
安全にご使用いただくために
本機器の取り扱いにあたっては下記の注意事項を必ずお守りください。
これらの注意に反したご使用により生じた障害については、当社は責任と保証を負いかねます。なお、
本機器をご使用になる前に、測定器本体の取扱説明書 ( ユーザーズマニュアル ) をお読みいただき、
測定器本体の仕様 /取り扱いを十分ご理解のうえ、本機器をご利用ください。

本機器には、次のようなシンボルマークを使用しています。

	 “取扱注意 ”( 人体および機器を保護するために、ユーザーズマニュアルやサービスマニュア
ルを参照する必要がある場所に付いています。)

	 機能接地端子 ( 保護接地端子として使用しないでください。)

感電事故など、使用者の生命や身体に危険が及んだり、機器損傷の恐れがあるため、次の注意事項
をお守りください。

	 警　　告
測定器本体の接地
必ず測定器本体を保護接地してください。
湿気の多い場所での使用禁止
感電を防ぐために、湿気の多い場所では使用しないでください。
ガス中での使用禁止
負傷や火炎を防ぐため、可燃性、爆発性のガスまたは、蒸気のあるところでは使用しない
でください。

	 注　　意
電流出力端子
本機器の電流出力端子の絶縁被覆を傷つけないようにしてください。
出力端子のショート /電圧印加
出力端子をショートしたり、外部から電圧を加えないでください。機器を損傷する恐れが
あります。
本機器に供給される電源
当社製ディジタルオシロスコープDLシリーズ ( 以降、オシロスコープDLシリーズと略す )
に装備されているプローブ用電源端子または当社製電源 ( 形名 700938 または 701934) を使
用してください。
電源ケーブル
本機器に使用する電源ケーブルは、必ず付属のケーブル ( 部品番号 B9852MJ) を使用してく
ださい。
接地
電圧出力端子の 端子の電位は、接続されたオシロスコープDL シリーズの接地端子と同
電位です。
汚れを取るときには
汚れをとるときは、柔らかく乾いたきれいな布で軽く拭き取ってください。ベンジンやシ
ンナーなどの薬品を使用しないでください。
その他の取り扱いについて
・	 落下や物に当てるなど、衝撃を与えないようにしてください。
・	 銘板面を下側にして使用しないでください。
・	 本機器は小形軽量なため、電圧プローブや電流プローブを接続した ( 取り付けた ) とき
に本機器が傾きやすくなります。本機器と各プローブを平坦な場所に置いて、本機器が
傾かないようにしてご使用ください。

使用環境の制限
使用環境に制限があります。ご注意ください。

	 注　　意
本製品はクラスＡ ( 工業環境用）の製品です。家庭環境においては、無線妨害を生ずること
があり、その場合には使用者が適切な対策を講ずることが必要となることがあります。

廃電気電子機器指令
	 廃電気電子機器指令 (2002/96/EC)

	 ( この指令は EU圏内のみで有効です。)
	 この製品はWEEE 指令 (2002/96/EC) マーキング要求に準拠します。このマークは、

この電気電子製品を一般家庭廃棄物として廃棄してはならないことを示します。

	 製品カテゴリー
	 WEEE 指令の付属書 1に示される製品タイプに準拠して、この製品は “監視及び制御

装置” の製品として分類されます。

	 EU 圏内で製品を廃棄する場合は、お近くの横河ヨーロッパ・オフィスまでご連絡く
ださい。家庭廃棄物では処分しないでください。

このマニュアルで使用している記号
	 本機器で使用しているシンボルマークで、人体への危険や機器の損傷の恐れがある

ことを示すとともに、ユーザーズマニュアルを参照する必要があることを示します。
ユーザーズマニュアルでは、その参照ページに目印として、「警告」「注意」の用語
といっしょに使用しています。

	 警　　告	 取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険があるときに、その
危険を避けるための注意事項が記載されています。

	 注　　意	 取り扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか、または物的損害のみが発生する
危険があるときに、それを避けるための注意事項が記載されています。

Note	 本機器を取り扱ううえで重要な情報が記載されています。

1.	概要
	 本機器は、電流プローブと電圧プローブの信号伝達時間の違い ( スキュー、遅延時間 ) を調整する
ための信号源です。オートデスキュー機能付きの当社製オシロスコープをご使用の場合、自動でス
キューを調整できます。
Note
・	 スキューを調整する場合、本機器から出力される電圧 /電流信号の立ち下がり波形を使用して
ください。

・	 電流プローブを接続するとき、本機器と電流プローブの電流方向を示す矢印の向きを一致させ
てください。

・	 本機器の電圧出力端子の 端子には、接続するプローブのグランド ( 差動プローブのときは
マイナス入力 -通常は黒色 ) 端子を確実に接続してください。

・	 大電流が流れる回路やトランスなどの強磁界が発生しているものの近くや、無線器などの強電
界の発生しているものの近くでは、正確な補正ができない場合があります。

2.	外形図と各部の名称
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電源コネクタへ

(銘板面に印刷されている　  は、電流
プローブの矢印と向きを合わせるため
のマークです。)

銘板面 (単位：mm)

プローブ用電源端子または電源
(形名700938または701934)へ

電源ケーブル
B9852MJ

(ケーブル長:1.5m)

3.	仕様
出力電圧 /電流
( 方形波 )

出力電圧
約5V

出力電流

約－100mA
出力周波数 約 15kHz
立ち下がり時間 約 15ns
使用温度範囲 5〜 40℃
使用湿度範囲 20 〜 80%RH( 結露しないこと )
保存温度範囲 − 20 〜 60℃
保存湿度範囲 20 〜 80%RH( 結露しないこと )
電源電圧 ＋ 12V ± 1V( 電源ケーブル B9852MJ を使用して、オシロスコープDLシリー

ズに装備されているプローブ用電源端子または電源 ( 形名 700938 または
701934) から供給 )

電源電流 150mA以下
外形寸法 82.8mm(W) × 32.5mm(H) × 69.2mm(D)	( 突起部を除く )
質量 約 150g
付属品 電源ケーブル B9852MJ 1 本

ユーザーズマニュアル 1冊 ( 本書 )
エミッション 適合規格 ・EN61326-1		Class	A

・EN61326-2-1
・EN55011		Class	A、Group	1
・C-tick		EN55011		Class	A、Group	1

本製品はクラス A( 工業環境用 ) の製品です。家庭環境においては、無線妨害
を生ずることがあり、その場合には使用者が適切な対策を講ずることが必要と
なることがあります。

イミュニティ 適合規格 EN61326-1	Table	2	( 工業立地用 )

4.	使用方法
1.	 本機器の電源コネクタに、電源ケーブルを接続します。
2.	 オシロスコープDLシリーズのプローブ用電源端子または電源 (形名 700938または 701934) に、
本機器の電源ケーブルのもう一方を接続します。

3.	 本機器の電圧出力端子に、電圧プローブ ( パッシブプローブまたは差動プローブ ) の先端を接続
します。

4.	 オシロスコープDLシリーズの測定入力端子に、電圧プローブ ( パッシブプローブまたは差動プ
ローブ ) の BNC コネクタ側を接続します。

5.	 本機器の電流出力端子に、電流プローブを接続 ( クランプ ) します。
6.	 オシロスコープDLシリーズの測定入力端子に、電流プローブの BNCコネクタ側を接続します。
電流プローブを接続した場合、オシロスコープの測定入力端子のプローブの設定を、電流プロー
ブ用 ( 電流 - 電圧換算ができる設定 ) にしてください。

	 オシロスコープの
測定入力端子へ

オシロスコープの
測定入力端子へ

接地端子へ

プローブ用電源端子*へ

オシロスコープの
測定入力端子へ

プローブ用電源端子*へ

電流プローブ
(701932、701933、

701928、または701989)

差動プローブ
701921

プローブ用電源端子*へ

電源ケーブル
B9852MJ

本機器 701935
(デスキュー調整信号源)

本機器と電流プローブの電
流方向を示す矢印の向きを
一致させてください。

黒(　端子へ)
赤(5V端子へ)

端子へ

端子

5V端子へ
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* プローブ用電源がオシロスコープに装備されている場
合は、その端子に接続します。ただし，プローブ用電源
の供給範囲を超えないようにしてください。

差動プローブの代わりにパッシブ
プローブを使用する場合

7.	 オシロスコープDLシリーズで、本機器から出力される電圧 /電流信号の波形の立ち下がり部を
観測します。オシロスコープの設定方法については、それぞれの製品のマニュアルをご覧くだ
さい。

8.	 オシロスコープDLシリーズのデスキュー機能で、波形の立ち下がり始めの部分が一致するよう
に調整します。

オシロスコープDLシリーズで、波形の取り込み条件のアクイジションモードをアベレージングモー
ドにして、スキュー補正をした例

	

スキュー補正前 スキュー補正後

電圧信号 電流信号
立ち下がり始め
の部分

User's
Manual

701935
デスキュー調整信号源

このたびは、デスキュー調整信号源(形名701935)をお買い上げいただきましてありがとうございます。
本機器の全機能を十分に活用していただくため、ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、
正しくお使いください。
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