
ＬＸ１０００　　仕　　様
デジタルマルチメータ機能 バーストノイズ

DCV 測定帯域 「ノイズ測定」参照

入力電圧 ±150V 入力インピーダンス 「ノイズ測定」参照

確度 ±(0.2% of rdg+0.3V) 最大入力電圧 「ノイズ測定」参照

ACV 入力レンジ 「ノイズ測定」参照

入力電圧 150Vrms レベル確度 ± 4% of range （指定の周波数にて）

周波数 20Hz～1kHz ダイナミックレンジ 70dB

確度 ±(0.5% of rdg +0.3V) （15Hz～200Hz） フィルタ 「ノイズ測定」参照

ループバック抵抗 キャプチャ時間 370us～950ms

レンジ/確度 （ 但し、周波数 スパンに依存 ）

レンジ 確度 トリガ フリーラン、入力信号、TCM-ISDN同期

1k ohm ±(0.5% of rdg+5ohm) （23±5℃） 減衰(インサーションロス)

10k ohm ±(0.3% of rdg+50ohm) （0～50℃） 測定帯域 16.8457Hz～15.18MHz

100k oh ±(0.3% of rdg+500ohm) （0～50℃） 測定周波数分解能 「ノイズ測定」参照

1M ohm ±(0.3% of rdg+5kohm) （0～50℃） 確度 ±2dB

絶縁抵抗 出力仕様

レンジ/確度 出力電圧 0dBm/Tone (@100Ω）

レンジ 確度 周波数スイープ Multi-tone Group sweep

100k～1M ohm ± 5% of range 出力インピーダンス 100/135/600

1M～10M ohm ± 5% of range （ 但し、周波数 スパンに依存 ）

10M～100M ohm ± 5% of range 入力仕様

試験電圧 50V±5% 入力インピーダンス 100/135/600

回線容量 （ 但し、周波数 スパンに依存 ）

レンジ/分解能/確度 ダイナミックレンジ 100dB以上 with Auto ranging

レンジ 分解能 確度 アベレージング 16回

100 pF～100nF 10pF（Typ.) ±(5% of range+1nF) 装荷線輪検出

10nF～1uF 100pF （Typ.) ±(5% of range+10nF) 最大検出個数 4個

100nF～5uF 500pF （Typ.) ±(5% of range+50nF) 測定周波数帯域 16.8457Hz～5.93kHz

縦バランス 周波数分解能 16.8457Hz

Voice帯域測定 インピーダンス

レンジ 0～60 dB 測定帯域 16.8457Hz～15.18MHz

確度 ±2dB 測定周波数分解能 「ノイズ測定」参照

測定周波数 16.8457～4312.5Hz 測定抵抗レンジ 0～1.2kΩ （ 周波数 スパンに依存 ）

テスト信号出力（開放時） 0.316Vrms　（Typ.) （T-G/R-G端子間） 確度　¦Z¦ ±(2% of rdg + 5Ω) （ 周波数 スパンに依存 ）

ADSL帯域測定 信号発生

レンジ 0～40 dB 出力周波数設定 16.8457Hz分解能 （16.8457Hz～5.93kHz）

確度 ±2dB 539.06Hz分解能 （539.06Hz～138kHz）

測定周波数 4.3125～1104kHz 2.15625kHz分解能 （2.15625kHz～552kHz）

テスト信号出力（開放時） 0.316Vrms　（Typ.) （T-G/R-G端子間） 4.3125kHz分解能 （4.3125kHz～1.104MHz）

TDR 8.625kHz分解能 （8.625kHz～2.208MHz）

レンジ (但しVOP=0.65のとき） 43.125kHz分解能 （43.125kHz～15.18MHz）

測定距離 1m～20km　（5つの距離スパン） 出力レベル（開放時） 0.632Vrms　（Typ.)

（但し、線径に依存） 回線評価

出力パルス幅 5ns～4.5us GO/NOGO判定 LXOSSにて判定

VOP : Velocity of  Propagation SNR解析 LXOSSにて判定 （開発中）

ノイズ (Powe r Spec trum Density) 伝送レート推定機能 LXOSSにて判定 （開発中）

測定帯域 16.8457Hz～15.18MHz ノイズ源推定機能

（但し、入力インピーダンスの設定に依存） サンプルシグネチャ

測定周波数分解能 16.8457Hz分解能 （Voiceスパン） G.991.2 G.992.1 G.992.2

539.06Hz分解能 （138kHzスパン） HDSL TCM-ISDN T1

2.15625kHz分解能 （552kHzスパン） インターフェース

4.3125kHz分解能 （1.1MHzスパン） 測定ポート RJ45

8.625kHz分解能 （2.2MHzスパン） TCM-ISDNクロック入力 RJ11

43.125kHz分解能 （15MHzスパン） 10/100BASE-T RJ45

入力インピーダンス 100/135/600/ハイインピーダンス RS232C 9pin　DSUB

（ 但し、 周波数スパンに依存 ） 各種LEDインジケータ

最大入力電圧 20Vp-p 一般仕様

入力レンジ Auto range,10V, 2V, 200mV, 20mV, 2mV 電源 AC100V ～ 240V　50Hz/60Hz

確度 ±1dB （-100dBm/Hz以上） 消費電力 36VA　（ AC100V、50Hz動作時 )

ノイズ測定限界（ノイズフロア） -140dBm/Hz以下 （1.1MHz,  100Ω） 使用温度、使用湿度 0～50℃ / 20～85%以下、結露無きこと

ダイナミックレンジ 70dB 保管温度、保管湿度 -20～60℃ / 90%以下、結露無きこと

フィルタ 使用高度 2000m以下

（ 但し、周波数 スパンに依存  ） 外形寸法 426(W) x 250(D) x 44(H) mm

FFT 窓タイプ Hanning / Rectangular 重さ 3.0kg以下

アベレージング 1～16 LXオペレーションサポートシステム要件

Maxホールド 1～32 PC仕様（推奨） Pentium III 500MHz以上

トリガ フリーラン、TCM- ISDN同期 メモリ　256MB以上

ハードディスク容量　1GB以上

対応OS Windows 2000　SP1/SP 2

IEEE std743 C-message, D, E, F, G, なし
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