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PicoScope®4262 

高分解能 USB オシロスコープ 
 
 
 
 

アナログ・ワールドのためのデジタル・オシロスコープ 
 

 
 
 
 
 
 

小さなノイズ 
2チャンネル 

バッファ：16Mポイント 
分解能：16 ビット 

サンプリング：10MS/s 
周波数帯域：5MHz 
拡張デジタル・トリガ 

歪みの少ないシグナル・ジェネレータ 
任意波形ジェネレータ 

USBパワー 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 ビット 
 

 
 

サンプル・プログラムを含む SDKを標準装備 • 無償のテクニカル・サポート 
• ソフトウェアは、Windows 7、Windows 8、Windows 10に対応 

PicoScope 4262 オシロスコープ 



PicoScope 4262の概要 
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少ない歪、小さなノイズ 

 

Pico Technology の PicoScope 4262 は、歪の少ないシグナ
ル・ジェネレータを内蔵した、2 チャンネル、16 ビット分解能のオシロス
コープです。周波数帯域は 5MHz であり、オーディオ信号、超音波
信号、振動信号の解析、スイッチング電源のノイズ評価、歪の測定
が簡単に行え、広範囲な確度の高い測定作業が可能です。 

 

機能豊富なオシロスコープ 
 

PicoScope 4262 は機能豊富なオシロスコープであり、スイープ機
能を持ったファンクション・ジェネレータと任意波形ジェネレータを搭載し
ているため、周波数応答も解析できます。また、マスク・リミット・テスト、
演算とリファレンス・チャンネル、拡張デジタル・トリガ、シリアル・デコード、
自動測定、カラー・パーシスタンス表示などの機能も搭載しています。 

 
アナログ・ワールドのための設計 

 

スペクトラム・アナライザ・モードで使用すると、IMD、THD、SFDR、
SNR など、11種類の自動周波数ドメイン測定のメニューが表示され
ます。優れた性能を持っているため、何倍もの価格がする、専用のオ
ーディオ・アナライザ、ダイナミック・シグナル・アナライザと同等の性能を
発揮します。 

 
ほとんどのデジタル・オシロスコープは、高速のデジタル信号を観測す
るために設計されています。傾向としては、もっぱらサンプリング・レー
トと周波数帯域を向上させるために新しい技術を使用しています。
PicoScope 4262 では、分解能の向上、ダイナミック・レンジの改
善、ノイズと歪の低減など、アナログ信号の測定では何が重要かに注
力しました。 

 
拡張トリガ 

 

 
 

すべてのオシロスコープが装備している標準のトリガに加え、
PicoScope 4262 にはパルス幅トリガ、ウィンドウ／ドロップアウト・
トリガを含む、拡張デジタル・トリガを備えており、必要なデータの取込
みに役立ちます。 

デジタル・トリガ 
 

デジタル・トリガはトリガ・エラーを防ぎ、全帯域であっても小さな信号に
トリガできます。トリガのレベルとヒステリシスは、優れた確度と分解能で
設定できます。 
 
デジタル・トリガはリアーム遅延を抑えることもできるため、セグメント・メ
モリと組み合わせることにより、高速のシーケンスで発生するイベントに
トリガし、取込むことができます。高速の時間軸では、ラピッド・トリガを
使用してマイクロ秒ごとに新しい波形を取込むことができます。マスク・
リミット・テスト機能を使用すると、これらの波形をスキャンしてフェイルし
た波形を波形バッファ内でハイライト表示します。 
 
任意波形／ファンクション・ジェネレータ 
 

このユニットは、シグナル・ジェネレータ（正弦波、方形波、三角波、
DC レベル）を内蔵しています。レベル、オフセット、周波数などの基
本設定の他に、より高度な制御機能を装備しており、さまざまな周波
数で掃引できます。スペクトラム・ピーク・ホールド・オプションと組み合
わせることで、アンプやフィルタの応答試験における強力なツールになり
ます。 
 
さらに、4k サンプル・バッファのフル・プログラマブル任意波形ジェネレー
タを内蔵しています。 
 

 
 

標準としてのハイエンド機能 
 

お客様の投資を保護するため、ユニット内のAPIとファームウェアは更新でき
ます。当社は、無償のソフトウェア・ダウンロードで新しい機能を提供してきた
実績があります。他のメーカは将来の機能強化についてはっきりしない約束を
していますが、当社は毎年のように新しい機能を提供しています。生涯にわた
って当社製品をお使いのお客様もいます。知り合いの方に当社を紹介してい
ただくお客様もいらっしゃいます。 
 
優れたシグナル・インテグリティ 
 

ほとんどのオシロスコープは価格をもとに作られていますが、当社のオシ
ロスコープは仕様をもとに作られています。 
 
注意深いフロントエンド設計とシールドにより、ノイズ、クロストーク、高
調波歪を抑えています。長年に及ぶオシロスコープの経験から、改善さ
れたパルス応答、帯域のフラットネスを実現しています。 
 
当社製品の性能に自信を持っており、詳細な仕様を提供しています。結
果はシンプルに得られます。PicoScopeで回路にプロービングすると、取
込んだデータに信頼が持てます。 



PicoScope 4262 の仕様 
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垂直軸   
チャンネル数  2 
 入力コネクタ  BNC 
周波数帯域（－3dB）  5MHz（4MHz（±20mV レンジ）、3MHz（±10mV レンジ）） 
帯域制限  200kHz、切替

i h bl  立上り時間（計算値）  70ns（88ns（±20mV レンジ）、117ns（±10mV レンジ）） 
分解能  16ビット（拡張分解能モードで20ビット） 
入力インピーダンス  1MΩ±2%、15pF±2pF 
入力カップリング  AC/DC 
入力感度  2mV/div～4mV/div（垂直軸 10目盛） 
入力レンジ  ±10mV、±20mV、±50mV、±100mV、±200mV、±500mV、±1V、±2V、±5V、±10V、±20V 
DC確度（フル・スケールの%）  ±0.25%（±50mV レンジで±0.5%、±20mV レンジで±1%、±10mV レンジで±2%） 
過電圧保護  ±50V（DC＋AC ピーク） 
   水平軸   
最高サンプリング・レート（リアルタイム）  10MS/s（1チャンネルまたは2チャンネル使用時） 
最高サンプリング・レート 
（USB ストリーミング） 

 10MS/s（PicoScope 6ソフトウェア使用時） 
10MS/s（1ch使用時）、6.7MS/s（2ch使用時）、付属の SDK使用 

バッファ・メモリ  16Mポイント 
波形バッファ（セグメント数）  10,000（付属のソフトウェア）、32,768（SDK） 
時間軸レンジ  1ns/div～5000s/div 
時間軸確度  ±50 ppm 
サンプル・ジッタ  10ps RMS未満 
ADC によるサンプリング  すべての有効なチャンネルで同時サンプリング 
   動的性能（代表値）   
クロストーク  50,000:1以上 
全高調波歪み  −95dB（代表値、10kHz、－1dBfs入力） 
SFDR  96dB（代表値、10kHz、－1dBfs入力） 
パルス応答  すべてのレンジで 1%未満のオーバーシュート 
帯域フラットネス  +0.25dB～–3dB、DC～全帯域 
ノイズ  8.5μV RMS（最も感度の高いレンジにおいて） 
   トリガ感度（Ch. A、Ch. B）   
トリガ・モード  なし、オート、リピート、シングル、ラピッド（セグメント・メモリ） 
基本トリガ・タイプ  立上り／立下り 
拡張デジタル・トリガ・タイプ  エッジ、ウィンドウ、パルス幅、ウィンドウ・パルス幅、ドロップアウト、ウィンドウ・ドロップアウト、インターバル、 

ラント・パルス、ロジック 
トリガ感度（Ch. A、Ch. B）  デジタル・トリガにより、オシロスコープの全帯域まで 1LSB の確度 
最大プリトリガ取込み  取込サイズの 100%まで 
最大ポストトリガ遅延  最大 40億ポイント 
トリガ・リアーム時間  10μs未満（最高速の時間軸で） 
   外部トリガ   
トリガ・タイプ  エッジ、パルス幅、ドロップアウト、インターバル、ロジック、遅延 
入力特性  後部パネル、1MΩ±2%、15pF±2pF 
スレッショルド・レンジ  ±5V、±500mV、DC カップリング 
感度  25mV p-p（1MHz、代表値） 
DC確度  ±1% 
周波数帯域  5MHz 
過電圧保護  ±50V 
  スペクトラム・アナライザ  
周波数範囲 DC～5MHz 
窓関数 矩形、ガウシアン、三角、ブラックマン、ブラックマンハリス、ハミング、ハン、フラットトップ 
表示モード 振幅、ピーク・ホールド、アベレージ 
FFT ポイント数 128～1Mポイント 
  演算チャンネル   
関数  −x、x+y、x−y、x*y、x/y、sqrt(x)、x^y、exp(x)、ln(x)、log(x)、abs(x)、norm(x)、sign(x)、

sin(x)、cos(x)、tan(x)、arcsin(x)、arccos(x)、arctan(x)、sinh(x)、cosh(x)、tanh(x) 
変数  入力チャンネル（A と B）、リファレンス波形、時間、π 



仕様（続き） 
i d  

 

 

 

シリアル・デコード   
プロトコル  I2C、CAN バス、SPI、RS232/UART、I2S、LIN 
マスク・リミット・テスト   
統計  パス／フェイル、不良カウント、トータル・カウント 
表示モード   
補間  リニアまたは sin(x)/x 
パーシスタンス・モード  デジタル・カラー、アナログ・インテンシティ、カスタム、高速 
シグナル・ジェネレータ   
標準出力信号  正弦波、方形波、三角波、DC電圧、ランプ、シンク、ガウシアン、ハーフ・サイン、ホワイト・ノイズ、PRBS 
周波数帯域  20kHz 
出力周波数確度  ±50 ppm 
出力周波数分解能  0.01Hz未満 
出力電圧レンジ  ±1V（ハイ・インピーダンス負荷において） 
オフセット電圧調整  100μV ステップ（±1V レンジ内） 
DC確度  フル・スケールの±0.5% 
振幅フラットネス  20kHz まで 0.1dB未満（代表値） 
SFDR  102dB（代表値、10kHz、－1dBfs入力） 
コネクタ・タイプ  前面パネル、BNC 
出力特性  600Ω 
過電圧保護  ±10V 
スイープ・モード  アップ、ダウン、設定可能な開始／停止周波数とスイープ時間による両方 
AWG   
更新レート  192kS/s 
バッファ・サイズ  4096 ポイント 
分解能  16 ビット 
周波数帯域  20kHz 
立上り時間（10～90%）  11μs、代表値 
自動測定   

オシロスコープ・モード  交流実効値、真の実効値、周波数、サイクル時間、デューティ・サイクル、DCアベレージ、立下りレート、立上りレート、ローのパルス幅、 
ハイのパルス幅、立下り時間、立上り時間、最小値、最大値、ピーク・ピーク 

スペクトラム・モード  ピークの周波数、ピークの振幅、ピークの平均振幅、トータル・パワー、THD %、THD dB、THD+N、SFDR、SNR、
IMD 

統計値  最小値、最大値、平均値、標準偏差 
一般性能   
PC との接続性  USB 2.0（USB 1.1互換） 
質量  0.5kg未満 
温度範囲  動作時：0～45℃（記載された確度は 20～30℃）。保存時：－20～＋60℃ 
湿度範囲  動作時：5～80%相対湿度（結露のないこと）。保存時：5～95%相対湿度（結露のないこと） 
安全性承認  EN 61010-1:2010 に準拠 
コンプライアンス  RoHS、WEEE に適合。CE:EN61326-1:2006 で試験。FCC: part 15 subpart B で試験 
付属のソフトウェア  PicoScope 6、SDK、サンプル・プログラム 
PicoScope ソフトウェアの
PC要件 

 Microsoft Windows 7、Windows 8 またはWindows 10、32 ビットまたは 64 ビット 

言語  日本語、英語、中国語（簡体）、中国語（繁体）、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ド
イツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア

語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語 
 
 
 
 
 

PicoScope 4000 シリーズのデータ・シートもご用意しています。 
PicoScope ソフトウェアには豊富な機能が備わっているため、PicoScope 4262 で使用するこ
とで強力なオシロスコープ、スペクトラム・アナライザの機能をご利用いただけます。すべての機能は、
オシロスコープの価格に含まれています。 
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PicoScope 4262 接続部 
 
 
 
 

 
 
 

トリガ入力 
 

USB 
 

PicoScope 4262 のリア・パネルには、PC接続用の USB
ポート、外部トリガ用の BNC コネクタがあります。 

 
 
 
 

Ch A  
 
Ch B 

 
 
 
 
AWG 
& ファンクション・ジェネレータ 

 
PicoScope 4262には、以下のものが含まれています。 
 
 MI007 プローブ×2 
 PicoScope 4262 

 
PicoScope のフロント・パネルには、入力チャンネル用
の BNC コネクタが 2 つ、ファンクション・ジェネレータと
AWG出力用の BNC コネクタが 1 つあります。 

 

 

 
 USB ケーブル 
 クイック・スタート・ガイド 
 ソフトウェアとリファレンスの CD

 


