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8 チャンネル 
周波数帯域：20MHz 
垂直分解能：12 ビット 

バッファ・メモリ：256M ポイント 
サンプル・レート：80MS/s 

DC確度：1% 
入力レンジ：±10mV～±50V 
波形バッファ：10,000 セグメント 

AWG の更新レート：80MS/s 
AWG の分解能：14 ビット 

低コスト、ポータブル 
SuperSpeed USB 3.0 インタフェース 

スプリットスクリーンによる波形表示 
小さな正弦波歪／パルス歪 

拡張デジタル・トリガ 
シリアル・バスのデコード 

 
 

アプリケーション 
電源のスタート・シーケンス 

7チャンネル・オーディオ・システム 
マルチセンサ・システム 
多相駆動回路／制御 

汎用／精密テスト 
複雑な組込みシステムの開発 

5年保証期間 
 
 

www.picotech.com  

http://www.picotech.com/
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8 チャンネル・オシロスコープ 
8 つの高分解能アナログ・チャンネルを装備しているため、オーディオ、超音波、振動、電力の波形が簡単に観測でき、複雑なシステムの解析、
複数の入力を同時に正確に測定することができます。Pico Technology の 2、4 チャンネル機種と同じサイズですが、20mm間隔で
BNC コネクタが配置されているため、すべての汎用のプローブ、アクセサリが接続できます。 

 
コンパクトなサイズですが、性能に妥協はありません。垂直分解能 12 ビット、周波数帯域 20MHz、バッファ・メモリ 256M ポイント、サンプル・
レート 80MS/s の性能を持った PicoScope 4824 は、正確な測定を行うのに十分な能力、機能を備えています。ロング・メモリも搭載してい
るため、UART、I2C、SPI、CAN、LIN などの制御信号、ドライブ信号などの複数のシリアル・バスが解析できます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
任意波形／ファンクション・ジェネレータ 
PicoScope 4824 は、さらに小さな歪、80MS/s、14 ビットの任意波形ジェネレータ（AWG）を内蔵しているため、製品開発時のセンサ
信号喪失エミュレーション、またはすべての意図した動作レンジにおける設計のストレス・テストに使用できます。波形は、データ・ファイルからイン
ポートできます。または、内蔵のグラフィック AWG エディタで作成、編集できます。 

 
ファンクション・ジェネレータも内蔵され、最高 1MHz の正弦波、方形波、三角波、さらに DC レベル、ホワイト・ノイズ、さまざまな標準波形が含
まれています。レベル、オフセット、周波数が制御できるだけでなく、さまざまな周波数でのスイープも可能です。スペクトラム・ピーク・ホールド機能
も備えているため、アンプ、フィルタ応答のテストのための強力なツールになります。 
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アプリケーション 
 

パワー測定 
PicoScope 4824 は、高電圧、大電流、低電圧制御信号のさまざまなパワー測定に最適です。差動電圧プローブ（TA041 または
TA057）と電流クランプ（TA167）を組み合わせることで、さらに正確な測定が可能になります。待機消費電力、突入電流、定時消費電
力が表示、解析できるため、電源設計の効率と信頼性を改善できます。真の実効値、周波数、ピーク・ピーク電圧、THD などのパラメータの
測定値、統計値により、電源品質を正確に解析できます。 

 
非線性の負荷や最新の電力変換機器は、大きな高調波成分を持った複雑な波形になります。このような高調波は機器や導体の過熱の原
因となり、可変速度駆動回路の不良、モータの脈動トルクとなって現れます。12 ビットの分解能を持った PicoScope 4824 は、100次まで
の高調波歪を正確に測定できます。電源の供給側としては、サグ、ディップ、サージ、スパイク、フリッカ、遮断、長時間の電圧／周波数の変動
などの電源品質が規制適合性に対してチェックされます。 

 
三相の分電システムでは、位相間の負荷の特性評価、平衡が重要になります。PicoScope 4824 は 8 チャンネルを装備しているため、三
相プラス中性点システムのすべての 4 本の導体の電流と電圧の波形をモニタすることができます。これにより、ブレーカが飛んだり、変圧器と導
体の過熱の原因となる位相間の不整合を特定できます。 

 
 

 
 

 
データ取込み 
256M ポイントのバッファ・メモリを搭載しているため、50/60Hz の連続波形データを高い分解能で 5分間以上取込むことができます。SDK
（ソフトウェア開発キット）を使えば、PC のハード・ディスク容量のみで制限される独自のアプリケーションを記述できます。  
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複雑な組込みシステム 
オシロスコープで組込みシステムをデバッグする場合、すぐにチャンネル数が足りなくなります。I2C または SPI バスを観測し、同時に複数の電源ラ
イン、DAC の出力、ロジック信号も観測しなければならないこともあります。8 チャンネルを持った PicoScope 4824 であれば、このすべてが観
測できます。8 つまでのシリアル・バスをデコードするのか、アナログ波形とデコード・データの両方も表示するのか、またはシリアル・バスとその他のア
ナログ波形またはデジタル信号を組み合わせるのかを選択できます。すべてのチャンネルで拡張トリガが利用できるため、ラント・パルス、ドロップア
ウト、ノイズを探すことができます。さらに、4入力のブール論理トリガを使ってデータ・パターンを探すこともできます。 

 
分割スクリーン表示 
PicoScope 6 ソフトウェアは、最大 16 のオシロスコープ、スペクトラム表示を一度に表示できるため、比較、解析が容易に行えます。分割スク
リーン表示は、どのような組合せの波形表示も行えるため、複数のチャンネルを表示したり、同じ信号をさまざまな方法で表示することも可能で
す。この例のように、オシロスコープとスペクトラム・アナライザの波形を同時に表示することもできます。また、表示された波形はそれぞれにズーム、
パン、フィルタ設定が行えるなど、優れた柔軟性を持っています。このような柔軟性に加え、大きさが決まっているオシロスコープのディスプレイより
もはるかに大きなディスプレイで観測でき、従来のベンチトップ・モデルのオシロスコープと比較した場合の USB オシロスコープの大きな利点となっ
ています。 

 
 

 
 

USB接続  
 
SuperSpeed USB 3.0 による接続は、高速のデータ取込み、転送が可能なだけでなく、印刷、コピー、
保存、現場からのデータの E メール送信などがすばやく、簡単に行えます。USB から電源供給できるため、
大きな外部電源を持ち運ぶ必要がなく、測定キットはさらに小さくなって容易に持ち運びできます。 
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PicoScope の性能と信頼性 
テスト／測定業界における 20年以上の経験から、オシロスコープにとって何が重要なのかを熟知しています。PicoScope 4824 は、数多くの
ハイエンド機能を標準で装備することでコスト的な価値を高めています。PicoScope 6 ソフトウェアには、シリアル・デコード、マスク・リミット・テス
トなどのオプションが含まれています。また、新しい機能も無償のアップグレードとして定期的に提供されるため、お求めいただいた製品が急速に
時代遅れになることがありません。Pico Technology のすべての製品は、お客様からの声を反映して最適化されています。 

 
ズーム表示して詳細に取込む 
PicoScope のズーム機能は、信号を詳細に観測できます。シンプルなポイント＆クリック・ツールを使用することで、両方の軸をすばやくズームし
て信号の細部まで観測できます。アンドゥ・ズーム機能により、前の表示にすばやく戻すこともできます。 

 

 
 
カラー・パーシスタンス・モード 
拡張表示モードは、古いデータと新しいデータを重ね合せて表示し、新しいデータは明るい色またはシェードのかかった色で表示します。これに
より、グリッチやドロップアウトが簡単に観測でき、相対的な頻度も推定できます。アナログ・パーシスタンス、デジタル・カラー、またはカスタム表
示モードから選択できます。 
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スペクトラム・アナライザ 
ボタンをクリックすると新しいウィンドウが開き、選択したチャンネルを、オシロスコープの周波数帯域までスペクトラム表示できます。総合的な設
定が可能であり、スペクトラム・バンドの数、窓関数の選択、表示モードなどが設定できます。 

 
THD、THD+N、SNR、SINAD、IMD などの自動周波数ドメイン測定も追加し、表示できます。AWG とスペクトラム・モードをいっしょに使
用することで、掃引スカラ・ネットワーク解析も実行できます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> 60 dB SFDR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
演算チャンネル 
PicoScope 6 は、入力信号とリファレンス波形を使ってさまざまな数
学演算が実行できます。 

 
加算、減算などの単純な演算の他に、数式エディタを開いて三角関
数、指数、対数、統計、積分、微分、フィルタ、アベレージ、ピーク検
出などの複雑な関数も使用できます。 
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自動測定 
PicoScopeはトラブルシュート、解析のために、計算した測定値のリストを自動的に表示します。 

 
内蔵の統計測定機能を使用すると、ライブの測定値の他に、各測定値の平均値、標準偏差、最大値、最小値も表示できます。表示ごと
に、必要なだけの測定値が追加できます。各測定値には統計パラメータが含まれており、その変動が確認できます。オシロスコープ、スペクトラ
ム・アナライザのモードにおける測定値の詳細については、仕様のページの自動測定の項を参照してください。 

 

 
オシロスコープ・モードの15種類の測定 

 

 
スペクトラム・モードの11種類の測定 
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シリアル・デコード 
 

 
 

シリアル・プロトコル 
UART/RS-232 

 SPI I2C 
 I2  S   

  CAN 
  LIN 
FlexRay 

PicoScope 4824 は、8 チャンネルすべてにおいて、標準でシリアル・デコード機能を搭載しています。デコードされた
データは、グラフ、表、またはその両方で表示できます。 
 
 グラフ形式では、デコードされたデータは時間軸上で波形の下に表示されます。エラー・フレームは赤で表示

されます。フレームはズームできるため、ノイズまたは歪が調べられます。 
 表形式では、データ、すべてのフラグ、識別子を含むデコードされたフレームがリスト形式で表示されます。フィルタ

条件を設定することで、特定のフレームを表示したり、特定のプロパティのフレームを検索したり、プログラムがデー
タをリストすべき信号の開始パターンを定義したりできます。 

PicoScope は、スプレッドシートをインポートして 16 進のデータをユーザ定義のテキスト列にデコードするこ
ともできます。 

 
高速のデータ取込みとデジタイジング 
付属のドライバとソフトウェア開発キットを使用することで、LabVIEW、MATLAB などの代表的なサードパーティ・ソフトウェア・パッケー
ジに対して独自のソフトウェア、インタフェースの両方を記述できます。 

 
ドライバは、PicoScope 6 ソフトウェアを使用すると 10MS/s のレート（付属の SDK を使用するとすべてのチャンネルで 160MS/s のレート）
で、USB 3.0 を経由して PC の RAM またはハード・ディスクに直接に、ギャップなしの連続データ取込モードのデータ・ストリーミングをサポート
しますので、オシロスコープのバッファ・メモリ容量に制限されません。ストリーミング・モードにおけるサンプル・レートは、PC の仕様、アプリケーショ
ンの負荷によって異なります。 

 
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、価格を基準にして構築されます。
PicoScopeは、仕様を基準に構築しています。 

 
徹底した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
歪みを抑えているため、自信を持ってオシロスコープの仕様を詳細に公表し
ています。長年のオシロスコープ設計の実績により、優れたパルス応答、周
波数帯域のフラットネス、小さな歪を実現しています。±10mV から±
50V において 12種類の入力レンジ、広いダイナミック・レンジ、60dB の
SFDR（スプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ）を実現しています。回路に
プロービングすれば、信頼性の高い波形をご覧いただけます。 
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デジタル・トリガ 
ほとんどのデジタル・オシロスコープは、今でもコンパレータをもとにしたアナログ・トリガ・アーキテクチャを使用しています。これは、いつも校正で
きない時間と振幅の誤差の原因になります。コンパレータの使用は、高い周波数帯域でトリガ感度に制限を加えることになり、長いトリガ・リ
アーム遅延の原因にもなります。 

 
Pico Technologyは、20年以上にもわたって実際のデジタル・データを使用したフル・デジタル・トリガを採用してきました。これにより、トリガ・
エラーが抑えられ、全帯域にわたって小さな信号でもトリガできます。すべてのトリガはデジタルであるため、優れたスレッショルド分解能、プログラ
マブル・ヒステリシス、優れた波形安定度が実現されています。 

 
デジタル・トリガによる少ないリアーム遅延とセグメント・メモリにより、急峻なシーケンスで発生するイベントであっても取込むことができます。
高速の時間軸と高速トリガにより、バッファが一杯になるまで 3μs ごとに新しい波形を取込めます。マスク・リミット・テストは、仕様に対して
異常な波形を検出するのに適しています。 

 

 
 
拡張トリガ 
ほとんどのオシロスコープに見られる標準のトリガに加え、PicoScope 
4824 には必要なデータを取込むための拡張トリガが組み込まれてい
ます。パルス幅、ウィンドウ、ドロップアウト・トリガにより、信号をすばや
く取込めます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ハイエンド機能を標準で装備 
他のオシロスコープ・メーカでは、オプションの機能を追加すると価格は高くなるものですが、PicoScopeは違います。高分解能拡張、マスク・リミ
ット・テスト、シリアル・デコード、拡張トリガ、自動測定、演算チャンネル、XY モード、セグメント・メモリ、シグナル・ジェネレータなど、通常の価格
にハイエンド機能が含まれています。 

 
投資を保護するため、PC のソフトウェアとオシロスコープのファームウェアはアップデートできます。Pico Technology は、新しい機能をソフトウ
ェアのダウンロードで無償提供してきた実績があります。他の競合メーカと違い、将来の機能強化の提供をお約束します。当社の製品を長年
ご愛顧いただいているお客様、同僚の方に当社を推奨いただいているお客様もいらっしゃいます。 
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マスク・リミット・テスト 
PicoScopeは、信号の周囲にユーザ設定の許容値を設定したマスクを作成できます。製造、デバッグの環境のために設計されており、信号を
比較できます。既知の良品信号を取込み、その周囲にマスクを設定して被測定システムを接続するだけです。間欠的なグリッチを取込み、不
良のカウント数、その他の統計値を測定ウィンドウに表示します。 

 
数値／グラフ・マスク・エディタは個別に、または組み合わせて使用でき、正確なマスク使用の入力、既存のマスクの変更、ファイルとしてのマ
スクのインポート、エクスポートが行えます。 

 

 
 

デジタル・ローパス・フィルタ 
それぞれの入力チャンネルには独自のデジタル・ローパス・フィルタがあり、1Hz からオシロスコープの全帯域までカットオフ周波数が調整できます。
これにより、選択したチャンネルのノイズを除去しながら、一方で高い周波数の信号を観測できます。 

 

カスタム・プローブ設定 
カスタム・プローブ・メニューでは、プローブ、トランスデューサのゲイン、減
衰、オフセット、非直線性の補正、異なった測定単位への変換が行え
ます。標準で付属されているプローブの設定はすでに内蔵されています
が、リニア・スケールまたは補間データ・テーブルであっても独自の設定が
作成でき、後で使えるようにディスクに保存できます。 
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PicoScope：必要に応じてシンプルに、または詳細に表示
できます。まず 1 チャンネルを表示し、次に画面を大きくして
最大 8 つのライブ・チャンネル、さらに演算チャンネル、リファレ
ンス波形も表示できます。 

 
Tools > Serial decoding: 複数のシリアル・データをデ
コードし、物理的な信号といっしょにデータを表示、または詳細
な表として表示します。 
Tools > Reference channels: 波形をメモリまたは
ディスクに保存し、ライブ入力といっしょに表示します。 
Tools > Masks: 波形からテスト・マスクを自動的に作成、
またはマニュアルで描きます。マスクを外れた波形部分はハイ
ライト表示され、エラー統計が表示されます。 

 
チャンネル・オプション：軸のオフセットとスケール、
DC オフセット、ゼロ・オフセット、分解能拡張、カ
スタム・プローブ、フィルタの設定を行えます。 

 
オート・セットアップ・ボタン：安定した波形表
示になるように、時間軸、電圧レンジを自動的
に設定します。 

 
トリガ・マーカ：マーカをドラッグ
すると、トリガ・レベルとプリトリガ
時間が調整できます。 

オシロスコープの操作部：電圧レンジ、チャンネルのオン／オフ、時
間軸、メモリ長などの設定はツールバーに表示されるため、波形のた
めのメインの表示領域はそのままに、すばやく設定できます。 
 
波形再生ツール：PicoScopeは、直近の波形を最大
10,000波形まで自動的に記録します。すばやくスキャンして
間欠的なイベントの検索や、バッファ・ナビゲータを使用して視
覚的に探すこともできます。 
 
 
ズーム／パン・ツール：PicoScopeは簡単なズーム機能で波形を
大きく表示します。ズームイン、ズームアウト、パンのツールが使用で
きます。または、ズーム・オーバービュー・ウィンドウでクリック＆ドロップ
することですばやいナビゲーションが可能です。 
 
表示：PicoScopeは、表示領域を有効利用できるように設計さ
れています。波形表示領域は、一般的なベンチトップ・オシロスコープ
よりも大きく、高解像度になっています。自動またはカスタムのレイアウ
トにより、新しいオシロスコープ、スペクトラム表示が追加できます。 
 
定規：どちらの軸も 2本の定規があり、スクリーン上でドラッグするこ
とで振幅、時間、周波数、位相をすばやく測定できます。 
 

シグナル・ジェネレータ：標準信号または任意波形を
出力します。周波数スイープ・モードが含まれています。 

 
値の凡例：絶対値または差分
の測定値が表示されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
移動可能な軸：垂直軸は上下
にドラッグできます。一つの波形が
他の波形の邪魔になるような場
合に特に便利です。オート調整
軸コマンドもあります。 

トリガ・ツールバ
ー：メイン・コント
ロールにすばやく
アクセスでき、拡
張トリガはポップア
ップ・ウィンドウで
表示されます。 

自動測定：トラブルシュート、解析のため
の計算測定値を表示します。表示ごとに、
必要なだけの測定値が追加できます。各
測定値には統計パラメータが含まれており、
その変動が確認できます。 

ズーム・オーバビュ
ー：クリック／ドラッ
グ操作ですばやくナ
ビゲーションでき、ズ
ーム表示対象エリ
アが設定できます。 

スペクトラム表示：オ
シロスコープ表示といっ
しょに、または独立に
FFT データを表示しま
す。 
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概要 
機種  入力チャンネル数  周波数帯域（−3dB)  最高サンプル・レート  バッファ・メモリ  任意波形ジェネレータ 

PicoScope 4824  8  20MHz  80MS/s  256M ポイント  80MS/s 
      

詳細仕様 
垂直軸   

入力チャンネル数  8 
コネクタ・タイプ  BNC、20mm間隔 

周波数帯域（－3dB）  20MHz（50mV～50V レンジ） 
10MHz（10mV、20mV レンジ） 

立上り時間（計算値）  17.5ns（50mV～50V レンジ） 
35.0ns（10mV、20mV レンジ） 

垂直軸分解能  12 ビット 
ソフトウェア拡張による垂直軸分解能  最高 16 ビット 

入力レンジ  ±10mV～±50V（フル・スケール、12 レンジ） 
入力感度  2mV/div～10V/div（垂直軸 10目盛） 

入力カップリング  AC/DC 
入力特性  1MΩ、19pF 
DC確度  （フル・スケールの±1%）±300μV 

アナログ・オフセット・レンジ 
（垂直軸ポジション調整）  

±250mV（10mV～500mV レンジ） 
±2.5V（1V～5V レンジ） 
±±25V（10V～50V レンジ） 

過電圧保護  ±100V（DC＋AC ピーク） 
水平軸（時間軸）   

最高サンプリング・レート（リアルタイム）  80MS/s（1～4 つのチャンネル使用時） 
40MS/s（5～8 つのチャンネル使用時） 

最高サンプリング・レート（ストリーミング）  10MS/s（PicoScope 6 ソフトウェア使用時） 
80MS/s（1ch につき、付属の API使用時）。160MS/s トータル、全チャンネル。（PC に依存） 

時間軸レンジ（リアルタイム）  20ns/div～5000s/div 
バッファ・メモリ 

（アクティブ・チャンネル間で共有）  256M ポイント 

バッファ・メモリ（ストリーミング・モード）  10MS/s（PicoScope 6 ソフトウェア使用時）。付属の API使用時は PC のメモリ上限まで 
波形バッファ  10,000 セグメント 
時間軸確度  ±20ppm（＋5ppm／年） 

サンプリング・ジッタ  25ps RMS（代表値） 
動的性能（代表値）   
クロストーク（全帯域）  20,000：1、DC～20MHz 

高調波歪  －60dB未満、10mV レンジ 
－70dB未満、20mV およびそれ以上のレンジ 

SFDR  60dB以上、20mV と 10mV のレンジ 
70dB以上、50mV およびそれ以上のレンジ 

ノイズ  45μV RMS、10mV レンジ 
AD コンバータの有効ビット数  11.3 ビット 

パルス応答  1%未満のオーバーシュート 
帯域フラットネス  DC～全帯域（＋0.2dB、－3dB） 

トリガ   
ソース  チャンネル A～H 

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） 
拡張トリガ  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、ロジック 
トリガ・タイプ  立上りまたは立下りエッジ 
トリガ感度  デジタル・トリガにより、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  3μs未満（最高速の時間軸で） 
最大トリガ・レート  30ms のバーストで最大 10,000波形 

拡張デジタル・トリガ・レベル  入力レンジにおいて、すべてのトリガ・レベル、ウィンドウ・レベル、ヒステリシス値が 1LSB の分解能で設定可
能 

拡張デジタル・トリガ時間間隔  すべての時間間隔は 1 サンプル分解能で 1 ポイント（最小値 12.5ns）から 40 億ポイントまで設定可
能 
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ファンクション・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 

標準信号の周波数  DC～1MHz 
スイープ・モード  アップ、ダウン、設定可能な開始／停止周波数と増分による両方 

トリガ  オシロスコープ・トリガまたはソフトウェアからマニュアルで、設定された波形サイクル数またはスイープ数（最大
10億）でトリガ可能 

出力周波数確度  ±20ppm 
出力周波数分解能  20mHz未満 

出力電圧レンジ  ±2V 
出力電圧調整  ±2V レンジ内で信号の振幅とオフセットが調整可能。約 300μV ステップで調整 
振幅フラットネス  1MHz まで 0.5dB未満（代表値） 

DC確度  フル・スケールの±1% 
SFDR  87dB（代表値） 

出力特性  後部パネル BNC、600Ω出力インピーダンス 
過電圧保護  ±10V 

任意波形ジェネレータ   
更新レート  80MS/s 

バッファ・サイズ  16k ポイント 
分解能  14 ビット 

周波数帯域  1MHz 
立上り時間（10～90%）  150ns 

スペクトラム・アナライザ   
周波数レンジ  DC～20MHz 
表示モード  振幅、アベレージ、ピーク・ホールド 
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 

FFT ポイント数  128～1M まで、2 のべき乗で 
演算チャンネル   

関数 
 −x、x+y、x−y、x*y、x/y、x^y、平方根、指数、ln、log、絶対値、正規、符号、sin、cos、tan、

asin、acos、atan、sinh、cosh、tanh、周波数、デューティ、導関数、積分、最小値、最大値、平均、ピ
ーク、遅延、ローパス、ハイパス、バンドパス、バンドストップ 

変数  入力チャンネル（A～H）、リファレンス波形、時間、π 
自動測定   

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

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 
シリアル・デコード   

プロトコル  CAN、LIN、I²C、I²S、UART/RS-232、SPI、FlexRay 
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   
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、カスタムまたはなし 
一般性能   

PC との接続  SuperSpeed USB 3.0（USB 1.1、USB 2.0互換） 

電源  1 つの USB 3.0 ポート、または 2 つの USB 2.0 ポートから電源を供給（ダブルヘッド・ケーブルは別途購
入可能） 

寸法（コネクタを含む）  190×170×40mm 
質量  0.55kg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 
適合性  RoHS、WEEE、LVD に適合。EN61326-1:2006 and FCC Part 15 Subpart B のテストに適合 

付属のソフトウェア  PicoScope 6、SDK（Windows）。サンプル・プログラム（C、Visual Basic、Excel VBA、
LabVIEW） 

無償ダウロード可能なソフトウェア  Linux、Mac OS X用の PicoScope 6 Beta とドライバ 
PicoScope ソフトウェアの PC要件  Microsoft Windows XP (SP3)、Windows Vista、Windows 7、Windows 8（Windows RT は

除く）またはWindows 10 

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 



 

付属品 
 PicoScope 4824 オシロスコープ 
 USB 3.0 ケーブル、1.8m 
 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 

 
 
 
 

オプショナル・アクセサリ 
入力チャンネル（A～H） 

 

受動電圧プローブ 
60MHz、1：1／10：1 

MI007 汎用目的のプローブであり、適切なコストでテスト
信号とオシロスコープを接続します。 

アクティブ差動プローブ 
25MHz、10：1／100：1 
±700V CAT III 

TA041 モータ速度制御回路、無停電電源、スイッチング
電源に最適なプローブです。 

25MHz、20：1／200：1 
±1400V CAT III 

TA057 

オプションの電源 PS008 TA041、TA057 アクティブ差動プローブで使用
します。 

2000A AC/DC電流クランプ TA167 工業制御、太陽電池インバータ、無停電電源で
の使用に適しています。 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

任意波形ジェネ
レータ出力 

USB ポート 
アース端子 


