
アナログ測定

国 lマイクロ波周波数カウンタ

HP 5342A， 5343A 自動，高感度・広帯域 18GHz/26.5GHz
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オプション

匂静HP矧 2A

特長

・μP(マイクロプロセッサ)コントロール

・26.5GHzまでのMW信号の周波数を自動測定

・広レンジFMトレランス

・入力レベル表示(HP5342Atこオプション)

・高感度

・自動/手動オベレーション

概観

HP 5342A， 5343A内動マイクロ波カウンタは，10Hzから 18GHz/26.5

GHzまでの周波数とレベノレ(I-IP5342Aオプション)を測定します。

マイク口被カウンタとしては， 111: 界て官討~)にμP ("?イクロプロセ y サ)

を使用していますから，周波数オフセ y トなどの操作はもとより.機

器の動作診断などの機能を備えているので安心してご利JIJ~、ただけま

す。表示は11桁.僧位(GHz，Ml!z， kHz， Hz)ごとに分けられたぷ示

部により縦突な読み取りをしていただけます。

I-1P 5342A， 5343Aの測定校体iは，向調波ヘテロダイン・ダウン・コ

ンパータと 呼ばれるが「しい技術です。この技術は， ヘテロダイン ・コ

ンパータと トラ ンスファ・オシレータの両方の利点をいかして結合し

たもので， 1秒間のゲート時lilJで1Hz単位までのislJAが 可能になりまし

た。また.向感度.広レンジ FMトレランス， 1 "1 卸J仮申/~弁日1]機能なども

大きな特長です。 n動仮帽弁日IJ機能により，信号スペクトラム (500Ml!z

-26.5GH z) のうちの役大信号のレベルを 内動iJIIJ ~主できます。

入力レベル測定(オプション002，HP 5342Aのみ)

オプショ ン002は.マイクロ波信号の入ブJレベノレを II動的に測定できる

機能が迫力日できます。入力レベノレの表ノJ三はd8m'l1位でなされ， 11桁R
示のうち周波数ぷノI三はMHz'll位で¥レベノレ表ぷはO.ldBml引立で1.;]11年

表示されます。

入力レベル捌l仏~のオプションを追加することは. 周波数測定を行う

IliJに過大入)J~)j iIーのためにレベノレをチェ y クすることに役立ちます。

また，同時に周波数iJIIJ定のダイナミック・レンジを拡大する機能も迫

})nされます (+20dBm)。このダイナミック ・レンジ拡大は撚湘 IlP 5342 

Aにオプション003としても追加lできます。

なお，入)Jレベノレ測定オプションは.原敬，¥，'， (J8G11z)の IIP5342A 

だけに追加lできる機能で 24GHzオプションと 殺備するこ とはできま

せん。

FMトレランス

マイクロ iJHtザキャリアはFM変調されていることが多いので， FMト

レランス(許可半皮)が広いことが~ボされます。 HP 5342AのFM トレラ

ンスは，ワイド・モードにおいて50M1Izp-pとJド'此に!よくなっていま

す。ノーマノレ・モードでは，アクイジションl時fillが縦くなりますが.

トレランスは20MHzp-pとなっています。

11 P 5343Aでは，これらのモードに}JIIえてトレランス6MHzp-pの前i

i!l¥アクイジション・モードももっています。
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オフセット機能

7 イクロプロセ ッサ ・コントロールによ り，周波数オ フセ y トの機能

を利HJしていただけます。この周波数オフセ y ト機能は，入 )J信号に

対してIl!z'll位の周波数値をあらかじめ加減できるもので二 IF周波数オ

フセットや，基準周波数に対しての偏益などが直接調IJ定できます。さ

らに，11 P 5343Aにはオ フセ y ト機能として，mX:tbモードが可能でー

す。この使j日例として，受1.l機などのローカノレ発仮採の周波数を直接

測定し，向調波次数をかけイ干せたあと， IF周波数をオフセッ トして未

知のチューニング周波数を知るとい うものがあ ります。

オプンョン002(I-1P 5342A)が迫})Uされていれば，このオフセ y ト機

能はレベル測定にも応川 できかっ表示可能になります。また.オ フセ

ッ ト値は必要に応じてリコーノレ(呼び出し)ぷ示できるよ うに な って い

ます。

積算(HP5343A) 

I-IP 5343Aの入力2(周波数レンジ10Hz-520Ml-lz)は， 500MI-Izまでの

入カ信号の積算が可能てeす。 読み取りはフロントリマネ jレ・スイッチ.

あるいはHP-IBにより コントロールされます。

ディジタル/アナログ・コンパータ(オプション004)

オプション004ディジタノレ/アナログ ・コンパータは，表示される測定

データの3桁分をD/A変換し，裏而ノマネノレから数依に応じたアナログ出

力が取りt-Hせます。この機能は特に7イクロ波発援~"'の周波数ドリフ

トを ストリップチャートでモニタするときに似利です。

HP-旧(ヒューレット./，ッカード・インタフェースリ〈ス)

I-IP 5342A，5343Aはオプション011を指定することにより I!P18適合

品となり， システム ・ユースとして大変使平IJです。 l-IPIBとし てデス

クト yプ ・コンビュータ， コンビュータまたは他の俄総と組み合わせ

て使)f)する場合にはぷ而ノマネノレ，張lfiiノマネノレのすべての機能がプログ

ラ7 プノレにな ります。また，プログラムによって千倒J動作がj1IliKでき

ますので 801百 S以下という知いアクイジション11;1'1111で、r¥)j速の測定も可

能 です。



仕樟 HP 5342A，5343A 

入力 1
周波数レンジ 。

HP 5342A: 500MHz-18GHz 
HP 5343A: 500MHz-26.5Gl-Iz 

感度

HP 5342A: -25dBm， 500Mllz-12.4GI-Iz 

-20dBm， 12.4GHz-18Gl-Iz 
HP 5343A: -33dBm， 500Ml-lz-12.4GHz. -28dBm， 12.4 
GI-Iz-18Gl-Iz. -23dBm， 18Gl!z-26.5GHz. 

最大入カレベル +7dBm 

入力インピーダンス :L~税;500

入力コネクタ

HP 5342A : N~， メス

HP 5343A : APC-3. 5，オス

鍋焼レベル +25dBmピーク

結合 :lJ..f.!1にはDC結合， iJll)定音寺回路にはAC結合

SWR く 2 1 (代表イ直)，500MHz-IOGHz.く 3: 1 (代表仰[)，
10GHz-18/26.5GHz 
FM トレランス(裏面/~ネ JL.-，スイッチで選択) : 

ワイド 50MIIz p-pワースト ・ケース

ノーマル 20MHz p-pワースト・ケース

ナ口一 (HP5343Aのみ): 6MHz p-pワースト ・ケース

変調指数 DC-I0MHz 

AMトレランス 変調指数により ，感度のレベノレ値を超える信号レ

ベノレであればカウントします.

自動振幅弁別機能 :常に信号レベノレが最高の信号周波数を測定し

ます.ただし，500MHz以内に後数の信号スペクトラムが存住する

ときは最高信号は他よりも 6dB苅いこと.また500MHz-18/26.5
GHzのレンジにおいては20dB以 t高いことが必要

測定モード

自動 感度内にある最高レベノレの信号周波数を自動的にとらえ

て， 内動表示します.

手動 nの周波数に対して， :t50MHzの中心周波数を設定する

必嬰があります.

アクイジション時間

自動測定モード (ナロ ー):く200ms HP 5343Aのみ

自動測定モード (ノーマJレFM)。く530ms
自動測定モード(ワイドFM) く2.4s

手動測定モード <80ms 

入力 2

周波数レンジ 10Hz -520MHz (直接計数)

感度 :25mVrms， 10I-Iz-520MHz(500入力インピーダンス)

50mVrms， 10Hz-25MHz(lMO入力イ ンピーダンス)

入力インピーダンス lMO//50pFまたは500選択可

結合 AC結合

入力コネクタ 。タイプBNC， メス

最大入カ :

500: 3.5Vrms(+24dBm)または5VDC(過 負荷保護ヒ ューズ付

き)

IMO: 200VDC+5.0Vrms 

タイムベース

周波数 10MHz 

エージング・レート < 1 X 10'/ FJ 
タイムベース出力(裏面パネル)

周波数 10MHz， 2.4V以上の矩形波， BNC端 f
外部タイムベース入力 10MHz， 1.5Vp-pの正弘波または矩形波

(lkO負荷)

高安定タイムベース(オプション001)

周波数 :10MHz 

ヱージング・レート く5xlO-1o
/日(24時間ウォ ームアップ後)

温度特性 ーく 7X 10-'( 0 -50'C) 

その他の仕棟

確度 :tlカウント±タイムベースの確度

分解能 '表面ノマネルのプ ，/:/ュ ボタンで選択. 1 Hz-1 MHz. 
1秒ゲート時間で 1Hzの分解能

表示 LEDU桁表示， GHz， MHz， kHz， Ilzの単位ごと表示

セルフチェ ック プンシュボタン操作により 75MHzを表示

周波数オフセット プ yシュポタン操作により， 1Hz分解能で叩1)

定値に対する加減(オフセット)が可能

周波数逓倍(HP5343A) : mX :tb，測定イrlIは99までの整数で逓f脅
されます.オフセントは逓倍後にかけられます.フロント・パネ

ル操作

積算(HP5343A) : 500MHzまでの入力 2の信号を積算，読み取り

はフロント・ノマネノレあるいはHP-IBでコ ントローノレさ れ ます.

サンプル・レート 20ms-ホーノレド

IF出カ ダウン・コンパートされたIF出力(25MHz-125MHz)を

裏凶lノマネノレ出力端子より取り出し可能

動作温度範囲 0-50・c
電源 100!120!220!240Vrms， +5%，ー10%，48-66Hz.最大100
VA 

外形寸法 :約133(高さ)x213(幅)x498(奥行)mm 

オプション

001 高安定タイムベース

002 入力レベノレ測定(HP5342Aのみ)

入力 l

周波数レンジ 500Ml-lz-18GHz 
ダイナミンク ・レ ンジ(周波数・レベJレ測定と も) ー22-+
22dBm. 500MHz-12.4GHz. -15-+22dBm， 12.4GI-!z 
-18GHz. 
最大動作レベル.+22dBm 

損焼レベル +25dBmピーク

過負荷アラーム 入力レベノレが+20dBmになるとアラーム表

示がされます.

分解能 O.ldBm 

確度 :t1.5dB 

測定時間 100ms+周波数測定時間

表示ー周波数(lMI-!z単位)と同時表示

入力 2(500入力インピーダンスのみ): 

周波数レンジ 10MI-!z-520MHz 
ダイナミック ・レ ンジ ー17-+20dBm

介解能 :O.ldBm 

確度 ::t1.5dB 

003 :ダイナミック・レンジ拡大 (HP5342Aのみ)

周波数レ ンジ 500MHz-18GHz 

感度 ー22dBm，500MHz-12.4GI-!z.一15dBm， 12.4GI-!z 
-18GHz. 

最大動作レベル +22dBm 

ダイナミック・レンジ 44dB，500恥1I-!z-12.4GHz.37dB，12.4 
GI-!z-18GHz 

004 テPイジタル/アナログ ・コンノぐータ

005 : 24GHz周波数カウンタ (HP5342Aのみ)

006: 8 W入力リミッタ

注 オプション002，003との同時指定はできません.

011 : I-!P-IBイ ンタフェース


