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最高5GS／S糖の高性能・広帯域オシロスコープ
150MHz～500MHz

GDS－3000シリーズ

最高165／Sに2Mメガメモリを搭載。
70MHz～150MHz

Ea GDS－1000A－Uシリーズ

新時代のベーシックオシロスコープ
50MHz

m GDS－1052－U

普：最高サンプリングレートは、モデルにより違います。
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最高5GS／Sの高速サンプリングと独自VPOテ”ロジーの組み合わせで

発生頻度の少ない現象をキャッチ。
囲

帥1IⅦ

匪
「　　「サブ

二　　　　　　　　　　　l

書芸芦

の

′⊃　　訂　　◎　⑳　　挙

軸物蟹轡馴轡聯

くく⑬⑬⑳㊦㊦⑳⑳⑳
モデル 亊9�番d�碑���』【椚lVFHけ■ 杯E8�ﾃ33SB�■qlM匪＝凛■ 杯E8�ﾃ3#SB�■qI播★細■ 筈tE8�ﾃ3�SC��GDS－31521 

周波数帯域 鉄��ﾔ��500MHz �3S�ﾔ��350MHz �#S�ﾔ��250MHz ��S�ﾔ��150MHz 

チャンネル数 釘�2 釘�2 釘�2 釘�2 

最高リアルタイム サンプルレート☆ 泥u8��2�4GS／S 典u8��2�5GS／S 典u8��2�2．5GS／S �4u8��2�2．5GS／S 

価格（税別） ���3��ﾃ����￥568，000 ���3��ﾃ����‡468′000 ���#CX�ﾃ����￥199′000 ���#�(�C����￥175′000 

＊　500MHzモデルは、1チャンネルまたはハーフチャンネル、150MHzから350MHzはlチャンネル時の最高サンプリングレートです。

2チャンネル使用時の最高サンプルレート：4GS／S（GDS－3504／3502ハーフチャンネル時）2．5GS／S（GD5－3354／3352／3254／3154），l．25GS／S（GDS－3252／3152）

3、4チャンネル使用時の最高サンプルレート　2GS／S（GDS－3504／3502）l．25GS／S（GDS－3354／3254／3154）

特徴
●独自のVPO（VisuaJPersistenCeOs〔i”05COPe）：FPGA並列処理で高速波形更新レート

を実現。発生頻度の少ない現象も表示します。

●波形解析機能：電力解析（電力品質、高調波、リップル、突入電流測定）

オプション　　シリアルバス解析（l2⊂、SPLUARTシリアルバストリガと解析）＊1

●画面分割機能：画面を4（または2）分割し、各チャンネルを独立して表示可能

各画面は、垂直感度、水平時間、トリガを独立して設定できます。

●豊富なトリガモード．エッジ、ビデオ（NTS（、PAL、SE〔AM、EDTV、HDTV）、パルス、ラント、

RiSe＆FalI、ALT、ホールドオフ、外部トリガ（遅延、イベント、時間）など

●大型8インチ、高解像度SVGA（800X600）のTFTカラー液晶を採用（LEDバックライト）

●入力インピーダンス：50r）／75n／1Mr）を選択可能

●豊富なインターフェス：RS－232C、USB（ホスト、デバイス）、LAN（Ethernet）、

Go－NoGo出力、VGA出力、ライン出力、GPIB（別売アダプタ）

●USBメモリ：画像（BMPまたはPNG）、波形データ（CSVまたはIsf＊2）、パネル設定（SET）を

保存可能、波形データ（lsf形式）とパネル設定（SET）を呼出し可能

＊1：4チャンネルモデルのみ。
＊2：ファイル形式：SETおよびIsfは、GDS－3000シl）－ズ用の独自ファイル形式です。

ヽ〝召ワ

シリmJ法

解析㈹

独自のVPOテクノロジーでデータ処理速度を

向上。最高5GS／Sとの組み合わせで高速で
VLSualPersistenceOscl”oscope　変化するビデオ信号、RF信号、ノイズ、ジッタ

信号や発生頻度の少ない現象を観測できます。

高速データ処理で高速波形更新レートを実現

グレースケールモード　　　カラースケールモード

波形解析機能オプション

■電力解析　DS3－PWR　銅三部、萱
電力解析機能は、電力品質、高調波分析、リップルと
突入電流測定の4種類を測定・分析できます。

■電力品質・電圧、電流測定から電力品質16項目を測定します。
●実効値、真の電力、皮相電力、無効電力、力率、位相角など

1高調波：最大40次までの高調波を表示可能。
・ユーザー定義設定とIEC61000－3－2

■リップル・波形のリップルおよびノイズを自動計算。

■突入電流．突入電流の第1ピーク、第2ピークを自動計算。
LT：1－1日∵

電力品質の測定 ●シリアルバス解析　DS3－SBD－。
シリアルバス解析は、12C、UART、およびSPI＊1など汎用

シリアルバスのトリガ機能とデコード機能が使用できます。

デコード内容を画面に表示でき、USBメモリへCSV形式の

ファイルとして保存できます。
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①LCD

②printキー

③可変ツマミ

④画面分割キー

⑤水平軸

⑥トリガ

⑦演算キー

⑧リファレンスキー

⑨シリアルバス解析

⑩usBホストポート

8インチ、SVGA（800×600）の高解像度TFT液晶を採用。

画面イメージをプリンタへ印刷または〕SB（または本体）メモリへ保存します。

数値やパラメータの変更または選択をします。

画面分割と分割した画面を選択できます。

水平時間、水平ポジションとズーム機能を選択します。

トリガメニューと50％トリガ、Forceトリガができます。

四則演算またはFFT、FFTrmsを実行します。

リファレンス波形を表示選択できます。

シリアルバス設定を呼び出します。（4chモデルのみ）

USBフラッシュメモリをサポート。

画面分割機能
画面をチャンネル毎に4（または2）分割して表示。

各画面の垂直、水平、トリガを別々に設定できます。

ズーム機能
ズーム画面は、波形の全体と拡大波形を同時表示。

見たいところを簡単に拡大表示できます。

●受動電圧プローブ

⑪自己校正用出力

⑫トリガ出力

⑱Go－NoGo出力

⑭vGA出力

⑮RS－232⊂ポート

⑯Go－NoGoライン出力

⑰LANポート

⑱usBデバイスポート

⑩usBホストポート

⑳盗難防止スロット

トリガ機能
エッジトリガ、パルス、ビデオトリガ、ラント、Rise＆F釧等

とALT、ホールドオフ機能など豊富なトリガモードを搭載。

入力インピーダンス
入力インピーダンス1MQ／750／50Qを選択可能。

高周波測定、映像測定など様々な分野の測定に

便利な機能です。

渕■■ 剔ﾎ象機種】 剿ﾉwｩ5ﾙ�仄貭�周波数帯域（±3（画 ���*(.ｨ48vH�h5ｸ�X�H5��【標準働 �=B�

GTP ��151R＃ 杯CX�ﾃ3��52／GDS－ �3�SB�1r X10 禰�ﾈ���S�ﾔ��10Mr） 鳴����3���0 

GTP ��251R≠ 351R鎗 杯CX�ﾃ3"�52／GDS－ �3#SB�XlO 妊8��#S�ﾔ��10Mr） ������3���0 

GTP ��杯CX�ﾃ32�52／GDS－ �33SB�XlO 妊8��3S�ﾔ��10Mr） ����X�3���0 

GTP ��501R藩 杯CX�ﾃ3R�02／GDS－ �3S�B�XlO 妊8��S��ﾔ��10Mr） ���#(�3���0 

GTP ��352R ��8ｴ�顗ｺB�、通 ��X20 妊8��3S�ﾔ��20Mr〉 ����x�3���0 

GTP ��033 ��8ｴ�顗ｺB�通 ��Xl 禰�ﾈ��3Tﾔ��1Mr） ����8�3S��0 

写真はGTP－351R

Ⅰは、対象機種の付属プローブです。

垂直軸の校正用信号を出力します。

トリガ位置信号を出力します。

Go－NoGo判定結果を、パルス信号として出力します。

外部ディスプレイに出力します。SVGA（800X600）

RS－232Cリモートコントロール。

Go－NoGo判定の音で出力します。

RJ－45コネクタ、10／100Mbpsサポート。

リモートコントロール、プリンタおよびGP－IBアダプタで使用します。

USBフラッシュメモリをサポート。

ケンジントンセキュリティスロットに準拠。

X－Yモード

CHl（X軸）とCH2（Y軸）、CH3（X軸）とCH4（Y軸）の

2波形を同時表示可能。

自動測定
28種類（電圧、時間および遅延）の自動測定を画面下の

ウインドウに8個まで表示できます。自動測定の範囲は、

全メモリ、画面およびカーソル内を指定できます。

＊画面分割のときは、各画面2個まで。

●オシロスコープ用トレーニングキット

GD8－03　￥32，000 
GDB－03は、オシロスコープの基本操作とロジック信号 

など高度な機能の両方を学ぶことができるトレーニング 

キットです。 

機能選択・周波数調整ツマミ　信号の種類 

電源（USB） CCDカメラ 彗芸；ず、測璧≒≡吏アジ」ヵメラ：ビデオ出力 

FM変調　デジタル信号 

2



＊1：入力インピーダンス75r）の周波数帯域幅は150MHzに制限されます。

＊2最高サンプl）ングレート：500MHzモデルは、lチャンネルまたはハーフチャンネル時、150MHzから350MHzは、1チャンネル時の最高サンプリングレートです。

2チャンネル使用時の最高サンプルレート：4GS／S（GDS－3504／3502は、ハーフチャンネル時）2．5GS／5（GD5－3354／3352／3254／3154），l．25GS／5（GDS－3252／3152）

3、4チャンネル使用時の最高サンプルレート　2GS／S（GDS－3504／3502）、1．25GS／S（GDS－3354／3254／3154）

GD5－3000シリーズ �5仄I,ｨ覈vﾂ� 

垂直 兒ｨ��Eﾂ�8ビット 

垂直感度 �&ﾕh��Uh���ﾕ�鳧�ｨ��&ﾕh���h�鉄���縱U�鳧�｢�

入力結合 ��8��D8��t脾�

入力インピーダンス ��ﾕ������W�h��sS��經�������)Eﾂ�

DCゲイン精度 ��ﾘ��8�8�苺&V�F�Fﾈ�ｳ��C�F揺�ｳ�ﾕh�｢�

極性 �6ﾘ�ｸ7ﾘ8ｸ,iKﾙ5ﾒ�

最大入力電圧 オフセット位置レンジ �3��h�妊8�ｴ�5�V�ｸ�ｦﾖ����4�D���?ﾉ|ﾘ489878�ｸ5�985��ﾕ�鳧�｢�

最大5Vrms、CATI（入力インピーダンス50／75Q時） 

2mV／div～100mV／div：：±0．5V 

帯域制限 �#��ﾕh�襷揺��Uh�襷揺�h�ﾓ#Ub�150MHzモデル：フル、20MHz、250MHzモデル；フル、20MHz、100MHz 

350MHzモデル；フル、20MHz、100MHz、200MHz 

演算機能 鉄��ﾔ�8(6h8ｸ�h7H8ｸ��#�ﾔ������ﾔ���#��ﾔ���3S�ﾔ��加算、減算、乗算、除算波形、FFT、FFTrms。FFTウインドウの種類；方形、ハミング、ハ二ング、ブラックマン 

トリガ �5ﾈ�ｸ5��CHl、CH2、（CH3、CH4；4チャンネルモデル）、ライン、EXT 

モード �4��ｸ6x�����ﾗ8�襷揺*�.h-�8ﾘ�ｸ8ｸ8(�ｸ6�/�5H7ﾈ�ｸ6x�ｨ��6ﾘ�ｸ7ﾘ8ｸ��5h984�8ｲ�

タイプ カップリング �4x6(5x��7�8ｸ5���7(6h4���8�986x��&�6X�Tf�ﾄﾄ�ﾅH��､�H6x8ｨ4ｸ�h487�986y'�H�����cSS3X�ｨ��鳧ｭI'�H�����8����8�ｨ���

ホールドオフ（10ns～10S）、オプション；シリアルバストリガ（4chモデルのみ）Ⅰ2C、SPl、UART用トリガ機能 

AC、DC、LF除去、HF除去、ノイズ除去 

感度 ��S�ﾔ���#S�ﾔ���3S�ﾔ�8(6h8ｹ?��

DC～50MHz約1divまたは10mV、50MHz～150MHz約1．5divまたは15mV、150MHz～350MHz約2divまたは20mV 

500MHzモデル： 

DC～50MHz約1divまたはl．OmV、50MHz～150MHz約1．5divまたは15mV、150MHz～350MHz約2divまたは20mV 

350MHz～500MHz約2．5divまたは25mV 

外部トリガ �8ﾈ985r�：±15V 

感度 妊8���S�ﾔ�o����ﾕh���S�ﾔ���#S�ﾔ�o��S�ﾕh��#S�ﾔ���3S�ﾔ�o��S�ﾕh��3S�ﾔ���S��ﾔ�o�#��ﾕh�鉄��ﾔ�8(6h8ｸ�｢�

入力インピーダンス 牝ﾔS(�����W�h��4�D��

水平軸 �8ﾈ985r�7h8ｨ6x8ｨ4ｲ�150MHz／250MHz／350MHzモデル：lns／div～100S／div（1－2－5ステップ）；ロールモード：100ms／div～100S／div 

500MHzモデル：1ns／div～100S／div（1，2．5－5ステップ）；ロールモード：100ms／div～100S／div 

最大10div 

ポストトリガ 俐Y�S����F揺�)ZｨｨI�H,ﾘ鳧ｭIZｨｨH,�ｹ�h+X-ﾈ+r�

精度 ��ﾓ#���ﾘ�fﾆﾗ7F蒙V也FW'f�ﾂ�

X－Yモード �ｩ�ｨ5h7H6r�X軸入力：CHl、CH3、Refl、Ref3、Y軸入力：CH2、CH4、Ref2、Ref4 

±30（100kHzにて） 

Acquire �8ｨ4�8ｸ5�488�5H987h8ｸ8ﾈ�ｸ6r�9��5H987h8ｸ8ﾈ�ｸ6r�500MHzモデル：最高4GS／S（1チャンネルまたはハーフチャンネル時） 

150MHz4ch、250MHz4ch、350MHzモデル最高5GS／S（lch時） 

150／250MHz2CHモデルは最高2．5GS／S（lch時） 

最高100GS／S全モデル 
メモリ長 �#Tｸ7ﾈ48986x��6��

アクイジションモード �6ﾘ�ｸ7ﾘ8ｸ��78�ｸ4��俐Y�S&�8�ｨ��[ﾘｼ���(��#Sh�ｨ���&W6�WF柳��

波形解析機能 �6I|ﾘ���ﾘｴ�Eﾂ�電力品質、高調波分析、リップルと突入電流測定の4種類を測定・分析 

（オプション） �5h8ｨ4�8ｸ6�5亜��ﾘｴ�Eﾈ�擢6�,ﾈ-ﾘ�｢�12C、UART、SPIのシリアルバストリガとデコード機能。デコード内容を画面表示でき、USBメモリへファイル（CSV形式）で保存可能 

Go－NoGo判定機能 ��波形が設定した最大／最小リミット内か判定。境界テンプレート；Refl（最大）、Ref2（最小）またはソースチャンネルから生成できます 

力一ソル測定 ��カーソル間電圧差（△∨）カーソル間時間差（△T）、ゲート内測定 

自動測定 俾�:��ｩ.���#稲ﾙ}��｢�電圧測定；Vpp、振幅、平均、実効値、ハイ値、ロー値、最大、最小、ROVシュート、FOVシュート、RPREシュート、FPREシュート 

時間測定；周波数、周期、立ち上がり時間、立下り時間、＋パルス幅、－パルス幅、デューティー比 

自動測定範囲 �'�I�ｩ.��te%(��e$h��de(��ddh��ﾅ%(��ﾅ$h��ﾄe(��ﾄdh��見�｢�全メモリ、画面内、カーソル内を指定可能 

周波数カウンタ 塗ﾈX��ﾜX愑$�*�.y.姶假ﾉFy�I��刺-ﾈ,X��6x8ｨ4ｴ4�/��ｩ.��
パネル機能 �4��ｸ6x5ｨ6(6r�水平、垂直およびトリガを自動設定 

オートレンジ �?ﾉ|ﾙ�ﾘﾘh,偖ﾘ,�,H4�5h8ﾘ5�5(�ｸ7h,ﾉ�)+ﾃ��Y[ﾘ8ﾈ985x/�齷:�4�,��ﾙ.��

保存／呼出し ��ﾙ.��c#�5ｨ6(6x��Fxﾆ��c#H5ｨ6(6x��&Vfﾈ��H��v�fVﾈ��#��｢�

表示 �6h4(5�7h8ﾈ42�8インチSVGATFTカラー液晶、8xlOdiv、800（水平）×600（垂直）ピクセル（SVGA） 

補間 �6冶�譜�ｨ�蛻*�.h-�9��5H987h8ｨ984��

波形表示 �6�6(6x��7�4�6x8ｸ��7��ｸ5h5�5�985��h4�8ﾈ�ｸ��4ｨ8��ｸ5�5��ｸ8ｸ���ﾙ.��d�WF������ﾗ8�ﾃ��8��k8ﾌ���e��fh�ｨ��ｵ�7�+)�陷)Eﾂ�

インターフェース �%8�ﾃ#3$2�DB－9オスコネクタ 

USBポート 俵4(7ｨ5�6x7ﾈ�ｸ6u�(�s(�C�6�485�78�ｸ6���U4(8�8(8ｨ-h枴�ﾈ��&ﾗ�-ﾈ+ﾘ,ﾗ�諄ﾆ���ｨ��Fxﾆ�6h�ｸ5���55hﾆ��-ﾈ+ﾘ,ﾔ�6hﾆ���ｨ���

パネル設定（set形式）の保存と波形データ（lsf形式）＊3、パネル設定（set形式）の呼出し 

LAN（イーサネット）ポート 俵4(6h6�485�7ﾈ�ｸ6w��s(�C�6�485�78�ｸ6����85(986x8ﾘ�ｸ8ｸ��u��ﾄ�(5(986x8ﾘ�ｸ8ｹw��盃Tx�ﾃ����ｨ/��ｩ����-ﾈ+ﾘ,ﾕ��7D'&芳Y�陌�7h8ｨ985�-h�8ﾟﾈ�cB�RJ－45コネクタ、10／100Mbps 

SVGAビデオポート 妊(�ﾃ�X8�5�5(6ﾈ4�5���5dt���8(6ｨ5�6h4(5�7h8ﾈ49w��|ﾒ�

GP－IB（別売アダプタ） 俵4(6h6�485�7ﾈ�ｸ6x-duTuD�ﾈ�兔ｩHH4�5�7h5��ｨ/��ｩ��+X,H諍w��

Go－NoGo判定出力 �$�9%ｸ����UhﾜY�X�3��ﾔ�EDﾈ���ehﾜY�X�3��ﾔ�4ﾔ�8��4��ｸ7h985(8ﾈ4�5頽�ﾒ�

盗難防止スロット 僭ylｨ7�6ﾈ8ｸ,ﾈ5ｨ4ﾈ8X8ｨ6X4(5�8ﾘ6(6x,ﾘ5�5�985��ｸ6�5�985h986x985�5�488ｸ8ﾘ6(4�,傀�ｹ"�

ライン出力 �$�9%ｸ����v��ﾄ踝v�ｹ.因�ﾘ�c�g��ﾅ��宥���｢�

トリガ出力BNC �$�9%ｸ����UeEDﾈ�|ﾒ�

その他 �>�YH7H8�6(5h8X6h4(5�4��64MB、波形データ、画像、パネル設定を保存／呼出し可能 

多言語メニュー、オンラインヘルプ、日付と時間（データ保存時のタイムスタンプ） 

電源 �6Hﾋ�6H�8����N�6I|ﾒ�AClOOV～240V、47Hz～63Hz、約96VA 

寸法・質量 ��400（W）×221（H）×120．5（D）mm（突起物を含まず）、約4kg 

付属品 ��取扱説明書、電源コード、10：1受動電圧プローブ（2CHモデル：2本／4CHモデル：4本） 

＊3：呼出しできる波形形式はIsf形式のみです。＊4プリンタ機能は、PICtBndgeコンパチブルです。全てのPICtBrldge対応プリンタに印刷できるわけではありません。
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●　高電圧差動プローブ
オシロスコープは、接地して使用します。しかし、観測したい信号がフローテイングしているような場合、そのままでは測定できません。GDP

シリーズを使用すれば、オシロスコープで安全にフローテイングしている信号波形を測定することができます。

GDPシリーズは、高電圧（GDPTO50、GDP－100；7000peak）を低電圧（グランドに対して≦7V）に変換しオシロスコープで観測できます。

GDS－3000シリーズの電源解析ソフトウェア（オプション）で電流プローブGCPシリーズと同時に使用すれば電力特性などの測定が可能です

讐…‥3諾機票；：3諾信念誓諾塔姦
高電圧差動プローブ仕様 � ��

モデル名 杯E�D�#R�GDP－050 杯E��ﾃ����

周波数帯域 禰�ﾈ��#Tﾔ��侏��ｩzh�經�����#���｢�D⊂～50MHz（減衰率X200、X500、×1000） 妊8�����ﾔ��侏��ｩze�#�����經�����������｢�

DC～15MHz（減衰率X20） 禰�ﾈ��#Tﾔ��侏��ｩzg���｢�DC－50MHz（減衰率×100） 

減衰率 父#����經�����#���XlOO、X200、×500、XlOOO 膚ﾄ����#����ゴ��������

確度 ��ﾓ(�2�±2％ ��ﾓ(�2�

入力電圧（DC＋ACp－P） ��S�C��g��ﾅ��父#���｢�≦7000Vp－P（×1000） ��Ss���g��ﾅ��膚ﾄ���｢�

許容最大入力電圧 �?ﾉ|ﾙ%ｸ���ﾄt腥ｭH�hﾜY�Y6H�8�cc��g&ﾗ2�入力端子－GND間：最大電圧：6500VrmS �?ﾉ|ﾙ%ｸ��痔t腥ｭH�hﾜY�Y6H�8�ccS��g&ﾗ2�

入力インピーダンス 俚y:��cDﾗ(�ｨ����C'�h��%ｸ���ﾄt腥ｭH�c$ﾗ(�ｨ��(�C7�b�差動：54Mn／l．2pF、端子－GND間：27Mr】／2．3pF 俚y:��cSDﾖ�����C'�h��%ｸ���ﾄt腥ｭH�c#tﾗ(�ｨ��(�C7�b�

同相除去比（CMRR） 田���x�C��D(�������x�Cc�D(���ﾔ��h�CS�D"�60Hz；＞80dB、100Hz；＞60dB、1MHz＞50dB 田���x�C��D(�������x�Cc�D(���ﾔ�+��CS�D"�

消費電力 俐Y�S3Vﾔ�����CEx�｢�最大35mA（0．4W） 俐Y�S3Vﾔ�����CEx�｢�

■電流プローブ
GCP－020　￥3g，000

40Hz～10kHz

100mA～200Apeak、2レンジ

G⊂P－020仕様 ��

周波数レンジ 鼎������ｴ��

最大測定可能導体径 ���#�ﾖﾘ-ﾈ+ﾘ,ﾓ#��綏ﾖﾘ6��ｲ�

測定レンジ ����ﾔ���#���V�ｸ��S��ﾔ���#����V�ｸ��(8ﾈ985r�

出力電圧比 �������ﾕh����������ﾕb�

確度 ��S(�8�����ﾔ���#���V�ｸ�ｨ���S��CX�8�鉄��ﾔ���#����V�ｸ�｢�

出力端子（可） �$�2�

正弦波電流 鼎���cT��

ワニロ最大開口 俐Y�S#�ﾖﾒ�

寸法・質量 ��3X�富�ｨ�經��蝿�ｨ��3��禰�ｦﾖﾘ��o����r�

付属品 偃h戯��k顋��

☆1オシロスコープの入力インピーダンスは、1Mr）でご使用ください。

G⊂P－100　￥58，000

DC～100kHz

50mA～100Apeak、2レンジ

い、」′C

G⊂ ���ﾃ���42�士様 ��

周i 儂y�H8ﾈ92� 妊8�����ｴ��

最大 ��ｩ.�)Eﾉ;��ﾈﾆ��������C�ﾒ�

測定 �8ﾈ985r�鉄�ﾔ�������V�ｸ�貽��������V�ｸ��(8ﾈ985r�

出力 �6H�9NB���������ﾕh��������ﾕb�

確度 ����S8�8�鉄�ﾔ�������V�ｸ�ｨ���SH�8�����������V�ｸ�｢�

出力 �%ｸ��������｢��$�9%ｸ���

ワニ 佰ｸﾜY�X､ｨﾏｲ�俐Y�S�(�CVﾖﾒ�

寸5 从��X�|｢��#3��富�ｨ�緜x�蝿�ｨ��3h�禰�ｦﾖﾘ��5��ｸ7X8ｹ+s&ﾘ��o�33�r�

消費 �6Izﾂ�嶋�Cfﾔ�G���6�ﾈ��ﾜY�S�&ﾔ��

電源 ���6I'(�s��e�ｧ�ﾅ纒h��Xﾙ��+X,H*(-ﾈ+�/��

付属 佰ｲ�8ﾘ8ﾒ�偃h戯��k顋��

☆1オシロスコープの入力インピーダンスは、1Mnでご使用ください。

G〔P－530／1030は、高S／N比でmAオーダーの波形観測が可能な電流プローブです。

G⊂P－530　￥200，000　　　　G⊂P－1030￥280，000

DC～50MH
～50Apeak

GCP－530／1030仕様　　　　　　　　　　－ � 

モデル名 肺�ﾅ��ﾃS3��G⊂P－1030 

周波数帯域 妊8��S�ﾔ��D⊂～100MHz 

測定可能導体径 ���Vﾖﾒ�¢5mm 

立ち上がり時間 砺�8決屬�3．5ns以下 

最大連続入力範囲 �3��&ﾗ8����(�｢�

最大ピーク電流 鉄��78�ｸ4��儖������｢�

出力電圧比 ���C�h�����,(�｢�

振幅確度 ��ﾙ<x-ﾙ&ﾈ,ﾃ��C��8�ﾖﾆﾕh�妊8�CCX��cd��33��&ﾗ8決岑�｢�

±読み値の2．0％．（DC．45～66Hz′30Arms～50Apeak以下） 

ノイズ �(�CVﾔ�&ﾗ8決屬�

最大定格電力 店�3ed��刋���ﾜY�Y?ﾉ|ﾙLﾘ雇>�,ﾉ?ﾉ|ﾘ,�,H�｢�

ケーブル長 �5ｨ985H5��ｸ7X8ｸ�yo���CVﾘ��6Hﾋ�5��ｸ7X8ｸ�yo��ﾒ�

付属品 �6��ｸ6�5��ｸ5��

J使用例GDS－3000シリーズの電力解析オプションDS3K－PWRと高電圧差動プローブ、
電流プローブ組み合わせれば電力品質、高調波分析、リップルと突入電流
測定の4種類を測定・分析できます。

■電力品質＝電圧、電流測定から電力品質（実効値、　■リップル：波形のリップルおよび
真の電力、皮相電力、無効電力、力率、位相角など）　　　　ノイズを自動計算
16項目を測定します

■高調波：最大40次までの高調波を表示可能　　■突入電流：突入電流の第1ピーク
ユーザー定義設定とIEC61000－3－2　　　　　　　第2ピークを自動計算

電流プローブG⊂P－530／1030用電源

G⊂P－206P￥50，000　　G⊂P－425P￥75，000

2本用（書1）　　　　　　4本用

電流プローブG⊂P－530′1030用電源仕様 

モデル名 肺�ﾈ6s#�e��佩��GCP－425P 

出力電圧 ���7��%h�ﾓ��CUb�

定格出力電流 田��ﾔ���4��ﾙ���｢�2．5A（CH総和） 

電源電圧 ��6ﾄ�h�ﾓ���8��S��緜���

消費電力 冩�#�d��約170VA 

寸法 都8�富�ｧ�ﾄ��蝿�･��ド�禰�ｦﾖﾒ�

質量 冩���C�ｶr�

付属品 �6Hﾋ�5(�ｸ6���7�8X�ｸ5��

（＊l）GCP－206Pの出力電流は、600mA（2本の総和）のため

被測定電流により2本同時に使用できない場合があります。
（☆2）周波数によるデレーティングがあります。

（☆3）オシロスコープの入力インピーダンスは、1Mnでご使用ください。



新時代のベーシックデジタルスロレージオシロスコープ！！

GDS－1000A－∪シリーズ

データ
ログ機能

瑚－．三＝こ血＿

くく⑬⑳⑳⑳

GD5－1052－∪

くく⑬⑳⑳⑳
モデルl ����ﾉ������5H5ﾙ7友ﾈ�ﾂ�GD5－1102A－U】 杯CX�ﾃ��s$��ﾅR�⊆GD5－1052－U 

周波数帯域 ��S�ﾔ��100MHz 都�ﾔ��50MHz 

最高サンプリング レート ��u8��2�1GS／S ��u8��2�250MS／S 

メモリ長 �#���ｸ���6磯��｢�2000K（1〔h時） �#���ｸ����ｶ磯��｢�4K／⊂h 

価格（税別） ����#��ﾃ����￥113′000 �����3����￥64′000 

①ファンクションキー：画面メニューを選択　　⑥水平軸の設定　：水平時間、ポジションの設定　⑪USBホストポート：USBフラッシュメモリ

④バリアブルツマミ：パラメータ、数値を選択　⑦外部トリガ入力：外部トリガ信号を入力　　　　⑭自己校正出力　：垂直軸自己校正信号出力

④機能選択キー　：各種機能の選択キー　　㊥接地端子　　：筐体および〔Hl、（H2グランドと共通　⑭USBデバイスポート：リモートコントロールプリンタ

④オートセットキー：垂直／水平軸を自動設定　㊥チャンネル入力：⊂Hl、⊂H2信号を入力　　　　⑭盗難防止スロット：ケンジントンセキュリティスロットに準拠

④トリガ　　　　：トリガを設定　　　　　　⑯垂直軸の設定　：垂直感度、ポジションの設定

USBフラッシュメモリ

前面パネルのUSBポートを使用すればUSBフラッシュメモリに表示している画像（BMP）、

波形データ（CSV）およびパネル設定（SET）保存することができます。

保存はSave／Reca”メニューからも可能ですが、前面パネルのHardcopyキーを押すだけで

表示されている全ての波形データ（CHl、CH2、演算、リファレンス1、2など）、画像、パネル

設定を1つのフォルダへ簡単に保存できます。保存したデータは本体へ呼び出すことがで

き、波形データ、画像は本体にリファレンス波形として表示することができます。

■保存されるデータポイント数（GDS－1000A－∪シリーズの例）

（Hlまたは（H2のみ ��ｴ����ｴ�):���ロールモードまたは 等価サンプリング時 �伜ｩFxﾆ��

2000Kポイント �����ｸ7ﾈ48986x���魔�4Kポイント �#C�7ﾈ48986r�

または4Kポイント �-ﾈ+ﾘ,ﾓDｸ7ﾈ48986r�

GD5－1052－Uは、4Kポイントのみ
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データログ機能

データログ　オン／オフ　　　　データログ設定画面

データログ機能は、トリガ毎にUSBフラッシュメモリへ波形データ

（CSV）または画像（BMP）を自動的に保存していきます。

保存する時間間隔と継続時間を設定し、トリガがかかる毎に波形

データを自動的にUSBフラッシュメモリへ保存できため、手動で

USBフラッシュメモリへ保存作業を省くことができます。

継続時間 兀ﾘｭHｭHｧX��6x8ｨ4ｸ,�.h.��｢�

5分以下 �)V(��9V(��IV(��YV(����V(��#�V(��3�V(���Zｨ��)Z｢�

5分～30分 �)V(��9V(��IV(��YV(����V(��#�V(��3�V(���Zｨ��)Zｨ��YZ｢�

30分～100時間 �)V(��9V(��IV(��YV(����V(��#�V(��3�V(���Zｨ��)Zｨ��YZ｢�
10分、20分、30分 



自動測定項目一覧　　　　　自動測定表示5項目 カーソル内測定（GD5－1000A－∪のみ）

GDS－1000A－Uシリーズは、電圧、時間、遅延の27項目、GDST1052－Uは電圧、時間の

19項目の自動測定機能を持ち観測している波形の各種パラメータを5個まで画面に表示

することができます。

また、GDS－1000A－Uシリーズは、測定範囲を全メモリのデータからとカーソル内とする機

能を持っています。複雑な波形や特定の部分を測定したい場合、力一ソルを使用するこ

とでカーソル内を測定対象とすることが可能です。

■測定項目
電圧 ���ﾅ�&ﾈ��ﾜY�Y&ﾈ��ﾜX揵&ﾈ���YYﾘ��6�49&ﾈ��8ﾘ�ｹ&ﾈ��[ﾘｼ�&ﾈ����ﾏ�&ﾈ���3�h5h8X�ｸ6r�

下0Vシュート、上プリシュート、下プリシュート 

時間 假ﾉFy�H���ｯｨ��zx�8鳧ｭH��zx岑鳧ｭH���ｸ7�8ｸ5浦ﾘ���ﾈ7�8ｸ5浦ﾘ��6h8X�ｸ6X4(�ｲ�

遅延（＊） 覇%(�4e$h�4de(�4ddh�4ﾅ%(�Dﾅ$h�4ﾄe(�4ﾄdb�

＊：遅延測定機能は、GDS－1000A－Uシリーズのみ

Go－NoGo判定機能

テンプレートの編集 Go－NoGo判定

Go－NoGo判定機能は、設定した範囲内または範囲外に信号が

あるかを判定します。

判定用テンプレートは、最大波形と最小波形で設定するか判定

用の基準信号を入力しその許容差をパーセンテージで設定する

ことで簡単に設定することができます。

テンプレートは、リファレンス波形か本体メモリ波形から選択でき

ます。

Go－NoGo判定は、NoGo回数をカウントしたり、NoGo条件になった

とき停止するかを選択できます。また、判定回数に対するNoGo回

数の表示もあります。

演算機能［＋、－、×、FFT、FFTrms（＊）、ズームFFT（＊）I（＊）は、GDS一．。。。A＿。シ．）＿ズのみ

⊂Hl＋CH2　　　　　　　　　⊂Hl－CH2　　　　　　　　　CHlXCH2

演算機能には、CHlとCH2の和（＋）、差（－）、積（×）と選択したチャンネルのFFT演算があります。

FFT演算は、信号の基本波と高調波成分を観測するために使用します。

さらに、GDS－1000A－Uシリーズは、FFT演算の垂直軸単位がデシベル［dB］と電圧単位が選択できます。

垂直軸がdB／div単位の場合、ノイズの多い信号のスペクトルから基本周波数を特定することが難しい場合があります。

その場合、FFTrms演算を使用すると垂直単位がVolt／divとなり波形の基本周波数と高調波の差が明瞭になります。

さらに、GDS－1000A－UシリーズのズームFFT機能を使用すると、FFT波形を移動させ拡大したい部分を表示させ20倍

までズームができるのでFFT波形を柔軟に観測することができます。

垂直方向および水平方向の波形拡大機能

■水平軸方向の遅延オン／オフ機能
トリガポイント　拡大ポイント

遅延オン（画面中央から拡大）　　　　　　　　　　　元波形 遅延オフ（トリガポイントから拡大）

遅延オン／オフ機能は、水平軸方向へ拡大してするときの拡大ポイントを選択することができます。

遅延機能をオンにすると画面中央から拡大（縮小）します。

通常、波形を水平方向に拡大するときトリガポイントから拡大（縮小）されます。そのため拡大したい部分がトリガポイントから離れている箇所を観測するこ

とは水平位置が外れてポジション操作が面倒です。遅延機能をオンすると遅延ポイントが画面中央から拡大（縮小）できます。

拡大したい部分を画面中央にすれば希望する波形位置が画面から外れることなく詳細に観測ができます。

●垂直軸方向の拡大オン／オフ
通常、垂直感度を変更するとグランド位置から波形が拡大（縮小）

されるため直流が重畳された交流波形部分（ノイズなど）を観測

するのはポジション調整などの操作が必要です。

AC結合を使用すれば直流成分は除去でき直流に重畳された

交流信号を観測することが可能です。しかし、周波数が低い成分

はAC結合コンデンサにより波形が歪むことがあります。

拡大機能をオンすると波形を画面中央から垂直方向に拡大する
ことができます。拡大したい部分を画面中央に移動させれば、　　　　元波形

AC結合コンデンサにより発生するひずみなしに波形を拡大し詳細を観測することが可能です。

拡大オン（画面中央から拡大）拡大オフ（グランド位置から拡大）
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仕様 ��GDS－1052－U　t　GDS－1072ALUIGDS－1102A－U　岳　GDS－1152A－U 

垂直軸 假ﾉFy�I��刺��｣6D(�｢�ｫI7��DC結合：DC～50MHz、　　DC結合：DC～70MHz　　　DC縮合：DC～100MHz　　　DC結合：DC～150MHz 

AC結合：10Hz～50MHz ��8ﾈｸﾘx�c�����s�ﾔ������8ﾈｸﾘx�c��������ﾔ������8ﾈｸﾘx�c������S�ﾔ��

2mV／div～10V／div（1－2－5ステップ） 

確度 ��ﾘ��8�7�&V�F�Fﾈ�ｳ��C�F揺�ｶﾆﾕh�｢�

立ち上がり時間 �*ﾙo�v�2�く約5ns　　　　　lく約3・5ns　　　　　　rく約2・3ns 

入力結合 ��8��D8��4�8�986��

入力インピーダンス ��ﾕ��ﾓ(�8�����W�b�

帯域制限 �#�ﾔ����ﾃ6D(�｢�

極性 �6ﾘ�ｸ7ﾘ8ｸ��Kﾙ5ﾒ�

最大入力電圧 �3��h�妊8�ｴ�7�V�ｸ�ｨ�44�D白�

演算機能 偖ﾈ���ﾈ��deB�＋、－、×、FFT、FFTrms、ズームFFT（×1、×2、×5、×10、×20） 

オフセット範囲 �&ﾕh�襷揺��S�ﾕh�襷揺�h�ﾓ��CEh�����ﾕh�襷揺��S��ﾕh�襷揺�h�ﾓEh���h�襷揺�ﾃUh�襷揺�h�ﾓC�h����h�襷揺�h�ﾓ3��b�

トリガ �5ﾈ�ｸ5��CHl、CH2、ライン、EXT 

モード �4��ｸ6x��6ﾘ�ｸ7ﾘ8ｸ��5h984�8ｸ��Eh��7(6h4��ｨ��4x6(5x��7�8ｸ5浦ﾒ�

結合 ��8��D8���Fy�H�ｸ��汎g'����'�ｨ�ｨ��6ﾘ485傚ﾈｸ��

感度 ホールドオフ時間 ���CVF揺-ﾈ+ﾘ,ﾓVﾕh�妊8��#Tﾔ��｢�ﾈ�CVF揺-ﾈ+ﾘ,ﾓ�Vﾕh��#Tﾔ���S�ﾔ��｢�？：≡濫慧‡荒慧Z，l霊諾意莞緑慧豊㌫慧） 

40ns～2．5S 

外部トリガ �8ﾈ985r�DC：±15V、AC：±2V 

感度 入力インピーダンス ���S�ﾕh�妊8��#Tﾔ��｢������ﾕh��#Tﾔ���S�ﾔ��｢�：≡：霊㌫三…TZLHz庸言霊芸二三≡T7誌MHz，t：≡：霊㌫三…TlまMHz） 

1MQ±2％、－15pF 

最大入力電圧 �3��h�妊8�ｴ�7�V�ｸ�ｨ�44�HuR�

水平軸 �8ﾈ985r�1ns／div～50S／div、1－2．5－5ステップ、ロール：50ms／div～50S／div 

モード �8�4898��ｦy�YLﾘ鈷��ｦy�X��8ﾘ�ｸ8ｸ����ﾅ��

確度 ��h�ﾓ��C���2�

プリ／ポストトリガ �7h8ｨ6x8ｨ4ｸ�xﾜY�S��F揺��7ﾈ5�6x6x8ｨ4ｸ�s����F傭�

X－Yモード �?ﾉ|ﾒ�X軸：CHl、Y軸；CH2 

位相差 ��ﾓ3������ｴ�,�,H�｢�

波形取込 �8ｨ4�8ｸ5�488�8(�ｸ6��最高250MS／S（1CH時）　L最高lGS／S（lCH時）・最高500MS／S（2CH時） 

等価サンプリング 俐Y�3#Tu8��2�

垂直分解能 嶋7(6(6r�

メモリ長 取込モード 泥ｸ7ﾈ48986x��6�88986ﾈ8ｸ������ｼ��S#���ｸ7ﾈ48986x�牝4域yw�鳧�ｨ��ﾜY�S����ｸ7ﾈ48986x��$4域yw�鳧�｢�

等価サンプリング、ロールモード時は、4Kポイント 

ノーマル、ピーク検出；10ns（500ns／div～50S／div）、平均（回数；2、4、8、16、32、64、128、256） 

自動測定 �6H�2�p－P値、最大値、最小値、振幅、ハイ値、ロー値、平均値、実効値、上0Vシュート下OVシュート、上プリシュート、下プリシュート 

時間 假ﾉFy�H���ｯｨ��zx�8鳧ｭH��zx岑鳧ｭH���ｸ7�8ｸ5浦ﾘ���ﾈ7�8ｸ5浦ﾘ��6h8X�ｸ6X4(�ｲ�

遅延 牝e%(�De$h�4de(�Dddh�Dﾅ%(�4ﾅ$h�4ﾄe(�4ﾄdb�

カーソル測定 �4ｨ�ｸ5ﾈ8ｲ�カーソル間の電圧差（AV）と時間差（AT） 

周波数カウンタ 兒ｨ��Eﾈ�chﾈX��ｦﾙ7��h�ﾓ(�8��*ﾓ#��,ﾙ�ｩ.�,X*ｸ-ﾈ+�/��(�ｨ���ﾘﾘhﾋ��h7(6h4�6x8ｨ4ｸ/��*ﾙ�8,H,ﾈ6x8ｨ4ｸ5ﾈ�ｸ5��ﾘﾘb�

パネル機能 �4��ｸ6x5ｨ6(6r�垂直軸感度、水平軸時間、トリガレベルを自動的に調整。＊入力信号がく30mV、＜30Hzの場合はオイ・セットで設定できません。 

保存／呼出 �7�6ﾈ8ｹ�ﾙ.���Fxﾆ�/�ﾜY�S�X5ｨ6(6ygｹ�ﾈ8�8(8ｨ,兢ｹ�h��<x�+X�)Eﾈ�"�

ディスプレイ ��5．7インチ、カラーTFT液晶、LEDバックライト、QVGA；234（垂直）X320（水平）、8×10div、輝度可変 

インターフェース 俵4(6h6�485�7ﾈ�ｸ6r�U4(7ｨ5�6x7ﾈ�ｸ6r�USB1．1＆2．0フルスピード準拠　USBl．1＆2．0フルスピード準拠、通信速度：最大12Mbps 

通信速度：最大12Mbps　　　プリンタへ印刷（PictBridgeコンパチブル） 

画像（BMP）の保存と波形データ（CSV）、パネル設定（SET）を保存／呼出し、データログ機能 

プローブ補正信号 ��振幅：2Vpp±3％、周波数範囲：1kHz～100kHz、1kHzステップ可変。デューティー比：5％～95％、5％ステップ可変 

その他 �6H�96H�8����N�6I|ﾒ�AClOOV～240V、47Hz～63Hz、約18W、最大40VA 

使用環境 假ﾈ鈷孳7��s���S������ｩ�齏ﾉ7��x�S���8�s3X���

保存環境 假ﾈ鈷孳7��x�ﾃ������c������ｩ�齏ﾉ7��h�S���8�sc����

寸法、質量 �3���富�･��C(�蝿�･��C��禰�ｦﾖﾘ��<ｸｴ饂���6�986�8ｸ/�ｭﾈ-ﾈ+��ｨ��o�(�CVｶr�

付属品 �8h�ｸ5X�ｸ7ﾘ6ｨ8X4�8ｸ��6Hﾋ�5(�ｸ6��gｲ�

GTP－070Ax2本　　　lGTP－070AX2本　　　IGTP－100AX2本　　　IGTP－150Ax2本 

■受動電圧プローブ

製品 ����ｸｴ�霻�減衰率‖監■周盟栗城 　　容量　≡（±3dB）！イ 劔?ﾉ|ﾒ�489878�ｸ5�985��入力褒量　≧ 俐Y�Y?ﾉ|ﾘ耳��6H�8���ｹ9HuH�｢�假������

GTP－070A 杯E8�ﾃ��S(�ﾈ���×10 �#X��CW�b�DC～70MHz ���ﾗ(�｢�28～32pF 禰�ﾃb�00V 綿���3����
×1 ��ﾂ�．DC～6MHz ��ﾖ��120～220pF 禰�ﾃ"�00V 

GTP－100A 杯E8�ﾃ���$��ﾅR�×10 �����3W�b�DC～100MHz ���ﾗ(�｢�～17pF 禰�ﾃR�00V 鳴�����3����
Xl ��ﾂ�l DC′－6MHz ��ﾖ��∃　～47pF 1 妊32�00V 

GTP－150A 杯CX�ﾃ��S$��ﾅR�XlO �����3W�b�D⊂～150MHz ���ﾗ(�｢�～15pF 妊3R�00V 鳴�ﾈ���Vt��
×1 ���8��dﾔ����ﾗ(�｢�～47pF 禰�ﾃ2�00V 

G！些lnSTEK

株式会社インステックジャパン
〒101－0032　東京都千代田区岩本町ト3－3

TetO3－5823－5656　FaxO3－5823－5655

WWV几instek．⊂0．jp

E・mail：infb＠instek．⊂0．jp

△注意琵責膵害悪重藍蓋琵諾整数
代理店： 

Japanの5・2012GDS－SERはS・UUOBH


