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はじめに

より良いオシロスコーププロービングのための8つのヒント

プロービングはオシロスコープ測定の重要な要素のひとつです。プローブ性能がアプリケーションに対して十分
でないと、歪んだ信号や間違った信号がオシロスコープに表示されます。アプリケーションに適したプローブを
選択することは、信頼できる測定への最初のステップです。正確な測定を実行し、有効な測定結果を得るには、
プローブの使用方法も重要です。このアプリケーションノートでは、アプリケーションに適したプローブの選択と、
より良いオシロスコーププロービングのための8つのヒントを紹介します。以下のプロービングのヒントにより、
プロービングの際に最も陥りやすい落とし穴を避けることができます。

ヒント1：パッシブプローブかアクティブプローブか？

ヒント2：2本のプローブを使ったプローブ負荷のチェック

ヒント3：使用前のプローブの補正

ヒント4：低電流測定のヒント

ヒント5：差動プローブを使った安全なフローティング測定の実行

ヒント6：コモンモード除去のチェック

ヒント7：プローブ結合のチェック

ヒント8：共振のダンピング
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ヒント1
パッシブプローブか 
アクティブプローブか？

中～低周波数（600 MHz未満）の一般的な測
定に対しては、パッシブ高インピーダンス
抵抗ディバイダープローブがよい選択です。
このタイプのプローブは堅牢で低価格であ
り、広いダイナミックレンジ（300 V以上）と
高い入力抵抗を提供します。ただし、低イ
ンピーダンス（特性インピーダンス）パッシ
ブプローブやアクティブプローブに比べる
と、容量性負荷が大きく、帯域幅が狭くな
ります。一般的には、高インピーダンス・パッ
シブプローブは、ほとんどのアナログ／デ
ジタル回路に対する汎用のデバッグ／トラ
ブルシューティングに適した選択です。

広い周波数レンジで高い精度が必要な高周
波アプリケーション（600 MHz以上）には、
アクティブプローブが適しています。価格
はパッシブプローブよりも高く、入力電圧
が制限されますが、容量性負荷が非常に小
さいため、高速信号をより正確に測定でき
ます。

図1-1は、600 MHzオシロスコープ（Keysight 

DSO9064A）で立ち上がり時間1 nsの信号を
測定したときの表示です。左は、Keysight 

N2873A 500 MHzパッシブプローブを使っ
てこの信号を測定した結果です。右は、
Keysight N2796A 2 GHzシングルエンド・
アクティブプローブを使って同じ信号を測定
した結果です。黄色のトレースはプロービン
グする前の信号です。緑のトレースはプロー
ビング後の信号で、プローブへの入力波形に
相当します。紫のトレースはプローブの出力
信号で、この波形が表示されます。

パッシブプローブでは、プローブの入力抵抗
／インダクタンス／キャパシタンスによって
信号が歪んでいます（緑のトレース）。オシロ
スコープのプローブは被試験デバイスの信号
に影響を与えないと思っている方もおられる
かもしれません。実際には、この例ではパッ
シブプローブがDUTに影響を与えています。
プロービングされた信号の立ち上がり時間
は、期待される600 psではなく4 nsになっ
ています。その原因の1つはプローブの入力
インピーダンスですが、もう1つの原因は、
500 MHzという帯域幅が583 MHzの信号
（0.35/600 ps＝583 MHz）の測定に不十分だ
からです。

図1-1.　パッシブプローブとアクティブプローブによる立ち上がり時間600 psの信号の測定の比較

パッシブプローブのインダクタンスとキャパ
シタンスにより、プローブ出力（紫のトレー
ス）にオーバーシュートとリンギングが生じ
ます。この程度の測定誤差は無視できること
もありますが、受け入れることができない場
合もあります。

Keysight N2796A 2 GHzなどのアクティブ
プローブをDUTに接続した場合は、信号がほ
とんど影響を受けないことがわかります。プ
ロービング後の信号の特性（緑のトレース）
は、プロービング前の特性（N2796A 2 GHz

のトレース）とほぼ同じです。信号の立ち上
がり時間も、プローブの影響を受けず555 ps

に保たれています。また、アクティブプロー
ブの出力（緑のトレース）はプロービングされ
た信号（紫のトレース）と一致し、期待される
600 psの立ち上がり時間を測定しています。
これが可能な理由は、N2796Aアクティブプ
ローブが2 GHzの帯域幅、優れた信号忠実度
を備え、プローブ負荷が小さいためです。

Keysight N2873A 500 MHzパッシブプロー
ブ、15 cmのワニ口グランドリード線
 – 信号にプローブの負荷がかかり、600 ps
の立ち上がり時間が740 psに変化

 – プローブ出力に共振があり、1.4 nsの立
ち上がり時間を測定

Keysight N2796A 2 GHzアクティブプロー
ブ、1.8 cmのグランドリード線
 – 信号がプローブの影響を受けず、立ち上が
り時間は630 psのまま

 – プローブ出力は信号と一致し、555 psを
測定

黄色：プロービング前の信号
緑：プロービング後の信号
紫：プローブの出力

黄色：プロービング前の信号
緑：プロービング後の信号
紫：プローブの出力
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図2-1.　2本のプローブを使ったプローブ負荷の 
チェック

図2-2.　長いグランドリードがもたらす不具合

ヒント2
2本のプローブを使ったプローブ
負荷のチェック

回路を実際にプロービングする前に、１本の
プローブを回路上のポイントに接続し、もう
1本のプローブを同じポイントに接続します。
理想的には、信号は変化しないはずです。変
化が見られた場合は、プローブ負荷による影
響です。

理想的なプローブは、無限大の入力抵抗、ゼ
ロのキャパシタンスおよびインダクタンスを
有し、接続された回路に影響を与えず、目的
の信号を忠実に表示することができます。し
かし、現実のプローブは回路の負荷となり、
多かれ少なかれもとの波形に影響を与えます。

プローブの影響をチェックするには、まず 

１本のプローブを被試験回路または既知のス
テップ信号に接続し、他端をオシロスコープ
の入力に接続します。オシロスコープ画面の
トレースを観察し、トレースを保存し、それ
をリコールして比較できるようにします。つ
ぎに、もう１本の同じ種類のプローブを同じ
ポイントに接続し、そのときのトレースがリ
コールしたトレースに比べてどのように変化
するかを観察します。

測定の品質が不十分な場合は、プロービング
を工夫するか、もっと負荷が小さいプローブ
の使用を検討します。例えばこの例では、グ
ランドリードを短くするとうまくいきました。
図2-2は、4.6 cmの長いグランドリードを持
つプローブを使用して測定した例です。

パッシブプローブとアクティブプローブの主な違いを下の図1-2に示します。

図1-2.　高インピーダンス・パッシブプローブとアクティブプローブの比較

高インピーダンス・パッシブ 
プローブ

アクティブプローブ

電源 不要 必要
負荷 大きな容量性負荷と小さな抵抗性 

負荷
抵抗性負荷と容量性負荷の最適な 
組合わせ

帯域幅 最大700 MHz 最大30 GHz

アプリケーション 汎用、中～低周波測定 高周波アプリケーション
堅牢性 きわめて堅牢 やや劣る
最大入力電圧 300 V程度 40 V程度
標準価格 $100～ $500 ＞$1000



05 | Keysight | より良いオシロスコーププロービングのための8つのヒント – Application Note

図2-3.　短いグランドリードによるリンギングの改善

図3-2.　補正調整で完全にフラットな方形波を実現

図3-1.　小さいねじ回しを使ってプローブの可変
キャパシタを調整

ヒント3
使用前のプローブの補正

図2-3は、グランドを短いスプリング式のグ
ランドリードに変える工夫をして測定した例
（紫のトレース）です。リンギングが著しく少
なくなっています。

ほとんどのプローブは、特定のオシロスコー
プモデルの入力に合わせて設計されていま
す。ただし、オシロスコープは個々に多少の
違いがあり、同じオシロスコープの異なる入
力チャネル間にも違いがあります。プローブ
を初めてオシロスコープ入力に接続する際
は、必ずプローブ補正をチェックしてくださ
い。プローブが別の入力チャネルに合わせて
調整されている可能性があるからです。この
ために、ほとんどのパッシブプローブには、
補正用のRCディバイダー回路が組み込まれ
ています。プローブ補正とは、RCディバイ
ダーを調整して、プローブの減衰比がプロー
ブの定格帯域幅全体で維持されるようにする
ことです。

オシロスコープにプローブの性能を自動補正
する機能がある場合は、それを使うのが簡単
です。ない場合は、手動補正でプローブの可
変キャパシタを調整します。ほとんどのオシ
ロスコープは、プローブ補正用の方形波基準
信号をフロントパネルから得ることができま
す。プローブチップをプローブ補正端子に接
続し、プローブボディーをオシロスコープの
入力に接続します。方形波基準信号を表示し
ながら、小さいねじ回しでプローブを調整し、
オシロスコープ画面上の方形波が正しい方形
になるようにします。

図3-2の上の回路図は、プローブボディー内
にある補正キャパシタを正しく調整する方法
を示しています。図からわかるように、調整
が正しく行われていないと、方形波にオーバ

シュートまたはアンダーシュートが見られま
す。これにより、高周波の誤差が生じます。
この補正キャパシタを正しく調整しておくこ
とがきわめて重要です。

オシロスコープ

プローブチップ

ケーブル プローブボディー

補正

オシロ 
スコープ
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ヒント4
低電流測定のヒント

最新のバッテリー駆動デバイスやICのエネル
ギー効率の向上に伴い、これらのデバイスの
消費電流が許容範囲内にあるかどうかを検証
するために、低レベル電流測定の必要性が高
まっています。主に移動体無線機器や民生用
エレクトロニクスなどのバッテリー駆動のア
プリケーションでは、消費電力を正確に測定
することが求められます。バッテリー寿命を
最大化するためには、製品の寿命期間を通し
て消費電力を最小限に抑える必要がありま
す。電力は、P＝V×Iで定義されます。デバ
イスの消費電力を低減するためには、一定の
電源電圧レベルの平均消費電流を低減するこ
とが極めて重要です。

携帯電話やタブレットコンピューターなどの
バッテリー駆動の移動体デバイスの消費電流
を測定する上での主な問題点は、電流信号の
ダイナミックレンジが非常に広いことです。
移動体デバイスは通常、高速で非常に大きな
ピーク電流が流れるアクティブ状態と、ごく
わずかなDC/AC電流が流れるアイドル／ス
タンバイ電流モードの間を遷移します。 

図4-1に、GSM携帯電話の発呼中に測定した
電流ドレインを示します。アクティブ電流は
約2Aのピークに達し、アイドルモードでは、
電流ドレインが非常に小さくなっています。

キーサイトの1147BやN2893Aなどのクラン
プ型電流プローブを使用すれば、オシロスコー
プでデバイスに流れる電流を簡単に測定する
ことができます。

残念ながら、クランプ型電流プローブはダイ
ナミックレンジと感度に限界があり、数mA

に制限されるため、この方法は、mA未満と
数Aの間で急速に変動する小電流の測定には
適していません。携帯電話の消費電流の測定
例では、アイドル状態の電流はプローブのノ
イズに埋もれてしまい、十分に測定すること
はできません。

また、測定確度を高めるために、プローブを
消磁してプローブコアの残留磁気を除去し、
クランプ型電流プローブのDCオフセットを
補正する場合もあります。このように追加の
校正手順が必要なため、クランプ型電流プ
ローブは扱いが面倒です。

キーサイトの新しいN2820Aシリーズ高感度
電流プローブは、広いダイナミックレンジを
備え、高感度電流測定ニーズに対応していま
す。今日のアプリケーション環境では形状を
極めて小さくする必要があるため、これらの
プローブには、被試験デバイス(DUT)との接
合部が物理的に小さいという利点もありま
す。新しいN2820A/21A AC/DC電流プロー
ブは、オシロスコープ用の電流プローブの中
でも業界最高の感度を備え、最小50 μAから
最大5 Aの電流範囲に対応しています。

図4-2.　キーサイトの1147BやN2893Aなどのクランプ型電流プローブを使用すれば、オシロスコープで
簡単に電流を測定することができます。

図4-1.　GSM携帯電話の発呼中に測定した電流ドレイン。

電流パルスの送信

電流パルスの受信

アイドル電流
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キーサイトのN2820A 2チャネル高感度電流
プローブの内部には、利得設定値の異なる 

2つの差動増幅器が並列に搭載されています。
低利得増幅器では波形全体（波形の「ズーム
アウト」ビュー）を表示し、高利得増幅器で
は「ズームイン」ビューで携帯電話のアイド
ル状態など極めて小さな電流変動をモニタで
きます。N2820A/21A電流プローブは、DUT

内を流れる電流を測定してサブ回路の特性を
評価するために最適化されていて、高速で広
いダイナミックレンジの電流波形の全体と細
部の両方を表示できます。

このプローブを使用すれば、プローブとDUT

を簡単に接続できます。付属のメイク・ビフォ
ア・ブレーク(MBB)コネクタを使用すれば、
はんだ付けされたリード線の接続や取り外し
を行うことなく、DUTのさまざまな場所を短
時間でプロービングできます。MBBヘッダ
は、ターゲットボード上に取り付けることも、
DUTと直接接続することもでき、0.6 mm角
型ピン用の標準的な2.54 mmピッチに適合
しています。ユーザーは、これに基づいて
PCボードのレイアウトを計画する必要があ
ります。MBBは、被試験回路を遮断せずに、
ターゲットボード上のさまざまな位置で簡単
に接続／取り外しが行える優れた方法です。 

技術革新はこれだけにとどまりません。捕捉
した電流波形を使って、システムの平均消費
電流を時間軸上で計算できます。キーサイト
のInfiniiumオシロスコープおよびInfiniiVision

オシロスコープでは、曲線下の面積（電荷）を
測定できるので、消費電流の時間積分値を
Ah（アンペア×時間）単位で簡単に計算でき
ます。「Ah」はバッテリーの容量の測定単位
で、1 Ahは1 Aの電流を1時間流し続けるこ
とを意味します。

N2820A/21A電流プローブを使用すれば、
バッテリー駆動製品のテストで、従来のクラ
ンプ・オン・プローブではこれまで不可能だっ
た動的な電流波形の細部と全体を表示でき 

ます。

図4-4.　付属のメイク・ビフォア・ブレーク
(MBB)コネクタを使用すれば、はんだ付けされ
たリード線の接続や取り外しを行うことなく、
DUTのさまざまな場所を短時間でプロービン
グできます。

図4-3.　新しいN2820A/21A AC/DC電流プローブは、オシロスコープ用の電流プローブの中で
業界最高の感度を備えています。

図4-5.　キーサイトのInfiniiumオシロスコープおよびInfiniiVisionオシロスコープでは、曲線下の面積
（電荷）を測定できるので、消費電流の時間積分値をAh（アンペア×時間）単位で簡単に計算できます。
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オシロスコープ測定では、測定のどのポイン
トもグランド電位に接続されていないフロー
ティング測定が必要になることがあります。
たとえば、図5-1において、リニア電源のシ
リーズ レギュレーター U1の入力と出力の間
の電圧降下を測定するとします。レギュレー
ターの入力ピンと出力ピンは、どちらもグラ
ンドに接続されていません。

標準的なオシロスコープ測定では、プローブ
を信号ポイントに接続し、グランドリードを
回路グランドに接続しますが、この測定では
実際にはテストポイントとグランドの間の信
号差を測定します。ほとんどのオシロスコー
プでは、グランド端子（またはBNCの外部導
体）がアースに接続されます。これは、オシ
ロスコープに印加されるすべての信号が共通
の安全な基準電位を持つようにするためで
す。基本的に、すべてのオシロスコープ測定
はアースグランドが基準です。グランドコネ
クタをフローティングポイントに接続する
と、被試験回路を著しく損傷し、かつ危険で
すので絶対に避けてください。フローティン
グ測定のこのような問題を回避するにはどう
すればよいでしょうか？

フローティング測定の方法としてよく用いら
れる、しかしあまり良くない方法は、2本の
シングルエンドプローブとオシロスコープの
演算機能を使う”A-B”法です。

ほとんどのデジタルオシロスコープは減算
モードを備えています。これは、2つの入力
チャネルを電気的に減算して、差動信号の差
を得るものです。妥当な結果を得るには、両
方のプローブを使用前に注意深く調整する必
要があります。この方法で得られるコモン
モード除去比（CMRR）は通常－20 dB（10：1）
未満です。各プローブのコモンモード信号が
非常に大きく、差動信号が小さい場合は、2

つのチャネルの利得差により差（“A-B”）が大
きく変化します。

図5-1.　測定がグランド基準でない場合は、差動測定ソリューションが必要

図5-2.　チェックのために同じ信号を2本のプローブで測定して”A-B”の結果を観察

簡単なチェック方法としては、同じ信号を 

2本のプローブで測定して、”A-B”の結果を
観察します。オシロスコープで正確なフロー
ティング測定を行うには、Keysight N2790A

などの高電圧差動プローブを使用する方がは
るかに優れた方法です。N2790Aはプローブ
ヘッドに真の差動増幅器を備えていて、定格
で最大1,400 Vdc＋ピークACの差動電圧を
測定でき、10 MHzで－70 dBのCMRRを実
現します。アプリケーションに対して十分な
ダイナミックレンジと帯域幅を持つ差動プ
ローブを使用することにより、安全で正確な
フローティング測定を行えます。

ヒント5
差動プローブを使った 
安全なフローティング 
測定の実行

グランド
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図6-1.　グラウンドリードとプローブチップの両方
を一緒にグランドに接続して、信号が画面に表示さ
れるかどうかをチェック

プロービングに関して最も誤解されている問
題の1つは、コモンモード除去が測定品質を
制限するということです。シングルエンドプ
ローブと差動プローブのどちらを使用する場
合でも、プローブのグランドリードとプロー
ブ・チップの両方を一緒にDUTのグランドに
接続して、信号が画面に表示されるかどうか
をチェックすることは意味があります。

信号が表示された場合は、それはコモンモー
ド除去の不足による信号劣化の程度を示して
います。被測定信号以外のソースから生じる
コモンモードノイズ電流が、DUTのグランド
からプローブグランドを通ってプローブケー

ブルのシールドに流れ込む可能性がありま
す。コモンモードノイズのソースは、DUT内
部にある場合も、電源ラインノイズやEMI/

ESD電流のように外部にある場合もあります。

シングルエンドプローブで長いグランドリー
ドを使用すると、この問題が非常に大きくな
ることがあります。シングルエンドプローブ
では実際にコモンモード除去の不足による問
題が生じます。差動アクティブプローブを使
用すると、最大80 dB（10,000：1）（代表値）
の高いコモンモード除去比が得られます。

図6-2.　差動アクティブプローブはコモンモード除去比が非常に大きいので、 
コモンモードノイズ電流をほとんど除去可能

プローブを信号に接続した状態で、プローブ
ケーブルを動かしたり、手でつかんだりして
みてください。画面上の波形が大きく変化し
た場合は、プローブシールドに電磁エネル
ギーが結合しているのが原因です。プローブ
ケーブルにフェライトコアを取り付けると、
ケーブルシールドのコモンモードノイズ電流
を減らして、プローブ確度を向上できる場合
があります。プローブケーブルに取り付けた
フェライトコアにより、導体に直列インピー
ダンスが発生します。プローブにフェライト
コアを取り付けても、信号はほとんど影響を
受けません。信号は中心導体を通ってコアを
通過し、帰りにシールドを通って反対側から
コアを通過するので、コアを通過する正味の
信号電流は0になるからです。

図7-1.　プローブケーブルにフェライトコアを取り
付けることによるプロービング確度の向上

ケーブル上のフェライトコアの位置は重要で
す。便利さからいえば、コアをオシロスコー
プ側に付けたくなります。こうするとプロー
ブヘッドが軽くて扱いやすいからです。しか
し、そうするとコアの有効性は大幅に低下し
ます。

シングルエンドプローブのグランドリードの
長さを短くすると効果が得られる場合もあり
ます。差動プローブに取り換えるのが通常は
最も効果的な方法です。多くのユーザは、プ
ローブケーブル環境が測定の変動の原因にな
ることに気づいていません。これは特に高周
波で顕著であり、測定の再現性や品質を低下
させます。

ヒント6
コモンモード除去のチェック

ヒント7
プローブ結合のチェック

出力電圧

容量結合

信号伝送

磁気結合

電源ライン
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被測定信号は、プローブ接続により大きな影
響を受けます。取り扱う信号速度が高まると
ともに、オシロスコーププローブを接続した
ときのオーバーシュート、リンギング、その
他の擾乱も増加します。プローブがデバイス
に接続されることにより、共振回路が形成さ
れます。この共振周波数が、使用するオシロ
スコーププローブの帯域幅内に存在すると、
擾乱の原因が回路とプローブのどちらにある
かを判定するのが困難です。

図8-1.　チップに抵抗を取り付けて追加ワイヤの共振をダンピング

図8-2.　プローブ入力を適切にダンピングした場合は、負荷／入力インピーダンスがダンピング抵抗の値より
も小さくなることはありません。

500ps/div 500ps/div 

Vsource 
Vin
Vout

500 ps/div 500 ps/div 

Vsource 
Vin
Vout

クロック250 MHz、立ち上がり時間100 ps

ダンピングなし ダンピングあり

図8-3.　信号速度が高まるとともに、オーバーシュート、リンギング、その他の擾乱も増加します。プローブ
の接続により形成される共振を抑制するには、プローブチップにダンピング抵抗を追加します。

部品装着が過密な環境で測定を行うためにプ
ローブのチップに短いワイヤを追加する場合
は、チップに抵抗を取り付けて追加したワイ
ヤの共振をダンピングします。

シングルエンドプローブの場合は、抵抗は信
号リードだけに取り付け、グランドリードは
できるだけ短くします。差動プローブの場合
は、両方のリードに抵抗を取り付け、リード
の長さは同じにします。抵抗の値を決めるに

は、最初にKeysight E2655Cなどのフィクス
チャボード経由で既知のステップ信号をオシ
ロスコープでプロービングします。次に、使
用するワイヤと抵抗をチップに取り付けて、
信号をプロービングします。抵抗値が適切な
ら、観察されるステップ信号は、ローパスフィ
ルタがかかっていることを除いて、テストス
テップとよく一致するはずです。過度のリン
ギングが見られる場合は、抵抗値を上げます。

ヒント8
共振のダンピング

ダンピングなし ダンピングあり

5 cmリード 5 cmリード
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プローブ・ダンピング・アクセサリは、仕様帯
域幅全体で小さな入力キャパシタンスおよび小
さなインダクタンス、そしてフラットな周波数
応答を維持します。InfiniiMode N2750Aシリー
ズ、1156A/1157A/1158Aシリーズ、InfiniiMax

シリーズ プローブは、このダンピング・アクセ
サリ・テクノロジーを使って、最適で柔軟な性
能を実現しています。

図8-4.　InfiniiMode N2750Aシリーズ、1156A/ 
1157A/1158Aシリーズ、InfiniiMaxシリーズ プロー
ブは、このダンピング・アクセサリ・テクノロジー
を用いて、最適で柔軟な性能を実現しています。

信頼できる測定はプローブから！キーサイトの関連カタログ

オシロスコープを最大限に活用するには、アプリケーションに適したプローブとアクセサリが必要
です。キーサイトのさまざまなオシロスコーププローブとアクセサリの詳細については、計測お客
様窓口にご相談になるか、www.keysight.co.jp/find/socpe_probes をご覧ください。

タイトル カタログタイプ カタログ番号
Keysightオシロスコープ用プローブおよびアクセサリ Selection Guide 5989-6162JAJP

Infiniium 54800シリーズオシロスコープのプローブ、 
アクセサリおよびオプション 

Data sheet 5968-7141JA 

5000/6000/7000シリーズInfiniiVisionオシロスコープ 
プローブ／アクセサリ

Data sheet 5968-8153JA

Keysight Technologiesオシロスコープ
20 MHz～ 90 GHz以上でさまざまなサイズ、業界最高レベルの仕様と、幅広いアプリケーション
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