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試験および測定

PicoScope PCオシロスコープは、
実行し、自分のペースで実践と学習
内蔵の信号ジェネレーター、時間領 を行うことができます。
域波形および周波数領域波形ビュ
副専攻
ー、
シリアルプロトコルアナライザ 「このラボでは、
ー、
および他の測定機能を搭載して （B.Eng.）
と主専攻（M. Eng.
おり、電気工学を専攻する学生がオ ）
の学生向けの研究および教
シロスコープの使用に熟達し、
エン 育にPicoScopesを使用してい
ジニアリングや科学研究などの分
ます。
このユニットの使用には
野におけるキャリアに備える上で大 大変満足しています。
直観的
変役立ちます。

ラボのPicoScopeで測定した波形
は、
ライブで表示して処理すること
ができるため、
プロジェクトや演習
に関するフィードバックを即座に行
うことができます。
これにより、学生
が学んでいることに関する概念を
強固にするのみならず、学習プロセ
ス自体を楽しいものとすることも可
能です。
コブレンツ応用科学大学の
Johannes Stolz教授による次のコ
メントは、
この点をうまく要約してい
ます。

なので、何百ものボタンがつ
いている従来のスコープと比
大抵の教育研究所において、学生
較すると、何か間違ったことを
が課題の実験を試験して文書化す
してしまうのではないかという
る際に使用する主な装置は、
オシ
を軽減することができ 「学生たちは、本当に速く
ロスコープです。
PicoScope 6ソフト 『恐れ』
ます」
ウェアを実行するPicoScope PCベ
PicoScopeに慣れます。
30分
ースオシロスコープは、使いやすい
もしないうちにトリガー、測
インターフェースとなっており、学生
定、
スペクトルモードでのハー
の皆さんでも装置の設定や測定し
モニクスの解析などに関する
た波形の表示が簡単に行えます。
基本的な使い方を習得してし
各学生の皆さんは、自分のPC上で
まいます」
PicoScope 6 ソフトウェア（無料）を

PicoScope 2000シリーズデバイス
は、低コストでコンパクトなUSB電
源供給ユニットに様々な電子装置
を搭載しています。
オシロスコープ、
スペクトルアナライザー、
ファンクシ
ョンジェネレーター、任意波形ジェ
ネレーター、
プロトコルでコードな
どの装置を一台で提供します。
ミッ
クスドシグナルモデルは、16チャン
ネルのロジックアナライザーも搭載
しています。

2000シリーズは低コストでコンパク
トであるため、
コースの間はもちろ
ん、
それ以後も使用できるよう、学

生一人に一台をあてがうことも可
能です。
学生は自宅でもオシロスコ
ープを使用することができるように
なります。
Covid-19のロックダウンに
より自宅でのリモート学習を余儀な
くされる昨今では、非常に重要なこ
とと言えます。
教室に常備するPico PCベース装置
は、PicoScopesだけではありませ
ん。
Pico RFやデータ取得製品など
も、無線周波テクノロジーや様々な
科学応用を学習するうえで理想的
な製品です。

RF製品

PicoVNA 6 GHz、8.5 GHzベクトルネ
ットワークアナライザー
（ネットワーク計測トレーニングキッ
ト付き）は、
ネットワーク計測
教育をサポートします。

PicoVNAと共に、
ネットワーク計測
トレーニングキットは、様々な受動・
能動試験ネットワーク、低コストのキ
ャリブレーション標準、試験リード線
などを提供します。
キットには、反射
測定および伝送測定、Sパラメータ
ーおよび標準的測定量などに関す
る教育目的を支援する総合的なトレ
ーニングガイドが含まれます。
同梱
の能動広帯域増幅器エレメントを使
えば、P1dBやAM-PMなどの非線形

圧縮測定などを詳しく行うことがで
きます。
PicoVNAは、Cadence AWR Design
Environment内のMicrowave
Office、
およびOptenni Labアンテナ・
伝搬CADソフトウェアへのソフトウェ
ア接続もサポートしています。
この製
品を使えば、学生や
教師のお客様は
設計-シミュレーション-実装-評価の
サイクルの好きな場所に飛び込ん
で、測定結果とシミュレーションデー
タを比較することができます。

データロガー

Picoデータロガーは、教室や実験室
における広い範囲の電圧・電流、
・
温度の測定および記録用途に適し
ています。
TC-08は8チャンネル熱電対デー
タロガーで、様々なタイプの熱電
対センサーに使用することがで
き、−270°C～+1820°Cまｄの温度を
測定することができます。

温度の測定に加え、TC-08はオプシ
ョンの端子盤を使用すると、20ビッ
トの高分解能電圧データロガーに
もなります。
端子盤を使えば、様々
なSTEM（科学・技術・工学・数学）用
途のパラメーター測定が可能にな
ります。
Picoデータロガーはすべ
て、Windows、macOS、Linux、
Raspberry Piプラットフォームで動
作するPicoLog 6アプリケーション
ソフトウェアに対応しており、同時に
最大20台のロガーを接続すること
ができます。

Pico装置のプログラミング
今日、
エンジニアリングを専攻する
学生にとって、業界標準の言語を使
って装置のプログラミングが行える
ことが重要なスキルとなっていま
す。
Pico製品には、無料のソフトウ
ェア開発キット
（SDK）が同梱され
ています。
SDKにはWindows用のド
ライバーが含まれており、大部分の
製品は、macOS、Linux、Raspberry
Pi（ARM7）でもご利用いただける
ため、アプリケーションプログラミ
ングインターフェース
（API）を介し
て装置のハードウェアを十分活用
することができます。
学生のお客様
は、自分で独自のソフトウェアを作
り、C、C#、C++、Pythonなどの一般
的な言語を使って装置をコントロ
ールすることができます。

Pico Technology GitHubページで
はコード例が公開されており、活発
なフォーラムではユーザーが装置
のプログラミングに関するアイディ
アや知識を共有しています。
SDKは、MathWorks MATLAB、NI
LabVIEW、Microsoft Excelなどの
一般的な解析・試験自動化パッケ
ージとPico装置を接続する際にも
使用することができます。
PicoScopeおよび他のPico装置は、
同じPC上で動作するInstrument
Control Toolbox™でMATLABと接
続するっことができます。
MATLAB
は、取得したデータの解析および視
覚化に使用することができます。
学
生のお客様は、試験自動化アプリ
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ケーションを作成して、測定データ
の統計的解析を行うことでハード
ウェア設計を確認することができま
す。
つまり
「ハードウェア・イン・ザ・
ループ（HIL）」を実現できるのです。

中国

PHONE +86 21 2226-5152
Envelope pico.asia-pacific@picotech.com
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