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ご注意
著作権表示

© Keysight Technologies 2019- 2022

米国および国際著作権法の規定に基づき、キーサイト・テクノロジーによる事前の同意と書面による許可なしに、本

書の内容をいかなる手段でも( 電子的記憶および読み出し、他言語への翻訳を含む) 複製することはできません。

マニュアルパーツ番号

DAQ97-90008

版

第4版、2022年12月

出版者

Keysight Technologies
Bayan Lepas Free Industrial Zone
11900 Bayan Lepas, Penang
Malaysia

ソフトウェアリビジョン

Keysightは、既知の不具合を修正し、製品機能拡張を組み込むためのソフトウェアアップデートを定期的にリリースして

います。お使いの製品向けのソフトウェアアップデートや最新のドキュメントを検索するには、下記の製品ページをご覧く

ださい。

– www.keysight.com/find/DAQ970A

– www.keysight.com/find/DAQ973A

本製品のソフトウェアの一部は、General Public License Version 2( GPLv2) の条件に従ってライセンスされています。ラ

イセンスのテキストとソースコードについては、www.keysight.com/find/GPLV2を参照してください。

本製品は、Microsoft Windows CEを利用しています。キーサイトでは、Windows CE測定器に接続されるすべての

Windowsベース・コンピューターで、最新のウイルス対策ソフトウェアを使用することを強くお勧めします。詳細について

は、下記の関連製品ページを参照してください。

– www.keysight.com/find/DAQ970A

– www.keysight.com/find/DAQ973A
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保証

本書の内容は「現状のまま」で提供されており、改訂版では断りなく変更される場合があります。また、キーサイトは、

法律の許す限りにおいて、本書およびここに記載されているすべての情報に関して、特定用途への適合性や市場商

品力の黙示的保証に限らず、一切の明示的保証も黙示的保証もいたしません。キーサイトは本書または本書に記

載された情報の適用、実行、使用に関連して生じるエラー、間接的および付随的損害について責任を負いません。

キーサイトとユーザーが別途に締結した書面による契約の中で本書の情報に適用される保証条件が、これらの条件と

矛盾する場合は、別途契約の保証条件が優先されるものとします。

テクノロジーライセンス

本書に記載されたハードウェアおよびソフトウェア製品は、ライセンス契約条件に基づき提供されるものであり、そのライ

センス契約条件の範囲でのみ使用し、または複製することができます。

権利の制限について

本ソフトウェアが米国政府の主契約者または下請業者によって使用される場合は、本ソフトウェアはDFAR 252.227-
7014( 1995年6月 ) に定められた"Commercial computer software"、またはFAR 2.101(a)に定められた"commercial
item"として、またはFAR 52.227-19( 1987年6月 ) またはそれに相当する政府機関の規則または契約条項に定められた

"Restricted computer software"として提供され、ライセンスされます。本ソフトウェアの使用、複製、公開は、Keysight
Technologiesの標準商用ライセンス条件に従い、米国政府の国防省以外の省庁が受ける権利は、FAR 52.227-19
(c) (1-2) ( 1987年6月 ) に定義されたRestricted Rightsを超えることはありません。技術データに関して米国政府のユー

ザーが受ける権利は、FAR 52.227-14 ( 1987年6月 ) またはDFAR 252.227-7015 (b)(2) ( 1995年11月 ) に定義された

Limited Rightsを超えることはありません。

Waste Electrical and Electronic Equipment( WEEE)
本製品は、欧州WEEE指令のマーキング要件に適合しています。貼付の製品ラベル( 下を参照 ) は、本電気／電子

製品を家庭ゴミ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：欧州WEEE指令の付属書1の機器タイプによると、本製品は「監視および制御機器」製品に分類されま

す。家庭ゴミとして廃棄しないでください。

不要になった製品の回収については、計測お客様窓口にお問い合わせいただくか、

http://about.keysight.com/en/companyinfo/environment/takeback.shtmlを参照してください。
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適合宣言書

本製品およびその他のKeysight製品の適合宣言書は、Webサイトからダウンロードできます。

https://regulations.about.keysight.com/DoC/default.htmに移動し、製品モデル番号で検索して、最新の適合宣言

書をご確認ください。

8 Keysight DAQ970A/DAQ973Aユーザーズガイド

ご注意

https://regulations.about.keysight.com/DoC/default.htm


安全および規制情報
安全に関する注意事項

以下の安全に関する一般的な注意事項は、本器の操作、サービス、修理のあらゆる段階において遵守する必要が

あります。これらの注意事項や、本書の他の部分に記載された具体的な警告を守らないと、本器の設計、製造、想

定される用途に関する安全標準に違反し、感電するまたは負傷する結果となることがあります。キーサイト・テクノロ

ジーは、顧客がこれらの要件を守らない場合について、いかなる責任も負いません。

電源を投入する前に

安全に関する注意事項がすべて守られていることを確認してください。本器への接続はすべて電源

を投入する前に行ってください。

測定器は接地すること

本製品には感電防止用アース端子が装備されています。感電事故を防ぐため、本器をAC電源に

接続するにはアース線付きの電源ケーブルを使用し、アース線を保護 ( 接地 ) 線の電気的アース

( 感電防止用アース) 端子にしっかりと接続してください。感電防止用アースが接続されていないと、

感電事故が発生するおそれがあります。

電源をオンおよびオフにする前に

測定器の電源をオンにする前に、モジュールに接続されているすべての信号源がオフであることを確

認してください。信号源は、測定器の電源をオンにした後にオンにし、測定器の電源をオフにする前

に、オフにします。

カバーを開けないこと

測定器のカバーを外す作業は、危険について認識している、資格のあるサービスマンだけが行うこと

ができます。測定器のカバーを開ける際には、必ず電源ケーブルや外部回路の接続を取り外してく

ださい。

モジュールのカバー

端子への配線を行った後、およびメインフレームへの挿入前には、モジュールのカバーを必ず取り付

けてください。

爆発のおそれがある環境で使用しないこと

可燃性のガスや蒸気が存在する環境で本器を使用しないでください。

改造しないこと

本製品に交換パーツを取り付けたり、無許可の改造を行わないでください。安全機能を維持する

ため、メータをKeysightセールス／サービスオフィスに返送してサービスと修理を受けてください。

定格電圧を超える測定を行わないこと

各モジュールに記載されている最大電圧は、以下のとおりです。

a) DAQM900A：120 Vrms
b) DAQM901A、DAQM902A、DAQM903A、DAQM904A、DAQM908A：300 Vrms
c) DAQM905A、DAQM907A：42 Vpk
d) DAQM909A:ハイ／ローピンの両方で±18 Vピーク( シングルエンド )

モジュールチャネルを主電源に接続しないこと

本器の測定カテゴリは"CAT Others"です。端子を主電源に直接接続しないでください。
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AC電源コード

測定器の電源を切るには、AC電源のコードを抜いてください。AC電源を抜けるように、電源コードに

手が届くだけの十分なスペースを確保してください。Keysightが指定する使用国の電源コード、また

は同等の定格の電源コードのみを使用してください。

セルフテスト

危険な電圧または電流を測定する前に、リモートインタフェースから*TST?問合せを実行し、結果を

読み取って測定器が正しく動作していることを確認してください。*TST?問合せは測定器のセルフテス

トの一種で、合格した場合は+0、不合格の場合は+1が返されます。また、[Utility] > [Self Test] >
[Quick Test]を押すと、この問合せをフロントパネルから実行することもできます。このセルフテストに失

敗した場合は、測定器を修理してセルフテストに合格してから作業を続行してください。

本器は設計上、感度の高い測定機であり、継続して周囲の電磁現象に曝されている場合、性能

がある程度低下する可能性があります。測定に関する注意事項 -シールド付きケーブルまたはツイ

ストケーブルを使用してください。DAQ970A/DAQ973Aへの入力の前に、コモン・モード・チョーク、フェラ

イトクランプ、およびダンピング抵抗を使用してください。

クリーニング

感電事故を防止するため、クリーニングの前に、測定器をAC主電源から取り外してください。本器

の外部は柔らかいリントフリー布をわずかに湿らせて拭いてください。洗剤、揮発性の液体、化学溶

剤は使用しないでください。内部のクリーニングは行わないでください。安全機能と性能を維持する

ために、適切なクリーニングを依頼する必要がある場合は、修理・校正お客様窓口にご連絡くださ

い。

本器リアパネルのUSBポートには、フェライトコア付きのUSBケーブルを接続してください。

安全記号および規制マーキング

記号 説明

交流 ( AC) 。

感電防止用アース( グランド ) 端子。

アース端子。

注意、危険あり( 具体的な警告／注意情報についてはマニュアルを参照 ) 。

フレームまたはシャーシ( グランド ) 端子。

測定器ケーブルロック。

この製品には、オーストラリア／ニュージーランドでのACMA RCM適合マークが付けられています。この測

定器の「Manufacturer's Australia Declaration of Conformity」のコピーを入手するには、計測お客様窓口に
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ご連絡ください。

この記号は、通常使用時に危険物質または有害物質が漏れ出すことがないと考えられる期間の長

さを示します。製品の期待寿命は約40年間です。

CSAマークは、カナダ規格協会の登録商標です。"C"および"US"がついたCSAマークは、測定器が該当

する米国およびカナダの標準に基づいて認証されたことを示します。

CEマークは、欧州共同体の登録商標です。このCEマークは、製品が関連するすべての欧州の法指

令に適合することを示します。

ICES/NMB-001 -このISMデバイスがカナダのICES-001に適合していることを示します。

Cet appareil ISM est conforme a la norme NMB-001 du Canada.
ISM GRP 1-A -この製品が、Industrial Scientific and Medical( ISM) Group 1 Class A製品であることを示しま

す。

この記号は、韓国のクラスA EMC宣言です。製品識別コードは

"R-REM-Kst-GM16412"です。

R -認証識別プレフィックス。

REM -基本認証情報の識別符号です。

Kst -申請者情報の識別符号です。

GM16412 -製品情報です。

専門的な用途および家庭用以外の電磁界環境での使用に適したClass Aの機器です。

警告記号は危険であることを示します。ここに示す手順や規則などを正しく実行または遵守しない

と、怪我するおそれがあります。指定された条件を完全に理解し、それが満たされていることを確認す

るまで、警告記号より先に進まないでください。

注意記号は危険であることを示します。ここに示す操作手順などを正しく実行または遵守しないと、

製品の一部または全部を損傷または破壊するおそれがあります。指定された条件を完全に理解し、

それが満たされていることを確認するまで、注意記号より先に進まないでください。

注意記号は重要な情報であることを示します。強調するべき手順、規則、条件などに注意を喚起

します。安全および規制情報12

韓国のクラスA EMC宣言

ユーザーに対する情報：

この機器は、ビジネス環境での使用に対して適合性が評価されています。居住環境では、この機器により電波干渉が

生じる可能性があります。

このEMCステートメントは、ビジネス環境でのこの機器の使用に対してのみ適用されます。

사 용 자 안 내 문

이 기 기 는 업 무 용 환 경 에 서 사 용 할 목 적 으 로 적 합 성 평 가 를 받 은 기 기 로 서 가 정 용 환 경 에 서 사 용

하 는 경 우 전 파 간 섭 의 우 려 가 있 습 니 다 .

사용자 안내문은"업무용 방송통신기자재"에만 적용한다 .
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製品規制／コンプライアンス

DAQ970A/DAQ973Aは安全規格とEMC規格に適合しています。

最新のリビジョンの適合宣言を参照してください(http://www.keysight.com/go/conformity)。

すべての入力の最大過渡電圧はアースに対して1500 Vpkに制限されています。ただし、DAQM900A、
DAQM905A、DAQM907A、DAQM909Aの場合は0 Vpkです。測定の定格はCAT「なし」で、端子は直接

主電源に接続されません。このレベルを超える過渡過電圧が発生する可能性がある回路の測定

には、本器を使用しないでください。

環境条件

Keysight DAQ970A/DAQ973Aは、屋内の結露が少ない場所で使用するように設計されています。以下の表に、本器

の一般的な環境要件と一般特性を示します。

環境条件 要件

温度 動作条件：0℃～55 °C
保管条件：-40 °C～70 °C

湿度 動作条件：最大80%の相対湿度 ( 40 °C、非結露 ) に対してフル確度。50%の相対湿度

( 55 °C、非結露 ) までリニアに減少。

保管条件：最大50%の相対湿度 ( 55 °C、非結露 )

高度 最大3000m

汚染度 2

DAQ970A/DAQ973Aの電気的 ( 電源 ) 要件を以下に示します。

一般特性 要件

電源 100～240 Vac( 主電源の電圧変動は、公称電源電圧の±10 %を超えないようにしてくだ

さい)

電源周波数 50/60/400 Hz

消費電力 45 W

爆発のおそれがある環境や濡れた環境では使用しないこと

可燃性のあるガスや煙、蒸気がある環境、または濡れた環境で本器を使用しないでください。
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この章では、DAQ970A/DAQ973Aの概要および基本的な機能について紹介します。



測定器の概要

DAQ970A/DAQ973Aは、高精度の測定機能と柔軟な信号インタフェースを備えた、製造／開発テストシステム用の測

定器です。測定器のリアに3つのモジュールスロットが内蔵されていて、データ収集モジュールとスイッチングモジュールを

任意の組み合わせで搭載できます。USBデータロギング機能とデータ収集機能の組み合わせにより、テスト要件の変

化に長く対応できる汎用ソリューションを実現しています。

測定結果を簡単に表示、保存、および記録

– メニュー主体の直感的なユーザーインタフェースによる使いやすさ

– 高解像度カラーディスプレイによるヒストグラム、トレンドチャート、メータおよび数値の表示。

– LANとUSBの両方のインタフェースで使用可能

– ドラッグ・アンド・ドロップ、ドライバレスUSB接続

便利なデータロギング機能

– 温度 ( 熱電対、RTD、サーミスタ) 、歪み、DC電圧、AC電圧、2端子および4端子抵抗、周波数、周期、ダイ

オード、キャパシタンス、DC電流、AC電流の直接測定

– あらゆる測定の基盤として機能する、特許取得済みの、計量学レベルのパフォーマンス

– 最大1,000,000個のタイムスタンプ付き読み値を保存できる、特定間隔のスキャニング

– 機能、測定のスケーリング、アラーム制限値をチャネル単位で使用できる、独立したチャネル構成

– ノブ・カーソル・ナビゲーション・キーパッドを備え、ソフトキー( 画面ビュー内のメニューキー) とハードキー( 測定器

のフロントにあるメニューキー) の両方でデータ入力を行う、直感的なユーザーインタフェース

– 脚に滑り止めが施された、持ち運び可能で堅牢なケース

– www.keysight.com/find/benchvueからダウンロード可能なMicrosoft ® Windows ®用BenchVue Data
Acquisition (DAQ)ソフトウェア

柔軟なデータ収集／スイッチング機能

– 測定器あたり最大60チャネル( 120個のシングルエンドチャネル)

– 単一チャネルで5,000回/秒を超える測定速度、および最大450チャネル/秒のスキャン速度

– 多重化、マトリクス、汎用フォームCスイッチング、RFスイッチング、デジタルI/O、積算、DAC出力、DACリードバッ

ク機能

– Webブラウザーから測定器をモニターおよび制御するための、内蔵Webインタフェース

プログラミング言語

– SCPI( Standard Commands for Programmable Instruments) プログラミング言語互換
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フロントパネルの概要

ラベル 説明

1 USBポート

2 LEDインジケーター付きのオン／スタンバイスイッチ

3 ディスプレイ

4 ソフトキー

5 測定オペレーションメニュー( 測定の起動制御用 )

6 測定構成メニュー( 測定のパラメータ設定用 )

7 ノブ

8 カーソル・ナビゲーション・キーパッド

フロント・パネル・キー

測定器がリモートのときにローカル制御に戻すには、 キーを押してください。( インジケー

ターによって示されます。)
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測定器のインジケーター

DAQ970A/DAQ973Aで利用可能な各種のインジケーターを、以下の表に示します。これらのインジケーターは、対応す

る条件が満たされた場合に、ディスプレイの上部に表示されます。

インジケーター 説明

モニターモードがオンになっています。

デジタイザが実行中です。

スキャン/DMMデジタイズが実行中です。

– アラーム待ち行列にアラームがあります。

H1234L – ハイまたはローアラーム条件が発生しました。

内蔵DMMがオフになっています。DMMがオフの場合、測定器は外部スキャン間隔用に校

正されています。

読み値メモリが1,000,000読み値でオーバフローしました。新しい読み値によって最も古い

読み値が上書きされます。

フロントパネルのUSBホストポートに、ドライブが挿入されています。

測定器は、リモート ( リモートインタフェース) になっています。

エラー待ち行列にエラーがあります。エラーのリストを表示するには、[View] > [Errors]を押し

ます。
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リアパネルの概要

ラベル 説明

1 スロット識別子 ( 100、200、300)

2 GPIBインタフェース( DAQ973Aでのみ使用可能 )

3 AC主電源入力

4 LANインタフェースコネクタ

5 USBインタフェースコネクタ

6 外部トリガ入力、アラーム出力、チャネルアドバンス入力、およびチャネルクローズ出力

7 シャーシグランドねじ
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プラグインモジュールの概要

DAQ970A/DAQ973Aにはさまざまなプラグインモジュールが用意されていて、高品質の測定、スイッチング、制御機能を

実現できます。詳細については、モジュールの概要を参照してください。

DAQ970A/DAQ973Aでサポートされているモジュールは、以下のとおりです。

– DAQM900A 20チャネルFETマルチプレクサモジュール

– DAQM901A 20チャネル・アーマチュア・マルチプレクサ・モジュール

– DAQM902A 16チャネル・リード・マルチプレクサ・モジュール

– DAQM903A 20チャネルアクチュエータ／汎用スイッチモジュール

– DAQM904A 4x8 2線式マトリクス・スイッチ・モジュール

– DAQM905Aデュアル1:4RFマルチプレクサ( 50 Ω ) モジュール

– DAQM907Aマルチファンクションモジュール

– DAQM908A 40チャネル・シングルエンド・マルチプレクサ・モジュール

– DAQM909A 4チャネル24ビット・デジタイザ・モジュール

http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5992-3168EN.pdfにある製品データシートを参照すると

サポートされているすべてのモジュールの仕様の詳細が確認できます。
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寸法図

ベンチの寸法：

ラックの寸法：

モジュールの寸法：
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リモートインタフェース設定

リモート操作

危険な電圧源に接続されているチャネルがある場合、地域のEHS規則に従ってアクセスを制限し、

測定器と被試験デバイスを監視する必要があります。

セキュアモードがオンの場合、各種の操作を実行するには、正しいセキュリティコードで測定器のロッ

クを解除する必要があります。詳細については、Securityを参照してください。

DAQ970Aは、LANとUSBの2種類のインタフェース経由でのリモートインタフェース通信をサポートします。一方、

DAQ973Aは、LANおよびUSBインタフェースに加えて、追加のGPIBインタフェースをサポートします。すべてのインタフェース

は、測定器の工場出荷後、最初の電源投入時には「ライブ」状態になっています。

– LANインタフェース：デフォルトでは、動的 IPアドレスをネットワークデバイスに割り当てるためのプロトコルである

DHCP( Dynamic Host Configuration Protocol) がオンになっており、LAN経由での通信が可能になります。動

的アドレス割り当てを使用すると、デバイスがネットワークに接続するたびに、異なるIPアドレスが割り当てられま

す。詳細については、LAN設定を参照してください。

– USBインタフェース：リアパネルのUSBインタフェースコネクタを使用して、測定器とPCとの通信を行います。詳細

については、USB設定を参照してください。

– GPIBインタフェース( DAQ973Aのみ) ：測定器のGPIBアドレスを設定し、GPIBケーブルを使用してPCに接続しま

す。

Keysight IOライブラリスイート

リモートインタフェースの構成に進む前に、Keysight IOライブラリスイートがインストールされていることを

確認してください。

Keysight IOライブラリスイートは、測定器を自動的に検出する無料の測定器制御ソフトウェアを統合したもので、LAN
およびUSBインタフェース経由で測定器を制御できます。詳細またはIOライブラリのダウンロードについては、

www.keysight.com/find/iosuiteを参照してください。

GPIB設定 ( DAQ973Aのみ)

GPIB(IEEE-488)インタフェース上の各デバイスには、0～30の範囲の整数の固有のアドレスを割り当てる必要がありま

す。出荷時のデフォルトアドレスは9であり、GPIBアドレスは電源投入時に表示されます。

この設定は不揮発性です。電源の入れ直し、*RST、またSYSTem:PRESetでは変更されません。使用しているコン

ピューターのGPIBインタフェースカードのアドレスが、インタフェースバスを使用している他の機器と衝突しないようにしてく

ださい。

フロントパネル リモートインタフェース

[Home] > [User Settings] > [I/O] > [GPIB]を押します。

このメニューから、GPIBアドレスの設定やGPIBのオン／

オフを実行できます。変更を行った後で、その変更を

有効にするには、測定器の電源を入れ直す必要が

あります

SYSTem:COMMunicate:GPIB:ADDRess <アドレス>
SYSTem:COMMunicate:ENABle {ON|1|OFF|0},GPIB
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LAN設定

以下のセクションでは、フロントパネルの主要なLAN構成機能 ( 該当する場合はSCPIコマンドも含む) について説明しま

す。すべてのLAN構成コマンドについては、『DAQ970A/DAQ973A Programming Guide』の「SYSTem Subsystem -
Remote Interface Configuration Commands」を参照してください。

一部のLAN設定については、アクティブにするために電源を入れ直す必要があります。この場合は、

測定器にメッセージが短時間表示されます。LAN設定を変更したときは、ディスプレイを注意して見

ていてください。

LANインタフェースのオン／オフ

フロントパネル リモートインタフェース

[Home] > [User Settings] > [I/O] > [LAN]を押します。

ソフトキーをOnまたはOffにします。

SYSTem:COMMunicate:ENABle {OFF | ON}, LAN

LANステータス、MACステータス、および現在のLAN設定の表示

LANインタフェースをオンにすると、LANステータス、MACアドレス、および現在のLAN設定をフロントパネルから表示できま

す。ネットワーク構成によっては、LANステータスがフロントパネルの構成メニューの設定と異なる場合があります。設定が

異なる場合は、ネットワークが独自の設定を自動的に割り当てていることが原因です。測定器がリモートになると、LAN
変更はすべてオフになり、ディスプレイには別の画面が表示されます。LANが再起動された場合は、LAN Settingsページ

を再選択すると、新しい設定が表示されます。

フロントパネル リモートインタフェース

[Home] > [User Settings] > [I/O] > [LAN Settings]を押し

ます。

( なし)

設定の変更

工場出荷時のDC電源アナライザの設定は、ほとんどのLAN環境で機能します。ただし、手動でIPアドレス、サブネットマ

スク、またはデフォルトゲートウェイを設定するには、DHCPをオフにして、以下の手順でIP設定を変更します。

手動／DHCP

DHCPは、動的 IPアドレスをLANデバイスに自動的に割り当てます。通常はこれが、測定器をLAN用に構成する最も簡

単な方法です。この設定は不揮発性であり、電源の入れ直し、工場リセット ( *RSTコマンド) 、機器プリセット

( SYSTem:PRESetコマンド) のいずれによっても変更されません。

DHCPをオフにすると手動設定がオンになり、DHCPをオンにすれば手動設定はオフになります。

フロントパネル リモートインタフェース

[Home] > [User Settings] > [I/O] > [LAN Settings] >
[Modify Settings]を押します。

SYSTem:COMMunicate:LAN:DHCP {OFF|ON}
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DHCPをオンにするには、以下の手順を実行します。

ステップ フロントパネル リモートインタフェース

1 [Home] > [User Settings] > [I/O] > [LAN Settings] > [Modify Settings]
を押します。

1番目のソフトキーを[DHCP]にします。

SYSTem:COMMunicate:LAN:DHCP ON

2 このパラメータを変更するには、[Done] > [Apply Changes]を押して

設定を有効にします。

SYSTem:COMMunicate:LAN:UPDate

DHCPをオフにするには、以下の手順を実行します。

ステップ フロントパネル リモートインタフェース

1 [Home] > [User Settings] > [I/O] > [LAN Settings] > [Modify Settings]
を押します。

1番目のソフトキーを[Manual]にします。

SYSTem:COMMunicate:LAN:DHCP OFF

2 このパラメータを変更するには、[Done] > [Apply Changes]を押して

設定を有効にします。

SYSTem:COMMunicate:LAN:UPDate
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DHCPをオフにすると、次のパラメータの手動設定が可能になります。

– ホスト名

– IPアドレス

– サブネットマスク

– ゲートウェイ

– プライマリおよびセカンダリDNS

– プライマリおよびセカンダリWINS

– サービスmDNS

ホスト名

ホスト名は、ドメイン名のホスト部分であり、IPアドレスに変換されます。

ステップ フロントパネル リモートインタフェース

1 [Home] > [User Settings] > [I/O] > [LAN Settings] > [Modify Settings]
を押します。まず、ソフトキーを[Manual]に設定し、[Host Name]を
押してホスト名を入力します。

SYSTem:COMMunicate:LAN:HOSTname

2 このパラメータを変更するには、[Done] > [Done] > [Apply Changes]
を押して変更を有効にします。

SYSTem:COMMunicate:LAN:UPDate

各測定器は、K-modelnumber-serialnumberというフォーマットのデフォルトのホスト名が設定されて出荷されます。

modelnumberは測定器の7文字のモデル番号 ( 例：DAQ970A) です。serialnumberは、ユニットの上部にあるラベルに

示されている10文字の測定器のシリアル番号のうちの最後の5文字 ( MY12345678：シリアル番号MY12345678の場合

は5678) です。

– 測定器には工場出荷時に固有のホスト名が割り当てられていますが、このホスト名は変更できます。ホスト名は

LAN上で一意である必要があります。

– 名前の最初の文字は英字にする必要があります。2文字目以降には、英字の大文字と小文字、数字、または

ダッシュ"-"を使用できます。

– この設定は不揮発性です。電源の入れ直し、工場リセット ( *RSTコマンド) 、または測定器プリセット

( SYSTem:PRESetコマンド) では変更されません。
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IPアドレス

測定器の静的 IPアドレスは、ドット記法で表した、4バイトの整数として入力できます。各バイトは10進数で、先頭に0
を付けずに表します( 例：169.254.2.20) 。詳細については、IPアドレスとドット記法の詳細を参照してください。

ステップ フロントパネル リモートインタフェース

1 [Home] > [User Settings] > [I/O] > [LAN Settings] > [Modify Settings]
を押します。

まず、ソフトキーを[Manual]に設定し、[IP Address]を押して

IPアドレスを入力します。

SYSTem:COMMunicate:LAN:IPADdress

2 このパラメータを変更するには、[Done] > [Apply Changes]を押して

設定を有効にします。

SYSTem:COMMunicate:LAN:UPDate

– DHCPがオンの場合、DHCPが測定器にIPアドレスを割り当てようとします。DHCPが失敗した場合は、Auto-IPが測

定器にIPアドレスを割り当てようとします。

– IPアドレスの取得方法については、LAN管理者にお問い合わせください。

– この設定は不揮発性です。電源の入れ直し、工場リセット ( *RSTコマンド) 、または測定器プリセット

( SYSTem:PRESetコマンド) では変更されません。

サブネットマスク

サブネットを使用すると、LAN管理者は、1つのネットワークを細分化して、管理を単純化し、ネットワークトラフィックを最

小化することができます。サブネットマスクは、ホストアドレスのうちサブネットを表すために用いられる部分を示します。

ステップ フロントパネル リモートインタフェース

1 [Home] > [User Settings] > [I/O] > [LAN Settings] > [Modify Settings]
を押します。

まず、ソフトキーを[Manual]に設定し、[Subnet Mask]を押して

サブネット・マスク・アドレスを設定します。

SYSTem:COMMunicate:LAN:SMASk

2 このパラメータを変更するには、[Done] > [Apply Changes]を押して

設定を有効にします。

SYSTem:COMMunicate:LAN:UPDate

– IPアドレスの取得方法については、LAN管理者にお問い合わせください。

– この設定は不揮発性です。電源の入れ直し、工場リセット ( *RSTコマンド) 、または測定器プリセット

( SYSTem:PRESetコマンド) では変更されません。
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ゲートウェイ

ゲートウェイとは、複数のネットワークを接続するネットワークデバイスです。デフォルトのゲートウェイの設定は、測定器の

IPアドレスです。

ステップ フロントパネル リモートインタフェース

1 [Home] > [User Settings] > [I/O] > [LAN Settings] > [Modify Settings]
を押します。

まず、ソフトキーを[Manual]に設定し、[Gateway]を押して

ゲートウェイアドレスを設定します。

SYSTem:COMMunicate:LAN:GATEway

2 このパラメータを変更するには、[Done] > [Apply Changes]を押し

て設定を有効にします。

SYSTem:COMMunicate:LAN:UPDate

– DHCPがオン(工場出荷時のデフォルト )の場合、ゲートウェイアドレスは設定しないでください。

– IPアドレスの取得方法については、LAN管理者にお問い合わせください。

– この設定は不揮発性です。電源の入れ直し、工場リセット ( *RSTコマンド) 、または測定器プリセット

( SYSTem:PRESetコマンド) では変更されません。

プライマリおよびセカンダリDNS

DNS( Domain Name Service) は、ドメイン名をIPアドレスに変換するインターネットサービスです。DNSサーバーアドレス

は、このサービスを提供するサーバーのIPアドレスです。

ステップ フロントパネル リモートインタフェース

1 [Home] > [User Settings] > [I/O] > [LAN Settings] > [Modify Settings]
を押します。

まず、ソフトキーを[Manual]に設定し、[Primary DNS or Second
DNS]を押して

DNSアドレスを設定します。

SYSTem:COMMunicate:LAN:DNS[{1|2}]

注記：構文 [{1|2}]は、DNSサーバーアドレスのタ

イプがプライマリ( 1) かセカンダリ( 2) かを示しま

す。

2 このパラメータを変更するには、[Done] > [Apply Changes]を押し

て設定を有効にします。

SYSTem:COMMunicate:LAN:UPDate

– 通常はDHCPでDNSアドレス情報が検出されるので、アドレスを変更する必要があるのは、DHCPが使用されてい

ないか、または動作していない場合のみです。

– IPアドレスの取得方法については、LAN管理者にお問い合わせください。

– この設定は不揮発性です。電源の入れ直し、工場リセット ( *RSTコマンド) 、または測定器プリセット

( SYSTem:PRESetコマンド) では変更されません。
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プライマリおよびセカンダリWINS

WINS( Windows Internet Name System) は、WindowsがTCP/IPネットワーク上のNetBIOSシステムを特定できるように

するシステムです。

ステップ フロントパネル リモートインタフェース

1 [Home] > [User Settings] > [I/O] > [LAN Settings] > [Modify Settings]
を押します。

まず、ソフトキーを[Manual]に設定し、[Primary WINS or Second
WINS]を押してWINSアドレスを設定します。

SYSTem:COMMunicate:LAN:WINS[{1|2}]

注記：構文 [{1|2}]は、WINSサーバーアドレスの

タイプがプライマリ( 1) かセカンダリ( 2) かを示し

ます。

2 このパラメータを変更するには、[Done] > [Apply Changes]を押し

て設定を有効にします。

SYSTem:COMMunicate:LAN:UPDate

– 通常は、DHCPがWINSアドレス情報を検出します。この情報を変更する必要があるのは、DHCPが使用されてい

ないか、機能していない場合のみです。

– IPアドレスの取得方法については、LAN管理者にお問い合わせください。

– この設定は不揮発性です。電源の入れ直し、工場リセット ( *RSTコマンド) 、または測定器プリセット

( SYSTem:PRESetコマンド) では変更されません。

サービスmDNS

mDNS(multicast Domain Name Service)は、選択したネーミングサービスとして登録されるインターネットサービスです。

ステップ フロントパネル リモートインタフェース

1 [Home] > [User Settings] > [I/O] > [LAN Settings] > [Modify Settings]
を押します。

まず、ソフトキーを[Manual]に設定し、メニューの3ページめの

[Service mDNS]を押してmDNSサービス名を設定します。

LXI:MDNS:SNAMe:DESired

2 このパラメータを変更するには、[Done] > [Apply Changes]を押して

設定を有効にします。

SYSTem:COMMunicate:LAN:UPDate

各測定器は、以下のフォーマットのデフォルトサービス名で出荷されます。

Keysight Technologies_<modelNumber>_- serial

Number <modelNumber>は、測定器の7文字のモデル番号 ( 例：DAQ970A) および製品名 (データ収集システム)です。

serialnumberは、ユニットの上部にあるラベルに示されている10文字の測定器のシリアル番号のうちの最後の5文字

( MY12345678：シリアル番号MY12345678の場合は45678) です。

– 測定器には工場出荷時に固有のmDNSサービス名が割り当てられていますが、このサービス名は変更できます。

ただし、mDNSサービス名はLAN上で一意である必要があります。

– 名前の最初の文字は英字にする必要があります。2文字目以降には、英字の大文字と小文字、数字、または

ダッシュ"-"を使用できます。

– この設定は不揮発性です。電源の入れ直し、工場リセット ( *RSTコマンド) 、または測定器プリセット

( SYSTem:PRESetコマンド) では変更されません。
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LANの再起動

上記のLAN設定を変更すると、[Apply Changes]を押した後にLANが再起動されます。この機能により、すべての最新

のLAN設定を使用してネットワークが再起動されます。LANの再起動によってWebインタフェースのパスワードがクリアされ

ることはありません。

リモートインタフェース

LXI:REStart

LANサービス

測定器のLANサービスをオン( [On]) またはオフ( [Off]) にします。

ステップ フロントパネル リモートインタフェース

1 [Home] > [User Settings] > [I/O] > [LAN Settings] > [LAN Services]を
押します。

各設定をオンにするには[On]を、オフにするには[Off]を押します。

( なし)

2 このパラメータを変更するには、[Done] > [Apply Changes]を押し

て設定を有効にします。

SYSTem:COMMunicate:LAN:UPDate

– VXI-11、ソケット、およびHiSLIPプロトコルについては、Keysight IOライブラリのヘルプを参照してください。

– Telnet - 測定器のTelnetポートは5024です。Telnet接続上のSCPIセッションをオープンするには、「telnet IP address
5024」と入力します。

– Web - 測定器のWebインタフェースから、測定器のプログラミングをオン／オフにします。

– mDNS - mDNSサービスは、通常のDNSサーバーが設置されていないネットワークで使用されます。電源を入れ直

すか、LANをリセットすると、常にmDNSがオンになります。

デフォルトに設定

この機能は、LAN設定をそれぞれ工場出荷時のデフォルト値にリセットします。

フロントパネル リモートインタフェース

[Home] > [User Settings] > [I/O] > [LAN Settings] > [Set to
Defaults]を押します。

( なし)
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LANリセット

現在の設定でLANをリセットし、DHCPモードとmDNSサービスをオンにします。LANリセットを行うと、ユーザー定義のWeb
ユーザーインタフェース( Web UI) パスワードもクリアされます。

フロントパネル リモートインタフェース

[Home] > [User Settings] > [I/O] > [LAN Reset]を押します。 LXI:RESet

Webインタフェース

DAQ970A/DAQ973AにはWebインタフェースが内蔵されています。このインタフェースにより、測定器へのリモートアクセ

ス、およびWebブラウザーからの制御が可能になります。詳細については、Webインタフェースを参照してください。

IPアドレスとドット記法の詳細

ドット記法のアドレス( "nnn.nnn.nnn.nnn"、ここで"nnn"は0～255のバイト値 ) の表記には注意が必要です。PC上のほと

んどのWebソフトウェアは、先頭に0が付いたバイト値を8進数として解釈するからです。例えば、"192.168.020.011"は、

10進の"192.168.16.9"と見なされます。".020"は"16"の8進表記と解釈され、".011"は"9"と解釈されるからです。混乱を

避けるため、先頭に0を付けずに、0～255の10進値だけを使用してください。
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USB設定

[USB Settings]を使用すると、フロントパネルのUSB( ストレージ) コネクタおよびリアパネルのUSB( 接続 ) コネクタを設定で

きます。

フロントパネル リモートインタフェース

[Home] > [User Settings] > [I/O] > [USB Settings] >を押します。 SYSTem:COMMunicate:ENABle {OFF | ON}, USB

USB SCPI

[USB SCPI]は、測定器のリアパネルにあるUSB制御ポートをオン( On) またはオフ( Off) にします。インタフェースの状態を

変更した後、変更を有効にするために測定器の電源を入れ直す必要があります。オフにした場合は、インタフェースを

Keysight IOライブラリのConnection Expertユーティリティで構成することはできません。

イージー・ファイル・アクセス( [File Access]ソフトキー)

イージー・ファイル・アクセスを使用すると、測定器とPCの間でファイルを簡単に転送できます。測定器のリアパネルにある

USB制御ポートをPCのUSBポートに接続するだけで、PCに表示されるウィンドウを使用して、測定器からPCへファイルを

コピーできます。

PCの標準ファイル管理機能を使用して、ファイルを測定器からPCにコピーできます。
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USBインタフェース( USB SCPI) 経由でSCPIを使用して測定器をリモートでプログラミングしながらイー

ジー・ファイル・アクセスを使用するには、PCにKeysight IOライブラリスイート16.3以降がインストールされ

ている必要があります。最新バージョンはwww.keysight.com/find/iosuiteからダウンロードできます。

Windows XPオペレーティングシステムが実行されているPCでイージー・ファイル・アクセスを使用するに

は、Microsoft Windows Media Player 11 for Windows XP SP1以降がインストールされていること、または

Microsoft Windows XP SP2、SP3以降のバージョンのWindowsを使用していることを確認してください。こ

のソフトウェアはwww.microsoft.com/en-us/-download/details.aspx?id=8163 からダウンロードでき

ます。

USB IDの表示

VISAプログラミングアプリケーションで使用されるUSBアドレス文字列を表示します。

接続の詳細な技術情報

ほとんどの場合、IOライブラリスイートまたはWebインタフェースを使用すれば、測定器に簡単に接続できます。以下のこ

とを知っておくと参考になる場合もあります。

インタフェース 詳細

LAN VISA文字列：TCPIP0::<IPアドレス>::inst0::INSTR
例：TCPIP0::192.168.10.2::inst0::INSTR

Webインタフェース ポート番号80、URL http://<IPアドレス>/

USB USB IDの形式：USB0::<ベンダーID>::<製品 ID>::<シリアル番号>::0::INSTR
例：USB0::0x2A8D::0x0902::MY55160003::0::INSTR
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LAN構成手順

LANインタフェースによるネットワーク通信を確立するには、いくつかのパラメータの設定が必要な場合があります。まず、

IPアドレスを設定する必要があります。LANインタフェースとの通信を確立する方法の詳細については、ネットワーク管理

者にお問い合わせください。

セキュアモードがオンの場合、各種の操作を実行するには、正しいセキュリティコードで測定器のロッ

クを解除する必要があります。詳細については、Securityを参照してください。

1. [Home] > [User Settings] > [I/O] > [LAN Settings]を押します。

2. [Modify Settings]を選択してLAN設定を変更するか、[LAN Services]を選択して測定器上のLANサービスをオン

([On])またはオフ([Off])にするか、または[Set to Defaults]を選択してLAN設定を工場出荷時のデフォルト設定に戻

します

3. 設定を変更するには、[Modify Settings]を押します。この画面のほとんどの項目は、1番目のソフトキーを[DHCP]か
ら[Manual]に切り替えるとアクセス可能になります。DHCPがオンの場合、DHCPサーバーが見つかりIPアドレスを付

与できる状態であれば、IPアドレスは測定器をネットワークに接続したときに、DHCP( Dynamic Host Configuration
Protocol) によって自動的に設定されます。DHCPはまた、必要に応じて、サブネットマスク、ゲートウェイアドレス、

DNS、WINS、およびドメイン名を自動的に通知します。これが通常、測定器のLAN通信を確立するための最も簡

単な方法です。必要な作業はDHCPをオンのままにしておくことだけです。詳細については、LAN管理者にお問い

合わせください。

4. 「IPセットアップ」を確立します。

DHCPを使用しない場合 ( 1番目のソフトキーをManualに設定している場合 ) は、IPセットアップ( IPアドレス、および

( 場合によって) サブネットマスクとゲートウェイアドレス) を確立する必要があります。[IP Address]および[Subnet
Mask]ソフトキーは、メイン画面にあります。[More]を押してその他の設定を行います。

使用するIPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイについては、ネットワーク管理者にお問い合わせください。IPアド

レスはすべて、ドット記法 ( "nnn.nnn.nnn.nnn"で、"nnn"はすべて0～255の範囲のバイト値 ) で表記します。新しい

IPアドレスは、ノブ、またはフロントパネルの矢印キーで入力できます。先頭の0は入力しないでください。
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5. 「DNSセットアップ」を構成します( オプション) 。
DNS( Domain Name Service) は、ドメイン名をIPアドレスに変換するインターネットサービスです。DNSが使用されて

いるかどうかと、使用されている場合は使用するホスト名、ドメイン名、DNSサーバーアドレスもネットワーク管理者

に確認します。

a. 「ホスト名」を設定します。[Host Name]を押して、ホスト名を入力します。ホスト名は、ドメイン名のホスト部分

であり、IPアドレスに変換されます。ホスト名は文字列で入力します。フロントパネルの矢印キーを使用して文

字を選択し、変更します。ホスト名には、英字、数字、ダッシュ( "-") を使用できます。

b. 「DNSサーバー」アドレスを設定します。LAN configuration画面で、[More]を押して、3セットあるソフトキーの2
セット目に移動します。

[Primary DNS]と[Second DNS]を入力します。詳細については、ネットワーク管理者にお問い合わせください。
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ファームウェアアップデート

アップデート中に測定器をオフにしないでください。

1. [Home] > [Help] > [About]を押して、現在インストールされているファームウェアリビジョンを調べます。

2. www.keysight.com/find/DAQ970Afirmware で、最新のファームウェアリビジョンを確認します。測定器にインストー

ルされているリビジョンと一致していれば、以降の手順を続行する必要はありません。一致しない場合は、ファーム

ウェア・アップデート・ユーティリティとファームウェアのZIPファイルをダウンロードします。ファームウェアに関する手順の詳

細については、ダウンロードページにある『Firmware Update Utility Instructions』を参照してください。

3. ZIPファイルを解凍し、ファームウェア・アップデート・ユーティリティを使用して、アップデート対象のファームウェアをUSB
ドライブに準備します。

4. USBドライブを測定器のフロントパネルに挿入し、[Utility] > [Admin] > [Firmware Update]を押して、ファームウェア

をアップデートします。セキュアモードがオンの場合、測定器のロックを解除しないとファームウェアをインストールでき

ません。

重要：測定器のファームウェアをリモートからアップデートするには、*IDN?応答内のモデル番号が、測定器の実際のモデ

ル番号と一致する必要があります。リモートからファームウェアをアップデートしようとしたときに、測定器の*IDN?応答が別

の測定器のものに変わっている場合は、"The instrument is not supported by this firmware file"というエラーが表示され

ます。ファームウェアをアップデートするには、フロントパネルの手順を使用するか、リモートから行う場合は、

SYSTem:PERSona:MODelを使用して*IDN?に実際のモデル番号と一致する番号を設定し、ファームウェアをアップデート

してから、SYSTem:PERSona:MODelを再度使用して他方のモデル番号を設定してください。
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Keysight Technologiesへのお問い合わせ

保証、サービス、技術サポートについては、Keysight Technologiesにお問い合わせください。

米国：(800) 829-4444

欧州：31 20 547 2111

日本：0120-421-345

ワールドワイドの連絡先、または最寄りのキーサイト・テクノロジーの連絡先については、www.keysight.com/find/assist
を参照してください。
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2 クイックスタート

測定器の使用準備

モジュールのワイヤ接続と取り付け

電源ケーブルとI/Oケーブルの接続

内蔵ヘルプシステムの使用

キャリーハンドルの調整

測定器のラックマウント

Keysight BenchVueデータ収集 ( DAQ) ソフトウェア



測定器の使用準備

以下のアイテムが揃っていることを確認します。不足品がある場合は、計測お客様窓口までお問い合わせください。

– 電源コード( 出荷先の国のもの)

– 校正証明書 ( オプション)

– 補足ドキュメントパッケージ

– USB 2.0ケーブル

Keysight BenchVueデータ収集 (DAQ)ソフトウェアは、www.keysight.com/find/benchvueからダウンロードできます。

プラグインモジュールを注文された場合は、別の梱包で発送されます。DAQM905Aデュアル1:4 RFマルチプレクサ(50 Ω )
モジュールを注文された場合は、追加のケーブルキット (50 Ω )も含まれます。

最新の製品ドキュメントは、以下から入手可能です。

– www.keysight.com/find/DAQ970A

– www.keysight.com/find/DAQ973A
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モジュールのワイヤ接続と取り付け

感電事故を防ぐために、チャネルに印加される最大電圧に対応する定格のワイヤを使用してくださ

い。

モジュールのカバーを開ける前に、モジュールに接続されているすべての外部デバイスの電源をオフに

してください。

危険な電圧源に接続されているチャネルがある場合、モジュール内のすべてのチャネルを危険物とし

て取り扱う必要があります。

危険な電圧源に接続されているチャネルがある場合、モジュール内のすべてのチャネルへのワイヤ

を、印加される最大電圧に対応する定格のものとする必要があります。

危険な電圧源に接続されているチャネルがある場合、モジュール内の他のチャネルに接続されてい

る熱電対は、最大電圧に対応する定格の絶縁を持つか、最大電圧に対応する定格の追加絶縁

が付加されている必要があります。さらに、印加される最大電圧に対応する定格の放熱グリスまた

はテープを使用して、導電性のある部分から絶縁する必要があります。

被試験デバイスが信号源に接続されているときに、熱電対をマウント、移動、または取り外さないで

ください。

危険な電圧源に接続されているチャネルがある場合、地域のEHS規則に従ってアクセスを制限し、

測定器と被試験デバイスを監視する必要があります。

電源がオンの場合、リアパネルでモジュールの取り付けまたは取り外しを行うと、測定器が再起動さ

れます。

モジュールの取り付け

モジュールへワイヤを接続し、測定器のリアパネルに取り付けるには、以下の5つの手順を実行します。

1. マイナスドライバーを使用してタブを前に押し、モジュールからカバーを外します。
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2. ワイヤをネジ式端子に接続します。

3. ワイヤを緩衝部に通します。

4. モジュールのカバーを取り付けます。
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5. モジュールを測定器に取り付けます(リアパネル)。

モジュールの取り外し

モジュールを取り外すまたは交換するには、モジュールの左後ろにあるクリップを内側に押し、リアパネルから引き抜きま

す。
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電源ケーブルとI/Oケーブルの接続

測定器をオンにするには

測定器の電源をオンにする前に、すべての信号源がオフであることを確認します。信号源は、測定器の電源をオンにし

た後にオンにし、測定器の電源をオフにする前に、オフにします。電源コードと、必要に応じてLANまたはUSBケーブルを

接続します。フロントパネルの[On/Standby]スイッチを押します。これは測定器をスタンバイ状態にするスイッチです。測

定器の主電源を完全に切断するには、電源コードを抜きます。測定器がオンにならない場合は、電源コードがしっかり

と接続されていることを確認します。

以下の表に、測定器の電源オン時に表示されるLEDカラーステータスを示します。

LEDカラー 機器ステータス

LEDがオフ AC主電源未接続。

LEDが黄色 AC主電源が接続されており、測定器はスタンバイモード

LEDが緑色 測定器がオン

電源投入時セルフテスト

オンになった後、測定器は電源投入時セルフテストを実行し、ヘルプの取得方法と、現在のIPアドレスを表示します。

すべての測定チャネルをオフにした状態で測定器が電源投入時セルフテストを実行し、フロント・パネル・ディスプレイが

短時間点灯します。電源投入時セルフテストが失敗した場合、画面に インジケーターが表示されます。SCPIのエ

ラーコードおよびエラーメッセージの詳細については、DAQ970A/DAQ973A Programming Guideの「SCPI Error
Messages」を参照してください。

完全なセルフテストでは、電源投入時に実行されるセルフテストよりも詳細なテストが実行されま

す。測定器の完全なセルフテストの詳細については、DAQ970A/DAQ973AService Guideを参照してくだ

さい。

測定器のデフォルトの測定機能はDC電圧 ( DCV) で、オートレンジはオンです。

測定器をオフにするには

[On/Standby]スイッチを、約1/2秒押し続けます。これは、電源スイッチに誤って触れて電源がオフになることを防ぐため

です。

電源を断路することで測定器をオフにした場合 ( 推奨されません) は、電源が再接続されるとすぐに

測定器はオンになります。[On/Standby]スイッチを再度押す必要はありません。
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内蔵ヘルプシステムの使用

内蔵ヘルプシステムは、フロント・パネル・キーまたはメニューソフトキーに関するコンテキスト依存のヘルプ情報を提供し

ます。ヘルプトピックのリストも表示できます。これを参考に、測定器に関する理解を深めることができます。すべてのメッ

セージ、コンテキスト依存ヘルプ、ヘルプトピックが、選択した言語で表示されます。メニューソフトキーのラベルは翻訳さ

れていません。

ヘルプトピックのリストの表示

ヘルプトピックのリストを表示するには、[Home] > [Help] > [Help Topics]を押します。ノブまたはフロントパネルの矢印

キーを使用して目的のトピックを強調表示し、[Select]を押してヘルプコンテンツを表示します。

この例では、「1 Get HELP on any key」が選択されています。以下のヘルプトピックが表示されます。

ヘルプを終了するには、[Done]を押します。
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フロント・パネル・キーに関するヘルプ情報の表示

フロント・パネル・キーやソフトキーに関するコンテキスト依存ヘルプを表示するには、そのキー( 例えば[Scan]) を押し続け

ます。メッセージの情報が多くてディスプレイに表示しきれない場合、ノブまたはフロントパネルの矢印キーを使用して、

前／次のページを読み込みます。

ヘルプを終了するには、[Done]を押します。

測定器情報の表示

[Home] > [Help] > [About]を押すと、製品のシリアル番号、IPアドレス( LANインタフェースに接続されている場合 ) 、およ

び現在インストールされているファームウェアのリビジョンなどの測定器情報を表示できます。終了するには、[Done]を押

します。
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キャリーハンドルの調整

キャリーハンドルには、以下の図のように3つの位置があります。ハンドルの位置を調整するには、ハンドルの両サイドを

握り、外側に引っぱって、ハンドルを回転させます。

ベンチトップ表示位置 持ち運び位置
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測定器のラックマウント

以下に示すパーツ番号のラック・マウント・キットを注文すると、測定器を標準の19インチのラックキャビネットにマウントで

きます。ラック・マウント・キットには、説明書と取り付け金具が付属しています。同じサイズのキーサイト System II機器を

DAQ970A/DAQ973Aと並べてラックマウントできます。

過熱を防ぐため、測定器に出入りする空気の流れを妨げないでください。内部の空気の流れを適

切に維持するために、測定器の背面、側面、底面に十分な空間を確保してください。

測定器をラックマウントするには、キャリーハンドルと、前後のゴム製バンパーを取り外す必要がありま

す。

ハンドルとバンパーの取り外し

ハンドルを取り外すには、ハンドルを垂直位置まで回転させ、両端を外側に引っ張ります。

ゴム製バンパーを取り外すには、バンパーの角を引っ張ってスライドさせます。

1台の測定器のラックマウント

1台の測定器をラックマントする場合はアダプターキット ( パーツ番号：DAQA190Aまたは1CM124Aを注文してください) 。
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2台の測定器のラックマウント

2台の測定器を並べてラックマウントする場合は、ロックリンクキット ( パーツ番号：DAQA194Aまたは34194A) とフランジ

キット ( パーツ番号：DAQA191Aまたは1CM107A) を注文してください。ラックキャビネット内では、サポートレールを使用し

てください。
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Keysight BenchVueデータ収集 ( DAQ) ソフトウェア

Keysight BenchVueデータ収集 ( DAQ) ソフトウェアは、測定器とPCを使用して測定値の収集および分析を簡単に行う

ことができる、Windowsベースのアプリケーションです。このソフトウェアを使用すると、テストのセットアップ、測定データの

収集と保存、測定結果のリアルタイム表示と分析を実行できます。Keysight BenchVueデータ収集 (DAQ)ソフトウェア

は、www.keysight.com/find/benchvueからダウンロードできます。

アプリケーションのメイン画面：

BenchVueデータ収集 ( DAQ) ソフトウェアのライセンス

BenchVueアプリケーションを30日間無料で試用するには、BenchVue Applicationビューに移動し、希望のアプリケーショ

ンを1回クリックして、[Start Trial]ボタンをクリックします。試用期間は、残りのカレンダー日の日数をベースとします。試用

期間の終了後、そのアプリケーションのソフトウェアライセンスを購入するように要求されます。Keysightには柔軟なライセ

ンスオプションがあるため、お客様のソフトウェア要件を最も満たすライセンスタイプおよびライセンス条件を選択すること

ができます。ソフトウェアライセンスの購入およびインストールの詳細については、Keysight BenchVueデータ収集 (DAQ)ソ
フトウェアのヘルプにある「BenchVue Software Licensing Options」を参照してください。
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3 特長と機能

システムの概要

フロント・パネル・メニュー・リファレンス

[Scan/Start]キー

[Monitor]メニュー

[Home]メニュー

[View]メニュー

[Channel]メニュー

[Interval]メニュー

[Math]メニュー

[Copy]メニュー

[Alarm]メニュー

[Utility]メニュー

[Module]メニュー

[Save Recall]メニュー

Webインタフェース

モジュールの概要



システムの概要

このセクションでは、コンピューターベースのシステムの概要と、データ収集システムの各部分について説明します。

– データ収集システムの概要

– 信号ルーティングおよびスイッチング

– 測定入力

– 制御出力

データ収集システムの概要

Keysight DAQ970A/DAQ973Aはスタンドアロンの測定器としても使用できますが、内蔵のPC接続機能はさまざまなアプ

リケーションで利用できます。代表的なデータ収集システムを以下に示します。

この構成には、以下の利点があります。

– DAQ970A/DAQ973Aを使用して、データ保存、データ圧縮、数学計算、工学単位への変換などを実行できま

す。PCを使用して、設定とデータプレゼンテーションを簡単に行うことができます。

– アナログ信号と測定センサーを、ノイズの多いPC環境から切り離して、PCとグランドの両方から電気的にアイソレー

トできます。

– 1台のPCで、PCの他の作業を実行しながら、複数の測定器と測定ポイントをモニターできます。
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DAQ970A/DAQ973A 論理回路

以下の図に示すように、DAQ970A/DAQ973Aの論理回路は、グランド基準とフローティングの2つのセクションに分かれて

います。これらの2つのセクションは、測定の確度と再現性を維持するために、互いにアイソレートされています。グランド

ループの詳細については、グランドループに起因するノイズを参照してください。

グランド基準回路とフローティング回路は、光アイソレートされたデータリンクを経由して相互に通信します。グランド基

準セクションはフローティングセクションと通信することにより、PC接続を提供します。DAQ970A/DAQ973Aには、出荷時

にLANおよびUSBインタフェースが付属しています。

グランド基準セクションには、4つのハードウェアアラーム出力と外部トリガラインもあります。アラーム出力ラインを使用す

ると、外部アラームライトやサイレンをトリガしたり、制御システムにTTL互換パルスを送信したりできます。

フローティングセクションにはメイン・システム・プロセッサがあり、測定器のすべての基本機能を制御します。ここでは、測

定器がプラグインモジュールとの通信、キーボードのスキャン、フロント・パネル・ディスプレイの制御、内蔵DMMの制御を

行います。フローティングセクションでは、測定のスケーリング、アラーム条件のモニター、トランスデューサー測定から工学

単位への変換、スキャン測定値へのタイムスタンプ付け、不揮発性メモリへのデータの保存が行われます。
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プラグインモジュール

DAQ970A/DAQ973Aにはさまざまなプラグインモジュールが用意されていて、高品質の測定、スイッチング、制御機能を

実現できます。プラグインモジュールは、内部のアイソレートされたデジタルバス経由でフローティングロジックと通信しま

す。マルチプレクサモジュールは、内部アナログバスを通じて内蔵DMMにも接続されます。各モジュールには専用のマイ

クロプロセッサが搭載されているので、メインフレームのプロセッサの負荷を減らして、バックプレーンの通信を最小化する

ことにより、スループットを高速化できます。詳細については、モジュールの概要を参照してください。

モジュール番号 一般的な用途

測定入力

DAQM900A 内蔵DMMによる温度、電圧、抵抗、周波数、電流 (DAQM901Aのみ)のスキャンおよび直接測定。

DAQM901A

DAQM902A

DAQM907A デジタル入力、イベントカウント。

DAQM908A 内蔵DMMによる温度、電圧、抵抗のスキャンおよび直接測定。

DAQM909A オンボードデジタイザによる電圧／歪み測定値のデジタイズ。

信号ルーティング

DAQM900A －

DAQM901A 外部測定器との間の信号の多重化。

DAQM902A －

DAQM904A 32個のクロスポイントのマトリクススイッチング。

DAQM905A 50 Ωの高周波アプリケーション(<2 GHz)。

DAQM908A －

制御出力

DAQM903A フォームC(SPDT)スイッチによる汎用スイッチングおよび制御。

DAQM907A デジタル出力、電圧 (DAC)出力。
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システム配線

プラグインモジュールにはねじ式端子コネクタがあり、システム配線を簡単に接続できます。信号、トランスデューサー、セ

ンサーをモジュールに接続するためにどのタイプのケーブルを使用するかは、測定を成功させるために重要です。熱電対

など、一部のトランスデューサーは、接続のために特定のタイプのケーブルを使用する必要があります。ワイヤゲージおよ

び絶縁品質の選択には、使用環境を考慮することが重要です。ワイヤの絶縁材は、一般的にPVCやPTFEなどの物質

からなります。以下の表に、一般的なケーブルタイプとその代表的な用途を示します。

ワイヤの絶縁と用途については、システムの配線と接続で詳しく説明しています。

ケーブルタイプ 一般的な用途 備考

熱電対延長ワイヤ 熱電対測定。 熱電対のタイプ別に用意されています。ノイズイミュニ

ティを高めるためのシールド付きケーブルもあります。

ツイストペア、

シールド・ツイスト・ペア

測定入力、電圧出力、

スイッチング、カウント。

低周波測定入力用の最も一般的なケーブルです。ツ

イストペアは、コモン・モード・ノイズを減らす働きがありま

す。シールド付きツイストペアは、さらにノイズイミュニティ

を高めます。

シールド付き同軸、

2重シールド同軸

VHF信号のスイッチング。 高周波信号ルーティング用の最も一般的なケーブルで

す。インピーダンス値 (50 Ωまたは75 Ω)別に用意されてい

ます。優れたノイズイミュニティを実現します。二重シー

ルド付きケーブルは、チャネル間のアイソレーションを改

善します。特殊なコネクタが必要です。

フラットリボン、

ツイスト・ペア・リボン

デジタル入力／出力 マス・ターミネーション・コネクタで多く用いられます。ノイ

ズイミュニティは高くありません。

トランスデューサーとセンサー

トランスデューサーやセンサーは、物理量を電気量に変換します。電気量が測定され、結果が工学単位に変換されま

す。例えば、熱電対を測定する場合は、測定器はDC電圧を測定し、対応する温度 (°C、°F、K)に数学的に変換しま

す。

測定 代表的なトランスデューサータイプ 代表的なトランスデューサー出力

温度 熱電対 0 mV～80 mV

RTD 2端子または4端子抵抗、5 Ω～500 Ω

サーミスタ 2端子抵抗、10 Ω～1 MΩ

圧力 半導体 ±10 DVC

流量 回転型

サーマルセンサー型

4 mA～20 mA

歪み 抵抗素子 4端子抵抗、10 Ω～10 kΩ

イベント リミットスイッチ

光カウンタ

回転エンコーダ

0 Vまたは5 Vパルス列

デジタル システムステータス TTL互換レベル
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アラームリミット

DAQ970A/DAQ973Aには4つのアラーム出力があり、スキャン時にチャネルの読み値が指定したリミットを超えたときに警

告を発するように設定できます。スキャンリスト中の任意の構成済みチャネルに対して、ハイリミット、ローリミット、または

その両方を設定できます。複数のチャネルを、利用可能な4つのアラーム(1～4)のいずれかに割り当てることができます。

例えば、103、205、320のいずれかのチャネルの測定値がリミットを超えたときにアラーム1でアラームが発生するように構

成できます。

マルチファンクションモジュールのチャネルにアラームを割り当てることもできます。例えば、1つのアラームを、デジタル入力

チャネルで特定のビットパターンまたはビットパターン変化が検出されたとき、またはトータライザーチャネルで特定のカウン

トに達したときに発生させることができます。マルチファンクションモジュールの場合は、チャネルがスキャンリストに含まれて

いなくても、アラームを生成できます。

信号ルーティングおよびスイッチング

DAQ970A/DAQ973Aで使用できるプラグインモジュールのスイッチング機能を使用すると、テストシステムの柔軟性と拡

張性が得られます。スイッチング・プラグイン・モジュールを使用して、テストシステムとの間の信号ルーティングや、内蔵

DMMまたは外部測定器との間の信号の多重化を実現できます。

リレーは電気機械式デバイスであり、摩耗により故障する可能性があります。リレーの寿命 (故障するまでの実際の動

作回数 )は、その使用方法 (負荷、スイッチング頻度、環境 )に依存します。DAQ970A/DAQ973Aのリレー保守システム

は、測定器の各リレーのサイクル数を自動的にカウントし、合計カウントを各スイッチモジュールの不揮発性メモリに記

録します。この機能を使用すると、リレーの故障を監視し、システム保守の必要性を予測することができます。

スイッチングトポロジ

スイッチング・プラグイン・モジュールには、アプリケーションに応じたさまざまなトポロジのものがあります。

スイッチングトポロジ プラグインモジュール

マルチプレクサ DAQM900A、DAQM901A、DAQM902A、DAQM905A、DAQM908A

マトリクス DAQM904A

フォームC(単極、双投 ) DAQM903A

以下のセクションでは、それぞれのスイッチングトポロジについて説明します。

マルチプレクサスイッチング

マルチプレクサを使用すると、複数のチャネルから一度に1つをコモンチャネルに接続できます。単純な4対1マルチプレク

サを次に示します。マルチプレクサと内蔵DMMなどの測定デバイスを組み合わせると、スキャナを作成できます。スキャン

の詳細については、スキャン中を参照してください。
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マルチプレクサには、以下のタイプがあります。

マルチプレクサのタイプ 一般的な用途

単線式 (シングルエンド ) 共通LO測定用です。詳細については、単線式 (シングルエンド )マルチプレクサを参照してくださ

い。

2線式 フローティング測定用です。詳細については、2線式マルチプレクサを参照してください。

4線式 抵抗およびRTD測定用です。詳細については、4線式マルチプレクサを参照してください。

RF信号 最高2.8 GHzの周波数のスイッチングのためのVHFマルチプレクサです。詳細については、RF信
号の多重化を参照してください。

マトリクススイッチング

マトリクススイッチは、複数の入力を複数の出力に接続できるため、マルチプレクサよりも柔軟なスイッチングが可能で

す。マトリクスは、低い周波数 (10 MHz未満 )の信号のスイッチングにのみ使用します。マトリクスは、行と列で配置されま

す。例えば、単純な3×3マトリクスを使用すると、以下の図のように、3つの信号源を3つのテストポイントに接続できま

す。

任意の1つの信号源を、任意の1つのテスト入力に接続できます。マトリクスを使用する場合は、このような接続により、

危険な状態や望ましくない状態が発生しないことを確認する必要があります。

フォームC(SPDT)スイッチング

DAQM903Aには、20個のフォームCスイッチ(単極、双投とも呼ばれます)が含まれています。フォームCスイッチは信号の

ルーティングにも使用できますが、通常は外部デバイスの制御に用いられます。
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測定入力

DAQ970A/DAQ973Aでは、DMM(内蔵または外部 )とマルチプレクサチャネルを組み合わせて、スキャンを実現できます。

スキャンの際、測定器はDMMを一度に1つずつの構成済みマルチプレクサチャネルに接続し、各チャネルの測定を実行

します。

測定器が「読み取り可能」であれば、どのチャネルも1つのスキャンに含めることができます。これには、マルチプレクサチャ

ネルの温度、電圧、抵抗、電流、周波数、周期測定の任意の組み合わせが含まれます。スキャンには、マルチファンク

ションモジュールのデジタルポートの読み取り、センスチャネル経由の読み取り、またはトータライザーカウントの読み取り

を含めることもできます。

内蔵DMM

トランスデューサーやセンサーは、測定された物理量を、内蔵DMMで測定可能な電気信号に変換します。このような

測定を実行するために、内蔵DMMは以下の機能を備えています。

– 温度 (熱電対、RTD、サーミスタ)

– 電圧 (最大300 VのDCおよびAC)

– 抵抗 (最大1GΩの2端子および4端子 )

– 電流 (最大1 AのDCおよびAC)

– 周波数および周期 (最大300 kHz)

内蔵DMMは、外部シグナルコンディショニングを追加しなくてもさまざまなトランスデューサータイプを測定できるユニバー

サル入力フロントエンドを提供します。内蔵DMMは、シグナルコンディショニング、増幅 (または減衰 )、高分解能 (最高

22ビット )A/Dコンバータを備えています。以下に、内蔵DMMの簡略図を示します。
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シグナルコンディショニング、レンジ切り替え、増幅

アナログ入力信号は、マルチプレクサによって内蔵DMMのシグナル・コンディショニング・セクションに導かれます。このセク

ションは通常、スイッチング、レンジ切り替え、増幅の各回路から構成されています。入力信号がDC電圧の場合は、シ

グナルコンディショナは、高い入力電圧のためのアッテネータと、低い入力電圧のためのDC増幅器から構成されていま

す。入力信号がAC電圧の場合は、コンバータによってAC信号が等価のDC値 (真のRMS値 )に変換されます。抵抗測

定は、既知のDC電流を未知の抵抗に通し、抵抗の両端のDC電圧降下を測定することによって行われます。入力信

号のスイッチングおよびレンジ切り替え回路と増幅回路は、入力を内蔵DMMのA/Dコンバータ(ADC)の測定レンジ内の

DC電圧に変換します。

オートレンジを使用して測定器に測定レンジを自動的に選択させることも、手動レンジを使用して固定の測定レンジを

ユーザーが選択することもできます。オートレンジは、入力信号に基づいて、各測定で使用するレンジを測定器が自動

的に選択する便利な機能です。スキャン動作を最高速にするには、各測定に対して手動レンジを使用します(オートレ

ンジでは、測定器がレンジ選択を行うために余分な時間がかかります)。

アナログ／デジタル変換 (ADC)

ADCにより、シグナルコンディショニング回路からプリスケールされたDC電圧を受け取り、フロントパネルへの出力と表示の

ためのデジタルデータに変換します。ADCにより、最も基本的な測定特性のいくつかが決まります。これには、測定分解

能、測定速度、スプリアスノイズ除去能力などが含まれます。アナログ／デジタル変換の方法はいくつかありますが、大

きく分けると積分型と非積分型の2つのタイプがあります。積分型では、入力値の平均を一定時間測定することによ

り、多くのノイズソースを除去します。非積分型では、入力 (ノイズを含む)の瞬時値をごく短い時間でサンプリングしま

す。内蔵DMMでは、積分型のADC手法が用いられています。

メインプロセッサ

メインプロセッサはフローティング・ロジック・セクションにあり、入力信号のコンディショニング、レンジ切り替え、ADCを制御

します。メインプロセッサは、グランド基準のロジックセクションからコマンドを受け取り、送信結果を送ります。メインプロ

セッサは、スキャンおよび制御動作中に測定を同期します。メインプロセッサはマルチタスク・オペレーション・システム上で

動作し、さまざまなシステムリソースや要求を管理します。

メインプロセッサはまた、測定結果の校正、Mx＋Bスケーリング、アラーム条件のモニター、トランスデューサー測定から工

学単位への変換、スキャン測定値へのタイムスタンプ付け、不揮発性メモリへのデータの保存も行います。
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スキャン中

測定器を使用すると、DMM(内蔵または外部 )とマルチプレクサチャネルを組み合わせて、スキャンを実現することができ

ます。スキャンの際、測定器はDMMを一度に1つずつの構成済みマルチプレクサチャネルに接続し、各チャネルの測定を

実行します。

スキャンを開始する前に、必要なマルチプレクサまたはデジタルチャネルをすべて含むスキャンリストをセットアップする必

要があります。スキャンリストに含まれないチャネルは、スキャンから除外されます。測定器は自動的に、スロット1からス

ロット3までの昇順で、チャネルのリストをスキャンします。測定は、スキャン時に、スキャンリストに含まれるチャネルに対し

てだけ行われます。

スキャン中、最大1,000,000個の読み値を不揮発性メモリに保存できます。読み値はスキャン中のみ保存され、すべて

の読み値にタイムスタンプが自動的に付けられます。新しいスキャンを開始するたびに、メモリに保存されていた前回の

スキャンの読み値はすべてクリアされます。このため、現在メモリに保存されている測定値は、すべて最新のスキャンで取

得されたものです。

スキャンリストの掃引開始を制御するイベントまたはアクションを構成することができます(掃引とは、スキャンリスト全体を

1回スキャンすることです)。

– 測定器の内蔵タイマーを使用して、特定の間隔で自動的にスキャンを実行することができます(以下の図を参

照 )。また、スキャンリストのチャネル間の時間遅延をプログラムすることもできます。

– フロントパネルで[Scan/Start]を繰り返し押すことにより、スキャンを手動で制御できます。

– リモートインタフェースからソフトウェアコマンドを送信することにより、スキャンを開始できます。

– 外部TTL互換トリガパルスを受信したときにスキャンを開始できます。

– モニター中のチャネルでアラーム条件が記録されたときにスキャンを開始できます。
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外部測定器によるスキャン

DAQ970A/DAQ973Aを信号ルーティングまたは制御アプリケーションに使用できます。マルチプレクサ・プラグイン・モジュー

ルをインストールすればDAQ970A/DAQ973Aを使って外部機器によるスキャンを実行できます。外部測定器 (DMMな

ど)は、マルチプレクサのCOM端子に接続できます。

外部測定器によるスキャンを制御するために、2本の制御ラインが用意されています。DAQ970A/DAQ973Aと外部機器

を適切に設定すると、2台の機器の間でスキャンシーケンスを同期できます。
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マルチファンクションモジュール

マルチファンクションモジュール(DAQM907A)は、システムに2つの測定入力機能 (デジタル入力とイベント積算 )を追加し

ます。

マルチファンクションモジュールには、デュアル電圧出力 (DAC)も備わっています。詳細については、トランスデューサーとセ

ンサーを参照してください。

デジタル入力

マルチファンクションモジュールには2つのアイソレートされていない8ビット入力／出力ポートがあり、デジタルパターンの読

み取りに使用できます。ポート上のビットのライブステータスを読み取ることも、デジタル読み取りを含めるようにスキャンを

構成することもできます。各ポートはモジュール上で異なるチャネル番号を持ち、8ビット長です。2つのポートを組み合わ

せて16ビットワードを読み取ることもできます。

トータライザー

マルチファンクションモジュールには26ビットのトータライザーがあり、100 kHzのレートでパルスをカウントできます。トータラ

イザーカウントは手動で読み取ることも、スキャンを構成して読み取ることもできます。

トータライザーが入力信号の立ち上がりエッジでカウントを行うのか、立ち下がりエッジでカウントを行うのかを構成できま

す。最大カウントは67,108,863(226 -1)です。カウントは、最大許容値に達した後、「0」にロールオーバします。トータライ

ザーの構成により、読み取り時にカウントが変化しないようにすることも、カウントをとばさずに0にリセットすることもできま

す。
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制御出力

DAQ970A/DAQ973Aは、信号ルーティングと測定の他に、単純な制御出力を供給するためにも使用できます。例え

ば、アクチュエータモジュールまたはデジタル出力チャネルを使用して、外部ハイ・パワー・リレーを制御できます。

マルチファンクションモジュール

マルチファンクションモジュール(DAQM907A)は、システムに2つの制御出力機能 (デジタル出力と電圧 (DAC)出力 )を追加

します。

マルチファンクションモジュールには、デジタル入力およびイベントトータライザー機能も備わっています。詳細については、

マルチファンクションモジュールを参照してください。

デジタル出力

マルチファンクションモジュールには2つのアイソレートされていない8ビット入力／出力ポートがあり、デジタルパターンの出

力に使用できます。各ポートはモジュール上で異なるチャネル番号を持ち、8ビット長です。2個のポートを結合して、16
ビットワードを出力できます。

電圧 (DAC)出力

マルチファンクションモジュールには、±12 V以内の校正済み電圧を18ビットの分解能で出力できる、2つのアナログ出力

があります。各DAC(デジタル／アナログコンバータ)チャネルは、他のデバイスのアナログ入力制御のためのプログラム可

能な電圧源として使用できます。簡略化した図を、以下に示します。
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出力電圧は、±12 VDC間の値 (100 μV刻み)に設定できます。各DACはグランド基準であり、フローティングにすることは

できません。各DACチャネルは、出力電圧モード中、最大15 mAの電流を供給できます。またはDACを、±24 mA間の

電流 (0.2 μA刻み)を出力する定電流モードに設定することもできます。

各DACチャネルは、最大24 mAの電流を供給できます。

各スロット (2つのDACチャネル)の出力電流は、40 mAを超えないようにする必要があります。

アクチュエータ／汎用スイッチ

DAQM903Aアクチュエータは、外部パワーデバイスの制御に多く用いられるため、制御出力と見なすことができます。この

アクチュエータは、独立した20個のアイソレートされたフォームC(SPDT)スイッチを提供します。

各チャネルは、最大300 VdcまたはAC rmsのスイッチングが可能です。また、各スイッチは、最大1 A (DCまたはAC rms)、
最大50 Wまでのスイッチングが可能です。例えば、120 Vでスイッチングできる最大電流は、以下に示すように0.45 Aと
なります。
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制御アプリケーションの場合、アクチュエータには以下の利点があります。

デジタル出力チャネルよりも、電圧およびパワー定格が大きいです。アクチュエータスイッチは、パワーデバイスの制御にも

使用できます。

ただし、ハイ・パワー・デバイスと組み合わせて使用する場合は、最大リレー寿命を保証するために、容量性および誘導

性負荷からスイッチを保護することが重要です。

アッテネータの詳細については、アッテネータの使用を参照してください。
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フロント・パネル・メニュー・リファレンス
以下の表に、フロント・パネル・キーとメニュー構造をまとめます。

キー 説明

– スキャン／デジタイズプロセスを開始／停止するか/デジタイズするプロセス／処理、シングル掃引

を手動トリガモードで実行します。

– 1回押すと、スキャン／デジタイズが始まります。押し続けると、操作が停止します。

– スキャン／デジタイズ実行中は、キーのバックライトがオンになります。

– DMMデジタイズおよびデジタイザデータ収集モードでは、自動保存の実行中にもキーのバックライ

トがオンになります。

– スキャンデータ収集モードでは、測定器は自動的に、スロット1からスロット3の順で、構成された

チャネルをスキャンします。構成されていないチャネルはスキップされます。

– DMMデジタイズデータ収集モードでは、測定器は、1つの構成されたチャネルに対して、DMMデジタ

イズ動作を自動的に開始します。

– デジタイザデータ収集モード (DAQM909Aプラグインモジュールでのみサポート )では、測定器は、構

成されたすべてのチャネルに対する同時デジタイズ動作を、自動的に開始します。

– 測定器のトラブルシューティングや重要な信号の観察に役立つ、チャネルの測定データをモニター

します。

– モニター測定を数値、バーメータ、トレンドチャート、ヒストグラム形式で表示するように選択できま

す。

– モニタリングがオンの間は、キーのバックライトがオンになります。モニターインジケーターも表示され

ます。モニタリングが実行されているときは、サンプルインジケーターは点滅します。デジタイザデータ

収集モードをオンにした場合、キーのバックライトはオフになりますが、インジケーターは引き続き画

面に表示され、モニター動作がバックグラウンドで実行されていることを示します。

– モニタリングモードを停止し、[Home]メニューページに戻るには、[Monitor]メニューでこのキーをもう一

度押します。

– ホームページが表示され、測定器情報およびヘルプ項目のリストが、選択したローカル言語で表

示されます。

– 使用するデータ収集モード (スキャン、DMMデジタイズ、またはデジタイザ)を選択します。

– 歪みチャネルのオフセットを測定します。

– 4つのアラーム出力ハードウェアラインを構成します。

– 各種のユーザープリファレンスを構成します。

– スキャンされたメモリ読み値を表示します。

– デジタイズされた読み値を表示します。

– アラーム待ち行列を表示します。

– エラー待ち行列を表示します。

– パワー解析を実行して表示します。

– チャネルにラベルを付けます。

– スイッチングチャネルのスイッチをクローズまたはオープンします。

– 測定機能を選択します。

– 測定レンジまたはオートレンジを選択します。
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– 測定時間を選択します。

– 高度な測定機能を構成します。

– 各掃引を開始するもの、または掃引間の間隔、およびスキャンの掃引回数を構成します。

– デジタイザのサンプルタイマー、サンプルカウント、トリガ設定を指定します。

– 現在のチャネルの測定スケーリング(mX+b、%、dBm、またはdB)を構成します。

– 選択したチャネルの測定構成を、他のチャネルにコピーします。

– 選択したチャネルのアラームを構成します。この測定器には、構成可能なアラームが4つあります。

– セルフテストを行います。

– 校正を行います。

– 自動校正を行います。測定器のセキュリティ(NISPOM)機能を実行します。

– ファームウェアをアップデートします。

– モジュールのスキャンリストの概要を表示します。

– モジュールリセットを実行します。

– モジュールにラベルを付けます。

– 内蔵DMMの情報を表示します。

– モジュールのリレーサイクルの情報を表示します。

– 測定器のステートファイル(.sta拡張子 )およびプリファレンスファイル(.prf拡張子 )を保存およびリコー

ルします。

– ファイルを管理します。

– トレンドチャートまたはヒストグラムから読み値を保存します。

– 画面イメージをキャプチャおよび保存します。

– 測定器の工場リセットとシステムのプリセットを行います。

– フロントパネルのUSBドライブへデータロギングを行います。

– フロントパネルのUSBドライブにデジタイザデータを自動保存します。

– 測定器がリモートのときに、ローカル制御に戻します。
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[Scan/Start]キー

フロントパネルの[Scan/Start]キーを押すと、スキャンまたはデジタイズ動作が開始されるか、手動トリガモードの場合は

シングル掃引／記録が実行されます。手動トリガモードの選択時に[Scan/Start]キーを使用する方法の詳細について

は、[Interval]メニューを参照してください。

スキャンの実行中は、[Scan/Start]キーのバックライトがオンになります。スキャンまたはデジタイザ動作を停止するには、

[Scan/Start]キーを2秒より長い時間押し続けます。スキャンデータ収集モードでは、動作が終了すると「Scan stopped」
が表示されます。同様に、DMMデジタイズおよびデジタイザデータ収集モードでは、動作が終了すると「DMMデジタイズ

が停止しました(DMM Digitize stopped)」あるいは「デジタイザが停止しました(Digitizer stopped)」が表示されます。

DMMデジタイズ／デジタイザデータ収集モードで、[Save Recall]メニューをオンにした場合、フロントパネ

ルのUSBポートにUSBドライブが接続されたことを測定器が検出するまで、デジタイズ動作は開始さ

れません。

64 Keysight DAQ970A/DAQ973Aユーザーズガイド

3 特長と機能



[Monitor]メニュー

[Monitor]メニューの機能は、Digitizerデータ収集モードでは使用できません。

Scan/DMM Digitizeモードで、[Monitor]キーを押すと、選択されたチャネルの測定データを、モニターできます。モニタリン

グがオンの間は、キーのバックライトがオンになります。モニターインジケーターも表示されます。モニター測定が実行され

ているときは、サンプルインジケーターは点滅します。

Scanモードで、計算チャネル(チャネル401～420)を除く、すべてのチャネルのモニターデータを表示できます。計算チャネ

ルのモニタリングは、スキャン中のみ使用可能で、最新の掃引の読み値のみが表示されます。DAQM907AデジタルI/O
チャネルおよびトータライザーチャネルのモニターデータは、スキャンリスト内になくても表示できます。

モニター測定は、スキャンがアイドル状態のとき、またはスキャンの掃引間に、繰り返し実行されます。モニタリングモード

を停止し、[Home]メニューページに戻るには、[Monitor]メニューページで[Monitor]キーを再度押します。

DMMデジタイズモードでは、DMMデジタイズ用に設定された単一チャネルのモニタリングデータだけを表示できます。デー

タは数値のみで表示され、[Peak On/Off]ソフトキーが[On]になっている場合には、関連する最小値、最大値、p-pデー

タが表示されます。

一方、Scanモードでは、モニターデータの表示フォーマットを、[Number]、[Bar Meter]、[Trend Chart]、または

[Histogram]から選択できます。設定するには、[Display]ソフトキーを押して表示モードを選択します。ソフトキーの例を

以下に示します。
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Number

読み値を数値として表示します。

ソフトキー 説明

Peak On/Off [Peak]ソフトキーを押すと、測定アパーチャ内で収集された最小値、最大値、p-p値の測定を

[On]または[Off]にできます。

Clear Peaks [Clear Peaks]ソフトキーを押すと、ピーク値の読み値をリセットできます。これは、p-p機能の積

算履歴をクリアすることによって行われます。

[Clear Peaks]ソフトキー、は[Peak]が[On]に設定されている場合のみ表

示されます。

Clear Mon Data モニターチャネルの統計、トレンドチャート、ヒストグラムをクリアするには、[Clear Mon Data]ソフ

トキーを押します。

[Clear Mon Data]ソフトキーは、[Statistics]が[Show]に設定されている場

合のみ表示されます。

Statistics
Hide/Show

モニターチャネルの測定統計を表示または非表示にするには、[Statistics]ソフトキーを押しま

す。モニターチャネルの統計は、モニターモードをオンにするか、モニターチャネルが変更される

か、モニターチャネルの構成が変更されるとクリアされます。
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バーメータ

バーメータは、標準の数値ディスプレイの下に、可動バーを追加します。

ソフトキー 説明

Scale Default [Default]は、スケールに測定レンジを設定します。

Manual

[Manual]を使用すると、スケールを[High]および[Low]値として、または[Center]を中心とする

[Span]として構成できます。例えば、-500Ωの[Low]から1000Ωの[High]に至るスケールは、250
Ωの[Center]と1500Ωの[Span]としても指定できます。

Limits [Limits]は、スケールにアラームリミットを設定します。

このソフトキーは、選択されたチャネルのアラームを、フロントパネルの

[Alarm]キーを押して構成した場合のみ利用できます。

Peak On/Off [Peak]ソフトキーを押すと、測定アパーチャ内で収集された最小値、最大値、p-p値の測定を

[On]または[Off]にできます。

Clear Peaks [Clear Peaks]ソフトキーを押すと、ピーク値の読み値をリセットできます。これは、p-p機能の積

算履歴をクリアすることによって行われます。

[Clear Peaks]ソフトキー、は[Peak]が[On]に設定されている場合のみ表示さ

れます。

Clear Mon Data モニターチャネルの統計、トレンドチャート、ヒストグラムをクリアするには、[Clear Mon Data]ソフト

キーを押します。

[Clear Mon Data]ソフトキーは、[Statistics]が[Show]に設定されている場合の

み表示されます。

Statistics
Hide/Show

モニターチャネルの測定統計を表示または非表示にするには、[Statistics]ソフトキーを押しま

す。モニターチャネルの統計は、モニターモードをオンにするか、モニターチャネルが変更される

か、モニターチャネルの構成が変更されるとクリアされます。
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トレンドチャート

連続測定モードでは、トレンドチャートが、時間経過によるデータトレンドを示します。データが収集され、以下に示すよ

うに、ピクセルカラムで表示されます。

ソフトキー 説明

Recent/All [Recent/All]ソフトキーは、トレンドチャートにすべての測定 ([All])が表示されるか、最新の測定

([Recent])が表示されるかを指定します。どちらを選択しても、読み値メモリはクリアされませ

ん。[All]モードでは、取り込まれて左から右へ組み立てられたすべての読み値が、トレンド

チャートに表示されます。表示が埋まった後は、ディスプレイの右側から新しいデータが追加さ

れるごとに、ディスプレイの左側が圧縮されていきます。[Recent]モードでは、指定された期間

に取得されたデータが、トレンドチャートに表示されます。

Vertical Scale Default [Default]は、スケールに測定レンジを設定します。

Auto [Auto]は、現在画面上に表示されている線に合わせて、スケールを自動的に調整します。

Manual

[Manual]を使用すると、スケールを[High]および[Low]値として、または[Center]を中心とする[Span]と
して構成できます。例えば、0 Vの[Low]から5 Vの[High]までのスケールは、2.5 Vの[Center]と5 Vの
[Span]としても指定できます。

Limits [Limits]は、スケールにアラームリミットを設定します。

このソフトキーは、選択されたチャネルのアラームを、フロントパネルの

[Alarm]キーを押して構成した場合のみ利用できます。

Autoscale
Once

[Autoscale Once]ソフトキーを押すと、スクリーンに表示されているスキャン済みメモリ読み値に

基づいて、トレンドチャートの垂直軸が自動的に1回だけスケーリングされます。またこれによ

り、[Vertical Scale]モードが[Manual]に設定されます。

Clear Mon Data モニターチャネルの統計、トレンドチャート、ヒストグラムをクリアするには、[Clear Mon Data]ソフ

トキーを押します。

[Clear Mon Data]ソフトキーは、[Statistics]が[Show]に設定されている場合の

み表示されます。

Statistics
Hide/Show

モニターチャネルの測定統計を表示または非表示にするには、[Statistics]ソフトキーを押しま

す。モニターチャネルの統計は、モニターモードをオンにするか、モニターチャネルが変更される

か、モニターチャネルの構成が変更されるとクリアされます。
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ヒストグラム

ヒストグラムは、分布を示すグラフとして測定データを表示します。データは、ヒストグラム表示の垂直バーによって表され

るビンにグループ化されます。

ソフトキー 説明

Cursors Cursors
Off/ On

[Cursors]ソフトキーを押すと、ヒストグラムのカーソルを[On]または[Off]にできます。

B1 カーソルB1(紫色の垂直点線 )の位置を調整するには、ノブまたは矢印キーを使用します。

B2 カーソルB2(緑色の垂直点線 )の位置を調整するには、ノブまたは矢印キーを使用します。

Clear Mon Data モニターチャネルの統計、トレンドチャート、ヒストグラムをクリアするには、[Clear Mon Data]ソフト

キーを押します。

[Clear Mon Data]ソフトキーは、[Statistics]が[Show]に設定されている場合の

み表示されます。

Statistics
Hide/Show

モニターチャネルの測定統計を表示または非表示にするには、[Statistics]ソフトキーを押しま

す。モニターチャネルの統計は、モニターモードをオンにするか、モニターチャネルが変更される

か、モニターチャネルの構成が変更されるとクリアされます。
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ヒストグラムのカーソルはビン数で指定され、それらのビンがカバーする値のレンジ、カウント、全体に占める%を表示しま

す。カーソルビン間の全カウント数、全体に占める%、カバーされる測定レンジも表示されます。

以下の例では、カーソルB1(紫色の垂直線 )はビン番号30に位置し、カーソルB2(緑色の垂直線 )はビン番号50に位置

しています(ビン番号は、[B2]ソフトキーの上に表示されています)。カーソルB1のビン情報は紫色のボックス内に表示され

論理積カーソルB2のビン情報は緑色のボックス内に表示されています。

上の例に基づくと、カーソルB1の情報は次のように解釈できます。

– 0.126 m to 0.120 m - このビンのDCV値の測定レンジ。

– #443 - このビン内のサンプル数。

– 1.19 % - このビン内のサンプル数の全体に占める%。

B1カーソルとB2カーソルの間のデータ(B1およびB2ビンのデータを含む)が、紫色および緑色のボックスの右に表示されま

す。上記の図は、以下の情報を示しています。

– Span: 0.126 m - B1～B2でカバーされる測定レンジ。

– #15.6k - B1～B2のサンプル数。

– 42.1 % - B1～B2のサンプル数の全体に占める%。
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[Home]メニュー

[Home]キーを押して、測定器の[Home]ページを表示します。[Home]ページでは、測定器の現在のステータスと動作の

概要がメイン画面に表示されます。[Home]メニューでは、測定器のヘルプ項目にアクセスしたり、測定器の収集モー

ド、歪みオフセット、アラーム出力ハードウェアライン、ユーザープリファレンスといったさまざまな設定を指定したりすること

もできます。

モニタリングモードが停止すると、測定器は[Home]メニューページに戻ります。

データ収集モード

[Acquire]ソフトキーを押して、データ収集モードを選択します。

ソフトキー 説明

Acquire Scan 測定器は、設定されたすべてのチャネルを継続的にスキャンして、測定を実行します。

DMM
Digitize

測定器は、設定された1つのチャネルの信号を、内蔵DMMを使用してデジタイズします。

Digitizer 測定器は、装着されているDAQM909Aプラグインモジュールのそれぞれに対して、設定された最

大4つのデジタイザチャネルを、DAQM909Aのオンボードデジタイザを使用して同時にデジタイズ

します。すなわち、DAQ970A/DAQ973Aに3台のDAQM909Aプラグインモジュールがインストールされ

ている場合、最大12の設定されているチャネルを同時にデジタイズできます。この機能は測定

器の内蔵DMMでなくDAQM909Aのオンボードデジタイザを使用するため、スキャンまたはDMM
データ収集動作と並列に実行することもできます。

[Digitizer]ソフトキーは、メインフレームにDAQM909Aモジュールが装着され

ている場合のみ使用できます。
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Strain offset

このソフトキーは、チャネルを歪み測定用に構成したときだけ利用可能になります。

DAQM900A、DAQM901A、DAQM902A、DAQM908A、DAQM909Aモジュールがある場合に、[Channel] >
Measureを押して、STRAINを選択します。詳細については歪みを参照してください。

歪みオフセットは無歪み値としても知られています。オフセット値を測定するチャネルを1つまたは複数選択できます。歪

み計算式では、このオフセット値が測定結果の計算時に自動的に使用されます。
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歪みオフセットを構成するには、以下の手順を実行します。

1. ノブまたはフロントパネルの矢印キーを使用してリスト内を移動し、[Select]ソフトキーを押して、強調表示された

チャネルに対する歪みオフセット測定をオンにします。現在選択されているチャネルには、"X"マークが付いています。

強調表示されているチャネルのオフセット測定をオフにするには、[Select]ソフトキーをもう一度押します。このソフト

キーを押すと、[Measure Now]ソフトキーと[Clear Offsets]ソフトキーがオンになります。

2. [Select All]を押すと、リストされているすべてのチャネルのオフセット測定がオンになります。リストされているすべての

チャネルのオフセット測定をオフにするには、このソフトキーをもう一度押します。

3. [Measure Now]を押すと、選択されたチャネルでオフセット値がすぐに測定されます。オフセット読み値は、以下のよ

うに画面に表示されます。

4. 選択されたチャネルの歪みオフセット値をすぐにクリアして0にする場合は、[Clear Offsets]ソフトキーを押します。
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アラーム出力

4つのアラーム出力ハードウェアラインを構成します。リアパネルのExt Trig/Alarmsコネクタで、4つのTTL互換アラーム出力

を使用できます。これらのハードウェア出力は、外部アラームライトやサイレンをトリガしたり、制御システムにTTL互換パ

ルスを送信したりするために使用できます。アラームは構成済みの任意のチャネルに割り当てることができ、複数のチャ

ネルを同じアラーム番号に割り当てることができます。各アラーム出力ラインは、そのアラーム番号に割り当てられたすべ

てのチャネルの論理和を表します(対応するチャネルのいずれかにアラームが発生すると、ラインにパルスが出力されま

す)。

[Alarm Out]ソフトキーを押して出力アラームを設定します。

ソフトキー 説明

Clear Alarm 1 指定したアラーム出力ライン(Alarms1～4)のステートをクリアします。

Alarm 2

Alarm 3

Alarm 4

Clear All 4つすべてのアラーム出力ラインのステートをクリアします。

Mode Latch アラーム出力は、チャネルの読み値がリミットを超えるとオンになり、手動でクリアするか、新し

いスキャンを開始するか、電源を入れ直すまでオンのままになります。

Track アラーム出力は、チャネルの読み値がリミットを超えるとオンになり、後続の読み値が依然とし

てリミットを超えている間だけはオンのままになります。読み値がリミット内に戻ると、出力は自

動的にクリアされます。

Out Alarm Neg アラーム(0 V(TTL互換ローレベル))を示す4つすべてのアラーム出力ラインのレベルを設定しま

す。

Pos アラーム(3.3 V(TTL互換ハイレベル))を示す4つすべてのアラーム出力ラインのレベルを設定しま

す。

ヘルプトピック

測定器情報およびヘルプトピックのリストを、選択したローカル言語で表示します。詳細については内蔵ヘルプシステム

の使用を参照してください。
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ユーザー設定

ユーザーが測定器を操作する方法を制御するユーザープリファレンスを構成します。これらの設定は不揮発性メモリに

記憶されますが、プリファレンス(.prf)ファイルに保存することもできます。

I/O

LANおよびUSBインタフェース経由でのリモート操作用のI/Oパラメータを構成します。

ソフトキー 説明

SCPI ID [SCPI ID]は、識別クエリ(*IDN?コマンド )によって返されるメーカーおよびモデル番号を決定します。シリアル

番号とバージョン情報は影響を受けません。この設定を使用して、メーカーまたはモデル番号が検証され

る既存のテスト・システム・コードが変更されないようにします。また、Keysight 34970Aおよび34972Aとの下

位互換性を最大化します。デフォルトの設定では、"Keysight Technologies"に続いて、モデル番号

"DAQ970A"を返します。詳細については、『Keysight DAQ970A/DAQ973A Programming Guide』に記載されてい

る*IDN?コマンドとSYSTem:PERSona Subsystemコマンドを参照してください。

重要：測定器のファームウェアをリモートからアップデートするには、*IDN?応答内のモデル番号が、測定器

の実際のモデル番号と一致する必要があります。リモートからファームウェアをアップデートしようとしたとき

に、測定器の*IDN?応答が別の測定器のものに変わっている場合は、"The instrument is not supported by
this firmware file"というエラーが表示されます。ファームウェアをアップデートするには、フロントパネルの手順

を使用するか、リモートから行う場合は、SYSTem:PERSona:MODelを使用して*IDN?に実際のモデル番号と

一致する番号を設定し、ファームウェアをアップデートしてから、SYSTem:PERSona:MODelを再度使用して他

方のモデル番号を設定してください。

LAN On/Off LANインタフェースのオン／オフを参照。

LAN Setting LAN設定を参照。

LAN Reset LANサービスを参照。

USB Setting USB設定を参照。
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Power On

測定器の電源投入時のステートと電源投入時メッセージを構成します。

ソフトキー 説明

Power On Last 電源投入時には、前回の電源オフ時のステートがロードされます。

User
Defined

電源投入時には、ユーザーが選択したステートファイルがロードされます。

Factory
Defaults

電源投入時には、工場設定ステートがロードされます。

Power On
Message

[Power On Message]は、測定器の電源投入時、および[Home] > [Help] > [About]を押したときに表

示されるメッセージを設定します。フロントパネルの矢印キーおよび[Select]キーを使用して文字を

選択します。そして[Done]を押すと、設定が終了し、メッセージが保存されます。このメッセージ

は、測定器の電源投入時や[Home] > [Help] > [About]を押したときに、表示されます。

Displayオプション

測定器のディスプレイを設定します。

ディスプレイのオンまたはオフ、輝度の調整 (10～100 %)、カラースキームの指定、スクリーンセーバーのオンまたはオフを

行うことができます。ディスプレイをオフにした場合、フロントパネルの任意のキーを押すと再度オンになります。デフォルト

では、長時間動作していないときにスクリーンセーバーによってディスプレイを暗くすることで、ディスプレイの寿命を延ばす

ことができます。スクリーンセーバーはフロントパネルからのみオフにすることができます。電源を入れ直したとき、測定器リ

セット (*RST)後、またはローカル操作 (フロントパネル操作 )に戻したときに、ディスプレイはオンになります。[Local]キー

([Save Recall]キー)を押すと、ローカルステートに戻ります。

DMM On/Off

内蔵DMMをオンまたはオフにします。 インジケーターは、内蔵DMMがオフのときに表示されます。無効化すると、

DMMデジタイズオプションはデータ収集モードを選択しても表示されません。

Language

フロントパネルで使用するローカル言語を選択します。

すべてのメッセージ、コンテキスト依存ヘルプ、ヘルプトピックが、選択した言語で表示されます。メニューソフトキーのラベ

ルは翻訳されていません。
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Date/Time

リアルタイムクロックの日付と時刻を24時間フォーマットで設定します。リアルタイムクロックは、タイムゾーンの変更または

サマータイムにより自動調整されることはありません。測定器を最初に受領したら、忘れずに日時を設定してください。ノ

ブまたはフロントパネルの矢印キーを使用して、年、月、日、時間、分を設定します。

Number Format

[Number Format]は、フロントパネルでの数字の表示方法 (12,345.6または12.345,6)を指定します。別の選択肢も存在

します。例えば、スペースを区切りに使用することもできます。

ブザー

フロントパネルまたはリモートインタフェースから生成されたエラーに関連する音 ([Beeper])、またはキーが押されたときのク

リック音 ([Key Click])をオンまたはオフにします。
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[View]メニュー

フロントパネルの[View]を押すと、スキャンされたメモリ読み値、デジタイズされた読み値、アラーム待ち行列、またはエ

ラー待ち行列を表示できます。[View]メニューでは、さまざまなポストプロセッシング測定と、デジタイズされた読み値に対

するパワー解析も行うことができます。

[View]メニューのオプションは、[Home]メニューで選択したデータ収集モード ([Home] > [Acquire] >
[Scan]、[DMM Digitize]または[Digitizer])によって異なります。

スキャンモードの[View]メニュー

表示モードの選択

[Display]ソフトキーを押して、ディスプレイモードを選択します。

List

スキャン済みメモリ読み値を、リスト形式で表示します。ノブと上下矢印キーを使って、さまざまなページの読み値内をス

クロールします。

78 Keysight DAQ970A/DAQ973Aユーザーズガイド

3 特長と機能



ソフトキー 説明

Browse First Page [First Page]ソフトキーを押すと、ディスプレイ上のスキャンリストが1ページに戻ります。

Last Sweep [Last Sweep]ソフトキーを押すと、最新の掃引の読み値が表示されます。

トレンドチャート

スキャン済みメモリ読み値を、トレンドチャート形式で表示します。ノブと上下矢印キーを使って読み値内をスクロールし

ます。

トレンドチャートを設定するには、[Settings]ソフトキーを押して、トレンドチャート設定メニューを表示します。

ソフトキー 説明

Vertical Scale Default [Default]は、スケールに測定レンジを設定します。

Auto [Auto]は、現在画面上に表示されている線に合わせて、スケールを自動的に調整します。

Manual

[Manual]を使用すると、スケールを[High]および[Low]値として、または[Center]を中心とする[Span]とし
て構成できます。例えば、0 Vの[Low]から5 Vの[High]までのスケールは、2.5 Vの[Center]と5 Vの[Span]
としても指定できます。

Autoscale
Once

[Autoscale Once]ソフトキーを押すと、スクリーンに表示されているスキャン済みメモリ読み値に基

づいて、トレンドチャートの垂直軸が自動的に1回だけスケーリングされます。またこれにより、

[Vertical Scale]モードが[Manual]に設定されます。
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Advanced Pan [Pan]ソフトキーを押して、画面中央に表示するメモリ内の読み値を選択します。任意の矢印

キーを押してから放すと、画面上のカーソルが1ピクセル移動します。矢印キーを押し続けると、

カーソルが20ピクセル単位で移動します。

表示されるデータのピクセル数は、ズームレベルに応じて異なります。

Zoom [Zoom]ソフトキーを押して、ノブまたは上／下矢印キーを使用すると、ズームの量を%で選択で

きます。トレンドチャートのズームの%は、0.02 %、0.05 %、0.1 %、0.2 %、0.5 %、1 %、2 %、5 %、10
%、20 %、50 %、100 %、200 %、500 %、または1000 %から選択できます。

一度に1つの読み値をパンするには、ズームレベルを1000 %に設定します。

必要な読み値を選択した後、必要であればズームレベルを下げて、周りの

信号を表示することもできます。

Cursors トレンドチャート上のX1、X2、Y1、Y2、トラッキングの各カーソル(線で表示 )を表示および制御しま

す。Xカーソルはサンプルまたは時間軸に沿った垂直線であり、Yカーソルは測定 (振幅 )軸に沿っ

た水平線で、単位は選択された測定の単位です。

– [Off]ソフトキーを押すと、表示されているカーソルをオフにできます。

– [X Only]ソフトキーを押すと、X1およびX2カーソルが表示されます。[X1]または[X2]ソフトキーを押

し、ノブまたは矢印キーを使用すると、X軸 (時間 )に沿ってカーソル位置を調整できます。X1
カーソルとX2カーソルの間の距離を一定に保つには、[ΔX Lock]ソフトキーを押して[On]にしま

す。各ポイントの値と2つのポイントの差が、トレンドチャートの下に表示されます。

– [Y Only]ソフトキーを押すと、Y1およびY2カーソルが表示されます。[Y1]または[Y2]ソフトキーを押

し、ノブまたは矢印キーを使用すると、Y軸 (振幅 )に沿ってカーソル位置を調整できます。Y1
カーソルとY2カーソルの間の距離を一定に保つには、[ΔY Lock]ソフトキーを押して[On]にしま

す。Y1またはY2カーソルを、トレンドチャート上にカーソルが表示される値に設定するには、

[Y1]または[Y2]ソフトキーを押した後 [Place Yn on Screen]ソフトキーを押します。各ポイントの値

と2つのポイントの差が、トレンドチャートの下に表示されます。

– [X and Y]ソフトキーを押すと、すべてのXおよびYカーソルをトレンドチャート上に表示できます。

[X1]、[X2]、[Y1]、または[Y2]ソフトキーを押し、ノブまたは矢印キーを使用すると、それぞれの

軸に沿ってカーソル位置を調整できます。各ポイントの値と2つのポイントの差が、トレンド

チャートの下に表示されます。

– [Track Rdng at X]を押すと、トレンドチャート上の任意の2つのポイントの時間と振幅を表示で

きます。最初に、[X1]および[X2]ソフトキーを使用して2つの読み値を選択し、カーソルX1とX2
を時間軸上の必要なポイントに配置します。Y1およびY2カーソルは、それぞれX1およびX2
カーソルの位置を自動的にトラッキングし、X1およびX2カーソルの振幅軸の値を表示します。

各ポイントの値と2つのポイントの差が、トレンドチャートの下に表示されます。X1カーソルとX2
カーソルの距離を固定するには、[ΔX Lock]ソフトキーを押します。

– XおよびYのデータと、デルタXおよびYのデータをスクリーンショットとして記録するには、フロント

パネルのスクリーンショットユーティリティではなく、Web UIのスクリーンショットを撮ってください。

Reset Pan [Reset Pan]ソフトキーを押すと、中心読み値が"0"に設定されます。
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トレンドチャートで[Track Rdng at X]機能を使用した例を次に示します。紫色の点線はカーソルX1、Y1で、緑色の点線

はカーソルX2、Y2です。各ポイントの値と2つのポイントの差が、トレンドチャートの下に表示されます。

ヒストグラム

スキャン済みメモリ読み値を、ヒストグラム形式で表示します。

[Settings]ソフトキーを押して、[Cursors]メニューにアクセスします。

ソフトキー 説明

Cursors Cursors
Off/ On

[Cursors]ソフトキーを押すと、ヒストグラムのカーソルを[On]または[Off]にできます。

B1 カーソルB1(紫色の垂直点線 )の位置を調整するには、ノブまたは矢印キーを使用します。

B2 カーソルB2(緑色の垂直点線 )の位置を調整するには、ノブまたは矢印キーを使用します。

[Refresh]ソフトキーを押すと、ヒストグラムが再計算され、新しい読み値が表示されます。
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Statistics

選択したチャネルのスキャン済みメモリ読み値を、統計形式 (最大、最小、ピーク・ツー・ピーク、平均、標準偏差 )で表

示します。[Statistics]を押すごとに、統計が表示されるチャネルが切り替わります。また、[Pk Times]を押すと、チャネルご

との最小および最大の読み値の発生時間が表示されます。

アラーム待ち行列の表示

[View]メニューページで[Alarms]ソフトキーを押すと、アラーム待ち行列内の最初の20個のアラーム(読み値およびタイム

スタンプを含む)が表示されます。このアラーム待ち行列を表示できるのは、フロントパネルの[Alarm]キーを押して、選択

したチャネル上でアラームリミットが構成されている場合だけです。詳細については、[Alarm]メニューを参照してください。

エラー待ち行列の表示

[View]メニューページで[Errors]を押すと、エラー待ち行列内の最大20個のエラーが表示されます。エラーインジケーター

は、ユーザーが読み取るとクリアされます。フロントパネルのエラーインジケーターがオンになった場合は、1つ以上のコ

マンド構文、コマンド実行、またはハードウェアにエラーが検出されたことを示しています。測定器のエラー待ち行列に

は、最大20件のエラー記録を保存できます。エラーは、先入れ先出し(FIFO)の順序で読み取られます。つまり、先に返

されたエラーが、先に保存されたエラーです。エラーは、読み取るとクリアされます。待ち行列からすべてのエラーを読み

取ると、エラー(ERR)インジケーターがオフになり、エラーはクリアされます。測定器は、エラーが発生するたびにビープ音を

1回鳴らします。20個を超えるエラーが発生した場合は、待ち行列に保存された最後のエラー(最新のエラー)が"Error
queue overflow"に置き換わります。待ち行列からエラーを削除しないと、これ以降のエラーは保存されません。エラー待

ち行列を読み取ったときにエラーが発生していなかった場合、測定器は"No error"で応答します。
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DMMデジタイズまたはデジタイザモードの[View]メニュー

表示モードの選択

[Display]ソフトキーを押して、ディスプレイモードの[Trend]または[Power]のいずれかを選択します。

デフォルトでは、[Trend]オプションが表示されます。[Power]オプションが[Display]メニューで使用可能な

のは、測定器の収集モードが[Home]メニューで[Digitizer]に設定され、[Pwr.[Alys]オプションが[Channel]
メニューでオンにされている場合に限ります。詳細については、を参照してください。
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[All/Detail]ソフトキー

[All/Detail]ソフトキーを押すと、トレンドグラフのディスプレイへの表示方法を切り替えることができます。

DMMデジタイズデータ収集モードの場合、[All/Detail]ソフトキーは、401個以上のデジタイズされたサン

プルが存在する場合に限って使用できます。

[All]ビュー

[All]を選択すると、デジタイズされたすべてのサンプルが画面上に表示されます。これにより、デジタイズされたすべてのサ

ンプルの概要を見ることができます。[All]表示では、デジタイズされたサンプル全体の中でウィンドウをパンして、最大

400,000個のサンプル(最大ウィンドウサイズ)を選択し、[Detail]ビューで画面に表示することができます。

下の図の例では、500,000個のサンプルがデジタイズされており、[All]ビューでは、500,000個のサンプルすべてが画面上

に表示されます。ウィンドウ内には400,000個のサンプル(読み値#50,000～#450,000)があり、中心は読み値#250,000
です。[Detail]ビューに切り替えた場合、読み値#50,000～#450,000だけが画面上に表示されます。

[Detail]ビュー

[Detail]ビューは、デジタイズされたサンプル全体のセットから必要なポイントを分離して、必要なポイントのポストプロセッ

シングを容易にするために使用できます。[Detail]ビューを選択すると、[All]ビュー内のウィンドウサンプルに基づいて、最

大400,000個のサンプルを表示します。
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[All]ビューの設定

ソフトキー 説明

Window
Center

[Window Center]ソフトキーを押し、ノブまたは矢印キーを使用して、ウィンドウの位置を画面上で移動

できます。ウィンドウ中央の読み値はウィンドウの上下のポインターで示され、数値がソフトキーの上に

表示されます。

Find Trigger [Find Trigger]ソフトキーを押すと、トリガポイントが検索され、トリガが発生したポイントに

ウィンドウの中央が配置されます。

Record [Record]ソフトキーを押し、ノブまたは矢印キーを使用してアーミングイベントのリストをスクロールすること

で、各アーミングイベント番号から収集されたデータサンプルのセットを表示できます。

重要：特定のレコードのデータが不完全な場合、レコードのデータは取得できません。

– 例1：デジタイザチャネルは、[Arm Count]＝1、[Sample Count]＝1,000,000に設定され、デジタイズ動作

が開始されています。1,000,000個のサンプルが収集される前に動作を中止した場合、中止前の最

初のレコードの収集データはすべて取得できません。

– 例2：デジタイザチャネルは、[Arm Count]＝3、[Sample Count]＝1,000,000に設定され、デジタイズ動作

が開始されています。3番目のレコードで1,000,000個のサンプルが収集される前に動作を中止した

場合、中止前の3番目のレコードの収集データはすべて取得できません。ただし、1番目と2番目の

レコードの収集データは取得できます。

[Record]ソフトキーが使用できるのは、データ収集モードとしてデジタイザが選択さ

れている場合に限ります([Home] > [Acquire] > [Digitizer])。

Find Peak [Find Peak]ソフトキーを押すと、デジタイズした大量のデータのセットに対してデシメーションを行うことが

できます。デシメーションプロセスを休止するには[Cancel]ソフトキーを押し、デシメーションプロセスを再

開するには[Resume Find Pk.]ソフトキーを押します。デシメートされたデータポイントは、元の値に戻すこ

とはできません。

デシメーション機能は、データスループットの向上に役立ちます。データの取りこぼしがないように、高い

サンプリングレートを使用して、各レコードに大量のデータを収集した場合でも、記憶されたすべての値

を返す必要はないことがあります。このような場合、デシメーションを適用すれば、サンプルの各グループ

から、実際にデジタイズされたサンプルの最小値と最大値だけが返されます。

Errors [Errors]ソフトキーを押すと、エラー待ち行列内の最大20個のエラーを表示できます。エラーインジケー

ターは、ユーザーが読み取るとクリアされます。
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[Detail]ビューの設定

Measure Settings

[Measure Settings]ソフトキーを押すと、マーカーの位置とデータ解析のモードを設定できます。

[Measure Settings]ソフトキーは、256個以上のサンプルがデジタイズされた後でのみ使用できます。

ソフトキー 説明

Analysis Quick M. [Quick M.]オプションを使用すると、最大4種類のクイック測定モードを加算して画面上に表示

できます。

解析用のクイック測定モードを選択するには、[Analysis] > [Quick M.]を押します。次に、ノブま

たは矢印キーを使用して、さまざまなオプションを参照します。必要なクイック測定オプションを

選択したら、[Add to List]ソフトキーを押して、表示されるクイック測定のリストに追加します。

使用可能なクイック測定オプションは次のとおりです。

– Rms:実効値

– DCycle:デューティーサイクル

– PWidth:正の幅

– NWidth:負の幅

– RTime:立ち上がり時間

– FTime:立ち下がり時間

– Period:周期

– Freq:周波数

Statistics [Analysis] > [Statistics]を押して、最小値、最大値、平均値、標準偏差といった統計データを

画面上に表示します。

Add to List [Add to List]ソフトキーを押して、選択したクイック測定モードを画面表示に追加します。最大

4つのクイック測定モードを画面に追加します。4種類を超える測定モードを追加した場合、

最後に追加した測定モードが最初の測定モードを置き換えます(FIFO動作 )。

Remove All [Remove All]ソフトキーを押して、画面に表示されたすべてのクイック測定モードを削除します。

Display
Off/On

[Display Off/On]ソフトキーを使用すると、クイック測定データまたは統計データの表示を[On]ま
たは[Off]にできます。この設定は、他のすべてのチャネルに反映されます。
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[Display Off/On]ソフトキーは、解析モード ([Statistics]または[Quick M.]オプ

ション)が選択されている場合のみ表示されます。

Markers 詳細については、次のセクションの[Markers]ソフトキーを参照してください。

[Markers]ソフトキー

マーカーは、クイック測定および統計データの計算に用いられるデータポイントの範囲を決定します。上の図には、緑の

垂直線で表されるM1とM2の2個のマーカーがあります。

マーカー1とマーカー2の間には256個以上のデータポイントが必要です。

ソフトキー 説明

Markers Marker 1 [Marker 1]ソフトキーを押し、ノブまたは矢印キーを使用して、マーカー1(M1)の位置を調整でき

ます。

Marker 2 [Marker 2]ソフトキーを押し、ノブまたは矢印キーを使用して、マーカー2(M2)の位置を調整でき

ます。

LockMrkrs
On/Off

[LockMrkrs]ソフトキーを押すと、M1とM2の位置を一定の距離にロックするか([On])、M1とM2の
位置を互いに独立に調整できるようにするか([Off])を切り替えることができます。

Keysight DAQ970A/DAQ973Aユーザーズガイド 87

3 特長と機能



マーカーの位置を調整したときの画面表示の例を次に示します。

例 説明

この図では、マーカー1と2が画面上に表示可能

なデータポイントに配置されています。

この図では、マーカー1は画面上に表示可能な

データポイントに配置されていますが、マーカー2
は画面上に表示不可能なデータポイントに配

置されています。

このような場合、[M2>]というインジケーターが画

面右下に表示され、マーカー2が右側にある

データポイントに配置されていることを示します。

これら2つの図では、両方のマーカーが画面上に

表示不可能なデータポイントに配置されていま

す。

1つめの図では、[M1/2>]というインジケーターが画

面右下に表示され、両方のマーカーが右側に

配置されていることを示します。

マーカーを表示内に戻すには、まず[M1]ソフト

キーを押し、ノブを反時計回りに回します。これ

により、マーカーM1が画面の境界から中に戻っ

てきます。次に、M2ソフトキーを押し、ノブを反

時計回りに回すと、マーカーM2が画面の境界か

ら中に入ってきます。マーカーM1とM2の間の現

在の距離が256データポイントであることに注意

してください。

2つめの図では、2つのマーカーが反対側にありま

す。このような場合、[<M1]と[M2>]のインジケー

ターが画面下に表示され、マーカーの方向を示

します。

マーカーを表示内に戻すには、まず[M1]ソフト

キーを押し、ノブを時計回りに回します。これに

より、マーカーM1が画面左の境界から中に戻っ

てきます。次に、M2ソフトキーを押し、ノブを反

時計回りに回すと、マーカーM2が画面右の境

界から中に入ってきます。

88 Keysight DAQ970A/DAQ973Aユーザーズガイド

3 特長と機能



Vertical & Cursors

[Vertical]ソフトキーを押すと、トレンドチャートの垂直軸スケーリングを設定し、カーソルメニューにアクセスすることができ

ます。

ソフトキー 説明

Vertical Default [Default]は、スケールに測定レンジを設定します。

Auto [Auto]は、現在画面上に表示されている線に合わせて、スケールを自動的に調整します。

Manual

[Manual]を使用すると、スケールを[High]および[Low]値として、または[Center]を中心とする[Span]とし
て構成できます。例えば、0 Vの[Low]から5 Vの[High]までのスケールは、2.5 Vの[Center]と5 Vの[Span]
としても指定できます。

Autoscale
Once

[Autoscale Once]ソフトキーを押すと、スクリーンに表示されているデジタイズされたデータポイント

に基づいて、トレンドチャートの垂直軸が自動的に1回だけスケーリングされます。またこれによ

り、[Vertical Scale]モードが[Manual]に設定されます。

[Cursors]ソフトキーを押して、[Cursors]メニューにアクセスします。

ソフトキー 説明

Cursors Off [Off]ソフトキーを押すと、表示されているカーソルをオフにできます。

X only [X Only]ソフトキーを押すと、X1およびX2カーソルが表示されます。[X1]または[X2]ソフトキーを押し、

ノブまたは矢印キーを使用すると、X軸 (時間 )に沿ってカーソル位置を調整できます。X1カーソル

とX2カーソルの間の距離を一定に保つには、[ΔX Lock]ソフトキーを押して[On]にします。各ポイン

トの値と2つのポイントの差が、トレンドチャートの下に表示されます。

Y only [Y Only]ソフトキーを押すと、Y1およびY2カーソルが表示されます。[Y1]または[Y2]ソフトキーを押し、

ノブまたは矢印キーを使用すると、Y軸 (振幅 )に沿ってカーソル位置を調整できます。Y1カーソル

とY2カーソルの間の距離を一定に保つには、[ΔY Lock]ソフトキーを押して[On]にします。Y1または

Y2カーソルを、トレンドチャート上にカーソルが表示される値に設定するには、[Y1]または[Y2]ソフ

トキーを押した後 [Place Yn on Screen]ソフトキーを押します。各ポイントの値と2つのポイントの差

が、トレンドチャートの下に表示されます。

X and Y [X and Y]ソフトキーを押すと、すべてのXおよびYカーソルをトレンドチャート上に表示できます。

[X1]、[X2]、[Y1]、または[Y2]ソフトキーを押し、ノブまたは矢印キーを使用すると、それぞれの軸に

沿ってカーソル位置を調整できます。各ポイントの値と2つのポイントの差が、トレンドチャートの

下に表示されます。

Track
Rdng at X

[Track Rdng at X]を押すと、トレンドチャート上の任意の2つのポイントの時間と振幅を表示できま

す。最初に、[X1]および[X2]ソフトキーを使用して2つの読み値を選択し、カーソルX1とX2を時間

軸上の必要なポイントに配置します。Y1およびY2カーソルは、それぞれX1およびX2カーソルの位

置を自動的にトラッキングし、X1およびX2カーソルの振幅軸の値を表示します。各ポイントの値
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と2つのポイントの差が、トレンドチャートの下に表示されます。X1カーソルとX2カーソルの距離を

固定するには、[ΔX Lock]ソフトキーを押します。詳細については例を参照してください。

XおよびYのデータと、デルタXおよびYのデータをスクリーンショットとして記録するには、フロントパネ

ルのスクリーンショットユーティリティではなく、Web UIのスクリーンショットを撮ってください。

Pan & Zoom

[Pan & Zoom]ソフトキーを使用すると、トレンドグラフをパンし、ズームレベルを設定することができます。

ソフトキー 説明

Pan [Pan]ソフトキーを押して、画面中央に表示するメモリ内の読み値を選択します。任意の矢印

キーを押してから放すと、画面上のカーソルが1ピクセル移動します。矢印キーを押し続けると、

カーソルが20ピクセル単位で移動します。

Zoom [Zoom]ソフトキーを押して、ノブまたは上／下矢印キーを使用すると、ズームの量を%で選択で

きます。トレンドチャートのズームの%は、0.1 %、0.2 %、0.5 %、1 %、2 %、5 %、10 %、20 %、50 %、
100 %、200 %、500 %、または1000 %から選択できます。

次の表は、ズーム%とそれに対応する表示ピクセルあたりのデータポイント数のリストです。

Zoom (%) 表示ピクセルあたりのデータポイント数

0.1 % 1000

0.2 % 500

0.5 % 200

1 % 100

2 % 50

5 % 20

10 % 10

20 % 5

50 % 2

100 % 1

200% 0.5

500% 0.2

1000% 0.1
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エラー待ち行列の表示

[Errors]ソフトキーを押すと、エラー待ち行列内の最大20個のエラーを表示できます。エラーインジケーター は、ユー

ザーが読み取るとクリアされます。フロントパネルのエラーインジケーターがオンになった場合は、1つ以上のコマンド構文、

コマンド実行、またはハードウェアにエラーが検出されたことを示しています。測定器のエラー待ち行列には、最大20件
のエラー記録を保存できます。

エラーは、先入れ先出し(FIFO)の順序で読み取られます。つまり、先に返されたエラーが、先に保存されたエラーです。

エラーは、読み取るとクリアされます。待ち行列からすべてのエラーを読み取ると、エラー(ERR)インジケーターがオフにな

り、エラーはクリアされます。測定器は、エラーが発生するたびにビープ音を1回鳴らします。20個を超えるエラーが発生し

た場合は、待ち行列に保存された最後のエラー(最新のエラー)が"Error queue overflow"に置き換わります。待ち行列

からエラーを削除しないと、これ以降のエラーは保存されません。エラー待ち行列を読み取ったときにエラーが発生してい

なかった場合、測定器は"No error"で応答します。
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パワー解析

このセクションでは、ビューモードでパワー解析を実行するためにDAQM909Aのデジタイザチャネルを設定する方法を説

明します。

[Channel]メニューでパワー解析を有効化する

1. [Channel]メニューで、ノブか矢印キーを使用して[Channel 01]または[Channel 03]のいずれかを選択します。パワー

解析機能をオンにした場合、DAQM909Aのチャネル02とチャネル04は常にパワー連動チャネルに設定され、それぞ

れチャネル01とチャネル03に連動します。このため、パワー解析をオンにすると、チャネル02とチャネル04の設定は省

略されます。

メインチャネル パワー連動チャネル

チャネル01 チャネル02

チャネル03 チャネル04

2. 次に、[Measure]ソフトキーを押し、[DCV]を選択して、電圧範囲およびサンプリングレート

パラメータを設定します。

3. [Advanced]ソフトキーを押し、[Pwr.Alys]ソフトキーを押して、選択したチャネルのパワー解析機能のオン([On])とオ
フ([Off])を切り替えます。

選択したチャネルのパワー解析機能をオンにすると、それに対応する隣接チャネルが自動的にパワー連動チャネル

に設定されます。下の例では、[Pwr.Alys]がチャネル01に対して[On]にされているので、チャネル02が自動的にパ

ワー連動チャネルに設定されます。

4. [Scan/Start]キーを押してデジタイズを開始します。完了したら、[View]キーを押して[View]メニューに入ります。
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パワー解析結果の表示

[View]キーを押して[View]メニューを表示します。

[Display]ソフトキー

[Display] > [Power]ソフトキーを押してパワー解析の結果を表示します。

メモリに記憶されている各チャネルの現在のパワー解析データは、指定したチャネルで新たにデジタイ

ズ操作を開始するまで引き続き表示できます。デジタイズを開始すると、古いデータは上書きされ

ます。

[Measure Settings]ソフトキー

[Measure Settings]ソフトキーを押して、パワー解析のパラメータを設定します。

ソフトキー 説明

Analysis 統計 このソフトキーは、パワー解析の唯一の解析オプションなので、静的です。

Source Volt Chan 選択したソースによって、画面上に表示されるグラフが決まります。[Volt Chan]を選択すると、割

り当てられたチャネルのデータが電圧の関数として表示され、[Curr Chan]を選択すると、割り当

てられたチャネルのデータが計算されて電流の関数として表示され、[V* I]を選択すると、[Volt
Chan]と[Curr Chan]の両方のデータが計算されて、データがパワーの関数として表示されます。

[Source]ソフトキーを押して、[Volt Chan]、[Curr Chan]、またはパワーチャネル([V * I])を切り替えま

す。[Volt Chan]と[Curr Chan]の場合、ノブまたは矢印キーを使用して、チャネルを割り当てます。

Curr Chan

V * I

Gain [Gain]ソフトキーを押し、ノブまたは矢印キーを使用して、[Curr Chan]の電流値計算に使用する

利得値を指定します。

Display
Off/ On

[Display Off/On]ソフトキーを使用すると、画面上への統計データの表示を[On]または[Off]にできま

す。

Markers 詳細については、[Markers]ソフトキーを参照してください。
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[Vertical & Cursors]ソフトキー

詳細については、Vertical & Cursorsを参照してください。

[Pan & Zoom]ソフトキー

詳細については、システムの概要を参照してください。

エラー待ち行列の表示

[Errors]ソフトキーを押すと、エラー待ち行列内の最大20個のエラーを表示できます。エラーインジケーター は、ユー

ザーが読み取るとクリアされます。フロントパネルのエラーインジケーターがオンになった場合は、1つ以上のコマンド構文、

コマンド実行、またはハードウェアにエラーが検出されたことを示しています。測定器のエラー待ち行列には、最大20件
のエラー記録を保存できます。

エラーは、先入れ先出し(FIFO)の順序で読み取られます。つまり、先に返されたエラーが、先に保存されたエラーです。

エラーは、読み取るとクリアされます。待ち行列からすべてのエラーを読み取ると、エラー(ERR)インジケーターがオフにな

り、エラーはクリアされます。測定器は、エラーが発生するたびにビープ音を1回鳴らします。

20個を超えるエラーが発生した場合は、待ち行列に保存された最後のエラー(最新のエラー)が"Error queue overflow"
に置き換わります。待ち行列からエラーを削除しないと、これ以降のエラーは保存されません。エラー待ち行列を読み

取ったときにエラーが発生していなかった場合、測定器は"No error"で応答します。
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［View］メニューのステータス

表示できるデータがない場合、[View]メニューではディスプレイの下部にステータステキストが表示されます。ステータステ

キストとその説明のリストを次に示します。

ステータス 説明

“The readings in memory were made with a different
set of modules installed, and cannot be graphed”

モジュールカードが切り離されたため、最後に完了したスキャンデータ収集

操作のデータをプロットできません。

"Pre-Storing" 測定器は、トリガ待ちステートに入る前にプリトリガサンプルを収集していま

す。

“No scan data in memory” スキャンモードで収集されたデータがありません。

"No digitize data in memory" DMMデジタイズおよびデジタイザモードで収集されたデータがありません。

"Scan in progress" スキャンデータ収集モードが進行中です。

"Digitize in progress" DMMデジタイズ／デジタイザデータ収集モードが進行中です。

"Wait for arm event" デジタイザはデジタイズプロセスを開始する前にアーミングイベントを待ってい

ます。

"Wait for external event" 測定器はデータ収集を開始する前に外部トリガを待っています。

"Wait for internal event" 測定器はデータ収集を開始する前に内部トリガを待っています。

"Wait for alarm event" 測定器はデータ収集を開始する前にアラームトリガを待っています。

"Wait for manual event" 測定器はデータ収集を開始する前に手動トリガを待っています。

"Wait for channel event" 測定器はデータ収集を開始する前にチャネルトリガを待っています。
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[Channel]メニュー

マルチプレクサモジュール：測定

Keysight DAQ970A/DAQ973Aは、マルチプレクサモジュールで、多数の一般的な測定機能をサポートしています。

[Channel] > [Measure]を押すと、選択したチャネルの測定機能を構成することができます。

Scanデータ収集モードで、[Off]を選択すると、現在選択されているチャネルの測定機能がオフになります。選択したチャ

ネルのスキャンリストに測定機能は表示されません。デフォルトの測定機能はDCV(DC電圧 )に設定されます。

DMMデジタイズデータ収集モードの場合、デフォルトでは、最初の適切なチャネルが自動的にDMMデジタイズ用に設

定され、測定機能 (デフォルトではDCV)が割り当てられます。プラグイン上の別の使用可能なチャネルに切り替えて、そ

のチャネルをDMMデジタイズ動作用に設定することもできます。スキャンモードと異なり、オフ機能は使用できません。

DMMデジタイズでは、設定された1つのチャネルだけがデジタイズ動作に使用できるからです。このため、選択したチャネ

ルの測定機能は常にオンになっている必要があります。

以下の表に、測定機能でサポートされる各マルチプレクサモジュールの概要を示します。各行をクリックすると、各構成

手順の詳細が表示されます。

測定

機能

マルチプレクサモジュール

DAQM900A DAQM901A DAQM902A DAQM908A

温度 -熱電対 ○ ○ ○

温度 - RTD ○ ○ ○ [2]

温度 -サーミスタ ○ ○ ○ [2]

歪み -ブリッジ ○ ○ ○ ○

歪み -ダイレクト ○ ○ ○ [2]

DC電圧 ○ ○ ○ ○

AC電圧 ○ ○ ○ ○

DC電流 ○ [1]

AC電流 ○ [1]

抵抗 ○ ○ ○ ○ [2]

周波数 ○ ○ ○ ○

周期 ○ ○ ○ ○

ダイオード ○ ○ ○

キャパシタンス ○ ○ ○

注記：

[1] チャネル21および22のみ。

[2] 2端子測定法のみ。4端子測定法は、DAQM908Aマルチプレクサモジュールではサポートされていない。
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温度

このセクションでは、選択されたチャネルの温度測定をフロントパネルから構成する方法について説明します。温度測定

には温度トランスデューサープローブが必要であり、サポートされるプローブは、熱電対、サーミスター、抵抗温度計

(RTD)です。

熱電対

1. モジュールのねじ式端子に熱電対を接続します。

2. [Channel] > [Measure]を押し、選択メニューから[TEMP]を選択します。

3. [Units]ソフトキーを押して、温度測定の単位として、[°C](摂氏 )、[°F](華氏 )、または[K](ケルビン)を指定します。同

じ測定器内の同じモジュールでも、異なるチャネルに対して、異なる温度単位を使用することができます。

4. [Sensor Settings] > [Sensor]を押し、使用されるトランスデューサープローブのタイプを[TCouple]として指定し、

[Type]ソフトキーを押して熱電対のタイプを選択します。サポートされているタイプは、[J](デフォルト )、[K]、[E]、[T]、
[N]、[R]、[B]、[S]です。

5. [Integrate Settings]ソフトキーを押して、測定積分時間を電源周波数数 ([NPLC])で指定するか、秒単位 ([Time])
で直接指定するかを選択します。1、2、10、20、100、および200 PLCだけが、ノーマルモード(電源周波数ノイズ)
除去を行うことができます。200 PLCを選択すると、最適なノイズ除去と分解能が得られますが、測定は最も遅くな

ります。

ソフトキー 説明

Integrate NPLC 積分時間を、0.001、0.002、0.006、0.02、0.06、0.2、1、2、10、20、100、200の電源周波数

(PLC)で設定します。1 PLC以上の時間でのみノーマルモード (電源周波数ノイズ)除去が得

られます。100または200のPLCを選択すると、最適なノイズ除去と分解能が得られます。

Time 積分時間を秒単位で直接設定します。
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高度な設定

[Advanced]ソフトキーを押すと、測定の高度な設定を構成できます。

ソフトキー 説明

Auto Zero
Off/ On

[Auto Zero]を使用すると最も正確な測定を行うことができますが、ゼロ測定を実行するために

追加の測定時間が必要となります。[Auto Zero]がオン([On])の場合、測定器は各測定に続い

て、内部的にオフセットを測定します。その後、前の読み値から測定値が減算されます。これ

により、測定器の入力回路に存在するオフセット電圧による測定確度への影響が除去され

ます。[Auto Zero]がオフ([Off])の場合、測定器はオフセットを1回だけ測定し、以降すべての測

定値からこのオフセット値が差し引きます。測定器では、機能、レンジ、積分時間のいずれか

を変更するたびに、新しいオフセット測定が行われます。

Reference Internal 熱電対測定には、基準接合部温度が必要です。既知の固定の基準接合部温度 (一般に

外部の基準接合部に使用されているもの)を入力することも、基準接合部温度としてモ

ジュール上で内部測定された温度を使用することも、外部サーミスタまたはRTDの測定値を

使用することもできます。基準接合部ソースを、[Internal]、[External]、または[Fixed]から選択し

ます。

[External]ソフトキーオプションは、[DMM Digitize]が収集モードとして選

択されている場合には使用できません。

External

Fixed

Open Check
Off/ On

熱電対が測定向けに適切に接続されていることを確認するための熱電対チェック機能を[On]
または[Off]にします。オンの場合、測定器は温度測定のたびに抵抗測定を実行し、オープン

回路をチェックします。オープン回路が検出された場合、結果が+Overloadとして表示されま

す。このチェックを実行しないと、オープン回路の電圧の読み値がゼロに近くなり、無効な温

度読み値になる可能性があります。

この設定は[Scan]が収集モードとして選択されている場合にのみ使用

可能です。

Delay
Auto/ Time

スキャンリスト内のチャネル間の遅延を自動的に選択するか、手動で選択するか選択しま

す。[Auto]を選択すると、測定機能、レンジ、積分時間、ACフィルターの設定に基づいて、チャ

ネル遅延を測定器が自動的に決定します。[Time]を選択すると、リレー設定時間によって暗

黙に発生する遅延に加えて、指定された遅延 (秒単位の時間 )が各チャネルのリレークロー

ジャと実際の測定の間に挿入されます。

この設定は[Scan]が収集モードとして選択されている場合にのみ使用

可能です。
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2端子および4端子のサーミスタ

この機能は[Scan]が収集モードとして選択されている場合にのみ使用可能です。

1. モジュールのねじ式端子にサーミスタを接続します。

2. [Channel] > [Measure]を押し、選択メニューから[TEMP]を選択します。

3. [Units]ソフトキーを押して、温度測定の単位として、[°C](摂氏 )、[°F](華氏 )、または[K](ケルビン)を指定します。同

じ測定器内の同じモジュールでも、異なるチャネルに対して、異なる温度単位を使用することができます。

4. [Sensor Settings] > [Sensor]を押して、[Thermistor]を選択します。次に、[2-Wire/4-Wire]ソフトキーを切り替え

て、使用するトランスデューサープローブのタイプを、2-wireまたは4-wire Thermに設定します。そのあと[Type]ソフト

キーを押してサーミスタのタイプを選択します。サポートされているタイプは、[2.2K]、[5K](デフォルト )、[10K]です。

5. [Use as ref]で、現在選択されているチャネルをオン([On])またオフ([Off])に切り替えて、外部基準ソースを指定する

後続の熱電対測定の基準チャネルとして使用するチャネルを指定します。
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6. [Integrate Settings]ソフトキーを押して、測定積分時間を電源周波数数 ([NPLC])で指定するか、秒単位 ([Time])
で直接指定するかを選択します。1、2、10、20、100、および200 PLCだけが、ノーマルモード(電源周波数ノイズ)
除去を行うことができます。200 PLCを選択すると、最適なノイズ除去と分解能が得られますが、測定は最も遅く

なります。

ソフトキー 説明

Integrate NPLC 積分時間を、0.001、0.002、0.006、0.02、0.06、0.2、1、2、10、20、100、200の電源周波数

(PLC)で設定します。1 PLC以上の時間でのみノーマルモード (電源周波数ノイズ)除去が得

られます。100または200のPLCを選択すると、最適なノイズ除去と分解能が得られます。

Time 積分時間を秒単位で直接設定します。

高度な設定

[Advanced]ソフトキーを押すと、測定の高度な設定を構成できます。

ソフトキー 説明

Auto Zero
Off/ On

[Auto Zero]を使用すると最も正確な測定を行うことができますが、ゼロ測定を実行するために追

加の測定時間が必要となります。[Auto Zero]がオン([On])の場合、測定器は各測定に続いて、

内部的にオフセットを測定します。その後、前の読み値から測定値が減算されます。これによ

り、測定器の入力回路に存在するオフセット電圧による測定確度への影響が除去されます。

[Auto Zero]がオフ([Off])の場合、測定器はオフセットを1回だけ測定し、以降すべての測定値から

このオフセット値が差し引きます。測定器では、機能、レンジ、積分時間のいずれかを変更す

るたびに、新しいオフセット測定が行われます。(4端子測定にはAuto Zero設定はありません)。

Low Power
Off/ On

ローパワー抵抗測定を選択します。供給される電流が小さくなるため、被試験抵抗の電力損

失および自己発熱が低減されます。これは通常、標準抵抗測定に供給される電流の約1/10
です。各測定レンジに対して供給される電流の近似値が、抵抗レンジのソフトキーの下部に

表示されます(例：~ 1 mA)。

Delay
Auto/ Time

スキャンリスト内のチャネル間の遅延を自動的に選択するか、手動で選択するか選択します。

[Auto]を選択すると、測定機能、レンジ、積分時間、ACフィルターの設定に基づいて、チャネル

遅延を測定器が自動的に決定します。[Time]を選択すると、リレー設定時間によって暗黙に

発生する遅延に加えて、指定された遅延 (秒単位の時間 )が各チャネルのリレークロージャと実

際の測定の間に挿入されます。
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2端子および4端子のRTD

1. モジュールのねじ式端子にRTDを接続します。

2. [Channel] > [Measure]を押し、選択メニューから[TEMP]を選択します。

3. [Units]ソフトキーを押して、温度測定の単位として、[°C](摂氏 )、[°F](華氏 )、または[K](ケルビン)を指定します。同

じ測定器内の同じモジュールでも、異なるチャネルに対して、異なる温度単位を使用することができます。

4. [Sensor Settings] > [Sensor]を押して、[RTD]を選択します。次に、[2-Wire/4-Wire]ソフトキーを切り替えて、使用

するトランスデューサープローブのタイプを、2-wireまたは4-wire RTDに設定します。次に、[PT100/PT100]ソフトキー

を切り替えて、公称抵抗R0をPT100(100 Ω )またはPT1000(1000 Ω )から選択します。R0は、0℃におけるRTDの公

称抵抗です。
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5. [Use as ref]を押して、外部基準ソースを指定する後続の熱電対測定の基準チャネルとして使用する現在選択さ

れているチャネルを、オン([On])またはオフ([Off])にします。このオプションは、DMM Digitizeモードでは使用できませ

ん。

6. [Integrate Settings]ソフトキーを押して、測定積分時間を電源周波数数 ([NPLC])で指定するか、秒単位 ([Time])
で直接指定するかを選択します。1、2、10、20、100、および200 PLCだけが、ノーマルモード(電源周波数ノイズ)
除去を行うことができます。200 PLCを選択すると、最適なノイズ除去と分解能が得られますが、測定は最も遅く

なります。

ソフトキー 説明

Integrate NPLC 積分時間を、0.001、0.002、0.006、0.02、0.06、0.2、1、2、10、20、100、200の電源周波数

(PLC)で設定します。1 PLC以上の時間でのみノーマルモード (電源周波数ノイズ)除去が得

られます。100または200のPLCを選択すると、最適なノイズ除去と分解能が得られます。

Time 積分時間を秒単位で直接設定します。

高度な設定

[DMM Digitize]データ収集モードでは、[Advanced]設定で[Auto Zero]設定のみが使用可能です。

[Advanced]ソフトキーを押すと、測定の高度な設定を構成できます。

ソフトキー 説明

Auto Zero
Off/ On

[Auto Zero]を使用すると最も正確な測定を行うことができますが、ゼロ測定を実行するために追

加の測定時間が必要となります。[Auto Zero]がオン([On])の場合、測定器は各測定に続いて、

内部的にオフセットを測定します。その後、前の読み値から測定値が減算されます。これによ

り、測定器の入力回路に存在するオフセット電圧による測定確度への影響が除去されます。

[Auto Zero]がオフ([Off])の場合、測定器はオフセットを1回だけ測定し、以降すべての測定値から

このオフセット値が差し引きます。測定器では、機能、レンジ、積分時間のいずれかを変更す

るたびに、新しいオフセット測定が行われます。(4端子測定にはAuto Zero設定はありません)。

OffstComp オフセット補正は、被測定回路に存在する小さなDC電圧の影響を除去します。この手法で

は、2つの抵抗測定 (正常値に設定された電流源を使用した測定とより低い値に設定された

電流源を使用した測定 )の差分を取ります。

Low Power
Off/ On

ローパワー抵抗測定を選択します。供給される電流が小さくなるため、被試験抵抗の電力損

失および自己発熱が低減されます。これは通常、標準抵抗測定に供給される電流の約1/10
です。各測定レンジに対して供給される電流の近似値が、抵抗レンジのソフトキーの下部に

表示されます(例：~ 1 mA)。

Delay
Auto/ Time

スキャンリスト内のチャネル間の遅延を自動的に選択するか、手動で選択するか選択します。

[Auto]を選択すると、測定機能、レンジ、積分時間、ACフィルターの設定に基づいて、チャネル

遅延を測定器が自動的に決定します。[Time]を選択すると、リレー設定時間によって暗黙に

発生する遅延に加えて、指定された遅延 (秒単位の時間 )が各チャネルのリレークロージャと実

際の測定の間に挿入されます。
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歪み

このセクションでは、選択されたチャネルの歪み測定をフロントパネルから構成する方法について説明します。物体に力

を印加すると、物体が変形します。単位長あたりの変形を歪み(ε )と呼びます。歪みは、伸張 (＋ )または圧縮 (－ )です。

DAQ970A/DAQ973Aは、ブリッジ構成とダイレクト抵抗手法の2種類の歪み測定をサポートします。

すべての歪みチャネルの歪み測定機能を構成した後、[Home] > [Strain Offset]の順に押して、歪み変換の実行前に、

歪み測定値から減算する無歪みオフセットを測定または指定します。

ブリッジ構成

ベンディング調整のフルおよびハーフブリッジ

このセクションでは、選択されたチャネルのフルおよびハーフ・ベンディング・ブリッジ歪みゲージ測定をフロントパネルから構

成する方法について説明します。

1. モジュールのねじ式端子にブリッジ構成源を接続します。

フル・ベンディング・ブリッジ：

ハーフ・ベンディング・ブリッジ：

2. [Channel] > [Measure]を押し、選択メニューから[STRAIN]を選択します。
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3. [Range]を押し、ノブまたはフロントパネルの矢印キーを使用して、測定レンジを指定します。Auto(オートレンジ)機
能は、入力に基づいて測定レンジを自動的に選択します。オートレンジは便利ですが、手動レンジを使用するより

も測定が遅くなります。オートレンジにより、レンジが現在のレンジの120 %に上昇し、現在のレンジの10 %に下降

します。[Auto]オプションは、DMM Digitizeデータ収集モードでは使用できません。

4. [Sense Settings] > [Sense]を押し、歪み測定方法をベンディング調整のフルおよびハーフブリッジとして指定しま

す。

5. [Gage Settings]を押し、ノブまたはフロントパネルの矢印キーを使用して、各種の歪みゲージ設定を指定します。

ソフトキー 説明

Gage Factor [Gage Factor]は、ゲージの軸に沿った長さの微小変化 (歪み)に対する、抵抗の微小変化の

比率です。値が大きいほど、歪みゲージの感度が高くなります。ゲージ率は

無次元量です。一般的な値は、約2です。

Excitation
Fix/ Ext

歪みブリッジ変換には、外部ブリッジ励振電圧が必要です。この電圧については、マルチプ

レクサチャネルを励振電圧の測定専用にしたり、既知の固定電圧値を指定することができ

ます。固定 ([Fix]) - [Excitation Voltage]ソフトキーによって指定された固定値が、歪み変換に

使用されます。外部 (Ext) -オンになっている基準チャネルのDCV測定値が、外部励振電圧

源を指定する後続の歪みブリッジ測定に使用されます。外部DCV基準チャネルは、歪み

チャネルより番号の小さいチャネルでなければなりません。

Excitation
Voltage

ノブまたはフロントパネルの矢印キーを使用して、外部電圧源によってブリッジに印加される

固定励振電圧を指定します。この値は、選択したチャネルの歪みブリッジ測定の変換に使

用されます。
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6. [Integrate Settings]ソフトキーを押して、測定積分時間を電源周波数数 ([NPLC])で指定するか、秒単位 ([Time])
で直接指定するかを選択します。1、2、10、20、100、および200 PLCだけが、ノーマルモード(電源周波数ノイズ)
除去を行うことができます。200 PLCを選択すると、最適なノイズ除去と分解能が得られますが、測定は最も遅くな

ります。

ソフトキー 説明

Integrate NPLC 積分時間を、0.001、0.002、0.006、0.02、0.06、0.2、1、2、10、20、100、200の電源周波数

(PLC)で設定します。1 PLC以上の時間でのみノーマルモード (電源周波数ノイズ)除去が得

られます。100または200のPLCを選択すると、最適なノイズ除去と分解能が得られます。

Time 積分時間を秒単位で直接設定します。

高度な設定

[DMM Digitize]データ収集モードでは、[Advanced]設定で[Auto Zero]設定のみが使用可能です。

[Advanced]を押すと、測定の高度な設定を構成できます。

ソフトキー 説明

Auto Zero
Off/ On

[Auto Zero]を使用すると最も正確な測定を行うことができますが、ゼロ測定を実行するために追

加の測定時間が必要となります。[Auto Zero]がオン([On])の場合、測定器は各測定に続いて、

内部的にオフセットを測定します。その後、前の読み値から測定値が減算されます。これによ

り、測定器の入力回路に存在するオフセット電圧による測定確度への影響が除去されます。

[Auto Zero]がオフ([Off])の場合器はオフセットを1回だけ測定し、以降すべての測定値からこのオフ

セット値が差し引かれます。測定器では、機能、レンジ、積分時間のいずれかを変更するたび

に、新しいオフセット測定が行われます。(4端子測定にはAuto Zero設定はありません)。

Delay
Auto/ Time

スキャンリスト内のチャネル間の遅延を自動的に選択するか、手動で選択するか選択します。

[Auto]を選択すると、測定機能、レンジ、積分時間、ACフィルターの設定に基づいて、チャネル

遅延を測定器が自動的に決定します。[Time]を選択すると、リレー設定時間によって暗黙に発

生する遅延に加えて、指定された遅延 (秒単位の時間 )が各チャネルのリレークロージャと実際

の測定の間に挿入されます。
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ポアソン調整のフルおよびハーフブリッジ

このセクションでは、選択されたチャネルのフルおよびハーフ・ポアソン・ブリッジ歪みゲージ測定をフロントパネルから構成

する方法について説明します。

1. モジュールのねじ式端子にブリッジ構成源を接続します。

フル・ベンディング・ブリッジ：

ハーフ・ベンディング・ブリッジ：

2. [Channel] > [Measure]を押し、選択メニューから[STRAIN]を選択します。

3. [Range]を押し、ノブまたはフロントパネルの矢印キーを使用して、測定レンジを指定します。Auto(オートレンジ)機
能は、入力に基づいて測定レンジを自動的に選択します。オートレンジは便利ですが、手動レンジを使用するより

も測定が遅くなります。オートレンジにより、レンジが現在のレンジの120 %に上昇し、現在のレンジの10 %に下降

します。

4. [Sense Settings] > [Sense]を押し、歪み測定方法をポアソン調整のフルおよびハーフブリッジとして指定します。
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5. [Gage Settings]を押し、ノブまたはフロントパネルの矢印キーを使用して、各種の歪みゲージ設定を指定します。

ソフトキー 説明

Gage Factor [Gage Factor]は、ゲージの軸に沿った長さの微小変化 (歪み)に対する、抵抗の微小変化の

比率です。値が大きいほど、歪みゲージの感度が高くなります。ゲージ率は

無次元量です。一般的な値は、約2です。

Poisson Ratio 歪みゲージのポアソン比を指定します。ポアソン比は、縦方向の歪みに対する、横方向の

歪みの負の比率として定義されます。

Excitation
Fix/ Ext

歪みブリッジ変換には、外部ブリッジ励振電圧が必要です。この電圧については、マルチプ

レクサチャネルを励振電圧の測定専用にしたり、既知の固定電圧値を指定することができ

ます。固定 ([Fix]) - [Excitation Voltage]ソフトキーによって指定された固定値が、歪み変換に

使用されます。外部 (Ext) -オンになっている基準チャネルのDCV測定値が、外部励振電圧

源を指定する後続の歪みブリッジ測定に使用されます。外部DCV基準チャネルは、歪み

チャネルより番号の小さいチャネルでなければなりません。

Excitation
Voltage

ノブまたはフロントパネルの矢印キーを使用して、外部電圧源によってブリッジに印加される

固定励振電圧を指定します。この値は、選択したチャネルの歪みブリッジ測定の変換に使

用されます。

6. [Integrate Settings]ソフトキーを押して、測定積分時間を電源周波数数 ([NPLC])で指定するか、秒単位 ([Time])
で直接指定するかを選択します。1、2、10、20、100、および200 PLCだけが、ノーマルモード(電源周波数ノイズ)
除去を行うことができます。200 PLCを選択すると、最適なノイズ除去と分解能が得られますが、測定は最も遅くな

ります。

ソフトキー 説明

Integrate NPLC 積分時間を、0.001、0.002、0.006、0.02、0.06、0.2、1、2、10、20、100、200の電源周波数

(PLC)で設定します。1 PLC以上の時間でのみノーマルモード (電源周波数ノイズ)除去が得

られます。100または200のPLCを選択すると、最適なノイズ除去と分解能が得られます。

Time 積分時間を秒単位で直接設定します。
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高度な設定

[DMM Digitize]データ収集モードでは、[Advanced]設定で[Auto Zero]設定のみが使用可能です。

[Advanced]を押すと、測定の高度な設定を構成できます。

ソフトキー 説明

Auto Zero
Off/ On

[Auto Zero]を使用すると最も正確な測定を行うことができますが、ゼロ測定を実行するために追

加の測定時間が必要となります。[Auto Zero]がオン([On])の場合、測定器は各測定に続いて、

内部的にオフセットを測定します。その後、前の読み値から測定値が減算されます。これによ

り、測定器の入力回路に存在するオフセット電圧による測定確度への影響が除去されます。

[Auto Zero]がオフ([Off])の場合器はオフセットを1回だけ測定し、以降すべての測定値からこのオフ

セット値が差し引かれます。測定器では、機能、レンジ、積分時間のいずれかを変更するたび

に、新しいオフセット測定が行われます。(4端子測定にはAuto Zero設定はありません)。

Delay
Auto/ Time

スキャンリスト内のチャネル間の遅延を自動的に選択するか、手動で選択するか選択します。

[Auto]を選択すると、測定機能、レンジ、積分時間、ACフィルターの設定に基づいて、チャネル

遅延を測定器が自動的に決定します。[Time]を選択すると、リレー設定時間によって暗黙に

発生する遅延に加えて、指定された遅延 (秒単位の時間 )が各チャネルのリレークロージャと実

際の測定の間に挿入されます。
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ベンディングポアソン調整のフルブリッジ

このセクションでは、選択されたチャネルのフル・ベンディング・ポアソン・ブリッジ歪みゲージ測定をフロントパネルから構成

する方法について説明します。

1. モジュールのねじ式端子にブリッジ構成源を接続します。

フル・ベンディング・ブリッジ：

2. [Channel] > [Measure]を押し、選択メニューから[STRAIN]を選択します。

3. [Range]を押し、ノブまたはフロントパネルの矢印キーを使用して、測定レンジを指定します。Auto(オートレンジ)機
能は、入力に基づいて測定レンジを自動的に選択します。オートレンジは便利ですが、手動レンジを使用するより

も測定が遅くなります。オートレンジにより、レンジが現在のレンジの120 %に上昇し、現在のレンジの10 %に下降し

ます。

4. [Sense Settings] > [Sense]を押し、歪み測定方法をベンディングポアソン調整のフルブリッジとして指定します。
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5. [Gage Settings]を押し、ノブまたはフロントパネルの矢印キーを使用して、各種の歪みゲージ設定を指定します。

ソフトキー 説明

Gage Factor [Gage Factor]は、ゲージの軸に沿った長さの微小変化 (歪み)に対する、抵抗の微小変化の

比率です。値が大きいほど、歪みゲージの感度が高くなります。ゲージ率は無次元量で

す。一般的な値は、約2です。

Poisson Ratio 歪みゲージのポアソン比を指定します。ポアソン比は、縦方向の歪みに対する、横方向の

歪みの負の比率として定義されます。

Excitation
Fix/ Ext

歪みブリッジ変換には、外部ブリッジ励振電圧が必要です。この電圧については、マルチプ

レクサチャネルを励振電圧の測定専用にしたり、既知の固定電圧値を指定することができ

ます。固定 ([Fix]) - [Excitation Voltage]ソフトキーによって指定された固定値が、歪み変換に

使用されます。外部 (Ext) -オンになっている基準チャネルのDCV測定値が、外部励振電圧

源を指定する後続の歪みブリッジ測定に使用されます。外部DCV基準チャネルは、歪み

チャネルより番号の小さいチャネルでなければなりません。

Excitation
Voltage

ノブまたはフロントパネルの矢印キーを使用して、外部電圧源によってブリッジに印加される

固定励振電圧を指定します。この値は、選択したチャネルの歪みブリッジ測定の変換に使

用されます。

6. [Integrate Settings]ソフトキーを押して、測定積分時間を電源周波数数 ([NPLC])で指定するか、秒単位 ([Time])
で直接指定するかを選択します。1、2、10、20、100、および200 PLCだけが、ノーマルモード(電源周波数ノイズ)
除去を行うことができます。200 PLCを選択すると、最適なノイズ除去と分解能が得られますが、測定は最も遅く

なります。

ソフトキー 説明

Integrate NPLC 積分時間を、0.001、0.002、0.006、0.02、0.06、0.2、1、2、10、20、100、200の電源周波数

(PLC)で設定します。1 PLC以上の時間でのみノーマルモード (電源周波数ノイズ)除去が得

られます。100または200のPLCを選択すると、最適なノイズ除去と分解能が得られます。

Time 積分時間を秒単位で直接設定します。
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高度な設定

[DMM Digitize]データ収集モードでは、[Advanced]設定で[Auto Zero]設定のみが使用可能です。

[Advanced]を押すと、測定の高度な設定を構成できます。

ソフトキー 説明

Auto Zero
Off/ On

[Auto Zero]を使用すると最も正確な測定を行うことができますが、ゼロ測定を実行するために追

加の測定時間が必要となります。[Auto Zero]がオン([On])の場合、測定器は各測定に続いて、

内部的にオフセットを測定します。その後、前の読み値から測定値が減算されます。これによ

り、測定器の入力回路に存在するオフセット電圧による測定確度への影響が除去されます。

[Auto Zero]がオフ([Off])の場合器はオフセットを1回だけ測定し、以降すべての測定値からこのオフ

セット値が差し引かれます。測定器では、機能、レンジ、積分時間のいずれかを変更するたび

に、新しいオフセット測定が行われます。(4端子測定にはAuto Zero設定はありません)。

Delay
Auto/ Time

スキャンリスト内のチャネル間の遅延を自動的に選択するか、手動で選択するか選択します。

[Auto]を選択すると、測定機能、レンジ、積分時間、ACフィルターの設定に基づいて、チャネル

遅延を測定器が自動的に決定します。[Time]を選択すると、リレー設定時間によって暗黙に発

生する遅延に加えて、指定された遅延 (秒単位の時間 )が各チャネルのリレークロージャと実際

の測定の間に挿入されます。
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クォータブリッジ調整

このセクションでは、選択されたチャネルのクォータブリッジ歪みゲージ測定をフロントパネルから構成する方法について説

明します。

1. モジュールのねじ式端子にブリッジ構成源を接続します。

2. [Channel] > [Measure]を押し、選択メニューから[STRAIN]を選択します。

3. [Range]を押し、ノブまたはフロントパネルの矢印キーを使用して、測定レンジを指定します。Auto(オートレンジ)機
能は、入力に基づいて測定レンジを自動的に選択します。オートレンジは便利ですが、手動レンジを使用するより

も測定が遅くなります。オートレンジにより、レンジが現在のレンジの120 %に上昇し、現在のレンジの10 %に下降

します。

4. [Sense Settings] > [Sense]を押し、歪み測定方法をクォータブリッジ調整として指定します。
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5. [Gage Settings]を押し、ノブまたはフロントパネルの矢印キーを使用して、各種の歪みゲージ設定を指定します。

ソフトキー 説明

Gage Factor [Gage Factor]は、ゲージの軸に沿った長さの微小変化 (歪み)に対する、抵抗の微小変化の

比率です。値が大きいほど、歪みゲージの感度が高くなります。ゲージ率は無次元量で

す。一般的な値は、約2です。

Excitation
Fix/ Ext

歪みブリッジ変換には、外部ブリッジ励振電圧が必要です。この電圧については、マルチプ

レクサチャネルを励振電圧の測定専用にしたり、既知の固定電圧値を指定することができ

ます。固定 ([Fix]) - [Excitation Voltage]ソフトキーによって指定された固定値が、歪み変換に

使用されます。外部 (Ext) -オンになっている基準チャネルのDCV測定値が、外部励振電圧

源を指定する後続の歪みブリッジ測定に使用されます。外部DCV基準チャネルは、歪み

チャネルより番号の小さいチャネルでなければなりません。

Excitation
Voltage

ノブまたはフロントパネルの矢印キーを使用して、外部電圧源によってブリッジに印加される

固定励振電圧を指定します。この値は、選択したチャネルの歪みブリッジ測定の変換に使

用されます。

6. [Integrate Settings]ソフトキーを押して、測定積分時間を電源周波数数 ([NPLC])で指定するか、秒単位 ([Time])
で直接指定するかを選択します。1、2、10、20、100、および200 PLCだけが、ノーマルモード(電源周波数ノイズ)
除去を行うことができます。200 PLCを選択すると、最適なノイズ除去と分解能が得られますが、測定は最も遅くな

ります。

ソフトキー 説明

Integrate NPLC 積分時間を、0.001、0.002、0.006、0.02、0.06、0.2、1、2、10、20、100、200の電源周波数

(PLC)で設定します。1 PLC以上の時間でのみノーマルモード (電源周波数ノイズ)除去が得

られます。100または200のPLCを選択すると、最適なノイズ除去と分解能が得られます。

Time 積分時間を秒単位で直接設定します。
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高度な設定

[DMM Digitize]データ収集モードでは、[Advanced]設定で[Auto Zero]設定のみが使用可能です。

[Advanced]を押すと、測定の高度な設定を構成できます。

ソフトキー 説明

Auto Zero
Off/ On

[Auto Zero]を使用すると最も正確な測定を行うことができますが、ゼロ測定を実行するために追

加の測定時間が必要となります。[Auto Zero]がオン([On])の場合、測定器は各測定に続いて、

内部的にオフセットを測定します。その後、前の読み値から測定値が減算されます。これによ

り、測定器の入力回路に存在するオフセット電圧による測定確度への影響が除去されます。

[Auto Zero]がオフ([Off])の場合器はオフセットを1回だけ測定し、以降すべての測定値からこのオフ

セット値が差し引かれます。測定器では、機能、レンジ、積分時間のいずれかを変更するたび

に、新しいオフセット測定が行われます。(4端子測定にはAuto Zero設定はありません)。

Delay
Auto/ Time

スキャンリスト内のチャネル間の遅延を自動的に選択するか、手動で選択するか選択します。

[Auto]を選択すると、測定機能、レンジ、積分時間、ACフィルターの設定に基づいて、チャネル

遅延を測定器が自動的に決定します。[Time]を選択すると、リレー設定時間によって暗黙に

発生する遅延に加えて、指定された遅延 (秒単位の時間 )が各チャネルのリレークロージャと実

際の測定の間に挿入されます。
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ダイレクト抵抗手法

このセクションでは、選択されたチャネルのダイレクト2端子歪みゲージ測定および4端子歪みゲージ測定をフロントパネ

ルから構成する方法について説明します。2端子と4端子のダイレクト抵抗の測定構成方法は同じです。以下の手順

では、2端子抵抗の測定について説明します。

1. モジュールのねじ式端子にダイレクト抵抗源を接続します。

2端子ダイレクト歪み：

4端子ダイレクト歪み：

2. [Channel] > [Measure]を押し、選択メニューから[STRAIN]を選択します。

3. [Sense Settings] > [Sense]を押し、歪み測定方法をダイレクト2端子または4端子として指定します。なお、ダイレク

ト2端子または4端子方法を選択した場合、[Range]ソフトキー(ステップ2に表示 )は設定に使用できなくなります。
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4. [Gage Settings]を押し、ノブまたはフロントパネルの矢印キーを使用して、各種の歪みゲージ設定を指定します。

ソフトキー 説明

Gage Factor [Gage Factor]は、ゲージの軸に沿った長さの微小変化 (歪み)に対する、抵抗の微小変化の

比率です。値が大きいほど、歪みゲージの感度が高くなります。ゲージ率は無次元量で

す。一般的な値は、約2です。

Gage Ohms 選択したチャネルのダイレクト歪み測定値の変換に使用するゲージ抵抗。

5. [Integrate Settings]ソフトキーを押して、測定積分時間を電源周波数数 ([NPLC])で指定するか、秒単位 ([Time])
で直接指定するかを選択します。1、2、10、20、100、および200 PLCだけが、ノーマルモード(電源周波数ノイズ)
除去を行うことができます。200 PLCを選択すると、最適なノイズ除去と分解能が得られますが、測定は最も遅く

なります。

ソフトキー 説明

Integrate NPLC 積分時間を、0.001、0.002、0.006、0.02、0.06、0.2、1、2、10、20、100、200の電源周波数

(PLC)で設定します。1 PLC以上の時間でのみノーマルモード (電源周波数ノイズ)除去が得

られます。100または200のPLCを選択すると、最適なノイズ除去と分解能が得られます。

Time 積分時間を秒単位で直接設定します。

116 Keysight DAQ970A/DAQ973Aユーザーズガイド

3 特長と機能



高度な設定

[DMM Digitize]データ収集モードでは、[Advanced]設定で[Auto Zero]設定のみが使用可能です。

[Advanced]を押すと、測定の高度な設定を構成できます。

ソフトキー 説明

Auto Zero
Off/ On

[Auto Zero]を使用すると最も正確な測定を行うことができますが、ゼロ測定を実行するために追

加の測定時間が必要となります。[Auto Zero]がオン([On])の場合、測定器は各測定に続いて、

内部的にオフセットを測定します。その後、前の読み値から測定値が減算されます。これによ

り、測定器の入力回路に存在するオフセット電圧による測定確度への影響が除去されます。

[Auto Zero]がオフ([Off])の場合器はオフセットを1回だけ測定し、以降すべての測定値からこのオフ

セット値が差し引かれます。測定器では、機能、レンジ、積分時間のいずれかを変更するたび

に、新しいオフセット測定が行われます。(4端子測定にはAuto Zero設定はありません)。

OffstComp
Off/ On

オフセット補正は、被測定回路に存在する小さなDC電圧の影響を除去します。この手法で

は、2つの抵抗測定 (正常値に設定された電流源を使用した測定とより低い値に設定された

電流源を使用した測定 )の差分を取ります。

Delay
Auto/Time

スキャンリスト内のチャネル間の遅延を自動的に選択するか、手動で選択するか選択します。

[Auto]を選択すると、測定機能、レンジ、積分時間、ACフィルターの設定に基づいて、チャネル

遅延を測定器が自動的に決定します。[Time]を選択すると、リレー設定時間によって暗黙に発

生する遅延に加えて、指定された遅延 (秒単位の時間 )が各チャネルのリレークロージャと実際

の測定の間に挿入されます。
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DC電圧

このセクションでは、選択されたチャネルのDC電圧測定をフロントパネルから構成する方法について説明します。

1. モジュールのねじ式端子に電圧源を接続します。

2. [Channel] > [Measure]を押し、選択メニューから[DCV]を選択します。

3. [Range]を押し、ノブまたはフロントパネルの矢印キーを使用して、測定レンジを指定します。[Auto](オートレンジ)機
能は、入力に基づいて測定レンジを自動的に選択します。オートレンジは便利ですが、手動レンジを使用するより

も測定が遅くなります。オートレンジにより、レンジが現在のレンジの120 %に上昇し、現在のレンジの10 %に下降

します。

オートレンジは[DMM Digitize]データ収集モードではサポートされていません。

4. [Integrate Settings]ソフトキーを押して、測定積分時間を電源周波数数 ([NPLC])で指定するか、秒単位 ([Time])
で直接指定するかを選択します。1、2、10、20、100、および200 PLCだけが、ノーマルモード(電源周波数ノイズ)
除去を行うことができます。200 PLCを選択すると、最適なノイズ除去と分解能が得られますが、測定は最も遅く

なります。

ソフトキー 説明

Integrate NPLC 積分時間を、0.001、0.002、0.006、0.02、0.06、0.2、1、2、10、20、100、200の電源周波数

(PLC)で設定します。1 PLC以上の時間でのみノーマルモード (電源周波数ノイズ)除去が得

られます。100または200のPLCを選択すると、最適なノイズ除去と分解能が得られます。

Time 積分時間を秒単位で直接設定します。
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高度な設定

[Advanced]を押すと、測定の高度な設定を構成できます。

ソフトキー 説明

Auto Zero
Off/ On

[Auto Zero]を使用すると最も正確な測定を行うことができますが、ゼロ測定を実行するために追

加の測定時間が必要となります。[Auto Zero]がオン([On])の場合、測定器は各測定に続いて、

内部的にオフセットを測定します。その後、前の読み値から測定値が減算されます。これによ

り、測定器の入力回路に存在するオフセット電圧による測定確度への影響が除去されます。

[Auto Zero]がオフ([Off])の場合器はオフセットを1回だけ測定し、以降すべての測定値からこのオフ

セット値が差し引かれます。測定器では、機能、レンジ、積分時間のいずれかを変更するたび

に、新しいオフセット測定が行われます。(4端子測定にはAuto Zero設定はありません)。

この設定は[Scan]または[DMM Digitize]が収集モードとして選択されてい

る場合に使用できます。

Input Z
10M/ Auto

測定端末入力インピーダンスを、10 MΩ ([10 M])または高インピーダンス([Auto])として指定しま

す。自動モードでは、100 mV、1 V、および10 Vレンジには高インピーダンス(> 10 GΩ )が、100 Vおよ

び300 Vレンジには10 MΩが選択されます。10 MΩはほとんどの場合、大抵の回路に負荷がかか

らない程度に十分に高い値で、高インピーダンス回路では適切な読み値となる程度に十分に

低い値です。また、高インピーダンスオプションよりもノイズが少ない読み値が得られます。これ

は、10 MΩの負荷が無視できない状況でも該当します。

この設定は[Scan]または[DMM Digitize]が収集モードとして選択されてい

る場合に使用できます。

Delay
Auto/ Time

スキャンリスト内のチャネル間の遅延を自動的に選択するか、手動で選択するか選択します。

[Auto]を選択すると、測定機能、レンジ、積分時間、ACフィルターの設定に基づいて、チャネル

遅延を測定器が自動的に決定します。[Time]を選択すると、リレー設定時間によって暗黙に発

生する遅延に加えて、指定された遅延 (秒単位の時間 )が各チャネルのリレークロージャと実際

の測定の間に挿入されます。

この設定は[Scan]が収集モードとして選択されている場合にのみ使用

可能です。
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AC電圧

AC電圧測定オプションは、[Scan]が収集モードとして選択されている場合にのみ使用可能です。

このセクションでは、選択されたチャネルのAC電圧測定をフロントパネルから構成する方法について説明します。

1. モジュールのねじ式端子にAC電圧源を接続します。

2. [Channel] > [Measure]を押し、選択メニューから[ACV]を選択します。

3. [Range]を押し、ノブまたはフロントパネルの矢印キーを使用して、測定レンジを指定します。Auto(オートレンジ)機
能は、入力に基づいて測定レンジを自動的に選択します。オートレンジは便利ですが、手動レンジを使用するより

も測定が遅くなります。オートレンジにより、レンジが現在のレンジの120 %に上昇し、現在のレンジの10 %に下降

します。
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高度な設定

[Advanced]を押すと、測定の高度な設定を構成できます。

ソフトキー 説明

AC Filter 使用するACフィルターを指定します。測定器には3種類の異なるACフィルターが用意されてい

て、低周波確度を最適化するか、入力信号の振幅変化を追跡してACセトリングを高速化す

るかを選択できます。3 Hz、20 Hz、200 Hzの3つのフィルターがあり、一般に、測定する信号の周

波数より小さい最高の周波数のフィルターを選択する必要があります。高周波数のフィルター

ほど測定が高速になるためです。例えば、20～200 Hzの信号を測定する場合、20 Hzのフィル

ターを使用する必要があります。測定速度が問題にならない場合に低周波数のフィルターを

選ぶと、測定する信号によってはノイズの少ない測定値が得られることがあります。

Delay
Auto/ Time

スキャンリスト内のチャネル間の遅延を自動的に選択するか、手動で選択するか選択します。

[Auto]を選択すると、測定機能、レンジ、積分時間、ACフィルターの設定に基づいて、チャネル

遅延を測定器が自動的に決定します。[Time]を選択すると、リレー設定時間によって暗黙に発

生する遅延に加えて、指定された遅延 (秒単位の時間 )が各チャネルのリレークロージャと実際

の測定の間に挿入されます。
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DC電流

DC電流測定は、DAQM901Aのチャネルが21と22の場合にのみサポートされています。

このセクションでは、選択されたチャネルのDC電流測定をフロントパネルから構成する方法について説明します。

1. モジュールのねじ式端子にDC電流源を接続します。

2. [Channel] > [Measure]を押し、選択メニューから[DCI]を選択します。

3. [Range]を押し、ノブまたはフロントパネルの矢印キーを使用して、測定レンジを指定します。Auto(オートレンジ)機
能は、入力に基づいて測定レンジを自動的に選択します。オートレンジは便利ですが、手動レンジを使用するより

も測定が遅くなります。オートレンジにより、レンジが現在のレンジの120 %に上昇し、現在のレンジの10 %に下降

します。[Auto]オプションは、DMM Digitizeデータ収集モードでは使用できません。

4. [Integrate Settings]ソフトキーを押して、測定積分時間を電源周波数数 ([NPLC])で指定するか、秒単位 ([Time])
で直接指定するかを選択します。1、2、10、20、100、および200 PLCだけが、ノーマルモード(電源周波数ノイズ)
除去を行うことができます。200 PLCを選択すると、最適なノイズ除去と分解能が得られますが、測定は最も遅く

なります。

ソフトキー 説明

Integrate NPLC 積分時間を、0.001、0.002、0.006、0.02、0.06、0.2、1、2、10、20、100、200の電源周波数

(PLC)で設定します。1 PLC以上の時間でのみノーマルモード (電源周波数ノイズ)除去が得

られます。100または200のPLCを選択すると、最適なノイズ除去と分解能が得られます。

Time 積分時間を秒単位で直接設定します。
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高度な設定

[DMM Digitize]データ収集モードでは、[Advanced]設定で[Auto Zero]設定のみが使用可能です。

[Advanced]を押すと、測定の高度な設定を構成できます。

ソフトキー 説明

Auto Zero
Off/ On

[Auto Zero]を使用すると最も正確な測定を行うことができますが、ゼロ測定を実行するために追

加の測定時間が必要となります。[Auto Zero]がオン([On])の場合、測定器は各測定に続いて、

内部的にオフセットを測定します。その後、前の読み値から測定値が減算されます。これによ

り、測定器の入力回路に存在するオフセット電圧による測定確度への影響が除去されます。

[Auto Zero]がオフ([Off])の場合器はオフセットを1回だけ測定し、以降すべての測定値からこのオフ

セット値が差し引かれます。測定器では、機能、レンジ、積分時間のいずれかを変更するたび

に、新しいオフセット測定が行われます。(4端子測定にはAuto Zero設定はありません)。

Delay
Auto/ Time

スキャンリスト内のチャネル間の遅延を自動的に選択するか、手動で選択するか選択します。

[Auto]を選択すると、測定機能、レンジ、積分時間、ACフィルターの設定に基づいて、チャネル

遅延を測定器が自動的に決定します。[Time]を選択すると、リレー設定時間によって暗黙に発

生する遅延に加えて、指定された遅延 (秒単位の時間 )が各チャネルのリレークロージャと実際

の測定の間に挿入されます。
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AC電流

AC電流測定オプションは、[Scan]が収集モードとして選択されている場合にのみ使用可能です。

AC電流測定は、DAQM901Aのチャネルが21と22の場合にのみサポートされています。

このセクションでは、選択されたチャネルのAC電流測定をフロントパネルから構成する方法について説明します。

1. モジュールのねじ式端子に電流源を接続します。

2. [Channel] > [Measure]を押し、選択メニューから[ACI]を選択します。

3. [Range]を押し、ノブまたはフロントパネルの矢印キーを使用して、測定レンジを指定します。Auto(オートレンジ)機
能は、入力に基づいて測定レンジを自動的に選択します。オートレンジは便利ですが、手動レンジを使用するより

も測定が遅くなります。オートレンジにより、レンジが現在のレンジの120 %に上昇し、現在のレンジの10 %に下降

します。
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高度な設定

[Advanced]を押すと、測定の高度な設定を構成できます。

ソフトキー 説明

AC Filter 使用するACフィルターを指定します。測定器には3種類の異なるACフィルターが用意されてい

て、低周波確度を最適化するか、入力信号の振幅変化を追跡してACセトリングを高速化す

るかを選択できます。3 Hz、20 Hz、200 Hzの3つのフィルターがあり、一般に、測定する信号の周

波数より小さい最高の周波数のフィルターを選択する必要があります。高周波数のフィルター

ほど測定が高速になるためです。例えば、20～200 Hzの信号を測定する場合、20 Hzのフィル

ターを使用する必要があります。測定速度が問題にならない場合に低周波数のフィルターを

選ぶと、測定する信号によってはノイズの少ない測定値が得られることがあります。

Delay
Auto/ Time

スキャンリスト内のチャネル間の遅延を自動的に選択するか、手動で選択するか選択します。

[Auto]を選択すると、測定機能、レンジ、積分時間、ACフィルターの設定に基づいて、チャネル

遅延を測定器が自動的に決定します。[Time]を選択すると、リレー設定時間によって暗黙に発

生する遅延に加えて、指定された遅延 (秒単位の時間 )が各チャネルのリレークロージャと実際

の測定の間に挿入されます。
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抵抗

このセクションでは、選択されたチャネルの2端子測定および4端子測定をフロントパネルから構成する方法について説

明します。2端子と4端子の抵抗の測定構成方法は同じです。以下の手順では、2端子抵抗の測定について説明し

ます。

1. モジュールのねじ式端子に抵抗源を接続します。

2端子抵抗：

4端子抵抗：

2. [Channel] > [Measure]を押し、選択メニューから[OHMS]または[OHMS 4W]を選択します。

3. [Range]を押し、ノブまたはフロントパネルの矢印キーを使用して、測定レンジを指定します。Auto([Scan]がデータ

収集モードとして選択されている場合のみ使用可能 )は、入力に基づいて測定レンジを自動的に選択します。

オートレンジは便利ですが、手動レンジを使用するよりも測定が遅くなります。オートレンジにより、レンジが現在の

レンジの120 %に上昇し、現在のレンジの10 %に下降します。[Auto]オプションは、DMM Digitizeデータ収集モード

では使用できません。
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4. [Integrate Settings]ソフトキーを押して、測定積分時間を電源周波数数 ([NPLC])で指定するか、秒単位 ([Time])
で直接指定するかを選択します。1、2、10、20、100、および200 PLCだけが、ノーマルモード(電源周波数ノイズ)
除去を行うことができます。200 PLCを選択すると、最適なノイズ除去と分解能が得られますが、測定は最も遅くな

ります。

ソフトキー 説明

Integrate NPLC 積分時間を、0.001、0.002、0.006、0.02、0.06、0.2、1、2、10、20、100、200の電源周波数

(PLC)で設定します。1 PLC以上の時間でのみノーマルモード (電源周波数ノイズ)除去が得

られます。100または200のPLCを選択すると、最適なノイズ除去と分解能が得られます。

Time 積分時間を秒単位で直接設定します。

高度な設定

[DMM Digitize]データ収集モードでは、[Advanced]設定で[Auto Zero]設定のみが使用可能です。

[Advanced]を押すと、測定の高度な設定を構成できます。

ソフトキー 説明

Auto Zero
Off/ On

[Auto Zero]を使用すると最も正確な測定を行うことができますが、ゼロ測定を実行するために追

加の測定時間が必要となります。[Auto Zero]がオン([On])の場合、測定器は各測定に続いて、

内部的にオフセットを測定します。その後、前の読み値から測定値が減算されます。これによ

り、測定器の入力回路に存在するオフセット電圧による測定確度への影響が除去されます。

[Auto Zero]がオフ([Off])の場合器はオフセットを1回だけ測定し、以降すべての測定値からこのオフ

セット値が差し引かれます。測定器では、機能、レンジ、積分時間のいずれかを変更するたび

に、新しいオフセット測定が行われます。(4端子測定にはAuto Zero設定はありません)。

OffstCmp
Off/ On

オフセット補正は、被測定回路に存在する小さなDC電圧の影響を除去します。この手法で

は、2つの抵抗測定 (正常値に設定された電流源を使用した測定とより低い値に設定された

電流源を使用した測定 )の差分を取ります。

Low Power
Off/ On

ローパワー抵抗測定を選択します。供給される電流が小さくなるため、被試験抵抗の電力損

失および自己発熱が低減されます。これは通常、標準抵抗測定に供給される電流の約1/10
です。各測定レンジに対して供給される電流の近似値が、抵抗レンジのソフトキーの下部に表

示されます(例：~ 1 mA)。

Delay
Auto/ Time

スキャンリスト内のチャネル間の遅延を自動的に選択するか、手動で選択するか選択します。

[Auto]を選択すると、測定機能、レンジ、積分時間、ACフィルターの設定に基づいて、チャネル

遅延を測定器が自動的に決定します。[Time]を選択すると、リレー設定時間によって暗黙に発

生する遅延に加えて、指定された遅延 (秒単位の時間 )が各チャネルのリレークロージャと実際

の測定の間に挿入されます。
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周波数および周期

周波数および周期測定オプションは、[Scan]が収集モードとして選択されている場合にのみ使用可

能です。

このセクションでは、選択されたチャネルの周波数測定および周期測定をフロントパネルから構成する方法について説

明します。

1. モジュールのねじ式端子にAC源を接続します。

2. [Channel] > [Measure]を押し、選択メニューから[FREQ]または[PERIOD]を選択します。

3. [Range]を押し、ノブまたはフロントパネルの矢印キーを使用して、測定レンジを指定します。[Auto](オートレンジ)機
能は、入力に基づいて測定レンジを自動的に選択します。オートレンジは便利ですが、手動レンジを使用するより

も測定が遅くなります。オートレンジにより、レンジが現在のレンジの120 %に上昇し、現在のレンジの10 %に下降

します。

4. [Gate Time]を押すと、測定のアパーチャ(積分時間 )を[1 ms]、[10 ms]、[100 ms]、または[1 s]の中から指定できま

す。
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高度な設定

[Advanced]を押すと、測定の高度な設定を構成できます。

ソフトキー 説明

AC Filter 使用するACフィルターを指定します。測定器には3種類の異なるACフィルターが用意されていて、低周

波確度を最適化するか、入力信号の振幅変化を追跡してACセトリングを高速化するかを選択できま

す。3 Hz、20 Hz、200 Hzの3つのフィルターがあり、一般に、測定する信号の周波数より小さい最高の

周波数のフィルターを選択する必要があります。高周波数のフィルターほど測定が高速になるためで

す。例えば、20～200 Hzの信号を測定する場合、20 Hzのフィルターを使用する必要があります。測定

速度が問題にならない場合に低周波数のフィルターを選ぶと、測定する信号によってはノイズの少な

い測定値が得られることがあります。

Delay
Auto/ Time

スキャンリスト内のチャネル間の遅延を自動的に選択するか、手動で選択するか選択します。[Auto]を
選択すると、測定機能、レンジ、積分時間、ACフィルターの設定に基づいて、チャネル遅延を測定器

が自動的に決定します。[Time]を選択すると、リレー設定時間によって暗黙に発生する遅延に加え

て、指定された遅延 (秒単位の時間 )が各チャネルのリレークロージャと実際の測定の間に挿入されま

す。
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ダイオード

ダイオードは、[Scan]が収集モードとして選択されている場合にのみ使用可能です。

このセクションでは、選択されたチャネルのダイオードテストをフロントパネルから構成する方法について説明します。

1. モジュールのねじ式端子にダイオード源を接続します。

2. [Channel] > [Measure]を押し、選択メニューから[DIODE]を選択します。

高度な設定

[Advanced]を押すと、測定の高度な設定を構成できます。

ソフトキー 説明

Delay
Auto/ Time

スキャンリスト内のチャネル間の遅延を自動的に選択するか、手動で選択するか選択します。

[Auto]を選択すると、測定機能、レンジ、積分時間、ACフィルターの設定に基づいて、チャネル

遅延を測定器が自動的に決定します。[Time]を選択すると、リレー設定時間によって暗黙に

発生する遅延に加えて、指定された遅延 (秒単位の時間 )が各チャネルのリレークロージャと実

際の測定の間に挿入されます。
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キャパシタンス

[Capacitance]は、[Scan]が収集モードとして選択されている場合にのみ使用可能です。

このセクションでは、選択されたチャネルのキャパシタンス測定をフロントパネルから構成する方法について説明します。

1. モジュールのねじ式端子にキャパシタンス源を接続します。

2. [Channel] > [Measure]を押し、選択メニューから[CAP]を選択します。

3. [Range]を押し、ノブまたはフロントパネルの矢印キーを使用して、測定レンジを指定します。[Auto](オートレンジ)機
能は、入力に基づいて測定レンジを自動的に選択します。オートレンジは便利ですが、手動レンジを使用するより

も測定が遅くなります。オートレンジにより、レンジが現在のレンジの120 %に上昇し、現在のレンジの10 %に下降し

ます。

高度な設定

[Advanced]を押すと、測定の高度な設定を構成できます。

ソフトキー 説明

Delay
Auto/ Time

スキャンリスト内のチャネル間の遅延を自動的に選択するか、手動で選択するか選択します。

[Auto]を選択すると、測定機能、レンジ、積分時間、ACフィルターの設定に基づいて、チャネル

遅延を測定器が自動的に決定します。[Time]を選択すると、リレー設定時間によって暗黙に発

生する遅延に加えて、指定された遅延 (秒単位の時間 )が各チャネルのリレークロージャと実際

の測定の間に挿入されます。
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マルチプレクサモジュール：スイッチモード

マルチプレクサモジュール(DAQM900A、DAQM901A、DAQM902A、DAQM908A)をスイッチモードで動作させると、各チャ

ネルを独立にオープン／クローズすることができます。以下のセクションでは、スイッチモードをオンにして設定する方法を

説明します。

1. [Channel]キーを押して[Channel]メニューを表示します。次の例では、スロット1のDAQM901Aモジュール(ラベルは

OVEN)のチャネル101が、温度測定 (℃単位、J型熱電対 )用に設定されています。

2. [Module]キーを押して[Module]メニューを表示します。次に[Scan List]ソフトキーを押します。
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3. チャネル101のラベルがOVENでスキャンステータスがオンであることが確認できます。[Remove from Scan]ソフトキー

を押すと、操作を確認するためのプロンプトが表示されます。[Yes]ソフトキーを押して、モジュールのすべてのチャネ

ルをスキャンリストから削除することを確認します。この操作により、モジュールのチャネルに対する測定がオフにな

り、モジュールはスイッチモードになります。
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4. [Channel]キーを押して[Channel]メニューに戻ります。モジュールがスイッチモードになったので、[Open]および[Close]
ソフトキーが使用可能になっています。チャネルのラベルはそのままです。[Close]ソフトキーを押して、チャネルのス

テートを変更できます。

5. スキャンモードに戻るには、[Measure]ソフトキーを押して、測定モードを選択します。次の例ではTEMPが選択され

ており、モジュールはスキャンモードに戻っています。温度測定が再び選択され、[Open]および[Close]ソフトキーは

使用できなくなっています。
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DAQM907A - マルチファンクションモジュール

以下のセクションでは、DAQM907Aの各チャネルを設定する方法を説明します。DAQM907Aマルチファンクションモジュー

ルには、使用可能なチャネルが合計7個あります(以下の表を参照 )。

チャネル番号 チャネルラベル

01 8ビットデジタルI/Oチャネル

02 8ビットデジタルI/Oチャネル

03 トータライザーチャネル

04 DAC出力チャネル

05 DAC出力チャネル

06 DAC出力センスチャネル

07 DAC出力センスチャネル

デジタルI/O(DIO)チャネル(チャネル01および02)

DAQM907Aマルチファンクションモジュールには2つのアイソレートされていない8ビット入力／出力ポートがあり、デジタル

パターンの読み取りに使用できます。ポート上のビットのライブステータスを読み取ることも、デジタル読み取りを含めるよ

うにスキャンを構成することもできます。

DIOチャネルの構成

1. [Module]を押し、ノブまたはフロントパネルの矢印キーを使用して、マルチファンクションモジュールを含むスロットを選

択します。
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2. [Channel]を押し、ノブまたはフロントパネルの矢印キーを使用して、DIOチャネル(channel 01および02)レンジを指定

します。

3. [In Scan]を押して、DIOチャネルをスキャンリストに含める([On])か、除外する([Off])かを指定します。

ソフトキー 説明

Read [Read]ソフトキーを押して、デジタル入力ポートからビットパターンを読み取ります。

Write [Write]ソフトキーを押して、ビットパターンを指定し、指定したポートに出力します。

デジタル入力ポートの読み取り

[Read]ソフトキーを押して、DIOの方向を入力として定義します。
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デジタル入力ポートへの書き出し

1. [Module]を押し、ノブまたはフロントパネルの矢印キーを使用して、マルチファンクションモジュールを含むスロットを選

択します。

2. [Channel]を押し、ノブまたはフロントパネルの矢印キーを使用して、DIOチャネル(channel 01および02)レンジを指定

します。
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3. [Write] > [Base]を押し、ノブまたはフロントパネルの矢印キーを使用して、使用する基数 ([Hex]、[Binary]、または

[Decimal])を選択し、[Pattern]を押して、選択した基数の各出力パターンを定義します。

4. [Write Pattern]を押して、選択したデジタル出力ポートにビットパターンを出力します。DIOの方向には、出力が設

定されます。

5. [Clear]を押して、出力パターンに"0"を設定します。
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トータライザーチャネル

DAQM907Aマルチファンクションモジュールには26ビットのトータライザーが装備されており、TTL互換パルスを100 kHzレー

トでカウントできます。トータライザーチャネルの番号は"s03"であり、sはスロット番号を表します。トータライザーチャネル

のラベルは、channel 03です。

トータライザーカウントは手動で読み取ることも、スキャンを構成して読み取ることもできます。

トータライザーチャネルをマルチファンクションモジュールで構成するには、以下の手順を実行します。

1. [Module]を押し、ノブまたはフロントパネルの矢印キーを使用して、DAQM907Aマルチファンクションモジュールを含む

スロットを選択します。

2. [Channel]を押し、ノブまたはフロントパネルの矢印キーを使用して、トータライザーチャネル(チャネル03)を選択しま

す。
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3. [In Scan]を押して、トータライザーチャネルをスキャンリストに含める([On])か、除外する([Off])かを指定します。

4. [Settings] > [Edge]を押して、入力信号の場合にトータライザーチャネルがカウントを立ち上がりエッジ([Pos])または

立ち下がりエッジ([Neg])のどちらで行うかを指定し、[ReadReset]を押して、読み取り時にトータライザーカウントが

自動的にリセットされる([On])かリセットされない([Off])かを指定します。

5. [Read]を押して、トータライザーカウントを読み取ります。このカウントは、[Read]を押すたびに1回読み取られます。

表示されたカウントは、自動的には更新されません。

6. [Clear Count]を押して、トータライザーカウントを"0"にリセットします。

7. Start/Stopソフトキーで現在のトータライザーチャネルでのカウントの開始と停止を切り替えます。[Start]は現在の

トータライザーチャネルでカウントを開始、[Stop]は停止します。
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DAC出力およびセンスチャネル(channel 04～07)

DAQM907Aマルチファンクションモジュールには、2つのDAC出力チャネル(channel 04および05)と2つのDAC出力センス

チャネル(channel 06および07)があります。これらのチャネルを、どれでもスキャンすることができます。

DAC出力チャネルについては、実際の出力測定は行われず、スキャン値は設定出力値 (電圧または電流 )になります。

DAC出力センスチャネルは、対応するDAC出力チャネルの出力モードに応じて、補完的な(電圧または電流 )測定を実

行します。

– チャネル06は、チャネル04で設定されている出力モードに応じた測定を実行します。

– チャネル07は、チャネル05で設定されている出力モードに応じた測定を実行します。

DAC出力チャネル04を電圧モードに設定すると、対応するDACセンスチャネル06は電流を測定します。この出力チャネ

ルを電流モードに設定した場合は、センスチャネルは電圧を測定します。

1. [Module]を押し、ノブまたはフロントパネルの矢印キーを使用して、マルチファンクションモジュールを含むスロットを選

択します。
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2. [Channel]を押し、ノブまたはフロントパネルの矢印キーを使用して、DAC出力チャネル(channel 04および05)または

DACセンスチャネル(channel 06および07)を選択します。

3. [In Scan]を押して、DACチャネルをスキャンリストに含める([On])か、除外する([Off])かを指定します。

4. [Sourcing]を押して、DAC出力チャネルの出力モードを[Voltage]または[Current]に設定します。

5. [Lock]をオン([On])にしてDAC出力チャネルモードをロックするか、[Lock]をオフ([Off])にしてDAC出力チャネルモードを

オフするかを切り替えます。

6. [Write] > [Output]を押して出力電圧／電流レベルを設定し、[Write Output]を押して、選択したDAC出力チャネ

ルから電圧／電流を出力します。
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DAQM909A：4チャネル24ビット・デジタイザ・モジュール

DAQM909Aは、DC電圧 (DCV)および歪みのデジタイズ用に設定できます。以下のセクションでは、DAQM909Aのチャネ

ルを設定する方法を説明します。

DC電圧 (DCV)

このセクションでは、フロントパネルからDAQM909AのチャネルをDC電圧測定用に設定する方法について説明します。

1. モジュールのねじ式端子に電圧源を接続します。

2. [Channel] > [Measure]を押し、選択メニューから[DCV]を選択します。

3. [Volt Range]ソフトキーを押して、DC電圧測定範囲を指定します。[300 mV]、1 V(デフォルト値 )[3 V]、または[18 V]
が選択できます。
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高度な設定

[Advanced]を押すと、デジタイザの高度な設定を構成できます。

ソフトキー 説明

Mode
Time/ Freq

ADCフィルターモードを決定します。[Mode]ソフトキーを押すと、入力をタイム・ドメイン・モード

([Time])と周波数ドメインモード ([Freq])の間で切り替えることができます。[Time]モードを選択した

場合、オンボードADCはSinc5フィルターを使用するように設定されます。[Freq]モードを選択した

場合、オンボードADCは広帯域フィルターを使用するように設定されます。

Coupling
AC/ DC

[Coupling]ソフトキーを押すと、グラフの表示モードをACモードとDCモードの間で切り替えることが

できます。ACモードでは、AC結合が使用され、平均値0に正規化されたDC信号が表示されま

す。DCモードでは、DC結合が使用され、元の信号が画面上に表示されます。

Type Diff [Diff]入力は、ハイ／ロー入力端子からの入力信号を測定します。

Send [Send]入力は、ハイ入力端子と、グランドに接続されたロー入力端子からの入力信号を測定

します。

Iepe [Iepe](Integrated Electronics Piezo Electric)トランスデューサー(2線 IEPE、100ΩLOグランド )は、ハイ／

ロー入力端子に直流が供給された状態で入力信号を測定します。

Pwr.Alys
On/ Off

[Pwr.Alys]ソフトキーを押すと、[View]メニューでのデータのポストプロセッシング中に、指定したチャ

ネルに対するパワー解析機能の[On]と[Off]を切り替えることができます。

詳細については、パワー解析を参照してください。

144 Keysight DAQ970A/DAQ973Aユーザーズガイド

3 特長と機能



歪み

このセクションでは、フロントパネルからDAQM909Aのチャネルを歪み測定用に設定する方法について説明します。

1. モジュールのねじ式端子に必要なブリッジ構成源を接続します。

フル・ベンディング・ブリッジ：

ハーフ・ベンディング・ブリッジ：

クオーターブリッジ

2. [Channel] > [Measure]を押し、選択メニューから[STRAIN]を選択します。

3. [Volt Range]ソフトキーを押して、DC電圧測定範囲を指定します。[300 mV]、1 V(デフォルト値 )[3 V]、または[18 V]
が選択できます。

Keysight DAQ970A/DAQ973Aユーザーズガイド 145

3 特長と機能



4. [Settings] > [Sense Settings]ソフトキーを押し、ステップ1でセットアップしたブリッジ構成に基づいて歪み測定方法

を指定します。

5. [Gage Settings]ソフトキーを押して、さまざまな歪みゲージ設定を指定します。

ソフトキー 説明

Gage Factor [Gage Factor]は、ゲージの軸に沿った長さの微小変化 (歪み)に対する、抵抗の微小変化の

比率です。値が大きいほど、歪みゲージの感度が高くなります。ゲージ率は無次元量で

す。一般的な値は、約2です。

Poisson Ratio 歪みゲージのポアソン比を指定します。ポアソン比は、縦方向の歪みに対する、横方向の

歪みの負の比率として定義されます。

[Poisson Ratio]ソフトキーは、[Sense]メニューでタイプとして[Poisson]が選

択されている場合のみ使用可能です。

Excitation
Voltage

ノブまたはフロントパネルの矢印キーを使用して、外部電圧源によってブリッジに印加される

固定励振電圧を指定します。この値は、選択したチャネルの歪みブリッジ測定の変換に使

用されます。
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高度な設定

[Advanced]を押すと、デジタイザの高度な設定を構成できます。

ソフトキー 説明

Mode
Time/ Freq

ADCフィルターモードを決定します。[Mode]ソフトキーを押すと、入力をタイム・ドメイン・モード

([Time])と周波数ドメインモード ([Freq])の間で切り替えることができます。[Time]モードを選択した

場合、オンボードADCはSinc5フィルターを使用するように設定されます。[Freq]モードを選択した

場合、オンボードADCは広帯域フィルターを使用するように設定されます。

Coupling
AC/ DC

[Coupling]ソフトキーを押すと、グラフの表示モードをACモードとDCモードの間で切り替えることが

できます。ACモードでは、AC結合が使用され、平均値0に正規化されたDC信号が表示されま

す。DCモードでは、DC結合が使用され、元の信号が画面上に表示されます。

Type Diff [Diff]入力は、ハイ／ロー入力端子からの入力信号を測定します。

Send [Send]入力は、ハイ入力端子と、グランドに接続されたロー入力端子からの入力信号を測定し

ます。

Iepe [Iepe](Integrated Electronics Piezo Electric)トランスデューサー(2線 IEPE、100ΩLOグランド )は、ハイ／

ロー入力端子に直流が供給された状態で入力信号を測定します。
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計算チャネル

計算チャネルは、測定チャネル、または他の計算チャネルの読み値の演算を実行します。構成するには、[Channel]を
押し、ノブまたは右矢印キーを使用して、計算チャネル(チャネル401～420)を1つ選択します。

計算チャネルでの演算を実行する前に、測定チャネルを構成する必要があります。

計算チャネルのモニタリングは、スキャン中のみ使用可能で、最新の掃引の読み値のみが表示され

ます。

計算チャネルは、[DMM Digitize]または[Digitizer]がデータ収集モードとして選択されている場合には使

用できません。

[In Scan]を押して、計算チャネルをスキャンリストに含める([On])か、除外する([Off])かを指定します。[Equation]を押す

と、計算チャネルに使用する式を指定できます。式の選択肢は、主に以下の3つのグループに分類できます。基本数

学、5次多項式、統計です。
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基本数学

以下の表に、サポートされている基本数学演算と、それぞれのソフトキーラベルを示します。

演算 ソフトキーラベル

加算 [A＋B]

減算 [A－B]

乗算 [A * B]

除算 [A / B]

逆数 [1 / A]

累乗 [A2]

平方根 [Sqrt(A)]

例えば、測定チャネル(チャネル101および102)から計算チャネル(チャネル401)への加算演算を行うには、以下の手順を

実行します。

1. [Equation] > [A+B]を押し、ノブまたはフロントパネルの矢印キーを使用して[Channel A]ソフトキーにチャネル101を
指定し、[Channel B]ソフトキーにチャネル102を指定します。

2. [Scan/Start]を1回だけ押して、スキャンを開始します。[View]キーを押すと、スキャン済みメモリ読み値を表示できま

す。チャネル101と102からチャネル401への加算演算が、以下の読み値として、以下のように表示されます。

チャネル401 =チャネル101 +チャネル102

3. 上記の手順を、残りの基本数学演算 (減算、乗算など)で行います。1つのオペランドチャネルで計算を行う場合

は、[Channel A]ソフトキーと[Channel B]ソフトキーの両方に同じチャネルを設定します。選択されたチャネル自身の

読み値を加えた結果が、計算された読み値となります。例えば、以下のようになります。

チャネル401 =チャネル101 +チャネル101
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5次多項式

この演算をオペランドチャネル(チャネル101)から計算チャネル(チャネル401)へ行うには、以下の手順を実行します。

1. [Equation] > [5th Order]を押し、ノブまたはフロントパネルの矢印キーを使用して[Channel A]ソフトキーにチャネル

101を指定します。

2. [Coef]を押して、係数の次数を順に切り替えます([Coef #5]、[Coef #4]、[Coef #3]、[Coef #2]、[Coef #1]、[Coef
#0])。各次数の係数パラメータを指定します。

3. [Scan/Start]を1回だけ押して、スキャンを開始します。[View]キーを押すと、スキャン済みメモリ読み値を表示でき

ます。5次多項式の結果が、以下のように表示されます。

統計

以下の表に、サポートされている統計演算と、それぞれのソフトキーラベルを示します。統計の場合、(list)は計算に使

用する一連のオペランドチャネルを指します。

演算 統計ソフトキーラベル 説明

平均 [Avg(list)] 以下の計算で、オペランドチャネルのリストから、平均の読み値を返し

ます。平均の読み値=読み値の総合計/選択されたオペランドチャネ

ルの数

最大値 [Max(list)] オペランドチャネルのリストから、最大の読み値を返します。

最小値 [Min(list)] オペランドチャネルのリストから、最小の読み値を返します。

標準偏差 [SDev(list)] オペランドチャネルのリストから、標準偏差の読み値を返します。

例えば、測定チャネル(チャネル101～103)から計算チャネル(チャネル401)への平均演算を行うには、以下の手順を実

行します。

1. [Equation] > [Avg(list)]を押し、ノブまたはフロントパネルの矢印キーを使用して[Select]ソフトキーにオペランドチャネ

ルを選択してから、[Add to List]を押して、選択したオペランドチャネルをオペランド・チャネル・リストに追加します。こ

のソフトキーを繰り返し押して、以降のオペランドチャネルをオペランド・チャネル・リストに追加します。
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2. オペランドチャネルに追加できる数に達した場合、[Remove from List]ソフトキーが表示されます。このキーを押す

と、以前選択したオペランドチャネルを、オペランド・チャネル・リストから削除できます。

3. [View List]を押して、利用可能な測定チャネルのリストを表示します。現在選択されているオペランドチャネルに

は、"X"マークが付いています。[Clear]を押すと、選択したすべてのオペランドチャネルを、オペランド・チャネル・リスト

から削除できます。

4. [Scan/Start]を1回だけ押して、スキャンを開始します。[View]キーを押すと、スキャン済みメモリ読み値を表示できま

す。平均演算の結果が、以下のように表示されます。

チャネル401 = (チャネル101+102+103)/3

ここに表示されている数値の形式は、カンマを小数点区切り記号とし、千単位の区切り文字がオン

(3桁ごとにピリオドが挿入される)になっています。詳細については、Number Formatを参照してくださ

い。
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また、計算チャネルを、計算チャネルリストのオペランドチャネルとして含めることもできます。例えば、上記の例の計算

チャネル401を他の計算チャネル(チャネル402)に含めるには、以下の手順を実行します。

1. 上記の手順1～4を繰り返します。

2. [Channel]を押し、ノブまたはフロントパネルの矢印キーを使用して、チャネル402を指定します。[In Scan]を押して、

ソフトキーをオンにし、スキャンリストにチャネル402を入れます。[Equation] > [Avg(list)]を押し、ノブまたはフロントパ

ネルの矢印キーを使用して[Channel A]ソフトキーにチャネル101を指定し、[Channel B]ソフトキーに401計算チャネ

ルを指定します。

3. [Scan/Start]を1回だけ押して、スキャンを開始します。[View]キーを押すと、スキャン済みメモリ読み値を表示でき

ます。平均演算の結果が、以下のように表示されます。

チャネル402 = (チャネル101+102+103+401)/4
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外部測定器によるスキャン

この構成では、DAQ970A/DAQ973Aを信号ルーティングまたは制御アプリケーションに使用できます。マルチプレクサ・プラ

グイン・モジュールをインストールすればDAQ970A/DAQ973Aを使って外部機器によるスキャンを実行できます。外部測

定器 (DMMなど)は、マルチプレクサのCOM端子に接続できます。

外部測定器によるスキャンを制御するために、2本の制御ラインが用意されています。DAQ970A/DAQ973Aと外部機器

を適切に設定すると、2台の機器の間でスキャンシーケンスを同期できます。

この構成では、必要なマルチプレクサまたはマルチファンクションチャネルをすべて含むスキャンリストをセットアップする必

要があります。スキャンリストに含まれないチャネルは、スキャンの際にスキップされます。測定器は自動的に、スロット100
からスロット300までの昇順で、チャネルのリストをスキャンします。

外部制御スキャンを実行するには、[Home] > [User Settings] > [DMM Off]を押して、内蔵DMMをオフにする必要があ

ります。内蔵DMMがオフであるため、マルチプレクサチャネルからの読み値は内蔵読み値メモリには保存されません。

DAQ970A/DAQ973Aと外部機器の間でスキャンシーケンスを同期するには、外部接続が必要です。

DAQ970A/DAQ973Aは、リレーがクローズしてセトリングしたときに(チャネル遅延を含む)、外部機器に通知する必要が

あります。DAQ970A/DAQ973Aは、リア・パネル・コネクタのピン5からチャネル・クローズ・パルスを出力します。これに応じ

て外部機器は、測定が完了して、スキャンリスト内の次のチャネルに進む準備ができたことをDAQ970A/DAQ973Aに通

知する必要があります。DAQ970A/DAQ973Aは、チャネルアドバンス信号を、外部トリガ入力ライン(ピン6)で受信しま

す。

スキャンリストの掃引開始を制御するイベントまたはアクションを構成することができます(掃引とは、スキャンリスト全体を

1回スキャンすることです)。DMMがオフの場合、デフォルトのスキャン間隔ソースは"Auto"(即時 )です。詳細については、

「スキャン間隔」を参照してください。DAQ970A/ DAQ973Aにスキャンリスト内の次のチャネルに進むように通知するイベン

トまたはアクションを設定できます。チャネル・アドバンス・ソースは、スキャン間隔と同じソースを共有します。ただし、ス

キャン間隔に使用されているソースと同じソースを、ユーザーがチャネル・アドバンス・ソースに設定しようとすると、エラー

が発生します。

測定器がスキャンリストを掃引する回数を指定できます。指定した回数の掃引が終了すると、スキャンは停止します。

外部制御スキャンには、マルチファンクションモジュールのデジタルポートの読み取りやトータライザーカウントの読み取りを

含めることもできます。チャネルアドバンスが最初のディジットチャネルに達すると、そのスロットのすべてのデジタルチャネル

が測定器によってスキャンされ、読み値が読み値メモリに保存されます(必要なチャネルアドバンス信号は1つだけです)。

4端子外部スキャン用のチャネルのリストを構成することができます。オンの場合、測定器によって、チャネルnとチャネル

n+10が自動的に組み合わせられます。
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チャネルへのラベル付与

[Channel Label]ソフトキーを押すと、現在選択されているチャネルにラベルを指定することができます。ノブまたはフロント

パネルの矢印キーを使用して、ディスプレイ内に文字を入力します。モジュールのラベルには、英字、数字、および特殊

文字を含む、最大10文字を入力できます。デフォルトのチャネルラベルに戻すには、[Channel Label] > [Clear All] >
[Done]を押します。この設定は、取り付けられているすべてのモジュール、および計算チャネルに適用されます。
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[Interval]メニュー

フロントパネルの[Interval]キーを押すと、掃引の開始方法と、スキャン内の掃引回数を構成できます。

[Interval]メニューのオプションは、[Home]メニューで選択したデータ収集モード ([Home] > [Acquire] >
[Scan]、[DMM Digitize](または[Digitizer])によって異なります。

[Home] > [Acquire] > [DMM Digitize]または[Digitizer]を押した場合、[Interval]メニューは、チャネルを設定

した後でのみ使用可能です。

スキャンモードの[Interval]メニュー

トリガソースの選択

[Source]ソフトキーを押すと、掃引を開始するトリガソースを選択できます。掃引とは、スキャンリスト全体を1回スキャン

することです。

ソフトキー 説明

Source Auto

即時トリガを選択します。スキャンが開始されると、各掃引が自動的に開始されます。

Time

測定器の内部タイマーを設定して、特定の間隔で掃引が自動的に開始されるようにします。こ

れをトリガソースとして選択し、[Time]ソフトキーを押すと、0～360,000秒/s(100:00:00時間の間隔

を構成できます)。
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Manual

手動トリガを選択します。フロントパネルの[Scan/Start]キーを1回押すと、掃引が開始されます。

External

外部TTL互換トリガパルスをリアパネルのExt Trig/Alarmsコネクタから受信したときに、掃引を開始

します。これをトリガソースとして選択し、[Ext Trig]ソフトキーを押すと、Ext Trig信号の極性を、立

ち上がりエッジ([Pos])または立ち下がりエッジ([Neg])として指定できます。

On Alarm

スキャン中に、モニターチャネルか、DIOまたはトータライザーチャネルでアラーム条件が検出された

ときに掃引を開始します。これをトリガソースとして選択し[On Alarm]ソフトキーを押すと、選択し

たチャネルのアラーム条件を報告するために使用するアラームを4つのうちから指定できます。

出力トリガ極性の選択

[Ch Closed]ソフトキーを選択すると、リアパネルのExt Trig/AlarmコネクタのChan Closed信号として、立ち上がりエッジ

([Pos])または立ち下がりエッジ([Neg])を選択できます。

この出力トリガ(チャネルクローズ信号 )は、内部スキャン中と外部スキャン中で異なる働きをします。

– 内部スキャン(内蔵DMMがオン)の場合は、掃引の開始時ではなく、掃引の終了時に生成されま

す。

– 外部スキャン(内蔵DMMがオフ)の場合は、各チャネルがクローズすると生成されます。このため、

外部DMMでの測定のトリガとして使用できます。
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スキャン内の掃引回数の指定

測定器がスキャンリスト全体を掃引する回数 ([# Sweeps])、または連続掃引 ([Infinite])を指定できます。

– [# Sweeps] - スキャン開始後に測定器がスキャンリスト全体を掃引する回数 (1～1,000,000回の掃引 )を指定しま

す。[Reset]を押すと、掃引の回数に1をリセットできます。

– [Infinite] - フロントパネルの[Scan/Start]キーを使用して、手動で停止するまで無制限に続行するようにスキャンを

設定します。またはSCPIの"APORt"コマンドを送信するか、リモートインタフェースから"Device Clear"メッセージが送

信されます。

測定器の読み値メモリには、最大1,000,000個の読み値を保存できます。それ以降は、読み値メモリオーバフローであ

ることを示す インジケーターが表示されます。新しい読み値が、保存されている最初の(最も古い)読み値を上書き

します。最新の読み値は、必ず保存されます。
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DMM Digitizeモードの[Interval]メニュー

トリガソースの選択

［Source］ソフトキーを押して、トリガソースを選択します。

ソフトキー 説明

Source Auto

即時トリガを選択します。測定器は、[Scan/Start]が押されるとただちに自動的にトリガします。

Manual

指定したチャネルは、フロントパネルの[Scan/Start]キーを2回押すことによりトリガされます。

[Scan/Start]キーが初めて押されたときに、チャネルが初期化されます。2度目に[Scan/Start]キーが押

されると、チャネルは手動でトリガされ、デジタイズ操作を開始します。

External

外部トリガを選択します。TTL互換トリガパルスをリアパネルのExt Trigコネクタから受信したときに、測

定器がトリガされます。これをトリガソースとして選択した後：

– [Ext Trig]ソフトキーを押して、外部トリガ信号の極性を、立ち上がりエッジ([Pos])または立ち下

がりエッジ([Neg])に指定できます。

– また、[PreTrigger Count]ソフトキーを押して、プリトリガカウントを0～999,999の範囲で指定すること

もできます。
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Source Level

レベルトリガを選択します。測定器は、指定した測定しきい値条件が満たされたときにトリガされま

す。

– [Ext Trig]ソフトキーを押して、外部トリガ信号の極性を、立ち上がりエッジ([Pos])または立ち下

がりエッジ([Neg])に指定できます。

– また、[PreTrigger Count]ソフトキーを押して、プリトリガカウントを0～999,999の範囲で指定すること

もできます。

プリトリガカウントを指定すると、トリガイベントの発生を待つ間、読み値が取得されてバッファーに記

憶されます。トリガイベントが発生すると、バッファーされた読み値が読み値メモリに転送され、残りの

読み値が通常通りに記録されます。取得された読み値の数がプリトリガカウントに達する前にトリガ

イベントが発生した場合でも、トリガイベントは有効であり、プリトリガ読み値をすべて取得していなく

てもデジタイズは実行されます。

プリトリガカウントは、サンプルカウント設定で指定された読み値の合計数より1少ない数に制限され

ます。サンプルカウント＝1の場合、[Pretrigger]ソフトキーは非表示になります。

サンプルタイマーの指定

ソフトキー 説明

Sample
Timer

ノブまたは矢印キーを使用して、サンプルタイマー(サンプルの時間間隔 )を20 μs～3600 sの範囲で

指定します。

サンプルタイマーに設定した値は、[Channel]メニューでチャネルの測定機能を変更しても保持されま

す。

サンプルカウントの指定

ソフトキー 説明

Sample
Count

ノブまたは矢印キーを使用して、デジタイズするサンプルの合計数を、1～50,331,648の範囲で指定

します。
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サンプルカウントに設定した値は、[Channel]メニューでチャネルの測定機能を変更しても保持されま

す。

プリトリガカウント≠0の場合、サンプルカウントは1,000,000に制限されます。

遅延時間の指定

[Delay]ソフトキーを押し、ノブまたは矢印キーを使用して、デジタイズ前の時間遅延を設定します。

[Delay]オプションは、以下の構成では使用できません。

– [Source] > [Auto]が選択されている場合。

– [PreTrigger Count]の値が設定されている場合。
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デジタイザモードの[Interval]メニュー

このメニューは、DAQM909Aモジュールが装着されている場合のみ使用可能です。

インターバル設定は、[Pwr.[Alys]が[Channel]メニューでオンにされた場合にはデフォルト値にリセットさ

れます。

トリガ設定の指定

[Trigger Settings] > [Source]ソフトキーを押して、トリガソースを選択します。

ソフトキー 説明

Source Auto

指定したデジタイザチャネルは、[Scan/Start]キーが押されるとただちに自動的にトリガします。

Manual

指定したデジタイザチャネルは、フロントパネルの[Scan/Start]キーを2回押すことによりトリガされます。

[Scan/Start]キーが初めて押されたときに、デジタイザチャネルが初期化されます。2度目に

[Scan/Start]キーが押されると、デジタイザチャネルは手動でトリガされ、デジタイズ操作を開始しま

す。[Delay]ソフトキーを押し、ノブまたは矢印キーを使用して、デジタイズ前の遅延時間を指定しま

す。

External

指定したデジタイザチャネルは、各DAQM909AプラグインモジュールのExt Trigコネクタで外部TTL互換ト

リガパルスが受信されたときにトリガされます。これをトリガソースとして選択し、[Ext Trig]ソフトキーを

押すと、Ext Trig信号の極性を、立ち上がりエッジ([Pos])または立ち下がりエッジ([Neg])として指定でき

ます。[Delay]ソフトキーを押し、ノブまたは矢印キーを使用して、デジタイズ前の遅延時間を指定し

ます。
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ソフトキー 説明

Source Level

指定したデジタイザチャネルは、入力信号が指定したトリガレベルを指定したスロープで超過したときに

トリガされます。これをトリガソースとして選択し、[Slope]ソフトキーを押して、内部トリガ信号の極性を、

立ち上がりエッジ([Pos])または立ち下がりエッジ([Neg])として指定できます。[Delay]ソフトキーを押し、ノブ

または矢印キーを使用して、デジタイズ前の遅延時間を指定します。

詳細については、レベルトリガを参照してください。

On Alarm

指定したデジタイザチャネルは、アラーム条件が検出された時にトリガされます。[On Alarm]ソフトキーを

押し、4つのアラームのうちどれを使用して、アラーム条件が満たされたときにチャネルをトリガするかを指

定します。[Delay]ソフトキーを押し、ノブまたは矢印キーを使用して、デジタイズ前の遅延時間を指定

します。

Channel

指定したデジタイザチャネルは、マスタチャネルがトリガされたときにトリガされます。任意のデジタイザ

チャネル(別のモジュールのチャネルも含む)をマスターチャネルとして設定し、選択できます。[Delay]ソフト

キーを押し、ノブまたは矢印キーを使用して、デジタイズ前の遅延時間を指定します。

[Channel]オプションは、以下の条件が満たされた場合のみ使用可能になります。

– デジタイザチャネルの1つがトリガチャネルに設定されている場合に限り、ソース

として[Channel]を選択するオプションが残りのデジタイザチャネルで使用可能に

なります。

– トリガチャネルのトリガソースは、[Auto]には設定できません。

トリガチャネルの設定のルール：

– トリガチャネルのトリガソースは、[Auto]には設定できません。

– デジタイザチャネルは、自分自身をトリガチャネルとして選択することはできませ

ん。

– 1つのチャネルは複数のチャネルのトリガマスターになれますが、1つのチャネルが

複数のトリガチャネルを持つことはできません。

– トリガチャネルのチェーンを扱う場合、あるトリガチャネルがチェーン内の別のトリ

ガチャネルの子チャネルになることはできません。

– デジタイザチャネルをオフにすると、トリガチャネル設定はデフォルトに戻ります。
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アーミング設定の指定

[Arm Settings]ソフトキーを押して、デジタイザのアーミングの設定を行います。

別のプラグインモジュールのチャネルでDMMデジタイズデータ収集モードをオンにすると、[Source]ソフト

キーは使用できなくなります。

ソフトキー 説明

Source Auto デジタイザはWait for Armステートに入るとアーミングされます(即時アーミング)。

Sweep デジタイザチャネルは、マルチプレクサモジュールでのスキャン中の各掃引の開始時にアーミングされま

す。

[Sweep]オプションは、次のプラグインモジュールが測定器に装着されて

構成されている場合のみ使用できます。DAQM900A、DAQM901A、DAQM902A、
DAQM907A、DAQM908A。

Arm
Count

[Arm Count]ソフトキーを押し、ノブまたは矢印キーを使用して、アーミングカウントの数を指定します。

サンプル設定の指定

[Sample Settings]ソフトキーを押して、デジタイザのトリガの設定を行います。

ソフトキー 説明

Trigger
Settings

Samp Rate

［Sample Rate］ソフトキーを押して、サンプリングレート (Hz)を設定します。サンプリングレートは、1.5625
KHz～800 KHzの範囲内で、提供されたオプションの中から選択できます。

同じADCフィルターを備えたDAQM909Aモジュール内のすべてのチャネルに、設定

された同じサンプリングレートが反映されます。

Sample
Count

[Sample Count]ソフトキーを押し、ノブまたは矢印キーを使用して、サンプルカウントの数を指定しま

す。

PreTrigger
Count

[PreTrigger Count]ソフトキーを押し、ノブまたは矢印キーを使用して、プリトリガカウントの数を指定し

ます。
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[PreTrigger Count]の数は、指定した[Sample Count]よりも1少ない値に制限され

ます。

PreTrigger Count]設定は、[Source] > [Auto]が選択されているときには使用できま

せん。

測定器は、DAQM909Aプラグインモジュールに対して一定量のメモリを割り当てます。このメモリは、使

用可能なデジタイザチャネルの総数によって均等に分割されます。この数は、測定器に装着されて

いるDAQM909Aモジュールの数によって決まります。

各デジタイザチャネルに割り当てられるメモリは一定なので、アプリケーションでは、最大サンプルカウ

ントを使用して1つのレコードでメモリ全体を使用するか、サンプルカウントを減らして複数のレコード

を記録するかを選択できます。

1つのデジタイザチャネルのレコード数は、アーミングカウントに指定した数によって決まります。したがっ

て、レコード数を最大にするには、サンプルカウントを最小値に設定します。
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[Math]メニュー

[Math]メニュー機能は、[DMM Digitize]または[Digitizer]がデータ収集モードとして選択されている場合

には使用できません。

スケーリング値を適用する前に、チャネルの構成を行う必要があります。

[Math]メニューページで[Math]ソフトキーを押すと、測定のスケーリングをオン(On)またはオフ(Off)にできます。

測定機能を変更する(例えば、DCVからACVへ変更する)と、[Math]には[Off]が設定されます。測定機

能を変更した場合は、[Math]を再度オンにする必要があります。

[Function]ソフトキーを押すと、選択したチャネルのスケーリング機能を選択できます。dBmおよびdB機能は、DCまたは

AC電圧測定用に設定されたチャネルでのみ使用できます。

スケーリング機能を選択して、[Settings]ソフトキーを押すと、各種のスケーリング設定を実行できます。スケーリング値

は、選択したチャネルの不揮発性メモリに保存されます。

Mx＋Bスケーリング

mX+bスケーリング機能を使用すると、スキャン中に、選択したチャネルのすべての読み値に対して利得 (m)とオフセット (b)
を適用することで、リニアスケーリングをオフセット操作ありで実行できます。構成するには、スケーリング機能として

[mX+b]を選択し、[Settings]を押して構成メニューを開きます。

ソフトキー 説明

Gain (m) ノブまたはフロントパネルの矢印キーを使用して、利得の値を設定します。

Offset (b) ノブまたはフロントパネルの矢印キーを使用して、オフセットの値を設定します。

Measure
Offset

[Measure Offset]を押すと、オフセット測定がすぐに実行され、以降の測定用にそのオフセット値

が保存されます。

Clear
Offset

[Clear Offset]を押すと、オフセット値をクリアして0にすることができます。

User Units User Units
On/ Off

[User Units] > [User Units Off/On]を押すと、ユーザー定義の測定単位を表示 ([On])またはオフ
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([Off])にできます。[On]を選択すると、[Edit Units]ソフトキーで定義された単位が表示されます。

[Off]を選択すると、デフォルトの単位 (VDC)が表示されます。

Edit Units [User Units] > [Edit Units]を押すと、標準の測定単位の代わりに表示される、最大3文字の文字

列を指定できます。これらの単位はこれ以降、測定器のさまざまな

設定項目 (リミットやグラフのスケーリングなど)に使用されます。

Default Units [Default Units]を押すと、選択した測定タイプの単位を、デフォルトの単位に戻すことができます。

例えば、選択したチャネルを温度測定として構成した場合にこのソフトキーを押すと、デフォルト

の単位である°Cに戻ります。

%スケーリング

[%]は、%変化演算を実行します。結果は、読み値と基準値の差を％で表したものです。

構成するには、スケーリング機能として[%]を選択し、[Settings]を押して構成メニューを開きます。

ソフトキー 説明

Ref Value ノブまたはフロントパネルの矢印キーを使用して、基準値の値を設定します。

Measure Reference [Measure Reference]ソフトキーを押すと、基準値測定がすぐに実行され、以降の測定用に基準

値が保存されます。または、[Ref Value]ソフトキーを押すと、基準値を指定することができます。

Default Reference [Default Reference]ソフトキーを押すと、基準値を工場出荷時の設定に戻すことができます。

dBmスケーリング

現在の測定機能として、dBmスケーリングを選択します。結果は、基準抵抗 ([Ref R]ソフトキーで指定 )に供給されるパ

ワーを計算したものです(1 mWを基準 )。

構成するには、スケーリング機能として[dBm]を選択し、[Settings]を押して構成メニューを開きます。

指定可能な基準抵抗値は、50、75、93、110、124、125、135、150、250、300、500、600(デフォルト )、800、900、
1000、1200、または8000 Ωです。[Ref R]を押すと、電圧測定値をdBmに変換するときの基準抵抗値を指定できま

す。
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dBスケーリング

現在の測定機能として、dBスケーリングを選択します。結果は、入力信号と、保存されているdB相対基準値 (両方と

もdBmに変換 )の差です。

構成するには、スケーリング機能として[dB]を選択し、[Settings]を押して構成メニューを開きます。

dBmに変換された測定値を基準値とする([Measure Ref Value]ソフトキー)ことも、基準値を指定する([dB Ref Value]ソ
フトキー)こともできます。[Clear dB Ref]を押すと、dB測定の基準値をクリアすることができます。
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[Copy]メニュー

この機能を実行する前に、ソースチャネル(構成のコピー元のチャネル)がスキャンリストに含まれてい

る必要があります。

コピー／貼り付け操作は、開始チャネルと終了チャネルが同等のモジュールスロットにあり、測定機

能が同等のチャネル間でだけ使用可能です(例えば、DCVからDCV)。

[Copy]ソフトキーオプションは、[DMM Digitize]がデータ収集モードとして選択されている場合には使用

できません。

フロントパネルの[Copy]キーを押すと、選択したチャネルから別のチャネルへ、測定構成をコピーすることができます。この

機能を使用すると、複数のチャネルを同じ測定用に簡単に構成できます。1つのチャネルから別のチャネルに構成をコ

ピーすると、測定機能、スケーリング機能、アラーム構成、高度な測定構成などの他の構成情報も、自動的にコピー

されます。

以下の3つのオプションが使用可能です。

1つのチャネルから1つのチャネルへのコピー／貼り付け(1対1)

例えば、チャネル01からチャネル02へ測定構成をコピー／貼り付けるには、以下の手順を実行します。

1. [Channel]を押して、ノブまたはフロントパネルの矢印キーを使用して、チャネル01をDCV(自動レンジ)として構成しま

す。

2. [Copy] > [Source Chan(s)]を押します。[Start Channel]と[End Channel]の両方にチャネル01が表示されます。構成

されているソースチャネルが他にないためです。[Done]を押して、このメニューを終了します。

3. [Dest.Chan(s)]を押して、貼り付け操作の宛先チャネルを選択します。測定器は、宛先チャネルのデフォルトの選

択肢として、次のチャネルを自動的に選択します。この例では、ノブまたはフロントパネルの矢印キーを使用して、

[Start Channel]と[End Channel]をチャネル02に決定します。[Done]を押して先に進みます。
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4. [Copy Now]を押します。チャネル01の測定構成が、チャネル02にコピーされます。"COMPLETE" メッセージが、操作

の完了時に画面の下に表示されます。[Copy Now]を押すと、新しく選択されたチャネル(チャネル03、チャネル04な
ど)に同じ構成を繰り返しコピーできます。

1つのチャネルから複数のチャネルへのコピー／貼り付け(1対多 )

例えば、チャネル01からチャネル02および03へ測定構成をコピー／貼り付けるには、以下の手順を実行します。

1. [Channel]を押して、ノブまたはフロントパネルの矢印キーを使用して、チャネル01をDCV(自動レンジ)として構成しま

す。

2. [Copy] > [Source Chan(s)]を押します。[Start Channel]と[End Channel]の両方にチャネル01が表示されます。構成

されているソースチャネルが他にないためです。[Done]を押して、このメニューを終了します。

3. [Dest.Chan(s)]を押して、貼り付け操作の宛先チャネルを選択します。測定器は、宛先チャネルのデフォルトの選

択肢として、次のチャネルを自動的に選択します。この例では、ノブまたはフロントパネルの矢印キーを使用して、

[Start Channel]をチャネル02に、[End Channel]をチャネル03に決定します。[Done]を押して先に進みます。

4. [Copy Now]を押します。チャネル01の測定構成が、チャネル02および03にコピーされます。"COMPLETE"メッセージ

が、操作の完了時に表示されます。[Copy Now]を押すと、新しく選択されたチャネル(チャネル04、チャネル05など)
に同じ構成を繰り返しコピーできます。
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複数のチャネルから複数のチャネルへのコピー／貼り付け(多対多 )

例えば、チャネル01～04からチャネル05～08へ測定構成をコピー／貼り付けるには、以下の手順を実行します。

1. [Channel]を押して、ノブまたはフロントパネルの矢印キーを使用して、ソースチャネルを以下のように構成します。

– Channel 01および02(オートレンジのDCV)

– Channel 03および04(100 Ωレンジの2端子抵抗 )

2. [Copy] > [Source Chan(s)]を押します。このノブまたはフロントパネルの矢印キーを使用して、[Start Channel]をチャ

ネル01に、[End Channel]をチャネル04に決定します。[Done]を押して、このメニューを終了します。

3. [Dest.Chan(s)]を押して、貼り付け操作の宛先チャネルを選択します。測定器は、宛先チャネルのデフォルトの選

択肢として、次のチャネルを自動的に選択します。この例では、ノブまたはフロントパネルの矢印キーを使用して、

[Start Channel]をチャネル05に決定します。

[End Channel]ソフトキーは、このオプションでは使用できません。測定器は、選択されたソースチャネルの個数Nを

基にして、宛先チャネルの以降のN個に対して自動的にコピー／貼り付け操作を行います。例えば、[Start
Channel]にチャネル06を設定した場合、宛先チャネルとしてチャネル06～09が選択されます。[Done] を押して先に

進みます。

4. [Copy Now]を押します。チャネル01～04の測定構成が、チャネル06～09にコピーされます。"COMPLETED"メッセー

ジが、操作の完了時に表示されます。[Copy Now]を押すと、新しく選択されたチャネル(チャネル09経由して／横

切り11など)に同じ構成を繰り返しコピーできます。
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[Alarm]メニュー

フロントパネルの[Alarm]キーを押すと、選択したチャネルのアラームを構成することができます。この測定器には、構成可

能なアラームが4つあります。アラームリミットを設定する前に、チャネルの構成を行う必要があります。測定構成を変更

すると、アラームはオフになり、リミット値はクリアされます。アラームを使用するチャネルでスケーリング機能を使用する場

合は、先にスケーリング値を構成する必要があります。

[Alarm]メニュー機能は、[DMM Digitize]または[Digitizer]がデータ収集モードとして選択されている場合

には使用できません。

マルチプレクサモジュールでのアラームリミットの構成

1. [Alarm]メニューページで[Output]を押し、使用するアラームを4つのうちから選択します。選択したチャネルのアラーム

条件を報告するためです。複数のチャネルを、利用可能な4つのアラーム(1～4)のいずれかに割り当てることができ

ます。

2. [Alarm]を押して、アラームリミットをオフ([Off])にするか、アラームリミットを指定 ([High]、[Low]、または両方 )してから、

[Set Limits]を押してリミット値を決定します。測定器は、スキャンした読み値またはモニター読み値が、指定された

リミットを超えた場合に、アラームを生成します。

[Alarm]ソフト

キー

[Set Limits]ソフトキー

Off なし。アラームはオフになっています。

High + Low リミットを、高い値と低い値で指定するか、中央値と中央値前後の範囲で指定します。1
つめまたは2つめのソフトキーを押すと、2つのオプションが切り替わります。

High ノブまたはフロントパネルの矢印キーを使用して、上限値を指定します。

上のリミット値は、必ず下のリミット以上でなければなりません。

Low ノブまたはフロントパネルの矢印キーを使用して、下限値を指定します。

下のリミット値は、必ず上のリミット以下でなければなりません。
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3. [Press Clear]を押して、リミット値をデフォルト値の0に戻します。

4. [Scan/Start]を押して、スキャンを開始し、読み値を読み値メモリに保存します。スキャン時にチャネルでアラームが

発生した場合は、読み値の取得時に、そのチャネルのアラームステータスが読み値メモリに保存されます。新しいス

キャンを開始するたびに、読み値メモリに保存されていた前回のスキャンの読み値 (アラームデータを含む)はすべてク

リアされます。

5. 生成されたアラームは、読み値メモリとは別に、アラーム待ち行列にも記録されます。[View] > [Alarms]を押して、ア

ラーム待ち行列を表示します。

マルチファンクションモジュールでのアラームリミットの構成

デジタルI/Oチャネル(チャネル01および02)で特定のビットパターンまたはビットパターンの変化が検出されたときや、トータ

ライザーチャネル(チャネル03)が特定のカウントに達したときにアラームが生成されるように、DAQM907Aマルチファンクショ

ンモジュールを構成することができます。

デジタルI/Oチャネル上のアラームを構成するには、以下の手順を実行します。

1. マルチファンクションモジュールのスロットで[Alarm]を押して、デジタルI/Oチャネルを選択します。

2. [Set Pattern] > [Pattern]を押し、ノブまたはフロントパネルの矢印キーを使用して、8ビットのデジタルパターン比較

用のデジタル・マスク・データを設定します。

3. [Set to all 0's]、[Set to all 1's]、または[Set to all X's]ソフトキーを押して、各ビットに"0"、"1"、または"X"を設定しま

す。"X"が設定されたビットは、デジタルパターン比較から除外されます。

4. [Fail On]を押して、読み取られたデジタルデータと、読み取り用の8ビットパターンが等しいまたは等しくないときにア

ラームが生成されるように、選択したチャネルを構成します。

トータライザーチャネル上のアラームを構成するには、以下の手順を実行します。

1. マルチファンクションモジュールのスロットで[Alarm]を押して、トータライザーチャネルを選択します。

2. [Set Limits] > [Limit Count]を押して、リミットカウントを指定します。スキャン中、指定されたカウントに達すると、ア

ラームが生成されます。
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アラーム・リミット・インジケーター

リミットおよびリミット違反は、色を使用して表示されます。

数字

明るい赤色 (以下の図を参照 )は、表示されている測定値がリミットを超えていることを示しています。

バーメータ

バーメータ(以下の図を参照 )でも、同じカラースキームが使用されています。以下の例に、リミット違反を示します。FAIL
という単語は、リミットを超えたことを示しています。
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トレンドチャート

トレンドチャート (以下の図を参照 )でも、同じカラースキームが使用されています。以下の例に、リミット違反を示しま

す。

ヒストグラム

ヒストグラム(以下の図を参照 )でも、同じカラースキームが使用されています。以下の例に、リミット違反を示します。
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[Utility]メニュー

Self Test

セルフテストは、測定器が適切に動作することを検証します。セルフテスト手順の詳細については、『Keysight
DAQ970A/DAQ973A Service Guide』を参照してください。

Autocal

自動校正

[Autocal]は、時間および温度の変化に起因する、内蔵DMMまたはDAQ970A/DAQ973Aモジュールの内部ドリフトを補

正します。これにより、エラーを減らし、性能の向上を実現することができます。DAQ970A/DAQ973Aの場合、自動校正

は、内蔵DMM、DAQM907A マルチファンクションモジュールのDAC出力およびセンスチャネル(チャネル04～07)、
DAQM909A デジタイザモジュールに対して実行されます。

ソフトキー 説明

Perform
Autocal

自動校正を実行するには、[Perform Autocal]ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

各モジュール使用時の自動校正プロセスの予測持続時間を次に示します。

領域 予測時間 全持続時間の例

Internal DMM 約15秒 1台のメインフレーム内の3台のDAQM909Aに対するフル自動校

正：Internal DMM + (3 x DAQM909A) = ~15 s + (3 x ~20 s) = ~ 75 sDAQM907A 約6秒

DAQM909A 約20秒
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自動校正のスケジュール設定

選択した間隔で自動校正が自動的に実行されるように、測定器のスケジュールを設定することもできます。この機能を

使用するには、[Scheduled Autocal] > [Schedule] > [On]を押します。頻度を指定するには、[Interval] > [Daily]/
[Weekly]/[Monthly]を押します。

ソフトキー 説明

Interval Daily

1. 毎日自動校正を実行するように測定器を設定するには、[Interval] > [Daily]を押します。

2. 毎日の自動校正の時刻を設定するには、[Hour]または[Minute]ソフトキーを押し、ノブまたは

フロントパネルの矢印キーを使用して、必要な時刻を設定します。終わったら、[Done]を押

します。

Weekly

1. 毎週自動校正を実行するように測定器を設定するには、[Interval] > [Weekly]を押します。

2. 毎週の自動校正の曜日と時刻を設定するには、[Week Day]、[Hour]または[Minute]ソフト

キーを押し、ノブまたはフロントパネルの矢印キーを使用して、必要な曜日と時刻を設定し

ます。終わったら、[Done]を押します。

Monthly

1. 毎月自動校正を実行するように測定器を設定するには、[Interval] > [Monthly]を押します。

2. 毎月の自動校正の日と時刻を設定するには、[Day]、[Hour]または[Minute]ソフトキーを押

し、ノブまたはフロントパネルの矢印キーを使用して、必要な日と時刻を設定します。終わっ

たら、[Done]を押します。

Calibrate

[Calibrate]を使用すると、測定器の校正手順にアクセスできます。詳細については、『Keysight DAQ970A/DAQ973A
Service Guide』を参照してください。
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Security
[Security]を使用すると、測定器の現在のセキュリティステータスが表示され、測定器のロックまたはロック解除や、新し

いセキュアコードの入力を行うことができます。校正の実行、ファームウェアの更新、またはセキュアコードの変更を行うに

は、測定器のロックを解除する必要があります。

セキュアモードがオンの場合は、測定器のI/O設定の概要が表示され、NISPOMサニタイズ機能およびI/O構成にアクセ

スできます。NISPOMサニタイズを実行したり、I/Oをオンまたはオフにするには、測定器のロックを解除する必要がありま

す。セキュアカウントは、セキュアコードを必要とする操作が実行されるたびに加算されます。

ソフトキー 説明

New Code [New Code]ソフトキーを押すと、測定器のセキュリティのロック解除に使用される新しいセキュアコードを

入力できます。コードは英字で始まらなければならず、最大12文字の英字、数字、または下線文字を

含めることができます。

LOCK 現在のセキュアコードを使用して、測定器のセキュリティをロックします。DAQ970AとDAQ973Aのどちらのモ

デルでも、セキュアコードは工場出荷時に"DAQ970A"に設定されています。

Secure [Secure]ソフトキーを切り替えて、測定器のセキュリティをオン([On])またはオフ([Off])にします。[On]の場

合、[NISPOM Sanitize]ソフトキーが表示されます。I/Oに対する変更を有効にして構成を行うには、セ

キュリティのロックを解除する必要があります。

NISPOM Sanitize [NISPOM Sanitize]ソフトキーを押すと、校正定数を除いて、ユーザーがアクセスできるすべての測定器メ

モリが削除されます。これは、NISPOM(National Industrial Security Program Operating Manual)の第8章の要

件に準拠します。オフの場合、セキュリティのロックを解除せずにI/Oを変更できます。

サニタイゼーションが完了すると、測定器は自動的にリブートします。

[NISPOM Sanitize]ソフトキーとSYSTem:SECurity:IMMEdiateコマンドは等価です。これらは、NISPOMに準

拠する必要のある軍事契約企業などのお客様向けです。

この機能により、ユーザー定義のステート情報、測定データ、およびIPアドレスなどのユーザー定義の

I/O設定は、すべて破棄されます。この機能は、予期しないデータ損失の可能性があるため、日常

業務への使用はお勧めできません。

Admin

[Admin] > [Firmware Update]を押すと、測定器のファームウェアが新しいバージョンにアップデートされます。詳細につい

ては、ファームウェアアップデートを参照してください。
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[Module]メニュー

[Module]キーを押して[Module]メニューにアクセスします。[Module]ページでは、測定器のスキャンリストの表示、モ

ジュールのリセット、モジュールのラベルの変更、内蔵DMMとプラグインモジュールのリレーサイクルの確認を行うことができ

ます。

Scan List

このオプションは[Scan]がデータ収集モードとして選択されている場合にのみ使用可能です。

[Scan List]ソフトキーを押すと、スキャンリストに含まれている、モジュール上で利用可能なチャネルを参照できます(Scan
Status = ON)。[Remove From Scan]ソフトキーを押すと、モジュール上のすべてのチャネルの測定がオフになり、そのチャ

ネルがスキャンリストから削除されます。チャネルリストが1ページより長い場合は、フロントパネルの上／下矢印キーを押

すと、スクロールされて他のページが表示されます。
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Card Reset

このオプションは[Scan]がデータ収集モードとして選択されている場合にのみ使用可能です。

[Card Reset]ソフトキーを押してモジュールをリセットします。これにより、モジュール上のすべてのチャネルがオープンされま

す。また、マルチファンクションモジュールではこれにより、デジタルI/Oポートが入力として構成され、DAC出力が電圧モー

ドに(ロックされていない場合 )、出力レベルが0に設定されます。

Module Label

[Module Label]ソフトキーを押すと、現在選択されているモジュールにラベルを指定することができます。ノブまたはフロン

トパネルの矢印キーを使用して、ディスプレイ内に文字を入力します。モジュールのラベルには、英字、数字、および特

殊文字を含む、最大10文字を入力できます。デフォルトのモジュールラベルに戻すには、[Module Label] > [Clear All] >
[Done]を押します。
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Relay Cycle

[Relay Cycle]ソフトキーを押して、内蔵DMMとプラグインモジュールの各リレーのサイクル数を表示します。この機能を使

用して、リレーの障害を追跡し、システム保守要件を予測します。詳細については、リレー寿命と予防保守を参照して

ください。

[Module]メニューで内蔵DMMにアクセスするには、ノブを反時計回りに回すか、左矢印キーを押し

て、内蔵DMMモジュールのページを表示します。その後、[Relay Cycle]ソフトキーを押して、内蔵DMM
のリレーサイクルを表示します。
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[Save Recall]メニュー

データ収集モード [Save Recall]メニューソフトキー

Scan

DMM Digitize, Digitizer

Manage Files

[Manage Files]ソフトキーを使用すると、測定器の内部フラッシュメモリまたはフロントパネルに接続されたUSBドライブの

ファイルおよびフォルダーの作成、コピー、削除、または名前の変更が可能です。[Manage Files]ソフトキーを押すと、次

のオプションが表示されます。

ソフトキー 説明

Action: Delete 1. ファイルまたはフォルダーを削除するには、[Delete] > [Browse]を押し、削除するファイルまた

はフォルダーをディレクトリで指定します。

2. 必要なファイルまたはフォルダーが強調表示されたら、[Select] > [Perform Delete] > [Done]を
押します。

Folder 1. 新しいフォルダーを作成するには、[Folder] > [Browse]を押して、新しいフォルダーを作成す

る場所に移動します。

2. [File Name]を押し、必要なフォルダー名を入力して、[Done]を押します。[Create Folder] >
[Done]を押します。

Copy 1. ファイルまたはフォルダーをコピーするには、[Copy] >[Browse]を押してコピーするファイルまた

はフォルダーに移動し、[Select]を押します。

2. [Copy Path]を押し、コピーする内部または外部パスを選択します。[Perform Copy] > [Done]
を押します。

Rename 1. ファイルまたはフォルダーの名前を変更するには、[Rename] > [Browse]を押して名前を変更

するファイルまたはフォルダーに移動し、[Select]を押します。

2. [New Name]を押し、ファイル名を入力して、[Done]を押します。[Perform Rename] > [Done]
を押します。

Browse [Browse]ソフトキーは、操作を実行するファイルまたはフォルダーを選択するためのファイルディ

レクトリーを開きます。ファイルディレクトリー内を移動するには、ノブ、フロントパネルの矢印

キー、[Select]を使用します。左矢印キーおよび右矢印キーを使用すると、フォルダーの折り

畳みまたは展開を行うことができます。
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Copy Path [Copy Path]ソフトキーは、コピー対象の内部フォルダーまたは外部フォルダーを選択します。

ファイルディレクトリー内を移動するには、ノブ、フロントパネルの矢印キー、[Select]を使用しま

す。左矢印キーおよび右矢印キーを使用すると、フォルダーの折り畳みまたは展開を行うこと

ができます。

Perform Copy [Perform Copy]ソフトキーは、選択したファイルまたはフォルダーを新しい場所にコピーします。
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Save

[Save]ソフトキーを使用すると、測定器のステート、ユーザーのプリファレンス、ディスプレイのスクリーンショットを保存でき

ます。

4番目のソフトキーのオプションは、[Action:]ソフトキーで選択したオプションに応じて変化します。

ソフトキー 説明

Action: State

現在の測定器のステートまたはユーザーのプリファレンスを保存します。ファイルの名前は任意

ですが、拡張子は、ステートファイルの場合は(.sta)、プリファレンスファイルの場合は(.prf)になり

ます。SCPI(*SAVコマンド )で保存された機器ステートは、ファイル名STATE_0.sta～STATE_4.staに
保存されます。

1. 測定器のステートまたはユーザーのプリファレンスを保存するには、[State] > [Browse]を押し

てファイルを保存する場所に移動し、[Select]を押します。

2. [File Name]を押し、ファイル名を入力して、[Done]を押します。

3. [State/Preference]ソフトキーを押して、現在の測定器のステート ([State])またはユーザーの

プリファレンス([Preference])の保存を切り替えます。

4. [Save State/Save Preference]ソフトキーを押して、現在の測定器のステートまたはユーザー

のプリファレンスを、ファイルディレクトリーで指定した場所に保存します。

State：チャネル構成やスキャン設定などの測定構成を保存します。

Preference：ユーザープリファレンスやI/O設定などの、測定器に関連する不揮

発性設定を保存します。

Readings

1. 測定器の読み値を保存するには、[Readings] > [Browse]を押してファイルを保存する

場所に移動し、[Select]を押します。

2. [File Name]を押し、ファイル名を入力して、[Done]を押します。

3. [Separator]ソフトキーを押すと、各行の情報を区切るために使用する文字 ([Comma]、
[Tab]、または[Semicolon])を指定できます。

4. [Save Readings]ソフトキーを押して、ファイルディレクトリーで指定した場所にファイルを保存

します。

Capture

1. ディスプレイのスクリーンショットを保存するには、[Capture] > [Browse]を押してファイルを保

存する場所に移動し、[Select]を押します。

2. [File Name]を押し、ファイル名を入力して、[Done]を押します。

3. [Format]ソフトキーを押して、保存する画像ファイルのフォーマット ([.bmp]または[.png])を指

定します。
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4. [Save Screen]ソフトキーを押して、ファイルディレクトリーで指定した場所にスクリーンショット

を保存します。

Browse [Browse]ソフトキーは、操作を実行するファイルまたはフォルダーを選択するためのファイルディ

レクトリーを開きます。ファイルディレクトリー内を移動するには、ノブ、フロントパネルの矢印

キー、[Select]を使用します。左矢印キーおよび右矢印キーを使用すると、フォルダーの折り畳

みまたは展開を行うことができます。

File Name [File Name]ソフトキーを使用すると、選択した操作の対象となるフォルダーまたはファイル名を

設定できます。フォルダーまたはファイル名を指定するには、ノブまたはフロントパネルの矢印

キーを使用して必要な文字を選択し、[Select]を押して選択した文字を入力して次の文字に

進みます。必要なファイル名の入力が終了したら、

[Done]を押します。

Recall

[Recall]ソフトキーを使用すると、以前に保存したステートファイル(.sta拡張子 )またはプリファレンスファイル(.prf拡張子 )
をリコールすることができます。ノブまたはフロントパネルの矢印キーを使用すると、内部フラッシュメモリ(Internal)または

USBドライブ(External)上のファイルをブラウズできます。右矢印キーを使用すると、フォルダーを展開できます。[Select]を
押して、選択したファイルをリコールします。

184 Keysight DAQ970A/DAQ973Aユーザーズガイド

3 特長と機能



Set to Defaults

[Set to Defaults]ソフトキーを使用すると、選択した設定を、工場リセット値およびプリセット値に戻すことができます。

[Set to Defaults]ソフトキーを押すと、次のオプションが表示されます。

ソフトキー 説明

Factory Reset 測定器を、工場出荷時の構成にリセットします。このソフトキーは、以前に保存した機器ス

テートやI/O設定 (IPアドレスなど)には影響しません。

Default Pref すべてのプリファレンスをデフォルト値に戻します。これには、不揮発性メモリに記憶されている

ユーザープリファレンスとI/O設定も含まれます。

Preset State 測定器をプリセットします。すべての読み値がクリアされ、すべてのチャネルがオープンになりま

す。マルチファンクションモジュールを除いて、チャネル構成は変更されません。
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Log to USB

このオプションは[Scan]がデータ収集モードとして選択されている場合にのみ使用可能です。

[Log to USB]ソフトキーを使用すると、フロントパネルのUSBホストポートに接続されているUSBドライブに、スキャン済み

のメモリ読み値のログを記録することができます。USBドライブを接続すると必ず、USBインジケーターが表示されます。

[Log to USB]ソフトキーを押すと、次のオプションが表示されます。

ソフトキー 説明

Logging [Logging]ソフトキーを押すと、フロントパネルのUSBホストポートに接続されているUSBドライブ

へのスキャン済みのメモリ読み値のロギングをオン([On])またはオフ([Off])にできます。USBデータ

ロギングがオンの場合、読み値はUSBドライブのファイルに保存されます。ただし、電源を入れ

直すと、読み値は読み値メモリに復元されません。

# Rows [# Rows]ソフトキーを押すと、各データ・ロギング・ファイルに書き込まれる行のリミット (掃引デー

タの最大行数 )を指定できます。選択可能なオプションは、[65k](各データ・ロギング・ファイル

のリミットが、ファイルあたり65,536行 )、[1M](各データ・ロギング・ファイルのリミットが、ファイルあ

たり1,048,576行 )、または[Infinite](リミットは、ファイルシステムで許可されている最大バイト数 -
4 Gバイトまたは使用可能なストレージスペース)の3種類です。

Separator [Separator]ソフトキーを押すと、各行の情報を区切るために使用する文字 ([Comma]、[Tab]、
または[Semicolon])を指定できます。

Log to
New file

[Log to New file]ソフトキーは、データロギングの進行中に表示されます。[Log to New file]ソフト

キーを押すたびに、新しいファイルにデータが記録されます。
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フォルダーとファイルの構造

フォルダーの説明

保存されたスキャンは、以下の名前のトップレベルのフォルダーに保存されます。

/DAQ97xA/[instrument_SN]/[yyyymmdd_hhmmssmmm]

– 角括弧 ([ ])は、ディレクトリ名の一部ではありません。

– instrument_SNは測定器のシリアル番号です。

– yyyymmdd_hhmmssmmmはスキャンのおおよその開始時刻を示すタイムスタンプです。形式は、年 (yyyy)、月
(mm)、日 (dd)、下線 (_)、時 (hh)、分 (mm)、秒 (ss)、ミリ秒 (mmm)です。

以下に、フォルダー名の例を示します。/DAQ970A/MY00012345/20191127_134523123は、測定器番号

MY00012345で、2019年11月27日の午後1時45分 (13:45)から約23.123秒後に開始されたスキャンを示します。

ファイルの説明

上記のトップレベルフォルダーには、2種類のファイルが含まれます。

1. config.csv

これは、該当するスキャンの測定器構成を記述したテキストファイルです。タイムスタンプは上記のとおりです。この

ファイルには、測定器の構成が、可読形式でリストされます。

2. dat#####.csv

コマンドMMEMory:FORMat:READing:RLIMit OFFを使用した場合は、すべてのデータがdat00001.csvという名前の1
つのファイルに保存されます。

コマンドMMEMory:FORMat:READing:RLIMit ONを使用すると、1つのファイルのデータを64K－1(65,535)掃引に制

限できます。この場合は、掃引はdat00001.csv、dat00002.csv、dat00003.csvなどの複数のファイルに保存されま

す。これは、データをスプレッドシートなどのデータ解析ソフトウェアにインポートする場合に便利です。スプレッドシー

トやデータ解析ソフトウェアによっては、拡張子をcsvからtxtに変更するとデータを簡単にインポートできる場合があり

ます。ソフトウェアでファイルを正しくインポートできない場合は、データファイルの拡張子を変更してみてください。
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データファイルの内容

データファイルへのロギングは、スキャンリストに含まれるチャネルでのみサポートされます。可能なチャネルを、以下の表に

示します。sはスロット番号を表し、1、2、3のいずれかです。

例えば、DAQM901A モジュールのチャネルは、101～120、201～220、301～320です。

モジュール 説明 チャネル

DAQM900A 20チャネルFETマルチプレクサ s01～s20

DAQM901A 20チャネル、2線アーマチュアマルチプレクサ s01～s20

DAQM902A 16チャネル、2線式リードマルチプレクサ s01～s16

DAQM907A 2チャネルDIO入力 s01～s02

DAQM907A 1チャネルトータライザー、4チャネルDAC s03、s04～s27

DAQM908A 40チャネル、単線式アーマチュアマルチプレクサ s01～s40

すべてのUSBデータファイルのフォーマットは、Keysight BenchLink Data Loggerがデフォルトで作成するものと似ていま

す。デフォルトのフィールド区切り文字はカンマですが、[Separator]ソフトキーで別の区切り文字を指定できます。

サンプルファイルを以下に示します。

Sweep # Time Chan 201 (VDC) Chan 202 (VDC)

1 11/27/2019 08:07:12:237 0.36823663 1.23895216

2 11/27/2019 8:07:13:237 0.62819233 0.98372939

3 11/27/2019 8:07:13:237 0.38238212 0.39382906

4 11/27/2019 8:07:13:237 0.46773299 0.55543345

6 11/27/2019 8:07:13:237 1.32323567 0.21213335

– チャネル番号と、対応する単位がヘッダ行に示されます。

– 行リミット機能をオンにして、データが複数ファイルに分割された場合は、スキャン番号は前のファイルの続きから始

まります。つまり、2番目のデータファイルの最初のスキャン番号は65,536、3番目のデータファイルの最初のスキャン

番号は131,071などとなります。
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Save to USB

このオプションは[DMM Digitize]または[Digitizer]がデータ収集モードとして選択されている場合にのみ

使用可能です。

[Save to USB]ソフトキーを使用すると、フロントパネルのUSBホストポートに接続されているUSBドライブに、デジタイズさ

れたデータを保存することができます。USBドライブを接続すると必ず、USBインジケーターが表示されます。[Save to
USB]ソフトキーを押すと、次のオプションが表示されます。

ソフトキー 説明

Auto Save
On/Off

[Auto Save]ソフトキーを押すと、フロントパネルのUSBホストポートに接続されているUSBドライブへのデジ

タイズされたデータの保存をオン([On])またはオフ([Off])にできます。[Auto Save]をオンにした場合、デジタイ

ザ動作が完了したときに、USBドライブへのデータファイルの保存が開始されます。

USBドライブが検出されない場合、USBドライブが検出されるか、Auto Save機能がオフに

されるまで、デジタイズプロセスは開始されません。

[View]メニューで結果の表示を開始することができます。このとき、自動保存が

バックグラウンドで動作しています。

Separator [Separator]ソフトキーを押すと、データファイルの各行の情報を区切るために使用する文字 ([Comma]、
[Tab]、または[Semicolon])を指定できます。

この設定は[DMM Digitize]がデータ収集モードとして選択されている場合にのみ使用可

能です。

Path Name デジタイズされたデータを保存するUSBドライブ内の場所またはフォルダーを選択します。

[Browse]ソフトキーを押し、ノブまたは矢印キーを使用して、必要な保存場所を選択します。その後、

[File Name]ソフトキーを押して、必要なファイル名を指定します。[Done]を押して、手順を完了します。

デジタイザ操作を実行するたびに、新しいデータのセットが、[Path Name]で指定され

た同じファイルに書き込まれ、古いデータを上書きします。したがって、異なるデジタ

イズ操作による異なるデータのセットを保存する場合には、デジタイザを開始する

前に、その都度異なるファイルを保存パスで選択する必要があります。
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[Save to USB]ファイルフォーマット

Digitizerモードでは、USBドライブに保存する場合、すべてのデータファイルが.datファイルフォーマットで保存されま

す。.datファイル拡張子は固定であり、変更できません。

DMM Digitizeモードの場合、デフォルトでは、すべてのデータファイルが.csvファイルフォーマットで保存されます。ただし、

データファイルを拡張子 .datで保存するように選択することもできます。このためには、ファイル名を指定する際に、ファイ

ル名の末尾に.datを付加します。

[Save to USB]フロントパネルの表示

フロント・パネル・ディスプレイには、自動保存動作が進行中であることを示すインジケーターが表示されます。下の図に

これらのインジケーター(赤で強調表示 )を示します。

DMMデジタイズデータ収集モード：

デジタイザデータ収集モード：
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Webインタフェース

Keysight DAQ970A/DAQ973A Data Acquisition Systemには、Webブラウザーから測定器をモニターおよび制御する

Webインタフェースが内蔵されています。

Webインタフェースへのアクセスには、以下の2種類のオプションを使用できます。

– LANインタフェース：測定器をLANインタフェースに接続して、PCのWebブラウザー上部にあるアドレスバーに測定器

のIPアドレスを入力します。

– Keysight IOライブラリスイート：Connection Expertで測定器を選択し、Web UIのボタンを押します。リモートインタ

フェースの構成に進む前に、Keysight IOライブラリスイートがインストールされていることを確認してください。

以下の説明は、Webインタフェースウィンドウの上部に表示されるWebインタフェースタブの、ハイレベ

ルの概要です。Webインタフェースを使用する場合は、特定のタブを開き、ヘルプボタン をクリックす

ると、そのタブのヘルプコンテンツが表示されます。

[Home]ページ

[Home]ページには、測定器の基本情報が表示されます。[More Information]または[Less Information]をクリックすると、

LANの詳細およびLXI準拠情報の表示の有無が切り替わります。このページに表示される情報を変更するには、

[Control Instrument]ページを使用します。

[Enable front panel identification indicator]チェックボックスをチェックし、DAQ970A/DAQ973Aを示しているビジュアルイ

ンジケーターをオンにします。これにより、例えばラック内の測定器を物理的に見つけたい場合に役立ちます。

インジケーターの位置とタイプは、異なっていることがあります。共通のインジケーターは、LED、オンスクリーンメッセージ、

またはダイアログボックス内に表示されるメッセージです。インジケーターをオフにするには、チェックボックスのチェックを解除

します。
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[Control Instrument]ページ

[Configure LAN]ページ

[Edit]ボタンを押すと、ネットワーク構成ページを編集できます。

終了時に、[Apply Changes]をクリックして新しい設定を受け入れるか、[Cancel]をクリックして変更を無視します。

[Advanced options]ボタンをクリックすると、ネットワーク構成オプションをリセットできます。
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[Help]ページ

上記で説明した、各タブのヘルプを利用できます。例：
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モジュールの概要

このセクションでは、各プラグインモジュールの概要と、簡略化した回路図およびブロック図を示します。各モジュールの

配線構成を記録するのに便利なように、配線ログも含まれています。

– DAQM900A 20チャネルFETマルチプレクサモジュール

– DAQM901A 20チャネル・アーマチュア・マルチプレクサ・モジュール

– DAQM902A 16チャネル・リード・マルチプレクサ・モジュール

– DAQM903A 20チャネルアクチュエータ／汎用スイッチモジュール

– DAQM904A 4x8 2線式マトリクススイッチ

– DAQM905Aデュアル1:4RFマルチプレクサ(50 Ω)モジュール

– DAQM907Aマルチファンクションモジュール

– DAQM908A 40チャネル・シングルエンド・マルチプレクサ

– DAQM909A 4チャネル24ビット・デジタイザ・モジュール
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DAQM900A 20チャネルFETマルチプレクサモジュール

このモジュールは、それぞれ10個の2端子チャネルから成る2つのバンクに分割されます。20個のチャネルそれぞれでHI入
力とLO入力を切り替えるため、内蔵DMMまたは外部測定器への、完全にアイソレートされた入力が得られます。4端
子抵抗測定の間、バンクAのチャネル(チャネルn)はバンクBのチャネル(チャネルn+10)と自動的にペアになり、ソースおよび

センス接続を提供します。このモジュールには内蔵熱電対基準接合部があり、熱電対測定時の温度勾配による誤差

を最小化できます。

感電事故の防止

感電事故を防ぐために、チャネルへの最大電圧に対応する定格のワイヤを使用してください。モ

ジュールのカバーを開ける前に、モジュールに接続されているすべての外部デバイスの電源をオフにし

てください。

複数信号についての注意

複数の信号源が互いに接続される可能性を避けるため、複数の信号源を多重化するときは、

別々のモジュールで接続するか、または同じモジュールの別々のバンクに接続することをお勧めしま

す。

危険な電圧源についての注意

危険な電圧源に接続されているチャネルがある場合、モジュール内のすべてのチャネルを危険物とし

て取り扱う必要があり、モジュール内のすべてのチャネルワイヤを、印加される最大電圧に対応する

定格のものとする必要があります。モジュール内の他のチャネルに接続されている熱電対は、最大

電圧に対応する定格の絶縁を持つか、最大電圧に対応する定格の追加絶縁が付加されている

必要があります。さらに、印加される最大電圧に対応する定格の放熱グリスまたはテープを使用し

て、導電性のある部分から絶縁する必要があります。被試験デバイスが供給源に接続されていると

きに、熱電対をマウント、移動、または取り外さないでください。

環境、安全、衛生

危険な電圧源に接続されているチャネルがある場合、地域のEHS規則に従ってアクセスを制限し、

測定器と被試験デバイスを監視する必要があります。
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チャネル 名前 機能 コメント

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

H COM

L COM

11*

12*

13*

14*

15*

16*

17*

18*

19*

20*

H COM

L COM

配線ログ スロット番号 100 200 300

*4端子センスチャネルはチャネル(n－10)と組み合わせられます。

モジュールへの配線については37ページの図を参照してください。

最大入力電圧：120 V
最大入力電流：20 mA
最大スイッチング電力：2.4 W

警告：感電事故を防ぐために、チャネルへの最大電圧に対応

する定格のワイヤーを使用してください。モジュールのカバーを開ける

前に、モジュールに接続されているすべての外部デバイスの電源をオ

フにしてください。
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DAQM901A 20チャネル・アーマチュア・マルチプレクサ・モジュール

このモジュールは、それぞれ10個の2端子チャネルから成る2つのバンクに分割されます。このモジュールには、内蔵DMM
を使用してDCまたはAC電流の校正済みの直接測定を実行するために、ヒューズ付きチャネルが2個追加 (合計で22
チャネル)されています(外部シャント抵抗は不要です)。22個のチャネルそれぞれでHI入力とLO入力を切り替えるので、

内蔵DMMまたは外部測定器への完全にアイソレートされた入力が得られます。4端子抵抗測定の間、バンクAのチャ

ネル(チャネルn)はバンクBのチャネル(チャネルn+10)と自動的にペアになり、ソースおよびセンス接続を提供します。このモ

ジュールには内蔵熱電対基準接合部があり、熱電対測定時の温度勾配による誤差を最小化できます。

チャネル21と22のうち、内蔵DMM、COM、またはその両方に接続できるのは一度に1つだけです。どち

らかのチャネルを接続すると、もう一方のチャネルはクローズされます(入力 “I”を“LO”にショートします)。

感電事故の防止

感電事故を防ぐために、チャネルへの最大電圧に対応する定格のワイヤを使用してください。モ

ジュールのカバーを開ける前に、モジュールに接続されているすべての外部デバイスの電源をオフにし

てください。

複数信号についての注意

複数の信号源が互いに接続される可能性を避けるため、複数の信号源を多重化するときは、

別々のモジュールで接続するか、または同じモジュールの別々のバンクに接続することをお勧めしま

す。

危険な電圧源についての注意

危険な電圧源に接続されているチャネルがある場合、モジュール内のすべてのチャネルを危険物とし

て取り扱う必要があり、モジュール内のすべてのチャネルワイヤを、印加される最大電圧に対応する

定格のものとする必要があります。モジュール内の他のチャネルに接続されている熱電対は、最大

電圧に対応する定格の絶縁を持つか、最大電圧に対応する定格の追加絶縁が付加されている

必要があります。さらに、印加される最大電圧に対応する定格の放熱グリスまたはテープを使用し

て、導電性のある部分から絶縁する必要があります。被試験デバイスが供給源に接続されていると

きに、熱電対をマウント、移動、または取り外さないでください。

環境、安全、衛生

危険な電圧源に接続されているチャネルがある場合、地域のEHS規則に従ってアクセスを制限し、

測定器と被試験デバイスを監視する必要があります。
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チャネル 名前 機能 コメント

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

H COM

L COM

11*

12*

13*

14*

15*

16*

17*

18*

19*

20*

H COM

L COM

電流チャネルのみ：

21

22

I COM

L COM

配線ログ スロット番号 100 200 300

*4端子センスチャネルはチャネル(n－10)と組み合わせられます。

モジュールへの配線については37ページの図を参照してください。

最大入力電圧：300 V(CAT 1)
最大入力電流：1 A
最大スイッチング電力：50 W

警告：感電事故を防ぐために、チャネルへの最大電圧に対応する定格の

ワイヤーを使用してください。モジュールのカバーを開ける前に、モジュールに接

続されているすべての外部デバイスの電源をオフにしてください。
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DAQM902A 16チャネル・リード・マルチプレクサ・モジュール

このモジュールは、それぞれ8個の2端子チャネルから成る2つのバンクに分割されます。このモジュールは、自動テストで

高速スキャンおよび高スループットを必要とするアプリケーションに使用します。16個のチャネルそれぞれでHI入力とLO入
力を切り替えるため、内蔵DMMまたは外部測定器への、完全にアイソレートされた入力が得られます。4端子抵抗測

定の間、バンクAのチャネル(チャネルn)はバンクBのチャネル(チャネルn+8)と自動的にペアになり、ソースおよびセンス接続

を提供します。このモジュールには内蔵熱電対基準接合部があり、熱電対測定時の温度勾配による誤差を最小化

できます。

このモジュールで電流測定を行うには、外部シャント抵抗が必要です。

感電事故の防止

感電事故を防ぐために、チャネルへの最大電圧に対応する定格のワイヤを使用してください。モ

ジュールのカバーを開ける前に、モジュールに接続されているすべての外部デバイスの電源をオフにし

てください。

複数信号についての注意

複数の信号源が互いに接続される可能性を避けるため、複数の信号源を多重化するときは、

別々のモジュールで接続するか、または同じモジュールの別々のバンクに接続することをお勧めしま

す。

危険な電圧源についての注意

危険な電圧源に接続されているチャネルがある場合、モジュール内のすべてのチャネルを危険物とし

て取り扱う必要があり、モジュール内のすべてのチャネルワイヤを、印加される最大電圧に対応する

定格のものとする必要があります。モジュール内の他のチャネルに接続されている熱電対は、最大

電圧に対応する定格の絶縁を持つか、最大電圧に対応する定格の追加絶縁が付加されている

必要があります。さらに、印加される最大電圧に対応する定格の放熱グリスまたはテープを使用し

て、導電性のある部分から絶縁する必要があります。被試験デバイスが供給源に接続されていると

きに、熱電対をマウント、移動、または取り外さないでください。

環境、安全、衛生

危険な電圧源に接続されているチャネルがある場合、地域のEHS規則に従ってアクセスを制限し、

測定器と被試験デバイスを監視する必要があります。
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チャネル 名前 機能 コメント

01

02

03

04

05

06

07

08

H COM

L COM

09*

10*

11*

12*

13*

14*

15*

16*

H COM

L COM

配線ログ スロット番号 100 200 300

*4端子センスチャネルはチャネル(n－8)と組み合わせられます。

モジュールへの配線については37ページの図を参照してください。

最大入力電圧：300 V(CAT 1)
最大入力電流：50 mA
最大スイッチング電力：2 W

警告：感電事故を防ぐために、チャネルへの最大電圧に対応

する定格のワイヤーを使用してください。モジュールのカバーを開ける

前に、モジュールに接続されているすべての外部デバイスの電源をオ

フにしてください。
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DAQM903A 20チャネルアクチュエータ／汎用スイッチモジュール

このモジュールには、20個の独立したSPDT(フォームC)ラッチリレーがあります。このモジュールは、被試験デバイスまたは

動作させる外部デバイスに対して、300 V、1 A(50 Wの最大スイッチングパワー)をスイッチングできます。モジュール上の

ねじ式端子により、20スイッチそれぞれのノーマルオープン接点、ノーマルクローズ接点、コモン接点にアクセスできます。

このモジュールは、内蔵DMMには接続されません。このモジュールは、非多重化信号のハイインテグリティの接点または

高品質の接続を必要とするアプリケーションに使用します。

ねじ式端子の近くに、簡単なフィルター、スナバ、電圧ディバイダなどのカスタム回路を実装するためのブレッドボード領

域があります。ブレッドボード領域には、ユーザーのコンポーネントを挿入するスペースはありますが、回路パターンはあり

ません。回路と信号ルーティングは独自に追加する必要があります。

このモジュールでは、複数のチャネルを同時にクローズできます。

チャネルのCLOSEおよびOPENコマンドは、各チャネルのノーマルオープン(NO)からCOMへの接続のステー

トを制御します。例えば、CLOSE 201はチャネル01のノーマルオープン接点をCOMに接続します。

感電事故の防止

感電事故を防ぐために、チャネルへの最大電圧に対応する定格のワイヤを使用してください。モ

ジュールのカバーを開ける前に、モジュールに接続されているすべての外部デバイスの電源をオフにし

てください。

複数信号についての注意

複数の信号源が互いに接続される可能性を避けるため、複数の信号源を多重化するときは、

別々のモジュールで接続するか、または同じモジュールの別々のバンクに接続することをお勧めしま

す。

危険な電圧源についての注意

危険な電圧源に接続されているチャネルがある場合、モジュール内のすべてのチャネルを危険物とし

て取り扱う必要があり、モジュール内のすべてのチャネルワイヤを、印加される最大電圧に対応する

定格のものとする必要があります。モジュール内の他のチャネルに接続されている熱電対は、最大

電圧に対応する定格の絶縁を持つか、最大電圧に対応する定格の追加絶縁が付加されている

必要があります。さらに、印加される最大電圧に対応する定格の放熱グリスまたはテープを使用し

て、導電性のある部分から絶縁する必要があります。被試験デバイスが供給源に接続されていると

きに、熱電対をマウント、移動、または取り外さないでください。

環境、安全、衛生

危険な電圧源に接続されているチャネルがある場合、地域のEHS規則に従ってアクセスを制限し、

測定器と被試験デバイスを監視する必要があります。
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チャネル NO NC COM コメント

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

配線ログ スロット番号 100 200 300

NO＝通常、オープン、NC＝通常、クローズ

モジュールへの配線については37ページを参照してください。

最大電圧：300 V(CAT 1)
最大入力電流：1 A
最大スイッチング電力：50 W

警告：感電事故を防ぐために、チャネルへの最大電圧に対応する定格

のワイヤーを使用してください。モジュールのカバーを開ける前に、モジュールに

接続されているすべての外部デバイスの電源をオフにしてください。
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DAQM904A 4x8 2線式マトリクススイッチ

このモジュールには、4行8列の構成に配列された、32個の2線クロスポイントがあります。複数のモジュール間の行と列を

接続すると、単一メインフレームで最大96個のクロスポイントを持つ、8×8、4×16などの大きなマトリクスを作成できま

す。複数の測定器を、被試験デバイス上の複数のポイントまたは入力と出力の任意の組み合わせに同時に接続する

には、このモジュールを使用します。

このモジュールは、内蔵DMMには接続されません。各クロスポイントリレーには、行と列を表す固有のチャネルラベルがあ

ります。例えば、チャネル32は以下のように、行3と列2のクロスポイント接続を表します。

このモジュールでは、複数のチャネルを同時にクローズできます。

感電事故の防止

感電事故を防ぐために、チャネルへの最大電圧に対応する定格のワイヤを使用してください。モ

ジュールのカバーを開ける前に、モジュールに接続されているすべての外部デバイスの電源をオフにし

てください。

複数信号についての注意

複数の信号源が互いに接続される可能性を避けるため、複数の信号源を多重化するときは、

別々のモジュールで接続するか、または同じモジュールの別々のバンクに接続することをお勧めしま

す。

危険な電圧源についての注意

危険な電圧源に接続されているチャネルがある場合、モジュール内のすべてのチャネルを危険物とし

て取り扱う必要があり、モジュール内のすべてのチャネルワイヤを、印加される最大電圧に対応する

定格のものとする必要があります。モジュール内の他のチャネルに接続されている熱電対は、最大

電圧に対応する定格の絶縁を持つか、最大電圧に対応する定格の追加絶縁が付加されている

必要があります。さらに、印加される最大電圧に対応する定格の放熱グリスまたはテープを使用し

て、導電性のある部分から絶縁する必要があります。被試験デバイスが供給源に接続されていると

きに、熱電対をマウント、移動、または取り外さないでください。

環境、安全、衛生

危険な電圧源に接続されているチャネルがある場合、地域のEHS規則に従ってアクセスを制限し、

測定器と被試験デバイスを監視する必要があります。
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行 名前 コメント

1

2

3

4

列 名前 コメント

1

2

3

4

5

6

7

8

配線ログ スロット番号 100 200 300

例：チャネル32は行3列2を表します。

モジュールへの配線については37ページを参照してください。

最大電圧：300 V(CAT 1)
最大入力電流：1 A
最大スイッチング電力：50 W

警告：感電事故を防ぐために、チャネルへの最大電圧に対応

する定格のワイヤーを使用してください。モジュールのカバーを開ける

前に、モジュールに接続されているすべての外部デバイスの電源をオ

フにしてください。
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DAQM905Aデュアル1:4RFマルチプレクサ(50 Ω)モジュール

これらのモジュールは、2つの独立したバンクの、4対1のマルチプレクサから成っており、高周波信号やパルスド信号に対

する広帯域スイッチング機能を提供します。各バンクのチャネルは「ツリー」構造に配置されており、高いアイソレーション

と小さいVSWRを実現します。どちらのモジュールも共通の1つのグランドを持ち、低クロストークで、挿入損失性能に優

れています。複数のバンクをカスケード接続すると、より大きなRFマルチプレクサを作成することができます。

このモジュールは、内蔵DMMには接続されません。信号は、オンボードのSMBコネクタに直接接続することも、モジュー

ルに付属のSMB-BNCケーブルに接続することもできます。

これらのモジュールでは、1つのバンクで一度にクローズできるチャネルは1つだけです。バンクの1つの

チャネルをクローズすると、前にクローズされていたチャネルはオープンされます。各バンクでは、必ず1
つのチャネルがCOMに接続されています。

このモジュールは、CLOSEコマンドだけに応答します(OPENは無効 )。チャネルをオープンするには、同じ

バンクの別のチャネルにCLOSEコマンドを送信します。

感電事故の防止

感電事故を防ぐために、チャネルへの最大電圧に対応する定格のワイヤを使用してください。モ

ジュールのカバーを開ける前に、モジュールに接続されているすべての外部デバイスの電源をオフにし

てください。

複数信号についての注意

複数の信号源が互いに接続される可能性を避けるため、複数の信号源を多重化するときは、

別々のモジュールで接続するか、または同じモジュールの別々のバンクに接続することをお勧めしま

す。

危険な電圧源についての注意

危険な電圧源に接続されているチャネルがある場合、モジュール内のすべてのチャネルを危険物とし

て取り扱う必要があり、モジュール内のすべてのチャネルワイヤを、印加される最大電圧に対応する

定格のものとする必要があります。モジュール内の他のチャネルに接続されている熱電対は、最大

電圧に対応する定格の絶縁を持つか、最大電圧に対応する定格の追加絶縁が付加されている

必要があります。さらに、印加される最大電圧に対応する定格の放熱グリスまたはテープを使用し

て、導電性のある部分から絶縁する必要があります。被試験デバイスが供給源に接続されていると

きに、熱電対をマウント、移動、または取り外さないでください。

環境、安全、衛生

危険な電圧源に接続されているチャネルがある場合、地域のEHS規則に従ってアクセスを制限し、

測定器と被試験デバイスを監視する必要があります。
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チャネル 名前 コメント

11

12

13

14

COM1

21

22

23

24

COM2

配線ログ スロット番号 100 200 300

モジュールへの配線については37ページの図を参照してください。

最大入力電圧：42 V
最大入力電流：700 mA
最大スイッチング電力：20 W

モジュールには10本のカラーコード化されたケーブルが付属していま

す。追加のケーブルを注文するには、以下のケーブルキットのパーツ

番号を使用してください(10本のケーブルが含まれます)。
– 34905-60001(50Ωケーブル)
– 34906-60001(75Ωケーブル)

206 Keysight DAQ970A/DAQ973Aユーザーズガイド

3 特長と機能



DAQM907Aマルチファンクションモジュール

このモジュールは、デジタル入出力用の8ビットポート2個、100 kHzトータライザー、±12 Vアナログ出力 (DAC)2個を組み

合わせたものです。スキャン時にデジタル入力とトータライザーカウントを読み取ることができるため、柔軟性が高まりま

す。このモジュールは、状態の検出、およびソレノイド、パワーリレー、マイクロ波スイッチなどの外部デバイスの制御に使

用します。

DIOは、TTL互換入出力の2個の8ビットポートから構成されています。オープンドレイン出力は、最大400 mAのシンクが

可能です。フロントパネルから読み取ることができるのは、一度に1つの8ビット入力ポートのデータだけです。リモートイン

タフェースからは、ポートがどちらもスキャンリストに入っていない場合のみ、2つのポートを同時に16ビットワードとして読み

取ることができます。

トータライザー入力

26ビットのトータライザーは、100 kHzのレートでパルスをカウントできます。トータライザーが入力信号の立ち上がりエッジ

でカウントを行うのか、立ち下がりエッジでカウントを行うのかを構成できます。TTLハイ信号を“ ”端子に印加するとカウ

ントがオンになり、ロー信号を印加するとオフになります。TTL互換ロー信号を
“ ”

端子に印加するとカウントがオンにな

り、ハイ信号を印加するとカウントをオフにします。トータライザーは、両方の端子がオンの場合のみカウントします。

Totalize Thresholdジャンパを“AC”位置に移動すると、0 Vを通る変化が検出されます。このジャンパを"TTL"位置 (工場

出荷時の設定 )に移動すると、TTLしきい値レベルを通る変化が検出されます。
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アナログ出力 (DAC)の出力およびセンス

2つのアナログ出力 (チャネル04および05)およびセンス(チャネル06および07)は、校正済み電圧または電流を、18ビットの

分解能で出力できます。各スロット (2つのDACチャネル)のDAC出力電流は、合計40 mAを超えないようにする必要があ

ります。以下の表に、電流モードおよび電圧モードでのDACの出力値を示します。

モード 電流 電圧

電流モード ± 24 mA ± 12 V

電圧モード ± 15 mA ± 12 V

感電事故の防止

感電事故を防ぐために、チャネルへの最大電圧に対応する定格のワイヤを使用してください。モ

ジュールのカバーを開ける前に、モジュールに接続されているすべての外部デバイスの電源をオフにし

てください。
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チャネル 名前 コメント

01 (DIO 1) ビット0

ビット1

ビット2

ビット3

ビット4

ビット5

ビット6

ビット7

GND

02 (DIO 2) ビット0

ビット1

ビット2

ビット3

ビット4

ビット5

ビット6

ビット7

03(トータラ

イザー)
入力 (＋ )

入力 (－ )

ゲート

ゲート

04 (DAC 1) 出力

GND

05 (DAC 2) 出力

GND

配線ログ スロット番号 100 200 300

しきい値ジャンパー位置：rTTL rAC

モジュールへの配線については37ページを参照してください。

デジタル入出力：

Vin(L)：＜0.8 V(TTL)
Vin(H)：＞2.0 V(TTL)
Vout(L)：＜0.8 V(lout＝－400 mA)
Vout(H)：＞2.4 V(lout＝1 mA)
Vin(H) Max：＜42 V(外部オープンドレインはプ

ルアップの場合 )

トータライザー：

最大カウント：67,108,863(2^26－1)
積算入力：100 kHz(最大 )
信号レベル：1 Vp-p(最小 )、42 Vpk(最大 )

DAC出力：

±12 V、非絶縁

lout：DAC 1個あたり最大10 mA、メインフレーム1台あたり最大40 mA
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DAQM908A 40チャネル・シングルエンド・マルチプレクサ

このモジュールは、それぞれ20個のチャネルの2つのバンクに分割されます。40個のチャネルはすべてHIのみをスイッチング

し、LOはモジュール全体で共通です。このモジュールは、共通の1つのLOを持つ単一端子入力を必要とする高密度ス

イッチングアプリケーションに使用します。

一度にクローズできるチャネルは1つだけです。1つのチャネルをクローズすると、前にクローズされてい

たチャネルはオープンされます。

このモジュールは、電流の直接測定または4端子測定には使用できません。

感電事故の防止

感電事故を防ぐために、チャネルへの最大電圧に対応する定格のワイヤを使用してください。モ

ジュールのカバーを開ける前に、モジュールに接続されているすべての外部デバイスの電源をオフにし

てください。

複数信号についての注意

複数の信号源が互いに接続される可能性を避けるため、複数の信号源を多重化するときは、

別々のモジュールで接続するか、または同じモジュールの別々のバンクに接続することをお勧めしま

す。

危険な電圧源についての注意

危険な電圧源に接続されているチャネルがある場合、モジュール内のすべてのチャネルを危険物と

して取り扱う必要があり、モジュール内のすべてのチャネルワイヤを、印加される最大電圧に対応す

る定格のものとする必要があります。モジュール内の他のチャネルに接続されている熱電対は、最大

電圧に対応する定格の絶縁を持つか、最大電圧に対応する定格の追加絶縁が付加されている

必要があります。さらに、印加される最大電圧に対応する定格の放熱グリスまたはテープを使用し

て、導電性のある部分から絶縁する必要があります。被試験デバイスが供給源に接続されている

ときに、熱電対をマウント、移動、または取り外さないでください。

環境、安全、衛生

危険な電圧源に接続されているチャネルがある場合、地域のEHS規則に従ってアクセスを制限し、

測定器と被試験デバイスを監視する必要があります。
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最大入力電圧：300 V(CAT 1)
最大入力電流：1 A
最大スイッチング電力：50 W

警告：感電事故を防ぐために、チャネ

ルへの最大電圧に対応する定格のワイヤー

を使用してください。モジュールのカバーを開

ける前に、モジュールに接続されているすべ

ての外部デバイスの電源をオフにしてくださ

い。

チャネル 名前 機能 コメント

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

LO

H COM

L COM

配線ログ スロット番号 100 200 300

モジュールへの配線については37ページを参照してください。

Keysight DAQ970A/DAQ973Aユーザーズガイド 211

3 特長と機能



DAQM909A 4チャネル24ビット・デジタイザ・モジュール

DAQM909Aは、4チャネルのデジタイザモジュールであり、4つの同時サンプリングチャネルを、最高800,000サンプル／秒

のサンプリングレートと、24ビットの最高分解能で提供します。DAQM909Aの入力チャネルは、差動入力またはシングル

エンド入力として構成でき、各チャネルは最大4 mAの定電流を供給して、外部 IEPEトランスデューサーの電源を投入

できます。3台のDAQM909Aモジュールを同じ測定器に装着した場合、12チャネルすべてを同期して同時サンプリングを

実現できます。

定格電圧を超える測定を行わないでください。

測定器の最大入力電圧は、ハイとローのどちらのピンでも±18 Vピーク(シングルエンド )です。

感電事故の防止

感電事故を防ぐために、チャネルへの最大電圧に対応する定格のワイヤを使用してください。モ

ジュールのカバーを開ける前に、モジュールに接続されているすべての外部デバイスの電源をオフにし

てください。

複数信号についての注意

複数の信号源が互いに接続される可能性を避けるため、複数の信号源を多重化するときは、

別々のモジュールで接続するか、または同じモジュールの別々のバンクに接続することをお勧めしま

す。

危険な電圧源についての注意

危険な電圧源に接続されているチャネルがある場合、モジュール内のすべてのチャネルを危険物と

して取り扱う必要があり、モジュール内のすべてのチャネルワイヤを、印加される最大電圧に対応す

る定格のものとする必要があります。モジュール内の他のチャネルに接続されている熱電対は、最大

電圧に対応する定格の絶縁を持つか、最大電圧に対応する定格の追加絶縁が付加されている

必要があります。さらに、印加される最大電圧に対応する定格の放熱グリスまたはテープを使用し

て、導電性のある部分から絶縁する必要があります。被試験デバイスが供給源に接続されている

ときに、熱電対をマウント、移動、または取り外さないでください。

環境、安全、衛生

危険な電圧源に接続されているチャネルがある場合、地域のEHS規則に従ってアクセスを制限し、

測定器と被試験デバイスを監視する必要があります。
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チャネル 名前 機能 コメント

01 HIs

H

L

G/LIs

02 HIs

H

L

G/LIs

03 HIs

H

L

G/LIs

04 HIs

H

L

G/LIs

GND

GDN

TRGIN

TRGIN

配線ログ スロット番号 100 200 300

モジュールへの配線については37ページの図を参照してください。

最大入力電圧：18 Vpk
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これは空白のページです。
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4 測定チュートリアル

システムの配線と接続

測定の基本

デジタイズ測定

アクチュエータと汎用スイッチング

マトリクススイッチング

RF信号の多重化

マルチファンクションモジュール

リレー寿命と予防保守

この章では、測定値に影響を与える可能性のある誤差を減らすための方法について説明しま

す。DAQ970A/DAQ973Aによる測定方法および最良の結果を得るための対策を理解する上で

役立つ情報も記載されています。



システムの配線と接続

このセクションでは、システム配線によって取り込まれる可能性がある測定誤差を減らすための方法について説明しま

す。システムに対して適切なケーブルとグランド方式を選択することにより、多くのシステム配線誤差を減少または除去

することができます。

– ケーブル仕様

– グランド接続の手法

– シールドの手法

– ハイレベル信号とローレベル信号の分離

– システム配線誤差の原因

ケーブル仕様

さまざまな汎用ケーブルおよびカスタムケーブルを使用できます。選択するケーブルの種類は、以下の要因によって変わ

ります。

– 信号要件 - 電圧、周波数、確度、測定速度など。

– 相互接続要件 - 線径、ケーブル長、ケーブルルーティングなど。

– 保守要件 - 中間コネクタ、ケーブル終端、緩衝部、ケーブル長、ケーブルルーティングなど。

ケーブルは、さまざまな方法で仕様化されています。使用するケーブルの種類に対して以下の仕様を確認してくださ

い。

– 公称インピーダンス( 絶縁抵抗 ) - 入力信号の周波数により変化します。HI-LO間、チャネル間、HI-シールド

間、またはLO-シールド間を確認します。高周波RFアプリケーションには、ケーブルインピーダンスに対する厳しい

要件があります。

– 絶縁体の耐電圧 - アプリケーションに対して十分に高くなければなりません。

感電事故や機器の損傷を防ぐには、すべてのチャネルをシステム内の最高電位に対して絶

縁してください。少なくとも定格絶縁電圧600 Vのリード線の使用をお勧めします。
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– ケーブル抵抗 - リード線のゲージサイズとケーブル長により変化します。ケーブル抵抗を最小限に抑えるには、

可能な限り大きなゲージのリード線を使用し、ケーブル長をできるだけ短くします。以下の表に、いくつかのゲー

ジサイズの銅線の、代表的なケーブル抵抗を示します( 銅線の温度係数は0.35%/°Cです) 。

AWG 25 °CでのΩ / ft(2導線 )

14 5 mΩ

16 10 mΩ

18 15 mΩ

20[1] 20 mΩ

22 30 mΩ

24 50 mΩ

– ケーブルキャパシタンス - 絶縁の種類、ケーブル長、ケーブルシールドにより変化します。ケーブルキャパシタンス

を最小限に抑えるには、ケーブルをできるだけ短く保ちます。場合によっては、低キャパシタンスケーブルを使用

できます。

以下の表に、代表的なケーブル仕様を示します。

ケーブルタイプ 公称インピーダンス キャパシタンス 減衰率

ツイストペア 100Ω、1 MHz時 10～20 pF/ft 最大1 dB/100 ft、1 MHz時

シールド・ツイスト・ペア 100Ω、1 MHz時 10～20 pF/ft 最大1 dB/100 ft、1 MHz時

同軸 50Ω/75Ω、100 MHz 15～25 pF/ft 最大6 dB/100 ft、100 MHz時

ツイスト・ペア・リボン 100Ω、1 MHz時 15～20 pF/ft 最大1 dB/100 ft、1 MHz時

[1]DAQ970A/DAQ973Aプラグインモジュールのねじ式端子の推奨線径です。
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グランド接続の手法

グランド接続の目的は、グランドループを回避し、ノイズを最小限に抑えることです。ほとんどのシステムには、3つ以上の

個別のグランドリターンがあります。

1. 1つは信号用のグランドです。ハイレベル信号、ローレベル信号、デジタル信号間で個別の信号グランドを提供す

ることもできます。

2. 2番目のグランドは、リレー、モータ、ハイパワー機器など、ノイズの大きいハードウェアに使用します。

3. 3番目のグランドは、シャーシ、ラック、キャビネットに使用します。AC電源のグランドは通常、この3番目のグランドに

接続します。

一般的に、1 MHz未満の周波数、または低レベル信号の場合は、単一ポイントグランドを使用します( 以下の図を参

照してください) 。パラレルグランドの方が優れていますが、コストが高く、配線もより困難です。単一ポイントグランドで十

分な場合は、最も重要なポイント ( 最小の信号レベルと最も高精度の測定要件のどちらか一方あるいは両方を持つ

ポイント ) をプライマリ・グランド・ポイントの近くに配置します。周波数が10 MHzを超える場合は、個別のグランドシステ

ムを使用します。1 MHz～10 MHzの範囲の信号では、最長のグランド戻り経路が波長の1/20未満に維持できる場合

は、単一ポイントシステムを使用できます。どのケースでも、戻り経路の抵抗とインダクタンスを最小限に抑える必要が

あります。
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シールドの手法

ノイズをシールドするには、容量性 ( 電気的 ) 結合と誘導性 ( 磁気的 ) 結合に対応する必要があります。容量性の結

合には、導線の周囲にグランドされたシールドを追加すると非常に有効です。スイッチングネットワークでは、このシールド

は通常、同軸ケーブルとコネクタという形をとります。100 MHzを超える周波数の場合は、シールド効果を高めるために

二重シールドの同軸ケーブルをお勧めします。

磁気的結合には、ループ面積を狭めることが最も有効なシールド方法です。数百kHz未満の場合は、磁気的結合に

対してツイストペアを使用できます。磁気ピックアップや容量性ピックアップからのイミュニティには、シールド・ツイスト・ペア

を使用します。1 MHz未満での保護機能を最大にするには、シールドが信号導線の1つでないことを確認します。

ハイレベル信号とローレベル信号の分離

レベルの比が20対1を超える信号は、可能な限り物理的に分離する必要があります。配線、隣接接続など、信号経

路全体を調べる必要があります。未使用のラインをすべてグランド接続し( またはLOに結合し) 、感度の高い信号経路

の間に配置します。モジュール上のねじ式端子に配線接続を行う場合は、隣接チャネル上の類似の機能を配線してく

ださい。

システム配線誤差の原因

無線周波数干渉

ほとんどの電圧測定器は、大きな高周波信号が存在すると、誤った読み値を生成する可能性があります。高周波信

号の原因として、近くの無線／テレビ送信機、コンピューターのモニター、携帯電話などが考えられます。高周波エネル

ギーは、システム配線上の内蔵DMMと結合する可能性もあります。干渉を減らすには、高周波RF信号源に対するシ

ステム配線の露出をできるだけ抑えます。

アプリケーションが測定器からのRF1放射に非常に敏感な場合は、以下に示すようにシステム配線でコモン・モード・

チョークを使用すると、測定器のエミッションを減衰できます。
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熱EMF誤差

熱起電力電圧は、ローレベルDC電圧測定誤差の最も一般的な原因です。熱起電力電圧は、異なる金属を異なる

温度で使用して回路接続を行ったときに生じます。各金属間の接合部が熱電対を形成し、接合部の温度差に比例

した電圧が生じます。ローレベル電圧測定では、熱電対の電圧と温度変動を最小限に抑えるための予防措置を講じ

る必要があります。最良の接続は、銅と銅のクリンプ接続を使用する方法です。以下の表に、異なる金属を接続した

場合の一般的な熱起電力電圧を示します。

銅と接続する金属 近似値 ( μV / °C)

銅 ＜0.3

金 0.5

銀 0.5

黄銅 3

ベリリウム銅 5

アルミニウム 5

コバールまたは合金42 40

シリコン 500

銅酸化物 1000

カドミウム-スズはんだ 0.2

TIM-鉛はんだ 5

磁界に起因するノイズ

磁界の近くで測定を実行している場合は、測定接続における誘起電圧を回避するための予防策を講じる必要があり

ます。電圧は、固定磁界内の入力接続配線の動き、または可変磁界により誘起される可能性があります。シールドさ

れていない、被覆の不十分な入力リード線がアースの磁界中を移動すると、数mVの電圧が発生します。AC電源ライ

ンの周囲の可変磁界も、最大数百mVの電圧を誘導する可能性があります。大電流を搬送する伝導体付近での作

業には特に注意が必要です。

可能な場合は、磁界を避けて配線をルーティングします。磁界は通常、電気モータ、発電機、テレビ、コンピューターの

モニターの周囲に存在します。磁界の近くで操作するときには、入力配線に適切な緩衝部があり、入力配線がしっか

りと固定されていることも確認します。測定器へはツイストペア接続を使用して、ノイズ・ピックアップ・ループの面積を狭

めるか、リード線同士をできるだけ密接に束ねます。
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グランドループに起因するノイズ

回路の電圧を測定する際に、内蔵DMMと被試験デバイスがどちらも共通のグランドを基準にする場合は、グランド

ループが形成されます。以下に示すように、2つのグランド基準ポイント間の電圧差 ( Vground) により、LO測定リードに電

流が流れます。これによって誤差電圧 ( VL) が発生し、測定電圧に加算されます。

ここで、

RL = リード抵抗

Ri = DMMのアイソレーション抵抗

Ci = DMMのアイソレーションキャパシタンス

Vground = グランドノイズ電圧

グランドループ誤差を最小限に抑えるには、以下のようにします。

– VgroundがDC電圧の場合は、RLをRiより小さく保ちます。

– VgroundがAC電圧の場合は、RLをZより小さく保ち、DMMの積分時間を1 PLC以上に設定します。
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ローレベルAC測定誤差

100 mV未満のAC電圧を測定する場合は、これらの測定が、特に外来ノイズ源が原因で生じた誤差の影響を受けや

すいことに注意してください。露出したテストリードがアンテナとして機能し、内蔵DMMが受信した信号を測定します。

電源ラインを含む測定経路全体が、ループアンテナとして機能します。ループ内を電流が循環すると、測定器の入力と

直列のインピーダンスに誤差電圧が生じます。このため、ローレベルAC電圧は、シールドケーブルを介して測定器に印

加する必要があります。入力LO端子にもシールドを接続する必要があります。

グランドループが回避できない場合は、面積を最小限に抑えます。高インピーダンスソースは、低インピーダンスソースよ

りもノイズピックアップに敏感です。ソースの高周波インピーダンスを減らすには、測定器の入力端子と並行にキャパシタ

を配置します。いろいろ試して、アプリケーションに適したキャパシタンス値を決定する必要があります。

ほとんどの外来ノイズは、入力信号と相関しません。誤差は、以下の式で求めることができます。

相関ノイズは、稀にしか発生しないものの、特に有害です。相関ノイズは常に、入力信号に加算されます。この誤差が

生じやすい一般的な状況として、ローカル電源ラインと同じ周波数のローレベル信号の測定があります。

同じモジュールでハイレベル信号とローレベル信号を切り替えるときには注意が必要です。ハイレベルの帯電電圧が、

ローレベルのチャネルに放電される可能性があります。2つの異なるモジュールを使用するか、または未使用チャネルをグ

ランドに接続した状態で、ハイレベル信号とローレベル信号を分離することをお勧めします。
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測定の基本
このセクションでは、DAQ970A/DAQ973Aによる測定方法について説明し、これらの測定に関連する誤差の最も一般

的な原因について解説します。

– 内蔵DMM

– 温度測定

– DC電圧測定

– AC電圧測定

– 電流測定

– 抵抗測定

– 歪みゲージ測定

– 周波数および周期測定

– キャパシタンス測定

– デジタイズ測定

– レベルトリガ

内蔵DMM

内蔵DMMは、外部シグナルコンディショニングを追加しなくてもさまざまなトランスデューサータイプを測定できるユニバー

サル入力フロントエンドを提供します。内蔵DMMは、シグナルコンディショニング、増幅 ( または減衰 ) 、高分解能 ( 最高

22ビット ) A/Dコンバータを備えています。以下に、内蔵DMMの簡略図を示します。

内蔵DMMは、以下の種類の測定を直接実行できます。各測定については、この章の以降のセクションで説明します。

– 温度 ( 熱電対、2端子および4端子のRTD、2端子および4端子のサーミスタ)

– 電圧 ( 最大300 VのDCおよびAC)

– 抵抗 ( 最大1GΩの2端子および4端子 )

– 電流 ( 最大1 AのDCおよびAC)

– 周波数および周期 ( 最大300 kHz)

– 歪み( ブリッジおよびダイレクト手法 )
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電源ラインノイズ電圧の除去

積分型アナログデジタル( A/D) コンバータには、スプリアス信号を除去できる特性があります。積分により、入力上のDC
信号と一緒に存在する電源関連のノイズが除去されます。これは、ノーマル・モード・ノイズ除去またはNMRと呼ばれま

す。ノーマル・モード・ノイズ除去は、内蔵DMMが入力の平均値を測定するときに、それを一定の時間「積分」すること

で実現されます。積分時間をスプリアス入力の電源周波数 ( PLC) の整数に設定すると、これらの誤差 ( およびその高

調波 ) が平均されて、ほぼゼロになります。

電源を内蔵DMMに印加すると、内蔵DMMは電源周波数 ( 50 Hzまたは60 Hz) を測定し、この測定値を使用して積

分時間を決定します。以下のグラフに、さまざまなA/D積分時間設定でのDC電圧機能で測定されたAC信号の減衰

を示します。信号周波数が1/Tの倍数で高い減衰を示すことに注意してください。

温度測定

温度トランスデューサー測定は通常、抵抗測定または電圧測定で、測定器内部のソフトウェア変換ルーチンで等価

温度に変換されます。変換は、各種トランスデューサーの特定の属性に基づいたものです。以下に、各トランスデュー

サータイプの変換確度 ( トランスデューサー確度は含みません) を示します。

トランスデューサー 変換確度

熱電対 0.05 °C

RTD 0.02 °C

サーミスタ 0.05 °C

温度測定に関連する誤差には、この章の他の箇所でDC電圧測定と抵抗測定のリストに示した誤差がすべて含まれ

ています。温度測定における誤差の最大の原因は通常、トランスデューサー自体です。
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測定要件により、使用する温度トランスデューサータイプを決定できます。各トランスデューサータイプには、特定の温度

範囲、確度、コストがあります。以下の表は、各トランスデューサータイプの代表的な仕様をまとめたものです。この情報

を使用して、アプリケーション用のトランスデューサーを選択できます。特定のトランスデューサーの正確な仕様は、トラン

スデューサーのメーカから得られます。

パラメータ 熱電対 RTD サーミスタ

温度範囲 -210 °C～1820 °C -200 °C～850 °C -80 °C～150 °C

測定の種類 電圧 2または4端子抵抗測定 2または4端子抵抗測定

トランスデューサー感度 6 μV/°C to 60 μV/°C ≈ R0 × 0.004 °C ≈ 400Ω/°C

プローブ確度 0.5 °C～5 °C 0.01 °C～0.1 °C 0.1 °C～1 °C

コスト ( 米国ドル) $1/フィート それぞれ$20～$100 それぞれ$10～$100

耐久性 堅牢 壊れやすい 壊れやすい

DFD測定

RTDは、温度変化による抵抗変化が正確で既知の金属 ( 通常、プラチナ) で構成されています。内蔵DMMは、RTDの
抵抗を測定し、等価温度を計算します。

RTDには、安定度に優れた温度トランスデューサーがあります。RTDからの出力も非常にリニアです。このため、高確度

の長期測定には、RTDをお勧めします。DAQ970A/DAQ973AがサポートするRTDは、ITS-90ソフトウェア変換を使用した

α＝0.00385(DIN / IEC 751)です。“PT100”は、α = 0.00385、R0 = 100 ΩのRTDを示す際に使用される特殊なラベルで

す。

RTDの抵抗は、0℃での公称値で、R0と呼ばれます。DAQ970A/DAQ973Aは、R0の値が100 Ω±1%または1000 Ω±1%
のRTDを測定できます。

RTDの測定には、2端子または4端子測定法を使用することができます。4端子法を使用すると、小さい抵抗を高確度

で測定できます。4端子法により、接触リード抵抗が自動的に除去されます。

サーミスタ測定

サーミスタは、温度変化と共に抵抗が非リニアに変化する材料で構成されています。内蔵DMMは、サーミスタの抵抗を

測定し、等価温度を計算します。

サーミスタは、熱電対やRTDよりも感度に優れています。このため、非常に小さな温度変化を測定するときにはサーミス

タをお勧めします。ただしサーミスタは、特に高温では非常に非リニアで、100 °C未満で最も良く機能します。

サーミスタは、高抵抗であるため、2端子測定法を使用して測定できます。内蔵DMMは、2.2 kΩ (44004)、5 kΩ
(44007)、10 kΩ (44006)のサーミスタをサポートします。DAQ970A/DAQ973Aで使用されるサーミスタ変換ルーチンは、

International Temperature Scale of 1990( ITS-90) に準拠しています。
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熱電対測定

熱電対は、温度を電圧に変換します。異なる金属の2本のリード線を結合すると、電圧が発生します。電圧は、接合

部温度と熱電対リード線の金属の種類の関数で表されます。さまざまな金属の温度特性は既知の情報であるため、

発生した電圧を変換して、接合部の温度を求めることが可能です。以下に、T型熱電対の電圧測定 ( 銅線とコンスタ

ンタン線から構成 ) の例を示します。

ただし、熱電対リード線と内蔵DMMを接続すると、コンスタンタン( C) リード線が内蔵DMMの銅 (Cu)入力端子に接続

されている場所で、第2の不要な熱電対が形成されます。この第2の熱電対によって発生した電圧が、T型熱電対の

電圧測定に影響を与えます。

J2( LO入力端子 ) で作成された熱電対の温度が既知の場合は、T型熱電対の温度を計算できます。実行するための

1つの方法として、内蔵DMMの入力端子で銅と銅の接続のみを作成し、2番目の熱電対を既知の温度に保持するた

めに、2個のT型熱電対を一緒に接続します。

既知の基準温度 ( 0 °C) を作成するには、氷槽を使用します。基準温度と熱電対の種類がわかれば、測定熱電対の

温度を計算できます。
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T型熱電対は、導線の1本 ( 銅 ) が内蔵DMMの入力端子と同じ金属であるため、特別なケースです。別の種類の熱

電対を使用する場合は、2つの追加の熱電対が形成されます。以下に、J型熱電対 ( 鉄とコンスタンタン) による接続の

例を示します。

鉄 ( Fe) リード線が内蔵DMMの銅 ( Cu) 入力端子に接続されている場所で、2個の追加の熱電対が形成されます。こ

れら2つの接合部は逆の電圧を生成するため、互いに打ち消しあう効果があります。ただし、入力端子の温度が異な

る場合は、測定に誤差が生じます。

測定確度を高めるには、内蔵DMMの銅テストリード線を測定ポイントの近くまで延長し、熱電対への接続を同じ温度

に保持します。

この回路により、正確な温度測定値が得られます。ただし、2つの熱電対接続を行い、すべての接続を既知の温度に

保持することは容易ではありません。中間金属の法則を利用すると、余分な接続が不要になります。この経験則によ

れば、2つの異なる金属間に挿入された3番目の金属 ( この例では鉄 ( Fe) ) は、形成された接合部の温度が同じ場合

は、出力電圧に影響を与えません。基準熱電対がなくなれば、接続ははるかに容易です。
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この回路は、正確な熱電対接続のための最良のソリューションです。

測定状況によっては、氷槽 ( または他の固定外部基準 ) が不要になると便利です。これを実現するには、接続に等温

ブロックを使用します。等温ブロックは、電気的絶縁体ですが、優れた熱導体です。J1とJ2で作成された追加の熱電

対が、等温ブロックによって同じ温度に保持されるようになります。

等温ブロックの温度が既知だと、正確な温度測定を実行できます。温度を測定するには、温度センサーを等温ブロッ

クにマウントします。

さまざまな種類の熱電対が使用できます。種類は、英字1文字で指定されます。以下の表に、最も一般的に使用さ

れる熱電対の種類と、それぞれの主要な特性を示します。

DAQ970A/DAQ973Aで使用される熱電対変換ルーチンは、International Temperature Scale of 1990( ITS-
90) に準拠しています。

228 Keysight DAQ970A/DAQ973Aユーザーズガイド

4 測定チュートリアル



熱電対の種類：

T/C型 正 ( +) リード 負 ( -) リード 温度範囲 プローブ確度 備考

B
米国

英国

DIN
日本

フランス

プラチナ-30%ロジウム

灰

－

赤

赤

－

プラチナ-60%ロジウム

赤

－

灰

灰

－

250 °C～1820 °C ±0.5 °C 高温。

汚染に注意。

金属チューブに

挿入不可。

E
米国

英国

DIN
日本

フランス

ニッケルクロム

紫

茶

赤

赤

黄

コンスタンタン

赤

青

黒

白

青

-200 °C～1000 °C ±1 °C～1.7 °C 出力電圧が最

高。

分解能が最高。

J
米国

英国

DIN
日本

フランス

鉄

白

黄

赤

赤

黄

コンスタンタン

赤

青

青

白

黒

-210 °C～1200 °C ±1.1 °C～2.2 °C 真空、不活性

環境。

最も安価。

低温には非推

奨。

K
米国

英国

DIN
日本

フランス

ニッケルクロム

黄

茶

赤

赤

黄

ニッケルアルミニウム

赤

青

緑

白

紫

-200 °C～1370 °C ±1.1 °C～2.2 °C 酸化環境。

8 °Cより上で優れ

たリニアリティ。

N
米国

英国

DIN
日本

フランス

ナイクロシル

橙

－

－

－

－

ナイシル

赤

－

－

－

－

-200 °C～1300 °C ±1.1 °C～2.2 °C K型に比べて、よ

り高温で優れた

安定度。

R
米国

英国

DIN
日本

フランス

プラチナ-13%ロジウム

黒

白

赤

赤

黄

ロジウム

赤

青

白

白

緑

-50 °C～1760 °C ±0.6 °C～1.5 °C 高温。

汚染に注意。

金属チューブに

挿入不可。

S
米国

英国

DIN
日本

フランス

プラチナ-10%ロジウム

黒

白

赤

赤

黄

プラチナ

赤

青

白

白

緑

-50 °C～1760 °C ±0.6 °C～1.5 °C 小さな誤差、優

れた安定度。

高温。

汚染に注意。

金属チューブに

挿入不可。

T
米国

銅

青

コンスタンタン

赤

-200 °C～400 °C ±0.5 °C～1 °C 湿気に対する耐

性。
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T/C型 正 ( +) リード 負 ( -) リード 温度範囲 プローブ確度 備考

英国

DIN
日本

フランス

白

赤

赤

黄

青

茶

白

青

銅リード線を装

備。

低温測定向き。

コンスタンタン =銅-ニッケル、ナイクロシル=ニッケル-クロム-シリコン、ナイシル=ニッケル-シリコン-マグ

ネシウム、

- =なし

熱電対測定の誤差の原因

基準接合部誤差

熱電対を形成するには通常、2本のリード線を互いに溶接またははんだ付けして接合部を作成します。はんだ付けに

より、接合部に3番目の金属が導入されます。熱電対の両側の温度が同じ場合は、3番目の金属はほとんど影響し

ません。

民生用熱電対は、キャパシタ放電法を使用して溶接されています。この手法は、接合部近傍の熱電対リード線の過

熱防止、および溶接ガスや大気の熱電対リード線への拡散防止に使用されます。

不十分な溶接またははんだ接続の不良により、熱電対測定で誤差が生じる可能性もあります。熱電対接合部の

オープンを検出するには、熱電対の抵抗を確認します。通常、5 kΩを超える抵抗測定値は、熱電対の故障を示しま

す。DAQ970A/DAQ973Aには、自動熱電対確認機能が内蔵されています。この機能をオンにすると、測定器は各熱

電対測定後にチャネル抵抗を測定し、接続に問題がないか確認します。

拡散誤差

熱電対リード線内の拡散は、リード線自体に沿って合金のタイプを変化させるプロセスです。大気粒子が実際に金属

に拡散する可能性があります。リード線合金内のこれらの変化により、測定で小さな電圧変化が発生します。拡散

は、リード線に沿って高温に曝されたり、伸縮や振動などの物理的なストレスがリード線に加わることにより起こります。

拡散による温度誤差は検出が困難です。これは、拡散時でも熱電対が温度変化に応答し、ほぼ正確な結果を示し

続けるためです。拡散の影響は通常、温度測定のドリフトとして検出されます。

拡散誤差を示す熱電対を交換しても、問題が修正されない可能性があります。延長リード線や接続も、すべて拡散

の可能性があります。極端な温度または物理的ストレスの兆候がないかを測定経路全体で調べます。可能であれ

ば、延長リード線の温度勾配を最小限に抑えます。

シャント・インピーダンス

熱電対リード線と延長リード線に使用される絶縁は、高温または腐食性大気によって低下する可能性があります。こ

うしたブレークダウンは、熱電対接合部と並列の抵抗として現れます。これは、リード線の直列抵抗が高い、小さなゲー

ジリード線を使用するシステムで特に現れます。
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シールド

シールドにより、熱電対測定に対するコモン・モード・ノイズの影響が減少します。コモン・モード・ノイズは、電源ライン、

電気モータなどによって生じます。ノイズは、分布定数キャパシタンスを介して、シールドされていない熱電対リード線に

結合されます。誘導電流が内蔵DMMを介してグランドに流れると、熱電対リード線の分布定数抵抗に沿って電圧誤

差が生じます。シールドを熱電対リード線に追加すると、コモン・モード・ノイズがグランドに分岐し、測定値が維持され

ます。

コモン・モード・ノイズが、内蔵DMMに大きな影響を与える可能性があります。熱電対出力は一般的に数mVであるた

め、数mVのコモン・モード・ノイズにより内蔵DMMへの入力が過負荷になる可能性があります。

計算誤差

これは、熱電対電圧を温度に変換する方法に固有の誤差です。これらの計算誤差は通常、熱電対、配線接続、基

準接合部の誤差と比較して非常に小さな値です。
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DC電圧測定

便利なDCメータを作成するには、A/Dコンバータの前に入力を調整するための「フロントエンド」が必要です。シグナルコ

ンディショニングは、入力抵抗の増加、小信号の増幅、大信号の減衰を行って、測定レンジの選択肢を増やします。

DC測定のシグナルコンディショニング

DC電圧測定の入力シグナルコンディショニングには、増幅と減衰が含まれます。以下に、内蔵DMMへの入力の簡略

図を示します。

12 VDC未満の入力電圧の場合は、ローVスイッチがクローズされ、入力信号が入力増幅器に直接印加されます。こ

れより高い電圧の場合は、ハイVスイッチがクローズされ、信号は、100:1で減衰された後に入力増幅器に印加されま

す。入力増幅器の利得は、A/Dコンバータ用の±12 VDCの範囲の信号を生成するために、3つの値のいずれか( ×1、
×10、または×100) に設定されます。

低電圧レンジの場合は、内蔵DMMの入力抵抗は、基本的に入力増幅器の入力抵抗です。入力増幅器は、低バイ

アス電流 ( 50 pA未満 ) のFET入力段を使用して、10 GΩ超える入力抵抗を生成します。100Vおよび300V入力レンジ

では、入力抵抗は100:1ディバイダの全抵抗により決まります。ハイVスイッチを連続的にクローズすることにより、入力抵

抗を10 MΩに設定することもできます。
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DC電圧測定の誤差の原因

コモン・モード・ノイズ除去比

内蔵DMMは、グランド基準の回路から完全にアイソレートされることが理想的です。しかし、入力LO端子とグランド間

に有限の抵抗とキャパシタンスが存在します。入力端子がどちらもグランド基準の信号 ( Vf) によってドライブされている

場合は、RSを通って流れる電流に、以下に示すように電圧降下VLが発生します。

結果の電圧 ( VL) は、内蔵DMMへの入力として現れます。RSの値がゼロに近づくと、誤差もゼロに近づきます。さらに、

Vfが電源ライン周波数 ( 50 Hzまたは60 Hz) の場合は、内蔵DMMの積分時間を1 PLC以上に設定することによりノイズ

が大幅に減少します。

ここで、

Vf = コモン・モード・フローティング電圧

Rs = LOリード抵抗

Ri = アイソレーション抵抗

Ci = アイソレーションキャパシタンス

Zi = Ri＋Ciのパラレル・インピーダンス
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注入電流に起因するノイズ

測定器のパワー変換回路の残留キャパシタンスにより、内蔵DMMのLO端子からグランドに小さな電流が流れます。こ

の「注入電流」の周波数は、電源周波数または電源周波数の高調波です。注入電流は、電源ラインの構成と周波

数に依存します。以下に、簡略化した回路を示します。

接続Aの場合 ( 以下を参照 ) は、注入電流が、回路によって提供されるグランド接続から内蔵DMMのLO端子に流れ

ます。この構成では、測定にノイズが追加されません。しかし、接続Bでは、注入電流が抵抗Rを通って流れるため、測

定にノイズが追加されます。接続Bの場合は、Rの値が大きいほど、問題が悪化します。

注入電流による測定ノイズは、内蔵DMMの積分時間を1 PLC以上に設定すると大幅に減少します。
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入力抵抗による負荷誤差

測定の負荷誤差は、被試験デバイス( DUT) の抵抗が、測定器自体の入力抵抗のかなりの%に達したときに発生しま

す。以下の図に、この誤差の原因を示します。

ここで、

Vs = 理想的なDUT電圧

Rs = DUTの信号源抵抗

Ri = 入力抵抗 ( 10 MΩまたは> 10 GΩ)

負荷誤差を最小限に抑えるには、必要に応じてDMMのDC入力抵抗を10 GΩを超える値に設定します。

入力バイアス電流による負荷誤差

内蔵DMMの入力回路に使用される半導体デバイスには、バイアス電流と呼ばれるわずかな漏れ電流があります。入

力バイアス電流の影響が、内蔵DMMの入力端子に負荷誤差として現れます。漏れ電流は温度が10 °C上昇するごと

にほぼ2倍になるため、温度が高いほど問題が顕著になります。

ここで、

Ib = DMMバイアス電流

Rs = DUTの信号源抵抗

Ri = 入力抵抗 ( 10 MΩまたは> 10 GΩ)
Ci = DMM入力容量
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AC電圧測定

AC「フロントエンド」の主な目的は、AC電圧入力を、ADCで測定可能なDC電圧に変更することです。

AC測定のシグナルコンディショニング

AC電圧測定の入力シグナルコンディショニングには、減衰と増幅が含まれます。入力カップリングキャパシタ( C) が入力

信号のDC部分をブロックするため、AC成分だけが測定されます。レンジ切り替えは、初段増幅器からの信号減衰と第

2段増幅器からの利得の組み合わせにより実現します。

初段に、高入力インピーダンス( 1 MΩ ) の切換可能な補正アッテネータを実装します。第2段は、ACコンバータへの入

力をさまざまなレベルにスケーリングするための可変利得信号増幅です。アッテネータおよび増幅器段からの残留DCオ
フセットは、キャパシタでブロックされます。

上の説明と同様のAC電圧フロントエンドが、AC電流の測定にも使用されます。シャント抵抗が、AC電流を、測定可

能なAC電圧に変換します。電流シャントの切り替えにより、選択可能なAC電流範囲を実現します。
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真の実効値AC測定

真の実効値応答型マルチメータは、印加電圧の等価「熱量」を測定します。真の実効値測定は、「平均値応答型」

測定とは異なり、抵抗内の電力損失を決定するために使用されます。この電力は、測定された真の実効値電圧の2
乗に比例し、波形に依存しません。正弦波入力のみの場合は、平均値応答型ACマルチメータは、真の実効値型

メータと同じ値を読み取るように校正されます。他の波形形状の場合は、以下に示すように、平均値応答型メータは

かなりの誤差を示します。

内蔵DMMのAC電圧およびAC電流機能は、AC結合された真の実効値を測定します。これは、上に示したAC＋DC真
の実効値と対照的です。入力波形のAC成分の「熱量」のみが測定されます( DCは除去されます) 。正弦波、三角

波、方形波の場合は、これらの波形にはDCオフセットが含まれないため、AC値とAC＋DC値は等しくなります。パルス

列などの非対称波形にはDC電圧が含まれており、DC電圧はAC結合された真の実効値測定により除去されます。

AC結合された真の実効値測定は、大きなDCオフセットの存在下で小さなAC信号を測定している状況に有効です。

例えば、こうした状況は、DC電源に存在するACリップルの測定時によく見られます。ただし、AC＋DC真の実効値を知

りたい場合があります。この値を決定するには、以下に示すように、DC測定の結果とAC測定の結果を結合します。最

善のAC除去には、10電源サイクル以上の積分を使用してDC測定を実行する必要があります。
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高速AC測定の実行

内蔵DMMのAC電圧およびAC電流機能は、3つの低周波フィルターを実装しています。これらのフィルターにより、低周

波確度とスキャニング速度の高速化のトレードオフが可能です。高速フィルターは、セトリング時間が0.12秒で、200 Hz
を超える測定に有用です。中速フィルターは、セトリング時間が1秒で、20 Hzを超える測定に有用です。低速フィルター

は、セトリング時間が7秒で、3 Hzを超える測定に有用です。

いくつかの注意事項を守ることで、最高100回/秒の測定速度でAC測定を実行できます( オートレンジ遅延を除去する

ために、手動レンジ切り替えを使用します) 。前もってプログラムされたチャネルのセトリング遅延をゼロに設定すると、各

フィルターで最大100チャネル/秒が可能です。ただし、フィルターが完全にセトリングされないため、測定確度が低下す

る可能性があります。サンプル間のレベルが大きく変化するスキャニングアプリケーションでは、中速フィルター( 20 Hz) は1
回/秒の測定速度でセトリングし、高速フィルター( 200 Hz) は10回/秒の測定速度でセトリングします。

サンプル間レベルがほぼ同じ場合は、新しい読み値ごとのセトリング時間はほとんど必要ありません。この特定の条件

下では、中速フィルター( 20 Hz) の確度測定が低下して、測定速度は5回/秒になり、高速フィルター( 200 Hz) 確度測

定が低下して、測定速度は50回/秒になります。サンプル間でDCレベルが変化する場合は、さらにセトリング時間が必

要となる可能性があります。

内蔵DMMのDCブロッキング回路のセトリング時定数は、0.2秒です。このセトリング時間は、サンプル間でDCオフセット

レベルが変化する場合の測定確度にのみ影響します。スキャニングシステムで最大測定速度を実現する場合は、顕

著なDC電圧が存在するチャネルに外部DCブロッキング回路を追加することができます。この回路は、1個の抵抗とキャ

パシタから構成される単純な回路です。

ACフィルター チャネル遅延 セトリング時間

200 Hz( 高速 ) AUTO 0.12秒

20 Hz( 中速 ) AUTO 1秒

3 Hz( 低速 ) AUTO 7秒

200 Hz( 高速 ) 0 0.02秒

20 Hz( 中速 ) 0 0.2秒

3 Hz( 低速 ) 0 1.5 s

DCブロッキングセトリング時間 ( 1時定数 ) = 0.2秒
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AC電圧測定の誤差の原因

DC電圧測定に関連する誤差の多くは、AC電圧測定にも適用されます。ここでは、AC電圧測定に固有の追加の誤

差について説明します。

クレストファクタ誤差 (非正弦波入力 )

「内蔵DMMは真の実効値であるため、その正弦波確度仕様はすべての波形に適用される」などの誤解がよくありま

す。実際には、入力信号の形状は、測定確度に大きな影響を与える可能性があります。信号の波形形状を記述す

る一般的な方法が、クレストファクタです。クレストファクタは、波形のピーク値とRMS値の比です。

一般的に、クレストファクタが大きいほど、周波数の高い高調波に含まれるエネルギーが増加します。すべてのマルチ

メータが、クレストファクタに依存する測定誤差を示します。低速ACフィルターを使用する場合は、クレストファクタ誤差

は、100 Hz未満の入力信号には適用されません。

信号クレストファクタによる測定誤差は、以下に示す式で評価できます。

ここで、

Errorsine= DMMの正弦波確度

Errorcrest factor =DMMのクレストファクタ

Error
bandwidth

=

ここで、

C.F = 信号のクレストファクタ

F = 入力信号の基本波周波数

BW = DMMの-3 dB帯域幅 ( DAQ970A/DAQ973Aでは1 MHz)

例：測定誤差の計算

クレストファクタ3、基本波周波数20 kHzのパルス列入力の近似的な測定誤差を計算します。内蔵DMMは1 Vレンジ

に設定されています。この例では、第8章で示されているように、±( 読み値の0.05%＋レンジの0.04%) の90日確度仕様

を使用します。

Errorsine= = ±(0.05%+0.04%) = ±0.09%

Errorcrest factor = 0.15%

Errorbandwidth=

合計誤差 = 0.09% + 0.15 % + 1.4 % = 1.6 %
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AC負荷誤差

AC電圧機能では、内蔵DMMの入力が、150 pFのキャパシタンスと並列の1 MΩ抵抗になります。信号を測定器に接

続するために使用する配線も、キャパシタンスと負荷を追加します。以下の表に、さまざまな周波数での近似的な入

力抵抗を示します。

入力周波数 入力抵抗

100 Hz 700 kΩ

1 kHz 600 kΩ

10 kHz 100 kΩ

100 kHz 10 kΩ

低周波の場合：

高周波の場合の追加誤差：

ここで、

F = 入力周波数

RS = 信号源抵抗

Cin = 入力容量 ( 150 pF) ＋ケーブルのキャパシタンス

高周波AC信号を測定する場合は、ローキャパシタンスケーブルを使用します。
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ローレベルAC測定誤差

100 mV未満のAC電圧を測定する場合は、これらの測定が、特に外来ノイズ源が原因で生じた誤差の影響を受けや

すいことに注意してください。露出したテストリードがアンテナとして機能し、内蔵DMMが、受信した信号を測定します。

電源ラインを含む測定経路全体が、ループアンテナとして機能します。ループ内を電流が循環すると、測定器の入力と

直列のインピーダンスに誤差電圧が生じます。このため、ローレベルAC電圧は、シールドケーブルを介して測定器に印

加する必要があります。入力LO端子にもシールドを接続する必要があります。

グランドループが回避できない場合は、面積を最小限に抑えます。高インピーダンスソースは、低インピーダンスソースよ

りもノイズピックアップに敏感です。ソースの高周波インピーダンスを減らすには、測定器の入力端子と並行にキャパシタ

を配置します。いろいろ試して、アプリケーションに適したキャパシタンス値を決定する必要があります。

ほとんどの外来ノイズは、入力信号と相関しません。誤差は、以下の式で求めることができます。

相関ノイズは、稀にしか発生しないものの、特に有害です。相関ノイズは常に、入力信号に加算されます。この誤差が

生じやすい一般的な状況として、ローカル電源ラインと同じ周波数のローレベル信号の測定があります。同じモジュール

でハイレベル信号とローレベル信号を切り替えるときには注意が必要です。ハイレベルの帯電電圧が、ローレベルのチャ

ネルに放電される可能性があります。2つの異なるモジュールを使用するか、または未使用チャネルをグランドに接続した

状態で、ハイレベル信号とローレベル信号を分離することをお勧めします。

フルスケールより下の測定

内蔵DMMは、選択したレンジがフルスケールのときに、最も正確なAC測定を実行できます。オートレンジは、フルスケー

ルの10 %と120 %で発生します。これにより入力を、あるレンジのフルスケールと次に高いレンジのフルスケールの10 %で

測定できます。測定確度は、2つのケースで大きく異なります。確度を最大限に高めるには、手動レンジ切り替えを使

用して、測定に対してできるだけ低いレンジを選択します。

温度係数と過負荷誤差

内蔵DMMではAC測定手法を使用して、異なる機能またはレンジを選択したときに内部オフセット電圧を定期的に測

定／除去します。新しいレンジへの手動切り替えを過負荷状態で行うと、選択したレンジの内部オフセット測定の品

質が低下する可能性があります。通常、0.01%の追加レンジ誤差が導入されます。この追加誤差は、次の定期的な

除去まで残ります( 代表値15分間 ) 。
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電流測定

電流測定は、DAQM901Aマルチプレクサモジュールでのみサポートされています。

電流計は、入力接続間 ( 入力端子間のショートにほぼ等しい) を流れる電流を感知します。電流計は、電流がメータ

とテスト回路の両方を通って流れるように、測定対象の回路またはデバイスと直列に接続する必要があります。

抵抗 ( 以下の図のRs) は、入力電流に比例する電圧降下が発生するように、入力端子間に接続します。測定器の

負荷電圧、またはIR降下を最小限に抑えるために、Rsにはできるだけ低い値を選択します。この電圧降下は、内蔵

DMMによって検出され、測定を完了するために適切な電流値にスケーリングされます( 以降のページの説明を参照し

てください) 。

AC電流測定は、DC電流測定に非常に似ています。電流-電圧センサーの出力は、AC電圧計で測定されます。入力

端子は、内蔵DMMがテスト回路でDC接続を保持するように、シャントに直接結合 ( AC＋DC結合 ) されます。AC電流

測定の実行には、追加の注意が必要です。負荷電圧 ( 負荷 ) は、周波数および入力インダクタンスと共に変化し、テ

スト回路で予期しない動作が生じることがよくあります。
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DC電流測定の誤差の原因

内蔵DMMをテスト回路と直列に接続して電流を測定すると、測定誤差が導入されます。誤差は、DMMの直列負荷

電圧により生じます。電圧は、以下に示すように、内蔵DMMの配線抵抗と電流シャント抵抗により生じます。

ここで、

Vs = 信号源電圧

Rs = 信号源抵抗

Vb = 電流シャント抵抗

AC電流測定の誤差の原因

DC電流に適用される負荷電圧誤差は、AC電流測定にも適用されます。ただし、AC電流の負荷電圧は、内蔵DMM
の直列インダクタンスと測定接続に起因して、より大きくなります。負荷電圧は、入力周波数の増加と共に増加しま

す。電流測定時に、内蔵DMMの直列インダクタンスと測定接続により、一部の回路が発振する可能性があります。
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抵抗測定

2端子抵抗測定は、DAQM900A、DAQM901A、DAQM902A、DAQM908Aマルチプレクサモジュールでのみ

サポートされています。

4端子抵抗測定は、DAQM900A、DAQM901A、DAQM902Aマルチプレクサモジュールでのみサポートさ

れています。

抵抗計は、その入力に接続されたデバイスまたは回路のDC抵抗を測定します。抵抗測定を実行するには、既知の

DC電流を未知の抵抗に印加し、DC電圧降下を測定します。

内蔵DMMには、2つの抵抗測定法があります。2端子抵抗測定と4端子抵抗測定です。どちらの方法でも、テスト電

流が入力HI端子から測定対象の抵抗に流れます。2端子抵抗測定の場合、被測定抵抗の両端の電圧降下が、

DMM内部で測定されます。このため、テストリードの抵抗も一緒に測定されます。4端子抵抗の場合、「センス」接続

が別に必要です。センスリードには電流が流れないため、これらのリードの抵抗による測定誤差は生じません。

4端子抵抗測定

4端子抵抗法は、小さい抵抗を測定する最も正確な方法です。この方法を使用すると、テストリード抵抗、マルチプレ

クサ抵抗、接触抵抗が、自動的に除去されます。4端子抵抗測定法は通常、内蔵DMMと被試験デバイス間に長い

ケーブル長、入力接続、マルチプレクサが存在する、自動テストアプリケーションで使用されます。

次ページの図に、4端子抵抗測定の推奨接続を示します。定電流源が電流 Iを未知の抵抗Rに強制的に印加するこ

とにより生成される電圧を、DC電圧フロントエンドで測定します。その後、未知の抵抗がオームの法則を使用して計算

されます。

4端子抵抗測定法は、リード抵抗がかなり大きなシステムや変化するシステム、ケーブル長がかなり長い自動テストア

プリケーションで使用されます。4端子抵抗測定法には、2端子方法の2倍の数のスイッチとリード線が必要であるという

明らかな短所があります。4端子抵抗測定法はほぼ例外なく、任意のアプリケーションにおける低抵抗値測定 ( 特に値

が10Ω未満の場合、およびRTD温度トランスデューサーなどの高確度要件の場合 ) に使用されます。
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オフセット補正

システム中の接続に使用されている材料の大部分は、異なる金属の接触 ( 熱電対効果 ) や電気化学的電池に起因

するわずかなDC電圧を発生します。これらのDC電圧も抵抗測定に誤差を追加します。オフセット補正測定により、小

さなDC電圧の存在下でも抵抗測定を行うことができます。

オフセット補正では、入力チャネルに接続されている回路で2つの測定を行います。最初の測定は、従来の抵抗測定

です。次に、内蔵DMMのテスト電流源をオフにして同じ測定を行います( 基本的に通常のDC電圧測定です) 。最初

の測定値から2番目の測定値を減算した後で結果をスケーリングすることにより、より正確な抵抗測定値が得られま

す。

オフセット補正は、2端子または4端子抵抗測定に使用できます( RTDまたはサーミスタ測定には使用できません) 。測
定機能を変更するか、工場リセット ( *RSTコマンド) を実行すると、DAQ970A/DAQ973Aはオフセット補正をオフにしま

す。測定器プリセット ( SYSTem:PRESetコマンド) またはカードリセット ( SYSTem:CPONコマンド) では、設定は変更されま

せん。

測定中の抵抗が電流の変化にすばやく応答しないと、オフセット補正で正確な測定が得られません。非常に大きなイ

ンダクタンスを持つ抵抗や大きな並列キャパシタンスを持つ抵抗が、このカテゴリに分類されます。これらのケースでは、

チャネル遅延パラメータを増加して電流源のオン／オフの切り替え後により長いセトリング時間を許可するか、オフセット

補正をオフにします。
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抵抗測定の誤差の原因

外部電圧

システムの配線や接続に存在する電圧は、抵抗測定に影響を与えます。これらの電圧の一部の影響は、( 上記のセ

クションで説明したように) オフセット補正を使用して補正できます。

セトリング時間の影響

内蔵DMMには、自動測定セトリング遅延の挿入機能があります。これらの遅延は、ケーブルとデバイスの組み合わせ

のキャパシタンスが200 pF未満の抵抗測定に適しています。これは、100 kΩを超える抵抗を測定している場合に特に

重要です。RC時定数効果に起因するセトリングは、きわめて時間がかかる可能性があります。一部の精密抵抗や多

機能キャリブレータでは、大きな並列キャパシタンス( 1000 pF～0.1 μF) と高抵抗値を使用して、内部回路で注入され

たノイズ電流をフィルタリングします。ケーブルや他のデバイスの誘電吸収効果に起因する非理想キャパシタンスにより、

RC時定数だけによるセトリング時間よりもはるかに長くなる可能性があります。誤差は、初期接続後、レンジ変更後、

またはオフセット補正使用時のセトリング時に測定されます。このような状況では、測定前にチャネル遅延時間を長くし

なければならないことがあります。

高抵抗測定誤差

大きな抵抗を測定している場合、絶縁抵抗と表面の清潔さに関係した有意な誤差が発生する可能性があります。

「クリーン」な高抵抗システムを維持するには、必要な予防措置を取る必要があります。テストリードとフィクスチャは、絶

縁材料および「汚れた」表面被膜の吸湿によって生じるリーケージの影響を受けます。ナイロンやPVC( 109Ω) は、PTFE
絶縁体 ( 1013Ω) と比較すると低品質の絶縁体です。ナイロンまたはPVC絶縁体からのリーケージにより、高湿度条件

で1 MΩの抵抗を測定した場合に0.1%程度の誤差が簡単に発生します。以下の表に、一般的な絶縁材料と抵抗

( 代表値 ) を示します。

絶縁材料 抵抗レンジ 吸湿

PTFE 1 TΩ～1 PΩ ×

ナイロン 1 GΩ～10 TΩ 〇

PVC 10 GΩ～10 TΩ 〇

ポリスチレン 100 GΩ～1 PΩ ×

セラミック 1 GΩ～1 PΩ ×

ガラスエポキシ( FR-4、G-10) 1 GΩ～10 TΩ 〇

フェノール、用紙 10 MΩ～10 GΩ 〇
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歪みゲージ測定

4端子抵抗測定とスケーリングを使用すると、歪みゲージを測定できます。

物体に力を印加すると、物体が変形します。単位長あたりの変形を歪み( ε ) と呼びます。歪みは、伸張 ( ＋ ) または圧

縮 ( － ) です。実際の歪み値は通常、かなり小さく( ほとんどの金属で0.005インチ/インチ未満 ) 、マイクロ歪み(με )で表

されます。以下に示すように、歪み測定には3種類の一般的な方法があります。

1. 垂直歪み(ε)
印加された力の軸に沿った変形の指標です(ε =ΔL/L)。

2. せん断歪み(γ)
物体の角度歪みの指標です。変形されていない状態では平行だった2本のラインセグメント間の、角度変化によっ

て形成された角度のタンジェントで表されます。

3. ポアソン歪み(υ)
ポアソン比と呼ばれる、材料の属性を測定します。物体に縦の伸張力が印加されたときの、横と縦の垂直歪みの

負の比で、υ = -ε t/ε です(υ = - εt/ε , where εt = ΔD/Dおよびε = ΔL/L)。
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応力

応力は、材料に印加される負荷と負荷を支える能力との比較に使用される用語です。材料内の応力 ( σ) を直接測

定することはできません。材料属性と、歪み、力などの測定可能な量から計算する必要があります。

歪みセンサー

金属箔抵抗歪みゲージは、最も広く使用されている歪み測定センサーです。薄い絶縁、吸着バッキングに結合された

薄い金属箔グリッドから構成されています。箔の抵抗は、歪みと共にリニアに変化します。テスト物体の歪みは、箔が

張り詰めているときと緩んだときの抵抗の比で、ε = ΔR / Rです。

ゲージ係数 (GF)

ゲージ係数 (GF)は、歪みゲージの感度を示し、歪みあたりの相対抵抗変化の指標で、GF = (ΔR / R) / εです。高い

ゲージ率のデバイスでは、印加される歪みあたりの抵抗変化が大きくなります。

歪みゲージは、素子の数や構成が違うものがあります。最も一般的な素子は、以下に示す単一ゲージフォームです。

ロゼットとも呼ばれるマルチ素子歪みゲージは、異なる方向の歪み成分を測定する際に使用されます。2素子 ( 90°) 構
成と3素子 ( 45°または60°) 構成が最も一般的です。

歪みゲージの一般的な使用

歪みゲージは、さまざまな種類の物理パラメータの検出に使用されます。歪みゲージは、主として力検出デバイスで

す。既知の印加力に対するテスト物体の変形 ( 印加力に比例する抵抗変化が生じる) を測定することにより、力を間

接的に測定します。力測定からその他の多くの物理量を測定できます。歪みゲージの一般的なアプリケーションとして、

質量、圧力、フロー、レベル測定があります。
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歪みゲージ測定の実行

ホイートストンブリッジは通常、低感度の測定器で、歪み測定で一般的な、小さな抵抗変化を測定できるようにする

ために使用されます。DAQ970A/DAQ973A内蔵DMMなどの、高分解能の抵抗測定機能を備えた測定器は、小さな

抵抗変化を高精度、高リニアリティで直接測定できます。歪みゲージを測定するときには、システム配線誤差を除去

するために、4端子抵抗測定法も使用する必要があります。

最初の緩んだときのゲージ抵抗測定が、基準 ( R0) 測定として使用され、そこから歪み( △R/R0) が測定されます。最

良の結果を得るには、歪みゲージをテスト物体にマウントした後に、この基準測定を実行します。以下の表に、一般的

なゲージ率の1 με 歪みに対応する抵抗変化および緩んだゲージの抵抗値を示します。

歪み GF R0 ΔR DMM感度

1 με 2.0 120Ω 0.24 mΩ 0.1 mΩ ( 0.4 με )

1 με 2.0 350Ω 0.70 mΩ 1.0 mΩ ( 1.4 με )

1 με 2.0 1000Ω 2.0 mΩ 1.0 mΩ ( 0.5 με )

以下に示す式の測定器スケーリング機能 (mX＋b)を使用すると、結果をDAQ970A/DAQ973Aフロント・パネル・ディスプ

レイ上に歪みとして直接表示できます。カスタム測定単位を使用して、読み値を“με ”(マイクロ歪み)で直接表示できま

す。測定器は、実際の計算値に基づいてマイクロ( “μ”) プレフィックスを自動的に追加します。

温度変動

歪みゲージの抵抗素子は、測定歪みに加えてゲージ温度の変化により、抵抗変化△Rを生成します。これにより、不

要な、「見かけ上」の歪み変化が生じます。同様の種類の2番目のゲージを使用して、温度変化を検出し、この誤差

の原因を取り除くことができます。2番目のゲージは、最初のゲージと近接した位置に、90°の方向でマウントする必要が

あります。これにより、局所的な温度変化に応答して、歪み変化を除去します。測定値を2番目のゲージから減算する

と、不要な歪み誤差が除去されます。
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周波数および周期測定

内蔵DMMは、レシプロカルカウント法を使用して周波数と周期を測定します。この方法により、どの入力周波数に対

しても一定の測定分解能が得られます。内蔵DMMのAC電圧測定セクションは、周波数測定と周期測定の入力信

号コンディショニングを実行します。

タイムベースを分周して、ゲート信号を提供します。ゲート信号と入力信号を組み合わせて、カウンタをオンにします。

「オン」時間のあいだ、カウンタは、6 MHzのタイムベース信号をカウントします。各ゲート期間の最後に、合計カウントが

ラッチされ、結果を既知のタイムベース周波数で除算して入力周波数を求めます。カウンタは、次のゲート期間前にリ

セットされます。測定の分解能は、入力周波数ではなく、タイムベースに依存します。これにより、特に低周波数で測

定速度が上がります。

レシプロカルカウンタには、入力周波数に関係なく、表示の桁数が一定であるという利点があります。レシプロカルカウン

タでは、分解能の桁数はゲート時間で決まります。1秒のゲートで6桁の分解能が得られる場合は、0.1秒のゲートでは

5桁の分解能になります。以下、同様です。
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周波数測定と周期測定の誤差の原因

内蔵DMMのAC電圧測定セクションは、入力信号のコンディショニングを実行します。低電圧、低周波信号を測定する

ときには、どの周波数カウンタでも誤差が発生しやすくなります。「低速」信号の測定時には、内部ノイズと外部ノイズの

両方が混入するため、影響は重大です。誤差は、周波数に反比例します。DCオフセット電圧変化の後に入力の周

波数 ( または周期 ) を測定しようとする場合にも、測定誤差が発生します。内蔵DMMの入力DCブロッキングコンデンサ

が完全にセトリングしてから周波数測定を実行する必要があります。

外部ノイズピックアップが大きすぎて測定回路のヒステリシスを超える場合は、周波数機能が実際に使用できなくなる

可能性があります。外部シールドとローパスフィルターが役立つ場合があります。
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キャパシタンス測定

DAQ970A/DAQ973Aは、以下に示すように、既知の電流を印加してキャパシタンスを充電してから、抵抗を放電させる

ことで、キャパシタンス測定を行います。

キャパシタンスは、「短アパーチャ」時間 ( Dt) に発生する電圧の変動 ( DV) を測定することで計算します。この測定は、

発生する指数関数的増加中に、2つの異なるタイミングで繰り返されます。アルゴリズムが、これらの4つのポイントから

データを取得し、これらの「短アパーチャ」にわたる指数関数的増加をリニアライズし、キャパシタンス値を正確に計算し

ます。

測定サイクルは、充電フェーズ( グラフで表示 ) と放電フェーズの2つの部分から成ります。放電フェーズ中の時定数は、

測定パスの100 kΩの保護レジスタのために長くなります。この時定数は、結果として得られる測定速度において重要

な働きをします( 測定時間 ) 。ノイズを最小限にし、読み値確度を高めるために、増分時間 ( 「サンプル時間」) と「短ア

パーチャ」の幅は、レンジによって異なります。最高の確度を実現するには、測定対象のキャパシタにプローブを接続す

る前に、オープンプローブでゼロヌル測定を実行して、テストリードのキャパシタンスをヌルアウトしてください。

キャパシタンス測定に関する注意事項

高消費ファクタまたはその他の理想的でない特性があるキャパシタは、キャパシタンス測定に影響します。高消費ファク

タのあるキャパシタにより、マルチメータを使用した測定値と、他のLCRメータを使用した単一周波数手法で差異が発

生することがあります。単一周波数手法はさらに、異なる周波数でより大きな差異を示します。例えば、一部の安価

なキャパシタンス代替ボックスでは、マルチメータで測定した場合、LCRメータの単一周波数手法で測定した同一の

キャパシタンスと比べて、約5 %の誤差が発生します。LCRメータはさらに、異なる周波数で異なる値を示します。

長い時定数を持つキャパシタ( 誘電吸収 ) は、測定セトリング時間が長くなり、安定に数秒間要することがあります。最

初にキャパシタに接続したときや、測定する遅延時間が異なるときなどに、この状態となることがあります。一般に、高

品質のフィルムキャパシタはこの状態が最も少なく、電解キャパシタ( 間にセラミックキャパシタが入っているものが一般

的 ) はこの状態が最も多くなります。
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デジタイズ測定

デジタイズモードは、DAQ970A/DAQ973Aの両方で、DMMデジタイズデータ収集モードで使用可能です。デジタイズと

は、正弦波などの連続的なアナログ信号を、離散的サンプル( 読み値 ) の系列に変換するプロセスです。次の図に、正

弦波をデジタイズした結果を示します。この章では、信号をデジタイズするさまざまな方法について説明します。サンプリ

ングレートの重要性と、レベルトリガの使用方法を示します。

サンプリングレート

ナイキストのサンプリング定理によれば、次のことが成り立ちます。帯域幅制限された連続信号にFより上の周波数成

分が含まれない場合、毎秒2Fサンプルより高いレートでサンプリングすれば、元の信号を歪み( エリアジング) なしで復元

できます。

実用的には、マルチメータのサンプリングレートは測定する信号の最高周波数成分の2倍より高い必要があります。フロ

ントパネルからは、サンプリングレートをサンプル／秒単位で選択できます。または、[サンプル(Sample)]ソフトキーを切り

替えることで、サンプリング間隔 ( サンプルの時間間隔 ) を選択できます。

下の図は、2Fよりわずかに低いレートでサンプリングした正弦波を示します。破線で示すように、測定した信号の周波

数と大幅に異なるエリアジング周波数が結果として生じています。一部のデジタイザには、アンチ・エリアジング・ローパ

ス・フィルターが内蔵されています。このフィルターは、デジタイザのサンプリングレートの1/2の周波数で急峻なカットオフを

示します。これにより、入力信号の帯域幅が制限され、エリアジングの発生が防がれます。マルチメータにはDCVデジタ

イズ用のさまざまなサンプリングレートが備わっており、高周波測定のために高い方の帯域幅を維持する必要もあって、

マルチメータにはアンチ・エリアジング・フィルターは搭載されていません。エリアジングが懸念される場合には、外部アン

チ・エリアジング・フィルターを追加する必要があります。
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一部のデジタイザには、アンチ・エリアジング・ローパス・フィルターが内蔵されています。このフィルターは、デジタイザのサン

プリングレートの1/2の周波数で急峻なカットオフを示します。これにより、入力信号の帯域幅が制限され、エリアジング

の発生が防がれます。マルチメータにはDCVデジタイズ用のさまざまなサンプリングレートが備わっており、高周波測定の

ために高い方の帯域幅を維持する必要もあって、マルチメータにはアンチ・エリアジング・フィルターは搭載されていませ

ん。エリアジングが懸念される場合には、外部アンチ・エリアジング・フィルターを追加する必要があります。

レベルトリガ

デジタイズを行う場合、入力信号の特定のポイントでサンプリングを開始することが重要です。例えば、信号が0 Vを横

切るときや、正または負のピーク振幅の中点に達するときなどです。レベルトリガを使用すれば、サンプリングを開始する

タイミングを( 電圧およびスロープに関して) 指定できます。詳細については、レベルトリガを参照してください。

DMMデジタイズモードについて

– DMMデジタイズモードは、DAQ970A/DAQ973Aの両方で使用できます。

– DMMデジタイズモードでは、入力信号のサンプルを、指定したサンプリングレート ( 例、50 kHz) またはサンプリング間

隔 ( 例、20 μS) で取得できます。持続時間は、時間の長さまたは読み値 ( サンプル) の数で指定できます。トリガと

しては、自動トリガ、外部トリガ、レベルトリガが使用できます。[Home] > [Acquire] > [DMM Digitize] の順に押しま

す。その後、デジタイズ／トリガパラメータを選択できます。デジタイズパラメータを設定したら、[Scan/Start]を押しま

す。指定したトリガイベントが発生すると、デジタイズが開始されます。

– DMMデジタイズオプションでは、プリトリガ、レベルトリガ、トリガ遅延機能が使用できます。

– プリトリガを使用する際に、プリトリガをすべて受信する前にトリガが発生した場合には、トリガが発生し、読み値が

取得されます。

– デジタイズ中に取得されたサンプルは、すべて揮発性メモリに保存されます。デジタイズ操作が完了したら、[Save
Recall] > [Save] > [Readings]ソフトキーを押してファイルを指定し、デジタイズされた読み値をファイルに保存しま

す。

– 捕捉できる読み値の最大数は、使用可能な揮発性メモリ容量で決まります。

– 記憶された読み値は、新しい収集を開始するとクリアされます。
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レベルトリガ

レベルトリガを使用すると、入力信号の特定のポイントで測定をトリガできます。例えば、信号が0 Vを横切るときや、正

または負のピーク振幅の中点に達するときなどです。図の例では、入力信号が立ち上がりスロープで0 Vを横切ったとき

にサンプリングが開始されています。

レベルトリガについて

レベルトリガは、次の測定機能で使用できます。

– DC電圧/DC電流

– 歪み

– 2線/4線抵抗 ( オフセット補正オフ、ローパワーオフ)

– 温度 ( RTDセンサーのみ)

レベルトリガではエッジが区別されます。すなわち、被測定量がレベル設定の特定の側から反対側に変化したことが検

出される必要があります( 方向はスロープ設定で制御されます) 。例えば、スロープが正の場合、被測定量がまず設定

レベルより小さい値に達することが、トリガイベントが検出されるために必要です。レベルトリガの性能は均一ではありま

せん。その確度、遅延、感度は、他のDMM機能に依存します。
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ローレベル信号の多重化とスイッチング

使用可能なローレベル信号用のマルチプレクサの種類には、単線式、2線式、4線式があります。この章の次のセクショ

ン以降で、それぞれの種類のマルチプレクサについて説明します。DAQ970A/DAQ973Aでは、以下のロー・レベル・マル

チプレクサ・モジュールが使用できます。

– DAQM900A 20チャネルFETマルチプレクサ

– DAQM901A 20チャネル・アーマチュア・マルチプレクサ

– DAQM902A 16チャネル・リード・マルチプレクサ

– DAQM908A 40チャネル・シングルエンド・マルチプレクサ

DMM入力チャネルとして使用されるマルチプレクサの重要な特長は、一度に1チャネルしか接続できないという点です。

例えば、マルチプレクサモジュールと内蔵DMMを使用すると、チャネル1で電圧測定、チャネル2で温度測定を構成でき

ます。測定器は、最初にチャネル1リレーをクローズし、電圧測定を実行し、リレーをオープンしてからチャネル2に移動し

ます( ブレークビフォアメークスイッチと呼ばれます) 。

– DAQM903A 20チャネルアクチュエータ

– DAQM904A 4×8 2線式マトリクス

単線式 ( シングルエンド ) マルチプレクサ

DAQM908Aマルチプレクサでは、40個のチャネルすべてがHI入力のみをスイッチングし、LOはモジュール全体で共通で

す。モジュールは、熱電対測定を実行するための熱電対基準接合部も提供します。

一度にクローズできるチャネルは1つだけです。1つのチャネルをクローズすると、前にクローズされてい

たチャネルはオープンされます。
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2線式マルチプレクサ

DAQM900A、DAQM901A、DAQM902AマルチプレクサはHI入力とLO入力を切り替えるため、内蔵DMMまたは外部測

定器への、完全にアイソレートされた入力が得られます。モジュールは、熱電対測定を実行するための熱電対基準接

合部も提供します。

4線式マルチプレクサ

DAQM900A、DAQM901A、DAQM902Aマルチプレクサを使用すると、4端子抵抗測定を実行できます。4端子抵抗測

定では、バンクリレーをオープンすることで、チャネルが2つの独立したバンクに分割されます。

4端子測定の場合、測定器は、ソースおよびセンス接続を提供するためにチャネルnとチャネルn+10( DAQM901A) また

はn+8( DAQM902A) を自動的にペアにします。例えば、チャネル2のHI端子とLO端子へのソース接続と、チャネル12のHI
端子とLO端子へのセンス接続を行います。

チャネルがスキャンリストの一部として構成されている場合、複数のチャネルをクローズすることはでき

ません。1つのチャネルをクローズすると、前にクローズされていたチャネルはオープンされます。

4端子測定を実行する場合は、テスト電流が、測定対象の抵抗経由でHI端子からソース接続を通って流れます。テ

ストリード抵抗を除去するには、以下に示すように、別のセンス接続セットを使用します。
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信号ルーティングと多重化

スキャンまたは内蔵DMMへの接続用ではなく信号ルーティング用としてスタンドアロンで使用する場合は、DAQM901A
およびDAQM902Aマルチプレクサ上の複数のチャネルを同時にクローズできます。これにより危険な状態 ( 例えば、2つの

電源を一緒に接続するなど) が発生しないように注意する必要があります。

マルチプレクサは方向がないことに注意してください。例えば、以下に示すように、マルチプレクサと信号源 ( DACなど) を
使用して、単一信号源を複数のテストポイントに接続することができます。

多重化とスイッチングの誤差の原因

ノイズは、ドライブ回路、スイッチの熱起電力、または信号経路間の結合により、スイッチ内部で結合される可能性が

あります。ノイズが、ネットワークの外で発生し、スイッチに伝導または結合される場合もあります。ノイズの問題はシステ

ム全体に適用されますが、スイッチングで特に顕著です。スイッチネットワークには、信号が集中するため、誤差が増幅

されます。電気的なノイズに関する問題のほとんどは、不適切なグランドとシールドに起因します。

ノイズは、スイッチングシステム内の物理的に隣接したチャネル間で容量性結合される可能性があります。ノイズが、ス

イッチ接点間 ( Csw) または隣接配線間 ( Cadj) で結合される場合もあります。
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容量性ノイズ結合は、面積と近接性の関数で表されます。ノイズ結合を減らす簡単な方法は、スイッチとケーブルを互

いに物理的に分離することです。ただしこの方法は、すべての用途で実用的だとは限りません。

別の解決策は、大きい振幅の信号と小さい振幅の信号を離すことです。同様の信号 ( 高電圧、低電圧、アナログ、デ

ジタル) をグループ化します。可能であれば、2つの独立したスイッチモジュールを、ハイレベル信号用とローレベル信号用

に使い分けます。ミックスドシグナルスイッチングに単一モジュールを使用している場合は、グループ間にグランド接続され

た未使用のチャネルを1つ残します。また、モジュール上の未使用チャネルをグランド接続します。

DAQM901AおよびDAQM902Aマルチプレクサにはバンクスイッチまたはツリースイッチと呼ばれる追加のリレーがあり、これ

によりチャネル間ノイズ(Cadj)を減少できます。マルチプレクサのチャネルは2つのバンクに分割されます。バンクスイッチは、

1つのチャネルバンクを別のバンクからアイソレートし、アイソレートされたバンクからパラレル隣接キャパシタンスを効果的

に除去します。スキャン中、測定器がバンクスイッチを自動的に制御します。

モジュール バンク1 バンク2

DAQM900A チャネル1～10 チャネル11～20

DAQM901A チャネル1～10 チャネル11～20

DAQM902A チャネル1～8 チャネル9～16

DAQM908A チャネル1～20 チャネル21～40
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アクチュエータと汎用スイッチング
DAQM903Aアクチュエータには、20個の独立した、アイソレートされたSPDT( 単極、双投 ) またはフォームCスイッチがあり

ます。このモジュールは、電源デバイスの制御またはカスタム・スイッチング・アプリケーションに使用できる単純なオン／オ

フスイッチングを提供します。例えば、アクチュエータを使用して、以下に示すような単純な抵抗はしご型回路モデルを

作成できます。

上の図で、すべてのアクチュエータチャネルがオープンしたとき( COMに接続されていないとき) の抵抗は60 Ωです。上に

示すように、アクチュエータチャネルがオープンされているときは、ノーマルクローズ接点 ( 上の図には示されていません) は
COMに接続されています。モジュール上の適切なチャネルをクローズすることにより、10Ω～50Ωの値を選択できます。

スナバ回路

リレー接点がオープンまたはクローズするたびに、接点間で電気的なブレークダウンやアークが発生する可能性がありま

す。これにより、高周波ノイズ放射、電圧／電流サージ、リレー接点の物理的な損傷が生じる可能性があります。

DAQM903A上には、簡単なフィルター、スナバ、電圧ディバイダなどのカスタム回路を実装するためのブレッドボード領域

が用意されています。ブレッドボード領域には、ユーザーのコンポーネントを挿入するスペースはありますが、回路パター

ンはありません。これらのネットワークを作成することで、リアクティブ成分を持つ負荷のAC電源ラインをオンにする際に接

点保護が得られます。さまざまな種類の接点保護ネットワークを使用できますが、ここではRCネットワークとバリスタにつ

いてのみ説明します。
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RC保護ネットワーク

RC保護ネットワークを設計するときに、2つの抵抗値間の折衷案として保護抵抗Rpを選択します。Rpの最小値は、リ

レー接点の最大許容電流 ( Imax) から求められます。DAQM903Aの場合は、最大許容リレー電流 ( Imax) は1A DCまた

はAC rmsです。このため、Rpの最小値はV/Ioです。Vは電源電圧のピーク値です。

Rpの最大値は、通常、負荷抵抗RLと等しくなります。このため、Rpのリミットは以下の式で示すことができます。

回路の電流 ( Io) の実際の値は、以下の式から求まります。

Vは電圧源のピーク値、RLは負荷の抵抗です。Ioの値は、保護キャパシタ( Cp) の値を求めるために使用されます。

保護ネットワークキャパシタ( Cp) の値を決定する際には、複数の事項を考慮する必要があります。最初に、オープンリ

レー接点間のピーク電圧が300 Vrmsを超えないように、合計回路キャパシタンス( Ctot) を設定する必要があります。以

下に、回路の最小許容キャパシタンスを求めるための式を示します。

Lは負荷のインダクタンス、Ioは前に計算された電流値です。

合計回路キャパシタンス( C) の実際の値は、配線キャパシタンスと保護ネットワークキャパシタ( Cp) の値から成ります。こ

のため、Cpの最小値は、合計回路キャパシタンス( C) 用に得られた値である必要があります。Cpに使用する実際の値

は、Cに対する計算値よりも十分に大きくする必要があることに注意してください。
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バリスタの使用

バリスタを使用すると、リレー接点間の絶対電圧リミットを追加できます。バリスタは、広範囲の電圧およびクランプエネ

ルギー定格に使用できます。回路がバリスタの電圧定格に達すると、バリスタの抵抗が急速に減少します。バリスタは、

RCネットワークを補完できるため、必要なキャパシタンス( Cp) が大きすぎるときに特に便利です。

アッテネータの使用

単純なアッテネータまたはフィルターネットワークを取り付けるために、DAQM903Aの回路基板上にその領域が準備され

ています。アッテネータは、電圧ディバイダとして機能する2つの抵抗から成っています。以下に、代表的なアッテネータ回

路を示します。

アッテネータコンポーネントを選択するには、以下の式を使用します。

シャントコンポーネントの代表的な使用方法の1つに、4～20 mAのトランスデューサーとの併用があります。50 Ω、±1%、

0.5 Wの抵抗を、R2位置に取り付けることができます。結果の電圧降下 ( 抵抗を通るトランスデューサー電流 ) を内蔵

DMMで測定できます。したがって、50 Ω抵抗は、4～20 mAの電流を0.2～1 Vの信号に変換します。
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マトリクススイッチング

マトリクススイッチは、複数の入力を複数の出力に接続できるため、マルチプレクサよりも柔軟なスイッチングが可能で

す。マトリクスは、低い周波数 ( 10 MHz未満 ) の信号のスイッチングにのみ使用します。マトリクスは、行と列で配置され

ます。例えば、以下に示すように、単純な3×3マトリクスを使用して、3つの信号源を3つのテストポイントに接続できま

す。

任意の1つの信号源を、任意の1つのテスト入力に接続できます。マトリクスを使用する場合は、一度に複数の信号源

に接続できます。このような接続により危険な状態や不要な状態が発生しないことを確認することが重要です。
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マトリクスの組み合わせ

2つ以上のマトリクススイッチを組み合わせて、より複雑なスイッチングを作成できます。例えば、DAQM904Aは4行×8列
のマトリクスを提供します。これらのモジュールの2つを、4行×16列マトリクスまたは8行×8列マトリクスとして組み合わせる

ことができます。以下に、8×8マトリクスを示します。
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RF信号の多重化

RFマルチプレクサは、特殊な種類のマルチプレクサです。この種類のマルチプレクサは、特殊なコンポーネントを使用し

て、スイッチ対象の信号線で50 Ωインピーダンスを維持します。テストシステムでは、これらのスイッチを使用して信号源

から被試験デバイスにテスト信号をルーティングすることがよくあります。スイッチは双方向です。以下の図に、テストシス

テム内の4対1チャネルRFマルチプレクサの2つの例を示します。

パッチケーブルを使用すると、RFマルチプレクサを拡張して、追加のテスト入力または出力が得られます。例えば、以下

に示すように、2個の4対1マルチプレクサを組み合わせて、7対1マルチプレクサを作成できます。

DAQM905A (50 Ω ) RFマルチプレクサでは、1バンク当たり一度に1チャネルだけをクローズできます。バンク内の1つのチャ

ネルをクローズすると、前にクローズしたチャネルがオープンします。これらのモジュールは、CLOSEコマンドにのみ応答しま

す( OPENには適用されません) 。チャネルをオープンするには、同じバンクの別のチャネルにCLOSEコマンドを送信します。

DAQM905Aは、オープンチャネルを自動的には終端しません。
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RFスイッチングの誤差の原因

インピーダンス不整合により、RF多重化システムでさまざまな誤差が発生する可能性があります。これらの誤差は、波

形の歪み、過電圧、電圧低下状態の原因となります。

RFインピーダンス不整合を最小限に抑えるには：

– 回路インピーダンス( 50 Ω ) 用に適切なケーブルとコネクタを使用します。

– すべてのリード線と信号経路が正しく終端されていることを確認します。ラインの未終端セクションは、RF周波

数ではニアショートとなる場合があります。
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マルチファンクションモジュール

デジタル入力

DAQM907Aモジュールには2つのアイソレートされていない8ビット入力／出力ポートがあり、デジタルパターンの読み取り

に使用できます。

– ポート上のビットのライブステータスを読み取ることも、デジタル読み取りを含めるようにスキャンを構成することも

できます。

– 入力チャネルで特定のビットパターンまたはビットパターンの変化を検出したときに、アラームを生成できます。ア

ラームを生成するためにチャネルをスキャンリストに含める必要はありません。

– 内蔵＋5 Vプルアップ抵抗回路を使用すると、デジタル入力を使用してマイクロスイッチまたはリミットスイッチなど

の接点クロージャを検出できます。オープン入力は＋5 Vまでフロートし、"1"として読み取られます。グランドに

ショートされた入力は、"0"として読み取られます。以下に、接点クロージャ検出チャネルの例を示します。
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デジタル出力

DAQM907Aモジュールには2つのアイソレートされていない8ビット入力／出力ポートがあり、デジタルパターンの出力に使

用できます。2個のポートを結合して、16ビットワードを出力できます。以下に、単出力ビットの簡略図を示します。

– 各出力ビットは、10個のTTL負荷 ( 1 mA未満 ) まで直接ドライブできます。各ポートのバッファーを使用して、ダイ

オードを介して内部＋5 V電源からの高出力をドライブします。ドライブの定格は、+2.4 V( 最小 ) 、1 mAです。

– 各出力ビットもアクティブシンクで、外部電源から最大400 mAをシンクできます。FETを使用して電流をシンクし

ます。公称オン抵抗は0.2 Ωです。

– 非TTLロジックの場合は、外部プルアップ抵抗を提供する必要があります。プルアップ抵抗計算の概要について

は次のセクションで示します。

– 外部電源およびプルアップ抵抗と一緒に使用する場合は、外部電源は＋5 VDCより大きく、＋42 VDC未満で

ある必要があります。
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外部プルアップ抵抗の使用

通常、外部プルアップ抵抗は、TTLレベルよりも大きな出力「ハイ」値を設定する場合にのみ必要です。例えば、＋12 V
外部電源を使用するには、外部プルアップ抵抗の値を以下のように計算します。

外部24 kΩプルアップ抵抗を使用した場合のロジック「ハイ」レベルの値は、以下のように計算します。

外部スイッチのドライブ

外部スイッチの制御には、2個のデジタル出力チャネルを使用できます。例えば、Keysight 876Xシリーズマイクロ波スイッ

チのドライブに、外部電源と2個のデジタル出力チャネルを使用できます。2対1マルチプレクサのステートを変更するに

は、適切な出力ビットロー( 0) を設定します。

Keysight DAQ970A/DAQ973Aユーザーズガイド 269

4 測定チュートリアル



トータライザー

DAQM907Aモジュールには26ビットのトータライザーがあり、100 kHzのレートでパルスをカウントできます。トータライザーカ

ウントは手動で読み取ることも、スキャンを構成して読み取ることもできます。

トータライザーが入力信号の立ち上がりエッジでカウントを行うのか、立ち下がりエッジでカウントを行うのかを構成できま

す。

モジュール上の"Totalize Threshold"というラベルのハードウェアジャンパを使用すると、エッジを検出する際のしきい値を

制御できます。0 Vを通る変化を検出するには、ジャンパを"AC"位置に移動します。"TTL"しきい値レベルを通る変化を

検出するには、ジャンパをTTL位置 ( 工場出荷時設定 ) に移動します。

最大カウントは67,108,863(226-1)です。カウントは、最大許容値に達した後、「0」にロールオーバします。

トータライザーが実際にカウントを記録するタイミングを制御するには、ゲート信号 ( および モジュール上の端子 ) を
提供します。"G"端子にTTLハイ信号を印加するとカウントがオンになり、ロー信号を印加するとオフになります。TTLロー

信号を 端子に印加するとカウントがオンにし、ハイ信号を印加するとでカウントがオフになります。トータライザーは、

両方の端子がオンの場合のみカウントします。G端子、 端子、または両方を使用できます。ゲートが接続されていな

い場合は、ゲート端子は、オンステートまでフロートし、"gate always"条件を実質的に作成します。
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トータライザー誤差

トータライザー入力上のノイズは、特に立ち上がり時間の遅い信号で問題になる可能性があります。このノイズが、誤っ

たしきい値交差の指標を作成する場合があります。詳細については、システムの配線と接続を参照してください。

外部スイッチの接点バウンスは、誤ったカウントを作成する可能性があります。すべての機械系スイッチは、オープンおよ

びクローズするときにバウンスします。外部キャパシタを使用して接点バウンスをフィルタリングします。

アナログ出力 ( DAC)

DAQM907Aモジュールには、校正済み電圧または電流を18ビットの分解能で出力できる、2つのアナログ出力およびセ

ンスがあります。

各DAC( D/Aコンバータ) チャネルを、他のデバイスへのアナログ入力のプログラマブル電圧源または電流源として使用で

きます。

出力電圧を+12 VDCから-12 VDCの範囲の値に0.1 mVのステップ変化で設定できます。各DACはグランド基準であり、

フローティングにすることはできません。

各DACチャネルは、最大15 mAの電流を供給できます。

各スロット ( 2つのDACチャネル) のDAC出力電流は、合計40 mAを超えないようにする必要がありま

す。

定格出力確度を維持するには、負荷 ( 上の図ではRL) を1 kΩより大きくする必要があります。
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DAC誤差

DACの出力は、温度により変化します。確度を高めるには、可能な場合は、測定器を安定した、DACの校正温度に

できるだけ近い温度で操作する必要があります。または、構成時と温度が大幅に変化した場合は、自動校正を実行

して、DACを再校正します。

DACの出力には、他にも微分誤差と積分誤差という2種類の誤差が生じます。

誤差の種類 説明

微分誤差 電圧で可能な、最小限の変化です。

DAC出力はリニアではありませんが、漸次増加する( または減少する) 電圧がプログラミン

グされていて、ステップ変化します。このステップは100 μVです。

積分誤差 プログラミングされた電圧とDACからの実際の出力電圧との差です。
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リレー寿命と予防保守

DAQ970A/DAQ973Aのリレー保守システムは、測定器の各リレーのサイクル数を自動的にカウントし、合計カウントを各

スイッチモジュールの不揮発性メモリに記録します。この機能を使用して、リレーの障害を追跡し、システム保守要件を

予測します。

リレーは電気機械式デバイスであり、摩耗により故障する可能性があります。リレーの寿命 ( 故障するまでの実際の動

作回数 ) は、その使用方法 ( 負荷、スイッチング頻度、環境 ) に依存します。

このセクションで示すグラフを使用して、アプリケーションのリレー寿命を予測できます。リレー磨耗メカニズムの理解に役

立つ、その他のバックグラウンド情報も提供します。通常、リレー寿命は、スイッチング対象の信号と、実行する測定の

種類に大きく依存します。

– 代表的な信号レベルのスイッチングでは、1,000,000～10,000,000回のリレー寿命が得られます。

– 高電力スイッチング( >25%定格 ) または高電圧スイッチング( >100 V) アプリケーションでは、

100,000～1,000,000回のリレー寿命が得られます。

– 低電圧スイッチング( <25%定格 ) および低電流スイッチング( 10 mA) アプリケーションでは、10,000,000回までの

リレー寿命が得られます。

– RFスイッチングアプリケーションでは、接触抵抗要件が厳しいため( 通常、0.2 Ω未満 ) 、リレー寿命が1,000,000
回を超えることはほとんどありません。

以下の表に、各スイッチング動作回数に達するまでの時間をスイッチング速度別に示します。

連続スイッチング速度
スイッチング動作回数

100,000 1,000,000 10,000,000

1 /時間 12年 － －

1 /分 10週 2年 －

1 /秒 1日 12日 4か月

10 /秒 3時間 1日 12日
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リレー寿命

リレーを使用すると、接点が磨耗し始め、クローズ接点の抵抗が増加します。リレーの初期接触抵抗は、50 mΩ ( 代
表値 ) ( ＋リード抵抗 ) です。接触抵抗が初期値の20～50倍を超えると、接触抵抗の誤差が非常に大きくなり、リレー

の交換が必要になります。ほとんどのアプリケーションでは、接触抵抗が1 Ωを超えたリレーを交換する必要があります。

以下のグラフに、DAQ970A/DAQ973Aスイッチングモジュールで使用されるリレーの代表的な接触抵抗特性を示しま

す。

リレー負荷

ほとんどのアプリケーションでは、リレーによるスイッチングの負荷が、リレー寿命に影響を与える最も重要な因子です。

以下のグラフに示されるように、リレー寿命が最大になるのは、低電力をスイッチングするときです。スイッチングされた電

力が増加すると、リレー寿命が短くなります。
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スイッチング周波数

リレー接点は、大きな電力をスイッチングするときに熱を発生します。熱は、リード線およびリレーの本体が放散します。

スイッチング周波数を最大値付近まで増加すると、次のサイクルまでに熱を放散することができません。接点の温度が

上昇し、リレーの寿命が短くなります。

交換戦略

スイッチングモジュールでのリレーの予防保守には、2つの重要な戦略が使用できます。選択する戦略は、アプリケーショ

ン、システムのリレー障害の結果、および測定セッションでのリレーのスイッチング回数に依存します。

最初の戦略は、リレーに障害が発生したり誤差が大きくなったときに必要に応じてそれぞれを交換する方法です。これ

は、モジュールのいくつかのリレーでのみ大きな負荷をスイッチングしている場合に適しています。この戦略の欠点は、各

リレーが異なる時期に寿命に達するため、リレーを絶えず交換し続ける不便さがあることです。

2番目の戦略は、モジュールのすべてのリレーを交換するか、リレーが寿命に近づいたときに新しいモジュールを購入する

ことです。この戦略は、モジュールのすべてのリレーで同様の負荷をスイッチングするアプリケーションに適しています。比

較的短い周期で複数のリレーに障害が発生する場合は、同様の負荷をスイッチングする他のリレーにもまもなく障害が

発生することが予測できます。この戦略により、使用中に障害が発生するリスクは減少しますが、まだ耐用期間の残っ

ているリレーを交換する場合もあります。

上記のどちらの「スイッチング周波数と交換戦略」の場合も、DAQ970A/DAQ973Aリレー保守システム

を使用すると、リレーの障害を追跡し、さらに障害を予測することができます。
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