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製品概要 

SDS1000X-Uシリーズ 超高感度蛍光体オシロスコープは、100MHzの帯域幅で提供されていま

す。最大サンプリングレートは1GSa/s、最大メモリ長は14Mpts。 

フロントパネルはよく使う機能にもアクセスしやすいように使いやすいデザイン。

SPO技術(Super Phosphor Oscilloscope)を採用し、優れた信号忠実度と高パフォーマンスを実

現。高感度・低ジッタのデジタルトリガーシステム、400、 000フレーム/秒の波形キャプチャレー

トを可能にするシーケンスモードを搭載しています。

256段階の輝度階調表示機能や、このクラスの他機種にはない色温度表示モードを備えています。 

シリアル・バス・トリガを含む複数のパワフルなトリガモードをサポートし、IIC、SPI、UART、 

CAN、LINに対応したシリアル・デコード機能も含まれています。 

またX-Uモデルでは、ヒストリー機能による波形記録やシーケンシャルトリガーによる長時間の波形

記録や解析が可能で、新たに搭載された128kポイントのFFT演算機能は、信号のスペクトルを観測

する際に非常に高い周波数分解能を実現しています。 

デジタル設計にはハードウェアコプロセッサを搭載。取り込みやフロントパネルの反応を遅くするこ

となく、迅速かつ正確に測定値を提供します。 

検索やナビゲートにも対応。 

これらの特徴および性能から、SDS1000X-Uは同価格帯のオシロスコープを上回る価値が 

あります。 
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Key Features 

100MHz帯域幅 

最大1GSa/sのリアルタイム・サンプリング・レート

SiglentのSPOテクノロジを採用 

◼ 波形キャプチャレート：最大100、 000 wfm/s(通常時)、400、 000 wfm/s(シー

ケンスモード)

◼ 256段階の輝度階調と色温度表示モードに対応

◼ 最大14Mptsの記録長

◼ デジタルトリガシステム

トリガタイプ：エッジ、スロープ、パルス幅、ウインドウ、ラント、インターバル、

タイムアウト(ドロップアウト)、パターン

IIC 、 SPI 、 UART 、 CAN 、 LIN な ど の プ ロ ト コ ル を サ ポ ー ト す る 

シリアルバストリガ/デコーダ

HDTVに対応ビデオトリガ 

10種類のワンボタンショートカットはオートセットアップ、デフォルト、カーソル、メ

ジャー、ロール、ヒストリー、ディスプレイ/パーシスト、クリアスイープ、ズーム、プ

リントに対応。

ユーザーが設定したトリガー条件に従って、最大記録長を最大80、 000分割し、非

常に小さなデッドタイムで適格なイベントを捕捉するシーケンスモード 

最大記録波形長80、 000フレームのヒストリ機能 

38項目の自動測定機能、統計、ズーム、ゲート、演算、ヒストリ、参照機能を搭載 

128kptsでFFT解析、ピークおよびマーカをサポート 

最大14Mptsの全サンプリングポイントを使用した演算・測定機能 

演算モード：FFT、加算、減算、乗算、除算、積分、微分、平方根 

プリセットキーは、ユーザー設定や工場出荷時状態にカスタマイズ可能 

セキュア消去モード 

Hiハードウェによる高速合否判定機能 

サーチ＆ナビゲート機能

解像度800*480の大型7インチTFT液晶ディスプレイ 

インターフェース：USBホスト、USBデバイス(USB-TMC)、LAN、合否判定出力、

トリガ出力

SCPI コマンドによるリモート制御に対応 

VXI-11+SCPI、Telnet(ポート5024)+SCPI、Socket(ポート5025)+LAN経由のSCPIプ

ログラミング

多言語表示とオンラインの組み込みに対応 

SDS1104X-U 

http://www.siglent.com/
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SDS1000X-Uシリーズ デジタルオシロスコープ 
 

 

 
 

機種と主な仕様 
      

      

機種 SDS1104X-U  

帯域幅  100MHz 

サンプルレート(最大) 1GSa/s(1 チャンネル)、500MSa/s(2 チャンネル)、250MSa/s(4 チャンネル) 

チャンネル 4 

メモリ容量(最大) 14Mpts 

波形キャプチャレート(最大) 100、 000wfm/s(通常時)、400、 000wfm/s(シーケンスモード) 

トリガタイプ エッジ、スロープ、パルス幅、ウインドウ、ラント、インターバル、ドロップアウト、パターン、ビデオ  

シリアルトリガ＆デコーダ IIC、SPI、UART、CAN、LIN  

I/O USB ホスト、USB デバイス、LAN、合否判定出力、トリガ出力  

プローブ(付属品) PP510 受動プローブ ：4 本 

ディスプレイ 7 インチ TFT 液晶(800x480) 

重量 パッケージなし：2.6kg、パッケージあり：3.8kg  
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機能・特徴 

 

7インチのTFT液晶ディスプレイと10メニューへのワンボタンアクセス 

 

 

 

 解像度800×480、7インチ TFT液晶ディスプレイ 

 ワンボタンで、よく使う機能にアクセスできます。 

自動設定、デフォルト、カーソル、測定、ロール、ヒストリー、表示、クリアスイープ、ズーム、印刷 

 

 
最大14Mptsの記録長 最大400、 000wfm/sの波形キャプチャーレート 

ハードウェアベースのズーム技術と最大14Mptsの記録長により、長時間・高分

解能のオーバーサンプリングと、各信号の詳細を確認するためにズーム機能を使

用することができます。 

最大400、 000wfm/s(シーケンスモード)の波形キャプチャレートにより、波形

の異常や低頻度の現象を容易に捕捉することが可能です。 

http://www.siglent.com/
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256階調の輝度階調と色温度表示 

SPOディスプレイテクノロジーにより高速リフレッシュレートを行います。強

度階調化されたトレースは、発生頻度の高いイベントほど明るく、発生頻度の

低いイベントほど暗くなります。 

色温度表示は輝度階調と似ていますが、1つの色の強度が変化するのではな

く、トレースの発生を異なる色で表します。赤色は発生頻度の高いイベントを

表し、青色は発生頻度の低いポイントを表します。 

 

 

 

シリアルバスデコード機能 
ヒストリ機能と分シーケンスモード 

SDS1000X-Uは、イベントリストにそってデコードを表示します。バスプロ

トコル情報を表形式で素早く直感的に表示することができます。 

バスプロトコル情報を表形式で素早く直感的に表示することができます。シ

ーケンスモードではトリガイベントを最大80、 000のメモリーセグメントに

分けて保存し、各セグメントにはトリガされた波形と各フレームのタイムス

タンプが保存されます。 
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最大14Mptsの正確な測定 ゲート＆ズーム測定 

SDS1004X-Uは、最大14Mptsのサンプリングポイント全てを測定することがで

きます。SDS1004X-Uは、最大14Mptsのサンプリングポイント全てを測定する

ことができます。 

ゲート測定とズーム測定により、波形データの分析と統計を任意の間隔で指定

することができます。これにより、無効なデータや無関係なデータによる測定

エラーを回避し、測定の有効性と柔軟性を大幅に向上させることができます。 

 

 

 
最大128kサンプルでFFT解析 ハードウェアによる高速合否判定 

演算コプロセッサーは、入力された信号を1波形あたり最大128kサンプルで

FFT解析することができます。これにより、高い周波数分解能と高速なリフ

レッシュレートを実現しています。ピーク、マーカー、各種数値をサポート

しており、様々なスペクトル測定に対応できます。 

SDS1000X-Uは、最大で毎秒 40、 000 回の合否判定が可能なハードウェア

ベースの合否判定機能が搭載されています。ユーザー定義のテストテンプレー

トを簡単に作成でき、トレースマスクの比較も可能なため、長期間の信号監視

や自動生産ラインでのテストに適しています。 
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カスタマイズ可能なデフォルトボタン 検索とナビゲート 

現在のパラメータは、保存メニューでデフォルトボタンに登録することができ 

ます。 

フレーム内でユーザーが指定したイベントを検索することができます。 

時間(ディレイ位置)、記録フレームによるナビゲート機能の使用も可能です。 

 

 

 
完全なコネクティビティ 

USBホスト、USBデバイス(USB-TMC)、LAN(VXI-11)、合否判定出力、 

トリガ出力用のインターフェースをサポートします。 
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仕様 

 

波形捕捉 

サンプリングレート 1 GSa/s (1チャンネル)、500 MSa/s(2チャンネル)、250 MSa/s(4チャンネル) 

メモリ長 14Mpts 

ピーク検出 2ns 

アベレージ 平均回数：4、16、32、64、128、256、512、1024 

分解能向上演算(Eres) 拡張ビット：0.5、1、1.5、2、2.5、3 

波形補間法 Sin(x)/x、リニア 

 

入力 

チャンネル数 4 

欠乏 DC、AC、GND 

インピーダンス DC：(1MΩ±2%) || (11pF ±2 pF) 

最大入力電圧 1MΩ：≤400Vpk(DC+Peak AC<=10kHz) 

チャンネル間絶縁 DC-Max BW：>40 dB 

プローブ減衰 1E-6X~1E6X 

 

垂直軸 

帯域幅 (-3dB) 100MHz 

垂直軸分解能 8bit 

垂直軸スケール(プローブ 1X) 1mV/div – 10V/div (1-2-5 シーケンス) 

オフセットレンジ(プローブ 1X) 

1mV- 200mV：±2V 

206mV- 10V：±100V 

帯域幅制限 20MHz ± 40% 

帯域幅平坦度 

DC - 10%(BW)：± 1dB 

10% - 50%(BW)：± 2dB 

50% - 100%(BW)：+ 2dB/-3dB 

低周波応答(ACカップリング-3dB) ≤2 Hz (BNC入力) 

ノイズ 

ST-DEV≦0.2div(＜2mV/div) 

ST-DEV≦0.1div(≧2mV/div) 

SFDR(高調波含む) ≥ 35 dB 

DCゲイン精度 

≤ ± 3.0%：5 mV/div-10 V/div 

≤ ± 4.0% ：≤ 2 mV/div 

オフセット確度 

± (1%* Offset+1.5%*8*div+2 mV)：≥2 mV/div 

± (1%* Offset+1.5%*8*div+2 mV)：≥2 mV/div 

立ち上がり時間 代表値：3.5ns 

オーバーシュート(500ps パルス) < 10％ 

http://www.siglent.com/
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水平軸 

タイムベーススケール 2 ns/div-100 s/div 

チャンネル間スキュー <100 ps 

波形キャプチャレート 
ST-DEV≦0.2div(＜2mV/div) 

ST-DEV≦0.1div(≧2mV/div) 

輝度階調 256段階 

表示フォーマット Y -T、X -Y、ロール 

タイムベース確度 ±25 ppm 

ロールモード 50 ms/div-100 s/div (1-2-5 シーケンス) 

 

トリガシステム 

モード オート、ノーマル、シングル 

レベル 内部：画面中央から±4.5div 

ホールドオブレンジ 80 ns- 1.5 s 

結合 

AC 

DC 

LFRJ 

HFRJ 

Noise 

RJ 

結合周波数特性 

DC：全成分を通過させる 

AC：DC成分を遮断し、8Hz以下の信号を減衰させる 

LFRJ：DC成分を遮断し、2MHz以下の低周波成分を減衰させる 

HFRJ：1.2MHz以上の高周波成分を減衰させる 

精度(代表値) 内部：±0.2div 

感度 DC - Max BW 0.6 div 

ジッター <100 ps 

変位量 

プリトリガ：0〜100%メモリ 

ディレイトリガ：0〜10、 000div 

エッジトリガ 

スロープ 上昇、下降、上昇＆下降 

ソース 全チャンネル/ACライン 

スロープトリガ 

スロープ 上昇、下降 

リミットレンジ ＜、＞、＜＞、＞＜ 

ソース 全チャンネル 

タイムレンジ 2ns- 4.2s 

分解能 1ns 

パルストリガ 

極性 +wid 、-wid 

制限範囲 ＜、＞、＜＞、＞＜ 
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ソース 全チャンネル 

パルスレンジ 2 ns - 4.2s 

分解能 1 ns 

ビデオトリガ 

信号規格 NTSC、PAL、720p/50、720p/60、1080p/50、1080p/60、1080i/50、1080i/60、カスタム 

ソース 全チャンネル 

同期 任意、選択 

トリガ条件 ライン、フィールド 

ウィンドウトリガ 

ウィンドウタイプ Absolute、Relative 

ソース 全チャンネル 

インターバルトリガ 

スロープ 上昇、下降 

リミットレンジ ＜、＞、＜＞、＞＜ 

ソース 全チャンネル 

タイムレンジ 2 ns - 4.2 s 

分解能 1 ns 

ドロップアウトトリガ 

タイムアウトタイプ エッジ、ステート 

ソース 全チャンネル 

スロープ 上昇、下降 

タイムレンジ 2 ns - 4.2 s 

分解能 1ns 

ラントトリガ 

極性 +wid 、-wid 

リミットレンジ ＜、＞、＜＞、＞＜ 

ソース 全チャンネル 

タイムレンジ 2 ns - 4.2 s 

分解能 1 ns 

パターントリガ 

パターン設定 無効、低、高 

ロジック AND、OR、NAND、NOR 

ソース 全チャンネル 

リミットレンジ ＜、＞、＜＞、＞＜ 

タイムレンジ 2 ns - 4.2 s 

分解能 1 ns 

シリアルトリガ 

I2Cトリガ 

条件 開始、停止、再起動、Ackなし、EEPROM、7bitのアドレスとデータ、10bitのアドレスとデータ、データ長 

ソース(SDA/SCL) 全チャンネル 

データ形式 Hex 

リミットレンジ EEPROM：=、>、< 

データ長 EEPROM：1byte 
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Addr & Data：1-2バイト 

 
データ長：1-12バイト 

R/W bit Addr & Data：読み書きを気にしない 

SPI 

条件 データ 

ソース(CS/CL/データ) 全チャンネル 

データ形式 Binary 

データ長 4-96-bit 

ビット値 0、1、X 

ビットオーダー LSB、MSB 

UART 

条件 開始、停止、データ、パリティエラー 

ソース(RX/TX) 全チャンネル 

データ形式 Hex 

リミットレンジ =、>、< 

データ長 1 byte 

データ幅 5、6、7、8bit 

パリティチェック なし、奇数、偶数、スペース、マーク 

停止ビット 1、1.5、2bit 

アイドルレベル 高い、低い 

ボーレート(選択) 600/1200/2400/4800/960019200/38400/57600/115200 bit/s 

ボーレート(カスタム) 300-5000000bit/s 

CAN 

条件 開始、リモート、ID、ID + データ、エラー 

ソース 全チャンネル 

ID STD (11-bits), EXT (29-bit) 

データ形式 Hex 

データ長 1 -2 byte 

ボーレート 5k/10k/20k/50k/100k/125k/250k/500k/800k/1 Mbit/s 

LIN 

条件 ブレーク、フレームID、ID+データ、エラー 

ソース 全チャンネル 

ID 1byte 

データ形式 Hex 

データ長 1-2byte 

ボーレート(選択) 600/1200/2400/4800/9600/19200 bit/s 

ボーレート(カスタム) 300 bit/s -20 kbit/s 

 

サーチ 

イベント エッジ、スロープ、パルス、インターバル、ラント 

イベントナンバー Y-T：700 

 
ROLL：制限なし 

ロール後の停止：700 

http://www.siglent.com/
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シリアルデコーダ 

デコーダ数 2 

I2C 

信号 SCL、SDA 

アドレス 7、10 bits 

しきい値 -4.5 - 4.5 div 

リスト 1- 7ライン 

SPI 

信号 SCL、MISO、MOSI 

エッジ選択 上昇、下降 

アイドルレベル 低い、高い 

ビットオーダー MSB、LSB 

しきい値 -4.5 - 4.5 div 

リスト 1- 7ライン 

UART 

信号 RX, TX 

データ幅 5，6，7，8 bits 

パリティチェック なし、奇数、偶数、スペース、マーク 

停止ビット 1、1.5、2 bits 

アイドルレベル 低い、高い 

しきい値 -4.5 - 4.5 div 

リスト 1- 7ライン 

CAN 

信号 CAN_H、CAN_L 

ソース CAN_H、CAN_L 

しきい値 -4.5 - 4.5 div 

リスト 1- 7ライン 

LIN 

規格 Ver1.3、Ver2.0 

パッケージ改訂 

しきい値 -4.5 - 4.5 div 

リスト 1- 7ライン 

 

測定 

ソース 全チャンネル、全チャンネルのズーム波形、演算波形、全参照波形、ヒストリ波形 

表示項目数  4(統計表示は5) 

測定レンジ  スクリーンまたはゲート領域 

測定方法 38タイプ 
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パラメータ  

垂直 

最大 入力波形の最高値 

最小 入力波形の最低値 

Pk-Pk データ値の最大値と最小値の差 

Ampl バイモーダル信号のトップとベースの差、またはユニモーダル信号の最大と最小の差 

トップ バイモーダル波形における最確高位状態の値 

ベース 二峰性波形における最下位確率の値 

平均値 全データ値の平均値 

サイクル平均値 第1サイクルのデータ値の平均値 

Stdev 全データの標準偏差 

サイクルstd 第1サイクルの全データの標準偏差 

VRMS 全データの二乗平均平方根 

サイクルrms 第1サイクルの全データの二乗平均平方根 

FOV オーバーシュート後の立ち下がりエッジ；(ベース -最小)/振幅 

FPRE オーバーシュート前の立ち下がりエッジ；(最大 -トップ)/振幅 

ROV オーバーシュート後の立ち上がりエッジ；(最大 -トップ)/振幅 

RPRE オーバーシュート前の立ち上がりエッジ；(ベース -最小)/振幅 

Level@X トリガポイントの電圧値 

水平 

期間 同極性の連続する2つのエッジの中間しきい値ポイント間の時間 

周波数 期間の逆数 

+Wid 50％レベルで測定された幅と正の勾配 

-Wid 50％レベルで測定された幅と負の勾配 

立ち上がり時間 立ち上がりエッジの持続時間；10〜90％ 

立ち下がり時間 降下エッジの持続時間は：90〜10％ 

Bwid 
50%クロスにおける最初の立ち上がりエッジから最後の立ち下がりエッジまでの時間、または最初の立ち下がりエッジから

最後の立ち上がりエッジまでの時間 

+Dut パルスの立ち上がりエッジの50％しきい値から次の立ち下がりエッジの50％しきい値までの時間差 

-Dut 立ち下がりエッジの50％しきい値とパルスの次の立ち上がりエッジの50％しきい値の間までの時間差 

遅延 トリガーから50％クロスでの最初の遷移までの時間 

Time@Level 

トリガから50%クロスでの各立ち上がりエッジまでの時間 

統計がOffの場合：トリガから50%クロスでの最後の立ち上がりエッジまでの時間を表示します 

統計がOnの場合：トリガから50%クロスでの各立ち上がりエッジまでの時間の電流、 平均、 最小、最大、標準偏差

を複数フレームで表示します(数値はカウント) 

遅延 

位相 2つのエッジ間の位相差  

FRR チャンネルAの最初の立ち上がりエッジから次のチャンネルBの最初の立ち上がりエッジまでの時間 

FRF チャンネルAの最初の立ち上がりエッジから次の最初の立ち下がりエッジまでの時間  
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  チャンネルBのエッジ  

FFR チャンネルAの最初の立ち上がりエッジから次のチャンネルBの最初の立ち上がりエッジまでの時間 

FFF チャンネルAの最初の立ち下がりエッジから次のチャンネルBの最初の立ち下がりエッジまでの時間 

LRR チャンネルAの最初の立ち上がりエッジからチャンネルBの最後の立ち上がりエッジまでの時間  

LRF チャンネルAの最初の立ち上がりエッジからチャンネルBの最後の立ち下がりエッジまでの時間  

LFR チャンネルAの最初の立ち下がりエッジからチャンネルBの最後の立ち上がりエッジまでの時間  

LFF チャンネルAの最初の立ち下がりエッジからチャンネルBの最後の立ち下がりエッジまでの時間  

Skew ソースAのエッジの時間から最も近いソースBのエッジの時間を引いた時間  

カーソル 

マニュアル：時間X1、X2、(X1-X2)、(1/ΔT)  

電圧：Y1、Y2、(Y1-Y2) 

トラック：時間X1、X2、(X1-X2) 

統計 現在値、平均値、最小値、最大値、標準偏差、カウント 

カウンタ ハードウェア6桁カウンタ(チャンネル選択可能) 

 

演算 

操作方法 +、-、*、/、FFT、d/dt、∫dt、√ 

FFT 窓 長方形、ブラックマン、ハニング、ハミング、フラットトップ 

FFT 表示 フルスクリーン、スプリット、エクスクルーシブ 

 

I/O 

規格 USBホスト、USBデバイス、LAN、合否判定、トリガ出力 

合否判定 3.3V TTL 出力 

 

ディスプレイ(スクリーン) 

ディスプレイタイプ 7インチ TFT液晶 

解像度 800×480 

色 24bit 

コントラスト(標準値) 500：1 

バックライト 300nit 

レンジ 8x14div 

 

ディスプレイ(波形) 

表示モード ドット、ベクター 

持続表示時間 オフ、1秒、5秒、10秒、30秒、インフィニット 

色表示 ノーマル、カラー 

スクリーンセーバー 1分、5分、10分、30分、1時間、オフ 

FFTディスプレイ フルスクリーン、スプリット、エクスクルーシブ 

http://www.siglent.com/
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環境 

操作方法 +、-、*、/、FFT、d/dt、∫dt、√ 

FFTウィンドウ 長方形、ブラックマン、ハニング、ハミング、フラットトップ 

FFTディスプレイ フルスクリーン、スプリット、エクスクルーシブ 

 

規格 

電磁両立性 

EMC指令(2014/30/EU)に適合、IEC 61326-1：2012/EN61326-1：2013(基本)に適合または超過 

妨害 CISPR11/EN55011 CLASS：A、group：1、150kHz-30MHz 

放射妨害 CISPR11/EN55011 CLASS：A、group：1、30MHz-1GHz 

静電気放電(ESD) IEC61000-4-2/EN61000-4-2 4.0kV(Contact)、8.0kV(Air) 

無線周波数 

電磁界 

イミュニティ  

IEC61000-4-3/EN61000-4-3 

10 V/m(80 MHz to 1 GHz); 

3 V/m(1.4 GHz to 2 GHz); 

1 V/m(2.0 GHz to 2.7GHz) 

電気的ファストトランジェント(EFT) IEC61000-4-4/EN61000-4-4 2kV  (入力 AC Power Ports) 

サージ電流 IEC61000-4-5/EN61000-4-5 
1kV  (線から線) 

2kV  (ライン対地) 

高周波連続伝導イミュニティ IEC61000-4-6/EN61000-4-6 3 V, 0.15-80MHz 

電圧ディップと遮断 IEC61000-4-11/EN61000-4-11 

電圧ディップ： 

1サイクル中は0%UT 

10/12サイクルで40%UT 

25/30サイクルで70%UT 

電圧中断：0%UT 

250/300サイクル時 

安全性 

UL61010-1：2012/R：2018-11；CAN/CSA-C22.2No.61010-1：2012/A1：2018-11. 

UL61010-2-030：2018；CAN/CSA-C22.2No.61010-2-030：2018. 

 

電源 

入力電圧 
100〜240Vrms50/60Hz 

100〜120Vrms400Hz 

電源 レクタンギュラー、ブラックマン、ハニング、ハミング、フラットトップ 
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メカニカル 

寸法 

長さ：312mm 

幅：132.6 mm 

高さ：151mm 

重量 N.W：2.6 kg、G.W：3.8 kg 

 

 

プローブとアクセサリ 
 

プローブ 写真 モデル プローブの仕様と説明 

受動 

 

 

PP510 帯域幅：100MHz、1X/10X、1M/10Mohm、300V/600V 

電流プローブ 

 

 

CP4020 

帯域幅：100KHz、最大連続電流：20Arms 

ピーク電流：60A 

スイッチング比：50mV/A、5mV/A、精度：50mV/A(0.4A-10Apk)±2%、5mV/A(1A-

60Apk)±2%、9V電池使用時 

 

 

 CP4050 

帯域幅：1MHz、最大連続電流：50Arms、ピーク電流：40A 

電流：140A 

スイッチング比：500mV/A、50mV/A 

精度：500mV/A(20mA-14ApK)±3%±20mA、50mV/A 

(200mA-100ApK)±4%±200mA、50mV/A(100A-140ApK)±15%max、9Vバッテリーソー

ス 

 

 

CP4070 

帯域幅：150kHz、最大連続電流：70Arms、 

ピーク電流：200A 

スイッチング比：50mV/A、5mV/A、精度：50mV/A(0.4A-10ApK)10ApK)±2%、

5mV/A(1A-200ApK)±2%、9Vバッテリーソース 

 

 

CP5030 

帯域幅：50MHz、最大連続電流：30Arms 

ピーク電流：50A 

スイッチ比：100mV/A、1V/A、精度：1V/A(±1%±1mA)、100mV/A(±1%±10mA)、

DC12V/1.2Aパワーアダプタ 

 

 

CP5030A 

帯域幅：100MHz、最大連続電流：30Arms 

ピーク電流：50A 

スイッチング比：100mV/A、1V/A、精度：1V/A(±1%±1mA)、100mV/A(±1%±10mA)、

DC12V/1.2A電源アダプタ 

http://www.siglent.com/
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CP5150 

帯域幅：12MHz、最大連続電流：150Arms、 

ピーク電流：300A 

スイッチング比：100mV/A、10mV/A、精度：100mV/A 

(±1%±10mA)、10mV/A(±1%±100mA)、DC12V/1.2A電源アダプタ 

 

 

CP5500 

帯域幅：5MHz、最大連続電流：500Arms、 

ピーク電流：750A 

スイッチング比：100mV/A、10mV/A、精度：100mV/A 

(±1%±10mA)、10mV/A(±1%±100mA)、DC12V/1.2A電源アダプタ 

差動プローブ 

 

 

DPB4080 
帯域幅：50MHz、差動レンジ：800V(DC＋ピークAC)100X/200X/500X/1000X 

精度：±1%、DC 9V/1A 電源アダプタ  

 

DPB5150 
帯域幅：70MHz、差動範囲：1500V(DC＋ピークAC)50X/500X 

精度：±2%、DC5V/1A USBアダプタ使用時 

 

DPB5150A 

帯域幅：100MHz、差動範囲：1500V(DC+Peak)AC)、 

50X/500X、精度：±2 

DC5V/1A USBアダプタ 

 

DPB5700 

帯域幅：70MHz、差動範囲：7000V(DC+ピークAC)、 

100X/1000X、精度：±2%、 

DC5V/1A USBアダプタ 

 

 

DPB5700A 

帯域幅：100MHz 

差動範囲：7000V(DC+ピークAC)、 

100X/1000X 

精度：±2 

DC5V/1A USBアダプタ 

高電圧プローブ 

 

 

HPB4010 

帯域幅：40MHz 

差動範囲：DC10kV、AC(rms)：7kV(サイン)、AC(Vpp)：20kV(パルス) 

1000X 

精度：≦3 

絶縁フロントエンド 

 

 

ISFE 

標準的なオシロスコープのチャンネル間の絶縁、測定信号とグランド間の絶縁を提供します。 

USB 5V電源を使用し、プラグアンドプレイが可能です。 

許容される最大入力電圧は最大±600Vpkです。 
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デモボード 

 

 

STB-3 テストボード 

矩形波、正弦波、AM、高速エッジ、パルス、PWM、I2C、CAN、LINを含む信号を出力しま

す。 

教育やデモに使用します。 

ラックマウント 

 

 

SDS1X-E-RMK  高さは4U 

http://www.siglent.com/
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オーダーインフォメーション 

 

オーダーインフォメーション 

製品名 SDS1104X-U 100MHz 4チャンネル 

標準付属品 

USB ケーブル︓1 本 

クイックスタートガイド：1冊 

受動プローブ：4本 

認定証：1枚 

電源コード：1本 

アクセサリ(別売) 絶縁フロントエンド ISFE 

 
STBデモソース STB-3 

 
高電圧プローブ HPB4010 

 

電流プローブ 
CP4020/CP4050/CP4070/ CP4070A/CP5030/CP5030A/ 

CP5150/CP5500 

 

差動プローブ 
DPB4080/DPB5150/DPB5150A 

/DPB5700/DPB5700A 

 
ラックマウント SDS1X-E-RMK 

http://www.siglent.com/
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SIGLENTについて

SIGLENTはハイテク関連のグローバル企業であり、電子検査・計測機器の研究開
発、販売、生産、サービスに携わっている。

SIGLENTは、2002年に独自にデジタルオシロスコープの開発を始め、その後10年
以上にわたり継続的な開発を進めている。SIGLENTは、デジタルオシロスコープ、
ファンクション/任意波形発生器、RF発生器、デジタルマルチメータ ー、DC電源、スペ
クトラムアナライザー、ベクトルネットワークアナライザー、絶縁ハンドヘルドオシ
ロスコープ、電子負荷や他の一般的な用途の試験機器など、製品ラインナップの範
囲を広げている。2005年にADS7000シリーズのオシロスコープを発売して以
来、SIGLENTはデジタルオシロスコープのメーカーとして進歩を続けている。エレク
トロニクスの試験と計測の分野において、SIGLENTは自信をもって製品を提供して
いる。

フェイスブックでのフォロ
ーは下記から : SiglentTech
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