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Keysight N9310A RF信号発生器

ユーザーズ・ガイド
1
概要

Keysight N9310Aの概要 2

フロント・パネルの概要 4

フロント・パネル表示 7

リア・パネルの概要 9

フロント・パネルとリア・パネルのシンボル 11

本章では、Keysight N9310A RF信号発生器の一般的な特長と機能、およ

びフロント・パネルとリア・パネルの概要について説明します。 
1
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Keysight N9310Aの概要

Keysight N9310A RF信号発生器は、製造、サービス、開発、教育の汎用

アプリケーションで使用されます。

信号発生器にオプションで広帯域I/Q変調器を含めると、外部I/Qソース

と併用してデジタル信号を作成することができます。 

一般的な特長と機能

Keysight N9310A RF信号発生器は、以下の特長と機能を備えています。

･ 9 kHz～3 GHzの周波数レンジ

･ –127～+13 dBm（+20 dBmまで設定可能）のレベル範囲

･ 内蔵AM、FM、ΦM、パルス変調

･ RF掃引、LF掃引、振幅掃引

･ 0～3 VpのLF出力（50 Ω終端）

･ 6.5インチのTFT LCD

･ ユニバーサルUSBインタフェース

･ 1年間の校正周期



概要 1
オプション

ここでは、使用可能なオプションの概要を示します。 詳細については、

http://www.keysight.com/find/n9310aを参照してください。

･ オプション001: I/Q変調器 

（パーツ番号： N9310A -001）

このオプションは追加の内部I/Q変調器を提供します。 オプション

を信号発生器で使用すると、デジタル信号を生成することができま

す。 オプション001には、外部I/Qベースバンド信号入力も必要となり

ます。

･ オプション1CM： ラックマウント・フランジ・キット 

（パーツ番号： N9310A -1CM） 

ラックマウント・キットを使用すると、標準ラックへの搭載が容易

になります。 

• オプション1TC： ハード・トランジット・ケース 

（パーツ番号： N9310A -1TC）

ハード・トランジット・ケースは、輸送中や保管中に信号発生器を

保護します。
N9310Aユーザーズ・ガイド 3
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フロント・パネルの概要

1 表示 LCD画面に現在の機能に関する情報を表示します。 情報には、ス

テータス・インジケータ、周波数設定と振幅設定、エラー・メッセージ

が含まれます。 表示の右側にはソフトキーのラベルがあります。 フロン

ト・パネル表示の詳細については、7ページの「フロント・パネル表示」

を参照してください。

2 ソフトキー ソフトキーはそれぞれ異なる機能を持ちます。 ソフトキー

を押すと、各キーの左に表示された機能がアクティブになります。 詳細

については、53ページからの第4章「キー・リファレンス」を参照してく

ださい。

3 Enter    ハードキーは、データ入力フィールドまたはパラメー

タ選択を終了するために使用します。 シングル掃引のトリガにも使用し

ます。

4 Amplitude    ハードキーを押すと、CW（連続波）振幅を編集す

ることができます。

5 Frequency    ハードキーを押すと、CW周波数を編集することが

できます。

6 ファンクション・キー これらのハードキーは、以下のメイン機能に直

結しています。

･ Preset 信号発生器を工場設定に設定します。

･ AM 振幅変調を設定します。

FUNCTIONS

LF OUT RF  OUT 50

Remote

Standby

On

N9310A  RF Signal Generator    9 kHz - 3.0 GHz

Frequency

Amplitude

Enter

7

4

1

8 9

5 6

2 3

0

MOD
On/Off

On/Off
RF

I/Q

FM

PresetAM

ΦM Pulse

Utility

Sweep

Trigger

LocalFile

LF Out

1

.

8

9

10

11

1213

18

17

16

15

14

7

5 6432

REVERSE PWR 
4W MAX 30VDC

Enter

Amplitude

Frequency
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･ FM 周波数変調を設定します。

･ ΦM 位相変調を設定します。

･ Pulse パルス変調を設定します。

･ I/Q I/Q変調をオンにします。

･ Sweep RF/LF/振幅掃引を設定します。

･ Trigger アーミング状態になっている掃引をトリガします。

･ Utility システム設定を設定します。

･ Local 信号発生器をリモートからローカルに戻します。

･ File カスタマイズした構成ファイルを保存、リコール、または削除し

ます。

･ LF Out 低周波数信号を設定します。

7 Mod On/Off    ハードキーを押すと、変調器ステートがオンとオフ

で交互に切り替わります。 画面に表示される変調オン／オフインジケー

タによって、変調器がオンになっているかどうかがわかります。

変調もそれぞれ個別にオンにする必要があります（例えば、  > AM

オン）。そうでないと、変調器がオン（変調オン）になっていたとして

も、変調が出力搬送波信号に適用されません。

8 ノブ ノブは、値や数字の桁を増減したり、リスト内の項目を選択する

ため上下に移動したりする際に使用します。 

9 矢印キー 左矢印キーと右矢印キーを使用して、表示のアクティブ入力

領域で選択する数字を変えます。個別の数字を選択したら、ノブを回し

て値を変更することができます。

10 RF On/Off    ハードキーを押すと、RF出力のステートがオンとオ

フで交互に切り替わります。 画面に常に表示されているRFオン／オフイ

ンジケータによって、RF出力がオンになっているかどうかがわかります。

11 RF Outコネクタ このメスN型コネクタは、RF信号用の出力を提供しま

す。 インピーダンスは50 Ωです。 損傷レベルは 大+36 dBmです。

Mod
On/Off

AM

RF
On/Off
N9310Aユーザーズ・ガイド 5
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12 LF Outコネクタ このBNCコネクタは、  > LF出力をオンに設定し

たときに常に低周波数（LF）信号を出力します。 LF出力は、3 Vピーク

（公称値）を50 Ω負荷にドライブすることができます。

13 テンキー 0～9、小数点、バックスペース・キーを含みます。 バックス

ペース・ハードキーを使用すると、負の値も指定することができます。 負

の数値を指定する場合、数値を入力する前にマイナス符号を入力します。

14 スタンバイ・スイッチ 信号発生器のすべての機能をオンに切り替えま

す。 このキーを押して信号発生器をオフにすると、信号発生器のすべて

の機能がオフになりますが、信号発生器は電源に接続されたままで、一

部の内部回路には電力が供給されています。

15 スイッチ・オンLED この緑のLEDは、信号発生器がオンになったときに

点灯します。

16 スタンバイLED このオレンジのLEDは、信号発生器が電源に接続されて

いるときに点灯します。

17 リモートLED このLEDは、信号発生器がリア・パネルのUSBホスト・イン

タフェース経由でPCによりリモート制御されている場合に点灯します。

18 USBデバイス・コネクタ USBメモリ・スティックなどの外部USBデバイス

と信号発生器間の接続を提供します。

LF Out



概要 1
フロント・パネル表示

1 周波数領域 現在のCW（連続波）周波数を表示します。

2 振幅領域 現在の出力パワー・レベルを表示します。

3 インジケータ 信号発生器のほとんどの機能のステータスを表示し、エ

ラーの発生を示します。 1つのインジケータ位置が複数の機能によって

使用される場合もあります。 

･ ΦM ΦMをオンにするとアクティブになります。

･ AM AMをオンにするとアクティブになります。

･ アーム 掃引モードを選択し、信号発生器が掃引を開始するためのト

リガを待っているときにアクティブになります。

･ エラー エラーが生成されるとアクティブになります。 このインジ

ケータは、すべてのエラー・メッセージを表示し、エラー待ち行列を

クリアするまでオフになりません。 エラー・メッセージにアクセスす

るには、  > エラー情報を押します。

1 32 4

5

7

6

Utility
N9310Aユーザーズ・ガイド 7



1 概要
8 N9310Aユーザーズ・ガイド

･ 外部基準 外部周波数基準を適用するとアクティブになります。

･ FM FMをオンにするとアクティブになります。

･ I/Q I/Q変調をオンにするとアクティブになります。

･ 変調オン／オフ RF搬送波が変調されているかどうかを示します

（ は変調器がオンであることを示します。 はオフであるこ

とを示します）。 どちらかのステートが常に画面に表示されています。

･ パルス パルス変調をオンにするとアクティブになります。

･ RF オン／オフ RF出力がオンになっているかオフになっているかを

示します。 どちらかのステートが常に画面に表示されています。

･ 掃引 信号発生器が掃引中のときにアクティブになります。

･ 未校正 信号発生器が正しいレベルを保持できないときにアクティブ

になります。 

･ ロック外 フェーズ・ロック・ループがフェーズ・ロックを保持でき

ないときにアクティブになります。 詳細については、165ページの「測

定器のメッセージ」を参照してください。

4 ソフトキー・ラベル 各機能のサブメニューを表示します。 ソフト

キー・ラベルの内容は、選択した機能によって変わります。 詳細につい

ては、53ページからの第4章「キー・リファレンス」を参照してください。

5 メッセージ領域 要約されたシステム・メッセージを表示します。 複数

のシステム・メッセージが発生した場合、 新のメッセージだけが表示

されます。    > エラー情報を押して、報告されたすべてのシステ

ム・メッセージを詳細と共に表示します。

6 ステータス領域 変調ステータス、掃引ステータス、ファイルのカタロ

グとストレージなど、信号発生器に関するステート情報を表示します。

7 アクティブ機能領域 現在アクティブな機能を表示します。 例えば、

 ハードキーを押すと、周波数がアクティブになり、現在の周波数

設定が表示されます。

Utility

Frequency
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リア・パネルの概要

1 電源スイッチ 電源スイッチは、信号発生器をAC電源からアイソレート

します。 このスイッチをオンに切り替えると、信号発生器がスタンバイ

に入り、フロント・パネルのオレンジのスタンバイLEDが点灯します。

2 AC電源コンセント 電源コンセントに3ピン・プラグを差し込むことがで

きます。

3 USBホスト・コネクタ PCなどのコントローラとの接続に使用します。

4 TRIG INコネクタ メスBNCコネクタで、掃引をトリガするためのTTL信号

を受信します。 トリガは、正エッジでも負エッジでも発生します。 外部

トリガ・ソースの周波数は100 Hz以下です。 損傷レベルは、 +10 Vま

たは ﾐ4 Vです。

5 REF OUTコネクタ メスBNCコネクタで、内部基準周波数の出力に使用し

ます。0.35Vrmsを超える公称出力レベルと50 Ωの出力インピーダンスを

持ちます。

VGA OUTPUT

DEV

TRIG IN

HOST

MOD IN

PULSE MOD IN

REF IN

REF OUT

I IN 1V RMS
  MAX

Q IN

 LINE:
100-240V

50-60Hz
100W  MAX

Made in China

HIPOT PASS 

N9310A N9310A-CFG002

SER:CN* * * * * * * * *

1

34678
9

10

11 12

25
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6 REF INコネクタ メスBNCコネクタで、外部基準発振器からﾐ3.5～+20

dBmの信号を受信します（ ppm以内）。 公称入力インピーダンスは50 Ω

です。 コネクタは、選択に従って2MHz信号、5MHz信号、10 MHz信号を受

信します。 

7 PULSE MOD INコネクタ このBNC入力コネクタは、パルス変調用のTTL信

号を受信します。 損傷レベルは5 Vrmsです。 

8 MOD INコネクタ このBNC入力コネクタは、 AM、FM、位相変調用の

1.0 + 2% V（ピーク）信号を受信します。 これらすべての変調に対して、

+1.0 Vピークが、示された偏移または変調度を生成します。 損傷レベル

は5 Vrmsです。 

9 Q INコネクタ このメスBNC入力コネクタは、I/Qベースバンド信号の外

部直交位相成分を受信します。 信号レベルは、  = 0.5 Vrmsです

（校正済み出力レベルの場合）。 入力インピーダンスは50 Ωです。 損傷

レベルは1 Vrmsです。

10 I INコネクタ このメスBNC入力コネクタは、I/Q変調信号の外部同相成

分を受信します。 Qベースバンド信号と同じ特性を持ちます。

11 VGAコネクタ 外部モニタまたはプロジェクタへの接続に使用します。

12 USBデバイス・コネクタ USBメモリ・スティックなどの外部USBデバイス

と接続します。

1

I2 Q2+

注記 I/Q INコネクタは、オプション001による外部I/Q信号入力の場合に

のみ使用可能です。



概要 1
フロント・パネルとリア・パネルのシンボル

CEマーク： 欧州共同体の登録商標です。

CSAマーク： カナダ国際規格協会の登録商標です。

RCM マーク： すべてのオーストラリアEMC規制情報に適合することを示し

ます。

電源スイッチの「オン」位置のマークです。

電源スイッチの「スタンバイ」位置のマークです。

測定器にAC電源入力が必要であることを示します。

本製品がIndustrial Scientific and Medical Group 1 Class A製品である

ことを示します。 （CISPR 11, Clause 4）

取扱説明書シンボル： 本書の特定の指示を参照する必要があることを示し

ます。

ISM1-A

C US

信号発生器には以下のシンボルがあります。 操作する前に、各マークとその

意味を確認してください。

ICES/NMB-001

ISMデバイスは、Canadian Interference-Causing Equipment Standard-001

に適合します。

Cet appareil ISM est conforme  la norme NMB-001 du Canada.
N9310Aユーザーズ・ガイド 11
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本製品は、WEEE指令（2002/96/EC）マーク機器に適合します。 貼られて

いるラベルは、この電気電子機器を一般家庭ごみとして廃棄してはなら

ないことを示します。 

製品カテゴリ： WEEE指令アネックス1の機器タイプによると、本製品は

モニターおよび制御用装置として分類されます。

家庭用ゴミとして廃棄しないでください。 不要となった製品を返送する

場合は、 寄りのKeysight営業所に問い合わせるか、以下のWebサイトを

ご覧ください。 

http://www.keysight.com/environment/product/

中国ROHS認証は、中国政府が公表する電子情報製品の汚染(鉛も含む)を

コントロールに関する自発的な認証である。このシンボルは、当電子情

報製品にある有害物質が四十年以内に環境に汚染しないことを示してい

る。

KC マーク:



Keysight N9310A RF信号発生器
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本章には、さまざまな測定器やインタフェースへの接続を行い、信号発

生器の使用を開始するために必要となる情報が記載されています。 
13
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荷物とオーダ・リストのチェック

荷物が到着したら、以下の手順に従って荷物とオーダ・リストをチェック

してください。荷物に問題がある場合は、Keysight Technologies Customer
Contact Centerにお問い合わせください。

• 輸送用カートンに損傷がないか調べます。

損傷には、輸送用カートンのへこみや破損、あるいは緩衝材の大きな

ゆがみや圧縮などが挙げられます。

• 輸送用カートンから中身を慎重に取り出して、オーダしたアイテムが

揃っていることを確認します。 荷物にはそれぞれ、標準で以下のアイ

テムが含まれています。

• 以下のオプションのいずれかをオーダした場合、リア・パネルの製品

ラベルと梱包チェック・リストにより、オプションが荷物に含まれて

いることを確認してください。

アイテム 数量 パーツ番号

N9310A信号発生器 1 N9310A

USBケーブル 1 8121-1482

3ピン電源ケーブル 1 地域に固有

クイック・スタート・ガイド 1 N9310-90003

ユーザーズ・ガイド 1 N9310-90001

ヘルプ・キットCD-ROM 1 N9310-84500

校正証明書 1 N/A

オプション 名称 パーツ番号

001 I/Q変調器 N9310A-001

1CM ラックマウント・フランジ・キット N9310A-1CM

1TC ハード・トランジット・ケース N9310A-1TC



入門 2
ラック・マウント

信号発生器をラックに搭載する場合は、ラックマウント・フランジ・キッ

ト（オプション1CM）の使用を推奨します。 

信号発生器を、フロント・パネルのハンドルだけでラックに搭載しよう

としないでください。 ラックマウント・キットを使用すると、ハンドル

の有無に関係なく信号発生器をラックに搭載することができます。

トランジット

測定器の運搬には、ハード・トランジット・ケース（オプション1TC）の

使用を推奨します。

注意 信号発生器を別のラックに搭載すると、感電、過熱、ほこりによる

汚染、システム性能低下の可能性が高まります。 インストール、保

証、サポートの詳細については、Keysightカスタマ・エンジニアに

お問い合わせください。
N9310Aユーザーズ・ガイド 15
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安全性に関する注意

怪我および測定器の損傷を防止するため、信号発生器の電源を入れる前

に以下の警告と注意をお読みください。

警告 電源への接続には、必ず正しくグランド接続された3ピンACプラグと

電源ケーブルを使用してください。 信号発生器のAC電源ケーブルに

中断があると、怪我のおそれがあります。 意図的な中断は禁止され

ています。

警告 信号発生器のカバーを取り外すと、怪我のおそれがあります。 内部

にオペレータがサービスを行うパーツはありません。 感電防止のた

め、サービスはサービスマンに依頼してください。

警告 清掃の際に信号発生器が電源に接続されていると、感電のおそれがあ

ります。 内部を清掃しようとしないでください。

注意 信号発生器を別のラックに搭載すると、感電、過熱、ほこりによる

汚染、システム性能低下の可能性が高まります。 インストール、保

証、サポートの詳細については、Keysightカスタマ・エンジニアに

お問い合わせください。

注意 キャビネット内の全消費電力が800ワットを超えると、信号発生器を

損傷するおそれがあります。 この状態になったときには、強制空冷

を適用する必要があります。

注意 フロント・パネルの操作またはリモート制御の結果として現在のス

テートが変化しているときには、信号発生器をオフにしないでくだ

さい。



入門 2
環境要件

Keysight Technologiesでは、本製品をIEC 61010-1に従って

Installation Category II、POLLUTION DEGREE 2で使用するよう設計し

ています。 Keysightでは、信号発生器を以下の条件で使用するよう設計

しています。

･ 屋内使用

･ 高度< 3,000 m

･ 温度0～45℃、他に指定がない場合

･ 15%～95%の相対湿度、温度40℃の場合

通気

通気孔は、リア・パネルと、信号発生器カバーの4つの側面すべてに存在

します。 これらの通気孔をふさがないでください。通気孔により信号発

生器内に空気の流れが形成できるからです。

信号発生器をキャビネットに配置するときには、信号発生器を通過する

対流を制限しないでください。 キャビネットの外の周囲温度は、信号発

生器の 大動作温度よりキャビネット内の消費電力100 ワット当たり4

℃低くなければなりません。

清掃のヒント

感電防止のため、清掃の前に信号発生器をメイン電源から切断してくだ

さい。 乾いた布か水で軽く湿らせた布を使用して、外側のケース・パー

ツを清掃します。 内部を清掃しようとしないでください。

警告 清掃の際に信号発生器が電源に接続されていると、感電のおそれが

あります。 内部を清掃しようとしないでください。
N9310Aユーザーズ・ガイド 17
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電気的要件

信号発生器には、オートレンジ電源電圧入力があります。 使用するAC電

源は、次の条件に適合する必要があります。

AC電源ケーブルを接続する

本製品は、電源ケーブルに感電防止用アースが組み込まれた、安全クラ

ス1製品です。 フロント・パネル・スイッチは単なるスタンバイ・スイッ

チです。電源スイッチではありません。 AC電源ケーブルが、信号発生器

のメイン回路を主電源から切断する切断デバイスとなります。 リア・パ

ネル・スイッチまたはサーキット・ブレーカを切断デバイスとして使用

する方法もあります。

AC電源ケーブルを接続するには、以下の手順を実行します。

• 電源ケーブルに損傷がないことを確認します。

• 信号発生器をAC電源ケーブルまたはサーキット・ブレーカに簡単に手

が届くように設置します。

• メイン・プラグを感電防止用アース付きのソケット・コンセントに差

し込みます。

電圧： 100～240 V、公称値 

周波数： 50/60 Hz、公称値

電源： 100ワット、最大値



入門 2
各地域に対応したAC電源ケーブル

プラグ・タイプ ケーブルの

パーツ番号
プラグ a の

名称

使用する 

国および地域

8121-1466 BS 1363/A オプション900

英国、香港、シンガポール、

マレーシア

8120-1454 KS C8305 オプション902

韓国

8120-1378 CNS 10917-2 オプション903

台湾

8120-4754 JIS C8303 オプション918

日本

8120-8377 GB 1002 オプション922

中国

2 5 0 V

2 5 0 V

250V 10A

1 2 5 V

250V 10A

a. プラグID番号はプラグのみを表します。 パーツ番号は、ケーブル・アセンブリ全体に
対する番号です。
N9310Aユーザーズ・ガイド 19
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静電放電保護

静電放電（ESD）は、電子コンポーネントの損傷や破壊を招きます（ESD

によって目に見えない損傷が生じる可能性は、コンポーネントの運搬時、

保管時、使用時に常に存在します）。

本製品には、静電放電（ESD）によって損傷しやすいコンポーネントが含

まれています。 テスト機器の使用中に発生するESDの損傷を減らすには、

以下を実行します。

1 毎日、同軸ケーブルを信号発生器のコネクタに 初に接続する前に、ケー

ブルの中心と外側の導線を一瞬ショートさせます。

2 コネクタの中央ピンに触れる前、および信号発生器からアセンブリを取

り外す前に、1 MΩ抵抗アイソレート・リストストラップでユーザをグラ

ンドに接続します。

3 帯電防止のため、すべての測定器が正しくグランドに接続されているこ

とを確認します。

ESDおよびESDの損傷を防ぐ方法については、静電気放電協会

（Electrostatic Discharge Association、http://www.esda.org）にお問

い合わせください。 静電気放電協会によって開発されたESD標準は、米国

規格協会（ANSI）の認可を受けています。



入門 2
電源投入とチェック

1 電源ケーブルを接続します。 プラグを感電防止用アース付きの電源コン

セントに差し込みます。 好みに合わせて傾斜アジャスタを設定します。

2 ケーブルを信号源の出力コネクタに接続してから、ケーブルをDUT

（Device under Test、被試験デバイス）に接続します。

DUT
N9310Aユーザーズ・ガイド 21
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信号発生器の電源オン

1 リア・パネルの電源スイッチ をオン・ステートに切り替えます。 オレ

ンジのスタンバイLEDが点灯し、信号発生器がAC電源に接続された状態に

なります。

2 フロント・パネルのスタンバイ・スイッチ を押します。 緑のスイッ

チ・オンLEDが点灯し、信号発生器が起動します。

セルフテストを含めたセルフ初期化に約30秒かかります。 エラーを検出

すると、エラー・メッセージが表示されます。 信号発生器は、 大周波

数3 GHz、 小振幅–127 dBmにデフォルト設定され、いつでも使用できる

ようになります。 電源投入後、信号発生器を安定化させるため45分間

ウォームアップします。

注記 フロント・パネル・スイッチは単なるスタンバイ・スイッチです。電

源スイッチではありません。 信号発生器を電源から切断するには、

リア・パネルの電源スイッチをオフにします。 



入門 2
エラー・メッセージのチェック

信号発生器には、2つのカテゴリの測定器メッセージがあります。 システ

ム・メッセージとエラー・メッセージです。 システム・メッセージは、

設定の衝突や、データ入力がパラメータの範囲を外れた場合など、操作

エラーによってトリガされます。 エラー・メッセージは、主にハードウェ

アの不具合によってトリガされ、画面にエラー・インジケータが表示さ

れます。

操作エラーが発生した場合、信号発生器が画面の一番下にメッセージを

表示します。メッセージには、操作エラーが発生し、測定器がエラーを

補正したことが示されます。 システム・メッセージは30秒後に自動的に

クリアされます。

ハードウェアの不具合またはシステム・エラーが発生した場合、信号発

生器が画面の一番下にメッセージを表示し、エラー・インジケータも表

示します。 

以下に、信号発生器のエラー・メッセージをチェックする際のヒントを

示します。

1 エラー・インジケータが表示されているか画面をチェックします。 表示

されている場合、 >エラー情報を押して、待ち行列内の各エラー・

メッセージを見直します。 システム・メッセージの詳しい説明について

は、第7章「測定器のメッセージ」を参照してください。

2 エラー・メッセージを見直してすべてのメッセージを解決したときには、

 > エラー情報 > クリアソフトキーを押して、メッセージを削除しま

す。

3 信号発生器の電源を入れ直し、エラー・インジケータがまだ表示されて

いるか再度チェックします。

4 解決できないエラー・メッセージがある場合、Customer Contact Center

にお問い合わせください。

Utility

Utility
N9310Aユーザーズ・ガイド 23
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ヒント

信号発生器を好みに合わせてセットアップするには、以下のヒントを参

照してください。 詳細については、81ページの「Utility」を参照してく

ださい。

･ スクリーンセーバーをオンにするには、次を押します。 

 > スクリーンセーバー > オン

スクリーンセーバーをオンに設定した場合、フロント・パネルからの

入力がないと15分後にディスプレイの照明がオフになります。 任意

のフロント・パネル・キーを押すと、ディスプレイの照明がオンにな

ります。 

･ 表示スタイルを選択するには、次を押します。 

 > 表示スタイル

･ 位相雑音モードを切り替えるには、次を押します。

 > 最適化位相雑音> ノーマル／残留FM最適化 

･ 現在の設定を頻繁に使用する場合は、設定をローカル・メモリまたは

外部USBメモリに保存します。

･ 外部基準に接続して設定するには、次を押します。 

 > 基準セットアップ

･ 教育プロジェクトなどのニーズに合わせて、外部表示モニタをVGAコ

ネクタに接続します。

オプションをオンにする

オプションをオンにするには、オプション・ライセンス・キーを入力す

る必要があります。 ライセンスの購入方法については、 寄りの

Keysight営業所にお問い合わせください。 I/Q変調器（オプション001）

をオンにするには、以下の手順を参照してください。

1  ハードキーを押します。

2 ライセンス・キーソフトキーを押します。

3 ライセンスを入力すると、オプションがただちにオンになります。

Utility

Utility

注記 表示スタイルとスクリーンセーバーは持続的なステートです。

 ハードキーを押してもこれらの設定には影響しません。Preset

Utility

Utility

Utility



入門 2
リモート制御

N9310Aのリモート制御のセットアップ構成は簡単です。 必要となるの

は、N9310AとPCを接続するUSBケーブルと、Keysight IO Libraries Suite

のインストールだけです。 

より柔軟なリモート制御が必要な場合、Keysight VTL（Visa Transition

Library）とSCPIコマンドを使用して独自のプログラムをビルドすること

もできます。 

N9310AのSCPIコマンドとプログラミング例の詳細については、101ページ

の「サブシステム・コマンド・リファレンス」を参照してください。

Keysight IO Libraries Suiteの詳細については、

http://www.keysight.com/find/iolibを参照してください。

測定器プログラミングの経験がない場合、85ページからの第5章「プログ

ラミングの基本」を参照してください。
N9310Aユーザーズ・ガイド 25
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ファームウェアのアップデート

Keysight Technologiesでは、便利なファームウェア・アップデート・

サービスを提供しています。 ファームウェアのダウンロードについて

は、http://www.keysight.com/find/n9310a/を参照してください。

ファームウェア・アップデートを終了するには、以下の手順に従います。

1 ファームウェア・アップデート・パッケージをUSBメモリ・スティックの

ルート・ディレクトリにダウンロードします。 アップデートのときには、

このパッケージを別のフォルダに入れないでください。

3 このUSBメモリ・デバイスを信号発生器のUSBコネクタ（DEV）に挿入しま

す。

4 信号発生器の電源を投入すると、測定器がアップデート処理を自動的に

実行します。

この手順を終了すると、 新バージョン・ファームウェアの信号発生器

が得られます。    > 情報を押して、信号発生器の現在のファーム

ウェア・バージョンを表示します。

Utility



入門 2
コネクタの保守

少なくとも6カ月ごとにコネクタのチェックを行います。測定器を製造ラ

インまたは厳しい環境で毎日使用している場合は、さらに頻繁にチェッ

クします。

フロント・パネルのコネクタの目視検査を行います。 も重要なコネク

タは、DUT（Device under Test、被試験デバイス）を接続するコネクタ

です。通常、RFケーブル端またはRF OUTコネクタとLF OUTコネクタがそ

れにあたります。 すべてのコネクタは清潔で、中央ピンが中心に来てい

る必要があります。 メス・コネクタのフィンガが破損しておらず、外見

が均一である必要があります。 コネクタが良好であるか確信がない場

合、RF OUTコネクタの大きさを測定して、寸法が正しいことを確認しま

す。

差込み面からの中心導線の最大突出と最小突出

最小値 = 約0.518 cm
最大値 = 約0.525 cm

差込み面
N9310Aユーザーズ・ガイド 27
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本章には、周波数とパワー・レベルの設定、変調のセットアップ、RF掃

引とLF掃引の作成、機器ステートの保存とリコール、オプションのイネー

ブルなど、信号発生器の主な機能を使用するための手順が記載されてい

ます。
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よく使用されるフロント・パネルの構成要素

基本機能ハードキーを使用する以外にも、データの入力やソフトキーの

使用が必要となります。 N9310Aを初めて使用する場合には、データ入

力とソフトキーの使用に関する以下のヒントを参照してください。

データの入力

パラメータの値を設定する場合、アクティブ機能の値を入力または変更

するには2通りの方法があります。

テンキーと単位ソフトキーを使用する

ノブ、矢印キー、Enterハードキーを使用する

テンキー 特定の値を入力します。 

単位ソフトキー テンキーからデータ入力を終了します。

ノブ 値または各桁の値を増減します。

矢印キー 変更する数字にフォーカスを設定します。

Enter データ入力を確定し、終了します。



機能の使用 3
ソフトキーの使用

表示の右側に現れるソフトキーから、さまざまなサブ機能にアクセスす

ることができます。 N9310Aで使用されるソフトキーには3つのタイプ

があります。 以下の表に、それらのタイプと機能を示します。

タイプ 機能 例

トグル このタイプのソフトキーを押すと、パラメータ

の2つのステートが交互に切り替わります。

サブ

メニュー

このタイプのソフトキーを押すと、サブメ

ニューに入ります。

変更 このタイプのソフトキーを押すと、パラメータ

の値を変更することができます。
N9310Aユーザーズ・ガイド 31
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CW信号の作成

CW（連続波）信号を作成するには、周波数パラメータと振幅パラメー

タをセットアップし、RF出力をオンにする必要があります。 パラメータ

には以下の特性があります。

操作の例

以下のCW信号を作成する必要があるとします。

• 周波数700 MHz

• 振幅–20 dBm

CW信号をセットアップするには、以下の手順を参照してください。

1  ハードキーを押します。

これにより、信号発生器が工場設定ステートに戻ります。 信号発生器の

デフォルト設定を見るには、70ページの「工場設定」をチェックしてく

ださい。

表示の周波数および振幅領域を観察します（左上隅）。 表示されている値

は、 大周波数（3 GHz）と 小振幅（–127 dBm）です。

2  > 700 > MHz を押して、CW周波数を700 MHzに設定します。

3  > – 20 > dBm を押して、CW振幅を–20 dBmに設定します。

4  ハードキーを切り替えて、RF出力をオンにします。

特性 レンジ デフォルト

周波数 9 kHz～3 GHz 3.0000000000 GHz、
分解能0.1 Hz

振幅 –127～+13 dBm（+20 dBmまで設定可能）

–80～+60 dBmV（+67 dBmVまで設定可能） 
–20～+120 dBV（+127 dBVまで設定可能）

0.0001～1000 mV（2238.8 mVまで設定可能）

0.1～1000000 V（2238800 Vまで設定可能）

–127 dBm、

分解能0.1 dB

Preset

Frequency

Amplitude

RF
On/Off
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ステップ掃引信号の作成

信号発生器を使用すると、ステップ掃引信号を3つのモードで作成する

ことができます。

ステップ掃引の一般的な設定

通常、ステップ掃引に対して以下のパラメータをセットアップする必要

があります。

• スタート周波数／振幅およびストップ周波数／振幅

• 待ち時間を設ける等間隔ポイント（ステップ）の数

• 各ポイントにおける待ち時間の長さ

掃引の作成方法の直観的なビューについては、以下を参照してください。

36ページの「RF掃引の作成」、

38ページの「振幅掃引の作成」、 

39ページの「LF掃引の作成」。

掃引モード 掃引範囲 フロント・パネル・キーのアクセス

RF 9 kHz～3 GHz   > 掃引モード > RF

振幅 –127～+13 dBm   > 掃引モード > 振幅

LF 20 Hz～80 kHz   > 掃引モード > LF

Sweep

Sweep

Sweep

注記 掃引RF出力または振幅出力のあいだ、信号発生器の表示の周波数お

よび振幅領域は、どれを掃引するかに応じてオフになります。
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ステップ掃引の追加設定

以下の4つの設定項目も、掃引に影響を与えます。

• 掃引トリガ

掃引トリガは、次の3つの選択肢のいずれかに設定できます。

即時／Triggerキー /外部

• ポイント・トリガ： 
ポイント・トリガは、次の3つの選択肢のいずれかに設定できます。

即時／Triggerキー /外部

• 掃引反復： 連続/Single
掃引反復を連続またはSingleに設定することができます。 
連続に設定した場合、信号発生器はスタート・ポイントからストッ

プ・ポイントまでの掃引を連続して繰り返します。

Singleに設定した場合、信号発生器はスタート・ポイントからストッ

プ・ポイントまでの掃引を1サイクルだけ実行します。 

• 掃引方向： 上/下

例えばRF掃引の場合、RF掃引をオンにするため 

 > 掃引モード > RFを押すと、信号発生器が、掃引トリガとポイン

ト・トリガを組み合わせた設定に従って、以下のように動作します。

Sweep

掃引トリガ ポイント・

トリガ

掃引動作

即時 即時  >掃引モード > RFを押すと、掃引が即座に自動的に開始します。

 >掃引モード >オフを押すと、掃引が終了します。

即時 キー  >掃引モード > RFを押すと、RF掃引がオンになります。

次にTriggerキーを押すと、ポイントに対する掃引が手動で開始します。

Sweep

Sweep

Sweep
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外部トリガ・ソースを使用する場合、 小レベル・ホールド時間が100 ns

のTTL信号が必要です。 掃引トリガをキーに設定し、ポイント・トリガ

を外部に設定した場合だけ、掃引反復をSingleまたは連続に設定するこ

とができます。 他の掃引トリガとポイント・トリガの組み合わせでは、

連続掃引だけが可能です。

キー 即時  >掃引モード > RFを押すと、「アーム」インジケータが画面に表示

されます。これは、信号発生器の準備が整い、トリガ命令を待っている

ことを示しています。 Triggerキーを押すと、信号発生器がポイントに対

する掃引を自動的に開始します。 

キー キー  >掃引モード > RFを押すと、「アーム」インジケータが画面に表示

されます。これは、掃引の準備が整い、トリガを待っていることを示し

ています。 
 >掃引モード > RFを押すと、RF掃引がオンになります。次にTrigger

キーを押すと、ポイントに対する掃引が手動で開始します。

掃引トリガ ポイント・

トリガ

掃引動作

Sweep

Sweep

Sweep
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RF掃引の作成

RF掃引を以下の設定で作成するとします。

• 周波数レンジ1 GHz～2 GHz、レベル0 dBm

• 9個の掃引ポイント、各ポイントで50 msの待ち時間

RF掃引を設定し、作成するには、以下の手順を参照してください。

1  ハードキーを押します。

2  > 0 > dBmを押します。

これにより、RF掃引の出力レベルを0 dBmに設定します。

3  ハードキーを押します。

これにより、掃引サブメニューを開きます。

4 ステップ掃引ソフトキーを押します。

これにより、ステップ掃引設定用のサブメニューを開きます。

5 RFスタート > 1 > GHzを押します。

これにより、掃引のスタート周波数を1 GHzに設定します。

6 RFストップ > 2 > GHzを押します。

これにより、掃引のストップ周波数を2 GHzに設定します。

7 ポイント数 > 9 > 入力を押します。

これにより、掃引ポイント数を9に設定します。

8 その他(1/2) > ステップ待ち > 50 > msを押します。

これにより、各ポイントの待ち時間を50 msに設定します。

9  ハードキーを押して、RF出力をオンにします。

インジケータが から に変わります。 

10 戻る > 掃引モード > RFを押します。

このステップにより、RF掃引がオンになり、信号発生器が即座に自動的

Preset

Amplitude

Sweep

RF
On/Off
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に掃引を開始します。 掃引中、掃引インジケータが表示されます。

掃引設定の詳細については、73ページの「Sweep」を参照してください。

注記 信号発生器をプリセットすると、掃引トリガとポイント・トリガの

設定が即時にデフォルト設定されます。 さまざまなトリガ・モードの

使用方法については、34ページの「ステップ掃引の追加設定」を参

照してください。
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振幅掃引の作成

振幅掃引を以下の設定で作成するとします。

• 振幅範囲–80～–60 dBm、周波数1 GHz

• 9個の掃引ポイント、各ポイントで50 msの待ち時間

振幅掃引を設定し、作成するには、以下の手順を参照してください。

1  ハードキーを押します。

2  > 1 > GHzを押します。

3  ハードキーを押します。

4 ステップ掃引ソフトキーを押します。

5 振幅スタート > –80 > dBmを押します。

6 振幅ストップ > –60 > dBmを押します。

7 ポイント数 > 9 > 入力を押します。

8 その他(1/2) > ステップ待ち > 50 > msを押します。

9  ハードキーを押して、RF出力をオンにします。

10 戻る > 掃引モード > 振幅を押して振幅掃引を即座にオンにします。 掃

引中、掃引インジケータが表示されます。

掃引設定の詳細については、73ページの「Sweep」を参照してください。

Preset

Frequency

Sweep

RF
On/Off
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LF掃引の作成

LF掃引を以下の設定で作成するとします。

• 周波数レンジ10～60 kHz、レベル500 mV

• 6個の掃引ポイント、各ポイントで50 msの待ち時間

LF掃引を設定し、作成するには、以下の手順を参照してください。

1  ハードキーを押します。

2  ハードキーを押します。

3 ステップ掃引ソフトキーを押します。

4 LFスタート > 10 > kHzを押します。

5 LFストップ > 60 > kHzを押します。

6 ポイント数 > 6 > 入力を押します。

7 ステップ待ち > 50 > msを押します。

8 戻る > 掃引ステート > LFを押します。

これにより、LF掃引出力がLF OUTコネクタから即座に開始します。 掃

引中、掃引インジケータが表示されます。

掃引設定の詳細については、73ページの「Sweep」を参照してください。

注記 を押すと、掃引／ポイント・トリガが即時に、LF出力振幅が500
mVに設定されます。 以下の手順では、掃引／ポイント・トリガとLF
出力振幅のセットアップを省略しています。

Preset

Preset

Sweep
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変調信号の作成

信号発生器を使用すると、変調信号としてAM、FM、?M、パルス変調を

作成することができます。 信号発生器にオプション001を搭載すると、

オプションでI/Q変調器も使用することができます。

変調方式の準備

変調方式は、他の変調パラメータを設定する前でも後でもオンにするこ

とができます。 変調方式をオンにして変調信号を出力するには、以下の

手順を実行します。

1 ある変調方式のサブメニューにアクセスします。 例えば、AMを選択しま

す。

このサブメニューには、変調方式の名前に関連したソフトキー・セット

が表示されます。 例えば、AM変調度、AMソースです。

2  ハードキーを押して、 を表示します。  キーを押して、RF

出力をオンにします。

以降のページに変調信号の作成のより直観的な例を示します。

Mod
On/Off RF

On/Off

AM処理、出力がオン

AMがオン

AM　
サブ

メニュー
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同時変調

信号発生器を使用すると、複数の変調方式を同時に作成することもでき

ます。 同時変調を作成するには、以下の表を参照してください。 

AM

（内部）

AM

（外部）

I/Q FM

（内部）

FM

（外部）

FM パルス

（内部）

パルス

（外部）

AM（内部） – • – • • • – –

AM（外部） • – – • • • – –

I/Q – – – • • • • •

FM（内部） • • • – • – • •

FM（外部） • • • – – – • •

FM • • • – – – • •

パルス（内部） – – • • • • – –

パルス（外部） – – • • • • – –

•：使用可能

–：使用不可
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AM信号の作成

信号発生器が、以下の基本設定でAM（振幅変調）信号を作成します。

操作の例

AM信号を以下の設定で作成するとします。

• 搬送波周波数1 GHz、振幅–10 dBm

• AM変調度70 %

• AM周波数15 kHz 

• 内部AMソース（このデフォルトに戻すため )

信号発生器を設定するには、以下を参照してください。

1  を押して信号発生器をプリセットします。

2  > 1 > GHzを押して、 CW周波数を1 GHzに設定します。

3  > –10 > dBmを押して、 CW振幅を–10 dBmに設定します。

4  を押してAMサブメニューに入ります。

5 AM変調度 > 70 > %を押して、AM変調度を70 %に設定します。

6 AM周波数 > 15 > kHzを押して、AM周波数を15 kHzに設定します。

7 AMオンを押して、AMをオンにします。

8  Onを押して、AM信号出力をオンにします。

キー・リファレンスについては、54ページの「AM」を参照してください。

特性 レンジ デフォルト

AM変調度 0.0～100.0 % 0.0

AMソース 内部ソース（内部）

外部ソース（外部）

内部と外部の組み合わせ

内部

AM周波数 20 Hz～80 kHz（内部）

DC/20 Hz～80 kHz（外部）

1.0000 kHz、分解能0.1 Hz

Preset

Preset

Frequency

Amplitude

AM

RF
On/Off
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FM信号の作成

信号発生器が、以下の基本設定でFM（周波数変調）信号を作成します。

操作の例

FM信号を以下の設定で作成するとします。

• 搬送波周波数1 GHz、振幅–10 dBm

• FM偏移50 kHz

• FM周波数30 kHz 

• 内部FMソース（このデフォルトに戻すため )

信号発生器を設定するには、以下を参照してください。

1  を押して信号発生器をプリセットします。

2  > 1 > GHzを押して、CW周波数を1 GHzに設定します。

3  > –10 > dBm を押して、CW振幅を–10 dBmに設定します。

4  を押してFMサブメニューに入ります。

5 FM偏移 > 50 > kHz を押して、FM偏移を50 kHzに設定します。

6 FM周波数 > 30 > kHzを押して、FM周波数を30 kHzに設定します。

7 FM > オンを押して、FMをオンにします。

8  ハードキーをRFオンまで押して、FM信号出力をオンにします。

キー・リファレンスについては、61ページの「FM」を参照してください。

特性 レンジ デフォルト

FM偏移 20 Hz～100 kHz 20 Hz、分解能1 Hz 

FMソース 内部ソース（内部）

外部ソース（外部）

内部と外部の組み合わせ

内部

FM周波数 20 Hz～80 kHz（内部）

DC/20 Hz～80 kHz（外部）

1.0000 kHz、分解能0.1 Hz

Preset

Preset

Frequency

Amplitude

FM

RF
On/Off
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位相変調信号の作成

信号発生器が、以下の基本特性で位相変調（?M）信号を作成します。

操作の例

?M信号を以下の特性で作成するとします。

• 搬送波周波数1 GHz、振幅–10 dBm

• ?M偏移7.3ラジアン

• ?M周波数10 kHz

信号発生器を設定するには、以下を参照してください。

1  を押して信号発生器をプリセットします。

2  > 1 > GHz を押して、  CW周波数を1 GHzに設定します。

3  > –10 > dBmを押して、CW振幅を–10 dBmに設定します。

4  を押して?Mサブメニューに入ります。

5 ?M偏移 > 7.3 > radを押して、?M偏移を7.3ラジアンに設定します。

6 ?M周波数 > 10 > kHzを押して、?M周波数を10 kHzに設定します。

7 ?M オン オフを押して、?Mをオンにします。

8 RF On/OffをOnまで押して、?M信号出力をオンにします。

キー・リファレンスについては、67ページの「Phase Modulation」を参

照してください。

特性 レンジ デフォルト

?M偏移 0～10ラジアン（300 Hz < ?M周波数 < 10 kHz）
0～5ラジアン（10 kHz < ?M周波数 < 80 kHz）

0.000ラジアン、

分解能0.001 ラジア

ン 

?Mソース 内部ソースのみ N/A　

?M周波数 300 Hz～80 kHz 1.0000 kHz、
分解能0.1 Hz

Preset

Frequency

Amplitude

ΦM
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パルス変調信号の作成

信号発生器が、以下の特性でパルス変調信号を作成します。

操作の例

パルス変調信号を以下の特性で作成するとします。

• 搬送波周波数1 GHz、振幅–10 dBm

• パルス周期10 ms

• パルス幅6 ms

• 内部パルス・ソース（このデフォルトに戻すため )

信号発生器を設定するには、以下を参照してください。

1  を押して信号発生器をプリセットします。

2  > 1 > GHzを押して、CW周波数を1 GHzに設定します。

3  > –10 > dBmを押して、CW振幅を–10 dBmに設定します。

4  を押して、パルス変調サブメニューに入ります。

5 パルス周期 > 10 > ms を押して、パルス周期を10 msに設定します。

6 パルス幅 > 6 > msを押して、パルス幅を6 msに設定します。

7 パルス オン／オフを押して、パルス変調をオンにします。

8  Onを押して、パルス変調信号出力をオンにします。

キー・リファレンスについては、71ページの「Pulse」を参照してくだ

さい。

特性 レンジ デフォルト

パルス・ソース 内部ソース（内部）

外部ソース（外部）

内部

パルス周期 200 s～2 s（内部および外部） 200 ms、分解能1 ms

パルス幅 100 s～1 s（内部および外部） 100 ms、分解能1 ms

Preset

Preset

Frequency

Amplitude

Pulse

RF
On/Off
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I/Q変調信号の作成（オプション001のみ）

信号発生器が、以下の基本特性でI/Q変調信号を作成します。

I/Q変調器のドライブに定和ベクトル変調 = 0.5 Vを使用する場

合、実際のRFレベルは表示されたRFレベルに一致します。 I/Q変調器の

オーバドライブを回避するには、I/Q変調を使用するときに和ベクトルが

0.5 Vを超えないように注意する必要があります。 フル・スケール入力の

場合、変調RF信号のピーク・エンベロープ・パワーは、示されたLEVEL

と等しくなります。 アベレージ・パワーはより小さくなります。

特性 レンジ デフォルト

I/Qソース 外部ソースのみ N/A　

I/Q入力 50 Ωインピーダンス

VSWR < 1.5　
フル・スケール入力 < 0.5 Vrms

N/A　

I/Q入力コネクタ EXT IおよびQコネクタ、 
リア・パネル上（BNC型、メス）

N/A　

I2 Q2+

Q

I

VGA OUTPUT

DEV

TRIG IN

HOST

M OD IN

PULSE MOD IN

REF IN

REF OUT

I IN 1V RMS
  M AX

Q IN

 LINE:
100-240V

50-60Hz
100W  M AX

M ade in China

HIPOT PASS 

N9310A N9310A-CFG002

SER:CN** * * * * * * *

振幅 =  入力値LEVELI2 Q2+
0.5V--------------------- 



機能の使用 3
操作の例

I/Q変調信号を、搬送波周波数1 GHz、振幅–10 dBmで作成するとします。

I/Q変調信号を設定し、作成するには、以下の手順を参照してください。

1 外部I/Qソースを信号発生器のリア・パネルのBNC IコネクタとQコネク

タに接続します。

2  を押して信号発生器をプリセットします。

3  > 1 > GHzを押して、CW周波数を1 GHzに設定します。

4  > –10 > dBmを押して、CW振幅を–10 dBmに設定します。

5  I/Q変調サブメニューに入ります。

6 I/Qオン／オフを押して、I/Q変調をオンにします。

7  を押して、I/Q変調信号出力をオンにします。

Preset

Frequency

Amplitude

I/Q

RF
On/Off
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LF出力の作成

信号発生器を使用すると、以下の特性でLF（低周波数）信号を生成する

ことができます。 低周波数信号は通常、オーディオ周波数とも呼ばれます。

操作の例

LF信号を以下の設定で作成するとします。

• 周波数10 kHz

• 振幅3 V

LF信号を作成するには、以下の手順を参照してください。

1  を押して、LF出力機能のサブメニューに入ります。

2 LF出力周波数 > 10 > kHzを押して、LF周波数を10 kHzに設定します。

3 LF出力振幅 > 3 > Vを押して、LF振幅を3 Vに設定します。

4 LF出力オン／オフをオン・ステートまで押して、LF出力をオンにします。

特性 レンジ デフォルト

周波数 20 Hz～80 kHz 1.0000 kHz、分解能0.1 Hz

振幅 0～3 V（ピーク） 500 mV、分解能1 mV

出力接続 フロント・パネル上の LF
OUTコネクタ（BNC型、50 Ω）

N/A　

LF Out



機能の使用 3
機器ステートの保存、リコール、削除

信号発生器を使用すると、機器ステートをローカル・メモリまたは外部

USBメモリ・スティックに構成ファイルの形式（*.cfg）で保存すること

ができます。 よく使用する機器ステートや特定アプリケーションの設定

をすぐに開始するため、これらのステートをローカル・メモリまたは外

部フラッシュ・メモリからリコールすることもできます。 

機器ステートの保存

すべての機器ステートがファイル形式 “<ファイル名>.cfg”で保存されま

す（例えば、“sample.cfg”）。 

ファイル名は、a～zの26個の小文字と0～9の10個のアラビア数字を使っ

て変更できます。

信号発生器は、ローカル・メモリに 大20ファイルのメモリ・スペース

を備えています。 

機器ステートをローカル・メモリに保存する

機器ステートをローカル・メモリに保存するには、以下の手順を参照し

てください。

1  > カタログ > ローカルを押して、ファイル・カタログをローカル・

メモリに設定します。

2 保存ソフトキーを押すと、保存しようとする機器ステートのファイル名

を編集できるようになります。

3 ファイル名を編集します。各文字または数値を入力するため、ノブを回

すか、次へソフトキーを押します。

4 今すぐ保存ソフトキーを押して、ファイル名を確定し、機器ステートを

ローカル・メモリに即座に保存します。

注記 信号発生器のフロント・パネルまたはリア・パネルのUSBコネクタ

からUSBメモリ・スティックのプラグを抜く前に、まずファイル・

カタログをローカルに設定することを推奨します。

File
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ファイル名の編集方法については、次ページの例を参照してください。

ファイル名を編集する方法 機器ステートに“sample”という名前を付

ける必要があるとします。以下の操作を参照してください。

1 保存ソフトキーを押して、ファイル名を編集可能にします。 初の文字

として“a”が自動的に入力されます。

2 ノブを回して、 初の文字を“s”に変えます丅

3 次へソフトキーを押して 初の文字を確定します。2番目の文字として

“a”が自動的に入力されます。

4 ファイル名“sample”の編集が完了するまで、ステップ2と3を繰り返します。

5 今すぐ保存を押してファイル名を確定し、機器ステートを“sample.cfg”

という名前で即座にローカル・メモリに保存します。

機器ステートを外部USBメモリ・スティックに保存する

機器ステートをUSBメモリ・スティックに保存するには、以下の手順を

参照してください。

1 カタログ > USBを押して、ファイル・カタログをUSBに設定します。

2 保存ソフトキーを押して、保存しようとする機器ステートのファイル名

を編集可能にします。

3 ファイル名を編集します。次の文字を入力するため、ノブを回すか、次

へソフトキーを押します。

4 今すぐ保存ソフトキーを押して、ファイル名を確定し、機器ステートを

外部USBメモリ・スティックに即座に保存します。



機能の使用 3
機器ステートのリコール

信号発生器を使用すると、ローカル・メモリまたは外部USBメモリ・ス

ティックから機器ステートをリコールすることができます。

機器ステートをローカル・メモリからリコールする

機器ステートをローカル・メモリからリコールするには、以下の手順を

参照してください。

1 ファイル・カタログをローカル（デフォルト）に設定します。

2 ノブを回してファイルを選択します。

3 リコールソフトキーを押して、ファイルを即座にリコールします。

機器ステートを外部フラッシュ・メモリからリコールする

機器ステートを外部フラッシュ・メモリからリコールするには、以下の

手順を参照してください。

1 ファイル・カタログをUSBに設定します。

2 ノブを回してファイルを選択します。

3 今すぐリコールソフトキーを押して、ファイルを即座にリコールします。

機器ステートを削除する

機器ステートをローカル・メモリから削除するには、以下の手順を参照

してください。

1 ファイル・カタログをローカルまたはUSBに設定します。

2 ノブを回してファイルを選択します。

3 削除ソフトキーを押します。
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4 今すぐ削除ソフトキーを押して、ファイルを即座に確定して、削除します。

注記 今すぐ削除を押した後に、ファイルを回復することはできません。

ファイルの削除をとりやめたい場合は、戻るソフトキーを押してく

ださい。



Keysight N9310A RF信号発生器

ユーザーズ・ガイド
4
キー・リファレンス

本章では、各フロント・パネル・ハードキーと関連ソフトキー、および

各キーのデフォルト値について説明します。 本章は、フロント・パネル・

ハードキー別、アルファベット順に構成されています。 各セクションに

は、ソフトキーの説明がロジックに沿って並べられています。
53
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AM

 を押すと、AM設定用のサブメニューが現れます。 

AM オン オフ このソフトキーを押すと、振幅変調がオンとオフで交互に切り替わりま

す。 AMをオンにした後に インジケータが画面に表示されます。ただ

し、振幅変調が処理されるのは、  ハードキーを押して、変調をオン

にしたときだけです。 

･ デフォルト値： Off

･ キー・シーケンス：  > AMオン オフ

AM

AM Depth 

AM Source 

AM 
On/Off 

INT 

EXT 

AM Rate 

AM Waveform 

Sine 

EXT Coupling 
AC/DC 

INT+EXT 

AM

振幅変調ステートをオンとオフで交互に切り替えます。

振幅変調度を設定します。

振幅変調ソースのサブメニューに入ります。

内部AMソースを選択します。

外部AMソースを選択します。

内部および外部AMソースを選択します。

振幅変調周波数を設定します。

振幅変調波形を選択します。

正弦波振幅変調波形を選択します。

外部結合をACとDCで交互に切り替えます。

AM
オン／オフ

AM
変調度

AM

内部

外部

内部＋外部

AM周波数

AM波形

正弦波

外部結合
AC/DC　

Mod
On/Off

AM



キー・リファレンス 4
AM 変調度 このソフトキーを押して、AM変調度の値を入力します。 アクティブ入力

領域に、AM変調度の現在の値が表示されます。 AM変調度の範囲は0 %～

100 %で、 小増分は0.1 %です。 

･ デフォルト値： 0.0 %

･ キー・シーケンス：  > AM変調度

AM ソース このソフトキーを押すと、振幅変調ソース用の選択肢メニューが現れま

す。 MOD INコネクタから内部ソースまたは外部ソースを選択するか、内

部と外部を同時に選択することができます。 

内部を押すと、内部校正済み信号が変調器に接続されます。 この内部AM

ソースは、周波数1.0000 kHzの正弦波にデフォルト設定されます。

外部を押すと、外部校正済み信号が変調器に接続されます。 外部結合の

設定も必要です。次ページの"外部結合"を参照してください。 

内部+外部を押すと、内部校正済み信号と外部校正済み信号が変調器に

同時に接続されます。

･ デフォルト値： 内部

･ キー・シーケンス：  > AMソース

AM 周波数 このソフトキーを押して、内部変調周波数を変更します。 アクティブ入

力領域に、AM周波数の現在の値が表示されます。 許容値の範囲は20 Hz～

80 kHzです。 小増分は0.1 Hzです。外部AMソースを選択した場合、こ

のソフトキーは無効になります。

･ デフォルト値： 1 kHz

･ キー・シーケンス：  > AM周波数

AM 波形 このソフトキーを押すと、変調信号波形選択のメニューが現れます。 

･ デフォルト値： Sine

･ キー・シーケンス：  > AM波形

AM

AM

AM

AM
N9310Aユーザーズ・ガイド 55



4 キー・リファレンス
56 N9310Aユーザーズ・ガイド

外部結合 このソフトキーを押すと、外部変調信号入力がAC（交流）結合とDC（直

流）結合で交互に切り替わります。 

ACを選択すると、信号のDC成分が分離され、AC成分だけが変調器に渡さ

れます。 DC成分がないので振幅が減少します。 

DCを選択すると、DCとACの両方の成分を持つ統合外部信号を受け入れま

す。 1.0 Vピーク+2 %入力レベルが必要です。

･ デフォルト値： AC

･ キー・シーケンス：  > 外部結合AM



キー・リファレンス 4
Amplitude

 ハードキーを押すと、RF出力パワー・レベルを変更することがで

きます。 振幅がアクティブ機能になり、表示のアクティブ入力領域に現

在の値が表示されます。 

校正済みパワー出力範囲は–127～13 dBm（+20 dBmまで設定可能）です。

小許容増分は0.1 dBです。 振幅掃引が進行中の場合を除いて、表示の

振幅領域に常に現在のRF出力パワーが表示されます。 

･ デフォルト値： –127.0 dBm

RF出力パワー・レベルを以下のスケールで変更することもできます。

レンジ 最小増分

ﾐ127.0～+13.0 dBm（+20 dBmまで設定可能） 0.1 dB

ﾐ80.0～+60.0 dBmV（+67 dBmVまで設定可能） 0.1 dB

ﾐ20.0～+120.0 dBV（+127 dBVまで設定可能） 0.1 dB

0.0001～1000.0 mV（2238.8 mVまで設定可能） 0.1 mV

0.1～1000000.0 V（2238800 Vまで設定可能） 0.1 V（振幅 < 999.9 V）
100 V (振幅 > 1000.0 

V)

Amplitude
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Arrow Keys（矢印キー）

左／右矢印キーを押し、ノブを回すことで、データを1桁ずつ変更するこ

とができます。 その際、  ハードキーを押して、データの変更を確

定する必要があります。

例えば、2.000 000 0000 GHzを 

2.000 000 0500 GHzに変更する場合、以下の手順に従います。

1 左／右矢印キーを押して、フォーカスを数字に移動します。

2 ノブを回して“5”を表示します。

3  ハードキーを押して変更を確定します。

Enter

以下に、  ハードキーの2通りの使い方を示します。

1 データ変更を確定します。 データを変更するときには、矢印キーまたは

ノブをEnterハードキーと一緒に使用します。 同じページの「矢印キー」

の使用方法を参照してください。

2 シングル掃引を開始します。 例えばRFシングル掃引を実行するには、

 > 掃引モード > RFを押します。シングルRF掃引の 初の実行が

開始した後、掃引は、再実行の指示があるまで中断します。 この時点で

 ハードキーを押して、別のシングルRF掃引サイクルを再度実行す

るよう測定器に指示します。

Enter

Enter

Enter

Sweep

Enter
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File

 ハードキーを押すと、カスタマイズした構成ファイルを保存、リ

コール、削除するためのサブメニューが現れます。 ファイルの処理方法

については、49ページの「機器ステートの保存、リコール、削除」も参

照してください。

カタログ このソフトキーを押して、構成ファイルをストアするためのカタログを

選択します。 ローカルを選択すると、構成ファイルが測定器の内部メモ

リに保存されます。 USBを選択すると、構成ファイルがUSBデバイス・コ

ネクタを介して周辺USBメモリ・スティックに保存されます。 

初に外部メモリ・スティックをUSBコネクタ（デバイス）に挿入しま

す。カタログをUSBに設定するとすぐに、USBメモリ・スティックが自動

的に検出されます。 

･ デフォルト値： ローカル

･ キー・シーケンス：  > カタログ

File

Save 

Recall 

Catalog 

Delete 

Local 

USB 

Save now 

Next 

Delete now 

AM

Fileのカタログ・サブメニューにアクセスします。

ローカル・メモリを現在のカタログとして

選択します。

USBデバイスを現在のカタログとして

選択します。

ファイル名の編集とファイルの保存を可能にします。

ファイルを現在のカタログからリコールします。

ファイルを現在のカタログから削除します。

ファイルを現在のカタログに保存します。

次の文字／数字の編集に進みます。

削除を確定します。

カタログ

ローカル

USB

今すぐ保存

次へ

今すぐ削除

削除

リコール

保存

File
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保存 保存ソフトキーを押すと、現在の機器ステータスをファイルに保存でき

るほか、ファイルのファイル名を編集することもできます。 大20ファ

イルをローカル・メモリに保存することができます。  ハードキー

を押したり、電源を入れ直したりしても、ローカル・メモリのカスタマ

イズした構成ファイルに影響はありません。

保存ソフトキー、今すぐ保存ソフトキー、次へソフトキーを使用したファ

イル名の編集方法については、49ページの「機器ステートの保存」を参

照してください。

･ ソフトキー・シーケンス：  > 保存

リコール リコールソフトキーを押して、ノブのスクロールによって選択したカス

タマイズ済み構成ファイルをリコールします。

このソフトキーを押して外部USBメモリ・スティックからファイルをリ

コールする前に、必要なファイルがUSBメモリ・スティックのルート・

ディレクトリに存在することを確認します。 

･ ソフトキー・シーケンス：  > リコール

削除 削除ソフトキーを押すと、ノブを回して選択した構成ファイルを削除す

ることができます。 今すぐ削除を押して削除を確定します。

･ ソフトキー・シーケンス：  > 削除

Preset

File

File

File

注意 今すぐ削除を押す前に、選択したファイルが不要なファイルである

ことを確認してください。
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FM

 ハードキーを押すと、FM設定用のサブメニューが現れます。

FM オン オフ このソフトキーを押すと、周波数変調がオンとオフで交互に切り替わり

ます。 ソフトキーを押してオンにすると、表示のFMインジケータがオン

になります。 このソフトキーを押すとFMがオンになりますが、FMがRF搬

送波に適用されるのは、  を押して変調器をオンにし、 が表示

された後だけです。 

･ デフォルト値： Off

･ キー・シーケンス：  > FMオン オフ

FM

FM Deviation 

FM Source 

FM 
On/Off 

FM Rate 

FM Waveform 

Sine 

EXT Coupling 
AC/DC 

INT 

EXT 

INT+EXT 

AM

周波数変調をオンとオフで交互に切り替えます。

周波数変調偏移を設定します。

周波数変調ソースのサブメニューに入ります。

内部FMソースを選択します。

外部FMソースを選択します。

内部および外部FMソースを選択します。

周波数変調周波数を設定します。

周波数変調波形を選択します。

正弦波周波数変調波形を選択します。

外部結合をACとDCで交互に切り替えます。

FM

FM偏波

FM
ソース

内部

外部

内部＋外部

FM周波数

FM波形

正弦波

外部結合
AC/DC　

Mod
On/Off

FM
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FM 偏移 このソフトキーを押して、周波数変調偏移を設定します。 アクティブ入

力領域に現在のFM偏移が表示されます。 許容値の範囲は20 Hz～100 kHz

です。 小増分は0.1 Hzです。

･ デフォルト値： 20 Hz

･ キー・シーケンス：  > FM偏移

FM ソース このソフトキーを押すと、周波数変調ソースの選択用メニューが現れま

す。 内部FMソースまたはMOD INコネクタからの外部FMソースを選択する

か、内部と外部を同時に選択することができます。

内部を押すと、内部生成の校正済み信号が変調器に接続されます。 この

内部FMソースは、周波数1.0000 kHzの正弦波にデフォルト設定されます。

外部を押すと、外部校正済み信号が変調器に接続されます。 外部結合の

設定も必要です。次ページの"外部結合"を参照してください。

内部+外部を押すと、内部校正済み信号と外部校正済み信号が変調器に

同時に接続されます。 

･ デフォルト値： 内部

･ キー・シーケンス：  > FMソース

FM 周波数 このソフトキーを押すと、内部変調ソースの周波数を入力することがで

きます。 アクティブ入力領域に現在のFM周波数が表示されます。 許容値

の範囲は20 Hz～80 kHzです。 小増分は0.1 Hzです。 外部FMソースを

選択した場合、このソフトキーは無効になります。

･ デフォルト値： 1.0000 kHz

･ キー・シーケンス：  > FM周波数

FM 波形 このソフトキーを押すと、FM波形選択肢のサブメニューが現れます。 

･ デフォルト値： 正弦波

･ キー・シーケンス：  > FM波形

FM

FM

FM

FM



キー・リファレンス 4
外部結合 このソフトキーを押すと、外部変調信号入力がAC結合とDC結合で交互に

切り替わります。 1.0 Vピーク + 2 %入力レベルが必要です。

ACを選択すると、信号のDC成分が分離され、印加信号にAC成分だけが残

ります。 DC成分がないので振幅が減少します。 

DCを選択すると、DCとACの両方の成分を持つ統合外部信号を信号発生器

の変調器に入力することができます。 

･ デフォルト値： AC

･ キー・シーケンス：  > 外部結合FM
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Frequency

 ハードキーを押すと、RF出力周波数を変更することができます。

周波数がアクティブ機能になり、アクティブ入力領域に現在の値が表示

されます。 

許容周波数レンジは9 kHz～3 GHzです。 小増分は0.1 Hzです。 RF掃引

が進行中の場合を除いて、周波数領域に常に現在のCW出力周波数が表示

されます。

･ デフォルト値： 3  GHz

I/Q（オプション001のみ）

I/Q

オン オフ

このソフトキーを押すと、外部I/Q変調ステートがオンとオフで交互に切

り替わります。 I/Q変調をオンにしたときには、画面にI/Qインジケータ

が表示されます。 

･ デフォルト値： Off

･ キー・シーケンス： I/Q > I/Qオン オフ

Frequency

I/Q変調のオン／オフを切り替えます。I/Q 
On/Off 
I/Q

オン／オフ



キー・リファレンス 4
LF Out

 ハードキーを押すと、内部LF（低周波数）発生器を設定するため

のソフトキーのサブメニューが現れます。

LF 出力

オン／オフ

このソフトキーを押すと、LF出力がオンとオフで交互に切り替わります。

出力をオンに設定すると、LF OUTコネクタで信号が使用可能になります。

 ハードキーと  ハードキーはこのステートには適用されませ

ん。

･ デフォルト値： Off

･ キー・シーケンス：  > LFオン／オフ

LF 出力周波数 このソフトキーを押して、LF信号の周波数を設定します。 アクティブ入

力領域に現在のLF信号周波数が表示されます。 許容周波数レンジは20 Hz

～80 kHzです。

･ デフォルト値： 1.0000 kHz

･ キー・シーケンス：  > LF出力周波数

LF 出力振幅 このソフトキーを押して、LF信号の振幅を設定します。 アクティブ入力

領域に現在のLF信号振幅が表示されます。 許容振幅範囲は0～3 Vピーク

で、 小増分は1 mVです。

･ デフォルト値： 500 mV

･ キー・シーケンス：  > LF出力振幅

LF Out

AM

LF Out Freq 

LF Out Ampl 

LF Out 
On/Off 

LF出力をオンとオフで交互に切り替えます。

LF周波数を設定します。

LF出力振幅を設定します。

LF出力
オン／オフ

LF出力周波数

LF出力振幅

Mod
On/Off

RF
On/Off

LF Out

LF Out

LF Out
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Mod On/Off

このハードキーをOnに切り替えて、RF搬送波をアクティブ変調で変調し

ます。 

変調がオンかオフかを示すため、変調オン／オフインジケータが表示で

常にオンになっています。 

 ハードキーを押すと、変調器がアクティブであることを示す

インジケータが画面に表示されます。 

･ デフォルト値： 変調オン

RF On/Off

このハードキーを押すと、RF出力がオンとオフで交互に切り替わります。 

RFがオンかオフかを示すため、インジケータが常に表示されています。

デフォルト値： RFオフ

Numeric Keypad（テンキー）

テンキーは、数字キー（0～9）、小数点キー、バックスペース・キーから

成ります。 バックスペース・キーには、後退機能と値の符号を正または

負に変更する機能の2つの機能があります。 アクティブ機能で値の入力

が必要なときには、これらのキーをいつでも使用することができます。 

バックスペース・キーの機能は、以下の状況に従って変わります。 

･ 前に入力した値を変更するとき、バックスペース・キーを押すと値全

体が削除され、負の符号が残ります。 続いてキーを押すと、符号が正

ステートと負ステート間で変化します。

･ 新しい値を入力するとき、バックスペース・キーを押すとすぐ左の数

字が削除されます。 数字が残っていない場合、続いてキーを押すと、

符号が正ステートと負ステート間で変化します。

Preset
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Phase Modulation

 ハードキーを押すと、位相変調設定用のソフトキーのサブメ

ニューが現れます。

ΦM オン オフ このソフトキーを押すと、位相変調がオンとオフで交互に切り替わりま

す。 位相変調がオンになるたびに、表示でΦMインジケータがオンになり

ます。 ただし、ΦMがRF搬送波に適用されるのは、  ハードキーを押

して変調器をオンにし、 インジケータが表示された後だけです。 

･ デフォルト値： Off

･ キー・シーケンス：  > ΦMオン／オフ

ΦM 偏移 このソフトキーを押して、位相変調偏移を設定します。 アクティブ入力

領域に現在のΦM偏移値が表示されます。 許容値は、ΦM周波数に従って

以下の範囲になります。

0～10ラジアン（300 Hz < ΦM周波数 < 10 kHz）

0～5ラジアン（10 kHz < ΦM周波数 < 80 kHz）

･ デフォルト値： 0.000ラジアン

･ キー・シーケンス：  > ΦM偏移

ΦM

FM Deviation 

FM Source 

INT 

FM Rate 

FM Waveform 

Sine 

FM 
On/Off 

AM

位相変調をオンとオフで交互に切り替えます。

位相変調偏移を設定します。

位相変調ソースのサブメニューに入ります。

内部ΦMソースを選択します。

位相変調周波数を設定します。

位相変調波形を選択します。

正弦波位相変調波形を選択します。

ΦM
オン／オフ

ΦM偏波

ΦM

内部

ΦM周波数

ΦM波形

正弦波

Mod
On/Off

?M

?M
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ΦM ソース このソフトキーを押して、位相変調ソースを選択します。 

･ デフォルト値： 内部

･ キー・シーケンス：  > ΦMソース

ΦM 周波数 このソフトキーを押して、内部変調周波数を変更します。 アクティブ入

力領域に、ΦM周波数の現在の値が表示されます。 許容値の範囲は300 Hz

～80 kHzです。 小増分は0.1 Hzです。外部ΦMソースを選択した場合、

このソフトキーは無効になります。

･ デフォルト値： 1.0000 kHz

･ キー・シーケンス：  > ΦM周波数

ΦM 波形 このソフトキーを押すと、ΦM波形選択肢のサブメニューが現れます。 

･ デフォルト値： 正弦波

･ キー・シーケンス：  > ΦM波形

ΦM

ΦM

ΦM
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スイッチ

このフロント・パネル・スイッチを押すと、信号発生器へのパワーがオ

ン（緑のLEDがオン）とスタンバイ（オレンジのLEDがオン）で交互に切

り替わります。 スタンバイ・モードでは、信号発生器がオフになります

が、測定器は電源に接続されたままです。 リア・パネルの電源スイッチ

と着脱可能な電源ケーブルが、測定器の切断デバイスになります。 した

がってフロント・パネルの電源スイッチは、切断デバイスではありませ

ん。電源スイッチとして使用しないでください。

Remote

Standby

On

N 9310A RF  S igna l Generator      9  kHz –  3 .0 GH z  

スタンバイ・スイッチ

LINE:
100-240V

50-60Hz
55W  MAX

電源スイッチ

注意 フロント・パネルの操作またはリモート制御の結果として現在のス

テートが変化しているときには、信号発生器の電源をオフにしない

でください。
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Preset

 ハードキーを押して、信号発生器を工場設定ステートに設定しま

す。 このハードキーを押しても、カスタマイズした構成ファイルはクリ

アされません。 

工場設定

アイテム デフォルト アイテム デフォルト

周波数 3.000 000 0000

GHz

掃引スケール リニア

振幅 ﾐ127.0 dBm 掃引／ポイント・

トリガ

即時

LF出力 オフ 掃引方向 上

LF出力周波数 1.0000 kHz Trigger入力極性 負

LF出力振幅 500 mV 変調

変調オン／オフ オン 変調ステート オフ

RFオン／オフ オフ AM変調度 0.0 %

掃引 ?M偏移 0.000ラジアン

掃引モード オフ FM偏移 20 Hz

RFスタート 9.0000 kHz パルス周期 200 s

RFストップ 3.000 000 0000

GHz

パルス幅 100 s

振幅スタート ﾐ127.0 dBm 変調ソース 内部

振幅ストップ ﾐ126.0 dBm 変調周波数 1.0000 kHz

LFスタート 20.0 Hz 外部結合 AC

LFストップ 80.0000 kHz システム

ポイント数 10 ファイル・カタログ ローカル

ステップ待ち 10.0 ms 最適化 位相雑音 ノーマル

掃引反復 連続 基準ソース 内部10 MHz

Preset
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Pulse

ハードキーを押すと、パルス変調設定用のサブメニューが現れます。 

パルス オン オ

フ

このソフトキーを押すとパルス変調がオンになり、パルス変調をオンに

したときにはパルス・インジケータが表示されます。 ただし、RF搬送波

が変調されるのは、  ハードキーを押してRF出力をオンにし、 

インジケータが表示されたときだけです。 

･ デフォルト値： Off

･ キー・シーケンス：  > パルス オン オフ

パルス・ソース このソフトキーを押すと、パルス変調ソース用の選択肢メニューが現れ

ます。 内部を選択すると、内部作成された校正済み信号が、パルス周期

200 s、パルス幅100 sのデフォルト設定で変調器に接続されます。 外

部を選択すると、リア・パネルのPULSE MOD INコネクタを介して外部

信号が接続されます。 

･ デフォルト値： 内部

･ キー・シーケンス：  > パルス・ソース

Pulse

Pulse Source 

INT 

EXT 

Pulse Period 

Pulse Width 

Pulse 
On/Off 

AM
パルス変調をオンとオフで交互に切り替えます。

内部ソースを選択します。

外部ソースを選択します。

パルス周期を設定します。

パルス幅を設定します。

パルス変調ソースのサブメニューに入ります。

内部

外部

パルス
オン／オフ

パルス・
ソース

パルス周期

パルス幅

Mod
On/Off

Mod
On/Off

Pulse

Pulse
N9310Aユーザーズ・ガイド 71



4 キー・リファレンス
72 N9310Aユーザーズ・ガイド

パルス周期 このソフトキーを押して、内部パルス信号のパルス周期を変更します。

アクティブ機能領域に現在のパルス周期値が表示されます。 許容値は

200 s～2 sの範囲で、 小増分は1 sです。 パルス周期は内部パルス

信号にのみ適用されます。 外部パルス・ソースを選択すると、パルス周

期ソフトキーが無効になります。

･ デフォルト値： 200 s

･ キー・シーケンス：  > パルス周期

パルス幅 このソフトキーを押して、内部パルス信号のパルス幅を変更します。 ア

クティブ入力領域に現在のパルス幅値が表示されます。 許容値は100 s
～1 sの範囲で、 小増分は1 sです。外部パルス・ソースを選択する

と、パルス幅 ソフトキーが無効になります。

･ デフォルト値： 100 s

･ キー・シーケンス： Pulse > パルス幅

Pulse
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Sweep

 を押すと、ソフトキーのメニューが現れます。 これらのソフトキー

を使用して、ステップ掃引の周波数、振幅、待ち時間情報を含む一連の

ポイントを定義します。

Sweep

Off 

Sweep State 

LF 

Ampl 

Step Scaling 
LOG/LIN 

Sweep Type 
Step/List 

Sweep Repeat 
Single/Cont 

   Step Sweep 

RF Stop 

 RF Start 

# Point 

 LF Start 

 LF Stop 

RF 

AM
掃引ステート・サブメニューに入ります。

掃引を無効にします。

低周波数掃引モードをオンにします。

振幅掃引モードをオンにします。

無線周波数掃引モードをオンにします。

続き

ステップ・スケールを対数とリニアで交互に切り替えます。

掃引反復をSingleと連続で交互に切り替えます。

ステップ掃引設定サブメニューに入ります。

RF掃引のスタート周波数を設定します。

RF掃引のストップ周波数を設定します。

LF掃引のストップ周波数を設定します。

掃引ポイントを設定します。

LF掃引のスタート周波数を設定します。

掃引タイプをステップとリストで交互に切り替えます。

掃引モード

オフ

RF

LF

振幅

ステップ・
スケール

対数／リニア

掃引タイプ
ステップ／リス

掃引反復
Single/連続

ステップ掃引

 RFスタート

RFストップ

 LFスタート

 LFストップ

ポイント数
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掃引モード このソフトキーを押すと、掃引ステートとモードを決定するための選択

 Ampl Start 

Ampl Stop 

Step Dwell 

Point Trigger 

Trigger Key 

Immediate 

Ext 

Trigger In 
Neg/Pos 

Sweep Direction 
Up/Down 

Sweep Trigger 

Trigger Key 

Immediate 

Ext 

Trigger In 
Neg/Pos 

掃引スタート振幅を設定します。

掃引ストップ振幅を設定します。

待ち時間を設定します。

掃引トリガ・サブメニューに入ります。

掃引を即座に開始します。

掃引をTriggerキーによってトリガします。

掃引を外部トリガ・ソースによってトリガします。

ポイント・トリガ・サブメニューに入ります。

ポイントを即座に開始します。

ポイントをTriggerキーによってトリガします。

ポイントを外部トリガ・ソースによってトリガします。

掃引方向を上と下で交互に切り替えます。

トリガ入力スロープを負または正で交互に切り替えます。

トリガ入力スロープを負または正で交互に切り替えます。

掃引トリガ

 振幅スター

振幅ストップ

ステップ待ち

即時

Triggerキー

外部

Trigger入力
負／正

ポイント・
トリガ

掃引方向
 上／下

即時

Triggerキー

外部

Trigger入力
負／正
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肢のメニューが現れます。 サブメニューを使用して、RF掃引、LF掃引、

または振幅掃引を選択します。 掃引モード > オフを押すと、進行中の掃

引がオフになり、出力信号が現在の  ハードキー設定と 

ハードキー設定に従って設定されます。

･ デフォルト値： Off

･ キー・シーケンス：  > 掃引モード

RF 掃引モード > RFソフトキーを押すと、RF OUTポートを介したRF掃引出力

がオンになります。 振幅は、  ハードキーによって定義された一

定レベルにあります。 

キー・シーケンス：  > 掃引モード > RF

掃引トリガとポイント・トリガの各種設定事例で示すように、信号発生

器ではさまざまなRF掃引を作成することができます。

事例1。掃引トリガとポイント・トリガの両方を即時に設定します。 信号

発生器はポイントに対して即座に自動的にRF掃引を開始します。 

事例2。掃引トリガとポイント・トリガの両方をキーに設定します。 

> 掃引モード > RFを押してRF掃引をアーミングします。掃引を開始す

るには、  ハードキーを押す必要があります。それぞれのポイント

を掃引する際にも、  ハードキーを押す必要があります。

事例3。掃引トリガをキーに設定し、ポイント・トリガを即時に設定しま

す。  > 掃引モード > RFを押してRF掃引をアーミングします。 掃引

を開始するには、  ハードキーを押す必要があります。信号発生器

は各ポイントを自動的に掃引します。

事例4。掃引トリガを即時に設定し、ポイント・トリガをキーに設定しま

す。Sweep > 掃引モード > RFを押すとRF掃引を即座に開始しますが、各

ポイントを掃引するには  ハードキーを押す必要があります。

外部トリガ・ソースを使用する場合、 小レベル・ホールド時間が100 ns

のTTL信号が必要です。 掃引トリガをキーに設定し、ポイント・トリガを

外部に設定した場合だけ、掃引反復をSingleまたは連続に設定すること

ができます。 他の掃引トリガとポイント・トリガの組み合わせでは、連

続掃引だけが可能です。

Frequency Amplitude

Sweep

Amplitude

Sweep

Sweep

Trigger

Trigger

Sweep

Trigger

Trigger
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LF このソフトキーを押して、LF OUTコネクタを介したLF掃引出力をオンに

します。 振幅は、LF出力振幅ソフトキーによって定義された一定レベル

になります。 

･ キー・シーケンス：  > 掃引モード > LF

振幅 このソフトキーを押して、RF OUTコネクタを介した振幅掃引出力をオン

にします。 周波数は、  ハードキーによって定義された一定値に

設定されます。 

･ キー・シーケンス：  > 掃引モード > 振幅

ステップ・ス

ケール

対数 / リニア

RF掃引の場合のみ、このソフトキーを押して、ステップ・スケールをリ

ニアと対数で交互に切り替えます。 LF掃引と振幅掃引では、リニア・ス

ケールのみが可能です。

･ デフォルト値： リニア

･ キー・シーケンス： Sweep > ステップ・スケール

掃引反復

連続 /Single

このソフトキーを押して、掃引反復をSingleと連続で交互に切り替えま

す。 連続を選択すると、信号発生器が自動的に掃引し、掃引サイクルを

繰り返します。 Singleを選択すると、信号発生器が1サイクル掃引しま

す。 掃引トリガとポイント・トリガを即時に設定した場合、Enterハー

ドキーを押すと、Single掃引の2番目のサイクルが再度オンになります。

･ デフォルト値： 連続

･ キー・シーケンス：  > 掃引反復

ステップ掃引 このソフトキーを押すと、以下を含むステップ掃引のパラメータを設定

するためのソフトキーのサブメニューが現れます。

Sweep

Frequency

Sweep

注記 RF掃引の場合と同様に、信号発生器は、掃引トリガとポイント・ト

リガの設定の組み合わせに従ってLF掃引または振幅掃引をさまざま

な方法で開始します。 詳細については、前ページのRF掃引を参照し

てください。

Sweep
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• RF/LFスタートおよびストップ周波数

• 振幅スタートおよびストップ・パワー・レベル

• 掃引のポイント数と各ポイントの待ち時間

･ キー・シーケンス：  > ステップ掃引

RF スタート このソフトキーを押すと、RF掃引のスタート周波数を設定することがで

きます。 許容周波数レンジは、 小増分0.1 Hzで9 kHz～3 GHzです。 RF

掃引ではスタート周波数をストップ周波数より常に小さい値に設定する

必要があります。

･ デフォルト値： 9.0000 kHz

･ キー・シーケンス：  > ステップ掃引 > RFスタート

RF ストップ このソフトキーを押すと、RF掃引のストップ周波数を設定することがで

きます。 許容周波数レンジは、 小増分0.1 Hzで9 kHz～3 GHzです。 ス

トップ周波数は、スタート周波数より常に大きい値に設定する必要があ

ります。

･ デフォルト値： 3.000 000 0000 GHz

･ キー・シーケンス：  > ステップ掃引 > RFストップ

LF スタート このソフトキーを押すと、LF掃引のスタート周波数を設定することがで

きます。 許容周波数レンジは、 小増分0.1 Hzで20 Hz～80 kHzです。 LF

掃引ではスタート周波数をストップ周波数より常に小さい値に設定する

必要があります。

･ デフォルト値： 20.0 Hz

･ キー・シーケンス：  > ステップ掃引 > LFスタート

LF ストップ このソフトキーを押すと、LF掃引のストップ周波数を設定することがで

きます。 許容周波数レンジは、 小増分0.1 Hzで20 Hz～80 kHzです。 ス

トップ周波数は、スタート周波数より常に大きい値に設定する必要があ

ります。

･ デフォルト値： 80.0000 kHz

･ キー・シーケンス：  > ステップ掃引 > LFストップ

Sweep

Sweep

Sweep

Sweep

Sweep
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ポイント数 このソフトキーを押して、掃引のポイント数を設定します。 許容範囲は

2～1001ポイントです。

･ デフォルト値： 10

･ キー・シーケンス：  > ステップ掃引 > ポイント数

振幅スタート このソフトキーを押して、振幅掃引のスタート振幅を設定します。 許容

振幅範囲は–127 dBm～13 dBmで、 小増分は0.1 dBです。 振幅掃引では

スタート振幅をストップ振幅より常に小さい値に設定する必要がありま

す。

･ デフォルト値： –127.0 dBm

･ キー・シーケンス：  > ステップ掃引 > 振幅スタート

振幅ストップ このソフトキーを押して、振幅掃引のストップ振幅を設定します。 許容

振幅範囲は–127 dBm～13 dBmで、 小増分は0.1 dBです。 ストップ振幅

は、スタート振幅より常に大きい値に設定する必要があります。

･ デフォルト値： –126.0 dBm

･ キー・シーケンス：  > ステップ掃引 > 振幅ストップ

ステップ待ち このソフトキーを押して、ステップ掃引の各ポイントの待ち時間を設定

します。 待ち時間は、掃引が現在の掃引ポイントに対して周波数または

パワーを保持する時間の長さです。 許容値のレンジは、 小増分0.1 ms

で10 ms～1 sです。

･ デフォルト値： 10.0 ms

･ キー・シーケンス：  > ステップ掃引 > ステップ待ち

掃引トリガ このソフトキーを押すと、フル掃引をトリガするための選択肢のサブメ

ニューが現れます。 このソフトキーを使用して、即時トリガ、  ハー

ドキーによるトリガ、TRIGGER INコネクタに供給された信号の正または

負エッジでのトリガを選択します。

･ デフォルト値： 即時

･ キー・シーケンス：  > 掃引トリガ

Sweep

Sweep

Sweep

Sweep

Trigger

Sweep
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ポイント・トリ

ガ

このソフトキーを押すと、掃引を1ポイントずつトリガするための選択肢

のサブメニューが現れます。 このソフトキーを使用して、前のポイント

の待ち時間後に次の掃引ポイントをトリガする方法として、即時の自動

トリガ、  ハードキーによるトリガ、TRIGGER INコネクタに供給さ

れた外部信号の正または負エッジでのトリガを選択します。 

･ デフォルト値： 即時

･ キー・シーケンス：  > ポイント・トリガ

即時 このソフトキーは、掃引トリガサブメニューとポイント・トリガサブメ

ニューの選択肢の1つです。 掃引トリガとポイント・トリガを即時に設定

した場合、掃引モード（RF/LF/Ampl）を選択するとすぐに、信号発生器

がすべてのポイントに対する掃引を開始します。

･ キー・シーケンス：  > 掃引トリガ > 即時

キー・シーケンス：  > ポイント・トリガ > 即時

Trigger キー このソフトキーは、掃引トリガサブメニューとポイント・トリガサブメ

ニューの選択肢の1つです。 掃引トリガとポイント・トリガをキーに設定

すると、掃引モードを選択したときに信号発生器が掃引をアーミングし

ます。  ハードキーを押して掃引を1ポイントずつ開始する必要があ

ります。

･ キー・シーケンス：  > 掃引トリガ > Triggerキー

キー・シーケンス：  > ポイント・トリガ > Triggerキー

外部 このソフトキーは、掃引トリガサブメニューとポイント・トリガサブメ

ニューの選択肢の1つです。 外部を選択すると、外部トリガ・ソースを使

用し、掃引または掃引の各ポイントをトリガすることができます。 外部

トリガ・ソースは、 小レベル・ホールド時間100 nsのTTL信号である必

要があります。

信号発生器では、外部トリガ・ソースの傾きを設定することもできます。

設定するには、Trigger入力ソフトキーをTTL信号の負または正エッジで

押します。

･ キー・シーケンス：  > 掃引トリガ > 外部

キー・シーケンス：  > ポイント・トリガ > 外部

Trigger

Sweep

Sweep

Sweep

Trigger

Sweep

Sweep

Sweep

Sweep
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Trigger 入力

正 / 負

このソフトキーを押すと、TTLの傾きが正と負で交互に切り替わります。

このソフトキーは、外部を選択したときだけ使用可能です。

･ デフォルト値： 負

･ ソフトキー・シーケンス：  > Trigger入力

掃引方向

上 / 下

このソフトキーは掃引の方向を変更します。 上を選択すると、スタート

周波数／振幅からストップ周波数／振幅まで掃引します。 下を選択する

と、掃引の方向が逆になります。

･ デフォルト値： 上

･ キー・シーケンス：  > 掃引方向

Trigger

 ハードキーを押して、アーミングされた掃引または掃引の各ポイ

ントをトリガします。 掃引トリガまたはポイント・トリガをキーに設定

したときにのみアクティブになります。 

Sweep

Sweep

Trigger
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Utility

 ハードキーを押すと、システム設定用のサブメニューが現れます。Utility

Classic White 

Modern Blue 

Display Style 

On 

Off 

Screen Saver 

Error Info 

Clear 

Page Down 

Page Up 

Jade Green 

Date 

Time 

Date/Time 

表示スタイル・サブメニューに入ります。

表示スタイルをクラシック白に設定します。

表示スタイルをモダン青に設定します。

表示スタイルをひすい緑に設定します。

スクリーンセーバー・サブメニューに入ります。

スクリーンセーバーをオンにします。

スクリーンセーバーをオフにします。

エラー情報サブメニューに入ります。

エラー情報リストの前ページに移動します。

エラー情報リストの次ページに移動します。

エラー情報待ち行列をクリアします。

日付／時刻サブメニューに入ります。

日付情報を設定します。

時刻情報を設定します。

次ページ

オフ

オン

クラシック白

モダン青

ヒスイ緑

前ページ

次ページ

クリア

日付/時刻

日付

時刻

エラー情報

スクリーン

表示スタイル
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表示スタイル このソフトキーを押すと、表示スタイルを選択することができます（ク

ラシック白／モダン青／ひすい緑）。 

･ デフォルト値： モダン青

･ キー・シーケンス：  > 表示スタイル

スクリーンセー

バー

このソフトキーを押して、信号発生器のスクリーンセーバーをオンとオ

フで交互に切り替えます。 スクリーンセーバーをオンにすると、15分間

のスタンバイの後に画面がオフになります。 フロント・パネル・キー（ス

タンバイ・スイッチ以外）を押すか、発生器がリモート・コマンドを受

信すると、画面がオンになります。

･ デフォルト値： Off

･ キー・シーケンス：  > スクリーンセーバー

INT-10 MHz 

EXT-2 MHz 

Ref Setups 

Information 

EXT-10 MHz 

EXT-5 MHz 

Opt. F Noise 

Normal 

ResFM Opt. 

License Key 

AM基準ソース・サブメニューに入ります。

10 MHz内部基準ソースを選択します。

2 MHz外部基準ソースを選択します。

5 MHz外部基準ソースを選択します。

10 MHz外部基準ソースを選択します。

システム情報を表示します。

位相雑音 適化モード・メニューに入ります。

ノーマル位相雑音モードを選択します。

残留FMを 適化します。 

オプションをオンにするためライセンス・キーを入力します。

基準セット

内部10 MHz

外部2 MHz

外部5 MHz

外部10 MHz

情報

適化?
ノイズ

ノーマル

残留FM 適

ライセンスキー

Utility

Utility
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エラー情報 このソフトキーを押すと、エラー・メッセージを表示するための選択肢

メニューが現れます。 前ページ／次ページを押すと、前ページ／次ペー

ジを表示することができます。 クリアを押して、エラー・メッセージ待

ち行列にストアされたすべてのメッセージを削除します。 このアクショ

ンを回復することはできません。メッセージを削除すると、メッセージ

は恒久的に失われます。 エラー・メッセージ待ち行列が空のとき、エ

ラー・インジケータがオフになります。

･ キー・シーケンス：  > エラー情報

日付／時刻 このソフトキーを押すと、システムの日付／時刻を設定できます。 シス

テムの日付を日付設定ソフトキーで設定します。 データ表示形式は

YYYY-MM-DDです。 システムの時刻を時刻設定ソフトキーで設定します。

時刻表示形式はHH:MMです。

･ キー・シーケンス：  > 日付／時刻

基準セットアッ

プ

このソフトキーを押して、信号発生器の基準発振器を次の選択肢のいず

れかに設定します。 内部10 MHz、外部2、5、10 MHz基準発振器。

･ デフォルト値： 内部10 MHz

･ キー・シーケンス：  > 基準セットアップ

情報 このソフトキーを押すと、信号発生器のシステム情報が表示されます。

表示される情報には以下が含まれます。

• 測定器モデル

• 測定器シリアル番号

• 現在のファームウェア・バージョン

• オプション・ステータス

• ハードウェア情報

･ キー・シーケンス：  > 情報

Utility

Utility

Utility

Utility
N9310Aユーザーズ・ガイド 83



4 キー・リファレンス
84 N9310Aユーザーズ・ガイド

適化位相雑音 このソフトキーを押すと、位相雑音モードを設定できます。 

残留FM 適化またはノーマルです。 残留FM 適化を選択すると、ノーマ

ルモードに比較して残留FM性能が改善します。

･ デフォルト値： ノーマル

･ キー・シーケンス：  > 適化位相雑音

ライセンス・

キー

オプションの識別のためライセンス・キーを入力する必要がある場合に、

このソフトキーを押します。 この機能の使用例については、24ページの

「オプションをオンにする」を参照してください。 

･ キー・シーケンス：  > ライセンス・キー

Utility

Utility
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N9310Aのリモート操作

信号発生器にはUSB（ウィンドウにバーサル・シリアル・バス）コネク

タが装備されているので、制御コンピュータを使ってUSBインタフェー

ス経由でリモート操作環境をセットアップできます。 パーソナル・コン

ピュータ (PC)、ミニコンピュータを制御コンピュータとして使用できま

す。 一部のインテリジェント測定器は、コントローラの役割を果たすこ

ともできます。

リモート操作用の機器の準備

通常は、リモート操作環境をセットアップするには、以下の要件に適合

するIBM互換PCを用意する必要があります。

プロセッサ： 

• 450 MHz以上が必要 

オペレーティング・システム：

• Microsoft® Windows® XP、Windows® 2000 Professional、service
pack 4以降

ビデオ：SGVA（900 * 600以上）256色

利用可能メモリ：

• 64 MB必要

利用可能ディスク・スペース：175 MB以上必要
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USBポート経由でのN9130AのPCへの接続

N9130AをPCにUSBポート経由で接続するのに、特別なドライバは不要

です。 Keysight IO Libraries Suiteバージョン14.1以降さえあれば大丈

夫です。このIO libraries suiteは、N9310Aに付属のマニュアルCDに入っ

ています。 KeysightのWebサイトからIO Libraries Suiteをダウンロード

することもできます。

http://www.keysight.com/find/iolib

以下の手順に従って接続してください。

1 IO Libraries Suiteをインストールします

2 N9310Aのスイッチを入れます

3 USBケーブルを使って本器をPCに接続します

4 しばらくすると、PCが新しいハードウェアとしてN9310Aを見つけ出

し、「新しいハードウェアが見つかりました...」というメッセージが

プロンプト表示されます。Found New Hardware Wizardが即座に起動

されます。

測定器を接続

PCを接続
N9310Aユーザーズ・ガイド 87
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5 Display a list...を選択します



プログラミングの基本 5
6 WindowsはUSB Test and Measurement Deviceを検出します。 これを

選択してNextを押します。

7 ドライバがインストールされるまで、ウィザードの指示に従って残り

のインストール手順を実行します。

8 IO Libraries SuiteのKeysight Connection Expertをオープンする

と、N9310Aが自動的に検出されます。 検出されない場合は、Refresh
Allを押します。
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USBインタフェースについて

USB接続は通常、セットアップが簡単で、コスト・パフォーマンスも非

常に高くなっています。 USB仕様は、キーボードやマウスなどの低速デ

バイスからデジタル・カメラやインテリジェント測定器などの高速デバ

イスまで、幅広いデバイスに対応しています。

当初のUSBインタフェースの 高速度は12 Mb/sです。これは、以前の

世代で用いられていたRS- 232型シリアル・インタフェースに比べて100

倍近く高速です。 USB 2.0接続もまた、LANやGPIB接続より高速です。 

USBのコネクタ・タイプ

多くのUSBデバイスに、独自のケーブルと、タイプ “A”のコネクタが内

蔵されています。 そうでなくても、タイプ “B”のUSBコネクタ対応のソ

ケットがデバイスには装備されています。 USB規格では、混乱を避ける

ために、“A”コネクタと“B”コネクタが用いられています。 

 タイプA タイプ B
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USBコネクタのピン・マップ

詳細については、http://www.usb.orgをご覧ください。

ピン番号 ピンの表示 説明

1　 VCC　 +5 V、DC

2　 D –　 データ –

3　 D +　 データ +

4　 GND　 グランド
N9310Aユーザーズ・ガイド 91
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SCPI入門

SCPI (Standard Command of Programmable Instrument) によるプロ

グラミングには、以下の知識が必要です。 

• C、C++、MicrosoftVisual Basicなどのコンピュータ・プログラミ

ング言語。

• 測定器の言語。 N9310Aでは、プログラミング言語としてSCPIを採用

しています。

コントローラの言語のセマンティック要件によって、プログラミング・コ

マンドや応答のアプリケーション・プログラムでの扱い方が決まります。

SCPI言語の概要

SCPIは、自動テスト機器 (ATE) のプログラム開発時間の短縮を目的と

して、電子計測器用に設計されたASCIIベースの測定器コマンドです。 

SCPIは、測定器制御／データ処理用の一貫したプログラミング環境を提

供することによって、この目的を達成します。 こうした一貫したプログ

ラミング環境は、既定義のプログラム・メッセージの使用、測定器の応

答、全SCPI測定器共通のデータ・フォーマットによって実現されます。

一貫したプログラミング環境を提供することにより、SCPI測定器をシス

テム内の別のSCPI測定器と交換する場合でも、通常は、SCPI以外の測定

器を使用するより作業は簡単です。 

SCPIは、互換性のない測定器にフルに対応している標準ではありませ

ん。 SCPIを使用すれば、測定器のコマンドや応答を定義することによっ

て互換性を追求ことはできますが、測定器の機能、確度、分解能、コネ

クタなどを定義することはできません。
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本書で用いられている共通用語

参考資料：

IEEE Standard 488.1- 1987, IEEE Standard Digital Interface for 

Programmable Instrumentation, New York, NY, 1998。

IEEE Standard 488.2- 1987, IEEE Standard Codes, Formats,
Protocols 
and Comment Commands for Use with ANSI/IEEE Std 488.1- 1987, 

New York, NY,1998。

用語 説明

コントローラ 測定器と通信するのに用いられるコンピュータ。 パーソナル・コンピュータ

(PC)、ミニコンピュータ、カードケージ・プラグイン・カードを制御コンピュー

タとして使用できます。 一部のインテリジェント測定器は、コントローラの役割

を果たすこともできます。

測定器 SCPIを実装しているデバイス。 ほとんどの測定器が電子測定器か信号供給デバ

イスですが、これは要件ではありません。 同様に、ほどんどの測定器が通信に

GPIB/RS- 232/USBインタフェースを使用しています。 測定器の機能や使用され

ているインタフェースのタイプに関係なく、同じ概念が当てはまります。

コマンド 命令。 コマンドを組み合わせて、測定器が特定の作業を完了するように制御する

メッセージを作成します。 一般に、コマンドはニーモニック（キーワード）、パ

ラメータ、区切り記号で構成されます。

問合せ 特殊なコマンド。 問合せは、コントローラが応答データを入手できるようにする

ように、測定器に指示します。 問合せキーワードは常に疑問符 (?) で終わりま

す。
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コマンドのカテゴリ

SCPIコマンドは、次の2つのカテゴリに分類されます。 

• フロントパネルのキーボード入力をシミュレートするサブシステム・

コマンド

• フロント・パネルに同等のものがない固有の共通コマンド

コンピュータを使って本器を制御します（ただし、電源スイッチは手動

で操作します）。 コンピュータによる信号発生器プログラミング手順で

は、プログラミング・ステートメントを選択し、選択したステートメン

トに指定プログラミング・コードを追加して、目的の動作条件を達成す

る必要があります。

コマンド構文

コマンド構文は、標準表記法とステートメント・ルールで構成されます。

標準表記法

コマンドは、ニーモニック（キーワード）、パラメータ、区切り記号で構

成されます。 信号発生器のプログラムを開始する前に、それぞれの標準

表記法をよく理解してください。 次ページの表を参照してください。
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ルート・キーワードの前のコロンは、通常は省略されます。

コマンドのステートメント・ルールの概要

前のページで説明したSCPIの標準表記法に加えて、SCPIでは以下のルー

ルが採用されています。

• コマンド・ステートメントは、左から右に読みます

• 長い形式か短い形式のどちらかのキーワードを使用します。両方使

用することはできません

• キーワードをスペースで区切ることはできません。異なるレベルの

キーワードを区切る場合は、必ずコロンを使用します

コマンド・

ニーモニック

（キーワード）

多くの場合、コマンドには、長い形式と短い形式があります。どちらか一方を使

用してください（2つを組合わせて使用することはできません）。例えば、

:FREQuencyコマンドについて見てみます。

• 短い形式：:FREQ

• 長い形式：:FREQUENCY

SCPIでは大文字と小文字は区別されないので、fREquEncyもFREQUENCYと同様

に有効ですが、FREQとFREQUENCYがFREQuencyコマンドの唯一有効な形式です。

本書では、大文字は短い形式のキーワードを示しています。 小文字は長い形式の

キーワードを示しています。

区切り記号 • 縦バー "|" は、リストから1つの要素を選択することを示します。 例えば、

<A>|<B>は、AかBのどちらかを選択できることを示しています。両方を選択

することはできません。

• 角括弧 "[ ]" は、括弧内の項目がオプションであることを示しています。

• かぎ括弧 "< >" は、ユーザ選択であることを示すために入力しなければなら

ない変数項目を示しています。

• サブシステム・コマンドの後の疑問符 "?" は、コマンドが問合せであること

を示しています。 戻り情報<値>は、フィールドのタイプによってフォーマッ

トが異なります。

セパレータ • コロン ":" は、異なるレベルのキーワードを区切ります。

• スペースはキーワードとパラメータ、パラメータと単位を区切ります。
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• キーワードと変数を区切る場合は、スペースを使用します

• 変数と単位を区切る場合は、スペースを使用します（変数に単位を

付ける場合）

“:AM:DEPTh <val>” を例にとって説明します。

有効なコマンドの使用法

以下の例では、有効なコマンドと無効なコマンドを示します。

:DEPTh sp value

ここには区切りスペースはなし これは区切りスペース

:AM :

例1 :FREQ:CW 900 MHz

この例では、短い形式のキーワードが使用されています。 このコマンド

は正しいので、エラーは発生しません。 

フロントパネル・キーFrequency > 900 > MHzを使用するのと同じです。

例2 :AMPLITUDE:CW -85 dBm

この例では、長い形式のキーワードが使用されています。 このコマンド

は正しいので、エラーは発生しません。

フロントパネル・キー Amplitude > – 85 > dBmを使用するのと同じで

す。

注記 マイナス記号は、PCの設定を英語環境にして入力してください。 他
の言語のマイナス記号は、無効な記号と見なされます。
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例3 freq:cw 900 mhz

この例では、小文字のキーワードが使用されています。先頭のコロンは

省略されています。 このコマンドは正しいので、エラーは発生しません。

大文字のコマンド・メッセージと同じ効果があります。

例4 fre:cw 900mhz

このコマンドは正しくないので、エラーが発生します。 誤ったキーワー

ド“fre” が用いられています。これは、標準の短い形式ではないため、プ

ログラムが認識することはできません。 このプログラム・メッセージの

もう1つの間違いは、900とMhzの間にスペースがないことです。
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プログラム・メッセージと応答メッセージ

SCPIを使用した測定器とコントローラの通信方法を理解するためには、

プログラム・メッセージと応答メッセージの概念を理解する必要があり

ます。

プログラム・メッセージ

プログラム・メッセージは、コントローラから測定器に送られるフォー

マット済みデータです。 逆に、応答メッセージは、測定器からコントロー

ラに送られるフォーマット済みデータです。 プログラム・メッセージは

1つまたは複数のコマンドで構成され、応答メッセージは1つまたは複数

の応答で構成されます。

応答メッセージ

コントローラはいつでもコマンドを送信できますが、測定器は問合せコ

マンドを受信した場合にだけ応答を送信します。 問合せニーモニックは

常に疑問符で終わります。 問合せは、測定値か内部測定器設定を返しま

す。

リスン許可と正確なトーク

SCPIは、IEEE 488.2に概略が示されているリスン許可と正確なトークと

いう概念を採用しています。 

リスン許可とは、測定器が各種コマンド／パラメータ・フォーマットに

柔軟に対応できることを意味します。 例えば、信号発生器は以下のいず

れも受け入れます。 

:RFOutput:STATE ON または:RFOutput:STATe 1 

正確なトークとは、特定の問合せの応答フォーマットが常に同じであるこ

とを意味します。 例えば、RF出力ステートを問い合わせた場合（オンの

場合、:RFOutput:STATe?を使用）、以前に:RFOutput:STATe
1を送ったか、:RFOutput:STATE ON を送ったかに関わらず、応

答は常に1です。

1は論理ステート1 = オンを表します。論理ステート0 = オフを表します
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サブシステム・コマンド・ツリー

ほとんどのプログラミング作業に、通常はフロントパネルのキーボード

入力のシミュレーション用のサブシステム・コマンドが関係しています。

SCPIでは、ほとんどのコンピュータに採用されているファイル・システ

ムに似た階層構造のサブシステム・コマンドが用いられています。 SCPI

では、このコマンド構造はコマンド・ツリーと呼ばれています。 これは、

サブシステム・コマンドがどのようにフロントパネル操作をシミュレー

トするか理解する上で有用です。

コマンド・ツリーの使用法

下のコマンド・ツリーの例では、一番左側のコマンドがルート・コマン

ドです。ただ単に、「ルート」とも言います。 下位レベルのサブコマンド

に到達するまで特定のパスに従わなければなりません。 

この例では、:LFOutputがツリーのルート・キーワードで、FREQuency、
AMPLitude、STATe が第2レベルのキーワードです。 STATe? コマン

ドにアクセスする場合は、パス:LFOutput:STATe?に従わなければなり

ません。

例5 低周波出力サブシステム

:LFOutput :

AMPLitude value unit

STATe ON|OFF|1|0

FREQuency?

FREQuency sp unit

AMPLitude?

STATe?

value sp

sp sp

sp
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IEEE 488.2共通コマンド

一般に、共通コマンドは測定関連ではなく、マクロ、ステータス・レジ

スタ、同期、データ・ストレージの管理に用いられます。 共通コマンド

は、IEEE 488.2によって定義されています。

共通コマンドはすべてアスタリスクで始まります。 N9310Aでは、以下

の共通コマンドを使用できます。

*RST（リセット）

このコマンドを使用すると、信号発生器は工場設定値にリセットされ、

測定器は他のアクションを開始するコマンドを待っている状態に戻りま

す。 信号発生器の工場設定値の概要については、70ページの「Preset」

を参照してください。

*IDN?（識別）

これは問合せ専用コマンドです。 この問合せを送ると、信号発生器は以

下の識別情報を報告します。

• 製造所名

• 測定器モジュール

• 測定器シリアル番号

• ファームウェア・バージョン番号

*CLS（クリア・ステータス）

このコマンドを使用すると、信号発生器のエラー待ち行列がクリアされ

ます。

対応するフロントパネル・キー・アクセスはありません。
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使用前の準備

サブシステム・コマンドには、すべての測定機能と一部の汎用機能が含

まれます。 

サブシステム・コマンドの概要

以下の各サブシステムは、測定器の機能ブロックにほぼ対応するコマン

ド・セットです。

• 105ページの「周波数サブシステム」

周波数関連の項目を設定するためのSCPIコマンドです。 

• 109ページの「振幅サブシステム」

振幅関連の項目を設定するためのSCPIコマンドです。 

• 111ページの「トリガ・サブシステム」

トリガ・イベントを設定するためのSCIPIコマンドです。

• 112ページの「掃引サブシステム」

RFステップ掃引、LFステップ掃引または振幅ステップ掃引を設定す

るためのSCPIコマンドです。 ステップ掃引モードに対応するトリ

ガ・モードを設定するコンフィギュレーション・コマンドでもあり

ます。 

• 122ページの「AMサブシステム」

AM信号を設定するためのSCPIコマンドです。 

• 125ページの「FMサブシステム」

FM信号を設定するためのSCPIコマンドです。 

• 128ページの「位相変調サブシステム」

位相変調信号を設定するためのSCPIコマンドです。 
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• 130ページの「パルス変調サブシステム」

パルス変調信号を設定するためのSCPIコマンドです。 

• 132ページの「I/Q変調サブシステム」

I/Q変調ステートを設定するためのSCPIコマンドです。 

• 133ページの「ユーティリティ・サブシステム」

測定器のシステム設定を設定するためのSCPIコマンドです。

• 137ページの「変調ステート・サブシステム」

変調器のAM、FM、位相変調、パルス変調のステートを管理するた

めのSCPIコマンドです。

• 138ページの「RF出力ステート・サブシステム」

RF出力のCW出力、RF/振幅掃引出力、変調出力を管理するためのコ

マンドです。

• 139ページの「LF出力サブシステム」

LF出力を設定するためのSCPI コマンドです。
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プログラミング表記規約

• マイクロ秒を示す場合、コーディングには "s" ではなく、"us" を使

用します。

• マイナス記号は、PCの設定を英語環境にして入力してください。

• 問合せの戻りデータは、以下のルールに従います。

• 論理変数は 1|0を返します（1= オン、0= オフ）

• 列挙変数は通常は短い形式を返します。例えば、

:SWEep:REPeat? は、SINGを返します。これは、現在の掃引

反復がシングル・モードであることを示しています。

• 少数の列挙変数は指定フォーマットを返します。例えば、

:SYSTem:REFerence:FREQuency?は、EXT10MHZを返しま

す。これは、現在の標準器が外部10 MHz発振器に設定されている

ことを示しています。

• 変数にスペースで区切られたパラメータと単位が含まれている場合、

戻りデータもパラメータとまったく同じ大きさを示す単位で構成さ

れます。 例えば、:FREQ:CW? は、大きさの異なる単位を持つパラ

メータを返します。

• “60.0000 kHz”（9 kHz < 周波数 < 1 MHz）

• “450.0000000 MHz”（1 MHz < 周波数 < 1 GHz）

• “1.5620000000 GHz”（周波数 > 1 GHz）
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周波数サブシステム

周波数サブシステムは、周波数関連の設定やパラメータを制御します。

連続波 (CW) 出力周波数

:FREQuency:CW <val> <unit>

:FREQuency:CW?

このコマンドは、CW信号の周波数を設定します。

問合せは、CW信号の現在の周波数を返します。

レンジ 9 KHz～3 GHz

有効単位 GHz、 MHz、kHz

小単位 0.1 Hz

*RST値 3.000 000 0000 GHz

戻りデータ・フォーマット <val> <unit>

フロントパネル・アクセス  Frequency
N9310Aユーザーズ・ガイド 105
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RFスタート

:FREQuency:RF:STARt <val> <unit>

:FREQuency:RF:STARt?

このコマンドは、RF掃引のスタート周波数を設定します。 スタート周波

数は、常にRF掃引のストップ周波数より低くなければなりません。

問合せは、現在のスタート周波数を返します。

RFストップ

:FREQuency:RF:STOP <val> <unit>

:FREQuency:RF:STOP?

このコマンドは、RF掃引のストップ周波数を設定します。 ストップ周波

数は、常にスタート周波数より高く設定しなければなりません。

問合せは、現在のストップ周波数を返します。

レンジ 9 KHz～3 GHz

有効単位 GHz、 MHz、kHz

小単位 0.1 Hz

*RST値 9.0000 kHz

戻りデータ・フォーマット <val> <unit>

フロントパネル・アクセス 掃引 > ステップ掃引 > RFスタート

レンジ 9 KHz～3 GHz

有効単位 GHz、 MHz、kHz

小単位 0.1 Hz

*RST値 3.000 000 0000 GHz

戻りデータ・フォーマット <val> <unit>

フロントパネル・アクセス 掃引 > ステップ掃引 > RFストップ
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LFスタート

:FREQuency:LF:STARt <val> <unit>

:FREQuency:LF:STARt?

このコマンドは、LF掃引のスタート周波数を設定します。 スタート周波

数は、常にLF掃引のストップ周波数より低くなければなりません。

問合せは、現在のスタート周波数を返します。

LFストップ

:FREQuency:LF:STOP <val> <unit>

:FREQuency:LF:STOP?

このコマンドは、LF掃引のストップ周波数を設定します。 ストップ周波

数は、常にスタート周波数より高く設定しなければなりません。

問合せは、現在のストップ周波数を返します。

レンジ 20 Hz～80 kHz

有効単位 kHz、Hz

小単位 0.1 Hz

*RST値 20.0 Hz

戻りデータ・フォーマット <val> <unit>

フロントパネル・アクセス 掃引 > ステップ掃引 > LFスタート

レンジ 20 Hz～80 kHz

有効単位 kHz、Hz

小単位 0.1 Hz

*RST値 80.0000 kHz

戻りデータ・フォーマット <val> <unit>

フロントパネル・アクセス 掃引 > ステップ掃引 > LFストップ
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ステップ・スケール

:FREQuency:RF:SCALe LOG|LIN

:FREQuency:RF:SCALe?

このコマンドは、RF掃引のスケールをログ／リニアの間で切り替えま

す。 LOGスケールは、振幅掃引にもLF掃引にも適用できません。

問合せは、現在のスケールを返します。

レンジ LOG、LIN

*RST値 LIN

戻りデータ LOG、LIN

フロントパネル・アクセス 掃引 > ステップ・スケール



サブシステム・コマンド・リファレンス 6
振幅サブシステム

振幅サブシステムは、振幅関連の設定やパラメータを制御します。

連続波出力振幅

:AMPLitude:CW <val> <unit>

:AMPLitude:CW?

このコマンドは、CW出力の振幅を設定します。

問合せは、CW出力の現在の振幅を返します。

レンジおよび

単位

–127～+13 dBm、（設定可能範囲+20 dBm）

–80～+60 dBmV、（設定可能範囲+67 dBmV）

–20～+120 dBV、（設定可能範囲+127 dBV）

0.0001～1000 mV、（設定可能範囲2238.8 mV）

0.1～1,000,000 V、（設定可能範囲2238800 V）

小単位 0.1 dB （dBm/dBmV/dBV使用時）

0.1 mV（mV使用時）

0.1 V (Ampl 999.9 V) 

100 V (Ampl 1000 V)

*RST値 –127.0 dBm

戻りデータ・

フォーマット

<val> <unit>

フロントパネル・

アクセス
 





振幅
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振幅スタート

:AMPLitude:STARt <val> <unit>

:AMPLitude:STARt?

このコマンドは、振幅掃引のスタート振幅を設定します。 スタート振幅

は、常に振幅掃引のストップ振幅より低くなければなりません。

問合せは、現在のスタート振幅を返します。

振幅ストップ

:AMPLitude:STOP <val> <unit>

:AMPLitude:STOP?

このコマンドは、振幅掃引のストップ振幅を設定します。 ストップ振幅

は、常にスタート振幅より高くなければなりません。

問合せは、現在のストップ振幅を返します。

レンジ –127～+13 dBm

有効単位 dBm

小単位 0.1 dBm

*RST値 –127.0 dBm

戻りデータ・フォーマット <val> <unit>

フロントパネル・アクセス 掃引 > ステップ掃引 > 振幅スタート

レンジ –127～+13 dBm

有効単位 dBm

小単位 0.1 dB

*RST値 13.0 dBm

戻りデータ・フォーマット <val> <unit>

フロントパネル・アクセス 掃引 > ステップ掃引 > 振幅ストップ



サブシステム・コマンド・リファレンス 6
トリガ・サブシステム

トリガ・サブシステムは、掃引のトリガ関連の設定やパラメータを制御

します。

即時トリガ

:TRIGger:IMMediate

このコマンドは、掃引がアーミングされない限り、効果はありません。

アーム掃引をオンにする際の  ハードキーと同等の機能を持ちます。

このコマンドには、問合せはありません。

フロントパネル・アクセス： 

シングル掃引

:TRIGger:SSWP

このコマンドは、以下の条件が満たされた場合に、シングルRF/LF/振幅

掃引を開始します。

• 掃引トリガとポイント・トリガがIMMediateに設定されている

• 掃引反復がSINGleに設定されている

• RF/LF/振幅掃引がオンにされ、掃引の 初のフリーランが完了した

このコマンドには、問合せはありません。

フロントパネル・アクセス：  

Trigger

Trigger

Enter
N9310Aユーザーズ・ガイド 111



6 サブシステム・コマンド・リファレンス
112 N9310Aユーザーズ・ガイド

掃引サブシステム

掃引サブシステムは、RF/LF/振幅掃引関連の設定やパラメータを制御し

ます。

RF 掃引ステート

:SWEep:RF:STATe ON|OFF|1|0

:SWEep:RF:STATe?

このコマンドは、掃引トリガ／ポイント・トリガ設定に応じて、信号発

生器にさまざまな方法で掃引を実行させます。

• 掃引トリガとポイント・トリガがIMMediateに設定されている場合

は、下のコマンドを送信すると、RF掃引が即座に開始されます。
“:SWEep:RF:STATe ON”

• 掃引トリガかポイント・トリガが KEYに設定されている場合は、コ

マンド”:SWEep:RF:STATe ON”を送信すると、RF掃引がアーミ

ングされます。

コマンド “:TRIGger IMMediate” を送信すると、RF掃引が開

始されます。

• 掃引トリガまたはポイント・トリガがEXTに設定されている場合は、

コマンド “:SWEep:RF:STATe ON”を送信すると、RF掃引がアー

ミングされます。 RF掃引を開始するのにこれ以上のコマンドは必要あ

りませんが、適切な外部信号を信号発生器に入力する必要があります。

問合せは、現在のRF掃引ステートを返します。

注記 RF OUT コネクタでRF/振幅掃引を使用できるようにするには、RF出
力を必ずオンにします。 138ページの「RF出力ステート・サブシステ

ム」を参照してください。

レンジ On (1), OFF (0)

*RST値 OFF

戻りデータ 1, 0

フロントパネル・アクセス 掃引 > 掃引モード > RFオフ 



サブシステム・コマンド・リファレンス 6
LF掃引ステート

:SWEep:LF:STATe ON|OFF|1|0

:SWEep:LF:STATe?

このコマンドは、掃引トリガ／ポイント・トリガ設定に応じて、信号発

生器にさまざまな方法で掃引を実行させます。

• 掃引トリガとポイント・トリガが IMMediateに設定されている場

合は、下のコマンドを送信すると、LF掃引が即座に開始されます。

“:SWEep:LF:STATe ON”

• 掃引トリガかポイント・トリガがKEYに設定されている場合は、コ

マンド “:SWEep:LF:STATe ON”を送信すると、LF掃引がアー

ミングされます。

コマンド “:TRIGger IMMediate” を送信すると、LF掃引が開

始されます。

• 掃引トリガまたはポイント・トリガがEXTに設定されている場合は、

コマンド “:SWEep:LF:STATe ON”を送信すると、LF掃引がアー

ミングされます。 LF掃引を開始するのにこれ以上のコマンドは必要

ありませんが、適切な外部信号を信号発生器に入力する必要があり

ます。

問合せは、現在のLF掃引ステートを返します。

レンジ On (1), OFF (0)

*RST値 OFF

戻りデータ 1, 0

フロントパネル・アクセス 掃引 > 掃引モード > LF 

掃引 > 掃引モード > オフ（進行中のLF掃引の場合）
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振幅掃引ステート

:SWEep:AMPLitude:STATe ON|OFF|1|0

:SWEep:AMPLitude:STATe?

このコマンドは、掃引トリガ／ポイント・トリガ設定に応じて、信号発

生器にさまざまな方法で掃引を実行させます。

• 掃引トリガとポイント・トリガが IMMediateに設定されている場

合は、コマンド “:SWEep:AMPLitude:STATe ON”
を送信すると、振幅掃引が即座に開始されます。

• 掃引トリガかポイント・トリガが KEYに設定されている場合は、コ

マンド “:SWEep:AMPLitude:STATe ON”を送信すると、振幅

掃引がアーミングされます。 

コマンド “:TRIGger IMMediate” 

を送信すると、振幅掃引が開始されます。

• 掃引トリガまたはポイント・トリガがEXTに設定されている場合は、

コマンド “:SWEep:AMPLitude:STATe ON”を送信すると、振

幅掃引がアーミングされます。 振幅掃引を開始するのにこれ以上の

コマンドは必要ありませんが、適切な外部信号を信号発生器に入力

する必要があります。

問合せは、現在の振幅掃引ステートを返します。

レンジ On (1), OFF (0)

*RST値 OFF

戻りデータ 1, 0

フロントパネル・アクセス 掃引 > 掃引モード > 振幅 

掃引 > 掃引モード > オフ 
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RFスタート

:SWEep:RF:STARt <val> <unit>

:SWEep:RF:STARt?

このコマンドは、RF掃引のスタート周波数を設定します。 スタート周波

数は、常にRF掃引のストップ周波数より低くなければなりません。

問合せは、現在のスタート周波数を返します。

RFストップ

:SWEep:RF:STOP <val> <unit>

:SWEep:RF:STOP?

このコマンドは、RF掃引のストップ周波数を設定します。 ストップ周波

数は、常にスタート周波数より高く設定しなければなりません。

問合せは、現在のストップ周波数を返します。

レンジ 9 KHz～3 GHz

有効単位 GHz、 MHz、、kHz

小単位 0.1 Hz

*RST値 9.0000 kHz

戻りデータ・フォーマット <val> <unit>

フロントパネル・アクセス 掃引 > ステップ掃引 > RFスタート

レンジ 9 KHz～3 GHz

有効単位 GHz、 MHz、、kHz

小単位 0.1 Hz

*RST値 3.000 000 0000 GHz

戻りデータ・フォーマット <val> <unit>

フロントパネル・アクセス 掃引 > ステップ掃引 > RFストップ
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LFスタート

:SWEep:LF:STARt <val> <unit>

:SWEep:LF:STARt?

このコマンドは、LF掃引のスタート周波数を設定します。 スタート周波

数は、常にLF掃引のストップ周波数より低くなければなりません。

問合せは、現在のスタート周波数を返します。

LFストップ

:SWEep:LF:STOP <val> <unit>

:SWEep:LF:STOP?

このコマンドは、LF掃引のストップ周波数を設定します。 ストップ周波

数は、常にスタート周波数より高く設定しなければなりません。

問合せは、現在のストップ周波数を返します。

レンジ 20 Hz～80 kHz

有効単位 kHz、Hz

小単位 0.1 Hz

*RST値 20.0 Hz

戻りデータ・フォーマット <val> <unit>

フロントパネル・アクセス 掃引 > ステップ掃引 > LFスタート

レンジ 20 Hz～80 kHz

有効単位 kHz、Hz

小単位 0.1 Hz

*RST値 80.0000 kHz

戻りデータ・フォーマット <val> <unit>

フロントパネル・アクセス 掃引 > ステップ掃引 > LFストップ



サブシステム・コマンド・リファレンス 6
振幅スタート

:SWEep:AMPLitude:STARt <val> <unit>

:SWEep:AMPLitude:STARt?

このコマンドは、振幅掃引のスタート振幅を設定します。 スタート振幅

は、常に振幅掃引のストップ振幅より低くなければなりません。

問合せは、現在のスタート振幅を返します。

振幅ストップ

:SWEep:AMPLitude:STOP <val> <unit>

:SWEep:AMPLitude:STOP?

このコマンドは、振幅掃引のストップ振幅を設定します。 ストップ振幅

は、常にスタート振幅より高くなければなりません。

問合せは、現在のストップ振幅を返します。

レンジおよび単位 –127～+13 dBm

有効単位 dBm

小単位 0.1 dB

*RST値 –127.0 dBm

戻りデータ・フォーマット <val> <unit>

フロントパネル・アクセス 掃引 > ステップ掃引 > 振幅スタート

レンジおよび単位 –127～+13 dBm

有効単位 dBm

小単位 0.1 dB

*RST値 13.0 dBm

戻りデータ・フォーマット <val> <unit>

フロントパネル・アクセス 掃引 > ステップ掃引 > 振幅ストップ
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ステップ・ポイント数

:SWEep:STEP:POINts <val>

:SWEep:STEP:POINts?

このコマンドは、ステップ掃引のポイント数を定義します。 ステップ掃

引には常に 低2つのポイントが必要です。1001ポイントまで設定でき

ます。

問合せは、現在のポイント数を返します。

ステップ待ち

:SWEep:STEP:DWELl <val> <unit>

:SWEep:STEP:DWELl?

このコマンドは、掃引の各ポイントの待ち時間を設定します。

問合せは、現在の待ち時間を返します。

レンジ 2 ～ 1001

*RST値 10

戻りデータ・フォーマット <val>

フロントパネル・アクセス 掃引 > ステップ掃引 > ポイント数

レンジ 10 ms ～ 1 s

有効単位 s、ms

小単位 0.1 ms

*RST値 10.0 ms

戻りデータ・フォーマット <val> <unit>

フロントパネル・アクセス 掃引 > ステップ掃引 > ステップ待ち
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掃引反復

:SWEep:REPeat SINGle|CONTinuous

:SWEep:REPeat?

このコマンドは、掃引反復をシングル／連続の間で切り替えます。 

問合せは、現在の掃引反復ステートを返します。

掃引トリガ

:SWEep:STRG IMMediate|KEY|EXT

:SWEep:STRG?

このコマンドは、掃引トリガ・モードを以下のいずれかに設定し

ます。 

• IMMediate ：このモードを選択すると、信号発生器は即座に、掃

引シーケンスの 初のポイントから 後のポイントまで掃引を自動

的に開始します。

• KEY ：このモードを選択すると、掃引がアーミングされます。 
“TRIGger:IMMediate” コマンドを送信すると、アーム掃引が開

始されます。

• EXT ：このモードを選択すると、外部トリガ・ソースがアーム掃引

を開始できるようになります。

問合せは、現在の掃引トリガ・モードを返します。

レンジ SINGle/CONTinuous

*RST値 CONTinuous

戻りデータ SING、CONT

フロントパネル・アクセス 掃引 > 掃引反復

レンジ IMMediate、KEY、EXT

*RST値 IMMediate

戻りデータ IMM、KEY、EXT

フロントパネル・アクセス 掃引 > 掃引トリガ
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外部 掃引トリガ・スロープ

:SWEep:STRG:SLOPe EXTN|EXTP

:SWEep:STRG:SLOPe?

このコマンドは、外部トリガ・ソースのスロープを負 (EXTN) と正

(EXTP) の間で切り替えます。 このコマンドは、外部トリガ・ソースが

正しく接続され、オンにされている場合にのみ有効です。

EXT（外部トリガ・ソース）を選択している場合は、問合せは外部トリ

ガ・ソースの現在のスロープを返します。 EXTを選択していない場合や、

信号器をプリセットした場合は、問合せは“NA”を返します。 

ポイント・トリガ

:SWEep:PTRG IMMediate|KEY|EXT

:SWEep:PTRG?

このコマンドは、ポイント・トリガ・モードを以下のいずれかに

設定します。 

• IMMediate：掃引を即座に開始します。

• KEY：掃引をアーミングし、コマンド “TRIGger:IMMediate”を
送信するように求めます。

• EXT：外部トリガ・ソースが掃引の各ポイントを起動できるように

します。

問合せは、現在の掃引トリガ・モードを返します。

レンジ EXTN、EXTP

*RST値 NA

戻りデータ EXTN、EXTP、NA

フロントパネル・アクセス 掃引 > 掃引トリガ > Trigger入力負／正

レンジ IMMediate、KEY、EXT

*RST値 IMMediate

戻りデータ IMM、KEY、EXT

フロントパネル・アクセス 掃引 > ポイント・トリガ
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外部ポイント・トリガ・スロープ

:SWEep:PTRG:SLOPe EXTN|EXTP

:SWEep:PTRG:SLOPe?

このコマンドは、外部トリガ・ソースのスロープを負 (EXTN) と正

(EXTP) の間で切り替えます。 このコマンドは、外部トリガ・ソースが

正しく接続され、オンにされている場合にのみ有効です。

EXT（外部トリガ・ソース）を選択している場合は、問合せは外部トリ

ガ・ソースの現在のスロープを返します。 EXTを選択していない場合や、

信号器をプリセットした場合は、問合せは“NA”を返します。 

掃引方向

:SWEep:DIRection UP|DOWN

:SWEep:DIRection?

このコマンドは、RF/LF/振幅掃引の掃引方向を以下のいずれかに設定し

ます。 

• UP：開始点から終了点まで掃引します

• Down：終了点から開始点まで掃引します

問合せは、現在の掃引方向を返します。

レンジ EXTN、EXTP

*RST値 NA

戻りデータ EXTN、EXTP、NA

フロントパネル・アクセス 掃引 > ポイント・トリガ > Trigger入力負／正

レンジ UP、DOWN

*RST値 UP

戻りデータ UP、DOWN

フロントパネル・アクセス 掃引 > 掃引方向
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AMサブシステム

AMサブシステムは、振幅変調信号関連の設定やパラメータを制御します。

AMステート

:AM:STATe ON|OFF|1|0

:AM:STATe?

このコマンドは、AMステートのオン／オフを切り替えます。 ただし、RF

搬送波に振幅変調をかけるには、変調もオンに設定しなければなりません。 

137ページの「変調ステート・サブシステム」を参照してください。

問合せは、現在のAMステートを返します。

レンジ ON(1)、OFF(0)

*RST値 OFF

戻りデータ 1, 0

フロントパネル・アクセス AM > AMオン／オフ
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AM変調度

:AM:DEPTh <val>

:AM:DEPTh?

このコマンドは、振幅変調度を設定します。 

問合せは、現在のAM変調度を返します。

AM周波数

:AM:RATE <val> <unit>

:AM:RATE?

このコマンドは、内部AMソースの周波数を設定します。 問合せは、内部

AMソースの現在の周波数を返します。

レンジ 0 ～ 100

小単位 0.1

*RST値 0.0 %

戻りデータ <val>

フロントパネル・アクセス AM > AM変調度

レンジ 20 Hz ～ 80 kHz

小単位 0.1 Hz

*RST値 1.0000 kHz

戻りデータ・フォーマット <val> <unit>

フロントパネル・アクセス AM > AM周波数
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AMソース

:AM:SOURce INT|EXT|INT+EXT

:AM:SOURce?

このコマンドは、AMソースを以下のいずれかに設定します：内部ソー

ス、外部ソース、内部ソースと外部ソースの組合わせ。

問合せは、現在のAMソースを返します。

AM外部結合

:AM:EXTCoupling AC|DC

:AM:EXTCoupling?

このコマンドは、外部AMソースの結合を設定します。 AC結合かDC結合

を選択します。 AC結合は、AC信号成分だけをパスします。 DC結合は、

AC信号成分とDC信号成分をパスします。 このコマンドは、外部AMソー

スが正しく接続され、オンにされている場合にのみ有効です。

問合せは、現在の外部結合ステートを返します。

レンジ INT、EXT、INT+EXT

*RST値 INT

戻りデータ INT、EXT、INT+EXT

フロントパネル・アクセス AM > AMソース

レンジ AC、DC

*RST値 AC

戻りデータ AC、DC

フロントパネル・アクセス AM > 外部結合



サブシステム・コマンド・リファレンス 6
FMサブシステム

FMサブシステムは、周波数変調信号関連の設定やパラメータを制御します。

FMステート

:FM:STATe ON|OFF|1|0

:FM:STATe?

このコマンドは、FMステートのオン／オフを切り替えます。 ただし、RF

搬送波に周波数変調をかけるには、変調もオンに設定しなければなりま

せん。 

137ページの「変調ステート・サブシステム」を参照してください。

問合せは、現在のFMステートを返します。

レンジ ON(1)、OFF(0)

*RST値 OFF

戻りデータ 1, 0

フロントパネル・アクセス FM > FMオン／オフ
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FM偏移

:FM:DEViation <val> <unit>

:FM:DEViation?

このコマンドは、FM偏移を設定します。

問合せは、現在のFM偏移を返します。

FM周波数

:FM:RATE <val> <unit>

:FM:RATE?

このコマンドは、内部FMソースの周波数を設定します。 

問合せは、内部FMソースの現在の周波数を返します。

レンジ 20 Hz ～ 100 kHz

有効単位 kHz、Hz

小単位 1 Hz

*RST値 20 Hz

戻りデータ・フォーマット <val> <unit>

フロントパネル・アクセス FM > FM偏移

レンジ 20 Hz ～ 80 kHz

小単位 0.1 Hz

*RST値 1.0000 kHz

戻りデータ・フォーマット <val> <unit>

フロントパネル・アクセス FM > FM周波数



サブシステム・コマンド・リファレンス 6
FMソース

:FM:SOURce INT|EXT|INT+EXT

:FM:SOURce?

このコマンドは、FMソースを以下のいずれかに設定します：内部ソー

ス、外部ソース、内部ソースと外部ソースの組合わせ。

問合せは、現在のFMソースを返します。

FM外部結合

:FM:EXTCoupling AC|DC

:FM:EXTCoupling?

このコマンドは、外部FMソースの結合を設定します。 AC結合かDC結合

を選択します。 AC結合は、AC信号成分だけをパスします。 DC結合は、

AC信号成分とDC信号成分をパスします。

このコマンドは、外部FMソースが正しく接続され、オンにされている場

合にのみ有効です。

問合せは、現在の外部結合ステートを返します。

レンジ INT、EXT、INT+EXT

*RST値 INT

戻りデータ・フォーマット INT、EXT、INT+EXT

フロントパネル・アクセス FM > FMソース

レンジ AC、DC

*RST値 AC

戻りデータ AC、DC

フロントパネル・アクセス FM > 外部結合
N9310Aユーザーズ・ガイド 127



6 サブシステム・コマンド・リファレンス
128 N9310Aユーザーズ・ガイド

位相変調サブシステム

位相変調 (M) サブシステムは、位相変調信号関連の設定やパラメータ

を制御します。

Mステート

:PM:STATe ON|OFF|1|0

:PM:STATe?

このコマンドは、Mステートのオン／オフを切り替えます。 ただし、RF

搬送波に位相変調をかけるには、変調もオンに設定しなければなりませ

ん。137ページの「変調ステート・サブシステム」を参照してください。

問合せは、現在のMステートを返します。

レンジ ON(1)/OFF(0)

*RST値 OFF

戻りデータ 1, 0

フロントパネル・アクセス M > Mオン／オフ
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M偏移

:PM:DEViation <val> <unit>

:PM:DEViation?

このコマンドは、 M偏移を設定します。

変数  <val>の選択は、M周波数によります。

問合せは、現在のM偏移を返します。

M周波数

:PM:RATE <val> <unit>

:PM:RATE?

このコマンドは、内部Mソースの周波数を設定します。 問合せは、内

部Mソースの現在の周波数を返します。

レンジ 0～10 rad（300 Hz < M周波数 < 10 kHz）

0～5 rad（10 kHz < M周波数 < 20 kHz）

有効単位 rad

小単位 0.001 rad

*RST値 0.000 rad

戻りデータ・フォーマット <val> <unit>

フロントパネル・アクセス M > M偏移

レンジ 300 Hz ～ 80 kHz

小単位 0.1 Hz

*RST値 1.0000 kHz

戻りデータ・フォーマット <val> <unit>

フロントパネル・アクセス M > M周波数
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パルス変調サブシステム

パルス変調 (M) サブシステムは、位相変調信号関連の設定やパラメー

タを制御します。

パルス変調ステート

:PULM:STATe ON|OFF|1|0

:PULM:STATe?

このコマンドは、パルス変調ステートのオン／オフを切り替えます。

問合せは、現在のパルス変調ステートを返します。

パルス・ソース

:PULM:SOURce INT|EXT

:PULM:SOURce?

このコマンドは、パルス・ソースを内部ソースまたは外部ソースに設定

します。

問合せは、現在のパルス変調ソースを返します。

レンジ ON(1)、OFF(0)

*RST値 OFF

戻りデータ 1, 0

フロントパネル・アクセス パルス > パルス・オン／オフ

レンジ INT、EXT

*RST値 INT

戻りデータ INT、EXT

フロントパネル・アクセス パルス > パルス・ソース
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パルス周期

:PULM:WIDTh <val> <unit>

:PULM:WIDTh?

このコマンドは、内部作成のパルス変調信号のパルス周期を設定します。

問合せは、内部パルス・ソースの現在のパルス周期を返します。

パルス幅

:PULM:PERiod <val> <unit>

:PULM:PERiod?

このコマンドは、内部作成のパルス変調信号のパルス幅を設定します。

問合せは、内部パルス・ソースの現在のパルス幅を返します。

レンジ 200 ms ～ 2s

有効単位 s、ms、us 

小単位 1 us

*RST値 200 us

戻りデータ・フォーマット <val> <unit>

フロントパネル・アクセス パルス > パルス周期

レンジ 100 us ～ 1s

有効単位 s、ms、us 

小単位 1 us

*RST値 100 us

戻りデータ・フォーマット <val> <unit>

フロントパネル・アクセス パルス > パルス幅
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I/Q変調サブシステム

I/Q変調サブシステムは、I/Q変調を制御します。

I/Q変調オン

:IQ:STATe ON|OFF|1|0

:IQ:STATe? 

このコマンドは、外部作成のI/Q変調ステートのオン／オフを切り替えます。

外部I/Q信号が以下の制限事項を満たしていなければ、I/Q変調をオンに

することはできません。

• 入力インピーダンス50 W 

• VSWR < 1.5

• フルスケール入力電圧 < 0.5 Vrms

問合せは、I/Q変調の現在のステートを返します。

レンジ ON(1)、OFF(0)

*RST値 OFF

戻りデータ 1, 0

フロントパネル・アクセス I/Q > I/Qオン／オフ
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ユーティリティ・サブシステム

ユーティリティ・サブシステムのコマンドは、信号発生器のシステム構

成関連の設定やパラメータを制御します。

表示スタイル

:SYSTem:DISPlay WHITE|BLUE|GREEN

:SYSTem:DISPlay?

このコマンドは、表示スタイルを以下のいずれかに設定します：クラシッ

ク白、モダン青、ひすい緑。

問合せは、現在使用されている表示スタイルを返します。

エラー・メッセージ

:SYSTem:ERRor?

これは問合せ専用コマンドです。 

エラー・メッセージ・コード番号を示す10進値を返します。 エラー・コー

ド番号を解釈するためには、165ページの「測定器のメッセージ」を参

照してください。

レンジ WHITE、BLUE、GREEN

*RST値 BLUE

戻りデータ WHITE、BLUE、GREEN

フロントパネル・アクセス ユーティリティ > 表示スタイル
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スクリーンセーバー

:SYSTem:SSAVer ON|OFF|1|0

:SYSTem:SSAVer?

このコマンドは、スクリーンセーバーのオン／オフを切り替えます。 

スクリーンセーバーをオンに設定した場合、15分間の待機後に画面がオ

フになります。 Local ハードキーを押すと、画面がオンになりますが、

信号発生器はローカル制御に戻ります。

問合せは、現在のスクリーンセーバー・ステートを返します。

システム日付

:SYSTem:DATE <year><month><day>

:SYSTem:DATE?

このコマンドは、信号発生器の日付を設定します。

変数<year><month><day>の間にスペースやカンマを入れてはなり

ません。

この問合せは、信号発生器の現在の日付を返します。

レンジ ON(1)、OFF(0)

*RST値 OFF

戻りデータ 1, 0

フロントパネル・アクセス ユーティリティ > スクリーンセーバー

レンジ • Year: 1980～2030、4桁の数値を入力 (YYYY)

• Month: 01～12、2桁の数値を入力 (MM)

• Day: 01～31、2桁の数値を入力 (DD)

戻りデータ <year><month><day>

フロントパネル・アクセス ユーティリティ > 日付/時刻 > 日付設定



サブシステム・コマンド・リファレンス 6
システム時間

:SYSTem:TIME <hour><minute>

:SYSTem:TIME?

このコマンドは、信号発生器の時間を設定します。 

変数<hour><minute>の間にスペースやカンマを入れてはなりません。

この問合せは、信号発生器の現在の時間を返します。

基準発振器ソース

:SYSTem:REFerence:FREQuency  
INT10MHZ|EXT2MHZ|EXT5MHZ|EXT10MHZ

:SYSTem:REFerence:FREQuency?

このコマンドは、基準発振器を以下のいずれかに設定します。 

• 内部10 MHz基準発振器

• 外部2 MHz基準発振器

• 外部5 MHz基準発振器

• 外部10 MHz基準発振器

レンジ • Hour: 00～23、2桁の数値を入力 (HH)

• Minute: 0～59、2桁の数値を入力 (MM)

戻りデータ <hour><minute><second>

フロントパネル・アクセス ユーティリティ > 日付/時刻 > 時刻設定
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問合せは、現在の基準ソースを返します。

位相雑音モード

:SYSTem:PNMD NORMAL|RESFM

:SYSTem:PNMD?

このコマンドは、位相雑音モードをノーマル・モードか 適化残留FM

モード (RESFM) に設定します。

レンジ INT10MHZ、EXT2MHZ、EXT5MHZ、EXT10MHZ

*RST値 INT10MHZ

戻りデータ INT10MHZ、EXT2MHZ、EXT5MHZ、EXT10MHZ

フロントパネル・アクセス ユーティリティ > 基準セットアップ

レンジ NORMAL、RESFM

*RST値 NORMAL

戻りデータ NORMAL、RESFM

フロントパネル・アクセス ユーティリティ > 適化F雑音
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変調ステート・サブシステム

:MOD:STATe ON|OFF|1|0

:MOD:STATe?

このコマンドは、変調器をオン／オフします。 

問合せは、現在の変調器ステートを返します。

レンジ ON(1)、OFF(0)

*RST値 ON

戻りデータ 1, 0

フロントパネル・アクセス  変調オン／オフ
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RF出力ステート・サブシステム

:RFOutput:STATe ON|OFF|1|0

:RFOutput:STATe?

このコマンドは、RF出力をオン／オフします。

問合せは、現在のRF出力ステートを返します。

レンジ ON(1)、OFF(0)

*RST値 OFF

戻りデータ 1, 0

フロントパネル・アクセス RFオン／オフ
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LF出力サブシステム

低周波数 (LF) サブシステムは、LF出力信号の設定やパラメータを制御

します。

LF出力ステート

:LFOutput:STATe ON|OFF|1|0

:LFOutput:STATe?

このコマンドは、LF出力をオン／オフします。

問合せは、LF出力信号の現在のステートを返します。

レンジ ON(1)、OFF(0)

*RST値 OFF

戻りデータ 1, 0

フロントパネル・アクセス LF出力 > LF出力オン／オフ
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LF出力周波数

:LFOutput:FREQuency <val> <unit>

:LFOutput:FREQuency?

このコマンドは、LF出力周波数を設定します。

問合せは、現在のLF信号周波数を返します。

LF出力振幅

:LFOutput:AMPLitude <val> <unit>

:LFOutput:AMPLitude?

このコマンドは、LF出力振幅を設定します。

問合せは、現在のLF出力振幅を返します。

レンジ 20 Hz～80 kHz

有効単位 kHz、Hz

分解能 0.1 Hz

*RST値 1.0000 kHz

戻りデータ・フォーマット <val> <unit>

フロントパネル・アクセス LF出力 > LF出力周波数

レンジ 0～3 V

有効単位 V、mV

分解能 1 mV

*RST値 500 mV

戻りデータ・フォーマット <val> <unit>

フロントパネル・アクセス LF出力 > LF出力振幅
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サブシステム・コマンド・ツリー

サブシステム・コマンド・ツリーは、コマンド構文やサブシステム内の

各コマンドの階層構造を理解する上で役立ちます。

コマンド・ツリーに用いられている記号

記号 説明 ユーティリティ

コロン 異なるレベルのキーワードを区切ります

スペース パラメータとキーワード、パラメータと単位

を区切ります。

数値パラメータ 変数の正確な数値をユーザがカスタマイズ

する必要があります

列挙／論理

パラメータ

ユーザがリストからパラメータを選択しな

ければなりません

単位 数値パラメータと一緒に用います

キーワード 異なるレベルのニーモニック

:

sp

value

A|B

unit

RF
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周波数サブシステム

:FREQuency CW?:

CW sp value sp unit

RF : STARt?

STARt value unit

STOP?

STOP value

RF : SCALe?

LIN|LOGSCALe

sp sp

sp sp unit

LF : STARt?

STARt value unit

STOP?

STOP value

sp sp

sp sp unit

sp



サブシステム・コマンド・リファレンス 6
振幅サブシステム

トリガ・サブシステム

LF出力サブシステム

:AMPLitude CW?:

CW value unitsp sp

STARt?

STARt value unit

STOP?

STOP value

sp sp

sp unitsp

:TRIGger IMMediate:

SSWP

:LF : STATe?

STATe ON|OFF|1|0sp

FREQuency?

FREQuency

AMPLitude?

AMPLitude

unitvaluesp

unitvaluesp
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掃引サブシステム

:SWEep : RF : STATe?

sp ON|OFF|1|0STATe

LF :

AMPLitude : STATe?

ON|OFF|1|0STATe

STATe?

ON|OFF|1|0STATe

RF :

AMPLitude

sp

sp

STARt?

STARt value unit

STOP?

STOP value

sp

unit

sp

sp sp

LF : STARt?

STARt value unit

STOP?

STOP value

sp

unit

sp

sp sp

: STARt?

STARt value unit

STOP?

STOP value

sp

unit

sp

sp sp

a

REPeat?

SINGle|CONTinuousREPeat sp

b
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STRG?

IMMediate|EXT|KEYSTRG

SLOPe EXTN|EXTP

STRG SLOPe?:

a
DIRection?

UP|DOWNDIRection sp

STEP : POINts?

POINts value

DWELl?

DWELl value unit

sp

sp sp

sp

sp

PTRG?

IMMediate|EXT|KEYPTRG

SLOPe EXTN|EXTP

PTRG SLOPe?:

sp

sp

b
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AMサブシステム

:AM : STATe?

STATe ON|OFF|1|0

RATE

DEPTh?

DEPTh

RATE?

SOURce?

SOURce INT|EXT|INT+EXT

EXTCoupling?

EXTCoupling AC|DC

sp value

sp

sp spvalue unit

sp

sp
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FMサブシステム

:FM : STATe?

STATe ON|OFF|1|0

RATE

DEViation?

DEViation

RATE?

SOURce?

SOURce INT|EXT|INT+EXT

EXTCoupling?

EXTCoupling AC|DC

sp value

sp

sp spvalue unit

sp

sp
N9310Aユーザーズ・ガイド 147



6 サブシステム・コマンド・リファレンス
148 N9310Aユーザーズ・ガイド

位相変調サブシステム

パルス変調サブシステム

:PM : STATe?

STATe ON|OFF|1|0

RATE

DEViation?

DEViation

RATE?

EXTCoupling?

EXTCoupling AC|DC

sp value

sp

sp spvalue unit

sp

:PULM : STATe?

STATe ON|OFF|1|0

SOURce?

SOURce INT|EXT

PERiod?

PERiod

WIDTh?

WIDTh

sp

value

unit

sp

sp

value

unit

sp



サブシステム・コマンド・リファレンス 6
I/Q変調サブシステム

変調ステート・サブシステム

RF出力ステート・サブシステム

:IQ : STATe?

STATe ON|OFF|1|0sp

:MOD : STATe?

STATe ON|OFF|1|0sp

:RF出力 : STATe?

STATe ON|OFF|1|0sp
N9310Aユーザーズ・ガイド 149



6 サブシステム・コマンド・リファレンス
150 N9310Aユーザーズ・ガイド

ユーティリティ・サブシステム

:SYSTem : DISPlay?

DISPlay WHITE|BLUE|GREEN

SSAVer?

ON|OFF|1|0SSAVer

ERRor?

DATE?

YYYYMMDDDATE

TIME?

HHMMTIME

REFerence?

INT10MHZ|EXT2MHZ|EXT5MHZ|EXT10MHZREFerence

sp

sp

sp

sp

sp

PNMD?

NORMAL|RESFMspPNMD
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プログラミング例

このセクションのプログラミング例は、以下の規約に従います。

• プログラミング例は、IBM互換PC用に書かれたものです。

• プログラミング例では、USBインタフェースが用いられています。

• プログラミング例は、Keysight VISA transition library (Keysight
VTL) を使用して、Cプログラミング言語およびSCPIコマンドで書か

れています。

Keysight IO Libraries suiteをインストールすると、Keysight VTLがイ

ンストールされます。 

新のKeysight VTLを含むKeysight IO Libraries suiteは、以下のWeb

サイトで提供されています。

http://www.keysight.com/find/iolib

注記 プログラミング例は、例証として示しているに過ぎません。 サンプ

ル・プログラムはすべて、デモンストレーションしているプログラ

ミング言語やプロシージャの作成／デバッグ用のツールに精通して

いることを前提としています。

Keysightがサンプル・アプリケーション・ファイルに対して保証も、

義務も、責任も負わないことに同意するのであれば、ユーザは特許

権使用料を支払うことなく、サンプル・アプリケーション・ファイ

ルを任意の方法で使用、変更、複製、配布する権利を有するものと

します。
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VTLを使用したC言語でのプログラミング

このセクションには、Keysight VISA transition library (VTL) を使用し

たC言語でのプログラミングに関する基本的な情報が掲載されていま

す。 この情報の中には、ユーザ固有のアプリケーションに関係のないも

のが含まれている場合もあります。 例えば、VXI測定器を使用していな

い場合は、VXIに関する参考資料は関係ありません。

代表的なサンプル・プログラムのコンテンツ

下の表は、サンプル・プログラムで用いられているVTL関数コールをま

とめたものです。

visa.h このファイルは、各ファイルの始めに挿入され、VTLに
よって定義された関数プロトタイプや定数を宣言しま

す。 CおよびC++プログラムの場合は、visa.hヘッダ・

ファイルをVISA関数コールを含むすべてのファイルの

始めに挿入する必要があります。
#include “visa.h”

ViSession ViSessionはVTLのデータ型です。 通信チャネルを確立

するオブジェクトはそれぞれ、ViSessionと定義しな

ければなりません。 セッションはまずデフォルトのリ

ソース・マネージャでオープンし、次に使用する各リ

ソースごとにオープンします。

viOpenDefaultRM まず、viOpenDefaultRM関数を持つデフォルトのリ

ソース・マネージャでセッションをオープンし、次に使

用する各リソースごとにオープンします。 この関数は、

デフォルトのリソース・マネージャを初期化し、そのリ

ソース・マネージャ・セッションへのポインタを返しま

す。
viOpenDefaultRM(&sesn)
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viOpen この関数は、指定デバイスとの通信チャネルを確立しま

す。 他のVTL関数で使用できるセッション識別子が返さ

れます。 このコールは、使用するデバイスごとに行う必

要があります。
viOpenDefaultRM(&sesn)
viOpen(sesn, rsrcName, accessMode, 
timeout, &vi)

viWrite この関数は、bufがポイントするデータをviが指定す

るデバイスに同期送信します。 常に同期書込み動作が1
回だけ発生します。
viWrite(vi, buf, count, &retCount)

viRead この関数は、viパラメータが指定するセッションから

生データを同時に読み取り、結果をbufがポイントして

いる位置に記憶します。 常に同期読取り動作が1回だけ

発生します。
viRead(vi, buf, count, &retCount)

viClose 各セッションをクローズするには、必ずこの関数を使用

します。 デバイス・セッションをクローズすると、その

セッションに割り当てられたデータ構造体がすべて解

放されます。 デフォルトのリソース・マネージのセッ

ションをクローズした場合、そのリソース・マネージャ・

セッションを使用してオープンしたセッションがすべ

てクローズされます。
viClose(vi);
viClose(defaultRM)
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例1：USB接続の確認

通常は、“*IDN?”を使用して、コントローラPCと測定器の間でのデー

タ転送を検証します。

****************************************************
#include "visa.h"
#include <studio.h>

#define BufferSize 128

static Vistatus status;
static ViSession defaultRM;
static ViSession inst_N9310A;
static ViUInt32 rcount;
static unsigned char buffer[BufferSize];

int main(void)

{
/* N9310Aを接続して、“IDN” を読み取る。 */

status = viOpen (defaultRM, 
“USB0::2391::8216::0115000001::0::INSTR”, 
VI_NULL, VI_NULL, &inst_N9310A);
if (STATUS != VI_SUCCESS); 
return -1; //failed to connect N9310A

/* N9310Aから “IDN” を読み取る”。

status = viWrite (inst_N9310A, “*RST\n”, 
StringLength(“*RST\n), &rcount);
status = viWrite (inst_N9310A, “*IDN?\n”, 
StringLength(“*IDN?\n”), &rcount);
status = viRead (inst_N9310A, buffer, BufferSize, 
&rcount);

/* N9310Aへの接続をクローズする。 */

status = viClose (inst_N9310A);

status = viClose (defaultRM); return 1; 

}
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コメントのプログラミング

スレッド 関連コード

visa.h ヘッダ・ファイルをVTL 関数

コールを含むすべてのファイルの始

めに挿入します。

#include “visa.h”

セッションをまずデフォルトのリ

ソース・マネージャでオープンし、次

に使用するデバイスに対してオープ

ンします。

viOpenDefaultRM (&defaultRM)
viOpen (defaultRM, 
“USB0::2391::8216::0115000001::0::INSTR”, 
VI_NULL, VI_NULL, &inst_N9310A)

*RSTコマンドを送信して、測定器を

デフォルト・ステータスに設定しま

す。

viWrite (inst_N9310A, “*RST\n”, 
StringLength (“*RST\n”), &rcount)

*IDN?問合せを測定器に送信します。 viWrite (inst_N9310A, “*IDN?\n”, 
StringLength (“*IDN?\n”), &rcount)

測定器の識別子情報をバッファに

フェッチします。

viRead (inst_N9310A, buffer, BufferSize, 
&rcount)

デバイス・セッションをクローズし

ます。

viClose (inst_N9310A)
viClose (defaultRM)
N9310Aユーザーズ・ガイド 155



6 サブシステム・コマンド・リファレンス
156 N9310Aユーザーズ・ガイド

例2：CW信号の作成

周波数1 GHz、振幅–10 dBmのCW信号を作成したいとします。

**************************************************

int main(void)

{

status = viOpenDefaultRM (&defaultRM);
if (status != VI_SUCCESS) return –1;

status = viOpen (defaultRM, 
“USB0::2391::8216::0115000001::0::INSTR”, 
VI_NULL, VI_NULL, &INST_N9310A);
if (status != VI_SUCCESS) return –1;

/* CW波形を作成するようにN9310Aを設定する。 */

status = viWrite (inst_N9310A, “*RST\n”, 
StringLength(“*RST\n”), &rcount)

status = viWrite (inst_N9310A, “FREQ:CW 1 GHz\n”, 
StringLength(“FREQ:CW 1 GHz\n”), &rcount);

status = viWrite (inst_N9310A, “AMPL:CW -10 dBm\
n”, StringLength(“AMPL:CW -10 dBm\n”), &rcount);

status = viWrite (inst_N9310A, “RFO:STAT ON\n”, 
StringLength(“RFO:STAT ON\n”), &rcount);

staus = viClose (inst_N9310A);

status = viClose (defaultRM)

return 1;

}
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コメントのプログラミング

スレッド 関連コード

セッションをまずデフォ

ルトのリソース・マネー

ジャでオープンし、次に

使用するデバイスに対し

てオープンします。

viOpenDefaultRM (&defaultRM)
viOpen (defaultRM, 
“USB0::2391::8216::0115000001::0::INSTR”, 
VI_NULL, VI_NULL, &inst_N9310A)

信号発生器をプリセット

します。

viWrite (inst_N9310A, “*RST\n”, 
StringLength(“*RST\N”), &rcount)

CW信号の周波数および

振幅を設定します。

status = viWrite (inst_N9310A, “FREQ:CW 1 
GHz\n”, StringLength(“FREQ:CW 1 GHz\n”), 
&rcount);

status = viWrite (inst_N9310A, “AMPL:CW -10 dBm\
n”, StringLength(“AMPL:CW -10 dBm\n”), &rcount);

RF出力をオンにします。 viWrite (inst_N9310A, “RFO:STAT ON\n”, 
StringLength(“RFO:STAT ON\n”), &rcount);

デバイス・セッションを

クローズします。

viClose (inst_N9310A)
viClose (defaultRM)
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例3：AM信号の作成

以下の特性を持つAM信号を作成したいとします。

• AM変調度 = 80 %

• AM周波数 = 10 kHz

• AMソース = 内部ソース

• CW周波数 = 1 GHz

• CW振幅 = –10 dBm

***************************************************

/* AM波形を作成するようにN9310Aを設定する。 */

int main(void)

{

status = viOpenDefaultRM (&defaultRM);
if (status != VI_SUCCESS) return –1;

status = viOpen (defaultRM, 
“USB0::2391::8216::0115000001::0::INSTR”, 
VI_NULL, VI_NULL, &INST_N9310A);
if (status != VI_SUCCESS) return –1;

/* 搬送波を設定する。 */

status = viWrite (inst_N9310A, “*RST\n”, 
StringLength(“*RST\n”), &rcount);

status = viWrite (inst_N9310A, “FREQ:CW 1 GHz\n”, 
StringLength(“FREQ:CW 1 GHz\n”), &rcount);

status = viWrite (inst_N9310A, “AMPL:CW –10 dBm\
n”, StringLength(“AMPL:CW –10 dBm\n”), &rcount);

/* AMを設定する。 */

status = viWrite (inst_N9310A, “AM:DEPT 80\n”, 
StringLength(“AM:DEPT 80\n”), &rcount);
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status = viWrite (inst_N9310A, “AM:RATE 10 kHz\
n”, StringLength(“AM:RATE 10 kHz\n”), &rcount);

/* AM/RF出力をオンにする。 */

status = viWrite (inst_N9310A, “AM:STAT ON\n”, 
StringLength(“AM:STAT ON\n”), &rcount);

status = viWrite (inst_N9310A, “RFO:STAT ON\n”, 
StringLength(“RFO:STAT:ON”\n, &rcount);

/* セッションをクローズする。 */

staus = viClose (inst_N9310A);

status = viClose (defaultRM)

return 1;

}

コメントのプログラミング

スレッド 関連コード

セッションをまずデフォ

ルトのリソース・マネー

ジャでオープンし、次に使

用するデバイスに対して

オープンします。

viOpenDefaultRM (&defaultRM)
viOpen (defaultRM, 
“USB0::2391::8216::0115000001::0::INSTR”, 
VI_NULL, VI_NULL, &inst_N9310A)

信号発生器をプリセット

します。

viWrite (inst_N9310A, “*RST\n”, 
StringLength(“*RST\n”), &rcount)

CW信号の周波数と振幅を

設定します。

viWrite (inst_N9310A, “FREQ:CW 1 GHz\n”, 
StringLength(“FREQ:CW 1 GHz\n”), &rcount)
viWrite (inst_N9310A, “AMPL:CW –10 dBm\n”, 
StringLength(“AMPL:CW –10 dBm\n”), &rcount)

AM変調度とAM周波数を

設定します。

viWrite (inst_N9310A, “AM:DEPT 80\n”, 
StringLength(“AM:DEPT 80\n”), &rcount)
viWrite (inst_N9310A, “AM:RATE 10 kHz\n”, 
StringLength(“AM:RATE 10 kHz”\n), &rcount)

AMをオンにします。 viWrite (inst_N9310A, “AM:STAT ON\n”, 
StringLength(“AM:STAT:ON”\n), &rcount)
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RF出力をオンにします。 viWrite (inst_N9310A, “RFO:STAT ON\n”, 
StringLength(“RFO:STAT:ON\n”), &rcount)

デバイス・セッションを

クローズします。

viClose (inst_N9310A)
viClose (defaultRM)

注記 信号発生器をプリセットすると、AMソースは内部ソースに、変調ス

テートはオンに設定されます（デフォルト）。 この例では、AMソー

スと変調ステートを設定するコマンドは省略されています。

スレッド 関連コード



サブシステム・コマンド・リファレンス 6
例4：連続RF掃引の作成

以下の特性を持つRF掃引を開始したいとします。

• 1 GHz～2 GHzのRF掃引

• 90ポイントでのリニア掃引

• 各ポイントごとに20 msの待ち時間

• 掃引の連続反復

• 全ポイントでの即時連続トリガ

******************************************************

/* 連続RF出力を発生するようにN9310Aを設定する。 */

int main(void)

{

status = viOpenDefaultRM (&defaultRM);
if (status != VI_SUCCESS) return –1;

status = viOpen (defaultRM, 
“USB0::2391::8216::0115000001::0::INSTR”, 
VI_NULL, VI_NULL, &INST_N9310A);
if (status != VI_SUCCESS) return –1;

/* RF掃引を設定する。 */

status = viWrite (inst_N9310A, “*RST\n”, 
StringLength(“*RST\n”), &rcount);

status = viWrite (inst_N9310A, “SWE:RF:STAR 1 
GHz\n”, StringLength(“SWE:RF:STAR 1 GHz\n”), 
&rcount);
N9310Aユーザーズ・ガイド 161



6 サブシステム・コマンド・リファレンス
162 N9310Aユーザーズ・ガイド

status = viWrite (inst_N9310A, “SWE:RF:STOP 2 
GHz\n”, StringLength(“SWE:RF:STOP 2 GHz\n”), 
&rcount);

status = viWrite (inst_N9310A, “SWE:STEP:POIN 90\
n”, StringLength(“SWE:STEP:POIN 90\n”), 
&rcount);

status = viWrite (inst_N9310A, “SWE:STEP:DWEL 20 
ms\n”, StringLength(“SWE:STEP:DWEL 20 ms\n”), 
&rcount);

/* RF掃引をオンにし、RF掃引を開始する。 */

status = viWrite (inst_N9310A, “RFO:STAT ON\n”, 
StringLength(“RFO:STAT ON\n”), &rcount);

status = viWrite (inst_N9310A, “SWE:RF:STAT ON\
n”, StringLength(“SWE:RF:STAT ON\n”), &rcount);

/* セッションをクローズする。 */

status = viClose (inst_N9310A);

status = viClose (defaultRM);

return 1;

}
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コメントのプログラミング

スレッド 関連コード

セッションをまずデフォ

ルトのリソース・マネー

ジャでオープンし、次に使

用するデバイスに対して

オープンします。

viOpenDefaultRM (&defaultRM)
viOpen (defaultRM, 
“USB0::2391::8216::0115000001::0::INSTR”, VI_NULL, 
VI_NULL, &inst_N9310A)

信号発生器をプリセット

します。

viWrite (inst_N9310A, “*RST\n”, StringLength(“*RST\
n”), &rcount)

スタート周波数とストッ

プ周波数を設定します。

viWrite (inst_N9310A, “SWE:RF:STAR 1 GHz\n”, 
StringLength(“SWE:RF:STAR 1 GHz\n”), &rcount)

viWrite (inst_N9310A, “SWE:RF:STOP 2 GHz\n”, 
StringLength(“SWE:RF:STOP 2 GHz\n”), &rcount)

ポイント数と各ポイント

の待ち時間を設定します。

viWrite (inst_N9310A, “SWE:STEP:POIN 90\n”, 
StringLength(“SWE:STEP:POIN 90\n”), &rcount)

viWrite (inst_N9310A, “SWE:STEP:DWEL 20 ms\n”, 
StringLength(“SWE:STEP:DWEL 20 ms\n”), &rcount)

RF出力をオンにします。 viWrite (inst_N9310A, “RFO:STAT ON\n”, 
StringLength(“RFO:STAT ON\n”), &rcount)

RF掃引をオンにします。 viWrite (inst_N9310A, “SWE:RF:STAT ON\n”, 
StringLength(“SWE:RF:STAT ON\n”), &rcount)

デバイス・セッションを

クローズします。

viClose (inst_N9310A)
viClose (defaultRM)

注記 信号発生器をプリセットすると、掃引反復は連続に、掃引方向は上

に、掃引トリガ／ポイント・トリガは即時に設定されます（デフォ

ルト）。 この例では、掃引反復、掃引方向、掃引トリガ／ポイント・

トリガを設定するコマンドは省略されています。
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概要

測定器のメッセージには、システム・メッセージとエラー・メッセージ

があります。

システム・メッセージ

測定器の設定中に不適切な動作が発生した場合、画面のテキスト領域に

システム・メッセージが表示され、インシデントと信号発生器による設

定の補正方法が示されます。 システム・メッセージは、30秒後に自動的

に消去されます。

エラー・メッセージ

システム・エラーまたはハードウェア・エラーが発生すると、画面上に

エラー・メッセージとともに、エラー・インジケータが表示されます。

この場合、  > エラー情報を押して、エラー・メッセージの具体的な

説明を表示します。

例

この例では、通常は、各エラーごとに意味をさらに明確にするために説

明が示されています。 本書の測定器のメッセージは、数値でリストされ

ています。 

Utility[

-222 Data out of range; 

<コード>

<説明>

ユーザが仕様限界を超える偏移、変調度または内部ソース周波数を

入力したことを示します。

Value clipped to lower limit.

<マニュアルの説明>

<メッセージ>
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コマンド・エラー

以下のメッセージはコマンド・エラーで、ローカル・レジスタに保存さ

れています。 メッセージを読み込む／削除するには、  > エラー情報

を押します。

-100 Command error;

認識されていないコマンドまたはデータ型が発見されました。 このメッ

セージは、エラー - 101～- 109に関する詳細な説明をデバイスが検出でき

ない場合に用いられます。

-101 Invalid character;

構文要素に無効な文字が含まれています。

-102 Syntax error;

認識されていないコマンドまたはデータ型が発見されました。

-103 Invalid separator;

パーサが許容されていないセパレータを認識しました。

-108 Parameter not allowed;

受け取ったパラメータが、ヘッダの期待値を上回っていました。

-109 Missing parameter;

受け取ったパラメータが、ヘッダに必要な数を下回っていました。

-110 Command header error;

ヘッダにエラーが検出されました。 このメッセージは、エラー - 111～

- 119に関する詳細な説明をデバイスが検出できない場合に用いられま

す。

Utility
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-111 Header separator error;

ヘッダの解析中に、不正ヘッダ・セパレータ文字が発見されました。

-112 Program mnemonic too long;

ヘッダの文字数が12文字を超えています。

-113 Undefined header;

ヘッダの構文は正しいのですが、このデバイスに対して未定義です。

-120 Numeric data error;

10進数以外の数値型を含む数値と思われるデータ要素の解析時に、エ

ラーが発生しました。 具体的な詳細は得られていません。

-121 Invalid character in numeric;

解析中のデータ型に無効な文字が発見されました。

-124 Too many digits;

10進数値データ要素の仮数が、先行の0を除いて20桁を超えています。

-128 Numeric data not allowed;

不正数値データ要素を受け取りましたが、デバイスはヘッダのこの位置

ではそのデータ要素を受け入れません。

-130 Suffix error;

このエラーは、サフィックスの解析時に発生します。 このメッセージは、

エラー - 101～- 109に関する詳細な説明をデバイスが検出できない場合

に用いられます。
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-131 Invalid suffix;

サフィックスがIEEE 488.2488.2に記載されている構文に従っていない

か、サフィックスがデバイスに不適切です。

-134 Suffix too long;

サフィックスの文字数が12文字を超えています。

-138 Suffix not allowed;

サフィックスを付加できない数値要素の後にサフィックスが検出されま

した。

-140 Character data error;

このエラーは、文字データ要素の解析時に発生します。 この特殊なエ

ラー・メッセージは、デバイスがより具体的なエラーを検出できない場

合に使用されます。

-141 Invalid character data;

文字データ要素に無効な文字が含まれているか、受け取った特定の要素

がヘッダには無効です。

-144 Character data too long;

文字データ要素の文字数が12文字を超えています。

-148 Character data not allowed;

不正文字データ要素が、デバイスが禁止している場所で検出されました。
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実行の衝突

以下のシステム・メッセージは、操作中に生じる設定の衝突を含む、実

行の衝突です。 これらのメッセージは、作成されてから30秒後に、信号

発生器によって画面上から自動的に消去されます。

-221 Setting conflict;
start frequency must be smaller than stop frequency.

-221 Setting conflict;
start amplitude must be smaller than stop amplitude.

-221 Setting conflict;
AM cannot be enabled with I/Q or pulse.

-221 Setting conflict;
FM cannot be enabled together with M.

-221 Setting conflict;
LF cannot be enabled together with AM/FM/M/LF sweep.

-221 Setting conflict;
Pulse width must be narrower than pulse period.

-221 Setting conflict;
M deviation range is decided by M rate.

-221 Setting conflict;
AM carrier frequency cannot be lower than 100 kHz.

-221 Setting conflict;
Modulation rate must be lower than carrier frequency.

-222 Value clipped to upper limit.

-222 Value clipped to lower limit.

-255 Media/Directory full.
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システム・エラー

-310 System error;
write file error.

ファイルへの書込みができませんでした。

-310 System error;
Recall file error.

システム・ファイルのロード中にエラーが発生しました。

-310 System error;
Error detecting USB peripheral device.

USB周辺機器の検出中にエラーが発生しました。 例えば、カタログを

USBに設定しましたが、USBデバイスが挿入されていません。

-310 System error;
File name exists, can not save current file.

現在のファイルを同じファイル名で既存のファイルに上書きすることは

できません。

-313 Calibration memory lost;
Error locating calibration file.

内部校正をロードしようとしましたが、指定のファイルが見つかりませ

んでした。
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ハードウェア・エラー

501 Mother board +15 V power supply failed.

501 Mother board -15 V power supply failed.

501 Mother board +24 V power supply failed.

501 Mother board +5 V power supply failed.

601 Digital board +5 V power supply failed.

601 Digital board +15 V power supply failed.

601 Digital board -15V power supply failed.

601 Digital board +5 V power supply failed.

601 Digital board -5V power supply failed.

601 Digital board +17V power supply failed.

601 Digital board +8.3V power supply failed.

601 Digital board +34V power supply failed.

602 Digital VCO failed.
Digital 100M VCO failed.

702 Analog board VCO unlock.

703 Analog board VCO 4G PLL unlocked.

704 Analog board level error at 4G-7G.

705 Analog board level error at 4G.

706 Analog board level error at 9k-3G.
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基本事項の確認

信号発生器に何か問題が生じた場合は、以下の手順に従って確認してく

ださい。

• 電源コネクタに電力が供給されていますか?

• 信号発生器の電源はオンになっていますか? 内部ファンで雑音がし

ないか注意して聞いて、冷却ファンが動作しているか確認します。 信
号発生器の右側を触って、通気を確認します。

• 信号発生器と一緒に他の機器、ケーブル、コネクタを使用している場

合は、それらが正しく接続されているか、正しく動作しているか確認

します。

• 問題が 初に確認されてから以降の操作手順を見直します。 すべて

正しく設定されていますか?

• 信号発生器が期待通りに機能していない場合は、  ハードキーを

押して既知の状態に戻します。

• 測定および結果は、信号発生器の仕様および機能の範囲内ですか? 信
号発生器のTechnical Overviewを参照してください。

• エラー・メッセージが表示されていますか? 表示されている場合は、

第7章「測定器のメッセージ」を参照してください。

Preset

警告 信号発生器にはサービス・コンポーネントはありません。 感電事故

を防ぐため、信号発生器を分解しないでください。 Keysight 
Technologiesまたは専門のサービス・プロバイダまでお問い合わせ

ください。

注記 ボタン電池は、信号発生器のリアルタイム・クロックに電力を供給

します。 充電式ではありません。 N9310Aのクロックに不具合が生じ

た場合は、 寄りのKeysightカスタマ・コンタクト・センタ (CCC) ま
でお問い合わせください。
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保証の確認

Keysight Technologiesの信号発生器の保証期間は1年間（標準）です。 信

号発生器の保証情報については、Technical Overviewの裏面をご覧くだ

さい。 保証内容をご確認になり、保証条件をよく理解してください。

個別保守契約の対象となっている場合は、契約条件をよくご確認ください。

Keysight Technologiesでは、保証期間終了後もサービスを提供するた

め、数種類の保守プランをオプションでご用意しています。 詳細につい

ては、計測お客様窓口までお問い合わせください。

保証期間終了後、ご自身での保守点検をご希望の方には、必要なテスト

／保守情報がすべて掲載された『サービス・ガイド』をご用意しています。

注記 N9310A RF信号発生器の校正サイクルは1年です。
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Keysight Technologiesへのお問い合わせ

Keysight Technologiesは、ワールドワイドにオフィスを持ち、お客様に

万全のサポートを提供しています。 サービス情報や交換部品のオーダに

ついては、以下のKeysight Technologiesカスタマ・コンタクト・センタ

までお問い合わせください。 お問い合わせの際には、信号発生器の製品

番号とシリアル番号をお知らせください。

オンライン・ヘルプ： http://www.keysight.com/find/assist

米国

(tel) 800 829 4444

(fax) 800 829 4433

カナダ

(tel) 877 894 4414

(fax) 800 746 4866

欧州

(tel) +31 20 547 2111

韓国

(tel) 080 769 0800

(fax) 080 769 0900

日本

(tel) 0120 802 363

(fax) 0120 660 524

ラテンアメリカ

(tel) +1 (305) 269 7500

中国

(tel) 800 810 0189

(fax) 800 820 2816

台湾

(tel) 0800 047 866

(fax) 0800 286 331

オーストラリア

(tel) 1 800 629 485

(fax) +61 (3) 9210 5947

他の太平洋諸国

(tel) +65 6375 8100

(fax) +65 6755 0042

Eメール：tm_ap@keysight.com
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コマンド・リスト

SCPIコマンド ページ番号

:FREQuency:CW <val> <unit>
:FREQuency:CW?

105ページ

:FREQuency:RF:STARt <val> <unit>
:FREQuency:RF:STARt?

106ページ

:FREQuency:RF:STOP <val> <unit>
:FREQuency:RF:STOP?

106ページ

:FREQuency:LF:STARt <val> <unit>
:FREQuency:LF:STARt?

107ページ

:FREQuency:LF:STOP <val> <unit>
:FREQuency:LF:STOP?

107ページ

:FREQuency:RF:SCALe LOG|LIN
:FREQuency:RF:SCALe?

108ページ

:AMPLitude:CW <val> <unit>
:AMPLitude:CW?

109ページ

:AMPLitude:STARt <val> <unit>
:AMPLitude:STARt?

110ページ

:AMPLitude:STOP <val> <unit>
:AMPLitude:STOP?

110ページ

:TRIGger:IMMediate 111ページ

:TRIGger:SSWP 111ページ

:SWEep:RF:STATe ON|OFF|1|0
:SWEep:RF:STATe?

112ページ

:SWEep:LF:STATe ON|OFF|1|0
:SWEep:LF:STATe?

113ページ

:SWEep:AMPLitude:STATe ON|OFF|1|0
:SWEep:AMPLitude:STATe?

114ページ

:SWEep:RF:STARt <val> <unit>
:SWEep:RF:STARt?

115ページ
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:SWEep:LF:STARt <val> <unit>
:SWEep:LF:STARt?

116ページ

:SWEep:RF:STOP <val> <unit>
:SWEep:RF:STOP?

115ページ

:SWEep:LF:STOP <val> <unit>
:SWEep:LF:STOP?

116ページ

:SWEep:AMPLitude:STARt <val> <unit>
:SWEep:AMPLitude:STARt?

117ページ

:SWEep:AMPLitude:STOP <val> <unit>
:SWEep:AMPLitude:STOP? 

117ページ

:SWEep:STEP:POINts <val>
:SWEep:STEP:POINts?

118ページ

:SWEep:STEP:DWELl <val> <unit>
:SWEep:STEP:DWELl?

118ページ

:SWEep:REPeat SINGle|CONTinuous
:SWEep:REPeat?

119ページ

:SWEep:STRG IMMediate|EXT|KEY
:SWEep:STRG?

119ページ

:SWEep:STRG:SLOPe EXTN|EXTP
:SWEep:STRG:SLOPe?

120ページ

:SWEep:PTRG IMMediate|EXT|KEY
:SWEep:PTRG?

120ページ

:SWEep:PTRG:SLOPe EXTN|EXTP
:SWEep:PTRG:SLOPe?

121ページ

:SWEep:DIRection UP|DOWN
:SWEep:DIRection?

121ページ

:AM:STATe ON|OFF|1|0
:AM:STATe?

122ページ

:AM:DEPTh <val>
:AM:DEPTh?

123ページ

SCPIコマンド ページ番号
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:AM:RATE <val> <unit>
:AM:RATE?

123ページ

:AM:SOURce INT|EXT|INT+EXT
:AM:SOURce?

124ページ

:AM:EXTCoupling AC|DC
:AM:EXTCoupling?

124ページ

:FM:STATe ON|OFF|1|0
:FM:STATe?

125ページ

:FM:DEViation <val> <unit>
:FM:DEViation?

126ページ

:FM:RATE <val> <unit>
:FM:RATE?

126ページ

:FM:SOURce INT|EXT|INT+EXT
:FM:SOURce?

127ページ

:FM:EXTCoupling AC|DC
:FM:EXTCoupling?

127ページ

:PM:STATe ON|OFF|1|0
:PM:STATe?

128ページ

:PM:DEViation <val> <unit>
:PM:DEViation?

129ページ

:PM:RATE <val> <unit>
:PM:RATE?

129ページ

:PULM:STATe ON|OFF|1|0
:PULM:STATe?

130ページ

:PULM:SOURce INT|EXT
:PULM:SOURce?

130ページ

:PULM:PERiod <val> <unit>
:PULM:PERiod?

131ページ

:PULM:WIDTh <val> <unit>
:PULM:WIDTh?

131ページ

SCPIコマンド ページ番号
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:IQ:STATe ON|OFF|1|0
:IQ:STATe?

132ページ

:SYSTem:DISPlay WHITE|BLUE|GREEN
:SYSTem:DISPlay?

133ページ

:SYSTem:ERRor? 133ページ

:SYSTem:SSAVer ON|OFF|1|0
:SYSTem:SSAVer?

134ページ

:SYSTem:DATE <year><month><day>
:SYSTem:DATE?

134ページ

:SYSTem:TIME <hour><minute>
:SYSTem:TIME?

135ページ

:SYSTem:REFerence:FREQuency 
INT10MHz|EXT2MHz|EXT5MHz|EXT10MHz
:SYSTem:REFerence:FREQuency?

135ページ

:SYSTem:PNMD NORMal|RESFM 136ページ

:MOD:STATe ON|OFF|1|0
:MOD:STATe?

137ページ

:RFOutput:STATe ON|OFF|1|0
:RFOutput:STATe?

138ページ

:LFOutput:STATe ON|OFF|1|0
:LFOutput:STATe?

139ページ

:LFOutput:FREQuency <val> <unit>
:LFOutput:FREQuency?

140ページ

:LFOutput:AMPLitude <val> <unit>
:LFOutput:AMPLitude?

140ページ

SCPIコマンド ページ番号
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数字

001、オプション, 3

1CM、オプション, 3

1TC、オプション, 3

A

AC電源ケーブル

接続, 18

地域対応, 19
Keysight Technologies

お問い合わせ, 176
AM, 54

インジケータ, 7

オン／オフ, 54

作成, 42

周波数, 55

ソース, 55

変調度, 55

例, 42
Amplitudeハードキー , 4, 57

C

CEマーク, 11

CSAマーク, 11

C-Tickマーク, 11

E

Enterハードキー , 4, 58
ESD, 20

F

FM, 61

オン／オフ, 61

外部結合, 63

作成, 43

周波数, 62

ソース, 62

偏移, 62

例, 43
Frequencyハードキー , 4, 64

I

I/Q, 64

インジケータ, 8

作成, 46

例, 47
IO libraries suite, 25

ISM1-A, 11

L

LF

作成, 48

掃引, 39

例, 48
LF OUT, 65

LF Outコネクタ, 6

LF出力

周波数, 65

振幅, 65

M

MOD IN, 10

Mod On/Off, 5

Mod On/Offハードキー , 66

P

PULSE MOD IN, 10

R

RF On/Off, 5, 66

RF OUTコネクタ, 5

RF掃引, 36

T

TFT, 2

TRIG IN, 9

U

USBデバイス・コネクタ, 6

USBホスト・コネクタ, 9

V

VGAコネクタ, 10

W

WEEE, 12

あ

アーム・インジケータ, 7
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アップデート, 26

安全性に関する注意, 16

位相, 67

オン／オフ, 67

作成, 44
位相の例, 44

インジケータ, 7

エラー・インジケータ, 7

エラー・メッセージ, 23

エラー・メッセージ領域, 8

オプション

001, 3, 24, 64

1CM, 3

1TC, 3

オプションをオンにする, 24

か

機器ステート, 49

工場設定, 70

コネクタ

I IN, 10

LF Out, 6

MOD IN, 10

PULSE MOD IN, 10

Q IN, 10

REF IN, 10

REF OUT, 9

RF Out, 5

TRIG IN, 9

VGA, 10

USBデバイス, 10

USBホスト, 9

保守, 27

さ

周波数領域, 7

小数点, 66

シングル掃引

開始, 58
振幅領域, 7

シンボル, 11

スイッチ, 68, 69

スタンバイ, 6, 69

電源, 69
掃引

RF, 36

作成, 33

振幅, 38

設定, 33

トリガ, 34
ソフトキー , 4, 31

た

通気, 17

データ, 30

テキスト領域, 8

テンキー , 6, 66

電源スイッチ, 9

電源投入, 21

同時変調, 41

取扱説明書, 11

トリガ

掃引, 79

ポイント, 79

な

荷物のチェック, 14

ノブ, 5

は

ハードキー

Preset, 70

バックスペース, 66

パルス, 71

オン／オフ, 71

作成, 45

周期, 72

周波数, 68

ソース, 71

幅, 72

偏移, 67

例, 45
表示, 4

スクリーンセーバー , 24

表示スタイル, 24
ファームウェア

アップデート, 26
ファイル, 59

カタログ, 59

削除, 60

保存, 60

リコール, 60
ファイル名, 50

フロント・パネルの概要, 4

変調, 40

同時, 41
保証, 175

保存, 49
USB, 50

ローカル, 49

や

矢印キー , 5, 58

要件

環境, 17

通気, 17

電気的, 18

ら

ラック・マウント, 15

リア・パネルの概要, 9

連続波, 32
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