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識 別 番 号

この取扱説明書は,銘 板の識別番号が 122の 製品に

適合するものです。

詳細については第 1章 ,1-2識 別番、号の項 をお読み

ください。

オシロスコープ

yP‐ 5567ハ

取扱説明書



安全に正しくお使いいただくために

ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ′正 しくお使いください。そのあと大切に保存 じ′必要な

ときお読みください。

お使いになる人や他の人への危害′財産への損害 を未然に防止するため′必ずお守 りいただ くことを,

次のように説明 しています。

■ 対象 となる機器や設備 などの存在や作動 (作 重力前後 を含 む)に よって生 じる危害内容 を′次の表示で

説明 しています。

◇危険
この表示の欄は,「 死亡または重症 などを負 う危険が 高度 に切迫 している

環境や物に関する 」内容です。

■ 表示内容 を無視 して誤 った使い方 をしたときに生 じる危害や損害の程度 を′次の表示で区分 し′説

明 しています。

∠2ゝ ,篭:険    ふ懇電Tl響 Fズξ著ず。 
は重症などを負う危険が切迫して生じること

△ 注意

△ 警 告  :?戸
示の欄 L「 死亡または重症などを負 う聯 性が想定 される 」内容

この表示の欄は′「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能

性が想定される」内容です。

■ お守りいただく内容の種類を′次の絵表示で区分 し′説明 しています。(下記は絵表示の一例です)

◇△
このような絵表示は,気 をつけていただきたい「注意喚起 」内容です。

※ 製品本体に単独で表示されている△ は,「 取扱説明書参照 」を意味 します。

参照するベージは,取扱説明書の目次に△ をつけて示 しています。

③
一●

この ような絵表示 は,し てはいけない「禁止 」内容です。

この ような絵表示は,必ず実行 していただく「強制 」内容です。

■ 触れると危険な高電圧部 を持っている場合は′下記の表示 をしています。

ん

軍 この絵表示は,600V以上の高電圧部を示 します。



△ 警告

感電の恐れがありますので,電源コー ドの保護接地端子は必ず接地 してくださぃ。
● 2ビ ンコンセン トしか利用できない場合には′付属品の接地アダプタをコンセン ト

に挿入 し′接地アダプタの接地 リードを電源供給側の保護接地端子に確実に接続 し
た後′電源コー ドの 3ビ ンプラグを接地アダプタに挿入 してくださぃ。

保護接地端子 を接地すると′ヶ―スぉょびヶ _ス に接続 された測定∫、力端子 (プ ロープまたは入 力コネクタ)の GND側 が′接地電位になります。
ブローブまたは入カコネ クタの GND側 は′必 ず被測定物の接地電位 (GND側 )に 接続 して くだ さい。接続 を誤 ると′正 しい測定ができないばかりか′短絡事故の原因にもなりますのでご注意 ください。

電源コー ド・電源プラグ を破損するよ うなことは しない。

③
降 ξ為′

力
蜆 謂 !:|:li:|;鍬、F~~い 制′

|

傷んだまま使用すると′感電・ショー ト・発煙 。発火の恐れがあります。
0コ ー ドやプラグの修理は′必ず当社サービス・ステーションにご連絡くださぃ。

グの ほ こ りな ど は定期的 に と る

プラグ
|こ

ほこりなどがたまると′
湿気などで絶縁不良となり′発煙・

発火の恐れがあります。
電源プラグを抜き,乾いた布でふ
いてください。

グ は根元 まで確実に差 し込 む

差 し込みが不完全な場合′感電や′
発熱による発煙 。発火の恐れがあ
ります。

傷んだプラグ・ゆるんだコンセン

トは使用 しないでくださぃ。

規定された電源電圧で使用する

●  ][]I曇][:[!i][il
煙 。発火の恐れがあります。

●主電源の適 合電圧の変 更 をご希望 の場合 に
は,必ず当社サービス・ステー ションにご連
絡 くださぃ。電源 コー ド′ヒューズ′表示 な
ど′安全性 を保つ種 々の配慮が必要です。
(所 在地は巻末に記載 してあります。 )

で電源プラグを抜き差 ししない

感電の恐れがあります。

③ fI鱗羅鮮l
ください。
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△
カバーを開けない

感電や故障の原因となります。

●安全上問題となる部分は遮蔽 さ

れていますが′カバーを開ける

と危険な部分も現れます。
分解禁止

規定された値以上の電圧を印加 しない

発煙・発火の恐れがあります。取扱

説明書 で規定 された値以上の電圧

を印加 しないでください。

CRTに 衝撃や振重力を与えない

⊂R丁 を破壊する恐れがあります。

とがあり危険です。

CR丁 破壊時には,ガ ラスの破片が高速 で飛び散るこ

規定 された ヒューズ を使用する 故障・破損 した状態で使用 しない

感電や発煙・発火の恐れがありま

す。ただちに電源スイッチを切 り′

電源プラグを抜いて:当社のサー

ビス・ステーションにご連絡 くださ

い。(所在地は巻末に記載 してあり

ます。)

△ 注意

ヒューズ を交換する際 は,取 扱説

明書 で規定 された定格の もの を使

用 して く だ さい 。 規 定 以 外 の

ヒューズ を使用すると発煙・発火

の恐れがあります。

③
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章 概 要

1-1 取扱説明書の構成           1_3 1既  説

この取扱説明書は loo MIIzオ シロスコープvP   内部 目盛付 きの 150 1nin CRfrを 使用 した汎用

5567Aに ついて説明 しています。          の 3現象オシロスコープです。

説明書の第 1章 ではオシロスコープの概要を述   垂直軸は感度 5 nlV/div～ 5V/div,× 5拡 大に
べ,第 2章 には詳細な仕様を記載 しています。   ょり最高 1 11lV/divと なっています。周波数帯域

第 3章 には安全に関する注意事項 と,使用に当  幅は,感度 51nV/divで loo MHzで す。
たっての設置,準備についてj上 べています。本器   トリガ回路は,レ ベル調整操作を不要とする自
をご使用いただく前に必ずご一読 ください。    動 トリガ機能や TV信号の同期分離回路 を含み

,

第 4章 では,各操作部の機能説明 と,機能別の  垂直軸の全帯域にわたって安定な トリガ動作が得

操作要領を述べています。実際の操作に当たって  られます。

必要な部分をお読み ください。           水平軸は 50 ns/div～ o.5s/divの 校正 された掃

第 5章 ではの手入れの方法を述べています。    引レー トで,lo倍 の拡大機能により最高 5 ns/div

までの掃引動作が可能です。

1-2 識別番号 また,単掃引動作が可能です。

本器の後面にある銘板 (1_1図 参照)に は,英 文   x_Y動 作で は CI1 1お よび EX7r TRIG INPUT
字 を含む lo桁 で構成 された固有の番号 が付 され  (cI13)が X軸 ,CH 2が Y軸 として働 きます。

ています。 この番号の末尾 3桁 が識別番号で,同
一製品については同 じ番号ですが,変 更があると

別の番号に変わるものです。             ｀

この取扱説明書の内容は,こ の取扱説明書の巻

頭に記 された識別番号 を付 された製品に適合 して

います。

なお,製 品についてのお問い合わせ などの場合

には,銘 板 に記 された全 lo桁 の番号 をお知 らせ

ください。

OPT.    MOD.
lD.

1‐ 1図  識別番号の銘板

一弗

1-1
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2-1 垂直軸部

項  目 規 格 備  考

感度 CH l,cH2
×5拡大

5 nlV/div～ 5V/div,1_2_5ス テ ップ,loレ ンジ

CI1 1,CI1 2,感 度 を 51音 に拡大

確 度  5mV/div～ 5V/div
lmV/div～ lV/div

±3%         (+10℃ ～ +35℃ )

±5%(× 5拡大) (+lo℃ ～ +35℃ )

VARIABLEつ まみは

CALの 位置 とす る。

感度連続可変 VOLTS/DIV表 示値の 2.5倍 以上 まで非校正で連
続可変

CHl, CH2

周波数帯域幅 ,お よび立 ち

上が り時 間 (tr)

CHl, CH 2

×5拡大

DC～ loo MHz  tr≦ 3.5 ns

DC～ l MHz   tr≦ o.35 μs

信号源インピーダン

スを25Ω として,管
面振幅 6 divを 基準

に して測定する。

VARIABLEつ まみは

CALの位置 とする。

入カインピーダンス lMΩ , 28 pF 動作時

最大入力電圧 400V (DC+AC peak), r0ttD.T 周波数 l kHz以下

入力結合 AC,DCお よび GND

動作様式 CHl,ADD(CHl+CH2), CH2, CHOP,ALT,
TRIPLE

EXT TRIG INPUT(CH3)

感度

入カインピーダンス

0.lV/div

lMΩ , 28 pF

帯域 制限器 DC～ 20 MHz以 下

チ ヨツプ切換周波数 500 kHz

極性 反転 CI1 2の み反転 で きる。

動 作モー ド

動作＼

様式

同期信号源

CII 1 CH 2 VERT

CH 1 CH lに 同期 C112に
「

l其月 C111に「]其月

CH 2 同 上 同 上 CH 2に 同期

CHOP 同 上 同 上

ALrr 同 上 同 上 ALT同期

ADD 同 上 同 上

2-1



2-2 同期関係

NORM, AUTo I'Ix

ml, CH2), LINE, EXT, EXT■ lo

結合方式 AC, AC - LT', TV - V, DC

外部最大入力電圧 100 V (DC + AC peatr) 10 trD.T 周 波数 l kIIz以 下

AC

AC_LF
DC

TV

30 Hz～ lMIIz

～ 100MHz
30 Hz～ 50kHz
DC ～ lMHz

～ 100MHz
TV複 合信 号

(同期 信 号成 分 )

0.6(liv

2.O div

O.6 div

O.6 div

2.O div

l div

100n】 V
500 11lv

1501■ V
100 mv

500 nlV

150 mV

AUTo FIX同 期感度

AC

AC_LF
DC

50 Hz～ lMHz
～ 100MHz

50 Hz～ 50kHz
50 Hz～ lMHz

～ 100MHz

1.5 div

3 div

l.5 div

l.5 div

3 div

20o mV

500 1nV

200 11lv

200 1nV

500 mV
自動掃引 (AUTo) 501-Iz以 上 A掃引のみ。

2-2



2-3 掃 引

2-4 遅延掃引

項  目 規  格 備  考

掃引方式 AUTO,NORM,SINGLE

掃引様式 A, A LT, B, B TRIG'D

掃引 レー ト A掃 引

B掃引

50 1ls/div～ o.5s/div,1_2-5ス テ ップ,22レ ンジ

50 1ls/div～ 50 ms/div,1_2-5ス テ ップ
,

19レ ンジ

確度

0.l μs/div-0.2s/div

50 ns/div, 05s/div

±3% (+10℃ ～ +35℃ )

±4% (+lo℃ ～ +35℃ )

A VARIABLEつ ま

みは CALの 位置 とす

る。

測定 は管面 中央 の 8

divで 行 う。

連続可変 TIME/DIV表 示値の 2.5倍 以上まで非校正で連続

可変

A掃 引のみ。

単掃引 可能

ホール ドオ フ機 能 ホール ドオフ時間を連続可変

掃引拡大 101音

最高掃引 レー ト 5 ns/divが 得 られる

管面中央から左右に

10倍 拡大 される。

拡大時 の確度

0.2 μs/div～ 0.5s/div

50 ns/div, o.l μs/div

±5%
±8%

測定 は中央 8 divで

行 い,下記 の部分 を

除 く。

・掃引開始点 か ら

50 ns

・掃 引終了部分 の

50 ns

項  目 規  格 備  考

遅延掃引 (DLY) 0.5ps-5s A VARIABLEつ ま

みは CALの 位置 とす

る。

遅延ジッタ 10000 :1以 下 A掃 引 :11■ s/div,

B掃 31:1が ノdiv

にて測定

2-3



2-5  X_Y重カイ乍

入力端子および動作

tlttt塩冒』Ⅳ
GNPuT00を x軸とし

I器 3琲董[は 1∬鮮R‖k■tド、まる。
感度 CHl,cH2 5 11ly/div～ 5V/div,1_2_5ス テップ,loレ ンジ

±5%       (+10℃ ～ +35℃ )

±7%(× 5拡 大)(+lo℃ ～ +35℃ )

VARIABLEつ まみは

CALの 位置 とする。
入カインピーダンス lMΩ , 28 pF

Y_Y位相差 DC～ 50 kHzで 3° 以内

周波数帯域幅 DC～ l MIIz

2-6  Z車由

5Vの 正信号で暗 くなる。

周波数範囲 DC～ 5 MHz

入力抵抗 *! +o Ito

最大入力電圧 50 V (DCiAC peal<) tOt UT 周波数 l kHz以 下

2-7 校正電圧

方形波 (正極性),波形比 :40%～ 60%

0.3 Vp― p± 2% (+lo℃ ～ +35℃ ) lMΩ 負荷

糸りlkHz

2-8 電 源

90V～ 1lo v

5011z, 6011z

70 VA以 下 通常輝度にて,目 盛線

1ヨ 明点灯時

2-4



2-9 CRT

2-11 機 構

項  目 規  格 備  考

形 式 無ネ見差ノ]吉|`目 盛

加速電圧 ネリ17 kV

有効域 8× 10 div(1(liv i■ l o lnnl)

2-10 環境条件

項  目 規 格 備  考

性能保証温湿度 +10℃ ～ +35℃  40%～ 80%RH

動作温湿度 0t - +40"C 40 o/o - B0 7o RH

保存温湿度 -20℃ ～ +70℃   40%～ 80%RH

項  目 規  格

十法 高さ (mnl) 幅 (mm) 奥行 (mm)

提手等 を含む最大寸法 175 330 480

本体のみ 149 ± 3 310 ± 3 400± 3

質量 糸り9.5 kg

2-12 付属品

プロー プ

予備 ヒューズ

電源 コー ド

電源 コー ド接地 アダプ タ

取扱説明書

DUH o8AT(250V)

2-5

ほかに別売品 として,前蓋,専用台車,T-12Kア ース端子付 きアダプタ,接写装置があ ります。
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3-1主 電 源 △

本器の主電源電圧は,本器背面に表示 されているように loo v(公称電圧)で す。90～ Hovの 範 Ellで
,

できるだけ loo vに 近い電圧でご使用 くだ さい。

周波数は 50ま たは 60 Hzで す。消費電力は 70 VA以 下です。

敬 牛

=口

規定 された電源電圧 で使用する

1 本器の主電源電圧 は公称電圧 10o∨ です。

100V以外の電圧で使用すると′発煙 。発火の恐れがあります。

●公称電圧 100V以 外の主電源に適合 させるためには,電源コー ド・ヒューズ

などに安全上の配慮が必要 となります。変更をご希望の場合には必ず当社

サービス・ステーション (所在地 :巻末の一覧表)に ご連絡 ください。

3-2 Lr-X A
本器の電源コー ドをコンセントに挿入する前に,ヒ ューパを点検 してください。 ヒューズは本器背面

の ドライバで取 り外す形式のヒューズホルダに装着されています。 ヒューズを取 り出 して 250V,o.8A
の定格をご確認 ください。

ヒユーズを交換する場合には付属品として添什された同一定格のものをご使用 ください。その後補修
用ヒューズを必要とされる場合には,当 社サービスステーションにお申しつけください。

(ヒ ユーズ品名 :DUHO.8AT)

△ 注意
規定 されたヒューズを使用する

定格の違うヒューズゃ修理 したヒューズを使用 したり′ヒューズ

ホルダを短絡 して使用すると′発煙・発火の恐れがあります。

3-1
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3-3 電源コード・プラグ・保護接地∠△
本器の電源 コー ドは,と り外 しのできるイン

ンのものです。必ずこの付属 コー ドをご使用 く

さい。

レッ ト形式の もので,プ ラグは保護接地導体 を持 った 3ビ
だ さい。 また,損 傷 を受けたコー ドは使用 しないで くだ

△ 警告
― ドの保護接地端子は必ず接地する

感電の恐れがありますので′電源コー ドの保護接地端子は必ず接
地 してくださぃ。

3-4 本体の 設 置

本器は底面にプラスティックの脚 と,折 り畳みスタンドを持ってぃます。机上に水平に置いて,必 要に応 じてスタンドを立てて使用 します。

他の機器との積み重ねはできるだけ避けてくださぃ。
また本器は後部にプラスチック脚 を持ってぃるので,床の上に後部を下にして立てて使用することも

できます。

△ 注意
通気孔 をふ さがない

本器は自然空冷の機器です。内部温度の上昇によ

破Ittを 防 ぐため′次の注意が必要です。

●本体の左右は少なくとも3cmの空間を設ける。

●本体の上面に他の物をのせない。

る火災ゃ製品の

禁 止

3-2
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設  置

3-5 観測の た めの接続

電源コー ドにより保護接地接続が行われた後,各信号の BNC形 コネクタの接続を行います。

前面パネルの 上.で 示 した端子はシャーシと直接接続 している測定用接地端子です。他の機器の

シヤーシと結ぶとき,ま たはシール ド線の外側導体を接続するときなどに使用できます。

備 考

本器の前面パ ネルの入カ コネクタ(BNC形 3個 )は 構造的にわずか傾けて取 り付け られてい ま

す。 これは入カケーブルや特にプロープを接続 したときのパネル面の操作をできるだけ しゃす くす
るための配慮です。
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第 4章 操 作

4-1 概 要

この章では,ま ず一般的な使用上の共通事項を述べ,つ ぎに本器の前面パネルおよび後面パネルの操
作部について簡単に説明 し,そ の後で各機能区分ごとに使用方法を解説 します。

4-2 使用上の 共通事項

(1)画像の輝度

輝線を必要以上に明るくすると蛍光面を焼損することがあります。特 IF高 速掃引から低速掃引に変え
たとき,ま た輝点を同じ位置に長 くとどめておくときには注意 して INTENSITYつ まみで輝度を下げて
ください。

(2)輝線の傾き

輝線が強磁界や地磁気の影響を受けている場合に目盛線に対 して傾きを生 じることがあります。この
ような場合には前面パネルのTRACE ROTATIONで水平に合わせてご使用 ください。

(3)日 盛の照明

前面パネルの SCALE ILLUMつ まみで目盛の明るさを変えることができます。波形と同時に目盛 を
写真撮影するときは照明 して用います。

(4)校正器

前面パネルの CAL端子には約 lkHz o.3Vの 方形波の校正電圧が出ています。垂直軸部の感度の校正
やプロープの調整などに用いられます。この出力の信号源

｀
インピーダンスは loo Ω以下です。

(5)垂 直拡大機能

CHlま たは cH 2の VARIABLEつ まみを手前に引くことにより管面に表示 されている入力信号を垂
直方向へ 5倍 に拡大 して観測することができます。

4‐ 1



操 作

4-3  操作部の 言党明

本器の外面から操作できる各種キー,っ まみ類,コ ネクタ,端子,表示ライト,半固定調整などにつ
いて説明 します。  ~

説明は次のように区分 して,そ れぞれ図 と対応 させて述べます。

CRT部

操作部    図

CItT部 .… .4-2図

垂直軸部 。.4‐3図

水平軸部 ..4_4図

後面パ ネル  4_5図

ペ ー ジ

4-3

4_4

4_6

4_9

垂直軸部 :

4-1図  前面パネル

列К]二 車山剖;

4-2



CRT吉
`

4-2図  CRT部前面パネル

POWER.… …………………・ 電源スイッチ。押 して電源を投入するとスイッチ右上のライ トが点灯

します。

CAL O.3V.… ……………….校正電圧の出力端子。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

INTENSITY A.… .… .…・…

INTENSITY B.… .… ・… .…

FOCus.… .… .…・―・…・―・

SCALE ILLUM .… .… .… …

TRACE ROTATION .…  …

2重の内側つまみ。管面の輝線の輝度調整。

2重の外側つ まみ。掃引部のオル タネー ト動作時の B掃 引,お よび B
掃引動作のときの輝度調整。それ以外の場合には無効です。

CItT輝 線の焦点調整。

管面の目盛照明に用います。時計方向に回すと明るくな ります。

輝線が地磁気等 により傾 きを生 じる場合に調整 します。 (半 固定 )

4-3
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III雇室車由吉F

4-3図  垂直軸部前面パネル

③ (CHl___.cHlの 輝線の動 置を調整できます。
⑨ INPuT[ヨ .… ……………….CHlの 垂直入力信号 を接続す る端子。 x_Yオ シロスコー プ と して使

⑬ AC GND DC .… .… ._.… …

用するときは,x軸 信号の入力端子 とな ります。

lf域 制限器。押 し込 んだ状態 で帯域 が20 MIIz以 下 に制 限 され ま
す。

2重 の外側つ まみ。つ まみ を回す ことに よ りcH lの VOLTS/DIV
を切 り換 えます。

2重の内側つまみ。cHlの垂直感度を連続的に変化 します。表示さ
れた感度を 1/2.5以 下まで減 じます。つまみを引 くと感度が 5倍 に
なります。

CHlの 入力信号と垂直増幅器の結合方式を選択 します。
入力信号の直流成分をコンデンサで阻上 して,交流分のみ通過 しま
す。

このとき,lkHz以下の方形波にはサグが顕者になり使用上注意が
必要です。

低域特性は約 4 Hz(_3dB)と なります。

増幅器の入力回路が接地されます。

入力信号は増幅器に直結 されます。

垂直の動作方式を選択 します。

C111が 管面に表示されます。

CI1 2が 管面に表示 されます。

掃引に関係なくほぼ 500 kIIzの くり返 しで交互にチャネルを切 り換
える多現象動作で,掃引レー トが低い観測のときに使用 します。
掃引の終了ごとに切 り換える多現象動作で,掃 引 レー トが高い観測
のときに使用 します。

AC

GND .… .… .…・…・…・……

⑭ 垂直軸モー ドスィッチ .… … .

@ BAND wIDTTI

@ VOLTS/DIV

⑫  VARIABLE .… .… .…・…・…・

PULL× 5]ⅥAG

DC

CI1 1

CH2

CHoP.… .… .… ・… ._.…・

4-4
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ADD .… ._.…  … … ……

TRIPIJE .… ……………  …

CHlと CH2の 信号が代数的に加えられて管面に現れます。

同期回路か らの信号 をCI1 3と して CHl,cI1 2と 合わせて 3現.象 表

不 を行います。

EXT TRIG INPUT(CH3)コ ネ ク タに夕1吉61言 f)を 力日える と 31見 象

(CHl,CH 2,CH3)表 示ができます。

CI1 2の 輝線の垂直位置 を調整で きます。つまみを引 くとCH2の 表

示極性 を反転 します。

CH 2で ⑨ と同 じ働 きをします。x_Yオ シロスコープとして使用す

るときは,Y軸 信号の入力端子 となります。

CH 2で ⑬ と同 じ働 きをします。

2重の内側つまみ。CI1 2で ⑫ と同 じ働きをします。

2重の外側つまみ。CH2で ① と同 じ働 きをします。

⑮い 2 POLAttTY_.

⑮ INPUT[ヨ

O AC GND DC  … … .… .… …

⑩  VARIABLE ._.… .…・―・…・

PULL× 5 MAG

⑩  VOLTS/DIV

4-5



水平軸 部

⑩②

(
② 掃

ⅣIE

E

4-4図  水平軸部前面パネル

遅延掃引開始位置の調整器です。

COARSEは 粗調整器で FINEは 微調整器です。

A,B掃 引の動作様式 を選択 します。

A掃引により波形表示 をします。

AB交互掃引表示 とな り,A掃 引 とB掃 引 (遅 延掃引)を 交互 に切 り
換 えて管面に表示 します。

B掃 引による波形表示 となります。

トリガ遅延 と連続遅延 を選択するスイッチです。
と B掃引は A掃 引 と同時に トリガされる状態 にな

て解除するとB掃引は自走状態にな ります。

緑色 ライ ト。単掃引の場合には トリガ信号の待ち受け状態 となって
いることを示 します。

単掃引以外の場合にはA掃 引が トリガ状態であることを示 します。
単掃引を行います。 また,単掃引の リセ ッ トスィッチ として も動作
します。

ALT .… ……… .… .…・……

B.… …………………………

B TRIG'D
このボ タンを押す

ります。 再度 1甲 し

④ TRIG'D

READY

② SINGLE
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⑮ A掃 引モー ドスィ ッチ

AUTO

NORM

⑤ DELAYED B SⅥ rEEP .…
.…

② MAIN A Sヽ vEEP .…  … .… .

⑪ 内部 トリガ信号源スイッチ .

CHl ._.… .… .… …・……

CH2 .… ._.… ・…・…・……

VERT .… ……………………

IIOLDOFF .… ………………・

① A VARIABLE .… ……………

⑫ EXT TRIG INPUT(cH3)..

③ LEVEL.… ……………………・

⑭ トリガ信号源スイッチ

上④

①

トリガ状態 においては,静止波形が表示 され, トリガ信号が ない と

き,ま たは トリガレベルをはず したときは,管面波形は自走状態 と

な ります。

トリガ状態 のみ管面に波形が表示 され, トリガ信号がない とき,ま
たは トリガレベルを外 したときは波形は表示 されません。

2重の内側つ まみ。B掃引 レー トを設定 します。

2重 の外傾1つ まみ。A掃 引 レー トおょび遅延時間を設定 します。x_Y
の位置では本器は x_Yオ シロスコープとして動作 します。

内部 トリガ信号源 を切 り換 えるスイッチで, トリガ信号源 スイッチ

⑭ が INTの位置にあるときは次の 3つ の トリガ信号の選択がで きま

す。

掃引回路は CHl信号によってのみ トリガされます。

掃引回路 は cH2信号によってのみ トリガされます。

管面に表示 されている信号がその まま トリガ信号 として トリガ回路
に接続 されます。

測定用接地端子。

2重の外側つ まみ。LEVELつ まみの操作だけで波形が静上 しないよ

うな複雑な波形観測の場合に使用 します。左回 しでホール ドォフ時

間が長 くな り,管面では輝度が低下 します。通常は右 に回 しきって

NORMの 位置にしてお、きます。

2重の内側つ まみ。A掃 引 レー トを連続的に,1～ 1/2.5に 変 えられ

ます。掃引 レー トは cALの 位置 (右 に回 しきった位置)の とき校正 さ
れます。

外部 トリガ信号,CH3入 力信号 を接続するための入カ コネク タ。
X― Yオ シロスコープとして使用するときは,x軸 信号の入力端子 と

な ります。

掃引の トリガレベルを選択 します。つ まみが押 し込 まれていると ト
リガ信号の上昇部で,引 くと下降部で掃引を トリガします。 なおこ

のつ まみを左 に回 しきった FIXの 位置では一定 レベル以上の信号に

対 して同期が自動的にかか ります。

垂直増幅器からの トリガ信号 を選択 します。

主電源信号で トリガをかけるときに使用 します。

EXT TRIG INPuT(cH3)コ ネクタ⑫ に接続 された信号 を トリガ信
号 として選択 します。

上記 EXTの トリガ信号 を 1/1oに 減衰 します。

INT

LINE

EXT

EXT■ 10`‐
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⑮ トリガ信号の結合スイツ チ

AC

AC_LF

TV―V

DC

① UNCAL

⑦ ×10 MAG

① SEPARATIoN

① ~PULL× lo MAG.…

トリガ信号源の直流分 をコンデ ンサで阻上 します。(30 Hz以 下の信
号 も減衰 します。 )

トリガ信号周波数の 5o kIIz以 上 を減衰 させ ます。
TVビ デオ信号中の垂直軸同期信号 に同期 をかけて観測す る ときに
使用 します。

水平 同期 信号 に同期 をかける場 合には,本 スイ ッチ を ACに しま
す。

トリガ信号がそのまま トリガ回路 に接続 されます。
このライ トの点灯は A VARIABLEが cALの 位置にないこと,す な
わち A掃 引 レー トが非校正の状態 にあることを示 します。
このライ トの点灯は PuLL× lo MAG① が引かれた状態であること
を示 します。

AB交互掃引の場合,B掃引の垂直方向の位置を調整で きます。 その
他の掃引の場合は無効です。

輝線の水平位置 (X_Y時 では x位置 )を 調整 します。
つまみを引 くと管面波形が水平方向に拡大 し,A掃 引および B掃 引
の掃引 レー トが 10倍 高 くな ります。 この とき ×lo MAGラ イ ト⑦
が点灯 します。
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後面パネル

主電源電圧選択装置 .… ……

FUSE .… .… .…・…・…・……

主電源入カ ソケ ッ ト .… ……

Z AXIs INPUT .… .… .… …

CHl SIG OuT.… .… ._.…

CH 3 POsIT10N .… .… .…・

4-5図  後面パネル

図に示 したとお り,loo vに 適合するよ

0.8Aの ヒューズが装着 されています。

電源 コー ドを接続 します。

輝度変調用外部信号の入カ コネクタ。

CHl信 号の出力端子。

CH3の輝線の垂直位置を調整できます。

うに設定 されています。

④⑤⑥

③②①

①

②

③

④

⑤

⑥
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ADD(Algebraic AdditiO11)

CH lま たは cH2の 単独動作および表示 となります。
INPuTコ ネクタに信号 をつなぎ,下記の CIIoPま たは ALTを 選 び

通常 o.5 ms/divよ りも遅い掃引の ときの多現象動作,お よび多現象
の単掃引動作の ときに用い られます。チャネル間の切 り換 えは掃引
に関係 な く,500 kHzの 繰 り返 しで行われ ます。 この動作 では内部
トリガ信号源スイッチ ④ が VERTの 位置では使用できません。
掃 引の終了 ご とに CHl,cH 2′の切 り換 えが行 われ ます。 o.5 ms/
divよ りも遅い掃引では cHoPの方が有効な観測手段 とな ります。

… CH l,cH 2の 信号の和 または差が表示 されます。
この動作のためには次の一般的な注意が必要です。

(a)最 大入力電圧 を超えないこと。(400V[DC+AC peak]lo秒 以下 )

(b)VOLTS/DIVで 示 され る値 の 8倍 を超 える電圧 を与 え ない こ
と。

(c)両 チャネルの垂直位置調整のつ まみは,各 チャネル を個 々に表
示 したときに波形 を管面中央 に出す よぅにセ ッ トして,そ の位
置をできるだけ変えないこと

TRIPLE(Triple_trace)..…
… 垂直軸モー ドスィッチ⑭ でALTま たはcHOPが 選択 されている場

合にTRIPLEス イッチ (単独動作)を 押すと3現象表示 となります。
トリガ信号源スイッチ② をEXTま た EXT■ loの 位置にして,EXT
TRIG INPUT(cH3)コ ネクタに夕1部 1言 号を力日えると, 3現 象 (cH l,
CH2,CH3)表示をします。

(2)信 号の接続 ⑨,① ,⑫
プロープは1:1ぉ ょび 10:1の 切換えが可能です。

MIIz)し ますが,感度,入力抵抗はパネル表示となり
10に 減衰 しますが入カインピーダンスは 10 MΩ にな
約 o.4 Hz(_3dB)ま で広が ります。

もっとも良い高域特性を得るためには,同軸ケーブルを用いて信号をパネル面の INPUTコ ネクタま
で導き,コ ネクタ接続部分で同軸ケーブルの特性インピーダンスで終端 します。
低周波の信号の観測には,一般のリー ド線で信号をつなぐこともできますが,他 からの誘導を受けゃ

すいので,シ ール ド線を用いてくださぃ。

(3)入力切換器 AC_GND― DC ⑬,①
普通は DCを 用います。ACは 信号の DC成 分を阻止 します。低域特性は 411zで _3dBと なります。GNDの 位置では各チャネルの入力端子に加えた信号は切 り離され,垂直増幅器の入力端が接地 されま

す。(信号は接地 されない)こ れは輝線の基準位置を確認するのに用いられます。
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4-4 操  作

4-4-1 垂直軸部の操作

(1)垂 直軸モードスィレチ⑭

CHl,cI1 2.… ……………… .

2現象動 作には両方のチ ャネルの

ます。

CIIOP(choppe(1).… .… … .

ALT(Alternate)

プロープスィッチが 1:1の 場 合,帯域 は低下 (約 5

ます。 プロープスィッチが 10:1の 場合,信号 は 1/

り,入力 をAC結合に して用いたときの低域特性が



(4)偏 向感度 voIJl・s/DlV ①,⑩
偏向感度はプロープの減衰比,voLTS/DIVの レンジ値および vAItIABLEつ まみの位置,× 5 MAG

の状態によってきまります。

校正 された値は vARIABLEつ まみが cALの 位置にあるときのみ得 られます。
VARIABLEつ まみは校正 した voLTS/DlVの 値の段間を連続的に変化 させ, さらに 5V/divの レン

ジの感度をおよそ 12.5V/div(非 校正 )ま で変化 させることができます。

(5)20 MIIz帯 域制限器 ⑩

BAND WIDTHス イッチ⑩ を押 してロックすると,垂直偏向系全体に20 MIIzの 帯域制限をかけられ
ます。これによって,低周波信号の観測時に混入する高周波の不要信号による妨害を防げます。

(6)垂 直拡大器 ⑫,⑩
PULL×5MAGつ まみ (cHl:⑫ ,CH2:⑬ )を 引 くと,管面に表示 された入力信号 を垂直方 向に 5倍

の倍率で拡大できます。PuLL× 5MAGつ まみ を引いた状態での最高感度は,lmv/divで す。
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4-4-2 トリカ関係の操作

(1)ト リガ信号源スイッチ①

(a)INT

(b)LINE

(c)EXT

(d)EXT■ 10 .… .

水平掃引の トリガ信号 として垂直軸へ入力信号から得られる内部 トリガ信号 を
選択 します。 さらに内部 トリガ信号源スイッチ ① で トリガ信号 をどのチ ャネ
ルから取 り出すかを選びます。

内部 トリガ信号源スイッチ④ の働 きは次の とお りです。
CI1 1; cHlの み信号が トリガ信号 として取 り出 されます。
CH2; CI1 2の み信号が トリガ信号 として取 り出されます。
VEItT;管 面表示波形 と相似の信号が トリガ信号 として取 り出 されます。
このスイッチと垂直軸モー ドスィッチとの組 合せを次の表に示 します。

ToMODEは 内部 トリガ信号源スイッチ ④ を表 し,v・ MoDEは 垂直軸 モー ドス
イツチ ⑭ を表 します。

○ :使 用できる。

(注 ):時 間関係観測には使用できない。

この位置では主電源 ラインの信号が トリガ回路に接続 されます。観測 しようと
する信号が電源周期に関係ある場合有効です。
この位置では EXT TRIG INPUT(cH3)コ ネクタに接続 された信号が トリガ回
路に接続 されます。

EXT TRIG INPUT(cI1 3)へ の信号 を約 1/1oに 減衰 させます。
外部 トリガ信号の振幅が大 きい場 合は LEVELの 選択 を容易 にす るためこの
EXT■ loを 用いて ください。

(2)ト リ

(a)

ガ信号の結合スイッチ①

AC

(c)TV_v

(d)DC .… ..… … .

トリガ信号中の DC成 分がコンデンサで阻止 されると同時に 30 Hz以 下の信号
も減衰 します。ほとんどの用途にこの ACの 位置を用います。
ACの 位置では,ラ ンダムに発生する波形に対 しトリガが不安定 になることが
あ ります。 このような場合には DCを 用いることが必要です。
複雑な波形に トリガをかけるときと,低い周波数成分で安定に トリガをかける
とき有効です。

テレビ信号の同期用で,使用方法は後述 し

この位置は,ACで は減衰 されて しまうよ

しの信号に対 して有効です。

ます。

うな低い周波数,お よび遅い繰 り返

T―MODE
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(3)PULL SLOPE(_)ス イッチ (D

このスイッチは,LEVELつ まみに作l‐ 属 しているもので トリガ信号の上昇部分で掃引 をス ター トさせ
るか,ま たは下降部分でスター トさせるかの選択 を行います。 このつまみが押 し込 まれた +の 位置では
トリガ信号の上昇部分で管面の波形はスター トし

,
つまみを引いた _の 位置では下降部分でスター トし

ます。

(4)LEVELつ まみ ①

このつまみは, トリガ信号に対 し,掃引をスター トさせる電圧 レベルを設定 します。LEVELつ まみが
中央から右寄 りの位置にあるとき波形上の正の点で掃引は開始 し,中 央か ら左寄 りの位置にあるときは
波形上の負の点で掃引が開始 します。 このつまみを左に回 しきりFIXの 位置にすると,一定 レベル以上
の信号に対 して自動的に同期がかか ります。

(5)HOLDOFFつ まみ ⑩

等間隔でないパルス列の中の一部の波形 を観測する場合などに用いられます。
4-6図 に使用の 1例 を示 します。

)'-h ts )v 7.rl

掃  引

掃  引

観測管面

1,3  2 4

―
▼

ホール ドォフ時間

マ

貞

"

|｀ホール ドオフ時間
|

4‐ 6図  ホール ドォフ機能説明図

HOLDOFFつ まみは左に回す とす―ル ドォフ時間が長 くなります。
ホール ドォフ時間を長 くしてお くと輝線が暗 くなるので,通常はこのつまみは右に回 しきって NORM

の位置におきます。
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4-4-3 水平関係の操作

(1)掃 引モー ド④ ,④

(a)SINGLE .… .

(b)NORM.… ……

(c)AUTo .… .… .

掃引を一度だけ実行 させる場合に用います。単発信号の観測やランダムに発生
する信号の観測に便利です。

単掃引を用いるには,入 って くる波形で トリガがかかることを確認す るため
に,ま ず A掃 引モー ドをAUToま たは NORMに セ ッ トして,普通の トリガ操
作で入力信号に対 して確実 に トリガす るように してお きます。次 に SINGLE
のボタンを押 して単掃引機能 とするとREADYラ イ トが点灯 し,次 の信号 を待
ちう0ナ るオ大態 |こ な ります。

信号が入ると一度だけ掃引 し,次 にもう一度 SINGLEボ タンを押す まで,信 号
が入 っても掃引は しません。

SINGLEボ タンを押すたびに単掃引動作を行 うことができます。
SINGLEボ タンは単掃引モー ドの選択 とリセ ットスィッチの働 きを兼ねていま
す。

トリガがかかってぃるときは NORMは AUTOの ときと同 じ動イ乍を しますが
,

トリガ信号のない ときには A掃引は停止 し,管面に輝線は現れません。
この動作は トリガ信号の繰 り返 しが 50 Hz以 下のときに安定な トリガを得 たい
場 合,お ょび トリガ信号のないときに輝線 を消去 したい場合に用います。
ほ とんどの用途 に対 して AUToが便利 です。 トリガ信号のない ときに自走 の
状態の輝線が現れるので輝線の位置 を確認するのに便利であ り,さ らに トリガ
信号が加わ りLEVELつ まみが正 しく調整 されている場 合には静止波形が観測
で きます。

A掃 引に トリガがかかるとTRIG'Dラ イ トが点灯 します。
トリガ信号の繰 り返 しが 50 Hz以 下の ときと トリガ信号のないときは A掃 引は
自走 します。

A掃引指標

B掃引指標
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|― 正確な時間測定が行える範囲
― |

4-8図  管面の目盛

(2)掃 引時間の設定 ⑤,②
A掃 引と B掃 引の校正 された掃引 レー トは TIME/DIVの 2重つまみで選ばれます。
A掃引で隣接 す る レンジ間を連続的に変化 させるには,A VARIABLEつ まみを用います。

みを右に回 しきるとuNCALラ イ トが消えて A掃 引の掃引 レー トは校正 された値にな ります。
ライ トの点灯 は A掃 引が非校正であることを警告するものです

`TIME/DIVの 2重 つ まみ の外 側 つ まみ は A掃 31(MAIN A SwEEP)の , 内 側 つ まみ は B掃 ヲ|

(DELAYED B swEEP)の掃引 レー トをそれぞれのつまみの指標の位置で示 します。(4-7図 参照)パ ネル
面に示 されてぃるとお り,o.ls/di↓ ～0.5s/divの 範囲は A掃 引のみ使用可能です。

時間測定を行 う場合,左右両端の各 l divず つ除いた中央の 8 divで 測定すると正確な測定ができま
す。(4-8図 )

(3)掃 引の拡大 PuLL× lo MAG①

掃引拡大により掃引レー トを lo倍 にすることができます。管面の波形のうち拡大 したい部分を管面
中央に置き,PuLL× lo MAGつ まみを引 くことにより,管面中央部 l divの 波形が横方向 lo divい っ
ぱいに拡大されます。このとき ×10 MAGの ライ トが点灯 します。

このつ ま

UNCAL
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―
A掃 引波形
(B掃 引期間が明るい

)

―

B掃 引波形

a)掃 引表示モー ド ALT

―

B掃 引波形

4-9図  遅延 B掃引の働 き

(4)遅延 B掃引

遅延 B掃引は掃引表示モー ドスィッチ ② でALTま たは Bが選ばれたときに動作 します。ALTは AB交互掃引 と言われる動作で,A掃引 (輝 線上 に B掃 引 を示す明るい部分 を持つ)と ,B掃 引
(遅延掃引)と を交互 に切 り換 えて管面に表示 します。明るい部分は B掃 引が働いている期間を表 してぃ
て,そ の幅は B掃 引の掃引 レー トで決 まりDELAYED B swEEPつ まみ ④ で変えられ ます。掃引の開始点か ら明るい部分 までの時間を遅延時間 と言い,こ れは A掃 引 レー トの MAIN A SwEEPつ まみ ②の位置 と,DELAY TIME POsll'IoNの 粗調・微 JD‐3の 2つ まみ ⑩ ,④ によって決 まります。B掃引波形の上下位置は sEPARATIoNつ まみ ① によって変えられます。

b)掃 引表示モー
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掃引表示モー ドスィッチ ② で Bを 選ぶ と 4-9図 b)の ように拡大 された B掃 引波形だけ を表示 しま
す。

このように遅延 B掃引は波形の一部を選定 し,拡大 して観測するのに用いられます。
遅延時間は管面上の明るい部分 を見て,任 意 の位置になるように DELAY TIME POsITIoNの 2つ のつまみ CoARSE ④ とFINE ④ を操作 します。遅延時間は管面 目盛 りで読み とります。

(5)B掃 引の 2様式

掃引表示モー ドスィッチ ② の左側の B TRIG'Dボ タンは単独 に操作でき,押 し込むとB掃 引は A掃
引と同時に トリガされ,押 し戻す と解除 されて B掃 引は自走の状態 にな ります。

自走の状態では遅延時間経過後ただちに B掃 引がスター トし,4_18ペ ージの 4-10図 。),b)の ように
動作 します。これを「遅延時間後 B掃引開始」と言います。DELAY TIME POsITloNつ まみ ④ ,④ を
回すと輝線の明るい部分は連続的に移動 し,波 形の任意の部分を拡大 して観測できます。
B TRIG'Dボ タンを押 し込んで トリガの状態 にすると遅延時間経過後の最初の トリガ信号で B掃 引が

スタ~卜 し,4‐ 18ベ ージの 4-10図 a'),b')の ように動作 します。 これを「遅延時間後 B掃 引 トリガ可能
」と言います。DELAY TIME POsITloNつ まみ ① ,④ を回す と輝線 の明 るい部分 は A掃 引による観
測波形間をとびとびに移動 します。B掃引による波形の拡大観測で観測波形が必ず掃引の開始点 (管 面
の左端)か ら描かれる不 自由さはあ りますが,掃 引ジッタが少なく安定 した波形観測ができます。
B掃 引の トリガレベル調整は A掃引と同時 に LEVELつ まみ ① で行 うことができます。

(6)TVビ デオ信号の観測
~TVビ

デオ信号中の垂直同期信号に同期 をかけて観測す、る場 合に, トリガ信号の結 合スィ
TV― Vを 選びます。

一般的な同期負 (映 像正)極性の TVビ デ ォ信号 に対 しては, トリガの LEVELつ まみ ① を引いてス
ロープのマイナスを選びます。

同期正極性の TVビ デォ信号 を観測する必要 がある場 合には LEVELつ まみ ① を押 してプラスのス
ロープを選びます。

このスロープの選択が正 しくないと静止 した波形を得 られませんので十分ご注意 くださぃ。
トリガの レベル調整 を行って安定な波形表示 をさせ ます。FIXの 機能を用いることもできます。
また,水平同期 f言 号に同期 をかける場合は, トリガ信号結合スイッチ ⑮ をACに します。
遅延 B掃 引の機能 を用いて Tvビ デォ信号 を拡大観測する場合には掃引表示モー ドスィ ッチ ② の BTRIG'Dボ タンは解除 して「遅延時間後 B掃引開始」の状態で用います。

ツチ① の
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Al吊引開始
B,予ワ|

開始

b)掃 引表示モー ド .… ……… B
I遅延時間後 B掃引開始 ]

(B TRIG'Dス イッチ解除の状態 )

Bト リガの

待 ち時間

B掃引時間

a')掃 引表示モー ド ALT

b')掃 引表示モー ド .… …….B
【遅延時間後 B掃引 トリガ可能】
(B TRIG'Dス イッチ入った状態 )

4-10図  遅延掃引の 2様式

(7)X_Y動 作

MAIN A SWEEPつ まみ ② を x_Yの 位置に置 くと本器は x_Yオ シロスコープとして動作 します。X軸 信号は cHlの INl)uTコ ネクタおょび EXT TItIG INPuT(cI1 3)に 加えます:位 置調整は水平位
置調整つまみ ⑩ で行います。

Y軸 信号は cH 2の INI)uTコ ネクタに加 えます。位置調整は cH2垂 直位置調整つ まみ ⑮ で行 い ま
す。

X軸 ,Y軸 の電度は cI1 1,cI1 2の V01J「1ls/DIVの 値に校正 されてい ます。 I)c～ l MIIzの 範囲 で使
用できます。x_Y動作での観測を行 う場合,各 スイッチを次ベージの表に従って設定 して くださぃ。

4-18

A掃 引開女台

トリガパルス

a)掃 引表示モー



スイ ッチ名称
X―Y信号関係

垂直軸モードスィッチ①

CHl:x,cH2:Y 推奨動作

内部 トリガ信号源スイッチ⑬

トリガ信号結合スィッチ①

トリガ信号源 スィッチ① LINE:X, cH2:Y

EXT(cH3):X, cH2:Y IrXT 0.1V/cliv

EXT■ lo:x, cH2:Y IlXl'-:10 1V/div

注 1)

注 2)

本器 は トリガ信号源 スイッチ① を切 り換 えることに よって,x信号 を選択 で きます。通常使用 の
場 合は,確度の保証 された cHl:x,cH2:Yで ご使用 くだ さぃ。
トリガ信号源 スイ ッチ① を LINEに す る と電源 ラインの信号 を X信号 にで きます。
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第 5章  手入れと保管

5-1 概 要   ~
この章では本器の日常の手入れの方法を述べます。

5-2 目盛線照明用ラ ンプ

断線により,ラ ンプの交換の必要が生 じた場合には,当 社サービス・ステーションにお中し付けくだ
さい。

5-3 日常の 手 入 れ

本 ::は モーターなどの機械部分 を持たないので注油などの手入れは不要です。
日常の手入れ としては,外面の清掃 と cRT管面の清掃があ ります。

(1)外 面の清掃

パネル面や外箱 カバーの表面の汚れやほこ りを落すには乾いた柔 らかい布 を用いて くだ さい。 ヵバー

外面には,ご く少量の台所用洗剤で しめ らせた布 を用いることができます。
シンナー,ベ ンジンなどの有機溶却lは 用いないで ください。

(2)CRT管 面の清掃

プラウン管には高電圧が加 えられているため管面にはほこ りが付着 しやす く,黒 く汚れてきます。清
掃するときは,ベ ーゼルにとり付けられた色 フィル タ板は傷がつ きやすいので,ほ こりを吹 き飛 ばす程
度にしてください。

5-4 校  正

本器は常に正確 な測定 を行 うために,定期的に校正 を行 うことをおすすめ します。

校正の周期は使用状況,使用頻度などを考慮 して設定 して ください。一般的に 3カ 月 ～6カ 月に一度
の周期で校正 を行 うことをおすすめ します。校正 についてはお近 くの販売会社 またはサービス .ス テー
ションにお申 し付 け ください
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