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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、その変化

していく様子を波形として観測できるよう

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)が原型とされています。

日本ではテレビジョンの普及と相まって

“ブラウン管”と彼の名前で広く親しまれて

いますが、海外では単に“CRT”または

“Picture tube”と呼ばれているようです。

オシロスコープは、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、

電気信号の電圧の時間的変化を簡単に知る

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。

また、テスターなど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

る現象も見ることができます。

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技術者には必携の波

形測定器として重宝がられています。

また、自作派のオーディオ・マニアやアマ

チュア無線家にとっても、テスター、低周波

発振器、SWR/パワー計、ディップメータな

どの次にぜひ手元に置きたい測定器です。

オシロスコープで何が測定できるのか？

オシロスコープ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

ムで観測できるので、「電圧の測定」はもち

ろん、基本的には次の三つになります。

電圧の測定

時間の測定（周波数の測定）

リサジュー図形による測定

電圧の測定では、交流電圧、直流電圧、微

少交流電圧を含む直流電圧の測定、そして

オシロスコープの基本測定

時間の測定では、周期の測定、周波数の測定

などになります。

リサジュー図形による測定では、2信号の

振幅比較、位相差測定、周波数比の測定など

があります。

これらを測定方法を実践的に理解するこ

とで、オシロスコープの基本測定をひと通

りマスターしたことになります。

オシロスコープのビギナーズ・ベーシック

X div
Y div

X div

Y div

③リサジュー図形による測定リサジュー図形による測定リサジュー図形による測定リサジュー図形による測定リサジュー図形による測定

振幅比較の例 

振幅比= 測定信号の最大振幅(div) 
基準信号の最大振幅(div)

①電圧の測定電圧の測定電圧の測定電圧の測定電圧の測定

電圧値(Vp-p)の測定例 
電圧(V)=振幅(div)×偏向感度(V/div)

②時間の測定時間の測定時間の測定時間の測定時間の測定

周期の測定例 
時間(s)=水平距離(div)×掃引時間(s/div)
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オシロスコープは、入力信号が許容電圧

を超えなければノブやスイッチが適当な位

置になくてもすぐ故障する心配はまずあり

ません。

スクリーンに表示される波形を見ながら

あちこち操作して、それぞれのノブやス

イッチのファンクションを早く覚えてくだ

さい。

それでは、電源スイッチを［ON］する前

に、予めノブやスイッチを初期状態にセッ

トしておきます。

機種によって多少異なりますが、ノブは

真上方向、ロータリー・スイッチも真上方

向、レバー式スイッチは一番上（一番左）、

プッシュ・スイッチが並んでいたら一番上

（一番左）、単独のプッシュ・スイッチは押さ

ない、などが初期状態として一般的です。

二つの信号を同時に観測する二つの信号を同時に観測する二つの信号を同時に観測する二つの信号を同時に観測する二つの信号を同時に観測する

① CH1 と CH2 に信号を入力する

信号発生器から、CH1 INPUTに「2 kHz」

の正弦波信号を、CH2 INPUT に「1 kHz」の

信号を入力します。

③波形の振幅と表示位置を調節する

通常は二つの波形が重なるので、それぞ

れの VERTICAL  POSITION ノブや VARI-

ABLEノブを調節して、左下図のように、二

つの波形が見やすいようにそれぞれの位置

を上下に移動したり、振幅を加減します。

［［［［［AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO］］］］］ととととと［［［［［NORMNORMNORMNORMNORM］］］］］

TRIGGERING MODEスイッチが［AUTO］

にあれば無信号時でも輝線が見え、信号が

入ると直ちにトリガ掃引します。（通常はこ

こにセットしておけば OK です）

なお、［AUTO］の時に同期がはずれると

右上図のように、多くの波形が右または左

の方へ動いているように見えます。

②適当なサイズの波形を表示させる

それぞれのVOLTS/DIVスイッチとVARI-

ABLE ノブで振幅を 4 div（4 目盛）位に、

SWEEP TIME/DIV スイッチと SWEEP

VARIABLEノブで波形が左下図のように、1

〜2サイクル分が見えるように調節します。

オシロスコープの操作方法

その時は、波形が安定に静止するように

TRIGGERING LEVEL ノブで調節します。

波形のスタートの部分を変える波形のスタートの部分を変える波形のスタートの部分を変える波形のスタートの部分を変える波形のスタートの部分を変える

TRIGGERING LEVEL ノブを回すとスク

リーンの波形のスタート（左端）の部分を変化

させるとが出来ます。

下図のようにTRIGGERING SLOPスイッ

チが［＋］の時は波形の右上がり部分（［−］

では右下がりの部分）を調節できます。

す　↑ 
近　→ 
す　↓ 

同期がとりにくい場合には［NORM］に切

り替えTRIGGERING LEVELノブで波形が安

定して見えるように調節します。

なお［NORM］の時に、無信号になると輝

線ごと消えてスクリーンには何も表示され

ません。（トリガ掃引の本来のモードです）
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スクリーンに表示される波形の例
①［CH1］→ CH1 の波形 ②［CH2］→ CH2 の波形 ③［ALT］→ 2 現象（ALT）の波形 ④［CHOP］→ 2 現象（CHOP）の波形 ⑤［ADD］→ CH1 と CH2 を加算した波形

表示する波形を選ぶ表示する波形を選ぶ表示する波形を選ぶ表示する波形を選ぶ表示する波形を選ぶ

2現象オシロスコープの場合は、CH1 IN-

PUTへ加える信号と、CH2 INPUTへ加える

信号とを、どのような組み合わせでスク

リーンに表示するか選択します。

VERTICAL MODEVERTICAL MODEVERTICAL MODEVERTICAL MODEVERTICAL MODE スイッチの機能スイッチの機能スイッチの機能スイッチの機能スイッチの機能

［CH1］...... CH1 INPUTへの入力信号だけス

クリーンに表示します。

［CH2］...... CH2 INPUTへの入力信号だけス

クリーンに表示します。

［ALT］...... CH1とCH2 INPUTへの入力信号

を掃引する毎に切り替えて同時

にスクリーンに表示します。（掃

引時間が高速度の時）

［CHOP］. CH1とCH2 INPUTへの入力信号

を掃引時間に関係なく一定の周

波数（150 kHz 〜 400 kHz）でス

イッチングして同時にスクリー

ンに表示します。（掃引時間が低

速度の時）

なお、説明上、下図では［ALT］

と区別するために［CHOP］時の

波形を点線で描画しています

が、実際には実線のようにスク

リーンに表示されます。

［ADD］...... CH1とCH2 INPUTへの入力信号

を加算してスクリーンに表示し

ます。

VERTICAL MODE スイッチを［CH1］→

［CH2 ］→［ALT］→［CHOP］→［ ADD］

と切り替えると、下図のように①→②→③

→④→⑤とスクリーンに表示される二つ波

［DUAL］2現象、［ADD］となっていて、［ALT］

と［CHOP］は別のスイッチで選択したり、

SWEEP TIME/DIV スイッチと連動して

［ALT］と［CHOP］を自動切替にしている

場合もあります。

CH1 INPUT の信号

CH2 INPUT の信号

形の組合せが変わります。

必要に応じて、［CH1］、［CH2］、［ALT］

2 現象、［CHOP］2 現象、［ADD］加算、

のいずれかを選択します。

なお、機種によっては［CH1］、［CH2］、
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電圧の測定は、オシロスコープで一番多

く行われている基本測定の一つです。では

手始めに交流電圧を測定することにします．

交流電圧の測定交流電圧の測定交流電圧の測定交流電圧の測定交流電圧の測定

まず、下図のような、交流信号が CH1

INPUT へ入力された時に、スクリーンに適

当なサイズの波形を表示させ、その電圧を

求めてみます。

① CH1 VARIABLE ノブを［CAL］にセット

電圧測定の時には必ずCH1 VARIABLEノ

ブを［CAL］ の位置にセットします。

②波形の振幅を目盛内（8 div）で最大にする

下図のように、VOLTS/DIVスイッチを右

または左に回し、波形の振幅が8 div（8目盛）

以内で最大になるレンジにセットします。

Y div

? mV

約 0.1 V（実効値） 

③目盛に波形を合わせる

CH1 POSITION ノブを回して波形を目盛

の中央部分に移動し上のピーク（または、下

のピーク）を近くの水平目盛に合わせます。

④波形の振幅を測る

下図の例で、反対側のピークまでの距離

を目盛から div 単位（目盛単位）で測ります。

波形の上のピークから下のピークまでの距

離（Y div）は、この例では、6 div（6目盛）と読

みとれます。

⑤電圧値を計算で求める

計算式は下のようになります。

電圧(V) = 振幅(div) × 偏向感度(V/div)

前式に値を代入しますが、仮に以下のよ

　うな数値であるとすると、

偏向感度(VOLTS/DIV) →［50 mV/DIV］

垂直目盛数 → 6 div（6目盛）

この波形の電圧は、

電圧(V) = 6 div ×50 mV/div = 300 mV

この交流電圧は 300 mV となります。

⑥300 mVは正解ではない？

この値は波形の上のピークから下のピー

クまでの距離を測っているので、正しくは

300 mV peak to peak（通常は300 mVp-pと

略される）が正解です。

しかし、その電圧値をオシロスコープで

測っていることが明らかな場合には、peak

to peak（p-p）が慣習的に省略されてしまうこ

ともあります。

? V

時間 

電圧                        乾電池（約 1.5V） 

形（この場合は輝線）を表示させ、その電圧を

求める手順を説明します。

①AC-GND-DCスイッチを［DC］にセット

直流電圧測定の時には必ずAC-GND-DC

スイッチを［DC］にセットし、次に、CH1

VARIABLEノブを［CAL］ の位置にセットし

ます。

②0 V（ゼロボルト）の位置をセットする

AC-GND-DCスイッチを［GND］に切り

替えます。次に、輝線を水平目盛の一番下か

ら 1 div（1 目盛）上の目盛へ CH1 POSITION

ノブで移動します。

基準（0 ボルト）レベル 

そこが 0 V のレベル、以後この CH1 PO-

SITIONノブには触れないようします。そし

て、AC-GND-DCスイッチを［DC］に戻し

ます。

③輝線が見えるようにする

8div以内で最大になるレンジにセット 

電圧の基本測定

直流電圧の測定直流電圧の測定直流電圧の測定直流電圧の測定直流電圧の測定

下図のような直流がCH1 INPUTへ入力さ

れた時に、スクリーンに適当なサイズの波
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VOLTS/DIVスイッチを右または左へ回し

輝線がスクリーンの中に入るようにします。

④輝線を8 div以内の最大移動距離にする

VOLTS/DIVスイッチを左または右に回し

て、スクリーンの目盛（8 div 以内）に入る最

Y div

8div以内で最大になるレンジにセット 

大移動距離にします。

⑤0 V（ゼロボルト）の位置を再確認する

［GND］に、AC-GND-DCスイッチを一時

的に切替、前でセットした位置に輝線があ

ることを確認した後に［DC］に戻します。

⑥輝線の移動距離を測る

0 V の位置から移動した輝線までの距離

（Y div）を目盛からdiv単位で測ります。下図

の例では、6 div（6目盛）と読みとれます。

⑦電圧値を計算で求める

計算式は以下のようになります、直流も

交流も計算式は前と同じで、

電圧(V) = 振幅(div) × 偏向感度(V/div)

交流分を含んだ直流電圧の測定交流分を含んだ直流電圧の測定交流分を含んだ直流電圧の測定交流分を含んだ直流電圧の測定交流分を含んだ直流電圧の測定

直流電圧だけとか交流電圧だけといった

測定より事例が多いようです。これはオシ

ロスコープで頻繁に行われている基本測定

の一つです。

下図のように、直流電圧に小さな振幅の

交流電圧が含まれている場合には、直流電

圧と交流電圧をそれぞれ別に測定すること

になります。

電圧 直流電圧 +微少交流電圧 

時間 

まず直流電圧の測定ですが、前ページの

要領と基本的には変わりません。

Ydc

「「「「「交交交交交流流流流流電電電電電圧圧圧圧圧分分分分分ののののの測測測測測定定定定定」」」」」

①AC-GND-DCスイッチを［AC］にセットする

まず、AC-GND-DCスイッチを［AC］に

切り替え（直流分がカットされます）、次に、

CH1 VARIABLEノブの［CAL］ 位置を確認し

ます。

②波形の振幅を目盛内（8 div）で最大にする

③目盛に波形を合わせる

①〜③は「交流電圧測定」の時と同じ。

④波形の振幅を測る

下図の例で、波形の上のピークから下の

ピークまでの距離（Yac div）を読みとります。

⑤電圧値を計算で求める

振幅は Yac div、偏向感度は、その時の

VOLTS/DIVスイッチの設定値を「直流電圧

分」と同じ計算式に代入し交流分の電圧値

を求めます。

「「「「「直直直直直流流流流流電電電電電圧圧圧圧圧分分分分分ののののの測測測測測定定定定定」」」」」

① AC-GND-DCスイッチを［DC］にセットする

まず、AC-GND-DCスイッチを［DC］に、

次に、CH1 VARIABLEノブを［CAL］ にしま

す。

②0 V（ゼロボルト）の位置をセットする

③輝線が見えるようにする

④輝線を8 div以内の最大移動距離にする

⑤0 V（ゼロボルト）の位置を再確認する

②〜⑤は「直流電圧測定」の時と同じ。

⑥輝線の移動距離を測る

0 Vの位置から信号入った時の輝線（振幅

の中央）までの距離を目盛で測ります。下図

の例ではYdc divと読みとれます。

⑦電圧値を計算で求める

振幅は⑥で求めた Ydc div、偏向感度は、

その時の VOLTS/DIV スイッチの設定値を

それぞれ下の計算式に代入し直流分の電圧

値を求めます。

電圧(V) = 振幅(div) × 偏向感度(V/div)

引き続き、交流分だけを測定します。

前式に値を代入しますが、仮に次のよう

な数値であるとすると、

偏向感度(VOLTS/DIV) →［0.2 V/DIV］

垂直目盛数 →6 div (6 目盛)

この電圧は、

電圧(V) = 6 div ×0.2 V/div = 1.2 V

直流電圧は1.2 V となります。

Yac
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時間の測定時間の測定時間の測定時間の測定時間の測定

①SWEEP VARIABLEノブを［CAL］にセット

時間測定の時には必ずSWEEP VARIABLE

ノブを［CAL］の位置にセットします。

②波形の周期幅を変える

波形が表示されたら A 点と B 点が同時に

見えていて、その波形の周期が一番少なく

なるレンジにSWEEP TIME/DIVスイッチを

セットします。

③ A 点と B 点の距離を測る

A点とB点間の距離（X div）を測ると、左下

X div

A                                  B 

下図のような、交流波形（正弦波）が CH1

INPUT へ入力された時に、スクリーンに適

当なサイズの波形を表示させ波形の 2 点間

（A 〜 B）の時間を求める手順を説明します。

？ms

A                           B

約100 Hzの正弦波 

図の例では、5.75 div（5.75目盛）と読みとれ

ます。

④時間値を計算で求める

時間値の計算です。電圧の計算式に似て

いて、

時間(s) = 距離(div) × 掃引時間(s/div)

時間の基本測定 周波数の測定周波数の測定周波数の測定周波数の測定周波数の測定

前の測定では波形の 1 周期分の時間を

測っているので、その周波数も計算できま

す。

周波数 (Hz) = 1 
周期 (s)

下図のように、信号AをY軸へ、信号Bを

X 軸へ加えます。

ここでは、正弦波（1 kHz）で同じくらいの

電圧をそれぞれに入力してリサジュー図形

の仕組みをマスターしてみます。

リサジュー図形は二つの信号により、た

くさんの波形パターンがスクリーンに現れ、

回転しているような動きをします。両方の

信号の周波数が公約数を持つ周波数の関係

になると、その波形パターンは静止して、周

リサジュー図形による基本測定

⑤周波数を計算する

左の式で計算しますが、その前に

周期→ 11.5 ms =（11.5×10-3）s と単位を

整えて代入し

周波数 (Hz) =                      ≒ 87Hz
1 

11.5× 10-3

周波数は87 Hzとなりました。

信号A 
1 kHz 
(6 div) 

 

信号B 
1 kHz 
(5 div) 

 

信号 A → Y 軸

信号 B → X 軸

波数、振幅、位相などの比較ができるように

なります。

① X-Y スイッチを［ON］にセットする

リサジュー図形による測定の時には必ず

X-Y スイッチを［ON］にセットします。

また、CH1 VARIABLEノブとCH2 VARI-

ABLEノブを［CAL］ にセットします。

②波形パターンを適当な大きさにセット

CH1 とCH2のVOLTS/DIV スイッチを回

して波形パターン（下図）ができるだけ大きく

表示（8 div以内）されるように調節します。

この例は両方のレベルがほぼ同じ設定で

すから、VOLTS/DIVスイッチもCH1、CH2

ともに同じレンジにセットします。

X div
Y div

③波形パターンを中央へ移動する

波形のサイズが測りやすいように CH1

上式に値を代入しますが、仮に以下のよ

うな数値であるとすると、

掃引時間(SWEEP TIME/DIV) →［ 2 ms/DIV］

距離数 → 5.75 div（5.75 目盛）

この 2 点間の時間は、

時間（s）= 5.75 div × 2 ms/div = 11.5 ms

A〜B間の時間は11.5 ms となります。
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POSITION ノブと CH2 POSITION ノブでス

クリーン中央へ波形パターンの中心を移動

します。

振幅の比較振幅の比較振幅の比較振幅の比較振幅の比較

信号 A を Y 軸に加えているので垂直方向

の振幅、信号BをX軸に加えているので水平

方向の振幅になり、この比が2信号の振幅比

になります。

振幅比 = =信号Bの最大振幅(div) 
信号Aの最大振幅(div) 

X(div) 
Y(div)

X div
Y div

位相差の算出位相差の算出位相差の算出位相差の算出位相差の算出

振幅比較の波形パターンから Y 軸方向の

振幅とY軸との交点の距離を測ることで、両

信号の位相差を求めることができます。

Z div Y div

三角関数表（一部分を抜粋）

周波数の比較周波数の比較周波数の比較周波数の比較周波数の比較

右図のように、Y軸へ信号A（2 kHz）を、 X

軸へ信号B（1 kHz）を加えます．ここでは、両

方の周波数の比がちょうど１:２で同相の正

弦波によるリサジュー図形として説明しま

す．

信号A 
2 kHz 
(6 div) 

 

信号B 
1 kHz 
(6 div) 

 

信号 A → Y 軸

信号 B → X 軸

① X-Y スイッチを［ON］にセットする

リサジュー図形による測定の時には必ず

X-Y スイッチを［ON］にセットします。

また、CH1 VARIABLEノブとCH2 VARI-

ABLEノブは［CAL］ の位置になくてもかま

いません。（電圧を求める測定でないため）

②波形パターンを適当な大きさにセットする

CH1 と CH2 の VOLTS/DIV スイッチと

VARIABLE ノブを回して波形パターン（下

図）ができるだけ大きく表示されるようにし

ます。

この例の場合は両方のレベルが同じくら

いですから、VOLTS/DIV スイッチは CH1、

CH2 ともに同じレンジにセットします。

③波形パターンを中央へ移動する

波形が見やすいように CH1 POSITION ノ

ブと CH2 POSITION ノブで、スクリーンの

中央へ波形パターンの中心を移動します。

④交点数をそれぞれ数える

上図で、リサジュー図形が任意の水平目

盛線と交差する点の数と、任意の垂直目盛

線と交差する点の数の比が周波数比になり

ます。

      ( 　= 位相差 )Z(div) 
Y(div)

θ sinθ =

   θ 15°  30° 45°  60°  75°  90°  
sin θ 0.259 0.500 0.707 0.866 0.966 1.000
θ
θsin
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Y軸の入力信号 (2 kHz)

X軸の入力信号 (1 kHz)

8 16

9

9

12

7

7

4

1

1

15

15

3

2

1

0 4 8

75

6

11

10

9

12 16

1513

14

14

12

10
8

6
4

2

周波数比 1：2、 
同振幅、位相差 0°の 
正弦波によるリサジュー図形 

3

2

5

614

13

16

0

11

10

0

3

5

11

13

「リサジュー」とは相互に直角方向に振動

する二つの単振動を合成して得られる平面

図形のことです。

これは、1855年にJ.A.Lissajous（フランス

の科学者）により考案され、今ではオシロス

コープの測定法の一つとしても有名です。

なお、和文表記では「リサジュー」の他に

「リサージュ」などの表記もあります。

リサジュー図形は、オシロスコープの垂

直軸と水平軸に同時に交流信号を入力する

ことにより数多くの図形パターンがスク

リーンに描かれます。

両方の波形の周波数や位相の変化でシン

プルなパターンだったり非常に複雑なパ

ターンを描いたり、また回転しているよう

に見えたり、静止したりと変化します。

ここで例をあげてその仕組みを図式化し

ておきます。下図の例では、Y軸へ2 kHzの

正弦波、X軸へ1 kHzの正弦波を加えた時の

リサジュー図形です。

両方の周波数の比がちょうど１:２で、し

かも振幅（電圧）も同じ、位相も同じ（位相差

0゜）という条件でのスクリーンに描かれる

リサジュー図形です。

リサジュー図形の仕組み

周波数比が周波数比が周波数比が周波数比が周波数比が 11111：：：：：11111 の時のリサジュー図形の変化の時のリサジュー図形の変化の時のリサジュー図形の変化の時のリサジュー図形の変化の時のリサジュー図形の変化

下図は、同じ周波数、同じ振幅（電圧）の正弦波のリサジュー図形の例です。

周波数比が1：1の場合のリサジュー図形は、位相が変化するに従い、斜線→楕円→円→

楕円→斜線→楕円→円→楕円→･･･と変化を無限に繰り返します。
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プローブのプローブのプローブのプローブのプローブの校正校正校正校正校正

測定を始める前にプローブを含めたオシ

ロスコープの校正が必要です。CAL 端子か

らプローブ校正用の信号が出力されます。

校正用信号の定格は、

出力波形　方形波（正極性）

出力電圧　1 Vp-p (peak to peak)

出力周波数　約1 kHz

となっているのが一般的です。

プローブは、使用する前に周波数特性補

正回路の調整をします。

プローブ先端のチップ部をCAL 端子にク

リップして、スクリーンの波形を見ながら、

下図の様な四角形の波形になるようにプ

ローブのBNCコネクタ部分の調整ポイント

をドライバで調節します。

プローブ

プローブとは、被測定回路からの信号を

そのままの形で忠実に取り出し、オシロス

コープのINPUT端子へ入力するためのツー

ルです。その用途に応じていくつかに分類

されますが、代表的なものとしては、

電圧プローブ 電流プローブ

高圧プローブ 差動プローブ

FET プローブ

一番多く使われているのが「電圧プロー

ブ」で、文字どおり交流や直流電圧を測るこ

とを目的とした汎用タイプです。

ここでは、アクセサリ・パーツとして必ず

付属され、日常頻繁に使われる電圧プロー

ブ（下図）、別名「アッテネータ・プローブ」

について説明します。

プローブはオシロスコープと一体となっ

てその性能を発揮するので、その電気的仕

様は非常に重要です．

その定格の一部をあげると、

「減衰量」　10：1（入力電圧を0.1 倍する）

「耐圧」　プローブ内部の電子回路の耐圧

で決まり、それを超えると壊れます。

（DC 600 V位です）

「周波数特性」　オシロの周波数帯域をカ

バーしている必要があります。

「入力インピーダンス」　10 MΩ、10 pF程

度が一般的です。

「出力インピーダンス」 オシロの入力回

路と整合がとれる必要があります。

付属のプローブを使う場合、上の条件は

満たされていて問題はありません。

ビデオテープ・レコーダやテレビジョン

などのビデオ信号は非常に複雑な波形です。

正弦波や方形波などとは比べものになら

ない緻密な波形で、通常のトリガのかけ方

ではその波形を静止できません。

そこで、多くのオシロスコープには、この

ビデオ信号専用のトリガ機能が付加されて

います。TRIGGERING MODE スイッチに

［TV FRAME］と［TV LINE］とあるのがこ

のビデオ信号専用のトリガ機能です。

［TV LINE］→ 水平系ビデオ信号用

［TV FRAME］→  垂直系ビデオ信号用

それぞれ、ビデオ信号に含まれる水平同

期パルスと垂直同期パルスを別々に取り出

してトリガ信号にしています。

ビデオ信号の観測ビデオ信号の観測ビデオ信号の観測ビデオ信号の観測ビデオ信号の観測

①ビデオ信号を入力する

TRIGGERING MODE スイッチを［TV

FRAME］（または［TV LINE］）に設定した後、

ビデオ信号をオシロスコープへ入力します。

［TV FRAME］ ［TV LINE］

垂直系ビデオ信号 水平系ビデオ信号

NTSC 方式カラーパターン信号

ビデオ信号の観測

②ビデオ波形を適当なサイズにする

TRIGGERING SLOP を［−］にセット、

CH1 VARIABLE ノブと CH1 VOLTS/DIV ス

イッチで適当な振幅に調節し、次にSWEEP

TIME/DIVスイッチとSWEEP VARIABLEノ

ブで 2 〜 3 周期位の波形を表示させます。
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スクリーン上での波形の位置関係スクリーン上での波形の位置関係スクリーン上での波形の位置関係スクリーン上での波形の位置関係スクリーン上での波形の位置関係

立上り時間(A 〜 B)→（X div）

立下り時間(C 〜 D)→（X div）

パルス幅(E 〜 G)→（X div）

パ ル ス 波 、パ ル ス 波 、パ ル ス 波 、パ ル ス 波 、パ ル ス 波 、方形波の各部分の定義方形波の各部分の定義方形波の各部分の定義方形波の各部分の定義方形波の各部分の定義

左下の図からA,B,C,D,E,F,G点の相互の時間間隔（または電圧）により以下のように波形の

各部が定義されています。

パルス振幅 ............... 振幅0 % から100 % までの距離（Vp-p）

パルス幅(E 〜 F) ....... 振幅 50 % ラインを横切る時間（秒）

立上り時間(A 〜 B)... 振幅10 % から90 % までに要する時間（秒）

立下り時間(C 〜 D) .. 振幅90 % から10 % までに要する時間（秒）

パルス周期(E 〜 G) .. 1 サイクルに要する時間（秒）

C

Xdiv

D

E F

Xdiv

Xdiv

A

B

A

B C

D

E F G

立上り時間                                       立下り時間 

パスル幅 

パルス周期 

パ
ス
ル
振
幅 

100%

90%

50%

10%

0%

パルス波（または方形波）をスクリーンで

見ると、下図のように、どちらも定規で引い

たような直線的な形をしています。

しかし、水平方向に拡大して見てみると、

直角に立ち上がる（あるいは立ち下がる）よ

うに見えていた部分も、傾斜していること

がわかります。

パルス波（方形波）を取り扱う場合に、こ

の立上り時間（あるいは立下り時間）やパルス

幅などの扱いが大変重要になってきます。

正弦波のように、振幅や周期を測るだけ

では不十分です。測定前に、このようなパル

ス波（方形波）独自の重要なポイントを知って

おく必要があります。

パルス波（方形波）と言っても、実際には

斜線部分あり、曲線部分ありの波形で、下図

は波形の各部分をどのように定義している

かを示しています。

方形波やパルス波の測定

パパパパパルルルルルススススス波波波波波（（（（（方方方方方形形形形形波波波波波）））））ののののの各各各各各部部部部部分分分分分ののののの定定定定定義義義義義
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拡大する部分の設定拡大する部分の設定拡大する部分の設定拡大する部分の設定拡大する部分の設定

ここまでの説明を整理すると、波形の拡

大する部分の開始ポイントはDTPで設定し、

拡大率はB SWEEP TIMIE/DIVスイッチを右

に回すことにより拡大できます。

連続遅延と同期遅延連続遅延と同期遅延連続遅延と同期遅延連続遅延と同期遅延連続遅延と同期遅延

通常のトリガ信号とは別に、遅延掃引で

は遅延トリガ信号により遅延掃引（B掃引）が

掃引を開始するようになっています。

この遅延トリガ信号の発生の仕方により、

「連続遅延」と「同期遅延」の二つの遅延掃

引の方式があります。

どちらも遅延掃引に違いはないのですが、

遅延掃引の開始の仕方がそれぞれ少しずつ

異なっていて一長一短があります。

「連続遅延」では、文字通り連続的に任意

の部分の波形拡大が出来ますが、拡大率を

上げていくと次第に拡大波形が横方向に揺

らぎ始め不安定になる欠点があります。

「同期遅延」では、同期の関係で連続的に

は波形拡大が出来ませんが、トリガ掃引を

させるため拡大波形も安定して見ることが

出来ます。

（完）
遅延時間 

拡大される部分 

この拡大率は、A SWEEP TIMIE/DIV ス

イッチの設定値に対する B SWEEP TIMIE/

DIV スイッチの設定値の比率で決まります。

例えば、A SWEEP TIMIE/DIVスイッチの

設定値が 10 ms/div の時に、B SWEEP

TIMIE/DIVスイッチが1 ms/divであれば10

倍（10 ms / 1 ms）の拡大率です。

次に B SWEEP TIMIE/DIV スイッチを

0.5 ms/div に切り換えると 20 倍（10 ms /

0.5 ms）になり、更に0.1 ms/divに切り換え

れば100倍（10 ms / 0.1 ms）の拡大と、任意

に変えることができます。

「遅延掃引」とは文字通り遅れて掃引する

ことの意味です。

オシロスコープの動作は、入力信号があ

るとすぐにトリガ信号を発生してトリガ回

路が動作し掃引を開始するので、その時点

からの波形がスクリーンで見られます。

「遅れて掃引する」の本質的な意味は「波

形の部分拡大」にあります。

波形の拡大はSWEEP TIME/DIVノブを右

に回し掃引時間を速くすることで可能です。

しかし、トリガ点からの波形拡大になり

拡大率が上がれば上がるほどトリガ点の近

くしか見ることができません。

そこで、このトリガ点から離れた（ある時

間だけ遅れた）波形の一部分を拡大する方法

として「遅延掃引」が使われます。

この遅延掃引の特徴は、

●波形の任意の部分を拡大できること。

●その拡大率が可変できること。

遅延掃引（Delayed Sweep）

主掃引と遅延掃引主掃引と遅延掃引主掃引と遅延掃引主掃引と遅延掃引主掃引と遅延掃引

通常は、信号の入力によりトリガ信号が

発生し、それによって掃引が開始するわけ

ですが、遅延掃引では、このトリガ信号から

ある時間遅らせて別のトリガ信号（遅延トリ

ガ信号という）を作り、そこから別の掃引回

路で掃引を開始させることにより、波形の

任意の部分の拡大を可能にしています。

つまり、遅延掃引の機能があるオシロス

コープには掃引回路が二つあり、それぞれ

主掃引（A掃引）、遅延掃引（B掃引）と呼ばれ、

個々に掃引時間が変えられます。

        ↑ 
主掃引の波形 
                              ↑ 
                          遅延掃引の波形 
 

上図のように、最初の元になった掃引を

主掃引が行い、波形の全体をスクリーンに

表示（上の波形）させ、後から掃引を開始し

た遅延掃引が、拡大されて波形の部分だけ

を表示する（下の波形）役目をしています。

遅延時間遅延時間遅延時間遅延時間遅延時間

最初のトリガ信号の発生から遅延トリガ

信号の発生までの時間を遅延時間と呼び、

DELAY TIME POSITION ノブ（略して DTP）

で可変できます。

遅延時間 

        ↑ 
主掃引の波形 
                              ↑ 
                          遅延掃引の波形 
 

遅延掃引では、上図のように、スクリーン

に表示されている主掃引の波形の拡大した

い部分の左端（遅延掃引の開始点）に輝度変調

（波形の一部分を明るくする）のかかった部分

の左端を DTP で合わせます。

このDTPによりスクリーン上では水平軸

の幅（10 div）を連続的に可変できます。

また、拡大される波形の部分のスクリー

ン上での幅（輝度変調の部分）は、遅延掃引

の掃引時間を設定するB SWEEP TIMIE/DIV

スイッチの設定位置で決まります。

このB SWEEP TIMIE/DIVスイッチを右に

回すと掃引時間は速くなり、拡大される部

分の幅は狭まり（拡大率が上がる）ます。

反対にB SWEEP TIMIE/DIVスイッチを左

に回すと掃引時間は遅くなり、拡大される

部分の幅は広がり（拡大率が下がる）ます。

なお、主掃引（A掃引）によりスクリーンに

表示される波形のうち、遅延掃引（B掃引）に

より拡大される部分については輝度変調が

かけられ、他の部分より明るく見えてどこ

が拡大される部分かはっきりわかるように

なっています。



本書は、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、本書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。

電気の専門知識が無くても読めるように専門用語

は極力使わず平易な言葉で記述し、ツマミやスイッ

チの操作、機能を容易に理解できるように図面も多

数挿入しました。また、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。

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。
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