場合に役立ちます。 

注意：チップが破損する可能性があるため、チップに過度の横方向の圧力をかけないでくださ
い。チップを使用して回路をこすらないでください。チップが破損した場合は、ソケットで交換
できます。 
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ポジショナをハンズフリーで使う 
DH-PT をハンズフリーで使用するには： 

1. DH-PT のリードを通してから、本体をハンズフリー・マウントのヘッドにスライドさせ差し込み
ます。 

2. 必要に応じて、側面のサムホイールを回転させて先端の間隔を調整します。 

3. DH-PT をボードに向かって傾けて、先端を支えるのに十分な「A」の字状の形にします。 

4. マウント内の DH-PT を回転させて、適切なプロービング・ポイントに接触させます。 

ハンズフリー使用のための DH-PTの装着 

ボード上の DH-PTセット。チップ間隔を調整するためにホイールを回します。 
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プローブ操作 
プローブ負荷と周波数応答 
Teledyne LeCroy プローブは、システム（プローブとテストフィクスチャ）の周波数応答を測定するため
にネットワーク・アナライザを使用して工場で校正されます。テストフィクスチャは、Teledyne LeCroy
の Eye Doctor ツールを使用して測定からディエンベッドされるため、残りの周波数特性は、テスト信号と
テスト回路上のプローブ負荷の組み合わせによるものです。次に、これらの残りの回路素子についてシス
テム周波数応答が計算されます。 

キャリブレーション中、各プローブアンプと各チップには、応答特性ファイルが作成され、ボード上に保
存されます。プローブを Teledyne LeCroy オシロスコープに接続すると、オンボードの応答特性ファイル
がオシロスコープに読み込まれ、オシロスコープとプローブが接続されているチャンネルに最適化された
チップ＋プローブ＋オシロスコープのレスポンスが作成されます。応答はオシロスコープのチャンネルと
同じです。 

あとは、回路からプローブ負荷をディエンベッドするだけです。Teledyne LeCroy プローブのインピーダ
ンスは、通過帯域全体で非常に高いため、多くの場合これは不要です。プローブ負荷をディエンベッドす
るには該当部分の適切な等価回路モデルを使用し、必要に応じて Teledyne LeCroy の Eye Doctor ツール
を使用します。また、Teledyne LeCroy の Virtual Probe ソフトウェアを使用して、サポートされているチ
ップのリストから選択することもできます。選択すると、チップの等価回路モデルから導いた対応する S
パラメータファイルが適用されます。 

プローブの接地 
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。 

グランドリードのプラグをアンプ本体側面の差し込み口に接続
し、グランドリードの先端を DUT に接続します。 

フローティング・デバイスでは、グランドリードを 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。 
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注意：通常フローティング出力を持つ、実験ベンチの電源から電源供給を受けるような、フロ
ーティング回路のテストの場合には、必ずグランドリード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。 

ほとんどの場合、信号のコモンモード部分が主に低周波で構成されている場合、プローブを DUT グラン
ドに接続する必要はありません。これにより、グランド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。 

ダイナミックレンジ 
プローブのゲインと減衰量は、オシロスコープの垂直スケールの設定を調整するか、チップを交換するこ
とで変更することができます。システムの減衰量は、使用するチップと垂直スケールによって約 1.7～6.8
の範囲になります。各プローブの実際の減衰量は、プローブをオシロスコープに接続すると表示されるプ
ローブダイアログに表示されます（p.19）。 

DH シリーズのプローブは常に DC 結合されています（AC 結合はありません）。したがって、コモンモ
ードの範囲を超えないように注意が必要です(p.35 参照)。コモンモード信号はプローブによって除去され
表示されないため、コモンモード成分の振幅の変化はユーザーには明らかではありません。コモンモード
範囲を超えると、プローブの出力信号に歪みが生じることがあります。 

オフセット 
DH シリーズ・プローブのオフセット回路は、プローブアンプに内蔵されています。これにより、プロー
ブは垂直方向の全範囲にわたって完全なオフセット機能を持っています。DH シリーズ・プローブを
Teledyne LeCroy WaveMaster 8Zi-B または ProLink または 2.92mm インタフェースを搭載した同様のオ
シロスコープで使用する場合、プローブ・オフセットは、オシロスコープの垂直オフセット・ノブまたは
V/div 設定を使用して制御されます。 
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オシロスコープからのプローブ制御 
プローブを使用する前に 

 オシロスコープの Windows アップデートが最新であることを確認してください。 

 X-StreamDSO オシロスコープの最新ファームウェアをダウンロードしてインストールします。 

垂直方向の応答を制御する 
プローブを MAUI オシロスコープに接続すると、オシロスコープはプローブを認識し、それぞれのチャン
ネル(Cn)ダイアログを開きます。このダイアログを使って、オシロスコープで直接制御される V/div、
Offset、Coupling を設定することができます。チャンネルダイアログの垂直コントロールの具体的な操作
方法については、オシロスコープの取扱説明書を参照してください。 

装着されているアンプのモデルに対応するタブを持つチャンネルダイアログ。 

Cn ダイアログの後ろには、プローブの操作ダイアログがあります。アンプのモデルの他に、ダイアログ
タブには以下が表示されます： 

オシロスコープに A と B の両方の入力がある場合、どちらの入力にアンプが接続されているかを確認しま
す。 

アンプにチップが付いていない場合は”No Tip”と表示されます。 

ブロー部が完全に接続されていると、Attributes 欄にはプローブの全属性、接続されているチップモデ
ル、チップのシリアル番号、アンプ帯域、減衰比と入力抵抗が表示されます。 

プローブを完全に接続した後のプローブダイアログ 
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Power Onチェックボックスは、プローブの動作状態を制御します。これをチェックすると、プローブに
電源が供給され、アクイジションが開始されます；選択解除すると、プローブを”電源オフ”します。 

自動カラーID 
アンプに内蔵された自動カラーID LED は、プローブが接続されているチャンネルの色で点灯します。ア
プリケーションによっては、プローブダイアログの LED Active チェックボックスの選択を解除して、プ
ローブの自動カラーID をオフにすることが望ましい場合があります。 

AutoZero 
Auto Zero は、アンプにおける熱の影響から自然に発生する DC オフセットドリフトを補正します。プロ
ーブには、自動ゼロ調整機能が組み込まれており、測定精度を向上させるためにプローブのアンプ出力か
ら DC オフセットを除去します。プローブがウォームアップした後、必ず Auto Zero を実行してください
（推奨ウォームアップ時間は 20 分です）。 

Auto Zeroを実行するには、Probe ダイアログのオートゼロコントロールをタッチします。 

警告：Auto Zero の前に回路からプローブを外すか、測定する信号の DC 成分をゼロにします。 

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。プローブをオシロスコープから取り外して再接続した場合は、適切なウォームア
ップ時間の後に再度 Auto Zero を行います。 

コモンモード電圧 
動作中は、入力のコモンモード電圧を表示します。Refresh ボタンをクリックして、コモンモード電圧値
を更新します。 
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デスキュー 
プローブ特性評価フィクスチャー（PCF200）は、DH シリーズのプラットフォーム/ケーブルアセンブリ
と一緒に標準付属品として提供されます。フィクスチャは、プローブ/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することができます。 

メモ：フィクスチャには固有の立ち上がり時間が約 70ps であるという制限があります。非常に高い周波
数の信号のデスキューには、このフィクスチャが提供できるよりも速い立ち上がり時間が必要になる場合
があります。この場合、いずれかの信号を基準点として使用し、他の信号をすべて基準信号にデスキュー
します。 

必要機器 
 PCF200 

 50Ω終端 

 すべてのはんだ付けリード 

メモ：あるいは、LPA-K-A アダプタと SMA ケーブルを
使用して、PCF200 を利用可能なオシロスコープの 50Ω
入力に終端することもできます。 

 
 

 
PCF200への接続 
PCF200 の黒いプラスチック製のタブを押してクランプを開き、抵抗の先端をクランプの下に置き、＋側
が中央のマイクロストリップに、-側がグランドプレーンに接触するようにします。ワイヤーをしっかりと
固定するようにクランプから手を放します。 

ソルダイン・チップを PCF200に接続する 
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デスキュー手順 
1. オシロスコープを最低 20 分ウォーミングアップします。 

2. 測定に使用するプローブチップの記載のある側の信号パスを使って PCF200 をオシロスコープの
Fast Edge 出力に接続します： 

ヒント：各プローブのデスキューに同じチップを使用しているのであれば、チップの種類は関係あ
りません。いくつかのオシロスコープモデルでは、Fast Edge 信号は Aux Out コネクタ経由で出力
されます。Utilities> Utilities Setup を選択し Aux Output ダイアログを開き、Fast Edge に出力を
設定します。 

3. フィクスチャの指定領域を使用して、プローブをシングルエンド構成で電気的に接続します： 

4. プローブチップのプラス記号で示されている正極側を信号トレース（2 本の白い帯に挟まれたライ
ン）に接続します。 

5. 負極側をグランドプレーンに接続します（白い帯の外側） 

6. 反射を最小化するために、50Ω終端を使用している信号パスのエンドに装着します。 

7. プローブのケーブルを C1 に接続します。 

8. オシロスコープのトリガ・タイプを”Edge”、トリガソースを”Fast Edge”、タイムベースを
10ns/div、遅延をゼロに設定します。捕捉を開始します。 

適切に設定されたら、オシロスコープの画面は以下の様になるはずです。もし、プローブによる伝
搬遅延もオシロスコープ内部のチャンネルの伝搬遅延も無ければ 50%トリガ・レベルはオシロス
コープのグリッド中央に来るはずです。目に見える遅延があれば、それは補正すべきスキューの量
を表します。 
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9. 50％立ち上がりエッジポイントがグリッドの中心になるように C1 デスキュー値を調整します： 

10. C1 設定ダイアログから、Sinx/x(または 5pt Sinx/x) Interpolation を有効にし、Averaging を
50sweep にします。 

11. Deskew 値を調整して、トレースの立ち上がりエッジをグリッドの中央に移動します。 

12. タイムベースを約 20ps/div に減らし、以下の図に示すように 50％立ち上がりエッジポイントがグ
リッドの中心になるようにデスキュー値を調整します： 

13. この手順を同じプローブ TIP を使用した各プローブに対して繰り返します。 

メモ：次のプローブをデスキューする前に、Averaging を１sweep に、Sinx/x Interpolation をオフに戻し
ておきます。 
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お手入れとメンテナンス 
クリーニング 
プローブとケーブルの外側は、水で湿らせた柔らかい布でクリーニングしてください。研磨剤や強力な洗
剤などの溶剤を使用すると、プローブの外装を傷めることがあります。 

プローブケースは密閉されていないので、絶対に液体に浸さないでください。 

サービス・オプション 
欠陥のあるプローブまたはプローブチップモジュールは、Teledyne LeCroy のサービス施設に返送して診
断、修理または交換していただく必要があります。保証期間中の不良品は、Teledyne LeCroy の判断で修
理または交換される場合があります。 

メモ：精度を保証するためには、アンプを工場に戻してリードを付けて校正する必要があります。
Teledyne LeCroy DH プローブには、以下のサービス・オプションがあります。 

表２：DHプローブ・サービス・オプション 
サービス・オプション 製品コード 

3年保証 DHxx-W3 

5年保証 DHxx-W5 

3年間の年次NIST校正 DHxx-C3 

5年間の年次NIST校正 DHxx-C5 

3年間の保証と年次NIST校正 DHxx-T3 

5年間の保証と年次NIST校正 DHxx-T5 

試験データ付きNISTトレーサブル校正 DHxx-CCNIST 
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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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オプションおよび交換部品 
以下の部品は、お近くの Teledyne LeCroy 販売代理店または Teledyne LeCroy サービスセンターに交換品
として個別に注文することができます。 

表 3：DHシリーズ・プローブ注文可能部品 
項目  製品コード 

標準ソルダイン・チップ  

 

DH-SI 

高感度ソルダイン・チップ  

 

DH-SI-HS 

予備のソルダイン・チップ抵抗器 

(数量.10） 

 

 

DH-SI-RESISTORS 

グランドリード(数量.4）  

 

PACC-LD005 

グランド・クリップ(数量.2）  

 

PK006-4 

プローブデスキュー治具  

 

PCF200 

フリーハンド・プローブホルダー  

 

PACC-MS006 
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項目  製品コード 

2.92mm to ProLinkアダプタ 

 

L2.92A-PLINK 

ProLink to 2.92mmアダプタ 

 

LPA-2.92MM 

Hi-Tempチップ 

 

ＤＨ-ＨＩＴＥＭＰ 

QuickLinkアダプタ・キット 

 

DH-QL-3SI 

QuickLinkアダプタ 

 

DH-QL 

QL-SIチップ 
(1または9チップパック) 

 

QL-SI-1PACK  
QL-SI-9PACK 
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ポジショナ・チップ・キット 

 

DH-PT 
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参考資料 
プローブ入力インピーダンスと負荷 
DH プローブは、高周波数での静電容量性リアクタンスによる負荷を最小限に抑えるように設計されてい
ます。ソルダイン・チップは、（インダクタンスを最小化するため）リード線長が非常に短いダンピング
抵抗器を回路にハンダ付けした構造を採用しています。これらのダンピング抵抗器は、リード上の特殊な
分布型抵抗器に接続されています。分布型抵抗器は、プローブシステムの固有の伝送損失を補償します。
その結果、インピーダンスが比較的高く、非常に幅広い周波数特性が得られます。 
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DH-SI および DH-HITEMP チップのインピーダンス 

DH-SI と DH-HITEMP チップの負荷 
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DH-SI-HS チップのインピーダンス 

DH-SI-HS チップの負荷 
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DH-QL-SI チップのインピーダンス 

DH-QL-SI チップの負荷 
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DH-PT チップのインピーダンス 

DH-PT チップの負荷 
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差動モード範囲とコモンモード範囲 
差動プローブは、+入力と-入力の間に現れる電圧差を検出します。この電圧は、ディファレンシャルモー
ドまたはノーマルモード電圧と呼ばれています。グランド基準の、両方の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： 

差動モードの範囲は、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。 

同相電圧範囲は、＋/－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
の範囲を超えると、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トされ、オ
シロスコープには表示されないため、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。 

差動増幅器の入力信号はグランド基準ではないため、Vpeakに対して Vpeak-peakの概念は混乱を招く可能性が
あります。グランドを基準とした信号では、Vpeakは、信号がグランドに対して持つ最大瞬時電圧振幅で
す。差動システムでは、グランド基準がありません。したがって、差動モード範囲とは、正入力と負入力
との間の信号差の瞬間最大振幅を指します。ほとんどのアンプには対称的なバイポーラ入力があるため、
一般的には絶対値で表され、どちらかの極性を持つことができます。 

例えば、差動モード範囲が±1V のアンプでは、入力間の電圧差が 1V の時点で最大となることを考えま
す。極性は、正または負のいずれかである可能性があります。ただし、これはその数値を 2 倍の 2V にす
ることを意味するものではありません。わかりやすくするために、差動モード範囲または±800mV、コモ
ンモード範囲±4Vの DH シリーズ・プローブの入力に印加される絶対電圧の次の表を考えてみましょ
う。 
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表４：最大電圧範囲 

Voltage on + input  
to ground 

Voltage on – input 
to ground 

差動電圧 コメント 

+1.5V +0.8V +0.7V OK:±800mVの範囲内 

-1.5V -0.8V -0.7V OK:±800mVの範囲内 

+0.8V -0.1V +0.9V 範囲外：±800mVを超える 

+1.0V -1.0V +2.0V 範囲外：±800mVを超える 

+6.5V +6.0V 0.5V コモンモード範囲±4Vを超える 

1.5Vpk-pksine グランド 0.75Vpeak OK:±800mVの範囲内 

一部の振幅は、Peak to Peak として仕様化されています。差動増幅器の peak-peak 範囲は、最大電圧振幅
信号が peak-peak 値の２分の１であるため、差動増幅器の peak-peak 範囲は、差動モードの peak 範囲仕様
の２倍（任意の瞬間）となります。 

バランスした差動システムでは、各出力の信号は他の入力の反転コピーになります。例えば、LVDS シス
テムは、一対の出力を有していてもよく、それぞれの出力は 0～＋370mV の電圧スイングを有していま
す。ロジック 1 は、+出力が+370mV、-出力が 0V のときに表わされます。ロジックゼロは逆の極性で、
+出力が 0V、-出力が+370mV の場合です。 

両方の出力が 370mV 振れても、任意の瞬間にそれらの間の最大差電圧は±370mVの範囲内であることに
注意してください。そのため、この信号は±４００ｍＶの差動モード範囲を持つ差動増幅器で測定するこ
とが出来ます。 

同相信号除去比（CMRR) 
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感知・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、両方の入力が同相信
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。マッチン
グには、DC 減衰比と AC 減衰比を決める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。 
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保証 
Teledyne LeCroy 社は、このオシロスコープ・アクセサリーを出荷日から 1 年間、仕様の範囲内で正常に
使用し、動作することを保証します。スペアパーツ、交換部品、修理は 90 日間保証されています。 

保証を受ける場合、Teledyne LeCroy は、保証期間内にカスタマーサービス部門または認定サービスセン
ターに返品されたアセンブリを修理または交換します。ただし、これは Teledyne LeCroy の検査により、
製造上または材料上の理由で製品に欠陥があると判断された場合に限り、その欠陥が誤用、放置、事故、
使用上の異常な状態、または認定されていないサービス施設が修理や改造を試みたことに起因する損傷で
はない場合に行われます。顧客はサービス工場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。 

この保証は、明示または黙示を問わず、特定の目的または使用に対する商品性、適合性または妥当性の黙
示的な保証を含むが、これに限定されないその他のすべての保証に優先します。 

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。 
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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。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 コンプライアンス 
EC適合宣言書－EMC 
本製品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。 

2. 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。 

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 LeCroy Europe 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/EU 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 

環境規格適合 
使用済み機器の取り扱い 

本プローブには廃電気電子機器に関する指令 2012/19 / EU（WEEE）が適用される欧州連
合の要件に準拠していることを示すこの記号が付いてます。 

本プローブ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) 
本プローブとその付属品は、2011/65 / EU RoHS2 指令に準拠しており、この指令のさらなる修正または
修正が含まれます。 
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