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安全性について 

モデル9500Bの設置、操作または修理を行う前に、このセクションによく目を通
してください。 

一般的な安全に関する概要 

本器は、イギリスおよびヨーロッパのEN61010:1993/A2:1995 規格に従って設
計、試験されており、安全な状態で提供されます。 

このマニュアルには本器を安全な状態に保ち、安全に使用するために遵守すべき
情報と警告が記載されています。 明記されている以外の条件または方法で本器
の操作または修理を行うと、安全性が損なわれる恐れがあります。本器を正しく
安全にご使用いただくために、操作および修理担当者は明記されている安全に関
する注意事項に加えて、一般的な安全手順を遵守してください。 

怪我や火災の危険を避けるため、本器が損傷していたり、故障している疑いがあ
る場合には本器の電源を入れないでください。本器を湿気のある、または湿度の
高い環境や、結露した、埃っぽい、または周囲に爆発性の気体があるような環境
では使用しないでください。 

安全保護機能が損なわれていると思われる場合は、必ず本器を使用できない状態
にし、意図せず偶然使用することのないようにしてください。また、正規の保守
または修理担当者に通知してください。本器に目に見える損傷があったり、正常
に作動しない場合には、本器の安全保護機能に異常がある可能性があります。 

 警告 
本器は致命的な感電を引き起こす可能性があります。危険電圧が存
在しないことを確信できない限り、リードまたは端子には絶対に触
れないでください。 

安全に関する記号および用語の説明 

 警告 - 感電の危険。危険な電圧が存在する可能性があること
を示す記号です。 

 
注意 - 資料を参照。取扱説明書を参照する必要がある場合に
用いられる記号です。 

 接地 (グラウンド) 端子 - 機能接地 (グラウンド) のみ - 保護接
地としては使用しないでください。 

 警告 人身に傷害を与えたり 悪の場合死に至るおそれのあるよう
な危険な状態や操作についての警告文です。 

 注意 本器または他の機器に損傷を与える可能性のある状態や操作
についての注意文です。 

保護接地 (グラウンド) 

感電保護クラス I ： 

本器は、電源ケーブルの保護接地／グラウンド導体を介して保護接地／グラウン
ドに接続して使用する必要があります。本器背面の電源ソケットに電源プラグを
差し込む際は、電源のラインおよびニュートラルより、保護接地／グラウンド端
子が先に接続されます。 



 

 警告 
本器の内部、外部いずれかにおいて保護接地が中断されると、本器
を危険にさらす恐れがあります。 

感電の危険を避けるため、信号接続は保護接地接続後に行なってく
ださい。保護グラウンドとの接続を外す前に信号接続を外してくだ
さい。すなわち、信号リードが接続されているときは常に電源ケー
ブルが接続されていなければなりません。 

カバーを外した状態では作動させないでください。 

 警告 
カバーを取り外すと1.5 kV p-pを超える (故障している場合はこれ以
上の) 電圧が露出する可能性があります。 

感電や火災を避けるため、カバーを外した状態で本器を操作しない
でください。カバーは通電部品からユーザーを保護しており、別段
の記載がない限り、正規のサービス要員のみが保守および修理目的
のために取り外すことができます。 

安全な作動条件 

本器はメーカーの指定した条件の範囲内でのみ操作してください。 以下は考慮
すべき仕様の一例です： 

• 環境温度 

• 環境湿度 

• 電源電圧および周波数 

• 大端子電圧または電流 

• 高度 

• 大気汚染レベル 

• 衝撃や振動への暴露 

 警告 
感電または火災の危険を避けるため、指定された範囲外の条件を本
器に適用したり、本器をそのような条件下に置いたりしないでくだ
さい。本器の詳細仕様については本マニュアルの第7章を、作動条
件については第6章をご参照ください。 

 注意 
環境温度を評価する場合には直射日光やラジエーター、その他の熱
源も考慮してください。 

 注意 
本器を電源に接続する前に、背面パネルのAC電源電圧コネクターが
正しい電圧に設定されていて、正しいヒューズが取り付けられてい
ることを確認してください。 



電源ケーブルおよび電源の切断 

ここで対象としている電源切断デバイスは、本器の背面パネルにあるON/OFFス
イッチです。本器の作動中は、ON/OFFスイッチに容易にアクセスできる必要が
あります。この作動条件を満たすことができない場合、スイッチの代わりに電源
ケーブル・プラグまたは他の電源切断デバイスに容易にアクセスできる必要があ
ります。 

 警告 
感電および火災の危険を避けるため、電源ケーブルが損傷しておら
ず、電源に対して適切な定格のものであることを確認してくださ
い。すぐに手が届く電源切断デバイスが電源ケーブルである場合、電源
ケーブルは 3 メートル以内である必要があります。 

電源入力およびヒューズの要件 

 警告 
火災の危険を避けるため、以下のヒューズ仕様表に記載されている
ヒューズのみを使用してください。また、電源ネットワークには
大 16 A のヒューズを付ける必要があり、イギリスでは10 A のヒュ
ーズを電源プラグに取り付ける必要があります。電源入力電圧の設
定および電源ヒューズの交換の詳細については第2章、操作の準備
をご参照ください。 

 警告 
測定および/またはガード端子は設置 (過電圧) カテゴリー Iで接続す
るよう設計されています。感電または火災の危険を避けるため、本
器の端子をAC電源や、本器の 大定格を (一時的であっても) 超え
る電圧または電流を出力する可能性のあるソースに直接接続しない
でください。 

 警告 
人身への損傷または死亡事故等の危険を避けるため、危険な電圧ま
たは電流源に接続されているときに信号リードを接続したり外した
りしないでください。何らかの形でリードに触れる前に、全てのリ
ードが安全な状態にあることを確認してください。 

電源ケーブル以外の接続を行う前に、および接続中には、本器が電源ケーブルを
介して正しく保護接地 (安全グラウンド) に接続されていることを確認してくだ
さい。 

電源ヒューズ 

供給 (電源)  
電圧設定 

ヒューズの動作 
ヒューズの定格 

(IEC) 
フルーク

部品番号 

メーカーおよ

びメーカー部

品番号 

115 VAC 遅延型 高遮断容量 10 A 920274 Littlefuse 215010 

230 VAC 遅延型 高遮断容量 5 A 920273 Littlefuse 215005 



 

保守および修理 

作業を行う際は、適用される国と地域の安全規制および規則には全て従ってくだ
さい。カバーを取り外す前に、 初に全ての信号源から本器への接続を外し、次
にAC電源からの接続を外します。いかなる調整、パーツの交換、保守または修
理も、メーカーの承認を受けた技術者が行なってください。 

 警告 
人身への傷害および火災から保護するため、安全性に関わるメーカ
ー供給部品のみを使用してください。 安全性に関わる部品を交換し
た後は安全性試験を実施してください。 

移動およびクリーニング 

本器の移動またはクリーニングを行う前に、 初に全ての信号源から本器への接
続を外し、次にAC電源からの接続を外します。第8章の「日常のメンテナンス」
をご参照ください。 
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概要 
モデル 9500Bは、1台でオシロスコープの試験と校正を実現する、様々な機能を
備えた 先端の校正器です (図1-1参照)。(9500B/1100について記述していま
す。その他のモデルについては、第7章の仕様をご参照ください)。 
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図 1-1. モデル 9500Bとアクティブ・ヘッドの外観 

この章について 
第1章では、モデル 9500B高性能オシロスコープ校正器についてご説明します。
次の項目で構成されています： 

• 機能 

• 動作モード 

• システム操作 

• 関連製品およびオプション 
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機能 
下記の機能は、必ずしも全てのアクティブ・ヘッドで利用できるというわけで
はありません。 

• 直流機能： 

出力電圧： (50 Ω負荷時)： ±(888 μV ～ 5.56 V)

出力電圧： (1 M�負荷時)： ±(888 μV ～ 222.4 
V) 

• 矩形波機能： 

周波数： 10 Hz ～ 100 kHz

出力電圧： (50 Ω負荷時pk-pk)： 35.52 μV ～ 5.56 V

出力電圧： (1 MΩ負荷時pk-pk)： 35.52 μV ～ 222.4 V

• 正弦波機能 (下記は9500B/1100の場合)；

 (その他のモデルの仕様について
は、第7章をご参照ください)： 

周波数： 100 mHz ～ 550 MHz

出力電圧： (50 Ωおよび1 M Ω負荷時pk-
pk)： 

4.44 mV ～ 5.56 V

周波数： 550 MHz ～ 1.1 GHz

出力電圧： (50 Ωおよび1 M 負荷時pk-pk)： 4.44 mV ～ 3.35 V

デュアル・チャ
ンネル出力 

• エッジ機能： 立ち上がり/立ち下がりエッジ選
択可能 

低速エッジ： 500 ps：モデル9510または
9530アクティブ・ヘッド 

周期： 500 ns ～ 100 ms

出力電圧： (50 Ωおよび1 M Ω負荷時pk-
pk)： 

4.44 mV ～ 3.1 V

高電圧エッジ： 100 ns：モデル9510または
9530アクティブ・ヘッド 

周期： 10 μs ～ 100 ms

出力電圧： (50 Ω負荷時pk-pk)： 888 mV ～ 5.56 V

 (1 MΩ負荷時pk-pk)： 888 mV ～ 222.4 V

高速エッジ： 150 ps：モデル9530アクティ
ブ・ヘッド 

周期： 500 ns ～ 100 ms

出力電圧： (50 Ωおよび1 MΩ負荷時pk-
pk)： 

4.44 mV ～ 3.1 V
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• タイム・マーカー機
能 

(出力電圧  50 Ωおよび1 
M負荷時pk-pk)  

矩形波/正弦波 (下記は9500B/1100の場
合) 

 (その他のモデルの仕様に
ついては、第7章をご参
照ください)： 

矩形波周期： 9.0091 ns ～ 55 s (111 MHz ～ 
18.181 mHz) 

(振幅強調形)： 20 ns ～ 55 s (50 MHz ～ 
18.181 mHz) 

出力電圧： 100 mV ～ 1.0 V

正弦波周期： 450.5 ps ～ 9.009 ns (2.22 GHz ～ 
111 MHz) 

出力電圧： 100 mV ～ 500 mV

正弦波周期： 909.1 ps ～ 9.009 ns (1.1 GHz ～ 
111 MHz) 

出力電圧： 1.0 V

パルスおよび三角波

周期： 900.91 ns ～ 55 s (1.11 MHz ～ 
18.181 mHz) 

(振幅強調形)： 20 ns ～ 55 s (50 MHz ～ 
18.181 mHz) 

出力電圧： 100 mV ～ 1.0 V

• パルス幅機能：  

振幅： 50 Ωに対して1 Vpk-pk  

パルス幅： 1 ns ～ 100 ns  

立ち上がり/立ち下
がり時間： 

<500 ps  

周波数： 1 kHz ～ 1 MHz  

• 電流機能：  

直流：  

出力電流： ±(88.8 μA ～ 111.2 mA)  

矩形波：  

周波数： 10 Hz ～ 100 kHz  

出力電流： 88.8 μA pk-pk ～
111.2 mA pk-pk 
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• コンポジット・ビデ
オ機能： 

 

極性： 正および負同期  

パターン： フル・ラスター選択可能：
白、中間グレー、または黒

 

振幅レベル p-p： 白： 1V、中間グレー：
0.7V、黒： 0.3V。偏差な
し 

 

走査線： 625 本/50 Hz、525 本/60 
Hz 

 

トリガー： 校正器トリガー出力を奇数
フィールド開始点、または
コンポジット同期に選択可
能 

 

• リニア・ランプ機
能： 

 

周期： 3 s、300 ms、30 ms、3 
ms 

 

ランプ： 1周期を立ち上がり、平
坦、立ち下がりに均等分割

 

振幅： 1 V pk-pk  

バイアス： グラウンドに対して対称  

トリガー位置： 立ち上がり、または立ち下
がりランプ開始点 

 

• 過負荷パルス機能：  

パルス振幅： 5.0 V ～ 20.0 V (分解能
0.1 V) 

 

パルス・エネルギ
ー： 

1.6 J ～ 50.0 J (分解能0.1 
J) 

 

極性： グラウンドに対して正また
は負 

 

パルス幅： 20 V時： 200 ms ～ 6.25 s
； 5 V時： 3.2 s ～ 100 s 

 

 (振幅とエネルギーから、
内部で算出されます) 

 

50 Ω負荷時電力： 0.5 W ～ 8 W (振幅から、
内部で算出されます) 

 

繰り返し率： 手動トリガーは1回、 大
繰り返し率は 0.3 Hz。 

 

UUTスコープ・トリ
ガー： 

エネルギー・パルス、また
は100 Hz 自動トリガー 
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• ゼロ・スキュー機
能： 

 

周波数： 10 Hz ～ 100 MHz。  

アライメント初期
値： 

9500B 出力チャンネル・
スキュー = ≤50 ps 

 

9500B チャンネル出
力タイミング調整： 

1つのオシロスコープ・チ
ャンネルを使用 

 

UUTスコープ・チャ
ンネル・スキュー測
定： 

調整済み9500B チャンネ
ルを使用 

 

• 外部入力：  

信号経路： 外部校正波形を出力マルチ
プレクサーを介してアクテ
ィブ・ヘッドのBNCコネ
クターに出力するための、
自動化、パッシブ、リレー
切り替え経路 

 

インピーダンス： 入出力： 50 Ω  

3 dB 帯域幅： 約400 MHz  

トリガー： トリガー機能なし、内部ト
リガー使用不可 

 

• 負荷抵抗および静電
容量測定： 

 

抵抗レンジ：  

入力： 10 kΩ ～ 20 MΩ  

終端： 10 Ω ～ 150 Ω  

静電容量：  

レンジ： 1 pF ～ 120 pF  

• 基準周波数入力：  

周波数レンジ： 整数1 MHz ステップで、1 
MHz ～ 20 MHz 

 

振幅レンジ： 70 mV pk-pk ～ 1 V pk-pk  

• 基準周波数出力：  

周波数レンジ： 1 MHz または 10 MHz  

50 Ω負荷時レベル： >1.15 V  

1 MΩ負荷時レベル： >2.3 V  
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• 入力リーク機能  

閉/開回路出力： UUTオシロスコープの入
力漏れ電流テストが可能 

 

UUTスコープ・トリ
ガー： 

100 Hz 自動トリガー  

動作モード 
オシロスコープの様々なパラメーターを校正することができるように、9500B
は柔軟性のある設計になっています。主要な5つのモードのうち、本器を日常的
に正面パネル操作で使うモードは「Manual」および「Procedure」の2つです。
その他の3つは、システム設定、9500Bの校正、および9500Bのセルフテストに
使われます。 

Manualモード 

9500Bの「Manual」モードでは、全ての操作は正面パネルから行います。オペ
レーターに委ねられる校正手順は通常、UUTオシロスコープ・メーカーの校正
データに基づいて実行されます。第3章および第4章をご参照ください。 

Procedureモード 

「Procedure」モードでは、メモリに記憶された校正手順を使用します。UUTオ
シロスコープ・メーカーのデータがメモリ・カードにプログラムされており、
これを基に一連の校正の工程が実行されます。このカードを正面パネルの
「PROCEDURE」スロットに挿入すると、9500Bは制御部を自動的に切り替
え、オペレーターにUUTのスイッチや接続の変更を順次指示します。第5章をご
参照ください。 

Portocal II v 1.7 (パスワードとアクセス参照) を使って、モデル9500BでUUTオ
シロスコープを校正するための校正手順を、プロシージャ・カード上に生成す
ることができます。 

Configurationモード 

このモードでは、選択可能な設定オプションにアクセスするためにパスワード
が必要です。以下の設定が可能です： 

• 内部基準周波数の設定。 

• 高電圧警告のしきい値調整。 

• IEEE-488バス・アドレスの変更。 

• リモート・エミュレーション (SG5030またはCG5010/5011) の選択また
は解除。 

• 外部プリンター使用の有効または無効 (Procedureモードのみ)。 

• 本器電源投入時の初期モードをManualまたはProcedureに設定。 

• ConfigurationおよびCalibrationモードに入るためのパスワード変更。 

• 外部基準入力の周波数選択。 

• 外部基準出力の周波数設定、または無効設定。 

• 記憶されている日付と時刻、およびその書式を変更。 

• 使用言語の設定 (Procedureモードのみ)。 
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• 結果の「ボーダーライン」判定のためのUUT測定許容差のパーセンテー
ジを決定 (Procedureモードのみ)。 

• 「RESULTS」データ・カード使用の有効または無効 (Procedureモード
のみ)。 

• 成績書にエンジニア備考欄の有無を設定 (Procedureモードのみ)。 
• 印刷される成績書のタイプ選択、成績書の細部の変更、およびそのペー

ジの書式変更 (Procedureモードのみ)。 
• 表示されたProcedureモード・ユーザー名リストの消去。 

Calibrationモード 

次の2つの安全対策を満たさなければ、9500Bを校正することはできません。 

1. 背面パネルの「CAL」スイッチを「ENABLE」の位置にセットしてくだ
さい。 

注記 
スイッチは小さな穴の奥にあります。出荷時は、この穴は紙のシー
ルで覆われており、承認を得て再校正を行う時を除いて、このシー
ルが破れないようにしてください。 

シールが破れている場合は、前回の校正の有効性が失われたものと
見なされます。 

2. アクセス用パスワードを画面上で入力してください。 
Calibrationモードでは、3種類の校正方法があります。これらは管理者の下での
み使われるものです。もし校正が必要な場合は、フルークのサービスセンター
へご連絡ください。 

• 「Special」校正では、メインA-Dコンバーターの自動校正が可能で
す。 

• 「Factory use only」は工場での初期校正であり、利用できません。2
つ目のパスワードが必要です。 

• 「Standard Calibration」では、再校正が必要な機能のマニュアル校
正手順を実行します。 

9500Bの校正については、第9章「検証」および第10章「校正」で詳しく述べら
れています。ご利用いただける9500Bの校正手順については、第10章で詳しく
述べられています。それ以外の校正が必要な場合は、フルークのサービスセン
ターへご連絡ください。 

Testモード 

主に次の3種類のセルフテストを実行することができます： 

• 「Base」テスト：本体のみテストします。アクティブ・ヘッドはテ
ストされません。 

• 「Heads」テスト：Baseテストに合格している前提で、接続されて
いるアクティブ・ヘッドのみテストします。 

• 「All」テスト：本体および接続されているアクティブ・ヘッドの両
方をテストします。 

注記 
上記3種類のテストでは、9500Bはテスト番号とその結果を含む、
全てのテストのエラー・リストを保持します。エラーの内容は、画
面キーを使って呼び出すことができます。 
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• 「Fast」テスト：電源投入時に実行される信頼テストと同じもので、
電源の供給状態、基本動作などをチェックします。 

• 「Interface」テスト：ディスプレイとメモリ、本器に接続されたキー
ボードやプリンターの動作チェックをします。正面パネルのどちら
か一方のスロットに挿入された、空のメモリ・カードもテストされ
ます。 

 注意 
このテストを行ったメモリ・カードに保存されていた内容は、上書
きされます。 

セルフテストの結果は、まとめて印刷することができます。プリンターは背面
パネルにある25ピンのCentronicsTM プリンター・ポートに直接接続できます。
プリンターはConfigurationモードの中で有効にすることができます。 

テスト手順とエラー・コードは第8章に記載されています。故障したとき、また
は故障の疑いがあるときは、フルーク・サービスセンターにご相談ください。 

システム操作 

リモート・インターフェース 

IEEE-488標準デジタル・インターフェースによって、本器を自動化システムに
組み込むことができます。このインターフェースは、UUTオシロスコープの自
動校正、および9500B自体の自動校正の両方に使われます。システム・コント
ローラーとの接続方法、およびIEEE-488.2のSCPIコマンド・コードは第6章に
記載されています。 

SG5030およびCG5010/5011のエミュレーションは、IEEE-488インターフェー
スを介してのみ実行することができます。詳しくは付録Dをご参照ください。 

Met/Cal II 
UUTオシロスコープのリモート校正に使われるMet/Cal II を通して、9500Bにア
クセスすることができます。 

関連製品およびオプション 
1. Active HeadTM 

9500Bの出力チャンネルと、UUTオシロスコープのチャンネルを接続す
るためには、以下のヘッドのうち少なくとも1つは必要です。 

モデル9510 500 ps パルス・エッジ機能を備えた1.1 GHz 出力モジュー
ル (Active HeadTM) 

モデル9530 150 ps/500 ps パルス・エッジ機能を備えた3.2 GHz 出力モ
ジュール (Active HeadTM) 

モデル9550 25 ps パルス・エッジ機能のみの25 ps 高速エッジ出力モジ
ュール (Active HeadTM) 

モデル9560 70 ps パルス・エッジ機能を備えた6.4 GHz 出力モジュー
ル (Active HeadTM)。ファームウェア3.0 以降の9500-3200
または9500B-3200本体が必要です。 



 はじめに 
 関連製品およびオプション 1 

  1-11 

アクティブ・ヘッド・モジュールについては、本マニュアル末尾の付録
をご確認ください。 

取り付けられているヘッドのいずれか1つを、信号出力の代わりにUUTオ
シロスコープへのトリガー出力のために使うことができます。また、4つ
までのアクティブ・ヘッドと組み合わせて、9500Bに付属しているトリ
ガー・ケーブル (SMC-to-BNC) を用いて、UUTオシロスコープの独立し
たトリガー入力にトリガーを供給することができます。 

2. 本器の付属アクセサリは以下の通りです： 

部品番号 説明

401297 電流機能用の電流ループ・アセンブリ

630477 トリガー・ケーブル、アクティブ・ヘッドの代わりにト
リガー用途のみで使用 

3. 9500B用にお使いいただけるオプションは以下の通りです： 

オプション
60 

キャリー・ケース

オプション
90 

ラック・マウント・キット

電源電圧： 9500Bは、仕向け地の正しい電源電圧に設定されていま
す。電源電圧の設定は変更することができますが、その
場合は異なる電源ヒューズが必要です (第2章の電源ヒュ
ーズ、および電源電圧をご参照ください。)。 
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この章について 
第 2 章では、モデル 9500B校正システムの開梱と設置に関する情報とその手順
についてご説明します。 

9500Bの持ち運び 

 警告 
怪我を防止するため、9500Bを運搬する際は特に気を付けてくださ
い。12キロ以上の重さがあります。 

ベンチ高さからの持ち運び 

1. 背面パネルから全てのケーブルを取り外してください。 

2. 9500Bの重心は後部に集中しています。本器の足が自分の方を向き、背
面パネルを下にして垂直に立つように作業台の端で本器を傾けてくださ
い。 

3. 底面 (背面パネル) の自分から一番遠い角を持ち、本器が自分の体に寄り
掛かるように少し傾けてください。本器を体で支えたままの状態を保
ち、垂直な状態のまま同じ高さで持ち運んでください。 

4. 同じ高さの平面上に9500Bを垂直のまま置いてください。そして脚部を
下にして後方に倒せるように、本器を回転させてください。 

低い位置での持ち運び 

1. 屈むときは常に、背中ではなく膝を曲げてください。背中はできる限り
まっすぐ、地面に対して垂直な状態を維持してください。 

2. 本器の重心を体の近くで支えるために、(前述したものと) 同じ方法を用
いてください。 

開梱および点検 
本器を完全な状態でお届けするため、梱包材料の選択には 善の注意が払われて
います。 

本器の輸送中の取り扱いに大きな問題があれば、恐らくそれは輸送コンテナや段
ボール箱の物理的な損傷として目に見える形で表れます。万一損傷がある場合
は、輸送コンテナ、段ボール箱や緩衝材は、輸送業者による調査のために保管し
ておいてください。 

本器を丁寧に開梱して、ケース、ソケット、操作部などへの物理的な損傷がない
か確認してください。輸送コンテナおよび緩衝材に損傷がなければ、以降の輸送
で使用するために保存しておいてください。もし損傷が見つかった場合は、ただ
ちに輸送業者および営業担当に通知してください。 

本器とともにお届けする標準アクセサリ (関連製品およびオプション) は第1章、
および出荷リストに記載されています。 
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保管 
本器はケースに入れて保管してください。納品時の箱は、通常の取り扱いに対し
て十分な緩衝効果があり、保管には 適です。 

密封できる袋の中に、本器と乾燥剤を一緒に入れてください。その袋を内箱の中
にある緩衝材にはめ込み、さらにそれを外箱の角にある緩衝ブロック内に置き、
全てひとまとめにして指定された保管環境の範囲内で保管してください。 

輸送の準備 
もし9500Bを輸送する場合は、キャリー・ケース (オプション 60) をお使いくだ
さい。 

本器は密封して輸送してください。納品時の (二重の) 箱は、通常の取り扱いに対し
て十分な緩衝効果があります。その他の箱を使う際は、十分な緩衝効果が得られる
ように二重の緩衝構造が必要です。梱包のおよその寸法は以下の通りです： 

 長さ 幅 奥行き

外箱 785 mm 675 mm 440 mm

内箱 675 mm 565 mm 315 mm

緩衝材の内寸 460 mm 430 mm 145 mm

密封できる袋の中に、本器と乾燥剤を一緒に入れてください。その袋を内箱の中
にある緩衝材にはめ込み、さらにそれを外箱の角にある緩衝ブロック内に置き、
全てひとまとめに封をし保護してください。 

校正可能スイッチ 

注記 
背面パネルにある二位置の「CAL」スイッチが本器の校正メモリー
を保護します。本器は 初に工場で校正されていますので、次の再
校正が行われるまで、決してスイッチを操作しないでください。 

再校正に備えて： 

スイッチが「DISABLE」の位置にあるときにCalibrationモードに入ると、次の
警告文が画面に表示されます： 

Calibration switch not enabled! 
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操作の準備 

注記 
環境条件を含む、モデル9500Bの一般仕様の補足情報 (第7章、一般
仕様) とともに、本書冒頭にある安全に関する情報をご参照くださ
い。 

モデル9500B校正器の操作準備を始める前に、危険警告に注意して
ください。 

 警告 
本器は感電を引き起こす能力を有しています。危険電圧が存在しな
いことを 初に確認するまで、決して機器の端子に触れないでくだ
さい。 

メイン出力のアクティブ・ヘッド・コネクター以外は、9500Bのコネクターは背
面パネルを経由します： 
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図 2-1.9500B 背面パネル 

設置 

作業台への設置 

本器はプラスチックの4つの脚と、傾斜スタンドを備えています。作業台の上に
平らに置くことができ、右側の吸気口と左側の排気口が塞がれないように設置し
ます。 

オプション 90—ラックへの設置 

オプション 90を使って、本器を19インチ標準ラックに取り付けることができま
す。このオプションを取り付ける方法を以下に記し、その配置を図 2-2 に示し
ます。 

1. オプション 90の準備 

a. オプション 90には必要な留め具と備品が全て含まれています。 

b. 9500Bの側面には、ラック・マウントの固定ねじに対応した穴があり
ます。 
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2. 9500Bへのマウントの取り付け 

a. 左右の前部ラック・マウント用の耳 (互いに交換可能) を9500Bに取
り付けます： 

1) 付属のM4 x 12 皿ねじを4本使い、図に従って前部の耳にハンドル
を取り付けてください。 

2) 本器の側面の穴を使って、前部の耳を筐体に固定してください。
この様子を図に示します。付属のM5 x 20 鍋ねじと平座金および
菊座金を使い、それぞれの耳の下部にある穴に通してください。 

b. 左右の背部ラック・スライダー (互いに交換可能) を9500Bに取り付
けます： 

本器の側面の穴を使って、図のように背部両方のスライダーを取り付
けてください。付属のM5 x 20 皿ねじを使います。 

3. 9500Bの脚と傾斜スタンドの取り外し (必要に応じて) 

脚と傾斜スタンドを取り外します： 

a. 4つの脚からゴム・パッドを取り外してください。 

b. それぞれの脚から2本のねじを外してください。脚、座金、および傾
斜スタンドを取り外し、将来の使用に備えて保管しておいてくださ
い。 

4. ラックへの背部の耳の取り付け 

左右の背部の耳 (互いに交換不可能) をラックに取り付けます： 

a. ラックの前部および背部の正しい切り欠き位置に、8つのM6 ケー
ジ・ナットをはめ込んでください (図2-2参照)。それぞれのナットの
ケージを強く押し、ラックの内側から挿入してください。 

b. 適切な耳をラック背部の外側から、図のように突端を前方に向けて取
り付けてください。M6 x 16 クロムメッキ鍋ねじ8本のうち4本と、4
つのM6 座金を使って耳を固定してください。 

5. ラックへの9500Bの取り付け 

本器側面のスライダーとラック背部の耳の位置が合うように、本器をラ
ックにすべり込ませてください。本器を深く押し込み、4本のM6 x 16 ク
ロムメッキ鍋ねじと4つのM6 座金を使って、前部の耳をラックに固定し
てください。 
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図 2-2.オプション 90 — ラック・マウント・キット — 取り付け 

電源入力 

電源入力プラグ、電源ヒューズ、電源スイッチ、および電源電圧セレクターは背
面パネルの右側 (本器を背面から見た場合) にあるフィルター・モジュールに含
まれます。 

POWER INPUT

100V/120V
220V/240V

T10.0 AH
T5.0 AH

FUSE 5x20 mm
IEC 127

LINE VOLTAGE
SELECTION

400VA max FREQUENCY 47-63 Hz

 
erw004.eps 

ヒューズの引き出しにある小窓から、電源電圧の設定を確認することができま
す。ヒューズの定格を調べるためには、ヒューズの引き出しを取り出す必要があ
ります ( 初にスイッチを切り、電源ケーブルを取り外します。第2章、電源ヒ
ューズをご参照ください)。 
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電源ケーブル 

電源ケーブルは取り外し可能で、完全に被覆された3ピン・ソケットに2メート
ルの3芯PVCケーブルが固定されています。この電源ケーブルを電源入力プラグ
の差込口に差し込みます。 

 警告 
電源ケーブルは接地されたコンセントに接続し、接地線が確実に接
続されるようにしてください。 

本書冒頭にある安全に関する情報をご参照ください。 

電源ヒューズ 

ヒューズの定格： 

• 220/240 V電源では、T 5.0A HBC, 250 V, IEC127 

• 100/120 V電源では、T 10.0A HBC, 250 V, IEC127 

図2-3に示すように、ヒューズは背面パネルの電源入力モジュールにあるヒュー
ズ・ボックスの裏側にはめ込まれます。また、ヒューズは高遮断容量のものでな
ければなりません。 

 警告 
ヒューズの交換には、所要の定格電流および指定された種類のヒュ
ーズのみを使用してください。 

本書冒頭にある安全に関する情報をご参照ください。 

 
gzh005.eps 

図 2-3.ヒューズの位置 

電源ヒューズの交換 

電源ヒューズを交換するときは、次の手順に従ってください： 

1. 電源ケーブルが外されていることを確認してください。ヒューズ・ボッ
クス下部にある留め具の下の窪みに、小型のマイナス・ドライバーの刃
を挿入し、これをてこのように、留め具が解放されるまで少しずつ下向
きに動かしてください。ボックスを引き抜き、ヒューズが見えるように
反転させてください。 

2. ヒューズを確認し、必要があれば交換してください。 
3. 電源モジュールの中にある電圧選択ブロックの正面に、要求通りの電圧

が見えていることを確認してください。 
4. ヒューズの引き出しをモジュールに挿入し、留め具がぴったりと元の位

置に収まるまで押し込んでください。 
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電源電圧 

9500Bは次の電源電圧レンジで作動します： 100/120/220/240 V、48 ～ 63 Hz。 

これらのレンジに対応するために、小さな電圧選択ブロックが電源ヒューズの引
き出しの後ろに収納されています。 

作動電源電圧の選択 

 警告 
電源ケーブルが外されていることを確認してください。 

1. ヒューズの引き出し下部にある留め具の下の窪みに、小型のマイナス・
ドライバーの刃を挿入し、これをてこのように、留め具が解放されるま
で少しずつ下向きに動かしてください。灰色の電圧選択ブロックが見え
るように、ボックスを引き抜いてください。 

2. 選択ブロックの底部の窪みに、先が細い棒を引っ掛けるようにして接触
部が外れるまで引き出し、電源モジュール内のスペースからブロックを
取り出してください。 

3. 希望の電圧が表示されるまで選択ブロックを回転させてください。 

4. ブロックが真っ直ぐになっていることを確認してください。モジュール
内の元の位置にブロックをしっかりと差し込んでください。 

5. 必要に応じてヒューズを確認してから (電源ヒューズ参照) 、ヒューズ・
ボックスをモジュールに挿入し、留め具がぴったりと元の位置に収まる
まで押し込んでください。 

6. ヒューズ・ボックスの切り抜きから、要求通りの電圧が見えていること
を確認してください。 

コネクターおよびピンの意味 

IEEE-488 入出力 (背面パネル) 

背面パネルにIEEE-488と表記された24ピンの入出力コネクタは、IEEE-488およ
びIEC-625インターフェース・バス規格と直接互換性があります。 

ピン配置 

121

3142
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ピンの意味 

ピン番号 名称 説明 

1 DIO 1 データ入出力線 1 

2 DIO 2 データ入出力線 2 

3 DIO 3 データ入出力線 3 

4 DIO 4 データ入出力線 4 

5 EOI End or Identify 

6 DAV Data Valid 

7 NRFD Not ready for Data 

8 NDAC Not Data Accepted 

9 IFC Interface Clear 

10 SRQ Service Request 

11 ATN Attention 

12 SHIELD ケーブルの遮蔽 (安全グラウンドに接続) 

13 DIO 5 データ入出力線 5 

14 DIO 6 データ入出力線 6 

15 DIO 7 データ入出力線 7 

16 DIO 8 データ入出力線 8 

17 REN Remote Enable 

18 GND 6 DAVとツイスト・ペアされたグラウンド線 

19 GND 7 NRFDとツイスト・ペアされたグラウンド線 

20 GND 8 NDACとツイスト・ペアされたグラウンド線 

21 GND 9 IFCとツイスト・ペアされたグラウンド線 

22 GND 10 SRQとツイスト・ペアされたグラウンド線 

23 GND 11 ATNとツイスト・ペアされたグラウンド線 

24 0V_F 論理グラウンド (内部的に安全グラウンドと結合) 
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パラレル・ポート (背面パネル) 

25ピンのD型ソケットが、背面パネルのIEEE-488の下に位置しています。その
接続はPCの25ピン・プリンター・ポートと同様で、表に示されているように外
部プリンターを制御し、データを伝達します。 

ピン配置 

131

PARALLEL PORT

4152  
erw007.eps 

ピンの意味 

9500B ピン番号 9500B 信号名 9500B 入出力 説明または一般的な意味 

1 STROBE_L 出力 プリンターがデータ・バス DO1 ～ DO8 から1バ
イトのデータを読むための1 μs パルス 

2 DO1 出力 データ・ビット 1 

3 DO2 出力 データ・ビット 2 

4 DO3 出力 データ・ビット 3 

5 DO4 出力 データ・ビット 4 

6 DO5 出力 データ・ビット 5 

7 DO6 出力 データ・ビット 6 

8 DO7 出力 データ・ビット 7 

9 DO8 出力 データ・ビット 8 

10 ACKNLG_L 入力 プリンターがデータ・バイトを受け取り、さらな

るデータ受信の準備ができたことを示すパルス 

11 BUSY_H 入力 プリンターが一時的にビジーのためデータを受信

できない 

12 P_END_H 入力 プリンターが用紙切れ 

13 SLCT_H 入力 プリンターがオンラインになっている、または接

続されている 

14 AUTO_FEED_L 出力 印刷後に用紙が自動で1行フィードされる。自動

フィードを無効にするため、この信号は9500Bに
よってH (ハイ) に固定されています。 

15 ERROR_L 入力 プリンターが「用紙終了」、「オフライン」また

は「エラー」状態になっている 

16 INIT_L 出力 プリンターを電源投入時の状態にリセットし、か

つ大部分のプリンターでは印刷バッファをクリア

するための命令 

17 SLCT_IN_L 出力 プリンターにデータを受け取らせる命令。この信

号は9500BによってL (ロー) に固定されていま

す。 

18-25 0V_F 出力 デジタル・コモン 

_H ≡ 正論理 (アクティブ・ハイ) ； _L ≡ 負論理 (アクティブ・ロー) 
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シリアル・ポート (背面パネル) 

9ピンのD型ソケットが、背面パネルのパラレル・ポート・コネクターの左に位
置しています。その接続はRS232準拠です。外部のトラック・ボールとの間
で、その制御、電源供給、およびデータ受信のために使われます。 

ピン配置 

SERIAL PORT

 
erw008.eps 

ピンの意味 

ピン番号 名称 説明 

1 - - - 未使用 

2 RXD0_L シリアル・データ： トラック・ボール → 9500B 

3 TXD0_L シリアル・データ： 9500B → トラック・ボール 

4 DTR0_H データ端末レディ 

5 0V_F デジタル・コモン 

6 DSR0_H データ・セット・レディ 

7 RTS0_H 送信リクエスト 

8 CTS0_H 送信可 

9 - - -  未使用 

_H ≡ 正論理 (アクティブ・ハイ) ； _L ≡ 負論理 (アクティブ・ロー) 

外部入力 (背面パネル) 

AUXILIARY INPUT

40Vpk≤

 
erw009.eps 

SMCコネクターが、背面パネルの中央上部に位置しています。内部でパッシ
ブ・リレー切り替えされた経路によって5つの出力チャンネルのいずれか1つを
介して、アクティブ・ヘッドのBNCまたはPC3.5コネクターへ外部の校正信号を
出力します。 

チャンネル間の信号の切り替えは、正面パネル・キーまたはIEEE-488/SCPIイン
ターフェースを介して、内部で制御されます。詳細は第4章の外部入力操作、お
よび第6章の[SOUR]:PAR:TEL:LINE(?) <dnpd> をご参照ください。 
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基準周波数入力 (背面パネル) 

REF FREQUENCY INPUT

5Vpk≤

 
erw010.eps 

BNCコネクターが、背面パネルの中央部に位置しています。9500Bの周波数基
準として、優れた周波数確度の信号を得るための入力になります。 

基準とする信号の選択は、Configurationモード時の正面パネル・キーを介して、
内部で制御されます。詳細は第3章「外部基準入力」をご参照ください。 

基準周波数出力 (背面パネル) 

REF FREQUENCY OUTPUT

 
erw011.eps 

BNCコネクターが、背面パネルの中央下部に位置しています。9500Bの周波数
確度と等しい、基準信号が出力されます。 

基準とする信号の選択は、Configurationモード時の正面パネル・キーを介して、
内部で制御されます。詳細は第3章「外部基準出力」をご参照ください。 
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マイクロ波コネクター使用上の注意 
正確で繰り返し性が高い校正および測定結果を得るため、マイクロ波コネクター
を使う際には基本的な使用上の注意を守る必要があります。これはコネクターの
寿命を延ばすためにも役立ちます。 

代表的な注意点： 

• 使わないとき、コネクターが清潔に保たれるよう注意してください。そ
のためにはプラスチック・キャップが 適です。電気的な接触を行う部
分には触らないようにしてください。 

• 全てのコネクターを目視検査して、凹みや引っかき傷、および金属粒子
の有無を確認してください。傷ついたコネクターは絶対に使わないでく
ださい。 

• コネクター、特にねじ山や誘電体面を適切に掃除してください。 初に
圧縮空気を試し、それが不十分である場合にはイソプロピル・アルコー
ルを使用してください。アルコールをこぼさないように注意し、研磨剤
は絶対に使わないでください。 

• 接続するときは、コネクターを丁寧に調節し、曲げ力が加わらないよう
にしてください。ねじ山の縦傷を避けるため、常に 初は軽く接続し、

後の締め付けでは正しくセットされたトルク・レンチを使用してくだ
さい。 
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第 3 章  

操作および外観 
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この章について 
第 3 章では、9500Bの操作について詳しくご説明します。 初に正面パネルの
概要を述べます。次に、ユーザー選択の「Pref」キーと画面について述べてか
ら、モード選択を簡単に説明します。 

正面パネルの概要 

ローカルおよびリモート操作 

UUTオシロスコープのリモート、半自動および手動校正 

9500Bは、UUTの校正操作のために3つのユーザー・インターフェースを備えた
設計になっています： 

• 全自動操作はIEEE-488機器制御インターフェースを介し、IEEE-
488.2/SCPIプロトコルでリモート制御可能なUUTオシロスコープに対し
て使用します。また9500Bは、Tektronix CG5011およびSG5030校正器を
中心に作られた既存の校正システムに組み込む際に、必要とされるソフ
トウェアの修正を 小限に抑えるエミュレーション・モードを備えてい
ます。第6章をご参照ください。 

• 半自動操作は、プロシージャー・メモリ・カードを使って9500Bを駆動
します。対照となるUUTの操作は、UUTメーカーの手順による一連の指
示に従って実行します。第5章をご参照ください。 

• 手動操作は、正面パネルから行います。対照となるUUTの操作は、UUT
メーカーの手順に従って実行します。第4章をご参照ください。 

プロシージャー・メモリ・カードの使用 

特定のUUTオシロスコープ用メモリ・カードをPCMCIA SLOT 1 に挿入し、一種
の校正補助 (半自動校正) を行います。Procedureモードを実行すると、操作指示
の生成、9500Bの出力値を設定が行われます。これらの指示と出力の順番、出力
の仕様、および合否基準はUUTメーカーの校正手順に従っています。 

9500B自体の手動およびリモート校正 

9500B自体も、適切な標準器に対して、定期的に検証または校正される必要があ
ります。本体およびアクティブ・ヘッドの校正は手動でも可能ですが、リモー
ト・インターフェース (第6章、IEEE-488.2/SCPIプロトコル参照) からのコマン
ドによって自動化すると、簡単に処理能力を向上させることができます。9500B
は外部の制御ソフトウェアの命令によって、標準器と通信します。 
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正面パネル操作の一般配置 

正面パネルは、図3-1に示すように3つのエリアに分かれています。 
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図 3-1.9500B 正面パネル 

中央： 「メニュー」と「出力表示」の液晶画面と、グループ分けしたソフ
ト・キー。 

右側： 機能およびモードの選択や調整に使われる制御パネルと、メモリー・
カード用の2つのスロット。 

左側： アクティブ・ヘッドの接続に使われる出力コネクター。 

これらの機能は次項で説明します。 

正面パネルの機能 

液晶ディスプレイと画面キー 

9500Bは、必要な情報を液晶画面に表示することでユーザーと情報をやり取りし
ます。例えば、出力値とその単位は通常、画面中央の下部に大きな文字で表示さ
れます。一連のメニュー画面を切り替え、画面に表示された選択肢を選ぶことが
できます。 

11個のソフト・キー (「画面」キー) が画面の下と右側にグループ分けされてい
ます。画面上の決められた領域に、メニュー選択を表す文字または記号がキーと
隣り合ってラベル表示されます。主要な機能は、「Oscilloscope Calibrator」パ
ネルにあるボタンで選択します。 

「Oscilloscope Calibrator」パネル 

このパネルで、本器の操作上の機能とモードを選ぶための主な操作を行います： 

1. ファンクション・キーは主にManualモード (第4章) およびCalibrationモ
ード (第10章) で使われます。これらのキーは右端に、縦一列に配置され
ています： 

 波形 (画面キーを使って極性付きの矩形波、または正負の直流電
圧を選択します)。 

 正弦波 (画面キーとカーソル操作部によって振幅と周波数を選択
します)。 

 エッジ (画面キーを使って極性を選択します)。

 タイム・マーカー (画面キーを使って波形および周波数/周期を選
択します。ライン周波数を含みます)。 
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Aux： 

付属機能 (画面キーを使って電流、コンポジット・ビデオ、リニ
ア・ランプ、過負荷パルス、UUT入力漏れ試験、外部入力、チャ
ンネル・スキュー、および負荷抵抗または負荷容量測定を選択し
ます)。 

2. Modeキーはファンクション・キーの下にあります。モードには、
「Procedure」、「Manual」、「Configuration」、「Calibration」および
「Test」があります (動作モードをご参照ください)。 

3. Preferencesキーは一番下にあります。Preferencesによって次のような
画面調整ができます： 「Screen Contrast」 (コントラスト)、「
Amplitude step」 (振幅ステップ係数)、「Time step」 (タイム・ステップ
係数)、および「Deviation/UUT Error」 (偏差/UUT誤差の切り替え) です 
(Preferencesをご参照ください)。 

4. OUTPUT OFFおよびONキーと、「ON」時に点灯するLEDは重要なた
め、別欄に配置されています。 

5. 英数字キーパッドは様々な目的に使用されます。これについては後述し
ます。 

6.  (Tab) キー、カーソル・キーおよび回転ノブ：表示されている数量を
選択または増減します。 

出力接続 

正面パネルの左側に10個の出力コネクターが配置されています。これらのコネ
クターの使い方は第4章で説明します。 

PCMCIA SLOT 1 と PCMCIA SLOT 2 

このスロットは主にProcedureモード (第5章) のために組み込まれていますが、
その他の用途もあります。 

「Standby」押しボタン 

正面パネルの右下角にあるこのボタンを押すと、通常動作 (LEDが緑) と待機状
態 (LEDが赤) が切り替わります。 後の操作から約15分後に、本器は自動的に
通常動作から待機状態に移行しますが、このボタンを押すと直ちに通常動作に復
帰します。 

電源オン/オフ・スイッチ 

9500Bの電源は、本器正面から見て左側にある、背面パネルのスイッチでオン/
オフします。スイッチの向きは、上がオン、下がオフです。 

出力操作 

ここでは、9500Bの対話型ディスプレイと正面パネル操作の取り扱いに慣れるこ
とを目的に解説します。 

操作の代表的な機能として (本器を初めて使用する方にも馴染みやすい) 直流/矩
形波を取り上げます。 

直流/矩形波機能の詳細は、第4章の直流/矩形波機能をご参照ください。 

正面パネル操作部 

前述したように、出力設定を操作する正面パネル操作部は2つに分かれています。操
作の基礎を固めるために、ここでもう一度説明します： 
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1. 操作部は、正面パネルの右半分に配置されています。操作部は次の通り
です： 

a. ファンクション・キーが右端に、縦一列に配置されています。 

b. OUTPUT OFFおよびONは重要なキーで、別欄に配置されています。 

c. 英数字キーパッド。 

d. カーソル操作部： 

画面の編集の項をご参照ください。 

2. 補助機能および個々のパラメーター (画面キーのラベルによって識別され
る) を選択するために、ディスプレイ周囲にある画面ソフト・キーを使い
ます。 

操作に進む前に、代表的なメニュー画面上の構成を確認します。Manualモード
時の直流/矩形波機能の画面を図3-1に示します。 

Manualモードへの入り方 

ここでは、後述するManualモードの場合について説明します。詳しくは、モー
ド選択をご参照ください。MANUALモードに入るには： 

1. 正面パネルのModeキーを押します。 

2. ディスプレイ下のMANUAL画面キーを押します。 

Manualモード—代表的メニュー画面 

9500Bが第2章に従って設置され、電源が入っていることを確認してください。
Manualモードを選択した後のディスプレイが図3-1と異なる場合、正面パネルの
右上角にあるキーを押してください。 

図3-1をよく確認してください。これは、 初に直流/矩形波機能に入ったときに
表示される初期設定のメニュー画面です (Configモードで初期設定が変更されて
いない場合)。 

注記 
反転表示された記号や領域は、それらが現在選択されていることを
意味し、この例では「Scopeモード」の (1-2-5) のみが選択されてい
ます。 

画面の編集 

先ほど触れた「Scopeモード」は、Manualモードほど重要なモードではありま
せんが、画面上で選択実行または変更入力する特定の方法を扱います。 

編集操作では必ず、タブ・キー  を使って調整に必要な変数を選択します。 

画面下に並んでいる中の、一番右のソフト・キーを押すと「Direct」モード 
 と「Scope」モード  の2つのモードが切り替わります。画面上の数値
を調整するには3つの方法があり、全てこの2つのモードに含まれています。 

1. Directモード  

 キーで変更したい変数を選択すると、選択された数値の数字の上下に
三角形が表示されてカーソルを形成し、2つの方法で値を調整できるよう
になります： 
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a. 桁編集 

カーソル・
キー： 

とで画面のカーソルを操作して調整したい桁
を選択し、カーソルで選択された桁の数値を  で増加、
 で減少させます。 

回転ノブ： およびキーの代わりに、選択した桁の数値を増減
させます。 

b. 数値入力編集 

キーパッド
： 

数字キーパッドを押すと選択されている数値が小さくなり、
その下に現れる「ボックス」に入力した数字が表示されま
す。右側のキー・ラベルは、単位を選択するための表示に変
わります。 

単位: キーパッドで新しい値を入力した後、右側のソフト・キーの
中から希望する単位を選択することができます。単位キーの
1つを押すとディスプレイは「桁編集」の書式に戻り、変更
した数値は2つの三角で選択されたままになります。 

「Enter」
： 

単位キーの代わりにキーパッドの「Enter」 (ø) キーでも表
示を「桁編集」の書式に戻すことができます。この場合、
9500Bは常に (倍数や約数が付かない) 基本単位が付けられ
ます。 

使用範囲： 桁編集または数値入力編集は、画面上で選択可能な変数の全
てに使用することができます。 

2. Scopeモード  

ScopeモードはDirectモードと異なり、多くの画面変数の調整は 1:2:5 の
連続したステップで変わる一連の「ステップ値」で行います (後述する
「Pref」機能を使うと、1:2:2.5:4:5 ステップを持つオシロスコープに合
わせて係数の並びを変更することができます)。編集したい変数を選択す
ると「バー」カーソルが数値全体の上下に表示され (図3-1参照)、次の方
法でのみ値を調整することができます： 

カーソル・
キー：  

およびは使いません。調整するには とキ
ー (または回転ノブ) を使って、決められたステップで値を
増減させます。 

これらの編集方法は第4章の編集操作の項で、図を交えて詳しく説明しま
す。 
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図 3-2.Manualモード — 起動時の初期設定 

Preferences 

Pref機能の選択 

図3-3で印が付いているのがPrefキーです。 
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図 3-3.「Pref」キー 
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Pref機能の概要 

Prefキーを押すと図3-4のような専用画面が開き、4つのパラメーターを調整する
ことができます。このメニューを閉じるにはEXITを押すか、Prefキーをもう一
度押してください。 
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図 3-4.「Pref」のパラメーター 

Preference画面はどのモードおよび機能からでも表示することができ、そのとき
の機能設定には影響しません (ただし、出力がオンの時の特定の条件下では出力
がオフになります)。 

Preferenceの設定内容は不揮発性です。必要に応じてパラメーターが設定される
と、その内容は9500Bに記憶され、モードや機能を切り替えたり、電源をオフ/
オンしたりしても保持されます。 

パラメーターの変更 

パラメーターを調整する方法は「桁編集」です。画面上の文字を囲んだ横線のカ
ーソルは、調整のために選択中のパラメーターを示しています。このカーソルは
 (タブ) キーを使って他のパラメーターに移動することができます。 

変更したいパラメーターにカーソルを移動して、回転ノブまたは  (上) /  
(下) カーソル・キーを使って調整します。左右のカーソル・キーは使いません。 

画面のコントラスト 

正面パネルの画面は垂直、水平ともに広い視野角を持っています。垂直面におけ
る決まった角度からの視線に対して 良のコントラストになるよう、画面の
「Contrast」を設定することができます。このパラメーターでは1～27の数字で
表された、27の異なる角度から視線位置を設定することができます。正面から
見る位置では、10～12にすると良好なコントラストが得られます。 

コントラストを変更するには： 

1. タブ・キーを使ってカーソルの位置をコントラストの数字に合わせます。 

2. 回転ノブまたは上下カーソル・キーを使ってコントラストの数字を増減
し、 良な画面コントラストになるように調整します。 
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Scopeモードの振幅ステップ 

大部分のUUTオシロスコープでは、振幅感度は連続的な 1:2:5 ステップ値で増減
されます。Scopeモードの「Amplitude step」パラメータによって 1:2:2.5:4:5 ス
テップを持つオシロスコープに合わせて係数の並びを変更することができます。 

Amplitude stepsパラメーターを変更するには： 

1. タブ・キーを使ってカーソルの位置をAmplitude stepsの数列に合わせま
す。 

2. 回転ノブまたは上下カーソル・キーを使って、 

1—2—5 と 1—2—2.5—4—5 のステップ係数を切り替えます。 

Scopeモードのタイム・ステップ 

振幅ステップの場合と同じ操作を行い、選択されたステップ係数で出力周期 (お
よび周波数) を変化させます。 

Time stepsパラメーターを変更するには： 

1. タブ・キーを使ってカーソルの位置をTime stepsの数列に合わせます。 

2. 回転ノブまたは上下カーソル・キーを使って、 

1—2—5 と 1—2—2.5—4—5 のステップ係数を切り替えます。 

偏差の表示 

出力ステップ値で設定された出力信号振幅の偏差は、機能画面から ±11.2 %の
範囲内で設定することができます。つまり、偏差を設定することで直流1 Vの信
号は、0.8880 V ～ 1.1120 Vに調整されます。 

偏差表示の値を「UUT 誤差」として表せば、より実用的です。これにより、偏
差の値を操作してUUTオシロスコープの画面表示が目標値になるまで、9500Bの
出力を調整することができます。このときの9500Bの出力値を読み取ることがで
き、加えて、UUTの誤差も9500Bの画面に表示されます。 

UUT誤差と偏差は、ともにパーセント (比率) で表されます。もし偏差を 
+10.00 %に調整した場合、そのときのUUT誤差は -9.091 %になります。その算
出例は以下のようになります： 

「UUT誤差」の例： 

1. UUTの公称校正ポイントが1 Vであるとします。 

2. 9500Bを1 Vにセット：UUTの読み値がそれより低いとします。 

3. UUTの読み値が公称1 Vになるまで9500Bの「Deviation」を増やします—
Deviation値 +10 %で9500Bの出力が1.1 Vになりました。 

4. UUTの読み値「1 V」は1.1 x 1 Vに相当しますので、1 V入力時のUUTの
当初の読み値は1 V ÷ 1.1 = 0.909091 Vでした。 

5. 従ってUUT誤差は、0.909091 V – 1 V = -0.09091 Vです。 

6. UUTのパーセント誤差は、(0.09091 V ÷ 1 V) x 100 %で計算され、この
例では -9.09091 %になります。 

Deviationパラメーターを変更するには： 

1. タブ・キーを使ってカーソルの位置をDeviation displayのパラメーターに
合わせます。 

2. 回転ノブまたは上下カーソル・キーを使って、「Deviation」と「UUT 
Error」を切り替えます。 
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作動モード 

モード選択 

Modeキーを図3-5の中で強調します。 
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図 3-5.「Mode」キー 

モードの概要 

Modeキーを押すと専用メニュー画面が開き、5つのモードからモード選択する
ことができます。5つの画面キーのうち1つを押すことによってのみ、このメニ
ューを閉じることができます。 
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図 3-6.モード選択メニュー 

モードのうち4つは後述しますが、広範囲に影響を及ぼすConfigurationモードは
本章の中で扱います。5つのモードは次の通りです： 

PROC = Procedureモード：

特定機種のUUTを校正する際、9500Bの出力選択順は、本器パネル下部の左側に
あるPCMCIA SLOT 1に挿入された「Procedure」メモリー・カードによって決
められます。校正結果は印刷するか、または右側のPCMCIA SLOT 2に挿入され
た「Data」カードに記録することができます。第5章をご参照ください。 
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MANUAL = Manualモード：

出力の選択および調整を全て正面パネルから行います。第4章をご参照ください。 

CONFIG = Configurationモード：

Configurationモードに入ると、パラメーターはパスワードで保護されています。
このパラメーターには、電源投入時の初期モード (ManualまたはProcedureモー
ド)、現在の時刻と日付、印刷の可否、印刷される成績書の書式設定、などが含
まれます。パスワードとアクセスをご参照ください。 

CALIB = Calibrationモード：

このモードはスイッチとパスワードで保護されています。Calibrationモードに入
ると、9500B自体の校正を実行することができます。校正は正面パネルから、ま
たはIEEE-488インターフェースを介して操作されます。第10章をご参照くださ
い。 

TEST = Testモード：

このモードでは、「Base」、「Heads」、「All」、「Fast」、「Interface」の
各テストを開始して、必要な操作をすることができます。第8章をご参照くださ
い。 

パスワードとアクセス 

1. Configurationモードの全パラメーターの変更にはパスワードが必要です。不
正アクセスを防止するため、工場出荷時の9500Bはパスワード保護が有効に
なっています。 

2. 安全のため、できるだけ早い機会に両方のパスワードを変更してくださ
い。 

3. 出荷時の「Configuration」パスワードは 12321 (Configurationモードのパ
スワード入力画面が表示されたときに正面パネルのキーパッドから入力) 
です。このパスワードは、管理者が承認したユーザーがConfigurationモ
ードに入り、パスワード自体の変更にアクセスできるように記載してい
ます。必要な手順は本章で後述します。 

4. Calibrationモードに入るには、管理者によって承認されたものとして第2
の (異なる) パスワードが必要になります。出荷時のCalibrationモードの
パスワードは 2→3→5→7 (Calibrationモードのパスワード入力画面が表
示されたときに正面パネルのキーパッドから入力) です。このパスワード
を変更するために必要な手順は本章で後述します。 

Configurationモード 

Configurationモードは、ユーザー管理下のパラメーターの設定を変更するために
使われます。 

注記 
設定を変更するためにはパスワードが必要です。 
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Configurationを変更するには、以下の手順に従ってください： 

1. Modeキーを押して、「モード選択」メニュー画面を表示します。 

2. 下段の中央にあるCONFIG 画面キーを押して、「Configuration」モードに進
みます。9500Bが「Configuration」メニュー画面に切り替わります： 
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3. 画面には、Configurationモードで変更できるパラメーターの現在の設定
が一部が表示されます。 

4. また画面には、9500B/600、9500B/1100、または9500B/3200のいずれの
ハードウェア・オプションになっているかも表示されます。これらのオ
プションはConfigurationモードでは変更できません。 

「MORE」 Configuration 

1. Configurationモードの選択内容を変更するためにはパスワードが必要で
す。(パスワードとアクセスに記述した「出荷時」パスワードについての
決まり事をご参照ください)。 

2. 下段の右側にあるMORE 画面キーを押すと、パスワードが要求されます。
9500Bが「パスワード入力」画面に切り替わります： 

3. 英数字キーパッドからパスワードを入力すると、画面にはセキュリテ
ィ・アイコンが表示されます。 後に  キーを押します。 

パスワードに誤りがあるとセキュリティ・アイコンが消えてエラー・メ
ッセージが表示され、パスワードを入力し直すことができます。 

「EXIT」画面キーを押すと現在の画面を終了し、1つ前の画面に戻りま
す。 
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4. 正しいパスワードに続いて  を押すと「Configuration」のメイン・メニ
ュー画面が表示されます。画面には、ディスプレイにラベルが表示され
た画面キーを使って変更可能なパラメーターの、現在の設定値が表示さ
れています。 

5. もう一度「MORE」キーを押すと2ページ目の「Configuration」メニュー画
面が表示され、その他のパラメーターの現在の設定値が表示されます。後述
の「MORE」 Configurationをご参照ください。 
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「Ref Frequency」 

参照周波数の使用 

参照周波数は主にUUTオシロスコープの帯域幅を評価するために使われ、その
ために一般的に用いられる周波数は50 kHzです。9500Bは、特定の機能での利
便性を考慮して、出力を、選択された周波数から参照周波数に変えたり、元に戻
したりという変更を単純なスイッチ操作で行うことができます。 

9500Bの参照周波数の初期値は50 kHzに設定されていますが、Configurationモー
ドでは個々のオシロスコープの校正手順で使われる周波数に合わせて設定を変更
することができます。 

1. 参照周波数を変更するには、「Present Settings」画面の左下にあるREF 
FREQ 画面キーを押します。 

2. 「Ref Frequency」変更用の設定画面に切り替わります。 

その初期値が次のように表示されます： 
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3. 直接編集して希望する参照周波数を設定します。値を入力した後にキー
パッドの  キーを押します (直接編集するときは右側にある「V」画面
キーを押しても同様に設定できます)。 

4. 50 kHz に設定する場合は、右側の「50 kHz DEFAULT」画面キーを押し
ます。 

5. EXIT画面キーを押して「Present settings」メニュー画面に戻ります。新
しい参照周波数が「Present settings」のリストに表示されます。 

「Safety voltage」 

高電圧警告—警告とインターロック 

安全上の理由から、感電を避けるため9500Bには直流および矩形波電圧機能にお
いて、高電圧警告とインターロック・システムが組み込まれています。制限値は
10 V から 110 V までの任意の電圧に設定できます。警告の初期しきい値 (100 
V) はConfigurationモードで変更することができます。現在のしきい値は不揮発
性メモリーに保存されます。 

直流/矩形波または高電圧エッジ機能の出力がオンのとき、出力電圧の設定がし
きい値に達するか超えた場合は警告音が鳴ります。再度OUTPUT ONボタンを押
すことで新しい電圧を確認するまで、出力は前の値のままになります。 

1. 高電圧警告のしきい値を変更するためには、「Present Settings」画面で
VOLTAGE LIMIT 画面キーを押します。 

2. 「Voltage Limit」変更用の設定画面に切り替わります。 

その初期値が次のように表示されます： 
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3. 直接編集して希望する高電圧警告の制限値を設定します。値を入力した
後にキーパッドの  キーを押します (直接編集するときは右側にある
「V」画面キーを押しても同様に設定できます)。 

4. 100 V に設定する場合は、右側の「DEFAULT 100 V」画面キーを押しま
す。 

5. EXIT画面キーを押して「Present settings」メニュー画面に戻ります。新
しい高電圧しきい値が「Present settings」のリストに表示されます。 
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注記 
制限値の有効範囲は10 V から 110 V までです。範囲外の値を入力
した場合はエラー・メッセージが表示され、「EXIT」画面キーのラ
ベルが「OK」に変わります。「OK」を押すとメッセージが消えて
値が元に戻り、入力し直すことができます。 

「Bus address」 

IEEE-488インターフェースによるリモート操作—9500Bのアドレス指定 

9500Bがリモート操作に設定されると正面パネルからは操作できなくな
り、外部のコントローラーが制御します。 

9500Bと外部コントローラーとの通信は、9500Bのインターフェースに
接続されたIEEE-488バスを介して行われます。 

コントローラーからのコマンドは、0～30の範囲の数字のアドレス・コー
ドを利用して9500Bに送られます。9500Bが応答するためには、この数
字は以下の手順で9500Bの中にプログラムした数字と一致している必要
があります。 

IEEE-488インターフェースによる9500Bのリモート操作については第6章
をご参照ください。 

注記 
リモート・コマンドを使うためには正しいバス・アドレスが必要で
すが、リモート操作は本器がMANUALまたはCALIBRATIONモード
のときのみ可能です。 

1. 9500BのIEEE-488 バス・アドレスは0～30の任意の数に設定できます。
「Present Settings」画面からアクセスするには、右上にあるBUS 
ADDRESS 画面キーを押します。 

2. 9500Bは「IEEE 488 ADDRESSES」画面に切り替わります： 

EMITETAD S'YADOT

noitarugifnoC

.ylno tide tcerid yb egnahC

TIXE

=sserdda B0059 22
SESSERDDA  884  EEEI

evitcani sserdda dn2

B0059
ØØØ5
SEIRES

 
erw023.eps 

3. 数値入力して希望するバス・アドレスを設定します。キーパッドから数
字を入力した後に  キーを押します。 

4. EXITを押して「Present settings」画面に戻ります。 

第2アドレス (5000 シリーズ・エミュレーション用) については付録Dを
ご参照ください。 
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「Printer」 

プリンター操作 (ProcedureモードおよびTestモードのみ) 

Procedureモードのプリンター機能を使うと、9500Bは、Configurationモードで
決定した様式で成績書を印刷することができます。 

Testモードでは、あらかじめ決められた書式でテスト結果を印刷することができ
ます。テスト結果は、テスト完了後に印刷コマンドが実行されるまで保存されま
す。特定種類のプリンターの様式に従って結果を印刷する必要がある場合は、
Configurationモードでプリンターを選択する必要があります。 

印刷する際は、以下の場合にプリンターが使用可能になります。 

1. Configモードでプリンターの種類を変更する 

2. 9500Bの電源がオンのとき 

プリンターの種類の選択： 

1. 特定のプリンターの種類 (または同じ書式を使用するもの) を選択するに
は、「Present Settings」画面にあるPRINTER画面キーを押します。 

2. 「Configuration」画面に切り替わり、「The current printer type」が変更
できるようになります。 
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3. 電源投入時の初期設定はDISABLEです。画面キーを使って、インターフ
ェースに接続されているプリンターの種類を選択するか、または印刷を
無効にします。 

4. EXITを押して「Present settings」メニュー画面に戻ります。 

プリンターの種類のユーザー定義 

5. 使っているプリンターの種類が一覧に無い場合はUSER DEFINED画面キ
ーを押します。そのプリンターの初期化制御コードを入力するため
「Configuration」画面に切り替わります。 
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6. プリンターの操作マニュアルで初期化制御コードを確認します。必要で
あれば、そのコードを十進に変換してください。9500Bのキーパッドを
使い、十進コードをスペース () で区切りながら入力すると、新しい数
列が古いものに置き換わります。 キーを押します。 

7. EXITを押して「current printer type」画面に戻ります。 

「Power-up mode」 

電源投入時のモード選択 

電源投入時にProcedureモードまたはManualモードのどちらを自動的に選択する
か設定することができます。それ以外のモードで9500Bを起動することはできま
せん。 

電源投入時の初期モードを設定するには、以下の手順に従ってください： 

1. 初期モードを変更するには、「Present Settings」画面にあるPOWER 
UP MODE画面キーを押します。 

2. 「Configuration」画面に切り替わり、「The default power-on mode」を
変更することができるようになります。 
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3. 右側の画面キーで希望する初期モードに変更します。 

4. EXITを押して「Present Settings」画面に戻ります。 

新しい初期モードがリストの中に表示されます。次に電源をオフからオンにした
とき、9500Bは選択されたモードで起動します。 
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「NEW PASSWORD」 

パスワードの変更 

パスワードは2つ必要です (同じでも違っても構いません)： 

• Configurationモードに入るため 

• Calibrationモードに入るため (9500B自体の校正用) 

パスワードとアクセスをご参照ください。不正アクセスを防止するため、工場出
荷時の9500Bはパスワード保護が有効になっています (パスワードとアクセスを
ご参照ください)。出荷時のConfigurationおよびCalibrationパスワードを使って
それぞれのモードにアクセス可能ですが、Configurationモードに入ったらすぐに
パスワードを変更してください。 

パスワードを変更するには、以下の手順に従ってください： 

CALIBまたはCONFIGパスワードを変更するには： 

1. 「Present Settings」メニュー画面上の右にあるNEW PASSWORD画面
キーを押します。「Select the Password」画面に切り替わります。 

2. 右側の2つの画面キーから変更したいパスワードを選択します。 
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3. EXIT画面キーを押すと「Present Settings」画面に戻ります。 

「CALIB」パスワード 

Calibrationモード・パスワードの変更 

1. 「Select the Password」画面上の右にあるCALIB画面キーを押します。
「Enter new calib password」画面に切り替わります： 
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(キャンセルする場合はEXITキーを押します。これにより「Select the 
password」画面に戻ります)。 

2. 英数字キーボードを使って新しいパスワードを入力した後  を押します。
パスワードを確認するため、9500Bが再入力を要求します。 

3. 同じパスワードを再入力した後  を押します。2回目のパスワードが
初と異なる場合、9500Bは両方とも破棄しますので、手順を 初からや
り直してください。両方のパスワードが一致していれば9500Bが新しい
パスワードを受け付け、「Select the password」画面に戻ります。 

注記 
出荷時の「Calibration」パスワードは 2→3→5→7 です。 

「CONFIG」パスワード 

Configurationモード・パスワードの変更 

1. 「Select the Password」画面上の右にあるCONFIG画面キーを押します。 
「Enter new config password」画面に切り替わります： 
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(キャンセルする場合はEXITキーを押します。これにより「Select the 
password」画面に戻ります)。 

2. 英数字キーボードを使って新しいパスワードを入力した後  を押します。
パスワードを確認するため、9500Bが再入力を要求します。 

3. 同じパスワードを再入力した後  を押します。2回目のパスワードが
初と異なる場合、9500Bは両方とも破棄しますので、手順を 初からや
り直してください。両方のパスワードが一致していれば9500Bが新しい
パスワードを受け付け、「Select the password」画面に戻ります。 

注記 
出荷時の「Configuration」パスワードは 12321 です。 

「Ext ref in」 

基準周波数入力 

TTL信号源からの1 MHz ～ 20 MHz、 1 MHzステップの基準周波数を、9500Bの
背面パネルにあるBNCコネクターに入力することができます。 

1. 「Present Settings」画面のEXT REF IN画面キーを押すと、「Change 
the reference source」画面に切り替わります (初期設定は下図の通りで
す)。 
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2. 右側の画面キーで希望する基準源に変更します。 
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3. 「EXT.」に変更したときは、上下カーソル操作または回転ノブを使って
9500Bに入力する周波数を設定します。必要な信号源が接続され、作動
していることを確認してください。 
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noitarugifnoC
ecruos ecnerefer eht egnahC

.syektfos eht gnisu yb

ecnerefer lanretxe eht egnahC
rosruc eht gnisu yb gnittes

.leehw ylrihw ro syek

TIXE

.TNI

.TXE

ecnerefeR
DEKCOLNU

.txE
=feR zHM Ø1

 
erw031.eps 

4. EXITを押して「Present Settings」画面に戻ります。9500Bの内部クロッ
ク確度を高めるため、新しい外部基準周波数が利用可能になります。 

9500Bの内部クロック確度を高めるため、新しい外部基準周波数が利用
可能になります。 

「Ext ref out」 

基準周波数出力 

出力インピーダンス50 Ω (100 MHz までのVSWR < 1.2) で1 MHz または 10 
MHzの基準周波数を、9500Bの背面パネルにあるBNCコネクターから出力する
ことができます。これは9500Bの内部クロックを使って、他の機器の周波数確度
を高めるために使います。 



9500B 
オペレーター・マニュアル 

3-22 

1. 「Present Settings」画面のEXT REF OUT画面キーを押すと、「current 
external reference output」画面に切り替わります (初期設定は下図の通
りです)： 

EMITETAD S'YADOT

noitarugifnoC
lanretxe tnerruc ehT

si tuptuo ecnerefer
.thgilhgih eht yb detacidni

tceles ot syektfos eht esU
.rehtona

TIXE

ELBASID

ZHM 1

ZHM 01

 
erw032.eps 

2. 右側の画面キーで希望する外部基準出力に変更します。 

3. EXITを押して「Present Settings」画面に戻ります。 

この選択された外部基準周波数は、無効にされるか、背面パネルの
「REF FREQUENCY OUTPUT」BNCコネクターから出力されるか、い
ずれかです。 

「DATE TIME」 

日付と時刻の設定 

リアルタイム・クロックは内部バッテリから電源の供給を受けており、この機能
によって多くの画面の下部に日付と時刻が表示されます。Procedureモードで印
刷される成績書の日付もこのリアルタイム・クロックから生成しています。日付
と時刻を修正するには、Configurationモードからアクセスします (例えば、夏時
間調整やタイム・ゾーンを超えた場合に対応します)。 

1. 日付と時刻を変更するには「Present Settings」画面にあるDATE TIME画
面キーを押します。 

2. 日付と時刻変更用の設定画面に切り替わります。前回の設定に基づいた
現在の日付が表示されます。 

EMITETAD S'YADOT

noitarugifnoC
si tamrof etad detceles ehT
.thgilhgih eht yb detacidni

gnisu yb etad eht egnahC
.ylno gnitide tcerid

TIXE

Y-M-D

Y-D-M

D-M-Y
ELGGOT

MILED

EGNAHC
ETAD

EGNAHC
EMIT

1002/7Ø/8Ø

 
erw033.eps 
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3. 画面右のキーの中から適当なキーを押し、希望する書式の日付フォーマ
ットを設定します。キーパッドを使って日付を修正した後に (英数字以外
のキーを押すと区切り文字になります)、 を押します。区切り文字が入
った、新しい日付が表示されます。区切り文字は「TOGGLE DELIM」キ
ーで「スラッシュ」 (/) と「ピリオド」 (.) を切り替えて設定します。 

4. 時刻を修正するにはCHANGE TIME画面キーを押して「Change the 
time」画面に切り替え、英数字キーパッドを使って現在の時刻を入力し
ます： 

EMITETAD S'YADOT

noitarugifnoC
gnisu yb emit eht egnahC

.ylno gnitide tcerid

TIXE EGNAHC
ETAD

EGNAHC
EMIT

12-31

 
erw034.eps 

5. EXIT画面キーを押して「Present Settings」メニュー画面に戻ります。日
付と時刻が表示される場合には、修正、更新されたデータが表示されま
す。 

「HEAD CONFIG」 

情報の表示のみ 

「HEAD CONFIG」キーを押すと、接続されているそれぞれのヘッドの種類、製
造番号、校正日、および校正期限が画面に表示されます。 

EMITETAD S'YADOT

noitarugifnoC
etaD euDetaD laCN/SepyT

XXXX/XX/XXXXXX/XX/XXXXXX01591

XXXX/XX/XXXXXX/XX/XXXXXX01592

ØØØØ/ØØ/ØØØØØØ/ØØ/ØØdaeHoN3

ØØØØ/ØØ/ØØØØØØ/ØØ/ØØDENIFEDNU01594

ØØØØ/ØØ/ØØØØØØ/ØØ/ØØdaeHoN5

TIXE

EMITETAD S'YADOT

noitarugifnoC
etaD euDetaD laCN/SepyT

XXXX/XX/XXXXXX/XX/XXXXXX01591

XXXX/XX/XXXXXX/XX/XXXXXX01592

ØØØØ/ØØ/ØØØØØØ/ØØ/ØØdaeHoN3

ØØØØ/ØØ/ØØØØØØ/ØØ/ØØDENIFEDNU01594

ØØØØ/ØØ/ØØØØØØ/ØØ/ØØdaeHoN5

TIXE  
erw035.eps 

ヘッドを校正すると、そのヘッドを接続する本体に関係なく、ヘッドの詳細と、
そのヘッド固有の校正補正値が記憶されます。上図の画面は、接続されたヘッド
から得た記憶情報を示します。 
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「MORE」 Configuration 

「Present Settings」画面に戻って「MORE」キーを押すと「Configuration」メ
ニュー画面の2ページ目が開き、その他のパラメーター (ほとんどProcedureモー
ドに関するもの) の現在の設定値が表示されます。これらのパラメーターは新た
なラベルの画面キーを使って変更することができます。 

EMITETAD S'YADOT

noitarugifnoC
:sgnitteS tneserP

hsilgnEegaugnaL
ØØ.Ø7enil redroB

delbasiDdrac stluseR
delbasiDsetoN sreenignE

1 elytSetacifitreC

TIXE

TCELES
GNAL

STLUSER
DRAC

GNE
SETON

TREC
SLIATED

RAELC
RESU
TSIL

REDROB
ENIL

XXX .veRXXXXXX .oN .reS
latx   lamroNzHG  1.1   : snoitpO

 
erw036.eps 

「EXIT」画面キーを押すと現在の画面を終了し、1枚目のConfigurationメニュー
画面に戻ります。 

モード選択画面に戻るためには正面パネルの「Mode」キーを押します。 

「Language」 

言語について 

9500Bの初期設定言語は英語です。Procedureモードで使われる言語は変更する
ことができますが、その他のモードの言語は変更できません。 

Procedureモードの 初の画面の言語は変更できます (それらは9500B自体に保
存されます)。 

プロシージャー・カードの中で使われる言語はプロシージャーが作成されたとき
に、プロシージャー・ヘッダーの中で定義、登録されます (Portocal II はこの機
能を実行できます)。モデル9500Bでプロシージャー・カードを使用中に言語を
変更することはできません。 

この機能によって、Procedureモードの 初の画面で使われる言語を変更するこ
とができます。 

EMITETAD S'YADOT

noitarugifnoC
si egaugnal tnerruc ehT

.thgilhgih eht yb detacidni

tceles ot syektfos eht esU
.rehtona

TIXE

HSILGNE

HCNERF

NAMREG

HSINAPS

NAILATI

 
erw037.eps 
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1. 「Present Settings」画面上のSELECT LANG画面キーを押すと、「
Current language」画面に切り替わります。 

2. Procedureモードの言語を変更するには、右側の画面キーから希望する言
語のキーを押します。 

3. EXITを押して2ページ目の「Present Settings」メニュー画面に戻ります。 

次にProcedureモードに入ったときに新しい言語が使われます。 

「Border line」 

テスト・ポイントの仕様—「ボーダーライン」の通知 

UUTがメーカー仕様の限界値 (まだ範囲内であっても) に近づいたとき、それを
知るために「borderline」表示が役立ちます。ボーダーラインはそれぞれのテス
ト・ポイントのメーカー仕様に対するパーセンテージで表し、それを超えると表
示が現れます。 

テスト・ポイントにおける仕様許容値に対する合格、ボーダーライン、および不
合格の領域を下図に示します。 

 
gzh038.eps 

Procedureモードでは、印刷される成績書 (スタイル 1)、および「Result」カー
ド内のデータには「Borderline」テストの結果が記録されます。記録されるボー
ダーラインのパーセンテージはConfigurationモードで設定します。 
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1. 記録されるボーダーラインのしきい値を変更するためには、「Present 
Settings」画面でBORDER LINE画面キーを押します。しきい値変更用の
設定画面に切り替わります (初期値は下図の通りです)。 

EMITETAD S'YADOT

noitarugifnoC
TUU fo egatnecrep ehT
ecnarelot noitacificeps

 a hcihw dnoyeb "enil redrob"
detsujda eb nac detroper si
.ylno gnitide tcerid gnisu yb

TIXE

=enil redroB ØØ.Ø7
 

erw039.eps 

2. 直接編集して希望する仕様許容値のパーセンテージを設定します。この
パーセンテージと許容値の100 % との間にある結果は
「BORDER LINE」として記録されます。 

3. EXITを押して2ページ目の「Present Settings」メニュー画面に戻ります。 

これ以降、Procedureモードで検証を実行すると9500Bは自分の出力偏差を検出し、
UUTの測定誤差を「Pass」、「Border line」、または「Fail」に分類します。成績
書 (スタイル 1) を印刷するときや、機能しているresultsカード上にはそれぞれのテ
スト・ポイントは「Pass」、「Border line」、または「Fail」を表示します。 

「Results card」 

Resultsメモリ・カードのフォーマット (Procedureモードのみ) 

Procedureモードでは、9500Bは「校正」または「検証」の結果を、正面パネル
のPCMCIA SLOT 2に挿入されたメモリー・カードに転送することができます 
(本マニュアルの第5章をご参照ください)。PCMCIA SLOT 2ドライブではSRAM
カードのみ使用可能です。 

新品のSRAMカードは 初にフォーマットする必要があります。フォーマットは
Testモードの「Card Slot Test」手順 (第8章参照) の一部として、またはPortocal 
II ソフトウェアの機能として実行することができます。 

 注意 
フォーマット処理中、Card Slot Testはスロットにあるカードに保
存されている全てのデータを上書きし、新しい「Results card 
header」をセットアップします。 

注記 
すでに結果が保存された使用中のカードに新しいデータを保存する
際は、再フォーマットをする必要はありません。Procedureモード
実行による新しい結果データは、カード容量がいっぱいになるまで
既存のデータに連結されます。カード内容の消去はPortocal II を使
って行います。 

1. 正面パネルのPCMCIA SLOT 2に挿入されたSRAMメモリー・カードへ
の、Procedureモードの結果のダウンロードを有効にするため、
「Present Settings」画面でRESULTS CARD画面キーを押します。 
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2. 「RESULTS CARD」画面キーにより「The result card requirement」メ
ニュー画面に切り替わります。  

電源投入時の初期設定はDISABLEです。 

EMITETAD S'YADOT

noitarugifnoC
si tnemeriuqer drac tluser ehT

.thgilhgih eht yb detacidni

tceles ot syektfos eht esU
.rehtona

TIXE

ELBASID

ELBANE

 
erw040.eps 

3. この機能を有効または無効にするため画面右の希望する画面キーを押し
ます。PCMCIA SLOT 2にresultsカードを挿入せずに有効にしても、選択
されたプロシージャーは実行されません。 

4. EXITを押して2ページ目の「Present Settings」メニュー画面に戻ります。 

「Engineers Notes」 

エンジニア・ノート 

Procedureモードで成績書の準備中に、実行されたプロシージャーに関連する特
別な条件などの追加情報を挿入したい場合があります。 

例えば、プロシージャーがオシロスコープの追加モジュール上で実行された場
合、オシロスコープ本体の製造番号の他にモジュールの製造番号も追加すること
ができます。 

CONFIGモードで「Engineers Notes」を有効にすると、どのような情報でも入
力できる「Additional Notes」という欄が成績書に追加されます。この追加欄は
「Calibration Standard」と「Measurement Type」欄の間に表示されます。 

追加欄は、「Engineers Notes」が有効になっているときProcedureモードで表
示される画面で入力することができます。 
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エンジニア・ノートを有効にするには 

1. 「Present Settings」メニュー画面上の右にあるENG NOTES画面キーを
押します。「Eng notes requirement」画面に切り替わります： 

EMITETAD S'YADOT

noitarugifnoC
si tnemeriuqer seton gne ehT

.thgilhgih eht yb detacidni

tceles ot syektfos eht esU
.rehtona

TIXE

ELBASID

ELBANE

 
erw041.eps 

2. 右側のENABLE画面キーを押します。手順を取り消すにはDISABLEキー
を押します。 

3. EXIT画面キーを押して2ページ目の「Present Settings」画面に戻ります。 

「Certificate」 

校正結果の成績書 

Procedureモードでは、以下の3つのスタイルの成績書を印刷することができま
す： 

スタイル 1 

このスタイルでは、各テスト・ポイントに対して供給した値および目標値、仕様
限界およびUUT誤差、%誤差の合格/不合格および9500BとUUTの間のテスト不
確かさの比を含む、全ての情報が印刷されます。 

スタイル 2 

これは略式の成績書で、供給した値と目標値、および9500Bの絶対不確かさが印
刷されます。 

スタイル 3 

この成績書はスタイル 1に近いもので、オシロスコープ校正の 中に遭遇する、
ppmよりはパーセントで表されるような、幅がある仕様限界に対応するために加
えられたスタイルです。 
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印刷される成績書のスタイルはConfigurationモードで変更することができます。 

1. 成績書の書式を変更するには2枚目の「Present Settings」画面にある
CERT DETAILS画面キーを押します。 

2. 「CERT DETAILS」画面に切り替わります： 

EMITETAD S'YADOT

noitarugifnoC
:sgnitteS tneserP

1 elytSetacifitreC
1rebmun egap tratS

66htgnel egaP
NOrotacidni ssaP

egassem dedneppA

TIXE

TREC
ELYTS

SSAP
CIDNI

DNEPPA
EGASSEM

BAL
SLIATED

EGAP
PUTES

CERT DETAILS Screen Layout  
erw042.eps 

3. 「CERT DETAILS」画面では、右側にある画面キーから各項目を調整ま
たは選択することで、成績書の図案を作ることができます。 

4. EXIT画面キーを押して2ページ目の「Present Settings」画面に戻ります。 

「CERT STYLE」 

1. 成績書のスタイルを選択するには「CERT DETAILS」画面にあるCERT 
STYLE画面キーを押します。「The certificate type」画面に切り替わり、
成績書のスタイルが選べるようになります： 

EMITETAD S'YADOT

noitarugifnoC
si epyt etacifitrec ehT

.thgilhgih eht yb detacidni

tceles ot syektfos eht esU
.rehtona

TIXE

1 ELYTS

2 ELYTS

3 ELYTS
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2. 右側の画面キーを押して希望する成績書のスタイルを選択します。 

3. EXIT画面キーを押してCERT DETAILS画面に戻ります。 
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「PAGE SETUP」 

1. 成績書のページ設定をするには「CERT DETAILS」画面にあるPAGE 
SETUP画面キーを押します。「PAGE SETUP」画面に切り替わり、右側に
あるキーを使って成績書のページ書式を作成することができます。 

EMITETAD S'YADOT

noitarugifnoC
:sgnitteS tneserP

1rebmun egap tratS
66htgnel egaP

Øezis redaeH
1ezis retooF

TIXE

TRATS
EGAP

REDAEH
EZIS

RETOOF
EZIS

EGAP
HTGNEL

PAGE SETUP Screen Layout  
erw044.eps 

2. 変更したい属性が表示された右側のキーを押します。 

3. EXIT画面キーを押してCERT DETAILS画面に戻ります。 

「Start Page Number」 

1. 成績書の開始ページ番号を変更するには「PAGE SETUP」画面にある
START PAGE画面キーを押します。「Current start page」画面に切り替わ
ります： 

EMITETAD S'YADOT

noitarugifnoC
1si egap trats tnerruc ehT

egap wen a retnE : 

TIXE  
erw045.eps 

2. 直接編集して新しい開始ページ番号を入力します。 

3.  キーを押して新しいページ番号を確定し、「PAGE SETUP」メニュー画
面に戻ります。新しいページ番号が「Present settings」のリストに表示され
ます。 

4. EXIT画面キーを押すと開始ページ番号を変更せずにPAGE SETUP画面に戻
ります。 
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Page Length、Header、およびFooter Sizes 

「Page length」、「Header size」、および「Footer size」は「Start page 
number」の変更と同様の操作で変更することができます。より詳しい説明はあ
りません。 

ページ設定の全ての項目を変更してから「PAGE SETUP」画面にあるEXITを押
して、「CERT DETAILS」画面に戻ります。 

「Pass Indicator」 

「CERT DETAILS」画面にある「PASS INDIC」ソフト・キーを押すと、合格表
示機能の有効と無効を交互に切り替えることができます。キーを押しても画面は
切り替わらずに、「CERT DETAILS」画面上でPass indicatorの設定状態がONと
OFFに交互に切り替わります。 

「Appended Message」 

成績書に必要なメッセージ 

校正結果の成績書を印刷する際、説明のメッセージを追加することができます。 

1. メッセージ入力画面にアクセスするには「CERT DETAILS」画面に
あるAPPEND MESSAGE画面キーを押します。「Current appended 
message」画面に切り替わります： 

2. 直接編集して新しいメッセージを入力します。 

EMITETAD S'YADOT

noitarugifnoC
:si egassem dedneppa tnerruc ehT

egassem tnerruc ehT(
)ecaps siht ni sraeppa

egassem wen a retnE :

TIXE  
erw046.eps 

3.  画面キーを押して「CERT DETAILS」画面に戻ります。新しいメ
ッセージが「Present settings」のリストに表示されます。 

4. EXIT画面キーを押すと追加メッセージを変更せずにCERT DETAILS
画面に戻ります。 

「LAB DETAILS」 

成績書に必要な校正室の詳細 

校正結果の成績書を印刷する際、その結果が得られた校正室の詳細を記入してお
く必要があります。 

印刷される成績書には校正室の名称、温度、および相対湿度が記入されます： 

1. 校正室の詳細を入力するには「CERT DETAILS」画面にあるLAB DETAILS
画面キーを押します。「LAB DETAILS」画面に切り替わります。 
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2. 右側にある3つの画面キーを使って、校正室の名称、温度、および相対湿
度を入力します。 

EMITETAD S'YADOT

noitarugifnoC
:sgnitteS tneserP

...L ekulFeman baL
32.pmet baL °C ±5°C

 %04.dimuh baL ± %01

TIXE

BAL
EMAN

BAL
DIMUH

BAL
PMET

LAB DETAILS Screen Layout  
erw047.eps 

3. EXITキーを押すとCERT DETAILS画面に戻ります。 

「LAB NAME」 

1. 校正室の名称を入力するには「LAB DETAILS」画面にあるLAB NAME画
面キーを押します。「Current lab name」画面に切り替わります： 

EMITETAD S'YADOT

noitarugifnoC
:si eman bal tnerruc ehT

eman tnerruc ehT(
)ecaps siht ni sraeppa

eman wen a retnE :

TIXE  
erw048.eps 

2. 直接編集して新しい校正室名を入力します。 

3.  画面キーを押して「LAB DETAILS」画面に戻ります： 新しい校正室
名が「Present settings」のリストに表示されます。 

4. EXIT画面キーを押すと校正室の名称を変更せずにLAB DETAILS画面に戻
ります。 

校正室の温度と湿度 

「Lab temp」および「Lab humid」は「Lab name」の変更と同様の操作で変更
することができます。より詳しい説明はありません。 

校正室詳細の全ての項目を変更してから「LAB DETAILS」画面にあるEXITを押
して、「CERT DETAILS」画面に戻ります。 
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「CLEAR USER LIST」 

Procedureモードのユーザー名リスト 

Procedureモードの 初のメニュー画面にユーザー名のリストが表示され、成績
書に表示されるユーザー名を選択することができます。同時に、新しい名前を画
面に追加することができます。 

名前を削除するにはConfigモードで「Clear user list」機能にアクセスするため
のパスワードが必要です。 

1. Procedureモードのユーザー名リストを消去するには、2ページ目の「
Present Settings」画面にあるCLEAR USER LIST画面キーを押します。
確認画面に切り替わります： 

EMITETAD S’YADOT

noitarugifnoC
SENRAB F C
SGGOLB J F
POLFPILF K J

TIXE

tsil  raelc  ot  KO  sserP

KO  
erw049.eps 

2. OKを押すと全ての名前をリストから削除し、2ページ目の「Present 
Settings」メニュー画面に戻ります。 

3. EXITキーを押すと名前は削除されずに、2ページ目の「Present 
Settings」メニュー画面に戻ります。 

*IDN? の設定 

IEEE 488.2の共通コマンドである *IDN? に対する応答について、ソフトウェ
ア・アプリケーションの互換性を保つため、使用している「Fluke 9500B」の設
定を変更して、以前のメーカー (例、「Wavetek」) のモデル「9500」として応
答させる必要がある場合があります。 

1. 2ページ目の「Present Settings」メニュー画面の下部にあるソフト・キ
ーから、IDN画面キーを押します。「*IDN? Config」画面に切り替わりま
す： 

EMITETAD S’YADOT

noitarugifnoC
:sgnitteS tneserP

hsilgnEegaugnaL
7enil redroB .� ��

delbasiDdrac stluseR
delbasiDsetoN sreenignE

1 elytSetacifitreC

TIXE

TCELES
GNAL

STLUSER
DRAC

GNE
SETON

TREC
SLIATED

RAELC
RESU

TSIL

REDROB
ENILXXX .veRXXXXXX .oN .reS

latx   cca iHzHG  2.3   : snoitpO

?NDI*LAC
GIFNOCMRALA

 
erw050.eps 
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EMITETAD S’YADOT

noitarugifnoC
si esnopser ?NDI* tnerruc ehT

.thgilhgih eht yb detacidni

tceles ot syektfos eht esU
.rehtona

TIXE

EKULF

0059
B0059

TLA ESU
FUNAM

 
erw051.eps 

2. EXIT画面キーを押して2ページ目の「Present Settings」メニュー画面に
戻ります。 

「CAL Alarms」 

校正期限アラームの初期設定は有効になっています。このアラームは無効にする
ことができます。 

1. 2ページ目の「Present Settings」メニュー画面の下部にあるソフト・キ
ーから、CAL Alarmキーを押します。「CAL Alarm」画面に切り替わりま
す： 

EMITETAD S’YADOT

noitarugifnoC
:sgnitteS tneserP

hsilgnEegaugnaL
7enil redroB .� ��

delbasiDdrac stluseR
delbasiDsetoN sreenignE

1 elytSetacifitreC

TIXE

TCELES
GNAL

STLUSER
DRAC

GNE
SETON

TREC
SLIATED

RAELC
RESU

TSIL

REDROB
ENILXXX .veRXXXXXX .oN .reS

latx   cca iHzHG  2.3   : snoitpO

?NDI*LAC
GIFNOCMRALA  

erw052.eps 

EMITETAD S’YADOT

noitarugifnoC
si etats mrala �euD laC� ehT

.thgilhgih eht yb detacidni

tceles ot syektfos eht esU
.rehtona

TIXE

EKULF

0059
B0059

ELBANE

 
erw053.eps 

2. EXIT画面キーを押して2ページ目の「Present Settings」メニュー画面に
戻ります。 
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この章について 
第4章では、次の項目についてご説明します： 

• 相互接続 

• Manualモード - 機能選択 

• 編集機能 

• 直流/矩形波機能 

• 正弦波機能 

• エッジ機能 

• タイム・マーカー機能 

• 補助機能 

• 電流機能 

• コンポジット・ビデオ機能 

• リニア・ランプ機能 

• 過負荷パルス機能 

• ゼロ・スキュー機能 

• 外部入力 

• 負荷抵抗および静電容量測定 

• 入力リーク機能 

• パルス幅機能 

相互接続 
ここでは Active Head TechnologyTM を用いた9500BとUUTオシロスコープとの
接続、および背面パネルの信号入出力について説明します。 

アクティブ・ヘッド技術 

ヘッドの主な機能は、信号を劣化させるような中間ケーブルを使わずに9500Bの
出力をUUTオシロスコープの入力チャンネルに送出することです。 

各々のヘッドには出力回路が内蔵されており、この電気回路によって立ち上がり
/立ち下がり時間が非常に短い低歪みのパルス波を、±5 mV から±3 V までの振幅
で発生したり、50 Ω のインピーダンス整合で伝送したりすることができます。
これは誘電損失の低い基板と、帯域の広い部品や減衰器、リレーを使うことで実
現されます。さらにヘッドは、正弦波のレベリング機能を実行します。 

利用可能なヘッド・モジュールは次の通りです： 

• モデル 9510： 500 ps パルス・エッジ出力が可能な 1.1 GHz 出力モジュール。

• モデル 9530： 150 ps および 500 ps パルス・エッジ出力が可能な 3.2 GHz 出力
モジュール。 

• モデル 9550： 25 ps パルス・エッジ出力が可能な出力モジュール。

• モデル 9560： 70 ps パルス・エッジ出力が可能な 6.4 GHz 出力モジュール。

電気的な仕様は別として、モジュールは交換可能です。9500Bには、モジュール
を5つまで、任意の組み合わせで接続することができます。 
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9500BおよびUUTオシロスコープへの接続 

各アクティブ・ヘッドの接続には2本のケーブルが使用されています。1本は18
ピン・コネクター付きケーブルで電源、制御および検知信号を供給し、もう1本
は同軸コネクター付きケーブルで信号やクロックを伝送します。出力信号は1つ
のBNCまたはPC3.5コネクターを介して、UUTオシロスコープの入力チャンネル
に直接送られます。 

注意 
9500Bの正面パネルおよびヘッドにはマークがあり、本マニュア
ルに記載されている 大出力電圧と電流に関する情報に注意する必
要があります。 

詳細は第7章：仕様をご参照ください。 

ヘッドの信号処理 

ヘッド・モジュール内での信号処理は、9500Bの機能別に要約することができま
す： 

1.  直流/矩形波： 信号は切替式減衰器を経由してBNCまたはPC3.5出力
ソケットに直接送られます。出力からの検知信号は本体に戻され、事実
上は4線式で伝送を行っています。 

2.  正弦波： 設定周波数になった正弦波はSMA同軸ケーブルを経由して入
力されます。正弦波の振幅は本体側で設定されますが、正弦波のレベリ
ングはヘッド自体で検知され、レベル制御信号が本体に返されます。定
振幅になった信号は減衰器を経由してBNCまたはPC3.5出力ソケットに
送られます。 

3.  エッジ： パルス・レベルとタイミングが本体内で生成されてヘッド
に送られ、エッジ発生回路を制御します。500 ps のエッジを持つパルス
波はLF/DC減衰器を経由してBNCまたはPC3.5出力ソケットに送られま
す (モデル 9510/9530)。150 ps または 70 ps エッジ・パルスではモデル 
9530/9560に内蔵の専用減衰器が用いられます。 

4.  マーカー： マーカーの種類： (  矩形波/正弦波、  パルス
波または  三角パルス波) 波形のタイミングとレベルが本体内で生成
され、切替式減衰器を経由してBNCまたはPC3.5出力ソケットに直接送
られます。ライン周波数マーカーも含まれます。 

5. 補助機能：  

a.  直流/矩形波電流ソース： 100 μA ～ 100 mA の電流出力は外部
BNC電流ループ・アクセサリ (9500B出力への50 Ω 負荷) を経由して
直流/矩形波電圧ソースから出力されます。この出力で電流プローブ
を校正します。 

注記 
9550または9560では利用できません。 

b.  コンポジット・ビデオ： ビデオ電圧出力はBNCまたはPC3.5出
力ソケット経由して直接送られ、TV同期分離機能をテストします。 

c.  リニア・ランプ： 3 ms ～ 3 s 周期で1Vp-p の対称な三角波が直流/
矩形波電圧の経路を経由してBNCまたはPC3.5出力に送られます。これ
らの波形でトリガー・レベル・マーカーの校正や、DSOのA/D変換コー
ドの欠落をチェックします。 
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d.  過負荷パルス： 時間が制限された5 V ～ 20 V の高エネルギ
ー・パルスが直流/矩形波電圧の経路を経由してBNCまたはPC3.5出
力に送られ、50 Ω 終端保護をテストします。 

e.  ゼロ・スキュー： UUTの入力チャンネルのトリガー同期をテス
トするため、9500Bのチャンネル/ヘッドの伝達時間を調和させるこ
とができます。 

f. AUX IN 外部入力： 外部の校正波形をアクティブ・ヘッドのBNCまたは
PC3.5出力に送ります。 

g.  負荷抵抗： アクティブ・ヘッドの出力回路の負荷抵抗を測定しま
す。 

h.  負荷容量： アクティブ・ヘッドの出力回路の負荷容量を測定しま
す。 

i.  UUT入力リーク試験： 開/閉回路をBNCまたはPC3.5出力に直
接出力し、オシロスコープの入力リーク電流を試験することができま
す。 

外部入力 (背面パネル) 

9500Bは高い柔軟性を持っていますが、特定の目的での校正または試験のために、
外部機器の信号をUUTオシロスコープに入力する必要がある場合があります。 

9500Bの外部入力機能を選択することで、広帯域の信号経路を使い、背面パネル
の50 Ω SMAコネクターからの入力を、9500Bの正面パネル操作で選択したチャ
ンネルから出力することができます。 

外部信号のトリガーは生成できず、内部トリガーを利用することはできません。 

基準周波数入力 

9500B背面パネルのBNCコネクターに、TTLソースからの1 MHz ～ 20 MHz の基
準周波数を1 MHzステップで入力することができ、これにより9500B内部クロッ
クの確度を高めることができます。 

基準周波数出力 

9500B背面パネルのBNCコネクターから、50 Ω ソースからの1 MHz または 10 
MHz の基準周波数を出力することができます (周波数100 MHz まで、VSWR < 
1.2)。これにより、9500Bの内部クロックを使って外部機器の周波数確度を高め
ることができます。 

Manualモード — 機能選択 
本項では、Manualモードにおける機能の選択方法について説明します。 

Manualモードの選択 

9500Bがどのモードになっていても、正面パネルのModeキーを押し、次に左下
端のManual画面キーを押すことでManualモードを選択することができます。 

注記 
9500Bの電源投入時の初期設定として、Manual またはProcedure モ
ードに設定しておくことができます (「Power-up mode」をご参照
ください)。 
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正面パネルのファンクション・キー 

注記 
この説明は、9500Bの電源が投入されており、Manualモードが選択
されていることを前提としています。 

  
erw054.eps 

図 4-1.9500B ファンクション・キー 

ファンクション・キー 

図4-1でマークされている「OSCILLOSCOPE CALIBRATOR」パネルの右側にあ
る5つのキーのいずれかを押すことで、出力機能を選択することができます。 

初期設定 

Manualモードに入ったとき、システムは直流/矩形波機能を選択します。システ
ムは初期設定として次のような直流/矩形波メニュー画面を表示します： 

 
erw055.eps 

図 4-2.Manualモードの電源投入時画面 

「OSCILLOSCOPE CALIBRATOR」パネル — 右側のファンクション・キー 

このパネルには、校正器の操作上の機能とモードを選ぶために用いられる主要な
操作部が置かれています。 

Manual および Calibration モードのファンクション・キーは右端に、縦一列に配
置されています：  

 
直流/矩形波機能。画面キーを使って、極性を持った矩形波、または正負の直
流電圧を選択します。画面キーとカーソル操作を使って出力チャンネル、振
幅および周波数を選択します。 
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 定振幅正弦波機能。画面キーとカーソル操作を使って出力チャンネル、振幅お
よび周波数を選択します。 

 エッジ機能。画面キーを使って極性、振幅および周波数を選択します。

 タイム・マーカー機能。画面キーを使って波形、振幅および周波数/周期を選
択します。 

Aux  補助機能。以下の中から選択：

 • 電流 

 • コンポジット・ビデオ

 • リニア・ランプ

 • 過負荷パルス

 • ゼロ・スキュー

 • 外部入力 

 • 負荷抵抗または負荷容量測定

 • 画面キーを使ったUUT入力リーク試験

 • パルス幅 

右側の画面キー ( を除く) が押されると初期メニュー画面が消え、選択され
たオシロスコープ機能の初期画面に切り替わります。 

詳しくは、本章後半をご参照ください。 

編集機能 

はじめに 

編集の方法 

はじめに、画面に表示された値を変更する方法を説明します。値を変更するには
主に、次の3つの方法が使われます： 

• 「桁編集」； 「三角」カーソルと関連キーを使って1桁ずつ、値をスク
ロールすることができます。 

• 「シーケンス・スクロール」； 「バー」カーソルと関連キーを使って決
められた値のシーケンスに従ってスクロールさせることで、値を変更す
ることができます。2つの一般的なシーケンスのうち1つを、「Pref」機
能で選択することができます。 

• 「数値入力編集」； 「三角」カーソルと数値キーパッドを使って新しい
値を入力し、選択されている既存の値と置き換えます。 

編集モード 

3つの編集方法に加えて2つの編集モードがあり、画面下部の右端にあるソフ
ト・キーで「Scope」モード  と「Direct」モード  を切り替えて選択し
ます。これらは例えばManualモードと同列になる主要なモードではありません
が、画面上で選択をしたり変更を入力したりする特定の方法について規定するモ
ードです。 

1. 「Scope Mode」； オシロスコープのレンジがシーケンスで切り替わり
ます。Scopeモードでは主にシーケンス・スクロールを使用しますが、
限定的に桁編集や数値入力編集を使うこともあります。Scopeモードで
は画面右下端のキー・ラベルが  のように表示されます。 
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図 4-3.Scopeモードの代表的な画面 

2. 「Direct Mode」； 桁編集および数値入力編集を使用して全てのパラメー
ターを編集することができ、画面右下端のキー・ラベルが  のよう
に表示されます。 
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図 4-4.Directモードの代表的な画面 

タブ・キーの使用 

全ての編集操作において、タブ・キー  を使って編集したい変数を選択します。 

初期設定 Scopeモード 

編集モードの初期設定はScopeモードで、電源投入時や動作モード変更時には強
制的に選ばれます。ここでは、シーケンス・スクロールが含まれていないDirect
モードから先に説明します。 

Directモードを選択するには画面下部の一番右にあるソフト・キーを押して、そ
のラベルを  に切り替えます。 

Directモード 

Directモードでは、 キーで編集したい変数を選択すると、カーソルは常に「三
角」になります。1対の三角が1つの桁を指し、その桁の数値が1ずつ連続的に増
減できることを意味します。 

単位/目盛および倍率の変数は使われず、初期画面に表示されていた「バー」カ
ーソルも表示されません。 
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カーソル操作部 

Directモードで使用するカーソル操作部を図4-5に強調表示します。 

 
erw058.eps 

図 4-5.Directモードのカーソル操作部 

Directモード — 桁編集 

数字の上下にに三角カーソルが出ているときは、/ キーおよび回転ノブを使
って、その桁の値を増減します。また、と キーでカーソルを移動さ
せ、増減させる桁を選択します。分解能を変更できないDeviationの項目を除い
て、数値の端より外側にカーソルを移動させると分解能を変更でき、分解能が変
更可能な範囲内において追加の桁を調整することができます。 

数値の分解能を変更するショート・カットとして、 または  シフト・キーを
使うこともできます。どちらかのシフト・キーを押してから  または   
キーを押すと、カーソルが数値の端になくても分解能を変更できます。カーソル
位置は選択された桁のままになります。 

シフト・キーが押されると、 または   キーが押されるまで画面の右下
にシフト・キーのイメージが表示され続けます。(分解能を変更できない
Deviationの項目ではシフト・キーは無効です)。 

Directモード — 数値入力編集 

はじめに 

数値入力編集はDirectモードの初期状態ではありません。電源投入時および動作
モードや機能の変更時には強制的に桁編集が選ばれます。 

数値入力編集と桁編集にはそれぞれの利点があり、正面パネル操作に慣れるに従
って明らかになっていきます。 

数値入力編集では全ての値を数値キーパッドから入力します。これは「桁編集」
機能で1桁ずつ編集するより便利な場合があります。 

カーソル操作 

あるパラメーターから次のパラメーターにカーソルを移動させるにはタブ  キ
ーを使いますが、、、、 キーおよび回転ノブは値の設定には使用
しません。 

カーソル形状 

数値入力編集では、三角形のカーソルで指示されたパラメーターの値のみ変更す
ることができます。カーソルは数値のどの桁にあっても良く、数値入力の結果は
同じになります。 



9500B 
オペレーター・マニュアル 

4-14 

値の編集 

数値入力編集で値を変更する際は英数字キーパッドの数字キーで操作します。図
4-6に強調表示します。 

  
erw059.eps 

図 4-6.数値入力の操作部 

入力ボックス 

数字キーが押されると変更前の値の表示が小さくなり、その下に枠で囲まれた領
域 (ボックス) が表示されます。入力ボックスは図4-8のように表示されます。 

数値入力の操作 

タブ・キーでカーソルをDeviationの値 (ここではØØ.ØØ %) に合わせた例を説明
します。この様子を図4-7に示します。 

�
��

Ø.1

  
erw060.eps 

図 4-7.数値入力の開始時 



 Manualモード 
 編集機能 4 

  4-15 

値を +10 % に変更するために数字キーパッドから「10」と入力すると、図4-8に
示すように画面上に入力ボックスが表示されます。 

 
erw061.eps 

図 4-8.数値入力 — Deviation値と画面キー・ラベルの変化 

キーパッドの   (エンター) キー、または右上にある「%」画面キーを押すこと
で新しい値が確定します。画面は図4-9のように変わります。 

 
erw062.eps 

図 4-9. (エンター) キー確定後 

ここでは「10」を入力することで、9500Bは +10.00 % の偏差を意味すると判断
します。偏差を -10.00 % にするには負記号としてキーパッドのハイフンを使
い、「-10」と入力します。 

パラメーター定義 

Deviationの単位が ΔV (絶対電圧) に変更されると、相対値 Δ% で定義されてい
た図4-7の画面に代わって図4-10のように表示されます。 

 
erw063.eps 

図 4-10.Deviation ΔV 選択時 
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ここで「.002」と数字を入力すると、9500Bは変更された単位に従います。その
様子は図4-11のようになり、変更を反映して右側の画面キーに表示される利用
可能な単位ラベルも変更されます。 

 
erw064.eps 

図 4-11.Deviation値の単位を選択するオプション 

キーパッドの   (エンター) キーを押して新しい値が確定されると、(この例で
は) 単位はボルトになります。もし数字「2」と ,  が入力されると、2 Vは振幅
設定値 20 mVに対する偏差レンジ ±10 % を超えてしまうため、エラー・メッセ
ージが表示されます。「2」のあとに「mV」画面キーを押すことでエラーを避
け、正しい結果を得ることができます (図4-12参照)。 

 
erw065.eps 

図 4-12.電圧によるDeviationの適用 

+2 mV の偏差は振幅値の +10 % に等しく、右側にある Δ% / ΔV キーを押して確
認することができます。 

数値入力の結果 

桁編集の場合と同様に、出力偏差を設定するために表示された値を使い、9500B
は数値入力された指示に従って設定されます。これは数値入力が使用可能な全て
の場面に適用されます。 
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Scopeモードへの復帰 

画面上の値がScopeモードでは設定できない値であっても、9500Bはいつでも
DirectモードからScopeモードへ戻ることができます。必要に応じて、上下限値
が初期値として設定されます。例： 

�
��

Ø.1C

  
erw066.eps 

図 4-13.Directモードの開始時 

図4-13は、O/P Amplitude を Directモードを使って ( 大値に) 設定したところで
す。Amplitude値を増やそうとしたり、Deviationを正のパーセントにしようとし
たりするとエラー・メッセージが表示されます。 

右下の画面キー (編集モード・キー) を押してScopeモードに戻ると、同じ
O/P Amplitudeを実現するために関連する2つの値 (Units/Div と Deviation) が調整
されます。図4-14に画面例を示します： 

 
erw067.eps 

図 4-14.Scopeモードへ移行後 

Manualモードの残りの解説は、Scopeモードの桁編集を例に本マニュアル内で
説明します。 

Scopeモード 

はじめに 

Scopeモードでは、 キーを使って変更したい変数を選択するとカーソルは
「三角」か「バー」のいずれかの形になります。カーソルの形が三角のときの操
作はDirectモードと同じで、数値入力および桁編集を使って編集することができ
ます。 

Scopeモードでは、UUTオシロスコープに対応して、単位/Divと倍率の変数が使
用されます。 
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カーソル操作 

「三角」カーソル 

三角カーソルでは、カーソルの主な操作方法はDirectモードと同じです。ただ
し、三角カーソルを使う変数は「Deviation」のみであり、その分解能は固定で
あるためキーパッドの2つのシフト・キーは無効になります。 

「バー」カーソル 

2重の横線が値を囲み、その値の編集には桁編集も数値入力も利用できないこと
を意味しています。この値は設定されたステップ・シーケンスの中から選択され
ます。「バー」カーソルが付いた数字には数値入力編集は利用できません。 
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このような形のカーソルが表示されているときは、 と  キーは無効で
す。/ キーや回転ノブを使って値全体を、設定されたシーケンスを使って増
減させます (第3章のPreferencesを参照してください)。バー・カーソルで使われ
る操作部を図4-15に強調表示します： 
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図 4-15.バー・カーソルの操作キー 

シーケンス・スクロールの使用 

桁編集についてはすでに説明しました。シーケンス・スクロールも簡単です。図
4-3で示した直流/矩形波の初期画面を例として図4-16に再掲します： 

1 2
5

���
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図 4-16.直流/矩形波の初期画面 

タブ  キーを使って編集可能な4つの変数を巡回すると、「mV/div」と倍率、
および周波数ではバー・カーソルが、Deviationでは三角カーソルが表示される
ことを確認できます。 
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mV/div に戻り、 キーを押すと値全体が 10.0 mVに増加し、または キーを
押すと値全体が 2.00 mVに減少します (「Pref」機能で 1→2→5 シーケンスが選
択されている場合)。このようにバー・カーソルが付いた値は全て、設定された
シーケンスに従って増減します。 

直流/矩形波機能 
ここでは、9500Bを使って矩形波および直流電圧を発生させ、オシロスコープの
振幅校正に利用する方法を説明します。 

相互接続の詳細と正面パネル操作部の詳しい操作方法については、相互接続、
Manualモード — 機能選択、および編集機能の各項を参照してください。 

初期設定 

Manualモードが選択されるとシステムの初期設定では直流/矩形波機能に入り、
直流/矩形波機能の初期メニュー画面が表示されます。他の機能が選択されてい
る場合は、「OSCILLOSCOPE CALIBRATOR」パネルの右上にある  ファン
クション・キーを押します。 

待機状態からの復帰時を除いて、直流/矩形波メニュー画面は常に下図のような
初期設定の状態で表示されます。ただし、いくつかの項目は不揮発性メモリの内
容に従って設定されている場合があります (チャンネル設定のメモリ保存の項を
ご参照ください)： 
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この初期画面では、左上のアイコンが示す通り、正の矩形波が自動的に選択され
ています。周波数は 10.000 Hz ～ 100.00 kHz の間で変更可能です。周波数の初
期値は 1 kHz、偏差「Δ」はゼロ、および出力電圧は 20.000 mVp-p です。デュ
ーティ・サイクルは公称 50 % で固定されています。 

メニュー選択 

信号チャンネル 

各チャンネルの信号は、(ヘッドが接続されている場合) アクティブ・ヘッドの1
対のコネクターとヘッドに導かれます。出力したいチャンネルは二次メニュー画
面から選択することができます。そのためには、下段にある「CHANNEL 
SELECT」画面キーを押します。画面が、利用可能なチャンネルの表示に切り替
わります (接続されているヘッドが検出されます)。 
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この図の画面では、モデル 9530 ヘッドがチャンネル 1 と 2 に接続され、モデ
ル 9510 ヘッドがチャンネル 3 に接続され、チャンネル 4 と 5 にはヘッドが接
続されていない状態を示しています。 

チャンネル 1 が反転表示になっているのは、そのチャンネルが信号出力用に選択さ
れていることを意味します (画面中央上にある枠内の表示でも確認できます)。右側
のソフト・キーのいずれかを押すと、そのチャンネルを信号出力用に選択すること
ができます。 

上図では負荷 50 Ω になっています (一度選択すると、その値が全ての信号チャ
ンネルに適用されます)。右下端のキーで負荷を 50 Ω と 1 MΩ に切り替えるこ
とができます。画面中央上にある枠内の「TRIGGER NONE」は、トリガー・チ
ャンネルが指定されていないことを意味します。 

「EXIT」キーを押すと初期設定の直流/矩形波標準画面に戻ります。 

注記 
チャンネルのヘッドをUUTオシロスコープに接続し、9500Bの出力
をONにすると、9500BはUUT負荷を測定します。測定した負荷が設
定された負荷の仕様範囲外だった場合は、次のエラー・メッセージ
が画面に表示されます： 

「Load Mismatch Detected UUT >150 Ω」 50 Ω 選択時； 

「Load Mismatch Detected UUT <50k Ω」 1 MΩ 選択時。 

UUTトリガー 

トリガーは 9550 以外のヘッドを介して送信することができますが、その代わり
に標準的な SMA - BNC 同軸ケーブルを使うことで、ヘッドの増設コストを節約
できます。5チャンネルを装備することで、4つの信号ヘッドを使ってフル・レ
ンジの信号を送信し、必要に応じて残りの1チャンネルをトリガー入力に使用す
ることができます。ヘッドの代わりにケーブルを接続した場合は、フル・レンジ
の信号を送信することはできません。 

「TRIGGER CHANNEL」ソフト・キーを押すとトリガー出力用のチャンネルを
指定する画面が表示されます。 

図の画面では、まだトリガーに割り当てられたチャンネルはありません。これは
画面中央上にある枠内の表示と、右側の画面キーで確認することができます。 
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画面上では、下段にあった「TRIGGER CHANNEL」ラベルが「SIGNAL 
CHANNEL」に変わり、これを押すと1つ前の信号チャンネル画面に戻ります。
つまり、このキーは信号とトリガーの選択画面を交互に切り替えます。 

「EXIT」キーを押すと初期設定の直流/矩形波標準画面に戻ります。 

ここではトリガー・チャンネルが選択されていないため、画面の右下端にあった
負荷選択ラベルが消えています。トリガー送信用にアクティブ・ヘッドが選択さ
れるとラベルが表示されますが、トリガー用にケーブルを使う場合の負荷は 50 
Ω です。 

トリガー・チャンネルの選択 

すでに信号チャンネルに割り当てられているものを除いて、任意のチャンネルを
トリガー用に選択することができます。UUTトリガー項の図にある画面では、
中央上にある枠内の表示から、チャンネル 1 が信号チャンネルに指定されてお
り、これをトリガー用に選択することはできません。指定済みのチャンネルを選
択しようとすると警告音が鳴り、エラー・メッセージが表示されます。 

指定済みのチャンネルをトリガー用に設定する必要がある場合は、信号チャンネ
ルとしての割り当てを解除しなければなりません。同様に、すでにトリガー・チ
ャンネルとして指定済みのチャンネルは信号チャンネルとして使うことはできま
せん。そのチャンネルに 初に設定された用途が優位であるため、その用途を変
更するためには、まず 初の設定を解除する必要があります。 

指定済みではないチャンネルのキーを押すとキーのラベルが反転表示され、画面
中央上にある枠内の表示が変化します。例えば「TRIGGER CH 3」キーを押す
と下図のようになります： 
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負荷インピーダンス値は右下端の画面キーを使って 50 Ω または 1 MΩ に変更す
ることができます。 
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ケーブルの選択 

アクティブ・ヘッドの代わりにケーブルを使ってトリガーを送信する場合、ヘッ
ドが接続されていないチャンネルを選択する必要があります。例えばこのとき、
「TRIGGER CH 5」キーを押すと下図のようになります： 
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このチャンネルは「ケーブル」チャンネルとして指定されなければならないた
め、「CABLE SELECT」キーを押します。下図のように新しい画面が表示され
ます： 
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ここで「CABLE CH 5」キーを押すと下図のようになります： 

 
erw077.eps 
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選択が完了したら、「EXIT」を押すとトリガー選択画面に戻ります。 
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画面右下端にあった負荷選択キーが無効化され、中央上にある枠内のトリガー状
態表示は 50 Ω に固定されます。ここからさらに、トリガー比を選ぶための選択
画面が利用できます。 

トリガー比 

「トリガー比」は、波形自体の周波数に対するトリガー周波数の比です。次の3
つの比から選ぶことができます： 「÷1」、「÷10」、「÷100」。「TRIGGER 
RATIO」キーを押すと次のような画面が表示されます： 
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初に希望する比のキーを押し、「EXIT」を押すとトリガー選択画面に戻りま
す。この画面上にはトリガー比は表示されません。 

注記 
上記のやり方で低い周波数を再分割すると、トリガーが発生する前
に非常に長い遅延が起こり得ることに注意してください。 
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チャンネル設定のメモリ保存 

チャンネルやケーブルの選択、およびトリガー比は9500Bの不揮発性メモリに保
存されます。モードや機能を変更したり、本器の電源をオン、オフしたりしても
これらの選択は変わりません。 

そのため、これらのパラメーターには本当の意味での初期値はありません。ただ
し、工場出荷時には次のように設定されています： 

信号チャンネル： 1

トリガー・チャンネル： NONE

ケーブルの選択： Not selected

トリガー比： ÷1

波形の選択 

直流/矩形波機能の全ての波形は、二次メニュー画面で選択することができます。こ
れは下段にある「WAVEFORM」画面キーを押すことで選択されます。画面が切り
替わり、利用できる波形が表示されます： 
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WAVEFORMキー・ラベルが反転表示され、波形の選択が可能になっていること
が分かります。同様に現在選択されている波形のアイコンも反転表示されます。 

波形キーのいずれか (例：  キー) を押して異なる波形を選択すると、1つ前
の画面に戻り、選択した波形のアイコンが左上端に表示されます： 
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直流機能の選択 

2つの直流キーのいずれか、例えば  (負の直流) キーを押すと、1つ前の画面
に戻り、負の直流のアイコンが左上端に表示されます。画面上に表示されるパラ
メーターは、矩形波に代わって直流機能を反映したものに変わります： 
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直流/矩形波設定のまとめ 

「直流」と「矩形波」は同様の目的で使われるため、それらをまとめてデュアル
機能と考えることができます。従って共通の「Waveform」メニューの選択によ
って2つの機能を切り替えることができます。 

それぞれの波形ソフト・キーを押すと、直流と矩形波では表示されるパラメータ
ーが異なることが分かります。 

直流/矩形波機能の操作 

右側の画面キー — 桁編集/シーケンス・スクロール 

これらのキーは、カーソルが指示している値に対して作用します。以下に示すよ
うに、キーのラベルはカーソルの位置によって変化します。 

1.  単位/div にカーソルがあるとき：

X10 単位/div を10倍します

÷10 単位/div を10で割ります

Δ = Ø 偏差の値を現在の設定値またはゼロに切り替えます 

Ø 値の正負を切り替えます (直流機能のみ)

2.  倍率 にカーソルがあるとき：

Δ = Ø 偏差の値を現在の設定値またはゼロに切り替えます 

Ø 値の正負を切り替えます (直流機能のみ)

3.  Deviation にカーソルがあるとき：

Δ = Ø 偏差の値を現在の設定値またはゼロに切り替えます 

 偏差の値を絶対単位で表示します

 偏差の値を設定値の% で表示します

4.  Frequency/Period にカーソルがあるとき：

X10 指示値を10倍します



9500B 
オペレーター・マニュアル 

4-26 

÷10 指示値を10で割ります

Δ = Ø 偏差の値を現在の設定値またはゼロに切り替えます 

 表示を周波数から周期に変更します (直流機能は除く) 

 表示を周期から周波数に変更します (直流機能は除く) 

右側の画面キー — 数値入力編集 

右側の画面キーは、編集ボックス内の値に対して作用し、  キーの代わりとし
て機能します。ボックス内の値が設定されて、数値入力編集から桁編集/シーケ
ンス・スクロールに戻ります： 

Deviation にカーソルがあるとき： 

% 編集ボックス内の値を偏差の割合で設定します

V 編集ボックス内の値をボルトで設定します

mV 編集ボックス内の値をミリボルトで設定します

μV 編集ボックス内の値をマイクロボルトで設定します 

下部の画面キー — 桁編集、シーケンス・スクロール、および数値入力編集 

WAVE 
FORM 

3種類の矩形波または正負の直流の中から選択するための二次メニ
ュー画面を表示します。(波形の選択、直流機能の選択、および直
流/矩形波設定のまとめ各項を参照)。 

 任意の波形または直流の出力ON時に、UUTへの出力を接地します。 

CHANNEL 
SELECT 

画面上に設定された信号を5つのヘッドのいずれかに送信します。
また、トリガー・チャンネル、トリガー比、およびケーブル・チャ
ンネルの設定ができます (メニュー選択を参照)。 

 Directモードを選択します (Scopeモードを参照)。 

 
Scopeモードを選択します (Preferencesキーで選択した「1、2、
5」または「1、2、2.5、4、5」ステップ・シーケンスが設定され
ます) (はじめに、およびDirectモードを参照) 

矩形波機能の操作 

値の編集 

振幅 

出力電圧が 大値や 小値に設定されているとき、画面上の各項目 (単位/目盛、
倍率、偏差) の設定値はその出力電圧によって制限されます。  
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例： 

設定項目 
Ω LOAD = 1 MΩ Ω LOAD = 50 Ω 

小値 大値 小値 大値 

出力電圧限度 35.52 μV p-p 222.4 V p-p 35.52 μV p-p 5.56 V p-p 

単位/目盛  10 μV/div  50 V/div 10 μV/div 2 V/div 

倍率 1 10 1 10 

偏差 -11.20 % +11.20 % -11.20 % +11.20 % 
 

各値の設定が表に示した出力電圧限度を超えない範囲で、次のような各設定項目
を調整することができます (Scopeモード)： 

1. V/Div での単位/目盛 (調整可能なシーケンスは、1-2-5 または 1-2-2.5-4-5 
で初期値は 5 mV です)。 

2. 倍率 (整数 1 ～ 10 に調整でき、初期値は 4 です)。 

3. 偏差 % (有効数字 4 桁の分解能、小数点以下 2 桁の値で、(1) x (2) の値
に対して 大 ±11.20 % の範囲で調整でき、初期値はゼロです)。桁編集
または数値入力編集も可能です。 

4. 出力電圧 (調整は (1)、(2) および (3) を編集し、初期値は 20.000 mV で
す)。 

出力電圧の編集 

編集操作の一般ルールは、編集機能の項で説明した電圧値の編集時と同じです。 

タブ  キーとカーソル (Scopeモード) 

タブ・キーを繰り返し押すとカーソルが 初にあった単位/目盛の位置から倍
率、偏差へと移動し、また単位/目盛に戻ります。それぞれの位置でのカーソル
形状によって、使用できる編集の種類が分かります。 

単位/目盛 (Scopeモード) 

単位/divの項目で表示されるカーソル形状 (バー) は、 と  キーを使ったステ
ップ・シーケンス編集でのみ値の調整が可能であることを意味します。このと
き、 と   キーは無効です。 

 キーを使って初期値の「5 mV/div」から順に 10 mV/div、20 mV/div、50 
mV/div のように 50 V/div まで増加させることができます。ただし、他の設定項
目によって出力電圧が 5.56 V p-p (50 Ω 負荷時) または 222.40 V p-p (1 MΩ 負荷
時) を超えるような設定にはできません。同様に、  キーを使って単位/目盛を 
10 μV/div まで減少させることができます。ただし、出力電圧が 35.52 μV p-p 
(50 Ω および 1 MΩ 負荷時) 以下になるような設定にはできません。 

倍率 (Scopeモード) 

ここでも、 と   キーは無効です。初期値の「x 4」から、 と  キーを
使って 1 から 10 までの範囲で 1 つずつ値を増減することができます。ただし、他
の設定項目によって出力電圧がその限度を超えるような設定にはできません。単位/
目盛と倍率の積は「=」の右側に表示されます。 
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Deviation (ScopeおよびDirectモード) 

三角形のカーソルは全てのカーソル・キーが使用可能であることを意味します。 

Deviation (偏差) の割合は初期値の 00.00 % から、その分解能の範囲内で -
11.20 % から +11.20 % までの任意の値に変更することができます。ただし、他
の設定項目によって出力電圧がその限度を超えるような設定にはできません。単
位/目盛、倍率、および偏差を組み合わせた結果は「O/P Volts p-p」値として表
示されます。 

出力電圧 (ScopeおよびDirectモード) 

O/P Amplitude値は、他の設定項目を変更することによってのみ調整されます。 

出力電圧は初期値の 20.000 mV p-p から、その分解能の範囲内で 35.52 μV p-p 
(50 Ω および 1 MΩ 負荷時) から 5.56 V p-p (50 Ω 負荷時) または 222.40 V p-p 
(1 MΩ 負荷時) までの任意の値に変更することができます。 

周波数 (ScopeおよびDirectモード) 

出力周波数は初期値の 1 kHz から、その分解能の範囲内で 10 Hz から 100 kHz 
までの任意の値に変更することができます。 

低電圧 (LV) および高電圧 (HV) 状態 

安全上の理由から、感電を避けるため9500Bは直流/矩形波機能および高電圧エ
ッジ機能に対して、高電圧インターロック・システムを内蔵しています。インタ
ーロックのしきい値電圧の初期値は 100 V に設定されており、10 V ～ 110 V の
範囲から選択することができます。しきい値は不揮発性メモリに保存されます。 

しきい値未満の電圧は制約なく出力することができますが、しきい値以上の電圧
は本器を高電圧 (HV) 状態に切り替える操作をしなければ出力することはできま
せん。HV 状態に切り替わると連続した警告音が鳴ります。 

出力電圧が HV 状態の下限値より低くなると、HV 状態を終了します。その下限
値は常に、選択されたしきい値より 10 % 低い値であるため、このヒステリシス
内では本器の状態を変えずに出力をある程度調整することができます。 

ヒステリシス上下のしきい値は、画面上で設定された出力値 (偏差を含む) に対
して働きます。状態境界の初期値を図4-17に示します。図中の値は直流電圧機
能では DCV に、矩形波および高電圧エッジ機能では V pk-pk になります。 

90V 100V

 
gzh083.eps 

図 4-17.低電圧および高電圧状態の初期設定 

出力電圧を高電圧状態に増加させた場合 

任意の方法で出力電圧を増加させ、新しい値が高い方のしきい値以上になった場
合、OUTPUT が OFF のときは HV 状態に切り替わりますが観察できるような変
化は起きません。OUTPUT が ON のときは、増加させる前の値で ON を維持し
ます。このときは警告音とエラー・メッセージ「Confirm with ON」によって、
HV 状態に切り替えるための操作が必要であることを知らせます。ここで 
OUTPUT ON キーをもう一度押すと本器が HV 状態に切り替わり、わずかな遅
れのあと出力電圧が新しい値に上昇します。 

HV 状態で OUTPUT が ON の間はパルス・トーンが鳴り続けます。一旦 HV 状
態に切り替わると、OUTPUT を ON/OFF しても確認操作は必要ありません。 
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出力電圧を高電圧状態から減少させた場合 

任意の方法で出力電圧を減少させ、新しい値が HV 状態での低い方のしきい値未
満になった場合、本器は LV 状態に切り替わります。警告は表示されず、パル
ス・トーンは停止します。これは OUTPUT が OFF でも ON でも同じです。 

矩形波機能への適用性 

矩形波機能では、負荷設定が 1 MΩ のときの出力電圧のみが、しきい値設定の
小値 10 V を超えることができます。負荷設定が 50 Ω のときは高電圧状態に切
り替えることはできません。 

9500Bの矩形波機能を使ってUUTオシロスコープの振幅応答を校正する 

振幅を校正するには2種類の手順があります： 

1. 9500Bを固定ソースとして使い、オシロスコープを調整する。 

2. 9500Bを調整可能なソースとして使い、オシロスコープ側のずれを
9500Bの画面から読み取る。 

相互接続 

1. 9500Bの必要なチャンネル出力と校正対象となるUUTの信号チャンネル
入力を、適切なアクティブ・ヘッドを使って接続します。 

2. トリガーが必要な場合は、アクティブ・ヘッド (またはトリガー・ケーブ
ル) を使って9500Bの必要なチャンネル出力と校正対象となるチャンネル
用のUUTトリガー入力を接続します。 

UUTオシロスコープ — 9500Bを固定ソースとして使用した振幅校正 

次の手順は、9500BがManualモードになっていることを前提としています。ま
た、画面上の値の編集方法は省略します。不明な点がある場合は、本章前半を読
み直してください。 

9500BとUUTオシロスコープの設定 

1. 準備： 両機器の電源がONで、ウォームアップが完了していることを確
認してください。 

2. UUTオシロスコープ： 振幅校正のために必要な機能を選択してください。 

3. 9500B： 9500Bが矩形波機能で出力OFFになっていることを確認してく
ださい。他の機能が選択されている場合は画面右上の  ソフト・キー
を押してください。 

操作の手順 

UUTオシロスコープ・メーカーの校正ガイドにある、振幅校正設定ポイントの
表またはリストを参照してください。 

そのガイドで指定された校正手順に従い、次の操作 (1) ～ (6) を実行してくださ
い。 

1. 9500B： UUTオシロスコープの振幅校正ポイントに適した矩形波電圧p-
p、極性、周波数、および負荷インピーダンスになるように、正面パネル
から操作して9500Bの出力を設定してください。 

2. UUTオシロスコープ：  

a. 校正ポイント用の正しいチャンネルを選択してください。 

b. 校正ポイント用の正しいレンジを選択してください。 
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3. 9500B： 出力をONにしてください。 

4. UUTオシロスコープ：  

a. 表示が安定するように掃引速度とトリガー・レベルを調整してくださ
い。 

b. 振幅応答を観測し、記録してください。 

5. 校正：  

a. 校正調整が可能な場合は、UUTの応答を9500Bの画面上で設定した値
に適合するように調整してください。詳細はUUTオシロスコープ・メ
ーカーの校正ガイドを参照してください。 

b. UUTオシロスコープの調整が不可能な場合は、その校正ポイントにお
ける応答を記録してください。詳細はUUTオシロスコープ・メーカー
の校正ガイドを参照してください。 

6. 9500B： 出力をOFFにしてください。 

UUTオシロスコープ — 9500Bを調整可能なソースとして使用した振幅校正 

次の手順は、9500BがManualモードになっていることを前提としています。ま
た、画面上の値の編集方法は省略します。不明な点がある場合は、本章前半を読
み直してください。 

9500BとUUTオシロスコープの設定 

1. 準備： 両機器の電源がONで、ウォームアップが完了していることを確
認してください。 

2. UUTオシロスコープ： 振幅校正のために必要な機能を選択してください。 

3. 9500B： 9500Bが矩形波機能で出力OFFになっていることを確認してく
ださい。他の機能が選択されている場合は画面右上の  ソフト・キー
を押してください。 

操作の手順 

UUTオシロスコープ・メーカーの校正ガイドにある、振幅校正設定ポイントの
表またはリストを参照してください。 

そのガイドで指定された校正手順に従い、次の操作 (1) ～ (6) を実行してくださ
い。 

1. 9500B： UUTオシロスコープの振幅校正ポイントに適した矩形波電圧p-
p、極性、周波数、および負荷インピーダンスになるように、正面パネル
から操作して9500Bの出力を設定してください。 

2. UUTオシロスコープ：  

a. 校正ポイント用の正しいチャンネルを選択してください。 

b. 校正ポイント用の正しいレンジを選択してください。 

3. 9500B： 出力をONにしてください。 

4. UUTオシロスコープ：  

a. 表示が安定するように掃引速度とトリガー・レベルを調整してくださ
い。 

b. 振幅応答を観測し、記録してください。 

5. 校正：  

a. UUTの応答が9500Bの設定に適合するまで、9500Bの偏差調整を使っ
て出力電圧を調整します。詳細はUUTオシロスコープ・メーカーの校
正ガイドを参照してください。 
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b. 9500B画面上の出力電圧を記録してください。詳細はUUTオシロスコ
ープ・メーカーの校正ガイドを参照してください。 

6. 9500B： 出力をOFFにしてください。 

直流機能の操作 

極性 

波形選択画面 

電源オンの初期画面で、WAVEFORM画面キーを押すと波形メニュー画面に切り
替わります： 

 
erw084.eps 

正負極性の直流電圧出力が、単に2つの異なる波形として表示されます。例え
ば、上図の設定で  キーを押すと負の値が選択された直流機能画面が表示さ
れます (周波数パラメーターは画面から消えます)。 

 
erw085.eps 

直流機能に入ってしまえば、波形を選択し直さなくても極性を変えることができ
ます。+/- 画面キーを押すと正負の直流電圧が交互に切り替わります。極性の選
択状態は画面左上端の機能アイコンによって示され、O/P Amplitude値の + また
は - の記号によっても確認できます。 
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値の編集 

振幅 

出力電圧が 大値や 小値に設定されているとき、画面上の各項目 (単位/目盛、
倍率、偏差) の設定値はその出力電圧によって制限されます。例： 

設定項目 
Ω LOAD = 1 MΩ Ω LOAD = 50 Ω 

小値 大値 小値 大値 

出力電圧限度 ±888.00 μVDC ±222.4 V p-p ±888.00 μVDC ±5.56 V 

単位/目盛  0.20 mV/div 50 V/div 0.20 mV/div 2 V/div 

倍率 1 10 1 10 

偏差 -11.20 % +11.20 % -11.20 % +11.20 % 
 

各値の設定が表に示した出力電圧限度を超えない範囲で、次のような各設定項目
を調整することができます (Scopeモード)： 

1. V/Div での単位/目盛 (調整可能なシーケンスは、1-2-5 または 1-2-2.5-4-5 
で初期値は 5 mV です)。 

2. 倍率 (整数 1 ～ 10 に調整でき、初期値は 4 です)。 

3. 偏差 % (有効数字 4 桁の分解能、小数点以下 2 桁の値で、(1) x (2) の値
に対して 大 ±11.20 % の範囲で調整でき、初期値はゼロです)。桁編集
または数値入力編集も可能です。 

4. 出力電圧 (調整は桁編集/シーケンス・スクロールのみで (1)、(2) および 
(3) を編集し、初期値は 20.000 mV です)。 

出力電圧の編集 

編集操作のルールは、矩形波出力電圧の編集時と同じです。周波数調整はなく、
極性は変更できます。 

低電圧 (LV) および高電圧 (HV) 状態 

直流機能における高電圧状態への切り替えと終了は、矩形波機能でのルールと同
じように制御されます (低電圧 (LV) および高電圧 (HV) 状態、を参照してくださ
い)。直流機能でのしきい値設定範囲は、±10 VDC ～ ±110 VDC (pk-pkではあ
りません) です。 

多チャンネル直流機能の操作 

9500Bは9510、9520、9530、または9560 アクティブ・ヘッドが接続された全
てのチャンネルから、直流の同時出力が可能です。 

この機能は主に、自動化されたリモート制御下で電圧の直線性校正の速度を上げ
る目的で使われますが、9500Bの正面パネル操作部とディスプレイからの手動操
作で設定することも可能です。 
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直流/矩形波機能から直流波形が選択されているときは、CHANNEL SELECT 二
次メニューの中のMULTI CHANNELソフト・キーが使用可能になります。  

多チャンネル直流出力は、入力インピーダンスが 1 MΩ のUUTに対してのみ構
成することができます。 

MULTI CHANNELキーで多チャンネル機能のON/OFFを切り替えます。OFFにす
るとチャンネル選択の操作は変更されず、直前の設定状態のままになります。信
号チャンネルの項を参照してください。ONにすると (反転表示) 出力を任意のチ
ャンネルまたは全チャンネルから出力するように、MULTI CHANNELの上部ソ
フトキーでON/OFFを切り替えることができます。 

9500Bの直流機能を使ってUUTオシロスコープの振幅応答を校正する 

振幅を校正するには2種類の手順があります： 

1. 9500Bを固定ソースとして使い、オシロスコープを調整する。 

2. 9500Bを調整可能なソースとして使い、オシロスコープ側のずれを
9500Bの画面から読み取る。 

相互接続 

1. 9500Bの必要なチャンネル出力と校正対象となるUUTの信号チャンネル
入力を、適切なアクティブ・ヘッドを使って接続します。 

2. トリガーが必要な場合は、アクティブ・ヘッド (またはトリガー・ケーブ
ル) を使って9500Bの必要なチャンネル出力と校正対象となるチャンネル
用のUUTトリガー入力を接続します。 

UUTオシロスコープ： 9500Bを直流電圧の固定ソースとして使用した振幅校正 

次の手順は、9500BがManualモードになっていることを前提としています。ま
た、画面上の値の編集方法は省略します。不明な点がある場合は、前半を読み直
してください。 

9500BとUUTオシロスコープの設定 

1. 準備： 両機器の電源がONで、ウォームアップが完了していることを確
認してください。 

2. UUTオシロスコープ： 振幅校正のために必要な機能を選択してください。 

3. 9500B： 9500Bが直流機能で出力OFFになっていることを確認してくだ
さい。他の機能が選択されている場合は画面右上の  ソフト・キーを
押し、次にWAVEFORM画面キーを押してください。必要に応じて  
または  を選択してください。 
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操作の手順 

UUTオシロスコープ・メーカーの校正ガイドにある、振幅校正設定ポイントの
表またはリストを参照してください。 

そのガイドで指定された校正手順に従い、次の操作 (1) ～ (8) を実行してくださ
い。 

1. 9500B： UUTオシロスコープの振幅校正ポイントに適した直流電圧、極
性、および負荷インピーダンスになるように、正面パネルから操作して
9500Bの出力を設定してください。 

2. UUTオシロスコープ：  

a. 校正ポイント用の正しいチャンネルを選択してください。 

b. 必要に応じて「DC結合」を選択してください。 

c. 校正ポイント用の正しいレンジを選択してください。 

3. 9500B：  

a. ゼロ基準を出力するため、下段の  画面キーを押してください。 

b. 出力をONにしてください。 

4. UUTオシロスコープ： 軌跡をゼロ目盛に合わせるようにY軸を調整して
ください。 

5. 9500B： もう一度、下段の  画面キーを押して、ゼロ基準を解除して
ください。 

6. UUTオシロスコープ：  

a. オシロスコープを自動トリガーにするか、9500Bからの100Hzトリガ
ーを使用してください。表示が安定するようにUUTを調整してくださ
い。 

b. 直流レベルのゼロ目盛からの変化を観測し、記録してください。 

7. 校正：  

a. 校正調整が可能な場合は、UUTの応答を9500Bの画面上で設定した値
に適合するように調整してください。詳細はUUTオシロスコープ・メ
ーカーの校正ガイドを参照してください。 

b. UUTオシロスコープの調整が不可能な場合は、その校正ポイントにお
ける応答を記録してください。詳細はUUTオシロスコープ・メーカー
の校正ガイドを参照してください。 

8. 9500B： 出力をOFFにしてください。 

UUTオシロスコープ — 9500Bを調整可能な直流電圧ソースとして使用した振幅校正 

次の手順は、9500BがManualモードになっていることを前提としています。ま
た、画面上の値の編集方法は省略します。不明な点がある場合は、本章前半を読
み直してください。 

9500BとUUTオシロスコープの設定 

1. 準備： 両機器の電源がONで、ウォームアップが完了していることを確
認してください。 

2. UUTオシロスコープ： 振幅校正のために必要な機能を選択してください。 

3. 9500B： 9500Bが直流機能で出力OFFになっていることを確認してくだ
さい。他の機能が選択されている場合は画面右上の  ソフト・キーを
押し、次にWAVEFORM画面キーを押してください。必要に応じて  
または  を選択してください。 
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操作の手順 

UUTオシロスコープ・メーカーの校正ガイドにある、振幅校正設定ポイントの
表またはリストを参照してください。 

そのガイドで指定された校正手順に従い、次の操作 (1) ～ (8) を実行してくださ
い。 

1. 9500B： UUTオシロスコープの振幅校正ポイントに適した直流電圧、極
性、および負荷インピーダンスになるように、正面パネルから操作して
9500Bの出力を設定してください。 

2. UUTオシロスコープ：  

a. 校正ポイント用の正しいチャンネルを選択してください。 

b. 必要に応じて「DC結合」を選択してください。 

c. 校正ポイント用の正しいレンジを選択してください。 

3. 9500B：  

a. ゼロ基準を出力するため、下段の  画面キーを押してください。 

b. 出力をONにしてください。 

4. UUTオシロスコープ： 軌跡をゼロ目盛に合わせるようにY軸を調整して
ください。 

5. 9500B： もう一度、下段の  画面キーを押して、ゼロ基準を解除して
ください。 

6. UUTオシロスコープ：  

a. オシロスコープを自動トリガーにするか、9500Bからの100Hzトリガ
ーを使用してください。表示が安定するようにUUTを調整してくださ
い。 

b. 直流レベルのゼロ目盛からの変化を観測し、記録してください。 

7. 校正：  

a. UUTの応答が9500Bの設定に適合するまで、9500Bの偏差調整を使っ
て出力電圧を調整します。詳細はUUTオシロスコープ・メーカーの校
正ガイドを参照してください。 

b. 9500B画面上の出力電圧を記録してください。詳細はUUTオシロスコ
ープ・メーカーの校正ガイドを参照してください。 

8. 9500B： 出力をOFFにしてください。 

正弦波機能 
ここでは、9500Bを使って正弦波を発生させ、オシロスコープの平坦度および帯
域幅の校正に利用する方法を説明します。 

相互接続の詳細と正面パネル操作部の詳しい操作方法については、相互接続、
Manualモード — 機能選択、および編集機能の各項を参照してください。 
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初期設定 

Manualモードが選択されるとシステムの初期設定では直流/矩形波機能に入り、
直流/矩形波機能の初期メニュー画面が表示されます。正弦波機能を選択するに
は、「OSCILLOSCOPE CALIBRATOR」パネルの右側にある  ファンクショ
ン・キーを押します。 

待機状態からの復帰時を除いて、 メニュー画面は常に下図のような初期設定
の状態で表示されます： 

 
erw087.eps 

上図の初期画面では、50 kHz の周波数が自動的に選択されています。偏差の初
期値はゼロ、出力電圧は 30.000 mVp-p です。周波数は 0.1 Hz ～ 1.1 GHz 
(9500B/1100の場合 — 他のモデルは第7章の仕様をご参照ください) の範囲で変
更可能です。 

メニュー選択 

デュアル・チャンネル操作を除いて、信号チャンネル選択、トリガー・チャンネ
ル選択、ケーブル選択およびトリガー比は、全て通常の直流/矩形波機能と同じ
ように操作します。メニューの選択をご参照ください。 

チャンネル設定のメモリ保存 

チャンネル設定のメモリ保存の項をご参照ください。 

右側の画面キー — 桁編集/シーケンス・スクロール 

これらのキーは、カーソルが指示している値に対して作用します。 以下に示す
ように、キーのラベルはカーソルの位置によって変化します。 

1.  単位/div にカーソルがあるとき：

X10 単位/div を10倍します

÷10 単位/div を10で割ります

Δ = Ø 偏差の値を現在の設定値またはゼロに切り替えます 

 周波数を現在の設定値または参照周波数に切り替えます 

2.  倍率 にカーソルがあるとき：

Δ = Ø 偏差の値を現在の設定値またはゼロに切り替えます 

 周波数を現在の設定値または参照周波数に切り替えます 

3.  Deviation にカーソルがあるとき：

Δ = Ø 偏差の値を現在の設定値またはゼロに切り替えます 
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 偏差の値を絶対単位で表示します

 偏差の値を設定値の% で表示します

 周波数を現在の設定値または参照周波数に切り替えます 

4.  Frequency/Period にカーソルがあるとき：

X10 指示値を10倍します

÷10 指示値を10で割ります

Δ = Ø 偏差の値を現在の設定値またはゼロに切り替えます 

 周波数を現在の設定値または参照周波数に切り替えます 

 表示を周波数から周期に変更します

 表示を周期から周波数に変更します

右側の画面キー — 数値入力編集 

右側の画面キーは、編集ボックス内の値に対して作用し、  キーの代わりとし
て機能します。ボックス内の値が設定されて、数値入力編集から桁編集/シーケ
ンス・スクロールに戻ります： 

Deviation にカーソルがあるとき：

% 編集ボックス内の値を偏差の割合で設定します

V 編集ボックス内の値をボルトで設定します

mV 編集ボックス内の値をミリボルトで設定します

Frequencyにカーソルがあるとき：

Hz 編集ボックス内の値をヘルツで設定します

kHz 編集ボックス内の値をキロヘルツで設定します

MHz 編集ボックス内の値をメガヘルツで設定します

GHz 編集ボックス内の値をギガヘルツで設定します

下部の画面キー — 桁編集/シーケンス・スクロール、および数値入力編集 

CHANNEL 
SELECT 

画面上に設定された信号を5つのヘッドのいずれかに送信します。
また、トリガー・チャンネル、トリガー比、およびケーブル・チャ
ンネルの設定ができます (メニュー選択を参照)。 

 現在Scopeモードです。キーを押してDirectモードを選択します
(Scopeモードを参照)。 

 現在Directモードです。キーを押してScopeモードを選択します
(Preferencesキーで選択した「1、2、5」または「1、2、2.5、4、
5」ステップ・シーケンスが設定されます) (はじめに、および
Directモードを参照) 

正弦波機能の操作 

値の編集 

振幅 

出力電圧が 大値や 小値に設定されているとき、画面上の各項目 (単位/目盛、
倍率、偏差) の設定値はその出力電圧によって制限されます (表4-1を参照してく
ださい)。 



9500B 
オペレーター・マニュアル 

4-38 

表 4-1.正弦波機能 — 出力電圧限度と設定項目の制限値 

 周波数： 100 mHz ～ 550.00 MHz 周波数： 550.01 MHz ～ 1.1 GHz 

小値 大値 小値 大値 

出力電圧限度 4.44 mV p-p 5.56 V p-p 4.44 mV p-p 3.336 V p-p 

単位/目盛  1 mV/div 2 V/div 1 mV/div 2 V/div 

倍率 1 10 1 10 

偏差 -11.20 % +11.20 % -11.20 % +11.20 % 
 

各値の設定が表に示した出力電圧限度を超えない範囲で、次のような各設定項目
を調整することができます (Scopeモード)： 

1. V/Div での単位/目盛 (調整可能なシーケンスは、1-2-5 または 1-2-2.5-4-5 
(「Pref」を使って設定した場合) で初期値は 5 mV です)。 

2. 倍率 (整数 1 ～ 10 に調整でき、初期値は 6 です)。 

3. 偏差 % (有効数字 4 桁の分解能、小数点以下 2 桁の値で、(1) x (2) の値
に対して 大 ±11.20 % の範囲で調整でき、初期値はゼロです)。桁編
集、シーケンス・スクロール、または数値入力編集も可能です。 

4. 出力電圧 (調整は桁編集/シーケンス・スクロールのみで (1)、(2) および 
(3) を編集し、初期値は 30.000 mV です)。 

出力電圧の編集 

編集の一般ルールは、編集機能の項で説明した電圧値の編集時と同じです。 

タブ  キーとカーソル (Scopeモード) 

タブ・キーを繰り返し押すとカーソルが 初にあった単位/目盛の位置から倍
率、偏差へと移動し、 後に周波数へと移動したあと単位/目盛に戻ります。そ
れぞれの位置でのカーソル形状によって、その値を調整可能な編集タイプが分か
ります。 

単位/目盛 (Scopeモード) 

単位/目盛で表示されるカーソル形状 (バー) は、値の調整が  と  キーを使っ
たステップ・シーケンス編集のみ可能であることを意味します。このとき、
 と   キーは無効です。 

 キーを使って初期値の「5 mV/div」から順に 10 mV/div、20 mV/div、50 
mV/div のように 2 V/div まで増加させることができます。ただし、他の設定項目
によって出力電圧が 5.56 V p-p (≤550 MHz 時) または 3.336 V p-p (>550 MHz 
時) を超えるような設定にはできません。同様に、 キーを使って単位/目盛を 
1 mV/div まで減少させることができます。ただし、出力電圧が 4.44 mVpp (全周
波数において) 以下になるような設定にはできません。 

倍率 (Scopeモード) 

ここでも、 と   キーは無効です。初期値の「x 6」から、 と  キーを
使って 1 から 10 までの範囲で 1 つずつ値を増減することができます。ただし、他
の設定項目によって出力電圧がその限度を超えるような設定にはできません。単位/
目盛と倍率の積は「=」の右側に表示されます。 
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偏差 (ScopeおよびDirectモード) 

他の機能の場合と同様に、三角形のカーソルは全てのカーソル・キーが使用可能
であることを意味します。偏差の割合は初期値の 00.00 % から、その分解能の
範囲内で -11.20 % から +11.20 % までの任意の値に変更することができます。
単位/目盛、倍率、および偏差を組み合わせた結果は「O/P Amplitude」のp-p値
として表示されます。 

出力電圧 (ScopeおよびDirectモード) 

O/P Amplitude値は、他の設定項目を変更することによってのみ調整されます。 

周波数 (ScopeおよびDirectモード)。 

三角形のカーソルは全てのカーソル・キーが使用可能であることを意味します。 

出力周波数は初期値の 50 kHz から、その分解能の範囲内で 100 mHz から 1.1 
GHz まで (O/P Amplitude ≤3.336 Vp-p のとき)、または 100 mHz から 550 MHz 
まで (有効な全てのO/P Amplitude値の場合) の任意の値に変更することができま
す。 

入力インピーダンスが 1 MΩ のUUTオシロスコープに対する制約 

高い周波数 (例えば 100 MHz 以上) の正弦波機能を用いる際には、UUTオシロス
コープの入力インピーダンスは 50 Ω に設定するようにしてください。その設定
によって、9500Bの出力信号がUUTの中で正しく終端されます。 

しかし、入力に 50 Ω の終端機能を持たないオシロスコープも数多くあります。
そのような機器を校正する場合、1 MW を駆動するように構成された9500Bはそ
のアクティブ・ヘッド (9510、9520、9530 のみ) 内の 50 Ω 終端を使用します。
しかし、この方法の効果は、UUTの入力増幅器までの短い有限信号経路長とそ
の入力容量によって制限されます。このような終端されていない伝送線からは、
大きな正弦波振幅誤差が生じる場合があります。 

UUTのデザインと構造に大きく依存するUUT入力減衰器が選択 (V/div の調整) さ
れていると、誤差の大きさおよび誤差が大きくなる周波数は変化します。 

信号経路長によるエラーは9500B出力とUUT入力の間の終端に 50 W の BNC を
用いることで、わずかに減らせる場合があります。この場合も効果はUUT内に
残っている経路長と容量によって制限されます。 

入力インピーダンス 1 M のUUT入力に対しては、全ての場合で 500 MHz 以上の
周波数の使用は適切ではありません。 

デュアル・チャンネル操作 

デュアル・チャンネルの設定 (2チャンネル/2ヘッド) 

「チャンネル・トリガー感度」や「X/Yテスト」のような特定のオシロスコープ
試験や校正手順においては、オシロスコープに同一の正弦波信号を2つ供給する
必要があります。デュアル・チャンネル正弦波機能は、ケーブル連結器の挿入を
せずに9500BとUUTオシロスコープを接続したままで使うことができます。これ
は特に、自動校正や試験を行う際に便利です。 

注記 
この機能を使うためには2つのヘッドが接続され、使用可能な状態
になっている必要があります。 
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2つのチャンネルを使うときは、チャンネルの一方を「マスター」に、他方を「スレ
ーブ」に指定する必要があります。マスター・チャンネルがフィードバックを制御
し、スレーブはその信号を繰り返します。2つのチャンネルを選ぶには、CHANNEL 
SELECT ソフト・キーを押してマスター・チャンネルを選択します。下図では信号
チャンネル3になっています： 

 
erw088.eps 

ここでDUAL CHANNEL ソフト・キーを押すと、デュアル・チャンネルのアイ
コンが表示されます。 

 
erw089.eps 

次にスレーブ・チャンネルを選択します。下図では信号チャンネル2になってい
ます： 

 
erw090.eps 

両方のチャンネルのキー・ラベルと、デュアル・チャンネル・ラベルが
反転表示されます。2つのチャンネルが選択されていることが画面中央上
にある枠内に示され、マスターの方が先に表示されます。 
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EXITを押すと、その他のパラメーターを設定するため、デュアル・チャ
ンネル正弦波のメイン画面に戻ります。 

 
erw091.eps 

デュアル・チャンネル正弦波機能を起動すると、正弦波振幅レンジの上
限値が半分になります。 

9500Bの定振幅正弦波機能を使ってUUTオシロスコープの平坦度/帯域幅応答を校正す
る 

平坦度および帯域幅を校正するには2種類の手順があります： 

1. 9500Bを固定ソースとして使い、オシロスコープを調整する。 

2. 9500Bを調整可能なソースとして使い、オシロスコープ側のずれを
9500Bの画面から読み取る。 

相互接続 

1. 9500Bの必要なチャンネル出力と校正対象となるUUTの信号チャンネル
入力を、アクティブ・ヘッドを使って接続します。 

2. トリガーが必要な場合は、アクティブ・ヘッド (またはトリガー・ケーブ
ル) を使って9500Bの必要なチャンネル出力とUUTトリガー入力を接続し
ます。 

共通設定 

次の手順は、9500BがManualモードになっていることを前提としています。ま
た、画面上の値の編集方法は省略します。不明な点がある場合は、本章前半を読
み直してください。 

9500BとUUTオシロスコープの設定 

1. 準備： 両機器の電源がONで、ウォームアップが完了していることを確
認してください。 

2. UUTオシロスコープ： 平坦度校正のために必要な機能を選択してくださ
い。 

3. 9500B： 9500Bが正弦波機能で出力OFFになっていることを確認してく
ださい。他の機能が選択されている場合は正面パネル右側の  キーを押
してください。 
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UUTオシロスコープ — 9500Bを固定ソースとして使用した平坦度校正 

操作の手順 

UUTオシロスコープ・メーカーの校正ガイドにある、平坦度校正設定ポイント
の表またはリストを参照してください。 

そのガイドで指定された校正手順に従い、次の操作 (1) ～ (6) を実行してくださ
い。 

1. 9500B： UUTオシロスコープの平坦度校正ポイントに適した正弦波電圧
p-p、周波数、および負荷インピーダンスになるように、正面パネルから
操作して9500Bの出力を設定してください。  

2. UUTオシロスコープ：  

a. 校正ポイント用の正しいチャンネルを選択してください 

b. 校正ポイント用の正しいレンジを選択してください。 

3. 9500B： 出力をONにしてください。 

4. UUTオシロスコープ：  

a. 表示が安定するように掃引速度とトリガー・レベルを調整してくださ
い。 

b. 振幅応答を観測し、記録してください。 

5. 校正： 

a. 校正調整が可能な場合は、UUTの応答を9500Bの画面上で設定した値
に適合するように調整してください。詳細はUUTオシロスコープ・メ
ーカーの校正ガイドを参照してください。 

b. UUTオシロスコープの調整が不可能な場合は、その校正ポイントにお
ける応答を記録してください。詳細はUUTオシロスコープ・メーカー
の校正ガイドを参照してください。 

6. 9500B： 出力をOFFにしてください。 

UUTオシロスコープ — 9500Bを調整可能なソースとして使用した平坦度校正 

操作の手順 

UUTオシロスコープ・メーカーの校正ガイドにある、振幅校正設定ポイントの
表またはリストを参照してください。 

そのガイドで指定された校正手順に従い、次の操作 (1) ～ (6) を実行してくださ
い。 

1. 9500B： UUTオシロスコープの平坦度校正ポイントに適した正弦波電圧
p-p、周波数、および負荷インピーダンスになるように、正面パネルから
操作して9500Bの出力を設定してください。 

2. UUTオシロスコープ：  

a. 校正ポイント用の正しいチャンネルを選択してください。 

b. 校正ポイント用の正しいレンジを選択してください。 

3. 9500B： 出力をONにしてください。 

4. UUTオシロスコープ：  

a. 表示が安定するように掃引速度とトリガー・レベルを調整してくださ
い。 

b. 振幅応答を観測し、記録してください。 
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5. 校正： 

a. UUTの応答が9500Bの設定に適合するまで、9500Bの偏差調整を使っ
て出力電圧を調整します。詳細はUUTオシロスコープ・メーカーの校
正ガイドを参照してください。 

b. 9500B画面上の出力電圧を記録してください。詳細はUUTオシロスコ
ープ・メーカーの校正ガイドを参照してください。 

6. 9500B： 出力をOFFにしてください。 

エッジ機能 
ここでは、9500Bを使って規定されたパルス・エッジを発生させ、オシロスコー
プのパルス応答試験に利用する方法を説明します。 

相互接続の詳細と正面パネル操作部の詳しい操作方法については、相互接続、
Manualモード — 機能選択、および編集機能の各項を参照してください。 

初期設定 

Manualモードが選択されるとシステムの初期設定では直流/矩形波機能に入り、
直流/矩形波機能の初期メニュー画面が表示されます。エッジ機能を選択するに
は、「OSCILLOSCOPE CALIBRATOR」パネルの右側にある  ファンクショ
ン・キーを押します。 

待機状態からの復帰時を除いて、 エッジ・メニュー画面は常に下図のような初
期設定の状態で表示されます： 

 
erw092.eps 

上図の初期画面では、1 MHz の周波数、500 ps の立ち上がり時間、偏差ゼロ、
および 1 Vpk-pk の出力が自動的に選択されています。 

メニュー選択 

信号チャンネル選択、トリガー・チャンネル選択、ケーブル選択およびトリガー
比は、全て通常の直流/矩形波機能と同じように操作します。メニューの選択を
ご参照ください。 

チャンネル設定のメモリ保存 

チャンネル設定のメモリ保存の項をご参照ください。 
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右側の画面キー — 桁編集 

これらのキーは、カーソルが指示している値に対して作用します。  

以下に示すように、キーのラベルはカーソルの位置によって変化します。 

1.  単位/div にカーソルがあるとき：

X10 単位/div を10倍します

÷10 単位/div を10で割ります

Δ = Ø 偏差の値を現在の設定値またはゼロに切り替えます 

 立ち下がりエッジを選択します (機能アイコンも変化します) 

 立ち上がりエッジを選択します (機能アイコンも変化します) 

2.  倍率 にカーソルがあるとき：

Δ = Ø 偏差の値を現在の設定値またはゼロに切り替えます 

 立ち下がりエッジを選択します (機能アイコンも変化します) 

 立ち上がりエッジを選択します (機能アイコンも変化します) 

3.  Deviation にカーソルがあるとき：

Δ = Ø 偏差の値を現在の設定値またはゼロに切り替えます 

 立ち下がりエッジを選択します (機能アイコンも変化します) 

 立ち上がりエッジを選択します (機能アイコンも変化します) 

 偏差の値を絶対単位で表示します

 偏差の値を設定値の% で表示します

4.  Frequency/Period にカーソルがあるとき：

X10 指示値を10倍します

÷10 指示値を10で割ります

Δ = Ø 偏差の値を現在の設定値またはゼロに切り替えます 

 立ち下がりエッジを選択します (機能アイコンも変化します) 

 立ち上がりエッジを選択します (機能アイコンも変化します) 

 表示を周波数から周期に変更します

 表示を周期から周波数に変更します

5.  Fast にカーソルがあるとき： 

 150 ps パルス機能を選択します (機能アイコンも変化します) 

 70 ps パルス機能を選択します (機能アイコンも変化します) 

 25 ps パルス機能を選択します (機能アイコンも変化します) 
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右側の画面キー — 直接編集 

右側の画面キーは、編集ボックス内の値に対して作用し、  キーの代わりとし
て機能します。ボックス内の値が設定されて、直接編集から桁編集に戻ります： 

Deviation にカーソルがあるとき：

% 編集ボックス内の値を偏差の割合で設定します

V 編集ボックス内の値をボルトで設定します

mV 編集ボックス内の値をミリボルトで設定します

下部の画面キー — 桁編集および直接編集 

 高電圧エッジ・パルスを選択します (選択時は反転表示されます)

 500 ps エッジ・パルスを選択します (選択時は反転表示されます)

 高速エッジ・パルスを選択します (選択時は反転表示されます)

CHANNEL 
SELECT 

画面上に設定された信号を5つのヘッドのいずれかに送信します。
また、トリガー・チャンネル、トリガー比、およびケーブル・チャ
ンネルの設定ができます (メニュー選択を参照)。 

 Directモードを選択します (Scopeモードを参照)。 

 Scopeモードを選択します (Preferencesキーで選択した「1、2、
5」または「1、2、2.5、4、5」ステップ・シーケンスが設定され
ます) (はじめに、およびDirectモードを参照) 

エッジ機能の操作 

値の編集 

本項の説明は、9510 または 9530 アクティブ・ヘッドの使用を前提としていま
す。他のヘッドでは、出力レベルと周波数の限界値が異なります (エッジ機能を
参照してください)。 

振幅 

出力電圧が 大値や 小値に設定されているとき、画面上の各項目 (単位/目盛、
倍率、偏差) の設定値はその出力電圧によって制限されます (表4-2を参照してく
ださい)。 

表 4-2.エッジ機能 — 出力電圧限度と設定項目の制限値 

 9510 または 9530 ヘッド (高電圧エッジ) 500ps エッジ、および高速エッジ 

周波数： 10 Hz ～ 100 kHz 周波数： 10 Hz ～ 2 MHz 

小値 大値 小値 大値 

出力電圧限度 888 mV p-p 5.56 V p-p 4.44 mV p-p 3.10 V p-p 

単位/目盛 0.2 V/div 2 V/div 1 mV/div 1 V/div 

倍率 1 5 1 10 

偏差 -11.20 % +11.20 % -11.20 % +11.20 % 
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各値の設定が表に示した出力電圧限度を超えない範囲で、次のような各設定項目
を調整することができます (Scopeモード)： 

1. V/Div での単位/目盛 (調整可能なシーケンスは、1-2-5 または 1-2-2.5-4-5 
で初期値は 1 V (高電圧エッジ時) または 0.2 V (その他のエッジ) です)。 

2. 倍率 (高電圧エッジ時は整数 1 ～ 5 に調整でき、初期値は 5 です。その
他のエッジでは整数 1 ～ 10 に調整でき、初期値は 5 です)。 

3. 偏差 % (有効数字 4 桁の分解能、小数点以下 2 桁の値で、(1) x (2) の値
に対して 大 ±11.20 % の範囲で調整でき、初期値はゼロです)。桁編集
または直接編集も可能です。 

4. 出力電圧 (調整は桁編集のみで (1)、(2) および (3) を編集し、初期値は 5 
V (高電圧エッジ時) または 1 V (その他のエッジ) です)。 

出力電圧の編集 

「桁」および「直接」編集操作の一般ルールは、編集機能の項で説明した電圧値
の編集時と同じです。 

タブ  キーとカーソル (Scopeモード) 

タブ・キーを繰り返し押すとカーソルが 初にあった単位/目盛の位置から倍
率、偏差へと移動し、 後に周波数へと移動したあと単位/目盛に戻ります。そ
れぞれの位置でのカーソル形状によって、その値を調整可能な編集タイプが分か
ります。 

単位/目盛 (Scopeモード)  

単位/目盛で表示されるカーソル形状 (バー) は、値の調整が  と  キーを使っ
たステップ・シーケンス編集のみ可能であることを意味します。このとき、
 と   キーは無効です。 

500ps エッジ、および高速エッジ： 

 キーを使って初期値の「0.2 V/div」から順に 0.5 V/div のように 1 V/div まで
増加させることができます。ただし、他の設定項目によって出力電圧が 3.00 V 
p-p を超えるような設定にはできません。同様に、 キーを使って単位/目盛を 
0.1 V/div のように 1 mV/div まで減少させることができます。ただし、出力電圧
が 4.44 mV p-p (全周波数において) 以下になるような設定にはできません。 

高電圧エッジ： 

高電圧エッジの初期値は「1 V/div」で上限は 2 V/div です (出力振幅上限は 1 MΩ 
負荷時 5.56 Vp-p です)。下限は 0.2 V/div ～ 1 mV/div です (出力振幅下限は 888 
mVp-p です)。 

倍率 (Scopeモード) 

500 ps エッジ、高速エッジ、および高電圧エッジ： 

ここでも、 と   キーは無効です。初期値の「x 5」から、 と  キー
を使って 1 から 10 までの範囲で 1 つずつ値を増減することができます。ただ
し、出力電圧がその限度を超えるような設定にはできません。単位/目盛と倍率
の積は「=」の右側に表示されます。 
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偏差 (ScopeおよびDirectモード) 

他の機能の場合と同様に、三角形のカーソルは全てのカーソル・キーが使用可能
であることを意味します。偏差の割合は初期値の 00.00 % から、その分解能の
範囲内で -11.20 % から +11.20 % までの任意の値に変更することができます。
ただし、出力電圧がその限度を超えるような設定にはできません。単位/目盛、
倍率、および偏差を組み合わせた結果は「O/P Amplitude」のp-p値として表示さ
れます。 

出力電圧 (ScopeおよびDirectモード) 

O/P Amplitude値は、他の設定項目を変更することによってのみ調整されます。 

500ps エッジ、および高速エッジ： 

エッジの出力電圧は初期値の 1.0000 V p-p から、その分解能の範囲内で 4.44 
mVp-p から 3.0000 Vp-p までの任意の値に変更することができます。本器のソ
フトウェアによって各設定項目の値がそれぞれの限度内に設定されます。 

高電圧エッジ： 

出力電圧は初期値の 5.0000 V p-p から、その分解能の範囲内で 888 mVp-p から 
5.56 Vp-p まで (1 MΩ 負荷時のみ) の任意の値に変更することができます。本器
のソフトウェアによって各設定項目の値がそれぞれの限度内に設定されます。 

周波数 (ScopeおよびDirectモード) 

500ps エッジ、および高速エッジ： 

出力周波数は初期値の 1 MHz から、その分解能の範囲内で 10 Hz から 2 MHz 
までの任意の値に変更することができます。 

高電圧エッジ： 

出力周波数は初期値の 1 kHz から、その分解能の範囲内で 10 Hz から 100 kHz 
までの任意の値に変更することができます。 

立ち上がり (立ち下がり) 時間 (ScopeおよびDirectモード) 

ヘッドが校正されると、エッジの種類ごとに測定された (10 % ～ 90 % の) 遷移
時間が不揮発性メモリに保存されます。通常の使用中は、選択されたヘッド (チ
ャンネル) とエッジ種類の保存値が呼び出され、「Rise Time」欄に表示されま
す。 

低電圧 (LV) および高電圧 (HV) 状態 

高電圧エッジ機能における高電圧状態への切り替えと終了は、矩形波機能でのル
ールと同じように制御されます (低電圧 (LV) および高電圧 (HV) 状態、を参照し
てください)。しきい値設定範囲は、±10 Vpk-pk ～ ±110 Vpk-pk です。  

アクティブ・ヘッドの使用 

相互接続のアクティブ・ヘッド技術の項ではアクティブ・ヘッドについて簡単に
説明しました。 

また、信号チャンネル選択、トリガー・チャンネル選択、ケーブル選択およびト
リガー比の正面パネルからの操作については、直流/矩形波機能のメニュー選択
の項で述べた通りです。 
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9500Bのエッジ機能を使ってUUTオシロスコープのパルス応答を校正する 

9500Bを固定ソースとして使ってパルス応答を校正するには、オシロスコープが
調整できる場合と調整できない場合の2種類の手順があります。 

相互接続 

1. 9500Bの必要なチャンネル出力と校正対象となるUUTの信号チャンネル
入力を、適切なアクティブ・ヘッドを使って接続します。 

2. トリガーが必要な場合は、アクティブ・ヘッド (またはトリガー・ケーブ
ル) を使って9500Bの必要なチャンネル出力と校正対象となるチャンネル
用のUUTトリガー入力を接続します。 

共通設定 

次の手順は、9500BがManualモードになっていることを前提としています。ま
た、画面上の値の編集方法は省略します。不明な点がある場合は、本章前半を読
み直してください。 

9500BとUUTオシロスコープの設定 

1. 準備： 両機器の電源がONで、ウォームアップが完了していることを確
認してください。 

2. UUTオシロスコープ： パルス応答校正のために必要な機能を選択してく
ださい。 

3. 9500B： 9500Bがエッジ機能で出力OFFになっていることを確認してく
ださい。他の機能が選択されている場合は正面パネル右側の  キーを
押してください。 

UUTオシロスコープ — 9500Bを固定ソースとして使用したパルス応答校正 

操作の手順 

UUTオシロスコープ・メーカーの校正ガイドにある、校正設定ポイントの表ま
たはリストを参照してください。 

そのガイドで指定された校正手順に従い、次の操作 (1) ～ (6) を実行してくださ
い。 

1. 9500B： UUTオシロスコープのパルス応答校正ポイントに適したエッジ
電圧p-p、周波数、および負荷インピーダンスになるように、正面パネル
から操作して9500Bの出力を設定してください。 

2. UUTオシロスコープ：  

a. 校正ポイント用の正しいチャンネルを選択してください。 

b. 校正ポイント用の正しいレンジを選択してください。 

3. 9500B： 出力をONにしてください。 

4. UUTオシロスコープ：  

a. 表示が安定するように掃引速度とトリガー・レベルを調整してくださ
い。 

b. パルス形状の応答を観測し、記録してください。 
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5. 校正：  

a. 校正調整が可能な場合は、UUTのパルス形状を調整してください。立
ち上がり時間と収差を記録します。詳細はUUTオシロスコープ・メー
カーの校正ガイドを参照してください。 

b. UUTオシロスコープの調整が不可能な場合は、そのまま立ち上がり時
間と収差を記録します。詳細はUUTオシロスコープ・メーカーの校正
ガイドを参照してください。 

6. 9500B： 出力をOFFにしてください。 

タイム・マーカー機能 
ここでは、9500Bを使ってタイム・マーカーを発生させ、オシロスコープのタイ
ム・ベース校正に利用する方法を説明します。 

相互接続の詳細と正面パネル操作部の詳しい操作方法については、相互接続、
Manualモード — 機能選択、および編集機能の各項を参照してください。 

初期設定 

Manualモードが選択されるとシステムの初期設定では直流/矩形波機能に入り、
直流/矩形波機能の初期メニュー画面が表示されます。タイム・マーカー機能を
選択するには、「OSCILLOSCOPE CALIBRATOR」パネルの右側にある  
ファンクション・キーを押します。 

待機状態からの復帰時を除いて、  メニュー画面は常に下図のような初期設
定の状態で表示されます。ただし、いくつかの項目は不揮発性メモリの内容に従
って設定されている場合があります (チャンネル設定のメモリ保存をご参照くだ
さい)。 

 
erw093.eps 

この初期画面では、左上のアイコンによって表示されているように、矩形波が自
動的に選択されています。矩形波の周期は 10 ns から 50 s の範囲で変更できま
す (約 100 MHz 以上では正弦波が使われます)。正弦波の周期は 500 ps から 10 
ns の範囲で変更できます (9500B/1100の場合 — 他のモデルは第7章の仕様をご
参照ください)。初期設定の周期は 1 μs (矩形波)、偏差「Δ」はゼロ、および出
力電圧は 1.0000 Vp-p です。デューティ・サイクルは公称 50 % に固定されてい
ます。 
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メニュー選択 

信号チャンネル選択、トリガー・チャンネル選択、ケーブル選択およびトリガー
比は、全て通常の直流/矩形波機能と同じように操作します。メニューの選択を
ご参照ください。 

チャンネル設定のメモリ保存 

チャンネル設定のメモリ保存をご参照ください。 

波形の選択 

タイム・マーカー機能の全ての波形 (マーカー種類) は、二次メニュー画面で選
択することができます。これは下段にある「WAVEFORM」画面キーを押すこと
で選択されます。画面が切り替わり、利用できる波形が表示されます：  

 
erw094.eps 

WAVEFORMキー・ラベルが反転表示され、波形の選択が可能になっていること
が分かります。同様に現在選択されている波形のアイコンも反転表示されます。
いずれかの波形キー (例：  キー) を押して異なる波形を選択すると、1つ前
の画面に戻り (周波数が適正である必要があります)、選択した波形のアイコンが
左上端に表示されます： 

 
erw095.eps 
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右側の画面キー — 桁編集 

これらのキーは、カーソルが指示している値に対して作用します。以下に示すよ
うに、キーのラベルはカーソルの位置によって変化します。 

1.  いずれかのパラメーターにカーソルがあるとき： 

Δ = Ø 偏差の値を現在の設定値またはゼロに切り替えます 

LINE 
FREQ 

「矩形波」選択時のみ、ライン周波数出力が可能です。このキーを押
すと出力を設定された周期/周波数またはライン入力周波数に切り替
えます 

2.  Time Marker にカーソルがあるとき： 

X10 表示値を10倍します

÷10 表示値を10で割ります

 表示を周期から周波数に変更します

 表示を周波数から周期に変更します

3.  Deviation にカーソルがあるとき：

 タイム・マーカーの偏差の値を絶対単位で表示します 

 タイム・マーカー周期の偏差の値を設定値の% で表示します 

4.  O/P Amplitude にカーソルがあるとき：

 上記 (1) をご参照ください

右側の画面キー — 直接編集 

右側の画面キーは、編集ボックス内の値に対して作用し、↵  キーの代わりとし
て機能します。ボックス内の値が設定されて、直接編集から桁編集に戻ります： 

Deviation にカーソルがあるとき：

% 編集ボックス内の値を周期の偏差の割合で設定します 

s 編集ボックス内の値を秒で設定します

ms 編集ボックス内の値をミリ秒で設定します

μs 編集ボックス内の値をマイクロ秒で設定します

ns 編集ボックス内の値をナノ秒で設定します

下部の画面キー — 桁編集および直接編集 

WAVE 
FORM 

3種類のタイム・マーカー波形またはそれらの振幅強調形の中から
選択するための二次メニュー画面を表示します。(振幅強調形マー
カーの種類を参照してください)。 

 波形出力または直流の出力ON時に、UUTへの出力を接地します。

CHANNEL 
SELECT 

画面上に設定された信号を5つのヘッドのいずれかに送信します。
また、トリガー・チャンネル、トリガー比、およびケーブル・チャ
ンネルの設定ができます (メニュー選択を参照)。 

 Directモードを選択します (Scopeモードを参照)。 

 
Scopeモードを選択します (Preferencesキーで選択した「1、2、
5」または「1、2、2.5、4、5」ステップ・シーケンスが設定され
ます) (はじめに、およびDirectモードを参照)。 
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タイム・マーカー機能の操作 

値の編集 

出力周期/周波数 

出力周期が 大値や 小値に設定されているとき、画面上の各項目 (タイム・マ
ーカーおよび偏差) の設定値はその出力周期/周波数および出力電圧によって制限
されます。例： 

マーカ

ー種類 
出力振幅 

タイム・マーカー

周期 
偏差 出力周期 

小値 大値 小値  小値 大値 

 100 mV ～ 500mV 450.46 ps 50 s -45 % +45 % 450.46 ps 55 s 

 1 V 626.96 ps 50 s -45 % +45 % 909.10 ps 55 s 

 100 mV ～ 1 V 621.32 ns 50 s -45 % +45 % 900.91 ns 55 s 

 100 mV ～ 1 V 621.32 ns 50 s -45 % +45 % 900.91 ns 55 s 

 100 mV ～ 1 V 13.794 ns 50 s -45 % +45 % 20.000 ns 55 s 

 100 mV ～ 1 V 621.32 ns 50 s -45 % +45 % 20.000 ns 55 s 

 100 mV ～ 1 V 621.32 ns 50 s -45 % +45 % 20.000 ns 55 s 

各値の設定が表に示した出力周期限度を超えない範囲で、次のような各設定項目
を調整することができます (Scopeモード)： 

1. タイム・マーカー周期 (調整可能なシーケンスは、1-2-5 または 1-2-2.5-
4-5 で初期値は 1.0000 μs です)。 

2. 偏差 % (有効数字 4 桁の分解能、小数点以下 2 桁の値で、(1) の値に対し
て 大 ±45.00 % の範囲で調整でき、初期値はゼロです)。桁編集または
直接編集も可能です。 

3. 出力電圧 (Prefで設定したシーケンスによってのみ 100 mV から 1 V の範
囲で直接調整され、初期値は 1.0000 V です)。 

出力周期の編集 

「桁」および「直接」編集操作の一般ルールは、編集機能の項で説明した電圧値
の編集時と同じです。 

タブ  キーとカーソル (Scopeモード) 

タブ・キーを繰り返し押すとカーソルが 初にあった「Time Marker」 (周期) の
位置から偏差、出力振幅へと移動し、また「Time Marker」に戻ります。それぞ
れの位置でのカーソル形状によって、調整可能な編集タイプが分かります。 

タイム・マーカー (Scopeモード) 

「タイム・マーカー」で表示されるカーソル形状 (バー) は、値の調整が  と 
 キーを使ったステップ・シーケンス編集のみ可能であることを意味します。
このとき、 と   キーは無効です。 



 Manualモード 
 タイム・マーカー機能 4 

  4-53 

「タイム・マーカー」の周期は初期値の「1 μs」から順に、  キーを使って 2 
μs、5 μs、10 μs のように 50 s まで増加させることができます。ただし、他の
設定項目によって出力周期が 55 s を超えるような設定にはできません。同様
に、 キーを使って「タイム・マーカー」の周期を 500 ps (出力電圧が 500 
mV を超えない場合) まで減少させることができます。 

矩形波/正弦波の波形転換 

矩形波から正弦波への波形転換が、通常の校正ポイントを避けて選択された周波
数 111.101 MHz (周期 = 9.000819 ns) のポイントで発生します。 

周波数パラメーターと分解能の不一致 

分解能とステップ・シーケンスの都合により、周期から周波数へ正確に変換でき
ないことがあります。その逆数が正確に定義できない任意のポイントでは、周波
数ではなく周期に注意を向けていただくため、「Frequency」のパラメーターに
は「近似値」記号  が表示されます。 

偏差 (ScopeおよびDirectモード) 

注記 
タイム・マーカー機能では、偏差はタイム・マーカーの間隔に影響
を及ぼし、出力の「周期」または「周波数」を変更します。他の機
能における偏差とは異なり出力振幅は変更しません。 

三角形のカーソルは全てのカーソル・キーが使用可能であることを意味します。 

タイム・マーカーの間隔と偏差を組み合わせた結果は出力「周期」または「周波
数」の値として表示されます。偏差 % は初期値の 00.00 % から、その分解能の
範囲内で -45 % から +45 % までの任意の値に変更することができます。ただ
し、タイム・マーカー間隔によって出力「周期」または「周波数」がその限度を
超えるような設定にはできません。 

出力電圧振幅 (ScopeおよびDirectモード) 

出力振幅は Pref 機能で設定したステップ・シーケンスによってのみ直接調整さ
れます。そのためScopeおよびDirectモードのどちらの場合も O/P Amplitude に
は「バー」カーソルが表示されます。 

初期値の 1.0000 Vp-p が出力可能な 大値です。出力電圧は 100 mV p-p から 1 
V p-p までの任意のステップに変更できます。マーカー種類が  で正弦波の
周期 909.09 ps 未満の場合、出力可能な 大電圧は 500 mVp-p です。 

出力周期/周波数 

出力周期/周波数は初期値の 1 μs/1 MHz から、その分解能の範囲内で、マーカー
種類の表に示した限度内の任意の値に変更することができます。 

振幅強調形マーカーの種類 

出力周期が 1 μs 以上のとき、各マーカー種類に対してマーカー10個ごとに振幅
が大きくなる形状 (振幅強調形) が利用できます。 

1. 矩形波/正弦波： 振幅強調形の記号は  (正弦波周波数帯では利用で
きません) 

2. パルス波： 振幅強調形の記号は  

3. 三角パルス波： 振幅強調形の記号は  

振幅強調形の設定限度はマーカー種類の表に示した通りです。 
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9500Bのタイム・マーカー機能を使ってUUTオシロスコープのタイム・ベースを校正す
る 

タイム・ベースを校正するには2種類の手順があります： 

1. 9500Bを固定ソースとして使い、オシロスコープを調整するか測定を行
う。 

2. 9500Bを調整可能なソースとして使い、オシロスコープ側のずれを
9500Bの画面から読み取る。 

相互接続 
1. 9500Bの必要なチャンネル出力と校正対象となるUUTの信号チャンネル

入力を、アクティブ・ヘッドを使って接続します。 

2. トリガーが必要な場合は、アクティブ・ヘッド (またはトリガー・ケーブ
ル) を使って9500Bの必要なチャンネル出力と校正対象となるチャンネル
用のUUTトリガー入力を接続します。 

共通設定 
次の手順は、9500BがManualモードになっていることを前提としています。ま
た、画面上の値の編集方法は省略します。不明な点がある場合は、本章前半を読
み直してください。 

9500BとUUTオシロスコープの設定 

1. 準備： 両機器の電源がONで、ウォームアップが完了していることを確
認してください。 

2. UUTオシロスコープ： タイム・ベース校正のために必要な機能を選択し
てください。 

3. 9500B： 9500Bがタイム・マーカー機能で出力OFFになっていることを
確認してください。他の機能が選択されている場合は正面パネル右側の 
 キーを押してください。 

UUTオシロスコープ — 9500Bを固定ソースとして使用したタイム・ベース校正  
操作の手順 

UUTオシロスコープ・メーカーの校正ガイドにある、タイム・ベース校正設定
ポイントの表またはリストを参照してください。 

そのガイドで指定された校正手順に従い、次の操作 (1) ～ (6) を実行してくださ
い。 

1. 9500B： UUTオシロスコープのタイム・ベース校正ポイントに適したチ
ャンネル、負荷インピーダンス、トリガー・チャンネル、波形、周期、
および電圧p-p になるように、正面パネルから操作して9500Bの出力を設
定してください。 

2. UUTオシロスコープ：  

a. 校正ポイント用の正しいチャンネルを選択してください。 

b. 校正ポイント用の正しいタイム・ベース速度を選択してください。 

c. 校正ポイント用の正しい振幅レンジを選択してください。 

3. 9500B： 出力をONにしてください。 

4. UUTオシロスコープ：  

a. 表示が安定するように掃引速度とトリガー・レベルを調整してくださ
い。 

b. UUTのタイム・ベースの速度または直線性のずれを示す、マーカー列
の確度を観測し、記録してください。 
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5. 校正：  

a. タイム・ベースの速度および直線性の校正調整が可能な場合は、UUT
のタイム・ベースを9500Bの画面上で設定した値に適合するように調
整してください。詳細はUUTオシロスコープ・メーカーの校正ガイド
を参照してください。 

b. UUTオシロスコープの調整が不可能な場合は、その校正ポイントにお
けるタイム・ベースの状態を記録してください。詳細はUUTオシロス
コープ・メーカーの校正ガイドを参照してください。 

6. 9500B： 出力をOFFにしてください。 

UUTオシロスコープ — 9500Bを調整可能なソースとして使用したタイム・ベース校正 

操作の手順 

UUTオシロスコープ・メーカーの校正ガイドにある、タイム・ベース校正設定
ポイントの表またはリストを参照してください。 

そのガイドで指定された校正手順に従い、次の操作 (1) ～ (6) を実行してくださ
い。 

1. 9500B： UUTオシロスコープのタイム・ベース校正ポイントに適したチ
ャンネル、負荷インピーダンス、トリガー・チャンネル、波形、周期、
および電圧p-p になるように、正面パネルから操作して9500Bの出力を設
定してください。 

2. UUTオシロスコープ：  

a. 校正ポイント用の正しいチャンネルを選択してください。 

b. 校正ポイント用の正しいタイム・ベース速度を選択してください。 

c. 校正ポイント用の正しい振幅レンジを選択してください。 

3. 9500B： 出力をONにしてください。 

4. UUTオシロスコープ：  

a. 表示が安定するように掃引速度とトリガー・レベルを調整してくださ
い。 

b. UUTのタイム・ベースの速度または直線性のずれを示す、マーカー列
の確度を観測し、記録してください。 

5. 校正：  

a. UUTの配列が9500Bの設定に適合するまで、9500Bの偏差調整を使っ
て出力周期/周波数を調整します。詳細はUUTオシロスコープ・メー
カーの校正ガイドを参照してください。 

b. 9500B画面上の出力電圧と周期/周波数を記録してください。詳細は
UUTオシロスコープ・メーカーの校正ガイドを参照してください。 

6. 9500B： 出力をOFFにしてください。 
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補助機能 
本項では、補助機能の選択について説明します。8つの機能が利用できます。 

補助機能の選択 

「Aux」キー 

補助機能を選択するには、「OSCILLOSCOPE CALIBRATOR」パネルの右側に
ある「Aux」キーを押します。 

初期設定 

電源投入時、システムの初期設定では直流/矩形波機能に入り、直流/矩形波機能
の初期メニュー画面が表示されます。「Aux」キーが押されると、補助機能メニ
ュー画面は常に下図のような初期設定の状態で表示されます： 

 
erw096.eps 

機能アイコン 

それぞれの機能を使用するためは以下のアイコンを使います： 

 電流機能 

 コンポジット・ビデオ機能

 LF リニア・ランプ機能

 過負荷パルス機能

 ゼロ・スキュー機能；

 (1チャンネルのモデル9500をお使いの場合は、ゼロ・スキュー機
能は利用できません。) 

AUX IN 外部入力 

 入力抵抗測定

 入力容量測定

 閉/開回路出力

 パルス幅 
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電流機能 
ここでは、9500Bを使って矩形波および直流電流を発生させ、オシロスコープの
電流プローブを校正する方法を説明します。 

相互接続の詳細と正面パネル操作部の詳しい操作方法については、相互接続、
Manualモード — 機能選択、および編集機能の各項を参照してください。 

電流プローブ・アクセサリ 

 

このアクセサリはBNCオス端子で構成されており、これを任意のヘッドのBNC
メス・ソケットに接続します。BNCの中心と外郭間がループで接続されてお
り、オシロスコープの電流プローブの窪みに差し込むことができます。ループの
ヘッドに対する負荷は50 Ωです。 

  
erw097.eps 

図 4-18.電流プローブ・アクセサリ 

9500Bの「外部」入力の電流機能を選択して出力をオンにすると、9500Bの正面
パネルからの操作でループへの出力電流をUUTオシロスコープの電流プローブ
の校正ポイントに設定することができます。 

初期設定 

Manualモードが選択されるとシステムの初期設定では直流/矩形波機能に入り、
直流/矩形波機能の初期メニュー画面が表示されます。「OSCILLOSCOPE 
CALIBRATOR」パネル右の「Aux」キーを押して、画面右上の  ソフトキー
を押すと電流機能を選択することができます。 
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待機状態からの復帰時を除いて、 電流機能のメニュー画面は常に下図のような
初期設定の状態で表示されます： 

 
erw098.eps 

この初期画面では、左上のアイコンによって表示されているように、対称矩形波
が自動的に選択されています。周波数は 10.000 Hz ～ 100.00 kHz の間で変更可
能です。周波数の初期値は 1 kHz、偏差「Δ」はゼロ、および出力電流は 
4.0000 mAp-p です。デューティ・サイクルは公称 50 % で固定されています。 

メニュー選択 

信号チャンネル選択、トリガー・チャンネル選択、ケーブル選択およびトリガー
比は、全て通常の直流/矩形波機能と同じように操作します。メニューの選択を
ご参照ください。 

注記 
オプション5が付いていない場合は、信号チャンネルとトリガー・
チャンネルは1つずつです。 

チャンネル設定のメモリ保存 

チャンネル設定のメモリ保存をご参照ください。 

波形の選択 

直流/矩形波機能の全ての波形は、二次メニュー画面で選択することができま
す。これは下段にある「WAVEFORM」画面キーを押すことで選択されます。画
面が切り替わり、利用できる波形が表示されます：  

 
erw099.eps 
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WAVEFORMキー・ラベルが反転表示され、波形の選択が可能になっていること
が分かります。同様に現在選択されている波形のアイコンも反転表示されます。 

矩形波の電流は対称波形のみであり、この画面に表示される他の波形は直流電流
です。3つの波形のいずれかを選択すると、1つ前の画面に戻り、画面左上には
選択した波形のアイコンが表示されています。 

 
erw100.eps 

直流電流の選択 

2つの直流キーのいずれか、例えば  (負の直流) キーを押すと、1つ前の画面
に戻り、負の直流のアイコンが左上端に表示されます。画面上に表示されるパラ
メーターは、矩形波に代わって直流機能を反映したものに変わります： 

 
erw101.eps 

電流設定のまとめ 

「直流」と「矩形波」は同様の目的で使われるため、それらをまとめてデュアル
機能と考えることができます。従って共通の「Waveform」メニューの選択によ
って2つの機能を切り替えることができます。それぞれの波形ソフト・キーを押
すと、直流と矩形波では表示されるパラメーターが異なることが分かります。 
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電流機能の操作 

右側の画面キー — 桁編集 

これらのキーは、カーソルが指示している値に対して作用します。以下に示すよ
うに、キーのラベルはカーソルの位置によって変化します。 

1.  単位/div にカーソルがあるとき：

X10 単位/div を10倍します

÷10 単位/div を10で割ります

Δ = Ø 偏差の値を現在の設定値またはゼロに切り替えます 

+/- 値の正負を切り替えます (直流機能のみ)

2.  倍率 にカーソルがあるとき：

Δ = Ø 偏差の値を現在の設定値またはゼロに切り替えます 

+/- 値の正負を切り替えます (直流機能のみ)

3.  Deviation にカーソルがあるとき：

Δ = Ø 偏差の値を現在の設定値またはゼロに切り替えます 

 偏差の値を絶対単位で表示します

 偏差の値を設定値の% で表示します

4.  Frequency/Period にカーソルがあるとき：

X10 指示値を10倍します

÷10 指示値を10で割ります

Δ = Ø 偏差の値を現在の設定値またはゼロに切り替えます 

 表示を周波数から周期に変更します (直流機能は除く) 

 表示を周期から周波数に変更します (直流機能は除く) 

右側の画面キー — 直接編集 

右側の画面キーは、編集ボックス内の値に対して作用し、  キーの代わりとし
て機能します。ボックス内の値が設定されて、直接編集から桁編集に戻ります： 

Deviation にカーソルがあるとき：

% 編集ボックス内の値を偏差の割合で設定します

A 編集ボックス内の値をアンペアで設定します

mA 編集ボックス内の値をミリアンペアで設定します 

μA 編集ボックス内の値をマイクロアンペアで設定します 

下部の画面キー — 桁編集および直接編集 

WAVE 
FORM 

3種類の矩形波または正負の直流の中から選択するための二次メニ
ュー画面を表示します。 (波形の選択) 

CHANNEL
SELECT 

画面上に設定された信号を5つのヘッドのいずれかに送信します。
また、トリガー・チャンネル、トリガー比、およびケーブル・チャ
ンネルの設定ができます (メニュー選択を参照)。 
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 Direct モードを選択します (直流/矩形波機能および矩形波機能参
照)。 

 
Scopeモードを選択します (Prefキーで選択した「1、2、5」または
「1、2、2.5、4、5」ステップ・シーケンスが設定されます) (はじ
めに、およびDirectモードを参照)。 

矩形波機能の操作 

値の編集 

振幅 

出力電流が 大値や 小値に設定されているとき、画面上の各項目 (単位/目盛、
倍率、偏差) の設定値はその出力電流によって制限されます。例： 

設定項目 
Limits (制限) 

小 大 

出力電流制限 88.8 μA p-p 111.2 mA p-p 

単位/目盛 20 μA/div 50 mA/div 

倍率 1 10 

偏差 -11.20 %  +11.20 % 
 

各値の設定が表に示した出力電流限度を超えない範囲で、次のような各設定項目
を調整することができます (Scopeモード)： 

1. A/Div での単位/目盛 (調整可能なシーケンスは、1-2-5 または 1-2-2.5-4-5 
で初期値は 1 mA です)。 

2. 倍率 (整数 1 ～ 10 に調整でき、初期値は 4 です)。 

3. 偏差 % (有効数字 4 桁の分解能、小数点以下 2 桁の値で、(1) x (2) の値
に対して 大 ±11.20 % の範囲で調整でき、初期値はゼロです)。桁編集
または直接編集も可能です。 

4. 出力電流 (調整は (1)、(2) および (3) を編集し、初期値は 4.0000 mA で
す)。 

出力電流の編集 

「桁」および「直接」編集操作の一般ルールは、編集機能の項で説明した電流値
の編集時と同じです。 

タブ  キーとカーソル (Scopeモード) 

タブ・キーを繰り返し押すとカーソルが 初にあった単位/目盛の位置から倍
率、偏差へと移動し、また単位/目盛に戻ります。それぞれの位置でのカーソル
形状によって、調整可能な編集タイプが分かります。 

単位/目盛 (Scopeモード)  

単位/目盛で表示されるカーソル形状 (バー) は、値の調整が  と  キーを使っ
たステップ・シーケンス編集のみ可能であることを意味します。このとき、
 と   キーは無効です。 
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キーを使って、初期値の「1 mA/div」から2 mA/div、5 mA/div、10 mA/divと
いうステップで 大50 mA/divまで増加させることができます。ただし、出力電
流の値が111.2 mAを超えないという条件付きです。同様に キーを使って、単
位/目盛の値を 小20 μA/divまで減少させることができますが、出力電流が
88.8μA p-pを下回る設定はできません。 

倍率 (Scopeモード) 

ここでも、 と   キーは無効です。初期値の「x 4」から、 と  キーを
使って 1 から 10 までの範囲で 1 つずつ値を増減することができます。ただし、他
の設定項目によって出力電流がその限度を超えるような設定にはできません。単位/
目盛と倍率の積は「=」の右側に表示されます。 

偏差 (ScopeおよびDirectモード) 

三角形のカーソルは全てのカーソル・キーが使用可能であることを意味します。 

偏差 % は初期値の 00.00 % から、その分解能の範囲内で -11.20 % から 
+11.20 % までの任意の値に変更することができます。ただし、他の設定項目に
よって出力電流がその限度を超えるような設定にはできません。単位/目盛、倍
率、および偏差を組み合わせた結果は「'O/P Amplitude p-p」値として表示され
ます。 

出力電流 (ScopeおよびDirectモード) 

O/P Amplitude値は、他の設定項目を変更することによってのみ調整されます。 

出力電流は初期値の4.0000mAから分解能の範囲内で、 小88.8 μA p-p、 大
111.2 mA p-pの任意の値に変更できます。 

周波数 (ScopeおよびDirectモード) 

出力周波数は初期値の 1 kHz から、その分解能の範囲内で 10 Hz から 100 kHz 
までの任意の値に変更することができます。 

9500Bの電流 (矩形波) 機能を使ったUUTオシロスコープの電流プローブの校正 

はじめに 

振幅を校正するには2種類の手順があります： 

1. 9500Bを固定ソースとして使い、オシロスコープを調整する。 

2. 9500Bを調整可能なソースとして使い、オシロスコープ側のずれを
9500Bの画面から読み取る。 

相互接続 

1. 9500B側の使用したい信号チャンネルとUUTの電流プローブを、適切な
アクテイブ・ヘッドと電流プローブ・アクセサリとで接続します。 

2. トリガーが必要な場合は、アクティブ・ヘッド (またはトリガー・ケーブ
ル) を使って、出力したい9500Bのチャンネルとオシロスコープの入力端
子を接続します。 

共通設定 

次の手順は、9500BがManualモードになっていることを前提としています。ま
た、画面上の値の編集方法は省略します。不明な点がある場合は、本章前半を読
み直してください。 
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9500BとUUTオシロスコープの設定 
1. 準備： 両機器の電源がONで、ウォームアップが完了していることを確

認してください。 
2. UUTプローブ： プローブのパルス応答校正のために必要な機能を選択し

てください。 
3. 9500B： 9500Bで電流機能が選択されていて出力がOFFになっているこ

とを確認してください。他の機能が選択されている場合は、
「OSCILLOSCOPE CALIBRATOR」パネル右の 「Aux」キーを押し、次
にディスプレイ右の ソフトキーを押してください。 

UUT電流プローブ — 9500Bを固定ソースとして使用したパルス応答校正 

操作の手順 
UUTオシロスコープ・メーカーの校正ガイドにある、振幅校正設定ポイントの
表またはリストを参照してください。 
そのガイドで指定された校正手順に従い、次の操作 (1) ～ (6) を実行してくださ
い。 

1. 9500B： UUTオシロスコープの振幅校正ポイントに適した矩形波電流p-p
および周波数になるように、正面パネルから操作して9500Bの出力を設
定してください。 

2. UUTオシロスコープ：  
a. 校正ポイント用の正しいチャンネルを選択してください。 
b. 校正ポイント用の正しいレンジを選択してください。 

3. 9500B： 出力をONにしてください。 
4. UUTオシロスコープ：  

a. 表示が安定するように掃引速度とトリガー・レベルを調整してくださ
い。 

b. 振幅応答を観測し、記録してください。 
5. 校正：  

a. 校正調整が可能な場合は、プローブの応答を9500Bの画面上で設定し
た値に適合するように調整してください。詳細はUUTオシロスコー
プ・メーカーの校正ガイドを参照してください。 

b. プローブの応答の調整ができない場合は、その校正ポイントにおける
応答を記録してください。詳細はUUTオシロスコープ・メーカーの校
正ガイドを参照してください。 

6. 9500B： 出力をOFFにしてください。 

UUT電流プローブ ― 9500Bを調整可能なソースとして使用したパルス応答校正 

操作の手順 
UUTオシロスコープ・メーカーの校正ガイドにある、振幅校正設定ポイントの
表またはリストを参照してください。 
そのガイドで指定された校正手順に従い、次の操作 (1) ～ (6) を実行してくださ
い。 

1. 9500B： UUTオシロスコープの振幅校正ポイントに適した矩形波電流p-p
および周波数になるように、正面パネルから操作して9500Bの出力を設
定してください。 

2. UUTオシロスコープ：  
a. 校正ポイント用の正しいチャンネルを選択してください。 
b. 校正ポイント用の正しいレンジを選択してください。 
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3. 9500B： 出力をONにしてください。 

4. UUTオシロスコープ：  

a. 表示が安定するように掃引速度とトリガー・レベルを調整してくださ
い。 

b. 振幅応答を観測し、記録してください。 

5. 校正：  

a. UUTの応答が9500Bの設定に適合するまで、9500Bの偏差調整を使っ
て出力電流を調整します。詳細はUUTオシロスコープ・メーカーの校
正ガイドを参照してください。 

b. 9500B画面上の出力電流を記録してください。詳細はUUTオシロスコ
ープ・メーカーの校正ガイドを参照してください。 

6. 9500B： 出力をOFFにしてください。 

直流電流機能の操作 

極性 波形選択画面 

電源オンの初期画面で、WAVEFORM画面キーを押すと波形メニュー画面に切り
替わります： 

 
erw102.eps 

正負極性の直流電流出力が、単に2つの異なる波形として表示されます。例え
ば、上図の設定で  キーを押すと負の値が選択された直流機能画面が表示さ
れます (周波数パラメーターは画面から消えます)。 

 
erw103.eps 
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直流機能に入ってしまえば、波形を選択し直さなくても極性を変えることができ
ます。+/- 画面キーを押すと直流電流の正負が交互に切り替わります。極性の選
択状態は画面左上端の機能アイコンによって示され、O/P Amplitude値の + また
は - の記号によっても確認できます。 

値の編集 

振幅 

出力電流が 大値や 小値に設定されているとき、画面上の各項目 (単位/目盛、
倍率、偏差) の設定値はその出力電流によって制限されます。例： 

設定項目 
Limits (制限) 

小 大 

出力電流制限 88.8 μA p-p ±111.2 mA p-p 

単位/目盛  20 μA/div 50 mA/div 

倍率 1 10 

偏差 -11.20 % +11.20 % 
 

各値の設定が表に示した出力電流限度を超えない範囲で、次のような各設定項目
を調整することができます (Scopeモード)： 

1. V/Div での単位/目盛 (調整可能なシーケンスは、1-2-1 または 1-2-2.5-4-5 
で初期値は 1 mA です)。 

2. 倍率 (整数 1 ～ 10 に調整でき、初期値は 4 です)。 

3. 偏差 % (有効数字 4 桁の分解能、小数点以下 2 桁の値で、(1) x (2) の値
に対して 大 ±11.20 % の範囲で調整でき、初期値はゼロです)。桁編集
または直接編集も可能です。 

4. 出力電流 ((1)、(2) および (3) を編集して調整、桁編集のみ、初期値は 
4.0000 mA)。 

出力電流の編集 

「桁編集」および「直接編集」の操作のルールは，矩形波の場合と同じです (出
力電流の編集を参照)。当然、周波数の調整機能はありません。極性の偏向につ
いては極性の項をご参照ください。 

9500Bの直流電流機能を使ったUUTオシロスコープの電流プローブの振幅応答の校正 

振幅を校正するには2種類の手順があります： 

1. 9500Bを固定ソースとして使い、オシロスコープを調整する。 

2. 9500Bを調整可能なソースとして使い、オシロスコープ側のずれを
9500Bの画面から読み取る。 

相互接続 

1. 9500B側の使用したい信号チャンネルとUUT入力端子の電流プローブ
を、適切なアクテイブ・ヘッドと電流プローブ・アクセサリとで接続し
ます。 

2. トリガーが必要な場合は、アクティブ・ヘッド (またはトリガー・ケーブ
ル) を使って、出力したい9500BのチャンネルとUUTのトリガー入力端子
を接続します。 
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共通設定 

次の手順は、9500BがManualモードになっていることを前提としています。ま
た、画面上の値の編集方法は省略します。不明な点がある場合は、本章前半を読
み直してください。 

9500BとUUTオシロスコープの設定 

1. 準備： 両機器の電源がONで、ウォームアップが完了していることを確
認してください。 

2. UUTプローブ： パルス応答校正のために必要な機能を選択してください。 

3. 9500B： 9500Bで電流機能が選択されていて出力がOFFになっているこ
とを確認してください。他の機能が選択されている場合は、
「OSCILLOSCOPE CALIBRATOR」パネル右の 「Aux」キーを押し、次
にディスプレイ右の ソフトキーを押してください。必要に応じて 

 または  を選択してください。 

UUT電流プローブ — 9500Bを固定ソースとして使用した振幅校正 

操作の手順 

UUTオシロスコープ・メーカーの校正ガイドにある、振幅校正設定ポイントの
表またはリストを参照してください。 

そのガイドで指定された校正手順に従い、次の操作 (1) ～ (8) を実行してくださ
い。 

1. 9500B： UUTオシロスコープの振幅校正ポイントに適した直流電流およ
び極性になるように、正面パネルから操作して9500Bの出力を設定して
ください。 

2. UUTオシロスコープ：  

a. 校正ポイント用の正しいチャンネルを選択してください。 

b. 必要に応じて「DC結合」を選択してください。 

c. 校正ポイント用の正しいレンジを選択してください。 

3. 9500B：出力がOFFになっていることを確認してください。 

4. UUTオシロスコープ： 軌跡をゼロ目盛に合わせるようにY軸を調整して
ください。 

5. 9500B： 出力をONにしてください。 

6. UUTオシロスコープ：  

a. オシロスコープを自動トリガーにするか、9500Bからの100Hzトリガ
ーを使用してください。表示が安定するようにUUTを調整してくださ
い。 

b. 直流レベルのゼロ目盛からの変化を観測し、記録してください。 

7. 校正：  

a. 校正調整が可能な場合は、UUTプローブの応答を9500Bの画面上で設
定した値に適合するように調整してください。詳細はUUTオシロスコ
ープ・メーカーの校正ガイドを参照してください。 

b. プローブの振幅応答の調整ができない場合は、その校正ポイントにお
ける応答を記録してください。詳細はUUTオシロスコープ・メーカー
の校正ガイドを参照してください。 

8. 9500B： 出力をOFFにしてください。 
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UUT電流プローブ — 9500Bを調整可能なソースとして使用した振幅校正 

操作の手順 

UUTオシロスコープ・メーカーの校正ガイドにある、振幅校正設定ポイントの
表またはリストを参照してください。 

そのガイドで指定された校正手順に従い、次の操作 (1) ～ (8) を実行してくださ
い。 

1. 9500B： UUTプローブの振幅校正ポイントに適した直流電流および極性
になるように、正面パネルから操作して9500Bの出力を設定してくださ
い。 

2. UUTオシロスコープ：  

a. 校正ポイント用の正しいチャンネルを選択してください。 

b. 必要に応じて「DC結合」を選択してください。 

c. 校正ポイント用の正しいレンジを選択してください。 

3. 9500B：出力がOFFになっていることを確認してください。 

4. UUTオシロスコープ： 軌跡をゼロ目盛に合わせるようにY軸を調整して
ください。 

5. 9500B： 出力をONにしてください。 

6. UUTオシロスコープ：  

a. オシロスコープを自動トリガーにするか、9500Bからの100Hzトリガ
ーを使用してください。表示が安定するようにUUTを調整してくださ
い。 

b. 直流レベルのゼロ目盛からの変化を観測し、記録してください。 

7. 校正：  

a. UUTプローブの応答が9500Bの設定に適合するまで、9500Bの偏差調
整を使って出力電流を調整します。詳細はUUTオシロスコープ・メー
カーの校正ガイドを参照してください。 

b. 9500B画面上の出力電流を記録してください。詳細はUUTオシロスコ
ープ・メーカーの校正ガイドを参照してください。 

8. 9500B： 出力をOFFにしてください。 

コンポジット・ビデオ機能 
ここでは、9500Bを使ってコンポジット・ビデオ信号を発生させ、オシロスコー
プのビデオ・トリガー感度の校正に利用する方法を説明します。 

相互接続の詳細と正面パネル操作部の詳しい操作方法については、相互接続、
Manualモード — 機能選択、および編集機能の各項を参照してください。 

信号およびトリガー 

9500Bで生成されるコンポジット・ビデオ信号の規格は走査線625本または525
本であり、フレーム同期およびコンポジット同期どちらも可能です。コンポジッ
ト波形の反転も可能です。輝度は3段階から選択できます。ディスプレイのアイ
コンをご確認ください。 

9500Bのトリガー・チャンネルからはコンポジット同期またはフレーム同期いず
れかのパルスを映像なしで出力することができます。変数の設定は全て正面パネ
ルから行います。 
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初期設定 

Manualモードが選択されるとシステムの初期設定では直流/矩形波機能に入り、
直流/矩形波機能の初期メニュー画面が表示されます。「OSCILLOSCOPE 
CALIBRATOR」パネル右の「Aux」キーを押して、画面右の  ソフトキーを
押すとコンポジット・ビデオ機能を選択することができます。 

待機状態からの復帰時を除いて、  メニュー画面は常に下図のような初期設定
の状態で表示されます： 

 
erw104.eps 

上記の初期画面では625本/50 Hzが自動で選択されており、トリガーはコンポジ
ット・ビデオからです。振幅は初期値の1.0 V p-pで輝度「White」に設定されて
います。 

メニュー選択 

信号チャンネル選択、トリガー・チャンネル選択、およびケーブル選択は、全て
通常の直流/矩形波機能と同じように操作します。トリガー比はコンポジット・
ビデオ機能では選択できません。メニューの選択をご参照ください。 

注記 
オプション5が付いていない場合は、信号チャンネルとトリガー・
チャンネルは1つずつです。 

チャンネル設定のメモリ保存 

チャンネル設定のメモリ保存をご参照ください。 

右側の画面キー 

カーソルはLuminance Levelパラメーター上にのみ表示されます (Scopeモー
ド)。Luminance Levelは3段階あります (値の編集)。キーのラベルは他のキーの
選択状況に応じて変化します。 

初期画面： 

+/- コンポジット・ビデオ信号の正立と反転を切り替えます。 

 現在は走査線625本の50 Hzです。キーを押すと走査線525本の60 
Hzが選択されます。 

 現在は走査線525本の60 Hzです。キーを押すと走査線625本の50 
Hzが選択されます。 
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トリガー・チャンネルは現在コンポジット同期パルスが選択され
ています。キーを押すと、トリガー・チャンネルからフレーム同
期パルスが出力されます。 

 
トリガー・チャンネルは現在フレーム同期パルスが選択されてい
ます。キーを押すと、トリガー・チャンネルからコンポジット同
期パルスが出力されます。 

下段の画面キー 

CHANNEL 
SELECT 

画面上に設定された信号を5つのヘッドのいずれかに送信します。
また、トリガー・チャンネルおよびケーブル・チャンネルの設定
ができます (メニュー選択を参照)。 

コンポジット・ビデオ機能の操作 

値の編集 

振幅： 

3種類の輝度の振幅は以下の通りです： 

White： (1.0 Vp-p)

Mid-grey： (0.7 Vp-p)

Black： (0.3 Vp-p)

ビデオの反転 

+/- 画面キーで、コンポジット・ビデオ信号の正立と反転を切り替えることがで
きます。これ以外の調整は行えません。 

映像規格 

画面キーで、コンポジット・ビデオ信号の規格を625本/50 Hzと525本/60 
Hzで切り替えることができます。 

トリガー間隔の選択 

μ画面キーで、指定したトリガー・チャンネルのトリガーとして、コンポジット
同期またはフレーム同期を選択することができます。また、+/-キーでコンポジ
ット・ビデオ信号の一部として同期の極性を切り替えます。 

9500Bの定振幅コンポジット・ビデオ機能を使ったUUTオシロスコープのビデオ・トリ
ガー感度の校正 

9500Bのコンポジット・ビデオ信号の振幅変化は限られており、値の編集に記さ
れている通りのトリガー出力しか選択できません。9500Bの操作は基本的にシン
プルです。 

相互接続 

1. 9500Bの必要なチャンネル出力と校正対象となるUUTの信号チャンネル
のビデオ入力を、アクティブ・ヘッドを使って接続します。 

2. トリガーが必要な場合は、アクティブ・ヘッド (またはトリガー・ケーブ
ル) を使って9500Bの必要なチャンネル出力と校正対象となるチャンネル
用のUUTトリガー入力を接続します。 
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校正手順 

次の手順は、9500BがManualモードになっていることを前提としています。ま
た、正面パネルの操作方法は省略します。不明な点がある場合は、本章前半を読
み直してください。 

9500BとUUTオシロスコープの設定 

1. 準備： 両機器の電源がONで、ウォームアップが完了していることを確
認してください。 

2. UUT オシロスコープ：ビデオおよびトリガーの校正に必要な機能を選択
してください。 

3. 9500B： 9500Bでコンポジット・ビデオ機能が選択されていて、出力が
OFFになっていることを確認してください。他の機能が選択されている
場合は、「OSCILLOSCOPE CALIBRATOR」パネル右の 「Aux」キーを
押し、次にディスプレイ右の ソフトキーを押してください。 

操作の手順 

UUTオシロスコープ・メーカーの校正ガイドにある、校正設定ポイントの表ま
たはリストを参照してください。 

そのガイドで指定された校正手順に従い、次の操作 (1) ～ (6) を実行してくださ
い。 

1. 9500B： UUTオシロスコープの校正ポイントに適した輝度レベル、コン
ポジット・ビデオ信号、走査線規格になるように、正面パネルから操作
して9500Bの出力を設定してください。 

2. UUTオシロスコープ：  

a. 校正ポイント用の正しいチャンネルを選択してください。 

b. 校正ポイント用の正しいレンジを選択してください。 

c. 校正ポイント用の表示設定を選択してください。 

3. 9500B： 出力をONにしてください。 

4. UUTオシロスコープ：UUTオシロスコープ・メーカーの校正ガイドに従
って、TVトリガーからのディスプレイの安定度を検証してください。 

5. 9500B： 出力をOFFにしてください。 

リニア・ランプ機能 
ここでは、9500Bを使ってリニア・ランプを発生させ、エラー・コードの検出お
よびトリガー・レベル・マーカーの校正に利用する方法を説明します。 

相互接続の詳細と正面パネル操作部の詳しい操作方法については、相互接続、
Manualモード — 機能選択、および編集機能の各項を参照してください。 
 

初期設定 

Manualモードが選択されるとシステムの初期設定では直流/矩形波機能に入り、
直流/矩形波機能の初期メニュー画面が表示されます。「OSCILLOSCOPE 
CALIBRATOR」パネル右の「Aux」キーを押して、画面右の  ソフトキーを
押すとリニア・ランプ機能を選択することができます。 
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待機状態からの復帰時を除いて、 リニア・ランプのメニュー画面は常に下図の
ような初期設定の状態で表示されます： 

EMITETAD S'YADOT

FFO Ø51HCLANGIS
ENONREGGIRT

P/O edutilpmA VØØØØ.1= kp-kp

emiT pmaR sØØØØ.1=

LENNAHC
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TRATS
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DIM

Ø1 x
÷ Ø1 

 
erw105.eps 

9500Bは自動的にRamp Time 1.0000 sを選択します。トリガーは「TRIG MID」
ではなく、「TRIG START」が自動的に選択されています。O/P Amplitudeは
1.0000 Vに固定されています。 

メニュー選択 

信号チャンネル選択、トリガー・チャンネル選択、ケーブル選択およびトリガー
比は、全て通常の直流/矩形波機能と同じように操作します。メニューの選択を
ご参照ください。 

注記 
オプション5が付いていない場合は、信号チャンネルとトリガー・
チャンネルは1つずつです。 

チャンネル設定のメモリ保存 

チャンネル設定のメモリ保存をご参照ください。 

Scopeモードのみ 

この機能が使えるのはScopeモードの時のみです。変更することができるのはラ
ンプ時間のみで、「Pref」キーで設定したステップで変化します。第3章の
Preferences機能をご参照ください。 

右側の画面キー 

x 1Ø ランプ時間を 大 小値の制限内で10倍します。

÷ 1Ø ランプ時間を 大 小値の制限内で10分の1にします。 

 UUTオシロスコープのトリガーは現在立ち上がりに設定されています。
キーを押すとトリガーを立ち下がりに設定できます。 

 UUTオシロスコープのトリガーは現在立ち下がりに設定されています。
キーを押すとトリガーを立ち上がりに設定できます。 

下段の画面キー 

CHANNEL 
SELECT 

画面上に設定された信号を5つのヘッドのいずれかに送信します。また、
トリガー・チャンネル、トリガー比、ケーブル・チャンネル、および予
想負荷の設定ができます (メニュー選択を参照)。 
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リニア・ランプ機能の操作 

値の編集 

振幅： 

振幅は1.0000 V pk-pkで固定されており、編集はできません。 

バイアス： 

波形はグラウンドに対して対称です。 

ランプ時間： 

初期設定は1 sで、1 msから1 sまで1桁ずつ変更することができます。 

波形の周期 

ランプ時間は以下の周期の波形の一部です。 

ランプ時間 波形周期 

1 s 3 s 

100 ms 300 ms 

10 ms 30 ms 

1 ms 3 ms 

9500Bのリニア・ランプ機能を使ったエラー・コードの検出とトリガー・レベル・マー
カーのチェック 

エラー・コード検出とトリガー・レベル・マーカー校正のためリニア・ランプ信
号を発生させるには，本器を固定ソースとして使用します。 

相互接続 

1. 9500B側の信号を出力させたいチャンネルとUUTの信号入力チャンネル
を、アクティブ・ヘッドで接続します。 

2. トリガーが必要な場合は、アクティブ・ヘッド (またはトリガー・ケーブ
ル) を使って、出力したい9500BのチャンネルとUUTのトリガー入力端子
を接続します。 

9500BとUUTオシロスコープの設定 

次の手順は、9500BがManualモードになっていることを前提としています。ま
た、画面上の値の編集方法は省略します。不明な点がある場合は、本章前半を読
み直してください。 

1. 準備： 両機器の電源がONで、ウォームアップが完了していることを確
認してください。 

2. UUTオシロスコープ： パルス応答校正のために必要な機能を選択してく
ださい。 

3. 9500B： 9500Bでリニア・ランプ機能が選択されていて、出力がOFFに
なっていることを確認してください。他の機能が選択されている場合
は、「OSCILLOSCOPE CALIBRATOR」パネル右の 「Aux」キーを押
し、次にディスプレイ右の ソフトキーを押してください。 
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エラー・コードの検出 ― 操作手順 

UUTオシロスコープ・メーカーの校正ガイドにある、校正設定ポイントの表ま
たはリストを参照してください。 

そのガイドで指定された試験手順に従い、次の操作 (1) ～ (6) を実行してくださ
い。 

1. 9500B：確認するチャンネルを選択し、正面パネルを操作して9500Bの
出力を、UUTオシロスコープのテスト・ポイントに適したトリガー・ポ
イント、ランプ時間、予想負荷に設定してください。 

2. UUTオシロスコープ：  

a. テスト・ポイント用の正しいチャンネルを選択してください 

b. テスト・ポイント用の正しいレンジを選択してください。 

3. 9500B： 出力をONにしてください。 

4. UUTオシロスコープ：表示が安定するよう、掃引速度およびトリガー・
レベルを調整します。 

5. エラー・コードのチェック：テスト・ポイントにおけるUUTの応答を観
察し、記録します。詳細はUUTオシロスコープ・メーカーテスト/校正ガ
イドをご参照ください。 

6. 9500B： 出力をOFFにしてください。 

トリガー・レベル ― 操作手順 

UUTオシロスコープ・メーカーのテスト・ガイドにある、テスト/校正設定ポイ
ントの表またはリストを参照してください。 

そのガイドで指定されたテスト手順に従い、次の操作 (1) ～ (6) を実行してくだ
さい。 

1. 9500B：確認するチャンネルを選択し、正面パネルを操作して9500Bの
出力を、UUTオシロスコープのテスト・ポイントに適したトリガー・ポ
イント、ランプ時間、予想負荷に設定してください。 

2. UUTオシロスコープ：  

a. テスト・ポイント用の正しいチャンネルを選択してください 

b. テスト・ポイント用の正しいレンジを選択してください。 

3. 9500B： 出力をONにしてください。 

4. UUTオシロスコープ：表示が安定するよう、掃引速度およびトリガー・
レベルを調整します。 

5. トリガー・レベル・マーカーのチェック 

a. トリガー・レベルの校正が可能な場合は、UUTのランプに対するトリ
ガー応答を9500Bの画面上で設定した値に適合するように調整してく
ださい。詳細はUUTオシロスコープ・メーカーの校正ガイドを参照し
てください。 

b. UUTオシロスコープの調整が不可能な場合は、そのテスト・ポイント
におけるトリガー応答を記録してください。詳細はUUTオシロスコー
プ・メーカーの校正ガイドを参照してください。 

6. 9500B： 出力をOFFにしてください。 
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過負荷パルス機能 
ここでは9500Bの過負荷パルス機能を使用した、オシロスコープの50 Ω終端保
護のテストについて説明します。 

相互接続の詳細と正面パネル操作部の詳しい操作方法については、相互接続、
Manualモード — 機能選択、および編集機能の各項を参照してください。 

過負荷保護機能のテスト 

オシロスコープによっては、内蔵の50 Ω終端は電圧またはサーマル・ディテク
ターで保護されています。  

この保護機能をテストするには、一定時間過負荷を与えて、その間に保護機能が
作動して50 Ω終端の回路が開放されることを確認します。 

UUTオシロスコープの過負荷テストに必要な過負荷パルスは、「Auxiliary」機能
の過負荷パルス機能を選択し、本器正面パネルから設定します。 

パルスは単独のイベントとして出力され、3秒以内の間隔で繰り返すことはでき
ません。必要な場合は、同期または100 Hzトリガーが使用できます。 

初期設定 

Manualモードが選択されるとシステムの初期設定では直流/矩形波機能に入り、
直流/矩形波機能の初期メニュー画面が表示されます。「OSCILLOSCOPE 
CALIBRATOR」パネル右の「Aux」キーを押して、画面右の  ソフトキーを
押すと過負荷パルス機能を選択することができます。 

 注意 
マークは、UUTオシロスコープの入力端子に過負荷パルスを印加
する際は注意して行う必要があることを示しています。 

待機状態からの復帰時を除いて、 過負荷パルスのメニュー画面は常に下図のよ
うな初期設定の状態で表示されます： 

 
erw106.eps 

この初期画面では、左上のアイコンによって表示されているように、正のパルス波
が自動的に選択されています。振幅は5 Vから20 V (初期設定) の間で可変です。パ
ルス・エネルギーは1.6 J (初期設定) から50 Jの間で可変です。50 Ω負荷時の電力お
よびパルス幅は電圧およびエネルギーの設定から算出されます。 
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メニュー選択 

信号チャンネル選択、トリガー・チャンネル選択、ケーブル選択およびトリガー
比は、全て通常の直流/矩形波機能と同じように操作します。メニューの選択を
ご参照ください。 

注記 
オプション5が付いていない場合は、信号チャンネルとトリガー・
チャンネルは1つずつです。 

チャンネル設定のメモリ保存 

チャンネル設定のメモリ保存をご参照ください。 

過負荷パルス機能の操作 

右側の画面キー — 桁編集 

これらのキーは、カーソルが指示している値に対して作用します。カーソルの位
置に関わらず、キーのラベルは変化しません。 

+/- パルスの正負を切り替えます。

TRIG 
PULSE 

設定したパルスを1回だけ出力します。3秒以内に続けてパルスを出
力することはできません。出力しようとすると画面にメッセージが
表示されます。 

右側の画面キー — 直接編集 

右側の画面キーは、編集ボックス内の値に対して作用し、  キーの代わりとし
て機能します。ボックス内の値が設定されて、直接編集から桁編集に戻ります： 

1.  Amplitude にカーソルがあるとき：

 V： 編集ボックス内の値をボルトで設定します

2. Pulse Energyにカーソルがあるとき：

J： 編集ボックス内の値をジュールで設定します

下部の画面キー — 桁編集および直接編集 

CHANNEL 
SELECT 

画面上に設定された信号を5つのヘッドのいずれかに送信します。
また、トリガー・チャンネル、トリガー比、およびケーブル・チャ
ンネルの設定ができます (メニュー選択を参照)。 

AUTO 
TRIG 

一連の100 kHzトリガーを出力し、UUTオシロスコープに連続して
トリガーをかけます。 

値の編集 

過負荷保護 

保護機能を動作させる過負荷の定義の仕方は、オシロスコープのメーカによって
異なります。 

例えば、50 Ω, 負荷での、±20 V・200 msと、1.6 J・電力8 Wという2つの仕様
は同じことを表しています。 

通常、電圧と時間を指定すると電圧が設定され、指定の時間が得られるようエネ
ルギーが調整されます。 
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9500Bから出力されるパルスは、振幅とパルス・エネルギーを調整することがで
きます。これらのパラメーターの上下限値は以下の通りです。 

振幅： ±5 V ～ ±20 V

パルス・エネルギー： 1.6 J ～ 50 J

パルスの振幅が固定されている場合、50 Ω負荷時の電力はパルス幅に関わらず
一定です。振幅が固定された状態でパルス・エネルギーを調整すると、パルス幅
が変更されます。これら2つのパラメーターの制御は、上記の範囲内の全ての仕
様に適用されます。 

50 Ω負荷時の電力の 大 小値： 

電力： 0.5 W ～ 8 W

振幅 ±5 V ～ ±20 V

パルス幅、および関連パラメーターの 大 小値： 

パルス幅 200 ms ～ 100 s

振幅 ±20 V ～ 5 V

パルス・エネルギー 1.6 J～50 J

電力 8 W ～ 0.5 W

過負荷パルスの編集 

「桁」および「直接」編集操作の一般ルールは、編集機能の項で説明した直流/
矩形波の編集時と同じです。 

9500Bを使った、UUTオシロスコープの過負荷応答テスト 

このテストは、オシロスコープ・メーカーの過負荷保護テストに規定された単一
パルスを入力し、50 Ω入力終端の回路が開放するかどうかで保護機能をチェッ
クするという手順で行います。 

入力された過負荷の表示形式はオシロスコープによって異なります。 

相互接続 

1. 9500B側の信号を出力させたいチャンネルとUUTの入力チャンネルを、
アクティブ・ヘッドで接続します。 

2. UUTトリガーが必要な場合は、アクティブ・ヘッド (またはトリガー・ケ
ーブル) を使って、出力したい9500BのチャンネルとUUTのトリガー入力
端子を接続します。 

9500BとUUTオシロスコープの設定 

次の手順は、9500BがManualモードになっていることを前提としています。ま
た、画面上の値の編集方法は省略します。不明な点がある場合は、本章前半を読
み直してください。 

1. 準備： 両機器の電源がONで、ウォームアップが完了していることを確
認してください。 

2. UUTオシロスコープ：過負荷パルス保護機能のテストに必要な機能を選
択してください。 

3. 9500B： 9500Bで過負荷パルス機能が選択されていて、出力がOFFにな
っていることを確認してください。他の機能が選択されている場合は、
「OSCILLOSCOPE CALIBRATOR」パネル右の 「Aux」キーを押し、次
にディスプレイ右の ソフトキーを押してください。 
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操作の手順 

UUTオシロスコープ・メーカーの校正ガイドにある、過負荷テスト・ポイント
の表またはリストを参照してください。 

そのガイドで指定された試験手順に従い、次の操作 (1) ～ (5) を実行してくださ
い。 

1. 9500B： 

a. UUTプローブのテスト・ポイントに適した過負荷パルスおよび極性に
なるように、正面パネルから操作して9500Bの出力を設定してくださ
い。 

b. 連続トリガーが必要な場合は、ディスプレイ下の一番右の「AUTO 
TRIG」ソフトキーを押してください。 

2. UUTオシロスコープ：  

a. テスト・ポイント用の正しいチャンネルを選択してください 

b. テスト・ポイント用の正しいレンジを選択してください。 

c. 表示が安定するように、必要に応じて掃引速度およびトリガー・レベ
ルを調整してください。 

3. 9500B： 

a. 出力をONに設定します。 

b. 「TRIG PULSE」画面キーを一度押して、UUTオシロスコープの反応
を観察し、記録します。 

c. オシロスコープ・メーカーのテスト・ガイドを参考に、必要に応じて
「TRIG PULSE」画面キーを繰り返し押してください。UUTオシロス
コープの反応を観察、記録します。 

4. UUTの反応：テスト・ポイントにおけるUUTオシロスコープの反応を記
録します。詳細はUUTオシロスコープ・メーカーのテスト・ガイドをご
参照ください。必要であればオシロスコープの保護回路をリセットして
ください。 

5. 9500B： 出力をOFFにしてください。 

ゼロ・スキュー機能 
「スキュー」とは選択されている2つ以上のチャンネル間の相対的な遅れと定義
されます。チャンネルの遅れが等しければ、その状態は「ゼロ・スキュー」と呼
ばれます。ここでは、9500Bのゼロ・スキュー機能を使って以下の作業を行う方
法について説明します。 

1. 9500Bの選択されているチャンネルの遅れが等しくなるように調整しま
す。 

2. 上記で調整したチャンネルをソースとして、UUTオシロスコープの入力
チャンネル間のスキューを測定します。 

3. 2つのケーブル・チャンネル間の精密アラインメントも実行できます。  

相互接続の詳細と正面パネル操作部の詳しい操作方法については、相互接続、
Manualモード — 機能選択、および編集機能の各項を参照してください。 

初期設定 

Manualモードが選択されるとシステムの初期設定では直流/矩形波機能に入り、
直流/矩形波機能の初期メニュー画面が表示されます。「OSCILLOSCOPE 
CALIBRATOR」パネル右の「Aux」キーを押して、画面右の  ソフトキーを
押すとゼロ・スキュー機能を選択することができます。 
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待機状態からの復帰時を除いて、 ゼロ・スキュー機能のメニュー画面は常に下
図のような初期設定の状態で表示されます： 

LEN
TC

Ø1 x
÷ Ø1 

1 2
5 Ø.1D

�

  
erw107.eps 

上記の初期画面では、1行目および下段の画面キーの反転表示から確認できるよ
うに、「Default Alignment」が自動的に選択されています。未調整時 (初期設定) 
のアラインメントのチャンネル間の 大スキューは±50 psです。この画面には振
幅および周波数の初期設定も表示されます。 
画面上部中央のボックス内には選択されている出力チャンネルの一覧が表示され
ます。 

メニュー選択 

信号チャンネルの選択 

他の機能と異なり信号チャンネルの選択では、アクティブ・ヘッドが接続されて
いるチャンネルが全て選択されます。ここではチャンネル1、2、および3のアク
ティブ・ヘッドが接続されており、チャンネル4には何も接続されておらず、ト
リガー・ケーブルがチャンネル5に接続されているユニットを例に取って説明し
ます。 
二次メニュー画面で希望するチャンネルを選択することができます。下段の画面
キー「CHANNEL SELECT」を押して二次メニュー画面を開くと、選択可能なチ
ャンネルが既に選択された状態の画面が表示されます。 

 
erw108.eps 

チャンネル4、5にはアクティブ・ヘッドは接続されていません。チャンネル1、
2、3にアクティブ・ヘッドが接続されているため、これらのチャンネルのみが
反転表示されており (画面上部中央のボックス内の表示でも確認可能)、これらの
チャンネルに対してゼロ・スキューを行うことができます。このソフトキーを押
すとそのチャンネルを選択または選択解除することができます。チャンネルが1
つしか選択されていないと、この機能は実行できず、エラー・メッセージが表示
されます。 
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ゼロ・スキュー機能では負荷は全チャンネルで50 Ωに固定されているため、
50 Ω/1 MΩを切り替えるソフトキーが表示されません。 

この機能では、「trigger channel」ソフトキーも表示されません。 

チャンネル選択画面では周波数/周期の調整は行えません。「EXIT」キーを押す
と、ゼロ・スキュー機能の初期画面に戻り、画面上部中央のボックスには選択さ
れているチャンネルが表示されます。 

右側の画面キー — 桁編集/シーケンス・スクロール 

これらのキーは周波数/周期の値に対してのみ使用されます： 

X10 指示値を10倍します

÷10 指示値を10で割ります

 表示を周波数から周期に変更します

 表示を周期から周波数に変更します

右側の画面キー — 数値入力編集 

右側の画面キーは、編集ボックス内の値に対して作用し、  キーの代わりとし
て機能します。ボックス内の値が設定されて、数値入力編集から桁編集/シーケ
ンス・スクロールに戻ります： 

これらのキーは周波数/周期の値に対してのみ使用されます： 

X10 指示値を10倍します

÷10 指示値を10で割ります

Hz 編集ボックス内の値をヘルツで設定します

kHz 編集ボックス内の値をキロヘルツで設定します

MHz 編集ボックス内の値をメガヘルツで設定します

GHz 編集ボックス内の値をギガヘルツで設定します

下段の画面キー 

ADJUST 
ALIGN 

精密アラインメント調整を選択します。各アクティブ・チャンネ
ルを調整し、結果を保存します。 

DEFAULT 
ALIGN 

精密アラインメントの保存後、Default Alignment画面に戻ります。 

CHANNEL 
SELECT 

5つのチャンネルの内、ゼロ・スキューを行う任意のチャンネル
を2つ以上選択します。ただし、アクティブ・ヘッドが接続され
ているチャンネルに限ります (9500BおよびUUTオシロスコープ
の設定)。 

 Directモードを選択します (Scopeモードを参照)。 

 Scopeモードを選択します (Preferencesキーで選択した「1、2、
5」または「1、2、2.5、4、5」ステップ・シーケンスが設定され
ます) (はじめに、およびDirectモードを参照) 
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ゼロ・スキュー機能の操作 

9500Bのチャンネル出力の精密アラインメント 

9500Bをゼロ・スキュー機能に設定します。複数のチャンネルのヘッドを、交代
でオシロスコープ (UUTオシロスコープでも可) の同じ入力チャンネルに接続し
てアラインメントを行います。この時トリガーは別のチャンネルまたは外部トリ
ガーを使用します。 
精密アラインメント 
ゼロ・スキュー機能の「CHANNEL SELECT」画面キーで調整するチャンネルを
選択します。 
出力オフの状態でチャンネルに接続されているアクティブ・ヘッドを、使用する
オシロスコープの入力チャンネルに接続します。必要な周波数を指定して出力を
オンにし、半分の振幅での遅延にカーソルを合わせます (また、「ADJUST 
ALIGN」ソフトキーを押すと、チャンネルの遅延をより細かく調整することも
できます。 )。 
出力をオフにし、1つ目のアクティブ・ヘッドを取り外して、2つ目のチャンネ
ルのアクティブ・ヘッドを同じオシロスコープの入力チャンネルに接続します。
出力をオンにし「ADJUST ALIGN」を押すと、2つ目のチャンネルの遅延を先ほ
どのカーソルの位置に調整することができます。 
他のチャンネルにも同じ調整を繰り返すことで、全チャンネルの正確なアライン
メントが可能です。選択した出力チャンネルのアラインメントが完了したら、こ
れらのチャンネルから同じ信号を出力してUUTオシロスコープの入力チャンネ
ル間の相対的な遅延を測定することができます。 

アラインメントの保存 

9500Bのゼロ・スキュー機能では、調整済みのアクティブ・ヘッドとチャンネル
のみを合わせて使用することができます。チャンネルの再構成を行わない限り、
別の機能を選択しただけでは、ゼロ・スキュー機能を再度選択した時にアライン
メントが損なわれることはありません。チャンネルの選択を解除すると、別の調
整済みのチャンネルを使用することができます。一度選択を解除したチャンネル
を再度選択した場合、同じアクティブ・ヘッドが接続されていればアラインメン
トは復元されます。 
出力チャンネルに接続されたヘッドを別のアクティブ・ヘッドと取り替えると、
9500Bは新しいヘッドをアラインメント未調整として認識し、精密アラインメン
トをやり直さなければこのアクティブ・ヘッドを使用することができません。 

UUTオシロスコープのチャンネル・スキューの測定 

はじめに 

9500Bのチャンネル出力の精密アラインメントを参考に、あらかじめ必要な数の
アクティブ・ヘッドにアライメントを実行してください (±50 psよりも精密な校
正器のアラインメントが必要であれば ― UUTの仕様が<200 psまたはそれより
も優れている場合)。 

相互接続 

必要なアクティブ・ヘッドをUUTオシロスコープの入力チャンネルに接続して
ください。 

9500BとUUTオシロスコープの設定 

次の手順は、9500BがManualモードになっていることを前提としています。ま
た、正面パネルの操作についての説明は省略します。不明な点がある場合は、第
4章前半を読み直してください。 
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1. 準備： 両機器の電源がONで、ウォームアップが完了していることを確
認してください。 

2. UUTオシロスコープ：入力チャンネルのスキュー・テストに必要な機能
を選択してください。 

3. 9500B： 9500Bでゼロ・スキュー機能が選択されていて、出力がOFFに
なっていることを確認してください。他の機能が選択されている場合
は、「OSCILLOSCOPE CALIBRATOR」パネル右の 「Aux」キーを押
し、次にディスプレイ右の ソフトキーを押してください。 

必要なチャンネルが選択されており、必要であれば、「精密アラインメント」が
実施されていることを確認してください。 

操作の手順 

UUTオシロスコープ・メーカーの校正ガイドにある、オシロスコープのテス
ト・ポイントの表またはリストを参照してください。 

そのガイドで指定された試験手順に従い、次の操作 (1) ～ (5) を実行してくださ
い。 

1. UUTオシロスコープ：  

a. 正しいテスト用の信号チャンネルを選択してください。 

b. テスト用のトリガーを正しいチャンネルに設定してください。 

c. 正しいY軸感度レンジを選択してください。 

d. テスト用の正しいタイム・ベース速度を選択してください。 

e. 画面が安定するように、必要に応じて掃引速度およびトリガー・レベ
ルを調整してください。 

2. 9500B： 出力をONにしてください。 

3. UUTオシロスコープ：  

a. 各チャンネルのY軸位置を調整し、X軸上の等しい位置になるように
波形を重ねて表示してください。 

b. UUTオシロスコープを操作して各チャンネルの相対遅延を測定してく
ださい (半分の振幅で)。 

4. UUTの応答：UUTオシロスコープ・メーカーのテスト・ガイドを参考
に、UUTの入力チャンネルの相対遅延の記録を取ってください。 

5. 9500B： 出力をOFFにしてください。 

外部入力 
ここでは、9500Bでパルス幅が可変なパルスを生成し、オシロスコープ内のトリ
ガー・タイミング回路をテストする方法について説明します。 

相互接続の詳細と正面パネル操作部の詳しい操作方法については、相互接続、
Manualモード — 機能選択、および編集機能の各項を参照してください。 

自動経路設定 

9500Bは高い柔軟性を持っていますが、特定の目的での校正または試験のために、
外部機器の信号をUUTオシロスコープに入力する必要がある場合があります。 

9500Bの外部入力機能を選択することで、広帯域の信号経路を使い、背面パネル
の50 Ω SMAコネクターからの入力を、9500Bの正面パネル操作で選択したチャ
ンネルから出力することができます。 

外部信号のトリガーは生成できず、内部トリガーを利用することはできません。 
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初期設定 

Manualモードが選択されるとシステムの初期設定では直流/矩形波機能に入り、
直流/矩形波機能の初期メニュー画面が表示されます。「OSCILLOSCOPE 
CALIBRATOR」パネル右の「Aux」キーを押して、画面右の AUX IN ソフトキーを
押すと外部入力機能を選択することができます。 

スタンバイからの復帰時を除き、外部入力画面は常に以下のように表示されます (不
揮発性メモリの詳細についてはチャンネル・メモリの保持をご参照ください。)。 

 
erw109.eps 

メニュー選択 

信号チャンネル選択、トリガー・チャンネル選択、ケーブル選択およびトリガー
比は、全て通常の直流/矩形波機能と同じように操作します。メニューの選択を
ご参照ください。 

注記 
オプション5が付いていない場合は、信号チャンネルとトリガー・
チャンネルは1つずつです。 

チャンネル設定のメモリ保存 

チャンネル設定のメモリ保存をご参照ください。 

外部入力機能の操作 

下段の画面キー 

CHANNEL SELECTキーにより、外部入力信号を5つのヘッドのいずれかから出
力することができます。信号チャンネルと予想負荷の選択のみが可能です (メニ
ュー選択参照)。 

9500Bを使用した、UUTオシロスコープの入力チャンネルへの外部校正信号の自動経路
設定 

校正手順には外部ソースからの信号の特定のチャンネル入力への経路の設定が含ま
れています。これはオシロスコープ・メーカーの校正手順で要求されています。 

相互接続 

1. 9500B側の信号を出力させたいチャンネルとUUTの入力チャンネルを、
適切なアクティブ・ヘッドで接続します。 

2. 外部ソースを9500B背面パネルの「AUXILIARY INPUT」 SMAコネクタ
ーに接続します。 
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外部信号源、9500B、UUTオシロスコープの設定 

次の手順は、9500BがManualモードになっていることを前提としています。ま
た、正面パネルの操作についての説明は省略します。不明な点がある場合は、第
4章前半を読み直してください。 

1. 準備： 全ての機器の電源がONで、ウォームアップが完了していること
を確認してください。 

2. UUTオシロスコープ：外部信号を必要とする機能を選択してください。 

3. 9500B： 9500Bで外部入力機能が選択されていて、出力がOFFになって
いることを確認してください。他の機能が選択されている場合は、
「OSCILLOSCOPE CALIBRATOR」パネル右の 「Aux」キーを押し、次
にディスプレイ右の AUX INソフトキーを押してください。 

4. 外部信号源：必要な信号を9500Bの背面パネルに供給するよう、信号源を設
定してください (相互接続の外部入力経路設定仕様をご参照ください。)。 

操作の手順 

UUTオシロスコープ・メーカーの校正ガイドにある、校正設定ポイントの表ま
たはリストを参照してください。 

そのガイドで指定された校正手順に従い、次の操作 (1) ～ (5) を実行してくださ
い。 

1. 外部信号源：正しい信号が出力されていることを確認してください。 

2. UUTオシロスコープ：  

a. 校正ポイント用の正しいチャンネルを選択してください。 

b. 校正ポイント用の正しいレンジを選択してください。 

3. 9500B： 出力をONにしてください。 

4. UUTオシロスコープ：  

a. 表示が安定するよう、掃引速度およびトリガー・レベルを調整します。 

b. 外部信号に対するUUTオシロスコープの反応を観察、記録します。詳
細はUUTオシロスコープ・メーカーの校正ガイドをご参照ください。 

5. 9500B： 出力をOFFにしてください。 

負荷抵抗および負荷容量測定 
ここでは9500Bを使って、UUTオシロスコープの入力端子で生じる負荷抵抗およ
び負荷容量の測定する方法について説明します。 

相互接続の詳細と正面パネル操作部の詳しい操作方法については、相互接続、
Manualモード — 機能選択、および編集機能の各項を参照してください。 

測定方法 

UUTオシロスコープの入力負荷抵抗および容量は任意のアクティブ・ヘッドか
ら直接測定することができます。 

9500Bの「Auxiliary」機能の「Ω」または「」機能を選択すると、UUTオシロ
スコープの入力端子のアクティブ・ヘッドに対する負荷抵抗または負荷容量が画
面に表示されます。トリガー機能はありません。 
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初期設定 

負荷抵抗の初期設定 

「OSCILLOSCOPE CALIBRATOR」パネル右の「Aux」キーを押して、画面右
の ソフトキーを押すと負荷抵抗測定機能を選択することができます。 

スタンバイからの復帰時を除き、負荷抵抗機能の画面は常に以下のように表示さ
れます (不揮発性メモリの詳細についてはチャンネル・メモリの保持をご参照く
ださい。)。 

 
erw110.eps 

負荷容量の初期設定 

「OSCILLOSCOPE CALIBRATOR」パネル右の「Aux」キーを押して、画面右
の ソフトキーを押すと負荷容量機能を選択することができます。 

スタンバイからの復帰時を除き、負荷容量機能の画面は常に以下のように表示さ
れます (不揮発性メモリの詳細についてはチャンネル・メモリの保持をご参照く
ださい。)。 

 
erw111.eps 
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メニュー選択 

負荷抵抗メニュー 

信号チャンネルと予想負荷の選択のみ、直流/矩形波機能と同じ操作で行えます。メ
ニュー選択をご参照ください。 

注記 
出力がONの場合のみ測定が可能です。 

負荷容量メニュー 

信号チャンネルと予想負荷の選択のみ、直流/矩形波機能と同じ操作で行えます。メ
ニューの選択をご参照ください。 

注記 
出力がONの場合のみ測定が可能です。 

チャンネルのメモリ保存 

チャンネル設定のメモリ保存をご参照ください。 

測定の操作方法 

下段の画面キー (抵抗) 

SIGNAL 
CHANNEL 

5つのヘッドの内のいずれかで測定を行うよう設定します。予想負
荷の選択も可能です (メニュー選択参照)。 

下段の画面キー (静電容量) 

SIGNAL 
CHANNEL 

5つのヘッドの内のいずれかで測定を行うよう設定します。予想負
荷の選択も可能です (メニュー選択参照)。 

9500Bを使用した負荷抵抗または負荷容量の測定 

はじめに 

どちらの測定でも、アクティブ・ヘッドを各チャンネルに順番に接続し、抵抗ま
たは静電容量の測定結果が仕様の範囲内かどうか確認します。 

相互接続 

9500B側の信号を出力させたいチャンネルとUUTの入力チャンネルを、適切なア
クティブ・ヘッドで接続します。トリガーは不要なため、表示されません。 

9500BとUUTオシロスコープの設定 

1. 準備： 両機器の電源がONで、ウォームアップが完了していることを確
認してください。 

2. UUTオシロスコープ：必要に応じて負荷抵抗または負荷容量に必要な機
能を選択してください。 

3. 9500B：9500Bで負荷抵抗または負荷容量測定機能が選択されていて、
出力がOFFになっていることを確認してくだださい。他の機能が選択さ
れている場合は、「OSCILLOSCOPE CALIBRATOR」パネル右の 
「Aux」キーを押し、次にディスプレイ右下のまたはソフトキーを
押してください。 
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操作の手順 (負荷抵抗) 

UUTオシロスコープ・メーカーのテスト/校正ガイドにある、オシロスコープの
負荷抵抗測定ポイントの表またはリストを参照してください。 

そのガイドで指定された試験手順に従い、次の操作 (1) ～ (5) を実行してくださ
い。 

1. 9500B： 

a. 下段の「SIGNAL CHANNEL」画面キーを押してください。 

b. 必要な信号チャンネルを選択してください。 

c. 下段右端の画面キーを押して適切な負荷 (50 Ω または 1 MΩ) を切り
替えてください。 

d. 「EXIT」を押してください。 

2. UUTオシロスコープ： 

a. テスト・ポイント用の正しいチャンネルを選択してください 

b. 必要であれば直流結合を選択してください。 

3. 9500B： 

a. 出力をONに設定します。 

b. 負荷抵抗の値を画面から読み取ります。 

4. UUTの反応：テスト・ポイントにおけるUUTのチャンネルの負荷抵抗を
記録します。詳細はUUTオシロスコープ・メーカーのテスト/校正ガイド
をご参照ください。 

5. 9500B： 出力をOFFにしてください。 

操作の手順 (負荷容量) 

UUTオシロスコープ・メーカーのテスト/校正ガイドにある、オシロスコープの
負荷容量測定ポイントの表またはリストを参照してください。 

そのガイドで指定された試験手順に従い、次の操作 (1) ～ (4) を実行してくださ
い。 

1. 9500B： 

a. 下段の「SIGNAL CHANNEL」画面キーを押してください。 

b. 必要な信号チャンネルを選択してください。 

c. 「EXIT」を押してください。 

2. UUTオシロスコープ：  

a. テスト・ポイント用の正しいチャンネルを選択してください 

b. 必要であれば直流結合を選択してください。 

3. 9500B： 

a. 出力をONに設定します。 

b. 負荷容量の値を画面から読み取ります。 

4. UUTの反応：テスト・ポイントにおけるUUTのチャンネルの負荷容量を
記録します。詳細はUUTオシロスコープ・メーカーのテスト/校正ガイド
をご参照ください。 

5. 9500B： 出力をOFFにしてください。 
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入力リーク機能 

はじめに 

ここでは、9500Bを使ってUUTオシロスコープの入力端子の回路を開閉し、入力
リークをテストする方法について説明します。 

相互接続の詳細と正面パネル操作部の詳しい操作方法については、相互接続、
Manualモード — 機能選択、および編集機能の各項を参照してください。 

入力リーク・テスト 

UUTオシロスコープの入力リーク電流は、チャンネルの入力端子が開放されて
いる場合と短絡されている場合の測定値の差で確認することができます。 

9500Bの「Aux」機能の入力リーク機能を選択すると、9500Bの正面パネルから
の操作で選択されているチャンネルの回路の開閉が可能になります。 

必要な場合は、100 Hzトリガーが使用できます。 

初期設定 

Manualモードが選択されるとシステムの初期設定では直流/矩形波機能に入り、
直流/矩形波機能の初期メニュー画面が表示されます。 

「OSCILLOSCOPE CALIBRATOR」パネル右の「Aux」キーを押して、画面右
の ソフトキーを押すと入力リーク機能を選択することができます。 

待機状態からの復帰時を除いて、入力リーク・メニュー画面はいつも下図のよう
な初期設定の状態で表示されます： 

 
erw112.eps 

この初期画面では、左上のアイコンおよび下段の画面キーの反転表示で示されて
いるように、開放回路が自動的に選択されています。 

メニュー選択 

信号チャンネル選択、トリガー・チャンネル選択、およびケーブル選択は、全て
通常の直流/矩形波機能と同じように操作します。メニュー選択をご参照くださ
い。 

チャンネルのメモリ保存 

チャンネル設定のメモリ保存をご参照ください。 
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入力リーク機能の操作 

下段の画面キー 

 回路の短絡を選択し、トリガーを1回かけます。 

 回路の開放を選択し、トリガーを1回かけます。 

CHANNEL 
SELECT 

画面上に設定された信号を5つのヘッドのいずれかに送信します。
また、トリガー・チャンネルおよびケーブル・チャンネルの設定が
できます (メニュー選択を参照)。 

AUTO 
TRIG 

一連の100 Hzトリガーを出力し、UUTオシロスコープにトリガー
をかけます。 

開放回路の出力リーク電流仕様 

出力リーク電流 

任意のチャンネルでの9500Bの出力のリーク電流は±50 pA未満です。 

9500Bを使った、UUTオシロスコープの入力リーク電流テスト 

このテストでは、各チャンネルの入力の開放、短絡を順番に切り替えて、その値
の差が仕様の範囲内かどうか確認します。詳細についてはオシロスコープ・メー
カーの入力リーク・テストをご参照ください。 

相互接続 

1. 9500B側の信号を出力させたいチャンネルとUUTの入力チャンネルを、
適切なアクティブ・ヘッドで接続します。 

2. UUTトリガーが必要な場合は、アクティブ・ヘッド (またはトリガー・ケ
ーブル) を使って、出力したい9500BのチャンネルとUUTのトリガー入力
端子を接続します。 

9500BとUUTオシロスコープの設定 

次の手順は、9500BがManualモードになっていることを前提としています。ま
た、正面パネルの操作についての説明は省略します。不明な点がある場合は、第
4章前半を読み直してください。 

1. 準備： 両機器の電源がONで、ウォームアップが完了していることを確
認してください。 

2. UUTオシロスコープ：入力リーク・テストに必要な機能を選択してくだ
さい。 

3. 9500B： 9500Bで入力リーク機能が選択されていて出力がOFFになって
いることを確認してください。他の機能が選択されている場合は、
「OSCILLOSCOPE CALIBRATOR」パネル右の 「Aux」キーを押し、次
にディスプレイ下のソフトキーを押してください。 

操作の手順 

UUTオシロスコープ・メーカーの校正ガイドにある、オシロスコープの入力リ
ーク・テスト・ポイントの表またはリストを参照してください。 

そのガイドで指定されたテスト手順に従い、次の操作 (1) ～ (7) を実行してくだ
さい。 

1. 9500B：連続トリガーが必要な場合は、ディスプレイ下の一番右の
「AUTO TRIG」ソフトキーを押してください。 
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2. UUTオシロスコープ：  

a. テスト・ポイント用の正しいチャンネルを選択してください 

b. テスト・ポイント用の正しいレンジを選択してください。 

c. 必要であれば、掃引速度およびトリガー・レベルを調整してくださ
い。 

3. 9500B： 

a. 出力をONに設定します。 

b. 画面キーを押して回路を短絡させ、UUTに1回トリガーをかけま
す。 

4. UUTオシロスコープ：「Y」軸の位置を調整しゼロ軸 

5. 9500B：画面キーを押して回路の開放を選択し、UUTにトリガー
を1回出力します。 

6. UUTの反応：テスト・ポイントにおけるUUTオシロスコープの「Y」軸
の偏向を記録します。詳細はUUTオシロスコープ・メーカーのテスト・
ガイドをご参照ください。 

7. 9500B： 出力をOFFにしてください。 

パルス幅機能 
ここでは、9500Bでパルス幅が可変なパルスを生成し、オシロスコープ内のトリ
ガー・タイミング回路をテストする方法について説明します。 

相互接続の詳細と正面パネル操作部の詳しい操作方法については、相互接続、
Manualモード — 機能選択、および編集機能の各項を参照してください。 

 

 トリガー検証タイマー・テスト 

近のデジタル・オシロスコープにはよく、高度なトリガー回路が搭載されてい
て、決められた時間よりパルス幅が狭い (または広い) などのタイム・ウインド
ウ内のイベントを識別することができます。 オシロスコープは内蔵の (サンプリ
ング) クロックで、この場合はトリガーの波形の立ち上がりと立ち下がりエッジ
間の時間を測定します。多くの場合、この測定の分解能は短時間のアナログ・タ
イマーで上げることができます。このタイマーは既知の幅の短時間のパルスを用
いて、別個に検証、時には調整が必要です。 

9500Bの「Aux」機能のパルス幅機能を選択すると、既知の幅の適切な挟パルス
を、正面パネルからの操作で設定し、UUTの入力端子に印加することができま
す。 

初期設定 

Manualモードが選択されるとシステムの初期設定では直流/矩形波機能に入り、
直流/矩形波機能の初期メニュー画面が表示されます。「OSCILLOSCOPE 
CALIBRATOR」パネル右の「Aux」キーを押して、画面右の ソフトキーを
押すとパルス幅機能を選択することができます。 
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待機状態からの復帰時を除いて、 パルス幅機能のメニュー画面はいつも下図の
ような初期設定の状態で表示されます： 

L

�

  
erw113.eps 

上記の初期画面では周波数1 MHzでパルス幅50 nsが選択されています。出力の
振幅は50 オーム負荷で1 Vpk-pkに固定されています。 

メニュー選択 

信号チャンネルの選択は直流/矩形波機能と同じ操作で行えます。この機能に関
連するトリガー出力または設定はありません。 

チャンネルのメモリ保存 

チャンネル設定のメモリ保存をご参照ください。 

Directモードのみ 

この機能では、Directモードでの桁編集、数値入力にのみ対応しています。
Scopeモードでの入力は行えません。Directモードの項をご参照ください。 

パルス幅機能の操作 

右側の画面キー 

 パルス幅または周波数を 大 小値の範囲内で10倍します。 

 パルス幅または周波数を 大 小値の範囲内で10分の1にします。 

 表示波形の周期または周期を切り替えます。

下段の画面キー 

 5つのヘッドのいずれかから信号が出力されるよう設定します。 
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この章について 
第5章では、手動操作式のオシロスコープ (UUT) を校正するために9500Bでプロ
シージャー・カードを使用する方法についてご説明します。Manualモードでの
正面パネル操作については第4章をご参照ください。 

実際の手順はカードの中に含まれているため本章では一般的な事項、およびカー
ドのプログラム利用法に限定して説明します。 

Procedureモード — 安全および一般的な注意事項 

安全機能 

モデル9500Bは内部プログラムの全てに安全機構を取り入れています。  

例えば、端子の電圧をあらかじめ決められた値より大きくするためには、追加確
認としてキーを押す操作が必要です。 

警告 
OK または REPEAT PREV. キーを押した後： プロシージャーの記
述が、記述ガイドラインに完全に適合していなかった場合は、プロ
シージャーのいかなる時点でも警告なしで高電圧が現れる可能性が
あります。警告音が鳴ったときは十分な注意が必要です。 

警告 
緊急時の処置—OUTPUT OFFボタンの使用 

緊急時に出力をオフにする も効果的な方法は (電源プラグを抜く
以外では) 正面パネルの右側にあるOUTPUT OFFボタンを押すこと
です。OFFボタンに特有の機能として、適切なメッセージをオペレ
ーティング・システムに送るだけでなく、ソフトウェアを迂回する
ハードウェアの連絡路も有しています。たとえプログラムが動かな
くなった場合でも、このボタンを押せば出力を切断することができ
ます。 

一般的な注意事項 

出力の調整 

Procedureモードの「1 Year Verification」手順では、テスト・ポイントの公称値
に合わせて9500Bの出力を調整する必要があります。調整すると9500B内部メモ
リに「slew error」が保存され、印刷される成績書にも表示されます。 

正面パネル操作 — 微調整 

桁ごとの増分で調整を行えるよう、全ての「READ—SLEW SOURCE」画面の
終行には「ENABLE CURSOR」画面キーがあります。このキーを押すと

「Applied Value」の 下位の桁にカーソルが置かれ、桁編集機能 (第4章、Direct
モードを参照) として作動する全てのカーソル・キー、シフト・キー、および回
転ノブが使えるようになります。 
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正面パネル操作 — 粗調整 

調整操作の も初期段階では桁ごとの調整よりも大きなステップを必要とします。
「ENABLE CURSOR」キーの使用を中止すると、これらの粗調整が利用できます。
粗調整では正面パネル・キーのうち、回転ノブおよびとキーのみが使えます。
操作での増減の大きさは内部で計算されます。 

印刷の準備 

UUTの調整および検証の結果は、2種類の成績書のいずれかで印刷することがで
きます。適切なプリンターが接続され、オンラインになっている必要があり、そ
して印刷したい成績書のスタイル、書式およびデータが9500Bのメモリに入力さ
れている必要があります。正しいプリンターの種類を有効にすると、9500Bの内
部プログラムが必要な成績書を生成します。 

プリンターの種類 

使われるプリンターは120文字/行、かつCode Page 437 の文字セットが印刷で
きる必要があります。エプソンFX、キヤノンBubble-Jet、またはHPのDesk-Jet
と互換性があるほとんどのプリンターが使用できます。プリンターは9500B背面
パネルにある25ピンのD型ポートに接続します。 

成績書の書式設定とデータの追加 

印刷される成績書のスタイル選択、およびページ長、ヘッダー、フッターなどの
書式設定をConfigモードで行います。さらに校正室の名称、温度および湿度のよ
うな項目を成績書に追加することもできます。Configモードの各項詳細は第3
章、Configurationモードをご参照ください。 

注記 
手順を実行するために使われるプロシージャー・カードがモデル
9100のオプション250または600用に作成されたものだった場合、
その手順と成績書は関連する (9500Bではなく) 9100の不確かさを包
含します。 

印刷を有効にする 

Configモードの「PRINTER」画面キー、および適切なプリンター種類の選択 (第
3章、「Printer」を参照) によって印刷を有効にする必要があります。 

結果をメモリ・カードに保存する 

正面パネルのPCMCIAスロット 

Procedureモードでは、UUTの調整および検証手順は、あらかじめプログラムさ
れたメモリ・カードを9500Bの正面パネルにある左のPCMCIA SLOT 1に挿入し
て制御します。その結果は右のPCMCIA SLOT 2に挿入されたSRAMメモリ・カ
ードに保存することができます。SRAMカード内の古い結果を消去し、ブラン
ク・カードとして初期化するには9500Bの「Test」モードを使います (第8章、
メモリ・カードの確認を参照)。 

「FLASH」カードは手順を保存するために使いますが、結果を保存することは
できません。 
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結果用カードの有効化と挿入 

Configモードの使用 

結果をメモリ・カードに保存するにはConfigモードを使って保存を有効にします。
詳細は第3章「Results Cards」をご参照ください。 

カードを挿入する 

結果を保存する前にメモリ・カードをPCMCIA SLOT 2に挿入し、正しい位置に
しっかりと押し込んでください。内部プログラムが結果を書き込もうとしたとき
にカードが挿入されていなかった場合、画面に注意メッセージが表示されます。 

メモリ・カードの確認 

挿入する側のカード端には68のソケット・ピンがあります： 

 
gzh114.eps 

カードの挿入 

カードを挿入するときは、切り欠きキーが右前のカード底面に位置するようにし
ます： 

 
gzh115.eps 

書き込み禁止スイッチ 

SRAMカードは、接触ピンの反対側にある小さなスイッチを使って書き込み禁止
にすることができます。9500Bが結果を書き込むためには、このスイッチがオフ
である必要があります。カードが書き込み禁止になっていると、画面に警告メッ
セージが表示されます。 

手順途中での取り出し禁止 

カードを挿入していなくても保存を有効にすることはできますが、一度カードを
挿入したら手順が終わるか、中止されるまで取り出さないでください。途中で取
り出すとデータが破損します。 

ステージごとに結果を保存 

9500Bの内部プログラムは、UUTの調整または検証手順の各ステージが終わるご
とに結果を生成し、保存します。正面パネルの「OK」、「PASS」、または
「FAIL」画面キー (または、それに対応するトラック・ボールのボタン) を押す
ことで、各ステージの終わりが記録されます。 

結果用メモリの空き容量 

「Procedure」メモリ・カードが作成されると、それぞれの手順に必要な結果用
メモリの推定値が計算され、そのカードに書き込まれます。 

このカードを使用すると、9500Bは手順の 初の結果を「Results」カードに書
き込む前に、そのカードのメモリ空き容量を確認します。その空き容量が、手順
に必要な推定値の150 % 未満だった場合、別のカードを挿入するように警告が
表示されます。 



9500B 
オペレーター・マニュアル 

5-6 

SRAMカード—非充電式電池 

電池電圧の監視 

SRAMカードはカード内蔵の電池を電源として、そのRAMを不揮発性の状態に
維持しています。結果用カードがPCMCIA SLOT 2に挿入されている間、9500B
は連続的に電池電圧の状態を監視します。電圧が低下して機能停止状態に近づく
と、9500Bの画面に警告が表示されます。 

電池の交換 

カードがPCMCIA SLOT 2に挿入されているときは9500BからRAMの電源が供給
されるため、保存されたデータを失うことなくカードから電池モジュールを引き
出し、新しいモジュールを挿入することが可能です。 

SRAMカード—充電式電池 

電池の充電 

SRAMカードはカード内蔵の電池を電源として、そのRAMを不揮発性の状態に
維持しています。結果用カードがPCMCIA SLOT 2に挿入されている間、9500B
の電源をオンにすると電池が再充電されます。規定の再充電時間は、容量の
60 % まで8時間、容量の100 % まで40時間です。カードをPCMCIA SLOT 2に挿
入したときに電池の充電量が少ないと、 大40秒の初期充電期間の間ずっと、
9500Bの画面に電圧低下の警告が表示される場合があります。 

電池の取り出しと寿命 

充電式電池のカードでは電池を交換することはできず、充電後のデータ保持期間
は約6か月です。 

Procedureモード—アクセス・ガイド 

モード選択 

Procedureモードの共通操作 — 動作の概要、の中にProcedureモードの操作をま
とめたフロー・チャートを示します。 

「Mode」キー 

正面パネルの右側にある「Mode」キーを押すことで5種類のモードを選択する
ことができます。 

「Mode Selection」画面 

電源をオンにしたときの初期状態は、あらかじめ「Configure」モードでプログ
ラムされた設定に従って、ProcedureモードまたはManualモードのどちらかにな
ります。設定された初期状態が「Manual」モードのときに「Procedure」モード
に変更したい場合は、「Mode」画面から切り替える必要があります。 

「Mode」キーを押すと5種類のモードから選択できるMode Selectionメニュー画
面が表示されます (図5-1参照)。 
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図 5-1.Mode Selectionメニュー 

希望するモードを選択するために 終行の画面キーからモードに対応したキーを
押すと、「Mode Selection」画面から選択したモードの 初のメニュー画面 
(ConfigureまたはCalibrationモードを選択した場合はpassword entry画面) に切り
替わります。 

「Mode Selection」メニュー画面に戻るには正面パネルの右側にあるModeキー
を押してください。 

Procedureモードの選択—全ての手順に共通の入力メニュー 

PROCキー 

Mode Selectionメニュー画面の 下段にある「PROC」画面キーを押すと (また
は、Configurationモードで電源オンの初期状態としてProcedureモードが設定さ
れている場合は、電源をオンにすると) Procedureモードに入ります。 

Procedureモードの初期画面 

Procedureモードに入ると9500Bは「Select USER NAME ...」画面を表示します： 

 
erw117.eps 
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リストに名前がある場合 

リストに名前がある場合はカーソル・キーを使って選択し、「OK」画面キーを
押してください。 

リストに名前がない場合： 

英数字キーパッドから画面上に名前 ( 大12文字) を入力してください*。入力し
た文字はシフト・キーのアイコンと一緒に画面の下部に表示されます。次に
「」キーまたは「OK」画面キーを押すと、テストするUUTのメーカーまたは
モデルを選択する画面に切り替わりますが、操作を続けるにはPCMCIA SLOT 1
にプロシージャー・カードを挿入する必要があります (対象のUUTモデル用プロ
シージャー・カードの選択と挿入、を参照)。 

ユーザー名リストはCONFIGモードからのみ消去することができ、それにはパス
ワードを入力して「MORE」画面キーから「CLEAR USER LIST」機能を使いま
す。 

注記 
*アルファベット文字の入力    アルファベットを入力するときはキー
パッドの 下段にある「」 (青—左) と「」 (赤—右) の2つのシ
フト・キーを使います。数字キーの左右にアルファベット文字が色
分けして印字されています。文字を入力するには適切なシフト・キ
ーを押してから手を放し、それからアルファベット文字のキーを押
します。キーパッドから入力できるのは大文字のみです。 

対象のUUTモデル用プロシージャー・カードの選択と挿入 

1. スロットにプロシージャー・カードがなく、手順も読み込まれていない
場合： 

ここまでの説明ではプロシージャー・メモリ・カードを使う必要はあり
ませんでした。これ以降は9500Bがカードから情報を得る必要があるた
め、UUTに要求されるカードをPCMCIA SLOT 1の正しい位置にしっかり
と挿入しておく必要があります。 初に以下を行います： 

メモリ・カードの確認： 

挿入する側のカード端には68のソケット・ピンがあります： 

 
gzh118.eps 

カードの挿入： 

カードを挿入するときは、切り欠きキーが右前のカード底面に位置する
ようにします： 

 
gzh119.eps 
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まだプロシージャー・カードがスロットに挿入されておらず、RAMの中
に現在読み込まれている手順 (対象のUUTモデルの選択、を参照) もない
場合は画面に次のメッセージが表示されます： 

 
erw120.eps 

この場合は、UUTに要求されるカードをPCMCIA SLOT 1の正しい位置に挿
入し、手順を続けるために「NEW CARD」画面キーを押してください。 

そのプロシージャー・カードの中に複数のメーカーが登録されている場
合は「Select MANUFACTURER」メニュー画面に、もしメーカーが1社
しか登録されていない場合は「Select MODEL」画面に切り替わります。 

2. スロットにプロシージャー・カードがなく、特定UUTモデル用の手順が
RAMに読み込まれている場合： 

直近の電源オン以降にSelect Model画面のメニューからUUTモデルを選
択していた場合、選択されたモデル用の全ての手順が9500Bの内蔵RAM
に読み込まれています。 

このように、まだスロットにプロシージャー・カードがなく、手順が
RAMに読み込まれたまま (対象のUUTモデルの選択、を参照) の場合は画
面に次のようなメッセージが表示されます： 

EMITETAD S'YADOT

WEN
DRAC

ledom X LEDOM ehT
.ylsuoiverp dedaol neeb sah

ro ledom siht esu ot LEDOM sserP
sserp neht dna drac erudecorp a tresni

.eunitnoc ot DRAC WEN

TROBALEDOM
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読み込まれている手順を使うか、別なモデルの手順を読み込むために新
しいカードを挿入するか選択することができます。 

同じモデルの場合は、「MODEL」画面キーを押すだけで9500Bは「
Enter the SERIAL NUMBER...」画面に切り替わります。 



9500B 
オペレーター・マニュアル 

5-10 

別なモデルの場合は、UUTに要求されるカードをPCMCIA SLOT 1の正し
い位置に挿入し、手順を続けるために「NEW CARD」画面キーを押して
ください。 

そのプロシージャー・カードの中に複数のメーカーが登録されている場
合は「Select MANUFACTURER」メニュー画面に、もしメーカーが1社
しか登録されていない場合は「Select MODEL」画面に切り替わります。 

ABORTを押すと「Select USER NAME ...」画面に戻ります。 

Procedureモードの共通操作 — 動作の概要、図5-2をご参照ください。 

対象のUUTメーカーの選択 

(プロシージャー・カードの中に複数のメーカーが登録されている場合のみ) 

「Select MANUFACTURER」画面が表示された時点で、プロシージャー・カー
ドのメモリに手順が登録されているモデルのメーカー・リストが9500Bに読み込
まれています。画面に表示されるリストからメーカーを選択してください。例： 

EMITETAD S'YADOT

KO

.syek rosruc gnisu RERUTCAFUNAM tceleS
.drac rehtona daer ot DRAC WEN sserP

1 FUNAM
2 FUNAM

WEN
DRAC TROBA
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間違ったカードが挿入された場合： 

カードを取り出して正しいカードを挿入します。NEW CARD画面キーを押して
9500Bに別のカードが挿入されたことを通知してください。 

新しいカードの中に複数のメーカーが登録されている場合： 新しいカードに手
順が入っているメーカーのリストが9500Bに表示されます。 

新しいカードにメーカーが1社しか登録されていない場合： メーカーが1社しか
登録されていない場合は「Select MODEL」画面に切り替わります。 

正しいメーカーを選択したら： 

正しいメーカーを選択してOK画面キーを押すと、9500Bは「Select MODEL」メ
ニュー画面に切り替わります。 

ABORTを押すと「Select USER NAME ...」画面に戻ります。Procedureモード
の共通操作 — 動作の概要、図5-2をご参照ください。 



  
 Procedureモード—アクセス・ガイド 5 

  5-11 

対象のUUTモデルの選択 

「Select MODEL」画面が表示された時点で、プロシージャー・カードのメモリ
に手順が登録されているモデルのリストが9500Bに読み込まれています。それら
のモデル名から選択するための画面が表示されます。例： 

EMITETAD S'YADOT

KO

.syek rosruc gnisu LEDOM tceleS
.drac rehtona daer ot DRAC WEN sserP

1 LEDOM
2 LEDOM

WEN
DRAC TROBA
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間違ったカードが挿入された場合： 

カードを取り出して正しいカードを挿入し、9500Bに別なカードが挿入されたこ
とを通知するためNEW CARD画面キーを押してください。 

新しいカードの中に複数のメーカーが登録されている場合：  

それぞれのモデルの手順が保存された新しいカードのメーカー名リストが9500B
に表示されます。カーソル・キーを使って正しいメーカーを選択してからOK画
面キーを押すと、9500Bは「Select MODEL」メニュー画面に切り替わります。 

新しいカードに1つのメーカーのみが登録されている場合：  

1つのメーカーのみが登録されている場合は「Select MODEL」画面に切り替わ
ります。 

正しいモデルを選択したら： 

正しいモデルを選択してOK画面キーを押すと、9500Bはそのモデル用の全ての
手順を内蔵RAMに読み込みます。その後はカードを取り出して、別の機器にロ
ードするために使うことができます。 

モデルを選択してから、UUTの製造番号を入力してください。「OK」画面キー
を押すと、9500Bは「Serial Number」画面に切り替わります。 

ABORTを押すと「Select USER NAME ...」画面に戻ります。 

Procedureモードの共通操作 — 動作の概要、図5-2をご参照ください。 
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対象のUUTの製造番号を入力する 

UUTモデルを選択すると、9500Bは結果を識別するために製造番号の入力を要求
します。入力は次の画面で行います： 

EMITETAD S'YADOT

KO

.TUU fo REBMUN LAIRES eht retnE
.KO htiw mrifnoC

TROBA

: rebmuN laireS

 
erw124.eps 

UUTの製造番号の入力： 

英数字キーパッドから画面上に製造番号 ( 大20文字) を入力してください。入
力した文字は画面の下部に表示されます。その後「↵」キーまたは「OK」画面
キーを押すと、必要な手順の種類を選択する画面に切り替わります。 

ABORTを押すと「Select USER NAME ...」画面に戻ります。 

Procedureモードの共通操作 — 動作の概要、図5-2をご参照ください。 

対象のUUTモデル用の手順を選択する 

「Select PROCEDURE」画面が表示された時点で、選択されたモデル用の全て
の手順がプロシージャー・カードのメモリから9500Bの内蔵RAMに読み込まれ
ています。9500Bの画面に表示されたリストから手順を選択してください： 

EMITETAD S'YADOT

KO

.syek rosruc gnisu ERUDECORP tceleS
.KO htiw mrifnoC

ylnO tnemtsujdA
noitacifireV raeY 1

yfireV 0009OSI
liaF/ssaP yfireV

liaF/ssaP 0009OSI

TROBA
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手順の種類 

(Procedure Libraryから供給されるプロシージャー・カード)。 
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Adjustment Only 

この手順では、対象のUUTモデルを調整するために、メーカーが推奨する各テ
スト・ポイントの正しい値が9500Bから出力されます。調整操作部の名称、目標
値と限界値が画面に表示されるため、調整が成功したかどうか判断しやすく、合
否の記録も容易にできます。 

1 Year Verification 

この手順では、対象のUUTモデルの全性能を検証するためにメーカーが推奨す
る各テスト・ポイントの正しい値が9500Bから出力されます。この出力を調整し
てUUTの誤差を測定することができます。これらの誤差は、結果を「スタイル 
1」で印刷すると一覧できます。 

ISO9000 Verify 

この手順は、1 Year Verificationを拡張したもので、メーカーが推奨するより広
い範囲のテスト・ポイントで、詳細に性能を検証するための値が9500Bから出力
される点が異なります。 

Verify Pass/Fail 

この手順では、UUTがその仕様の範囲内であるか確認するための各テスト・ポ
イントの正しい値が9500Bから出力されます。レポートにはPass/Failのみが印
刷されます。 

ISO9000 Pass/Fail 

この手順は、Verify Pass/Failを拡張したもので、メーカーが推奨するより広い範
囲のテスト・ポイントで、詳細に性能を確認するための値が9500Bから出力され
る点が異なります。 

手順を選ぶには 

 および  カーソル・キー、または回転ノブを使って希望する手順を強調表
示し、「OK」を押してください。9500Bは適切なメニュー画面に切り替わりま
す。該当する手順の説明をご参照ください。 

ABORT を押すと「Select USER NAME ...」画面に戻ります。 

Procedureモードの共通操作 — 動作の概要、図5-2をご参照ください。 

手順 — カードに基づく操作指示 

UUTモデルの選択 

メニュー画面で (プロシージャー・カードから供給される) UUTのモデルが選択
されると、選択されたモデル用の全ての手順が自動的に9500Bの内蔵メモリに読
み込まれ、その手順は内蔵メモリからプログラムされるためカードは必要なくな
ります。ここまで手順が進むと、プロシージャー・カードを取り出して別な
9500Bをプログラムするために使うことができます。 

手順の起動 

手順の種類が選択されると、9500Bに読み込まれた対話型プログラムが実行され
ます。プログラムされた順序に従って操作指示が画面に表示されます。 

1 チャンネル出力モデル - 手順 

この説明は9500B/1100が使われていることを前提としています。 
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結び 

ルーチン指示はモデルごとに異なり、それはプログラムされた順序の中で展開さ
れるため、ここでは詳細を省略します。特定の事象が発生した場合は、9500Bは
手順を中断して対処を求めるようにプログラムされています。その中でも
「Abort」と「End」の2つは も重要です。 

「ABORT」 

ここまでの手順では、「Abort」画面キーを押すとProcedureモードの 初の画
面である「Select USER NAME」に戻ります。 

「OK」を押して手順の選択を確定した後は、その手順はカード内の順序に従っ
て制御され、このときに「ABORT」画面キーが押されると現在の表示が消え、
そこで手順を終了するための「ABORT」メッセージ画面が表示されます： 

EMITETAD S'YADOT

RESU

. . . DETROBA neeb sah erudecorp sihT
syektfos eht fo eno tceles esaelP

.woleb

YRTERCORPLAIRESLEDOM
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その他の理由によって9500B自体が手順を中止することもあります。この場合で
も「ABORT」画面が表示されます。 

5つの画面キーの選択については、「ABORT」または「END」時の選択肢、を
ご参照ください。 

アクティブ・ヘッドの取り外し 

手順の途中で「使用中」のアクティブ・ヘッドが取り外されると、それを検出し
て画面にメッセージが表示されます： 

EMITETAD S'YADOT

KO

eseht taht erusne esaelP
detresni yltcerroc era sdaeh :

7654321 muN daeH:X lennahC
1234567 muN daeH:Y lennahC

TROBA
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ヘッドの製造番号が表示されます。 
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「Channel X」は選択されている信号チャンネル、「Channel Y」は選択されて
いるトリガー・チャンネルのことです。 

ヘッドが接続されていない場合は、製造番号のところに「Any Head」と表示さ
れます。 

プロシージャー・カードがモデル9100のオプション250または600用に作られた
ものだった場合、チャンネルは手順の中で指定されていません。この場合9500B
は直近に使用したチャンネルを選択し、それが画面に表示されます。 

選択されているチャンネルに適切なヘッドが接続されているときのみ、OKを押
すと9500Bは次の操作に進みます。それ以外の場合はABORTを選んで、前の開
始ポイントに戻ることができます。 

「END」 

手順の全てのステージが完了すると、システムは手順を終了し、現在の表示が消
えて「END」メッセージ画面が表示されます： 

EMITETAD S'YADOT

RESU

.dedne sah erudecorp ehT
syektfos eht fo eno tceles esaelP

.woleb

YRTERCORPLAIRESLEDOM  
erw128.eps 

5つの画面キーの選択については、「ABORT」または「END」時の選択肢、を
ご参照ください。 

「ABORT」または「END」時の選択肢 

手順が終了または中止されると、5つのポイントのいずれかに戻ることができま
す。ポイントの番号は図5-2をご参照ください： 

USER (ポイント 1) 

Procedureモードを選択して 初に表示される「Select USER NAME」画面です。全
ての設定パラメーターを変更することができ、新しいプロシージャー・カードを挿
入することもできます。 

MODEL (ポイント 2) 

これは「Select MODEL」画面で、現在ロードされているプロシージャー・カードの
全てのUUTモデルから (その前に選択したメーカーの) モデルを選択することができ
ます。また、新しいプロシージャー・カードを挿入することもできます。 

注記 
複数メーカーのUUT用の手順が登録されているカードの場合： メー
カーを変更するためには「USER」画面キーを押して「Select 
USER NAME」画面まで戻ってください。 
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SERIAL (ポイント 3) 

同じモデルの異なるユニットを選択したい場合に選びます。システムは「Enter 
SERIAL NUMBER」画面に戻ります。 

PROC (ポイント 4) 

同じモデル、同じ製造番号のユニット用に別の手順を選択したい場合に選びます。
システムは「Select PROCEDURE」画面に戻ります。 

RETRY (ポイント 5) 

これは、終了または中止した手順を再実行する場合に選びます。同じユニットを
テストすることを前提としているため、印刷される結果には同じ製造番号が記載
されます。 

Procedureモードの共通操作 — 動作の概要 

図5-2のフロー・チャートは、Procedureモードに入ってプロシージャー・カー
ドをロードし、UUTモデルとあらかじめプログラムされた手順を選択するため
に必要な操作を要約したものです。 

 
gzh129.eps 

図 5-2.Procedureモード — 手順へのアクセス 
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この章について 
第6章では、IEEE-488.1 リモート・インターフェースで、SCPI (プログラム可能
な計測器のための標準コマンド) を使用して9500Bをリモート操作する場合の環
境について説明します。また、9500BのIEEE-488.2のメッセージ交換モデルお
よびレポート構造への対応についても説明し、9500Bで使用されるSCPIのコマ
ンドおよび構文を定義します。 

9500Bで使用されるIEEE-488.2およびSCPI コードの一覧 

IEEE-488.2の共通コマンドおよびクエリ 

プログラム・コ
ード 

説明 

∗CLS イベント・レジスターおよびキュー (O/P キューを除く) をク
リアします 

∗ESE Nrf で、規格で定義されているイベント・ビットを有効にしま
す 

∗ESE? ESE レジスター・マスクの値を確認します 

∗ESR? イベント・ステータス・レジスターを読み出します 

∗IDN? メーカー名、モデル名等をレポートします 

∗OPC 「実行待ちコマンドが無いこと」を示すフラグをモニターす
るよう、設定します 

∗OPC? 「実行待ちコマンドが無いこと」を示すフラグが「真」の場
合、出力キューに1がセットされます 

∗OPT? 本器のオプション構成を呼び出します

∗PSC 0/1 電源投入時のステータスのクリア・フラグを設定/リセットし
ます 

∗PSC? 電源投入時のステータスのクリア・フラグを呼び出します

∗PUD ユーザー・データを保護された領域に保存します 

∗PUD? ユーザー・データを呼び出します

∗RST 電源投入時の状態にリセットします

∗SRE Nrf サービス・リクエスト・バイトのビットを有効にします

∗SRE? サービス・リクエスト・バイトのマスクの値の確認します

∗STB? サービス・リクエスト・バイトを読み出します (読み出しても
クリアされません) 

∗TST? フル・テストを実行します

∗WAI 規格に準拠したコマンドですが、9500Bではあまり使用しま
せん 
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9500B SCPI サブシステム 

CALibration: 9500Bの機能およびハードウェアのレンジを校正し、ドリフト
や経年変化の蓄積によるシステム誤差を補正します 

 SECure :PASSword。「CAL Enable」スイッチと
パスワードを使って校正モードにアクセ
スします 

  :EXIT。校正モードを安全に終了します

 TARGet 校正のターゲット・ポイントを設定しま
す 

 TRIGger? ターゲットとレベルが設定されたら1点
(TARGet) 校正を開始し、合格の場合は
「0」を、不合格の場合は「1」を返しま
す 

 SPECial 様々な校正の値付け、計算、校正手順な
どを実行します 

 HEAD:STORe? アクティブ・ヘッドの校正データを保存
します 

OUTPut 出力接続に関するパラメーターを制御します：

 [STATe] (?) 出力のオン/オフを切り替えます 

ROUTe 信号およびトリガーの出力に関連する出力チャンネルを定義し
ます： 

 FITTed? 各チャンネルのアクティブ・ヘッドまた
はケーブルのタイプを (接続されていれ
ば) 返します 

 SIGNal[:PATH] チャンネルを信号の出力パスとして使用
するよう定義します 

 SIGNal:IMPedance 選択中の信号チャンネルで要求される負
荷インピーダンスを定義します 

 SIGNal:SKEW スキュー機能で使用する信号チャンネル
を定義および選択します 

 SIGNal:DUAL 正弦波機能で使用します。2チャンネル出
力で使用する信号チャンネルを2つ選択し
ます 

 TRIGger[:PATH] トリガー出力パスとして使用するチャン
ネルを定義します 

 TRIGger:IMPedance 選択中のトリガー・チャンネルで要求さ
れる負荷インピーダンスを定義します 

 TRIGger:RATio(?) 信号周波数に対するトリガーの比を設定
します：÷1、÷10、÷100 
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[SOURce] 9500Bの主機能を出力として選択します：

 :FUNCtion 出力信号の波形を選択します 

 :SCOPe 9100のオプション250との後方互換です

  [:SHAPe](?) 出力信号の波
形を選択しま
す 

  :TRANsition(?) 重要なエッジ
の向きを選択
します 

  :UUT_Z(?) 信号およびト
リガーのチャ
ンネルに合っ
たインピーダ
ンスを選択し
ます 

  :SPERiod(?)[:CW|FIXed](?) 現在選択され
ている波形の
周期を設定し
ます 

 :PARameter :DC 今後選択する
VOLTまたは
CURRはDC成
分のみ 

  :DC:GROund 今後のVOLT
またはCURR
出力は接地さ
れます 

  :DC:MCHannel マルチチャン
ネル出力を有
効/無効にしま
す 

  :SQUare 今後選択する
VOLTまたは
CURRは矩形
波 

  :SQUare:POLarity 選択中の矩形
波の極性を設
定します 

  :SQUare:GROund 今後のVOLT
またはCURR
出力は接地さ
れます 
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  :EDGE 「エッジ」機
能のエッジの
向きと速度を
設定します 

  :MARKer 「タイム・マ
ーカー」機能
の波形を設定
します 

  :OPULse オシロスコー
プの過負荷保
護試験に使用
されるパルス
の振幅とエネ
ルギーを設定
し、送信しま
す 

  :RAMP 「リニア・ラ
ンプ」機能の
ランプ時間と
トリガー・ポ
イントを設定
します 

  :SKEW ゼロ・スキュ
ー機能の精密
アライメント
を有効/無効に
します 

  :TELevision コンポジッ
ト・ビデオ機
能の映像方
式、同期方
式、ビデオ・
レベル、極性
を選択します 

  :LEAKage UUTオシロス
コープの入力
漏れ電流の測
定に使用する
開放/短絡状態
とトリガーを
選択します 

  :EXTernal 「外部入力」
信号を選択し
ます 
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 VOLTage 電圧源を選択し、出力の振幅を設定します

 CURRent 電流源を選択し、出力の振幅を設定します

 FREQuency AC機能の出力周波数の値を制御します

 PERiod AC機能の出力周期の値を制御します 

 WIDTh パルス幅機能のパルスの幅を制御します

CONFigure 抵抗または静電容量測定機能を選択します

READ? 直近の抵抗または静電容量の測定値を返します

STATus SCPIで定義された9500Bのステータス・レジスター構造にアク
セスします： 

 OPERation オペレーション・ステータス・レジスター
の読み出しまたは書き込みを行います 

 QUEStionable クエスチョナブル・ステータス・レジスタ
ーの読み出しまたは書き込みを行います 

 PRESet デフォルトのステータス・レポート条件を
プリセットします 

SYSTem 9500Bの性能には関係しない、一般機能をまとめたものです：

 ERRor? 9500Bのエラー・キューにエラー情報をリ
クエストします 

 DATE(?) 現在の日付を読み出し、または書き込みま
す 

 TIME(?) 現在の時刻を読み出し、または書き込みま
す 

 SVOLtage(?) DCまたはAC電圧機能の安全しきい値電圧
を読み出し、または書き込みます 

 VERSion? 本器が準拠しているSCPIのバージョンに
対応した数値を返します 

 FORMat? ローカル操作で設定された現在のデータ・
フォーマットを返します 

REFerence 入力および出力の基準周波数を設定します



9500B 
オペレーター・マニュアル 

6—8 

概要 
6章の導入部分では、9500BをIEEE 488 バスを介して操作するために必要な情報
について説明します。より詳細な情報については、ANSI/IEEE 488.1-1987およ
びIEEE 488.2-1988の規格仕様をご参照ください。 

インターフェース機能 

IEEE 488.1および488.2 

9500BはIEEE 488.1-1987； 「IEEE Standard Digital Interface for Programmable 
Instrumentation」 およびIEEE 488.2-1988： 「Codes, Formats, Protocols and 
Common Commands」 の規格仕様に適合しています。 

IEEE 488 用語における9500B 

9500Bは、IEEE-488.2の用語の内の、システム・インターフェースを搭載した
デバイスに当たります。システム・バスを介してシステムと接続され、システム
のコントローラーのプログラムによる指示のもとで、バスに接続されている他の
機器と通信を行います。 

プログラム・オプション 

以下のプログラムをIEEEインターフェースを介して行うことができます： 

• 作動状態 (機能、出力等) の変更 

• バスを介してのステータス・データの送信 

• システム・コントローラーからのサービス要求 

機能コード 

IEEE 488.1規格の仕様に準拠するために、必ずしもバスの機能を全て網羅して
いる必要はありません。IEEE 488.2では、 小限の任意機能を含め、IEEE 
488.1の特定のサブセットに正確に準拠していなければなりません。 

IEEE 488.1は標準的なバスの機能について解説およびコード化しており、メー
カーはこれを元に自社製品のインターフェースの全般的な機能の説明を簡単なコ
ードで提示します。IEEE 488.2では、この説明はデバイス付随資料の一部とし
て含まれていなければなりません。コード列は多くの場合、製品自体に印字され
ています。 

9500Bに適用されるコードとその簡単な説明を表 6-1にまとめました。 

このコードは機器背面のインターフェース・コネクターの隣にも表記されていま
す。これらはIEEE 488.2の要求に適合しています。 

表 6-1. 9500BのIEEE 488.1 インターフェース機能 

IEEE 488.1 サブセ

ット 
インターフェース機能 

SH1  ソース・ハンドシェイク機能 

AH1 アクセプター・ハンドシェイク機能 

T6 トーカー (基本トーカー、シリアル・ポール、リスナー指定の場合トーカー解除) 

L4 リスナー (基本リスナー、トーカー指定の場合リスナー解除) 
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表 6-1. 9500BのIEEE 488.1 インターフェース機能 (続き) 

IEEE 488.1 サブセット インターフェース機能 

SR1 サービス・リクエスト機能 

RL1 リモート/ローカル機能 (ローカル・ロックアウトを含む) 

PP0 パラレル・ポール機能なし 

DC1 デバイス・クリア機能 

DT0 デバイス・トリガー機能なし 

C0 コントローラー機能なし 

E2 オープン・コレクターおよび3ステート・ドライバー 
 

IEEE 488.1の付録 Bには各コードの説明が全て記載されています。 

バス・アドレス 

IEEE 488システムが複数の機器から構成されている場合、コントローラーが各機器
と個別に通信できるよう、各機器に固有の「アドレス」が割り当てられます。 

9500Bにはプライマリー・アドレスが2つあります (バス・アドレスの変更およ
び付録D参照)。プライマリー・アドレスは、0から30の範囲内で排他的な値を設
定することができます。この範囲外のアドレスには応答しません。セカンダリ
ー・アドレスは使用できません。プログラムはデータを有効なアドレスに送信
し、「トーカー」または「リスナー」を規定します。アドレスの設定方法およ
び、新しく設定したアドレスがどの時点で9500Bに認識されるかについては、
9500Bのアドレス指定の項をご参照ください。 

アクセス制限 

9500Bには5つの主作動モードがあります。各モードについては1章の作動モー
ドをご参照ください。リモート操作は以下の制限を受けます： 

• Procedure モード：Procedure モード中は9500Bは原則的に正面パネルか
ら操作します。このモードではリモート操作はできません。 

注記 
電源投入時は、ManualモードまたはProcedureモードのいずれか、
Configurationモードで設定した方のモードで起動します。 

• Manualモード：Manualモードの各機能でリモート操作が可能ですが、プ
ログラミングしやすいように、正面パネルからの操作と全く同じように
は作動しないリモート・コマンドもあります。 

• Configurationモード：リモート操作はできません。Configurationコマン
ドは9500BのSCPIコマンドには含まれていません。 

• Calibrationモード：リモート操作は可能ですが、入力保護の詳細につい
てはCALibration サブシステムの項をご参照ください。 

• Testモード：リモート操作はできませんが、「フル」セルフテストは
SCPIコマンドで実行できます。9500Bからテストの合否は返されます
が、より詳しく調べるためには正面パネルからもう一度Testモードを実
行する必要があります。 
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相互接続 

IEEE 488インターフェースに接続された機器同士は、IEEE 488.1で規定された
標準の相互接続ケーブルを通して、互いに通信します。 

IEEE-488インターフェースのソケットは背面パネルにあります。ソケットは、
表 6-2のように標準化されたピン記号表示のコネクターに適合しています。 

121

3142

 
erw130.eps 

図 6-1. IEEE-488 インターフェース・ソケット - ピン配置 

表 6-2. コネクター J101 - ピン記号 

ピン番

号 
名称 説明 

1 DIO 1 データ入出力線 1 

2 DIO 2 データ入出力線 2 

3 DIO 3 データ入出力線 3 

4 DIO 4 データ入出力線 4 

5 EOI End or Identify 

6 DAV Data Valid 

7 NRFD Not Ready For Data 

8 NDAC Not Data Accepted 

9 IFC Interface Clear 

10 SRQ Service Request 

11 ATN Attention 

12 SHIELD ケーブル遮蔽 (9500Bの安全グラウンドに接続) 

13 DIO 5 データ入出力線 5 

14 DIO 6 データ入出力線 6 

15 DIO 7 データ入出力線 7 

16 DIO 8 データ入出力線 8 
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表 6-2. コネクター J101 - ピン記号 (続き) 

ピン番

号 
名称 説明 

17 REN Remote Enable 

18 GND 6 DAVとツイスト・ペアされたGND線 

19 GND 7 NRFDとツイスト・ペアされたGND線 

20 GND 8 NDACとツイスト・ペアされたGND線 

21 GND 9 IFCとツイスト・ペアされたGND線 

22 GND 10 SRQとツイスト・ペアされたGND線 

23 GND 11 ATNとツイスト・ペアされたGND線 

24 GND 9500B ロジック・グラウンド (内部的に安全グラウンドと接続) 

SCPIプログラミング言語 

プログラム可能な機器のための標準コマンド (SCPI) は、様々な機器の機能を標
準の方法で実行するために、IEEE 488.2よりも広い範囲を対象とするコマンド
言語です。 

IEEE 488.2は標準のステータス・レポートの方法と共に、必須と任意の共通コマン
ドを定義しています。9500Bに実装されているSCPI言語は、IEEE-488.2の全必須コ
マンドに準拠していますが、任意コマンドの全てには準拠していません。SCPIのス
テータス・レポート方法には準拠しています。 

注記 
SCPI言語のコマンドで、アスタリスクから始まるもの (例：∗CLS) 
は、IEEE-488.2規格の「共通」コマンドです。 

9500Bのリモート・プログラミング・コマンドはSCPIに準拠しているため、
SCPIに準拠した他の機器との整合性は確保されています。周波数および電圧に
関連するコマンドのような、大部分の特定コマンドについては、SCPIに適合し
たコマンド構造が既に存在しており、可能な限り使用されていました。 

SCPIコマンドは分かりやすく、習得が簡単で、機器を使用する上での様々なスキル
を表しています。9500Bコマンドの概要は、9500Bで使用されているIEEE 488.2お
よびSCPIコード一覧のページをご参照ください。9500Bの全コマンドについては、
9500BのSCPI言語 ― コマンドおよび構文のページをご参照ください。アルファベ
ット順に動作と意味を説明しています。また、本章の付録 Bに適合情報が掲載され
ています。9500Bに実装されているIEEE-488の共通コマンドと、その動作情報につ
いては、本章の付録 Bをご参照ください。 
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9500Bをシステム内で使用する 

9500Bのアドレス指定 

バス・アドレスへのアクセス 

本器のアドレスの設定方法は手動のみです；Configuration メニューのBus 
Address メニューを使います。 

注記 
バス・アドレスの変更にはパスワードが必要です。 

「Configuration」モードの選択 

1. 正面パネル右のMODE キーを押して、ディスプレイに「Mode Selection」メ
ニューを表示してください： 

EMITETAD S'YADOT

TSETBILACGIFNOCLAUNAMCORP

noitceleS edoM
syektfos gnisu edom deriuqer tceleS

 
erw131.eps 

2. 下段中央のCONFIG 画面キーを押して、 「Configuration」モードに進んで
ください。9500Bは「Configuration」情報画面に切り替わります： 

EMITETAD S'YADOT

noitarugifnoC
:sgnitteS tneserP

zHk ØØØ.Ø5ycneuqerf feR
V ØØ.ØØ1egatloV ytefaS

1sserddA suB
ENONretnirP

launaMedom pu-rewoP
zHM Ø1ni fer txE
delbasiDni fer txE

XXX .veRXXXXXX .oN .reS
latx   lamroNzHG  1.1   : snoitpO

EROM
 

erw132.eps 
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「MORE」パラメーターの選択 

「MORE」ソフト・キーを押すとバス・アドレスにアクセスすることができます。
「MORE」を選択しようとすると、「Configuration」パスワードが要求されます。
ここで、9500Bは「Password Entry」画面に切り替わります。(第3章のパスワード
とアクセス、およびConfiguration モードをご参照ください) 

EMITETAD S'YADOT

yrtnE drowssaP
noitarugifnoC roF

TIXE

:  drowssap retnE

 
erw133.eps 

パスワードの入力 

1. 英数字キーボードからパスワードを入力する際、入力した文字の代わりにセ
キュリティ・アイコンが画面に表示されます。 後に (リターン) キーを押
してください。 

パスワードに誤りがあると、エラー・メッセージが表示されます。セキュリ
ティ・アイコンが消えて、入力のやり直しが可能になります。 

「EXIT」画面キーを押すと、現在の画面を終了し、1つ前の画面に戻ります。 

2. 正しいパスワードを入力し、続いて キーを押すと、 「Configuration」メ
イン・メニュー画面に進みます。画面にパラメーターの現在の設定が表示さ
れ、画面キーを使って変更することができます： 
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3. この場合は「BUS ADDRESS」を選択してください。 
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バス・アドレスの変更 

1. 「Present Settings」画面で、画面右のBUS ADDRESSを押すと、「IEEE 
488 ADDRESSES」画面に切り替わります： 
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9500BのIEEE-488 バス・アドレスは0から30までの任意の数に設定できます。 

2. 希望するバス・アドレスの数値を桁編集または直接編集で入力してください。直
接編集では、数値を入力した後に キーを押してください。 

3. EXITを押すと、「Present Settings」画面に戻ります。 

2つ目のアドレス (5000 シリーズ・エミュレーション用) については付録Dを
ご参照ください。 

注記 
アドレスを0から30の範囲内で設定することで、マニュアルでも、バス
上に接続されたシステムの一部としてリモートでも制御することがで
きます。このアドレスはコントローラー・プログラムで9500Bの指定に
使われるアドレスと同じでなければなりません。9500Bは保存されてい
るアドレスを常に認識し、コントローラーからこのアドレスに送られ
るTalkまたはListen コマンドに応答します。アドレスが変更され、
Configuration モード、Bus Address メニューのEXIT キーを押して変更
が保存されると、9500Bは新しいアドレスを認識して古いアドレスを無
視します。 

IEEE-488 インターフェースを介した操作 

概要 

電源投入手順はローカル操作の場合と同じように行います。9500Bは、電源投入
時にSRQを発生するようにプログラムすることも、その後のシリアル・ポール
による問い合わせに対して、コントローラーにステータスを返すように備えるこ
ともできます。 

作動条件 

9500Bをアプリケーション・プログラムの指示の下で操作する場合、そのプログ
ラムが「REN」管理ラインを「真」に設定しているか、「偽」に設定している
かという、主に2つの状態があります。 

1. REN が真の場合 (「REN」ラインがローの場合)： 

「Manual」または「Calibration」モードのいずれかでは、9500Bがアド
レス指定され、コマンドの受信が可能です。正面パネルからの操作は、
下段右の「Enable Local Usage」画面キー以外、受け付けられません。
カーソル操作はできません。 
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RENが真の状態でLLO (Local Lockout) が送信されると、「Enable Local 
Usage」画面キーは機能しなくなります。LLO (Local Lockout) が送信さ
れなければ、「Enable Local Usage」画面キーを押すと、RENが偽であ
るかのようにローカル操作に戻ります (下記の2を参照)。 

9500Bは有効なコマンドに応答して出力等に何らかの変更を加えます。
その変更は画面で確認することができます。 

リモート操作では「Configuration」モードまたは「Procedure」モードは
実行できません。これらはローカル・モードでのみ実行できます。リモ
ート操作は、ローカル操作で入力された「Configuration」モード、
「Procedure」モード、「Test」モードに割り込むことはできません。た
だし、「Test」モードはリモートで実行することができます。 

2. RENが偽の場合 (「REN」ラインがハイの場合)： 

9500Bはローカル操作のままですが、アドレス指定やコマンドの受信が
可能です。正面パネルの操作も全て可能です。 

9500Bはコマンドに応答し、出力等に何らかの変更を加えます。画面に
変更が表示される以外は、目に見える変化はありません。 

プログラムによるローカル操作への移行 (GTL または RENが偽) 

アプリケーション・プログラムで (GTL コマンドを送信するか、REN ラインを
偽に設定することで)、9500Bを「Local」制御に切り替えることができます。 

オーバーライド・コマンドを送信すれば再び「Remote」制御に切り替わります： 

RENが真でのリスナー指定 (Remote Enable 管理ラインが真 {ロー} の状態で
9500Bをリスナーとして指定)。9500BがConfiguration、Procedure、Test モード
でなければ、これによって再びリモート操作となります。 

「デバイス・クリア」 

DCLまたはSDC コマンドを送信すると、本器は以下のような状態になります： 

• IEEE 488の入力および出力バッファが全てクリアされます。 

• 「IFC」 (Interface Clear) で、デバイス固有メッセージ・バスの停止状態
が全てクリアされます。 

• MAV ビットがクリアされることでステータス・バイトが変更されます。 

ただし、以下の動作は行われません： 

• 上記以外の、本器内の設定または保存データの変更。 

• アナログ出力の中断。 

• IEEE-488 システムに関係のない本器機能の中断または変更。 
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リセットの種類 

リセットには3つの段階があり、IEEE 488.2 アプリケーション・プログラムで定
義されています。システム全体をリセットするには、全3段階のリセットをすべ
ての機器で順番に行なってください。それ以外の場合は、これらのリセット機能
を個別に、または組み合わせて使ってください： 

IFC バスの初期化

DCL メッセージ交換の初期化

∗RST デバイスの初期化

∗RST コマンドがもたらす影響については付録 Cをご参照ください。 

メッセージ交換 

IEEE 488.2 モデル 

IEEE 488.2は、デバイスの設計者が必要とするメッセージ交換制御インターフ
ェースのモデルについて、詳しく解説しています。このような解説 (内部信号パ
スの詳細等) の多くはアプリケーション・プログラマーにとっては簡単なことば
かりです。しかし、イベント・ステータス・レジスターにフラグが立つ各種エラ
ーはそれぞれ、プロセスの特定の段階に関係しているため、9500Bの簡易インタ
ーフェース・モデルは参考になるはずです。図 6-2にこのモデルと、機能区分別
の動作の簡単な説明を記載しています。 

snoitcnuF0059
seitilicaFdna

1-884-EEEI
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図 6-2. 9500B メッセージ交換モデル 
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9500B STATUSサブシステム 

入出力コントロールは、9500Bの出力キューからのメッセージをシステム・バス
に転送し、逆にバスからのメッセージを入力バッファまたは本器のインターフェ
ース内の決まった宛先に送信します。また、ステータス・レポート・システムか
らのステータス・バイト、およびステータス・バイト応答のビット6に影響を及
ぼすRequest Service ビットの状態も受信します。ビット6にはインターフェー
スの「リクエスト・サービス状況が真」の状態が反映されます。 

受信コマンドおよびクエリ 

入力バッファは先入れ先出し方式のキューで、 大容量は128バイト (文字) です。 

入出力コントロールは文字を受信する度に本器のプロセッサーに割り込みを行
い、プロセッサーがそれを入力バッファに送ってパーサーによる構文解析が行わ
れます。文字はバッファから消去され、適切なレベルの構文チェックで解釈され
ます。パーサーまたは実行制御に対して、プログラミングのスピードが速すぎる
と、バッファは徐々に一杯になっていきます。バッファがいっぱいになると、ハ
ンドシェイクが行われます。 

パーサーは受信した文字およびメッセージを、規格で定義されている一般的な構
文、またはデバイスで定義されている構文と照合します。構文に問題があると、
規格で定義されているイベント・ステータス・レジスターのビット5 (CME) が真
に設定され、コマンド・エラーとしてレポートされます (デバイスのステータス
情報のページを参照)。 

実行コントロールは構文解析で問題のなかったメッセージを受け取り、9500Bの
現在の機能および設定に基づいて、これらが実行可能かどうか診断します。メッ
セージが実行できない場合は、規格で定義されているイベント・ステータス・レ
ジスターのビット4 (EXE) が真に設定され、実行エラーがレポートされます。実
行可能なメッセージは順番に実行され、9500Bの機能や設定を変更します。コマ
ンドは「オーバーラップ」して実行されることはなく、9500Bの実行制御は全て
のコマンドを「連続して」実行します (つまり、前のコマンドの実行が完了する
まで、次のコマンドは実行されません)。 

9500Bの機能・設定 

9500Bの機能・設定ブロックにはデバイス固有の機能および特徴が全て含まれて
おり、実行制御からの実行可能なメッセージを受け取って、関連する操作を実行
します。また、有効なクエリ・リクエスト (IEEE 488.2 共通クエリ・コマンドお
よび9500Bのデバイス固有コマンド) に応答して、(所定の内部動作を実行後) 要
求された応答データをレスポンス・フォーマッターに送信します。 

デバイス固有エラーはこのブロックで検出されます。内部動作エラーが検出され
ると、スタンダード・イベント・ステータス・レジスターのビット3 (DDE) が真
に設定されます。エラーが発生すると、レポートが必要なエラーの各番号がエラ
ー・キューに追加されます。 

応答データ 

レスポンス・フォーマッターが応答データ (機能・設定ブロックからのデータ) 
および有効なクエリ・リクエストから、情報を取得します。これによりレスポン
ス・メッセージ・エレメントが構築され、応答メッセージとして、出力キューに
格納されます。 

出力キューは、アプリケーション・プログラムによってシステム・バスから読み
取られるまで、メッセージを保管します。出力キューに1バイト以上のデータが
あると、ステータス・バイト・レジスターのビット4 (Message Available - MAV) 
が真に設定されてレポートされます。出力キューが空の時は、ビット4は偽です 
(「デバイスのステータス情報の取得」参照)。 



9500B 
オペレーター・マニュアル 

6—18 

「Query Error」 

アプリケーション・プログラムが不適当なメッセージ交換プロトコルに従ってお
り、中断、未完了、またはこう着状態に陥っていることを示します。 

IEEE 488.2で定義されているイベント・ステータス・レジスターの「ビット2」
をご参照ください。 

規格の定義に基づいて、9500Bのイベント・ステータス・レジスターのビット2 
(QYE) は真に設定されます。 

Request Service (RQS) 

サービス要求の発生要因 

アプリケーション・プログラムがコントローラーからのサービスを要求する主な
要因が2つあります： 

• 9500Bのメッセージ交換インターフェースがシステムのプログラミン
グ・エラーをレポートするようにプログラムされている場合 

• 9500Bが重要なイベントをRQSでレポートするようにプログラムされて
いる場合 

重要なイベントは、デバイスの種類によって異なるため、「デバイス固有」と言
われるイベント分類があります。これらはデバイスの設計者が決定します。 

IEEE 488.2 モデルにおけるRQS 

アプリケーション・プログラムのある特定の段階においてRQSの生成を要求す
るイベントを有効、または無効にするように、プログラムすることができます。
IEEE 488.2 モデルは、デバイスの設計者とアプリケーション・プログラマーの
要求を満たす、柔軟なSCPIステータス・レポート構造を組み込むよう、拡張さ
れた規格です。 

この構造については、「デバイスのステータス情報の取得」について述べた、デ
バイスのステータス情報の取得の項で説明しています。 

デバイスのステータス情報の取得 

概要 

リモートで作動しているシステムにとって、システムのパフォーマンスに関する
新情報の提供は大変重要です。自動制御中のシステムでは、タスクの進行に必

要なフィードバックをコントローラーが要求しますが、このプロセスが中断する
と深刻な結果を招くこともあります。 

アプリケーション・プログラムを作成する際には、そのプログラムの試験および
修正を行い、結果を把握しておかなければなりません。プログラムの要素が確実
に正しい文法と構文で記述されていれば (プログラム・コマンドおよびクエリが
受信、実行され)、プログラム全体の有効性を確認、改善するために必要な反復
作業の数を減らすことができます。したがって情報のループを閉じる助けになる
ことであれば、プログラムの編集と運用のどちらにも役立つはずです。 

これらの情報については以下のページをご参照ください。 
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IEEE-488およびSCPIで規定された機能 
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図 6-3. 9500Bのステータス・レポート構造 

提供される情報は大きく2つのカテゴリーに分けられます： 「ステータス・サマ
リー」の情報と「イベント・レジスター」の状態です。 

ステータス・サマリー情報およびSRQ 

ステータス・バイトはIEEE-488で定義されている8ビットのラッチ式「イベン
ト・ステータス・レジスター」 (ESB) でイベントを通知する4つの「サマリー」
ビット、SCPIで定義されている16ビットのラッチ式レジスター 2つ (OSSおよ
びQSS)、および出力キュー (MAV) で構成されています。これらのサマリー・ビ
ットの1つが有効になって真に設定されると必ず、ステータス・バイトのサマリ
ー・ビット (MSS) も真に設定されます。MSSが真になると、バッファの
「RQS」ビットも真になり、IEEE-488のSRQラインが真に設定されます (図6-3
では、どの矢印もサービス・リクエスト・イネーブル・レージスターのビット6
を指していない点にご留意ください。ビット6は常に有効です)。 
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これに続いてアプリケーション・プログラムが実行するシリアル・ポールによっ
て、9500Bがリクエストを発している機器であること (RQSは再び偽に設定され
ますが、MSSは真のままです)、そしてどのサマリー・ビットが真なのかが判明
します。∗STB? コマンドの働きはシリアル・ポールと同じで、シリアル・ポー
ルが行えない時に使用します。 

イベント・レジスターの状態 
ステータス・バイトのサマリー・ビットは、アプリケーション・プログラムをス
テータス構造の下部へ、原因となるイベントに向かう案内をします。 
ESBおよびMAVは、IEEE-488の標準機能で、詳細は9500Bのステータス・レポ
ート ― IEEE-488.2の基本をご参照ください。 
OSSおよびQSSは、SCPI構造の特徴で、詳細は9500Bのステータス・レポート 
― SCPI要素をご参照ください。 

アプリケーション・プログラムからのアクセス 
図 6-2を参照しながら、イベント・ステータス・レジスターを例に説明します。 
イベントを有効にする 
規格で定義されているイベント・ステータス・レジスターにはメイン・レジスタ
ーの他に、「イベント・ステータス・イネーブル・レジスター」という副次的な
レジスターがあります。プログラム・コマンド (∗ESE phs Nrf) でイネーブル・
レジスターのビットの状態を設定することができます。これによって、メイン・
レジスターのサマリー・ビットを真に設定するイベントの有効、無効が切り替え
られます。 
イネーブル・レジスターの読み取り 
「クエリ」コマンド (∗ESE?) でアプリケーション・プログラムがイネーブル・
レジスターの状態を読み取り、どのイベントがレポートのために有効になってい
るかが分かります。 
メイン・レジスターの読み取り 
もう1つの「クエリ」コマンド (∗ESR?) でメイン・レジスターの状態を読み取
り、どのイベントが発生したか (つまり、どのイベントがサマリー・ビットを真
に設定したか) を知ることができます。このレジスターを読み取ると、全ビット
がクリアされます。 
イベントのレポート 
イベントがSRQを介してレポートされる場合、(Nrf数を使用して) 対応するイネ
ーブル・ビットが真に設定されます。規格で定義されているレジスターの各ビッ
トは、対応するイベントが発生するまでは偽のままです。イベントが発生すると
対応するビットが真になり、∗ESR? または ∗CLSでクリアされるまではそのま
まです。これによって、ステータス・バイト内の、そのレジスターのサマリー・
ビットも真に設定されます。このビットが有効になると、ステータス・バイトの
ビット6 (MSS/RQS) が真に設定され、 9500BはIEEE-488バスのSRQラインを
真に設定します。 
SCPI ステータス・レジスター 
2つあるSCPI ステータス・レジスターは、適切なコマンドでイネーブル・レジ
スターを設定し、クエリ・コマンドでレジスターの状態を読み取ることで、同じ
ように動作します。 
その後の動作 
このように、割り当てられたイベントを有効にしてSRQを行なうかどうか、プ
ログラムすることができます。また、ステータス・バイト・レジスターおよび真
になっているサマリー・ビット (ESB、OSS、QSS、またはMAV) をシリアル・
ポールを使って読み取り、ステータス・バイトを読み取るようにコントローラー
をプログラムすることができます。その後プログラムは、原因となったイベント
が判明するまで対応するイベント構造を調べます。各レジスターの詳細は以下の
項、およびコマンドの説明をご参照ください。 



 IEEE-488インターフェースを介した9500Bのシステム・アプリケーション 
 デバイスのステータス情報の取得 6 

  6-21 

9500Bのステータス・レポート ― IEEE-488.2の基本 

IEEE 488.2 モデル 
これはIEEE 488.1モデルを、より明確なルールを持った構造へと拡張、発展さ
せたものです。このルールにより、規格の「共通」メッセージの使用が要求さ
れ、デバイス固有メッセージが必要となりました。この構造の特徴は「イベン
ト」レジスターを使用することで、各レジスターには図 6-3にあるようにイネー
ブル・レジスターが付属しています。 

9500B モデルの構造 
IEEE 488.2はステータス・バイトを頂点とした深い階層構造になっており、ス
テータス・バイトのビット4、5、6、およびこれらのイベント構造のサマリー・
ビットとしての使用について定義しています。規格に準拠していることを宣言す
るためには、この構造を備えていなければなりません。9500Bは規格の定義に従
ってこれらのビットを採用しています。 
ビット0、1、2、3および7は機器の設計者が使用するビットです。9500Bでは、
ビット3および7のみが使用されており、これらはSCPIで定義されています。 
ステータス・バイトを読み取る際、アプリケーション・プログラムはイベントの
タイプの概要を受信するだけで、イベントそのものの詳細を調べるにはさらにク
エリ・メッセージを送信する必要があります。例：ステータス・バイトのビット
5の説明のために、さらに別のバイトが使用されています。 

ステータス・バイト・レジスター 
この構造では、ステータス・バイトは「ステータス・バイト・レジスター」の中
にあります；ステータス・バイト内のビットは以下のように割り当てられていま
す： 
ビット: 0 (DIO1)、1 (DIO2) および2 (DIO3) は9500Bでは使用されません。これ
らは常に偽です。 
ビット3：(DIO4) SCPIで規定されたクエスチョナブル・ステータス・サマリ
ー・ビット (QSS)  
ビット3 は「クエスチョナブル・ステータス・レジスター」(QSR) 内の「クエス
チョナブル・ステータス・データ」の状態を集約するビットです。このレジスタ
ーのビットは、9500BのSCPI定義およびデバイス固有の状態を表しています。
QSRの1つ以上の有効ビットが真の時、QSSビットは真になります。このバイト
の有効ビットが全て偽の時は、QSSビットは偽です。QSRおよびそのデータは
SCPIで定義されています。9500Bのステータス・レポート ― SCPI要素をご参
照ください。 
ビット4：(DIO5) IEEE 488.2で定義されたメッセージ・アベイラブル・ビット 
(MAV) 
MAVビットはコントローラーとの情報交換の同期に役立ちます。出力キューに
メッセージが格納されると、真になります。出力キューが空の場合は偽です。 
共通コマンド ∗CLSで出力キューおよびステータス・バイト・レジスターのビッ
ト4 MAVをクリアすることができます。「プログラム・メッセージ・ターミネ
ーター」の直後にコマンドが送られた場合に限ります。 
ビット5： (DIO6) IEEE 488.2で定義されたスタンダード・イベント・サマリ
ー・ビット (ESB) 
「イベント・ステータス・レジスター」(ESR) 内の「イベント・ステータス・バ
イト」の状態を集約するビットです。このレジスターのビットは、IEEE 488.2
で定義されたデバイスの状態を表しています。ESRの1つ以上の有効ビットが真
の時、ESBビットは真になります。このバイトの有効ビットが全て偽の時は、
ESBビットは偽です。 
ビット6： (DIO7) はマスター・ステータス・サマリー・メッセージ (MSSビッ
ト) で、ビット0から5またはビット7のいずれかが真の時 (ビット0、1および2は
9500Bでは常に偽です)、真に設定されます。 
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ビット7： (DIO4) SCPIで定義されたオペレーション・ステータス・サマリー・
ビット (QSS) 
「オペレーション・ステータス・レジスター」(OSR) 内の「オペレーション・
ステータス・データ」の状態を集約するビットです。このレジスターのビット
は、9500Bの進捗プロセスを表しています。OSRの1つ以上の有効ビットが真の
時、OSSビットは真になります。このバイトの有効ビットが全て偽の時は、
OSSビットは偽です。詳細は9500Bのステータス・レポート ― SCPI要素をご参
照ください。 
ステータス・バイト・レジスターの読み取り ∗STB? 
共通クエリ：∗STB? はステータス・バイト・レジスターの2進数を読み取ります。
応答は、レジスターの有効ビットの2進加重値の合計が10進数の形で返されます。
9500Bでは、ビット0、1および2の2進加重値は常に0です。 

サービス・リクエスト・イネーブル・レジスター 
SREレジスターは、個々のステータス・バイトのサマリー・ビットを有効にす
ることで、9500BがRQSを送信するイベントを選択するためのレジスターで
す。SREレジスターの内容はステータス・バイトと対応しており、プログラム
で変更可能です。従って有効な真のビットがそれぞれ、ステータス・バイトの対
応ビットを有効にします。 
ビット・セレクター：∗SRE phs Nrf 
共通プログラム・コマンド：∗SRE phs Nrfは選択を行なうコマンドで、Nrfには
10進数の数字が入ります。これを2進数に変換した数字がイネーブル・バイトの
ビット・パターン要求となります。 
例： 
規格で定義されたイベントが発生した時、および出力キューにメッセージがある
時のみRQSが要求される場合、Nrfは48となります。これを2進数に変換すると
00110000となり、ビット4またはビット5が真の時RQSを送信します。ただしビ
ット3が真であっても、この場合はRQSは送信されません。9500Bのステータ
ス・バイトのビット0、1および2は常に偽なので、これらのビットが有効でも無
効でもRQSとは無関係です。 
サービス・リクエスト・イネーブル・レジスターの読み出し 
共通クエリ： ∗SRE? はSREレジスターの2進数を読み取ります。応答は、レジ
スターの2進加重値の合計が10進数の形で返されます。ビット0、1および2の2進
加重値は常に0です。 

IEEE 488.2で定義されたイベント・ステータス・レジスター 
「イベント・ステータス・レジスター」にはイベント・ビットからなるイベン
ト・ステータス・バイトがあります。これらのビットはそれぞれ、特定の情報に
注意を向けさせる働きがあります。全てのビットは「固定式」です。すなわちい
ったん真に設定されると、レジスターがクリアされるまで偽に戻ることはありま
せん。レジスターは、∗ESR?で読み取られると自動的にクリアされます。共通
コマンド∗CLSでもイベント・ステータス・レジスターおよび関連するエラー・
キューをクリアすることができますが、イベント・ステータス・イネーブル・レ
ジスターはクリアされません。 
ビットは「固定式」であるため、ビットをクリアして同じソースからの新しいイ
ベントがレポートできるようにするためには、ステータス構造の適切な下位レジ
スターを読み取ることが必要です。 
「イベント・ステータス・レジスター」のビットには以下のようなニーモニック
が付いています： 
ビット0 Operation Complete (OPC) 
このビットは∗OPCがプログラムされていて、選択した完了待ちの動作が全て終
了した場合にのみ、真になります。9500Bはシリアル・モードで作動するため、
使用機会はセルフ・テストのような時間のかかる操作の完了検出などに限られま
す。 
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ビット1 Request Control (RQC) 

このビットは9500Bでは使用されません。常に偽に設定されています。 

ビット2 Query Error (QYE) 

QYEが真になるのは、アプリケーション・プログラムが不適当なメッセージ交
換プロトコルに従っており、以下のような状況に陥った場合です： 

• 中断状態：プログラムのクエリに対する9500Bからの応答メッセージの
送信が完了する前に新しいプログラム・メッセージによって中断された
場合。 

• 未完了状態：完全なクエリ・メッセージ (プログラム・メッセージ終端を
含む) を9500Bに送信せずに、応答メッセージを読み取ろうとした場合。 

• こう着状態：入力および出力バッファがいっぱいで、パーサーおよび実
行制御がブロックされた場合。 

ビット3 Device Dependent Error (DDE) 

DDEは、内部動作エラーが検知された時に、適切なエラー・メッセージがエラ
ー・キューに追加された場合に真に設定されます。以下の「エラー・キューに関
する注記」をご参照ください。 

注記 
エラー・キューは逐次記憶方式の一時的記憶装置です。エラーが発
生すると、レポート可能なエラーにはそれぞれ番号が振られ、エラ
ー説明のメッセージを付けてエラー・キューに送られます。キュー
はクエリ・コマンド SYSTem ERRor? で、先入れ先出し方式でコー
ド番号とメッセージを読み取ることができ、読み取られたエラーは
クリアされます。 

クエリ SYSTem ERRor? を繰り返し使用すると、デバイス固有エラ
ー、コマンド・エラー、実行エラーをキューが空になるまで連続し
て読み取ります。キューが空になると、「空」であることを示すメ
ッセージ (0, "No error") が返されます。 

「空」のメッセージが返ってくるまで、エラー・キューを何度も読
み取ることをお勧めします。 

共通コマンド∗CLS はキューをクリアします。 

ビット4 Execution Error (EXE) 

本器の状態や、コマンドのパラメーターが範囲外であることが原因で、受け取っ
たコマンドが実行できなかった場合、実行エラーとなります。適切なエラー・メ
ッセージがエラー・キューに追加されます。 

上記の「エラー・キューに関する注記」をご参照ください。 

ビット5 Command Error (CME) 

受信したバス・コマンドが、本器インターフェースのパーサーにプログラムされ
ているIEEE 488.2の一般構文またはデバイス・コマンド構文を満たしておら
ず、有効なコマンドとして認識されなかった時、CMEが発生します。適切なエ
ラー・メッセージがエラー・キューに追加されます。既述の「エラー・キューに
関する注記」をご参照ください。 

ビット6 User Request (URQ) 

このビットは使用されません。常に偽に設定されています。 
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ビット7 9500B Power Supply On (PON) 

9500Bの電源を入れ、セルフテストが無事終了し、電源投入時の初期設定が
Manual モードの場合、このビットは真に設定されます。(電源投入時の初期設定
がProcedure モードの場合、リモート操作は利用できません。セルフテストに失
敗すると、9500BはTest モードでエラーをレポートするため、同様にリモート
操作は行えません)。 

ビット7を真に設定することでSRQが発生するかどうかは、「Power On Status 
Clear」メッセージ ∗PSC phs Nrf で事前にどう設定していたかによります： 

• Nrfが1の場合、イベント・ステータス・イネーブル・レジスターは電源投入
時にクリアされます。従ってPONがステータス・バイト・レジスターのESB
ビットを立てることはなく、電源を入れてもSRQは送信されません。 

• Nrfが0で、イベント・ステータス・イネーブル・レジスターのビット7が真
で、サービス・リクエスト・イネーブル・レジスターのビット5が真の場
合；電源オフの状態からオンの状態に切り替わる際にSRQが送信されます。
これは、イネーブル・レジスターの状態が不揮発性メモリーに保存されてお
り、電源投入時に復元されるために起こる現象にすぎません。 

これは、瞬間的に電源が落ちてすぐに復旧した場合に (9500Bのプログラミング
が混乱する恐れがあります。)、SRQで報告されるよう条件を設定するために搭
載されている機能です。このためには、イベント・ステータス・レジスターのビ
ット7が常に真 (∗ESE phs Nrfによる。ここで、Nrfは ≥ 128)；ステータス・バイ
ト・イネーブル・レジスターのビット5が常に真 (コマンド∗SRE phs Nrfによ
る。ここで、Nrfは次のいずれかの範囲内 32-63、96-127、160-191、または 
224-255)；Power On Status Clear が無効 (∗PSC phs Nrfによる。ここで、Nrf = 
0)；イベント・ステータス・レジスターが電源投入によるSRQの直後に読み取
られてクリアされる (共通クエリ∗ESR? による) という条件が満たされていなけ
ればなりません。 

スタンダード・イベント・ステータス・イネーブル・レジスター 

ESEレジスターは、規格で定義されたイベント・ステータス・バイトのビット
の位置から、それが真の時にステータス・バイトのESBビットを真に設定する
イベントを選択するためのレジスターです。ESEレジスターの内容はスタンダ
ード・イベント・ステータス・バイトと対応しており、プログラムで変更可能で
す。従って有効な真のビットがそれぞれ、スタンダード・イベント・ステータ
ス・バイトの対応ビットを有効にします。 

ビット・セレクター：∗ESE phs Nrf 

プログラム・コマンド：∗ESE phs NrfのNrfには10進数の数字が入り、これを2
進数に変換してイネーブル・バイトのビット・パターン要求が生成されます。 

例： 

実行エラーまたはデバイス固有エラーが発生した時のみ、ESBビットが真に設
定されるようにするなら、Nrfは24になります。これを2進数に変換すると
00011000となり、ビット3またはビット4が真の時、ESBビットは真に設定され
ます。ただしビット0-2または5-7が真の時、ESBビットは偽のままです。 

スタンダード・イベント・イネーブル・レジスターの読み取り 

共通クエリ：∗ESE? はESEレジスターの2進数を読み取ります。応答は、レジス
ターの2進加重値の合計が10進数で返されます。 
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エラー・キュー 
9500Bでエラーが検出されると、エラー・キューと呼ばれる「先入れ先出し」式
のキューに送られます。検出されるのはエラーのみですが、このキューはSCPI 
Command Reference (Volume 2) の第19章に記されているフォーマットに準拠
しています。エラー・キューに入れられるエラーは3種類あり、検出された順に
格納されます。 

コマンド・エラー、実行エラー、デバイス固有エラー 

エラー・キューの読み取り 

キューはSCPI Command Referenceに記されている通りに、クエリ・コマンド 
SYSTem ERRor? を使用してコード番号とエラー・メッセージを読み取りま
す。読み出されたエラー・キューはクリアされます。クエリ SYSTem ERRor? 
を使用して、キュー内のエラーを空になるまで読み取ることができます。キュー
が空になるとメッセージ「0, No Error」が返されます。 

9500Bのステータス・レポート ― SCPI要素 

概要 
9500BはIEEE 488.2 ステータス・レポートに加え、オペレーションおよびクエ
スチョナブル・ステータス・レジスターと、これに関連する「コンディショ
ン」、「イベント」、「イネーブル」コマンドを実装しています。これは本器の
現在の動作および動作の性能を扱うために追加されたステータス・レジスターで
す。 

これら2つのレジスターの構造とレポートされるイベントの性質については図 6-
3をご参照ください。これらのレジスターへのアクセスについては、本マニュア
ルの9500BのSCPI言語 - コマンドおよび構文のSTATusサブシステムをご参照く
ださい。 

SCPI ステータス・レジスター 
SCPIの状態はオペレーション・ステータス・レジスターまたはクエスチョナブ
ル・ステータス・イベント・レジスターからレポートされる2つのグループに分
けられます。各ステータス・レジスターにはそれぞれ 「イネーブル」レジスタ
ーがあり、イベント・レジスター自体のビットを有効にするためのマスクとして
使用されます。これはスタンダード・イベント・ステータス・レジスター (ESR) 
が∗ESE コマンドで設定されるのと同様です。 

各ステータス・レジスターはそれぞれ第3の「コンディション」レジスター (図 
6-3には図示されていません) と関連付けられています。コンディション・レジ
スターは「固定式」ではなく、内部状態が変化する際にセット/リセットされま
す。 

各イネーブル・レジスターにコマンドを送信して、対応するイベント・レジスタ
ーの選択したビットを有効にするようマスクを設定することができます。全ての
レジスター (イベント、イネーブル、コンディション) を適切なクエリで読み取
ることで、ビットの状態が明らかになります。 

レポート可能なSCPIの状態 
オペレーション・ステータス・イベント・レジスター 

以下の「固定式」ビットはそれぞれに関連した状態によって設定されます： 

ビット0 校正中：本器はVCO、DAC、直流/矩形波の値付けを行なっていま
す。 

ビット4 測定中：本器は静電容量または抵抗の測定サイクルを実行中です。

ビット8 試験中：本器はセルフ・テストを実行中です。 
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クエスチョナブル・ステータス・イベント・レジスター 

以下の「固定式」ビットはそれぞれに関連した状態によって設定されます： 

ビット11 静電容量：静電容量の測定に問題があります。 

ビット12 抵抗：抵抗の測定に問題があります。

9500BのSCPI言語 - コマンドおよび構文 
コマンドのサブシステムはアルファベット順に並んでいます。 

はじめに 

この項では、9500Bの操作に使用される、SCPIに準拠したリモート・コマン
ド・セットを列記し、それぞれについて説明しています。 

これまでSCPI関連の文書を使われていた方にも分かりやすいように、コマンド
の説明は同様の形式で記述します。特に、各サブシステムの文書は簡単な説明か
ら始まって、サブシステム内の全コマンド・セットの表が続き、 後に個別のキ
ーワードおよびパラメーターの働きについての説明が来ます。略語の意味を明確
にするために、SCPI 構文およびスタイル、および凡例に、スタイルと構文の説
明をいくつか追加しました。 

SCPI 構文およびスタイル 

この項で使用される構文およびスタイルは、可能であれば、SCPI コンソーシア
ムによる定義に従います。以下のページに掲載されているコマンドは3つの項目
に分かれています。キーワード、パラメーター・フォーム、もしあればノートで
す。ノートは斜線 (/) の後の中括弧 {} で表されます。 

キーワードはコマンド名を表します。SCPIコマンドはツリー構造としても知ら
れる階層構造になっているため、実際のコマンドは1つまたは複数のキーワード
からなります。 

コマンドをプログラムする際に必須ではないキーワードは、角括弧 ( [ ] ) で囲ま
れています；つまり9500Bは、任意のノードがあってもなくても、同じようにコ
マンドを処理します。 

表中の大文字小文字は、許容される短文式 (大文字) と、長文式 (大文字および小
文字) の違いを表しています。 

パラメーター・フォームは、コマンド内でのパラメーターの数と順番、およびパ
ラメーターとして有効な値を表しています。パラメーター・タイプは山括弧 ( < 
> ) で囲まれています。角括弧 ( [ ] ) で囲まれているパラメーター・フォームは
任意です (任意のパラメーターが関連キーワードの意図するところと一致してい
るかご注意ください)。縦棒 ( | ) は "または" を意味し、パラメーターの選択肢を
分けるために使われます。 
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凡例 

<dnpd> = Decimal Numeric Program Data。要求値の設定に必要とされる数
値情報を特定します。数値はIEEE 488.2で定められている通り、
「Nrf」形式で記述してください。 

<cpd> = Character Program Data。通常、同じキーワードに対して使用で
きる、固有の「読み書きできる」パラメーター名の選択肢グルー
プを表します。記述する際には、サブシステムの表のパラメータ
ー・フォームの列の <cpd> の後に、括弧に囲まれた選択肢のセッ
トが続きます。例えばOUTPutサブシステムでは、複合コマン
ド・ヘッダー(キーワード): OUTPut[:STATe] の後にパラメータ
ー・フォーム <cpd>{ON|OFF|1|0} が続きます。<cpd> は「文字」
プログラム・データというパラメーターの種類を示し、
{ON|OFF|1|0} は一意の各パラメーターを送信するために使われる
実際の文字列を示しています。 

<spd> = String Program Data。9500Bの内蔵ソフトウェアで認識される、
読み書き可能な可変文字列です。パスワードおよび日付/時刻など
の入力に使用されます。 

? = 関連コマンド・フォームも、付属のパラメーターもないクエリ・
コマンドを表します (例：CALibration:TRIGger?)。 

(?) = コマンド・フォーム内にパラメーターを含みますが、パラメータ
ーを含まないクエリ・フォームも付加されているコマンド全てで
す。(例: ROUTe:SIGNal:[PATH](?) 

<cpd>{CH1|CH2|CH3|CH4|CH5} 

このコマンドに関連するパラメーター・リストの中のいずれかが
このクエリへの応答として返されます。 

CALibration サブシステム 

このサブシステムは、9500Bの機能およびハードウェア・レンジを校正する際に
使用します。これによってドリフトまたは経年変化によるあらゆるシステム・エ
ラーが修正されます。 

校正を行う前に2つのセキュリティ・レベルを設定する必要があります。まず
9500B本体にあるスイッチをCAL ENABLEに設定してください。その後、校正
パスワード・コマンドを送信してください。 

Calibrationモードになると、表 6-3にあるコマンドが使えるようになります。 

表 6-3. CALibration サブシステム一覧 

キーワード パラメーター・フォーム 

CALibration  

:SECure  

:PASSword <spd> 

:EXIT [<spd>,<cpd>{PRD7|PRD14|PRD30|PRD60}] 

:TARGet <dnpd>,<dnpd>[,<dnpd>] 

:TRIGger?  

:HEAD  

:EHFSine <cpd>{LINearity|FLATness} 

:VHFSine <cpd>{LINearity|FLATness} 

:HFSine <cpd>{LINearity|FLATness} 

:LFSine  

:E70 <cpd>{LINearity|GAIN|SPEed} 



9500B 
オペレーター・マニュアル 

6—28 

表 6-3. CALibration サブシステム一覧 (続き) 

キーワード パラメーター・フォーム 

:E150 <cpd>{LINearity|GAIN|SPEed} 

:E500 <cpd>{LINearity|GAIN|SPEed} 

:MARKer <cpd>{SINusoid} 

:CAPacitance  

:RESistance  

:STORe? <spd>,<cpd>{PRD7|PRD14|PRD30|PRD60} 

:BASE  

:SFRequency <dnpd> 

:SPECial  

:DAC?  

:VCO?  

:DCSQ?  

:TMK?  

:LFSine?  

:FADJust  

:FADJust? <dnpd> 

:PWD?  

CAL:SEC:PASS <spd> 
目的 

このコマンドはCalibrationモードにアクセスするために使用されます。<spd> に
は9500Bのソフトウェアに登録されている「Calibration」パスワードを正しく入
力してください。calibration パスワードは9500Bの正面パネルからConfiguration 
モードでしか変更できません (第3章参照)。 

CAL:SEC:EXIT [<spd>,<cpd>{PRD7|PRD14|PRD30|PRD60}] 
目的 

このコマンドはCalibrationモードを終了して、CAL:TARG コマンドの設定を全
て取り消し、校正コマンドを無効にすることで校正を保護するために使用されま
す。このコマンド内のパラメーターでは、校正に日付スタンプを入れたり、次の
校正期限の事前警告の記録、設定などが任意で可能です。校正が必要とされない
機能はCalibrationモードでは使用できません。 

校正手順が終了したら、それらの機能にアクセスするためにCalibrationモードを
終了してください。 

• <spd> には9500Bの次回校正期限が入ります。それは、SYStem FORmat 
<spd> コマンドで決めたフォーマットと合致していなければなりません。 

• <cpd> およびPRDXXは、校正期限の何日前に事前警告を行なうかを決定
します。 (9500B Verification and Adjustment Manual 第10章をご参照く
ださい。) 
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CAL:TARG <dnpd>,<dnpd>[,<dnpd>] 
目的 

各校正オペレーションにおいては、要求される校正ポイント (要素) を対象に校
正を行わなければなりません (第10章、特別校正を参照)。このコマンドでは、
現在のオペレーションにおける校正ポイントに関連する3つのパラメーターの定
義を行なうことができます： 

• 初の<dnpd> には、校正を行なうポイントが割り当てられている、1か
ら6の整数が入ります。これは、対応する機能およびハードウェア・レン
ジの「Target State」でCalibrationモード画面に表示されるリストの内の
1つです。 

• 2つ目の <dnpd> は、その校正ポイントに対して要求される9500Bのハー
ドウェア・レンジ (振幅) を決定します。 

• 3つ目の <dnpd> は任意ですが、その校正ポイントに対して要求される
9500Bのハードウェア・レンジ (周波数) を決定します。 

ターゲットが設定されると、9500Bの調整範囲は選択されたハードウェア電圧振
幅と周波数帯域内の値に制限されます。この制限を解除するには、以下のいずれ
かのコマンドを送信してください： 

TRIG?、EXIT または新しい TARG コマンド  

エラーが発生した場合もこの制限は解除されます。 

CAL:TRIG? 
目的 

1つの校正ポイントに対してパラメーターを設定した後、このコマンドは内部の
校正プロセスを開始します。このコマンドはTARGet設定に適用されます。 

応答 

動作に問題がなかった場合： 「0」を返します。動作に何らかの問題があった場
合：「1」を返し、エラー・キューにエラー・メッセージが格納されます。 

CAL:SPEC:DAC? 
目的 

このコマンドは、本器のメイン・デジタル-アナログ・コンバーター (DAC) の値
付けを行います。このプロセスの完了には数分かかります。 

応答 

動作に問題がなかった場合：「0」を返します。 

動作に何らかの問題があった場合：「1」を返し、エラー・キューにエラー・メ
ッセージが格納されます。 

CAL:SPEC:VCO? 
目的 

このコマンドは本器の電圧制御発振器 (VCO) の値付けを行います。 

応答 

動作に問題がなかった場合：「0」を返します。 

動作に何らかの問題があった場合：「1」を返し、エラー・キューにエラー・メ
ッセージが格納されます。 
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CAL:SPEC:DCSQ? 
目的 

このコマンドは、DCの校正定数から矩形波機能の校正定数を算出します。 

応答 

動作に問題がなかった場合：「0」を返します。 

動作に何らかの問題があった場合：「1」を返し、エラー・キューにエラー・メ
ッセージが格納されます。 

CAL:SPEC:FADJust 
目的 

このコマンドは、本器の周波数発振機能を校正するための調整機能を選択しま
す。 

CAL:SPEC:FADJust? <dnpd> 
目的 

このコマンドは、周波数補正DACに書き込まれる <dnpd> 値を提供します。 

応答 

動作に問題がなかった場合：「0」を返します。 

動作に何らかの問題があった場合：「1」を返し、エラー・キューにエラー・メ
ッセージが格納されます。 

CAL:SPEC:TMK? 
目的 

このコマンドは、低周波タイム・マーカーの振幅を値付けします。このプロセス
には数分かかります。 

応答 

動作に問題がなかった場合：「0」を返します。 

動作に何らかの問題があった場合：「1」を返し、エラー・キューにエラー・メ
ッセージが保存されます。 

CAL:SPEC:LFS? 
目的 

このコマンドは、低周波正弦波のDCオフセットのゼロ調整を行います。 

応答 

動作に問題がなかった場合：「0」を返します。 

動作に何らかの問題があった場合：「1」を返し、エラー・キューにエラー・メ
ッセージが保存されます。 
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CAL:SPEC:PWD? 
目的 

このコマンドはパルスの幅を値付けします。 

応答 

動作に問題がなかった場合：「0」を返します。 

動作に何らかの問題があった場合：「1」を返し、エラー・キューにエラー・メ
ッセージが保存されます。 

CAL:HEAD:EHFS <cpd>{LIN|FLAT} 
目的 

このコマンドは、校正手順のステップ1に記されている設定条件を定めます。詳
細は本マニュアルの定振幅正弦波機能：高周波校正の項をご参照ください。 

CAL:HEAD:VHFS <cpd>{LIN|FLAT} 
目的 

このコマンドは、校正手順のステップ1に記されている設定条件を定めます。詳
細は本マニュアルの定振幅正弦波機能：高周波校正の項をご参照ください。 

CAL:HEAD:HFS <cpd>{LIN|FLAT} 
目的 

このコマンドは、校正手順のステップ1に記されている設定条件を定めます。詳
細は本マニュアルの定振幅正弦波機能：高周波校正の項をご参照ください。 

CAL:HEAD:LFS 
目的 

このコマンドは、校正手順のステップ1に記されている設定条件を定めます。詳
細は本マニュアルの定振幅正弦波機能：低周波ゲイン校正の項をご参照くださ
い。 

CAL:HEAD:E70 <cpd>{LIN|GAIN|SPE} 
目的 

このコマンドは、校正手順のステップ4に記されている設定条件を定めます。詳
細は本マニュアルのエッジ機能の校正の項をご参照ください。 

CAL:HEAD:E150 <cpd>{LIN|GAIN|SPE} 
目的 

このコマンドは、校正手順のステップ4に記されている設定条件を定めます。詳
細は本マニュアルのエッジ機能の校正の項をご参照ください。 

CAL:HEAD:E500 <cpd>{LIN|GAIN|SPE} 
目的 

このコマンドは、校正手順のステップ4に記されている設定条件を定めます。詳
細は本マニュアルのエッジ機能の校正の項をご参照ください。 
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CAL:HEAD:MARK<cpd>{ SIN } 
目的 

このコマンドは、校正手順のステップ2に記されている設定条件を定めます。詳
細は本マニュアルのタイム・マーカーの校正の項をご参照ください。 

CAL:HEAD:CAP 
目的 

このコマンドは、校正手順のステップ2に記されている設定条件を定めます。詳
細は本マニュアルの負荷容量の校正の項をご参照ください。 

CAL:HEAD:RES 
目的 

このコマンドは、校正手順のステップ2に記されている設定条件を定めます。詳
細は本マニュアルの50 /1 M レシオ校正の項をご参照ください。 

CAL:HEAD:STOR? <spd>,<cpd>{PRD7|PRD14|PRD30|PRD60} 
目的 

このコマンドは、校正データの保存を行います。詳細は本マニュアルのヘッドの
校正の終了の項をご参照ください。 

応答 

動作に問題がなかった場合：「0」を返します。 

動作に何らかの問題があった場合：「1」を返し、エラー・キューにエラー・メ
ッセージが保存されます。 

OUTPut サブシステム 

このサブシステムは、9500Bの出力接続および出力オン/オフの切り替えの設定
に使われます。 

表 6-4. OUTPut サブシステム 

キーワード パラメーター・フォーム 

OUTPut  

[:STATe](?) <cpd>{ON|OFF|1|0} 

OUTP[:STAT](?) <cpd>{ON|OFF|1|0} 
目的 

このコマンドは、9500Bの出力オン/オフの切り替え、出力信号およびトリガー
信号の選択されている出力チャンネルへの接続を行います。 

ヘッドの接続は出力がオンの時のみ有効です。選択されている9500Bのチャンネ
ルにヘッドが接続されていないと、この時点でエラーとなります。 

出力がオンの時にヘッドが外されると、SRQが有効になっている場合、「ON」 
SRQ が送信されます。 

• ON または1で出力がオンに設定されます 

• OFF または0で出力がオフに設定されます 
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クエリへの応答 

9500Bは、出力がオンの時はONを、オフの時はOFFを返します。 

ROUTe サブシステム 
このサブシステムは、信号およびトリガー出力に使用する出力チャンネルを設定
する際に使用します。 

表 6-5. ROUTe サブシステム 

キーワード パラメーター・フォーム 

ROUTe  

:FITTed(?) <cpd>{CH1|CH2|CH3|CH4|CH5} 

:SIGNal  

[:PATH](?) <cpd>{CH1|CH2|CH3|CH4|CH5} 

:IMPedance(?) <dnpd> 

:SKEW(?) <cpd>{CH1|CH2|CH3|CH4|CH5}, 

 {ON|OFF|1|0} 

:DUAL(?) <cpd>{CH1|CH2|CH3|CH4|CH5}, 

 {CH1|CH2|CH3|CH4|CH5} 

:MCHannel(?) <cpd>{CH1|CH2|CH3|CH4|CH5}, 

:TRIGger {ON|OFF| | } 

[:PATH](?) <cpd>{CH1|CH2|CH3|CH4|CH5|NONE} 

 [,<cpd>{ACTive|CAble}] 

:IMPedance(?) <dnpd> 

:RATio(?) <dnpd> 

ROUT:FITT? <cpd>{CH1|CH2|CH3|CH4|CH5} 
目的 

このクエリ・コマンドは、<cpd> チャンネルに接続されているアクティブ・ヘ
ッドの種類、製造番号、直近の校正日、校正期限を返します。 

応答フォーマット 

カンマで4つに区切られたフィールドからなる、<任意のASCII Response Data>
で応答します。 

フィー
ルド1 

種類 (例 9510|9530|CABL|NONE)。

フィー
ルド2 

大13文字の製造番号。

フィー
ルド3 

ヘッドが 後に校正された日付を、現在設定されている日付フォ
ーマットで表示。 

フィー
ルド4 

ヘッドの校正期限を、現在設定されている日付フォーマットで表
示。 

例えば、アクティブ・ヘッドが接続されているチャンネルの応答は以下のように
なります： 

' 9510,12345,1997/02/28,1998/02/27 ' 

<cpd> チャンネルにヘッドが接続されていない場合は、応答は以下のようにな
ります： 

' NONE,0,0000/0/00,0000/0/00 ' 

ROUT:TRIG[:PATH](?) コマンドでは、9500Bはケーブルが接続されているかど
うかの判別をするだけです。 
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ROUT:SIGN[:PATH](?) 

<cpd>{CH1|CH2|CH3|CH4|CH5} 
目的 

このコマンドはどのチャンネルが信号出力と関連付けられるか決定します。 

<cpd> は出力をオンにするわけではなく、使用する信号チャンネルを選択する
だけです。出力がオンの時にチャンネルを変更すると、出力は一度オフになって
新しいチャンネルが選択され、その後再び出力がオンになります。 

既に使用中の信号チャンネルを選択すると、設定が矛盾するため、エラー・メッ
セージが生成されます。 

クエリへの応答 

9500Bは選択されている信号チャンネル名を返します。 

ROUT:SIGN:IMP(?) <dnpd> 
目的 

このコマンドは、選択されている信号チャンネルのオシロスコープ・インピーダ
ンスを50 または1 Mから選択します。 

必要なインピーダンスを選択するため、<dnpd> の値は丸められます： 

値が≤55 の時は50 ；値が>55 の時は1 M が選択されます。 

クエリへの応答 

9500Bは、50 が選択されている時は50を、1 Mが選択されている時は1E6を
返します。 

ROUT:SIGN:SKEW(?) 

<cpd>{CH1|CH2|CH3|CH4|CH5},{ON|OFF|1|0} 
目的 

このコマンドは、チャンネルを1つ選択し、{ON|OFF|1|0}要素でチャンネルのオ
ン/オフを切り替えます。各チャンネルでこれを繰り返してください。少なくと
もチャンネルが2つ選択されていないと、信号は生成されません。 

SKEW 機能が選択されていないと、設定矛盾となりエラーがレポートされます。 

その他のROUTe:SIGNal コマンドおよびROUTe:TRIGger コマンドはゼロ・スキ
ュー機能では有効ではありません。 

クエリへの応答 

9500Bは選択されているチャンネルを全て返します。 

ROUT:SIGN:DUAL(?) 

<cpd>{CH1|CH2|CH3|CH4|CH5}, 

<cpd>{CH1|CH2|CH3|CH4|CH5} 
このコマンドは正弦波機能において、2つのアクティブ・ヘッドから同時に信号
を出力します。チャンネルが2つ選択されていないと信号は出力されません。上
記のパラメーターの中で、 初の <cpd> でマスターとなる信号を選択し、2つ目
の <cpd> でスレイブとなる信号を選択します。 
波形で「SINusoid」が選択されていないと設定矛盾となり、エラーがレポート
されます。 



 IEEE-488インターフェースを介した9500Bのシステム・アプリケーション 
 9500BのSCPI言語 - コマンドおよび構文 6 

  6-35 

このデュアル・モードは、ROUTe:SIGNal <cpd> コマンドを受信するか、別の
機能を選択すると解除されます。 
要求されるインピーダンスはどちらの信号も同じでなければなりません。これら
のインピーダンスを別々に設定することはできません。 
クエリへの応答 
9500Bは選択されている2つのチャンネルを同じ順番で返します。 

ROUT:TRIG[:PATH](?) <cpd>{CH1|CH2|CH3| 

CH4|CH5|NONE}[,<cpd>{ACT|CABL}] 
目的 

このコマンドはトリガー出力に関連付けられるチャンネルを決定します。 

ROUT:TRIG コマンドでは、パラメーターをNONEにすると、トリガー無しを選
択することもできます。 

<cpd> は出力をオンにするわけではなく、使用するトリガー・チャンネルを選
択するだけです。出力がオンの時にチャンネルを変更すると、出力は一度オフに
なって新しいチャンネルが選択され、その後再び出力がオンになります。 

既に使用中のチャンネルをトリガーに選択したり、トリガー・ケーブルが接続さ
れていたり、何も接続されていなかったりすると、設定矛盾エラーが生成されま
す。エラー・メッセージも生成されます。 

任意の<cpd> では、トリガー信号の送信にアクティブ・ヘッドを使うか、(ヘッ
ドを使わずに) 単純なケーブルを使うかを決定することもできます。
ACTive|CABLe <cpd> がなければ選択されているチャンネルのタイプは変更さ
れません。 

CABLeに設定されているチャンネルにアクティブ・ヘッドが挿入されると、出
力がオフになり、設定はCABLeからACTiveに上書きされます。 

クエリへの応答 

9500Bは、選択されているトリガー・チャンネル名を返します。 

ROUT:TRIG:IMP(?) <dnpd> 
目的 

このコマンドは、選択されているトリガー・チャンネルのオシロスコープ・イン
ピーダンスを50 Ωまたは1 MΩから選択します。 

必要なインピーダンスを選択するため、<dnpd> の値は丸められます： 

値が≤55 の時は50 ；値が>55 の時は1 M が選択されます。 

トリガーが「CABLE」に設定されている時にトリガー・チャンネルのインピー
ダンスを設定しようとすると、「設定矛盾」エラーとなります。 

また、トリガーが「NONE」に設定されている時にトリガー・チャンネルのイン
ピーダンスを設定するコマンドを送っても、そのコマンドは無視されます。 

クエリへのレスポンス 

9500Bは、50 が選択されている時は50を、1 Mが選択されている時は1E6を
返します。 

ROUT:TRIG:RAT(?) <dnpd> 
目的 

このコマンドは、トリガー周波数を選択されている機能に対する比として設定し
ます。 

1で割った場合、10で割った値、100で割った値の3種類の値があります。 
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<dnpd> が以下の範囲の時は、比率は次のようになります： 

0.9 < dnpd < 1.1 1:1 の比率を選択

9.0 < dnpd < 11.0 1:10の比率を選択

90.0 < dnpd < 
110.0 

1:100の比率を選択

この3つの範囲外の値は "範囲外のデータ" としてエラーが生成されます。 

クエリへの応答 

9500Bは選択されている比率を以下のように返します： 

1:1が選択されてい
る場合 

9500Bは1を返します。

1:10が選択されて
いる場合 

9500Bは10を返します。

1:100が選択されて
いる場合 

9500Bは1E2を返します。

ROUT:SIGN:MCH(?) 

<cpd>{CH1|CH2|CH3|CH4|CH5},{OFF|ON|0|1} 
目的 
このコマンドは直流電圧信号のみを同時出力するためにチャンネルを複数選択す
ることができます。この直流電圧信号の振幅に何らかの変更を加えると、選択さ
れている全ての出力チャンネルにその変更が反映されます。 
クエリへの応答 
9500Bは選択されている全てのチャンネルを返します。 

SOURce サブシステム 
このサブシステムは、9500B出力のソースを選択する際に使われます。 
9100のオプション250用に書かれたプログラムとの後方互換である点にご注意く
ださい： 
モデル9100用に書かれたSCPIプログラムを既にお持ちで、9500Bにアップグレ
ードされた場合、9100のコマンドの多くは9500Bのコマンド・セットでもお使
いいただけます。このような「SCOPE」コマンドは、9100の機能およびパラメ
ーターに対応する9500Bの機能およびパラメーターを選択することができます。 
「SCOPE」コマンドが使える場合、そのキーワードとパラメーターは9500Bの
基本コマンドの代わりとして使えるように表記されています。 

SOURce サブシステム一覧 
[SOURce] サブシステム一覧に関する注記 
一覧表中には任意のキーワードも多く含まれています。これらは、SCPI関連の
文書で要求されている通り、角括弧で囲まれています。このコマンド・セット構
造は全てのケースに当てはまり、任意のキーワードは省略することができます。 
コマンド・セパレーターの種類に関する注記 
[SOURce] サブシステムは複雑なツリー構造になっています。説明を分かりやす
くするため、分岐の例は (「；」セパレーターによってツリー構造の根本まで戻
りながら示される、分岐セパレーターの有効なショートカット「；」を使うので
はなく) その根本となる部分を参照しています。 
これは、ショートカットとして有効な「プログラム・メッセージ・ユニット」セ
パレーターが使えないというわけではありませんが、混乱を避けるためにここで
はコマンドを略さずに定義します。 
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以下のコマンドは9100と互換です 

(これらのコマンドはSOURce のメインの表には含まれていませんが、コマンド
の説明では出てきます)： 

表 6-6. SOURce サブシステム 

キーワード パラメーター・フォーム 

[SOURce]  

:SCOpe  

[:SHAPe](?) <cpd>{DC|SQUare|EDGE|MARKer|SINusoid} 

:UUT_Z(?) <dnpd> 

:TRANsition(?) <cpd>{RISing|FALLing} 

[SOURce]  

:SPERiod[:CW|FIXed](?) <dnpd> 

[SOURce]  

:FUNCtion  

[:SHAPe](?) <cpd>{DC|SQUare|EDGE|MARKer|SINusoid| 

 OPULse|TELevision|LEAKage| 

 RAMP|SKEW|EXTernal|PWIDth} 

:PARameter  

:DC  

:GROund(?) <cpd>{ON|OFF|1|0} 

:MCHannel(?) <cpd>{ON|OFF|1|0} 

:SQUare  

:POLarity(?) <cpd>{POSitive|NEGative|SYMMetrical} 

:GROund(?) <cpd>{ON|OFF|1|0} 

:EDGe  

:TRANsition(?)  <cpd>{RISing|FALLing} 

:SPEed(?) <dnpd> 

:MARKer  

:WAVEform(?) <cpd>{SQUare|PULSe|TRIangle|LINE} 

:HIGHlight(?) <cpd>{ON|OFF|1|0} 

:OPULse  

:AMPLitude(?) <dnpd> 

:ENERgy(?) <dnpd> 

:DURation?  

:EXECute  

:TRIGger(?) <cpd>{SINGle|CONTinuous} 

:RAMP  

:TIME(?) <dnpd> 

:TRIGger(?) <cpd>{STARt|MIDDle} 

:SKEW  

:ALIGnment(?) <cpd>{DEFault|PRECi 
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表 6-6. SOURce サブシステム (続き) 

キーワード パラメーター・フォーム 

:TELevision  

:LINE(?) <dnpd> 

:SYNC(?) <cpd>{COMPosite|FRAMe} 

:LEVel(?) <cpd>{BLACk|GREY|WHITe} 

:POLarity(?) <cpd>{POSitive|NEGative} 

:LEAKag  

:STATe(?) <cpd>{OPEN|CLOSe} 

:TRIGger(?) <cpd>{SINGle|CONTinuous} 

:EXTernal  

:VOLTage  

[:LEVel]  

[:IMMediate]  

[:AMPLitude](?) <dnpd> 

:CURRent  

[:LEVel]  

[:IMMediate]  

[:AMPLitude](?) <dnpd> 

:FREQuency  

[:CW|FIXed](?) <dnpd> 

:PERiod  

[:CW|FIXed](?) <dnpd> 

:WIDth  

[:CW|FIXed](?) <dnpd> 

[SOUR]:FUNC[:SHAP](?) <cpd>{DC|SQU|EDGE|MARK|SIN| 
OPUL|TEL|LEAK|RAMP|SKEW|EXT|PWID} 

(9100 オプション 250 と互換) 

[SOUR]:SCOP[:SHAP](?) <cpd>{DC|SQU|EDGE|MARK|SIN} 

目的 

このコマンドは信号の要求出力を定義します。つまり、9500Bの出力機能を選択
します。 

<cpd> 

「character program data」は出力信号の波形を決定します。以下の10個の選択
肢の中からお選びください： 

DC この後に選択するVOLTまたはCURRを直流成分のみに決定しま
す。 

SQUare この後に選択するVOLTまたはCURRを矩形波に決定します。

EDGE エッジ機能を選択します。波形は別のコマンドで選択します。

MARKer タイム・マーカー波形を選択します。

SINusoid 定振幅正弦波を選択します。

OPULSe オシロスコープの過負荷検出試験に使用するエレルギー・パル
スを選択します。 

TELevision TV波形のビデオ試験信号を選択します。
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LEAKage 被校正器の漏れ電流を判別するのに、使用するヘッドの開放お
よび短絡状態を選択します。 

RAMP ランプ機能を選択します。

SKEW ゼロ・スキュー機能を選択します。

PWIDth パルス幅機能を選択します。

EXTernal 外部入力信号を選択します。

[SOURce]:SCOPe[:SHAPe] コマンドは9100のオプション 250との後方互換です。
9100では振幅/周波数の選択が可能ですが、9500Bでは対応していません。 

このコマンドのクエリに対しては、コマンドが短文式で返されます。もし、上記
のどれも選択されていない場合 (つまり、本器が測定モードの場合) は、
「NONE」が返されます。 

[SOUR]:PAR:DC:GRO(?) <cpd>{ON|OFF|1|0} 
目的 

このコマンドは、「ON」の時は直流電圧信号の出力をゼロ (0 V) に設定し、
「OFF」の時は出力を前の値に戻します。機能を変更すると、接地設定はオフに
なります。 

直流機能が選択されていない状態で出力を「ON」にすると、設定矛盾エラーが
レポートされます。 

<cpd> 

「character program data」<cpd>ON または <cpd>1 は出力電圧をグラウンドの
0 Vに設定します。逆に、<cpd>OFF または<cpd>0 は、出力をその前の値に戻
します。 

クエリへの応答 

本器は、ON (接地) または OFF (非接地) を、プログラムされた通りに返します。 

[SOUR]:PAR:DC:MCH(?) <cpd>ON|OFF|1|0} 
目的 

このコマンドで「ON」が選択されると、直流信号の入力が複数のチャンネルに
対して有効になり、OFFが選択されると、選択されている複数チャンネルは無効
になります (ROUT:SIGN:MCH の項をご参照ください)。 

クエリへの応答 

本器は、プログラムされた通りにONまたはOFFを返します。 

[SOUR]:PAR:SQU:POL(?) <cpd>{POS|NEG|SYMM} 
目的 

このコマンドは矩形波の極性を選択します：0 Vを基準に、それよりも上、それ
よりも下、または対称。 

SQUare 機能が選択されていないと、設定矛盾となりエラーがレポートされます。 
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<cpd> 

「character program data」<cpd>POS は出力矩形波を、グラウンドを基準にし
て正の方向に設定します。同様に<cpd>NEG は出力矩形波を、グラウンドを基
準にして負の方向に設定、<cpd>SYMM は出力矩形波をグラウンドを基準に対
称になるように設定します。 

クエリへの応答 

本器は、プログラムされた通りにPOS、NEGまたはSYMMを返します。 

[SOUR]:PAR:SQU:GRO(?) <cpd>{ON|OFF|1|0} 
目的 

このコマンドは、「ON」の時は矩形波の出力をゼロ (0 V) に設定し、「OFF」 の時
は出力を前の値に戻します。機能を変更すると、接地設定はオフになります。 

SQUare 機能が選択されていない状態で出力を「ON」にすると、設定矛盾エラ
ーがレポートされます。 

<cpd> 

「character program data」<cpd>ON または <cpd>1 は出力電圧を0 Vに設定し
ます。逆に<cpd>OFF または<cpd>0 は出力をその前の値に戻します。 

クエリへの応答 

本器は、ON (接地) または OFF (非接地) を、プログラムされた通りに返します。 

[SOUR]:PAR:EDGE:TRAN(?) <cpd>{RISing|FALLing} 

[SOUR]:SCOP:TRAN(?) <cpd>{RISing|FALLing} 
目的 

このコマンドはエッジ機能にのみ適用されます。トリガーに続くエッジの方向を
選択します。 

EDGE 機能が選択されていないと、設定矛盾となりエラーがレポートされます。 

<cpd> 

<cpd> RIS は立ち上がりエッジ、<cpd> FALL は立ち下がりエッジを選択します。 

ローカル操作およびパラメーターの制限の詳細については、第4章のエッジ機能
をご参照ください。 

クエリへの応答 

本器は現在のエッジの設定を返します：RISまたはFALL。 

[SOUR]:PAR:EDGE:SPE(?) <dnpd> 
目的 

このコマンドはエッジ機能の速度 (スルー・レート) を選択します。 

EDGE 機能が選択されていないと、設定矛盾となりエラーがレポートされます。 



 IEEE-488インターフェースを介した9500Bのシステム・アプリケーション 
 9500BのSCPI言語 - コマンドおよび構文 6 

  6-41 

<dnpd> 

<dnpd>は、以下のように認識されます： 

dnpd ≥ 600E-12 100 ns エッジ (高電圧エッジ) を選択しま
す。 

200E-12 < dnpd < 600E-
12 

500 ps エッジを選択します。 

dnpd ≤ 200E-12 150 ps エッジを選択します。 

ローカル操作およびパラメーターの制限については、第4章のエッジ機能をご参
照ください。 

クエリへの応答 

本器は現在のエッジ速度設定を返します。 

[SOUR]:PAR:MARK:WAV(?) <cpd>{SQU|PULS|TRI|LINE} 
目的 

このコマンドはタイム・マーカー機能の波形を選択します。 

MARKer 機能が選択されていないと、設定矛盾となりエラーがレポートされま
す。 

波形の選択は周期/周波数によって制限される点にご注意ください。制限を超え
ている場合、「設定矛盾」エラーがレポートされます。 

<cpd> 「character program data」は以下のように波形を選択します： 

<cpd>SQU: 矩形波/正弦波

<cpd>PULS: パルス波

<cpd>TRI: 三角パルス波

<cpd>LINE: 電源周波数の矩形波

ローカル操作およびパラメーターの制限の詳細については、第4章のタイム・マ
ーカー機能をご参照ください。 

クエリへの応答 

本器は現在選択されている波形の <cpd> を返します。 

[SOUR]:PAR:MARK:HIGH(?) <cpd>{ON|OFF|1|0} 
目的 

このコマンドは、現在の波形の振幅を10ピークごとに大きくして「強調」する
かどうかを設定します。 

LINE マーカー波形が選択されている、設定矛盾エラーがレポートされます。 

<cpd> 

「character program data」<cpd>ON または <cpd>1では、強調波形はオンにな
ります。逆に<cpd>OFF または <cpd>0では、波形の強調は解除されます。 

ローカル操作およびパラメーターの制限の詳細については、第4章のタイム・マ
ーカー機能をご参照ください。 

クエリへの応答 

本器は、ON (強調) または OFF (強調なし) を、プログラムされた通りに返しま
す。 
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[SOUR]:PAR:OPUL:AMPL(?) <dnpd> 

[SOUR]:PAR:OPUL:ENER(?) <dnpd> 
目的 

これらのコマンドを併せて使うことで、過負荷試験のパラメーターを設定します。
振幅およびエネルギーの組み合わせが、被校正器に印加されるパルス内に含まれる
電力を設定します。パルスの向きが負の場合は、振幅の <dnpd> は「-」に設定して
ください。これらのコマンドはパルスを発生させるわけではなく、パラメーターを
選択するだけです。 

パルスの電力および持続時間は、これら2つのコマンドの振幅およびエネルギー
から内部で算出されます。 

OPULse 機能が選択されていないと、設定矛盾となりエラーがレポートされま
す。 

<dnpd> 

振幅の<dnpd> の単位はボルトで、以下の範囲に制限されます： 

5 ≤ dnpd ≤ 20 または -20 ≤ dnpd ≤ -5 

エネルギーの <dnpd> の単位はジュールで、以下の範囲に制限されます： 

1.6 ≤ dnpd ≤ 50 

ローカル操作およびパラメーターの制限の詳細については、第4章の過負荷パル
ス機能をご参照ください。 

クエリへの応答 

本器は、現在の振幅またはエネルギーの <dnpd> を返します。 

[SOUR]:PAR:OPUL:EXEC 
目的 

このコマンドによって、9500Bが過負荷パルスを発生させます。 

OPULse 機能が選択されていないか、出力がオンになっていないと、設定矛盾
エラーがレポートされます。 

EXECute コマンドは9500Bのバッファには格納されません。EXECute コマンド
を送っても、その前に完了していないEXECute コマンドがあると、認識されず
破棄されます。 

[SOUR]:PAR:OPUL:POWer? 

[SOUR]:PAR:OPUL:DURation? 
目的 

これら2つのクエリ・コマンドは、振幅/エネルギーの組み合わせで設定されたパ
ルスの電力および持続時間を確認します。 

OPULse 機能が選択されていないと、200E33という値がレポートされます。 

[SOUR]:PAR:OPUL:TRIG(?) <cpd>{SING|CONT} 
目的 

これらのコマンドは、過負荷機能に関連する被校正器のトリガーの種類を選択し
ます。 

トリガーは、出力がオンの時のみ生成されます。 

OPULse 機能が選択されていないと、設定矛盾となりエラーがレポートされま
す。 
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<cpd> 

SINGle: 過負荷パルスのスタートと同時にトリガーを1回発生します。

CONTinuous: フリー・ランニング (100 Hz) のトリガー信号を選択します。

ローカル操作およびパラメーターの制限の詳細については、第4章の過負荷パル
ス機能をご参照ください。 

クエリへの応答 

本器は、現在選択されているトリガーの種類の <cpd> を返します。 

[SOUR]:PAR:RAMP:TIME(?) <dnpd> 
目的 

このコマンドはランプの立ち上がり時間を選択します。信号の周波数を設定する
ものではありません (周波数はランプ時間の3倍です)。 

RAMP 機能が選択されていないと、設定矛盾となりエラーがレポートされます。 

<dnpd> 

1 ms ～ 1 s
： 

10の位に四捨五入されます。

ローカル操作およびパラメーターの制限の詳細については、第4章のリニア・ラ
ンプ機能をご参照ください。 

クエリへの応答 

本器は丸められた <dnpd> を返します。 

[SOUR]:PAR:RAMP:TRIG(?) <cpd>{STARt|MIDDle} 
目的 

このコマンドはランプ機能に関連するトリガーの種類を選択します。 

トリガーは出力がオンの時のみ生成されます。 

RAMP 機能が選択されていないと、設定矛盾となりエラーがレポートされます。 

<cpd> 

ローカル操作およびパラメーターの制限の詳細については、第4章のリニア・ラ
ンプ機能をご参照ください。 

クエリへの応答 

本器は、現在選択されているトリガーの種類の <cpd> を返します。 

[SOUR]:PAR:SKEW:ALIGnment(?) <cpd>{DEFault|PRECision} 
目的 

このコマンドは、ゼロ・スキュー出力波形への高精度校正アプリケーションの有
効無効を選択します。その校正をリモート・インターフェースから実施するコマ
ンドはないため、ゼロ・スキューのオフセットは手動で設定されている必要があ
ります。 

Zero Skew 機能が選択されていないと、設定矛盾となりエラーがレポートされ
ます。 
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<cpd> 

DEFault: チャンネル間スキューは初期設定値に設定されます (±50 ps)。

PRECision: 既に手動で実行、保存されている高精度調整が適用されます。

ローカル操作およびパラメーターの制限の詳細については、第4章のゼロ・スキ
ュー機能をご参照ください。 

クエリへの応答 

本器は、現在選択されているトリガーの種類の <cpd> を返します。 

[SOUR]:PAR:TEL:LINE(?) <dnpd> 
目的 

TV コンポジット・ビデオ機能の走査線数を設定します。 

TELevision 機能が選択されていないと、設定矛盾となりエラーがレポートされ
ます。 

<dnpd> 

<600: 525本を選択します。

≥600: 625本を選択します。

ローカル操作およびパラメーターの制限の詳細については、第4章のコンポジッ
ト・ビデオ機能をご参照ください。 

クエリへの応答 

本器は現在の走査線数の設定の <dnpd> を返します。 

[SOUR]:PAR:TEL:SYNC(?) <cpd>{COMP|FRAM} 
目的 

このコマンドは、TV機能の同期方式を選択します (いずれかが選択されるとトリ
ガー・チャンネルで利用可能になります)。 

TELevision 機能が選択されていないと、設定矛盾となりエラーがレポートされ
ます。 

<cpd> 

COMPosite: フル・コンポジット同期を選択します。

FRAMe: フレーム同期を選択します。

ローカル操作およびパラメーターの制限の詳細については、第4章のコンポジッ
ト・ビデオ機能をご参照ください。 

クエリへの応答 

本器は、現在選択されている同期方式の <cpd> を返します。 

[SOUR]:PAR:TEL:LEV(?) <cpd>{BLAC|GREY|WHIT} 
目的 

このコマンドはTV波形の振幅レベルを3種類から選択します。 

TELevision 機能が選択されていないと、設定矛盾となりエラーがレポートされ
ます。 
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<cpd> 

BLACk: ブラック・レベルの振幅を選択します。

GREY: グレー・トーンにあたる、中間レベルの振幅を選択します。 

WHITe: ホワイト・レベルの振幅を選択します。

ローカル操作およびパラメーターの制限の詳細については、第4章のコンポジッ
ト・ビデオ機能をご参照ください。 

クエリへの応答 

本器は、現在選択されている振幅レベルの <cpd> を返します。 

[SOUR]:PAR:TEL:POL(?) <cpd>{POS|NEG} 
目的 

このコマンドはTV波形の極性を反転させます。 

TELevision 機能が選択されていないと、設定矛盾となりエラーがレポートされ
ます。 

<cpd> 

「character program data」<cpd>POS は出力矩形波を、グラウンドを基準にし
て正の方向に設定します。同様に、<cpd>NEG は出力矩形波を、グラウンドを
基準にして負の方向に設定します。 

ローカル操作およびパラメーターの制限の詳細については、第4章のコンポジッ
ト・ビデオ機能をご参照ください。 

クエリへの応答 

本器は、現在選択されている極性の <cpd> を返します。 

[SOUR]:PAR:LEAK:STAT(?) <cpd>{OPEN | CLOS} 
目的 

このコマンドは漏れ電流機能を選択します。<cpd> パラメーターは、どちらの
漏れ電流を測定するかを決定します。 

LEAKage 機能が選択されていないと、設定矛盾となりエラーがレポートされま
す。 

<cpd> 

OPEN: 開放回路の出力を選択します。

CLOSe: 短絡回路の出力を選択します。

ローカル操作およびパラメーターの制限の詳細については、第4章の入力リーク
機能をご参照ください。 

クエリへの応答 

本器は、現在選択されている開放/短絡回路の状態の<cpd> を返します。 

[SOUR]:PAR:LEAK:TRIG(?) <cpd>{SING|CONT} 
目的 

このコマンドは漏れ電流機能に関連するトリガーの種類を選択します。 

トリガーは、出力がオンの時のみ生成されます。 

LEAKage 機能が選択されていないと、設定矛盾となりエラーがレポートされま
す。 
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<cpd> 

SINGle: 開放または短絡状態が切り替わる度にトリガーを1回発生しま
す。 

CONTinuous: フリー・ランニング (100 Hz) のトリガー信号を選択します。

ローカル操作およびパラメーターの制限の詳細については、第4章の入力リーク
機能をご参照ください。 

クエリへの応答 

本器は、現在選択されているトリガーの種類の <cpd> を返します。 

[SOUR]:PAR:EXT 
目的 

このコマンドは、5つのチャンネルのいずれかより出力されるAUX INPUT 信号
を選択します。必要なチャンネルはROUTe サブシステムで選択します。 

第4章の外部入力機能をご参照ください。 

[SOUR]:SCOPe:UUT_Z(?) <dnpd> 
目的 

このコマンドは、9100の250オプションの後方互換で、信号およびトリガー・チ
ャンネルのインピーダンス整合を選択します。 

<dnpd> 

≤55: 50 を選択します。

>55: 1 Mを選択します。

クエリへの応答 

本器は現在選択されている被校正器の入力インピーダンスの <dnpd> を返しま
す。 

[SOUR]:VOLT[:LEVE][:IMM][:AMPL](?) <dnpd> 
目的 

このコマンドは、直近のFUNC コマンドに含まれる DC または 
SQU|EDGE|MARK|SIN|OPUL|TEL|LEAK|EXT パラメーターに応じて、ハードウ
ェアの直流または交流電圧を選択します。 

<dnpd> 

<dnpd> には、直流またはpk-pk 交流電圧で表される、出力電圧の要求振幅値が
入ります。定められた電圧出力に「 適な」ハードウェア・レンジは自動的に決
定されます。9500Bは、正の直流電圧を設定する際には極性記号の有無に関わら
ず値を受け付けます。直流電圧のみ、負の<dnpd>を設定することができます。 

グラウンド・モードが有効な場合、この電圧コマンドでモードが解除されること
はありません。 
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クエリへの応答 

このコマンドは、直近のFUNC コマンドに黙示または明示的に含まれる DC ま
たは SQU|EDGE|MARK|SIN|OPUL|TEL|LEAK|EXT パラメーターに応じた、現在
のハードウェアの直流または交流電圧値を返します。返される数字は、科学的な
標準フォーマットで表されています (例えば、-20 mV DCは -2.0E-2 として返さ
れます。ただし正の数に極性記号は付きません)。 

この機能が選択されていない場合、クエリ VOLT? は無効な数 (2E35) を返しま
す。 

[SOUR]:CURR[:LEVE][:IMM][:AMPL](?) <dnpd> 
目的 

このコマンドは、直近のFUNC コマンドに含まれる DC または SQU パラメータ
ーに応じて、ハードウェアの直流または交流電流を選択します。 

<dnpd> 

<dnpd> には、直流またはpk-pk 交流電流で表される、出力電流の要求振幅値が
入ります。定められた電流出力の「 適な」ハードウェア・レンジは自動的に決
定されます。9500Bは、正の直流電流を設定する際には極性記号の有無に関わら
ず値を受け付けます。直流電流のみ、負の<dnpd>を設定することができます。 

直流または矩形波機能が選択されていないと、設定矛盾となりエラーがレポート
されます。 

クエリへの応答 

本器は、直近のFUNC コマンドに黙示または明示的に含まれる DC または SQU 
パラメーターに応じた、現在のハードウェアの直流または交流電流値を返しま
す。返される数字は、科学的な標準フォーマットで表されています (例えば： -
200 mA DCは -2.0E-1 として返されます。ただし正の数には極性は付きませ
ん)。 

もしこの機能が選択されていない場合、クエリ CURR? は無効な数を返します 
(2E35)。 

[SOUR]:FREQ[:CW|FIX](?) <dnpd> 
目的 

このコマンドは、現在選択されている波形の周波数を設定します。任意のCWお
よびFIXed パラメーターは、周波数コマンドのSCPI定義に基づいて含まれてい
ます。このコマンドは交流波形でのみ有効です。 

<dnpd> 

<dnpd> には、ヘルツで表される、選択中の機能の出力周波数の要求値が入りま
す。定められた周波数出力の「 適な」ハードウェア・レンジは自動的に決定さ
れます。 

クエリへの応答 

本器は、直近のFUNC コマンドおよび、VOLTまたはCURR コマンドに黙示また
は明示的に含まれるパラメーターに応じた、選択中の機能の現在の出力周波数値
を返します。返される数字は、科学的な標準フォーマットで表されています (20 
kHzは2.0E4として返されます)。 
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[SOUR]:PER[:CW|FIX](?) <dnpd> 

[SOUR]:SPER[:CW|FIX](?) <dnpd> 

注記 
SPERiod コマンドは9100の250オプションの後方互換で使用されま
す。9100では、SPER コマンドはエッジおよびタイム・マーカー機
能でのみ有効ですが、9500BではPERコマンドは適用可能な全ての
機能で使用できます。 

目的 

このコマンドは、現在選択されている波形の周期を設定します。任意のCWおよび
FIXed パラメーターは、周期コマンドのSCPI定義に基づいて含まれています。この
コマンドは交流波形でのみ有効です。 

<dnpd> 

<dnpd> には、秒単位で表される、選択中の機能の出力周期の要求値が入ります。定
められた出力周期に「 適な」ハードウェア・レンジは自動的に決定されます。 

クエリへの応答 

本器は、直近のFUNC コマンドおよび、VOLTまたはCURR コマンドに黙示また
は明示的に含まれるパラメーターに応じた、選択中の機能の現在の出力周期値を
返します。返される数字は、科学的な標準フォーマットで表されています (50 
μs は 5.0E-5 として返されます。)。 

SOUR:WIDT[ : CW | FIX ] ( ? )<dnpd> 
目的 

このコマンドは、パルス波形の幅を設定します。パルスの振幅は固定ですが、周
波数はSOURce:FREQuency コマンドで変更することができます。任意のCWお
よびFIXed パラメーターは、他の類似のコマンドとの継続性のために含まれてい
ます。このコマンドは、PWIDth 機能でのみ有効です。 

<dnpd> 

<dnpd> には、パルス幅の要求値を秒単位で表した数が入ります。 

クエリへの応答 

本器は、現在のパルス幅の値を返します。値は科学的な標準フォーマットで返さ
れます。(50 μsは、5.0E-5 として返されます)。 

CONFigure サブシステム 

このサブシステムは、入力抵抗または入力容量測定モードの選択に使われます。 

注記 
9500Bが測定することができるパラメーターは2種類のみです：被校
正器の入力容量および入力抵抗です。単純な測定のみで、測定速
度、分解能、トリガーのタイミング等は制御できません。 

Group Execute Trigger (GET) は9500Bでは使用できません。(本器は、「DT0」イン
ターフェース機能：「デバイスのトリガー機能なし」を用いて設定されます。) 
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CONFigure[:RESistance|CAPacitance] 
目的 

このコマンドは、必要に応じて被校正器の入力抵抗または静電容量測定機能を選
択します。測定機能は SOURce:FUNCtion:SHAPe コマンドを用いて終了してく
ださい。 

コマンドが受信されても実行することができないと (例えば :VOLT、:FREQ 
等)、「設定矛盾」エラーが生成されます。 

CONFigure[? 
クエリへの応答 

本器は、測定機能が選択されていれば「RES」または「CAP」を、選択されて
いなければ「NONE」を返します。 

READ? 
目的 

このコマンドはクエリのみで、被校正器の入力抵抗または静電容量の直近の測定
値を必要に応じて返します。 

クエリへの応答 

このコマンドは抵抗または静電容量のいずれかの 新の測定値を (必要に応じて) 
返します。 

抵抗 

被校正器の抵抗値を問題なく測定できれば、このコマンドはおよそ 10 ～ 150 ま
たは 50E3 ～ 20E6 の範囲内の値を、9500Bのチャンネルのインピーダンス設定
に応じて返します。 

静電容量 

被校正器の静電容量が問題なく測定できれば、このコマンドは、およそ 1.0E-12 
～ 120.0E-12 の範囲内の数値を返します。 

測定できない値 

抵抗または静電容量機能が選択されていても測定ができない場合 (つまり、オシ
ロスコープが接続されていない場合)、2E35が値として返されます。 

抵抗も静電容量も選択されていない場合 

抵抗も静電容量も選択されていない場合、コマンドは2E35を返します。 

注記 
SCPIの仕様によると、測定が実行できない時に測定が要求されると
(出力がオフ、機能が選択されていない等)、メッセージ -230 「Data 
corrupt or stale」がエラー・バッファに送られます。読み値は何も
返されません。コントローラーはクエリ・コマンドに対する答えを
要求しているため、プログラムのエラー処理が脆弱な場合は、読み
値が戻されないことでバスがハングアップする可能性があります。
そのため、このような場合には必ず2E35が返されます。 
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STATus サブシステム 

このサブシステムはオペレーションおよびクエスチョナブル・イベント・レジス
ターのビットを有効にします。オペレーションおよびクエスチョナブル・イベン
ト、イネーブルおよびコンディション・レジスターは、その状態を調べて確認す
ることができます。ステータス構造の詳細については、デバイスのステータス情
報の取得の項をご参照ください。 

STATus サブシステム一覧 

表 6-7. STATus サブシステム 

キーワード パラメーター・フォーム 

STATus  

:OPERation  

[:EVENt]?  

:ENABle(?) <dnpd> 

:CONDition?  

:QUEStionable  

[:EVENt]?  

:ENABle(?) <dnpd> 

:CONDition?  

:PRESet  

STAT:OPER[:EVEN]? 
目的 

STAT:OPER? はオペレーション・イベント・レジスターの内容を返し、レジス
ターをクリアします。 

応答 

Nr1形式の<dnpd> が返されます。この数値の基数を2 (2進数) に変換した値が、
オペレーション・イベント・レジスターのビットを表しており、これによってレ
ジスターの現在の状態が分かります。 

例 (図 6-3 参照)。 

9500Bがセルフテストを行なうと、レジスターの「TESTING」ビット8が設定さ
れます。このとき他に有効なオペレーション・イベント・ビットがなければ、
256が返されます。ビット8 (実際にはレジスター内の全ビット) はこのクエリに
よってクリアされます。 

STAT:OPER:ENAB(?) <dnpd> 
目的 

STAT:OPER:ENAB <dnpd> はオペレーション・イベント・レジスターのビット
を有効にするマスクを設定します。そしてこのレジスターのビットの状態は
IEEE 488.2 ステータス・バイト・レジスターのビット7に集約されます。 

<dnpd> 

ここには、有効にしたいビットを表す2進数を10進数に変換した数字が入ります。 

例 (図 6-3 および9500Bのステータス・レポート ― SCPI要素を参照)： 

コマンド STAT:OPER:ENAB 272 はオペレーション・イベント・レジスターの
「TESTING」ビット8と、「MEASURING」ビット4のみを有効にします。 
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クエリへの応答 

Nr1形式の<dnpd> が返されます。この数値の基数を2 (2進数) に変換した値が、
オペレーション・イネーブル・マスクのビットを表しています。 

例 (図 6-3 および9500Bのステータス・レポート ― SCPI要素を参照)： 

レジスターの「MEASURING」ビット4 および「CALIBRATING」ビット0のみ
が有効な場合、17が返されます。 

STAT:OPER:COND? 
目的 

STAT:OPER:COND? はオペレーション・コンディション・レジスター (図 6-3
には図示されていません) の内容を返します。レジスターの内容は、このコマン
ドではクリアされません。 

注記 
このレジスターの状態は一時的なものであるため、ビットは「固定
式」ではありませんが、関連する動作によって設定されたり、リセ
ットされたりします。したがってこのクエリへの応答は、クエリが
受領された時点での、レジスターの状態の瞬間的な「スナップショ
ット」のようなものです。 

応答 

Nr1形式の<dnpd> が返されます。この数値を基数を2 (2進数) に変換した値が、
オペレーション・コンディション・レジスターのビットを表しており、これによ
ってレジスターの現在の状態が分かります。 

例 (図 6-3 参照)： 

9500Bがセルフテストを実行中の場合、レジスターの「TESTING」ビット8のみ
が一時的に設定され、256が返されます。 

STAT:QUES[:EVEN]? 
目的 

STAT:QUES? はクエスチョナブル・イベント・レジスターの内容を返し、レジ
スターをクリアします。 

応答 

Nr1形式の<dnpd> が返されます。この数値を基数を2 (2進数) に変換した値が、
クエスチョナブル・イベント・レジスターのビットを表しており、これによって
レジスターの現在の状態が分かります。 

例 (図 6-3 および9500Bのステータス・レポート ― SCPI要素を参照)： 

抵抗測定において、エラーが発生した場合、レジスターの「RESISTANCE」ビ
ット12が設定されて「固定」されます。このとき他に有効なクエスチョナブ
ル・イベント・ビットがなければ、4096が返されます。ビット12 (実際にはレジ
スター内の全ビット) はこのクエリによってクリアされます。 

STAT:QUES:ENAB(?) <dnpd> 
目的 

STAT:QUES:ENAB <dnpd> はクエスチョナブル・イベント・レジスターのビッ
トを有効にするマスクを設定します。そしてこのレジスターのビットの状態は
IEEE 488.2 ステータス・バイト・レジスターのビット3に集約されます。 



9500B 
オペレーター・マニュアル 

6—52 

<dnpd> 

ここには、有効にしたいビットを表す2進数を10進数に変換した数字が入ります。 

例 (図 6-3 および9500Bのステータス・レポート ― SCPI要素を参照)： 

コマンド STAT:QUES:ENAB 6144 はクエスチョナブル・イベント・レジスター
の「RESISTANCE」ビット12と、「CAPACITANCE」ビット11のみを有効にし
ます。 

クエリへの応答 

Nr1形式の<dnpd> が返されます。この数値の基数を2 (2進数) に変換した値が、
クエスチョナブル・イネーブル・マスクのビットを表しています。 

例 (図 6-3 および9500Bのステータス・レポート ― SCPI要素を参照)： 

このレジスター内で「CAPACITANCE」ビット11のみが有効な場合、2048が返
されます。 

STAT:QUES:COND? 
目的 

STAT:QUES:COND? はクエスチョナブル・コンディション・レジスター (図 6-
3には図示されていません) の内容を返します。レジスターの内容は、このコマ
ンドではクリアされません。 

注記 
このレジスターの状態は一時的なものであるため、ビットは「固定
式」ではありませんが、関連する状態によって設定されたり、リセ
ットされたりします。したがってこのクエリへのレスポンスは、ク
エリが受領された時点での、レジスターの状態の瞬間的な「スナッ
プショット」のようなものです。 

応答 

Nr1形式の<dnpd> が返されます。この数値を基数を2 (2進数) に変換した値が、
クエスチョナブル・コンディション・レジスターのビットを表しており、これに
よってレジスターの現在の状態が分かります。 

例 (図 6-3 参照)： 

静電容量機能において、測定に問題があってエラーが発生している場合、 コン
ディション・レジスターの「CAPACITANCE」ビット11が一時的に設定されま
す。このとき他に有効なクエスチョナブル・コンディション・ビットがなけれ
ば、2048が返されます。 

STAT:PRES 
SCPIでの要求事項 

STAT:PRES コマンドに要求されている目的は、"デバイス全体の状態を判定す
るための、デバイスに依存しない構造" を提供するために、SCPI定義されている
「装置固有」および「状態遷移」レジスターの全ビットを有効にすることです。 

9500Bにおける目的 

9500Bでは、「状態遷移」レジスターの機能は必要ないため、アクセスすること
はできません。したがってPRES コマンドは装置固有の2つのイネーブル・レジ
スターにのみ作用します： 

1. オペレーション・イベント・イネーブル・レジスター 

2. クエスチョナブル・イベント・レジスター 
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図 6-3 を参照してください。STAT:PRES を送信すると、両方のイネーブル・レ
ジスター内の全ビットが真になります。これにより2つのイベント・レジスター
内のビットが全て有効になり、この2つのレジスターでレポートされる全ての装
置固有イベントがSRQを発信することができるようになります：ただしIEEE-
488.2 ステータス・バイト・レジスターのビット3およびビット7も有効な場合に
限ります。 

9500Bでは、STAT:PRES を使用することで、ステータス・レポート構造を既知
の状態に設定することができます。これにより、SCPIで要求されている目的を
達成することができるだけでなく、この状態をプログラミングの際の既知のスタ
ート・ポイントとすることもできます。 

SYSTem サブシステム 
このサブシステムは、9500Bの性能には関係しない機能をまとめたものです。 

SYSTem サブシステム一覧 

表 6-8. SYSTem サブシステム 

キーワード パラメーター・フォーム 

SYSTem  

:ERRor?  

:DATE(?)  <spd> 

:TIME(?) <spd> 

:SVOLtage(?) <dnpd> 

:VERSion?  

:FORMat?  

SYST:ERR? 
エラー・キュー 

9500Bでエラーが検出されると、エラー・キューと呼ばれる「先入れ先出し」式の
キューに送られます。検出されるのはエラーのみですが、このキューはSCPI 
Command Reference (Volume 2) に記されているフォーマットに準拠しています。
エラー・キューに入れられるエラーは3種類あり、検出された順に格納されます： 

コマンド・エラー、実行エラー、デバイス固有エラー 

キューのオーバーフロー 

エラー・キューがオーバーフローすると必ず、一番初めに発生したエラーがキュ
ーに残り、 後に発生したエラーが破棄されます。キュー内の 後のエラーは、
エラー： -350 "Queue overflow" に置き換えられます。 

SYST:ERR? の目的 — エラー・キューの読み取り 

このクエリは、エラー・キューに格納されているエラーを読み取り、読み取った
エラーをキューから削除します。エラー・キューは先入れ先出し式であるため、
返される文字列はキュー内にある も古いエラーです。 

SCPI Command Referenceに記されている通り、キュー内のコード番号とエラ
ー・メッセージを読み取るとそのデータは削除されます。このクエリは、キュー
内のエラーが空になるまで続けて使用することができます。キューが空になると
メッセージ 0,"No error" が返されます。 

応答 

応答は、「String Program Data」形式で返され、次の2つの要素からなります： 
コード番号およびエラー・メッセージ。 

考えられる応答の一覧は第8章に記載されています。 
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SYST:DATE(?) <spd> 
日付のフォーマットは、ローカル操作でConfiguration メニューのDate Format 
メニューからのみ変更することができます。 

注記 
日付フォーマットの変更にはパスワードが必要です。第3章の
Configuration モードの「MORE」 Configuration および「DATE 
TIME」をご参照ください。 

目的 

これは日付フォーマットを変更するコマンドではありません。ローカル操作で定
義された現在の日付フォーマットに従って、9500Bに認識される現在の日付を変
更するだけです。 

<spd> 

この文字列が現在の日付を定義します。日、月、年を表す数字が入りますが、必
ずしもこの順番とは限りません。ローカルで定義された日付フォーマットによっ
て3つの数字が認識される順番は決まります。文字列内での数字の順番は、ロー
カル操作で定義された順番を反映していなければなりません。 

可能なフォーマット 

文字列は次の枠組みに即したものでなければなりません：ローカルの「DATE 
TIME」での設定と一致したdd、mm、yyyy。 

dd/mm/yyyy または mm/dd/yyyy または yyyy/mm/dd 

SYST:DATE? クエリへの応答 

このクエリは、現在プログラムされている日付を、3つの2桁の数字をスラッシ
ュで区切って、現在設定されている日付フォーマットで返します。 

SYST:TIME(?) <spd> 
目的 

このコマンドは、9500Bのソフトウェアに記録されている現在時刻を返します。
時刻は、内蔵されている不揮発性のリアルタイム・24時間クロックで常に更新
されます。 

<spd> 

この文字列は現在時刻を、ハイフンで区切られた2つの2桁の数字で定義します。数
字は順に、時と分を表しています。文字列内での時と分の順番は決まっています。 

文字列は次の枠組みに即したものでなければなりません：X-Y。XもYも2桁の数
字です。 

2桁の数字の組み合わせは、24時間クロックで以下のような意味を持ちます： 

時 - 分 

クエリ SYST:TIME? への応答 

このクエリは、クエリが受け取られた時点での 新の時刻として、ハイフンで区
切られた2つの2桁数字を、決まったフォーマットで返します。 

SYST:SVOL (?) <dnpd> 
目的 

このコマンドは、直流電圧および交流電圧機能における高電圧警告を発する電圧
のしきい値を設定します。9500Bが現在これらの機能のいずれかに設定されてい
なくても、この電圧をプログラムすることはできます。 
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<dnpd> 

「decimal numeric program data」には、安全警告を発する電圧のしきい値を、
直流またはpk-pk 交流のボルトで表した値が入ります。極性は付けないでくださ
い。パラメーター <dnpd> に入るのは、10.00 V から110.00 Vの範囲内の値でな
ければなりません。 

SYST:SVOL? クエリへの応答 

本器は、直流または交流電圧の警告の現在のしきい値を返します。返される数字
は、科学的な標準フォーマットで表されています (例えば、90 Vは9.0E1として
返されます)。 

SYST:VERS? 
目的 

このクエリは、本器が準拠しているSCPIのバージョンに対応した数値を返しま
す。 

応答 

SYST:VERS? は、 9500Bが準拠しているSCPIのバージョンに対応した、<Nr2> 
形式の数値を返します。本マニュアルの執筆時点では、1994.0 です。 

SYST:FORM? 
目的 

このクエリは、ローカル操作で設定された、現在の日付フォーマットを返します。 

応答 

SYST:FORM? は、次の3種類のうちいずれかの3文字の応答を返します：
DMY、MDY、YMD (日/月/年、月/日/年、年/月/日を意味します)。フォーマット
の設定は「Configuration」モードの画面から行います (第3章、Configuration モ
ードの「DATE TIME」をご参照ください)。 

REFerence サブシステム 

このサブシステムは、入出力基準周波数を設定します。 

REFerence サブシステム一覧 

表 6-9. REFerence サブシステム 

キーワード パラメーター・フォーム 

REFerence  

OUTPut  

:FREQuency(?) <dnpd> 

INPut  

:SOURce(?) <cpd>{INTernal|EXTernal} 

:FREQuency(?)  

:LOCK?  
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REF:OUTP:FREQ(?) <dnpd> 
目的 

このコマンドは、9500Bからの基準周波数の出力を有効、無効に切り替えます。 

使用される<dnpd> は以下の通りです： 

<0.9 MHz 基準周波数出力は無効です。

<9.0 MHz 基準周波数出力は1 MHzに設定されます。

>=9.0 MHz 基準周波数出力は10 MHzに設定されます。 

クエリへの応答 

9500Bは、0.000000E+00、1.000000E+06、1.000000E+07 を返します。 

REF:INP:SOURce(?) 

<cpd>{INTernal|EXTernal} 
目的 

このコマンドは、9500Bの周波数基準に内部発振器を使うか、外部ソースを使う
かを決定します。 

<cpd> 

INTernal: 9500Bは、内部周波数基準を使用します。

EXTernal: 9500Bは、BNC コネクターから供給される外部周波数基準を使用
します。 

外部モードでは、9500Bが外部周波数基準にロックされていなければ、9500Bの
出力はオンになりません。 

クエリへのレスポンス 

現在選択されている周波数ソースの <cpd> を返します。 

REF:INP:FREQ(?) <dnpd> 
目的 

このコマンドは、9500Bへの基準周波数入力の有効、無効を切り替えます。
<dnpd> で外部基準の周波数を選択します。<dnpd> に入る値は、1.0E6 から
20.0E6の範囲内でなければなりません。9500Bは、<dnpd> の値を も近い 
MHz に四捨五入して、これを周波数設定とします。例えば、<dnpd> が
9.1000E6 の場合、9.0E6 に丸められ、周波数は9 MHzに設定されます。 

クエリへの応答 

9500Bは設定周波数を科学的フォーマットで返します。 

REF:INP:LOCK? 
目的 

このコマンドはクエリとしてのみの用途で、次の<cpd> を返します： 

OFF 9500Bは外部入力周波数にロックされていません。 

ON 9500Bは外部入力周波数にロックされています。内部周波数が選択
されている場合、このコマンドは常にONを返します。 
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一般仕様 
温度性能 

動作時 ................................................................. 5 °C ～ 40 °C 

保管時 ................................................................. 0 °C ～ 50 °C  

輸送時 ................................................................. <100時間、−20 °C ～ 60 °C 

湿度 (結露なき事) 

動作時 ................................................................. <90 %、5 °C ～ 30 °C 
<75 %、30 °C ～ 40 °C 

保管時 ................................................................. <95 %、0 °C ～ 50 °C 

防水 ......................................................................... IP64X 

高度 

動作時 ................................................................. <2000 m、6500 ft 

保管時 ................................................................. <12000 m、40000 ft 

安全規格 .................................................................. EN61010-1-1:1993/A2:1995に準拠。CEおよびETLマーク取得。 

EMC規格 (オプションを含む) 

放射妨害波 .......................................................... EN55011/22 FCC Rules part 15 sub-part J class B 

放射イミュニティ ............................................... EN50082-1 

伝導性放射 .......................................................... EN55011 1991 Class B 

伝導性イミュニティ ........................................... EN50082-1 

高調波 ................................................................. EN61000-3-2 

衝撃および振動 ................................................... MIL-T-28800 type III class 5、style E 

汚染度  .................................................................... 2 

電源電圧 .................................................................. 95 V ～ 132 V rmsおよび209 V ～ 264 V rms、設置カテゴリーII  

電源周波数 .............................................................. 48 Hz ～ 63 Hz  

消費電力 .................................................................. <400 VA  

電源ヒューズ: 20 mm IEC127 ................................ 220/240 V: T5.0A 250 V  
100/120 V: T10.0A 250 V 

ウォームアップ ....................................................... 20分 

外形寸法 

9500B本体 .......................................................... 133 H x 427 W x 440 D mm  (5.24 x 16.8 x 17.3 in.) 

95xx アクティブ・ヘッド ................................... 65 H x 29 W x 140 D mm (2.56 x 1.22 x 5.51 in) 

重量 

9500B本体 .......................................................... 約12 kg (27 lb) 

95xx アクティブ・ヘッド ................................... 約0.45 kg (1 lb)  

保証期間 

9500B本体 .......................................................... 1年 

95xx アクティブ・ヘッド ................................... 3年 (Active Plus CarePlan) 

電気的仕様 
確度 ......................................................................... 仕様は全てTCal ±5 °Cで適用されます。工場での TCal = 23 °Cで

す。不確かさには1年の長期安定度、温度係数、直線性、負荷および

電源変動、工場および国家標準のトレーサビリティが含まれます。一

般に、被校正器の試験不確かさの比を決定する上で、何も加算する必

要はありません。 
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電圧機能仕様 
9550 アクティブ・ヘッドからは不可 

機能 
直流 矩形波 

1 MΩ負荷 [1] 50 Ω負荷 1 MΩ負荷 9530 50 Ω負荷[2] 9560 50 Ω負荷[2] 

振幅 
±1 mV ～ 
±200 V 

±1 mV ～  
±5 V 

40 μV ～ 200 Vp-p 40 μV ～ 5 Vp-p 40 μV ～ 5 Vp-p 

確度
[3] 

(< 10 kHz) 
±(0.025 % + 25 μV) 

≥1 mV ±(0.1 % + 10 μV)

<1 mV ±(1 % + 10 μV) 

≥1 mV ±(0.1 % + 10 μV) 

<1 mV ±(1 % + 10 μV) 

≥1 mV ±(0.2 % + 10 μV)

<1 mV ±(1 % + 10 μV) 

レンジ 1、2、5または1、2、2.5、4、5 のVolt/div設定、または連続可変 

偏差 ±11.2 % (レンジの上下を含む) 

立ち上がり/立ち

下がり時間 
--- --- --- <100 Vp-p <150 ns; ≥100 Vp-p <200 ns 

アベレーション --- --- --- 
初の500 nsは<2 %ピーク；500 ns以降は<0.1 %；

100 μs以降は<0.01 % 

周波数 --- --- --- 10 Hz ～ 100 kHz [3] 

周波数確度 [4] --- --- --- ±0.15 ppm 

周波数レンジ --- --- --- 1、2、5または1、2、2.5、4、5または連続 

出力電流 出力電圧<22.24 Vで 大140 mA；出力電圧>22.24 Vで 大20 mA 

波形のセトリン

グ時間 
直流または≥270 Hz の矩形波の0.01 %までの代表値200 msから、10 Hz時の0.01 %までの3秒まで増

加 (安全値を超える場合、またはOutput On を含める時は 大400 msを追加してください。) 

[1] 直流 1 MΩ負荷は全てのヘッドで同時に使用でき、複数ポイントでの直流の直線性の高速試験が行えます。 

[2] 確度仕様には、BNCまたはPC3.5コネクタの接続における抵抗損失の変動は含みません。 

[3] 矩形波は100 kHzまで出力することができますが、10 kHzを超える矩形波には仕様は適用されません。 

[4] 周波数確度は1年仕様です。5年以上の周波数確度は ±0.25 ppmです。 
 

エッジ機能仕様 

機能 
500 ps エッジ (9510/30 ヘッドのみ) [1] 高電圧エッジ (9510/30/60 ヘッドのみ) 

50 Ω負荷または1 MΩ負荷 1 MΩ負荷 

立ち上がり/立ち下がり時間
[2] 

(10 % ～ 90 %) 350 ps ～ 550 ps 
<100 Vp-p <150 ns、≥100 Vp-p <200 ns 

50 Ω負荷 <100 ns 

立ち上がり/立ち下がり時間の表示
確度 [3] ±40 ps --- 

極性 立ち上がりまたは立ち下がり 
信号がグラウンドに戻った時点 立ち上がりまたは立ち下がり 

振幅 5 mV ～ 3 Vp-p 1 V ～ 200 Vp-p、50 Ω負荷では 
1 v ～5 Vp-p 

振幅確度 ±2 % 

レンジ 1、2、5または1、2、2.5、4、5 のVolt/div設定、または連続可変 

偏差 ±11.2 % (レンジの上下を含む) 

デューティ・サイクル 10 % 50 % 

アベレーション (VSWR 1.2:1) 8 GHzで< ±2 % pk [4] 3 GHzで< 
±1.5% pk ( 初の10 ns) 

< ±2 % pk ( 初の 500ns) 

拡張アベレーション 
< ±0.5 % pk 
10 ns ～ 1 s 

< ±0.1 % pk 
500 ns ～ 100 ms 

1 sを超えると<0.1 % pk 100 msを超えると<0.01 % pk 

反射吸収 > −30 dB --- 

周波数 10 Hz ～ 2 MHz 10 Hz ～ 100 kHz 

周波数確度 [5] ±0.15 ppm 

トリガーからエッジまでの遅延 25 ns (代表値) 

トリガーからエッジまでのジッター <5 ps p-p (代表値) 
[1] 500 ps以上のエッジ速度は、1 MΩ 負荷のアプリケーションではお勧めしません。  

[2] IEC 60469:1987に基づいた立ち上がりおよび立ち下がり時間の定義。測定エポックの詳細については校正成績書をご参照く
ださい。 

[3] 立ち上がり/立ち下がり時間の測定値に対する表示確度 

[4] 33 mVよりも低いエッジ振幅では、この仕様は3 GHz帯域が適用されます。 

[5] 周波数確度は1年仕様です。5年以上の周波数確度は ±0.25 ppmです。 
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高速エッジ機能仕様 
9550 アクティブ・ヘッドは25 ps高速エッジにのみ対応します。 

機能 

150 ps 高速エッジ [1] 
(9530 ヘッドのみ) 

70 ps 高速エッジ [1] 
(9560 ヘッドのみ) 

25 ps 高速エッジ [1] 
(9550 ヘッドのみ) 

50 Ω負荷 50 Ω負荷 50 Ω負荷 

立ち上がり/立ち下が

り時間 [2] 
(10 % ～ 90 %) 

125 ps ～ 175 ps 50 ps ～ 85 ps 21 ps ～ 29 ps 

立ち上がり/立ち下が

り時間の表示確度 [3] 
±15 ps ±11 ps ±4 ps 

極性 
立ち上がりまたは立ち下が 
り信号がグラウンドに戻っ 

た時点 

立ち上がり信号がグラウンド 
に戻った時点 

立ち上がりまたは立ち下

がり信号がグラウンドに

戻った時点 

振幅 5 mV ～ 3 V p-p 25 mV ～ 2 V p-p 425 ～ 575 mV p-p 

振幅確度 ±2 % 

レンジ 1、2、5または1、2、2.5、4、5 のVolt/div設定、または連続可変 連続 

偏差 ±11.2 % (レンジの上下を含む) --- 

デューティ・サイクル 10 % 10 % 10 % 

アベレーション 
(VSWR 1.2:1) 

8 GHzで< ±3 % pk [4]  

3 GHzで< ±2 % pk   

( 初の 1 ns) 

20 GHzで< ±4 % pk  

8 GHzで< ±3 % pk  

3 GHzで< ±1 % pk  

( 初の 700 ps) 

20 GHzで< ±5 % pk 

10 GHzで< ±3 % pk 

3 GHzで< ±1 % pk  

( 初の 200 ps) 

拡張アベレーション 

1 ns ～ 10 nsで< ±1 % pk < ±1 % pk 

700 ps ～ 10 nsで 

< ±1 % pk 

200 ps ～ 10 nsで 

10 nsを超えると< 0.5 % pk 10 nsを超えると< 0.5 % pk 10 nsを超えると 
< 0.1 % pk 

反射吸収 > − 30 dB 

周波数 10 Hz ～ 2 MHz 10 Hz ～ 10 MHz 10 Hz ～ 1 MHz 

周波数確度 [5] ±0.15 ppm 

トリガーからエッジま

での遅延 
25 ns (代表値) 

トリガーからエッジま

でのジッター 
<5 ps p-p (代表値) 

[1] 500 ps以上のエッジ速度は、1 MΩ 入力のアプリケーションではお勧めしません。9560 ヘッドは、50 Ω 負荷のみに制限され

ます。 

[2] IEC 60469:1987に基づいた立ち上がりおよび立ち下がり時間の定義。測定エポックの詳細については校正成績書をご参照く

ださい。 

[3] 立ち上がり/立ち下がり時間の測定値に対する表示確度。 

[4] 33 mVよりも低いエッジ振幅では、この仕様は3 GHz帯域が適用されます。  

[5] 周波数確度は1年仕様です。5年以上の周波数確度は ±0.25 ppmです。 



9500B 
オペレーター・マニュアル 

7-6 

タイム・マーカー機能仕様 
9550 アクティブ・ヘッドからは不可 

機能 矩形波 [1], [2] パルス [1] 三角パルス
[1] 正弦波 (矩形波の延長)[1] 

周期 9.0091 ns ～ 55 s 900.91 ns ～ 55 s 900.91 ns ～ 55 s

• 9500B/600では909.1 ps ～ 
9.009 ns 

• 9500B/1100 または 
9500B/3200では450.5 ps ～ 
9.009 ns 

• 9560 ヘッド付き9500B/3200
では180.19 ps ～ 9.009 ns 

レンジ 1、2、5または1、2、2.5、4、5または連続可変の時間/div 

周期偏差範囲 --- --- ±45 % --- 

立ち上がり/立ち下がり時

間 
代表値1 ns 代表値1 ns 周期の2.5 % --- 

タイミング確度 [3] ±0.15 ppm 

タイミング・ジッター 
 (タイム・ウインドウ内) 

<10 ps p-p (< 100 ns) 
<100 ps p-p (< 100 us) 
<1000 ps p-p (< 10 ms) 

デューティ・サイクル 50 % 5 % 5 % --- 

振幅 
グラウンドに関して対称な100 mV、250 mV、500 mVおよび1 Vp-p 

9500B/1100、周期< 1 nsでは 大500 mVp-p 

再分割 マーカー10個ごとに振幅を高く設定可能 --- 

注記： 

[1] 500 MHz以上の周波数は、1 MΩ 入力のアプリケーションではお勧めしません。9560 ヘッドは、50 Ω 負荷のみに制限されます。

[2] 矩形波機能でライン周波数のタイム・マーカーを使用できます。ゼロ・クロス・ラインに対するジッター：< ±20 μs p-p 

[3] タイミング確度は1年仕様です。5年以上のタイミング確度は ±0.25 ppmです。 
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定振幅正弦波機能仕様 
9550 アクティブ・ヘッドからは不可 

機能 9500B/600 9500B/1100 
9530 ヘッド付き

9500B/3200 
9560 ヘッド付き

9500B/3200 [1] 

周波数レンジ [2] 0.1 Hz ～ 600 MHz 0.1 Hz ～ 1.1 GHz 0.1 Hz ～ 3.2 GHz 0.1 Hz ～ 6.4 GHz 

周波数確度 [3] ≥ 15 kHz ±(0.15 ppm + 12 mHz), < 15 kHz ±3 ppm 

振幅 (p-p) 
(50 Ω負荷) 

0.1 Hz ～ 550 MHz: 
5 mV ～ 5 V 

0.1 Hz ～ 550 MHz: 
5 mV ～ 5 V 

0.1 Hz ～ 550 MHz: 
5 mV ～ 5 V 

0.1 Hz ～ 550 MHz: 
5 mV ～ 5 V 

550 MHz ～ 600 MHz: 
5 mV ～ 3 V 

550 MHz ～ 1.1 GHz: 
5 mV ～ 3 V 

550 MHz ～ 2.5 GHz: 
5 mV ～ 3 V 

550 MHz ～ 2.5 GHz: 
5 mV ～ 3 V 

--- --- 
2.5 GHz ～ 3.2 GHz: 

5 mV ～ 2 V 
2.5 GHz ～ 3.2 GHz: 

5 mV ～ 2 V 

--- --- --- 
3.2 GHz ～ 6.4 GHz: 

25 mV ～ 2 V 

振幅確度 基準周波数1点で±1.5 % (50 kHz – 10 MHz) 

基準周波数に対する平坦度 
VSWR 1.6:1 (1.2:1) 

0.1 Hz ～ 300MHz: 
±4 % (± 2 %) 

0.1 Hz ～ 300 MHz: 
±4 % (±2 %) 

0.1 Hz ～ 300 MHz: 
±4 % (±2 %) 

0.1 Hz ～ 300 MHz: 
±2 % (±2 %) 

300 MHz ～ 550 MHz: 
±4 % (±2.5 %) 

300 MHz ～ 550 MHz: 
±4 % (±2.5 %) 

300 MHz ～ 550 MHz: 
±4 % (±2.5 %) 

300 MHz ～ 550 MHz: 
2.5% (±2.5 %) 

550 MHz ～ 600 MHz: 
±5 % (±3.5 %) 

550 MHz ～ 1.1 GHz: 
±5 % (±3.5 %) 

550 MHz ～ 1.1 GHz: 
±5 % (±3.5 %) 

550 MHz to 3.0 GHz: 
±5 % (±3.5 %) 

--- --- 
1.1 GHz ～ 3.2 GHz: 

±5 % (±4 %) 
3.0 GHz ～ 6.0 GHz: 

±5 % (±4 %) 

出力VSWR (代表値) <1.35:1 <1.35:1 <1.35:1 

< 550 MHz: <1.1:1 

550 MHz ～ 3.0 GHz: 
<1.2:1 

3.0 GHz ～ 6.0 GHz: 
<1.35:1 

振幅レンジ 1、2、5または1、2、2.5、4、5または連続可変のvolts/div 

偏差 ±11.2 % (レンジの上下を含む) 

高調波の純度 2次高調波< −35 dBc；3次高調波 < −40 dBc、12 GHzで 

非高調波および分数調波 
の純度 [4] 

< −40 dBc <6.0 GHz: < −35 dBc 

[1] 9560 ヘッドは、50 Ω 負荷のみに制限されます。 

[2] 500 MHz以上の周波数は、1 MΩ 入力のアプリケーションではお勧めしません。 

[3] 周波数確度は1年仕様です。5年以上の周波数確度は≥0.15 kHz ±(0.15 ppm + 12 mHz)、<15 kHz ±3 ppmです。 

[4] オフセットは> 10 kHz。 
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デュアル正弦波機能仕様 
同じタイプのヘッドを選択する必要があります：9510、9530、または9560 

 9500B/600 9500B/1100 9500B/3200 & 9530 9500B/3200 & 9560 [1]

周波数レンジ
[2] 0.1 Hz ～ 600 MHz 0.1 Hz ～ 1.1 GHz 0.1 Hz ～ 3.2 GHz 0.1 Hz ～ 3.2 GHz 

時間の整合性 どのチャンネル間も±25 ps 

振幅 (p-p) 
(50 Ω負荷) 

0.1 Hz ～ 550 MHz： 

5 mV ～ 2.5 V 

0.1 Hz ～ 550 MHz： 

5 mV ～ 2.5 V 

0.1 Hz ～ 550 MHz： 

5 mV ～ 2.5 V 

0.1 Hz ～ 550 MHz： 

5 mV ～ 2.5 V 

550 MHz ～ 600 MHz：
5 mV ～ 1.5 V 

550 MHz ～ 1.1 GHz：
5 mV ～ 1.5 V 

550 MHz ～ 2.5 GHz：
5 mV ～ 1.5 V 

550 MHz ～ 2.5 GHz：
5 mV ～ 1.5 V 

--- --- 
2.5 GHz ～ 3.2 GHz： 

5 mV ～ 1 V 
2.5 GHz ～ 3.2 GHz： 

5 mV ～ 1 V 

確度および平坦度 
(マスター・チャンネル) 

上述の定振幅正弦波と同様 

基準周波数に対する平 
坦度 
(スレーブ・チャンネル) 

0.1 Hz ～ 600 MHz： 

±10 % 

0.1 Hz ～ 750 MHz:  

±10 % 

0.1 Hz ～ 750 MHz：  

±10 % 

0.1 Hz ～ 1 GHz：  

±10 % 

--- 
750 MHz ～ 1.1 GHz：

±30 % 

750 MHz ～ 1.1GHz：  

±30 %  

1 GHz ～ 3.2 GHz： 

±25 % 

[1] 9560 ヘッドは、50 Ω 負荷のみに制限されます。 

[2] 500 MHz以上の周波数は、1 MΩ 入力のアプリケーションではお勧めしません。 
 

入力インピーダンス機能 

抵抗測定 10 Ω - 40 Ω 40 Ω - 90 Ω 90 Ω - 150 Ω 50 kΩ - 800 kΩ 800 k - 1.2 MΩ 1.2 MΩ - 12 MΩ 

確度 ±0.5 % ±0.1 % ±0.5 % ±0.5 % ±0.1 % ±0.5 % 

注記: 

9550アクティブ・ヘッドでは抵抗測定はできません。 

 

静電容量測定 1 pF ～ 35 pF 35 pF ～ 95 pF 

確度 ±2 % ± 0.25 pF ±3 % ±0.25 pF 

注: 

9550または9560アクティブ・ヘッドでは静電容量の測定はできません。 

パルス幅機能仕様 
9550 アクティブ・ヘッドからは不可 

パルス幅 .................................................................. 1 ns ～ 100 ns 

確度 ......................................................................... < ±5 % ±200 ps 

調整分解能 .............................................................. 1 ns ～ 4 ns： <50 ps  
4 ns ～ 20 ns： <250 ps  
20 ns ～ 100 ns： <1 ns 

立ち上がりおよび立ち下がり時間 .......................... 450 ps (代表値) 

アベレーション ....................................................... < ±5 % pk (代表値) 

パルス幅の安定度 ................................................... 10分および1 °C以内で<10 ps p-p 

パルス・ジッター (トリガーに対して) ................... <5 ps p-p 

周波数 ..................................................................... 1 kHz ～ 1 MHz 

振幅 ......................................................................... 50 Ω負荷で1 ςπ−π 
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トリガー出力仕様 
9550 アクティブ・ヘッドからは不可 

振幅 ......................................................................... 50 Ω負荷で1 ςπ−π 

立ち上がりおよび立ち下がり時間 .......................... < 1 ns 

アベレーション ....................................................... < ±10 % 

出力のVSWR .......................................................... 代表値1.2:1 

 

機能 信号 トリガー信号 トリガー周波数 トリガー調整 トリガーの先行時間

電圧 

直流 矩形波 100 Hz --- --- 

矩形波 矩形波 信号の1/10/100分の1
信号がグラウンド・レベル

から変化した時点 
1/64 周期 

定振幅正弦波 

< 100 MHz 矩形波 信号 ゼロ・クロスの立ち上がり --- 

> 100 MHz 矩形波 信号の1/10/100分の1 ゼロ・クロスの立ち上がり --- 

> 3.2 GHz 矩形波 信号の2/20/200分の1 ゼロ・クロスの立ち上がり --- 

エッジ 

500 ps 1:9 パルス 信号の1/10/100分の1
信号がグラウンド・レベル

に戻った時点 
25 ns 

高電圧 矩形波 信号の1/10/100分の1
信号がグラウンド・レベル

から変化した時点 
1/64 周期 

150 ps 1:9 パルス 信号の1/10/100分の1
信号がグラウンド・レベル

に戻った時点 
25 ns 

25 ps 1:9 パルス 信号の1/10/100分の1
信号がグラウンド・レベル

に戻った時点 
25 ns 

70 ps 1:9 パルス 信号の1/10/100分の1
信号がグラウンド・レベル

に戻った時点 
25 ns 

タイム・マ 
ーカー  
(> 10 ns) 

標準 1:19 パルス 信号の1/10/100分の1
立ち上がりエッジまたは三

角波ピーク 
--- 

強調表示 1:199 パルス 信号の1/10/100分の1
立ち上がりエッジまたは三

角波ピーク 
--- 

電流 

直流 矩形波 100 Hz --- --- 

矩形波 矩形波 信号の1/10/100分の1
信号がグラウンド・レベル

から変化した時点 
1/64 周期 

コンポジッ

ト・ビデオ 

ライン コンポジット同期 ライン周波数 立ち上がりエッジに同期 --- 

フィールド パルス フレーム周波数 フレームのスタート --- 

リニア・ラ 
ンプ 

--- 1:2 パルス 信号の1/10/100分の1
立ち上がりまたは立ち下が

りのスタート 
--- 

過負荷パルス --- 
ステップまたは矩

形波 
単発または100 Hz 立ち上がりエッジ --- 

入力リーク 

外部入力 

入力インピー 
ダンス 

これらの機能に関連するトリガー出力はありません。100 Hzの自走トリガー信号が供給されます。 

パルス幅 トリガー信号は供給されません。 



9500B 
オペレーター・マニュアル 

7-10 

その他の出力機能仕様 

9550 アクティブ・ヘッドからは不可。 

電流機能 
9510または9530ヘッドおよびBNC電流アダプターが必要。  

振幅 ......................................................................... ±100 μA ～ ±100 mA 

レンジ ..................................................................... 1、2、5または1、2、2.5、4、5または連続可変のAmp/divレンジ 

直流 

確度 ..................................................................... ±(0.25 % + 0.5 μA) 

矩形波 

確度 ..................................................................... ±(0.25 % + 0.5 μA) @ 1 kHz 

周波数 ................................................................. 10 Hz ～ 100 kHz 

デューティ・サイクルおよび対称性 .................. 50 %、グラウンドに関して対称 

立ち上がり時間およびアベレーション ............... <150 ns および < ±2 % pk 
 

コンポジット・ビデオ出力 

9560ヘッドでのコンポジット・ビデオ出力は50 Ω負荷のみに制限されます。 

振幅 ......................................................................... 1.0 Vp-p 

パターン (フル・ラスター) ..................................... 白、灰または黒 

同期極性 .................................................................. 正または負 

規格 ......................................................................... 625本 50 Hz / 525本 60 Hz 

トリガー出力 .......................................................... コンポジット同期または奇数フィールド開始点 
 

低周波リニア・ランプ 
9560ヘッドでのリニア・ランプは50 Ω負荷のみに制限されます。 

波形 ......................................................................... グラウンドに関して対称な1 Vp-pの三角波 

直線性 ..................................................................... 10 ～ 90 %で偏差< ±0.1 % 

ランプ時間 .............................................................. 1 ms、10 ms、100 ms または 1 s 
 

V0

talF
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Rising
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過負荷パルス 
振幅 ......................................................................... 50 Ω負荷で5 ς ～ 20 ς 

極性 ......................................................................... 正/負 

持続時間 .................................................................. 0.2 s ～ 100 s (パルス・エネルギーの制限による) 

エネルギー .............................................................. 1.6 J ～ 50 J 

50 オームでの電力Ω ............................................... 0.5 ～ 8 W 

トリガー .................................................................. 手動、 大反復率0.3 Hz (内部制限) 

ゼロ・スキュー 
未調整のスキュー ................................................... チャンネル間で< ±50 ps 

調整済みのスキュー................................................ チャンネル間で< ±5 ps 

スキューの温度係数................................................ < 0.2 ps/°C 

立ち上がりおよび立ち下がり時間 .......................... 450 ps (代表値) 

相対ジッター .......................................................... < 7 ps p-p 

入力リーク 
開放回路の出力 ....................................................... 漏れ電流< ±50 pA 

短絡回路の出力 ....................................................... オフセット< ±15 μV 
 

外部入力 
信号経路 .................................................................. 背面のSMA入力から任意のアクティブ・ヘッドまで、パッシブおよび

切替50 Ωパス 

大入力 .................................................................. ±40 V p-p、±400 mA p-p 

切替開閉容量 .......................................................... ±5 V p-p、±100 mA p-p 

VSWR ..................................................................... 1.1 GHz まで <1.2:1 (代表値) 

挿入損失 (50 Ω) ......................................................  負荷) 100 MHzまでは<2.5 dB、500MHzまでは<4 dB、1 GHzまでは
<6 dB 

基準周波数仕様 

基準周波数 入力 (BNC) 出力 (BNC) 

周波数範囲 1 MHzステップで1 MHz ～ 20 MHz  1 MHz または 10 MHz 

レベル (代表値) 90 mV ～ 1 Vp-p 
50 Ω負荷：1 Vp-p 

1 M Ω負荷：2 Vp-p 

ロック・レンジ ±50 ppm --- 
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日常のメンテナンスおよびテスト 
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この章について 
第8章では、モデル9500Bのメンテナンス、セルフテストの実施、およびテスト
結果の取り扱いについての基本的な手順を説明します。推奨されるメンテナンス
周期、メンテナンス法、パーツを紹介し、日常のメンテナンス手順について詳述
します。 

日常のメンテナンス 

一般的なクリーニング 

 警告 
クリーニングを行う前に電源ケーブルを抜いてください ― 本マニ
ュアル冒頭の安全に関する情報をご参照ください。 

天板の埃を柔らかいブラシで払います (糸くずの出る布は使わないでください)。
操作部は、柔らかい、糸くずの出ない布に毒性のない非腐食性の洗剤を付けて拭
きます。ディスプレイ画面は、糸くずの出ない布に静電気防止クリーナーを付け
て拭きます。画面に極端に強い圧力をかけたり、直接スプレーを噴きかけたりし
ないでください。 

吸気フィルター 

 警告 
天板を取り外す前に電源コードを抜いてください ― 本マニュアル
冒頭の安全に関する情報をご参照ください。 

本器内部のエアフローは、冷気を吸い込む軸流ファンから機器内部 (主にRFモジュ
ール) を通って本器天板の左側の穴から排出されるという流れになっています。換気
用の空気は本器天板の右側の穴から、20 ppi (1インチあたりの穴の数) のスポンジ・
フィルターを通して取り込まれます。このフィルターは、天板を外して取り出すこ
とができます。 

天板を外すと、筐体の右側に穴がいくつも開いており、その穴を覆うようにスポ
ンジ・フィルターが取り付けられています。このフィルターは、筐体の4箇所の
穴に黒のナイロン製の簡易鋲を打って留めてあります。 

90日以内の周期でフィルターを点検し、掃除機で吸引してください。少なくと
も年1回、本器の定期校正の直前に、フィルターを取り外してしっかりと洗浄し
てください。 
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天板の取り外し 

 警告 
天板を取り外す前に電源コードを抜いてください ― 本マニュアル
冒頭の安全に関する情報をご参照ください。 

天板の両端は本器側面の押し出し部分の隙間に入り込んでおり、2本のねじで背
面パネルに固定されています。背面部の角はそれぞれ固形プラスチックで保護さ
れています。 

フィルターを取り外すには、以下の手順で天板を取り外してください： 

1. 背面部の角にある2つのブロックを固定している4本のねじを外して、ブ
ロックを取り外します。 

2. 天板を背面パネルに固定しているねじ2本を外します。 

3. 天板を後ろに引いて正面パネルの枠から外し、後方に引き上げます。 

上部シールドと校正シール 

 注意 
天板を外すと、上部シールドを留めているねじの上に「校正シー
ル」が貼られているのが分かります。このシールは、上部シールド
が取り外されたことが分かるように、本器の校正後に貼付されたも
のです。 

筐体の内部に対しての認可された作業を行なうために上部シールド
を取り外す場合を除いて、校正シールは決して剥がさないでくださ
い。 

上部シールドを取り外すと本器の校正のトレーサビリティが損なわ
れ、9500Bのフル校正が再度必要です。上部シールドの取り外しが
認められている場合は、記号の隣に印字されているWARNING
にご注意ください。 

フィルターの取り外し 

フィルターは以下の手順で取り外してください： 

黒いナイロン簡易鋲の中心ピンを慎重に引き上げ、簡易鋲のラッチの部分を引き
出します。フィルターを取り外します。 

フィルターの洗浄 

フィルターを取り外したら、ぬるま湯と家庭用洗剤でよく洗い、しっかりとすす
いでから乾かします。 

フィルターの取り付け 

1. 筐体の穴と固定用の4つの穴を覆うようにフィルターをセットします。黒
のナイロン製簡易鋲をラッチとピンに分解し、ラッチをフィルターと本
器の上側の穴に通します。ラッチ後部の切れ目の部分が開くまで、中心
ピンをラッチに押し込みます。 

2. フィルターを正しい位置に少し引き伸ばし、他の簡易鋲も固定します。 
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天板の取り付け 

天板の正面側の端が正面パネルの枠のすぐ後ろにある状態で、天板を本器側面の
押し出し部分の隙間に注意深く戻します。天板を前に押して枠の中に入れ、ねじ
で背面パネルに固定します。背面パネルのブロックを戻して固定します。 

交換部品 

フィルターまはた簡易鋲が取り外しや取り付けの際に損傷してしまったら、下記
の部品をご注文いただくことができます。フルークの営業担当またはサービスセ
ンターにご連絡ください。 

表 8-1.交換部品のオーダー情報 

部品番号 説明 製造元 型 数量 

451004 20 ppiのスポンジ・

フィルター 
----- ----- 1 

617020 簡易鋲、黒ナイロン Richco. SR4050B 5 

ファームウェアのアップグレード 

概要 

9500Bのファームウェアは、「Personal Computer Memory Card Interface 
Adaptor」(PCカード) を使ってアップグレードすることができます。このため
に、9500Bにはアップデート機能を付与するためのフラッシュ・メモリー・チッ
プが取り付けられいます。 

9500Bのアップグレードが必要な場合は、お近くのサービスセンターからその旨
のご連絡と、PCカードが届きます。 

この項ではファームウェアをアップグレードする所定の手順を説明します。この
手順内にはセルフ・テスト「All」が、アップグレードの実行前と実行後の2回出
てきます。2回組み込まれているのは、アップグレードの実行前に何か問題がな
いか、またはアップグレードによって何か問題が起きていないか確認するためで
す。 

手順 

1. セルフテスト「All」(テストの種類およびテスト結果の確認) ：セルフテ
スト「All」を実行し、エラーを記録します。プリンターが使用可能であ
れば、PRINTオプションを選択して、結果を印刷します。 

2. 9500Bの準備： 

a. 9500Bの電源を切ります。 

b. 9500Bの背面パネルにあるFACTORY SETスイッチの位置を確認しま
す： 

876

CAL

ENABLE

DISABLE

FACTORY SET

 
erw162.eps 
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1) 留めネジを外してスイッチ・カバーを外します。 

CAL

ENABLE

DISABLE

6   7   8

FACTORY SET

 
erw163.eps 

2) スイッチ6をENABLEの位置 (上) にセットします。他のスイッチ
には触れないようにしてください。 

CAL

ENABLE

DISABLE

6   7   8

FACTORY SET

 
erw164.eps 

3. PCカードを挿入します： 

a. 9500Bの正面パネルにある「PCMCIA SLOT 1」の位置を確認します。 

b. 「PCMCIA SLOT 1」にPCカードを挿入し、スロットの横に黒いボタ
ンが押し出されてくるまでカードを押し込みます。 

4. ファームウェアの再プログラム： 

a. 9500Bの電源を入れます。 

b. 9500Bの液晶ディスプレイに表示される以下のような進捗状況を示す
パターンを確認してください。 

  
erw165.eps 

このプロセスは完了するまでに約2分かかります。完了すると、パルス音
が何度も鳴ります。 

もし長いアラーム音が聞こえたら、アップデートは成功していません。
ディスプレイに表示されている進捗を示すパターンの現在の状態を確認
し、サービスセンターにお伝えください。 

5. 9500Bの作動状態の回復： 

a. 9500Bの電源を切ります。 

b. スイッチ6をDISABLEの位置に戻します。他のスイッチには触れない
ようにしてください。 

c. スイッチ・カバーを元に戻して固定します。 

d. PCカードを取り出してから9500Bの電源を入れ、電源投入時のセル
フテストが完了するまで約40秒待ちます。 

e. 9500B正面パネル右側のModeキーを押します。 
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f. 9500Bの液晶ディスプレイ下部のCONFIGソフト・キーを押して、画
面に表示されるファームウェア情報がPCカードのそれと一致してい
ることを確認します。 

g. Modeキーを押してMode選択画面に戻ります。 

6. セルフ・テスト「All」(テストの種類およびテスト結果の確認) ： 

a. セルフ・テスト「All」を実行し、エラーを記録します。プリンター
が使用可能であれば、PRINTオプションを選択して、結果を印刷しま
す (セルフテストの結果の印刷を参照)。 

b. 1項目と6項目のセルフテストに違いがないか確認します。 

c. アップグレード手順の結果をサービスセンターにご連絡ください。 

モデル9500Bのファームウェアのアップグレードはこれで完了です。使
用したPCMCIAをサービスセンターにご返却ください。 

モデル9500Bのテストおよびセルフテスト 

テストの種類 

セルフテストには、「Base」、「Heads」、「All」、「Fast」 の大きく4つが
あります。セルフテストのFast は電源投入時にも自動で実行されます。さら
に、正面パネルの操作インターフェースのテストとして、ディスプレイ・メモリ
ーの完全性、キーボード操作、ディスプレイ、Procedureモードで使用する
SRAMメモリー・カードの完全性およびフォーマット、接続されているトラッ
ク・ボールの正しい動作、接続されているプリンターの正しい動作などを選択し
て行なうことができます。これらのテストの詳細については以下の項で説明しま
す。 

セルフ・テストを開始する前に、UUTオシロスコープから全てのヘッドを取り外し
てください。ヘッドが接続されたままではテストが失敗することがあります。 

テスト・モードへの切り替え 

図 8-1で強調されている正面パネルの「Mode」キーを押すとモード選択メニュ
ーが開くので、そこからTestモードを選択します。 

 
erw166.eps 

図 8-1.「Mode」キー 
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Modeキーを押すと、5つのモードからモード選択するための専用メニュー画面
が表示されます： 

 
erw167.eps 

5つの画面キーのうち1つを押すことによってのみ、このメニューを閉じること
ができます。 

TEST: このキーでTestモードに切り替わり、以下の様な画面が表示
されます。 

 
erw168.eps 

BASE: ベース・ユニットのセルフテストを実行します。 

HEADS: 取り付けられている全アクティブ・ヘッドのセルフテストを
実行します。 

ALL: ベース・ユニットおよび取り付けられている全アクティブ・
ヘッドのセルフテストを実行します。 

FAST: 電源投入時に行われるセルフテストと同じ信頼性のセルフテ
ストを実行します。 

INTERFACE: このキーを押すと、ディスプレイおよびディスプレイ・メモ
リー、正面パネルのキーボード、(Procedureモードの) メモリ
ー・カード・スロット、トラック・ボール、プリンター・イ
ンターフェースのチェックを行います。 

Base、Heads、All および Fast セルフテスト 

セルフテストのやり方はBase、Heads、All および Fastどれも同じです。
「Select test」メニュー画面の4つの画面キーの1つを押すと、9500Bはそのセル
フテストを実行します。 初の画面にはテストの種類、テスト中の行程、残って
いるテストの数が表示されます。 
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例： 

 
erw169.eps 

(以下の説明は、セルフテストでBASEが選択されていることを前提としていま
す。その他のセルフテストの場合はそのセルフテストの名称が画面に表示されま
す。) 

セルフテストの中止 

ABORT: セルフテストを停止し、その場に応じた「中止」画面を表示
します。 

例： 

 
erw170.eps 

もし中止時点までに何も問題がなければ、次のような画面が表示されます。 

EXIT: 「テスト選択」メニュー画面に戻ります。

PRINT: 中止時点までのテスト結果を印刷します。

セルフテスト結果の印刷をご参照ください。 
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中止時点までにエラーが見つかっても、EXITおよびPRINT機能は使用できます。エ
ラーの数も画面に表示され、もう1つ選択肢が追加されます： 

 
erw171.eps 

VIEW FAILS: 見つかったエラーの詳しいパラメーターを表示する専用画面
を立ち上げます (後述するテスト結果の表示をご参照くださ
い。)。 

セルフテストの完了 

途中で中止されなければ、セルフテストは 後まで実行されます。何のエラーも
なくテストが成功すれば、次のような画面が表示されます： 

 
erw172.eps 

テスト中にエラーが見つかると、9500Bには次のような完了画面が表示されます。
例： 

 
erw173.eps 
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EXIT: 「テスト選択」メニュー画面に戻ります。

PRINT: テスト結果を印刷します。

セルフテスト結果の印刷をご参照ください。 

エラーが見つかっても、EXITおよびPRINT機能は使用できます。エラーの数も
画面に表示され、もう1つ選択肢が追加されます： 

VIEW FAILS: 見つかったエラーの詳しいパラメーターを表示する専用画面を
立ち上げます (後述のテスト結果の表示をご参照ください)。 

テスト結果の表示 

VIEW FAILS 画面キーを押すと、問題があった各テストが順番に表示されます。
画面にはテスト番号 (パスウェイ) 、測定値、上下限値、エラーの値が表示され
ます。テストの簡単な説明も、値の下のボックス内に表示されます。 

以下はテスト結果の表示画面です。テストが中止された際にも同じ画面が表示さ
れます： 

 
erw174.eps 

注記 
エラーの原因が明らかでない場合はフルークのサービスセンターに
ご相談ください。その際レポートされたエラーの詳細画面を全て書
き写すか、または結果を印刷してください。 

NEXT FAILURE: 

1つ目のエラーの詳細確認が済んだら、NEXT FAILURE画面キーを押すとリスト
内の次のエラーが表示されます。次にセルフテストが開始されるまで、エラー・
リストはメモリーに保存されています。PREV FAILURE画面キーを押すと、リ
ストに一度に目を通すことができます。リスト内の 後のエラーが画面に表示さ
れた状態でNEXT FAILURE画面キーを押すと、次のようなエラー・メッセージ
が画面右上に表示されます： 

 
erw175.eps 

それ以上NEXT FAILURE画面キーを押しても何も反応はありません。 
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テスト結果の印刷 

PRINT画面キーは、テスト完了後の「完了」画面および中止後の「中止」画面に
表示されます。PRINTキーを押すと印刷可能なテスト結果を全て印刷します。 

適切なプリンターが設定、接続されていて、オンラインになっている場合にのみ
印刷が可能です。セルフテスト結果の印刷をご参照ください。 

電源投入時のセルフテスト 

注記 
重大な「システム・トリップ・エラー」が発生すると、電源投入時
に画面が点滅することがあります。このような場合にはすぐに電源
を切り、サービスセンターにエラーをご連絡ください。 

正常な状態では電源を入れると、Flukeのロゴが表示されてから、9500Bはセル
フテストのFastを実行します。 

 
erw176.eps 

エラーが何も確認されなければ、9500Bは電源投入時のモードに設定されてい
る、ManualモードまたはProcedureモードのいずれかに戻ります。 

システム・トリップ・エラーが確認された場合は、9500Bはシステム・トリップ
画面 (「RESUME」) を表示します。 

トリップ・エラーは確認されなかった場合、9500Bは以下の段階ではTestモード
になります： 

 
erw177.eps 
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エラーの確認および結果の印刷のための操作は、実行完了したセルフテストの
Fastの場合のそれと同じです (セルフテストの完了、およびテスト結果の表示)。 

EXITを押すと、「テスト選択」メニュー画面に戻ります。ここから「モード選
択」メニュー画面に戻るには正面パネルのModeキーを押してください。 

PRINTを押すと、電源投入時のFastテストの結果を印刷することができます。  

セルフテスト結果の印刷もご参照ください。 

インターフェース・テスト 

インターフェース・テストでは、ディスプレイ・メモリーの完全性、キーボード
操作、ディスプレイ自体、Procedureモードで使用するSRAMメモリー・カード
の完全性およびフォーマット、接続されたトラック・ボールの正しい動作、接続
されたプリンターの正しい動作を含む、9500Bの正面パネルの動作をチェックし
ます。 

インターフェース・テストの実施 

Testモードを選択すると開く「テストの選択」メニューでINTERFACE画面キー
を押すと、Interfaceテストを選択することができます。 

EMITETAD S'YADOT

TSAFLLADAEHESAB

tsetfleS
syektfos gnisu tset tceleS

I -RETN
ECAF  

erw178.eps 

INTERFACEを押すと、「テストの選択」メニュー画面に切り替わります： 

EMITETAD S'YADOT

tsetfleS
syektfos gnisu tset tceleS

TIXE

YALPSID
YROMEM

DRBYEK

YROMEM
DRAC

YALPSID

REKCART

RETNIRP

 
erw179.eps 

対応する画面キーを使って、画面右側のリストから確認が必要な項目を選択する
ことができます。 

EXITを押すと前の「テストの選択」メニュー画面に戻ります。 

以下の項で、6つの選択肢について、リストに表示されている順に説明します。 
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ディスプレイ・メモリーのチェック 

「テストの選択」メニュー画面のDISPLAY MEMORY キーを押すと「Memory 
test.」画面に切り替わり、テスト・シーケンスが開始されます。進行中のテスト
が画面に表示されます： 

EMITETAD S'YADOT

tsetfleS
syektfos gnisu tset tceleS

TIXE

DRBYEK

YROMEM
DRAC

YALPSID

REKCART

RETNIRP

YALPSID
YROMEM

 
erw180.eps 

.tset yromeM
.1 tset ETIRW / DAER gnimrofreP

EMITETAD S'YADOT

 
erw181.eps 

他には以下のテストが表示されます： 

• Performing WALKING ONES test 1 

• Performing READ/WRITE test 2 

• Performing WALKING ONES test 2 

テストが完了すると、メモリー・テスト全体の結果が表示されます： 

EMITETAD S'YADOT

TIXE

.tset yromeM
.DESSAP yromem yalpsiD

 
erw182.eps 
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EMITETAD S'YADOT

TIXE

.tset yromeM
.DELIAF yromem yalpsiD

 
erw183.eps 

エラーが見つかった場合は、内部回路の調整が必要なため、そのまま何もせずに
フルークのサービスセンターにご連絡ください。 

EXITを押すとインターフェース・テストの「テストの選択」メニュー画面に戻
ります。 

キーボードのチェック 

「テストの選択」メニュー画面のKEYBOARDキーを押すと、キーボードのチェ
ックが開始されます： 

EMITETAD S'YADOT

tsetfleS
syektfos gnisu tset tceleS

TIXE

YROMEM
DRAC

YALPSID

REKCART

RETNIRP

YALPSID
YROMEM

DRBYEK

 
erw184.eps 

「KEYBRD」を選択すると「キーボード・テスト」画面に切り替わります。こ
こでテストする正面パネルのキーを押すように促され、 後に押したキーの詳細
が画面に表示されます： 

EMITETAD S'YADOT

TIXE

.tset draobyeK
.detset eb ot yek sserP

'Z',Y,X:desserp yek tsaL

xirtam draobyeK(
)ecnerefer

)eman yeK(

 
erw185.eps 
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「Keyboard matrix reference」(X, Y) は、内部プロセッサーにキーボード情報を転送
する際に使用される電気的な座標で、キーの物理的な位置とは特に関係ありませ
ん。「Key name」 (Z) は、 後に押されたキーを言葉で説明した名称です。 

レポートされたキーの名前と、 後に物理的に押下されたキーの機能が一致して
いなければ、エラーの可能性があります。内部回路の調整が必要なため、そのま
ま何もせずフルークのサービスセンターにご連絡ください。 

EXITを押すとインターフェース・テストの「テストの選択」メニュー画面に戻
ります。 

ディスプレイのチェック 

「テストの選択」メニュー画面のDISPLAYキーを押すと、ディスプレイのチェ
ックが開始されます： 

EMITETAD S'YADOT

tsetfleS
syektfos gnisu tset tceleS

TIXE

YROMEM
DRAC

REKCART

RETNIRP

YALPSID
YROMEM

DRBYEK

YALPSID

 
erw186.eps 

「DISPLAY」を選択すると、「Display test.」画面に切り替わります。ここで、
正面パネルの「タブ」() キーを押して黒い帯を画面の下に向かって動かして
から一番上に動かし、さらにもう1度下に動かすように促されます。これによっ
て画面上の全画素をテストします： 

.tset yalpsiD
dnab eht ecnavda ot yek bat eht esU

.tset eht tixe ot yek retne eht dna

 
erw187.eps 

帯が画面上部に戻ってきたら、画面上のテキストは帯の妨げにならないよう自動
的に移動します。明るい背景の時に点灯していなかったり、黒帯が画面を移動す
る中で黒くなっていない画素があった場合は、エラーの可能性があります。内部
回路の調整が必要なため、そのまま何もせずフルークのサービスセンターにご連
絡ください。 

「エンター」キー () を押すと、「テストの選択」メニュー画面に戻ります。 
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メモリー・カードのチェック 

「テストの選択」メニュー画面のMEMORY CARDキーを押すと、メモリー・カ
ードのチェックが開始されます： 

EMITETAD S'YADOT

tsetfleS
syektfos gnisu tset tceleS

TIXE

REKCART

RETNIRP

YALPSID
YROMEM

DRBYEK

YALPSID

YROMEM
DRAC

 
erw188.eps 

「テストの選択」メニュー画面のMEMORY CARDキーを押すと、「Card slot 
test.」画面に切り替わります。ここで、テストするメモリー・カード・スロット
を選択するよう促され、「上書き」に関する警告が表示されます： 

EMITETAD S'YADOT

.tset tols draC
eb ot tols drac eht tceleS
syektfos eht gnisu detset

! !  GNINRAW
nettirwrevo eb lliw atad draC

TIXE

1TOLS

2 TOLS

 
erw189.eps 

 

SLOT 1: 「PCMCIA SLOT 1」のテストを選択します。

SLOT 2: 「PCMCIA SLOT 2」のテストを選択します。

EXIT: インターフェースの「テストの選択」メニュー画面に戻ります。

どちらか一方のスロットだけをテストすることもできます。もし特に疑わしいス
ロットがあるのであれば、そのスロットを選択してください。 

WARNING!! の部分は、挿入されたメモリー・カードがこのテストで上書きされ
ることに対する警告文です。これは、チェックを行なうためには再フォーマット
が必要で、スロットに挿入されたカードがResults cardとして再フォーマットさ
れるためです。 
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9500Bはまず、正しいSRAMカードが挿入されているか確認します。スロット内
にカードがなかったり、スロット内のカードがSRAMカードではなかったり、ま
たは書き込み可能なSRAMカードではなかったりすると、以下のような画面が表
示されます： 

EMITETAD S'YADOT

TIXE

.tset tols draC
MAR CITATS delbane etirw a tresnI

.tols detceles eht otni drac

,tols detceles eht ni drac on fI(
,delbane-etirw ton drac fi ro

)drac MARS a ton fi ro

 
erw190.eps 

問題点を修正後、OK画面キーを押してください。これによって新しい画面に切
り替わり、テスト・シーケンスが開始されます。進行中のテストが画面に表示さ
れます。 

9500Bはまず、カードの内蔵バッテリーの状態をチェックします。バッテリーの
電圧が低いと、画面上にその旨が表示されます： 

EMITETAD S'YADOT

.tset tols draC
.wol si level yrettaB

 
erw191.eps 

カードにバッテリーがなかったり、読み取り/書き込み操作に十分なバッテリー
残量がなかったりすると、「Battery level is dead.」というメッセージ表示され
ます。 

注記 
再充電可能なカードのバッテリー残量が少ないと、low/deadメッセ
ージが出てOKを押した後、メッセージがクリアされるのに数分かか
ることがあります。 
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次のテストは、カードのメモリー・サイズのチェックです。9500Bがチェックを
行なっている間は、次のようなメッセージが画面に表示されます： 

EMITETAD S'YADOT

.tset tols draC
.ezis drac gnikcehC

 
erw192.eps 

サイズ・チェックが完了すると、9500Bは「read/write」チェックを開始します。そ
の間は次の画面が表示されます： 

EMITETAD S'YADOT

.tset tols draC
setyB k XXXX .ezis draC

.tset ETIRW/DAER gnimrofreP

 
erw193.eps 

「read/write」チェック後、9500Bは「walking ones」のチェックを開始し、画
面上のメッセージは次のように変化します： 

Performing WALKING ONES test. 

さらにテストが続き、メモリー・カードが「Results Card」としてフォーマット
されます。新しいメッセージが画面に表示されます： 

Performing RESULTS CARD format. 



9500B 
オペレーター・マニュアル 

8-20 

全てのテストおよびフォーマットが問題なく完了すると、PASSメッセージが画
面に表示されます： 

EMITETAD S'YADOT

TIXE

.tset tols draC
setyB k XXXX .ezis draC

.tamrof DRAC STLUSER gnimrofreP
.DESSAP ecafretni drac detceleS

 
erw194.eps 

EXITを押すとインターフェース・テストの「テストの選択」メニュー画面に戻
ります。 

いずれかの時点でエラーになった場合、テストが停止し、失敗したテストのタイ
トルはそのままにエラー・メッセージが表示されます。例えば、「walking 
ones」チェック中にエラーが発生した場合、以下の様な画面表示になります： 

EMITETAD S'YADOT

TIXE

.tset tols draC
setyB k XXXX .ezis draC

.tset SENO GNIKLAW gnimrofreP
.DELIAF ecafretni drac detceleS

 
erw195.eps 

エラーの原因を診断するため、さらにいくつかのチェックを行なってエラーの場所
を特定することができます。まず、同じカードを別のスロットでもう1度チェックし
ます。これが成功したら、新しいカードを元のスロットでチェックします。これに
よってエラーの原因がスロットなのかカードなのか特定することができます。
9500B自体のエラーが疑われる場合には、結果をフルークのサービスセンターにご
連絡ください。 

EXITを押すとインターフェース・テストの「テストの選択」メニュー画面に戻
ります。 
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トラック・ボールのチェック 

「テストの選択」メニュー画面のTRACKERキーを押すと、接続されているトラ
ック・ボールのチェックが開始されます： 

EMITETAD S'YADOT

tsetfleS
syektfos gnisu tset tceleS

TIXE

RETNIRP

YALPSID
YROMEM

DRBYEK

YALPSID

YROMEM
DRAC

REKCART

 
erw196.eps 

「TRACKER」を選択すると、「Tracker test.」画面に切り替わります。ここ
で、インターフェースのチェックのためにトラック・ボールを使うよう促され、

後に押下されたキーおよびボールの動きの詳細が画面に表示されます： 

EMITETAD S'YADOT

TIXE

.tset rekcarT
.ecafretni tset ot llab rekcart a esU

.THGIR/TFEL:desserp yek tsaL
.THGIR/TFEL/NWOD/PU:noitcerid tsaL

 
erw197.eps 

可能性のある応答が図に示されています。トラッカーの真ん中のキーは9500Bの
操作上は何の機能もなく、トラッカーに欠陥があるのでない限りこのキーを押し
ても反応はないはずです。 

後に指名されたキーが物理的に 後に押下されたキーと一致していない場合
や、 後の向きの表示が物理的な 後の動きと一致していない場合は、エラーの
可能性があります。同じ9500Bで別のトラッカーをチェックするか、同じトラッ
カーを別の9500Bでチェックすることでエラーの原因を特定することができま
す。内部回路の調整が必要な可能性があるので、そのまま何もせずフルークのサ
ービスセンターにご連絡ください。 

EXITを押すとインターフェース・テストの「テストの選択」メニュー画面に戻
ります。 
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プリンターのチェック 

「テストの選択」メニュー画面のPRINTERキーを押すと、接続されているプリ
ンターのチェックが開始されます。 

「PRINTER」を選択すると、「Printer test.」画面に切り替わります。ここで、
インターフェースのテストのためにプリンターを使用するよう (例えば、プリン
ターのオフラインの切り替え、または紙の取り出し) 促され、プリンターの状態
がレポートされます： 

EMITETAD S'YADOT

tsetfleS
syektfos gnisu tset tceleS

TIXE

YALPSID
YROMEM

DRBYEK

YALPSID

YROMEM
DRAC

REKCART

RETNIRP

 
erw198.eps 

注記 
プリンターが無効になっている場合 (第3章のConfigurationモード参
照)、初めて印刷を開始しようとした時にプリンターは設定されてい
ません。 

EMITETAD S'YADOT

TIXE

.tset retnirP
ecafretni tset ot retnirp a esU

.tuotnirp pots ot TIXE sserP
/GNIDNOPSER TON:sutats retnirP

.REPAP FO TUO

 
erw199.eps 

可能性のある応答が図に示されています。プリンターのステータスが変更される
と、ステータス・メッセージも自動的に更新されます。正しく動作している場合
は、プリンターはEXIT画面キーが押されるまで文字セットを印刷し続けます。 

レポートされたプリンター・インターフェースのステータスが、既知の物理的ス
テータスと一致しない場合は、エラーの可能性があります。同じ9500Bで別のプ
リンターをチェックするか、同じプリンターを別の9500Bでチェックすることで
エラーの原因を特定することができます。明らかな設定エラーの場合以外は、
9500Bまたはプリンターの内部回路の調整が必要かもしれないため、そのままに
しておいてください。または結果をフルークのサービスセンターにご連絡くださ
い。 

EXITを押すとインターフェース・テストの 「テストの選択」メニュー画面に戻
ります。 
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セルフテスト結果の印刷 

はじめに 

セルフテストAllおよびFastの結果は、背面パネルのパラレル・ポートJ103に接
続されているプリンターで印刷することができます。Procedureモードで校正さ
れた被校正器の成績書の印刷もこのプリンターで行えます。 

パラレル・ポート (背面パネル) 

ピン配置 

131

PARALLEL PORT

4152  
erw200.eps 

ピンの名称 

9500Bの 
ピン番号 

9500Bの 
信号名 

9500B 入
出力 

説明または一般的な意味 

1 STROBE_L 出力 プリンターにデータ・バスDO1—DO8からの1バイ

トのデータを読み取らせる、1 μsパルス 

2 DO1 出力 データ・ビット1 

3 DO2 出力 データ・ビット2 

4 DO3 出力 データ・ビット3 

5 DO4 出力 データ・ビット4 

6 DO5 出力 データ・ビット5 

7 DO6 出力 データ・ビット6 

8 DO7 出力 データ・ビット7 

9 DO8 出力 データ・ビット8 

10 ACKNLG_L 入力 プリンターがデータ・バイトを受信し、さらにデ

ータを受信可能であることを示すパルス 

11 BUSY_H 入力 プリンターが一時的にビジーでデータの受信が不

可 

12 P_END_H 入力 プリンター用紙切れ 

13 SLCT_H 入力 プリンターがオンラインまたは接続されている 

14 AUTO_FEED_L 出力 印刷後に用紙が自動で1行フィードされる。自動フ

ィードを無効にするため、この信号は9500Bによ

ってH (ハイ) に固定されています 
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9500Bの 
ピン番号 

9500Bの 
信号名 

9500B 
入出力 

説明または一般的な意味 

15 ERROR_L 入力 プリンターが「用紙切れ」、「オフライン」または「エラ

ー」状態になっている 

16 INIT_L 出力 プリンターを電源投入時の状態にリセットし、かつ大部分

のプリンターでは印刷バッファをクリアするための命令 

17 SLCT_IN_L 出力 プリンターにデータを受け取らせる命令。この信号は

9500BによってL (ロー) に固定されています。 

18-25 0V_F 出力 デジタル・コモン 

_H ≡ 正論理 (アクティブ・ハイ) ； _L ≡ 負論理 (アクティブ・ロー) 

印刷の準備 
セルフテストBase、Heads、All、およびFastの結果は、背面パネルのパラレ
ル・ポートJ103から直接印刷することができます。適切なプリンターが接続さ
れており、オンラインになっていれば、9500Bの内蔵プログラムが要求された結
果を生成します。 

プリンターの種類 
使用するプリンターは120文字/行、かつCode Page 437 の文字セットが印刷で
きる必要があります。エプソンFX、キヤノンBubble-Jet、またはHPのDesk-Jet
と互換性があるほとんどのプリンターが適しています。 

データのフォーマット 
要求される印刷スタイル、フォーマット、およびデータは、Base、Heads、
All、およびFastテストの結果を印刷するかどうか、および使用されるプリンタ
ーの種類によって、事前に決まります。プリンターのフォーマットが要求されて
いる場合のみ、そのプリンターの種類をConfigurationモードで有効にする必要が
あります。 

注記 
プリンターが無効になっている場合、初めて印刷しようとするとき
にプリンターは設定されていません。 

結果の印刷 
Base、Heads、All、およびFastというタイトルの部分を除けば、印刷レイアウ
トは全て同じです。テストの行程は全て1つの表にまとめられます。以下の表は
代表的な例です： 
Serial No: XXXXXX S/W Issue: X.XX Date: XX/YY/ZZZZ Time: 12:41 Type: 
FAST 

TEST PT 

(テスト・ 
ポイント) 

MEAS 
VALUE 

(測定値) 

NOMINAL 

(公称値) 

MIN LIMIT 

(上限値) 

MAX 
LIMIT 

(下限値) 

ERR 
% 

(誤差) 

FAILURES 

(エラー) 

DØ8.ØØ1  +5.289216 +5.ØØØØØØ +4.5ØØØØØ +5.ØØØØØØ +6Ø  

DØ8.ØØ2 -5.486493 -5.2ØØØØØ -5.6ØØØØØ 4.ØØØØØØ -72  

DØ8.ØØ3 +14.646128 +15.ØØØØØØ +14.25ØØØØ +15.75ØØØØ -47  
 

ERR %: テストの許容値に対する実際の値の割合が表示されます。 
FAILURES: この列には、対応するテストでエラーがあると「1」が表示され

ます。 
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エラー・レポート・サブシステム 

注記 
完全を期して、この項では本器の正面パネルまたはIEEE 488システ
ム・バスを介して生成される可能性のあるエラー・コードをまとめ
ました。 

エラーの検出 
発生したことが分からないまま正常な状態に戻ることのないようなエラーは全て、
システムの動作によってメッセージを介して通知され、可能な場合はシステムを使
用可能な状態に復元されます。エラーはその処理方法によって分類されます。復元
可能なエラーの場合は、レポート後そのまま継続されます。復元不可能なシステ
ム・エラーの場合は、電源投入時の状態に続いてシステム・トリップ・エラーのレ
ポート状態へと、システムがリセットされます。そこで「resume」を選択するとエ
ラーがクリアされることもありますが、そのようなメッセージは通常ハードウェア
またはソフトウェアのエラーが原因であり、ユーザーによる何らかのアクションが
必要になります。 

エラー・メッセージ 

システム・トリップ・エラー 

システム・トリップ・エラーでは必ず、エラー状態は正面パネルからのみレポー
トされます。エラーによって、プロセッサーのリセット・ラインが引かれ、シス
テムは電源投入時と同じように再起動します。画面にはシステム・トリップ・エ
ラーが発生し、プロセッサーがリセットされたことを示すメッセージが表示され
ます。「resume」キーを押すか、電源の投入からそのまま続けることもできま
すが、エラーが続く場合は修理を行なってください。 

以下はエラー番号の一覧で、エラーの説明と併せて画面に表示されます： 

9501 - DAC Default Characterisation. Failed 

9502 - Failed to clear Flash RAM 

9504 - No ADC ready bit after 160ms 

9505 - Flash RAM protected by switch 

9510 - Measurement failed to complete 

9512 - Output off request did not complete 

9514 - Output Off Expected 

9515 - Main unit control loop failure 

9516 - Internal overheating: Check air vents 

9517 - Internal frequency Failed to re-lock 

9518 - ADC failed to complete measurement 

9519 - Rf DAC control loop failure 

9520 - TV waveform control loop failure 
 

以下のエラーについては、エラー番号は実行時に割り振られます： 

UNDEFINED SYSTEM TRIP ERROR 

OPERATING SYSTEM ERROR 
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復元可能なエラー 

エラーの種類 

コマンド・エラー、実行エラー、クエリ・エラー、およびデバイス固有エラーが
これにあたります。コマンド、クエリおよび実行エラーは、リモート・プログラ
ムの間違いによって発生します。デバイス固有エラーはリモート操作だけでな
く、マニュアル操作でも発生します。レポートされるエラーはそれぞれコード番
号で識別されます。 

エラーのレポート 

バスまたはキーボードのエラーが発生した場合のエラーのレポートはいくつかに
分類されます。エラーは主にエラーの発生元にレポートされますが、リモートお
よびローカルの両方でレポートされる場合もあります。ローカルでは正面パネル
の画面にエラーが表示されます。リモートでは関連するESRのビットが設定さ
れ、エラー・キューにエラーが追加されます。 

エラー・キューに関する注記 (IEEE-488 インターフェースよりアクセス可能) 

エラー・キューは逐次記憶方式の一時的記憶装置です。エラーが発生すると、レ
ポートされるエラーにはそれぞれ番号が振られ、エラー説明のメッセージを付け
てエラー・キューに送られます。クエリ・コマンド SYSTem :ERRor? を使って
コード番号とメッセージをキューから取得することができます。キューの読み取
りは先入れ先出し方式で、読み取られたエラーはクリアされます。 

クエリ SYSTem ERRor? を繰り返し使用すると、デバイス固有エラー、コマンド・
エラー、実行エラーをキューが空になるまで連続して読み取ります。キューが空に
なると、「空」であることを示すメッセージ (0, ''No error'') が返されます。 

「空」のメッセージが返ってくるまで、エラー・キューを何度も読み取ることを
お勧めします。 

共通コマンド∗CLSはキューをクリアします。 

コマンド・エラー (CME) 

(リモート時のみ) 

コマンド・エラーの発生 

コマンド・エラーは、リモート・コマンドがデバイスのコマンド構文または
IEEE-488.2の汎用構文のいずれにも一致しない場合に発生します。規格で定義
されているイベント・ステータス・バイトのCMEビット (5) が真に設定され、エ
ラー・コード番号がエラー・キューに追加されます。 

コマンド・エラーのレポート 

エラー・レポートの仕組みについては、ステータス・レポートについて述べてい
る第6章のデバイスのステータス情報の取得をご参照ください。 

以下は9500Bに実装されているコマンド・エラーの一覧です。エラー番号は
SCPI規格で定義されている番号と一致しています： 

-100,"Command error" 

-101,"Invalid character" 

-103,"Invalid separator" 

-104,"Data type error" 

-105,"GET not allowed" 

-108,"Parameter not allowed" 

-110,"Command header error" 

-113,"Undefined header" 

-120,"Numeric data error" 

-121,"Invalid character in number" 
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-123,"Exponent too large" 

-124,"Too many digits" 

-150,"String data error" 

-160,"Block data error" 

-161,“Invalid block data” 

-178,"Expression data not allowed" 

 

サービスセンターで必要になる可能性がありますので、必ずメッセージの内容を
全て記録するようにしてください。 

実行エラー (EXE) 

(リモート時のみ) 

実行エラーの発生 

実行エラーは、受け取ったコマンドがデバイスの現在の状態と矛盾している、ま
たは許容範囲外のパラメーターを命令しようとしている場合に発生します。 

リモート操作では、規格で定義されているイベント・ステータス・バイトの
EXEビット (4) が真に設定され、エラー・キューにエラー・コードが追加されま
す。 

実行エラーのレポート 

エラー・レポートの仕組みについては、ステータス・レポートについて述べてい
る第6章のデバイスのステータス情報の取得をご参照ください。 

以下は実行エラー番号とその説明の一覧です。 

-220,"Parameter error" 

-221,"Settings conflict" 

-222,"Data out of range" 

-223,"Too much data" 

-224,“Illegal parameter value” 

-241,“Hardware missing” 

-258,"Media protected" 

クエリ・エラー (QYE) 

(リモート時のみ) 

クエリ・エラーの発生 

クエリ・エラーは、以下のようにコントローラーがメッセージ交換プロトコルに
従うことができなかった場合に発生します： 

• こう着状態 

バッファに容量以上のデータを保存するようリクエストされている状態。出
力キューが一杯で、レスポンス・フォーマッター、実行コントロール、およ
びパーサーをブロックしています。インプット・バッファも一杯で、コント
ローラーは本器にさらにデータ・バイトを送信しようと待機しています。 

• ターミネーターが送られていない状態 

プログラム・メッセージ・ターミネーターを含む、完全なクエリ・メッ
セージを先に送らずに、本機から応答メッセージを読み取ろうとしてい
ます。 

• 中断された状態 

応答メッセージの送信が終了する前に新しいプログラム・メッセージに
よって中断されました。 
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クエリ・エラーのレポート 

規格で定義されているイベント・ステータス・バイトのQYEビット (2) が真に設
定され、エラー・コード番号がエラー・キューに追加されます。エラー・レポー
トの仕組みについては、ステータス・レポートについて述べている第6章のデバ
イスのステータス情報の取得をご参照ください。 

クエリ・エラーの具体的な原因はコマンド・プログラムを詳しく調べて確認する
必要があります。9500Bではエラー・コードは表示されません。 

デバイス固有エラー (DDE) 

デバイス固有エラーは、本器が (例えばセルフテスト中に) 内部動作エラーを検
出した場合に発生します。規格で定義されているイベント・ステータス・バイト
のDDEビット (3) が真に設定され、エラー・コード番号がエラー・キューに追加
されます。エラーの説明が画面に表示され、次にキーが押下されるかリモート・
コマンドを受け取るまで、そのまま表示されます。 

エラー・レポートの仕組みについては、ステータス・レポートについて述べてい
る第6章のデバイスのステータス情報の取得をご参照ください。 

ローカルで正面パネルの画面からのみレポートされるデバイス固有エラー 

以下は、リモートではレポートされない、ローカル操作のみのエラー一覧です： 

エラー番号は画面に表示されません。 

-7001, “Entry contains illegal characters” 

-7002, “Entered value is outside the allowed range” 

-7003, “Day entry is not a valid number” 

-7004, “Day separator is incorrect” 

-7005, “Month entry is not a valid number” 

-7006, “Month separator is incorrect” 

-7007, “Century entry is not a valid number”; 

-7008, “Year entry is not a valid number” 

-7009, “Year separator is incorrect” 

-7010, “Month entry is not a valid month” 

-7011, “Day entry is not a valid day” 

-7012, “Hours entry is not a valid number” 

-7013, “Minutes entry is not a valid number” 

-7014, “Entry does not give a valid time setting” 

-7016, “Bus address must be within the range 0 - 30” 

-7017, “Safety voltage must be within the range 10V and 110V” 

-7018, “Borderline value must be within the range 10.00 - 99.99%” 

-7019, “Entry does not match previous password entry” 

-7020, “New string contains illegal characters or values.” 

-7024, “ WARNING Instrument near cal due date” 

-7025, “ WARNING Instrument past cal due date” 

-7026, “Ref frequency must be within the range 0.1 Hz and 1.3 GHz” 

-7027, “Ref frequency must be within the range 0.1 Hz and 3.2 GHz” 

-7029, “Ext Ref must be locked for selection to be allowed” 

 

-9001, “No calibration necessary for this function” 

-9002, “Target factor is corrupt - select defaults” 

-9008, “Edge speed outside limits” 

-9009, “Restricted period for this amplitude” 

-9010, “Maximum limit” 

-9011, “Minimum limit” 
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-9012, “Outside amplitude range” 

-9013, “Maximum amplitude for 50Ω load”; 

-9014, “Outside frequency range” 

-9015, “Outside amplitude range for DC”; 

-9016, “Outside Period range” 

-9017, “Outside deviation range” 

-9018, “Deviation restricted by frequency range” 

-9019, “Deviation restricted by amplitude range”; 

-9020, “Syntax error” 

-9021, “Outside numeric range” 

-9022, “Only a restricted setting available” 

-9023, “Maximum frequency for this waveform is 1.11MHz” 

-9024, “Minimum highlight period is 20ns” 

-9025, “No further display ranges available” 

-9026, “No further options” 

-9027, “Current probe accessory must be fitted to active head” 

-9028, “Outside energy range” 

-9029, “Entered number exceeds limits” 

-9030, “Channel already in use” 

-9031, “Outside skew range” 

-9032, “VCO characterisation failed” 

-9041, “Invalid number of divisions” 

-9042, “Invalid units per division” 

-9043, “Units per div, number of div’s combination outside range” 

-9044, “Maximum units per division for 50Ω load” 

-9050, “Printer is not responding” 

-9051, “Printer out of paper” 

-9053, “Previous test point failed - exceeded UUT spec. limits” 

-9060, “Invalid test number” 

-9062, “No more failures to view” 

-9063, “No more tests to execute” 

-9067, “Search procedure - NO test point” 

-9068, “Search procedure - Function ID expected” 

-9069, "Test .... must be executed first" 

-9070, "Please wait - safety delay" 

-9071, "Dual channel sine amplitude restricted to 2.78V" 

-9072, "Dual channel sine amplitude restricted to 1.668V" 

-9073, "Maximum frequency for 1M\352 load";3 

-9074, "Selected head restricts frequency to 1.1GHz"; 

-9075, "Multi-channel DC requires 1M\352 impedance" 

-9076, "Outside Pulse Width range" 

-9077, "9560 Dual channel sine frequency restricted to 3.2GHz" 

 

サービスセンターで必要になる可能性がありますので、必ずメッセージの内容を
全て記録するようにしてください。 

IEEE-488インターフェースを介してリモートでのみレポートされるデバイス固有エラ
ー 

以下は正面パネルにはレポートされない、リモート操作のエラー一覧です： 

-300,"Device specific error" 

-312,"PUD memory lost" 

-315,"Selftest failed" 

-330,"Configuration memory lost" 

-350,"Queue overflow" 
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ローカルとリモート両方でレポートされるデバイス固有エラー 

正面パネルでも、IEEE-488インターフェース経由でもレポートされるエラーで
す。ローカルで表示されるエラー・メッセージにはエラー番号は含まれません。 

一般 

1001, “Active head removed with output on” 

1002, “Softkey label too long” 

1003, “Confirm with ON” 

1004, “Unknown keycode” 

1006, “CH1 head control update failure” 

1007, “CH2 head control update failure” 

1008, “CH3 head control update failure” 

1009, “CH4 head control update failure” 

1010, “CH5 head control update failure” 

1011, “Loss of external reference frequency lock” 

1012, “Load <50Ω detected, output off to avoid damage” 

1013, “Internal frequency lock has been performed” 

1014, “Load mismatch detected: UUT <50kΩ” 

1015, “Load mismatch detected: UUT >150Ω” 

1016, “Loss of internal reference frequency lock” 

1017, “Trigger cable deselected with output on” 

1018, “No head present on channel 1” 

1019, “No head present on channel 2” 

1020, “No head present on channel 3” 

1021, “No head present on channel 4” 

1022, “No head present on channel 5” 

1023, “Active signal cable removed with output on” 

1024, “Head interrupt - OFF timeout” 

1025, “Zero Skew requires at least two heads” 

1026, “Output must be ON” 

1027, “Alignment must be adjusted before deselecting default” 

1028, "Head on channel 1 has not been recognised" 

1029, "Head on channel 2 has not been recognised" 

1030, "Head on channel 3 has not been recognised" 

1031, "Head on channel 4 has not been recognised" 

1032, "Head on channel 5 has not been recognised" 

1033, "9520 head or better required for 150ps edge" 

1034, "9530 head required for sine greater than 1.1GHz" 

1035, "Command not available for single channel configuration" 

1036, "Base unit cannot calibrate at required frequency" 

1037, "9550 head required for 25ps edge" 

1038, "9550 head can only be used for 25ps edge" 

1039, "At least one signal channel must always be selected" 

1040, "CH1 Load <50k\352 detected, output off to avoid damage" 

1041, "CH2 Load <50k\352 detected, output off to avoid damage" 

1042, "CH3 Load <50k\352 detected, output off to avoid damage" 

1043, "CH4 Load <50k\352 detected, output off to avoid damage" 

1044, "CH5 Load <50k\352 detected, output off to avoid damage" 

1045, "CH1 Load mismatch detected: UUT <50k\352" 

1046, "CH2 Load mismatch detected: UUT <50k\352" 

1047, "CH3 Load mismatch detected: UUT <50k\352" 

1048, "CH4 Load mismatch detected: UUT <50k\352" 

1049, "CH5 Load mismatch detected: UUT <50k\352" 

1050, "CH1 Load mismatch detected: UUT >150\352" 
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1051, "CH2 Load mismatch detected: UUT >150\352" 

1052, "CH3 Load mismatch detected: UUT >150\352" 

1053, "CH4 Load mismatch detected: UUT >150\352" 

1054, "CH5 Load mismatch detected: UUT >150\352" 

1055, "9560 head required for sine greater than 3.2GHz" 

1056, "This function is not available from a 9560 head" 

1057, "9560 head does not provide 1M\352 in this function" 

1058, "9560 cannot source 1M\352 trigger signals" 

1059, "9560 requires a 3.2GHz option base" 

1060, "Incompatable heads for dual sine mode" 

1061, "9560 head required for timing marker < 450ns" 

1062, "9560 head required for 70ps edge" 

1063, "Calibration of this function not allowed with a 9560" 

1064, "Multi-channel DC cannot mix 9560 with other head types" 

1065, "Pulse Width characterisation requires 9500B hardware" 

 

5010, “Priority OFF received” 

5011, “Gain request limited” 

5012, “Failed to read from flash RAM” 

5013, “Corrupt VCO correction” 

5014, “Failed to save VCO correction” 

5015, "Corrupt lf sin dc offset correction" 

5016, "Failed to save lf sin dc offset correction" 

5017, "Corrupt timing marker zero correction" 

5018, "Failed to save timing marker zero correction" 

5019, "Corrupt timing marker peak correction" 

5020, "Failed to save timing marker peak correction" 

5021, "Timing marker peak failed, setting defaults" 

5022, "Octal dac value out of range, using default" 

5023, "Peak detect not cleared, setting defaults" 

5025, "VCO unchrs'd - Using default" 

5027, "Frequency Crystal DAC unchrs'd - Using default" 

5028, "LF sine DC offset unchrs'd - Using default" 

5029, "Triangular TMks unchrs'd - Using default" 

5030, "Crystal DAC chrsn corrupt - Using default" 

5031, "Square TMk chrsn failed - setting defaults" 

5032, "Failed to save Square TMk chrsn failed" 

5033, "Square TMk chrsn unchrs'd - Using default" 

5034, "Square TMk chrsn corrupt - Using default" 

5035, "Pulse Width Failed to characterise" 

5036, "Pulse width uncharacterised - Using default" 

 

サービスセンターで必要になる可能性がありますので、必ずメッセージの内容を
全て記録するようにしてください。 

校正 

4001, “Corrupt calibration store, using default” 

4002, “NVRAM Failed to save configuration” 

4003, “Password incorrect” 

4004, “Calibration switch not enabled” 

4005, “Password incorrect” 

4007, “Amplitude outside limits” 

4008, “Calibration is password protected” 

4009, “Frequency outside limits” 

4010, “Invalid calibration function” 
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4011, “Output must be ON for CAL” 

4021, “No more targets available” 

4022, “Failed to save (sv_tgt) factor” 

4023, “Failed to save (sv_frq) factor” 

4024, “Failed to save (act) factor” 

4025, “Failed to save (tgt) factor” 

4026, “Failed to save (frq) factor” 

4027, "NVRAM Failed to save (R-eqV) factor" 

4028, "Limits: R-eqV" 

4029, "NVRAM Failed to save (act) R-dervd" 

4030, "NVRAM Failed to save (tgt) R-dervd" 

4031, "NVRAM Failed to save (act) C-ref" 

4032, "NVRAM Failed to save (tgt) C-ref" 

4033, "NVRAM Failed to save (frq) C-ref" 

4034, "NVRAM Failed to save (C-eqV) factor" 

4035, "NVRAM Failed to save (cjc) factor" 

4051, "Cap meas no 1st reading" 

4052, "Cap meas no 2nd reading" 

4053, "Cap meas outside limits" 

4055, "Corrupt calibration factors" 

4056, "Failed --------" 

4057, "Corrupt selfcal factor" 

4058, "Corrupt res. ref. factor" 

4059, "Corrupt offset DAC factor" 

4060, "DAC un-characterised, using defaults" 

4201, “Head calibration store corrupt, using default” 

4202, “Incompatible head inserted” 

4203, “Head data area corrupt” 

4204, “Insufficient memory to save head cal factors” 

4205, “Could not locate head cal factors, using defaults” 

4206, "9560 requires a 16k EEPROM fitted in the head" 

4207, "Head read failed" 

4208, "Head write failed" 

4209, "WARNING: Head on channel 1 is past cal due date" 

4210, "WARNING: Head on channel 2 is past cal due date" 

4211, "WARNING: Head on channel 3 is past cal due date" 

4212, "WARNING: Head on channel 4 is past cal due date" 

4213, "WARNING: Head on channel 5 is past cal due date" 

4214, "WARNING: Head on channel 1 is near cal due date" 

4215, "WARNING: Head on channel 2 is near cal due date" 

4216, "WARNING: Head on channel 3 is near cal due date" 

4217, "WARNING: Head on channel 4 is near cal due date" 

4218, "WARNING: Head on channel 5 is near cal due date" 

4219, "WARNING: Unable to restore previous cal data" 

4220, "WARNING: Previous cal outside limits - using defaults" 

4221, "WARNING: Cal data not stored: Exit again to abandon data" 

 
値付け 

4501, "Limits: main DAC gain" 

4502, "Limits: composite DAC zero" 

4503, "Limits: trim DAC gain" 

4504, "Limits: offset DAC gain" 

4505, "Limits: main DAC linearity" 

4506, "Failed to write to flash RAM" 
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4507, "Limits: gain of 2 zero" 

4508, "Limits: gain of 0.5 zero" 

4509, "Limits: DAC output zero" 

4510, "Limits: 0.75 buffer zero" 

4511, "Limits: DAC positive zero" 

4512, "Limits: DAC negative zero" 

4513, "Limits: DAC positive FR" 

4514, "Limits: DAC negative FR" 

4515, "Limits: DAC ±FR ratio" 

4516, "Limits: DAC max - DAC min" 

4517, "Limits: resistor ratios" 

4518, "Failed to save resistor ratios" 

4519, "Limits: main DAC offset" 

4520, "Failed to save impedance offset" 

4521, "LF AC Chrctn impossible: default set" 

4522, "Excess LF AC flatness" 

4523, "Failed to save DDS lfac error" 

4524, "Limits: Gain of 1 zero" 

 

サービスセンターで必要になる可能性がありますので、必ずメッセージの内容を
全て記録するようにしてください。 

DAC補償 

5001, "Corrupt main DAC gain" 

5002, "Corrupt trim DAC gain" 

5003, "Corrupt composite DAC zero" 

5004, "Corrupt lookup table" 

5005, "Corrupt Vmax. Vmin" 

5006, "Corrupt +ve zero (DAC)" 

5007, "Corrupt -ve zero (DAC)" 

5008, "Corrupt polarity gain (DAC)" 

5009, "Corrupt LFAC correction" 

5011, "Gain request limited" 

構成 

4002, "Failed to save configuration" 

 

-7003, "Day entry is not a valid number" 

-7004, "Day separator is incorrect" 

-7005, "Month entry is not a valid number" 

-7006, "Month separator is incorrect" 

-7007, "Century entry is not a valid number" 

-7008, "Year entry is not a valid number" 

-7009, "Year separator is incorrect" 

-7010, "Month entry is not a valid month" 

-7011, "Day entry is not a valid day" 

-7012, "Hours entry is not a valid number" 

-7013, "Minutes entry is not a valid number" 

-7014, "Entry does not give a valid time setting" 

-7015, "Cannot have duplicate bus addresses" 

-7016, "Bus address must be within the range 0 - 30" 

-7017, "Safety voltage must be within the range 10V and 110V" 

-7018, "Borderline value must be within the range 10.00 - 99.99 %" 

-7019, "Entry does not match previous password entry" 

-7020, "New string contains illegal characters or values." 
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-7024, "WARNING Instrument near cal due date" 

-7025, "WARNING Instrument past cal due date" 

-7026, "Ref frequency must be within the range 0.1 Hz and 1.1 GHz" 

-7027, "Ref frequency must be within the range 0.1 Hz and 3.2 GHz" 

-7028, "Ref frequency must be within the range 0.1 Hz and 2.2 GHz" 

-7029, "Ext Ref must be locked for selection to be allowed" 

-7030, "Ref frequency must be within the range 0.1 Hz and 400 MHz" 

-7031, "Ref frequency must be within the range 0.1 Hz and 600 MHz" 

 

9990, "Program ASSERTION Trip:" 

 

サービスセンターで必要になる可能性がありますので、必ずメッセージの内容を
全て記録するようにしてください。 
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この章について 
第9章では、トレーサビリティおよび検証の手順を含む、モデル9500Bの性能の
検証についてご説明します。 

検証の必要性 

工場での校正とトレーサビリティ 

モデル9500Bは工場で校正され、国家標準へのトレーサビリティが保証されます。
トレーサビリティが保証された確度については第7章の仕様をご参照ください。この
仕様は全て、校正間隔1年の場合の値です。これらの値は国家標準を含む、全ての校
正の不確かさを含んでいます。従って、絶対不確かさとなります。 

工場からの受領時の検証 

9500Bは、出荷前の性能の詳細な結果が記載された校正証明書を付けて工場から
出荷することができます。しかし、メーカーから納品時点で、全ての機器が公表
仕様の範囲内で動作することを確認したいという場合があります。 

しかし、必要とするトレーサビリティ確度の適切な標準器がなければ、そのよう
な検証を行うことはできません。このような標準器がない場合は、外部の組織に
検証、および適切な周期での再校正を依頼することができます。 

ユーザーによる校正後の検証 

本マニュアル第10章で取り上げている標準器に対する校正は、本体の校正メモ
リーに修正を保存することができる調整のみを対象にしています。各調整ポイン
トの、校正前および校正後における性能は調整手順の一環として査定することが
できます。しかし要求ポイントを全てカバーするには、本項の手順に従って校正
前と校正後の性能を検証する必要があります。 

標準器要件 
前述の通り、9500Bが公開仕様を満たしているかの検証に使用される標準器は、
必要とされるトレーサブルな確度を備えていなければなりません。 

またこの標準器は、本マニュアル第7章の確度表に定義されている、9500Bの
適な出力条件内で使用してください。― 言い換えれば、余分な確度を考慮に入
れなくても良いように、計測器は9500Bの関連する値の制限内で使用する必要が
あります。 

個別の機能を検証するための専用の機器の要件については、検証手順の詳細を記
したサブセクションに列記されています。 

相互接続 
検証測定に 適な相互接続の形態は、どの機能を検証するか、およびどのような
計測器が9500Bの端子に接続されているかによって異なります。適切な接続につ
いては、機能の検証手順を記したサブセクションをご参照ください。 
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検証ポイント 
本マニュアル第7章に詳述の確度仕様は、9500Bで出力可能な全出力範囲を対象
としており、したがってこの出力範囲内のいかなるポイントの仕様も検証可能で
す。 

この項では推奨する検証ポイントを掲載しています。 

仕様範囲 
どの検証ポイントを選択したとしても、9500Bが仕様の範囲内で機能しているか
どうかを判断するためには、確実な測定範囲を確認しておくことが必要です。前
述の通り、本マニュアル第7章に詳述の確度仕様は、9500Bから国家標準に至る
全ての校正の不確かさを含んだ絶対不確かさです。 

検証手順 
適合性 

この項で紹介する9500Bの仕様の検証手順は、工場からの納品後の検証でも、ユ
ーザーによる校正に付随する検証でもご利用いただけます。 

トレーサビリティ 

品質規格に準拠するためには、9500Bはより上位の標準器へのトレーサビリティ
が必要です。さらに、9500Bの仕様の検証に使用される全ての機器はそれらの標
準器へのトレーサビリティが保証されていなければなりません。 

9500B本体の機能別検証 
9500B本体の機能別検証では、モデル9500Bの正面パネルからの検証手順を説明
します。次の項目で構成されています： 

• 直流/矩形波機能：直流出力 

• 直流/矩形波機能：矩形波出力 

• 低周波正弦波機能 

• タイム・マーカー機能 

• 負荷抵抗測定機能 

• パルス幅機能 

上記の9500Bの本体機能の検証項目は、検証するべき順に並んでいます。全ての
機能を一度に検証する必要はありませんが、リスト内で下の方に記載されている
項目よりも、上の方に記載されている項目を先に検証してください。 
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直流/矩形波機能：直流電圧の検証 

概要 

必要な機器については必要な機器の項を、試験の相互接続については相互接続の
項をご参照ください。 

直流機能は、検証設定にある手順で表9-1および9-2の検証ポイントの振幅を測定
することで、検証します。 

必要な機器 

• 検証対象となるモデル9500B本体と9510または9530アクティブ・ヘッド。 

• 標準器として、1 mVから200 Vで直流電圧確度が±0.005 %より優れた高
分解能デジタル・マルチメーター。例：モデル1281デジタル・マルチメ
ーター。 

• BNCと4 mmリードの変換アダプター。例：モデル4955校正アダプター。 

• 4 mmの高品質ショート・リード 

相互接続 
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図 9-1.直流/矩形波; 直流電圧の検証 — 相互接続 
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検証設定 

1. 接続： 9500Bとデジタル・マルチメーターが図 9-1のよう
に、または同種のBNC-4mm アダプターを介して接
続されており、共に電源が入っていてウォーム・ア
ップが完了していることを確認してください。 

2. 9500B： 9500BがMANUALモードであることを確認し、直流/
矩形波の直流電圧 (正) 機能を選択してください 
(Manualモードの入力初期画面から、WAVEFORMソ
フトキーを押して、画面右の  ソフトキーを押
してください)。また、必要な出力信号チャンネル (1 
MΩ負荷)、トリガー・チャンネル、トリガー比 (必要
であれば) を選択してください。 

検証手順 

表 9-1および9-2をご参照ください。各検証ポイントで次の (1) から (6) の操作
を、表に記載されている通りの検証ポイントの順番で行なってください。 

1. デジタル・マル
チメーター： 

出力電圧検証ポイントの正しい直流電圧レンジを選
択します。 

2. 9500B： 検証ポイントで要求される出力のp-p電圧と極性を設
定します。 

3. 4955： モデル4955校正アダプターを使用している場合は、
スイッチをDCV o/cにセットします。そうでない場
合は、デジタル・マルチメーターの入力が高インピ
ーダンスであることを確認してください。 

4. 9500B： 出力をONにし、マルチメーターの読み値が安定する
まで待ちます。 

5. 振幅： a. 直流電圧の出力値を測定します。 

b. 表をコピーして、この値を測定値の列に記録しま
す。 

c. 測定値が絶対許容差の範囲内にあることを確認し
ます。 

6.  出力をOFFにします。
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注記 
下記の表をコピーしてください。コピーの測定値の列に測定値を記
入してください。 

表 9-1.直流/矩形波 1 M(負荷での直流 (+) 検証 

検証ポイント 

 
出力電圧 

絶対許容差の上下限値 (+DCV) 
測定値 

下限値 上限値 

+DC1 1.0000 mV 0.97475 mV 1.02525 mV  

+DC2 1.9000 mV 1.87453 mV 1.92547 mV  

+DC3 2.3000 mV 2.27443 mV 2.32557 mV  

+DC4 5.0000 mV 4.97375 mV 5.02625 mV  

+DC5 6.0000 mV 5.9735 mV 6.0265 mV  

+DC6 19.000 mV 18.9703 mV 19.0297 mV  

+DC7 23.000 mV 22.9693 mV 23.0307 mV  

+DC8 50.000 mV 49.9625 mV 50.0375 mV  

+DC9 60.000 mV  59.960 mV 60.040 mV  

+DC10 190.00 mV 189.928 mV 190.073 mV  

+DC11 230.00 mV 229.918 mV 230.082 mV  

+DC12 500.00 mV 499.85 mV 500.15 mV  

+DC13 600.00 mV 599.83 mV 600.18 mV  

+DC14 1.9000 V 1.8995 V 1.9005 V  

+DC15 2.3000 V 2.2994 V 2.3006 V  

+DC16 5.0000 V 4.99873 V 5.00127 V  

+DC17 6.0000 V 5.99848 V 6.00152 V  

+DC18 19.000 V 18.99523 V 19.00477 V  

+DC19 23.000 V 22.99423 V 23.00577 V  

+DC20 50.000 V 49.98748 V 50.01252 V  

+DC21 60.000 V 59.98498 V 60.01502 V  

+DC22 190.00 V 189.9525 V 190.0475 V  
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注記 
下記の表をコピーしてください。コピーの測定値の列に測定値を記
入してください。 

表 9-2.直流/矩形波 1 M(負荷での直流 (-) 検証 

検証ポイント 

 
出力電圧 

絶対許容差の上下限値 (-DCV) 
測定値 

下限値 上限値 

-DC1 1.0000 mV 0.97475 mV 1.02525 mV  

-DC2 1.9000 mV 1.87453 mV 1.92547 mV  

-DC3 2.3000 mV 2.27443 mV 2.32557 mV  

-DC4 5.0000 mV 4.97375 mV 5.02625 mV  

-DC5 6.0000 mV 5.9735 mV 6.0265 mV  

-DC6 19.000 mV 18.9703 mV 19.0297 mV  

-DC7 23.000 mV 22.9693 mV 23.0307 mV  

-DC8 50.000 mV 49.9625 mV 50.0375 mV  

-DC9 60.000 mV  59.960 mV 60.040 mV  

-DC10 190.00 mV 189.928 mV 190.073 mV  

-DC11 230.00 mV 229.918 mV 230.082 mV  

-DC12 500.00 mV 499.85 mV 500.15 mV  

-DC13 600.00 mV 599.83 mV 600.18 mV  

-DC14 1.9000 V 1.8995 V 1.9005 V  

-DC15 2.3000 V 2.2994 V 2.3006 V  

-DC16 5.0000 V 4.99873 V 5.00127 V  

-DC17 6.0000 V 5.99848 V 6.00152 V  

-DC18 19.000 V 18.99523 V 19.00477 V  

-DC19 23.000 V 22.99423 V 23.00577 V  

-DC20 50.000 V 49.98748 V 50.01252 V  

-DC21 60.000 V 59.98498 V 60.01502 V  

-DC22 190.00 V 189.9525 V 190.0475 V  



 検証 
 9500B本体の機能別検証 9 

  9-9 

直流/矩形波機能：矩形波電圧の検証 

概要 

必要な機器については必要な機器の項を、試験の相互接続については相互接続の
項をご参照ください。 

矩形波機能は、検証設定にある手順で表9-2、9-3および9-4の検証ポイントの振
幅を測定することで、検証します。 

必要な機器 

• 検証対象となるモデル9500B本体と9510または9530アクティブ・ヘッド 

• 標準器として、2.5 mVから35V、1 kHzでのRMS交流電圧確度が±0.01 %
より優れている高分解能デジタル・マルチメーター。例：モデル1281デ
ジタル・マルチメーター。 

• BNCと4 mmリードの変換アダプター。例：モデル4955校正アダプター。 

• 4 mmの高品質ショート・リード。 

相互接続 

次ページの図 9-2をご参照ください。 

検証設定 

1. 接続： 9500Bとデジタル・マルチメーターが図 9-2のよう
に、または同種のBNC-4mm アダプターを介して接
続されており、共に電源が入っていてウォーム・ア
ップが完了していることを確認してください。 

2. 9500B： 9500BがMANUALモードであることを確認し、直流/
矩形波の矩形波 (正) 機能を選択してください 
(MANUALモード入力の初期設定または ソフト・
キー)。また、必要な出力信号チャンネル (1 MΩ負
荷)、トリガー・チャンネル、トリガー比 (必要であ
れば) を選択してください。 
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図 9-2.直流/矩形波; 矩形波電圧の検証 — 相互接続 

検証手順 

表9-3、9-4、9-5の3つをコピーしてください。各検証ポイントで次の操作を、表
に記載されている通りの検証ポイント順に行なってください。 

1. 検証ポイント： 表9-3 をご参照ください。

2. デジタル・マル
チメーター： 

RMS出力電圧検証ポイントの正しいRMS電圧レンジ
を選択します。 

3. 9500B： 検証ポイントで要求されている出力のp-p電圧と波形
を設定します。 

4. 4955： モデル4955校正アダプターを使用している場合は、
スイッチを「SQV o/c」に設定します。モデル4955
を使用していない場合は、マルチメーターの入力が
高インピーダンスのAC結合になっていることを確認
してください。 

5. 9500B： 出力をONにし、マルチメーターの読み値が安定する
まで待ちます。 

注記 
操作 (6)として、RMS出力電圧値およびRMS絶対許容範囲が、出力
波形の以下の係数を使用して導き出されます (1 kHzの場合：RMS = 
0.5 x 0.999917 x pk-pk)。 

注記 
この係数は1 kHzの場合にのみ適用され、モデル4955が「SQV 
o/c」にセットされていることを前提としています。83 ppmの補正
値は、矩形波の有限の立ち上がり時間と、RMS値に変換したときの
減少分に起因します。 
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6. 振幅： a. RMS出力電圧値を測定します。 

b. 表をコピーして、この値を測定値の列に記録しま
す。 

c. 測定値が絶対許容差の範囲内にあることを確認し
ます。 

7. 9500B： 出力をOFFにします。

8. WAVEFORM ソフト・キーを押します。画面右の  キーを押して矩
形波 (負) を選択します。表 9-4の各検証ポイントを使用して、ステップ 
(2) から (7) を繰り返します。 

9. WAVEFORM ソフト・キーを押します。画面右の  キーを押して矩
形波 (対称) を選択します。表 9-5の各検証ポイントを使用して、ステッ
プ (2) から (7) を繰り返します。 

注記 
下記の表をコピーしてください。コピーの測定値の列に測定値を記
入してください： 

表 9-3.直流/矩形波 1 kHz、1 M(負荷での矩形波 (+) の検証 

検証ポイ

ント 
 

周波数 
出力電圧 
(pk-pk) 

絶対許容差の上下限値 
(pk-pk) 出力電圧 

(RMS) 

絶対許容差の上下限値 
(RMS) 測定値 

(RMS) 
下限値 上限値 下限値 上限値 

+SQ1 1 kHz 600.00 mV 599.39 mV 600.61 mV 299.9979 mV 299.67 mV 300.28 mV  

+SQ2 1 kHz 60.000 mV 59.93 mV 60.07 mV 29.99799 mV 29.96 mV 30.03 mV  

+SQ3 1 kHz 6.0000 mV 5.984 mV 6.016 mV 2.999799 mV 2.992 mV 3.008 mV  

+SQ4 1 kHz 6.0000 V 5.99399 V 6.00601 V 2.999799 V 2.99674 V 3.00275 V  

+SQ5 1 kHz 60.000 V 59.93999 V 60.06001 V 29.99799 V 29.96750 V 30.02751 V  
 

注記 
下記の表をコピーしてください。コピーの測定値の列に測定値を記
入してください。 

表 9-4.直流/矩形波 1 kHz、1 M(負荷での矩形波 (-) の検証 

検証ポイ

ント 
 

周波数 
出力電圧 
(pk-pk) 

絶対許容差の上下限値 
(pk-pk) 出力電圧 

(RMS) 

絶対許容差の上下限値 
(RMS) 

測定値 
(RMS) 

下限値 上限値 下限値 上限値 

-SQ1 1 kHz 600.00 mV 599.39 mV 600.61 mV 299.9979 mV 299.67 mV 300.28 mV  

-SQ2 1 kHz 60.000 mV 59.93 mV 60.07 mV 29.99799 mV 29.96 mV 30.03 mV  

-SQ3 1 kHz 6.0000 mV 5.984 mV 6.016 mV 2.999799 mV 2.992 mV 3.008 mV  

-SQ4 1 kHz 6.0000 V 5.99399 V 6.00601 V 2.999799 V 2.99674 V 3.00275 V  

-SQ55 1 kHz 60.000 V 59.93999 V 60.06001 V 29.99799 V 29.96750 V 30.02751 V  



9500B 
オペレーター・マニュアル 

9-12 

注記 
下記の表をコピーしてください。コピーの測定値の列に測定値を記
入してください。 

表 9-5.直流/矩形波 1 kHz、1 M(負荷での矩形波 (対称) の検証 

検証ポ

イント 
 

周波数 
出力電圧 
(pk-pk) 

絶対許容差の上下限値 
(pk-pk) 出力電圧 

(RMS) 

絶対許容差の上下限値 
(RMS) 測定値 

(RMS) 
下限値 上限値 下限値 上限値 

±SQ1 1 kHz 600.00 mV 599.39 mV 600.61 mV 299.9979 mV 299.67 mV 300.28 mV  

±SQ2 1 kHz 60.000 mV 59.93 mV 60.07 mV 29.99799 mV 29.96 mV 30.03 mV  

±SQ3 1 kHz 6.0000 mV 5.984 mV 6.016 mV 2.999799 mV 2.992 mV 3.008 mV  

±SQ4 1 kHz 6.0000 V 5.99399 V 6.00601 V 2.999799 V 2.99674 V 3.00275 V  

±SQ55 1 kHz 60.000 V 59.93999 V 60.06001 V 29.99799 V 29.96750 V 30.02751 V  

低周波正弦波電圧機能の検証 

概要 

必要な機器については必要な機器の項を、試験の相互接続については相互接続の
項をご参照ください。 

低周波正弦波電圧機能は、検証設定にある手順で表 9-6の検証ポイントの振幅を
測定することで、検証します。 

必要な機器 

• 検証対象となるモデル9500B本体と9510または9530アクティブ・ヘッド 

• 標準器として、0.5 Vから2V、1 kHzでのRMS交流電圧確度が±0.3 %より
優れている高分解能デジタル・マルチメーター。例：モデル1281デジタ
ル・マルチメーター。 

• BNCと4 mmリードの変換アダプター。例：モデル4955校正アダプター。 

• 4 mmの高品質ショート・リード。 

相互接続 

下記の図9-2をご参照ください。 

検証設定 

1. 接続： 9500Bとデジタル・マルチメーターが図 9-2のよう
に、または同種のBNC-4mm アダプターを介して接
続されており、共に電源が入っていてウォーム・ア
ップが完了していることを確認してください。 

2. 9500B： 9500BがMANUALモードであることを確認し、正弦
波機能を選択してください (キー)。また、必要な
出力信号チャンネル (50 Ω負荷)、トリガー・チャン
ネル、トリガー比 (必要であれば) を選択してくださ
い。 
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図 9-3.低周波正弦波電圧の検証 — 相互接続 

検証手順 

1. 検証ポイント： 表9-3 をご参照ください。

2. デジタル・マル
チメーター： 

RMS出力電圧検証ポイントの正しいRMS電圧レンジ
を選択します。 

3. 9500B： 検証ポイントで要求されているp-p出力電圧を設定し
ます。 

4. 4955： モデル4955校正アダプターを使用している場合は、
スイッチを「SQV 50 Ω」に設定します。モデル
4955を使用していない場合は、マルチメーターの入
力が入力インピーダンス50 ΩのAC結合になっている
ことを確認してください。 

5. 9500B： 出力をONにし、マルチメーターの読み値が安定する
まで待ちます。 

注記 
操作 (6)として、RMS出力電圧値およびRMS絶対許容範囲が、出力
波形の以下の係数を使用して導き出されます (1 kHzの場合：RMS = 
0.5 x 0.707106781 x pk-pk)。 

注記 
この係数は標準となるマルチメーターが大きな容量でAC結合されて
い場合にのみ適用されます。これはモデル4955を「SQV 50 Ω」に
セットして使用していることを前提としています。 
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6. 振幅： a. RMS出力電圧値を測定します。 

b. 表をコピーして、この値を測定値の列に記録しま
す。 

c. 測定値が絶対許容差の範囲内にあることを確認し
ます。 

7. 9500B： 出力をOFFにします。

注記 
下記の表をコピーしてください。コピーの測定値の列に測定値を記
入してください： 

表 9-6. 50 (負荷での正弦波の検証 

検証

ポイ

ント 
 

周波数 
出力電圧 
(pk-pk) 

絶対許容差の上下限値 
(pk-pk) 出力電圧 

(RMS) 

絶対許容差の上下限値 
(RMS) 

測定値 
(RMS) 

下限値 上限値 下限値 上限値 

SIN1 1 kHz 4.8000 V 4.632 V 4.968 V 1.69706 V 1.6377 V 1.7565 V  

SIN2 45 kHz 4.8000 V 4.632 V 4.968 V 1.69706 V 1.6377 V 1.7565 V  

SIN3 1 kHz 1.9000 V 1.8335 V 1.9665 V 0.67175 V 0.6482 V 0.6953 V  

SIN4 45 kHz 1.9000 V 1.8335 V 1.9665 V 0.67175 V 0.6482 V 0.6953 V  

タイム・マーカー機能の検証 

概要 

必要な機器については必要な機器の項を、試験の相互接続については相互接続の
項をご参照ください。 

タイム・マーカー機能は、検証設定にある手順で表 9-7の検証ポイントの周期を
測定することで、検証します。 

必要な機器 

• 検証対象となるモデル9500B本体と9510または9530アクティブ・ヘッド。 

• 0.25 ppmのクロック確度測定用のデジタル・カウンター。例：Hewlett 
Packard 社製のオプション012付きHP53131A 
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相互接続 

図 9-4をご参照ください。 

XAM KP V032

1HC

2HC

3HC

4HC

5HC

0059

 
gzh204.eps 

図 9-4.タイム・マーカーの検証 — 相互接続 

検証設定 

1. 接続： 9500Bとカウンターを概要に記されている通り接続
し、共に電源が入っていてウォーム・アップが完了
していることを確認してください。 

2. カウンター： 周期測定に必要な機能を選択します。 

3. 9500B： a. 9500BがMANUALモードであることを確認し、タ
イム・マーカー機能を選択してください (
キー)。 

b. 画面右の一番下のソフト・キーを使って1/f (
を強調表示させると、画面に出力の周期が表示さ
れます。 

c. また、必要な出力信号チャンネル (必要に応じて
50 Ωまたは1 MΩ負荷)、トリガー・チャンネル、
トリガー比 (必要であれば) を選択してください。 

検証手順 

表 9-7をコピーしてください。各検証ポイントで次の (1) から (5) の操作を、表
に記載されている通りの検証ポイント順に行なってください。 

1. 検証ポイント： 表9-7 をご参照ください。

2. カウンター： 検証ポイントの測定のための正しい表示時間、トリ
ガー・ソースおよびレベルを選択します。 

3. 9500B： 検証ポイントで要求されているタイム・マーカー周
期を設定し、出力をONにします。 

4. カウンター： 画面が安定するようトリガー・レベルを調整し、出
力周期を測定、記録します。 

5. 9500B： 出力をOFFにします。
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注記 
下記の表をコピーしてください。コピーした表の適切な測定周期の
列に測定値を記入してください： 

表 9-7. 1 Vpk-pk 出力でのタイム・マーカーの検証 

検証ポイント 
 

タイム・マーカー

周期 

絶対許容差の上下限値 (±0.25ppm) 
測定周期 

下限値 上限値 

MKR1 10.000 ns (sqr) 9.9999975 ns 10.0000025 ns  

MKR2 100.00 ns (sqr) 99.999975 ns 100.000025 ns  

MKR3 1.0000 μs (sqr) 0.99999975 μs 1.00000025 μs  

MKR4 1.0000 ms (sqr) 0.99999975 ms 1.00000025 ms  

MKR5 10.000 ms (sqr) 9.9999975 ms 10.0000025 ms  

負荷抵抗測定機能の検証 

概要 

必要な機器については必要な機器の項を、試験の相互接続については相互接続の
項をご参照ください。 

負荷抵抗測定機能は、検証設定にある手順で表 9-8の検証ポイントの基準抵抗を
測定することで、検証します。 

必要な機器 

• 検証対象となるモデル9500Bと9510または9530アクティブ・ヘッド。 

• 標準器として、確度が0.02 %より優れており、トレーサビリティが保証
された、1 MΩ および50 Ωの抵抗測定用の高分解能デジタル・マルチメ
ーター。例：モデル1281デジタル・マルチメーター。 

• 基準負荷を50 Ωと1 MΩに切り替え可能な、BNCと4 mmリードの変換ア
ダプター。例：モデル4955校正アダプター。 

• 4 mmの高品質ショート・リード。 

相互接続 

図 9-5をご参照ください。 
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検証設定 

1. 接続： 9500Bとデジタル・マルチメーターが図 9-5のよう
に、または同種のBNC-4mm アダプターおよび50 Ω
負荷を介して接続されており、共に電源が入ってい
てウォーム・アップが完了していることを確認して
ください。 

2. 9500B： a. 9500BがMANUALモードであることを確認し、負
荷抵抗測定機能を選択してください (入力初期画
面から正面パネル右のAuxキーを押し、画面左下
のソフト・キーを押します)。 

b. メニューで、チャンネル選択画面から必要な出
力信号チャンネルを選択してください。 

 
gzh205.eps 

図 9-5.負荷抵抗測定機能の検証 (1 Ω 基準) — 相互接続 

検証手順 

表 9-8をコピーしてください。各検証ポイントで次の (1) から (10) の操作を、表
に記載されている通りの検証ポイント順に行なってください。 

1. 検証ポイント：表 9-8を参照してください。 

2. 9500B：出力がOFFになっていることを確認してください。 

3. モデル4955校正アダプターを使用している場合： 

a. アクティブ・ヘッドの出力BNC端子がモデル4955の入力端子に接続
されていないことを確認してください。 

b. モデル4955校正アダプターのスイッチを表 9-8に記されている通りに
セットしてください。 
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4. モデル4955を使用していない場合、9500Bのアクティブ・ヘッドの出力
BNC端子が接続されていない状態で、適切な負荷抵抗を測定するための
外部回路 (4線式) を設定してください。 

5. デジタル・マルチメーター：適切な抵抗測定レンジに設定し、抵抗測定
を行い、結果 (R ref) を表9-8に記入してください。 

注記 
外部測定器のセトリング時間を必ず考慮に入れてください。 

6. 絶対許容差の上下限値を計算してください： 

下限：(L lim) = R ref - (R ref x 0.001) 

上限：(H lim) = R ref + (R ref x 0.001) 

表 9-8の適切な列にL limおよびH limを記入します。 

7. モデル4955校正アダプターを使用している場合： 

a. モデル4955校正アダプターのスイッチを表 9-8に記されている通りに
セットしてください。 

b. アクティブ・ヘッドの出力BNC端子をモデル4955の入力端子に接続
し直してください。 

8. モデル4955を使用していない場合は、負荷抵抗をデジタル・マルチメー
ターから外して、9500Bアクティブ・ヘッドの出力BNC端子に接続し直
してください。 

9. ONキーを押して9500Bの出力をオンにします。 

10. 9500Bを使用して抵抗測定を行い、結果 (R meas) を表9-8に記入してく
ださい。 

11. 9500B：出力をOFFに設定してください。 

表 9-8.負荷抵抗測定の検証 

検証ポイン

ト 

4955のスイ

ッチ位置 

DMMで測定

した抵抗値  
絶対許容差の上下限値の計

算値 4955のスイ

ッチ位置 

9500Bで測

定した測定

値  
下限値  上限値 

手順3(b) (Rref) (L lim) (H lim) 手順7(a) (Rmeas) 

RES1 Ref 1 MΩ    Meas 1 MΩ  

RES2 Ref 50 Ω    Meas 50 Ω  

パルス幅機能の検証 

概要 

必要な機器については必要な機器の項を、試験の相互接続については相互接続の
項をご参照ください。 

パルス幅機能は、検証設定にある手順で表 9-9の検証ポイントの周期を測定する
ことで、検証します。 
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必要な機器 

• 検証対象となるモデル9500B本体と9510または9530アクティブ・ヘッド。 

• 0.25 ppmのクロック確度測定用のデジタル・カウンター。例：Hewlett 
Packard社製のオプション012付きHP53131A 

相互接続 

図 9-6をご参照ください。 
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図 9-6.パルス幅の検証 — 相互接続 

検証設定 

1. 接続： 9500Bとカウンターをタイム・マーカー機能の検証
の概要の項に記されているように接続し、共に電源
が入っていてウォーム・アップが完了していること
を確認してください。 

2. カウンター： パルス幅の測定に必要な機能、および測定分解能が
向上するよう平均値の読みを選択してください。 

3. 9500B： a. 9500BがMANUALモードであることを確認し、
パルス幅機能を選択してください。 

b. 必要な出力信号のチャンネルを選択してください 
(50 Ω負荷)。 

検証手順 

表 9-9をコピーしてください。各検証ポイントで次の (1) から (5) の操作を、表
に記載されている通りの検証ポイント順に行なってください。 

1. 検証ポイント： 表9-9 をご参照ください。

2. カウンター： 検証ポイントの測定のための正しい表示時間、トリ
ガー・ソースおよびレベルを選択します。 

3. 9500B： 検証ポイントで要求されているパルス幅の時間を設
定し、出力をONにします。 
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4. カウンター： 画面が安定するようトリガー・レベルを調整し、出
力周期を測定、記録します。 

5. 9500B： 出力をOFFにします。

表 9-9. 1 Vpk-pk 出力でのパルス幅の検証 

検証ポイント  
 

パルス幅の時間 
絶対許容差の上下限値 (±5 % ±200 ps) 測定された時

間 下限値 上限値 

PW1 4.0000 ns 3.6000 ns 4.4000 ns  

PW2 20.000 ns 18.800 ns 21.200 ns  

PW3 100.00 ns 95.20 ns 105.20 ns  

9510/9530/9550/9560 ヘッドの機能別検証 
この項では、モデル9560、9550、9530、および9510ヘッドの機能を正面パネル
から検証する手順について説明します。次の項目で構成されています： 

• 定振幅正弦波機能：低周波ゲイン 

• 定振幅正弦波機能：平坦度 

• エッジ機能 

• 負荷容量測定機能 

上記の9500Bのヘッド機能の検証項目は、検証するべき順に並んでいます。全て
の機能を一度に検証する必要はありませんが、リスト内で下の方に記載されてい
る項目よりも、上の方に記載されている項目を先に検証してください。ヘッドの
検証には検証済みの9500Bが必要です。 

注記 
ヘッドで検証することができるのは、本体の帯域幅の範囲内のみで
す。例えば、モデル9510と9500B/600では600 MHｚまでのみ検証
することができます。 

定振幅正弦波機能：低周波ゲインの検証 

概要 

必要な機器については必要な機器の項を、試験の相互接続については相互接続の
項をご参照ください。 

定振幅正弦波機能は、周波数1 kHz、45 kHzおよび50 kHzでの振幅を測定するこ
とで検証することができます。表 9-10の検証ポイントで、検証設定および検証
手順の説明に従って行なってください。 

必要な機器 

• 検証対象となるアクティブ・ヘッドを、検証済みの9500B本体に接続 (低
周波正弦波電圧機能の検証を参照)。 

• 標準器として、10 mVから1.5V、周波数1 kHz、45 kHz、50 kHzでの
RMS交流電圧確度が±0.3 %より優れている高分解能デジタル・マルチメ
ーター。 

例：モデル1281デジタル・マルチメーター。 
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• PC3.5またはBNCと4 mmリードの変換アダプター。例：モデル4955校正
アダプターおよびPC3.5-BNCアダプター。 

• 校正アダプターとマルチメーター間を接続する4 mmの高品質ショート・
リード。 

相互接続 

 
gzh207.eps 

図 9-7.低周波正弦波電圧の検証 — 相互接続 

検証設定 

1. 接続： 9500Bとデジタル・マルチメーターが図 9-7のよう
に、または同種のPC3.5またはBNC-4mm アダプタ
ーを介して接続されており、共に電源が入っていて
ウォーム・アップが完了していることを確認してく
ださい。 

2. 9500B： 9500BがMANUALモードであることを確認し、正弦
波機能を選択してください (キー)。必要な出力信
号チャンネルを選択してください (50 Ω負荷)。 

検証手順 

表 9-10をコピーしてください。各検証ポイントで次の (1) から (7) の操作を、表
に記載されている通りの検証ポイント順に行なってください。 

1. 検証ポイント： 表9-10 をご参照ください。

2. デジタル・マル
チメーター： 

RMS出力電圧検証ポイントの正しいRMS電圧レンジ
を選択します。 

3. 9500B： 検証ポイントで要求されるp-p出力電圧を設定します： 

4. 4955： モデル4955校正アダプターを使用している場合は、
スイッチを「SQV 50 Ω」に設定します。モデル
4955を使用していない場合は、マルチメーターの入
力が入力インピーダンス50 ΩのAC結合になっている
ことを確認してください。 
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5. 9500B： 出力をONにし、マルチメーターの読み値が安定する
まで待ちます。 

注記 
操作 (6)として、RMS出力電圧値およびRMS許容範囲が、出力波形
の以下の係数を使用して導き出されます (1 kHzの場合：RMS = 0.5 
x 0.707107 x pk-pk)。 

注記 
この係数は標準となるマルチメーターが大きな容量でAC結合されて
い場合にのみ適用されます。これはモデル4955を「SQV 50 Ω」に
セットして使用していることを前提としています。 

6. 振幅： a. RMS出力電圧値を測定します。 

b. 表をコピーして、この値を測定値の列に記録しま
す。 

c. 表のコピーに、SGN1-6の計算値を計算して記入
します。 

d. SGN1-6の計算値がRMS許容差の範囲内であるこ
とを確認してください。 

e. SGN7-11の測定値がRMS許容差の範囲内にある
ことを確認します。 

7. 9500B： 出力をOFFにします。

表 9-10. 50 (負荷での正弦波の検証 

検証

ポイ

ント

 

周波数 出力電圧 

(pk-pk) 

許容差の上下限値 

(pk-pk) 

出力電圧 

(RMS) 

許容差の上下限値 (pk-

pk) 

測定値 

(RMS) 

計算値 

  下限値 上限値  下限値 上限値   

SGN1 1 kHz 1.0000 V -0.015 V 0.015 V 0.35355 V -5.3 mV 5.3 mV  SGN8-SGN1 

SGN2 1 kHz 300.00 mV -4.5 mV 4.5 mV 106.066 mV -1.59 mV 1.59 mV  SGN9-SGN2 

SGN3 1 kHz 100.00 mV -1.5 mV 1.5 mV 35.3553 mV -0.53 mV 0.53 mV  SGN10-SGN3 

SGN4 45 kHz 1.0000 V -0.015 V 0.015 V 0.35355 V -5.3 mV 5.3 mV  SGN8-SGN4 

SGN5 45 kHz 300.00 mV -4.5 mV 4.5 mV 106.066 mV -1.59 mV 1.59 mV  SGN9-SGN5 

SGN6 45 kHz 100.00 mV -1.5 mV 1.5 mV 35.3553 mV -0.53 mV 0.53 mV  SGN10-SGN6 

SGN7 50 kHz 3.0000 V 2.955 V 3.045 V 1.06066 V 1.04475 V 1.07657 V  該当なし 

SGN8 50 kHz 1.0000 V 0.985 V 1.015 V 0.35355 V 0.34825 V 0.35885 V  該当なし 

SGN9 50 kHz 300.00 mV 295.5 mV 304.5 mV 106.066 mV 104.475 mV 107.657 mV  該当なし 

SGN10 50 kHz 100.00 mV 98.50 mV 101.5 mV 35.3553 mV 34.8250 mV 35.8856 mV  該当なし 

SGN11 50 kHz 30.000 mV 29.55 mV 30.45 mV 10.6066 mV 10.4475 mV 10.7657 mV  該当なし 
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定振幅正弦波機能：平坦度の検証 

概要 

必要な機器については必要な機器の項を、試験の相互接続については相互接続の
項をご参照ください。検証設定では検証の設定について説明します。 

検証の手順についての説明は検証手順の項を、有効範囲の計算の簡単な説明は有
効範囲の計算の項をご参照ください。また、 終的な不確かさの計算および平坦
度のチェックについては不確かさの計算と平坦度のチェックをご参照ください。
定振幅正弦波機能は、周波数50 kHzから6.4 GHz間の振幅を測定することで検証
します。表 9-11、9-12、9-13、および9-14の検証ポイントで検証手順の説明に
従って行なってください。 

注記 
ヘッドで検証することができるのは、本体の帯域幅の範囲内のみで
す。例えば、モデル9510ヘッドと9500B/600本体では600 MHｚま
でのみ検証することができます。 

必要な機器 

• 検証対象となるアクティブ・ヘッドを、検証済みの9500B本体に接続 (本
体の検証については、低周波正弦波電圧機能の検証を参照)。 

• 50 Ω負荷で50 kHzから6.4 GHz、100 mVp-pから3 Vp-pのパワー測定の
ためのRFパワー・メーター。例：1.1 GHzまではMarconi Instruments社
のモデル6960Bおよびヘッド6912、1.1 GHzを超える場合はRhode and 
Scwarz 社のNRVSとヘッドNRV-Z5。 

• 振幅測定のための、検証対象のアクティブ・ヘッドとRFパワー・メータ
ーのヘッドとの信号接続用の高精度N-BNCアダプター。 

• 例：Huber & Suhner社のタイプno. 31BNC-N-50-51または
31N-PC3.5-50-1のアダプター。 

相互接続 
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図 9-8.RF 正弦波電圧の検証— 相互接続 
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検証設定 

1. 接続： 9500BがRFパワー・メーターに図 9-8のように接続
されており、共に電源入っていてウォーム・アップ
が完了していることを確認してください。 

2. 9500B： 9500BがMANUALモードであることを確認し、正弦
波機能を選択してください (キー)。また、必要な
出力信号チャンネル (50 Ω負荷)、トリガー・チャン
ネル、トリガー比 (必要であれば) を選択してくださ
い。 

検証手順 

1. 表 9-11、9-12、9-13および9-14をコピーしてください。 

2. まず表9-11の検証ポイントに対して操作 (3) から (7) を、表に表示されて
いる検証ポイント順に実行します。 

3. 9500B： a. 表中の検証ポイントに必要とされるp-p出力電圧
を設定してください。 

b. 周波数を50 kHzに設定してください。 

c. 出力をONに設定してください。 

4. パワー・メータ
ー： 

測定に適したパワー・レンジを選択します (例  入力パ
ワーに対応したパワー・メーターのオートレンジ)。 

5. 「基準」： a. 9500Bの50 kHzでの出力パワーを測定し、50 Ω負
荷の9500B出力電圧のPk-Pk値を計算します： 
Pk-Pk 電圧 = 20√(50 Ω負荷のパワー) 

b. 表のコピーの「50 kHzでのp-p電圧の測定値」の
列に結果を記入してください。 

6. 平坦度： a. 9500Bの周波数を表の 初の「SF」ポイントに設
定します。 

b. 9500Bのでの出力パワーを測定し、50 Ω負荷の
9500B出力電圧のPk-Pk値を計算します：Pk-Pk 
電圧 = 20√(50 Ω負荷のパワー) 

c. 表のコピーの検証ポイントの 「平坦度チェックのた
めのp-p電圧測定値」の列に結果を記入します。 

d. 9500Bの周波数を表中の次の「SF」ポイントに設
定し、手順 (b) および (c) を繰り返します。 

e. 表中で、検証対象となる機器の種類で可能な「SF」
ポイント全てに対して手順 (d) を繰り返します。 

7. 9500B： 出力をOFFにします。

8. その他の表： 表 9-12、9-13、9-14についても順番に項目 (2) から
(7) を繰り返します。これで測定は完了です。 

許容差の合成の計算 

1. はじめに 

定振幅正弦波機能：低周波ゲインの検証では、始めに50 kHzより低い周
波数で入力インピーダンス50 Ωでの振幅の検証について説明します。こ
こでは校正の標準器としてデジタル・マルチメーターのACV機能を使用
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します。残念ながら、1 MHzを超える高周波の平坦度の検証に使用され
る周波数ではマルチメーターの周波数応答は低下します。そのためRFパ
ワー・メーターがよく使用されます。平坦度は通常、50 kHzの参照周波
数における電圧と比較した電圧として表現されます。検証手順では、表
9-11、9-12、9-13および9-14をこの参照周波数での値の記録に使用しま
す。 

平坦度の検証では、各出力電圧を50 Ω負荷時のパワーとしてRFパワー・メ
ーターで測定し、手順内の式を使ってパワーをpk-pk電圧に変換します。こ
の電圧が、50 kHzでの合成した許容差の範囲内であることを確認すること
で、50 kHzでのパワー・メーターの読み値と比較します。 

各検証ポイントでの合成した許容差の上下限値を計算するには、50 kHz
での測定の合計不確かさおよび9500Bの規定された平坦度を考慮に入れ
る必要があります。これらを二乗和平方根を用いて合成します。 

2. 例：10 MHzでの許容差の合成の計算 

• パワー・メーターの仕様より、10 MHzでのセンサーの不確かさも含
めた測定の合計不確かさ (パワー) は±1.4 %とします。 

• しかしこれはパワーの不確かさであって、pk-pkの電圧不確かさは半
分の±0.7 %になります。 

• ここで9500Bのpk-pk電圧の平坦度仕様を (二乗和平方根で) 合成してくだ
さい。10 MHz では、9500Bの50 kHzに対する仕様は±1.5 %です。 

合成許容差 = √[(0.007)2 + (.015)2] 

= ±0.01655 = ±1.655 % 

• ここでこの値に50 kHzでの基準値を掛け、50 kHzの基準値の合成許
容差を加算して10 MHzの上限の値を得ることができます。50 kHzの
基準値から合成許容差を減算すれば、10 MHzでの下限値が得られま
す。 

不確かさの計算と平坦度のチェック 

全ての表 

1. 表の各検証ポイントにユーザー測定の不確かさ (Um)を挿入します。 

2. 各検証ポイントで、測定の合計不確かさと9500Bの正弦波機能の確度を、二
乗和平方根を用いて合成し、平坦度の合成した許容差を計算します。詳細に
ついては合成許容差の計算をご参照ください。 

3. 表のコピーの適切な列に上下限値を入力します。 

4. p-p電圧の測定値が、平坦度の合成許容差の範囲内であることを確認しま
す。 

注記 
下記の表をコピーしてください。コピーの測定値の列に測定値を記
入してください。 
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表 9-11. 50 (負荷で3 V p-pでの正弦波の平坦度検証  

検証ポイ

ント 
公称出力電

圧 
出力周波数 

50 kHzでの

p-p電圧の測

定値 

50 kHzに対する仕

様値  

ユーザーによ

る測定の合計

不確かさ 

平坦度の合成した許

容差の上下限値 

平坦度チェ

ックのため

のp-p電圧

の測定値 (出力の%) (Um) 下限値 上限値 

Ref 1 3 V 50 kHz       

SF01  10 MHz  ±2.0     

SF02  50 MHz  ±2.0     

SF03  100 MHz  ±2.0     

SF04  250 MHz  ±2.0     

SF05  400 MHz  ±2.5     

SF06  550 MHz  ±2.5     

SF07  600 MHz  ±3.5     

SF08†  725 MHz  ±3.5     

SF09†  1 GHz  ±3.5     

SF10††  1.5 GHz  ±4.0     

SF11††  2 GHz  ±4.0     

SF12††  2.5 GHz  ±4.0     
 

以下のモデルに対する追加検証ポイント：9500B/1100、 9500B/3200 (†)および 9500B/3200 (††) 

表 9-12. 50 (負荷で1 V p-pの正弦波の平坦度検証 

検証ポイ

ント 
公称出力

電圧 
出力周波数 

50 kHzでのp-
p電圧の測定

値 

50 kHzに対する仕

様値  

ユーザーによる

測定の合計不確

かさ 

平坦度の合成した

許容差の上下限値 

平坦度チェ

ックのため

のp-p電圧の

測定値 (出力の%) (Um) 下限値 上限値 

Ref 2 1 V 50 kHz       

SF13  10 MHz  ±2.0     

SF14  50 MHz  ±2.0     

SF15  100 MHz  ±2.0     

SF16  250 MHz  ±2.0     

SF17  400 MHz  ±2.5     

SF18  550 MHz   ±2.5     

SF19  600 MHz  ±3.5     

SF20†  725 MHz  ±3.5     

SF21†  1 GHz  ±3.5     
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表 9-12. 50 (負荷で1 V p-pの正弦波の平坦度検証 (続き) 

検証ポイ

ント 
公称出力電

圧 
出力周波数 

50 kHzでのp-
p電圧の測定

値 

50 kHzに対する仕

様値  

ユーザーによ

る測定の合計

不確かさ 

平坦度の合成した

許容差の上下限値 

平坦度チェ

ックのため

のp-p電圧

の測定値 
(出力の%) (Um) 下限値 上限値 

SF22††  1.5 GHz  ±4.0     

SF23††  2 GHz  ±4.0     

SF24††  2.5 GHz  ±4.0     

SF25††  3 GHz  ±4.0     

SF60†††  4 GHz  ±4.0     

SF61†††  5 GHz  ±4.0     

SF62†††  5.5 GHz  ±4.0     

SF63†††  6 GHz  ±4.0     
 

†：追加検証ポイント：9500B/1100および9500B/3200 (†)、 9500B/3200のみ (†
†)、 9560が接続された9500B/3200 (†††) 

表 9-13. 50 (負荷で300 mV p-pの正弦波の平坦度検証 

検証ポイ

ント 
公称出力電

圧 
出力周波数 

50 kHzでのp-
p電圧の測定

値 

50 kHzに対する仕

様値  

ユーザーによる

測定の合計不確

かさ 

平坦度の合成した許

容差の上下限値 

平坦度チェ

ックのため

のp-p電圧

の測定値 

(出力の%) (Um) 下限値 上限値  

Ref 3 300 mV 50 kHz       

SF26  10 MHz  ±2.0     

SF27  50 MHz  ±2.0     

SF28  100 MHz  ±2.0     

SF29  250 MHz  ±2.0     

SF30  400 MHz  ±2.5     

SF31  550 MHz   ±2.5     

SF32  600 MHz  ±2.5     

SF33  725 MHz  ±3.5     

SF34  1 GHz  ±3.5     

SF35  1.5 GHz  ±4.0     

SF36  2 GHz  ±4.0     

SF37  2.5 GHz  ±4.0     
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表 9-13. 50 (負荷で300 mV p-pの正弦波の平坦度検証 (続き) 

検証ポイ

ント 
公称出力電

圧 
出力周波数 

50 kHzでの

p-p電圧の測

定値 

50 kHzに対する仕

様値  

ユーザーによ

る測定の合計

不確かさ 

平坦度の合成した

許容差の上下限値 

平坦度チェ

ックのため

のp-p電圧

の測定値 (出力の%) (Um) 下限値 上限値 

SF38  3 GHz  ±4.0     

SF64  4 GHz  ±4.0     

SF65†††  5 GHz  ±4.0     

SF66†††  5.5 GHz  ±4.0     

SF67†††  6 GHz  ±4.0     
 

追加検証ポイント：9500B/1100および9500B/3200 (†)、 9500B/3200のみ (††)、 9560が接続
された9500B/3200 (†††) 

表 9-14. 50 (負荷で100 mV p-pの正弦波の平坦度検証 

検証ポイ

ント 
公称出力電

圧 
出力周波数 

50 kHzでの

p-p電圧の測

定値 

50 kHzに対する仕

様値  

ユーザーによ

る測定の合計

不確かさ 

平坦度の合成した

許容差の上下限値 

平坦度チ

ェックの

ためのp-
p電圧の

測定値 (出力の%) (Um) 下限値 上限値 

Ref 4 100 mV 50 kHz       

SF39  10 MHz  ±2.0     

SF40  50 MHz  ±2.0     

SF41  100 MHz  ±2.0     

SF42  250 MHz  ±2.0     

SF43  400 MHz  ±2.5     

SF44  550 MHz   ±2.5     

SF45  600 MHz  ±3.5     

SF46†  725 MHz  ±3.5     

SF47†  1 GHz  ±3.5     

SF48††  1.5 GHz  ±4.0     

SF49††  2 GHz  ±4.0     

SF50††  2.5 GHz  ±4.0     

SF51††  3 GHz  ±4.0     
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表 9-14. 50 (負荷で100 mV p-pの正弦波の平坦度検証 (続き) 

検証ポイ

ント 
公称出力電

圧 
出力周波数 

50 kHzでのp-
p電圧の測定

値 

50 kHzに対す

る仕様値  
ユーザーによる測定

の合計不確かさ 
平坦度の合成した

許容差の上下限値

平坦度チェ

ックのため

のp-p電圧の

測定値 

(出力の%) (Um) 下限値 上限値  

SF68†††  4 GHz  ±4.0     

SF69†††  5 GHz  ±4.0     

SF70†††  5.5 GHz  ±4.0     

SF71†††  6 GHz  ±4.0     
 

 

追加検証ポイント：9500B/1100および9500B/3200 (†)、 9500B/3200のみ (††)、 
9560が接続された9500B/3200 (†††) 

エッジ機能の検証 

概要 

必要な機器については必要な機器の項を、試験の相互接続については相互接続の
項をご参照ください。検証設定では検証の設定について説明します。 

検証手順については検証測定の手順をご参照ください。許容差の合成の計算の簡
単な説明は許容差の合成の計算に記載されています。また、 終的な不確かさの
計算および速度のチェックについては許容差の合成の計算およびエッジ速度のチ
ェックをご参照ください。 

エッジ機能は、検証設定および検証測定の手順通りの順に、表 9-15の検証ポイ
ントの立ち上がり時間を測定することで検証します。 

必要な機器 

• 検証対象となるアクティブ・ヘッドを検証済みの9500B本体に接続。 

• 立ち上がり時間の測定のため、≥6 GHz の高帯域幅のサンプリング・オシ
ロスコープ。 
例：Tektronix社のモデルTDS820 (9550/9560では6/20 GHz)、または
HP54750 (20/50 GHz)。  

• 50 Ω SMA - 高帯域幅のオシロスコープへのトリガー入力用SMA同軸「ト
リガー」ケーブル。 

• 9500Bのエッジ出力電圧がオシロスコープの入力能力を超える場合は、
高帯域幅の同軸減衰器が必要になります。 
例：HP8493 Copt20 26.5 GHz 3.5 mm 20 dB 減衰器。 

• 50 Ω SMA - BNCアダプター：例：Sumner 33 SMA-BNC-50-1。 
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相互接続 

XAM KP V032

1HC

2HC
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gzh209.eps 

図 9-9.エッジ機能の検証 — 相互接続 

検証設定 

1. 接続： 9500Bがオシロスコープに図 9-9のように接続されてお
り、共に電源入っていてウォーム・アップが完了してい
ることを確認してください。 

2. オシロスコ
ープ： 

エッジの応答測定に必要な機能を選択します。 

 注意 
サンプリング・オシロスコープの入力端子への入力電圧には制限が
ありますが、9500Bのエッジ機能はこの入力端子に損傷を与える恐
れのある電圧を出力することができます。1 V pk-pkを超える出力で
は通常、減衰器の使用が必要です。 

3. 9500B： 9500BがMANUALモードであることを確認し、エッ
ジ機能を選択してください (キー)。また、必要
な出力信号チャンネル (50 Ω負荷)、トリガー・チャ
ンネル、ケーブル選択およびトリガー比 (必要であれ
ば) を選択してください。 



 検証 
 9510/9530/9550/9560 ヘッドの機能別検証 9 

  9-31 

検証測定の手順 

1. 表 9-15をコピーしてください。

2. 表9-15を利用して、検証ポイントに対して操作 (3) から (8) を、表に表示されてい
る順に実行します。 

3. 9500B： 検証ポイントに対して：

 選択： エッジの種類：または 

 モデル9510の立ち上がり時間： ps500 のみ 

 モデル9530： ps500 または ps150  

 モデル9560： ps70  

 モデル9550： ps25  

 Scopeモードまたは数値入力

 設定： 出力のp-p振幅

 出力の周波数/周期

4. オシロスコープ： a. 正しいチャンネルを選択します。 

b. 検証ポイントで測定するために正しい掃引速度、トリガ
ー・レベル、トリガー・エッジおよびチャンネル感度を選
択します。 

5. 9500B： 出力をONに設定します。

6. オシロスコープ： a. 画面が安定するよう、掃引速度およびトリガー・レベルを
調整します。 

b. 波形の正しい極性をチェックします (「Rise」が選択されて
いる場合：負電位からグラウンドへ、「Fall」が選択されて
いる場合：正電位からグラウンドへ)。 

7. 立ち上がり時間： a. (10 % ～ 90 %) 複合パルスの立ち上がり/立ち下がり時間を
測定します。 

b. エッジ機能の立ち上がり/立ち下がり時間を計算します： 

エッジ機能の立ち上がり/立ち下がり時間 = 

( )pssponseTimeScopePulseseTimeObservedRi 22 Re−  

c. エッジ機能の立ち上がり/立ち下がり時間の測定値を表のコ
ピーに記録します。 

d. 9500Bに表示された立ち上がり時間を表のコピーに記録しま
す。 

8. 9500B： 出力をOFFに設定します。
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許容差の合成の計算 

1. はじめに 

検証測定の手順の項の検証手順では、まず50 Ω負荷での立ち上がり/立ち
下がり時間の測定について説明します。各立ち上がり/立ち下がり時間は
広帯域幅のオシロスコープで測定され、そのパルスの応答時間も考慮に
入れられます。 

各検証ポイントでの許容差の上下限値を計算するには、ユーザーによる
測定の合計不確かさおよび9500Bの規定された速度許容差を考慮に入れ
る必要があります。これらを二乗和平方根を用いて合成します。 

2. 例：許容差の合成の計算 (25mV で500 ps) 

• オシロスコープの仕様より、測定の合計不確かさ (25 mVで500 ps) 
は±20 psとします。 

• ここで9500Bの速度の許容差の仕様を (二乗和平方根で) 合成してく
ださい。500 psでは、9500Bの速度許容差の仕様は +50 ps ～ -150 
psです。 

• 上限値の計算： 

合成許容差 = ( ) ( )[ ]22 5020 psps +  

= 53.85ps 

• この合成した許容差を500 psの公称値に加算すると、上限値553.85 
psが求められます。 

• 下限値の計算： 

合成許容差 = ( ) ( )[ ]22 15020 psps +  

= 151.32 ps 

• この合成した許容差を500 psの公称値から減算すると、下限値348.68 
psが求められます。 

合成した許容差の上下限値の計算とエッジ速度のチェック 

1. ユーザーによる測定の合計不確かさおよび合成した許容差の上下限値を
計算し、表のコピーの適切な列に記入します。詳細については合成した
許容差の計算をご参照ください。 

2. 測定値が合成した許容差の上下限値内にあることを確認します。 

3. 「9500Bの表示値」 [検証測定の手順7(d)で記録] および 「測定値」 [検証
測定の手順 7(c)で記録] との差異が、9500Bに表示された測定値の確度仕
様範囲内であることを確認します(表の下の注記 † をご参照ください)。 
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注記 
下記の表をコピーしてください。コピーの適切な列に、計算結果お
よび測定値を記入します。 

表 9-15.エッジ機能の検証 —  50 ( 負荷、1 MHz (周期 1 μs)での立ち上がり/立ち下がり時間 

検証ポ

イント 
公称立ち

上がり/立
ち下がり

時間 
エッジ

の種類 

出力電圧 
許容差の

下限値 
許容差の

上限値 

ユーザーによ

る測定の合計

不確かさ 

合成した許

容差の下限

値 

合成した許

容差の上限

値 
測定値 

9500Bに

表示され

た「立ち

上がり時

間」 † (10% - 
90%) 

(pk-pk) 

EDG01   25.000 mV -150 ps +50 ps  ps ps ps ps 

EDG02       ps ps ps ps 

EDG03   50.000mV -150 ps +50 ps  ps ps ps ps 

EDG04       ps ps ps ps 

EDG05   250.00mV -150 ps +50 ps  ps ps ps ps 

EDG06       ps ps ps ps 

EDG07   500.00 mV -150 ps +50 ps  ps ps ps ps 

EDG08       ps ps ps ps 

EDG09   2.5000 V -150 ps +50 ps  ps ps ps ps 

EDG10       ps ps ps  ps 

EDG11 *  25.000 mV -25 ps +25 ps  ps ps ps ps 

EDG12       ps ps ps ps 

EDG13 *  50.000mV -25 ps +25 ps  ps ps ps ps 

EDG14       ps ps ps ps 

EDG15 *  250.00mV -25 ps +25 ps   ps  ps  ps  ps 

EDG16        ps  ps  ps  ps 

EDG17 *  500.00mV -25 ps +25 ps   ps  ps  ps  ps 

EDG18        ps  ps  ps  ps 

EDG19 *  2.5000 V -25 ps +25 ps   ps  ps  ps  ps 

EDG20        ps  ps  ps  ps 

EDG21 **  33.00 mV -20 ps +15 ps   ps  ps  ps ps 

EDG22   66.00 mV -20 ps +15 ps   ps  ps  ps  ps 
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表 9-15.エッジ機能の検証 —  50 ( 負荷、1 MHz (周期 1 μs) での立ち上がり/立ち下がり時間 (続き) 

検証ポ

イント 
公称立ち

上がり/立
ち下がり

時間 

エッ

ジの

種類 
出力電圧 

許容差の下

限値 
許容差の

上限値 

ユーザーによる

測定の合計不確

かさ 

合成した

許容差の

下限値 

合成した

許容差の

上限値 
測定値 

9500Bに

表示され

た「立ち

上がり時

間」† 

 (10% - 
90%) 

 (pk-pk)        

EDG23 **  100.00mV -20 ps +15 ps  ps ps ps ps 

EDG24   200.00mV -20 ps +15 ps  ps ps ps ps 

EDG25 **  330.00mV -20 ps +15 ps  ps ps ps ps 

EDG26   660.00mV -20 ps +15 ps  ps ps ps ps 

EDG27 **  1.0V -20 ps +15 ps  ps ps ps ps 

EDG28   2.0V -20 ps +15 ps  ps ps ps ps 

EDG29 ***  500mV -4 ps +4 ps  ps ps ps ps 

EDG30   500mV -4 ps +4 ps  ps ps ps ps 

*：検証ポイントEDG11 からEDG20はアクティブ・ヘッド9530のみ 

†：9500Bの表示値の確度仕様：sでは±40ps、では±15ps、では±11ps、では±4ps 

**：検証ポイントEDG21 からEDG28はアクティブ・ヘッド9560のみ 

***：検証ポイントEDG29 からEDG30はアクティブ・ヘッド9550のみ 

 

負荷容量測定機能の検証 () 

概要 

必要な機器については必要な機器の項を、試験の相互接続については相互接続の
項をご参照ください。検証設定では検証の設定について説明します。 

検証手順は9500Bの絶対許容差の計算をご参照ください。負荷容量測定機能は、
表  9-16の検証ポイントを検証手順および9500Bの絶対許容差の計算の通りの手
順で、校正済みの容量標準の容量値を測定することで検証します。 

必要な機器 

• 検証対象となるアクティブ・ヘッドを検証済みの9500B本体に接続。 

• 校正された静電容量ユニット2つ (BNC端子)： 

o 校正値15 pF ～ 25 pF 

o 校正値85 pF ～ 95 pF 
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一方の端をBNCコネクターに、もう一方を開放回路に接続した同軸ケーブ
ルの長さから、適当な容量値を作ることができます。キャパシタンス・ブ
リッジを用いて容量値を測定してください。ケーブルがメス・コネクター
の場合は、アクティブ・ヘッドとの接続にBNC オス/オス・アダプターが必
要で、容量値に含まれる必要があります。 

相互接続 

DAEH EVITCA
TUPNI

ffO
paC hgiHpaC woL

tinU roticapaC detarbilaC

XAM KP V032

1HC

2HC

3HC

4HC

5HC

0059

daeH evitcA

 
erw210.eps 

図 9-10.負荷容量測定機能の検証 —  相互接続 

検証設定 

1. 表 9-16をコピーしてください。

2. 容量値のテスト： a. コンデンサーが2つとも校正されていることを確
認してください。 

b. 上下の校正値を表 9.9.4.1の「容量校正値」の列
に記入してください。 

3. 接続： 9500Bが静電容量ユニットに (または個別のコンデン
サーに交代で) 図 9-10のように接続されており、共
に電源入っていてウォーム・アップが完了している
ことを確認してください。 

4. 9500B： a. 補助機能を選択してください (正面パネル右の
Auxキー)。下の列の  ソフト・キーを押してく
ださい。 

b. 必要な出力信号チャンネルを選択してください。 
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9500Bの絶対許容差の計算 

1. 表9-16 をご参照ください。2つのテスト用コンデンサー(上下) のテスト
容量校正値が入力されていることを確認してください。 

2. 仕様の値を用いて、9500Bの絶対許容差を求めてください。 

例：テスト用コンデンサーが20 pFで校正されているとします： 

この値の許容差仕様は±2 % ± 0.25 pFです。 

±[(2 % x 20 pF) + 0.25 pF] = ±[0.4 pF + 0.25 pF] = 0.65 pF 

20 pFからこの値を引いて下限 (19.35 pF) を、20 pFにこの値を足して上
限 (20.65 pF) を求めます。 

3. 9500Bの絶対許容差の上下限値を表 9-16の各列に入力します。 

検証手順 

表9-16 をご参照ください。表中の各検証ポイントで、次の手順 (1) ～ (6) を実行
してください。 

2. テスト容量： 検証ポイントの正しいテスト容量を選択してください。 

3. 9500B： 出力をONにし、負荷容量の読み値が安定するまで待
ちます。 

4. 測定： a. 9500Bの読み値を表のコピーの測定値の列に記入
してください。 

b. 測定値が絶対許容差の範囲内にあることを確認し
ます。 

5. 9500B： 出力をOFFにします。

表 9-16.負荷容量測定の検証 

検証ポイント 
 

容量テスト

範囲 
テスト容量

校正値 
9500B測定仕

様 
9500B絶対許容差の上下

限値 
9500B測定

値 

下限値 上限値 

CAP1 下: 15-25 pF pF ±2 % ± 0.25 pF pF pF pF 

CAP2 上: 85-95 pF pF ±3 % ± 0.25 pF pF pF pF 
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本章について 
第10章では、モデル9500Bの一般的な校正手順について概説します。推奨され
る校正方法や、校正が必要なパラメーター、そのパラメーターを校正するための
手順についても述べられています。 

本章は以下の内容で構成されています： 

• 9500B本体校正、およびActive Head™   
校正機能と方法 

• モデル9500BのCalibrationモード 
Calibrationモード、特別校正、および標準校正の選択。 

• 標準校正 — 基本手順 
ターゲットの選択および調整画面の使用。 

• 正面パネルからの機能別校正  
校正が必要な全ての機能に対する、一般的な手順、シーケンス、機器要
件、相互接続、手順、校正ポイントの一覧。 

• ヘッドの校正手順 
正弦波、エッジ、タイム・マーカー、負荷容量、および50 Ω/1 MΩ レシ
オ機能の校正。 

9500B本体の校正およびActive Head™ の校正 

はじめに 

モデル9500Bの校正周期は約1年で設計されています。再校正を行なう際に、シ
ステム全体をまとめて校正する必要はありません。 

9500Bは一般的なオシロスコープ校正の規格に対応しているだけでなく、9500B
の本体とアクティブ・ヘッドの校正を別々に行うことができます。本体は直流と
低周波のトレーサビリティを定義しており、現場で簡単に校正することができま
す。 

高周波 (定振幅正弦波およびパルス出力) の校正は全てアクティブ・ヘッドに限
られるため、本体とは別に行えます。アクティブ・ヘッドは通常の郵便で校正室
までお送りいただける程度のサイズ、重量です。フルークのサービスセンターは
世界中にネットワークがあり、アクティブ・ヘッドの迅速な校正が可能です。校
正するアクティブ・ヘッドの代わりのヘッドを準備しておけば、ダウンタイムは
ほぼゼロで済みます。 

本体の校正 

本体の校正係数は、本体の不揮発性メモリに保存されます。以下の校正が可能で
す： 

• 正負の「直流」電圧、Calibrationモードの直流/矩形波「ターゲット選
択」画面のWAVEFORMソフト・キーで選択。 

• 正負および対称の「矩形波」電圧波形、Calibrationモードの直流/矩形波
「ターゲット選択」画面のWAVEFORMソフト・キーで選択。 

• 「低周波正弦波」機能、Calibrationモードで正面パネルのキーを押して
選択。 

• 「抵抗測定」、Calibrationモードで正面パネルのAuxキーを押して選択。 
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アクティブ・ヘッドの校正 

アクティブ・ヘッドの校正係数は、アクティブ・ヘッド自身の不揮発性メモリに
保存されています。以下の校正が必要です： 

• 50 kHzを超える「正弦波」の平坦度 

• 「低速エッジ」および「高速エッジ」機能 

• 「負荷容量」測定機能 

• 「終端補償」機能 

ヘッドの校正には、検証済みの9500B本体が必要です。 

注記 
ヘッドを校正することができるのは、本体の帯域幅の範囲内のみで
す。例えば、モデル9510と9500B/400では400 MHzまでしか校正で
きません。 

その他の機能 

その他の9500Bの機能については、校正された機能から直接導かれるか、または
製造時の校正が「耐用年数中」有効です： 

• デュアル正弦波 

• 電流 

• コンポジット・ビデオ 

• リニア・ランプ 

• 過負荷パルス 

• ゼロ・スキュー 

• 外部入力 

• 入力リーク 

モデル9500BのCALモードで、本体校正中 (またはアクティブ・ヘッド校正中) 
にこれらの機能を選択しようとすると、エラー・メッセージが表示されます： 

No calibration for this function 

本体の手動校正 

本体の校正は正面パネルから手動で行うことができ、これが第10章の主要なテ
ーマです： 

1. モデル9500B Calibrationモードの項では、Calibrationモードからの操作方
法について説明します。 

2. 標準校正 — 基本シーケンスの項では、選択プロセスの概要について説明
します： 

a. ハードウェアの構成 (校正レンジ)。 

b. 校正レンジ内のターゲット値。 
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c. 個々の校正環境でのターゲット値の修正および修正した値の保存。 

d. 9500Bの出力値を調整して校正レンジを校正 (これによって補正係数
を不揮発性校正メモリに保存)。 

3. 正面パネルからの本体の機能別校正の項では、機能の校正を行なう際の
正面パネルの操作について、接続図を交えて順を追って詳述します。 

モデル9500B Calibrationモード 

はじめに 

ここでは9500B本体の手動校正における、Calibrationモードの使い方を説明しま
す。 

• モードの選択 

o 「Mode」キー 

o 「Mode Selection」画面 

• Calibrationモードの選択 

o 校正可能スイッチ 

o パスワード 

o Calibrationモード画面 

o Calibrationモード画面のソフトキー 

• 特別校正 

o 特別校正の選択 

o 値付けのタイミング 

o 値付けの方法 

o 値付けの形式 

• 特別構成：「周波数の調整」 

o 調整のタイミング 

o 必要な機器 

o 相互接続 

o 9500Bおよびカウンターの設定 

o 操作手順 

• 本体の標準校正 (STD CAL) 

o 機能の選択 

o Cal モードの機能画面 

o 「ハードウェアの構成」 

o 「ターゲット校正値」 

• 校正操作の概要 
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モードの選択 

「Mode」キー 

9500Bの5つの作動「モード」はどれも、「校正システム」のキー・パネル右下
の「Mode」キーを押して選択します。 

edoM

xuA

ferP  
erw211.eps 

このキーを押すとモードの選択画面が表示されます： 

EMITETAD S'YADOT

TSETBILACGIFNOCLAUNAMCORP

noitceleS edoM
syektfos gnisu edom deriuqer tceleS

 
erw212.eps 

「Mode Selection」画面 

モード選択のメニュー画面で、以下の作動モードのいずかを選択することができ
ます。 

PROC Procedureモード

MANUAL Manualモード

CONFIG Configureモード

CALIB Calibrationモード

TEST Selftestモード
 

適当な画面ソフトキーを押して各モードを選択すると、その選択したモードに関
する新しいメニュー画面が表示されます。 

注記 
校正メニュー画面を表示させるには、他にもいくつかの条件を満た
さなければなりません。 — Calibrationモードの選択をご参照くださ
い。 
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Calibrationモードの選択 

Calibrationモードのメニュー画面にアクセスする前に、以下の2つの条件を満た
す必要があります： 

1. 背面パネルの校正可能スイッチが「ENABLE」の位置にセットされてい
る。 

2. 正面パネルのキーパッドから有効なパスワードを入力する。 

校正可能スイッチ 

校正可能スイッチはモデル9500Bの背面パネルの窪んだ部分にあるディップ・ス
イッチで、小型のスクリュー・ドライバーを使って切り替えてください。 

ENABLE

DISABLE

CAL FA

 
erw213.eps 

DISABLE 

校正可能スイッチが「DISABLE」の位置にあると、「CALIB」画面ソフトキー
を押してCalibrationモードを選択しようとしても、"Calibration switch not 
enabled!" というメッセージが表示され、Calibrationモードへのアクセスは拒否
されます。 

ENABLE 

校正可能スイッチが「ENABLE」の位置にある状態で「CALIB」画面キーを押す
と、「Password Entry for Calibration」というメッセージが表示されます： 

EMITETAD S'YADOT

yrtnE drowssaP
noitarbilaC roF

TIXE

:  drowssap retnE

 
erw214.eps 

パスワード 

Calibrationモードのメニュー画面が表示される前に、モデル9500Bの英数字キー
ボードを使用して有効なパスワードを入力しなければなりません。「出荷時」の
初期パスワードおよび、希望のパスワードに変更する方法については、本マニュ
アル第3章のパスワードとアクセスをご参照ください。 
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パスワードを1文字入力する毎に、上記のようなセキュリティ・コード・アイコ
ンが表示されます。正しいパスワードを入力して「」 (エンター) キーを押す
と、Calibrationモードのメニュー画面が表示されます。パスワードが間違ってい
た場合は、"PASSWORD INCORRECT" というエラー・メッセージが表示さ
れ、セキュリティ・コード・アイコンが消えてもう一度正しいパスワードを入力
することができるようになります。「EXIT」画面ソフトキーを押すとモード選
択画面に戻ります。 

Calibrationモード画面 

校正可能スイッチをENABLEにセットし、正しいパスワードを入力して
Calibrationモードに切り替えることができると、以下のような「Calibration 
Mode」メニュー画面が表示されます： 

EMITETAD S'YADOT

LAICEPS DAEH
LAC

ESAB
LAC

edoM noitarbilaC

YROTCAF
YLNO ESU  

erw215.eps 

Calibrationモード画面ソフトキー 

以下のような画面ソフトキーが使用できます： 

SPECIAL 

特別校正メニューにアクセスし、「Chse」 (値付け) 校正を行うことができます。こ
れはモデル9500Bの定期校正の直前に行なってください。 

FACTORY USE ONLY 

特別なパスワードの入力が必要な「工場設定」の校正にアクセスします。これ
は、本器の製造時またはある種の修理を行った際にのみ必要な校正操作です。本
マニュアルにはこのパスワードは掲載されていません。この校正の実施が必要だ
と思われる場合にはフルークのサービスセンターにご連絡ください。 

STD CAL 

モデル9500B本体の校正可能な機能の外部定期校正の操作画面にアクセスします。 
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特別校正 

特別校正の選択 

CalibrationモードでSPECIALソフトキーを押すと、特別校正の画面に切り替わ
ります： 

EMITETAD S'YADOT

laC laicepS -  eshC
CAD

-  eshC
OCV

tsujdA
QERF

reggirt syek esehT !ERAWEB
noitarbilac ot segnahc rojam

TIXE

-  eshC
IRT/UQS

KMT
-  eshC

NIS FL
S/O CD
-  eshC
ESLUP
HTDIW
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値付けのタイミング 

値付けとは基本となるデジタル出力源を校正する調整のことです。このような調
整はモデル9500Bの定期標準校正の直前にのみ必要です (詳細は以下の項をご参
照ください)。 

注記 
モデル9500Bの正式な再校正の一環として行なう以外は、値付けは
行わないでください。これによって開始される内部調整が機器の校
正全体を大きく変えることはありませんが、表面上のドリフト性能
にごくわずかな「人為的な」段差が加わります。各校正器のドリフ
ト性能の校正ごとの履歴を記録している場合は (例えば品質管理シ
ステム全体の統計的なプロセス制御のため)、この人為的な段差を測
定して記録に残しておく必要があります。9500Bの標準校正の直前
以外のタイミングで値付けを行なっても、性能上何のメリットもあ
りません。 

値付けの方法 

値付けは適切な「Chse - ...」ソフト・キーを押すだけで実行することができま
す。値付けを行なう際には、以下の順番で行なってください： 

1. Chse - DAC 

2. Chse - VCO 

3. Chse - SQU/TRI TMK 

4. Chse - LF SIN DC O/S 

5. Chse - PULSE WIDTH 

注記 
選択したソフトキーの強調表示がcompleteソフトキー・メニュー画
面に変わると、選択した値付けは完了です。 
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値付けの形式 

値付けには、(Chse - DACの場合) アナログ出力の振幅の設定に使用される、
9500BのD-Aコンバーターの直線性の確認および校正などの、完全自動内部調整
が含まれます。 

値付けが完了したらEXITを押してCalibrationモードのメニュー画面に戻ってく
ださい。 

特別校正：「周波数の調整」 

これは実際には、外部周波数標準に対する、内蔵周波数源の校正です。9500Bは
100 MHzで矩形のタイム・マーカー (タイム・マーカー機能に記載の通り — 第4
章参照) を連続して生成します。これが外部周波数標準に印加され、外部カウン
ターが100 MHzを記録するまで内部周波数のDAC因子が調整されます。 

調整のタイミング 

9500Bの周波数の不確かさ (5年) は100 MHzで±0.25 ppmと規定されています。 

いずれにしても、通常5年以内に周波数を調整する必要はありません。 

必要な機器 

0.25 ppmのクロック確度測定用のデジタル・カウンター。 

例：Hewlett Packard社製のオプション012付きHP53131A 

XAM KP V032

1HC

2HC

3HC

4HC

5HC

0059

 
gzh217.eps 
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相互接続 

9500Bおよびカウンターの設定 

1. 接続： 9500Bをカウンターに接続し、共に電源が入っていてウォー
ム・アップが完了していることを確認してください。どの型
式のヘッドも使用できます (9550を除く)。 

2. カウンター： 周波数測定に必要な機能を選択します。

3. 9500B： Calibrationモード画面で、下段左のSPECIALソフト・キーを
押します。これにより特別校正の選択に掲載されている
Special Cal 画面に切り替わります。 

操作手順 

EMITETAD S'YADOT

FFO Ø51HCLANGIS
ENONREGGIRT

Ø1 x
÷ Ø1 

tnemtsujdA ycneuqerF
srekraM gnimiT zHM001 gnisu

Ø741=rotcaF CAD

LENNAHC
TCELESTIXE

LAC
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1. 9500B： Special Cal画面で、下段のAdjust FREQ ソフト・キーを押
します。これにより周波数調整画面に切り替わります。 

2. カウンター： 校正ポイントで測定するのに正しい表示時間、トリガー・
ソースおよびレベルを選択します。 

3. 9500B： 出力をオンにします。

4. カウンター： 画面が安定するようトリガー・レベルを調整し、測定した
周波数を記録します。 

5. 9500B： a. カーソル・キーを使って、カウンターが100 MHzを記
録するまでDAC因子の値を増減させます。 

b. 出力をオフにします。 

c. 下段のEXITソフト・キーを押してSpecial Cal画面に戻
ります。 

これで周波数の校正は完了です。 
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本体の標準校正 (BASE CAL) 

機能の選択 

「BASE CAL」画面ソフトキーを押すと、以下のような直流/矩形波の「直流校
正」機能の画面 (「ターゲット選択」画面) が表示されます。これは標準校正を
始める際に表示される画面です。 

EMITETAD S'YADOT

FFO Ø51HCLANGIS
ENONREGGIRT

EVAW
MROF

LENNAHC
TCELES

egnaR laC 1

TEGRAT
1

TEGRAT
2

ØØ.888 Vm 01.2 ot V

STEGRAT NOITARBILAC DEVAS

LAC

TLUAFED
STEGRAT

1 wolVm ØØØØ.1+
2 hgihVm ØØØ9.1+
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他に下記の本体機能の校正が可能です： 

• 直流/矩形波機能：「負の直流」および「矩形波」波形、WAVEFORMソ
フト・キーで選択： 

EMITETAD S'YADOT

FFO Ø51HCLANGIS
ENONREGGIRT

LENNAHC
TCELES

egnaR laC 1
ØØ.888 Vm 01.2 ot V

STEGRAT NOITARBILAC DEVAS

LAC

TLUAFED
STEGRAT

1 wolVm ØØØØ.1+
2 hgihVm ØØØ9.1+

EVAW
MROF  
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• 正弦波機能、正面パネルの ボタンで選択。 

EMITETAD S'YADOT

FFO Ø51HCLANGIS
ENONREGGIRT

LENNAHC
TCELES

egnaR laC 1

TEGRAT
1

TEGRAT
2

V 422.2 ot V 4.1

STEGRAT NOITARBILAC DEVAS

LAC

TLUAFED
STEGRAT

1 wolzHkØØØØ.1V ØØØ6.1+
2 hgihzHkØØØØ.1V ØØØ9.1+
3 wolzHkØØØ.54V ØØØ6.1+
4 hgihzHkØØØ.54V ØØØ9.1+

TEGRAT
3

TEGRAT
4
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• 抵抗測定、正面パネルのAuxボタンで選択。 

EMITETAD S'YADOT

FFO Ø51HCLANGIS

LENNAHC
TCELES

noitarbilaC ecnatsiseR

TEGRAT
1

TEGRAT
2

STEGRAT NOITARBILAC DEVAS

LAC

TLUAFED
STEGRAT

1 ØØØ.05
2 k ØØØ.05
3 M ØØØØ.1
4 M ØØØ.91

TEGRAT
3

TEGRAT
4
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アクティブ・ヘッドの校正およびその他の機能に列記されている9500Bの他の機
能については、本体校正で外部から調整できません (これらについては、校正可
能な機能から直接導き出すか、製造時の校正が「耐用年数中」維持されるか、ま
たは「ヘッド」校正で調整します)。モデル9500BのCALモードで、本体校正中
にこれらの機能を選択しようとすると、エラー・メッセージが表示されます： 

No calibration for this function 

Calモードの機能画面 

各機能の校正ポイントの調整は主に2つの専用画面で行います。CALモードのこ
れらの画面で、校正中に必要とされる様々な9500Bのハードウェア構成 (「Cal 
Range」) を設定し、必要な操作手順を開始します。 

各機能/波形は画面の左上角に表示される記号で識別することができます。 

「ハードウェアの構成」 

9500Bの機能は全て、下限から上限までの全範囲をカバーする1つの連続したレンジ
しかないように見えますが (例えば直流電圧では888.00 μV ～ 222.4 V)、この全範囲
に対応するために分圧器や電力増幅器などの内蔵デバイスの切り替えが行われてい
ます。この切り替えによってハードウェアの構成が変更されています。 

各構成でそれぞれ、9500Bの出力にわずかなオフセットおよびゲイン・エラーが
生じます。9500Bの極めて高い性能を維持するためには、この誤差を校正によっ
て補正する必要があります。9500Bの校正では各ハードウェア構成に関するオフ
セットおよびゲイン・エラーを確定し保存します。これにより本器の制御プロセ
ッサーがデジタル処理でこの誤差を補正することができます。アナログ出力が選
択した値に正確に (仕様内で) 一致するよう、選択された出力値に対してプロセ
ッサーがデジタル補正係数を適用します。これにより各機能の全出力範囲に渡っ
て、正確で直線的な出力応答が実現します。 

「ターゲット校正値」 

個々のハードウェア構成は、より上位の校正標準を用いてアナログ出力を (通常) 
2つ以上のポイントで正確に測定することで校正します。ほとんどの場合、この 
「ターゲット校正値」はハードウェア構成の出力能力の上限および下限に近い値
です。 
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校正操作の概要 

一般的に、9500Bの各ハードウェア構成の校正は以下の3つの段階に分けられま
す： 

1. 校正するハードウェア構成の選択 (ターゲット選択画面)。 

2. このハードウェア構成で校正する「ターゲット」値の選択 (ターゲット選
択画面)。 

3. ターゲット値の修正および各値での9500Bの出力誤差の確定 (調整画面)。 

ターゲット選択画面では「Cal Range」として表現される正しいハードウェア構
成の選択、およびフルークが推奨するターゲット校正値の「初期設定値」か校正
目的に使用されている機器により適した (初期設定値に近い) カスタムのターゲ
ット値の選択を行います。 

ターゲット選択画面に表示されているターゲット値を (対応するTargetソフトキ
ーを押して) 選択すると、「調整」画面に切り替わり、出力誤差の測定および補
正を行なう前にターゲット値を任意で修正および保存することができます。 

この3つの段階については第10章の標準校正 — 基本手順で詳述します。機能別
の校正手順の説明については第10章の正面パネルからの本体の機能別校正をご
参照ください。 

Calibrationモードに切り替えて、校正する適切な機能を選択するのに必要な操作
が図 10-1のフロー・チャートにまとめてあります。 
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図 10-1.Calibrationモードの機能へのアクセス 

標準校正 — 基本手順 
この項では、正面パネルからモデル9500Bの各「ハードウェア構成」を校正する
際の主な手順について詳述します。 

• はじめに 

o 校正の目的 

o 一般的な校正プロセス 

• ターゲット選択画面 — ハードウェア構成の選択 

o 波形の選択 

o ハードウェアの構成 

o チャンネルの選択 

o チャンネル設定のメモリー保存 

o ターゲットの「初期値」または「保存値」 
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• 調整画面 

o ターゲット値の選択 

o 校正ターゲットの初期設定値の選択 

o 校正ターゲットの修正 

• 9500B のターゲット値での校正 

o 出力振幅の調整 

o ターゲットの選択 

o 「校正ポイントのリセット」 

• 交流機能の標準校正 

o 出力周波数の合成 

o ターゲット校正ポイントの出力周波数の変更 

• 校正の終了 - 校正日および校正期限 

o 終了：Modeキー — 警告画面 

o 終了のみ 

o 成績書の日付印の更新 

o 校正期限および事前警告期間の設定 

はじめに 

校正の目的 

モデル9500B オシロスコープ校正器を校正する目的は、その出力確度を確定
し、必要であれば仕様内に収まるように調整することです。この校正のトレーサ
ビリティを保証するには、適切な「試験不確かさの比」を持ち、トレーサビリテ
ィが保証された校正標準と9500Bの出力を比較する必要があります。 

一般的な校正プロセス 

モデル9500BのCalibrationモードの項で既に述べた通り、9500Bの各機能の校正
は3つの異なる段階に分けることができます： 

1. 正しい「Cal Range」を選択して、校正する「ハードウェア構成」を選択
します。 

2. このハードウェア構成を校正する「ターゲット」値を選択します。 

3. 各ターゲット値での9500Bの出力誤差を確定し、適切な補正係数を生成
します。 

この標準校正 — 基本手順の項では、正面パネルから9500Bを校正する一般的な
手順を説明します。 

以降の説明では例として直流/矩形波機能を使用します。この機能には正の直流
ハードウェア構成 (「Cal Range」 と呼ばれます。) が11あり、+888.00 mV ～ 
+222.40 Vの範囲から出力電圧を発生します。各Cal Rangeにはターゲット校正
ポイントが2つ必要で、その補正係数も2つ生成されます。係数は不揮発性メモ
リーに保存され、その後そのハードウェア構成の全出力の補正に使用されます。 

本マニュアルのモデル9500BのCalibrationモードの項の説明の通りに直流電圧機
能の「Cal」モードが選択されているという前提で説明を進めます。この時点で
は以下のような「ターゲット選択」画面が表示されています。 
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ターゲット選択画面 — ハードウェア構成の選択 

EMITETAD S'YADOT

FFO Ø51HCLANGIS
ENONREGGIRT

EVAW
MROF

LENNAHC
TCELES

egnaR laC 1

TEGRAT
1

TEGRAT
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1 wolVm ØØØØ.1+
2 hgihVm ØØØ9.1+
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波形の選択 

第10章、機能の選択をご参照ください。 

ハードウェア構成 

任意の機能で特定の「Cal Range」を選択するとそれに関連したハードウェア構
成に切り替わり、その機能の全出力レンジ内で必要な範囲を設定します。ハード
ウェア構成の範囲は、画面上の「Cal Range」の選択の下に表示されます。 

例えば、直流/矩形波機能 (正の直流出力) の全出力レンジは、Cal Rangesとして
付番された11の異なるハードウェア構成からなります： 

1. 888.00 mV ～ 2.10 mV

2. 2.10 mV ～ 5.56 mV

3. 5.56 mV ～ 21.00 mV

4. 21.00 mV ～ 55.60 mV

5. 55.60 mV ～ 210.00 mV

6. 210.00 mV ～ 556.00 mV

7. 556.00 mV ～ 21.0 V

8. 21.0 V ～ 5.56 V

9. 5.56 V ～ 22.24 V

10. 22.24 V ～ 55.60 V

11. 55.60 V ～ 222.40 V
 

つまりハードウェア構成 (1) は、Cal Rangeを「1」に設定すると選択すること
ができます。ハードウェア構成 (2) は、 および  カーソル・キーまたは回転
ノブを使って、 Cal Rangeを「2」に設定すると選択することができます。 

本マニュアルの正面パネルからの本体の機能別構成の項の校正手順詳細に、各機
能で要求される全ハードウェア構成を設定するCal Rangeの一覧が掲載されてい
ます。 
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この例では、Cal Range 1を選択すると「校正ターゲットの保存値」が2つ表示
されます。 

1.  +1.0000 mV (Low) 

2.  +1.9000 mV (High) 

チャンネルの選択 

本体と標準器は、必要に応じてトリガー・チャンネル/ケーブルも使用して、信
号チャンネルのヘッドで接続してください。信号チャンネル選択、トリガー・チ
ャンネル選択、ケーブル選択およびトリガー比の操作は、通常の直流/矩形波機
能と同じように行います。第4章、メニューの選択をご参照ください。 

チャンネル設定のメモリー保存 

第4章、チャンネル設定のメモリー保存をご参照ください。 

ターゲットの「初期値」または「保存値」 

各機能およびCal Rangeで、「初期値」または「保存値」の校正ターゲットを選
択することができます。 

事前にプログラムされているターゲット初期値は、「DEFAULT TARGETS」ソ
フトキーを押して選択します (選択すると強調表示されます)。この初期値は、フ
ルークが一般的に適切であると考える値ですが、他の値を設定することも可能で
す (ターゲット選択の正の直流のリストをご参照ください)。 

保存されているターゲットは、それ以前の校正で設定保存された値で、
「DEFAULT TARGETS」ソフトキーが強調表示されていなければ選択可能で
す。前回の校正担当者が、その時の校正環境には初期値よりも保存されている値
の方が適していると判断したということです。「save」については調整画面の
項で別途説明します。 

調整画面 

ターゲット選択画面でハードウェア構成とターゲットの「初期値」または「保存
値」を選択した後、この画面では選択した校正ターゲットまたはそれに近い値に
調整を行います (第10章のターゲット選択画面 — ハードウェア構成の選択をご
参照ください)。 

ターゲット値の設定 

ターゲット選択画面でCal Rangeを選択して正しいハードウェア構成を選択し、
TARGETソフトキーの内の1つを押すと、以下の様な「調整」画面が表示されま
す： 
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この画面では先に現在の出力値の設定が表示され、次に選択した振幅のターゲッ
ト値が表示されます (「初期値」または「保存値」)。これらの値で、三角カーソ
ルはカーソル・キーまたは回転ノブで変更される桁を示しています。転送時に
「タブ」 キーを使うと、カーソルはもう一方の値の 小桁に移動します。 

この画面での出力およびターゲット振幅の操作は、通常の9500Bの作動時と同じ
で、桁編集 (1度に1桁、カーソルまたは回転ノブで編集) または数値入力編集 (数
字キーパッド) で行います。この時点では初期値または保存値のどちらを使用す
るか選択済みで、画面には選択した値が表示されています。 

EXITソフトキーを押せばいつでもターゲット選択画面に戻ることができます。 

校正ターゲット初期値の選択 

前述の通りモデル9500Bのファームウェアには、直接校正可能な全機能の全ハー
ドウェア構成の、推奨校正ターゲット値が一式含まれています。 

校正ターゲットを「保存値」から「初期値」に戻す前に、前回の校正時に初期値
でない値を選択した理由を考えてみてください。校正標準がその特定のターゲッ
ト値でしか値付けされていないのかもしれません (例えば、標準セルが供給する
校正ポイントの電圧は、初期値と異なるのかもしれません)。その場合、ターゲ
ット初期値を使用することで校正記録の履歴の有効性が損なわれてしまう可能性
もあります。 

• 9500Bが前回校正されたときの値ではなく、初期値を使用する場合は 
(「保存値」と「初期値」が異なるという前提で)、ターゲット選択画面で
DEFAULT TARGETSソフトキーを押します。 

• 画面のターゲット名がDEFAULT CALIBRATION TARGETSに変更され、
DEFAULT TARGETSソフト・キーが強調表示されます。 

• ターゲットを選択して調整画面に切り替わると、ターゲット初期値が表
示されます。これ以降、ターゲットの保存値に設定を戻すか、選択され
たターゲット値を変更しない限り、ターゲットは全て初期値です。 

• ターゲット選択画面に戻り、DEFAULT TARGETSソフト・キーをもう1
度押すとタイトルがSAVED CALIBRATION TARGETSに戻り、ターゲッ
ト値が保存値に戻ります — 言い換えると、DEFAULT TARGETSキーを
押すことで、ターゲット値の設定が「保存値」と「初期値」交互に切り
替わります。 

校正ターゲットの修正 

調整画面では、現在のターゲット値をターゲット初期値でも前回の校正の「保存
値」でもなく、新しい値に変更することができます。ターゲット値は初期値から
でも保存値からでも変更できますが、どちらの場合もその値は新しい保存値とな
ります。ターゲット初期値は変更されません。 

現在の振幅ターゲットを変更するには： 

• 「タブ」  キーを使ってカーソルを変更する値に置き、、、 
および  キーを使ってターゲット振幅を必要な値に設定します。 

注記 
初期値から変更できるターゲット値の範囲には制限があります。例
えば1.0000 mVでは、ターゲットを1.0700 mV以上、または
0.9300 mV未満には設定できません。この上下限値を超えると、エ
ラー・メッセージ「Outside amplitude range」が表示されます。 
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• SAVE TARGET ソフト・キーを押して変更を保存します。「TARGET 
SAVED」というメッセージが表示されます。 

• 変更が記録されたかどうかはEXITを押してターゲット選択画面に戻れば
確認できます。変更されていれば保存値とは異なる値が表示されている
はずです (DEFAULT TARGETSが強調表示されていなければ)。ターゲッ
ト初期値が選択されたままでは、まだ変更されていません。DEFAULT 
TARGETSキーを押して保存値の表示に戻り、ターゲット保存値の変更を
書き留めてください。 

• 同じターゲットのソフト・キーを押して調整画面に戻ると、9500Bの出

力の振幅が調整のために保存した値に変更されていることが確認できま

す。 

9500B のターゲット値での校正 

出力振幅の調整 

ターゲット値を希望通りに設定したら、次のステップは出力を適切な外部標準で
測定できるよう、外部回路を設定することです。 

ターゲット値で校正するには、調整画面を使用します： 
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• 出力がオフになっていることを確認します。 

注記 
調整画面の使用中、選択したハードウェア構成において選択したタ
ーゲット値での承認された再校正を実行する場合を除いて、
ACCEPT CALIBソフトキーは押さないでください。不注意でCALIB
キーを押してしまい意図せず校正を開始してしまうことがないよ
う、調整画面は9500Bの出力がオフの状態で始まります。9500Bの
出力をオンにせずに間違ってACCEPT CALIB キーを押してしまっ
たり、校正を開始しようとしたりすると、次のエラー・メッセージ
が表示されます： 

Output must be ON for CAL 
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出力がオフの状態では、保存されている現在の補正値は変更されません。 

• 調整画面が表示され、O/P Amplitudeの値にカーソルがあることを確認し
てください。 

• 出力をオンに設定します。表示されている出力値は既にターゲット値に
追随しているため、外部標準の測定値には出力値とターゲット値の間の
誤差が含まれています。 

• O/P Amplitude の値にカーソルを置いた状態で、、、および
キーを使って、外部標準の測定値がターゲット値と同じ値になるま
で出力の振幅を調整します。この時点ではO/P Amplitude の表示値に誤差
が含まれている点にご留意ください。 

注記 
出力の振幅値を変更できる範囲には制限があります。例えば1.0000 
mVでは、振幅を1.4500 mV以上、または0.8880 mV未満には設定で
きません。この上下限値を超えると、エラー・メッセージ「Outside 
amplitude range」が表示されます。 

• 外部標準の測定値がターゲット値と一致していることが確認できたら、
ACCEPT CALIBソフト・キーを押して調整を実行してください。O/P 
Amplitudeの表示値が再びターゲット値と一致し、外部標準の測定値もタ
ーゲット値と一致したままになります。これでこのターゲットの調整は
完了です。 

ターゲットの選択 

ターゲット選択画面に戻らなくても、調整画面のNEXT TARGET およびPREV 
TARGET ソフト・キーを使用して、選択中の機能の現在のターゲット・リスト
内を行き来することができます。このリストは第10章、正面パネルからの本体
の機能別校正をご参照ください。 

例えば、直流/矩形波機能の正の直流のターゲットでCal Rangeが2であり、
Target 1 (low — +2.3000 mV) が選択されている場合、NEXT TARGEソフト・キ
ーを押すとCal Range 2、Target 2 (high — +5.0000 mV) に切り替わります。 

一方、同じターゲットでPREV TARGETソフト・キーを押すと、Cal Range 1、
Target 2 (high — +1.9000 mV) に切り替わります。 

「校正ポイントのリセット」 

何度も再校正を繰り返す内に、ある特定の校正ポイントがどちらか一方に大きく
偏ってしまうという状況が起こるかもしれません。出力振幅値とターゲット値の
上下限値の間で不一致が生じる可能性があります。何度も調整を行おうとして
も、9500Bはエラー・メッセージ「Outside amplitude range」を繰り返し、校正
は受け付けられません。 

この不一致は多くの場合、「RESET CAL POINT」ソフト・キーを押して校正メ
モリーをゼロにクリアしてから再校正を行なうことで解決します。 

これで上手くいかない場合は、次の2つの原因が考えられます： 

1. モデル9500Bで不具合が発生している。 

2. 測定機器で不具合が発生しているか、設定が間違っている、またはモデ
ル9500Bの端子との接続が正しくない。 

作業を続行する前に原因を特定して修正する必要があります。それが難しい場合
はフルークのサービスセンターにご連絡ください。 
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交流機能の標準校正 

9500Bの矩形波電圧および正弦波電圧の標準校正は、ターゲット校正ポイントの
周波数も設定する必要があるという点を除いて、この項の、はじめに、ターゲッ
ト選択画面 — ハードウェア構成の選択、調整画面、およびターゲット値での
9500Bの校正で説明した手順と同じ手順で行います。 

出力周波数の合成 

モデル9500Bの矩形波電圧および正弦波電圧の出力周波数は、内蔵の水晶振動子
の基準周波数からデジタル処理で得られます。この水晶振動子はこれらの機能の
出力周波数として十分に安定しており、少なくとも5年は再校正の必要はありま
せん (第10章の特別校正：「周波数の調整」をご参照ください)。 

ターゲット校正ポイントの出力周波数の変更 

ターゲット選択画面で交流機能のターゲット選択画面を表示させると、保存され
ている校正ターゲットにも初期設定の校正ターゲットにも全て、ターゲット校正
ポイントの周波数が含まれていることが分かります。例として、対称矩形波電圧
の校正ターゲット初期値 Cal Range 1—Target 2 は次の画面のようになります： 
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ソフト・キーを押してターゲット 2を選択すると、下図のように現在の出力振幅
の下にターゲットの振幅および周波数が表示されます： 
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校正ポイントの周波数を変更したい場合は、この周波数設定を編集しなければな
りません。 
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そのためにはまず、タブ  キーを押してカーソルを周波数設定に移動させます。そ
して出力およびターゲット振幅を変更するときと同様に、桁編集 (カーソル操作/回
転ノブ) または直接編集 (数字キーパッド) により周波数の設定を変更します。 

注記 
周波数を変更できる範囲には制限があります。例えば1.0000 kHzの
場合、周波数を1.0500 kHz以上、または0.9500 kHz未満には設定で
きません。この上下限値を超えると、エラー・メッセージ「Outside 
frequency range」が表示されます。 

ターゲットが保存されると、ターゲット選択画面に新しく保存されたターゲット
振幅と共に、新しく保存された周波数が表示されます (「DEFAULT 
TARGETS」ソフト・キーが強調表示されていない場合)。第10章、モデル
9500Bのターゲット値での校正に詳述されている通りに校正を続けることができ
ます。 

本体校正の終了 - 校正日および校正期限 

全ての校正が終了して通常の使用に戻る場合の簡単な「終了」方法について説明
します。Calibrationモードを終了するには通常、正面パネル右のModeキーを押
します。このとき、9500Bの校正が変更された可能性がある旨の警告メッセージ
が表示され、次のような選択肢が提示されます： 

• 直接印刷される校正結果の成績書の日付印を変更する (またはしない) 

• 校正期限の日付を入力または変更する 

• 校正期限が切れる前の事前警告の時期を指定する 

以下の段落で画面、必要な操作、その結果について説明します。 

終了：Modeキー — 警告画面 

校正を終了するには正面パネル右のModeキーを押します。9500Bの画面に
「Warning」が表示されます： 

EMITETAD S'YADOT

GNINRAW

LAC
ETADTIXE EUD LAC

ETAD

B0059 eht fo noitarbilac ehT
uoy fi ,degnahc evah won yam

ro lac eht pmats etad ot hsiw
tceles ,etad eud lac eht retla

woleb syektfos eht fo eno

:si etad lac derots ehT
7991/80/31

:si etad eud derots ehT
8991/80/31

 
erw229.eps 

EXITキーのみ 

日付印や、校正期限または事前警告期間を変更したくない場合は、EXITキーを
押します。これにより校正セッションは終了し、モード選択画面に戻り別のモー
ドを選択することができます。 
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成績書の日付印の更新 

日付印を今日の日付に更新する場合は、CAL DATEキーを押します。9500Bに
Cal Date画面が表示されます： 
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英数字キーパッドは使用できません。 

校正期限は変更せずに日付印を更新するだけであれば、EXIT画面キーを押して
モード選択画面に戻ります。 

校正期限および事前警告期間の設定 

注記 
これらのパラメーターを変更しない場合、直接印刷の成績書には既
に保存されているパラメーターが表示されます。 

校正期限をを変更するにはCAL DUE DATEキーを押してください。9500Bに
CAL DUE DATE 画面が表示されます： 
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この画面には校正期限を計算できるように校正日も表示されます。 

校正期限を更新しない場合は、EXIT画面キーを押してください。 

校正期限の設定 

新しい校正期限を設定するには、英数字キーパッドから必要な校正期限日を入力
し、エンター() キーを押します。この画面ではConfigurationモードで設定した
「DATE TIME」の形式で表示されます。よく確認しないと事前警告期間が間違
った日付を基点として計算されてしまうためご注意ください。— オペレーター
ズ・マニュアル第3章の「DATE TIME」をご参照ください。 
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事前警告期間 

校正期限が近づいていることを通知するため、期限前の指定した日から9500Bが
起動される度に、画面に警告が表示されます： 
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校正期限を過ぎると、メッセージは次のように変わります： 
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事前警告期間の設定 

CAL DUE DATE 画面では、現在の事前警告期間に対応する右側の画面キーが強
調表示されています。右側の適切な画面キーを押すとこの期間を変更することが
できます。 

Calibrationモードの完全終了 

校正期限および事前警告期間が正しいことが確認できたら、EXIT画面キーを押
して校正を終了し、モード選択画面に戻ります。 

直接印刷されるこの校正の成績書には保存された校正日および校正期限が表示さ
れます。 

正面パネルからの本体の機能別校正 

はじめに 

この項では、モデル9500Bの機能を正面パネルから校正する手順について説明し
ます。 

その他の機能 
製造時の校正が耐用年数中維持されるか、または下表にある通り既に列記した機
能の校正の結果として自動的に校正されるため、以下の機能については校正の必
要はありません： 

機能 実施される校正 

50 kHzを超える高周波正弦波の平坦度 ヘッドの校正 

500 ps、高電圧および高速エッジ ヘッドの校正 

負荷容量 ヘッドの校正 

終端補償 ヘッドの校正 

デュアル正弦波 正弦波を介して (低周波および平坦度) 

周波数 特別校正 

電流 直流/矩形波を介して 

リニア・ランプ 該当なし 

過負荷パルス 該当なし 
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機能 実施される校正 

ゼロ・スキュー 該当なし 

外部入力 該当なし 

入力リーク 該当なし 

パルス幅 該当なし 
 

従って上記の表の機能の信頼性チェックは行えますが (例。9500B オペレーター
ズ・マニュアル (動作および性能) の第8章、モデル9500Bのテストおよびセルフ
テストに詳述のフル・セルフテスト手順)、手動校正の手順はありません。 

校正手順の概要 

一般的な手順 

モデル9500BのCalibrationモードおよび標準校正 — 基本手順の項ではモデル
9500Bの一般的な校正手順を紹介しました。また、機能、ハードウェア構成、お
よびターゲット校正ポイントの選択方法、これらのターゲット・ポイントでの
9500Bの校正方法についても説明しました。 

ここでその全体のプロセスついてもう一度簡単な手順として説明します： 

1. 9500Bの出力がオフになっていることを確認します。 

2. 必要な測定器を9500Bの出力端子に接続し、測定に必要な機能とレンジ
に設定します。 

3. 背面パネルのCAL (校正) スイッチがENABLEにセットされていることを
確認します。 

4. 正面パネルのModeキーを押してモード選択画面を表示させます。 

5. CALIB画面キーを押して校正画面のパスワード入力を表示させます。 

6. 正しいパスワードを入力して  キーを押し、Calibrationモード画面を表
示させます。 

7. Special画面キーを押して、特別校正画面を表示させます。 

注記 
以下の8～12の値付け操作は、9500Bの標準校正の直前に1度だけ行
なってください。9500Bの各機能を校正する前にこの操作を繰り返
す必要はありません。 

8. Chse-DAC画面キーを押してDACの値付けを開始し、この自動内部調整
が問題なく完了するまで待ちます。 

9. Chse-VCO画面キーを押してVCOの値付けを開始し、この自動内部調整
が問題なく完了するまで待ちます。 

10. Chse-SQU/TRI TMK画面キーを押してタイム・マーカーの値付けを開始
し、この自動内部調整が問題なく完了するまで待ちます。 

11. Chse-LF SIN DC O/S画面キーを押して低周波正弦波の直流オフセットの
値付けを開始し、この自動内部調整が問題なく完了するまで待ちます。 
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12. Chse-PULSE WIDTH画面キーを押してパルス幅の値付けを開始し、この
自動内部調整が問題なく完了するまで待ちます。 

13. EXITソフト・キーを押してCalibrationモード画面を表示させます。 

14. BASE CAL画面キーを押して標準校正の初期画面 — 直流/矩形波；正の直
流電圧機能；ターゲット選択画面、を表示させます。 

15. 校正する機能を選択します。標準校正は以下の機能に対してのみ実施で
きます。直流/矩形波 (WAVEFORMソフト・キーで波形を選択)； 正弦波 
(正面パネルの  キーを押して選択)； 抵抗測定 (正面パネルのAuxキーを
押して選択)。 

注記 
抵抗測定の校正においては9500Bは信号を出力しないため、以下の
手順とまったく同じというわけではありません。負荷抵抗測定の校
正をご参照ください。 

16. 必要な出力信号チャンネル、トリガー・チャンネル、トリガー比 (必要で
あれば) をターゲット選択画面で選択します。本体の校正ではどのチャン
ネルも使用できます。 

17. 適切なCal Rangeを選択して、必要な9500Bのハードウェア構成を選択し
ます。(これらを選択するための各機能のハードウェア構成および適切な
出力値の詳細については本章で後述される詳細手順をご参照ください。)  

18.  

a. 前回の9500Bの校正で使用されたターゲット校正ポイントの「保存
値」を使用する場合は、DEFAULT TARGETS画面キーは押さないで
ください。 

b. このハードウェア構成のために定義されたターゲット校正ポイント
初期値を使用する場合は、DEFAULT TARGETS画面キーを押してく
ださい。 

19. TARGET 1またはTARGET 2画面キーを押してターゲットの調整画面を
表示させます。 

20.  

a. ターゲット校正ポイントの振幅を変更する場合は、カーソルがター
ゲット振幅値のところに来るまでタブ  キーを1回以上押します。
任意の編集モードでこの値を変更します (新しい値は本章後述の詳細
手順で規定された上下限値の範囲内でなければなりません)。 

b. (矩形波まはた正弦波機能のみ) ターゲット校正ポイントの周波数を
変更する場合は、カーソルが周波数値のところに来るまでタブ  キ
ーを1回以上押します。任意の編集モードでこの値を変更します (新
しい値は本章後述の詳細手順で規定された上下限値の範囲内でなけ
ればなりません)。 

c. SAVE TARGET ソフト・キーを押します。 
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21. TARGET 1またはTARGET 2画面キーを押してターゲットの調整画面を
表示させます。 

22. カーソルの位置が9500Bの出力振幅に戻っていることを確認し、カーソ
ル操作部および/または回転ノブを使って、(9500Bの正面パネルのアクテ
ィブ・ヘッド・チャンネルに接続されている) 測定器の読み値が表示され
ているターゲット値と同じになるまで、この値を調整します。 

注記 
外部測定器のセトリング時間を必ず考慮に入れてください。 

23. 測定が終了したら、ACCEPT CALIBキーを押して9500Bで必要とされる
補正係数を生成、適用し、表示されている出力値と実際の出力値が一致
していることを確認します。 

注記 
手順 (23) から (25) で、「NEXT TARGET」および「PREV 
TARGET」キーを押すと、ターゲット選択画面に戻る手間を省けま
す。 

24. EXITを押してターゲット選択画面に戻ります。 

25. ターゲット選択画面に表示されている各ターゲット値で手順 (17) から 
(23) を繰り返します。 

26. 9500Bの校正中の機能に関連する各Cal Rangeで手順 (16) から (24) を繰
り返します。 

27. 9500Bの校正する各機能で手順 (14) から (25) を繰り返します。 

28. Modeキーを押してCalibrationモードを終了します (日付印、校正期限の
変更、および事前警告期間の設定については、標準校正 — 基本手順、校
正の終了 — 校正日および校正期限をご参照ください)。 

29. PROC または MANUAL 画面キーを押して、9500Bをそれぞれ通常の
ProcedureモードまたはManualモードに戻します。 

校正の順番 

以下の表は、9500Bの様々な機能の校正を行なう順番を示しています。全ての機
能を一度に校正する必要はありませんが、リスト内で下の方に記載されている項
目よりも、上の方に記載されている項目の校正を先に行なってください。 

表 10-1.推奨される校正順序 

順番 機能 

1 直流/矩形波：直流電圧 (正) 

2 直流/矩形波：直流電圧 (負) 

3 直流/矩形波：矩形波電圧 (正) 

4 直流/矩形波：矩形波電圧 (負) 
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表 10-1.推奨される校正順序 (続き) 

順番 機能 

5 直流/矩形波：矩形波電圧 (対称) 

6 低周波正弦波 

7 負荷抵抗測定 

直流/矩形波 — 直流電圧校正 

はじめに 

この項ではモデル9500Bの直流/矩形波機能、直流電圧の正面パネル操作からの
校正について説明します。 

• 校正に必要な機器 

• 相互接続 

• 校正の設定 

• 校正手順 

校正に必要な機器 

• 校正対象となるモデル9500Bと9510または9530アクティブ・ヘッド。 

• 標準器として、1 mVから200 Vでの直流電圧確度が±0.005 %より優れた
高分解能デジタル・マルチメーター。 

例、モデル1281デジタル・マルチメーター。 

• BNCと4 mmリードの変換アダプター。 

例：モデル4955校正アダプター。 

• 4 mmの高品質ショート・リード。 
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相互接続 

 
gzh234.eps 

図 10-2.直流/矩形波機能；直流電圧校正 — 相互接続 

校正の設定 

1. 接続： 9500Bと標準器となるデジタル・マルチメーターが図 10-2
のように、または同種のBNC-4mm アダプターを介して接続
されており、共に電源が入っていてウォーム・アップが完了
していることを確認してください。 

2. 9500B： 9500BがBASE CALモードになっていることを確認し、直流/
矩形波；直流電圧 (正) 機能を選択してください (STD CALに
入ったときの初期設定)。必要な出力信号チャンネル (1 MΩ
負荷)、トリガー・チャンネル、トリガー比 (必要であれば) 
をターゲット選択画面で選択します。 

校正手順 

1. Cal Range 1から、表 10-2の全校正ポイントで以下の手順 (2) ～ (13) を行なって
校正を実行します。 

2. 適切なCal Rangeを選択して、必要な9500Bのハードウェア構成を選択します。 

3. このCal Rangeで、(a) または(b) を選択します： 

a. 前回の9500Bの校正で使用されたターゲット校正ポイントの「保存値」を使
用する場合は、DEFAULT TARGETS画面キーは押さないでください。 

b. このハードウェア構成のために定義されたターゲット校正ポイント初期値を
使用する場合は、DEFAULT TARGETS画面キーを押してください。 

4. TARGET 1またはTARGET 2画面キーを押してターゲットの調整画面を表示させ
ます。 
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注記 
このターゲット校正ポイントの振幅を変更しない場合は手順 5は省
略してください。 

5.  

a. ターゲット校正ポイントの振幅を変更する場合は、タブ  キーを押してカ
ーソルをTarget Amplitude の値に合わせます。任意の編集モードでこの値を
変更してください (新しい値は表 10-2に規定されている 大 小値の範囲内
でなければなりません)。 

b. SAVE TARGET ソフト・キーを押します。 

6. モデル4955校正アダプターを使用している場合は、スイッチを「DCV o/c」に設
定します。それ以外の場合はデジタル・マルチメーターの入力が高インピーダン
スになっていることを確認してください。 

7. 標準器となるマルチメーターを測定に適切なレンジに設定します。 

8. ONキーを押して9500Bの出力をオンにします。 

9. タブ  キーを押してカーソルを9500BのO/P Amplitudeに戻し、標準マルチメー

ターの読み値がTarget Amplitude の表示値と同じになるまで、カーソル操作また

は回転ノブでこの値を調整します。 

注記 
外部測定器のセトリング時間を必ず考慮に入れてください。 

10. 測定が終了したら、ACCEPT CALIBキーを押して9500Bで必要とされる補正係
数を生成、適用し、表示されているO/P Amplitude 値と出力の測定値が一致して
いることを確認します。O/P Amplitudeの値はTarget Amplitudeの値に変更さ
れ、このターゲットでの出力の振幅調整は完了です。 

11. EXITキーを押して9500Bの出力をオフにし、ターゲット選択画面に戻ります。 

12. ターゲット選択画面に表示されている各ターゲット値で手順 (3) から (11) を繰
り返します。 

13. 表 10-2の各Cal Rangeで手順 (2) から (12) を繰り返します。 

14. ターゲット選択画面でWAVEFORMソフト・キーを押します。画面右の  キ
ーを押して直流電圧 (負) を選択します。表 10-3の各Cal Rangeで手順 (2) から 
(12) を繰り返します。 

注記 
直流電圧だけでなくその他の機能も校正する場合には、校正の順番
について表 10-1をご参照ください。 
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表 10-2.直流/矩形波機能；直流電圧 (正) ハードウェア構成および校正ターゲット 

機能/ 

波形 

Cal 

Range 
ハードウェア構成の範囲 

Target 1 (low) Target 2 (high) 

初期値 小値 大値 初期値 小値 大値 

 1 888.00 μV - 2.10 mV +1.0000 mV +0.9300 mV +1.0700 mV +1.9000 mV +1.7670 mV +2.0330 mV 

2 2.10 mV - 5.56 mV +2.3000 mV +2.1390 mV +2.4610 mV +5.0000 mV +4.6500 mV +5.3500 mV 

3 5.56 mV - 21.00 mV +6.0000 mV +5.5800 mV +6.4200 mV +19.000 mV +17.670 mV +20.330 mV 

4 21.00 mV - 55.60 mV +23.000 mV +21.390 mV +24.610 mV +50.000 mV +46.500 mV +53.500 mV 

5 55.60 mV - 210.00 mV +60.000 mV +55.800 mV +64.200 mV +190.00 mV +176.70 mV +203.30 mV 

6 210.00 mV - 556.00 mV +230.00 mV +213.90 mV +246.10 mV +500.00 mV +465.00 mV +535.00 mV 

7 556.00 mV - 2.10 V +600.00 mV +558.00 mV +642.00 mV +1.9000 V +1.7670 V +2.0330 V 

8 2.10 V - 5.56 V +2.3000 V +2.1390 V +2.4610 V +5.0000 V +4.6500 V +5.3500 V 

9 5.56 V - 22.24 V +6.0000 V +5.5800 V +6.4200 V +19.000 V +17.670 V +20.330 V 

10 22.24 V - 55.60 V +23.000 V +21.390 V +24.610 V +50.000 V +46.500 V +53.500 V 

11 55.60 V - 222.40 V +60.000 V +55.800 V +64.200 V +190.00 V +176.70 V +203.30 V 

表 10-3.直流/矩形波機能；直流電圧 (負) ハードウェア構成および校正ターゲット 

機能/波

形 

Cal 

Range 
ハードウェア構成の範囲 

Target 1 (low) Target 2 (high) 

初期値 小値 大値 初期値 小値 大値 

 1 888.00 μV - 2.10 mV -1.0000 mV -0.9300 mV -1.0700 mV -1.9000 mV -1.7670 mV -2.0330 mV 

2 2.10 mV - 5.56 mV -2.3000 mV -2.1390 mV -2.4610 mV -5.0000 mV -4.6500 mV -5.3500 mV 

3 5.56 mV - 21.00 mV -6.0000 mV -5.5800 mV -6.4200 mV -19.000 mV -17.670 mV -20.330 mV 

4 21.00 mV - 55.60 mV -23.000 mV -21.390 mV -24.610 mV -50.000 mV -46.500 mV -53.500 mV 

5 55.60 mV - 210.00 mV -60.000 mV -55.800 mV -64.200 mV -190.00 mV -176.70 mV -203.30 mV 

6 210.00 mV - 556.00 mV -230.00 mV -213.90 mV -246.10 mV -500.00 mV -465.00 mV -535.00 mV 

7 556.00 mV - 2.10 V -600.00 mV -558.00 mV -642.00 mV -1.9000 V -1.7670 V -2.0330 V 

8 2.10 V - 5.56 V -2.3000 V -2.1390 V -2.4610 V -5.0000 V -4.6500 V -5.3500 V 

9 5.56 V - 22.24 V -6.0000 V -5.5800 V -6.4200 V -19.000 V -17.670 V -20.330 V 

10 22.24 V - 55.60 V -23.000 V -21.390 V -24.610 V -50.000 V -46.500 V -53.500 V 

11 55.60 V - 222.40 V -60.000 V -55.800 V -64.200 V -190.00 V -176.70 V -203.30 V 
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直流/矩形波 — 矩形波の校正 

はじめに 

この項ではモデル9500Bの直流/矩形波機能、矩形波の正面パネル操作からの校
正について説明します。次の項目で構成されています： 

• 校正に必要な機器 

• 相互接続 

• 校正の設定 

• 校正手順 

校正に必要な機器 

• 検証対象となるモデル9500Bと9510または9530アクティブ・ヘッド。 

• 標準器として、2.5 mVから35V、1 kHzでのRMS交流電圧確度が±0.01 %
より優れた高分解能デジタル・マルチメーター。 

例：モデル1281デジタル・マルチメーター。 

• BNCと4 mmリードの変換アダプター。 

例：モデル4955校正アダプター。 

• 4 mmの高品質ショート・リード。 

相互接続 

 
gzh235.eps 

図 10-3.直流/矩形波機能；矩形波の校正 — 相互接続 
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校正の設定 

1. 接続： 9500Bと標準器となるデジタル・マルチメーターが図 10-3の
ように、または同種のBNC-4mm アダプターを介して接続され
ており、共に電源が入っていてウォーム・アップが完了してい
ることを確認してください。 

2. 9500B： 9500BがBASE CALモードであることを確認し、直流/矩形波の
矩形波 (正) 機能を選択してください (ターゲット選択画面の初
期画面からWAVEFORMソフト・キーを押して、画面右側の
 ソフト・キーを押してください)。必要な出力信号チャンネ
ル (1 MΩ負荷)、トリガー・チャンネル、トリガー比 (必要であ
れば) をターゲット選択画面で選択します。 

校正手順 

1. Cal Range 1から、表 10-4の全校正ポイントで以下の手順 (2) ～ (13) を
行なって校正を実行します。 

2. 適切なCal Rangeを選択して、必要な9500Bのハードウェア構成を選択し
ます。 

3. このCal Rangeで、(a) または(b) を選択します： 

a. 前回の9500Bの校正で使用されたターゲット校正ポイントの「保存
値」を使用する場合は、DEFAULT TARGETS画面キーは押さないで
ください。 

b. このハードウェア構成のために定義されたターゲット校正ポイント初
期値を使用する場合は、DEFAULT TARGETS画面キーを押してくだ
さい。 

4. TARGET 1またはTARGET 2画面キーを押してターゲットの調整画面を
表示させます。 

注記 
このターゲット校正ポイントの振幅を変更しない場合は手順 5は省
略してください。周波数は固定され、変更できません。 

5.  

a. ターゲット校正ポイントの周波数を変更する場合は、タブ  キーを
押してカーソルをFrequencyの値に合わせます。任意の編集モードで
この値を変更してください (新しい値は表 10-4に規定されている 大

小値の範囲内でなければなりません)。 

b. ターゲット校正ポイントの振幅を変更する場合は、タブ  キーを押
してカーソルをTarget Amplitude の値に合わせます。任意の編集モー
ドでこの値を変更してください (新しい値は表 10-4に規定されている

大 小値の範囲内でなければなりません)。 

c. SAVE TARGET ソフト・キーを押します。 

6. モデル4955校正アダプターを使用している場合は、スイッチを「SQV 
o/c」に設定します。モデル4955を使用していない場合は、マルチメータ
ーの入力が高インピーダンスのAC結合になっていることを確認してくだ
さい。 

7. 標準器となるマルチメーターを適切なRMS電圧の測定レンジに設定しま
す。 

8. 以下の係数から、9500Bのpk-pk出力電圧のRMS値を計算します：  

(1 kHzの時、RMS = 0.5 x 0.999917 x pk-pk) 
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注記 
この係数は1 kHzの場合にのみ適用され、モデル4955が「SQV 
o/c」にセットされていることを前提としています。83 ppmの補正
値は、矩形波の有限の立ち上がり時間と、RMS値に変換したときの
減少分に起因します。 

9. ONキーを押して9500Bの出力をオンにします。 

10. タブ  キーを押してカーソルを9500BのO/P Amplitudeに戻し、標準マ
ルチメーターの読み値が、表示されているTarget Amplitudeのpk-pk値
の、手順 (8)で計算したRMS値と同じになるまで、カーソル操作または回
転ノブでこの値を調整します。 

注記 
外部測定器のセトリング時間を必ず考慮に入れてください  - 約30-
40秒。 

11. 測定が終了したら、ACCEPT CALIBキーを押して9500Bで必要とされる
補正係数を生成、適用し、表示されているO/P Amplitude 値と出力の測定
値が一致していることを確認します。O/P Amplitudeの値はTarget 
Amplitudeの値に変更され、このターゲットでの出力の振幅調整は完了で
す。 

12. EXITキーを押して9500Bの出力をオフにし、ターゲット選択画面に戻り
ます。 

13. ターゲット選択画面に表示されている各ターゲット値で手順 (3) から 
(12) を繰り返します。 

14. 表 10-4の各Cal Rangeで手順 (2) から (13) を繰り返します。 

15. ターゲット選択画面でWAVEFORMソフト・キーを押します。画面右側
の  キーを押して矩形波 (負) を選択します。表 10-5の各Cal 
Range、ターゲット、上下限値で手順 (1) から (14) を繰り返します。 

16. ターゲット選択画面でWAVEFORMソフト・キーを押します。画面右側
の  キーを押して矩形波 (対称) を選択します。表 10-6の各Cal 
Range、ターゲット、上下限値で手順 (1) から (14) を繰り返します。 

注記 
矩形波だけでなくその他の機能も校正する場合には、校正の順番に
ついて表 10-1をご参照ください。 



9500B 
オペレーター・マニュアル 

10-36 

表 10-4.直流/矩形波機能；矩形波 (正) ハードウェア構成および校正ターゲット 

機能/ 

波形 

Cal 

Range 

周波数ターゲット 
ハードウェア構成の

範囲 

Target 1 (low) pk-pk Target 2 (high) pk-pk 

初期値 小値 大値 初期値 小値 大値 初期値 小値 大値 

 1 1 kHz 0.9500 kHz 1.0500 kHz 556.01 μV - 2.10 mV 800.00 μV 744.00 μV 856.00 μV 1.9000 mV 1.7670 mV 2.0330 mV

2 1 kHz 0.9500 kHz 1.0500 kHz 2.10 mV - 5.56 mV 2.3000 mV 2.1390 mV 2.4610 mV 5.0000 mV 4.6500 mV 5.3500 mV

3 1 kHz 0.9500 kHz 1.0500 kHz 5.56 mV - 21.00 mV 6.0000 mV 5.5800 mV 6.4200 mV 19.000 mV 17.670 mV 20.330 mV

4 1 kHz 0.9500 kHz 1.0500 kHz 21.00 mV - 55.60 mV 23.000 mV 21.390 mV 24.610 mV 50.000 mV 46.500 mV 53.500 mV

5 1 kHz 0.9500 kHz 1.0500 kHz 55.60 mV - 210.00 mV 60.000 mV 55.800 mV 64.200 mV 190.00 mV 176.70 mV 203.30 mV

6 1 kHz 0.9500 kHz 1.0500 kHz 210.00 mV - 556.00 mV 230.00 mV 213.90 mV 246.10 mV 500.00 mV 465.00 mV 535.00 mV

7 1 kHz 0.9500 kHz 1.0500 kHz 556.00 mV - 2.10 V 600.00 mV 558.00 mV 642.00 mV 1.9000 V 1.7670 V 2.0330 V 

8 1 kHz 0.9500 kHz 1.0500 kHz 2.10 V - 5.56 V 2.3000 V 2.1390 V 2.4610 V 5.0000 V 4.6500 V 5.3500 V 

9 1 kHz 0.9500 kHz 1.0500 kHz 5.56 V - 22.24 V 6.0000 V 5.5800 V 6.4200 V 19.000 V 17.670 V 20.330 V 

10 1 kHz 0.9500 kHz 1.0500 kHz 22.24 V - 55.60 V 23.000 V 21.390 V 24.610 V 50.000 V 46.500 V 53.500 V 

11 1 kHz 0.9500 kHz 1.0500 kHz 55.60 V - 222.40 V 60.000 V 55.800 V 64.200 V 190.00 V 176.70 V 203.30 V 

表 10-5.直流/矩形波機能；矩形波 (負) ハードウェア構成および校正ターゲット 

機能/ 

波形 

Cal 

Range 

周波数ターゲット 
ハードウェア構成の

範囲 

Target 1 (low) Target 2 (high) 

初期値 小値 大値 初期値 小値 大値 初期値 小値 大値 

 1 1 kHz 0.9500 kHz 1.0500 kHz 556.01 μV - 2.10 mV 800.00 μV 744.00 μV 856.00 μV 1.9000 mV 1.7670 mV 2.0330 mV 

2 1 kHz 0.9500 kHz 1.0500 kHz 2.10 mV - 5.56 mV 2.3000 mV 2.1390 mV 2.4610 mV 5.0000 mV 4.6500 mV 5.3500 mV 

3 1 kHz 0.9500 kHz 1.0500 kHz 5.56 mV - 21.00 mV 6.0000 mV 5.5800 mV 6.4200 mV 19.000 mV 17.670 mV 20.330 mV 

4 1 kHz 0.9500 kHz 1.0500 kHz 21.00 mV - 55.60 mV 23.000 mV 21.390 mV 24.610 mV 50.000 mV 46.500 mV 53.500 mV 

5 1 kHz 0.9500 kHz 1.0500 kHz 55.60 mV - 210.00 mV 60.000 mV 55.800 mV 64.200 mV 190.00 mV 176.70 mV 203.30 mV 

6 1 kHz 0.9500 kHz 1.0500 kHz 210.00 mV - 556.00 mV 230.00 mV 213.90 mV 246.10 mV 500.00 mV 465.00 mV 535.00 mV 

7 1 kHz 0.9500 kHz 1.0500 kHz 556.00 mV - 2.10 V 600.00 mV 558.00 mV 642.00 mV 1.9000 V 1.7670 V 2.0330 V 

8 1 kHz 0.9500 kHz 1.0500 kHz 2.10 V - 5.56 V 2.3000 V 2.1390 V 2.4610 V 5.0000 V 4.6500 V 5.3500 V 

9 1 kHz 0.9500 kHz 1.0500 kHz 5.56 V - 22.24 V 6.0000 V 5.5800 V 6.4200 V 19.000 V 17.670 V 20.330 V 

10 1 kHz 0.9500 kHz 1.0500 kHz 22.24 V - 55.60 V 23.000 V 21.390 V 24.610 V 50.000 V 46.500 V 53.500 V 

11 1 kHz 0.9500 kHz 1.0500 kHz 55.60 V - 222.40 V 60.000 V 55.800 V 64.200 V 190.00 V 176.70 V 203.30 V 



 校正 
 正面パネルからの本体の機能別校正10 

  10-37 

表 10-6.直流/矩形波機能；矩形波 (対称) ハードウェア構成および校正ターゲット 

機能/ 

波形 

Cal 

Range 

周波数ターゲット 
ハードウェア構成の

範囲 

Target 1 (low) Target 2 (high) 

初期値 小値 大値 初期値 小値 大値 初期値 小値 大値 

 1 1 kHz 0.9500 kHz 1.0500 kHz 556.01 μV - 2.10 mV 800.00 μV 744.00 μV 856.00 μV 1.9000 mV 1.7670 mV 2.0330 mV 

2 1 kHz 0.9500 kHz 1.0500 kHz 2.10 mV - 5.56 mV 2.3000 mV 2.1390 mV 2.4610 mV 5.0000 mV 4.6500 mV 5.3500 mV 

3 1 kHz 0.9500 kHz 1.0500 kHz 5.56 mV - 21.00 mV 6.0000 mV 5.5800 mV 6.4200 mV 19.000 mV 17.670 mV 20.330 mV 

4 1 kHz 0.9500 kHz 1.0500 kHz 21.00 mV - 55.60 mV 23.000 mV 21.390 mV 24.610 mV 50.000 mV 46.500 mV 53.500 mV 

5 1 kHz 0.9500 kHz 1.0500 kHz 55.60 mV - 210.00 mV 60.000 mV 55.800 mV 64.200 mV 190.00 mV 176.70 mV 203.30 mV 

6 1 kHz 0.9500 kHz 1.0500 kHz 210.00 mV - 556.00 mV 230.00 mV 213.90 mV 246.10 mV 500.00 mV 465.00 mV 535.00 mV 

7 1 kHz 0.9500 kHz 1.0500 kHz 556.00 mV - 2.10 V 600.00 mV 558.00 mV 642.00 mV 1.9000 V 1.7670 V 2.0330 V 

8 1 kHz 0.9500 kHz 1.0500 kHz 2.10 V - 5.56 V 2.3000 V 2.1390 V 2.4610 V 5.0000 V 4.6500 V 5.3500 V 

9 1 kHz 0.9500 kHz 1.0500 kHz 5.56 V - 22.24 V 6.0000 V 5.5800 V 6.4200 V 19.000 V 17.670 V 20.330 V 

10 1 kHz 0.9500 kHz 1.0500 kHz 22.24 V - 55.60 V 23.000 V 21.390 V 24.610 V 50.000 V 46.500 V 53.500 V 

11 1 kHz 0.9500 kHz 1.0500 kHz 55.60 V - 222.40 V 60.000 V 55.800 V 64.200 V 190.00V 176.70 V 203.30 V 

低周波正弦波電圧の校正 

はじめに 

この項ではモデル9500Bの低周波正弦波機能の正面パネル操作からの校正につい
て説明します。 

次の項目で構成されています： 

• 校正に必要な機器 

• 相互接続 

• 校正の設定 

• 校正手順 

校正に必要な機器 

• 校正対象となるモデル9500Bとアクティブ・ヘッド。 

• 標準器として、0.5 Vから2Vまで、1 kHzでのRMS交流電圧確度が±0.3 %
より優れている高分解能デジタル・マルチメーター。例、モデル1281デ
ジタル・マルチメーター。 

• 50 Ω負荷の、BNCと4 mmリードの変換アダプター。例：モデル4955校
正アダプター。 

• 4 mmの高品質ショート・リード。 
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相互接続 

 
gzh236.eps 

図 10-4.低周波正弦波の校正 — 相互接続 

校正の設定 

1. 接続： 9500Bとデジタル・マルチメーターが図 10-4のように、ま
たは同種のBNC-4mm アダプターおよび50 Ω負荷を介して
接続されており、共に電源が入っていてウォーム・アップ
が完了していることを確認してください。 

2. 9500B： 9500BでBASE CALモードが選択されていることを確認
し、低周波正弦波機能を選択してください (ターゲット選
択画面の初期画面で、正面パネル右の  キーを押してく
ださい)。必要な出力信号チャンネル (50 Ω負荷)、トリガ
ー・チャンネル、トリガー比 (必要であれば) をターゲッ
ト選択画面で選択します。 

校正手順 

1. Cal Range 1から、表 10-4の全校正ポイントで以下の手順 (2) ～ (13) を行
なって校正を実行します。 

2. 適切なCal Rangeを選択して、必要な9500Bのハードウェア構成を選択し
ます。 
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3. このCal Rangeで、(a) または(b) を選択します： 

a. 前回の9500Bの校正で使用されたターゲット校正ポイントの「保
存値」を使用する場合は、DEFAULT TARGETS画面キーは押さな
いでください。 

b. このハードウェア構成のために定義されたターゲット校正ポイン
ト初期値を使用する場合は、DEFAULT TARGETS画面キーを押し
てください。 

4. TARGET 1、TARGET 2、 TARGET 3 または TARGET 2 画面キーを押し
てターゲットの調整画面を表示させます。 

注記 
このターゲット校正ポイントの周波数または振幅を変更しない場合
は手順 5は省略してください。 

5.  

a. ターゲット校正ポイントの周波数を変更する場合は、タブ  キーを
押してカーソルをFrequencyの値に合わせます。任意の編集モードで
この値を変更してください (新しい値は表 10-7に規定されている 大

小値の範囲内でなければなりません)。 

b. ターゲット校正ポイントの振幅を変更する場合は、タブ  キーを押
してカーソルをTarget Amplitude の値に合わせます。任意の編集モー
ドでこの値を変更してください (新しい値は表 10-7に規定されている

大 小値の範囲内でなければなりません)。 

c. SAVE TARGET ソフト・キーを押します。 

6. モデル4955校正アダプターを使用している場合は、スイッチを「SQV 50 
Ω」に設定します。モデル4955を使用していない場合は、マルチメーター
の入力が外部負荷インピーダンス50 ΩでのAC結合になっていることを確
認してください。 

7. 標準器となるマルチメーターを適切なRMS電圧の測定レンジに設定しま
す。 

8. 以下の係数から、9500Bのpk-pk出力電圧のRMS値を計算します： 

(RMS = 0.5 x 0.70710 x pk-pk) 

注記 
上記の数値は標準マルチメーターの入力がAC結合の場合にのみ適用
されます。 

9. ONキーを押して9500Bの出力をオンにします。 

10. タブ  キーを押してカーソルを9500BのO/P Amplitudeに戻し、標準マル
チメーターの読み値が、表示されているTarget Amplitudeのpk-pk値の、手
順 (8)で計算したRMS値と同じになるまで、カーソル操作または回転ノブ
でこの値を調整します。 

注記 
外部測定器のセトリング時間を必ず考慮に入れてください  - 約60秒。 

11. 測定が終了したら、ACCEPT CALIBキーを押して9500Bで必要とされる補
正係数を生成、適用し、表示されているO/P Amplitude 値と出力の測定値
が一致していることを確認します。O/P Amplitudeの値はTarget Amplitude
の値に変更され、このターゲットでの出力の振幅調整は完了です。 



9500B 
オペレーター・マニュアル 

10-40 

12. EXITキーを押して9500Bの出力をオフにし、ターゲット選択画面に戻りま
す。 

13. ターゲット選択画面に表示されている各ターゲット値で手順 (3) から (12) 
を繰り返します。 

14. 表 10-7の各Cal Rangeで手順 (2) から (13) を繰り返します。 

注記 
矩形波だけでなくその他の機能も校正する場合には、校正の順番に
ついて表 10-1をご参照ください。 

表 10-7.低周波正弦波機能；ハードウェア構成および校正ターゲット 

機能/ 

波形 

Cal 

Range 

ターゲ

ット番

号 

ターゲット周波数 
ハードウェア構成

の範囲 

ターゲット振幅 

初期値 小値 大値 初期値 小値 大値 

 1 1 1.0000 kHz 0.9000 kHz 1.1000 kHz 1.400 V - 2.224 V 1.6000 V 1.5500 V 1.7000 V 

2 1.0000 kHz 0.9000 kHz 1.1000 kHz 1.400 V - 2.224 V 1.9000 V 1.8000 V 2.0000 V 

3 45.000 kHz 44.000 kHz 46.000 kHz 1.400 V - 2.224 V 1.6000 V 1.5500 V 1.7000 V 

4 45.000 kHz 44.000 kHz 46.000 kHz 1.400 V - 2.224 V 1.9000 V 1.8000 V 2.0000 V 

2 1 1.0000 kHz 0.9000 kHz 1.1000 kHz 2.224 V - 5.56 V 2.6000 V 2.5500 V 3.0000 V 

2 1.0000 kHz 0.9000 kHz 1.1000 kHz 2.224 V - 5.56 V 4.8000 V 4.2000 V 5.0000 V 

3 45.000 kHz 44.000 kHz 46.000 kHz 2.224 V - 5.56 V 2.6000 V 2.5500 V 3.0000 V 

4 45.000 kHz 44.000 kHz 46.000 kHz 2.224 V - 5.56 V 4.8000 V 4.2000 V 5.0000 V 

負荷抵抗測定の校正 

はじめに 

この項ではモデル9500Bの負荷抵抗測定機能の正面パネル操作からの校正につい
て説明します。次の項目で構成されています： 

• 校正に必要な機器 

• 相互接続 

• 校正の設定 

• 校正手順 

校正に必要な機器 

• 検証対象となるモデル9500Bと9510または9530アクティブ・ヘッド。 

• 標準器として、確度が0.02 %より優れており、トレーサビリティが保証
された、50 Ω、50 kΩ、1 MΩ および 19 MΩの抵抗測定用の高分解能デ
ジタル・マルチメーター。例、モデル1281デジタル・マルチメーター。 

• 負荷を50 Ω、50 kΩ、1 MΩ および 19 MΩに切り替え可能な、BNCと4 
mmリードの変換アダプター。 

例：モデル4955校正アダプター。 

• 4 mmの高品質ショート・リード。 
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相互接続 

 
gzh237.eps 

図 10-5.負荷抵抗測定機能の校正 (基準負荷50 Ω) — 相互接続 

校正の設定 

1. 接続： 9500Bとデジタル・マルチメーターが図 10-5のように、
または同種のBNC-4mm アダプターおよび50 Ω負荷を介
して接続されており、共に電源が入っていてウォーム・ア
ップが完了していることを確認してください。 

2. 9500B： 9500BでBASE CALモードが選択されていることを確認
し、負荷抵抗測定機能を選択してください (ターゲット選
択画面の初期画面で、正面パネル右のAuxキーを押してく
ださい)。ターゲット選択画面から必要な出力信号チャン
ネルを選択してください。 

校正手順 

1. Target 1から、表 10-8の全校正ポイントで以下の手順 (2) ～ (15) を行な
って校正を実行します。 

2. (a) または (b) を選択します： 

a. 前回の9500Bの校正で使用されたターゲット校正ポイントの「保存
値」を使用する場合は、DEFAULT TARGETS画面キーは押さないで
ください。 

b. ターゲット校正ポイント初期値を使用する場合は、DEFAULT 
TARGETS画面キーを押してください。 

c. ターゲットの保存値/初期値は公称値と見なされ、校正時には実際の
値が使用されます。この値は通常、手順 13では保存されません。 
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3. 適切なTARGET 1、TARGET 2、TARGET 3 または TARGET 4画面キーを押
して必要な負荷抵抗を選択し、ターゲット調整画面を表示させます。 

注記 
このターゲット校正ポイントの抵抗値を変更しない場合は手順 (4)は
省略してください。 

4.  

a. ターゲット抵抗を変更する場合は、任意の編集モードで変更してくだ
さい (新しい値は表 10-8で規定されている 大 小値の範囲内でなけ
ればなりません)。 

b. SAVE TARGET ソフト・キーを押します。 

5. モデル4955校正アダプターを使用している場合： 

a. アクティブ・ヘッドの出力BNC端子がモデル4955の入力端子に接続
されていないことを確認してください。 

b. モデル4955校正アダプターのスイッチを表 10-8に記されている通り
にセットしてください。 

6. モデル4955を使用していない場合、9500Bのアクティブ・ヘッドの出力
BNC端子が接続されていない状態で、適切な負荷抵抗を測定するための
外部回路 (4線式) を設定してください。 

7. 標準となるマルチメーターを適切な抵抗測定レンジに設定し、抵抗値を
測定、結果を記録します。 

注記 
外部測定器のセトリング時間を必ず考慮に入れてください。 

8. モデル4955校正アダプターを使用している場合： 

a. モデル4955校正アダプターのスイッチを表 10-8に記されている通り
にセットしてください。 

b. アクティブ・ヘッドの出力BNC端子をモデル4955の入力端子に接続
し直してください。 

9. モデル4955を使用していない場合は、負荷抵抗をデジタル・マルチメー
ターから外して、9500Bアクティブ・ヘッドの出力BNC端子に接続し直
してください。 

10. ONキーを押して9500Bの出力をオンにします。 

11. カーソル操作および/まはた回転ノブで、Target Resを手順 (7) で測定し
た値に設定します。 

12. ACCEPT CALIBを押して補正係数を生成、適用します。Measured Resの
値はTarget Resの値に変更され、このターゲットでの調整は完了です。 

注記 
このターゲット校正ポイントの抵抗値を保存しない場合は手順 (13)
は省略してください。 

13. SAVE TARGET ソフト・キーを押します。 

14. EXITキーを押して9500Bの出力をオフにし、ターゲット選択画面に戻り
ます。 

15. ターゲット選択画面に表示されている各ターゲット値で手順 (2) ～ (14) 
を繰り返します (表10-8もご参照ください)。 
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注記 
矩形波だけでなくその他の機能も校正する場合には、校正の順番に
ついて表 10-1をご参照ください。 

表 10-8.負荷抵抗測定機能；校正ターゲット 

機能 
ターゲット

番号 

ターゲット抵抗 4955のスイッチ位置 

初期値 小値 大値 手順5 (b) 手順8 (a) 

 1 50.000 Ω 45.000 Ω 55.000 Ω Ref 50 Ω Meas 50 Ω 

2 50.000 kΩ 45.000 kΩ 55.000 kΩ Ref 50 kΩ  Meas 50 kΩ 

3 1.0000 MΩ 0.9000 MΩ 1.1000 MΩ Ref 1 MΩ  Meas 1 MΩ 

4 19.000 MΩ 18.000 MΩ 19.900 MΩ Ref 19 MΩ  Meas 19 MΩ 

9510/9530/9550/9560 ヘッドの校正手順 
9510/9530/9550/9560 ヘッドの校正手順の項では、モデル9510、9530、9550 お
よび 9560 ヘッド機能の、正面パネルからの校正手順を説明します。 

• 定振幅正弦波機能：低周波ゲインの校正 

• 定振幅正弦波機能：高周波の校正 

• エッジ機能の校正 

• タイム・マーカーの校正 

• 負荷容量の校正 

• 50 Ω/1 MΩ レシオの校正 

• ヘッド校正の終了 

9500Bのヘッド機能の校正は、上記のリストの順番通りに行なってください。ヘ
ッドの校正には、検証済みの9500B本体が必要です。 

注記 
ヘッドの校正は、本体の帯域幅の範囲内でしか行えません(表 10-9
参照)。例えば、本体のオプション9500B/600とヘッド 9510では、
検証が可能なのは600 MHzまでです。 

表 10-9.ヘッドの校正と本体との適合性 

モデル 9510 9530 9550 9560 

400 MHz (本体) No No Yes No 

600 MHz (本体) No No Yes No 

1.1 GHz (本体) Yes No Yes No 

3.2 GHz (本体) Yes Yes Yes Yes 
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定振幅正弦波機能：低周波ゲイン 

概要 

定振幅正弦波の低周波ゲインは、校正手順：低周波ゲインに記載されている手順
で校正します。 

低周波ゲインの校正で必要な機器については、必要な機器、および校正の設定内
の校正設定をご参照ください。 

必要な機器 

• 校正対象となるアクティブ・ヘッドを検証済みの9500B本体に接続。 

• 標準器として、10 mVから3Vまで、1 kHzでのRMS交流電圧確度が
±0.3 %より優れた高分解能デジタル・マルチメーター。 

例：モデル1281デジタル・マルチメーター。 

• BNCまたはPC3.5と4 mmリードの変換アダプター。 

例：モデル4955校正アダプター。 

• 校正アダプターとマルチメーター間を接続する4 mmの高品質ショート・
リード。 

校正の設定 

接続： 9500Bとデジタル・マルチメーターが図 10-6のように、または同
種のBNCまたはPC3.5と4mmリードのアダプターを介して接続さ
れており、共に電源が入っていてウォーム・アップが完了してい
ることを確認してください。 

 
gzh238.eps 

図 10-6.低周波正弦波の校正 — 相互接続 
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校正手順：低周波ゲイン 

1. 9500BでHEAD CALモードが選択されていることを確認し、正弦波、低周波
正弦波機能を選択します。 

2. TARGET 1を選択します。 

3. 出力をONにし、マルチメーターの読み値が安定するまで待ちます。 

4. モデル4955校正アダプターを使用している場合は、表 10-10に従ってスイッ
チを「SQV o/c」にセットします。モデル4955を使用していない場合は、デ
ジタル・マルチメーターの入力が表 10-10の通り、入力インピーダンス50 Ω 
または 1 MΩでAC結合されていることを確認してください。 

5. RMS出力電圧校正ポイントの正しいRMS電圧レンジを選択します。 

6. マルチメーターの読み値が9500BのTarget Amplitude と同じになるまで、
9500Bの出力振幅を調整します： 

pk-pk 電圧 = 2 * √ (2) * RMS 電圧 

7. ACCEPT CALIBを押します。 

8. 次のターゲットを選択して手順4に戻ります。全てのターゲットでこれを繰
り返してください。 

表 10-10.定振幅正弦波：低周波ゲイン 

校正ポイント 周波数 出力電圧 出力負荷 

Target 1 1 kHz 1 3.0000 V 50 Ω 

Target 2 1 kHz 1.0072 V 50 Ω 

Target 3 1 kHz 316.49 mV 50 Ω 

Target 4 1 kHz 316.49 mV 50 Ω 

Target 5 1 kHz 3.0000 V 1 MΩ 

定振幅正弦波機能：高周波の校正 

概要 

定振幅正弦波機能の高周波校正は、校正手順：高周波の直線性～校正手順：3 
GHz定振幅正弦波機能：高周波の平坦度 (9530のみ) の項に記載されている手順
で校正します。校正手順：3 GHz定振幅正弦波機能：高周波の直線性 (9530の
み) および校正手順：3 GHz定振幅正弦波機能：高周波の平坦度 (9530のみ) に記
載されている3 GHzの校正は、モデル9530 ヘッドのみに適用され、6 GHzはモ
デル9560ヘッドのみに適用されます。 

低周波ゲインの校正で必要な機器については、必要な機器、および校正の設定内
の校正設定をご参照ください。 

必要な機器 

• 検証対象となるアクティブ・ヘッドを検証済みの9500B本体に接続。 

• 50 Ω負荷で50 kHzから6 GHz、20 mVp-pから5.5 Vp-pのパワー測定のた
めのRFパワー・メーター。 

例：Marconi社のRFパワー・メーター、モデル6960B 

Rhode and Swartz社のNRV-25ヘッド付属のNRVZ 
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• 振幅測定のための、検証対象のアクティブ・ヘッドとRFパワー・メータ
ーの入力との信号接続用の高精度N-BNCまたはPC3.5 アダプター。 

例：Huber & Suhner社のアダプター・タイプ番号31BNC-N-50-51 または 
31N-PC3.5-50-1。 

校正の設定 

接続： 9500BがRFパワー・メーターに図 10-7のように接続されてお
り、共に電源が入っていてウォーム・アップが完了していること
を確認してください。 
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図 10-7.RF 正弦波電圧の校正 — 相互接続 

校正手順：高周波の直線性 

1. 9500B：9500BでHEAD CAL、Sine、 Hi Frq Sine モード、LINが選択されて
いることを確認します。 

2. 表 10-11の全てのTARGETで以下の手順を実行します。 

3. 9500B：出力をオンに設定します。 

4. パワー・メーター：測定に適したレンジを選択します。 

5. 測定器の読み値がTarget Amplitudeと等しくなるように、9500Bの出力振幅
を調整します。パワーからpk-pk電圧への変換式は次の通りです： pk-pk 電
圧 = √(パワー)*20 

6. ACCEPT CALIBを押します。 

7. 次のターゲットを選択して手順4に戻ります。全てのターゲットでこれを繰
り返してください。 
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表 10-11.定振幅正弦波機能：高周波の直線性 

校正ポイント 電圧 周波数 

Target 1 1.0000 V 250 MHz 

Target 2 1.5000 V 250 MHz 

Target 3 2.0000 V 250 MHz 

Target 4 3.0000 V 250 MHz 

Target 5 5.5000 V 250 MHz 

校正手順：定振幅正弦波機能：高周波の平坦度 

1. 9500B：9500BでHEAD CAL、Sine、 Hi Frq Sineモード、FLATが選択され
ていることを確認します。 

2. 表 10-12の全てのTARGETで以下の手順を実行します。この手順では、同じ
振幅の校正ポイントの次の周波数に進む前に、1つの周波数での全振幅を続
けて校正します。 

3. 9500B：出力をオンに設定します。 

4. パワー・メーター：測定に適したレンジを選択します。 

5. 測定器の読み値がTarget Amplitudeと等しくなるように、9500Bの出力振幅
を調整します。パワーからpk-pk電圧への変換式は次の通りです： pk-pk 電
圧 = √(パワー)*20 

6. ACCEPT CALIBを押します。 

7. 次のターゲットを選択して手順4に戻ります。全てのターゲットでこれを繰
り返してください。 

8. NEXT FREQを押してTARGET 1を選択し、手順4に戻ります。全てのターゲ
ットでこれを繰り返します。 

表 10-12.定振幅正弦波機能：高周波の平坦度 

校正ポイント 電圧 周波数 

Target 1 3.0000 V 50 kHz 

Target 2 1.0072 V 50 kHz 

Target 3 316.49 mV 50 kHz 

Target 4 316.49 mV 50 kHz 
 

各周波数ポイントでTargets 1 - 4の校正ポイントの電圧レベルを使用してこの手
順を繰り返します。合計すると28ステップになります。 

Targets 05 - 08: 10 MHz Targets 17 - 20: 550 MHz 

Targets 09 - 12: 50 MHz Targets 21 - 24: 800 MHz 

Targets 13 - 16: 250 MHz Targets 25 - 28: 1.0 GHz 
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校正手順：3 GHz 定振幅正弦波機能：高周波の直線性 (9530のみ) 

1. 9500B：9500BでHEAD CAL、Sine、3 GHz Sineモード、LINが選択され
ていることを確認します。 

2. 表 10-13の全てのTARGETで以下の手順を実行します。 

3. 9500B：出力をオンに設定します。 

4. パワー・メーター：測定に適したレンジを選択します。 

5. 測定器の読み値がTarget Amplitudeと等しくなるように、9500Bの出力振
幅を調整します。パワーからpk-pk電圧への変換式は次の通りです： 
pk-pk 電圧 = √(パワー)*20 

6. ACCEPT CALIBを押します。 

7. 次のターゲットを選択して手順4に戻ります。全てのターゲットでこれを
繰り返してください。 

表 10-13. 3 GHz 定振幅正弦波機能：高周波の直線性 

校正ポイント 電圧 周波数 

Target 1 450.00 mV 1.2 GHz 

Target 2 800.00 mV 1.2 GHz 

Target 3 1.2000 V 1.2 GHz 

Target 4 2.0000 V 1.2 GHz 

Target 5 2.8000 V 1.2 GHz 

Target 6 3.7000 V 1.2 GHz 

校正手順：3 GHz 定振幅正弦波機能：高周波の平坦度 (9530のみ) 

1. 9500B：9500BでHEAD CAL、Sine、3 GHz Sineモード、FLATが選択さ
れていることを確認します。 

2. 表 10-14の全てのTARGETで以下の手順を実行します。この手順では、
同じ振幅の校正ポイントの次の周波数に進む前に、1つの周波数での全振
幅を続けて校正します。 

3. 9500B：出力をオンに設定します。 

4. パワー・メーター：測定に適したレンジを選択します。 

5. 測定器の読み値がTarget Amplitudeと等しくなるように、9500Bの出力振
幅を調整します。パワーからpk-pk電圧への変換式は次の通りです： 
pk-pk 電圧 = √(パワー)*20 

6. ACCEPT CALIBを押します。 

7. 次のターゲットを選択して手順4に戻ります。全てのターゲットでこれを
繰り返してください。 

8. NEXT FREQを押してTARGET 1を選択し、手順4に戻ります。全てのタ
ーゲットでこれを繰り返します。 
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表 10-14. 3-GHz 定振幅正弦波機能：高周波の平坦度 

校正ポイント 電圧 周波数 

Target 1 2.0000 V 1.2 GHz 

Target 2 671.48 mV 1.2 GHz 

Target 3 210.99 mV 1.2 GHz 

Target 4 70.839 mV 1.2 GHz 

Target 5 22.259 mV 1.2 GHz 
 

各周波数ポイントでTarget 1 - 5の校正ポイントの電圧レベルを使用し、この手
順を繰り返します。合計すると75ステップになります： 

Targets 06 - 10: 1.50 GHz Targets 41 - 45: 2.55 GHz 

Targets 11 - 15: 1.75 GHz Targets 46 - 50: 2.65 GHz 

Targets 16 - 20: 1.95 GHz Targets 51 - 55: 2.80 GHz 

Targets 21 - 25: 2.05 GHz Targets 56 - 60: 2.90 GHz 

Targets 26 - 30: 2.20 GHz Targets 61 - 65: 3.00 GHz 

Targets 36 - 40: 2.45 GHz Targets 71 - 75: 3.20 GHz 

校正手順：6 GHz 定振幅正弦波機能：高周波の直線性 (9560のみ) 

1. 9500B：9500BでHEAD CAL、Sine、6 GHz Sineモード、LINが選択され
ていることを確認します。 

2. 表 10-15の全てのTARGETで以下の手順を実行します。 

3. 9500B：出力をオンに設定します。 

4. パワー・メーター：測定に適したレンジを選択します。 

5. 測定器の読み値がTarget Amplitudeと等しくなるように、9500Bの出力振
幅を調整します。パワーからpk-pk電圧への変換式は次の通りです： 
pk-pk 電圧 = √(パワー)*20 

6. ACCEPT CALIBを押します。 

7. 次のターゲットを選択して手順4に戻ります。全てのターゲットでこれを
繰り返してください。 

表 10-15. 6-GHz 定振幅正弦波機能：高周波の直線性 

校正ポイント 電圧 周波数 

Target 1 450.00 mV 1.2 GHz 

Target 2 700.00 mV 1.2 GHz 

Target 3 1.0000 V 1.2 GHz 

Target 4 1.6000 V 1.2 GHz 

Target 5 2.4000 V 1.2 GHz 

Target 6 3.5000 V 1.2 GHz 

Target 7 400.00 mV 3.3 GHz 
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表 10-15. 6-GHz 定振幅正弦波機能：高周波の直線性 (続き) 

校正ポイント 電圧 周波数 

Target 8 700.00 mV 3.3 GHz 

Target 9 1.0000 V 3.3 GHz 

Target 10 1.6000 V 3.3 GHz 

Target 11 2.0000 V 3.3 GHz 

Target 12 2.5000 V 3.3 GHz 

校正手順：6 GHz 定振幅正弦波機能：高周波の平坦度 (9560のみ) 

1. 9500B：9500BでHEAD CAL、Sine、6 GHz Sineモード、FLATが選択さ
れていることを確認します。 

2. 表 10-16の全てのTARGETで以下の手順を実行します。この手順では、
同じ振幅の校正ポイントの次の周波数に進む前に、1つの周波数での全振
幅を続けて校正します。 

3. 9500B：出力をオンに設定します。 

4. パワー・メーター：測定に適したレンジを選択します。 

5. 測定器の読み値がTarget Amplitudeと等しくなるように、9500Bの出力振
幅を調整します。パワーからpk-pk電圧への変換式は次の通りです： 
pk-pk 電圧 = √(パワー)*20 

6. ACCEPT CALIBを押します。 

7. 次のターゲットを選択して手順4に戻ります。全てのターゲットでこれを
繰り返してください。 

8. NEXT FREQを押してTARGET 1を選択し、手順4に戻ります。全てのタ
ーゲットでこれを繰り返します。 

表 10-16. 6-GHz 定振幅正弦波：高周波の平坦度 

校正ポイント 電圧 (≤3.2 GHz) 電圧 (>3.2 GHz) 周波数 

Target 1 2.0000 V 1.6000 V 1.2 GHz 

Target 2 671.48 mV 526.30 mV 1.2 GHz 

Target 3 210.99 mV 155.30 mV 1.2 GHz 

Target 4 70.839 mV 51.300 mV 1.2 GHz 

Target 5 22.259 mV 15.240 mV 1.2 GHz 
 

各周波数ポイントでTargets 1 - 5の校正ポイントの電圧レベルを使用し、この手
順を繰り返します。合計すると136ステップになります： 

Targets 06 - 10: 1.50 GHz Targets 80 - 83: 3.50 GHz 

Targets 11 - 15: 1.75 GHz Targets 84 - 87: 3.70 GHz 

Targets 16 - 20: 1.95 GHz Targets 88 - 91: 3.90 GHz 

Targets 21 - 25: 2.05 GHz Targets 92 - 95: 4.10 GHz 

Targets 26 - 30: 2.20 GHz Targets 96 - 99: 4.30 GHz 
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Targets 31 - 35: 2.30 GHz Targets 100 - 103: 4.50 GHz 

Targets 36 - 40: 2.45 GHz Targets 104 - 107: 4.70 GHz 

Targets 41 - 45: 2.55 GHz Targets 108 - 111: 5.00 GHz 

Targets 46 - 50: 2.65 GHz Targets 112 - 115: 5.30 GHz 

Targets 51 - 55: 2.80 GHz Targets 116 - 119: 5.50 GHz 

Targets 56 - 60: 2.90 GHz Targets 120 - 123: 5.80 GHz 

Targets 61 - 65: 3.00 GHz Targets 124 - 127: 6.00 GHz 

Targets 66 - 70: 3.10 GHz Targets 128 - 131: 6.20 GHz 

Targets 71 - 75: 3.20 GHz Targets 132 - 136: 6.40 GHz 

Targets 76 - 79: 3.30 GHz  

エッジ機能の校正 

概要 

エッジ機能は、校正手順：500 ps エッジ：直線性～校正手順：150 ps エッジ：
速度、までに記載されている手順で立ち上がり時間を補正することで、校正しま
す。 

必要な機器 

• 検証対象となるアクティブ・ヘッドを検証済みの9500B本体に接続。 

• 立ち上がり時間の測定のため、≥6 GHz 帯域幅の高帯域サンプリング・オ
シロスコープ。(9550 および 9560では≥20 GHz ) 例：Tektronix社のモデ
ルTDS820 または HP 54750。 

• 50 Ω SMA - 高帯域幅のオシロスコープへのトリガー入力用のSMA同軸
「トリガー」ケーブル。 

• 9500Bのエッジ出力電圧がオシロスコープの入力能力を超える場合は、
高帯域幅の同軸減衰器が必要になります。 

例：HP8493 Copt20 26.5 GHz 3.5 mm 20 dB 減衰器。 

• 50 Ω SMA - BNC アダプター。 

例：Suhner社の33 SMA-BNC-50-1。 

校正の設定 

1. 接続： 9500Bがオシロスコープに図 10-8のように接続されてお
り、共に電源が入っていてウォーム・アップが完了してい
ることを確認してください。 

2. オシロスコ
ープ： 

エッジの応答測定に必要な機能を選択します。注意：サン
プリング・オシロスコープの入力端子への入力電圧には制
限がありますが、9500Bのエッジ機能はこの入力端子に損
傷を与える恐れのある電圧を出力することができます。1 V 
pk-pkを超える出力では通常、減衰器の使用が必要です。 
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図 10-8.エッジ機能の校正 —  相互接続 

校正手順：500 ps エッジ：直線性 

1. 9500Bがオシロスコープに図 10-8のように接続されており、共に電源が
入っていてウォーム・アップが完了していることを確認してください。 

2. 9500Bの必要なトリガー・チャンネル、ケーブル選択、トリガー比の設定
を選択します。 

3. エッジの応答測定に必要な測定器の機能を選択します。 

4. 9500BでHEAD CAL、Edge、500ps Edge、LINモードが選択されているこ
とを確認します。 

5. 出力をオンに設定します。 

6. 測定に適した測定器のレンジを選択します。 

7. 測定器の読み値が表 10-17のTARGET 1の振幅と等しくなるように、
9500Bの出力振幅を調整します。 

8. ACCEPT CALIBを押します。 

9. 表 10-17の次のターゲットを選択して手順4に戻ります。全てのターゲッ
トでこれを繰り返してください。 
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表 10-17.エッジ機能：500 ps エッジ：直線性 

校正ポイント 電圧 周波数 エッジ 

Target 1 1.0000 V 100 kHz 立ち上がり 

Target 2 2.0000 V 100 kHz 立ち上がり 

Target 3 2.5000 V 100 kHz 立ち上がり 

Target 4 1.0000 V 100 kHz 立ち下がり 

Target 5 2.0000 V 100 kHz 立ち下がり 

Target 6 2.5000 V 100 kHz 立ち下がり 

校正手順：500 ps エッジ：ゲイン 

1. 9500Bがオシロスコープに図 10-8のように接続されており、共に電源が
入っていてウォーム・アップが完了していることを確認してください。 

2. 9500Bの必要なトリガー・チャンネル、ケーブル選択、トリガー比の設
定を選択します。 

3. エッジの応答測定に必要な測定器の機能を選択します。 

4. 9500BでHEAD CAL、Edge、500ps Edge、GAINモードが選択されてい
ることを確認します。 

5. 出力をオンに設定します。 

6. 測定に適した測定器のレンジを選択します。 

7. 測定器の読み値が表 10-18のTARGET 1の振幅と等しくなるように、
9500Bの出力振幅を調整します。 

8. ACCEPT CALIBを押します。 

表 10-18.エッジ機能：500 ps エッジ：ゲイン 

校正ポイント 電圧 周波数 エッジ 

Target 1 2.5000 V 100 kHz 立ち上がり 

校正手順：500 ps エッジ：速度 

1. 9500Bがオシロスコープに図 10-8のように接続されており、共に電源が
入っていてウォーム・アップが完了していることを確認してください。 

2. 9500Bの必要なトリガー・チャンネル、ケーブル選択、トリガー比の設
定を選択します。 

3. エッジの応答測定に必要な測定器の機能を選択します。 

4. 9500BでHEAD CAL、Edge、500ps Edge、SPEEDモードが選択されて
いることを確認します。 

5. 9500Bの出力をオンにし、表 10-19からTARGET 1を選択します。 

6. 測定に適した測定器のレンジを選択します。 
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7. エッジの立ち上がり、または立ち下がり時間を記録して、9500BのEdge 
Speed 欄に入力します。オシロスコープの立ち上がり時間を考慮に入れ
てください： 

エッジの立ち上がり時間= √((立ち上がり時間の測定値)2 - (オシロスコー
プの立ち上がり時間)2) 

8. ACCEPT CALIBを押します。 

9. NEXT TARGETを押して表 10-19の次のターゲットを選択し、手順4に戻
ります。全てのターゲットでこれを繰り返してください。 

表 10-19.エッジ機能：500 ps エッジ：速度 

校正ポイント 電圧 周波数 エッジ 

Target 1 3.0000 V 1 MHz 立ち上がり 

Target 2 2.0000 V 1 MHz 立ち上がり 

Target 3 1.0000 V 1 MHz 立ち上がり 

Target 4 1.0072 V 1 MHz 立ち上がり 

Target 5 316.49 mV 1 MHz 立ち上がり 

Target 6 316.49 mV 1 MHz 立ち上がり 

Target 7 3.0000 V 1 MHz 立ち下がり 

Target 8 20000 V 1 MHz 立ち下がり 

Target 9 1.0000 V 1 MHz 立ち下がり 

Target 10 1.0072 V 1 MHz 立ち下がり 

Target 11 316.49 mV 1 MHz 立ち下がり 

Target 12 316.49 mV 1 MHz 立ち下がり 

校正手順：150 ps エッジ：直線性 

1. 9500Bがオシロスコープに図 10-8のように接続されており、共に電源が
入っていてウォーム・アップが完了していることを確認してください。 

2. 9500Bの必要なトリガー・チャンネル、ケーブル選択、トリガー比の設
定を選択します。 

3. エッジの応答測定に必要な測定器の機能を選択します。 

4. 9500BでHEAD CAL、Edge、150ps Edge、LINモードが選択されている
ことを確認します。 

5. 9500Bの出力をオンにし、表 10-20からTARGET 1を選択します。 

6. 測定に適した測定器のレンジを選択します。 

7. オシロスコープの読み値がTarget Amplitudeと等しくなるように、9500B
の出力振幅を調整します。 

8. ACCEPT CALIBを押します。 

9. NEXT TARGETを押して表 10-20の次のターゲットを選択し、手順4に戻
ります。全てのターゲットでこれを繰り返してください。 
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表 10-20.エッジ機能：150 ps エッジ：直線性 

校正ポイント 電圧 周波数 エッジ 

Target 1 1.0000 V 100 kHz 立ち上がり 

Target 2 2.0000 V 100 kHz 立ち上がり 

Target 3 2.5000 V 100 kHz 立ち上がり 

Target 4 1.0000 V 100 kHz 立ち下がり 

Target 5 2.0000 V 100 kHz 立ち下がり 

Target 6 2.5000 V 100 kHz 立ち下がり 

校正手順：150 ps エッジ：ゲイン 

1. 9500Bがオシロスコープに図 10-8のように接続されており、共に電源が
入っていてウォーム・アップが完了していることを確認してください。 

2. 9500Bの必要なトリガー・チャンネル、ケーブル選択、トリガー比の設
定を選択します。 

3. エッジの応答測定に必要な測定器の機能を選択します。 

4. 9500BでHEAD CAL、Edge、150ps Edge、GAINモードが選択されてい
ることを確認します。 

5. 9500Bの出力をオンにし、表 10-21からTARGET 1を選択します。 

6. 測定に適した測定器のレンジを選択します。 

7. オシロスコープの読み値がTarget Amplitudeと等しくなるように、9500B
の出力振幅を調整します。 

8. ACCEPT CALIBを押します。 

9. NEXT TARGETを押して表 10-21の次のターゲットを選択し、手順4に戻
ります。全てのターゲットでこれを繰り返してください。 

表 10-21.LS機能：150 ps エッジ：ゲイン 

校正ポイント 電圧 周波数 エッジ 

Target 1 2.5000 V 100 kHz 立ち上がり 

Target 2 839.39 mV 100 kHz 立ち上がり 

Target 3 263.74 mV 100 kHz 立ち上がり 

Target 4 263.74 mV 100 kHz 立ち上がり 

校正手順：150 ps エッジ：速度 

1. 9500Bがオシロスコープに図 10-8のように接続されており、共に電源が
入っていてウォーム・アップが完了していることを確認してください。 

2. 9500Bの必要なトリガー・チャンネル、ケーブル選択、トリガー比の設
定を選択します。 

3. エッジの応答測定に必要な測定器の機能を選択します。 

4. 9500BでHEAD CAL、Edge、150ps Edge、SPEEDモードが選択されて
いることを確認します。 

5. 9500Bの出力をオンにし、表 10-22からTARGET 1を選択します。 
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6. 測定に適した測定器のレンジを選択します。 

7. エッジの立ち上がり、または立ち下がり時間を記録して、9500BのEdge 
Speed 欄に入力します。オシロスコープの立ち上がり時間を考慮に入れ
てください。 

エッジの立ち上がり時間= √((立ち上がり時間の測定値)2 - (オシロスコー
プの立ち上がり時間)2) 

8. ACCEPT CALIBを押します。 

9. NEXT TARGETを押して表 10-22の次のターゲットを選択し、手順4に戻
ります。全てのターゲットでこれを繰り返してください。 

表 10-22.エッジ機能：150 ps エッジ：速度 

校正ポイント 電圧 周波数 エッジ 

Target 1 3.0000 V 1 MHz 立ち上がり 

Target 2 2.0000 V 1 MHz 立ち上がり 

Target 3 1.0000 V 1 MHz 立ち上がり 

Target 4 1.0072 V 1 MHz 立ち上がり 

Target 5 316.49 mV 1 MHz 立ち上がり 

Target 6 316.49 mV 1 MHz 立ち上がり 

Target 7 3.0000 V 1 MHz 立ち下がり 

Target 8 2.0000 V 1 MHz 立ち下がり 

Target 9 1.0000 V 1 MHz 立ち下がり 

Target 10 1.0072 V 1 MHz 立ち下がり 

Target 11 316.49 mV 1 MHz 立ち下がり 

Target 12 316.49 mV 1 MHz 立ち下がり 

校正手順：70 ps エッジ：直線性 

1. 9500Bがオシロスコープに図 10-8のように接続されており、共に電源が
入っていてウォーム・アップが完了していることを確認してください。 

2. 9500Bの必要なトリガー・チャンネル、ケーブル選択、トリガー比の設
定を選択します。 

3. エッジの応答測定に必要な測定器の機能を選択します。 

4. 9500BでHEAD CAL、Edge、70ps Edge、LINモードが選択されているこ
とを確認します。 

5. 9500Bの出力をオンにし、表 10-23からTARGET 1を選択します。 

6. 測定に適した測定器のレンジを選択します。 

7. オシロスコープの読み値がTarget Amplitudeと等しくなるように、9500B
の出力振幅を調整します。 

8. ACCEPT CALIBを押します。 

9. NEXT TARGETを押して表 10-23の次のターゲットを選択し、手順4に戻
ります。全てのターゲットでこれを繰り返してください。 
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表 10-23.エッジ機能：70 ps エッジ：直線性 

校正ポイント 電圧 周波数 エッジ 

Target 1 25 mV 100 kHz 立ち上がり 

Target 2 40 mV 100 kHz 立ち上がり 

Target 3 70 mV 100 kHz 立ち上がり 

Target 4 75 mV 100 kHz 立ち上がり 

Target 5 120 mV 100 kHz 立ち上がり 

Target 6 220 mV 100 kHz 立ち上がり 

Target 7 250 mV 100 kHz 立ち上がり 

Target 8 400 mV 100 kHz 立ち上がり 

Target 9 700 mV 100 kHz 立ち上がり 

Target 10 750 mV 100 kHz 立ち上がり 

Target 11 1.2 V 100 kHz 立ち上がり 

Target 12 2.2 V 100 kHz 立ち上がり 

校正手順：70 ps エッジ：速度 

1. 9500Bがオシロスコープに図 10-8のように接続されており、共に電源が
入っていてウォーム・アップが完了していることを確認してください。 

2. 9500Bの必要なトリガー・チャンネル、ケーブル選択、トリガー比の設
定を選択します。 

3. エッジの応答測定に必要な測定器の機能を選択します。 

4. 9500BでHEAD CAL、Edge、70ps Edge、SPEEDモードが選択されてい
ることを確認します。 

5. 9500Bの出力をオンにし、表 10-24からTARGET 1を選択します。 

6. 測定に適した測定器のレンジを選択します。 

7. エッジの立ち上がり、または立ち下がり時間を記録して、9500BのEdge 
Speed 欄に入力します。オシロスコープの立ち上がり時間を考慮に入れ
てください。 

エッジの立ち上がり時間= √((立ち上がり時間の測定値)2 - (オシロスコー
プの立ち上がり時間)2) 

8. ACCEPT CALIBを押します。 

9. NEXT TARGETを押して表 10-24の次のターゲットを選択し、手順4に戻
ります。全てのターゲットでこれを繰り返してください。 
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表 10-24.エッジ機能：70 ps エッジ：速度 

校正ポイント 電圧 周波数 エッジ 

Target 1 2.2000 V 1 MHz 立ち上がり 

Target 2 1.2000 V 1 MHz 立ち上がり 

Target 3 750 mV 1 MHz 立ち上がり 

Target 4 700 mV 1 MHz 立ち上がり 

Target 5 400 mV 1 MHz 立ち上がり 

Target 6 250 mV 1 MHz 立ち上がり 

Target 7 220 mV 1 MHz 立ち上がり 

Target 8 120 mV 1 MHz 立ち上がり 

Target 9 75 mV 1 MHz 立ち上がり 

Target 10 70 mV 1 MHz 立ち上がり 

Target 11 40 mV 1 MHz 立ち上がり 

Target 12 25 mV 1 MHz 立ち上がり 

校正手順：25 ps エッジ：速度 

1. 9500Bがオシロスコープに図 10-8のように接続されており、共に電源が
入っていてウォーム・アップが完了していることを確認してください。 

2. 9500Bの必要なトリガー・チャンネル、ケーブル選択、トリガー比の設
定を選択します。 

3. エッジの応答測定に必要な測定器の機能を選択します。 

4. 9500BでHEAD CAL、Edge、25ps Edge、SPEEDモードが選択されてい
ることを確認します。 

5. 9500Bの出力をオンにし、表 10-25からTARGET 1を選択します。 

6. 測定に適した測定器のレンジを選択します。 

7. エッジの立ち上がり、または立ち下がり時間を記録して、9500BのEdge 
Speed 欄に入力します。オシロスコープの立ち上がり時間を考慮に入れ
てください。 

エッジの立ち上がり時間= √((立ち上がり時間の測定値)2 - (オシロスコー
プの立ち上がり時間)2) 

8. ACCEPT CALIBを押します。 

9. NEXT TARGETを押して表 10-25の次のターゲットを選択し、手順4に戻
ります。全てのターゲットでこれを繰り返してください。 

表 10-25.エッジ機能：25 ps エッジ：速度 

校正ポイント 電圧 周波数 エッジ 

Target 1 500 mV 1 MHz 立ち上がり 

Target 2 500 mV 1 MHz 立ち下がり 
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タイム・マーカーの校正 (9510のみ) 

1. 9500Bがパワー・メーターに図 10-9のように接続されていて、必要な機
器に記載されている機器を満足しており、共に電源が入っていてウォー
ム・アップが完了していることを確認してください。 

2. 9500B：9500Bで、HEAD CAL、Other、Timing Markerが選択されている
ことを確認します。 

3. 以下の手順を表10-26のTARGET 1 -3で実行し、TARGET 4 -9 の周波数
ポイントの振幅校正でこれを繰り返します。 

4. 9500B：出力をオンに設定します。 

5. パワー・メーター：測定に適したレンジを選択します。 

6. 測定器の読み値がTarget Amplitudeと等しくなるように、9500Bの出力振
幅を調整します。パワーからpk-pk電圧への変換式は次の通りです： 
pk-pk 電圧 = √(パワー)*20 

7. ACCEPT CALIBを押します。 

8. 次のターゲットを選択して手順4に戻ります。全てのターゲットでこれを
繰り返してください。 

9. NEXT FREQを押してTARGET 1を選択し、手順4に戻ります。全てのタ
ーゲットでこれを繰り返します。 

表 10-26.タイム・マーカーの校正ポイント 

校正ポイント 電圧 周波数 

Target 1 100.00 mV 1.11 GHz 

Target 2 250.00 mV 1.11 GHz 

Target 3 500.00 mV 1.11 GHz 
 

以下の周波数ポイントでTargets 1 - 3の校正ポイントの電圧レベルを使用してこ
の手順を繰り返します。合計すると9ステップになります： 

Targets 4 - 6: 1.6 GHz

Targets 7 - 9: 2.0 GHz
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図 10-9.タイム・マーカーの振幅校正 — 相互接続 

負荷容量機能の校正 (9510および9530のみ) 

必要な機器 - 校正済みの静電容量標準2種類： 

1. 校正値15 pF ～ 25 pF 

2. 校正値85 pF ～ 95 pF 

表 10-27にこれらの値を書き込んで、校正時に使用したり将来的に参考にするこ
ともできます。 

1. 図  10-10のように接続を行ってください。 

2. 9500B：9500Bで、HEAD CAL、Other、Load Capが選択されていること
を確認します。 

3. 表 10-27の全てのTARGETで以下の手順を実行します。 

4. 9500B：出力をオンに設定します。 

5. 表 10-27の公称値の適切な標準静電容量を接続します。 

6. (表 10-27に記録されている) 標準静電容量の校正値を9500BのTarget 
Cap. 欄に入力し、エンターを押します。 

7. ACCEPT CALIBを押します。 

8. 次のターゲットを選択して手順4に戻ります。全てのターゲットでこれを
繰り返してください。 

表 10-27.負荷容量の校正ポイント 

校正ポイント 電圧 周波数 

Target 1 0 pF  

Target 2 15 pF  

Target 3 82 pF  
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図 10-10.負荷容量機能の校正— 相互接続 

50 Ω / 1 MΩ レシオの校正 

1. 9500Bがデジタル・マルチメーターに図 10-11のように接続されており、
共に電源が入っていてウォーム・アップが完了していることを確認して
ください。 

2. 9500B：4回の測定を行ない記録を取るため、一時的にヘッドの校正モー
ドを終了する必要があります。Modeキーを押してManualモードに戻
り、直流/矩形波機能を選択します。 

3. 9500B：1 MΩ駆動用に5.0000 Vの正の直流波形を選択します。 

4. 4955で "DCV o/c" を選択して (または単にヘッドを直接デジタル・マル
チメーターに接続して)、9500Bの出力をオンにし、マルチメーターが安
定したら測定値を表 10-28に記録します。 

5. 9500B：50 Ω駆動用に5.0000 Vの正の直流波形を選択します。 

6. 4955を "DCV 50 Ω" に設定して (または代わりのシャント抵抗を使用し
て)、9500Bの出力をオンにし、マルチメーターが安定したら測定値を表 
10-28に記録します。 

7. 9500B：1 MΩ駆動用に5.0000 V pk - pkの正バイアスの矩形波を選択しま
す。 

8. 4955を "SQR o/c" に設定して(またはヘッドをマルチメーターに直接接続
して直流電圧を測定するように設定して)、9500Bの出力をオンにし、マ
ルチメーターが安定したら測定値を表 10-28に記録します。マルチメー
ターの読み値 (平均の直流レベル) に2をかけるのを忘れないでください 
(pk-pkレベル)。 

9. 9500B：50 Ω駆動用に5.0000 V pk - pkの正バイアスの矩形波を選択しま
す。 

10. 4955を ''SQR 50 Ω" に設定して (または代わりのシャント抵抗を使用し
て)、9500Bの出力をオンにし、マルチメーターが安定したら測定値を表 
10-28に記録します。マルチメーターの読み値 (平均の直流レベル) に2を
かけるのを忘れないでください (pk-pkレベル)。必要な測定が完了した
ら、ModeおよびCalキーでヘッドの校正モードに戻ります。 
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11. 9500B：HEAD CAL、Other、50 Ω/1 MΩ Ratioを選択します。Target 1で
は、直流機能- Target 1.1 およびTarget 1.2の2件の測定値を画面に入力す
る必要があります。Target 2でも同様にTarget 2.1および2.2を入力してく
ださい。 
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図 10-11.50-Ω/1 MΩ レシオの校正 — 相互接続 

表 10-28. 50-(/1 M( レシオの校正ポイント 

測定ポイント  ターゲット電圧 波形 直流電圧測定 ターゲット名 

Target 1.1 5.0000 V 直流  Amp @ 1 MΩ 

Target 1.2 5.0000 V 直流  Amp @ 50 Ω 

Target 2.1 5.0000 Vpk-pk 矩形波  Amp @ 1 MΩ 

Target 2.2 5.0000 Vpk-pk 矩形波  Amp @ 50 Ω 

ヘッド校正の終了 

必要な校正操作が完了したら、ExitおよびStore Head Cal ソフトキーがある校正
画面に戻ります。Exitを押すと以下の確認メッセージが表示されます： 

WARNING: Cal data not stored:

Exit again to abandon data 
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ヘッドの校正データを破棄する場合はExitを押します。 

ヘッドの校正データを保存する場合は、Store Head Cal ソフトキーを選択する
と、以下のような新しいメッセージが表示されます： 

Head Calibration: CHx (xにはヘッドの番号が入ります) 
 

画面の指示に従ってください： 

• 再校正の期限切れの警告期間を選択します 

• 校正期限を修正します 

日付の表示の下に次のメッセージが表示されます： 

These heads have unsaved data
 

CH1、CH4などのヘッドを識別する行がその後に続きます。保存する校正データ
がないか、またはヘッドの校正データの保存が完了すると、NONEが表示されま
す。 

Storeソフトキーを選択すると、次のメッセージが表示されます： 

Saving cal factors to head x (xにはヘッドの番号が入ります) 
 

保存が完了するまでに約30秒かかることがあります。保存していないヘッドの
データが残っている場合は、Channel Select ソフトキーで適切なヘッドに変更
し、Storeを選択します。画面にNONEが表示されるまで、未保存のヘッド・デ
ータに対してこれを繰り返します。 

Exitを選択してメニューを遡り、必要な機器設定まで戻ります。 
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付録 A 

IEEE 488.2デバイスの文書要求

はじめに 
IEEE 488.2は、デバイスの規格実装状況を示す情報を提供することを要求して
います。デバイス文書の要件の詳細についてはIEEE Std 488.2-1992をご参照く
ださい。本マニュアルにおいて、必要な情報はシステムの説明で既に述べられお
り、この付録はそれらの記述との相互参照としてご利用ください。 

1. 実装されているIEEE-488.1インターフェース機能のサブセット一覧は表 
6-1をご参照ください。この一覧は本器背面のIEEE 488コネクターの近く
にも印字されています。 

2. 本器のアドレスは手動で設定しますが、本器のファームウェアでは0 ～ 
30の範囲外のアドレスを設定することはできません。範囲外のアドレス
に対してはデバイス固有エラーとして、正面パネルの画面に以下のよう
に表示されます。 

"Bus address must be within the range Ø - 3Ø". 

3. アドレスの設定方法 (手動のみ) について、9500Bがユーザーによるアド
レスの変更を認識する時点を含めて説明しています。 

4. 付録 Eは電源投入時にアクティブな、およびアクティブでない設定につ
いて説明しています。 

5. メッセージ交換オプション： 

a. 入力バッファは先入れ先出し式のキューで、 大容量は128 バイト 
(文字) です。文字ごとに本器のプロセッサーに割り込みが生じ、文字
はプロセッサーから入力バッファに送られ、パーサーによって検査さ
れます。文字はバッファから削除され、適切なレベルの構文チェック
で変換されます。パーサーまたは実行制御に対してプログラミングの
速度が速すぎると、次第にバッファが一杯になっていきます。バッフ
ァが一杯になると、ハンドシェイクが行われます。 
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b. 複数の <応答メッセージ> を返すクエリはありません。 

c. 全てのクエリは構文解析時に応答メッセージを生成します。 

d. クエリの読み取り時に応答メッセージが生成されることはありません。 

6. デバイス固有コマンドは、以下の機能要素で成り立っています： 

• Command Program Header 

• Query Program Header 

• Character Program Data 

• Decimal Numeric Program Data 

• String Program Data (PASS、EXIT、DATE、TIME) 

• Arbitrary Block Program Data (∗PUD) 

• Arbitrary ASCII Response Data (to ROUTe:FITTed?) 

複合コマンドのプログラム・ヘッダーはSCPIフォーマットでは使
用されません。 

7. ∗PUD ブロックは、63バイトまでに制限されます。 

8. Expression Program Data要素は使用されません。 

9. 各コマンドの構文についての説明は、9500BのSCPI言語 - コマンドおよ
び構文の項、および付録Bのコマンド一覧をご参照ください。このコマン
ド・リストにはクエリも全て含まれており、応答構文についても説明し
ています。 

10. デバイス間のメッセージのやり取りは全て<応答メッセージ> 要素のルー
ルに従います。 

11. 応答がブロック・データとなるコマンドは∗PUD? クエリのみです。 

その応答データは#、2、2桁の数字、および63バイトのデータ領域から
なり、全部で67バイトになります。 

12. 第6章のIEEE 488.2の共通コマンドおよびクエリに、実装されている全共
通コマンドおよびクエリが別々に列記されています。 

これらは付録 Bにも記載されています。 

13. ∗CAL? は実装されていません。 

14. ∗DDT は実装されていません。 

15. マクロ・コマンドは実装されていません。 

16. ∗IDN? は付録 Bに説明があります。 

17.  

18. ∗RDT や ∗RDT? も実装されていません。 

19. 付録 Bのコマンドおよびクエリ一覧の各コマンドについて、∗RST によっ
て影響を受けるステートの説明があります。 

クエリ・コマンド ∗LRN? は実装されていません。コマンド∗RCL および 
∗SAV も実装されていません。 

20. ∗TST? はセルフテストを行います。∗TST? への応答は付録 Bをご参照く
ださい。起こり得るエラーの一覧については本マニュアル第8章をご参照
ください。 
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21. 本器のステータス・レポートで使用されるステータス・データの追加構
造については第6章のデバイスのステータス情報の取得に詳述されていま
す。 

ステータス・レポート機能の使い方については付録 Bをご参照ください。 

22. コマンドは全て順次実行されます - オーバーラップ・コマンドは使用さ
れません。 

23. コマンドは全て順次実行されるため、パラレルで進行する動作はありま
せん。従って、満たさなければならない機能的な基準は、関連する動作
が完了しているということだけです。 

24. 「Infinity」および「Not-a-Number」を表す表現はありません。 
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付録 B 

モデル9500Bに実装されているIEEE 488.2
の共通コマンドおよびクエリ

ステータスのクリア 
このコマンドはIEEE 488.2の規格要件に適合しています。 

*CLS

 
erw138.eps 

∗CLS 

全イベント・レジスターおよび、出力キュー以外のキューをクリアします。「プ
ログラム・メッセージ終端」の直後に ∗CLS が送信されると、出力キューおよ
びMAVビットがクリアされます。IEEE 488.2規格をご参照ください。 

実行エラー： 

なし 

電源投入時およびリセット時の状態 

適用なし 
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イベント・ステータス・イネーブル 
このイベント・ステータス・データ構造は、この構造のIEEE 488.2規格要件に
適合しています。 

*ESE Nrfphs

 
erw139.eps 

∗ESE は規格で定義された、ステータス・バイトにサマリー・メッセージを生
成するイベント・ビットを有効にします。第6章のデバイスのステータス情報の
取得をご参照ください。 

Nrf  はDecimal Numeric Data 要素で、10進数の整数を16進数に変換して8ビッ
トのレジスターの適当なビットを有効にします。詳しい定義については、IEEE 
488.2で定義されたイベント・ステータス・レジスターの項をご参照ください。
この数字は整数に四捨五入されます。 

実行エラー： 

なし 

電源投入時およびリセット時の状態 

適用なし 

イベント・ステータス・イネーブルの呼び出し 
このイベント・ステータス・データ構造は、この構造のIEEE 488.2規格要件に
適合しています。 

*ESE?

 
erw140.eps 

∗ESE? 

規格で定義されたイベントのマスクの情報を取得します。第6章のデバイスのス
テータス情報の取得をご参照ください。 

応答デコード： 

戻ってきた値の基数を2に変換した値 (2進数) で、このデータ構造のサービス・リク
エスト・バイトにサマリー・メッセージを生成する有効ビットを識別します。 

実行エラー： 

なし 

電源投入時およびリセット時の状態 

電源投入時の状態は共通コマンド ∗PSC で保存された条件に依存します - もし0
であればクリアされず、1であればレジスターはクリアされます。リセットには
影響はありません。 
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イベント・ステータス・レジスターの読み取り 
このイベント・ステータス・データ構造は、この構造のIEEE 488.2規格要件に
適合しています。 

*ESR?

 
erw141.eps 

∗ESR? 

規格で定義されたイベントの情報を呼び出します。第6章のデバイスのステータ
ス情報の取得をご参照ください。 

応答デコード： 

戻ってきた値の基数を2に変換した値 (2進数) で、IEEE 488.2で定義されている
通りにビットを識別します。 

実行エラー： 

なし 

I/D (機器の識別) 
このコマンドはIEEE 488.2の規格要件に適合しています。 

*IDN?

 
erw142.eps 

∗IDN? 

本器のメーカー、型式、製造番号、およびファームウェアのバージョン情報を呼
び出します。 



Fluke 9500B 
Operators Manual 

B-4 

応答形式： 

文字の位置 

1 2 3 4 5 6 

F l u k e , 

 

7 8 9 10 11 12 

9 5 0 0 B , 

 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

25

x x x x x x x x x x x x ,

26 27 28 29  

x . x x  
 

ここで各変数は以下のとおりです： 

この応答データはコンマで区切られた4つのフィールドで構成されており、後半
の2つのフィールドは機器に依存します。データ要素タイプはIEEE 488.2の規格
仕様で定義されています。 

終端子を含むプログラム・メッセージとして送信されたクエリは、1件に付き1
件の応答メッセージを生成します。応答メッセージの終端は次の通りです： 

nl = newline with EOI 

複数のクエリが一連のプログラム・メッセージとして送信された場合 (セミコロ
ンで区切られ許可された終端子を付加して)、応答メッセージはプログラム・ク
エリと同じ順番の文字列で返されます。文字列内の 後の応答メッセージの後に
次の終端子が続きます： 

nl = newline with EOI 

応答デコード： 

4つのフィールドに含まれるデータは次のような構成です： 

• 1つ目のフィールド – メーカー 

• 2つ目のフィールド – 型式 

• 3つ目のフィールド – 製造番号 

• 4つ目のフィールド – ファームウェアのバージョン (機器によって異なる
可能性があります) 

実行エラー： 

なし 

電源投入時およびリセット時の状態 

適用なし 
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実行完了 
このコマンドはIEEE 488.2の規格要件に適合しています。 

*OPC

 
erw143.eps 

∗OPC 

完了待ちの動作が完了した際にイベント・ステータス・レジスターに実行完了メ
ッセージを生成する同期コマンドです。 

実行エラー： 

なし 

電源投入時およびリセット時の状態 

適用なし 

実行完了クエリ 
このクエリはIEEE 488.2の規格要件に適合しています。 

*OPC?

 
erw144.eps 

応答デコード： 

戻り値は常に1で、完了待ちの動作が全て完了したとき出力キューに置かれます。 

9500Bのハードウェア装備情報の呼び出し 
このコマンドはIEEE 488.2の規格要件に適合しています。 

*OPT?

 
erw145.eps 

∗OPT? 

9500Bのハードウェア装備情報を呼び出します。 
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応答形式： 

文字の位置： 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ch1 , Ch2 , Ch3 , Ch4 , Ch5 , x1 , 

      

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  

s s s s s s s , LN nl  
 

ここで各変数は以下のとおりです： 

応答データは、コンマで区切られた1またはØの文字で構成されています。 

nl = newline with EOI 

データ要素タイプはIEEE 488.2の規格仕様で定義されている通りNr1です。 

応答デコード： 

文字の位置により以下のようなハードウェアの装備を表しています： 

Ch1-Ch5：特定のチャンネルへのアクティブ・ヘッドの装着の有無： 

ChX = Ø: アクティブ・ヘッドは装着されていませ
ん 

ChX = 1: アクティブ・ヘッドが装着されています 
 

x1：オプション100：高安定水晶標準： 

x1 = 1: オプション100が適用されています

x1 = 0: オプション100は適用されていません
 

s：本体の周波数 

LN = 1: 複数チャンネル直流出力可

LN = 0: 複数チャンネル直流出力不可
 

実行エラー： 

なし 

電源投入時およびリセット時の状態 

適用なし 
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電源投入時のステータスのクリア 
この共通コマンドはIEEE 488.2の規格要件に適合しています。 

*PSC Nrfphs

 
erw146.eps 

∗PSC 

電源投入時にレジスターをクリアするフラグをセットします。 

Nrf は、10進数の値で、四捨五入してゼロになる場合には、電源投入時のクリ
ア・フラグを偽にセットします。これにより、電源オフ時にイネーブル・レジス
ターの対応するビット (ESE) によってESRのPONビットが有効に設定された場
合、電源オン時にSRQを生成します。 

この値が四捨五入してゼロ以外の値になる場合には、電源投入時のクリア・フラ
グは真にセットされ、スタンダード・イベント・ステータス・イネーブルおよび
サービス・リクエスト・イネーブル・レジスターをクリアします。電源投入時に
SRQは生成されません。 

例： 

∗PSC 0 または ∗PSC 0.173 は電源投入時にSRQを生成します。 

∗PSC 1 または ∗PSC 0.773 は電源投入時にSRQを生成しません。 

実行エラー： 

なし 

電源投入時およびリセット時の状態 

適用なし 

電源投入時のクリア・フラグ情報の呼び出し 
この共通クエリはIEEE 488.2の規格要件に適合しています。現在のフラグ状態
は∗PSCコマンドで決定されます。 

*PSC?

 
erw147.eps 

∗PSC? 

電源投入時の条件の情報を呼び出します。 
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応答形式： 

ASCII文字が1文字返されます。 

終端子を含むプログラム・メッセージとして送信されたクエリは、1件に付き1
件の応答メッセージを生成します。応答メッセージの終端は次の通りです： 

nl = newline with EOI 

複数のクエリが一連のプログラム・メッセージとして送信された場合 (セミコロ
ンで区切られ許可された終端子を付加して)、応答メッセージはプログラム・ク
エリと同じ順番の文字列で返されます。文字列内の 後の応答メッセージの後に
次の終端子が続きます： 

nl = newline with EOI 

応答デコード： 

戻り値は保存されているフラグの状態を識別します： 

0  は偽を示します。本器は、電源投入時にスタンダード・イベント・ステータ
ス・イネーブル・レジスターおよびサービス・リクエスト・イネーブル・レジス
ターをクリアするようにプログラムされず、電源オフ時にイネーブル・レジスタ
ーの対応するビット (ESE) によってESRのPONビットが有効に設定されると、
電源投入時にSRQを生成します。 

1  は真を示します。本器は、電源投入時にスタンダード・イベント・ステータ
ス・イネーブル・レジスターおよびサービス・リクエスト・イネーブル・レジス
ターをクリアするようにプログラムされるため、電源投入時にSRQは生成でき
ません。 

実行エラー： 

なし 

電源投入時およびリセット時の状態 

変更はありません。このデータは電源オフ時に不揮発性メモリーに保存され、電
源投入時に使用されます。 

保護されたユーザー・データ — ユーザー・データの入力 
このコマンドはIEEE 488.2の規格要件に適合しています。 

DUP  * #

# 0

1

2

tigid egassem resu

egassem resu

tigid tigid

/DNE^/LN

shp

 
erw148.eps 
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ここで各変数は以下のとおりです： 

phs = Program Header Separator

digit = ASCIIコードの数字の1つ

user message = 大63バイトの任意のメッセージ

注記 
スラッシュで区切られた /^END/ ボックスについての説明は特にあ
りません。これはデータ要素ではなく、プログラム・メッセージを
終端する 終バイト「NL」でEOIラインが真に設定されていること
に注意を喚起するためのものです。 

IEEE Std 488.2-1992、Sub-section 7.7.6の78ページをご参照ください。 

∗PUD 

機器を識別または特徴付ける 大63バイトのデータを保護エリアに入力するこ
とができます。メッセージの長さと必要な「digit」の数に応じて、上記2つのい
ずれかの表記によって機器を識別できます。このコマンドを実行するには本器の
calibrationモードが選択されていなければなりません。 

このデータは、∗PUD? クエリを使って呼び出すことができます。 

実行エラー 

∗PUD は、背面パネルの校正スイッチがenalbleの位置にあって校正が可能な状
態の時にのみ、実行することができます。それ以外の場合は実行エラーとなりま
す。 

コマンド・エラー 

ユーザー・メッセージが63バイトを超えていたり、データが規格のフォーマッ
トに適合していなかったりすると、コマンド・エラーとなります。 

電源投入時およびリセット時の状態 

データ・エリアは変更されません。 

保護されたユーザー・データ — ユーザー・データの呼び出し 

*PUD?

 
erw149.eps 

この共通コマンドはIEEE 488.2の規格要件に適合しています。∗PUD? は前回入
力したユーザー・データを呼び出します。プログラム・コマンド ∗PUD をご参
照ください。 

応答構文： 

# 2 digit digit user message

 
erw150.eps 



Fluke 9500B 
Operators Manual 

B-10 

ここで各変数は以下のとおりです： 

digit = ユーザー・メッセージの長さによって前回決定された
ASCIIコードの数字の1つ 

user message = 保存されているユーザー・メッセージ 
 

応答デコード： 

前回保存されたメッセージが呼び出されます。返すことができるメッセージがな
い場合、2つのdigitに入る値は00です。データ領域には 大63バイトのデータが
含まれます。 

終端子を含むプログラム・メッセージとして送信されたクエリは、1件に付き1
件の応答メッセージを生成します。応答メッセージの終端は次の通りです： 

nl = newline with EOI 

複数のクエリが一連のプログラム・メッセージとして送信された場合 (セミコロ
ンで区切られ許可された終端子を付加して)、応答メッセージはプログラム・ク
エリと同じ順番の文字列で返されます。文字列内の 後の応答メッセージの後に
次の終端子が続きます： 

nl = newline with EOI 

実行エラー： 

なし 

電源投入時およびリセット時の状態 

データ・エリアは変更されません。 

リセット 

*RST

 
erw151.eps 

∗RST 

機器を定義された状態にリセットします。関連コマンドとその説明については付
録 Cをご参照ください。 

リセット時の状態は、使用履歴に依存しません。ただし以下を除きます： 

∗RST は以下に影響しません： 

• 選択されている機器のアドレス 

• 仕様に影響する校正データ 

• SRQマスクの状態 

• IEEE 488.1 インターフェースの状態 
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実行エラー： 

なし 

電源投入時およびリセット時の状態 

適用なし 

サービス・リクエスト・イネーブル 
このステータス・バイト・データ構造は、この構造のIEEE 488.2規格要件に適
合しています。 

*SRE Nrfphs

 
erw152.eps 

∗SRE はサービス・リクエスト・バイトの、規格およびユーザーによって定義
されたサマリー・ビットを有効にし、これによってサービス・リクエストが生成
されます。第6章のデバイスのステータス情報の取得をご参照ください。 

Nrf は10進数のデータ要素で、10進数の整数を16進数に変換して8ビット・レジ
スターの適当なビットを有効にします。定義の詳細はIEEE 488.2をご参照くだ
さい。 

この数字は整数に四捨五入されます。 

実行エラー： 

なし 

電源投入時およびリセット時の状態 

適用なし 

サービス・リクエスト・イネーブル情報の呼び出し 
このステータス・バイト・データ構造は、この構造のIEEE 488.2規格要件に適
合しています。 

*SRE?

 
erw153.eps 

∗SRE? 

規格で定義されたイベントのマスクの情報を呼び出します。第6章のデバイスの
ステータス情報の取得をご参照ください。 
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応答デコード： 

戻り値の基数を2に変換し (2進数)、サービス・リクエストを生成する有効ビッ
トを識別します。詳細はIEEE 488.2をご参照ください。 

実行エラー： 

なし 

電源投入時およびリセット時の状態 

電源投入時の状態は共通コマンド∗PSC で保存された条件に依存します - もし0
であればクリアされず、1であればレジスターはクリアされます。リセットによ
る影響はありません。 

サービス・リクエスト・レジスター情報の読み出し 
このステータス・バイト・データ構造は、この構造のIEEE 488.2規格要件に適
合しています。 

*STB?

 
erw154.eps 

∗STB? 

サービス・リクエスト・レジスターのサマリー・ビットを呼び出します。第6章
のデバイスのステータス情報の取得をご参照ください。 

応答デコード： 

戻り値の基数を2に変換し (2進数)、データ構造を含む現在のステータスのサマ
リー・ビットを識別します。定義の詳細については、IEEE 488.2をご参照くだ
さい。このバイトを直接クリアする方法はありません。さらに上のステータス・
データ構造をクリアすることでクリアされます。 

実行エラー： 

なし 

電源投入時およびリセット時の状態 

適用なし 
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テストの実施 — フル・セルフテスト 
このクエリはIEEE 488.2の規格要件に適合しています。 

*TST?

 
erw155.eps 

∗TST? 

フル・セルフテストを実行します。応答はテストの完了後に生成されます。 

注記 
セルフテストは23 °C±10 °C でのみ有効です。 

応答デコード： 

戻り値はセルフテストの合否を識別します： 

ゼロ はセルフテストが完了し、何もエラーが検出されなかったことを示します。 

ゼロ以外 はセルフテストが失敗したことを示します。番号はテストのエラーの
数です。 

エラー・コードを確認するにはセルフテストを手動で再度実行する必要がありま
す。第8章をご参照ください。 

実行エラー： 

校正がきちんと有効になっている場合にはセルフテストは許可されません。 

電源投入時およびリセット時の状態 

適用なし 

待機 
このコマンドはIEEE 488.2の規格要件に適合しています。 

*WAI

 
erw156.eps 

∗WAI 

実行待ちの操作がないことを示すフラグが真に設定されるまで、次のコマンドま
たはクエリが実行されるのを防ぎます。これはIEEE-488.2で義務付けられてい
るコマンドですが、本器では実行待ちフラグが立つような平行処理はないため、
本器にはあまり関連がありません。 

実行エラー： 

なし 

電源投入時およびリセット時の状態 

適用なし 
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付録 C 

モデル9500B — ∗RST および電源投入後の

デバイス設定

はじめに 
∗RST 

本器を定義された状態にリセットします。関連するコマンドについてはそれぞれ
説明します。 

リセット時の状態は、使用履歴に依存しません。ただし以下を除きます： 

• ∗RST は以下に影響しません： 

• 選択されている機器のアドレス 

• 仕様に影響する校正データ 

• SRQマスクの状態 

• 以下の内容： 

o ステータス・バイト・レジスター 

o ステータス・バイト・イネーブル・レジスター 

o スタンダード・イベント・ステータス・レジスター 

o スタンダード・イベント・ステータス・イネーブル・レジスター 

o SCPIオペレーション・ステータス・レジスター 

o SCPIオペレーション・ステータス・イネーブル・レジスター 

o SCPIクエスチョナブル・ステータス・レジスター 

o SCPIクエスチョナブル・ステータス・イネーブル・レジスター 
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• IEEE 488.1 インターフェースの状態 

• エラー・キュー 

• 電源投入時のステータス・クリア・フラグの設定 

• 保護されたユーザー・データのクエリ応答 

「Enable Macro Command」 (∗EMC) は使用されません。 

「Define Device Trigger Command」 (∗DDT) は使用されません。 

パラレル・ポールは9500Bには実装されていません。 

∗RST によって次の状態になります： 

• 9500BはManual/Procedureモードに戻ります 

• 9500Bは「Operation Complete Command  Idle State」 
 (OCIS) に戻ります 

• 9500Bは「Operation Complete Query Idle State」 (OQIS) に戻ります 

• IEEE 488.2共通コマンドに関連する設定の詳細については付録 C 概要を
ご参照ください 

• SCPIコマンドに関連する設定の詳細については付録 C、IEEE 488.2共通
コマンドに関連する∗RST 設定をご参照ください。 

概要 
アクティブ・モード：9500Bは電源投入時には「Manual」または「Procedure」
モードですが、リモート操作を行なうにはManualモードまたはCalibrationモー
ドを選択してください。 

正面パネルのModeキーを押してモード・メニューから必要なモードを選択しま
す (Calibration モードにはパスワードが必要です)。 

デバイス I/D (製造番号)：工場の製造番号が保存されています 

保護されたユーザー・データ：前回保存した値が保存されています 

ステータス・レポートの状態：

ステータス・バイト・レジスター ∗PSCの状態に依存

ステータス・バイト・イネーブル・レジスター ∗PSCの状態に依存

イベント・ステータス・レジスター ∗PSCの状態に依存

イベント・ステータス・イネーブル・レジスター ∗PSCの状態に依存

オペレーション・ステータス・イベント・レジス
ター 

∗PSCの状態に依存

オペレーション・ステータス・イネーブル・レジ
スター 

∗PSCの状態に依存

クエスチョナブル・ステータス・イベント・レジ
スター 

∗PSCの状態に依存

クエスチョナブル・ステータス・イネーブル・レ
ジスター 

∗PSCの状態に依存

エラー・キュー 初のエラーが検出さ
れるまでは空 



 付録 
 モデル9500B — ∗RST および電源投入後のデバイス設定 C 

  C-3 

IEEE 488.2共通コマンドに関連する∗RST 設定 
プログラム・コ
ード 

状態

∗CLS 適用なし

∗ESE Nrf 適用なし

∗ESE? 前の状態を保持

∗ESR? 前の状態を保持

∗IDN? 変更なし

∗OPC 強制的なOPIC状態

∗OPC? 強制的なOPIQ状態

∗OPT? 適用なし

∗PSC 0/1 適用なし

∗PSC? 変更なし

∗PUD データ領域の変更なし

∗PUD? データ領域の変更なし

∗SRE Nrf 適用なし

∗SRE? 前の状態を保持

∗STB? 前の状態を保持

∗TST? 適用なし

∗WAI 適用なし

IEEE 488.2共通コマンドに関連する電源投入時の設定 
プログラム・コード 状態

∗CLS 適用なし

∗ESE Nrf 適用なし

∗ESE? 応答は∗PSCの状態に依存

∗ESR? 応答は∗PSCの状態に依存

∗IDN? 適用なし

∗OPC 適用なし

∗OPC? 適用なし

∗OPT? 適用なし

∗PSC 0/1 適用なし

∗PSC? 変更なしこのデータは電源オフ時に保存され、電源オ
ン時に使用されます 

∗PUD データ領域の変更なし

∗PUD? データ領域の変更なし
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プログラム・コード 状態

∗RST 適用なし

∗SRE Nrf 適用なし

∗SRE? 応答は∗PSCの状態に依存

∗STB? 応答は∗PSCの状態に依存

∗TST? 適用なし

∗WAI 適用なし

SCPIコマンドに関連する∗RSTおよび電源投入時の設定 
キーワード 状態

CALibration Disabled 

OUTPut  

[:STATe] OFF 

[SOURce]  

:FUNCtion  

[:SHAPe](?) SQUare 

:SCOPe  

[:SHAPe](?) SQUare 

:PARameter  

:SQUare  

:POLarity(?) POS 

:GROund(?) OFF 

:SKEW Inactive 

:ALIGnment(?) DEFault 

[SOURce]  

:VOLTage  

[:LEVEl] 20 mV 

:FREQuency  

[:CW|FIXed](?) 1 kHz 
 

他の設定は何も変更されません。 
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付録D 

モデル9500B — Tektronix SG5030 および
CG5010/5011のエミュレーション

概要 

目的 

バス・エミュレーションの目的は、既存の [SG5030/CG5010] のシステムまたは
アプリケーションに9500Bを適合させる場合に、再プログラミングの作業を 小
限に抑えることです。9500Bがエミュレートされる機器の機能と同じ (またはそ
れ以上の) 機能を有している場合、コマンドはエミュレートされます。 

基本的な前提 

9500BにはIEEEインターフェースが2つあります。エミュレーションは「バスの
み」です。manualモードでの操作のエミュレーションはありません。一度 (個別
のバス・アドレスの設定が可能な構成画面から) エミュレーション・モードが選
択されると、手動で操作ができるのは (9500Bの) normalモードに戻る操作のみ
です。エミュレーションできるのはバスのみであるため、Manualモードのロー
カル操作では9500Bのみの操作に制限されます。エミュレーションとSCPIコマ
ンドを一緒に使用することはできません。 

エミュレートされた機器の内部は「仮想状態」となります。これらの機器に対す
るコマンドを受信すると、この「仮想状態」がアクティブになります。言い換え
ると、9500Bは一度に一機種としてしか機能しません。 

エミュレート中の機器は、その対象機器ではなく9500Bのレンジ内でパラメータ
ー要求を受け付けます。例えば、9500B/400がSG5030として560 MHzを出力す
ることができないのは明らかです。 

エミュレーションがサポートされていない部分に対応するため、プログラムに何
らかの修正を加える必要があるかもしれません。 
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コマンドの互換性 
• エミュレート機器と全く同じ応答形式は保証されません。 

• 低水準コマンド言語はエミュレートされません。 

• 全5チャンネル出力ではなく、信号チャンネル1つとトリガー・チャンネ
ル1つの9500Bをお使いの場合は、それぞれがエミュレート機器の信号チ
ャンネルとトリガー・チャンネルに対応します。全5チャンネル出力の
9500Bでは、「信号」はCH 1を、「トリガー」はCH 5を使用します。 

• 以下の文章や表の中に、NR1、NR2、NR3 および NRfといった表現が出
てきます。 これらはIEEE-488.2で規定された「Decimal Numeric 
Program Data」の特定の形式を表しています。これらの簡単な定義は以
下の通りです： 

NR1： 整数でのみ表される数字 (小数点は付きません。)。「375」は
NR1形式です。 

NR2： 「仮数」として表される数字 (言い換えると、小数点を含みま
す)。「375.263」はNR2形式です。 

NR3： 「仮数」と余白で区切られた「指数」として表される数字 (言
い換えると、小数点を含みます。また、ASCII文字「E」または
「e」と、それに続く10の累乗の指数も含みます)。「375.263 
E-3」はNR3形式です。 

NRf： 上記3つのどの形式にも対応した柔軟な形式です。IEEE-488.2
の考え方では、バスを介して送られる個別のコマンドは3つの
内の1つの形式に一致していなければなりません。一方、コマ
ンドを受信するデバイスは、3つの内のいずれの形式でも受け
取ることができなければなりません。これは「トーカーは正確
に」、「リスナーは寛容に」というユーザーの立場に立った考
え方に繋がっています。 

エミュレーション・モードおよびバス・アドレスの選択 

概要 

• CG5010/5011 またはSG5030のエミュレーション・モードおよび適切な
バス・アドレスは、Configurationモード画面で選択します。 

• この項では、これらの選択に必要な操作を紹介します。 

Configurationモード 

Configurationモードを選択する前に、正面パネルからのモード選択について第3
章の作動モードをご参照ください。この項ではまた、Cofigurationモードのパラ
メーターを変更するための画面を開くパスワードについても説明しています。 
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5000シリーズ校正器のエミュレーションを起動するには、まず「MORE」ソフ
ト・キーを押し、Configurationモードのパスワードを入力して「BUS 
ADDRESS」機能にアクセスします。以下のような画面が表示されます： 

EMITETAD S'YADOT

noitarugifnoC

EROM

SUB
SSERDDA

REWOP
EDOM PU

RETNIRP

WEN
DRWSSAP

FER TXE
NI

FER TXE
TUO

FER
QERF

EGATLOV
TIMIL

ETAD
EMIT

:sgnitteS tneserP
zHk ØØØ.Ø5ycneuqerf feR

V ØØ.ØØ1egatloV ytefaS
1sserddA suB

ENONretnirP
launaMedom pu-rewoP
zHM Ø1ni fer txE
delbasiDni fer txE

XXX .veRXXXXXX .oN .reS
latx   lamroNzHG  1.1   : snoitpO

DAEH
GIFNOC  

erw157.eps 

BUS ADDRESSソフト・キーを押すと次のような画面が表示されます： 

EMITETAD S'YADOT

noitarugifnoC

.ylno tide tcerid yb egnahC

TIXE

=sserdda B0059 22
SESSERDDA  884  EEEI

evitcani sserdda dn2

B0059
ØØØ5
SEIRES

 
erw158.eps 

エミュレーション・モード 

IEEE 488 ADDRESSESの画面で、5ØØØ SERIESソフト・キーを押します。 

EMITETAD S'YADOT

noitarugifnoC

.ylno tide tcerid yb egnahC

TIXE

=)lume( 1105GC 22
SESSERDDA  884  EEEI

=)lume( 0305GS

BØØ59
ØØØ5
SEIRES

3Ø

 
erw159.eps 

9500BはIEEE-488インターフェースを2つ内蔵しており、それぞれが別々のアド
レスに応答する点にご留意ください。9500BとCG5011は一方のIEEEバス・アド
レスを占有し、9500Bまたは5000シリーズどちらの画面でも修正することがで
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きます。SG5030はもう一方のバス・アドレスを占有し、5000シリーズの画面で
しか修正できません。5ØØØ SERIES を選択すると、インターフェースはエミ
ュレーション・コマンドしか受け付けなくなります。 

「=」記号の下の小さな矢印は、直接編集の際にどちらのアドレスが変更される
かを示しています。矢印は  (タブ) キーで2つのアドレス間を移動します。 

2つのエミュレーション・アドレスは同じ数字にはできません。重複したアドレ
スを入力しようとするとエラー・メッセージが表示されます。 

アドレスの設定後、EXITを押してConfigurationモードの「Present settings」画
面に戻ります。 

要点 

• アドレスは0 → 30の範囲と決まっています 

• メッセージの終端はLF+EOI でもEOIのみでも構いません 

• IEEE-488インターフェース機能の性能は9500Bと同じです 
(SH1AH1T6L4SR1RL1PP0DC1DT0C0) 

SG5030 定振幅正弦波発生器 

同等なコマンド 

表 D-1はSG5030のコマンド一覧です(マニュアルの通り)。「9500B エミュレー
ション」の列は9500BがSG5030のコマンドをエミュレートするかどうかを示し
ています。 

「X」 9500Bに同等のコマンドがないことを示します。この場合9500Bはコマ
ンドを受け取っても何も反応しません。 

「+」 9500Bに同等のコマンドはありませんが、コマンドは処理されます。例
えば、応答が「標準的」なクエリは解読することができます。 

「√」 コマンドが解読されることを示します。

ステータスおよびエラーのレポート 

ステータス・バイトのコードはSG5030と同じですが、返ってくるエラー番号は
9500Bのものです。 

第8章をご参照ください。 

表 D-1. 9500BによるSG5030 コマンド・エミュレーション 

SG5030コマンド 
SG5030コマンドの説明 9500Bエミュ

レーション 
9500Bの応答 

ABStouch 正面パネルのボタンまたは操作部を

リモートで有効にします。 
X  

AMPlitude 
<NR3>[:dBm] 

出力信号の振幅をボルト (pk-pk) ま
たはdBmで設定します。 

√  

Amplitude? 現在の振幅設定を問い合わせます。 √ AMPLITUDE <NR3>:[DBM] 

CAL? NVRAMに保存されている現在の

DAC設定を問合せます。 
+ CAL 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 



 付録 
 モデル9500B —  Tektronix SG5030 およびCG5010/5011のエミュレーション D 

  D-5 

表 D-1.9500BによるSG5030コマンド・エミュレーション (続き) 

SG5030コマンド 
SG5030コマンドの説明 9500Bエミュ

レーション 
9500Bの応答 

ERRor? 
EVEnt? 

直近のシリアル・ポールでレポートさ

れたイベントについて問い合わせま

す。これらのコマンドは同義です。 

√ ERROR <9500B error 
number> 
EVENT <9500B error 
number> 

EXTtb? 外部タイム・ベースの現在の状態に

ついて問い合わせます。 
√ EXTTB ACTIVE|INACTIVE 

FREQuency <NR3> 出力信号の周波数を設定します。 √  

FREQuency? 現在の周波数設定を問い合わせます。 √ FREQUENCY <NR3>. 

HELp? 本器が受け付ける全コマンド・ヘッ

ダーのリストを返します。 
+ SG5030と同じ。 

ID? 機器の識別情報を返します。 + ID TEK/SG5030,V0.0,FX.XX

INIt 現在の設定をクリアし、 SG5030を
初期化します： 「Output off、1 V、
10 MHz、Refreq off、RQS on、
Userreq off」 

√  

LEVeled? 出力の定振幅信号の状態を返します。 + LEVELED YES|NO 

OUTput ON|OFF 出力ヘッドの信号のオン、オフを切

り替えます。 
√  

OUTput? 出力信号の現在の状態を返します。 √ OUTPUT ON|OFF 

RECall <NR3> このコマンドは不揮発性RAMから機

器設定情報を呼び出します。 
X  

REFreq ON|OFF 参照周波数50 kHzのオン、オフを切

り替えます。 
√  

REFreq? 参照設定を問い合わせます。 √ REFREQ ON|OFF 

RQS ON|OFF 機器のサービス・リクエスト生成機

能の有効、無効を切り替えます。 
√  

RQS? SRQが有効か無効かを問い合わせま

す。 
√ RQS ON|OFF 



Fluke 9500B 
Operators Manual 

D-6 

表 D-1.9500BによるSG5030コマンド・エミュレーション (続き) 

SG5030コマンド 
SG5030コマンドの説明 9500Bエミュ

レーション 
9500Bの応答 

SET? 現在の各種設定の状態を返します。 + SG5030と同じ。 

STOre <num> 正面パネルの設定を保存します。 X  

TESt セルフテストを実行します。エラー

はSRQを通してレポートされます。

X  

USEreq ON|OFF 正面パネルのIDボタンの押下による

SRQ生成機能の有効、無効を切り替

えます。 

X  

USEreq? 現在のIDボタンによるSRQ設定の状

態を返します。 
+ USEREQ OFF 

CG5010/5011プログラマブル校正器 

同等なコマンド 

下表 4-2はCG5010のコマンドの一覧です(マニュアルの通り)。「9500B エミュ
レーション」の列は9500BがCG5010のコマンドをエミュレートするかどうかを
示しています。 

「X」 9500Bに同等のコマンドがないことを示します。この場合9500Bはコマ
ンドを受け取っても何も反応しません。 

「+」 9500Bに同等のコマンドはありませんが、コマンドは処理されます。例
えば、応答が「標準的」なクエリは解読することができます。 

「√」 コマンドが解読されることを示します。

表 D-2.9500BによるCG5010/5011コマンド・エミュレーション 

CG5010/5011コマンド 
CG5010/5011コマンドの説明 9500Bエミュレ

ーション 
9500Bの応答 

A/D <NR3>A 電流モードに設定し、単位/目盛

を設定します。 
√  

CALDATE <mm>-<dd>-
<yy> 

校正日を設定します。 √  

CALDATE? 校正日情報を返します。 √ <mm>-<dd>-<yy> 

CHOP ON|OFF 振幅モードのみ。OFFは出力信

号のレベルを振幅設定の直流値

に設定します。ONは通常の振幅

の周波数出力に戻します。 

X  



 付録 
 モデル9500B —  Tektronix SG5030 およびCG5010/5011のエミュレーション D 

  D-7 

表 D-2.9500BによるCG5010/5011コマンド・エミュレーション (続き) 

CG5010/5011コマンド 
CG5010/5011コマンドの説明 9500Bエミュレ

ーション 
9500Bの応答 

COMP CG|DUT|AUTO CG =コンパレーターの向きが

CG5010の出力、DUT = コンパ

レーターの向きがDUT、AUTO = 
CG5010とDUT間で向きを自動

変更 

X  

CS ON|OFF Slewed Edgeをセットまたはク

リアします — CG5010でのみ使

用。 

X  

CSET? 変更された設定情報の <メッセ

ージ・ユニット> をコントロー

ラーに返します。 

+ CSET NONE 

DEC HIGHまたはFASTの時は現在の

パーセント誤差表示から0.1減算

し、LOWまたはSLOWの場合は

0.1加算します。 

+  

DLY ON|OFF 高速エッジ・モードのトリガ

ー・ディレイを設定します。 
X  

DSP エッジまたは高速エッジ・モー

ドの変数表示を有効、無効にし

ます。 

X  

DSPL? 現在の単位/目盛およびパーセン

ト誤差情報の <メッセージ・ユ

ニット> を返します。 

√ PCT -0.5;U/D 1.0E+0 
VARIABLEがオンでなけ

ればPCTの値は0.0です。

DT ON|OFF バスのDT0/DT1 モードの状態を

変更します — GETを使用可能。

X  

EDGE <NR1> 1回のスルー・サイクルで生成さ

れるエッジの数を設定します。 
X  

ERR? エラー状態のコードを返します。 √ ERR <9500B error 
number> 

FREQ DC|<NR3> DC = チョップ周波数を直流に設

定；<NR3> = チョップ周波数を

10 Hz ～ 1 MHzに設定。 

√  

FXD 出力値からVARIABLE (偏差) 値
を取り除きます。 

√  

HOLD <NR1> SLEWED EDGE モード用。 X  

ID? 機器の識別情報を返します。 + ID 
TEK/SG5011,V0.0,FX.XX
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表 D-2. 9500BによるCG5010/5011コマンド・エミュレーション (続き) 

CG5010/5011コマンド 
CG5010/5011コマンドの説明 9500Bエミュ

レーション 
9500Bの応答 

INC HIGHまたはFASTの時は現在のDUT誤差表

示に0.1加算し、LOWまたはSLOWの場合は

0.1減算します。 

√  

INIT 現在の設定をクリアし、初期設定に戻しま

す：Volts、1 V/D、1 kHz、1 division、
output off、trigger norm、off 。 

√  

LDZ 50|HI 50 = 50 の終端を選択；HI = 高インピーダ

ンス終端を選択 
√  

LOOP ON|OFF 電流ループを選択または選択解除します。 X  

LSHF シフト・カウンターを1ずつ減らします。 X  

MAG X1|X10 マーカーの時間/目盛の拡大機能をX1または

X10に設定します。 
√  

MASK 1|2|3 SRQが送信されないようにエラーをマスク

します。 
X  

MODE V|VOLTAGE 
MODE CUR|CURRENT 
MODE EDGE 
MODE FE|FASTEDGE 
MODE MKRS|MARKERS 
MODE SLWD|SLEWED 

VOLTSを選択します。 
CURRENTモードを選択します。 
EDGEを選択します。 
FAST EDGEを選択します。 
TIMING MARKERSを選択します。 
SLEWED EDGEを選択します。 

√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
X 

 

MULT <NRF> 目盛数の拡大機能をレンジ1 ～ 10で設定し

ます。 
√  

NEG 負のEDGEおよびVOLTAGEの極性を設定し

ます。 
√  

NM ON|OFF Narrow Markersモードに設定します。 X  

OPC ON|OFF CONTINUE. Xが押された場合の、実行完了

時のSRQの有無を制御します。 
X  

OUT ON|OFF 本体の出力をONまたはOFFに設定します。 √  

PCT <NR2> DUTのパーセント誤差表示を設定します。 √  

PCT? 現在のDUTのパーセント誤差情報の <メッ

セージ・ユニット> を返します。 
√ PCT 2.0; (PCTが

選択されている

場合)、または

PCT 0.0; PCTが
選択されていな

い場合。 

POS 正のEDGE極性を設定します。 POSは交流

電圧で問題なく受理されます (NEGはエラ

ー番号22となります)。 

√  



 付録 
 モデル9500B —  Tektronix SG5030 およびCG5010/5011のエミュレーション D 

  D-9 

表 D-2. 9500BによるCG5010/5011コマンド・エミュレーション (続き) 

CG5010/5011コマンド 
CG5010/5011コマンドの説明 9500Bエミュ 

レーション 
9500Bの応答 

READ? X CONTINUEキーの押下後に単位/目盛および

DUTのパーセント誤差の <メッセージ・ユニ

ット> を返します。 

X  

REM ON|OFF IDボタンが押された際のSRQ生成の有無を制

御します。 
X  

RPT? 直近に送られたメッセージを繰り返します。 √  

RQS ON|OFF SRQ生成のオンまたはオフを切り替えます。 √  

RSHF シフト・カウンターを1ずつ増やします。 X  

SET? 機器の設定を、設定した形式で返します。 + CG5011と同じ。

S/D <NR3>S 選択されていなければMarkersモードに設定

し、秒/目盛を設定します。 
√  

SHIFT <NR1> シフト・カウンターの引数を設定します。 X  

SRQ? SRQの原因を返します。 X  

TEST 電源投入時のセルフテストを有効にします (所
要時間約5秒)。 

X  

TRIG 
ON|OFF|NORM|X.1|X.01 

ON = TRIGGER OUTPUT をオンにします。 √  

 OFF = TRIGGER OUTPUTをオフにします。

OFF = TRIGGER OUTPUT をオフにします。 
√  

 NORM = トリガー・レートを出力信号レート

と同じに設定します (電源投入時の初期設

定)。 

√  

 X.1 = トリガー・レートを出力信号レートの

1/10に設定します。 
√  

 X.01 = トリガー・レートを出力信号レートの

1/100に設定します。 
√  

TSET? ASCII文字の「NULL」メッセージを返します。 X  

U/D <NR3> 希望の単位/目盛を設定します。 √  

U/D? 現在の<NR3> 単位/目盛を返します。 √ U/D <NR3> 
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表 D-2. 9500BによるCG5010/5011コマンド・エミュレーション (続き) 

CG5010/5011コマンド 
CG5010/5011コマンドの説明 9500Bエミュ

レーション 
9500Bの応答 

UMSK <NR1> マスクされていたエラーのマスクを解除し

ます。MASKコマンドの逆です。 
X  

VAR 機器にDUTのパーセント誤差を表示するよ

う設定します。 
√  

VERS? バージョンIDコードを返します。 + VERS 
0000FFFF 

V/D <NR3>V 電圧および希望の単位/目盛を設定します。 √  

ZSHF シフト・カウンターをゼロにリセットしま

す。 
X  

 


	9500B 操作マニュアル
	保証および責任
	目次
	表目次
	図目次

	 はじめに
	概要
	この章について
	機能
	動作モード
	Manualモード
	Procedureモード
	Configurationモード
	Calibrationモード
	Testモード

	システム操作
	リモート・インターフェース
	Met/Cal II

	関連製品およびオプション

	 設置
	この章について
	9500Bの持ち運び
	ベンチ高さからの持ち運び
	低い位置での持ち運び

	開梱および点検
	保管
	輸送の準備
	校正可能スイッチ
	操作の準備
	設置
	作業台への設置
	オプション 90—ラックへの設置

	電源入力
	電源ケーブル
	電源ヒューズ
	電源ヒューズの交換

	電源電圧
	作動電源電圧の選択


	コネクターおよびピンの意味
	IEEE-488 入出力 (背面パネル)
	パラレル・ポート (背面パネル)
	シリアル・ポート (背面パネル)
	外部入力 (背面パネル)
	基準周波数入力 (背面パネル)
	基準周波数出力 (背面パネル)

	マイクロ波コネクター使用上の注意

	 操作および外観
	この章について
	正面パネルの概要
	ローカルおよびリモート操作
	UUTオシロスコープのリモート、半自動および手動校正
	プロシージャー・メモリ・カードの使用
	9500B自体の手動およびリモート校正
	正面パネル操作の一般配置

	正面パネルの機能
	液晶ディスプレイと画面キー
	「Oscilloscope Calibrator」パネル
	出力接続
	PCMCIA SLOT 1 と PCMCIA SLOT 2
	「Standby」押しボタン
	電源オン/オフ・スイッチ

	出力操作
	正面パネル操作部
	Manualモードへの入り方
	Manualモード—代表的メニュー画面
	画面の編集


	Preferences
	Pref機能の選択
	Pref機能の概要
	パラメーターの変更
	画面のコントラスト
	Scopeモードの振幅ステップ
	Scopeモードのタイム・ステップ
	偏差の表示


	作動モード
	モード選択
	モードの概要
	パスワードとアクセス
	Configurationモード


	 Manualモード
	この章について
	相互接続
	アクティブ・ヘッド技術
	9500BおよびUUTオシロスコープへの接続
	ヘッドの信号処理

	外部入力 (背面パネル)
	基準周波数入力
	基準周波数出力

	Manualモード — 機能選択
	Manualモードの選択
	正面パネルのファンクション・キー
	ファンクション・キー
	初期設定
	「OSCILLOSCOPE CALIBRATOR」パネル — 右側のファンクション・キー


	編集機能
	はじめに
	編集の方法
	編集モード
	タブ・キーの使用
	初期設定 Scopeモード

	Directモード
	カーソル操作部
	Directモード — 桁編集
	Directモード — 数値入力編集
	Scopeモードへの復帰

	Scopeモード
	はじめに
	カーソル操作
	シーケンス・スクロールの使用


	直流/矩形波機能
	初期設定
	メニュー選択
	信号チャンネル
	UUTトリガー
	トリガー・チャンネルの選択
	ケーブルの選択
	トリガー比
	チャンネル設定のメモリ保存
	波形の選択
	直流機能の選択
	直流/矩形波設定のまとめ

	直流/矩形波機能の操作
	右側の画面キー — 桁編集/シーケンス・スクロール
	右側の画面キー — 数値入力編集
	下部の画面キー — 桁編集、シーケンス・スクロール、および数値入力編集

	矩形波機能の操作
	値の編集
	出力電圧の編集
	低電圧 (LV) および高電圧 (HV) 状態

	9500Bの矩形波機能を使ってUUTオシロスコープの振幅応答を校正する
	相互接続
	UUTオシロスコープ — 9500Bを固定ソースとして使用した振幅校正
	UUTオシロスコープ — 9500Bを調整可能なソースとして使用した振幅校正

	直流機能の操作
	極性
	値の編集
	出力電圧の編集
	低電圧 (LV) および高電圧 (HV) 状態
	多チャンネル直流機能の操作

	9500Bの直流機能を使ってUUTオシロスコープの振幅応答を校正する
	相互接続
	UUTオシロスコープ： 9500Bを直流電圧の固定ソースとして使用した振幅校正
	UUTオシロスコープ — 9500Bを調整可能な直流電圧ソースとして使用した振幅校正


	正弦波機能
	初期設定
	メニュー選択
	チャンネル設定のメモリ保存
	右側の画面キー — 桁編集/シーケンス・スクロール
	右側の画面キー — 数値入力編集
	下部の画面キー — 桁編集/シーケンス・スクロール、および数値入力編集

	正弦波機能の操作
	値の編集
	出力電圧の編集
	入力インピーダンスが 1 M( のUUTオシロスコープに対する制約

	デュアル・チャンネル操作
	デュアル・チャンネルの設定 (2チャンネル/2ヘッド)

	9500Bの定振幅正弦波機能を使ってUUTオシロスコープの平坦度/帯域幅応答を校正する
	相互接続
	共通設定
	UUTオシロスコープ — 9500Bを固定ソースとして使用した平坦度校正
	UUTオシロスコープ — 9500Bを調整可能なソースとして使用した平坦度校正


	エッジ機能
	初期設定
	メニュー選択
	チャンネル設定のメモリ保存
	右側の画面キー — 桁編集
	右側の画面キー — 直接編集
	下部の画面キー — 桁編集および直接編集

	エッジ機能の操作
	値の編集
	出力電圧の編集
	低電圧 (LV) および高電圧 (HV) 状態

	アクティブ・ヘッドの使用
	9500Bのエッジ機能を使ってUUTオシロスコープのパルス応答を校正する
	相互接続
	共通設定
	UUTオシロスコープ — 9500Bを固定ソースとして使用したパルス応答校正


	タイム・マーカー機能
	初期設定
	メニュー選択
	チャンネル設定のメモリ保存
	波形の選択
	右側の画面キー — 桁編集
	右側の画面キー — 直接編集
	下部の画面キー — 桁編集および直接編集

	タイム・マーカー機能の操作
	値の編集
	出力周期の編集
	振幅強調形マーカーの種類

	9500Bのタイム・マーカー機能を使ってUUTオシロスコープのタイム・ベースを校正する
	相互接続
	共通設定
	UUTオシロスコープ — 9500Bを固定ソースとして使用したタイム・ベース校正
	UUTオシロスコープ — 9500Bを調整可能なソースとして使用したタイム・ベース校正


	補助機能
	補助機能の選択
	「Aux」キー
	初期設定
	機能アイコン


	電流機能
	電流プローブ・アクセサリ
	初期設定
	メニュー選択
	チャンネル設定のメモリ保存
	波形の選択
	直流電流の選択
	電流設定のまとめ

	電流機能の操作
	右側の画面キー — 桁編集
	右側の画面キー — 直接編集
	下部の画面キー — 桁編集および直接編集

	矩形波機能の操作
	値の編集
	出力電流の編集

	9500Bの電流 (矩形波) 機能を使ったUUTオシロスコープの電流プローブの校正
	はじめに
	相互接続
	共通設定
	UUT電流プローブ — 9500Bを固定ソースとして使用したパルス応答校正
	UUT電流プローブ ― 9500Bを調整可能なソースとして使用したパルス応答校正

	直流電流機能の操作
	極性 波形選択画面
	値の編集
	出力電流の編集

	9500Bの直流電流機能を使ったUUTオシロスコープの電流プローブの振幅応答の校正
	相互接続
	共通設定
	UUT電流プローブ — 9500Bを固定ソースとして使用した振幅校正
	UUT電流プローブ — 9500Bを調整可能なソースとして使用した振幅校正


	コンポジット・ビデオ機能
	信号およびトリガー
	初期設定
	メニュー選択
	チャンネル設定のメモリ保存
	右側の画面キー
	下段の画面キー

	コンポジット・ビデオ機能の操作
	値の編集

	9500Bの定振幅コンポジット・ビデオ機能を使ったUUTオシロスコープのビデオ・トリガー感度の校正
	相互接続
	校正手順


	リニア・ランプ機能
	初期設定
	メニュー選択
	チャンネル設定のメモリ保存
	Scopeモードのみ
	右側の画面キー
	下段の画面キー

	リニア・ランプ機能の操作
	値の編集

	9500Bのリニア・ランプ機能を使ったエラー・コードの検出とトリガー・レベル・マーカーのチェック
	相互接続
	9500BとUUTオシロスコープの設定
	エラー・コードの検出 ― 操作手順
	トリガー・レベル ― 操作手順


	過負荷パルス機能
	過負荷保護機能のテスト
	初期設定
	メニュー選択
	チャンネル設定のメモリ保存

	過負荷パルス機能の操作
	右側の画面キー — 桁編集
	右側の画面キー — 直接編集
	下部の画面キー — 桁編集および直接編集
	値の編集
	過負荷パルスの編集

	9500Bを使った、UUTオシロスコープの過負荷応答テスト
	相互接続
	9500BとUUTオシロスコープの設定
	操作の手順


	ゼロ・スキュー機能
	初期設定
	メニュー選択
	信号チャンネルの選択
	右側の画面キー — 桁編集/シーケンス・スクロール
	右側の画面キー — 数値入力編集
	下段の画面キー

	ゼロ・スキュー機能の操作
	9500Bのチャンネル出力の精密アラインメント
	アラインメントの保存

	UUTオシロスコープのチャンネル・スキューの測定
	はじめに
	相互接続
	9500BとUUTオシロスコープの設定
	操作の手順


	外部入力
	自動経路設定
	初期設定
	メニュー選択
	チャンネル設定のメモリ保存

	外部入力機能の操作
	下段の画面キー

	9500Bを使用した、UUTオシロスコープの入力チャンネルへの外部校正信号の自動経路設定
	相互接続
	外部信号源、9500B、UUTオシロスコープの設定
	操作の手順


	負荷抵抗および負荷容量測定
	測定方法
	初期設定
	負荷抵抗の初期設定
	負荷容量の初期設定

	メニュー選択
	負荷抵抗メニュー
	負荷容量メニュー
	チャンネルのメモリ保存

	測定の操作方法
	下段の画面キー (抵抗)
	下段の画面キー (静電容量)

	9500Bを使用した負荷抵抗または負荷容量の測定
	はじめに
	相互接続
	9500BとUUTオシロスコープの設定
	操作の手順 (負荷抵抗)
	操作の手順 (負荷容量)


	入力リーク機能
	はじめに
	入力リーク・テスト
	初期設定
	メニュー選択
	チャンネルのメモリ保存

	入力リーク機能の操作
	下段の画面キー
	開放回路の出力リーク電流仕様

	9500Bを使った、UUTオシロスコープの入力リーク電流テスト
	相互接続
	9500BとUUTオシロスコープの設定
	操作の手順


	パルス幅機能
	トリガー検証タイマー・テスト
	初期設定
	メニュー選択
	チャンネルのメモリ保存
	Directモードのみ

	パルス幅機能の操作
	右側の画面キー
	下段の画面キー



	 Procedureモード
	この章について
	Procedureモード — 安全および一般的な注意事項
	安全機能
	一般的な注意事項
	出力の調整

	印刷の準備
	プリンターの種類
	成績書の書式設定とデータの追加
	印刷を有効にする

	結果をメモリ・カードに保存する
	結果用カードの有効化と挿入
	ステージごとに結果を保存
	結果用メモリの空き容量
	SRAMカード—非充電式電池
	SRAMカード—充電式電池


	Procedureモード—アクセス・ガイド
	モード選択
	「Mode」キー
	「Mode Selection」画面

	Procedureモードの選択—全ての手順に共通の入力メニュー
	PROCキー
	Procedureモードの初期画面
	対象のUUTモデル用プロシージャー・カードの選択と挿入
	対象のUUTメーカーの選択
	対象のUUTモデルの選択
	対象のUUTの製造番号を入力する
	対象のUUTモデル用の手順を選択する
	手順 — カードに基づく操作指示
	「ABORT」
	「END」
	「ABORT」または「END」時の選択肢
	Procedureモードの共通操作 — 動作の概要



	 IEEE-488インターフェースを介した9500Bのシステム・アプリケーション
	この章について
	9500Bで使用されるIEEE-488.2およびSCPI コードの一覧
	IEEE-488.2の共通コマンドおよびクエリ
	9500B SCPI サブシステム

	概要
	インターフェース機能
	IEEE 488.1および488.2
	IEEE 488 用語における9500B
	プログラム・オプション
	機能コード
	バス・アドレス
	アクセス制限

	相互接続
	SCPIプログラミング言語

	9500Bをシステム内で使用する
	9500Bのアドレス指定
	バス・アドレスへのアクセス
	「Configuration」モードの選択
	「MORE」パラメーターの選択
	パスワードの入力
	バス・アドレスの変更

	IEEE-488 インターフェースを介した操作
	概要
	作動条件
	プログラムによるローカル操作への移行 (GTL または RENが偽)
	「デバイス・クリア」
	リセットの種類

	メッセージ交換
	IEEE 488.2 モデル
	9500B STATUSサブシステム
	受信コマンドおよびクエリ
	9500Bの機能・設定
	応答データ
	「Query Error」

	Request Service (RQS)
	サービス要求の発生要因
	IEEE 488.2 モデルにおけるRQS


	デバイスのステータス情報の取得
	概要
	IEEE-488およびSCPIで規定された機能
	ステータス・サマリー情報およびSRQ
	イベント・レジスターの状態
	アプリケーション・プログラムからのアクセス

	9500Bのステータス・レポート ― IEEE-488.2の基本
	IEEE 488.2 モデル
	9500B モデルの構造
	ステータス・バイト・レジスター
	サービス・リクエスト・イネーブル・レジスター
	IEEE 488.2で定義されたイベント・ステータス・レジスター
	スタンダード・イベント・ステータス・イネーブル・レジスター
	エラー・キュー

	9500Bのステータス・レポート ― SCPI要素
	概要
	SCPI ステータス・レジスター
	レポート可能なSCPIの状態


	9500BのSCPI言語 - コマンドおよび構文
	はじめに
	SCPI 構文およびスタイル
	凡例

	CALibration サブシステム
	OUTPut サブシステム
	ROUTe サブシステム
	SOURce サブシステム
	CONFigure サブシステム
	STATus サブシステム
	SYSTem サブシステム
	REFerence サブシステム


	 仕様
	一般仕様
	電気的仕様
	電圧機能仕様
	エッジ機能仕様
	高速エッジ機能仕様
	タイム・マーカー機能仕様
	定振幅正弦波機能仕様
	デュアル正弦波機能仕様
	入力インピーダンス機能
	パルス幅機能仕様
	トリガー出力仕様
	その他の出力機能仕様
	電流機能
	コンポジット・ビデオ出力
	低周波リニア・ランプ
	過負荷パルス
	ゼロ・スキュー
	入力リーク
	外部入力

	基準周波数仕様


	 日常のメンテナンスおよびテスト
	この章について
	日常のメンテナンス
	一般的なクリーニング
	吸気フィルター
	天板の取り外し
	上部シールドと校正シール
	フィルターの取り外し
	フィルターの洗浄
	フィルターの取り付け
	天板の取り付け
	交換部品

	ファームウェアのアップグレード
	概要
	手順


	モデル9500Bのテストおよびセルフテスト
	テストの種類
	テスト・モードへの切り替え

	Base、Heads、All および Fast セルフテスト
	セルフテストの中止
	セルフテストの完了
	テスト結果の表示
	テスト結果の印刷

	電源投入時のセルフテスト
	インターフェース・テスト
	インターフェース・テストの実施
	ディスプレイ・メモリーのチェック
	キーボードのチェック
	ディスプレイのチェック
	メモリー・カードのチェック
	トラック・ボールのチェック
	プリンターのチェック


	セルフテスト結果の印刷
	はじめに
	パラレル・ポート (背面パネル)
	印刷の準備
	プリンターの種類
	データのフォーマット

	結果の印刷

	エラー・レポート・サブシステム
	エラーの検出
	エラー・メッセージ
	システム・トリップ・エラー
	復元可能なエラー
	エラーの種類
	エラーのレポート
	コマンド・エラー (CME)
	実行エラー (EXE)
	クエリ・エラー (QYE)
	デバイス固有エラー (DDE)
	ローカルで正面パネルの画面からのみレポートされるデバイス固有エラー
	IEEE-488インターフェースを介してリモートでのみレポートされるデバイス固有エラー
	ローカルとリモート両方でレポートされるデバイス固有エラー



	 検証
	この章について
	検証の必要性
	工場での校正とトレーサビリティ
	工場からの受領時の検証
	ユーザーによる校正後の検証

	標準器要件
	相互接続
	検証ポイント
	仕様範囲
	検証手順
	9500B本体の機能別検証
	直流/矩形波機能：直流電圧の検証
	直流/矩形波機能：矩形波電圧の検証
	低周波正弦波電圧機能の検証
	タイム・マーカー機能の検証
	負荷抵抗測定機能の検証
	パルス幅機能の検証

	9510/9530/9550/9560 ヘッドの機能別検証
	定振幅正弦波機能：低周波ゲインの検証
	定振幅正弦波機能：平坦度の検証
	エッジ機能の検証
	負荷容量測定機能の検証 (()


	 校正
	本章について
	9500B本体の校正およびActive Head™ の校正
	はじめに
	本体の校正
	アクティブ・ヘッドの校正
	その他の機能
	本体の手動校正

	モデル9500B Calibrationモード
	はじめに
	モードの選択
	「Mode」キー
	「Mode Selection」画面

	Calibrationモードの選択
	校正可能スイッチ
	パスワード
	Calibrationモード画面
	Calibrationモード画面ソフトキー

	特別校正
	特別校正の選択
	値付けのタイミング
	値付けの方法
	値付けの形式

	特別校正：「周波数の調整」
	調整のタイミング
	必要な機器
	相互接続
	9500Bおよびカウンターの設定
	操作手順

	本体の標準校正 (BASE CAL)
	機能の選択
	Calモードの機能画面
	「ハードウェアの構成」
	「ターゲット校正値」

	校正操作の概要

	標準校正 — 基本手順
	はじめに
	校正の目的
	一般的な校正プロセス

	ターゲット選択画面 — ハードウェア構成の選択
	波形の選択
	ハードウェア構成
	チャンネルの選択
	チャンネル設定のメモリー保存
	ターゲットの「初期値」または「保存値」

	調整画面
	ターゲット値の設定
	校正ターゲット初期値の選択
	校正ターゲットの修正

	9500B のターゲット値での校正
	出力振幅の調整
	ターゲットの選択
	「校正ポイントのリセット」

	交流機能の標準校正
	出力周波数の合成
	ターゲット校正ポイントの出力周波数の変更

	本体校正の終了 - 校正日および校正期限
	終了：Modeキー — 警告画面
	EXITキーのみ
	成績書の日付印の更新
	校正期限および事前警告期間の設定


	正面パネルからの本体の機能別校正
	はじめに
	校正手順の概要
	一般的な手順
	校正の順番
	直流/矩形波 — 直流電圧校正


	直流/矩形波 — 矩形波の校正
	低周波正弦波電圧の校正
	負荷抵抗測定の校正
	9510/9530/9550/9560 ヘッドの校正手順
	定振幅正弦波機能：低周波ゲイン
	定振幅正弦波機能：高周波の校正
	エッジ機能の校正
	タイム・マーカーの校正 (9510のみ)
	負荷容量機能の校正 (9510および9530のみ)
	50 ( / 1 M( レシオの校正
	ヘッド校正の終了


	付録

	IEEE 488.2デバイスの文書要求
	モデル9500Bに実装されているIEEE 488.2の共通コマンドおよびクエリ
	モデル9500B — ∗RST および電源投入後のデバイス設定
	モデル9500B — Tektronix SG5030 およびCG5010/5011のエミュレーション



