
オシロスコープ入門　　本書のコンセプト 1

オシロスコープ入門オシロスコープ入門オシロスコープ入門オシロスコープ入門オシロスコープ入門

電気に弱い人にもわかるガイドブック

本書では、これからオシロスコープの操作を習いたい人、使い始めて間もない人、
あるいはみようみまねで取りあえず使っている人々など、いわゆるビギナーを対象に
オシロスコープの使い方を説明しています。

それ故、オシロスコープがどのような仕組みで動作しているかなど、ここでは細か
く説明していません。オシロスコープそのものはブラック・ボックスであっても、オ
シロスコープの操作の習得に支障はありません。どのようにすれば波形の観測ができ
るのか？、交流電圧や周波数を求めるには？精度の高い測定方法は？など、実践的な
内容に重点をおいています。

理系の人でないと理解し難いオームの法則やデシベルなど、電気の専門知識が必要
な記述は使わず、文系の人にも理解しやすいように別の表現に変えたり、オシロス
コープの操作の習得に限れば、急いで知る必要もないと思われるものはあえて省略し
ました。

次ページにある本書の章タイトルですが、最初のページから順に読む必要はありま
せん。自分のオシロスコープに対する理解度により、知りたい内容のページへ一気に
ジャンプして読まれるほうがスキルアップの早道です。ぜひこの機会にプロフェッ
ショナルへの道を目指して頑張ってください。
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オシロスコープ（Oscilloscope）とは
オシロスコープとは、時間の経過と共に電気信号（電圧）が変化してい

く様子をリアルタイムでブラウン管に描かせ、目では見ることのできな
い電気信号の変化していく様子を観測できるようにした波形測定器です。

このブラウン管は、ドイツ人のブラウン(Karl Ferdinand Braun)が、大
学の学生に電流の波形を見せるための教材として 1897 年に試作した陰
極線管(Cathode Ray Tube)が原型とされ、今では彼の名前で広く呼ばれ
るようになりました。現在、テレビジョンに使われているブラウン管は、
オシロスコープのものとは仕組みが異なりますが、ルーツを遡れば同じ
所へ行き着きます。

オシロスコープは、このブラウン管上の輝点の動きの速さや振れの大
きさを測ることで、間接的に電気信号の電圧の時間的変化を簡単に測る
ことができます。ですから、測定しようとする現象が電圧の形に変換で
きれば、電気信号の変化だけでなく、温度、湿度、速度、圧力････など、
色々な現象の変化量を測ることができます。

第 １ 章 ... 波形と電圧との関係

第 ２ 章 ... ブラウン管の基礎知識

第 ３ 章 ... オシロスコープの動作原理

第 ４ 章 ... つまみやスイッチの説明

第 ５ 章 ... オシロスコープの操作方法

第 ６ 章 ... 2 現象オシロスコープの操作方法

第 ７ 章 ... オシロスコープの基本測定

第 ８ 章 ... リサジュー図形の仕組み

第 ９ 章 ... プローブ（Probe）

第 10 章 ... 測定時の誤差

第 11 章 ... スキルアップ・テクニック

第 12 章 ... FAQ（よく聞かれる質問）

第 13 章 ... 定格の読み方

第 14 章 ... オシロスコープの用語集

インデックス

Appendix 遅延掃引（Delayed Sweep）

オシロスコープの基本的な操作の
解説に徹した「オシロスコープ入門」
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オシロスコープが電圧計と大きく異なるところは、単にその電圧の平
均的な値を測るものではなく、電圧が変化していく様子を時々刻々と目
で追いかけたり、突発的に発生する現象も捉えることができます。

しかも、非常に高い周波数の電気信号の変化もブラウン管に描くこと
が可能で、エレクトロニクス分野のエンジニアには必携の波形測定器と
して重宝がられています。

本書は、ビギナーを対象にしているので、難解な回路構成や信号処理
にはあえて触れず、オシロスコープの概念と基本的操作、使い方に絞っ

てやさしく解説しています。オシロスコープのハードウェアの説明より
も、どのように操作すればオシロスコープの機能を100パーセント活用
できるのかを説明することにウエイトをおいてます。

ぜひ、皆さんも本書を片手にオシロスコープを操作してみてください。
習うより慣れろ････意外に簡単であることがわかってくると思います。

ここでマスターすることはオシロスコープのベーシックですから、そ
の基本的な考え方は将来も変わることはありません。本書が皆さんのオ
シロスコープによる測定技術の向上に少しでもお役に立てば幸いです。

電圧計は変化する電圧の平均的な価を測定するのに対し、オシロスコープは
電圧の変化していく様子をリアルタイムで波形として観測できる
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