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はじめに

Keysight InfiniiVision 2000/3000/4000/6000 Xシリーズ デジタル・ストレージ／ミックスド・シグナル・オシ
ロスコープ（DSO/MSO）は、電気工学／物理学の学部生向けの回路実習用に最適です。以上のXシリーズ オシロ
スコープには、最低価格のDSOX2002A（2チャネル、70 MHz DSO）から最高性能のMSOX6004（4チャネル、 
6 GHz MSO）まで、50種類のモデルがあります。さらに、これらのオシロスコープには、オプションで教育用オ
シロスコープ・トレーニング・キット（DSOXEDK）が用意されています。 

教育用オシロスコープ・トレーニング・キットでは、さまざまなトレーニング用信号を出力でき、電気工学や物
理学の学生が、オシロスコープの機能と、オシロスコープを使った基本的な測定方法を学ぶのに便利です。このキッ
トにはさらに、学部生向けに作成された詳細なオシロスコープ・ラボ・ガイドとチュートリアル（英文）が付属し
ています。教師と学生はこの資料を無料でダウンロードできます。

また、教師や実験助手が実験前にオシロスコープの基礎について講義するために使用できるPowerPointスライド
セット（英文）も用意されています。この講義は約30分の内容で、電気工学や物理学の学生の最初の回路実習の前
に行うことを想定しています。このPowerPointスライドセットには、詳細な説明も付属しています。

特長

 – 28種類の内蔵トレーニング信号
 – オシロスコープ・ラボ・ガイド／チュートリアル（英文）

 – オシロスコープの基礎（PowerPointスライドセット：英文）
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オシロスコープに内蔵されたトレーニング信号と詳細な手順書／チュートリアル

オシロスコープは、学生が回路実験で使用する測定ツールとして
は、最も使用頻度が高いものです。また、卒業してエレクトロニ
クス業界に就職した学生も、オシロスコープを日常的に使用しま
す。したがって、オシロスコープというツールを使いこなせるよ
うになることは、学生にとって非常に重要です。

DSOXEDK教育用オシロスコープ・トレーニング・キットには、
電気工学の学生がオシロスコープの概要とその効果的な使用法を
学べるように、以下の28種類の信号（および必要なオプション）が
含まれています。

 – 正弦波
 – ノイズのある正弦波
 – 位相シフト正弦波
 – グリッチのある正弦波
 – 振幅変調された正弦波
 – RFバースト
 – FMバースト（3000、4000、6000 Xシリーズのみ）
 – リンギングのある繰り返しパルス
 – リンギングのあるシングルショットパルス
 – 発生頻度の少ないグリッチのあるクロック
 – ラント・パルス（3000、4000、6000 Xシリーズのみ）
 – エッジ遷移違反信号（3000、4000、6000 Xシリーズのみ）
 – セットアップ／ホールド違反信号（3000、4000、6000 Xシリー
ズのみ）

 – アナログ信号とデジタル信号（MSOX）
 – デジタル・バースト
 – 発生頻度の少ないグリッチのあるデジタルバースト
 – エッジ後のエッジ（3000、4000、6000 Xシリーズのみ）
 – I²C（EMBD）
 – RS-232C/UART（COMP）
 – SPI（EMBD）
 – I²S（AUDIO、3000/4000/6000 Xシリーズのみ）
 – CAN（AUTO）
 – LIN（AUTO）
 – CANおよびLIN（AUTO）
 – FlexRay（FLX、3000/4000/6000 Xシリーズのみ）
 – ARINC429（AERO、3000/4000/6000 Xシリーズのみ）
 – Mil-1553（AERO、3000/4000/6000 Xシリーズのみ）
 – Mil-1553 Dual（AERO、3000/4000/6000 Xシリーズのみ）
 – USB（USBFL、4000/6000 Xシリーズのみ）

これらのトレーニング信号は、オシロスコープのフロントパネル
の2個のテストラグから出力され、オシロスコープに付属している
10:1のパッシブプローブで測定することを想定しています。トレー
ニング信号の中には、図1に示す正弦波のように非常に単純なもの
もあります。また、オシロスコープの高度なトリガ機能や測定機
能を学ぶための複雑な信号も用意されています。必要なテスト機
器は、オシロスコープと2本のパッシブプローブだけです。

図1：正弦波信号を使って、最適な表示のためのスケール設定方法、エッジ
交差でのトリガ方法、基本的な電圧／タイミング測定を学ぶことができます。

内蔵トレーニング信号に加えて、教師、実験助手、学生がダウンロー
ドできるオシロスコープ・ラボ・ガイド／チュートリアルも用意
されています。このガイドには、一連の簡単なオシロスコープ実
習が紹介され、トレーニング信号にアクセスして、信号測定用に
オシロスコープを設定するための手順が詳細に説明されています。
このトレーニングガイドには、オシロスコープの動作理論、帯域幅、
トリガの基本に関するチュートリアルも付属しています。トリガ
機能はオシロスコープの最も重要な機能の1つですが、最も理解が
難しいものです。

図2：ダウンロードできる電気工学／物理学学生向けのオシロスコープ・ラボ・
ガイド／チュートリアル

オシロスコープ・ラボ・ガイド／チュートリアルは、以下のウェ
ブページからダウンロードできます。
www.keysight.co.jp/find/edk 

Keysight Technologies 
DSOXEDK Educator’s Oscilloscope
Training Kit
Lab Guide and Tutorial for Undergraduate 
Electrical Engineering and Physics Students
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オシロスコープに内蔵されたトレーニング信号と詳細な手順書／チュートリアル

キーサイトは最初の6つの実習（第2章：オシロスコープおよび
WaveGen測定の基本実習）は、実験に入る前の第1回目の回路実習
で扱うことをお勧めします。トレーニングガイドの第2章の実習で
は、以下の内容を扱います。

 – プロービングの基礎
 – 垂直軸スケール（V/div）の設定
 – 水平軸スケール（s/div）の設定
 – 電圧およびタイミング測定の従来の方法
 – カーソルを使用した電圧およびタイミング測定
 – トリガの基礎
 – 波形のアベレージング
 – 測定結果の電子的な文書化
 – 内蔵ファンクションジェネレーター（オプション機能）の使用法

図3：「発生頻度の少ないグリッチのあるデジタルバースト」などの複雑なト
レーニング信号は、オシロスコープの高度なトリガ／測定機能を学ぶために
使用します。

残りの9つの実習（第3章：高度なオシロスコープ測定実習）には、
より複雑な信号を対象にしたトリガと測定の方法が解説されてい
ます。これらの実験はオプションで、1つが約15分程度の短いもの
であり、オシロスコープの高度な機能を使用してみたいと思う学
生向けです。また、教師が重要と判断した特定の実習を行うよう
に学生に指示することもできます。トレーニング・ガイドの第3章
の高度なオシロスコープ測定の実習では、以下の内容を扱います。

 – トリガホールドオフによるデジタルバースト信号でのトリガ
 – パルス幅トリガによる発生頻度の少ないグリッチでのトリガ
 – 無限残光表示モードによる信号のすべての変動の蓄積
 – シングルショットイベントの捕捉
 – 自動パルスパラメトリック測定
 – オシロスコープの水平ズームモードによる「ゲーティッド」
測定

 – 2チャネル位相遅延測定
 – オシロスコープのXYモードによるリサジュー波形の表示
 – 高速フーリエ変換（FFT）などの波形演算
 – オシロスコープのピーク検出モードによるアンダーサンプリ
ングへの対処

 – セグメント・メモリによる複数の低デューティー・サイクル・
イベントの捕捉（オプション機能）
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関連製品

電気工学や物理学の回路実験には、オシロスコープの他にもさま
ざまなテスト機器が用いられます。このような機器の例として、
電源、デジタル・マルチメータ、ファンクションジェネレーター（実
験用の入力信号源に使用）などがあります。Keysight InfiniiVision 

Xシリーズ オシロスコープには、オプションで内蔵20 MHz 

WaveGenファンクション／任意波形発生器が用意されています。
内蔵ファンクションジェネレーターは、実験室の貴重なスペース
を節約できるだけでなく、限られたテスト機器予算を最大限に活
用するためにも有効です。

なお、WaveGenから出力される信号は、DSOXEDK教育用トレー
ニング・キットに付属するオシロスコープ・トレーニング信号と
は異なります。WaveGenは汎用の20 MHzファンクションジェネ
レーター機能を提供するもので、周波数、振幅、オフセット、パ
ルス幅をユーザーが指定できます。WaveGenの出力は、オシロス
コープのフロント・パネル・ディスプレイの下にあるBNCコネク
タから出力されます。WaveGenでは以下の波形を出力できます。

 – 正弦波
 – 正弦波（可変デューティーサイクル）
 – ランプ
 – パルス（可変パルス幅）
 – DC

 – ノイズ
 – 任意波形
 – 変調

出力レベルは、高インピーダンス終端の場合で20 mVp-p～ 

5.0 Vp-p、50 Ω終端の場合で10 mVp-p～ 2.5 Vp-pです。4000

および6000 Xシリーズ モデルのデュアルWaveGenオプションに
は2倍の出力ドライブ能力があります。

図4：WaveGen汎用ファンクションジェネレーターは、学生実験の信号供
給用の内蔵信号源として使用できます。

DreamCatcher社の大学教育用 
ソフトウェア

オシロスコープの使用法を学ぶことは、電気工学の実験カリキュ
ラムの最初の1歩に過ぎません。電気工学のコースによっては、さ
まざまなアナログ／デジタル回路デザインの実験が実習の中心的
な課題になる場合もあります。キーサイトがお勧めする
DreamCatcher社1の教育用ソフトウェアは、使いやすい電気工学
講義用スライドセットとアプリケーション専用の学生用トレーニ
ング・キット・リソースです。DreamCatcher社からは、以下の
電気工学教育用ソフトウェアが提供されています。

RF/マイクロ波および無線通信
 – RF回路デザイン
 – デジタルRF通信
 – アンテナおよび伝搬
 – EMIおよびEMC

デジタルおよび組み込みシステム
 – マイクロコントローラー・システム・デザイン（8051）
 – 組み込みシステムデザイン（ARM9）
 – デジタルシステム
 – デジタル信号処理

エレクトロニクス一般
 – アナログエレクトロニクス
 – アナログ回路デザイン
 – 電子計測システム／測定

1. DreamCatcher社はキーサイトの関連会社ではありません。 
DreamCatcher教育用ソフトウェアの詳細については、以下のウェブページを参照し
てください。  
www.dreamcatcher.asia/cw 
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上記のドキュメントをダウンロードするには、以下のURLにカタログ番号を挿入してください。
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/xxxx-xxxx.pdf 

オーダー情報

教育用オシロスコープ・トレーニング・キット（DSOXEDK）およびWaveGenファンクション／任意波形発生器オプションは、キーサイト 

InfiniiVision Xシリーズ（DSOおよびMSO）の全モデルで使用できます。お持ちのInfiniiVision Xシリーズ オシロスコープのアップグレード
も可能です。

ユーザー・インストール・ライセンスまたは
購入後のアップグレードのモデル番号

工場インストール 
ライセンスのオプション番号

概要

DSOXEDK オプションEDK 11種類のオシロスコープトレーニング信号を含む 
教育用トレーニングキット 

DSOX2WAVEGEN オプション001 2000 Xシリーズ用内蔵20 MHzファンクション・ 
ジェネレータ

DSOX3WAVEGEN オプション001 3000 Xシリーズ用内蔵20 MHzファンクション／ 
任意波形発生器

DSOX4WAVEGEN2 オプションWAV 4000 Xシリーズ用内蔵デュアル20 MHzファンクション／
任意波形発生器

DSOX6WAVEGEN2 オプションWAV 6000 Xシリーズ用内蔵20 MHzファンクション／ 
任意波形発生器

Keysight InfiniiVision Xシリーズ オシロスコープには、この他にもオプションとアクセサリが用意されています。オプション／アクセサ
リのオーダ情報および各オシロスコープモデルのオーダー情報については、該当するオシロスコープのデータシート（下記）を参照してく
ださい。

オシロスコープ・ラボ・ガイド／チュートリアルとオシロスコープの基礎（PowerPointスライドセット）は、キーサイトのウェブサイト
（(www.keysight.co.jp/find/edk)）からダウンロードできます。

関連カタログ

その他の情報

最新のアプリケーション情報および製品情報については、以下のキーサイトの製品ウェブサイトを参照してください。
www.keysight.co.jp/find/edk
www.keysight.co.jp/find/2000X-Series 
www.keysight.co.jp/find/3000TX-Series
www.keysight.co.jp/find/3000X-Series 
www.keysight.co.jp/find/4000X-Series 
www.keysight.co.jp/find/6000X-Series 

タイトル カタログタイプ カタログ番号
InfiniiVision 2000 Xシリーズ オシロスコープ Data Sheet 5990-6618JAJP

InfiniiVision 3000T X-シリーズ オシロスコープ Data Sheet 5992-0140JAJP

InfiniiVision 4000 Xシリーズ オシロスコープ Data Sheet 5991-1103JAJP

InfiniiVision 6000 Xシリーズ オシロスコープ Data Sheet 5991-4087JAJP

InfiniiVisionシリーズ オシロスコープ用プローブおよびアクセサリ Selection Guide 5968-8153JA

InfiniiVision Xシリーズ オシロスコープ用シリアル・バス・アプリケーション Data Sheet 5990-6677JAJP
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キーサイトのオシロスコープ

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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myKeysight

www.keysight.co.jp/find/mykeysight
ご使用製品の管理に必要な情報を即座に手に入れることができます。

www.axiestandard.org

AXIe（AdvancedTCA® Extensions for Instrumentation and Test）は、
AdvancedTCA®を汎用テストおよび半導体テスト向けに拡張したオープン規格
です。Keysightは、AXIeコンソーシアムの設立メンバです。

www.lxistandard.org

LXIは、Webへのアクセスを可能にするイーサネットベースのテストシステム用
インタフェースです。Keysightは、LXIコンソーシアムの設立メンバです。

www.pxisa.org

PXI（PCI eXtensions for Instrumentation）モジュラ測定システムは、PCベース
の堅牢な高性能測定／自動化システムを実現します。

www.keysight.com/go/quality

Keysight Technologies, Inc.
DEKRA Certified ISO 9001:2008  
Quality Management System

契約販売店

www.keysight.co.jp/find/channelpartners
キーサイト契約販売店からもご購入頂けます。
お気軽にお問い合わせください。

www.keysight.co.jp/find/edk 
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