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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 
HVD シリーズの高電圧アクティブ差動プローブは、安全で使いやすく、グランドに対して高い基準電
位をもつパワーエレクトロニクス・アプリケーションに最適です。 

本プローブの特徴： 

 (最大 6kVrms の)高コモンモード環境下での差動電圧測定性能 

 幅広い周波数範囲で優れたコモンモード除去率（CMRR）を実現 

 広い差動電圧範囲 

 高いオフセット電圧能力 

 DC および低周波ゲイン精度 1%を保証（一部のモデルでは最大 0.35%の精度を保証） 

 AC または DC カップリング（モデルによる） 

 ProBus インタフェースによる自動スケーリング 

 Auto Zero 機能 

非常に高い周波数まで優れた CMRR これにより、ノイズの多い高コモンモード環境でのパワーエレク
トロニクス信号測定を強力に支援します。高 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、本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。 

各プローブを広い差動電圧範囲で使用する場合の最大定格差動電圧の仕様が記載されています。プロ
ーブは最大定格差動電圧を超えても、飽和限界までの最大測定差動電圧まで表示しますが、仕様を保
証するものではありません。この範囲内であれば、プローブはアンプの飽和点以下で動作しており、
非常に合理的な結果が期待できます。 

メモ：HVD プローブには、差動電圧または同相モード電圧がプローブの動作範囲を超えたときに表示
する検出回路が搭載されています。警告はオシロスコープのメッセージバーに表示されます。 

本プローブは、DC～低周波（～10kHz）で 1%以内の高精度測定用に校正されています。これにより、
パルス幅変調された信号のトップ電圧レベルとベース電圧レベル測定を高精度に行うことができま
す。オートゼロ機能により、小さなオフセット・ドリフトを測定から除外するように校正することが
でき、測定精度をさらに向上させることができます。 

ProBus インタフェースは、プローブをオシロスコープに組み込みます。電源はインタフェースを介し
てプローブに供給されるため、別個の電源またはバッテリは不要です。減衰量は、手動で選択するか
（HVD3220 のみ）、ゲインレンジ（V/div）の設定に基づいてオフセットとあわせてオシロスコープに
より自動的に選択することができます。あるいは最大減衰量の設定に固定することもできます。 

最大オフセットは、V/div の設定とオシロスコープの機種によって異なります。一般に、Teledyne 

LeCroy の 12 ビット高分解能オシロスコープ（HRO）と HD4096 高分解能オシロスコープ(HDO)は、広
範囲の V/div 設定に渡って最大のオフセット印加機能を提供します。 
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互換性 
HVD3xxxA および HVD3220 プローブは、ProBus インタフェースを搭載したほとんどの Teledyne LeCroy

オシロスコープと互換性があります。互換性のある全オシロスコープモデルは以下をご覧ください： 

teledynelecroy.com/probes/high-voltage-differential-probes 

ファームウェア要件 
HVD 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でも以下のバージョンの MAUITM

ファームウェアがインストールされている必要があります： 

 すべての HVD3xxxA プローブには、ファームウェアバージョン 8.5.1.0 以上が必要です。 

 HVD3220 プローブはファームウェアバージョン 9.4.x.x.x 以上が必要です。 
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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： 

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。 

このプローブに互換性のあるアクサせりのみ使用してください：用途に応じた定格の付属品のみを使
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・アクセサリのフィンガーガードの後ろに指を入れてください。 

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。 

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) 5～80%RH（結露なきこと） 

30℃以上では 45%RH 

相対湿度(非動作時) 5～95%RH(結露なきこと） 

30℃以上では 75%RH 

40℃以上では 45%RH 

高度 最大 3,000m(9,842ft.) 

クリップアクセサリを使用した場合、2000m (6561ft.)まで低減 

使用場所 屋内 
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周波数ディレーティングとバーンリミット 
最大入力電圧曲線（実線）は、プローブに損傷を与えることなくプローブ入力に印加できる最大電圧
を示しています。 

バーンリミット下限曲線（破線）は、オペレータが入力部手で触れている間にプローブ入力に印加で
きる最大電圧を示しています。このバーンリミットを超えてアクティブな信号を接続した状態で入力
部に触れると、オペレータが怪我をする可能性があります。 

警告：感電や火災の危険を避けるために、ハンドヘルド・アクセサリで高周波信号を測定す
る場合は、バーンリミットを遵守してください。プローブまたはアクセサリの電圧またはカ
テゴリ定格（いずれか小さい方）を超えないようにしてください。プローブのフィンガーガ
ードの後ろを指で触れるようにします。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。指定された付属品のみを使用してください。 

 

HVD3102Aおよび HVD3106Aのディレーティングおよびバーンリミット 
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HVD3206Aのディレーティングおよびバーンリミット 

 
 

HVD3220のディレーティングおよびバーンリミット 
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HVD3605Aのディレーティングとバーンリミット 
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アクセサリの電圧ディレーティング 
アクセサリ プローブとアクセサリを組み合わせた場合のディレーティ

ング最大入力電圧（グランドからいずれかの入力）* 

スペード端子 1000V CAT III 

安全ワニ口クリップ 1000V CAT III 

プランジャー・ワニ口クリップ 1000V CAT III 

プランジャー・ピンチャー・クリップ 1000V CAT II 

プランジャー・フック・クリップ 1000V CAT II 

6kV ワニ口クリップ 6000V CAT I** 
1000Vrms CAT III 
1500Vdc CAT III 

2kV プランジャー・ワニ口クリップ 2000V (DC+Peak AC) CAT I** 
1000Vrms CAT III 
1500Vdc CAT III 

4mm プローブチップ・アダプタ 1000V CAT III 

0.6mm ファインス・プリング・チップ 30V AC/60V DC 

* p.42 の”EC/EN 61010-031 の定義”を参照。 

**IEC/EN 61010-031/A1:2008 による CAT I。IEC/EN 61010-031:2015 に基づく測定カテゴリ区分はありません。 
 

注意：上記のアクセサリを使用した場合、プローブの動作高度は 2000m（6560 フィート）に
ディレーティングされます。 

警告：各アクセサリには、それぞれ異なる測定（過電圧）カテゴリ（CAT）定格があります。
プローブの電圧と CAT 定格は、対応するアクセサリと組み合わせて使用すると、上の表の値に
低下します。 

警告：すべてのプローブは、HVD310xA アクセサリ（スペード端子、プランジャクリップな
ど）と一緒に使用することができますが、プローブの電圧定格と CAT 定格は、対応するアクセ
サリと一緒に使用する場合、上記の表の値に低下します。 

警告：感電や火災の危険を避けるために、定格電圧、定格カテゴリのいずれかを超えないよう
にしてください。プローブのフィンガーガードの後ろを指で触れるようにします。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。指定された付属品のみを使用してく
ださい。 
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HVD310xAプローブ 

HVD3102A/HVD3106A プローブキット 

このプローブには以下が付属します： 

項目 説明 安全定格* 数量 
スペード端子 端子板、ポスト、ネジに接続するように設計されており、全

長は 63mm（2.48 インチ）です。4mm バナナ（メス）コネ
クタ。赤/黒 各１個。 

絶縁された 1000V CAT III 2 

安全ワニ口クリップ バスバーや大型ボルトなどの大型部品を確実に把持するように設
計されており、全長は92.8mm(3.65インチ)で、先端部は
32mm(1.26インチ)まで開きます。下顎だけが導電性で、上
顎は絶縁プラスチックです。4mmバナナ(メス)コネクタ。赤
/黒 各１個。 

絶縁された 1000V CAT III 2 

プランジャー・ワニ口クリ
ップ 

太い電線、ケーブル、アース線、レール、ネジ頭などをしっかり
と掴むことができるクリップです。全長は 153mm（6.02 イン
チ）、先端部は最大 23mm（0.905 インチ）まで開きます。4mm
バナナ(メス)コネクタ。赤/黒 各１個。 

絶縁された 1000V CAT III 2 

プランジャー・ピンチャ
ー・クリップ 

届きにくいテストポイントに取り付けるために、長細く柔
軟なステムを採用し、本体全体が完全に絶縁されていま
す。全長は 161.6mm(6.36 インチ）です。ピンチャー
は、直径 4mm（0.157 インチ）までのリード線、ピン、
ワイヤーをつかむことができます。4mm バナナ(メス)コ
ネクタ。赤/黒 各１個。 

絶縁された 1000V CAT II 2 

プランジャー・フック・
クリップ 

密集した環境で深い場所にあるターゲットに接続するための
柔軟性のあるステムと、結線された部品に取り付けるための
4.5mm(0.177 インチ)フックを備えた設計です。全長は
157.6mm(6.20 インチ）です。4mm バナナ(メス)コネクタ。
赤/黒 各１個。 

絶縁された 1000V CAT II 2 
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項目 説明 安全定格* 数量 
ケース ソフト収納ケース  1 
発泡フォーム 収納ケース用の専用形状フォーム  1 
オペレーターズ・マニュ
アル 

  1 

* p.42 の”EC/EN 61010-031 の定義”を参照。 

‡交換用アクセサリの注文については、p.41 を参照してください。 
 

メモ：*-NOACC オプションは、アクセサリを含まないプローブのみの構成となります。  

警告：感電による死傷を防ぐために、活線に接続された状態のスペード端子が接続されたプロ
ーブ入力リードには触れないでください。スペード端子はハンドヘルド・アクセサリとして使
用しないでください；これはテストセットアップで恒常的に設置することを目的としていま
す。 
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HVD310xA 仕様 
現在の仕様は teledynelecroy.com の製品データシートをご覧ください。仕様は予告無く変更される場
合があります。 

保証仕様 
 HVD3102A HVD3106A HVD3106A-6M 

帯域幅（プローブのみ） 25MHz 120MHz 80MHz 

10-90%立ち上がり時間 14ns 2.9ns 4.4ns 

CMRRテスト・リミット 
23℃ 

80dB@50Hz 
60dB@1MHz 

80dB@50Hz 
60dB@1MHz 

80dB@50Hz 
60dB@1MHz 

 

電気的特性 
差動電圧範囲 
（高減衰） 

1500V (DC+Peak AC) 
7～500V/div、最大 1500V オフセット 

差動電圧範囲 
（低減衰） 

27.6V(DC+Peak AC) 
100mV/div～6.9V/div、最大 150V オフセット 

同相電圧範囲 ±1500V (DC+Peak AC) 

対接地最大入力電圧 ±1500Vpk (公称、いずれかの入力からグランド) 

最大安全入力電圧* 
(IEC 61010-031 による） 

1000Vrms CAT III 

汚染度* 2 

* p.42”IEC/EN 61010-031 の定義”を参照。 
 

垂直感度（全プローブ） 
100mV/Div～500V/Div 
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HVD3102A 帯域幅代表値 

 

HVD3106A 帯域幅代表値 
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HVD3106A-6M 帯域幅代表値 

 

HVD3102ACMRR 代表値 
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HVD3106ACMRR 代表値 

 
HVD310xA 差動入力インピーダンス 
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HVD3206Aプローブ 

HVD3206A プローブキット 

このプローブには以下が付属します： 

項目 説明 安全定格* 数量 
2kV 定格プランジャー・ 
ワニ口クリップ 

太い電線、ケーブル、アース線、レール、ネジ頭などを
しっかりと掴むことができるクリップです。全長は
130mm（5.1 インチ）で、先端部は最大 20mm（0.79 イ
ンチ）まで開きます。4mm バナナ(メス)コネクタ。赤/
黒 各１個。 

2000V (DC+Peak AC) CAT I**. 
1000Vrms CAT III 
1500Vdc CAT III 

2 

ケース ソフト収納ケース  1 
発泡フォーム 収納ケース用の専用形状フォーム  1 
オペレーターズ・マニュアル   1 

* p.42 の”IEC/EN 61010-031 の定義”を参照してください。 

**IEC/EN 61010-031/A1:2008 による CAT I。IEC/EN 61010-031:2015 に基づく測定カテゴリ区分はありません。 

‡交換用アクセサリの注文については、p.41 を参照してください。 
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HVD3206A 仕様 
現在の仕様は teledynelecroy.com の製品データシートをご覧ください。仕様は予告無く変更される場
合があります。 

保証仕様 
 HVD3206A HVD3206A-6M  

帯域幅（プローブのみ） 120MHz 80MHz  

10-90%立ち上がり時間 2.9ns 4.4ns  

CMRRテスト・リミット 
23℃ 

80dB@50Hz 
60dB@1MHz 

80dB@50Hz 
60dB@1MHz 

 

 

電気的特性 
差動電圧範囲 
（高減衰） 

2000V (DC+Peak AC) 
7～500V/div、最大 1500V オフセット 

差動電圧範囲 
（低減衰） 

2000V (DC+Peak AC) 
100mV/div～6.9V/div、最大 150V オフセット 

同相電圧範囲 ±2000V (DC+Peak AC) 

対接地最大入力電圧 ±2000Vpk (公称、いずれかの入力からグランド) 

最大安全入力電圧* 
(IEC 61010-031 による） 

±2000Vpk 2000V (DC+Peak AC) CAT I** 
1500Vdc CAT III 
1000Vrms CAT III 

汚染度* 2 

* p.42 の”EC/EN 61010-031 の定義”を参照。 

**IEC/EN 61010-031/A1:2008 による CAT I。IEC/EN 61010-031:2015 に基づく測定カテゴリ区分はありません。 
 
垂直感度 
100mV/Div～500V/Div 
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HVD3206A 帯域幅代表値 

 

HVD3206A-6M 帯域幅代表値 
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HVD3206ACMRR 代表値 

 

HVD3206A 差動入力インピーダンス 
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HVD3220プローブ 

HVD3220 プローブキット 

このプローブには以下が付属します： 

項目 説明 安全定格* 数量 
2kV 定格プランジャー・ 
ワニ口クリップ 

太い電線、ケーブル、アース線、レール、ネジ頭などを
しっかりと掴むことができるクリップです。全長は
130mm（5.1 インチ）で、先端部は最大 20mm（0.79 イ
ンチ）まで開きます。4mm バナナ(メス)コネクタ。赤/黒 
各１個。 

2000V (DC+Peak AC) CAT I**. 
1000Vrms CAT III 
1500Vdc CAT III 

2 

広帯域幅 4mm プローブチッ
プ・アダプタ 

4mm メス-オス・バナナプラグ・アダプタは、0.6mm の
スプリングチップ***を保持し、狭ピッチの基板表面をプ
ロービングするのに使用します。 
黒 2 本、先端 2 本（小瓶に収納）。 

1000V CAT III*** 
400MHz 

2 

ケース ソフト収納ケース  1 
発泡フォーム 収納ケース用の専用形状フォーム  1 
オペレーターズ・マニュアル   1 

* p.42”IEC/EN 61010-031 の定義”を参照。 

**IEC/EN 61010-031/A1:2008 による CAT I。IEC/EN 61010-031:2015 に基づく測定カテゴリ区分はありません。 

***スプリングチップの安全定格は 30VAC/60VDC です。 

‡交換用アクセサリの注文については、p.41 を参照してください。 
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HVD3220 仕様 
現在の仕様は teledynelecroy.com の製品データシートをご覧ください。仕様は予告無く変更される場
合があります。 

保証仕様 
 HVD3220   

帯域幅（プローブのみ） 400MHz   

10-90%立ち上がり時間 875ps   

CMRRテスト・リミット 
23℃ 

80dB@DC 
60dB@1MHz 

  

 

電気的特性 
差動電圧範囲 
（500X 減衰比） 

2000V (DC+Peak AC) 
35～500V/div、最大 1500V オフセット 

差動電圧範囲 
（250X 減衰比） 

1000V (DC+Peak AC) 
14～34.5V/div、最大 750V オフセット 

差動電圧範囲 
（100X 減衰比） 

400V (DC+Peak AC) 
7～13.8V/div、最大 300V オフセット 

差動電圧範囲 
（50X 減衰比） 

200V (DC+Peak AC) 
500mV/div～6.9V/div、最大 150V オフセット 

同相電圧範囲 
(各入力対グランド) 

±2000V (DC+Peak AC) 

最大対地入力電圧 
(各端子対グランド) 

±2000Vpk (公称、いずれかの入力からグランド) 

最大安全入力電圧* 
(IEC 61010-031 による） 

±2000Vpk 2000V (DC+Peak AC) CAT I** 
1500Vdc CAT III 
1000Vrms CAT III 

汚染度* 2 

* p.42 の”EC/EN 61010-031 の定義”を参照。 

**IEC/EN 61010-031/A1:2008 による CAT I。IEC/EN 61010-031:2015 に基づく測定カテゴリ区分はありません。 
 
垂直感度 
500mV/Div～500V/Div 
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HVD3220 帯域幅代表値 

 

HVD3220CMRR 代表値 
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HVD3220 差動入力インピーダンス 
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HVD3605Aプローブ 

HVD3605A プローブキット 

このプローブには以下が付属します： 

項目 説明 安全定格* 数量 
6kV 定格ワニ口クリップ バスバーや大型ボルトなどの大型部品を確実に把持でき

るように設計されており、全長は 116mm（4.57 イン
チ）で、先端部は 22mm(0.87 インチ）まで開きます。 
赤/黒 各１個。 

6000V CAT I** 
1000Vrms CAT III 
1500Vdc CAT III 

2 

ケース ソフト収納ケース  1 
発泡フォーム 収納ケース用の専用形状フォーム  1 
オペレーターズ・マニュアル   1 

* p.42 ”IEC/EN 61010-031 の定義”を参照。 

**IEC/EN 61010-031/A1:2008 による CAT I。IEC/EN 61010-031:2015 に基づく測定カテゴリ区分はありません。 

‡交換用アクセサリの注文については、p.41 を参照してください。 
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HVD3605A 仕様 
現在の仕様は teledynelecroy.com の製品データシートをご覧ください。仕様は予告無く変更される場
合があります。 

保証仕様 
 HVD3605A   

帯域幅（プローブのみ） 100MHz   

10-90%立ち上がり時間 4.3ns   

CMRRテスト・リミット 
23℃ 

80dB@50Hz 
60dB@10KHz 
60dB@1MHz(200x) 
46dB@1MHz(2000x) 

  

 

電気的特性 
差動電圧範囲 
（高減衰） 

7000V (DC+Peak AC) 
28～2000V/div、最大 6000V オフセット 
（飽和せずに最大 7600V の差動電圧を測定可能） 

差動電圧範囲 
（低減衰） 

700V (DC+Peak AC) 
300mV/div～27.5V/div、最大 600V オフセット 

同相モード電圧 
(各入力対グランド) 

±7600V (DC+Peak AC) 
6000Vrms 

最大対地入力電圧 
(各端子対グランド) 

±7600Vpk (公称、いずれかの入力からグランド) 

最大安全入力電圧* 
(IEC 61010-031 による） 

±8485V (DC+Peak AC) CAT I** 
6000Vrms CAT I** 
1500Vdc CAT III 
1000Vrms CAT III 

汚染度* 2 

*p.42 の”EC/EN 61010-031 の定義”を参照。 

**IEC/EN 61010-031/A1:2008 による CAT I。IEC/EN 61010-031:2015 に基づく測定カテゴリ区分はありません。 
 
垂直感度 
300mV/Div～2000V/Div 
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HVD3605A 帯域幅代表値 

 

HVD3605ACMRR 代表値 
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HVD3605A 差動入力インピーダンス 
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機能テスト手順 
この手順は、HVD3000 シリーズ・プローブの基本動作を確認するため、またはプローブの精度を確認
するためではなく、問題の原因を特定するために行います。プローブカバーを外さずに機能テストを
行うことができます。 

Teledyne LeCroy オシロスコープ以外には、機能テストのための特別なテスト機器は必要ありません。 

1. プローブをオシロスコープの任意の垂直チャンネルに接続し、Cn ダイアログを開きます。 

2. プローブダイアログ（Cn ダイアログの後ろ）で AUTO ZERO をタッチします。 

3. 必要に応じて OFFSET を 0.000V に調整してください。 

4. アクセサリークリップを使用して、赤クリップを＋CAL 出力に、黒クリップを CAL 出力信号の
グランドポストに取り付けます。CAL 信号端子が BNC コネクタとなっているオシロスコープ
の場合は、BNC-バナナアダプタ（例：Pomona モデル 1296）を使用することができます。 

5. AUTOSETUP を押します。 

6. プローブの感度を 1V/Div に設定します。 

7. CAL 出力を 1Vp-p 矩形波に設定します。 

8. 表示された矩形波が+0.5V を中心とした 1Vp-p であることを確認してください。 

9. CAL 端子に接続したアクセサリーリード線を逆にして、表示された方形波が 1V のままである
が、-0.5V を中心にしていることを確認してください。 

10. チャンネルセットアップダイアログで COUPLING を GND に変更し、信号が消え、画面の中
央にトレースが残っていることを確認してください。 

11. プローブの減衰量が以下のように表示されていることを確認してください： 

 x100：HVD3102A 

 x50：HVD3106A および HVD3206A 

 x50：HVD3220 

 x200：HVD3605A 

12. VOLTS/DIV を 100V に設定します。 

13. プローブの減衰量が以下の様に表示されていることを確認してください： 

 x1000：HVD3102A 

 x500：HVD3106A および HVD3206A 

 x500：HVD3220 

 x2000：HVD3605A 
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性能試験 
この手順は、HVD シリーズ・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。製品が仕様
を満たしていない場合は、Teledyne LeCroy サービスセンターに返送する必要があります。ユーザーが
行える調整はないため、調整手順はありません。 

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。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。「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。 

説明 要件 機器例 

Digital Multimeter DC：0.1%精度 
AC：0.2%の測定精度 
7mVrms～37Vrms@70Hz 

Agilent 34401A  
Fluke 8842A-09 
Keithley 2001 

ファンクション・ジェネレータ 出力正弦波： 
20Vpp HVD310xおよびHVD3206 
20Vpp HVD3220 
37Vrms HVD3605*. 

*必要な電圧を得るために Tegam 2340 の様
なアンプが必要な場合があります。 

Agilent 33120A  
Stanford Research DS34 
Leader LAG-120B 

BNC 同軸ケーブル オス-オス、50Ω ケーブル Pomona 5697-36 
校正フィクスチャ ProBus エクステンダ・ケーブル Teledyne LeCroy PROBUS-CF01 
バナナプラグ・アダプタ メス BNC－２バナナプラグ Pomona 1269  

Mueller BU-00260 
絶縁バナナプラグ・絶縁バナナ・カプラー 
(2) 

絶縁 BNC-被覆バナナプラグ Mueller BU-5671-B-12-0  
Mueller BU-32601-2 (R) 
Mueller BU-32601-6 (B) 

精密 50Ω フィードスルー終端 抵抗値：50Ω 
許容差：±0.05% 
耐電力：≥ 0.5W 
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事前準備 
1. テストするプローブを ProBus 延長ケーブルのメス側に接続します。ProBus 延長ケーブルのオ

ス側の端をオシロスコープのチャンネル 1（C1）に接続します。 

2. 性能試験を実行する前に、オシロスコープの電源を入れ、少なくとも 30 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、メーカーが推奨する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、性能確認テスト記録（この後に記載）のコピーを作成
し、必要な情報を記入します。 

性能試験手順 
1. ファンクション・ジェネレータを正弦波、70Hz、出力電圧約 1.5V に設定します： 

 HVD310xA, HVD3206A, HVD3220 に対しては 7Vrms(ハイインピーダンス出力) 

 HVD3605A に対しては 37Vrms 

2. DMM を VAC 測定に設定します。 

3. BNC ケーブルとメスの BNC-デュアルバナナプラグアダプタを使用して、ファンクション・ジ
ェネレータの出力を DMM に接続します。 

4. DMM が以下の読み値になるまでファンクション・ジェネレータの出力電圧を調整してくださ
い： 

 7V±0.01V：HVD310xA, HVD3206A, HVD3220 

 37V±0.01V：HVD3605A 

5. DMM の読み値を試験記録に 1mV 分解能で記録します。 

6. ファンクション・ジェネレータと DMM の BNC-バナナプラグ・アダプタから BNC ケーブルを
外します。(バナナプラグ・アダプタは DMM に接続したままにしてください）。 

7. HVD3220 プローブの場合：プローブエクステンダーからの BNC コネクタと DMM の間に精密
フィードスルー50Ω終端を挿入します。 

50Ω終端が BNC-バナナであれば、ＤＭＭへのバナナを取り外し、精密フィードスルー50Ω終
端と入れ替えることが出来ます。 

他の全てのプローブの場合：プローブエクステンダー・ケーブルの BNC コネクタを DMM の
BNC-バナナプラグ・アダプタに接続します。 

8. 絶縁バナナプラグ・アダプタをファンクション・ジェネレータに接続します。 

9. 絶縁バナナ・カプラーを使用して、テスト対象のプローブのプラスリード（赤）を BNC-バナ
ナプラグ・アダプタのプラス出力に接続し、マイナスリード（黒）をマイナスまたはリター
ン出力に接続します。 
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10. オシロスコープの垂直スケールを以下の様に設定します： 

 20V/Div：HVD310xA および HVD3206A 

 50V/Div：HVD3220 および HVD3605A 

11. DMM の読み値を試験記録に 1mV 分解能で記録します。 

12. ステップ１１で記録された測定された出力電圧に実際のプローブ減衰係数を乗算し、この数
値をステップ５で記録されたファンクション・ジェネレータ出力電圧（プローブ入力電圧）
で除算します。この数字から 1 を引き、その結果に 100 を乗算して、パーセント単位の誤差
を求めます。 

メモ：実際のプローブの減衰量は、MAUI Automation Browser を使用して確認することができま
す。以下の手順に従ってください。 

13. 試験記録の 13 行目に、有効数字 2 桁（±x.xx％）に値を記録してください。 

14. 誤差 ≦1.00%(HVD3220 の場合は 0.35%)であることを確認してください。 

15. オシロスコープの垂直スケールを小さくします。 

 5V/div：HVD310xA、HVD3206A、HVD3605A 

 20V/Div：HVD3220 

16. DMM の読み値を試験記録に 1mV 分解能で記録します。 

17. ステップ１６で記録された測定された出力電圧に実際のプローブ減衰係数を乗算し、この数
値をステップ５で記録されたファンクション・ジェネレータ出力電圧（プローブ入力電圧）
で除算します。この数字から 1 を引き、その結果に 100 を乗算して、パーセント単位の誤差
を求めます。 

18. 試験記録の 18 行目に、有効な 2 つの場所（±x.xx％）に値を記録してください。 

19. 誤差が ≤1.00% (HVD3220 では 0.35%)であることを確認してください。 

20. HVD3220 プローブのみ：ステップ 15 から 19 をさらに 2 回繰り返し、オシロスコープの垂直
スケールを 10V/Div、5V/Div に順次減少させます。 

これで、性能試験手順は完了です。ユーザーの内部校正規定に従い、必要に応じて試験記録を完成さ
せ、保存してください。ステップ 14、19、または 20 の基準を満たさない場合は、最寄りの Teledyne 

LeCroy サービスセンターにお問い合わせください。 

MAUIオートメーション・ブラウザでプローブの減衰量を確認する 
プローブの減衰量やその他の値は、オシロスコープのファームウェアと一緒にインストールされてい
る MAUI Automation Browser アプリケーションを使用して確認することができます。 

1. File>Minimize を選択してオシロスコープのデスクトップを表示し、MAUI Automation 

Browser アイコンをダブルクリックします。 

2. ブラウザのメニューバーから、File>Connect to Local Instrument を選択します。 
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3. LeCroy.XStreamDSO>Acquisition>C1>InputB>HVDxxxxx (ここで xxxxx はプローブのモ
デル番号)に移動します。値は PrAttenuation の隣に表示されます。 

4. ブラウザを閉じて、オシロスコープのアイコン（デスクトップの右下）をタッチすると、オ
シロスコープソフトに戻ります。 

メモ：これらのステップは、性能検証手順に合わせてあります。プローブの実際の入力チャンネルと
行（Cn>Input A|B）を反映するようにパスを変更することで、いつでも任意の値を見つけることがで
きます。 
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操作 
試験機器への接続 
HVD シリーズ・プローブは、ProBus 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。プローブをオシロスコープの入力コネクタに接続すると、以下の様に機器が動作
します： 

 プローブの認識 

 オシロスコープの入力カップリングを 1MΩに設定 

 オシロスコープのユーザー・インターフェースでプローブをコントロール可能にします。 

メモ：正確な測定を行うには、プローブをオシロスコープに接続し、少なくとも 20 分間ウォーミン
グアップさせてください。 

被試験回路への接続 
プローブ先端には 2 つの入力があり、プローブを被試験回路に接続することができます。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。＋入力（赤）に－入力（黒）
に対して正の電圧を印加すると、オシロスコープのトレースが画面の上部に向かって遷移します。 

プローブを高性能に保つには、プローブを接続するときに注意してください。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。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。この効果は、ループ
面積を最小にするために入力リード線を一緒に捻ることで低減することができます。 

警告：感電や火災を避けるため、入力リード線は良好な状態を維持してください。リードに
は、被覆が過度に摩耗したときに透けて見える被覆確認インジケータが付いています。入力リ
ード線上に白い「WEAR」インジケータが表示された場合は、使用を中止し、Teledyne LeCroy

サービスに修理または交換を依頼してください。 

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、両方の入力接続に
は、同じ長さと種類のワイヤーおよびコネクタ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。 

プローブは、スペースを節約するために、使用中に別のプローブを重ねて使用することができます。
プローブ本体は発熱をしますが、積み重ねることで冷却が低下するため、プローブを重ねて使用して
いる時は周囲温度が 30℃を超えないようにすることをお勧めします。優れた CMRR 性能により、プロ
ーブを重ねたときにプローブ間の干渉を防ぐことができますが、動作中はプローブのリード線を分離
するように注意してください。 
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警告：感電や火災を避けるために、プローブ本体と出力ケーブルは、信号源に接触すると十分
な保護ができないため、測定する回路に近づけないようにしてください。 

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、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隣に Probe ダイアログがあります。 

プローブ・ダイアログ 

プローブ V/div および減衰比 
フロントパネルの Volts/Div ノブは、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。 

オシロスコープとプローブシステムを組み合わせた場合の使用可能オフセットは、オシロスコープの
Ｖ／ｄｉｖ設定とそのＶ／ｄｉｖ設定でのオフセット、プローブの減衰量とその減衰量設定その減衰
設定時のオフセットの関数となります。合計最大オフセットは、次のように計算することができま
す： 

オシロスコープ・フロントエンド V/Div＝(プローブ＋オシロスコープ）V/Div÷プローブ減衰比 

オシロスコープのフロントエンドのＶ／ｄｉｖ値がわかれば、オシロスコープの仕様を参照するか、
または、そのＶ／ｄｉｖ設定にしてオシロスコープの最大オフセット値を設定することにより、この
Ｖ／ｄｉｖ設定で利用可能なオシロスコープの最大オフセット値を知ることができます。プローブと
オシロスコープの組み合わせの最大オフセットは、次のように計算されます： 
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利用可能な正の最大オフセット 
正の最大オフセット（プローブとオシロスコープを合わせた場合）＝ 

オシロスコープの正のオフセット（@オシロスコープのフロントエンド V/div）*プローブ減衰量-10V 

利用可能な負の最大オフセット 
負の最大オフセット(プローブとオシロスコープを合わせた場合)＝ 

オシロスコープ負のオフセット(@オシロスコープ前端 V/div)*プローブ減衰量+10V 

いずれの場合も、利用可能な最大オフセットは以下を超えることはできません： 

 X50 X100 X200 X250 X500 X1000 X2000 
3102A NA ±150V NA NA NA ±1500V NA 
3106A ±150V NA NA NA ±1500V NA NA 
3206A ±150V NA NA NA ±1500V NA NA 
3220 ±150V ±300V NA ±750V ±1500V NA NA 
3605A NA NA ±600V NA NA NA ±6000V 

 

メモ：チャンネル・ディスクリプタ・ボックスに表示されたオフセットは、上記の計算式により、予
想される値から若干ずれている場合があります。表示されているプローブの減衰量は「公称」値を使
用しており、プローブに保存されている実際の校正値とは若干異なる場合があります。実際のオフセ
ット値は、「実測された」プローブ減衰値を使用します。これにより、他の方法よりも高い DC およ
び低周波ゲイン精度が得られます。 

AC カップリング 
一般に、スクリーン上の差動 DC 電圧を調整するためにオフセットを使用することは、より大きな直
流電圧の存在下で過渡信号を測定するために好ましい方法です。オフセットは、プローブのリニア動
作範囲を超えた信号により波形が画面外に出てしまうことを制限し、測定エラーを防ぐことができま
す。しかし、測定された信号の直流成分を測定から除去するために、AC カップリングを使用するこ
とが便利な場合もあります。 

AC10MΩを選択すると、プローブ出力でスコープの AC カップリングを使用して、表示されている電
圧から定常状態の値を削除します。最大リニア入力電圧は以下の通りです： 

 X50 
<7V/div 

X100 
<7V/div 

X200 
<28V/div 

X500 
>7V/div 

X1000 
>7V/div 

X2000 
>28V/div 

3102A NA 200Vpk NA NA 1750Vpk NA 
3106A 200Vpk NA NA 2000Vpk NA NA 
3206A 200Vpk NA NA 2000Vpk NA NA 
3220 NA NA NA NA NA NA 
3605A NA NA 760Vpk NA NA 7600Vpk 

 

メモ：この AC カップリングはプローブの外部にあるため、プローブのリニア動作範囲を超える直流
電流が流れると、プローブが飽和して表示波形が不正確になります。AC カップリングを使用する場
合は、リニア入力の最大値を超えないようにしてください。 
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帯域幅制限 
電源装置の出力ノイズの定量化に使用される様々なテスト規格に準拠するために、プローブは、チャ
ネルの垂直調整ダイアログで帯域幅制限をオフ（最大帯域幅）から 20MHz に切り替えることができ
ます。 

電圧範囲 
MAUI (XstreamDSO) v.8.5.5.x.x 以降を搭載したオシロスコープでは、オシロスコープの V/div 設定に対
するプローブの減衰量をどのように設定するかの選択があります： 

Auto は、V/div 設定値が設定ポイント（プローブの機種によって異なります）より大きいか小さい場
合に、自動的に減衰量を増減します。結果的に、プローブは入力波形を適切にみることのできる減衰
比に自動的に調整されます。 

Lock to High は減衰比設定を V/div 設定にかかわらず最高減衰比に固定します。高減衰比を維持する
事で、大きな電圧波形に重畳した小信号を正確に計測できるようになります。 

Manual（HVD3220 のみ）では、V/div の設定に関わらず、選択した減衰量にロックすることができま
す。これにより、その後の波形にのった小さな信号に対して、良好なノイズ特性での測定、もしくは
正確な測定のいずれかを選択することができます。 

オーバーロード・インジケータ 
差動電圧や同相電圧がプローブの動作範囲を超えると、オシロスコープのメッセージバーに表示が現
れます。以下の警告メッセージは、飽和が発生する前に引き起こされる可能性がありますのでご注意
ください。システムが故障しないことを優先して設計されています。 

 

オーバーロード・インジケータのしきい値 
3102A X1000減衰比 X100減衰比 

 差動モード：±1.78kV 
同相モード：±1.78kV 

差動モード：±158V 
同相モード：±1.8kV 

3206A X500減衰比 X50減衰比 

 差動モード：±2.1kV 
同相モード：±2.1kV 

差動モード：±180V 
同相モード：±2.1kV 

3220 全減衰比  

 差動モード：±2.1kV 
同相モード：±2.1kV  

3605A X2000減衰比 X200減衰比 

 差動モード：±7.7kV 
同相モード：±7.7kV 

差動モード：±760V 
同相モード：±7.7kV 
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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、HVD310xA プローブの DC オフセット・ドリフトは、出力基準で 70μV/℃（ワーストケース）と
なります。プローブが 50x 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、(70μV/°C)(500)(10°C)=350mV（プローブ先端基準）のように高くなる可能性があります。
500x 減衰比モードで信号が 1400Vp-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(70μV/℃)(500)(10℃)=350mV となります（しかしオシロスコープ自身のオフセット誤差が支
配的となる可能性もあります）。 

AC カップリングを選択した場合、オートゼロは無効になります。 

Auto Zero は、プローブがオシロスコープに接続されているときに表示される Cn セットアップ・ダイ
アログの隣のプローブ・ダイアログから手動で実施できます。 

メモ：HVD3xxxA プローブは、オートゼロ中も被測定回路に接続したままにしておくことができま
す。HVD3220 プローブは切り離してください。 

オートゼロは、少なくとも 20 分間置いてプローブが温まった後に必ず実行してください。プローブ
を取り外した後に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。 
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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 
HVD シリーズ・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。 
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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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延長保証、校正およびアップグレード・プランについては Teledyne LeCroy のサービスセンターにお問
合せください。 

 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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
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交換用プローブ・アクセサリ・キット 
交換用プローブ・アクセサリは、お近くのセールス・オフィスでご注文いただけます。高圧交換用ア
クセサリーキット PK-HV-001 には、以下のものが各 2 個（黒 1 個、赤 1 個）含まれています： 

1kV 定格安全ワニのクリップ 

プランジャー・ピンチャー・クリップ 

プランジャー・フック・クリップ 

プランジャー・ワニ口クリップ 

スペード端子 

2kV 定格ワニ口クリップ 

高帯域幅 4mm プローブアダプター（黒 2

個）、スプリングチップ（2 個） 

6kV 定格ワニ口クリップ 
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リファレンス 
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 

 

IEC/EN 61010-031:2015の定義 
計測カテゴリ III（CAT III）は、屋内分電盤の低電圧側配電に接続された回路の試験および計測に適用
されます。 

計測カテゴリ II（CAT II）は、低電圧側配電の利用ポイント（コンセント）に直接接続された回路の試
験および測定に適用されます。 

主電源に直接接続されていない他の回路に計測カテゴリは適用されません。 

汚染度 2 は通常、乾燥した非導電性汚染が発生する動作環境を示します。一時的な結露による導電性
は想定されなければなりません。 

メモ：2015 年版の規格では、主電源に直接接続することを意図していない試験・測定回路の測定カテ
ゴリ I（CAT I）の定格が撤廃されています。しかし、この定格指定の変更は、2008 年版の規格に基づ
いて当初認定されたプローブと比較して、新しい設計のプローブが提供する測定能力や保護レベルを
低下させるものではありません。 

  

http://teledynelecroy.com/japan/support/default.asp
mailto:lecroy.contact.japan@teledyne.com
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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, European Division 
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 Radiated and Conducted Emissions, Group 1, Class 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 

米国家認定試験機関による認証 
本プローブは以下の安全規格に準拠するためにアメリカ保険業者安全試験所(UL)によって認定され、
UL リスティング・マークを取得しています: 

UL 61010-031-2015 (第二版）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 

カナダの認証 
本機器は以下の安全規格や cUL 規格リストマークに適合するようにアメリカ保険業者安全試験所(UL)

によって認定を受けています： 

CAN/CSA-C22.2 No. 61010-031-15, 計測、制御および実験室で使用する電子機器に対する安全要求-Part 

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 

メモ：HVD3220 プローブは UL や cUL 認証を取得していません。 

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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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、同相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）を同相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。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と仮定されます。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。これらグラフの実際的な活用は、異なるプローブと増幅器と
の間の相対的な同相信号除去性能を比較することです。 

差動モードと同相モード 
差動プローブは＋および－入力間の電圧差を測定します。これは、差動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。これ
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： 

差動モード範囲と同相モード範囲 
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。同相電
圧範囲を超えると、予測不可能な測定になることがあります。同相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、誤って同相電圧範囲を超えないように注意してください。 



 

 
 

 

 

932762-00 Rev A 
2021 年 1 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	はじめに
	互換性
	ファームウェア要件

	安全
	シンボル
	使用上の注意
	動作環境

	周波数ディレーティングとバーンリミット
	HVD3102AおよびHVD3106Aのディレーティングおよびバーンリミット
	HVD3206Aのディレーティングおよびバーンリミット
	HVD3220のディレーティングおよびバーンリミット
	HVD3605Aのディレーティングとバーンリミット

	アクセサリの電圧ディレーティング
	HVD310xAプローブ
	HVD310xA仕様
	保証仕様
	電気的特性
	垂直感度（全プローブ）

	HVD3102A帯域幅代表値
	HVD3106A帯域幅代表値
	HVD3106A-6M帯域幅代表値
	HVD3102ACMRR代表値
	HVD3106ACMRR代表値
	HVD310xA差動入力インピーダンス

	HVD3206Aプローブ
	HVD3206A仕様
	保証仕様
	電気的特性
	垂直感度

	HVD3206A帯域幅代表値
	HVD3206A-6M帯域幅代表値
	HVD3206ACMRR代表値
	HVD3206A差動入力インピーダンス

	HVD3220プローブ
	HVD3220仕様
	保証仕様
	電気的特性
	垂直感度

	HVD3220帯域幅代表値
	HVD3220CMRR代表値
	HVD3220差動入力インピーダンス

	HVD3605Aプローブ
	HVD3605A仕様
	保証仕様
	電気的特性
	垂直感度

	HVD3605A帯域幅代表値
	HVD3605ACMRR代表値
	HVD3605A差動入力インピーダンス

	機能テスト手順
	性能試験
	必要機器
	事前準備
	性能試験手順
	MAUIオートメーション・ブラウザでプローブの減衰量を確認する

	操作
	試験機器への接続
	被試験回路への接続
	オシロスコープからの操作
	プローブV/divおよび減衰比
	オフセット
	利用可能な正の最大オフセット
	利用可能な負の最大オフセット

	ACカップリング
	帯域幅制限
	電圧範囲
	オーバーロード・インジケータ
	Auto Zero


	保守
	クリーニング
	校正周期
	サービス方針
	製品の修理
	お預かりから納品まで
	その他ご連絡先、および御依頼品の送り先
	修理を依頼する前にご確認いただきたい情報

	交換用プローブ・アクセサリ・キット

	リファレンス
	テクニカル・サポート
	Teledyne LeCroyのテクニカル・サポートセンター

	IEC/EN 61010-031:2015の定義
	規格認証
	EMC適合
	EC適合宣言書-EMC
	欧州連絡先：*

	オーストラリア・ニュージーランド適合性宣言－EMC
	オーストラリア/ニュージーランド連絡先*


	安全規格適合
	EC適合宣言書-低電圧
	米国家認定試験機関による認証
	カナダの認証

	環境適合
	使用済み機器の取り扱い
	有害物質規制(RoHS)


	同相信号除去比(CMRR)
	差動モードと同相モード
	差動モード範囲と同相モード範囲


