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User’s
Manual

ご注意
・	 本書の内容は、性能・機能の向上などにより、将来、予告なしに変更することがあります。また、
実際の表示内容が本書に記載の表示内容と多少異なることがあります。

・	 本書の内容に関しては万全を期していますが、万一ご不審の点や誤りなどお気づきのことがありま
したら、お手数ですが、当社支社・支店・営業所までご連絡ください。

・	 本書の内容の全部または一部を無断で転載、複製することは禁止されています。

このマニュアルで使用している記号
	 本機器で使用しているシンボルマークで、人体への危険や機器の損傷の恐れがある

ことを示すとともに、ユーザーズマニュアルを参照する必要があることを示します。
ユーザーズマニュアルでは、その参照ページに目印として、「警告」「注意」の用語
と一緒に使用しています。

	 警　　告	 取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険があるときに、その
危険を避けるための注意事項が記載されています。

	 注　　意	 取り扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか、または物的損害のみが発生する
危険があるときに、それを避けるための注意事項が記載されています。

Note	 本機器を取り扱ううえで重要な情報が記載されています。

安全にご使用いただくために
本機器は、専門知識のある方がご使用いただくことを前提に開発された製品です。
本機器を正しく安全に使用していただくため、本機器の取り扱いにあたっては以降の安全上の注意事
項を必ずお守りください。これらの注意に反したご使用により生じた障害については、YOKOGAWA
は責任と保証を負いかねます。また、本プローブをご使用になる前に、オシロスコープの取扱説明書
もお読みいただき、オシロスコープの仕様、取り扱いを十分ご理解ください。
このマニュアルは製品の一部として重要な内容を含んでいます。本機器を廃棄するまで、本機器を使
用するときにすぐご覧になれるところに、このマニュアルを大切に保存してください。

本機器には次のようなシンボルマークを使用しています
	 “取扱注意” ( 人体および機器を保護するために、ユーザーズマニュアルやサービスマニュア
ルを参照する必要がある場所に付いています。)

	 感電の危険

ご使用にあたっての注意

	 警　　告
オシロスコープの接地
必ずオシロスコープを保護接地してください。
接地
被測定回路にプローブの入力端子を接続する前に、オシロスコープが正しく接地されてい
て、プローブの BNCコネクタがオシロスコープの入力部に接続されていることをご確認く
ださい。
感電に注意
本プローブを濡らしたり、濡れた手で本プローブを使用したりしないでください。感電す
る恐れがあります。また、被測定回路にプローブを接続するときは感電にご注意ください。
最大入力電圧の厳守
各入力リードと接地間または各入力リード間に 1400	V(DC+ACpeak) を超える電圧を加
えないでください。50:1、500:1 どちらの減衰比で使用しても、最大入力電圧は 1400	
V(DC+ACpeak) です。
露出した回路に注意
負傷を防ぐため、電源が入っているときは、露出した接触部分や部品に触れないようご注
意ください。
プローブの抜き差し時の注意
被測定回路に接続したまま、オシロスコープからプローブを外さないでください。感電す
る恐れがあります。
湿気の多い場所での使用禁止
感電を防ぐため、湿気の多い場所では使用しないでください。
ガス中での使用禁止
負傷や火災を防ぐため、可燃性、爆発性のガス、または蒸気のあるところでは使用しない
でください。
分解、改造の禁止
本製品を分解したり改造したりしないでください。本製品を分解、改造した場合、
YOKOGAWAはいかなる責任も負いかねます。
故障があると思われる場合
プローブに故障があると思われる場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
測定ケーブルの破損
測定ケーブルの内部から金属部分が露出したり、ケーブルの外装被覆と異なる色が露出し
たりしたときは、直ちに使用を中止してください。

	 注　　意
・	 本プローブは、長時間に渡って高信頼性を求められる用途用に、設計、製造された製品
ではありません。また、防水、防塵構造ではないので、ほこりの多い環境や水のかかる
環境では使用しないでください。

・	 直射日光や高温、多湿、結露するような環境での保存、使用は避けてください。変形、
絶縁劣化を起こし、仕様を満足しなくなります。

・	 運搬および取り扱いの際は、振動、衝撃および静電気を避けてください。特に、落下な
どによる衝撃にご注意ください。

このたびは、PBDH0150 差動プローブ (Model	701927) をお買いあげいただきましてありがとうござい
ます。このユーザーズマニュアルは、使用方法、仕様、取り扱い上の注意などを説明したものです。
ご使用前にこのマニュアルをよくお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは大
切に保存してください。
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使用環境の制限
使用環境に制限があります。ご注意ください。

	 注　　意
本製品はクラスＡ ( 工業環境用 ) の製品です。家庭環境においては、無線妨害を生ずること
があり、その場合には使用者が適切な対策を講ずることが必要となることがあります。

1.	概要
	 PBDH0150 差動プローブ (Model	701927) は、DLMシリーズなどの横河専用プローブインタフェー
スを持つディジタルオシロスコープ ( 以降、プローブ IF 付きオシロスコープと略します ) と組み合
わせて使用する 150	MHz 帯域の高電圧差動入力プローブです。

	 プローブ IF 付きオシロスコープの入力部に接続するだけでご使用いただけます。プローブの先端
を測定対象に接触させることで、電圧波形を観測できます。

2.	構成と名称

	

オシロスコープ
の入力部へ

ケーブル2

1

入力リード プローブインタフェース部

プローブヘッド

オーバーロード表示

減衰比切り替え
スイッチ

3 4 5

Oリング(8色)

	

ラッチ解除レバー BNCコネクタ

インタフェーススプリングピン

プローブインタフェース部

オフセット電圧調整用可変抵抗

標準付属品 部品番号 別売アクセサリ 部品番号
1. ピンチャーチップ ( 黒 ) B9852MM ロングテストクリップ 701906

( 赤 ) B9852MN ワニグチクリップ ( ドルフィン型 ) 701954
2. 延長リード (1m) ( 黒 ) B8099LF フォーク端子アダプタ 758921

( 赤 ) B8099LG ワニグチアダプタ ( 定格 300	V) 758922
3. 100 Ω抵抗アダプタ	x	2 ( 黄 ) B8099LJ ワニグチアダプタ ( 定格 1000	V) 758929
4. 150 Ω抵抗アダプタ	x	2 ( 緑 ) B8099LK 安全端子アダプタ 758931
5. マニュアル一式 ( 下表参照 )

マニュアル名 マニュアルNo. 内容
Model	701927	PBDH0150 差動プローブ	
ユーザーズマニュアル

IM	701927-01JA 本書

Safety	Instruction	Manual IM	00C01C01-01Z1 安全マニュアル ( 欧州の言語 )
お問い合わせ先 PIM	113-01Z2 国内海外の連絡先一覧

	 マニュアルNo. の「JA」、「Z1」および「Z2」は言語コードです。

減衰比切り替えスイッチ
減衰比 50：1と 500：1を切り替えます。
オーバーロード表示
差動入力電圧が次の値を超えるとインジケータが点灯します。
減衰比 50：1のとき、± 140	V(DC+ACpeak)	
減衰比 500：1のとき、± 1400	V(DC+ACpeak)

プローブインタフェース部
プローブ IF 付きオシロスコープの入力部に接続する部分です。
インタフェーススプリングピン
プローブインタフェース部をオシロスコープに接続すると、インタフェーススプリングピンがオ
シロスコープのインタフェース基板にあるパッドに接触するようになっています。プローブの電
源は、このインタフェース部を通してオシロスコープから供給されます。また、オシロスコープは、
このインタフェース部でプローブの減衰比設定を自動認識します。
ラッチ解除レバー
プローブインタフェース部をオシロスコープの入力部に接続したときのロックを解除するレバー
です。
オフセット電圧調整用可変抵抗
次の適切なドライバを使って、オフセット電圧を調整します。

L

W
調整用ドライバ
調整に使うドライバは、調整溝の寸法に合ったものをお使いください。握り
部分が大きなドライバや、ドライバ先端が極端に小さなドライバを使うと、
調整部の回転止めや調整溝を破損する恐れがあります。
調整ドライバビット寸法 ( 参考値 )
先端厚み(W)：0.2 ～ 0.35	mm、先端幅 (L)：1.3 ～ 1.5	mm、	
先端形状：−または＋

3.	使用方法

	 警　　告
・	 被測定回路にプローブを接続したり外したりする場合は、被測定回路の電源を切ってく
ださい。電源を切らずに接続したり外したりすることは危険です。被測定回路の電源を
入れたあとは、接続しているプローブに触れないでください。

・	 被測定回路に接続したまま、オシロスコープからプローブの BNCコネクタを外さないで
ください。BNCコネクタを外す前に、先に被測定回路の電源を切って、プローブを被測
定回路の高電圧部から切り離してください。

	 注　　意
・	 本機器は、測定先端部間を差動測定するためのプローブです。被測定回路とオシロスコー
プを電気的に絶縁するものではありません。

・	 汚れをとるときは柔らかい布を使用し、プローブを壊さないようにご注意ください。また、
本機器を液体に浸したり、研磨剤入りの洗剤を使ったりしないでください。ベンジンなど、
揮発性の溶剤も使用しないでください。

Model	701927
PBDH0150 差動プローブ
ユーザーズマニュアル

8th Edition: December 2021 (YMI)
All Rights Reserved, Copyright © 2012, Yokogawa Test & Measurement Corporation
Printed in Japan
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項目 仕様
適合規格 安全規格 *8	*9 プローブ ( ピンチャーチップ含まず )

EN	61010-031
測定カテゴリ II　1000	Vrms
汚染度 2

ピンチャーチップ単体
EN	61010-031
測定カテゴリ III　1000	Vrms
汚染度 2

延長リード単体
EN	61010-031
測定カテゴリ III　1000	Vrms
汚染度 2

プローブとアクセサリの組み合わせ
EN	61010-031
測定カテゴリ II　1000	Vrms
汚染度 2

EMC規格 エミッション *10 EN	61326-1	Class	A
EN	55011	Class	A、Group	1
オーストラリア、ニュージーランドの EMC規制	
EN	55011	Class	A、Group	1

イミュニティ EN	61326-1	Table	2
環境規格 *11 欧州 RoHS 指令適合

*8	本機器は、測定カテゴリ II	(CAT	II) の機器です。測定カテゴリ III	 (CAT	III) や IV	(CAT	IV) では使用
しないでください。測定カテゴリが異なる機器やアクセサリを組み合わせた場合は、測定カテ
ゴリは低い方に合わせます。本機器の場合、プローブの測定カテゴリ (CAT) が低いため、プロー
ブとアクセサリを組み合わせた場合は、測定カテゴリ II	(CAT	II) だけになります。
測定カテゴリ 定義
測定カテゴリなし	“O”	(Other) 主電源に直接接続していない回路の測定に適用されます。
測定カテゴリ II	(CAT	II) 配電盤から配線された壁コンセントなどの固定設備を通して給

電される電気機器および配線上の測定に適用されます。
測定カテゴリ III	(CAT	III) 配電盤レベルであり、建物の配線や固定設備の測定に適用され

ます。
測定カテゴリ IV	(CAT	IV) 1 次電線レベルであり、架空線、ケーブルシステム上の測定に

適用されます。
*9	汚染度とは、耐電圧または表面抵抗率を低下させる固体、液体、気体の付着の程度に関するも
のです。汚染度 2は、通常の室内雰囲気 ( 通常は非導電性の汚染だけが存在 ) に適用されます。

*10	本機器はクラス A( 工業環境用 ) の製品です。家庭環境においては、無線妨害を生じることがあ
り、その場合には使用者が適切な対策を講じることが必要となることがあります。

*11	 欧州圏以外の環境規制 /規格の適合については、お近くの横河オフィスまでお問い合わせく
ださい。

廃電気電子機器
	 (EU	WEEE 指令は EEA* で、UK	WEEE 規則は UKで有効です。)

	 この製品はWEEE 指令マーキング要求に準拠します。このマークは、この電気電子
製品を各国内の一般家庭廃棄物として廃棄してはならないことを示します。EEAまた
は UKで製品を廃棄する場合は、お近くの横河オフィスまでご連絡ください。

	 *	EEA:	European	Economic	Area

EEA	内の認定代理人 (AR)
横河ヨーロッパ・オフィスは、EEA 内で本製品の当社認定代理人 (AR) を務めます。横河ヨーロッパ・
オフィスの住所については、別紙のお問い合わせ先 (PIM	113-01Z2) をご覧ください。

廃棄方法
当社製品を廃棄する場合は、廃棄する国や地域の法令に従ってください。

韓国電波法ヘの対応
	 本製品は、韓国電波法に適合しています。韓国では下記に注意して使用してください。
	 이	기기는	업무용	(A 급 )	전자파적합기기로서	판	매자	또는	사용자는	이	점을	주의하시기	바라며 ,
가정외의	지역에서	사용하는	것을	목적으	로	합니다 .

	 ( 本製品は業務用 (A 級 ) 電磁波適合機器です。販売者または使用者はこの点に注意し、家庭以外で
使用してください。)
Registration	No: KCC-REM-IMY-EEN335
Equipment	Name: Differential	Probe
Trade	Name: Yokogawa	Test	&	Measurement	Corporation
Manufacturer: Yokogawa	Test	&	Measurement	Corporation
Country	of	Origin: Japan

产品中有害物质的名称及含量
	 この項目は、中華人民共和国国内でのみ有効です。

部件名称 有害物质

铅 (Pb）汞 (Hg）镉 (Cd）六价铬 (Cr(VI)） 多溴联苯 (PBB）多溴二苯醚 (PBDE）

 框架 (塑料） × ○ ○ ○ ○ ○

 线路板 ASSY × ○ ○ ○ ○ ○

○： 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×： 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

环保使用期限：

 该标识适用于 SJ/T 11364 中所述，在中华人民共和国销售的电子电气产品的
环保使用期限。

 只要您遵守该产品相关的安全及使用注意事项，在自制造日起算的年限内，则
不会因产品中有害物质泄漏或突发变异，而造成对环境的污染或对人体及财产
产生恶劣影响。

 注）该年数为“环保使用期限”， 并非产品的质量保证期。零件更换的推荐周期，
请参照使用说明书。

  保証書

お願い

  記

本保証書の内容はアフターサービスの際必要となります。
お手数でも*印箇所ご記入のうえ、本器の最終ご使用者の
お手許に保管してください。
修理をご依頼される場合は、形名、計器番号、ご購入日を
ご連絡ください。
保証期間中に正常な使用状態で、万一故障等が生じました
場合は下記に記載の保証規程により無償で修理いたします。
本保証書は日本国内でのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)

保証規程
保証期間中に生じました故障は無償で修理いたします。
但し、下記事項に該当する場合は無償修理の対象から除外いたします。

(1) 不適当な取扱いまたは使用による故障、または損傷。
(2) 設計仕様条件をこえた取扱いや使用または保管による故障、

または損傷。
(3) 電池、ヒューズ等の消耗品および自然消耗部品の補充。
(4) 当社もしくは当社が委嘱した者以外の改造または修理に起因

する故障、または損傷。
(5) 火災・水害・地震その他の天災を始め故障の原因が本器以外の

理由による故障、または損傷。
(6) その他当社の責任とみなされない故障、または損傷。
 以上

形名

計器番号*

ご購入日*

保証期間 ご購入日より　　1年間

　　　　　年　　　   月

701927

測定の準備
1.	 本プローブとプローブ IF 付きオシロスコープをご用意ください。
2.	 測定前に、プローブインタフェース部をオシロスコープ入力部に奥まで差し込み、BNCコネク
タとインタフェースピンが確実に接続されていることをご確認ください。差し込んだときにカ
チッとラッチがかかる音がすれば、ロックされた状態になっています。

3.	 本プローブがプローブ IF 付きオシロスコープに接続されると、オシロスコープの減衰比と入力
カップリングが自動的に設定されます。また、減衰比切り替えスイッチでプローブの減衰比を
切り替えた場合、オシロスコープ側の減衰比が自動的に切り替えられます。

4.	 必要に応じて、付属の延長リード、ピンチャーチップ、および抵抗アダプタを入力リードに取
り付けます。

付属品の接続
	 入力リードとピンチャーチップの組み合わせの場合は、100 Ω抵抗アダプタを使用します。

	 	

入力リード

ピンチャーチップ
100Ω抵抗アダプタ(黄)

	 入力リードに延長リード (1	m) を接続する場合は、150 Ω抵抗アダプタを使用します。

	 	

入力リード

ピンチャーチップ
150Ω抵抗アダプタ(緑)

延長リード(1m)

Note
・	 トランスや大電流路などの強磁界が発生しているものの近くや無線機などの強電界が発生し
ているものの近くでは、正確な測定ができない場合があります。

・	 使用前に減衰比切り替えスイッチを数回操作してください。長時間使用しない場合、スイッチ
の接触障害が起きることがあります。

・	 精度のよい測定をするためには、１年ごとの校正をお薦めします。

4.	仕様
電気的仕様
項目 仕様
周波数帯域 *1*2 DC ～ 150	MHz	(–3	dB)*6

延長リード使用時 (Typical*3)：DC ～ 100	MHz	(–3	dB)*7
入力形式 平衡差動入力
減衰比 50：1、500：1切り替え
入力抵抗 /容量 (Typical*3) 4	MΩ +5	pF( 接地に対して )
差動入力電圧範囲	
(+/– 端子間 )

50：1 のとき、± 140	V(DC+ACpeak)	
500：1 のとき、± 1400	V(DC+ACpeak)

同相入力電圧範囲 ± 1400	V(DC+ACpeak) または 1000	Vrms
最大入力電圧 ( 対グランド間 )*4 ± 1400	V(DC+ACpeak) または 1000	Vrms
CMRR	(Typical*3)*1 –80	dB	(60	Hz)、–50	dB	(1	MHz)
出力電圧範囲 *1 ± 2.8	V(DC+ACpeak)	

入力抵抗 50	kΩ以上のオシロスコープとの組み合わせにおいて
出力インピーダンス 1	MΩ入力システムのオシロスコープで使用
ノイズ ( 入力換算、Typical*3) 50：1 のとき、50	mVrms	

500：1 のとき、300	mVrms
伝搬遅延 (Typical*3) 50：1 のとき、13	ns	

500：1 のとき、12	ns
直流ゲイン確度 *1	*5	 同相入力電圧が± 400	V 以内のとき、± 2％

同相入力電圧が± 1000	V 以内のとき、± 3％
定格電源電圧 ± 12.3	V ± 0.3	V

専用プローブインタフェースから供給
消費電流 (Typical*3) 30	mA	
*1	周囲温度 23	℃± 5	℃、湿度 55％± 10％	RH、電源投入後 30 分
*2	オシロスコープと組み合わせたときの周波数帯域です。
*3	 Typical 項目の仕様は、代表的または平均的な値です。厳密に保証するものではありません。
*4	周波数に対するディレーティング ( 軽減 ) が適用されます。
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*5	確度はオシロスコープの垂直軸確度に依存し、直流ゲイン確度とオフセット電圧の合算になり
ます。

*6	 100	Ω抵抗アダプタと組み合わせたときの仕様です。
*7	 150	Ω抵抗アダプタと延長リードを組み合わせたときの仕様です。

一般仕様
項目 仕様
使用環境 プローブ ( ピンチャーチップ含まず )

5	℃～ 40	℃、25%～ 85%	RH	( 結露しないこと )
ピンチャーチップ単体
–40	℃～ 85	℃、25%～ 85%	RH	( 結露しないこと )

延長リード単体
–40	℃～ 85	℃、25%～ 85%	RH	( 結露しないこと )

保存環境 プローブ ( ピンチャーチップ含まず )
–30	℃～ 60	℃、25%～ 85%	RH	( 結露しないこと )

使用高度 2000	m 以下
保存高度 3000	m 以下
推奨校正周期 1年
ウォームアップ時間 30 分以上
外形寸法 174	mm× 58	mm× 27	mm( コネクタ、ケーブルを除く )
全長 2420	mm ± 30	mm
質量 プローブ ( ピンチャーチップ含まず )

約 300	g


