1000 シリーズのクイック・デモ

最初の接続
1. チャネル 1 をオシロスコープのフロントパネルにある Probe Comp ピンに接続します。
2. フロントパネルの [Default Setup] [AutoScale] を押します。
3. [Menu On/Off] を押し、メニューをオフにすることにより、同等の大きさのディスプレイを装備
したオシロスコープよりも、信号表示領域が 25 ％広がります。

ユーザ・インタフェース

測定、演算、カーソル

垂直コントロール

演算

自動測定

1. 垂直コントロールは、波形に合わせて色分

Vertical セクションの [Math] を押して、4 つの
演算機能（A+B、A-B、A*B、FFT）のどれかを
選択します。[Math] を再度押して、機能をオ

1. [Measure] を押します。 信号源が CH 1 であ
ることを確認します。Voltage を押し、
（現在、
点灯している）selection knob を使用して任
意の電圧測定を選択します。DSO1000A オシ
ロスコープには、5 Hz からオシロスコープ
の帯域幅まで測定できる、6 桁のハードウェ

けされています。大きなノブを使用して、
電圧 /div を 1-2-5 シーケンスで設定できま
す。ノブを押すと、バーニア・モードになり、
電圧を 0.1 mV 単位で調整できます。

フにします。

2. [Channel 1] を押して、垂直メニューを表示
します（1/2 の横のボタンを押して、すべ

ア周波数カウンタが内蔵されています。

てのメニュー・オプションを表示します）。

2. 1/2 を押して、Measure メニューの 2 ペー
ジ目を表示します。Display all を ON に切
り替えます。ディスプレイには現在、22 種
類の測定のうち 18 種類が表示されていま

3. [Channel 1] を再度押して、チャネルをオフ
にします。もう一度押せば（3 回目）、チャ
ネルが再表示されます。

す。

水平コントロール

3. Display all を再度押して、測定をオフにし

1. Horizontal セクションでは、大きなノブで時
間 /div を 1-2-5 シーケンスで設定します。

4. [Measure] を再度押して、自動測定をオフ

2. 大きなノブを押して、ズーム表示モードを

オンにします。これにより、信号の全体と
詳細の両方が表示されます。大きな時間 /
div ノブで、ズーム・ウィンドウの幅を制御
します。ノブを再度押して、元のビューに
戻ります（ズームをオフにします）。

3. [Menu/Zoom] を押すと、その他のタイム

ベース・オプションにアクセスできます。

4. 小さなノブで、トリガ・ポイントからの遅

延を設定できます。ノブを押して、オフセッ
トをゼロにリセットします。

ます。

にします。

カーソル

1. [Cursors] を押して、カーソル測定をオンに
します。Cursors を、Manual、Track、Auto、
Off に設定できます。
2. Manual を選択し、4 番目のソフトキー
CurA を押します。Selection knob を回して
Cursor A を目的のエッジに配置し、トリガを
基準にした時間を表示します。

3. [Cursors] を再度押し、5 番目のソフトキー
CurB を選択して、Cursor B を別のエッジに
配置します。

トリガ・コントロール

1. [Force] を使って、トリガ条件を強制的に
発生されます。

2. [Trigger Level] を押すと、トリガ・レベル
がトリガ・ソースのピーク間の 50 ％に設
定されます。

3. Trigger [Menu] を使用して、Edge、Pulse、
Video、Pattern、Alternate Channel などの、

さまざまなトリガ・モードを選択できます。

4. [Cursors] を再度押して、カーソルとカーソ
ル測定をオフにします。

驚くほど強力な機能
合否マスク・テスト
マスク・テスト機能は、波形の変化をモニタ
するために、波形を定義済みマスクまたは
「ゴールデン」波形と比較します。

1. [Utility] Mask Test（ページ 1/2）メニュー
の Enable Test ON を選択して、マスク・テ
ストをオンにします。

2. Mask Setting（Mask Test のページ 2/2）、
Create Mask を選択して、マスクを作成し
ます。

3. Operate（ページ 1/2）を選択して、テスト
を実行または停止します。Msg Display を
オンにして、テスト中の波形の数をモニタ
します。

4. チャネル 1 に接続されたプローブを小刻み
に動かすか、一時的に切断して、不具合を
発生させ、マスク・テストを停止します。

5. Enable Test を押して、この機能をオフにし

ソフトウェア・フィルタ
ソフトウェア・フィルタを使用すると、信号
のスペクトラム成分を分離できます。リップ
ル電流、変調信号の分離、またはノイズの抑
制に有効なツールです。

1. [Default Setup] [AutoScale] を押します。
2. Channel 1 を押して、そのメニューを表示
します。

3. Digital Filter を選択します。
4. フィルタを On に切り替えます。
5. Selection knob を使用して、Upper limit 帯
域幅を 49 kHz から 1 kHz（最小値）に変更し
ます。1 kHz 方形波のエッジが失われ、正弦

波へと変化し始める様子を観察します。ハ
イパス・フィルタ、バンドパス・フィルタ、
バンド・リジェクト・フィルタも使用でき
ます。

ます。

シーケンス・モード
任意の入力チャネル、またはマスク・テスト
出力からの波形を記録、再生、保存できます。
マスク・テスト出力を記録する機能は、異常
波形を長期間捕捉する場合に非常に有効です。

1. 波形を記録するには、[Acquire] Sequence
を押します。[Mode] Record を押します。
2. Selection knob を回して、記録するフレー
ムの数を 100 にします。最大 1000 フレー
ムを記録できます。

3. Operate を押して、オシロスコープのメモ
リに波形を記録します。

4. [Mode] を押して Playback を選択し、
Operate を押して、画面に 100 個の保存済
み波形を表示します。
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