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はじめに
このたびは、Model 701949 ミニチュアパッシブプローブをお買いあげ
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、
701949 の使用方法、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、大切に保管してください。

なお、701949 のマニュアルとして、本書を含め、次のものがあります。
マニュアル名 マニュアル No. 内容
Model 701949 
ミニチュアパッシブプローブ 
ユーザーズマニュアル

IM 701949-01JA 本書。701949 の使用
方法、仕様、取り扱い
上の注意を説明。

701949 
Miniature Passive Probe

IM 701949-92Z1 中国向け文書

Safety Instruction Manual IM 00C01C01-01Z1 安全マニュアル 
( 欧州の言語 )

マニュアル No. の「JA」および「Z1」は言語コードです。

各国や地域の当社営業拠点の連絡先は、次のシートに記載されています。
ドキュメント No. 内容
PIM 113-01Z2 国内海外の連絡先一覧

3rd Edition: May 2022 (YMI)
All Rights Reserved, Copyright © 2020 Yokogawa Test & Measurement Corporation
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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、お買い求め先か、
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。

商標
・ Adobe、Acrobat は、アドビシステムズ社の登録商標または商標です。
・ 本文中の各社の登録商標または商標には、®、TM マークは表示してい

ません。
・ その他、本文中に使われている会社名、商品名は、各社の登録商標ま

たは商標です。

履歴
・ 2020 年 1 月  初版発行
・ 2021 年 6 月  2 版発行
・ 2022 年 5 月  3 版発行
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本書で使用している記号と表記法

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、その
内容について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。
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本機器を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ご使用いただくため、本機器の取り扱
いにあたっては、以下の安全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。
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管してください。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をお読みになり、オシロスコー
プの仕様や取り扱いを十分ご理解のうえ、本プローブをご使用ください。

本機器にはシンボルマークを使用しています。
 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。
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ご使用にあたっての注意

警　　告
本機器の用途
本機器は、電気信号を観測、測定するため、オシロスコープと組
み合わせて使用するものです。その用途以外には使用しないでく
ださい。

測定器本体の接地
必ずオシロスコープ本体を保護接地してください。

プローブの接地
グランドリード、またはそれに相当するアクセサリは、接地電位
に接続してください。

感電に注意
プローブを濡らしたり、濡れた手でプローブに触れたりしないで
ください。感電する恐れがあります。また、測定対象にプローブ
を接続するときは、感電にご注意ください。

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。

露出した回路に注意
感電を防ぐため、指輪・時計などの金属や宝石類は取り外してく
ださい。測定対象の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。

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。

故障が疑われるときの使用禁止
プローブに故障があると思われるときは、使用を中止してくださ
い。お買いあげの販売店にご相談ください。

本機器を安全にご使用いただくために
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ケーブル破損時の使用禁止
プローブ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、使用を中止してく
ださい。

分解、改造の禁止
本機器を分解したり、改造したりしないでください。本機器を分
解、改造した場合、YOKOGAWAはいかなる責任も負いかねます。

本機器を安全にご使用いただくために
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各国や地域での規制と販売

廃電気電子機器 (WEEE: Waste Electrical and Electronic Equipment)
 (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

UKCA マーキング
 この製品は UKCA (UK Conformity Assessed) マーキングに適合して

います。

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。
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1. 概要

701949 の概要
Model 701949 は、入力インピーダンス 1 MΩ のオシロスコープと組み合
わせて使用する、減衰比 10：1 のミニチュアパッシブ ( 受動 ) プローブです。
本プローブは、高密度実装基板の測定に適した、ユーザーの安全と使い
勝手に優れた設計になっています。コンタクトチップにバネ構造を採用
することにより、測定対象のデバイスに掛かる応力を最小限に抑えます。
また、IC キャップをはじめ、各種付属品を使用することにより、ファイ
ンピッチ IC のピンに容易に接触できます。



2 IM 701949-01JA

2. 構成と外形

標準付属品の一覧
701949 は、下表にあるすべての標準付属品で構成されています。No. は
次ページの組み合わせと対応しています。別売アクセサリはありません。

No. 標準付属品 No. 標準付属品
1. プローブ本体 11. 保護キャップ *1

2. スプリングチップ (Ø 0.5 mm)*1 12. グランドリード
3. リジッドチップ (Ø 0.5 mm) 13. グランドスプリング
4. ピンチャーチップ 14. グランドブレード
5. IC キャップ 0.5 mm ピッチ ( 緑 ) 15. 銅箔シート (2 x 2 cm) x 2 枚
6. IC キャップ 0.65 mm ピッチ ( 青 ) 16. PCB アダプタキット
7. IC キャップ 0.8 mm ピッチ ( 灰 ) 17. マーカーチップ (4 色 x 3 個 )
8. IC キャップ 1.0 mm ピッチ ( 茶 ) 18. 調整ドライバ
9. IC キャップ 1.27 mm ピッチ ( 黒 ) 19. 二股プローブポジショナ

10. 絶縁キャップ 20. マニュアル一式 *2

*1  プローブ本体に装着済み。
*2  詳細は下表を参照。

マニュアル名 マニュアル No. 内容
Model 701949 
ミニチュアパッシブプローブ 
ユーザーズマニュアル

IM 701949-01JA 本書

701949 
Miniature Passive Probe

IM 701949-92Z1 中国向け文書

Safety Instruction Manual IM 00C01C01-01Z1 Safety manual 
(European languages

お問い合わせ先 PIM 113-01Z2 国内海外の連絡先一覧
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付属品の組み合わせと外形
2.　構成と外形

11. 保護キャップ

5. ICキャップ
   0.5 ｍｍピッチ
   緑

18. 調整ドライバ

16. PCBアダプタキット

5.8

1.5 1.0

1. プローブ本体 (長さ1.3 m)

12. グランドリード
     (長さ15 cm)

13. グランドスプリング

14. グランドブレード
15. 銅箔シート
     (2×2 cm)×2枚

DEVICE UNDER
TEST

2. スプリングチップ
   (Ø0.5 ｍｍ)

3. リジッドチップ
   (Ø0.5 ｍｍ)

4. ピンチャーチップ
   (長さ77.6 mm)6.

   0.65 ｍｍピッチ
   青
7.
   0.8 ｍｍピッチ
   灰
8.
   1.0 ｍｍピッチ
   茶
9.
   1.27 ｍｍピッチ
   黒

17. マーカーチップ
     (4色×3個)
     黄、赤、緑、青

19. 二股プローブポジショナ

10. 絶縁キャップ

20. マニュアル一式

106.5

15 2.
5

87.8

18
.6

Ø15.0Ø9.2

プローブIDピン

プローブチップ (Ø2.5 ｍｍ) プローブケーブル

位相調整穴

コンタクトチップ
(Ø0.5 ｍｍ)

1. プローブ本体の外形

単位 : mm

3.
5

BNCコネクタ
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3. 使用方法

オシロスコープとの接続方法

 警　　告
・	 当社のオシロスコープ以外の機器には使用しないでください。
当社のオシロスコープであっても、アクセサリとして指定され
ている場合にだけ、本プローブを使用できます。また、標準付
属品以外のアクセサリを使用しないでください。

・ プローブの入力部に、最大入力電圧を超える電圧を加えないで
ください。EN61010-031 は、プローブ単体の適合安全規格で
す。実際の安全規格や使用条件は、オシロスコープ本体の条件
に従ってください。お守りいただかない場合、感電や機器損傷
などの事故が発生する恐れがあります。

・	 オシロスコープの入力カップリングが ACカップリングのとき、
オシロスコープの入力にはプローブ入力と同電位のDC電圧が
かかります。オシロスコープの最大入力電圧を超えないようご
注意ください。

・ 本プローブは、グランド電位から浮いた 2点間の電圧を測定す
ることには使えません。差動プローブなどの使用を検討してく
ださい。

・	 使用後は測定対象の電源を切り、測定対象からプローブを切り
離したあとで、オシロスコープからプローブを外してください。

注　　意
・	 コンタクトチップは、先端が非常に鋭く尖っているので、取り
扱いにはご注意ください。使用しないときは、保護キャップを
装着してください。

・	 プローブ本体に衝撃を加えないでください。また、ケーブル類
は無理に曲げたり引っ張ったりしないでください。破損や断線
の恐れがあります。
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1.  プローブの BNC コネクタを入力インピーダンス 1 MΩ のオシロス
コープの入力端子に接続します。オシロスコープの入力インピー
ダンスを 1 MΩ に設定します。

2.  プローブ ID ピンが自動認識されて、オシロスコープの減衰比が
10：1 に設定されます。自動で設定されない場合は、手動で設定
します。

3.  適切な付属品を使用して、測定対象に接続します。
4.  使用する前に、プローブの位相を調整します。

Note
トランスや大電流路などの強磁界や、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。

コンタクトチップと IC キャップ
コンタクトチップは、バネ構造のスプリングチップ ( プローブ本体に装
着済み ) と、ソリッド構造のリジッドチップを用意しています。また、ファ
インピッチ IC のピンへの接触を容易にする IC キャップを、0.5 mm から
1.27 mm ピッチまで 5 種類用意しています。

グランドの接続
高周波成分を含む信号測定では、グランドリードのインダクタンスに起
因するリンギングを抑えるため、グランドの接続長をできるだけ短くす
ることが重要です。付属の銅箔シートを測定対象のデバイスの大きさに
合わせて貼り付け、半田付けなどで加工してグランド ( 接地電位 ) にあら
かじめ接続しておきます。付属のグランドブレードやグランドスプリン
グを使用すると、良好なグランド接続が実現できます。

 
グランドブレードなど

銅箔シート
グランドピンへ

デバイス

プローブ本体

ICキャップ

3.　使用方法
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ピンチャーチップの装着
ピンチャーチップは、プローブ本体に表示された矢印が指している線ま
で差し込んでから使用します。

 
ピンチャーチップ

プローブ本体

本体に表示された矢印と線

位相の調整方法

注　　意
位相調整穴に過度な力を加えないでください。可変コンデンサを
破損する恐れがあります。

1.  プローブの BNC コネクタをオシロスコープの入力端子に接続し、
プローブの入力部をオシロスコープのプローブ位相調整用信号出
力端子 (CAL 端子または COMP 端子 ) に接続します。

2.  オシロスコープの垂直軸と時間軸を操作し、観測波形が正しい波
形 ( 方形波 ) になるように、位相調整穴を付属の調整ドライバで回
して調整します。中に実装されている可変コンデンサにより、プ
ローブの容量をオシロスコープの入力容量に合わせます。

 

正しい波形 過補償補償不足

3.　使用方法
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4. 保守

クリーニング

注　　意
プローブ本体を液体に浸したり、研磨剤入りの洗剤や、ベンジン
などの揮発性の溶剤を使用したりしないでください。

プローブの汚れを取るときは、柔らかい布を使用します。

コンタクトチップの交換

注　　意
コンタクトチップを交換する際、プローブチップの外装や白いプ
ラスチックの絶縁部をつかまないでください。破損する恐れがあ
ります。

プローブチップ先端のコンタクトチップを交換する際は、コンタクトチッ
プをプライヤーなどでしっかりとつかみ、プローブの軸に沿ってまっす
ぐ抜き差しします。

 

コンタクトチップをプライヤーでつかみます。 外装や白いプラスチックの絶縁部をつか
まないでください。
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5. 仕様

仕様
項目 仕様
全長 1.3 m ( ピンチャーチップを除く )
質量 48 g ( プローブ本体 )
コネクタ形式 BNC 形 ( プローブ ID ピン付き )
減衰比 10：1 ±2 % (DC 入力 )*1

周波数帯域 500 MHz (–3 dB)
立ち上がり時間 700 ps (typical)*2

伝搬遅延時間 5.7 ns (typical)*2

最大入力電圧 ±400 Vrms (EN 61010-031 による )*3

入力抵抗 10 MΩ ±1 %*1*4

入力容量 9.5 pF (typical)*2

適合入力容量 10 pF ～ 25 pF (typical)*2

使用環境 温度・湿度 0 ℃～ +50 ℃ *5 ( 結露しないこと )
高度 2000 m 以下

保存環境 温度・湿度 –40 ℃～ +71 ℃ ( 結露しないこと )
高度 15000 m 以下

適合規格 安全規格 EN 61010-031
測定カテゴリ “O”*6　 400 Vrms、 

1250 V 過渡過電圧
測定カテゴリ II*6　300 Vrms
汚染度 2*7

環境規格 *8 欧州 RoHS 指令適合
*1 1 MΩ ±1 % のオシロスコープとの組み合わせ、入力電圧 100 V 以下。
 100 V を超えるときは、0.0025 %/V の電圧係数を加算。
*2 typical 値は代表的または平均的な値で、厳密に保証するものではありません。
*3 「適合規格 ( 安全規格 )」の欄を参照。また、周波数による入力電圧のディレー

ティングが適用されます。詳細は「電圧のディレーティング」の項を参照。
*4 周波数による入力インピーダンスのディレーティングが適用されます。詳細は

「入力インピーダンス」の項を参照。
*5 温度・湿度に対するディレーティングが適用されます。詳細は「温度・湿度の

ディレーティング」の項を参照。
*6 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) や測

定カテゴリ IV (CAT IV) では使用しないでください。また、測定カテゴリが異
なる機器やアクセサリと組み合わせて使用する場合は、測定カテゴリは低い方
に合わせます。測定カテゴリの定義は次表を参照。
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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ない回路上の電気機器およ

び配線上の測定に適用されます。
測定カテゴリ 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。

*7 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。

*8 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 (PIM 113-01Z2)。

周波数による入力電圧のディレーティング

 警　　告
入力信号の周波数が高いほど、プローブの最大入力電圧は低くな
ります。

 

周波数 [Hz]

周波数による入力電圧のディレーティング
(測定カテゴリなし、正弦波、typical)
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5.　仕様
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入力インピーダンス

注　　意
入力信号の周波数が高いほど、プローブの入力インピーダンスは
低くなります。

 

入力インピーダンスのディレーティング(typical)
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温度・湿度のディレーティング
温度・湿度によるディレーティングが適用されます。
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5.　仕様
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