
l¢V¢al
電子計測器・カタログ

オtデイオアナライザシリ「ズ
AudioAnalyzerSerleS

VP－7723D／VPL7782D／VP－7725D

岩軋△認恵 剪� ����i?�蓼���ﾈ�h���ﾈ�ﾈ�ﾈﾔh�98*ｸ+Hｨｸ蓼ﾈ(�(ｷﾉ)x���

ロコG・一m［ヨ　∴も 剪�

「三…仁‥，属嘉⑬ぇ 

Au伽血 吩賦譌ﾎ野葦澤締結茅■鷺攣隼等琴藁 　、；一、、∵ 儉���i+y7(����������ﾘﾘ����������������������������Jr�

甲努ワ要 義鉾夢■、‾■1 凾ｳ、 二＼ � �/�vH�ﾈ�ﾈ����ﾈ��6ﾘ�X�ﾈ,hｵC��ﾈ�Hﾇ�ﾍ�+(,Hﾘi^ﾘ��:ﾈﾇ��

材示病毒巧議前転謂 ���ﾜ��ﾂ����h�ｲ����ﾈ*ﾙu�/�*ﾘ�Xﾇﾉ6����"�き秘；7－弓攣㌻1三・憲等・rj 



VP－7723Dは、CD、MD、DVDのデジタルオーディオ評価用にPre－L

ディジタルオーディオ機器の測定に、高性能、多機能でお応えします。

VP－7723DisequLPPedwithpre－LPFforevaluationofaudios■gnal

PrOVidinghighperformance，andmuLtifunctionsforyourmeasur

AudjoAnalyzerVP－7723D

VP－7723Dは、オーディオ測定用信号源と、ACレベル測定、DCレベル測定、ひずみ率測定、周波数測定、ワウフラック測定（工場オプション）の5種の

基本測定機能を備えたオーディオアナライザです。デジタルオーディオ測定に必須である20kHz Pre－LPFなどの測定フィルタを豊富に備え・

付加機能として、プリセットメモリやリミット判定機能、メモリオートシーケンス、GP－lB、リモートインタフェースを装備しています。

ThisAudioAna．yzersis equlPPed with a10Wdistortion s■gnalsource，meaSurementfunctions ofAClevel，DClevel，

Distortion，FrequencyandWow＆Flutter（FactoryOpt10n）・

lnadditiontovariousfiltersincIuding20kHzpre－LPFwhichareessentiaHordigitalaudiomeasurement，theaudioanalyzers

havepre－SetmemOry，judgmentfunction，autOSequenCefunction，GP－lBandremotecontrolinterface・

特　徴／Features

・5Hz～110kHz広帯域、16．2dBm高出力（14dBV、10V開放端）

・00005％の超低ひずみ率測定（1kHz代表実測値）

・5HztollOkHz，16．2dBm（14．OdBV，10Vatopenend）

・0．0005％dlStOrtion（1kHztypicaIvalue）hlghpeげormancesEgnaLsource

ACレベル測定：0316mV～1000V平均値／実効値応答

リラティプレベル測定：相対レベル測定で周波数特性測定やS／N測定、
クロストーク測定に有効です。
WATT表示機能：ACレベル測定と設定した仮想負荷抵抗RLにより電力

を算出し、表示します。
S／N測：測定用信号源との連動で最大130dbの自動測定が可能です。
レスポンスのFAST／SLOW（15S／30S）が選択できます。

AClevelmeasurement：Theaudioanalyzerhasahlgh蔓ysensitlVeAC

levelmeasurementfunctIOnWithindicationresponseselectablefrom

Vlrms］orVlavg］．Seven measurementrangesareprovided；0・316

mV，3．16mV，31．6mV，316mV，3．16V，31．6VandlOOVfu”range．

Relativelevel measurement：Deviation measurement agalnSt

referencelevelisavailable．ltisappliedtofrequencycharacteristics

andleveIratio measurement．

Wattlndication：Bysettingthelmaginaryloadresistance（RL）across

thelnPutVOltage，thepowervaluelSCalculatedanddisplayed・

Power＝（MeasuredAClevelvalue）2／RLlwatt］

S／N measurement：ln thlS mOde，the oscillatoris tumed on for a

lengthoftime（1．5to3S）andthesignalcomponent（Scomponent

level）is measured．Then，the osclllator tums off and the noise

COmPOnent（Ncomponentlevel）ismeasuredwhentheinputtermlnal

0ftheD．U．T．isterminatedwIththecharacteristicimpedance．

The S／N rat101S Obtained automaticaHy by calcuIating the

OutPutSignal（ScomponentleveE）andNcomponentlevelratio■

●0．316～100．0Vフルスケール

・被測定機器の供給電源などを測定できます。

・0．316tolOOVfullscaIe

・AvailableforD．U．T．suppIyvoEtagemeasurement・

．5Hz～110kHzのTHD＋Nを測定

．デジタルオーディオダイナミックレンジ測定用の3．16mV測定レンジ

を装備。

・TheaudIOanalyzeriscapableofmeasunngdistortionfactorsofthe

fundamentalsEgnal0Verthefrequencyrangeof5HztollOkHz・

・lnputlevelrangesfromO．1VtolOOVlrms］・AIsoahighsensitivIty

3・16mVrange■SPrOV■dedforthedynamicrangemeasurementof

dlgltaIaudioequlPment・

．レシプロカル方式の高速周波数カウンタ内蔵。
．ACレベル、ひずみ率、ワウフラック測定モードで動作します。

・Rec■PrOCaltypehighspeedcounterisjnstalled・

．ThisfunctionisavailableinAClevel，DistortionandWow＆Flutter

measurementmodes．

～オプション01の準ピーク応答（CCIR／DIN）とオプション02の実効値

応答（JlS）モデルを用意しています。

・Wow＆flutter measurement meetng the quasl－Peak and rms

responserequlrementSPeClfledbytheCCIR／DIN（OptionOl）or

JIS（Opt10nO2）speclficationscanbeinsta”edoptionally・



PFを搭載。

fromdigitalsources，CD，MDandDVD，

ementS．

・ノイズ評価に必須のフィルタ／標準9種類とオプション5種類

・Ninefiltersareinstalledasstandardandfivekindsoffiltersasoptions．

標準装備フィルタ　StandardfiIters

I Pre－LPF　20kHz：デジタルオーディオ用で、特にCD、MD、DVDや半導体

（ADC）評価に適します。オプションで1波追加できます。

20kHz：Filters for digital audio．ltis applicable to

CD，MD，DVDandsemlCOnductors．（ADC）

Oneoptionalfilterisavailable．

2．LPF　　15kHz：DATやBS／FMチューナ用

ForDAT，BSandFMtuner

20kHz：デジタルオーディオ用

Fordigitalaudio．

80kHz：高域カット用

ForhighfrequencyeJimination．

オプションで1波追加できます。
Oneoptionalfilterisavailable．

3HPF lOOHz：AMステレオのパイロット信号（25Hz）カット用
・ノForeliminatingAMstereopil0tSlgnal（25Hz）

200Hz：IHF－BPFの低域カット用

Forlowband eliminationinlHF－BPF．

4PSOPHOAIEC規格準拠のAフィルタ、CClR／ARM：ドルビー特性

フィルタ、AUDl0：lECAUD10のBPF特性フィルタ。

オプションで1波追加できます。

A：lECTAfilter．CCIR／ARM：Dolby．’AUDIO：lECAUDl0．

Oneoptl0nalfllterisavallable．

（tDolbylSareglSteredtrademarkofDolbyLaboratoryInc）

フィルタ測定例／FilterExamples
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▲PRE LOW－PASS FILTER

オプションフィルタ　Optionalfilters VQ－071HSeries

・LPF部とPSOPHO部にl波づつ追加できます。

・Oneoptl0nCanbeinstalIedinLPFpartandPsophopartrespectiveIy・

・VQ－071HOI CCITTP53：電話／通信機器・回線評価用で、主にヨーロッパ

向け
CCllTP53：FortelecommumCatl0n（mainlyEurope）

・VQ－071HO2C－MESSAGE：電話／通信機器・回線評価用でBELL規格

主にアメリカ向け
C－MESSAGE Fortelecommunication（malnlyUSA）．

・VQ－071HO31kHzBPF：クロストーク測定用など

1kHzBPF：ForcrosstaIkmeasurement．

・VQ－071HO43kHzBPF：クロストーク、消去率測定などで、主にテープ

測定用
3kHz BPF：ForcrosstaIkmeasurement．

（Mainlyforaudiotape）

・VQTO71HO51EC－C：オーディオ機器評価用BPF特性

IEC－C：ForaudioequlPment．

・VQ－071HO6315HzBPF：テープ評価用

315HzBPF：Foraud10taPeeValuation．

・VQ－071HO730kHzLPF：高域カット用

30kHzLPF：Forhlghfrequencyelimination．
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▲STANDARDFILTERS　　　　　　　　　　　　　　　▲OPT10NALFILTERS

VersatileinterFacesareusefulforconstructionofautomatedtestingsystem

1．100ポイントメモリ機能：10グループに分割可能です。

2．メモリアドレスオートシーケンス機能：アドレスごとにシーケンスタイムが設定可能。当社のSGやステレオモジュレータと連動できます。
3．判定機能：リミット値に対してUNDER／OVER／PASS表示、外部出力機能。
4．外部制御機能：メモリリモートやモディファイ操作が可能。8ビット2ポートの入出力機能で外部治具などの制御が容易です。
5．GP－lB標準装備：各種のコントロール、測定データの送出、トークオンリ／リスンオンリでの連動機能、メモリ内容の転送（DUMP）が実効できシステム

展開が容易です。

100poIntSmemOry：Grouplngfunct10nlSincFuded（max．10groups）．

迦SequenCe：　Sequencetimecanbesetforeachmemoryaddress・j

亭・Judgmentfunction：AutojudgmentfunctionbyUNDER／OVER／PASS・

4・Externalcontrol：　RemotecontrollSaVailableformemoryaddress・8bits2Portsinput／outputfunctl0nforcontro”lngthejigs，etC・

5．GP－lB：　　　　　ltlSuSedforcontro”lngPerlPhera蔓equlPment，tranSmlttlngmeaSurementdata，SynChronizedoperationbytalkonly／listen

Onlymodeandmemorydumplng．



L測定用信号源SIGNALSOURCE

低周波発振器／OSCILLATOR

FrequencyRange

Reso山t10n

（4dEgltSdlSPIay）

OutputRange

Resolutl0n

Accuracy

5HztollOkHz4ranges

01Hz（50to200，9Hz）

1Hz（0201to2009kHz）

10Hz（2．01to20．09kHz）

100Hz（20．1tollO．OkHz）

±2％ofsettlng（0201to20・09kHz）

±3％ofsett．ng（aILranges）

14．Ot0－85．9dBV（OdB＝1Vlrms］，Loadend）

16．2t0－83．7dBm（OdBm＝1mW，600Ql0ad）

±0．5dBofsettingatlkHz（＞L37，1dBV）

±0．8dBofsettIngatlkHz（≦－37・2dBV）

600Q toad

±0．05dB（20．OHzto20．09kHz）

±0．3dB（a＝ranges）

LessthanlOHV【rms］（wlthoutputoff）

≦0001％（－100dB）（20Hzto15kHz、80kHz BW）

≦0．01％（－80dB）（Allranges）

Aアナライザ部AN皐LYZER

測定機能／MEASUREMENTFUNCTIONS

Frequencymeasurement・ACleveImeasurement（lncIudestherelatNeLevel

measurementfunction）．DClevelmeasurement，S／Nmeasurement，

DIStOrt10n（THD＋N）Wow＆FIutter（factoryoptl0n）

周波数測定／FREQUENCYMEASUREMENT

5HztollOkHz（operateslnACEevel，DistortFOn，

Wow＆FIuttermeasurementmode）

DISPIayresolutl0n

Measumgsystem

5dlgltS，0．01Hz＜100Hz

±5×10‾5±1dlglt

RecIPrOCalcounter

ACレベル測定／ACLEVELMEASUREMENT

Note：ApporoxImate10％ofoverrange■SPrOVldedforeachrangeexcept

thelOO．OVrange

±2％offullrangedispIay（atlkHz）

Frequencyrange

ResldualnoJSe

±5％（20Hzto20kHz）

±10％（5HztollOkHz）

4リVlrmsl（with80kHz BW）

RelatlVelevelrange　　±130dB

Detect10nreSPOnSe RMSoraverageresponse

ワ＿ツト表示機能／WATTAGEDISPLAYFUNCT10N

Method CalculatedbyAClevelmeasurementandlmaglnary

10adresistance．（ActuaIl0adisnotequipped．）

DISPlayresolutIOn Max・5dIg■tSO・01W

2to5000Q（10reso山t10∩）RLsettlngrange

DCレベル／DCLEVEL MEASUREMt：NT

Ran9e

Overrange

Accuracy

100．0／31．60／3．160／316．OmV4ranges

Approx．10％（exceptlOOVrange）

±（0．3％fs＋0．75％readlng）

S／N測定／S／NMEASUREMENT

lnputlevelrange　　　30HVtolOOVlrmsl

（Ncomponenthastobel0WerthanScomponentinampILtude）

Measurementrange Oto130dB

Accuracy　　　　　　　±1dB

Detectl0nreSPOnSe RMSoraverageresponse

S／Ndelayt■me　　　　3S（SLOWResponsemode）

1．5S（FASTResponcemode）

Scomponentlevel SameasAClevelmeasurement

ひずみ率（THD＋N）測定／DlSTORTl0NMEASUREMENT

Fundamentalfrequencyrange5HztollOkHz

Measurementrange　　31・6／10・00／1rOOO／0・1000／0・01000％

（－10．00／－20．00／－40．00ト60．00／一80．00dB）

DISPlayofmeasurementunits

Seledionofunitkey lnputslgnallevOI DistortiondiSPlay

DetectioncharacterlSticslnputsignaIlevel：RMSresponding

DIStOrtion RMSoraverageresponding

SecondharmonFCaCCUraCy　±1dB（20Hzto20・09kHz）

±3dB（a”ranges）

3．16mVrange：＜－45dB（0．56％）agaEnSt2mVlrms］

（FundamentaHreq．：20HztolOkHz，20kHzBW）

ResldualdlStOltEOndetect10n

lnputslgnaHevelrange 0．1tolOOVlrms］／1to3．16mVlrms］

＊manualrangesettingonly

lnputsignaIlevelmeasurementaccuraCy

±2％offullscaIe（1kHz）

lnputsEgnalfrequencyrange　±5％（5HztollOkHz・eXCePt
100Vrange）

±10％（3．16mVrange，10Hzto20kHz，1kHz

fullscaFereference）

ワウフラック測定（エ坤オプション）／WOW＆FLmRM弘SUREMENT胸鋤け叫加）

MeasurementcenterFrequencyrange

3kHz，3．15kHz±200Hz

Measurementrange lO・00／1・000／0・1000％

Detect■OnCharacteristics QTPeak，DIN－CCIR（VP－7723DOl）

RMS，JIS（VP－7723DO2）

FrequencycharactenstlCS

Lnputsignaltevelrange

PsophometriccharacteristicsbasedonDIN45507：

0．5Hzto300Hz（UNWTD）

±5％oHullscale（4Hz）



■測定機能共通項目　COMMONFOFtALLMEASUREMENT

入力インピーダンス／lnput

100kE2shuntedby＜270pF（A，BtermlnaItocommon）

1M〔2（DCtermlnaltocommon）

最大許容入力電圧／Max．imputvoltage

150VtP－P］（10tolOOVrange，Eessthan17kHzAC＋DClevel）

20VlP－P］（Lessthan3Vrange，500kHzACLevel）

フィルタ／Filters

HPF lOOHz（lessthan－40dBat25HzforAMstereopll0tSlgnaIeHmination）

200Hz（Cut一〇fffrequency180Hz，60dBroIIoff／decade）

LPF　　15kHz（lessthan－30dBat19kHz，15kHzcut－Offfrequency／

foreLiminationofFMp”otslgnaI）

20kHz（lessthan－30dBat241kHz，20kHzcut－Offfrequency／

fordlgltalaudl0）

80kHz（Cut一〇fffrequency80kHz，60dBro”off／decade）

OPT（Option）

PSOPHOA（lEC－A）

CCIRARM（DOLBY）

AUD‡0（BasedonDIN45405－1978）

OPT（Opt10n）

AC出力／ACoutput

0．2Vlrmslfs（AC，DISTN，S／N），OutPutlmPedancelkE2

Jメモリ機能　MEMORYFUNCT10N

100pohltS（MemoryaddressOOto99）

MemorizespaneLcondlt10n，EXTcontro＝／0，andImltdataarestoredasonepolnt・

■モディ77イ機能MODIFYFUNCTl0N
1）ModlflCatl0nOfoscIHatorfrequencyandoutputamplltude

2）Modifjcationoflnputrange／Measurementrangelnmanualmode

Pリミット機能LIMITFUNCTl0N

Oneofthreemodesarepredetermned（Upperlimitonly，LowerlimitonLy，

UpperandLowerllmltS）LEDalarmlSglVenWhenaresultexceededthellmltt

■インタフェースl／OFUNCT10N
GP一旧

SHl，AHl，T7，L3，SRO，RLl，PRO，DCl，DTl，CO

Memorycopy（Talk／ustenonlymode）

Memorysynchrontzlngfunction（Talk／Ustenonlymode）

EXTコントロールl／0／EXTcontroll／0

1）MemoryremotesequentiaErecaIl　2）MemoryremotedirectrecalF

3）Controloutput　4）Compansonresultoutput　5）8bttsdataread

6）MeasureddataprlntOut

lAその他　OTHERS

PowerrequlrementSlOOV／120V／220V／230V，500r60Hz，Approx・70VA

Dimension＆We】ght（W）426×（H）132×（D）400mm approx・13kg

AccessorleS Powercable－”1，GP－LBconnectorcapMl，

Sparefuse一一一1，lnstructionmanuaトー1

Option Wow＆Flutter・Opt・01（Q－Peak）Opt・02（RMS）

Optiona日日ters：VQ－071HOl／CCllTP53TEL

VQ－071HO2／C－MESSAGE

VQ－071HO3／1kHzBPF

VQ－071HO4／3kHzBPF

VQ－071HO5／lEC－C

VQ－071HO6／315HzBPF

VQ－071HO7／30kHzLPF

Rackmount kLt VQ－069H32EIA

VQ－069H31JIS／Metric

W＆F測定ユニット装着部／W＆Funitslot　　　　　　　　　　EXTコントロールl／0コネクタ／Ext．controll／0 

フィルタユニット装着部／Filterunitsl0t ��GP－lBコネクタ／GP一旧COnneCtOr 

≡≦・茹・塁．き・・寝較・餞髄暴動数＿葦鰹 
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■　　　1モ二元五読罵言ut。Ut 

予備端子取付部／Spareterminal 



基本性能、操作性、高速性を徹底追求して実現。
R＆Dからライン自動化システムまで、測定の最適化に応える2チヤ

Sufficientbasicperformance，eaSyandsimpIeoperationandhig

foruseinR＆D，QAandautomatedsystemapplicationforproduc

【蔓】　mロ〕［亘］

回　転I Ld［⊃［ヨ

■l■■　WP　早戸P

AudioAnalyzerVP－7782D

オーディオ測定の最適化を追求

本器は、デジタ●ルオーディオ機器測定の最適化をめざし
「基本性能の充実」、「容易な操作性」、自動計測用途に求めら

れる「測定の高速化」を重点課題として開発、商品化しました。

信号源やアナライザ部では徹底的な低ノイズ化に取り組み、

基本性能を向上させるとともに、豊吉なフィルタの標準装備、

ダイナミックレンジやDCレベル測定などの機能を充実。

測定の高速化では、ACレベル測定：80msを実現したほか、新オートレンジの採用で実測定時間の短縮を可能にしています0また各種キー

操作性を向上し、生産ラインをはじめ、R＆D部門、QA部門でも幅広くご活用いただけます。

OptimumMeasurementSolutionforVersatileAudioSignal

ThisAudioAnalyzerisdesignedforoptimummeasurementso．utionfordigita－audioageofappl．cations・Thisissuffic■ent basic

performance，friendIyoperationand highspeedoperationforsystemappl．cations・

signa－sourceandana■yzersectionhasdrastica．lyreducedinterna．noisefor betterbasicperformanceandhostversatilefilters，Dynamic

Range，andDClevelmeasurementfunctions・Highspeedmeasurementachieves80msatAClevelmeasurementandequippedforeseeing

auto－rangegreatlyLmPrOVedtotalmeasurementspeed・

特　徴／Features

・多機能化と基本性能を追求してパワーアップ

・MuIti－FunctionandEnhancedBasicPerformance

アナライザ部は、2チャネル計測、AC／DCレベル、周波数、ひずみ率、

S／N、ダイナミックレンジ、L／Rレシオの計測機能を搭載し、

特にひずみ率計測ではDSP（デジタル信号処理）により、高調波
ひずみ率（THD）を0．0001％オーダーで計測できるほか、

2fo～5foの高調波成分測定を行えます。

Theanalyzer2－Channelmeasurementsectionhasafullrangeof

functionsincIuding，AC／DClevel，frequency，distortion，S／N，

dynamicrange，andL／Rratio，WhiletheDSPfunctionsupports

tota＝1armOnicdistortion（THD）0．0001％Ordermeasurements

andharmoniccomponent（2foto5fo）measurements・

・超低ひずみ率／高出力信号源とIMD測定信号源を搭載

・Ultra－low Distortion／High Output andlMD Signal

Source

信号源は、ブリッジドT型RC発振器による、10Hz～110kHzの

広帯域と14dBVの高出力で、0，0002％（THD／代表値）以下の超低

ひずみ率を実現、さらに独自のALC（振幅制御回路）で出力レベル

の平坦化と高速安定化を図っています。

また、混変調ひずみ率（SMPTE法によるIMD）測定信号源を内蔵

しています。

Abridged－TRCosci”atorgiveshigh14dBVoutputoverawide

lOHztollOkHzband，andauniqueALCcircuitwithanultra－low

distortionratioof0．0002％orless（THD）isusedtoachieve

high－SPeedstabilizationwithaflatoutputleveI・Thereisalsoa

built－in SMPTE s■gnalsourceforintermodulation distortion

measurements（lMD）．
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ACレベル測定80ms（代表値）の高速測定

ネルオーディオアナライザ。
LSPeed2－ChannelAudioAnalyzer

ionline．

・生産ラインからR＆Dまでに対応する操作性を向上

．OperationlmprovementfromProductionPurposeto

R＆D．

各種機能キー操作の単純化を図り操作性を向上。アナライザの

動作状態や入力レンジの自動／マニュアル状態、ノッチフィルタ

の状態を表示していますので、様々な使用方法において簡単に

設定の確認・変更が行えます。さらにインタフェース部には
GP－LB、EXTl／0に加え、RS－232－Cを標準装備、コンピュータと

の接続性が容易なため、システム構築が簡単にできます。

Improved panel0Peration makes settings slmPler and a

COnVenientadditiona＝ndication showswhetherauto rangeor

flXed rangeis selected when making analyzerlnPut SeCtion，

measurementsection or notch filtersettings．GP－IB，EXTl／O

and RS－232－ccOntroIInterfaceoffersawiderangeofsystem

appllCation．

・実測定時間の短縮

●lmprovedTotalMeasurementSpeed

一般のオーディオ信号測定では、低周波から高い周波数へ切換

える周波数特性試験や、数HVの微小電圧と高電圧との比率測

定を行うダイナミックレンジ等での高速測定が重要となります。

本器はサンプリングスピードの高速化に加えて、入力信号に対
して予測制御を行う新方式のオートレンジ、周波数測定の並列

処理によるひずみ率測定で必要なノッチフィルタの高速、安定

設定を実現。トータル測定に必要な実計測時間の短縮を実現
しました。

InaudioslgnaLtesting，meaSurementSarenOrmallyrequiredto

COVeraWidedynamicrangefromverysmallamp‖tudeofafew

UVuptoaboutlOOV，and frequenciesfromaslowaslOHzto

aroundlOOkHz．ThisinstrumenthashighsampllngrateSPlus

fasterresponseofforeseelng autO rangeand paraHelcounter

COntrOJ for fast and stable notch filter operation supporting

reductionofactual measurementspeed．

ACSignaIMeasurementTimeCutto80ms

システムコンポーネントとしてご活用いただけるよう、ACレベル

測定：80ms（代表値）の高速化を実現しました。

Its hlgh speed response，With an80ms（Typical）AC signal

measurementtime，makestheVP－7782Danidealcomponentfor

high－SPeedmeasurementssystems・

新方式のオートレンジを採用

NewHighSpeed

従来のオートレンジは、入力信号の変化に対してステップバイ

ステップで目標測定レンジに到達します。本器は、レンジ切換えを

予測制御する新方式のオートレンジを採用、S／N測定やダイナミック

レンジ測定での大幅な高速化を実現しました。

Unlikenormalautorangefunctions，Whichchangemeasurement

rangesstep－by－StePtOmatChchangesinslgnallnPut，thenew

autoranglngCanforeseeinputrangeswitchwidely．Thisgreatly

increasesthespeedofmeasurementssuchasS／Nanddynamic

range・

SpeedandStabiIizationforDistortionMeas

周波数測定を並列処理し、入力信号が変化した際の基本波除去
フィルタ設定応答性を改善。ひずみ率測定の高速化を図りました。

さらに、周波数測定部に雑音に強い入力回路を採用、安定した測定

を実現しています。

FrequencycounterhasbeenparaHeloperatLOnfurtherimproved

toreducingthetimerequiredbetweencountermeasurementand

notchfrequencysettingallowsfasterdistortionmeasurementsfor

Varylngfrequenciesand makesthecounterlesssusceptibleto

lnPutSignalsuperimposednoise・



先進の機能で最適化を実現。
デジタルオーディオ機器の測定に、自在な操作性でフレキシブルに対
lnnovativeFunctionsMakeOptimumMeasurementCondition・

FlexibleandSimpleApplicationforDigitalAudioSignaIMeasure

アナライザ機能の充実
Powerful FunctionsforAnalyzersection

D－RANGE（ダイナミックレンジ）

D－RANGE（DynamicRange）

デジタルオーディオの基本性能であるダイナミックレンジを

ワンキー操作で測定できます。このとき、必要な20kHzプリーLPF、

A－カーブ等も自動的に設定します。

DynamicrangeISthefundamentaIperformancefactorindigital

audio．The VP－7782D makes dynamic range measurement a

simpIeone－tOuChoperation，andallrequiredsettings，includlng

20kHzPre－LPFandA－CurVe，areeXeCutedautomatically．

DCレベル測定

DCLeveIMeasurements

0．316V～31．60Vフルスケールで、被測定物の供給電圧等の測定

が可能です。

The VP－7782D can perform DC measurements，SuCh as DUT

supplyvoltage，fromO・316Vto31・60Vfu‖scale・

豊富なフィルタを標準装備

Fu”RangeofStandardFilters

デジタルオーディオ計測に必要なプリーLPFに加えて、
LPF／HPF／PSOPHOなど9種類のフィルタを標準装備した他、

オプションでさらに3種類を追加できます。また、これらのフィルタ

LPF／HPF／PSOPHOを自由な組み合わせで設定できるように

キーが構成されています。

Theinstrumentprov－des9standardfilters－incEudingLPF，HPF・

PSOPHOand PreTLPF（essentialfordlgitalaudJOmeaSurementS）

pIusfurther30Ptionalfilters・Thislayoutisdesignedtoallow

easysettingofdifferentflltercombinations・

AU 禰�｢�○ �� �� �� ��� ��LPF 80kHZ 

ぷ＼ �� �� �� ��

圭 偖ﾂ�*ﾂ� �� ��x5��5■ �� �� �� �� 

ナ ぎ �� �� �� ��LPF 15山十と �� ��
● � �� �� �� � �� 

LPF 20kHz � ��

オートレンジ／国定レンジの動作モニタ

AutoRange／FixedRangeStatuslndication

アナライザの動作状態、「入力レンジの自動／マニュアル設定」「ノッチ

フィルタの状態」を表示していますので、さまざまな使用方法に

おいても簡単に設定が変更できます。

AconvenientnewLndicationshowswhetherautorangeorfixed

rangeis selected when mak■ng analyzerinput section・

measurementsectionornotchfiltersettings・

S／Nウェイト時間設定

S／NWaitTimeSetting

従来、固定値であったS／N計測の切換え時間を0．1～9・9秒の

範囲で設定できます。D．U．T．の性能や計測目標に合わせた最適値を

設定でき、計測スピードアップと安定な測定が可能になりました。

SwitchingtimeforS／Nmeasurements・nOnTlallyaf■Xedvalue・is

variabLe．This all0WS Settings to be optimized to match D・U・T・

performance or measurement targetS，forfaster7mOre Stable

measurements，

チャネルウエイト時間設定

ChannelWaitTimeSettings

2チャネル計測におけるL／R間の切換え時間を設定可能にしました。

L／R信号比に合わせた適切な値に設定することで、高速計測と安

L／。swi．ch．。g．imeis。。WVa，iabLef。r2－Chan。e一meas。rementS．）

TheabilitytosetwaittimevaluestomatchL／Rsignalratios

alsomakesmeasurementsfasterandmorestable，

lEC－ �7����#X�2� �� �3�R�HzBP ＼ ��ｨ����6） ��l ／l 鳴�46ﾈ�ﾓ��ll 53711 凵j �3��kHzL ��h���1 07〉 

1kHz （03） 鳴�%�b� �� �� �6ｴ���� � ��

BPF（04） l � ��

C－M∈ （02〉 儡SAGE llヽ1 剪� ��� ���� 價r�ﾈﾘb� �� �� ��

打 劔劔 劔 ��

J 凵^ ���� �� �-ﾂ�＼ ������ �� ���

FREqlO lO0　　　　　　1k lOk lOOk（Hz）

▲OPTlONALFILTERS

（1）V0－071HOl

（2）VQ－071日02

（3）V0－071HO3

（4）V0－071日04

（5）V0－071HO5

（6）VQ－071HO6

（7）VQ－071HO7
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芯します。

ent．

パネル操作をさらに使い易く簡単設定を実現
ImprovedPane－OperatjonMakesSettingsSimpler

自由な測定単位表示設定

VersatileMeasurementUnitDispJaySettings

入力信号単位表示のV／dBと、ひずみ計測単位％／dBを4通りの

組み合わせで自由に設定できます。

Four combjnations of dlSPIay units can be set：V and dB for

lnPutSignal，％anddBfordistortionmeasurement．

オシレークON／OFF切換えスイッチ

Osci”atorON／OFFSwitch

オシレークのON／OFFスイッチにより、D．U．T．部の残留ノイズ等の

測定を簡単に行えます。

A switch to allow the oscilIator to be switched on and off

SlmPlifiesmeasurementssuchasD．U．T．residualnoJSe．

ステップ削減の簡単キー操作

SimplifiedSettingOperation

従来の信号源における周波数や出力設定では、まず目的の［FREQ］

［AMPTD］キーを押した後に「数値」を設定、その後［ENTER］キp

を押す3ステップが必要でした。本器では、「数値」［ENTER］の2

ステップで操作できます。また、入力データは［SHIFT］キーで簡単

にキャンセルできます。

Conventl0nally，three steps have been required to make each

Signalsource oroutputsetting：PreSS FREQ orAMPTD，enter

numeric value and press ENTER．ln theVP－7782A，the first of

these steps has been ellmnated：Simply enter the value and

PreSSENTER．

SINGLE／DUAL、L／Rの独立キー設定

SINGLE／DUALandL／RKeys

し、Rチャネルを独立測定したり、L／R同時計測をする際に、

SINGLE／DUAL、L／Rの2つの独立キーにより、素早く目的の

操作に切換えられます。

SeparateSINGLE／DUALandL／Rkeysmakeswitchingfasterwhen

SettingindependentL／RorsimultaneousL／Rmeasurements．

測定効率をアップする充実のインタフェース
VariatyofJnterlacesforlmprovedMeasurementEfficiency

l慧筈：慧ニスで自動化梢易　　　　　　　　　．
当社のAV計測器共通の、EXTI／0インタフェースを搭載しており、　FoIEowFngtheaudl0／videocommonmeasurementconcept，abuiEt－jnEXT

治具の制御やリモコンを共通にお使いいただけます。　　　　　l／Ointerfacea‖owsremotecontrol0fjigsandothermeasunnglnStrumentS．

100ポイントメモリ機能：10グループに分割可能

メモリアドレスオートシーケンス：当社AV用計測機器と連動可能
・判定機能：リミット値によるUNDER／PASS／OVER表示と

判定出力

外部制御機能：メモリリモートやモディファイ操作、

8ビットX2ボートのl／0機能

背面パネル／RearPanel

∴●■∵－‾∴■．

●100－POjntmemory，dividableintolOgroups

Memoryaddress autosequencea”owslinked operationwith

audio／vIdeomeasurlnglnStrUmentS

●LimitfunctiondisplaysUNDER，PASSorOVERbasedon

limitvaluesandprovjdesadecisionoutput

Extemalcontrolfunctions provide memory address remote and

memorydatamodlficationcontrolthroughtwo8－bitI／Oports



FundamentaIfrequencylOHztollOkHz

DIStOrt10nmeaSurerange

Displayunit

Detectionresponse

0．001％（－100dB）to100％（OdB）fuF1scale／6ranges

100％range：ManualsettIngrange

lnputIevelV・％／dB・dBm，DIStOrt－On　％／dB

lnputlevel＝RMSresponse，D■StOrtion＝RMSor

Outputrange／Display14．OdBt0－85．9dB（OdB＝1Vlrms1600E？Loaded）

16．2dBmt0－837dBm（dBm：1mW600Qloaded）

3digitsdlSPlay

Outputaccuracy　　　±0．5dBofsettlng・＞－37・1dB

（1kHz）　　　　　　±0．8dBofsetting≦J37・2dB

Flatness　　　　　　　±0，3dBorless（A‖ranges）

±0．05dBorless（20Hzto20kHz）

Outputimpedance　　600E2±2％（CommonforlMDsignaloutput）

Distortion O．0002％（－114dB）orless（50HztolOkHz）

（at2fotolOfoHarmonECdistortl0n）

0．003％（－90dB）orless（Allra「唱e）

Frequency／DISPLay　　4dlgltSdisplayofHFslgnaI

LF：50Hzor60Hz，HF．2．00kHzto10．00kHz

Output OutpuHevelshowstwofrequencyofm■XedRMSlevel

Outputrange／DispLay　4・OdBt0－85・9dB／6・2dBmt0－837dBm

（OdB＝1Vtrms］600E2Ioaded，

dBm：1mW，600810aded）

LF／HFRat10range l：1to8：1／1step

lntermodulatLOndistort10n O．002％（－94dB）orless（LF／HF4＝1．HF7kHz）

■測定機能部／MEASUREMENT

1）Frequency

3）AClevel（ReLativeLevel，S／N）

4）Distortl0n

THD＋N（DISTN）

THD（Detect2fotolOfoofharmonICS）

HD（2fDtO5foofeachharmonlCSleveLanalysES）

5）DynamlCrange

7）lntermodulat10ndlStOrtlOn（lMDbySMPTEmethod）

8）Ratio（L／R，R／L Level）

9）Signalaveraging（Relativelevel）

Frequencyrange′AccuracylOHztollOkHz／±5×10‾5±1dlg■t

lnputleve1　　　　　0．1Vlrms］tolOOVlrms】

31．60V／3．160V／316mV

±2％orless

Fullrangedisplay O・3160VtolOOOV／7ranges

OverrangeニApprox，10％（ExceptlOOVrange）

Accuracy　　　　　　±2％offs・（ExceptO・3160mVrange）

Detectl0nreSPOnSe RMSorAvaragingresponse

Flatness　　　　　　　±5％（20Hzor20kHz）

S／Nmeasurerange OdBto130dB

（Ncomponentstobel0WerthanScomponentsin

S／Naccuracy　　　　　±1dBorless

S／Nmeasuredelaytlme S＝Approx・0・1sto9・9S／N＝Approx・0・1sto99S

AveraglngreSPOnSe

SecondharmonlCSaCCuraCy　±1dB（10Hzto15・99kHz）／±3dB（16・OkHzto

ResidualdIStOrt10n　　　≦r95dB（1VlnPutatlOHzto20kHz）

lnputlevelmeasurement

lnputIevelaccuracy

InputleveHrequency

reSPOnSe

40．OdBt0－17．5dB／2．5dBstepof24ranges

anddynam－CrangemeaSurementadded3・160mV

rangeoftotal251nPutrangeS・

CommonforSINADtestorlMDlnPutIeveL，ratio

measurementofnumeratorslgnaIaveragIngOf

lnPutCOndlt10n・

±2％offu‖scale（atlkHzexcept3・160mVrange）

±5％orless（10HztollOkHz）

referenceatl kHz

HarmonlCmeaSurerange2fotolOfoofharmonlCS

DEStOrtH）nmeaSurerange 0．001％卜100dB）to100％（OdB）fullscaEe／6ranges

100％range：Manualsettlngrange

ReslduaLdlStOrtion　　　≦－110dB（1V：20HztolOkHz）

DSPSYNCoutput lTLLevel（atonechannelmeasurement）

DSPmonltOrOutPut　　2fotolOfoharmonlCCOmPOnentS

Approx．05Vlrms】（Fu”scalelnPUtCOndIt10n）

FundamentaIfrequency：1kHz，OutputresEStanCe：

Approx．1kくつ

Harmonicmeasurerange　2fotolOfoofharmonics

DIStOrtlOnmeaSurerange 1％（－40dB）to100％（OdB）fu”scale／2ranges

ResIdualdlStOrtion　　　≦－80dBlnputlevel≧1V

HarmonlCmeaSUrerange2foto5foofspectfiedharmonics

Adjolnlng harmonicattenuat■On　25dBorhlgher

DSPmonitoroutput Selectedharmoniccomponent

SINADmeasurerange Autorange＝OdB／20dB／40dB

ManuaIrange：OdB／20dB／40dB／60dB

Displayunit lnputleveldBordBm

ResldualSINAD　　　　＞80dB lnputlevel≧1V

＞65dB lnputlevel＜lV

FrequencyrangeLF／HF

MlX．levelrange

IntermodulatH）nrange

Displayunit

Detectionresponse

ResiduaIIMD

50Hzor60Hz／2kHzto20kHz

0．01％（－80dB）fu”scaletolO0％（OdB）fu”scale

RMSorAveragIngreSPOnSe

0．003％（－90dB）

（atLF／HF＝60Hz／7kHz，



S肉Gificatid≠垣…二二

Resldualnoise

DetectIOnreSPOnSe

10LJVlrms］orlessat16tlmeSaVeraging

±10％（10HztollOkHz）atlkHzreference

RMSoraveragIngreSPOnSe

ReferencesignalFnPUtreVeI O・1Vlrms】tolOOVlrms］

Averaglngtime　　　　16tlmeS，32tlmeS，64times，128tlmeS，256tlmeS

lnputlevelrange O・8mVlrms］to3・160mVlrms］（at3160mVrange）

Accuracy　　　　　　　±5％offuHscaleatlkHz

lnputslgnaHrequency　±10％（10HztolOkHz）

ResiduaIdlStOrtion D－RANGE≧110dB

（atlkHz，LPF20kHz十AcurveflIter）

lnputlmPedance

20kHzPreTLPF

200HzHPF

400HzHPF

80kHzLPF

15kHzLPF

20kHz LPF

PSOPHOA

PSOPHOAUDl0

AClnPut：ApproxlOOkE2，20OpForless

DClnPut：Approx．1ME2

Approx．－60dBat24．1kHz

9thellPticf‖ter

DIStOrtIOn・≦－100dB（15kHzBW）

J3dB／Cutofffrequency：180Hz±25Hz

RolloffcharactenstlCS・60dB／decade

－3dB／Cutofffrequency．400Hz±50Hz

RoH0ffcharacterlStics：60dB／decade

J3dB／Cutofffrequency：80Hz±10kHz

RoIFoffcharactenstlCS：60dB／decade

±1dBorEess：≦15kHz

－30dBorless：≧19kHz

±1dBorless：≦20kHz

－30dBorless：≧241kHz

lEC－Acurve

DIN45405（1978）ofAUDl0characterlStlCS

PSOPHOCCIR－ARM Dolbycharactenstics

Approx．1Vlrms］atfuIIscaEe／1kE2±5％

Approx．－2．5V

PaneEcondltLOn，EXTcontroll／0

Limltdatamemory

（1）Oscl”atorfrequency，Outputlevel，Mix Rat10

（2）ManualoperationcondltBOn

DIStOrtl0nfundamentalfrequency

Measurerange，S／NdeIaytime

Averaglngtlme

EachmeasurementofUpper／Lowerlimit（SlngEe

Orboth）areavailabEeWheninputsrgnallSOVerthe

Flmlt，LEDshowstheInformation

・Memoryremotesequentialreca‖／

DirectrecaH0Peratl0n

・Externalcontrol（8－bJtX2ports）

・Dataread（8－bJtXIport）

・Rotaryencoderremotecontrol

・Portnumber：1

Baudrate：38400bps

Characterlength：8－blt

Parity’NONE／FEowcontrol：X－OFF／X－ON／

Powerrequlrement 100V／120V／220V／230V

50Hz／60Hz

Powerconsumptl0n　　120VAorless

DlmenSion／Mass

Accessories

VQ－071HOl

VQ－071HO2

VQ－071HO3

VQ－071HO4

VQ－071HO5

VQ－071HO6

VQ－071日07

Approx．17kg（37．5lbs）

W426mmXH150mmXD400mm

（59■■×16．7日×15．7■り

Operatl0nmanuaEXl，PowercabfeXl，

FuseXl，GP」Bconnectorcapxl

CCllTP53（TEL）speciflCatIOn

Seefiltercurve－j（1）

C－MESSAGEspeclfJCatl0n

BELLspeciflCationBPF

Seeflltercurve→（2）

1kHz BPF

－1dB＜1kHz±40Hz

Seefiltercurve－＋（3）

3kHz BPF

－1dB＜3kHz±40Hz

Seefiltercurve→（4）

lEC－CspecificatlOn

lEC－651CwaitingflFter什YPE）

Seeflltercurve→（5）

315Hz BPF

－1dB＜315Hz±126Hz

Seefiltercurve→（6）

30kHz LPF

－3dB／Cutofffrequency：30kHz±5kHz

RoE10ffcharacterlStlCS：60dB／decade



独立2ch型で高速・高性能を追求。
DVDオーディオやスーパーオーディオCDなど、デジタルオーディオ

Independenttwo－ChanneIAudioAnalyzerfordigitaIaudioequlP

especia”yforDVDandSuperAudioCD・

本器は、ますます高精度化するデジタルオーディオの、
－120dB領域のひずみ率測定が可能な、2chの信号発生部

（オーディオ発振器）と多機能測定部を持つオーディオアナ

ライザです。

5Hz～110kHzの低ひずみ率信号源と、DCレベル、ACレベル、

ひずみ率、S／N、レシオ、周波数、ワウフラッタ（オプション）

の7種の基本測定機能を備えています。また、ディジタル

オーディオ測定に必須である20kHzPre－LPFなどの測定

フィルタを豊富に備え、測定表示部にはLCDディスプレイ

を採用、数値とアナログバーで測定表示します。

付加機能として、プリセットメモリやリミット機能、メモリ

オートシーケンス、リモートインタフェース、GP－lBを有し、

特にDVDオーディオやSACD＊など高性能オーディオ測定に

有効です。（SACD・＝スー′トオーディオCD）

TheVP－7725D’combinesa2－ChanneLsLgnalsource

（audiooscillator）and afullrangeofmeasurement

functions to provide the　－120　dB distortion

measurements needed for testing today’s high

PreCisiondigitalaudioequlPment・

lnadditiontoal0Wdistortion5HztollOkHzslgnal

source，this new audio analyzer provides7maJOr

measurementfunctions：DClevel，ACLevel，distortion，

S／N，ratio，frequencyandwow＆flutter（OPtion）・The

extensive range offiltersincludes20kHzPre－LPF・

essentialfor digitalaudio measurements，and the

largeLCDshowsmeasurementresuLtsincombination

Ofdigitalandanal0gformat・

With pre－Set memOry，limit function，memOry autO－

sequencefunction，remOteinterfaceand GP－lB，the

VP－7725Dis anideal solution for testing high

peげormance audio equ－Pment SuCh as DVD audio

andSACD＊，（SACD・＝S。PeTAudEOCD）

ト義

・ひずみ率0．00005％（1kHz代表実測値）の2ch高性能、

高出力発振器

周波数範囲5．0Hz～1100kHz、

最大出力レベルは、UNBAL／BALで14dBV／20dBV（600E2）

さらにLOWインピーダンスモードではUNBAL／BALで20dBV／26

dBVの高出力が取り出せます。

・2－ChanneL high－Per・Formance，high－OutPut OSCi”ator

withlowdistortionttypica”yO．00005％atlkHz）

MaximumoutputteveIis14dBVUNBAL／20dBVBAL（600E2））

forafrequencyrangeof5・OHztollO・OkHz・

LowlmPedance mode provides high output＝　20　dBV

UNBAL／26dBVBAL．

【●冊L●1■刈11山

⑬⑳◎⑳
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lndependenttwo－ChannelAudioAnalyzer

VP－7725D
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巨器の測定に最適です。
ent，

・独立2chの多機能測定機能部

・2independentchannelsaIlowwiderangeofmeasurementS

31．6V～0316Vフルスケール、被測定機器の供給電圧等の測定が可能。

31・6VtoO．316VfulIscaEeforD．U．T．supplyvoltagemeasurements，etC．

・高性能・多機能測定

・ExtensiverangeofhighperFormancemeasurementS

ACレベル測定　AClevelmeasurement

2chAC電圧計で測定レンジ0．316mV～100V

オート／マニュアルレンジで測定単位はV（mV）、dBV、dBm選択可。

2channelvoltmetercoversO・316mVtolOOVmeasurementrange．

Autoand ManualrangeresultsaredisplayedinV（mV），dBVor

dBm．

相対レベル測定　RelatjveLevelMeasurement

相対レベル測定は周波数特性測定やS／N測定、クロストーク

測定に有効。

Forfrequencyresponse，S／Nandcrosstalkmeasurements．

WATT表示機能　Wattindication

ACレベル測定と設定した仮想負荷抵抗RLにより電力を算出し表示。

CalcuIates powervalue uslng meaSuredACleveland preset

VirtuaHoadresistance（RL）．

ノイズ測定評価i Noisemeasurement

平均値／実効値／準ピーク検波の選択と内蔵フィルタを使用すれば

ソホメータ（ノイズメータ）として使用可能。
The analyzer can be used as a psophometer by selecting

average，RMS or Q－Peak detection with appropriate built－in

filter．

ひずみ率測定　DiStOrtionmeasurement

周波数範囲5Hz～110kHzで3種のひずみ測定が可能。

平均値／実効値応答選択可。

Threekindsofdistortion measurementwith eitheraverageor

RMSresponseareavailableforthe5HztollOkHzfrequency

range．

高調波と雑音成分を含んだひずみ＜THD＋N＞測定。

0．001％以下（－100dB）の測定も可。

Measures THD＋N（totaI harmonic distortion plus noise

COmPOnent）atO．001％orIessト100dB）．

第10高調波成分までを抽出。

特に200Hz～2kHzの範囲は0．0001％以下（－120dB）の測定が可能。

ExtractsuptothelOthharmoniccomponent．

MeasurementispossibIetoO．0001％orlessト120dB）for

frequenciesbetween200Hzto2kHz．

第2～第5高調波成分を測定表示。

THDとの同時表示や各成分の和、単独成分を数値とアナログバー

で表示。

Displays2ndto5th harmoniccomponents．Can bedisplayed

together with THD or asindividuaI／additive components，aS

digitaIreadoutandanalog bargraph．

デジタルオーディオダイナミックレンジ測定機能

ダイナミックレンジ測定に必要な3．16mV（－60dB入力）／31．62

mV測定レンジと、20kHzLPF／Pre－LPFを標準装備。

Digitalaudiodynamicrangemeasurement

3．16mV（－60dBinput）／31．62mV ranges（essentialfordynamic

rangemeasurements），Withstandard20kHzLPF／Pre－LPF．

，H。謂欝霊慧ト
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周波数測定　Frequencymeasurement

周波数範囲5Hz～110kHzのレシプロカル方式高速周波数

カウンタを内蔵。
ACレベル、ひずみ率、ワウフラック測定モードで動作。

Bujlt－in5HztollOkHzreciprocalhigh－SPeedfrequencycounter

isusedforFrequency，ACLevel，DistortionandWoや＆Flutter

modes．

S／N測定　＄／Nmeasurement

発振器のオン／オフと測定部の連動でS／Nを自動測定。

AutomaticS／Nmeasurementisgangedwithosci”atoroperation．

レシオ測定　RatiomeaSurement

A，B，2chのACレベルを測定し、チャネル間のレベル比A／Bまたは

B／Aを演算表示。ステレオ信号など、チャネルセパレーションや

クロストーク測定に有効。dB、％表示。

ACleveIsaremeasuredforAandBchanneJs．A／BorB／Alevel

ratiois calculated and dispIayed as dB or　％．Used for

measurlngStereOSignalchannelseparation，CrOSStalk，etC．

ワウフラック測定（工場オプション） 

Wow＆F 棉WGFW&ﾖV�7W&VﾖV踪�杷�7F�'微�F柳��｢�

オプション01の準ピーク応答（CCIR／DIN）とオプション02の実効

値応答（JIS）モデルを用意。

Option Ol：DIN and CCIR（Q－Peak response），Option O2：JIS

（RMSresponse）



ノイズ評価に必須のフィルタ／標準9種類とオプション5種類

9standard／50Ptionalnoiseevaluationfilters

20kHz：デジタルオーディオ用で、特に口一エンドオーディオ

CD、MD、DVDや半導体（ADC）評価に適します。オプションで1波

追加できます。

20kHz：Fordigitalaudio．ldealforl0WendaudioCD／MD／DVDand

semconductor笹DC）testing．OneextrafiEteroptl0nCanbeadded・

15kHz：DAJやBS／FMチューナ用、20kHz：デジタルオーディオ用、

80kHz：高域カット用。オプションで1波追加できます。

15kHz：ForDATandBS／FMtuners，20kHz：FordIgltalaudio，

80kHz：Highfrequencyelimination．Oneextra用teroptioncan

beadded．

100Hz：AMステレオのパイロット信号（25Hz）カット用、

200Hz：IHF－BPFの低域カットフィルタ。

100Hz：Reject25HzAMstereopiIotsignal，

200Hz：lHF－BPFlowfrequencyeHmination・

PSOPHO

A：lEC規格準拠のAフイ

AUD10のBAUDIO：lEC

できます。

A：LEC－Afllter，

extra fllter option

trademarkofDolby

二萱蛮琵撃頚彊済＝澄丞窒済済鰐藍肇囲

・LPF部とPSOPHO部に1波ずつ追加できます。

CCllTP53：電話／通信機器・回線評価用で、主にヨーロッパ向け。

C－MESSAGE：電話／通信機器・回線評価用でBELL規格、

主にアメリカ向け。

1kHzBPF：クロストーク測定用など。

3kHzBPF：クロストーク、消去率測定などで、主にテTプ測定用。

lEC－C：オーディオ機器評価用BPF特性。

315HzBPF：テープ評価用。

LPFsectionandPSOPHOsectioneachacceptonefilteroption

CCllTP53：Telephone／telecommunicatlOn equlPment，ClrCult

evaluatl0n（mainlyEurope）．

C－MESSAGE：Telephone／telecommunication equipment，BelI

standardclrCuiteva山at10n（malnIyU・S・）・

1kHzBPF：Crosstalkmeasurements，etC．

3kHz BPF：Crosstalk，eXtinction ratio measurements，etC・

foraudiotape）．

lEC－C：BPFcharacterlSticsfortestingaudl0devices・

315HzBPF：Audiotapetesting．

ルタ、CClR／ARM：ドルビー特性フィルタ、 BPF特性フィルタ。オプションで1波追加10 劔劔劔劔劔� �� ���� �� �� 免ﾆﾂ�49;I�ｨﾈ��剪� ��

AU 綿�(�H,b��� �� �� ��� ����ｦﾂ�ﾅ�b�$Fｸ8･｢�

0 洞M：Dolby，Audio：lECaudioBPF・One　－．0 まnbeadded．（－olbyisaregistered　＿2。 　　　（dB）20 劔劔劔劔劔� �� ���� �� �.B� �� ����l ぬ ∴ 

一 偖ﾆﾂ��� 蓬+��一淫 �� �� ����
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010）1klOk 　フィルタ特性例 Versatile－igitalFilters 劔劔劔� ���vｲ��陪B�

′ ′ J �� ��＼ �� �� ��LPF 22kH：己 � ��

C－ 番R�SS ������GE �� �� �� �� �� �� �� 

／ ��l l �� �� �� ��

＜OptionaIfilters 
／ �� �� ����l l �� �� �� ��

FREQlO　　　　　　　100　　　　　　　1k lOk l00k

（トk）

GP－lBandEXTl／Ointerfacesmakeiteasytoconstructautomatedtestsystems

1．100ポイントメモリ機能

2．メモリアドレス

オートシーケンス機能：

3判定機能：
4．外部制御機能：

5GP一旧標準装備：

1．100－POintmemory：

2．Autosequence：

3．JudgementfunctlOn：

4．Externalcontrol：

5．GP－lB（Standard）：

■Standardfllters

10グループに分割可能。

アドレスごとにシーケンスタイムが設定可能。

当社のSGと連動できます。

リミット値に対してUNDER／OVER／PASSのITL外部出力機能。

メモリリモート制御やモディファイ操作が可能。

8ビット2ポートの入出力機能で外部治具などの制御が容易。

各種のコントロール、測定データの送出、トークオンリ／リスンオンリモードでの連動機能・

メモリ内容の転送（DUMP）が実行でき、システム展開を容易に行えます。

Canbesp＝tintolOgroups・

Sequencetimecanbesetforeachmemoryaddress（CanbesynchronizedtoSGetc・）・

lTLext．outputfunctionforlEmitvaluesofUnder／Over／Pass・

All0WSremOteCOntrOl／modificationofmemory．

8－bit，2，POrtl／OforremotecontrolofJigsandDUT・

AllowseasysystemexpansIOn，WithcoProlofperipheraIequlPment・tranSferofmeasurementdata，

synchronizedoperation（taIkonly／I■StenOnlymodes）andmemorydumpfunction・



≡Audi6IAnaly由VPt王子25D SpeGifi由蜃麺豆：

■測定用信号源／Signalgeneratorsection

Outputsystem BAL／UNBAL，Dual，FEoatEng

Outputmode A，B，A＆B，A＆－B，OFF

Frequencyrange　　　　5，OHztollO．OkHz

Frequencyaccuracy　　±2％（0．101to10．09kHz）

±3％（Overa＝range）

Outputlevel dBV，dBmandV／mV

0utDut 免ﾔFVF��6R� 

BAL �%��&ﾆW72� 
600くつ±2％ ��

UNBAL ����&ﾆW72� 
600Q±2％ ��

Accuracy ±0．5dBorless

OutPut≧－45．99dBV（UNBAL），

≧－3997dBV（BAL）

±0．05dBorless（200Hzto20．OkHz）

（1kHzref　600Q）

OutPut1400dBV（UNBAL）／20．02dBV（BAL）

OutPutFmPedance＝600〔〕

Frequencv 謬�$�ﾂ�BAL �&Vﾖ�&ｷ2�

Allrange ��S��3��8�2�6s��D(�｢�≦0．01％ （一80dB） 疋В�

≦0．001％ ��S��C����2�THD 

（－100dB） ����ﾃ���D(�｢�（Passivefilter） 

THD 

（－120dB） ����ﾃ���D(�｢�（Passivefilter） 

OutPut20．02dBV（UNBAL）／2604dBV（BAL）

（LowImPedancemode）

20Hzto20kHz ≦0．003％（－90dB） ≦0003％（－gDdB）

OutputOFFnoISe　　　≦4LJVlrms】AFHter

Crosstalk　　　　　　　　　≦－120dB　20kHz

■測定機能部／Measurementsection

lnputsystem BAL／UNBAL，DuaI

Common F10atIng／Grounded

Inputmode A，B，A＆B，GeneratormonltOr

Measurementfunctl0n　（1）Frequency（lch）

（2）DClevel（1ch）

（3）ACleveI（2ch）

ReFativeleveE

WattlndlCatlOn

（4）Distort10n（2ch）

TotaldistortH〕n

THD（2ndtolOthHD）

HD（2nd，3rd，4th，5thHD）

（5）S／N（2ch）

（6）Ratio（A／B，B／A）（2ch）

（7）Wow＆Flutter（Optl0n）

1ch（AvaiFabIelnACleveE，DIStOrtion，S／N，Ratl0

andWow＆FFutter）

Measurementrange

Displayunrt

lnputlevelrange

5Hzto330kHz

±（5×10‾5＋1dlglt）

30mVtolOOV【rms】（1kHz）

DIStOrtionlnPutrange　　31．62mV：8to31．62mV

3．162mV：0．8to3．162mV

Measurementchannel　1chDCleve＝nputtermInal（BNC）

FuIIscale　　　　　　　　31．62V、3．162V、316．2mV

3ranges（Max60V）

Accuracy　　　　　　　±（03％ofFS＋0．7％ofreading）

＿＿二二・■・立とユニ．‾二二ヒ鑑二七三テキミ‡；二三・二幸‾‡＿■貢1′注r二二二．三Ll三二（、…主；ぎ二・二蔓きき．、磯

Fu”scale O，316mVtolOOV（7ranges）

（－7000to40．00dBV，FS）

（一67．78to4222dBm，FS）

Overrange Approx．10％（ExceptlOOVrange）

Accuracy　　　　　　　±2％ofFS（ExceptO，316mVrangeandQ－PEAK）

Flatness　　　　　　　　±3％orEess（20Hzto20kHz）

1kHz，Fu”scaEelnPut　　±10％orless（20Hzto20kHzQ－PEAK）

ResidualnoISe　　　　　4LN（UNBAL80kHzBWRMS／AVG）

8HV（UNBAL80kHzBWQ－PEAK）

RelatFVeFevel Measurementrange±130dB

Ref．settIngrange40．00t0－12000dBV

42．22t0－11778dBm

100．OtoO．0010mV

Wattindicat10n CalcuFatedfromanassumptlVe10ad

（1．Oto999．9Q）

盃盛瀾遜鞘塗遊撃
Measurementmode DISTN（THD＋N），THD，HD

Fundamenta＝requency lO．OHztollOOkHz（RangeofHDismax．330kHz）

100Hzt010，00kHzfor31．62mVand3162mVrange

Fu”scale　　　　　　　3162％toOOO3162％（5ranges）

Response RMS，AVG

2ndharmonicsaccuracy　±1dB：20Hzto2009kHz

±3dB：A‖rangeandTHDmode

ResldualnoLSeanddlStOrtl0n DISTN mode：Showbel0W

BAL＆UNBAL 劔 剪�

lnputranqe ��都S�F�3��6mVranqe ��認WFV7C����%r�
lnDUtlevel 覇4ｦ腮WB�FS－2．5dB 覇6ﾆ胼WB�FS－2，5dB 覇6ﾆ腮WB�FS－2．5dB 

≦0．001％ ��≦0．002％ �� ��80kHz BW 

≦－100dB ��X�ﾃ砺D"�≦－94dB ��X�ﾃ��D"�≦－84dB ��X�ﾃェD"�

≦0．005％ ��S��C��X�2�≦0．01％ ��S��C���2�≦0．02％ ��S��C�(�2�Full BW 

≦「86dB ��X�ﾃデD"�≦－80dB ��X�ﾃ��D"�≦一74dB ��X�ﾃsFD"�

31．6mVrange．－66dBorlessforUNBAL，

1kHz，316mVlnPut（20kHzBW）

3．16mVrange：－46dBorEessforUNBAL，

1kHz，3．16mVInPut（20kHzBW）

THDmode・ShowbeEow

lnputranqe �3．16Vranqe ��g&���R� ��

nDutlevel �8�C�eb�1V ���C3�eb�0．100V 

UNBAL ��く－120dB ��8�ﾃ��fD"�＜－106dB ��8�ﾃ吐D"�
＜－110dB ��8�ﾃ��fD"�＜－96dB ��8�ﾃ��D"�

201050kHz ��X�ﾃ���D"�≦－96dB ��X璽��D"�≦－86dB 

50tolOOkHz ��X�ﾃデD"�≦－86dB ��X璽��D"�1■≦一80dB 

BAL ��≦－110dB ��X�ﾃ���D"�≦－100dB ��X�ﾃ��D"�
≦－106dB ��X�ﾃ��fD"�≦一96dB ��X�ﾃ��D"�

20t050kHz ��X�ﾃ吐D"�≦－96dB ��X�ﾃ��D"�≦－86dB 

≦－86dB ��X�ﾃデD"�≦－80dB ��X�ﾃ��D"�

lnputleveErange

Accuracy

Flatness

0．05VtolOOVFrms】

10mVto3162mV【rms］

1mVto3．162mVlrms］（Fordynamicrangemeas．）

±2％ofFS：1kHz

±5％ofFS：1kHz（31．6mV，3．16mVrange）

（1kHzFuHscaleFnPut）

±5％orress：10．0HztollOOkHz

±10％or－ess：10．OHzto10．00kHz

（For31．6mVand3．16mVranges）



Measurementrange lOO．OVtoO．3162mVfs

Measurementrange Oto130dB

MeasurementrangeforeachSlevel

Sleve－（≦10kHz） 磐V�7W&VﾖV蹠&�誚R���（RMS／AVG） 凵iQ－PEAK） 

UNBAL �$�ﾂ�UNBAL �$�ﾂ�

≧31．6V（30dBV） ��C�3�D"�＞126dB ��C�#FD"�＞120dB 

≧3．16V（10dBV） ��C���D"�＞106dB ��C��FD"�＞100dB 

≧316mV（－10dBV） ��C��D"�＞8eidB ��CェD"�＞80dB 

≧31．6mV（－30dBV） ��Cs�D"�＞66dB ��CcFD"�＞60dB 

≧3．16mV（－50dBV〉 ��CS�D"�＞46dB ��CCFD"�＞40dB 

≧0．316mV（－70dBV） ��C3�D"�＞26dB ��C#FD"�＞20dB 

Accuracy　　　　　　　±1dB

SEevelmeasurementtimel．Oto30．Os

lnputEevel　　　　　100Vto30LLVlrms］（Fornumeratoranddenominator）

Measurementrange Max．－130dB

Unit Denominator：（m）V，dBV，dBm

Rat10：dB．％

Accuracy　　　　　　　±1dB

MeasurementchanneE Ich（OnlyAch）

Centerfrequency　：3kHz±200Hz

3．15kHz±200Hz

Fu”scale　　　　　　　3．162％，0．3162％（2ranges）

Response lEC（DIN），JIS，NAB

Frequencyresponse WTD：DIN45507

UNWTD：0．5to300Hz

Accuracy　　　　　　　±5％offullscale

lnputlevelrange Sameasdistortionmeasurement

（Except31．62mVand3．162mVranges）

■測定機能部共通項目／Commonsection
lnputimpedance AClnPutlOOkQ，270pForless

DClnPutlME？

MaximumInPutVOltage ACinput150V（DC＋ACpeak）

DCinput150V

Pre－LPF20kHz／OPT

HPF：200Hz／400Hz

LPF：15kHz／20kHz／30kHz／80kHz／OPT．01

PSOPHOA／AUDl0／CCIR468／CCIR－ARM／OPT，02

（LPF＆PSOPHOFilterarecomposedbydigitalcircuit）

Monitoroutput

Presetmemory

Interface

■その他／Others

Accessories

Powerrequ‖－ement

Dimensions，Mass

hputmonitor，readlngmOnitor

100points／10groups／Autosequence

Under／Pass／Over

ResultisoutputfromExt．1／○

GP一旧：SHl，AHl，T7，L3，SRl，RLl，PPO，DCl，

Memorydatacopy

SynchronlZedmemoryreca”

EXTl／O SequentLalmemoryrecaH

Directmemoryrecalt

Externalcontrol（8bItSX2ports）

ExternaIdataread（8bitsxIport）

RemotecontroIofrotaryencoder

OutputofjudgmentresuLt

lnstructionmanual，Powercable，Fuse，

GP－lBconnectorcap

Voltage：100，120，220，230V

ConsumptIOn：170VAorEess

W426xH149xD400mm

Approx．18kg

背面パネル／RearPanel

△安全に関するご注意 ��ﾈ+(諍w�,ﾈﾝｸ,ﾘ���X竧戯��k顋��h.h*ﾘ*�<x-ﾘ,ﾈ�9�8+X*ﾘ*域x*(*ﾘ+�+8*(�"�

●お問い合わせは・・…・

l¢V¢al大璧悪霊慧曹司
No．15，XinzhaiEast－Street，GanjingzIDistrict，Dalian，China

TEL：＋86－411－8630－3511FAX：＋86－411－8630－1415

このカタログの記載内容は2005年4月現在のものです。

本カタログ掲載商品の仕様、デザイン等は性能改善のため予告
なく変更させていただくことがあります。
SpecificationsaresubjecttochangeWIthoutnotICeforproduct

improvement．
APR2005PTlnledlnJapan

●カタログと実際の商品　画面の色は印刷インキの関係で多少異なって見えることがありますのでこ了承ください。


