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１．フロントパネル

信号出力 信号入力 入力インピーダンス
切り替え

ロジック入力

ロジック Ｄ０ がH のとき点灯

その他ＳＷ２

その他ＳＷ１

設定メモリー関連ＳＷ

測定開始・終了設定・メニューＬＣＤ、タッチパネル

サブ

ロータリーＳＷ
メイン

ロータリーＳＷ

電源
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２．リアパネル

オーディオ
出力

PCと接続して
測定器として使える

電源入力

電源スイッチ

周波数拡張用ＩＦ信号 35-4400MHZ 信号出力周波数拡張用RF信号

オーディオ
入力

拡張用穴
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３．それぞれの画面での各スイッチの機能まとめ

測定項目選択画面 SPEANA NETANA LOGIC F.COUNTER HF SG AUDIO SG SG＿GHｚ RADIO

RE1 カーソル A ← カーソル A　or
拡大表示開始点

周波数 Lch 周波数 周波数 周波数　or
メモリー番号

RE2 ボリューム カーソル B ← カーソル B　or
縮小率

出力レベル Rch 周波数 出力レベル ボリューム

RE1 SW カーソルA を
PEAKへ

← カーソルA を
画面CENTER

Freq / Fstep のポップ
アップ

長押し
カーソルA を
PEAKへ

←

RE2 SW カーソルB を
PEAKへ

← カーソルB を
画面CENTER

Volume / BW / Notch
のポップアップ

長押し
カーソルB を
PEAKへ

←

SETTING/FUNC 設定メニュー表示 ← ← ← ← ← ← ←

長押し
測定項目選択パネル
表示

← ← ← ← ← ← ← ←

START/STOP AUDIO出力 OFF 測定 開始・終了 ← ← ← 出力 ON/OFF AUDIO出力 ON/OFF

長押し
シングルスイープ・連続
スイープ　のトグル

←

MEMORY メモリー読み出し ← メモリー読み出し ← ← メモリー読み出しモード
と通常モードのトグル

長押し
メモリー書き込み ← メモリー書き込み ← ← メモリー書き込み

番号入力画面へ

F1 A→CENTER ← カーソル間を拡大表示 BW +

長押し
PEAK→CENTER ←

F2 B-A→SPAN ← フォーカスを全体画面・
拡大画面トグル

BW -

長押し
SPAN x 2 ←

F1 と F2 同時押し デバッグメッセージ表
示

← ← ← ← ← ← ← ←



4

４．測定項目選択画面

① 電源をいれると、カラーバーがでたあとこの測定項目選択画面になります 。

② この画面からそれぞれの測定項目を選択します。

③ それぞれの測定項目で SETTING/FUNC スイッチを長押しするとこの画面に戻ります。

スペクトラムアナライザ

ロジックアナライザ

信号発生器

35-4400MHz信号発生器

ネットワークアナライザ

周波数カウンター

ラジオ

オーディオ信号発生器
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５． スペクトラムアナライザ

信号発生器で１０ＭＨｚ、ＡＭ変調１ｋＨｚ、１．５６％を発生させたものを入力し測定した例です。

ｄＢ／ｄｉｖ設定

MAIN ROTARY: カーソルＡ移動
SUB ROTARY: カーソルＢ移動

SETTING/FUNC: 設定画面 測定項目選択画面
START/STOP: 測定開始・終了 シングル、連続スイープ切り替え
MEMORY: 設定メモリ読み出し 設定メモリ書き込み
F1: カーソルＡをセンター周波数 ピークをセンター周波数
F2: Ｂ－Ａをスパン スパンｘ２

カーソルＡ設定

センター周波数／開始周波数

カーソルＢ設定

スパン周波数／終了周波数

ＲＢＷ

周波数関連・およびその他設定

設定メモリの０番はデフォールトの設定で、電
源を入れたときにはこの設定になります。

設定メモリの１番～９番は自由に使えます。

ｒｅｆ設定

カーソル Ａ

カーソル Ｂ
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６． ネットワークアナライザ

１２．３ＭＨｚの水晶発振子を信号出力と入力間に直列にいれ測定した例です。

Ｍａｇ ｄＢ／ｄｉｖ設定

MAIN ROTARY: カーソルＡ移動
SUB ROTARY: カーソルＢ移動

SETTING/FUNC: 設定画面 測定項目選択画面
START/STOP: 測定開始・終了 シングル、連続スイープ切り替え
MEMORY: 設定メモリ読み出し 設定メモリ書き込み
F1: カーソルＡをセンター周波数 ピークをセンター周波数
F2: Ｂ－Ａをスパン スパンｘ２

カーソルＭＡＧ設定

センター周波数／開始周波数

カーソルＰＨＡ設定

スパン周波数／終了周波数

ＲＢＷ

周波数関連・およびその他設定

設定メモリの０番はデフォールトの設定で、電
源を入れたときにはこの設定になります。

設定メモリの１番～９番は自由に使えます。

Ｍａｇ ｒｅｆ設定

出力レベル

振幅

位相

カーソル ＭＡＧ

カーソル ＰＨＡ
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７． ロジックアナライザ

MAIN ROTARY: カーソルＡ移動（拡大画面） 拡大開始点（全体画面）
SUB ROTARY: カーソルＢ移動（拡大画面） 縮小率（全体画面）

SETTING/FUNC: 設定画面 測定項目選択画面
START/STOP: 測定開始・終了
MEMORY:

F1: カーソル間を拡大表示
F2: 拡大画面・全体画面切り替え

カーソルＡ移動モード 連続・変化点 切り替え サンプリング時間

トリガー位置

拡大画面

トリガー入力選択

カーソル Ａ

カーソルＢ－Ａ表示 時間・周波数 切り替え

全体画面

カーソル Ｂ

ランモード トリガーモード

カーソルＢ移動モード 連続・変化点 切り替え

＊が付いているときは変化点モード

拡大表示範囲
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８． 周波数カウンター

MAIN ROTARY:

SUB ROTARY:

SETTING/FUNC: 設定画面 測定項目選択画面
START/STOP: 測定開始・終了
MEMORY:

F1:

F2:

入力信号
シングル・連続測定

測定間隔

測定中
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９． 信号発生器

MAIN ROTARY: 周波数
SUB ROTARY: 出力レベル

SETTING/FUNC: 設定画面 測定項目選択画面
START/STOP: 出力 ON/OFF

MEMORY: 設定メモリ読み出し 設定メモリ書き込み
F1:

F2:

AM変調度

出力レベル（AM変調時は0dB）

AM変調信号

出力周波数

周波数変更する際の周波数ステップ

FM変調度

FM変調信号

設定メモリの０番はデフォールトの設定で、電
源を入れたときにはこの設定になります。

設定メモリの１番～９番は自由に使えます。

変調信号が ＡＵＤ Ｌ、ＡＵＤ Ｒ のときはオー

ディオ信号発生器で周波数、波形の設定が必
要です。
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９． オーディオ信号発生器

MAIN ROTARY: Ｌｃｈ周波数
SUB ROTARY: Ｒｃｈ周波数

SETTING/FUNC: 設定画面 測定項目選択画面
START/STOP: オーディオ出力 ON/OFF

MEMORY: 設定メモリ読み出し 設定メモリ書き込み
F1:

F2:

Ｌｃｈ 出力波形

Ｌｃｈ 出力周波数

Ｌｃｈ 周波数変更する際の周波数ステップ

Ｒｃｈ 周波数変更する際の周波数ステップ Ｒｃｈ 出力波形

Ｒｃｈ 出力周波数

設定メモリの０番はデフォールトの設定で、電
源を入れたときにはこの設定になります。

設定メモリの１番～９番は自由に使えます。

ここで設定した信号が信号発生器の変調信号
になります。
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１０． 35-4400MHz信号発生器

MAIN ROTARY: 周波数
SUB ROTARY: 出力レベル

SETTING/FUNC: 設定画面 測定項目選択画面
START/STOP:

MEMORY: 設定メモリ読み出し 設定メモリ書き込み
F1:

F2:

出力周波数

ＶＣＯ 周波数ステップ

出力レベル

設定メモリの０番はデフォールトの設定で、電
源を入れたときにはこの設定になります。

設定メモリの１番～９番は自由に使えます。

ＳＡＥ－１基板を信号発生器として使います。 信号出力はリアの ＳＧ ＯＵＴＰＵＴ 端子です。

周波数ステップ

実際の出力周波数
（ＶＣＯ周波数ステップによって出力できる周波
数が限定されます。 ＶＣＯ周波数ステップを小
さくすると細かい周波数設定ができますがスプ
リアスが悪くなります、）
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１１． ラジオ

MAIN ROTARY: 周波数・メモリー番号
SUB ROTARY: ボリューム

SETTING/FUNC: 設定画面 測定項目選択画面
START/STOP:

MEMORY: 通常・設定メモリ読み出しトグル 設定メモリ書き込み
F1: ＢＷ＋
F2: ＢＷ－

スペアナＲｅｆレベル

オーディオ高域トーン

設定メモリの０番はメモリーモードに入る前に
受信していた局です。 間違えてメモリー読み
出してしまったときに簡単に戻ることができます。

設定メモリの１番～９９番は自由に使えます。

ＡＧＣ時定数・固定ゲイン

復調モード ノッチフィルター周波数

ＨＰＦ

周波数微調整

ＢＷ

オーディオ低域トーン

スペアナスパン、オーディオスペアナ

復調範囲

受信周波数
メモリーモード時はメモリー番号、放送局名周波数ステップ、放送局名（メモリー時）

信号レベル


