
オシロスコープのプロービングに
関する7つの一般的な落とし穴

プロービングの謎の解明



はじめに
プロービングに関する一般的な落とし穴とその回避方法を知ることは、より良い測定を行う

ために重要です。

理想的な世界では、すべてのプローブは、接続した回路にいっさい影響を与えないワイヤー

で、無限の入力抵抗を持ち、キャパシタンスとインダクタンスは0です。このようなプロー

ブを使えば、測定した信号の正確な複製が得られます。しかし実際には、プローブは回路

に負荷を与えます。プローブの抵抗、キャパシタンス、インダクタンスの成分が、被試験回

路の応答を変化させるのです。

回路はすべて異なっており、固有の電気特性を持ちます。したがって、デバイスをプローブ

する際には、プローブの特性を考慮し、測定にできるだけ影響を与えないものを選択する必

要があります。この場合、オシロスコープの入力コネクタから、ケーブルを経て、DUTへの

接続ポイントに至るまでの、すべてのアクセサリと、テストポイントへの接続に使用される

追加の配線やはんだ付けを考慮する必要があります。

テストを行う際に陥りやすい落とし穴を知り、より良い手順を採用することで、測定を改善

できます。

プローブの電気的挙動は、測定結果と 
回路の動作の両方に影響を与えます。 
このような影響が許容範囲内にあるか 
どうかを確認することは、測定を 

成功させるための重要なステップです。
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未校正のプローブ
プローブは出荷前に校正されていますが、その校正はオシロスコープのフロントエンドまで

は達していません。オシロスコープの入力に対して校正しないと、測定が不正確になります。

アクティブプローブ
使用するアクティブプローブがオシロスコープに対して校正されていない場合、垂直軸の

電圧測定値と立ち上がりエッジのタイミングに差が（場合によっては歪みも）生じます。多

くのオシロスコープには基準出力または補助出力が備わっており、プローブ校正の実行手順

も示されています。

図1に示すのは、50 MHzの信号をオシロスコープのチャネル1に、SMAケーブルとアダプ

ターを通して入力した結果です。緑のトレースは、同じ信号をチャネル2のアクティブプロー

ブを通じてオシロスコープに入力した結果です。チャネル1のジェネレーター出力が1.04 Vpp

（ボルトp-p）であるのに対して、チャネル2のプローブされた信号は965 mV（ミリボルト）に

なっています。さらに、チャネル1とチャネル2の間には3 ms（ミリ秒）という大きいスキュー

があるため、立ち上がり時間がまったく一致していません。

落とし穴1

図1：ジェネレーター出力とプローブされた信号。

校正
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このプローブを校正すると、結果は劇的に改善されます。適切な振幅およびスキュー校正を

実行した後の結果を図2に示します。振幅は972 mVppに改善され、スキューが補正された

ため両方の立ち上がり時間は一致しています。

プローブをオシロスコープに対して 
校正することで、測定する信号を 

正確に再現できます。

図2：振幅およびスキュー校正後。

プローブの補正方法

詳細はこちら

パッシブプローブ
プローブの可変キャパシタンスを調整することで、使用するオシロスコープの入力に補正

を完全に整合させることができます。多くのオシロスコープには、校正または基準用の方

形波出力が用意されています。この接続をプローブし、方形波が表示されることを確認し

ます。アンダーシュートやオーバーシュートが見られる場合には、可変キャパシタンスを

調整して除去します。

ヒント：オシロスコープにプローブ補正を調整する機能が備わっている場合もありますが、
そうでなければ手動で変更できます。

校正
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プローブ負荷の増加
落とし穴2
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Lプローブ

プローブC プローブR

プローブ負荷の増加
プローブをオシロスコープに接続してデバイスに接触したとたんに、プローブは回路の一部

となります。プローブがデバイスに与える抵抗性、容量性、誘導性負荷によって、オシロ

スコープ画面に表示される信号に影響が生じます。このような負荷効果のために、被試験

回路の動作が変化します。このような負荷効果を理解することで、測定する回路またはシス

テムに対して不適切なプローブを選ぶという落とし穴を避けることができます。図3に示す

ように、プローブには、抵抗性、容量性、誘導性という3つの特性があります。

落とし穴2

プローブポイントが狭い場合、エンジニアは創造性を発揮して、長いリードやワイヤーを追

加することがあります。しかし、アクセサリやプローブチップをプローブに追加すると、帯

域幅の減少、負荷の増加、フラットでない周波数応答などが生じる可能性があります。

図3：プローブの基本的な電気回路。

負荷
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図4：さまざまな長さのプローブリードを使用した場合のプローブの負荷効果。

元の信号
1.1 ns

優
1.1 ns

良
1.5 ns

可
1.7 ns

一般的には、プローブチップの入力ワイヤーまたはリードが長いほど、帯域幅は減少します。

狭帯域幅測定の場合はそれほど影響はありませんが、測定帯域幅が広くなるにつれ、特に

1 GHzを超えるような場合には、使用するプローブチップとアクセサリを慎重に選ぶ必要が

あります。プローブの帯域幅が狭いほど、高速な立ち上がり時間が測定できなくなります。

図4に、アクセサリの長さに応じてオシロスコープに表示される立ち上がり時間が低速化

することを示します。正確な測定を行うには、できるだけ短いチップを使用するのが最善

です。

できるだけ短いプローブを 
使用して、プローブの帯域幅と 

確度を維持します。

負荷
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図5：プローブチップに抵抗を追加することで、長いプローブ接続による共振を防ぎ、リンギングと 
オーバーシュートを減らすことができます。ただし、追加されたリードによる帯域幅の制限を防ぐ 
ことはできません。

また、グランドリードも短くする必要があります。グランドリードが長いほど、大きいイン

ダクタンスが追加されるからです。グランドリードをできるだけ短くし、システムグランド

にできるだけ近づけることが、再現性のある正確な測定を行うために重要です。

ヒント：難しいプローブポイントに到達するために、プローブチップにワイヤーを追加す
ることがどうしても必要な場合には、チップに抵抗を追加することで、追加したワイヤー

の共振を減衰させることができます。長いリードを追加したことによる帯域幅の制限は改

善できませんが、周波数応答をフラットにすることはできます。使用する抵抗の大きさを

決めるには、オシロスコープの基準方形波などの既知の方形波をプローブします。抵抗値

が正しければ、きれいな方形波が得られます（ただし、帯域幅は制限される可能性があり

ます）。信号にリンギングが見られる場合は、抵抗値を大きくします。シングルエンドプロー

ブの場合は、プローブチップに1個の抵抗を追加するだけです。差動プローブを使用する場

合は、各リードに1個ずつ、合計2個の抵抗を使用します。

抵抗を使用して、長いプローブ 
リードから生じるピーキングを 

減衰させます。

プローブ負荷の詳細。

詳細はこちら

負荷

250 MHzクロック、100 psの立ち上がり時間

非減衰

500 ps/div 500 ps/div

減衰
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差動プローブの 
不十分な活用

落とし穴3
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差動プローブの不十分な活用
差動プローブは差動信号の測定専用だと考えている人が多いようです。実は、差動プローブ

はシングルエンド信号の測定にも使用できるのです。これにより、測定の時間と費用を節約

し、確度を上げることができます。差動プローブを最大限に活用することで、最高の信号忠

実度を実現できます。

差動プローブはシングルエンドプローブと同じ測定を実行できます。そして、差動プロー

ブの2つの入力ではコモン・モード・ノイズ除去が働くため、差動測定を利用すればノイ

ズを大幅に減らせるのです。これにより、DUTの信号をより正確に観察でき、プロービン

グから生じるランダム雑音に惑わされることがなくなります。

次ページの図6に青で示したシングルエンド測定信号と、図7に赤で示した差動測定信号

を比べてみてください。青のシングルエンド測定のほうが、赤の差動測定よりもはるかに

ノイズが多くなっています。これは、シングルエンドプローブのコモン・モード・ノイズ補

正能力が低いためです。

落とし穴3

差動プローブ
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図6：シングルエンド測定。 図7：差動測定。

差動プローブはシングルエンドプローブと 
同じタイプの測定を実行できますが、 
コモン・モード・ノイズ除去によって 
ノイズが大幅に少なくなります。

差動プローブ

詳細はこちら

ビデオ：シングルエンドプローブか 
差動プローブか？
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不適切な電流プローブの選択
落とし穴4
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不適切な電流プローブの選択 

大電流測定と小電流測定では、捕捉する必要がある詳細情報が異なります。アプリケーショ

ンに適した電流プローブはどれか、不適切なプローブを使用した場合にどのような問題が生

じるかを知っておくことが必要です。

高電流測定：
大電流（10 A～ 3000 A）の測定にクランプオンプローブが使用できるのは、デバイスがプ

ローブ自体のクランプ内に収まる大きさである場合に限ります。この種のプローブを使用す

る場合、エンジニアは創造性を発揮して、プローブクランプにワイヤーを追加することで、

クランプオンチップに入らないデバイスを測定しようとする場合があります。しかし、それ

によってDUTの特性が変化する可能性があるのです。適切なツールを使うほうが賢明です。

最善の方法は、柔軟なループ・プローブ・ヘッドを備えた大電流プローブを使用することで

す。この柔軟なループは、あらゆるデバイスの周りに巻き付けることができます。この種の

プローブはロゴスキーコイルと呼ばれます。これを使えば、動作が不明なコンポーネントを

追加せずにデバイスをプローブできるので、高いシグナルインテグリティーを維持できます。

また、mAから数百kAまでの大電流の測定が可能です。ただし注意すべきこととして、測定

できるのはAC電流だけで、DC成分はブロックされます。また、他の電流プローブに比べて

感度が低い場合もあります。これは大電流測定では通常問題になりません。感度とDC成分

の観察が重要になるのは、小電流を測定する場合です。このように、ある測定に適した方法が、

別の測定にも通用するとは限らないのです。

落とし穴4

図8：ロゴスキー・プローブ・チップをコンポーネントの周りに巻き付けたところ。

大電流プローブは、被試験 
デバイスに適したものを選びます。

電流プローブ
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微小電流測定：
バッテリー動作デバイスの電流を測定する場合、ダイナミックレンジが非常に広くなり

ます。バッテリー動作デバイスがアイドル状態のときや小規模なバックグラウンドタスク

を実行しているときには、電流ピークは小さくなります。デバイスがもっとアクティブな

状態に切り替わると、電流ピークは大幅に増加します。オシロスコープの垂直軸スケール

を大きく設定すると、大信号の部分は測定できますが、小さい電流信号は測定ノイズに埋も

れてしまいます。一方、垂直軸スケールを小さく設定すると、大信号はクリッピングされ、

歪んだ無効な測定が得られます。

このような場合に適した電流プローブは、マイクロアンペアからアンペアまでの広い範囲を

測定できるだけでなく、複数の増幅器を備えることで、電流の大きい偏移と小さい偏移の両

方を同時に観察できるものです。プローブに2個の可変利得増幅器が備わっていれば、ズー

ムインすることで電流の小さい変動を観察し、ズームアウトすることで大きい電流スパ

イクを同時に観察することができます（図9を参照）。

図9：2個の可変利得増幅器を備えた電流プローブを使用すれば、電流の大きい偏移と小さい偏移を一度
に観察できます。この例で使用しているのは、キーサイトのN2820A/21A 高感度電流プローブです。

詳細はこちら

十分な感度とダイナミックレンジを 
備えた小電流プローブを使用すれば、 
信号のすべての側面と詳細を 

捕捉できます。

ビデオ： オシロスコープで電流を測定する方法

ブログ： オシロスコープで電流を測定する方法 - 小電流プロービング
ブログ： どの電流プローブを選べばよいか

電流プローブ
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リップル／ノイズ測定の際の
DCオフセットの誤った処理

落とし穴5
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リップル／ノイズ測定の際の
DCオフセットの誤った処理
DC電源のリップルやノイズは、比較的大きいDC信号に載った小さいAC信号から構成さ

れます。DCオフセットが大きいため、信号を画面に表示するには、オシロスコープの電圧/

div設定を大きくする必要があります。これにより測定感度が下がり、小さいAC信号に比べ

てノイズが増えます。このため、信号のAC部分を正確に表現できません。

この問題を回避するためにDCブロックを使用すれば、低周波AC成分の一部も必然的にブ

ロックされてしまうため、デバイスのコンポーネントに入力されるのと同じ信号を観察

できなくなります。

大きいオフセット能力を持つパワー・レール・プローブを使用すれば、DCオフセッ

トを除去しなくても、画面の中央に波形を表示できます。これにより、垂直軸ス

ケールを小さく設定してズームインした状態で、波形全体を画面に表示できます。  

この設定により、過渡信号、リップル、ノイズを詳細に観察できます。

落とし穴5

DCオフセット
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大きいオフセット能力を持つパワー・ 
レール・プローブを使用することで、 

信号のDC部分を除去しなくても、過渡信号、 
リップル、ノイズを詳細に観察できます。

詳細はこちら

DCオフセット

ビデオ： パワーインテグリティー測定： 
N7020A パワー・レール・プローブ
の使用

アプリケーションノート： キーサイト製品を利用したDC電圧レール上の 
ノイズおよびリップル測定の改善

アプリケーション概要： DC電圧ラインおよびパワーレール上のリップル 
およびノイズ測定の実行
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https://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5992-0948EN.pdf?id=2653153
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5992-0946EN.pdf?id=2653138
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5992-0946EN.pdf?id=2653138


不明な帯域幅の制約
落とし穴6
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不明な帯域幅の制約
重要な測定を実行する場合には、十分な帯域幅を持つプローブを選ぶことが不可欠です。

帯域幅が不十分だと信号が歪み、適切なエンジニアリングテストやデザイン決定を行う

ことが不可能になります。

帯域幅に関する広く認められている公式として、帯域幅と立ち上がり時間の積が0.35にな

るというものがあります。これは10 %から90 %までの立ち上がりエッジを評価する場合

です。

落とし穴6

もう1つ重要なのは、システム全体の帯域幅を考慮する必要があるということです。システ

ムの帯域幅を判定するには、プローブとオシロスコープの両方の帯域幅を考慮に入れる必要

があります。システム帯域幅を計算するための公式を以下に示します。

例えば、オシロスコープとプローブの帯域幅がどちらも500 MHzだったとします。上記の

公式を使用すると、システム帯域幅は353 MHzになります。このように、システム帯域幅は、

プローブとオシロスコープの個々の帯域幅仕様に比べて大幅に低下しています。

ここで、プローブの帯域幅が300 MHzしかないとすると、オシロスコープの帯域幅が引き

続き500 MHzでも、上記の公式より、システム帯域幅はさらに257 MHzまで減少します。

BW×TR＝0.35

システム帯域幅＝

オシロスコープ帯域幅2 プローブ帯域幅2

1

＋1 1

プローブとオシロスコープは1つの 
「システム」であり、その組み合わせによる 
帯域幅への影響は、個別の場合よりも 

大きくなるのです。

詳細はこちら

帯域幅の制約

ブログ： プローブの帯域幅を検証する簡単な方法
ブログ： オシロスコープ（およびプローブ）の帯域幅を自分で測定する 

方法
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https://community.keysight.com/community/keysight-blogs/oscilloscopes/blog/2017/04/26/a-simple-method-to-verify-the-bandwidth-of-your-probe
https://community.keysight.com/community/keysight-blogs/oscilloscopes/blog/2016/09/01/how-to-measure-your-oscilloscope-and-probe-s-bandwidth-yourself
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見えないノイズの影響
落とし穴7
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見えないノイズの影響
DUTのノイズは、プローブとオシロスコープのノイズレベルによって拡大される可能性があ

ります。アプリケーションに応じて、適切な減衰比を持つ正しいプローブを選択することで、

プローブとオシロスコープによって追加されるノイズを減らすことができます。これにより、

DUT上の信号をより忠実に再現した信号が得られます。

落とし穴7

多くのプローブメーカーは、プローブのノイズを、等価入力雑音(EIN)で記述しています。

これは実効値電圧で表されます。減衰比を大きくすればより大きい信号を測定できますが、

その代償として、オシロスコープは減衰比を検出し、信号とノイズの両方を増幅します。こ

の影響を実例で示すため、図10の緑のトレースに、10:1のプローブで測定した信号を示し

ます。ノイズが増幅されているのがわかります。

図10：50 mVp-pの正弦波を1:1と10:1のプローブで測定した結果。

プローブのノイズの大きさを予測する簡単な 
方法の1つは、プローブのデータシート 
またはマニュアルで、プローブの減衰比と 
プローブ・ノイズ・レベルを確認することです。

見えないノイズ

詳細はこちら

ビデオ： ノイズの基本

アプリケーションノート：オシロスコープのシグナルインテグリティーの 
評価

アプリケーションノート：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
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https://www.youtube.com/watch?v=ne7fDgQ3nU8
https://www.youtube.com/watch?v=ne7fDgQ3nU8
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5991-4088EN.pdf
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5991-4088EN.pdf
http://www.datatec.de/shop/artikelpdf/5989-7894en_d.pdf
http://www.datatec.de/shop/artikelpdf/5989-7894en_d.pdf


製品情報
キーサイトのプロービングソリューション：
さまざまなオンラインツールを使用して、アプリケーションに最適なプロービングソリュー

ションを見つけることができます。パッシブ、アクティブ、差動、電流、高電圧といったど

んな用途に対しても、キーサイトは最適なプロービングテクノロジーを提供できます。キー

サイトのプローブは、これからもさまざまな業界向けに、優れた信号アクセスと最高の測定

確度を提供し続けます。

 • 最適なキーサイトのオシロスコーププローブを見つけるには、『オシロスコープ用プ
ローブ／アクセサリ』セレクションガイドをご利用ください。

 • キーサイトのプローブ・リソース・センター (PRC)アプリケーションをダウンロード
すれば、キーサイトのオシロスコーププローブのマニュアル、データシート、SPICE
モデル、アプリケーションノートなどに容易にアクセスできます。

 • キーサイトのすべてのオシロスコーププローブおよびアクセサリに関する情報は、キー
サイトのウェブサイト上に記載されています。
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https://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5989-6162EN.pdf?id=1090200
https://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5989-6162EN.pdf?id=1090200
https://www.keysight.com/main/editorial.jspx?cc=US&lc=eng&ckey=1919652&nid=-32454.649272.02&id=1919652
https://www.keysight.com/en/pc-1000000101%3Aepsg%3Apgr/oscilloscope-probes?cc=US&lc=eng


詳細はこちら
回路やテスト環境はすべて異なります。あるプローブが使用できても、別のプローブは使用

できない可能性があります。使用状況によっては、アクセサリを追加できる場合もあります。

別の状況では、何も追加せずにDUTまで最短の接続を行うしか方法がないこともあります。

回避方法の中には、他の方法よりテスト結果に与える影響が少ないものもあります。それぞ

れのテストシナリオで、どのようなツールと技法を使えば正確なテスト結果が得られるかを

理解することが重要です。

ここに示すプローブに関する一般的な落とし穴を理解することで、アプリケーションに応じ

て最適なプロービング方法を選ぶことができます。

 • プロービングの謎の解明 
ビデオシリーズでは、実用的なヒントが紹介されています。

 • 正しいプロービング方法について詳しく知るには、 
正確なオシロスコーププロービングの概要ブログをご覧ください。

 • キーサイトのプローブとアクセサリをご覧ください。

最新のチュートリアル、テクニック、ベスト事例について知るには、 
Keysight BenchのFacebookページをフォローし、Keysight Labsの 

YouTubeチャネルをチェックし、Twitterで"Keysight oscilloscopes guy"を 
フォローしてください。
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLzHyxysSubUk48NPCudDMNEzdHF3xReke
https://community.keysight.com/community/keysight-blogs/oscilloscopes/blog/2016/12/21/quick-steps-to-accurate-oscilloscope-probing
https://www.keysight.com/en/pc-1000000101:epsg:pgr/oscilloscope-probes?nid=-32564.0.00&cc=US&lc=eng
https://www.facebook.com/keysightbench
https://www.youtube.com/channel/UCYimOhmxAiLSFqJ0TDfHZLQ
https://twitter.com/keysight_daniel?lang=en
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