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安全 
正確かつ安全な状態で製品を維持する手順を確認します。ここで指定した対策以外にも一般に認めら

れた安全手順に従う必要があります。本製品を組み込んだシステムの全体的な安全性は、システム所

有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。 

 危険、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。 

 
レーザーの安全性に関する警告。 

一般的注意事項 

人身事故や機器の損傷を防ぐために： 

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。 

過大入力を避けてください：全ての定格を遵守してください。オシロスコープの端子、プローブ、ま

たはプローブと付属品の組み合わせの定格を超える回路にプローブを接続しないでください。 

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。 

適切に着脱してください：測定対象の回路に接続する前に、プローブを測定機器に接続します。ケー

ブルを損傷する可能性を避けるため過度な曲げに注意してください。 

プローブ本体と出力ケーブルを測定対象の回路に近づけないでください：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。 

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。 
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ゲイン精度調整時以外、プローブのカバー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。 

室内で使用し規定の動作環境内で御使用ください：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 

取扱注意：プローブ・チップは尖っており、適切に取り扱わないと怪我の可能性があります。 

プローブ本体を分解したり、内部の部品を取り外したりしないでください：ユーザー交換可能な部品

はありません。すべてのサービス作業は有資格者にご依頼ください。 

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欠陥がないか、プローブと付属品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。 

高電圧に関する注意 

感電による致死や怪我、または焼損を避けるために以下にご注意ください： 

DC バス電圧が 60V を超える場合は、プローブの先端、リード線、アンプ/変調トランスミッターの

いかなる部分も手で触れないでください。プローブは、60V 以上のハンドヘルドでの使用には対応し

ていません。回路内に 60V 以上の電圧が存在するかどうか疑わしい場合は、注意してください。 

手持ち測定ではない場合、増幅/変調トランスミッターと装着されたアッテネータ・チップが、接地

グランドとの適切な離間を保つように配置されていることを常に確認してください。プローブの部品

のいくつかは同相電圧に対してフローティングしますが、しない場合もあります。離間の要件は、テ

ストセットアップに存在する同相電圧に依存します。 

バッテリー注意事項 

爆発や火災による人身事故や物的損害を避けるために、Appendix A：バッテリーの安全性と取

り扱いについてに記載されているすべての警告に従ってください。最重要： 

⚫ プローブや内部バッテリーを分解したり、改造したりしないでください。プローブ本体に内

蔵されているリチウムポリマーバッテリーは、ユーザーによる交換はできません。バッテリ

ーの修理や交換が必要な場合は、プローブをテレダイン・レクロイのサービスセンターに返

送してください。 

⚫ プローブを加熱したり、熱源の近くで使用したり、過度に高温にならないようにしてくださ

い。 

⚫ プローブを静電気や過電圧にさらさないでください。 

⚫ プローブを投げたり、ぶつけたり、踏んだりして、機械的ストレスを与えないでください。 

⚫ バッテリーの極性を逆にして充電したりしないでください。 
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⚫ 出荷時に付属していたもの以外の付属品と一緒にプローブを使用しないでください。 

⚫ このマニュアルに記載されている以外の方法でプローブを使用しないでください。 

⚫ プローブが破損している場合は使用しないでください。 

付属品の安全定格 
付属品 パーツ番号 CAT 定格* Max.プローブおよび付属品入力

電圧(対グランド) 

1x アッテネータ・チップ HVFO100-1X-TIP-U No Rated Measurement Category +/-1V(DC+Peak AC) 

(非破壊最大 5V) 

5x アッテネータ・チップ HVFO100-5X-TIP-U No Rated Measurement Category 
+/-5V(DC+Peak AC) 

(非破壊最大 25V) 

10x アッテネータ・チップ HVFO100-10X-TIP-U No Rated Measurement Category +/-10V(DC+Peak AC) 

(非破壊最大 50V) 

20x アッテネータ・チップ HVFO100-20X-TIP-U No Rated Measurement Category +/-20V(DC+Peak AC) 

(非破壊最大 100V) 

40x アッテネータ・チップ HVFO100-40X-TIP-U No Rated Measurement Category +/-40V(DC+Peak AC) 

(非破壊最大 100V) 

*IEC/EN 61010-031:2015 の定義により、No Rated Measurement Category は、主電源に直接接続されていない他の回路に適用されま

す。 

警告：プローブとその付属品は、計測カテゴリ II、III、IV の測定には対応していません。 
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安全動作環境 
温度（動作時） 10℃～40℃ 

温度（動作時） 10℃～40℃ 

温度(充電) 0℃～40℃ 

温度（非動作時） 20℃～70℃ 

相対湿度(動作時) 30℃まで相対湿度 5％～80％（結露しないこと） 

50℃で相対湿度 50％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） 

30℃以上では 80%RH 

50℃以上では 45%RH 

高度（動作時） 最大 3,000m(9,842ft.) 

高度（非動作時） 最大 10,000m(32,807ft.) 

使用場所 屋内のみ 

汚染度* 汚染度 2、動作環境、通常乾燥状態のみ、非導電性の汚染の発生。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。 

*IEC/EN 61010-031:2015.による 

プローブに同梱されている SAC-01 ケースおよび梱包材は、EPA（ESD 保護エリア）などの

特定の ESD に敏感なエリアには適さない場合があります。これが使用先において問題となる

場合は、試験環境に必要な手順を実行してください。 

. 
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はじめに 
HVFO108 光絶縁プローブ；High Voltage Fiber Optically-isolated probe は、パワーエレクトロニク

ス回路、または EMC、EFT、ESD および RF イミュニティ試験センサのモニタリング等の高電圧バ

スにフローティングした小信号測定用として最適に設計された手頃なプローブです。チャンネル－チ

ャンネル間およびチャンネル－グランド間の電気的な高電圧アイソレーションに依存する従来の高減

衰・高圧差動プローブおよび捕捉システムの計測機能と信号忠実度をはるかに上回ります。さらに、

オシロスコープとプローブのフローティングを必要とする危険なテストセットアップに頼る必要性を

無くします。 

主な特徴 

⚫ 150MHz 帯域幅 

⚫ 35kV 同相電圧定格(光ファイバー絶縁) 

⚫ 信号電圧計測範囲±1V～±40V(選択したアッテネータ・チップによる) 

⚫ 優れたノイズ特性とリジェクション 

⚫ ＞100dB 同相信号除去比(CMRR) 

⚫ 低ループ・インダクタンス 

⚫ 低減衰比 

⚫ ゲイン精度 2.5%(代表値)、4%(保証値) 

⚫ ProBus インタフェースによる自動スケーリング 

⚫ Auto Zero 機能 

動作原理 

低減衰比の先端チップは、被試験デバイス（DUT）との 3 線（信号、リファレンス、およびシール

ド）電気接続を行います。信号接続リードは同軸で、信号測定の高圧側に接続されます。シールド・

リードは同軸ではなく、リファレンス・リードと共に信号測定の低圧側に取り付けます。リファレン

ス・リードには信号帰還電流が流れ、シールド・リードには浮遊寄生容量に起因する電流が流れま

す。 

アッテネータ・チップの出力はトランスミッターに入力され、低雑音のアンプ IC は減衰された信号

を電気的に増幅し、信号はその後、光ファイバで伝送するために光学形式で周波数変調されます。主

変調信号の副搬送波は、減衰比および電圧スケールがオシロスコープに伝達されるようにアッテネー

タ・チップの識別情報を伝送します。 

受信モジュールは、オシロスコープへ入力するために光信号を電気信号に復調します。副搬送波のチ

ップ減衰情報は、適切な電圧スケーリングのためにオシロスコープの ProBus インタフェースを介し

て通信されます。  
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差動プローブとの設計比較 

HVFO108 プローブは大きく異なるプローブ設計のため、意図した用途に適切に使用されると従来の

高減衰・高圧差動プローブよりもはるかに優れた結果を

得ることが出来ます。 

従来の高減衰比・高圧差動プローブを高圧 DC バスにフ

ローティングした小信号の計測の為に回路に接続した場

合を考えます。(左図) 

差動リードは、センス抵抗両端を介して、グランドに対

して DC バス同相電圧(VCM)にフローティングした VS に

接続されています。プローブは、測定された電圧

（VCM+VS）をオシロスコープで安全に使用するのに十分

な低レベルまで低減するために、高い減衰比を使用する

必要があります。 

２つの入力リードは低電圧 Vs の両端に接続されてはいますが、プローブの構成から、これらのリー

ドは実際には VCM と(VCM+VS)を計測しており、それらの差が VS となっています。 

RLEAD>>RSENSE でなければ、高い VCM 値（通常 500～1000VDC）により（RLEAD と RSENSE の比率に基づ

いて）大電流が流れます。これらの大きな電流は、回路に負荷をかけ、適切な DUT の動作を阻害す

る可能性があります。 

入力リード容量 CLEAD は非常に高い電圧（VCM または VCM+VS のいずれか）がかかり、容量性の充電

電流が大きくなり、DUT にさらに負荷をかけ、測定信号の忠実度に影響を与えます。これらの制限

は、この設計特有のものです。 

高い減衰比は、オシロスコープを非常に高い感度（小さな V/div）設定で動作させる必要がありま

す。その結果、ゲインが高くなり、信号にノイズが多くなります。 

プローブがグランドに接続されているため、プローブの差動アンプの同相信号除去比（CMRR、

P.2）は非常に良好でなければなりません。そうでなければ、同相信号ノイズが除去されずに測定ノ

イズに加わります。＋と－のプローブ入力リードに非常に正確なマッチングが要求され、優れたアン

プ設計が必要なため、十分に高い CMRR は達成が困難でコストがかかります。 
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ここで、先端リードが VS の両端のみに接続されている、

回路中における HVFO 設計の利点を考えます。（左図） 

RLEAD>>RSENSE のため、VCM は回路負荷に影響を与えませ

ん。 

小さな CLEAD は、電圧 VS が非常に低い（数百 V または kV

では無く V）ため、最小限の充電電流しか必要としませ

ん。 

チップの減衰比は非常に小さいので、信号は大幅には減

衰されておらず、オシロスコープによって大きく増幅さ

れていないためノイズが低くなります。 

CMRR は、差動リードペアの完全なマッチングの必要がないため、非常に高くすることができます。

高い CMRR 性能は、グランドからの光ファイバー・アイソレーションに固有のものです。 

上記の例で、HVFO は以下の一部またはすべてに当てはまる場合、従来の高減衰比・高圧差動プロー

ブよりも優れた性能を発揮します： 

⚫ 同相電圧(VCM)が－170VDC かそれ以上 

⚫ DUT インピーダンスが小さな場合 

⚫ 信号の立ち上がり時間が速い場合(プローブ帯域幅の制約内で) 

⚫ 切り換えられるエネルギーが大きい場合 

立ち上がり時間が非常に速い場合を除いて、HVFO108 が非常に低電圧の DC バス（～20V）フロー

ティング信号で大幅な改善を示すことは考えられません。しかし、典型的な 120/240VAC 供給装置

（340～500VDC バス電圧）、600VAC クラス装置（1000VDC バス電圧）、または≧5kVAC 級装置の場

合、HVFO の利点はほとんどの場合明らかです。 
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電流パスに対するアッテネータ・チップ設計の効果 

HVFO108 の 3 線のアッテネータ・チップは、プローブ

の浮遊寄生容量に起因する電流から信号帰還電流を分離

することによって、最適な測定結果を提供します。これ

により、システムで測定されるノイズが低減され、プロ

ーブの CMRR 性能が向上します。 

左図はチップ構成が電流パスにどのように影響するかを

示しています。 

青色の信号リードは信号電流を流し、緑色のリファレン

ス・リードを通ってリターン電流が流れます。 

緑色のリファレンス・リードは、信号接続部に近い信号

同軸外部導体に接続されています。これにより、コモンモードチョーク（すなわち、IRETURN=-

ISIGNAL）を介して、信号電流とリターン電流が等しく反対方向に流れることが保証さます。 

黒のシールド・リードは、リファレンス・リードと同じ回路内の位置に接続し、トランスミッターの

内部シールドの先端に電気的に接続します。シールド・リードを流れる電流は、寄生容量の影響を含

めて、シングルエンド・アンプの基準電圧を駆動します。 

HVFO108 は設計上、差動プローブではないため、信号リードとリファレンス・リードはインピーダ

ンスが不均衡になります。リファレンス（信号リターン）とシールド・リードを別々に使用して電流

を流すことにより、HVFO はこれらの電流を分離して、信号線とリファレンス線の間のインピーダン

スの不均衡の影響を克服します。リファレンス（信号リターン）とシールド・リードを別々に使用し

て電流を流すことにより、HVFO はこれらの電流を分離して、信号線とリファレンス線の間のインピ

ーダンスの不均衡の影響を克服します。信号リードとシールド・リードのみが接続されている場合

（リファレンス・リードは未接続）、DC でのプローブ応答は影響を受けませんが、高周波応答が低

下し、CMRR も低下する可能性があります。 

注意：リファレンス・リードとシールド・リードはチップ内部で電気的に接続されています。

それらを同じ測定電位に接続しないと、DUT および/または HVFO108 プローブが損傷しま

す。 

同相モード容量(図中の CPAR)は約 7pF です。この値はプローブの配置に大きく依存します。もしトラ

ンスミッターを DUT グランド近くに置いた場合にはより大きくなります。 

HVFO は、コモンモード電流と信号リターン電流を分離する２本のリファレンス・リード（前述）を

使用することに注意してください。これにより、同相モード容量によるグランド電流の影響が大幅に

減少し、CMRR 性能は、7pF のコモンモードキャパシタンスで通常予想されるよりもはるかに優れた

ものになります。  
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互換性 

HVFO108 プローブは、ProBus インタフェースを備えた広範囲の Teledyne LeCroy オシロスコープ

と互換性があります。teledynelecroy.com/oscilloscope で、お使いのオシロスコープモデルとの互換

性を確認いただけます。 

一般的に、Teledyne LeCroy 12 ビット高分解能オシロスコープ（HDO）は、V/div 設定の最も広い

範囲で最も大きなオフセット能力を提供します。 

メモ：HVFO108 は、32bit 版 XStreamDSO 7.2.0.5 までしか対応しない WaveSurfer Xs オシロスコー

プとは互換性がありません。ご利用可能なオシロスコープのアップグレードについてはサービスセン

ターにお問い合わせください。 

ファームウェア要件 

HVFO108 プローブを正しく動作させるには、オシロスコープのファームウェアバージョンが

9.2.x.x.x.以上である必要があります。 
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HVFO プローブ・システム 

HVFO108 プローブ 

写真に示した部品はソフトキャリングケースに収められて HVFO108 標準添付品として納品されま

す。 

増幅/変調トランスミッターは、高性能電気増幅器

を組み込んだ周波数変調光トランスミッターで

す。トランスミッターはバッテリー駆動で、フロ

ーティングの DUT に対して直接接続する必要が

ないため、被試験デバイス(DUT)とオシロスコー

プのグランドとの間の高圧アイソレーションを提

供します。チップを接続するのに使用するのと同

じ USB Micro-B インタフェースを介してバッテリ

ーを再充電することが出来ます。 

VersaLink（V ピン）400/430um 光ファイバケー

ブルアセンブリは、損失が少なく、優れた伝送特

性を備え、トランスミッターのバッテリー寿命を

最適化するのに役立ちます。光ファイバー・ケーブルの減衰が高すぎる場合、またはケーブルが損傷

して正しく伝送されない場合、プローブはユーザーに警告を発します。 

1m のケーブルが同梱されています；1m または 6m のケーブルは、別売り付属品として購入すること

ができます。このケーブルは Avago VersaLink コネクタを使用しており、安価な市販の光ファイバ

ー・ケーブルと交換することができます。HVFO108 の精度仕様は、出荷時に同梱されたケーブルに

のみ適用されますが、6 メートル以上のケーブルは、メーカーから直接調達することができます

（Industrial Fiber Optics, http://www.i-fiberoptics.com/）。 

メモ：別のベンダーから入手したケーブルを使用する場合は、プローブを操作する前に、新しいケー

ブルを接続した状態で、性能検証手順とキャリブレーション（p.23）を実行してください。 

復調レシーバは ProBus インタフェースを使用してアッテネータ・チップの減衰値と適切な電圧スケ

ーリングをオシロスコープに伝えます。ProBus インタフェースによって HVFO プローブは測定機器

に組み込まれます。電源は信号インタフェースを介して受信モジュールに供給されるため、別個の電

源またはバッテリーは不要です。 

同じく USB-A - USB Micro-B ケーブルと E-Z Micro グリッパ(3 個セット）が付属します。 

 

  

http://www.i-fiberoptics.com/
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アッテネータ・チップ（１つ必要） 

HVFO アッテネータ・チップは、基本的な HVFO108 プローブ・システムとは別に販売されていま

す。HVFO が適切に機能するには、少なくとも 1 つのチップが必要です。チップは、ソフトキャリン

グケースの中に保管することができます 

説明 パーツ番号 数量 

1x(+/-1V)アッテネータ・チップ HVFO100-1X-TIP-U 1 

5x(+/-5V)アッテネータ・チップ HVFO100-5X-TIP-U 1 

10x(+/-10V)アッテネータ・チップ HVFO100-10X-TIP-U 1 

20x(+/-20V)アッテネータ・チップ HVFO100-20X-TIP-U 1 

40x(+/-40V)アッテネータ・チップ HVFO100-40X-TIP-U 1 

アッテネータ・チップは DUT と 3 線接続を行い、チップの他端はトラン

スミッターの USB Micro-B 入力に接続します。各チップは、識別情報をト

ランスミッターに伝達します。それぞれの減衰値は、測定可能な最大電圧

レベルを決定します。すべてのアッテネータ・チップは HVFO108 アンプ

モジュールと互換性があり、特定の HVFO108 で特殊な校正を必要としま

せん。HVFO に同梱されている EZ マイクログリッパは、いずれの先端に

も使用できます。 

 

メモ：最良のノイズ性能を引き出すには、チップの選択が大切です。必要以上に広い電圧ダイナミッ

クレンジのチップを使用するとノイズが増加します。 

オプション・アクサせり 

これらの品目は、プローブの付属品として別途購入することができます。 

説明 パーツ番号 数量 

追加 1m 光ファイバー・ケーブル HVFO-1M-FIBER 1 

6m 光ファイバー・ケーブル HVFO-6M-FIBER 1 

1m および 6m 追加光ファイバー・ケーブル  
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HVFO108 プローブ仕様 
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。 

性能 

帯域幅（プローブ＋オシロスコープ 150MHz（代表値） 

立ち上がり時間 10-90% 3.3ns(代表値) 

Gain Accuracy ±2.5％(代表値）、4％（保証値) 

CMRR（代表値、1×チップ接続時） 140dB@100Hz 

120dB@100Hz-1MHz 

85dB@1-10MHz 

60dB@10–60MHz 

35dB@150MHz 

 

電気的特性 

入力電圧ダイナミックレンジ 

1x チップ 

5x チップ 

10x チップ 

20x チップ 

40x チップ 

 

±1V 

±5V 

±10V 

±20V 

±40V 

Max.最大同相モード電圧 

(各端子対グランド) 

±35kV(DC+peak AC) 

Max.最大対地入力電圧 

(各端子対グランド) 

±35kV(DC+peak AC) 

最大安全入力電圧 30VRMSまたは 60VDC(手持ち測定) 

非破壊最大電圧 各チップ最大垂直感度の 5 倍または 100V の

低い方 

ノイズ（プローブのみ） 

1x チップ 

5x チップ 

10x チップ 

20x チップ 

40x チップ 

 

7mVrms 

35mVrms 

70mVrms 

140mVrms 

280mVrms 

 

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。定常

試験セットアップにおいて高電圧の測定をする場合、常にフローティングしたプローブの構

成部位とアースグランドの間に適切な離間をとってください。 
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垂直感度 

1x チップ 

5x チップ 

10x チップ 

20x チップ 

40x チップ 

10mV/div–1V/div 

50mV/div–5V/div 

100mV/div–10V/div 

200mV/div–20V/div 

400mV/div–40V/div 

 

増幅/変調トランスミッタ・バッテリー 

充電インタフェース USB Micro-B 

標準使用時間 ＞6 時間 

充電時間 

オシロスコープ USB ポート 

USB 充電器 

 

5 時間 

2.5 時間 

繰り返し寿命 ＞ 500 サイクル* 

*バッテリー持続時間＞5.5 時間に対して 

寸法 

増幅/変調トランスミッター  

幅 48mm(1.89 in.) 

長さ 

本体のみ 

リード接続時 

 

90.2mm(3.55 in.) 

245mm(9.65 in.) 

高さ 

足なし 

足あり 

 

25mm(0.98 in.) 

27.5mm(1.08 in.) 

アッテネータ・チップ  

絶縁ソケット直径 3mm(0.12 in.) 

緑リファレンス・リード長さ 8cm(3.15 in.) 

全長 16cm(6.3 in.) 

復調レシーバ  

幅 39mm(1.54 in.) 

長さ 95.9mm(3.77 in.) 

高さ 23.6mm(0.93 in.) 
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帯域幅 

5x、10x、20x、40x のチップを使用した HVFO108 の平均的な帯域幅: 

1x 減衰チップを使用した HVFO108 の代表的な帯域： 
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同相信号除去比（CMRR) 

下のグラフに示す特性は、HVFO108 に 1x チップを接続し、黒のシールド・リードと青の信号リー

ドを一緒にねじった場合の典型的な性能です。 

⚫ LF Sweep は、帯域幅の狭い高電圧発生器を用いて測定しました。 

⚫ MF Sweep は、二段式の低帯域幅、高電圧発生器で測定しました。 

⚫ HF Sweep は、外部信号発生器で測定しました。 

すべての不連続性は、測定装置のノイズフロアの制限と信号発生器の増幅能力の組み合わせによるも

のです。 

5x、20x および 40x チップの CMRR は、チップの減衰比に比例すると予想されます。例えば 5x チッ

プの場合、CMRR は上記よりも 20log10（5/1）=14dB 低く（すなわち 100Hz～100kHz で 140dB の

代わりに約 126dB）なります。 
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入力インピーダンス 

各チップの代表的な入力インピーダンスを以下に示します。40X チップの入力インピーダンスは 20X

チップのものと同じです。10X チップの入力インピーダンスは、8MΩ//23pF です。 
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操作 
メモ：記載されたプローブの操作にはソフトウェアバージョン 9.2.x.x 以上が必要です。バージョン

を確認するには、オシロスコープメニューバーから Utilities>Utilities Setup を選択し Status タブを開

きます。 

プローブの組み立て 

HVFO プローブ使用前準備： 

1. 光ファイバー・ケーブルから保護カバーを取り外します。 

2. 光ファイバー・ケーブルの片端を受信モジュールに接続します。若干力を入れて押し込みま

す。適切に挿入するとカチッと音が聞こえます。 

3. 光ファイバー・ケーブルのもう片方の端をアンプモジュールに接続します。 

注意：光ファイバー・ケーブルの最小曲げ半径は 65mm です。 

 

4. チップをアンプモジュールの USB Micro-B インタフェースに接続します。 

注意：チップが接続されるとすぐに、アンプモジュールがオンになり内蔵バッテリー

の電力が消費されますので、プローブを使用していない時は接続しないでください。

HVFO108 がバッテリー電力を消費すると、アンプモジュールと受信モジュールの両方

で LED が点滅します。 
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被試験回路への接続 

警告：HVFO108 プローブは光ファイバー・アイソレーションを使用して、オシロスコープに

損傷を与えたりオペレータに危害を与えたりすことなくアンプモジュールをグランドからフロ

ーティングさせます。動作中の回路に接続している間は、アンプモジュールまたはリード線に

触れないでください。これらのコンポーネントの定格は、手持ちの使用に対しては

30VRMS/60VDC とされており、グランドに対してフローティングしている状態で触れると重大

な事故が発生する可能性があります。 

チップの接続 

正確な測定を行うには、プローブ先端の 3 つの入力をすべて被試験回路に接続します： 

1. 測定する電圧に青の信号リードを接続し、使用するアッテネータ・チップがその信号（VS）

を測定するのに充分な入力ダイナミックレンジを持っていることを確認します。しかし望ま

しくないノイズの大きな測定となるため、大きすぎないダイナミックレンジのチップを選び

ます。 

2. 緑のリファレンスおよび黒のシールド・リードをフローティングした基板の基準電位（VCM）

に接続します。 

下の例は、回路基板の短いスタブに接続されているチップリード・ソケットを示していま

す。22AWG リードまたは 2.54mm ピッチのピンヘッダは、先端ソケットを接続するのに便利

です。 

あるいは、マイクログリッパを使用して被試験回路に接続することもできます（右）。マイ

クログリッパには 2 つの接続部が用意されているため、緑色のリファレンス・リードと黒い

シールド・リードを 1 つのマイクログリッパに接続することができます。 

注意：リファレンス・リードとシールド・リードはチップ内部で電気的に接続されて

います。それらを同じ測定電位に接続しないと、DUT および/または HVFO プロー

ブが損傷します。 

ピンヘッダ（左）またはマイクログリッパ（右）を使用した正しい接続例 

リファレンス入力とシールド入力に対して、信号入力に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。  
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特性の最適化 

プローブの高性能を維持するには、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。 

リードは延長しないでください。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。 

青い信号リードと黒いシールド・リードを一緒にひねってループ・インダクタンスを減らし、最適な

CMRR 性能を達成してください。 

最良の CMRR 性能を得るには、アッテネータ・チップ先端のソケットを回路に接続された短いピン

ヘッダまたはリードに直接接続します。絶対に必要な場合、または許容範囲内で良好に動作すること

がはっきりしている場合にのみ、マイクログリッパを使用してください。 

寄生コモンモード容量が大きいと予想される場合は、プローブ本体を DUT の上に保持するために非

導電性の支持台（非同梱品）を使用してください。寄生コモンモード容量を低減し CMRR が向上し

ます。これらのタイプの支持台は、一般にデジタルカメラ用の小型三脚として入手することができ、

このアプリケーションのためにも利用することができます。使用されているものが回路に存在する同

相電圧に適合していることを確認してください。 

支持台で DUT から浮かせて保持したプローブ 
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試験機器への接続 

受信モジュールをオシロスコープの ProBus 入力に押し込んで、組み立てたプローブを試験機器に接

続します。オシロスコープは接続されたプローブを認識し入力終端を 1MΩ に設定します。オシロス

コープのプローブ制御機能が有効になり、プローブが接続されているチャネルの設定ダイアログ

（Cx）の隣に HVFO108 プローブ・ダイアログが表示されます。 

アッテネータ・チップがアンプモジュールに接続されると、オシロスコープはチップから受信した情

報に従って適切なプローブ減衰比を設定します。さらに、アンプモジュールと受信モジュールの両方

にカラーLED が点滅します。緑から黄、赤へと色が変わり、およそのバッテリー残量を示します。 

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、測定を行う前に少なくとも 20 分間ウ

ォームアップさせてください。測定前に Auto Zero を実行してください（P.21 参照）。 

メモ：チップを装着したプローブを最初にオシロスコープに接続すると、プローブが DUT に接続さ

れているかどうかに関わらず、7 秒間、任意の実際の信号の上に最大 40kHz の正弦波が発振するのが

見えます。これは、アンプ受信機をトランスミッターにロックする位相ロックループ動作による結果

です。DUT に接続されている場合でも、DUT は安全であり、DUT にこの信号が加わることはあり

ません。 

オシロスコープからの操作 

アッテネータ・チップを含む HVFO108 プローブ全体が 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

ーブの帯域幅、有効ゲイン、ケーブル状態、およびバッテリー状態は、プローブ・ダイアログにすべ

て表示されます。 

メモ：表示されている Effective gain は、単に総減衰量の逆数です。総減衰量は HVFO108 チップの

減衰量(1x、5x、20x 他）と増幅器減衰量(2x 固定値）の組み合わせになります。したがって、1x アッ

テネータ・チップは合計 2x の減衰量となり、effective gain は÷２となります。一方 20x チップで

は、合計減衰量は 40x となり、effective gain は÷40 となります。 

HVFO108 プローブ・ダイアログ 

Cable Status と Battery 

Cable Status は、光ファイバー・ケーブルの一般的な品質状態を示します。“Poor”と表示された場

合、ケーブルの寿命が近づいているため交換する必要があります。 

Battery は、バッテリー残量を示します。100％は、ほぼ 6 時間に相当します。 
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プローブ・ダイアログが開かれるたびに、Cable Status と Battery が更新されます。ダイアログを開

いた後に更新する場合は、Check Status ボタンをタッチします。 

プローブ V/div および減衰比 

フロントパネルの V/div ノブは、オシロスコープのスケール比を変更します。プローブを接続した

時、オシロスコープの V/div 設定は、取り付けられているアッテネータ・チップの場合の最小感度に

設定されます。 

オフセット 

オフセットを使用すると、DC 結合を維持しながら入力信号から DC バイアス電圧を除去することが

できます。これにより、信号が画面に表示されている間にプローブが過度に駆動されることがなくな

り、不正確な測定が防止されます。HVFO 設計ではすでに同相電圧が測定から除外されているため、

ほとんどの測定では一般に大きなオフセットは必要ありません。 

システムの使用可能なオフセットの合計は、オシロスコープの V/div 設定、その V/div 設定でのオシ

ロスコープオフセット、およびプローブ全体の減衰比（アッテネータ・チップ＋アンプモジュール）

の 3 つの値の関数です。プローブを接続して、オシロスコープのフロントエンド V/div（垂直スケー

ル）設定を確認します。これは次のように計算されます： 

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÷総減衰比 

オシロスコープの V/div 値がわかれば、オシロスコープの仕様を参照するか、その V/div に設定され

たオシロスコープで Max Offset を使用するかを選択して、その V/div 設定で使用可能な最大オフセ

ット値を知ることができます。 

帯域幅制限 

プローブの帯域幅制限は、入力チャンネル（Cn）設定ダイアログで Off（最大帯域幅）から 20MHz

に切り替えることができます。 

Auto Zero 

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。

HVFO 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。 

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 HVFO108 ダイアログ

から手動で実施できます。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）。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。 

注意：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。  
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増幅/変調トランスミッターの再充電 

バッテリーは、使用中にアッテネータ・チップを接続するのと同じ USB Micro-B インタフェースを

介して充電されます。これは、プローブが動作している最中（およびグランドからフローティングし

ている時）の充電を避け、オペレータおよび他の機器の安全を確保するためです。 

アンプモジュール本体の LED インジケータは、バッテリーの再充電がいつ必要となるかを示しま

す。Battery Status はプローブ・ダイアログにも表示され、バッテリー残量のおおよその割合が示さ

れます。バッテリーを充電するには、次のいずれかを行います： 

⚫ アンプモジュールをオシロスコープの USB ポートまたは別のコンピュータに接続するには、

USB－USB Micro-B 充電ケーブル（付属）を使用します。 

⚫ USB 充電器（汎用品をご購入をください）を使用し、電源に接続します。 

充電中の周囲温度は 0～40℃（プローブの動作範囲よりも低い）である必要があります。 

注意：電源が落とされたコンピュータまたはオシロスコープの USB ポートに接続すると、バ

ッテリーは充電されず、放電し続けます（“operating”の LED が点灯します)。コンピュータま

たはオシロスコープが接続され、電源が入っていることを確認します。 

 

バッテリー充電中は LED が点滅します。バッテリーが完全に消耗した場合は、“charging”ランプが点

灯するまで数分かかることがあります。充電時間はオシロスコープ（または PC）に接続する場合は

約 5 時間、USB 充電器を使用する場合は約 2 時間半です。 

ユニットの充電が完了したら、USB 充電システムからプラグを抜きます。 
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性能試験 
Teledyne LeCroy から出荷されるすべての HVFO108 プローブ・システムは、システム（アンプモジ

ュールと受信モジュール組み合わせ）としてテストされ、ゲイン精度仕様を満たすように調整されて

います。この手順は、HVFO108 プローブ・システムの保証された性能を検査したり、異なるアンプ

モジュールまたは受信モジュールが導入された HVFO108 システムをテストし、校正したりするため

に使用できます。試験結果は、このマニュアルの HVFO108 試験記録のコピーに記入することができ

ます。 

メモ：プローブのコンポーネントを変更した場合（新しいケーブルなど）は、この手順を繰り返しま

す。Teledyne LeCroy から購入したコンポーネントは、すべての性能仕様を満たしている必要があり

ます。 

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。 

必要機器 

以下の機器（または同等品）が HVFO108 プローブの性能試験に必要となります。入力と出力のコネ

クタタイプが機器により異なるため、追加のアダプタまたはケーブルが必要になる場合があります。 

説明 最低要件 機材例 

オシロスコープ ProBus インタフェースつき、 

12 ビット分解能 

Teledyne LeCroy HDO4000, HDO6000, 

WaveRunner8000HD 

デジタルマルチメータ(DMM) DC:0.1%精度 

AC:0.1%精度 

5.5 桁 

Keysight Technologies 34401A  

Fluke 8842A-09 

ファンクション・ジェネレータ 100Hz方形波出力振幅

1.0Vpp(0.5Vrms)まで調整可能(50Ω) 

 

Teledyne LeCroy WaveStation 3082  

Keysight Technologies 33120A 

Stanford Research Model DS340 

BNC 同軸ケーブル(2) オス－オス、50Ω、90cm Pomona 2249-C-36 Pomona 5697-36 

BNC T 分岐コネクタ オス－２メス Pomona 3285 

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

BNC-SMA アダプタ BNC(f)-SMA(f) Pomona 4291 

Amphenol RF 242123 

プローブ校正フィクスチャ SMA－角ピンヘッダアダプタ Teledyne LeCroy PCF200 

SMA 終端 50Ω Pomona 72975 

Amphenol RF 132360 
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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。性能試験を行う前にこの機能チェックを

行う事をお勧めします。 

1. 受信モジュールを C1 入力に接続します。HVFO108 タブが C1 設定ダイアログの隣に現れる

ことを確認します。これはプローブが認識されたことの確認です。 

2. C1HVFO108 ダイアログを開き、自動ゼロ調整を行うために AutoZero ボタンをタッチし OK

します。 

3. “Performing Auto Zero on HVFO108....”と言うメッセージが画面左下に表示され、エラーメ

ッセージが出ていないことを確認します。  

始める前に 

1. オシロスコープの電源を入れ、HVFO108 受信モジュールを C1 入力に接続し，30 分以上ウ

ォームアップしてください。 

2. 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。 

3. アンプモジュールを光ファイバー・ケーブルで受信モジュールに接続します。アンプモジュ

ールの電源を入れるために HVFO100-1X-TIP-U をアンプモジュールに接続します。最低 20

分アンプモジュールのウォームアップをしてください。 

メモ：1x 以外のチップを使用する場合は、手順の値に適切な倍率を掛けてください。 

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のコピーを作成し、必要な情報を

記入します。 
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性能試験セットアップ 

Gain Accuracy の確認 

1. プローブ・システムと試験機器を上図に示すように接続します。C1 入力をプローブに使用し

てください。 

2. DMM を VAC 測定に設定します。 

3. ファンクション・ジェネレータを方形波、100Hz、振幅 1.0VPK-PK に設定します。 

4. オシロスコープのタイムベースを 10ms/div に C1 の感度を 200mV/div に設定します。 

5. 計測パラメータをオンにし、オシロスコープの P1 を C1 の振幅(ampl)に設定します。 

6. DMM で計測した値が 500mVRMS に可能な限り近づくように(500±1mVRMS 以内)、ファンクシ

ョン・ジェネレータの出力電圧を調整します。 

7. ampl(C1)の値を試験記録に記入します。 

8. 以下の式を使って gain accuracy(%)を計算します： 

(𝑆tep 7 value–1.0)∗100 

9. gain accuracy を試験記録に記入します。 
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ゲイン確度の調整 

HVFO108 システムが精度仕様を満たさない場合、アンプモジュールは特定の受信モジュールの特性

により正確にマッチングするように調整することができます。 

1. Gain Accuracy の確認セクションとおなじに機器を接続したままにして、接着されたゴム足を

外してハウジング上部と下部を固定しているネジを外してアンプモジュールを開きます。 

2. オシロスコープ上で、演算トレース F1 を計測値 P1（C1 の振幅）の Trend に設定します。こ

れにより、振幅の小さな変化を見ることができ、調整がより正確になります。 

3. C1 の振幅が最大になるように、コンデンサ C36 を慎重に調整します。 

4. C1 の振幅が 1.00±0.010V になるように抵抗 R99 を慎重に調整します。 

メモ：C8 は回さないでください。 

5. 2 つの調整は互いに影響し合うことがあるので、少なくとも 1 回は手順 3 と 4 を繰り返してく

ださい。 

 

  

 
C36 

R99 
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HVFO108 性能試験記録 
 

 

 

  



HVFO108 光アイソレーション・プローブ 

28 

お手入れとメンテナンス 

プローブ本体のクリーニング 

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：HVFO108 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。 

光ポートのクリーニング 

光ファイバポートに埃が入らないようにしてください。必要に応じて、低圧乾燥空気を使用してブロ

ー洗浄することができます。ポートには光ファイバー・ケーブル以外のものを挿入せず、溶剤も使用

しないでください。 

光ファイバー・ケーブルのクリーニング 

ポートには光ファイバー・ケーブル以外のものを挿入せず、溶剤も使用しないでください。例えば、

Sticklers 光ファイバクリーナーなど。(https://sticklers.microcare.com/products/product/sticklers-

fiber-optic-cleaner/) 

トランスミッタ・バッテリーの交換 

アンプモジュールのバッテリーは現場交換出来ません。バッテリーが故障した場合は、プローブを

Teledyne LeCroy のサービスに返送してください。故障の指標については、Appendix A;バッテリー

の安全性と取り扱いを参照してください。 

校正周期 

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。年次校正の最初の段階

でこの性能試験手順を全て行ってください。必要に応じて、アンプモジュールを調整して、受信モジ

ュールの特性に合わせることができます。p.26 を御覧ください。 

サービス方針 

HVFO108 プローブは狭ピッチの表面実装部品を使用しています。バッテリー交換以外は現場での修

理は出来ません。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：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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アッテネータ・チップの補正 

チップは工場で補正されており、通常のご使用においては再補正する必要はありません。ただし、最

初に校正されたチップとは異なるアンプでチップを使用する場合など、精度に影響する場合がありま

す。5X、10X、20X、および 40X のアッテネータ・チップを補正するには、次の手順に従ってくださ

い。1X アッテネータ・チップは補正を必要としません。 

1. チップを 1kHz の方形波信号に接続します。 

⚫ 5X アッテネータ・チップはオシロスコープの校正端子に接続することができます。 

⚫ 10X、20X、40X アッテネータ・チップは良好な方形波を出力出来るファンクション・ジ

ェネレータに接続する必要があります。 

2. 下の中央の画像に示すように、トップが平坦な方形波が得られるまで、Micro-B コネクタの

背面にあるトリマを調整します。 

過補正、適正、補正不足の波形 
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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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EAR99 technology subject to restrictions on copyrights page. 

 

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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リファレンス 

同相信号除去比（CMRR) 

理想的な増幅器は所望の電圧成分のみを感知・増幅し、同相電圧（VCM）成分を全て除去します。通

常、これは差動アンプで最も有効に働きますが、実際の差動アンプは完全ではなく、VCM 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。これは差

動プローブ/アンプの性能を記述するために最もよく使用され、その場合、差動利得（または通常利

得）を同相利得で割った値に等しくなります。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、AC 減衰比を決定する静電容量が含まれます。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。

高い同相電圧でフローティングした小信号を測定するために使用される従来型の高減衰比高圧差動プ

ローブでは、差動利得が非常に高くなければならず、入力経路の整合が非常に正確である必要が有

り、高い同相電圧に対する CMRR 性能は実質的に制限されます。 

HVFO では、アンプはシングルエンドです。これは増幅器がフローティング状態であり、信号帰還経

路がオシロスコープのグランドに接続されていないため可能となっています。高い CMRR を達成す

るために 2 つの入力リードの間の正確にマッチングされたインピーダンスの要件が満たされる必要は

ありません。追加の技術が使用され、浮遊寄生容量によって引き起こされる電流から信号帰還電流を

分離し、その結果、高周波でも高い CMRR を達成することを容易にしています。 

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。これは CMRR 対周波数グ

ラフで実際の性能を表現することを非常に困難にします。このようなグラフの実際的な目的は、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。 
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同相電圧範囲 

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（プローブの定格が高い場合）、測定が不安定になるだけでなく、プローブ、

DUT、オシロスコープまたはオペレータの損傷の可能性があります。安全規格は通常、プローブが

安全に使用できる最大同相電圧を指定するために使用され、プローブが主電圧を測定に使用するよう

に設計されているかどうか（その場合、どの程度の低インピーダンス商用電源の測定を行うことがで

きるかどうか）、プローブが手持ち式で使用出来るように設計されているかどうかで異なります。 

同相電圧の安全定格が高いハンドヘルド・プローブの大部分は、（明らかな理由のために）大きくか

さばり、高密度でコンパクトなパワーエレクトロニクス回路には使用できません。最近では安全基準

がこの現実を認識し、テストおよび測定アプリケーションで使用され、主電源に接続されていないプ

ローブの新しい計測カテゴリが作成されました。しかし、HVFO のようなプローブは計測カテゴリに

はあてはまりません。HVFO は光ファイバー・ケーブルを使用して、アンプを接地された測定機器か

ら光学的に電気絶縁していますが、30VRMS/60VDC 以上の同相電圧のハンドヘルド使用が出来るよう

には設計されていません。手持ち測定ではない場合の実用的な同相電圧範囲は、単純にアンプモジュ

ールと受信モジュールとの間の光ファイバー・ケーブル接続で予想される耐電圧となります。現実的

には、これは 600V クラスのパワーエレクトロニクス・アプリケーションにおける典型的なテスト電

圧よりもはるかに大きく、数十 kV に及びます。これらの同相電圧で HVFO を使用する場合は、適切

な安全ガイドラインに従ってください。 
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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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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証明します。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 

HVFO 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。 

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

電磁エミッション： 

IEC/EN 55011/A1:2010 放射および伝導エミッション、グループ 1、クラス A2 3 

電磁イミュニティ： 

IEC/EN61000-4-2:2009 静電気放電、4kV 接触、8kV 空間、4kV 垂直/水平カップリングプレーン 4 

IEC/EN61000-4-3/A2:2010 RF 放射電磁界、3V/m, 80-1000MHz; 3V/m, 1400MHz-2GHz; 1V/m, 

2GHz-2.7GHz 

1 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。 

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 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 

4 それぞれの規格の性能基準”B”限度に合致：変動中、製品は一時的な機能悪化あるいは、機能または性能喪失を受けるが自動的に復帰。 

欧州連絡先：* 

Teledyne LeCroy Europe GmbH 

Im Breitspiel 11c 

D-69126 Heidelberg 

Germany 

Tel:(49) 6221 82700 
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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 11:2009/A1:2010, IEC 55011:2009/A1:2010 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. 

Units 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 

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 

環境規格適合 

使用済み機器の取り扱い 

本プローブには、電気・電子機器廃棄物（WEEE）およびバッテリーに関する指令

2012/19/EC および 2006/66/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 Teledyne 

LeCroy 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/EURoHS2 指令およびこの指令のさらなる修正または変更に準拠

しています。 
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Appendix A:バッテリーの安全性と取り扱い 
HVFO108 は、充電式リチウムポリマーバッテリーを内蔵しています。バッテリーパックは、電気

的、機械的、環境的特性の仕様から、ICP セルを十分に保護する必要があります。プローブを使用す

る際は、必ず以下の指示に従ってください。 

危険 

ここに記載されている UL1642 の安全要件に従わずに HVFO108 プローブを使用すると、電気的な破

裂、火災、煙、または重大な性能不良を引き起こす可能性があり、使用上の安全性が損なわれること

があります。 

(1) プローブ本体を分解したり、改造したりしないでください。バッテリーには、電気火災の危険を

回避するための安全機能と保護回路が搭載されています。ICP セルはアルミラミネートプラスチ

ックフィルムで包装されており、ピン、針、ニッケルタブなどの鋭利な器具のエッジなどで容易

に破損する可能性があります。フィルムが著しく破損した場合、電解液の漏れやプラス－マイナ

ス端子間のショートなどが発生する可能性があります。 

(2) プローブを焼却したり、加熱したりしないでください。火気、ストーブ、加熱された表面

（130℃以上）の近くで使用したり、放置したりしないでください。バッテリーの絶縁体が溶け

たり、安全機能が損なわれたり、電解質に引火する恐れがあります。ポリマーセパレータが溶融

すると、個々のセルに内部短絡が発生する可能性があります。 

(3) プローブを電子レンジや高圧容器に入れないでください。熱でバッテリーの保護機構が損傷する

可能性があります。 

(4) プローブを火気やその他の熱源の近くで使用しないでください。バッテリーから液体が漏れた

り、有害なガスの臭いがしたりする場合は、すぐに近くの熱源からバッテリーを離してくださ

い。 

(5) 静電気の近くでプローブを使用しないでください。100V 以上の静電気は、バッテリーの内部保

護機構を損傷させる可能性があります。 

(6) 超音波を直接プローブに当てたり、バッテリーの近くでハンダ付けをしたりしないでください。

バッテリーの近くではんだ付けをすると、セパレータや絶縁体などの部品が溶けて破損すること

があります。 

(7) プローブに釘や鋭利なものを打ち込んだり、ハンマーなどで叩いたり、踏んだりしないでくださ

い。変形や破損したバッテリーはショートする可能性があります。 

(8) プローブを投げたり、過度の衝撃を与えたりしないでください。ICP バッテリーは、強い機械的

衝撃により断線、セル内の短絡、電解質の漏洩などの損傷を受けることがあります。バッテリー

の保護機構が壊れてしまうと、異常な電圧や電流で充電されてしまい、異常な化学反応を起こす

ことがあります。 

(9) アンプ/バッテリーは、指定された方法でのみ充電してください。規定値を超える高温下での充

電、規定値を超える過大な電圧・電流の印加、PCM が故障・分解した状態での改造など、特定

できない方法で充電した場合、過充電やセル内で異常な化学反応が発生することがあります。 
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(10) アンプ/バッテリーをコンセントや車のシガーチャージャーから充電しないでください。過度の

電圧は、バッテリーの保護機構を損傷させる可能性があります。 

 

注意 

(1) プローブを使用する前にマニュアルをお読みください。プローブを使用する場合は、マニュアル

を手元においてください。 

(2) バッテリーを充電する前に、充電の手順をお読みください。 

(3) 初回使用前にプローブが錆びていたり、悪臭がしたり、破損しているように見える場合は使用し

ないでください。メーカーに返却してください。 

 



 

 

 

932301-00 Rev A 

2020 年 6 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


