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警告

保守点検に関する説明は、資格のあるサービス担当者のみを対
象としています。危害がおよぶ恐れがありますので、資格がない
限り保守点検を行わないでください。保守点検を実行する前に、
すべての安全性に関するサマリをご覧ください。

このマニュアルは、ファームウェアのバージョン 2.1 以上の

SPG700 型を対象としています。
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保証期間

当社は本製品について、当社の認定代理店による出荷の日から 1 年間、その素材および製造工程に欠陥がないことを保

証します。本保証期間中、かかる製品に欠陥があることが判明した場合、当社は、当社の判断にて、部品および作業の費
用を請求せずに当該欠陥製品を修理するか、または当該欠陥製品と交換に代替品を提供します。当社が保証遂行のた
めに使用する部品、モジュール、および代替品は、新品の場合もあれば、新品同様の性能を持つ再生品の場合もありま
す。交換後、当社が引き取った部品、モジュール、および製品はすべて当社の所有物となります。

お客様が本保証に基づくサービスを受けるには、適用保証期間が満了する前に、当該欠陥について当社に通知し、サー
ビス実施に関する適切な手配を行う必要があります。お客様には、当該欠陥製品を梱包していただき、送料元払いにて当
社指定のサービス受付センターに送付していただきます。製品をお客様に返送する際、返送先が当社サービス受付セン
ターの所在国と同一国内にある場合には、当社がその返送費用を負担するものとします。上記以外の場所に返送される
製品については、すべての発送費用、関税、税、およびその他の費用を支払う責任はお客様が負うものとします。

製品の不適切な使用または整備点検の不足によって生じた欠陥、障害、または損傷は、本保証の対象外です。当社は、
次の事項については、本保証に基づくサービスを提供する義務を負わないものとします。a）当社担当者以外の者による

本製品の設置、修理または整備の実施から生じた損傷に対する修理。b）不適切な使用または互換性のない機器への接

続から生じた損傷に対する修理。c）当社製以外のサプライ用品の使用により生じた損傷または動作不良に対する修理。

d）本製品が改造または他の製品と統合された場合において、かかる改造または統合の影響により当該本製品の整備の

時間または難易度が増加した場合の当該本製品に対する整備。

本保証は、明示であるか黙示であるかを問わず他のあらゆる保証の代わりに、本製品に関して当社がお客様に対して提
供するものです。テクトロニクスおよびその販売店は、商品性または特定目的に対する適合性についての一切の黙示保
証を否認します。不具合のある製品を修理または交換するという当社の責任行為は、本保証の義務違反に対してお客様
に提供される唯一の救済手段です。当社および当社代理店は、間接的、限定的、偶発的、または派生的な損害について
は、かかる損害の可能性を事前に通知されていたか否かにかかわらず、一切責任を負わないものとします。
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安全性に関する重要な情報

このマニュアルには、操作を行うユーザの安全を確保し、製品を安全な状態に保つために順守しなければならな
い情報および警告が記載されています。

本機の点検にあたっては「安全にご使用いただくために」に続く「Service safety summary」を参照して、事故防止に

つとめてください。

安全にご使用いただくために

製品は指定された方法でのみご使用ください。人体への損傷を避け、本製品や本製品に接続されている製品の
破損を防止するために、安全性に関する次の注意事項をよくお読みください。すべての指示事項を注意深くお読
みください。必要なときに参照できるように、説明書を安全な場所に保管しておいてください。

該当する地域および国の安全基準に従ってご使用ください。

本製品を正しく安全にご使用になるには、このマニュアルに記載された注意事項に従うだけでなく、一般に認めら
れている安全対策を徹底しておく必要があります。

本製品は訓練を受けた専門知識のあるユーザによる使用を想定しています。

製品のカバーを取り外して修理や保守、または調整を実施できるのは、あらゆる危険性を認識した専門的知識の
ある適格者のみに限定する必要があります。

使用前に、既知の情報源と十分に照らし合わせて、製品が正しく動作していることを常にチェックしてください。

本製品は危険電圧の検出用にはご利用になれません。

本機を大きなシステムの下で使用する場合、そのシステムを構成する他のパーツにアクセスしなければならない
場合があります。他のシステムの操作に関する警告や注意事項については、その製品コンポーネントのマニュア
ルにある安全に関するセクションをお読みください。

本機をシステムの一部として使用する場合、そのシステムの安全性についてはシステムの構築者が責任を負うも
のとします。

火災や人体への損傷を避けるには

適切な電源コードを使用してください： 電源コードは本機に適した仕様で、使用国の基準を満たすもののみを使

用してください。

本製品を接地してください： 本製品の電源コードには接地用のグランド線が付いています。感電を避けるため、グ

ランド線をアースに接続する必要があります。本製品の入出力端子に接続する前に、製品が正しく接地されてい
ることを確認してください。電源コードのグランド接続を無効にしないでください。

電源の切断： 本製品は、電源コードを引き抜いて電源ソースから切断します。スイッチの位置については、使用

説明書を参照してください。電源コードの取り扱いが困難な場所には設置しないでください。必要に応じてすぐに
電源を遮断できるように、ユーザが常にアクセスできる状態にしておく必要があります。

すべての端子の定格に従ってください： 発火や感電の危険を避けるために、本製品のすべての定格とマーキン

グに従ってください。本製品に電源を接続する前に、定格の詳細について、製品マニュアルを参照してください。

コモン端子を含むどの端子にも、その端子の 大定格を超える電位をかけないでください。

カバーを外した状態で動作させないでください： カバーやパネルを外した状態やケースを開いたまま動作させない

でください。危険性の高い電圧に接触してしまう可能性があります。

露出した回路への接触は避けてください： 電源が投入されているときに、露出した接続部分やコンポーネントに触

れないでください。
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故障の疑いがあるときは使用しないでください： 本製品に故障の疑いがある場合には、資格のあるサービス担当

者に検査を依頼してください。

製品が故障している場合には、使用を停止してください。製品が故障している場合や正常に動作していない場合

には、製品を使用しないでください。安全上の問題が疑われる場合には、電源を切って電源コードを取り外してく
ださい。誤って使用されることがないように、問題のある製品を区別できるようにしておいてください。

使用前に、電圧プローブ、テスト・リード、およびアクセサリに機械的損傷がないかを検査し、故障している場合に

は交換してください。金属部が露出していたり、摩耗インジケータが見えているなど、損傷が見られるプローブま
たはテスト・リードは使用しないでください。

使用する前に、製品の外観に変化がないかよく注意してください。ひび割れや欠落した部品がないことを確認して

ください。

指定された交換部品のみを使用するようにしてください。

湿気の多いところでは動作させないでください： 機器を寒い場所から暖かい場所に移動する際には、結露にご注

意ください。

爆発性のガスがある場所では使用しないでください：

製品の表面を清潔で乾燥した状態に保ってください： 製品の清掃を開始する前に、入力信号を取り外してくださ

い。

適切に通気してください： ユーザ・マニュアルの設置手順を参照し、十分な換気を確保してください。

製品には通気用のスロットや開口部があります。その部分を覆ったり、通気が妨げられたりすることがないように

してください。開口部には異物を入れないでください。

安全な作業環境を確保してください： 製品は常にディスプレイやインジケータがよく見える場所に設置してくださ

い。

作業場が該当する人間工学規格を満たしていることを確認してください。ストレスに由来するけががないように、

人間工学の専門家に助言を求めてください。

本製品には指定された当社のラック取り付け金具のみを使用してください。

安全に保守点検していただくために

「安全に保守点検していただくために」のセクションには、製品の保守点検を安全に行うために必要な詳細な情報

が記載されています。資格のあるサービス担当者以外は、保守点検手順を実行しないでください。保守点検を行
う前には、この「安全に保守点検していただくために」と「安全にご使用いただくために」をお読みください。

感電を避けるため、： 露出した接続部には触れないでください。

保守点検は単独で行わないでください。： 応急処置と救急蘇生ができる人の介在がない限り、本製品の内部点

検や調整を行わないでください。

電源を切断してください。： 保守点検の際にカバーやパネルを外したり、ケースを開く前に、感電を避けるため、製

品の電源を切り、電源コードを電源コンセントから抜いてください。

電源オン時の保守点検には十分注意してください。： 本製品には、危険な電圧や電流が存在している可能性が

あります。保護パネルの取り外し、はんだ付け、コンポーネントの交換をする前に、電源の切断、バッテリの取り
外し（可能な場合）、テスト・リードの切断を行ってください。

修理後の安全確認。： 修理を行った後には、常にグランド導通と電源の絶縁耐力を再チェックしてください。
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本マニュアル内の用語

本マニュアルでは以下の用語を使用しています。

警告： 人体や生命に危害をおよぼすおそれのある状態や行為を示します。

注意： 本機やその他の接続機器に損害を与えるおそれのある状態や行為を示します。

本機に関する用語

本機では次の用語を使用します。

■ 危険： ただちに人体や生命に危険をおよぼす可能性があることを示します。

■ 警告： 人体や生命に危険をおよぼす可能性があることを示します。

■ 注意： 本製品を含む周辺機器に損傷を与える可能性があることを示します。

本製品の記号

製品にこの記号が表記されているときは、マニュアルを参照して、想定される危険性とそれらを回避す
るために必要な行動について確認してください。（マニュアルでは、この記号はユーザに定格を示すた
めに使用される場合があります）。

本製品では、次の記号を使用します。

                                

 安全性に関する重要な情報
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まえがき

このマニュアルでは、SPG700 型マルチフォーマット・シンク／リファレンス・ゼネレータの設置方法および基本操作

について説明します。

製品の説明

図 1 : SPG700 型マルチフォーマット・シンク／リファレンス・ゼネレータのフロントパネルとバックパネル

SPG700 型は、マスタ同期やリファレンスなどの用途に 適な高精度マルチ・フォーマット・ビデオ信号ゼネレータ

です。ブラック・バースト、HD 3 値シンク、シリアル・デジタルのテスト・パターンなど、さまざまなビデオ・リファレン

ス信号、さらにタイム・コードなどの時刻基準信号を出力できます。また、ワード・クロックや DARS といったオーデ

ィオ・リファレンス信号も出力できます。

基本構成には、独立した出力フォーマット（NTSC/PAL のブラック・バースト、HD 3 値シンク）を個別に設定できる

3 つの同期出力と、個別に調整可能なタイミング・オフセット機能が装備されています。高確度恒温槽付水晶発振

器により、システムに安定した周波数基準を提供することも、またはループスルー GEN ロック入力を使用して、外

部ビデオ・リファレンスまたは 10 MHz の連続波信号にロックすることもできます。StayGenLock® 機能により、外部

信号の一時的攪乱に対しても、各出力信号の周波数および位相を維持することによって、「同期ショック」を軽減
できます。外部リファレンスが回復したときは、StayGenLock® では、正しい位相に一気に戻さずに、規格から外れ

ないように保ちながらシステム・クロックを徐々に調整して、累積したクロック・ドリフトを除去します。

タイム・リファレンス出力は、さまざまなフォーマットで利用できます。3 つの独立したリニア・タイム・コード（LTC）出
力を利用できます。さらに、4 番目の LTC 接続は入力または出力として利用できます。各 LTC 出力には、フレー

ム・レート選択、タイム・ソース（時刻またはプログラム時間）、およびタイム・ゾーン・オフセットを個別に設定できま
す。VITC（Vertical Interval Time Code） を NTSC または PAL の各ブラック出力で、しかも独立したタイム・ソースおよび

オフセットで利用できます。

テスト信号出力

SPG700 型は、オプションでさまざまなテスト信号出力を装備できます。オプション SDI 型により、完全に独立した

2 チャンネルのシリアル・デジタル・ビデオ・ゼネレータ・チャンネルを追加できます。各チャンネルには 2 つの出力

があります。各チャンネルには任意の標準 SD/HD/3G-SDI フォーマットやフレーム・レートを設定できます。選択さ

れたテスト・パターンは、各チャンネルの両方の出力に生成することも、または 1 つの出力にはデジタル・ブラック

を生成することもできます。カラー・バー、コンバーゼンス・グリッド、ステップ・スケール、ランプ、マルチバースト、
SDI パソロジカル・テスト・マトリックス、リアルタイム・プログラマブル・ゾーン・プレート・ゼネレータなど、さまざまな

標準テスト・パターンが装備されています。

ビットマップ・イメージを SPG700 型のフラッシュ・メモリにダウンロードして、任意のユーザ定義テスト・パターンに

使用できます。ID テキスト、バーンイン・タイム・コード、サークル、およびカラー・ロゴ・オーバーレイを任意のテス

ト・パターンに追加でき、さらに補助タイム・コードやユーザ定義パケットなどの補助データ・パケット・タイプを SDI
出力信号に挿入できます。
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4 つの SDI 出力を構成することにより、4K/UHD でのフル・フレーム、クアッド・リンクのスクエア・ディビジョン方式に

よる 100% および 75% カラー・バーをサポートできます。そのため、制作スタジオ／移動中継車内で 4K/UHD のワ

ークフローを簡単に検証できます。注：4K/UHD フォーマットでは、VPID は HD および 3G フォーマットについてのみ

互換性があります。

また、オーディオ／ビデオ遅延テスト・シーケンスも用意されており、当社の波形モニタと共に使用することによ
り、A/V 遅延のコンプライアンス・テストにも対応できます。

オーディオ・リファレンス信号

いくつかのリファレンス・マニュアルが用意されています。基本構成では 48 KHz のワード・クロック出力に対応して

おり、専用のデジタル・オーディオ・リファレンス信号（DARS）出力を備えています。オプション SDI 型は、オーディ

オ・トーンの生成機能を備えており、各 SDI 出力でエンベデッド・オーディオとして利用できます。

リモート・アクセス

本機はリモート・アクセス用に 10/100/1000BASE-T のイーサネット・インタフェースを装備しています。Web ベースの

ユーザ・インタフェースを使用して、すべての設定およびシステム・ステータスを監視できます。アラームや重要な
ステータス情報を SNMP（Simple Network Management Protocol）メッセージ経由でも得られるため、 ネットワーク管理

システムとも簡単に統合できます。リモート制御およびアラーム・レポートは、汎用インタフェース（GPI）経由でも利

用できます。フロントパネルには USB ポートが装備されているため、プリセットや他のユーザ・データのバックアッ

プ、 リストア、システム・ファームウェアの更新などに使用できます。

バックアップ電源（オプション）

重要性の高い用途では、本機に 2 台目の電源モジュールを追加できます。主電源に障害が生じた場合に、電源

の寿命を 大限延ばすために、バックアップに指定された電源は平常動作時はほとんど使用されません。1 日に

1 回、負荷テストがバックアップ電源に対して実行されます。これは、バックアップ電源が必要な状況になったとき

に、主電源として機能できることを確認するためです。各電源の使用時間は「温度重み付時間」として記録されて
おり、電源の推定寿命を正確に算出するために利用されます。電源の寿命が近づくと、フロントパネルの LED が
それを知らせます。何らかの理由により主電源が遮断されると、システムの動作に支障をきたすことなく、バックア
ップ電源に切り替わります。電源モジュールはホットスワップに対応しており、簡単に交換できます。また、電源ケ
ーブルが誤って外れないように、ロック機構を備えています。

主な特長

■ 複数の独立したブラック・バーストと HD 3 値シンク出力を装備し、テレビ放送やプロダクション施設に必要な

すべてのビデオ・リファレンス信号を提供

■ 4 つの LTC 出力、ブラック・バースト出力の VITC
■ Stay GenLock® 機能により、外部リファレンス入力信号が一時的に失われた場合にも、同期ショックを防止

■ シリアル・デジタル・フォーマット（SD、HD、3G-SDI）において広範なビデオ・テスト・パターンを選択可能

■ フル・フレームの 100% および 75% カラー・バー（クアッド・リンクのスクエア・ディビジョン方式）による 4K/UHD
フォーマットのサポート

■ ホットスワップ可能な 2 台の電源により、リファレンス信号の中断のない出力が可能

■ 簡単なウェブベースのインタフェースで、リモート設定と SNMP によるステータスおよびアラート情報

まえがき  
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アプリケーション

■ 放送局、スタジオ、モバイル、ポストプロダクション用のシンク・パルス・ゼネレータやタイム・リファレンス・ ゼ
ネレータ

■ 分散システム・アーキテクチャでのマスタまたはスレーブ （GEN ロック）動作

■ ビデオ機器の検証、設備の連系試験、ディスプレイの校正

製品マニュアル

表 1 : 製品マニュアル

マニュアル 当社部品番号 説明 入手方法

印刷
物

Web

インストールおよび安全に
関する取扱説明書

071-3480-xx（英語）

077-1223-xx（日本語）

077-1224-xx（ロシア語）

機器の設置方法および基本操作について
説明します。

✓ ✓
✓
✓

ユーザ・マニュアル 077-1225-xx（英語）

077-1226-xx（日本語）

077-1227-xx（ロシア語）

操作に関する詳細な情報を提供します。 ✓

仕様と性能検査 077-1228-xx 製品仕様を示し、また機器の性能を検査す
るための手順を説明します。

✓

サービス・マニュアル 077-1229-xx 機器をモジュール・レベル（回路基板やヒュ
ーズなど）で修理する方法について説明しま
す。

✓

機密およびセキュリティ に
関する説明

077-1230-xx データのセキュリティに懸念を持つお客様の
ために、製品内のデータ・ストレージ（メモリ）
デバイスをクリアする方法について説明しま
す。

✓

リリース・ノート 077-1231-xx 機器ファームウェアの新機 能、強化された

機能、および制限事項について説明しま
す。

✓

ビデオ同期パルス・ゼネ レ
ータおよび電子チェンジオ
ーバー・ユニット・システ
ム・インテグレーショ ン・テ

クニカル・リファレ ンス

077-0563-xx (ECO422D)
077-0877-xx（ECO8000、ECO8020）

システム・インテグレータを対象に、当社の
電子チェンジオーバー・ユニットとビデオ同
期パルス・ゼネレータを使用して HD／SD デ
ジタル・ビデオ・コンテンツ用システムを設計
する上で必要な情報を提供します。

✓

本マニュアルで使用する表記規則

本マニュアル全体を通して、"本機" という用語は、SPG700 型ゼネレータを総称的に指すために使用されるものと

します。
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動作の要件

このセクションでは、本機の環境要件および電源操作の要件について説明します。

動作環境要件

次の表を見て、現在の設置場所が適切な動作環境要件を満たしていることを確認してください

注意： 指定の温度範囲から外れた環境で電源をオンにすると、機器が損傷する可能性があります。

表 2 : 環境要件

パラメータ 概要

温度 動作時 0 ℃ ～ +50 ℃
非動作時 -20 ℃ ～ +60 ℃

相対湿度 動作時 20% ～ 80% （結露なし）、 高湿球温度 29.4 ℃
非動作時 5% ～ 90% （結露なし）、 高湿球温度 40.0 ℃

高度 動作時 3,000 m （9,842 フィート）以下

1.5 km を超えると、 高動作温度が 300 m につき

1 ℃ ずつ低下します。

非動作時 15,000 m （49,212 フィート）以下

ラックに取り付けて使用する場合は、冷却のために側面に規定サイズの隙間を確保してください。ベンチ据え置き
で使用する場合には、5.1 cm（2 インチ）の隙間が必要です。また、ケーブルが折り曲がって損傷することのないよ

う、背面にも隙間（2 インチ程度）を確保してください。

機器の全仕様については、『仕様および性能仕様および性能検査テクニカル・リファレンス』を参照してください。

AC 電源要件

次の表を見て、現在の設置場所が適切な電源要件を満たしていることを確認してください。

表 3 : AC 電源要件

パラメータ 概要

電源の電圧範囲 100 ～ 240 VAC ±10%

警告： 出火および感電のリスクを減らすため、主電源の電圧変動が
動作電圧範囲の 10% を超えていないことを確認してください。

電源周波数 50/60 Hz
大電力 130 VA
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設置

初期検査

機器を受け取ったら、次の手順で検査を実行してください。

1. 輸送用段ボール箱に、機器破損の可能性を示す外部損傷がないか検査してください。

2. 段ボール箱から SPG700 型ゼネレータを取り出して、輸送中に機器が損傷を受けていないことを確認します。

出荷前に、機器に機械的損傷がないことを確認しています。機器の外側に傷や衝撃を受けた痕跡がないこと
を確かめてください。

注： 輸送が必要になった場合に機器を再び梱包できるように、段ボール箱や梱包材は保管しておいてくださ
い。

3. 本体、スタンダード・アクセサリ、注文したオプショナル・アクセサリがすべて揃っているいることを確かめてく
ださい（表 4 : スタンダード･アクセサリとオプショナル・アクセサリ(4 ページ)を参照）。

4. 注文した製品オプションがすべて装備されていることを確認します。

■ 設置前の状態では、リアパネルを調べてハードウェア・オプションを確認できます（図 3 : SPG700 型リア・
パネル(17 ページ)を参照）。設置後は、SYSTEM : OPTIONS メニューを選択して、装備されているオプショ

ンを確認します。オプション SDI 型が装備されていない場合には、ディスプレイの 2 行目には何も表示さ

れません。オプション 3G 型はオプション SDI 型に付属しています。
 

 

機器に何らかの問題がある場合、もしくはご注文内容が揃っていない場合には、 寄りの当社営業所までご連絡
ください。

外部のクリーニング

本製品は外部に不純物が付着していないことを十分に検査したうえで出荷されています。ただし、必要に応じて、
次の手順に従って機器の外部をクリーニングできます。

警告： 怪我や死亡事故が発生することのないように、本機の電源をオフにして電源コードを取り外してください。
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シャーシの外部表面のクリーニングには、乾いた柔らかい布か柔らかい毛ブラシを使用してください。汚れが落ち
ない場合は、75% のイソプロピル・アルコール溶液をしみ込ませた布または綿棒を使用してください。コントロール

やコネクタの周りの狭い部分のクリーニングには、綿棒を使用してください。機器が損傷する恐れがありますの
で、どの部分にも研磨剤は使用しないでください。

注意：

化学洗浄剤は、本機に使用されているプラスチックを損傷させる可能性があるため、使用を避けてください。フロ
ント・パネルのボタンをクリーニングする際は、純水だけを使用してください。LCD のクリーニングには、ガラス・クリ
ーナーを使用してください。他の部分については、洗浄剤として 75% のイソプロピル・アルコール溶剤を使用し、
純水で洗い流してください。他の種類の洗浄剤を使用する場合は、まず当社サービス・センターまたは代理店に
お問い合わせください。

アクセサリ

次の表は、SPG700 型ゼネレータに付属するスタンダード･アクセサリとオプショナル・アクセサリの一覧です。

表 4 : スタンダード･アクセサリとオプショナル・アクセサリ

アクセサリ スタン
ダー
ド

オプ
ション

当社部品番号

SPG700 型のインストールおよび安全に関する取扱説明書（英語）

注：このマニュアルの日本語版とロシア語版は、当社の Web サイト（www.tek.com/
downloads）から PDF 形式でダウンロードできます。

● 071-3480-xx

電源ケーブル
（国別電源コード・オプション(4 ページ)を参照）。

● オプションにより
異なる

ラック取り付け金具（オプション RACK 型のみ） ● 351-1137-00 

ラックマウントの取り付け方法（オプション RACK 型のみ） ● 071-2746-xx

D-sub-XLR/BNC アダプタ・ケーブル（オプション XLR 型のみ）
 1 ● －  2

国別電源コード・オプション

以下に示す電源コード・オプションには、特に注記がない限り、電源コードを機器に固定するためのロック機構が
装備されています。

■ オプション A0 型 – 北米仕様電源（標準）

■ オプション A1 型 - ユニバーサル欧州仕様電源

■ オプション A2 型 – 英国仕様電源

■ オプション A3 型 – オーストラリア仕様電源

■ オプション A5 型 – スイス仕様電源

■ オプション A6 型 – 日本仕様電源

■ オプション A10 型 – 中国仕様電源

1 このアダプタ・ケーブル（6 フィート／約 1.8 m 長）は、SPG700 型の D-Sub 15 ピン GPI/LTC コネクタを、XLR オス・コネクタ x 4（LTC 入出力の場合）および

BNC オス・コネクタ x 3（GPI 入出力の場合）に接続します。
2 ケーブルを交換する場合は、SPG70UP オプション XLR 型をご注文ください。

設置  
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■ オプション A11 型 – インド仕様電源（ロック付き電源コードなし）

■ オプション A12 型 – ブラジル仕様電源（ロック付き電源コードなし）

■ オプション A99 型 – 電源コードなし

製品の設置

ラックマウント設置（オプション RACK 型のみ）

警告： 機器がラックにしっかりと固定されていない場合、負傷や機器の破損につながる可能性があります。

オプション RACK 型を注文すると、本機は機器ラックに取り付けて使用できる状態で出荷されます。ラックマウント

用金具の取り付け手順については、機器に付属している『ラックマウント・スライドおよびレール・キットの取り付け

方法』、当社部品番号 071-2746-XX を参照してください。

 設置
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機器をラックに取り付けるには： ラックマウント用金具を取り付けたら、次の手順で機器をラックに取り付けます。

警告： 製品を取り付ける際は、手や指をレールやスライドに挟んでけがをしないように注意してください。

1. 両側のレバーの長い方のハンドル部分を上に持ち上げながら、機器の左右のスライドをラックのレールの端
に差し込みます（図 2 : ラックへの機器の取り付けと取り外し（オプション RACK 型のみ）(6 ページ)を参照）。

注： 機器のスライドは、内側ラック・レールの内側に差し込んでください。スライドをレールにはめ込むには、
機器の後部を上下に少し傾けなければならない場合があります。

2. 止まるまで機器をラックに押し込みます。

注意： 機器とラックマウントを破損させないように、機器がスムースにすべらない場合には、無理にラックに押
し込まないようにしてください。この場合、レール・アセンブリを調整すると問題が解決する場合があります。

3. 緩いネジがあればそれを締め、機器をラックの 後まで押し込みます。スライドがスムースに動かない場合
は、レール・アセンブリを再度調整します。

4. 調整が終わったら、レール・アセンブリのすべての 10-32 ネジを 28 インチ・ポンドのトルクで締めつけます。

5. 機器の前面コーナーにノブ・スクリューがある場合には、スクリューを締めてラックに固定してください。

6. 機器をラックから外す場合にはノブ・スクリューを緩めます。

図 2 : ラックへの機器の取り付けと取り外し（オプション RACK 型のみ）

設置  
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機器をラックから取り外すには： 機器ラックに取り付けられている機器を取り外すには、次の手順に従います。

警告： 製品をラックから取り外す際にけがをしないために、無理な力を加えて製品をラックから引き出さないように
してください。必要 小限の力で、均等で一定の動きで機器を引き出します。

1. 機器の前面をラックに固定するノブ・スクリューがある場合はそれを緩めます。

2. 機器の後部にあるレバーに手が届くまで、機器を静かに手前に引き出します。

3. レバーがストッパーを通過できるように、両側のレバー・ハンドルを同時に持ち上げます（図 2 : ラックへの機
器の取り付けと取り外し（オプション RACK 型のみ）(6 ページ)を参照）。

4. ストッパーを通過してラックから外せるまで機器を引き出します。

電源の接続

本製品は接地電位近傍の中性線を有する単相電源で動作します。ライン側には、過電流保護のためにヒューズ
が付けられています。運用上の安全のために、ロック付き電源コードに接地線を持つ保護グランド接続が不可欠
です。

標準構成では、電源モジュールが 1 台だけ装備されています。オプション DPW 型を使用すれば、ホットスワップに

対応した（バックアップ用）冗長電源モジュールをもう 1 台追加できます 2 台の電源モジュールが装備されている

構成では、1 台を主電源、もう 1 台をバックアップ電源として使用します。この構成では、主電源に障害が発生した

としても、バックアップ電源によって自動的に電源供給が開始されるため、機器の稼動を維持できます。2 台の電

源で機器を運用する方法の詳細については、『SPG700 型ユーザ・マニュアル』を参照してください。

注意： この機器には、電源スイッチはありません。AC 電源コネクタに電源ケーブルを接続すると、機器の電源が
オンになります。

そのため、モジュールに電源コードが接続されている状態で、電源モジュールを取り付けたり、取り外したりしない
ようにしてください。

電源ケーブルの接続方法

まず、電源ケーブルを機器に接続してから、AC 電源に接続します。電源ケーブルを接続すると、機器の電源がオ

ンになります。

機器が起動し、初期化が行われた後に、FAULT インジケータが点灯していないこと、さらに機器のディスプレイに

エラーが表示されていないことを確認してください。FAULT インジケータが点灯している場合には、ユーザによる適

切な対応が必要です（表 8 : FAULT インジケータの状態(16 ページ)を参照）。

バックアップ電源（オプション DPW 型）： ： 機器に 2 台の電源モジュールが装備されている構成の場合（オプション

DPW 型）、電源ケーブルを両方の電源にそれぞれ接続します。機器の電源をオンにした後で、主電源として使用

する電源を設定します。2 台の電源で機器を運用する方法の詳細については、『SPG700 型ユーザ・マニュアル』を

参照してください。

 設置
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ネットワーク構成

本機のリアパネルには 10/100/1000 BASE-T ポートがあります。このポートを使用して、PC から機器をリモート・コン

トロールしたり、信号ファイルやロゴ・ファイルなどをアップロードまたはダウンロードできます。

このセクションでは、本機を 1 台の PC やネットワークに接続する手順、およびイーサネット・ポートのネットワーク・

パラメータを設定する手順について説明します。

イーサネット・ポートを使用してユーザ・ファイルをアップロードおよびダウンロードする方法については、『SPG700
型ユーザ・マニュアル』を参照してください。

PC への接続

機器を PC に接続するには、次の 2 つの方法があります。

■ 特定の PC に直接接続する場合は、イーサネット・ケーブルを使用して機器のイーサネット・ポートと PC のイ

ーサネット・ポートを接続します。

■ ローカル・イーサネット・ネットワークに接続する場合は、イーサネット・ケーブルを使用して機器のイーサネッ
ト・ポートとローカル・ネットワークのイーサネット・ハブ・ポートを接続します。イーサネット・ネットワークに接続
した場合は、ネットワーク内のどの PC からも機器にアクセスできます。

ネットワーク・パラメータの設定

ネットワーク・パラメータの設定するには、次のいずれかの手順を実行します。ネットワークで DHCP がサポートさ

れている場合は、 初の手順を使用します。DHCP がサポートされてない場合には、2 番目の手順を使用します。

DHCP サーバが存在するネットワークでのパラメータ設定： ネットワークに DHCP サーバがある場合には、次の手

順を実行して、DHCP クライアントとして機能するように機器を設定します。機器をネットワークに接続したときに

DHCP サービスが有効であれば、必要なネットワーク・アドレスが DHCP サーバから自動的に取得されます。

注： ネットワーク環境によっては、DHCP サーバから IP アドレスを自動的に取得できないことがあります。この場合
には、各サブメニュー項目に適切なアドレス値を入力する必要があります。

DHCP サーバの機能の詳細については、ネットワーク管理者に問い合わせるか、またはネットワーク・サーバ・オ
ペレーティング・システム（OS）に付属のユーザ・マニュアルを参照してください。

1. フロントパネルの SYSTEM ボタンを押して、SYSTEM メニューを表示します。

2. 上（▲）または下（▼）矢印ボタンを押して、SYSTEM : NETWORK を選択します。

3. 左（◄）または右（►）矢印ボタンを押して、Setup を選択し、ENTER ボタンを押します。これにより、NETWORK
SETUP サブメニューが表示されます。ディスプレイの先頭行に、SYSTEM : NET SETUP : DHCP という項目があ

ります。

4. 左（◄）または右（►）矢印ボタンを押して、Enable を選択し、ENTER ボタンを押します。

5. BACK ボタンを押して、NETWORK SETUP サブメニューを終了します。
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DHCP サーバが存在しないネットワークでのパラメータ設定： ネットワークに DHCP サーバがない場合には、次の

手順を実行して、ネットワーク・パラメータを設定します。

1. フロントパネルの SYSTEM ボタンを押して、SYSTEM メニューを表示します。

2. 上（▲）または下（▼）矢印ボタンを押して、SYSTEM : NETWORK を選択します。

3. 左（◄）または右（►）矢印ボタンを押して、Setup を選択し、ENTER ボタンを押します。これにより、NETWORK
SETUP サブメニューが表示されます。ディスプレイの先頭行に、SYSTEM : NET SETUP : DHCP という項目があ

ります。

4. 左（◄）または右（►）矢印ボタンを押して、Disable を選択し、ENTER ボタンを押します。

5. 機器を特定の PC に直接接続した場合：

a. 左（◄）または右（►）矢印ボタンを使用して SYSTEM : NET SETUP : IP ADDRESS を選択し、次に ENTER ボ
タンを押してテキスト編集モードをオンにします。

b. 矢印ボタンを使用して、PC の IP アドレスと末尾の番号以外が同じになるように IP アドレスを設定し、

ENTER ボタンを押します。アドレスの末尾の番号には、PC の IP アドレスの末尾の番号と異なる番号を指

定する必要があります。

c. 左（◄）または右（►）矢印ボタンを使用して SYSTEM : NET SETUP : SUBNET MASK を選択し、次に ENTER
ボタンを押してテキスト編集モードをオンにします。

d. 矢印ボタンを使用して、PC で使用されているネット・マスク（サブネット・マスク）と同じサブネット・マスクを

設定し、ENTER ボタンを押します。PC でネット・マスクを使用していない場合は、数値を入力しないでくだ

さい。

e. 1 台の PC に直接接続するだけの場合には、GATEWAY は入力する必要はありません。

f. BACK ボタンを押して、NETWORK SETUP サブメニューを終了します。

6. 本機をローカル・イーサネット・ネットワークに接続する場合は、下の「注意」を参照してください。

注意： 本機をローカル・イーサネット・ネットワークに接続する場合、イーサネット・ネットワークでの通信の競
合を防ぐには、ローカル・ネットワーク管理者に、NETWORK PARAMETERS サブメニューに入力する正しい番
号を問い合わせてください。

7. PC から ping コマンドを使用して、イーサネット接続を検証します。

オーブン・オシレータの校正

オシレータ周波数は工場出荷時に正確に調整されているため、 初に設置を行った直後には、オーブン・オシレ
ータ周波数を調整する必要はありません。ただし、本機がトレーサブルなリファレンスにロックされている場合に
は、内部周波数の確度を向上させるために、いつでもオシレータ周波数を調整することができます。

オーブン・オシレータを校正する必要があるかどうかを判断するには、機器がウォーム・アップされ、きわめて精度
の高いビデオまたは CW 信号にロックされた後に、次の手順を実行します。

注： 機器がリファレンス信号にロックされていない場合は、Tune の値が 0.00 を示し、調整できません。

1. SYSTEM ボタンを押して、SYSTEM メニューを表示します。

2. 上（▲）矢印ボタンを押して、SYSTEM : DIAGNOSTICS を選択します。

3. ENTER ボタンを押して、DIAGNOSTICS メニューを表示します。

4. LCD ディスプレイの TUNE リードアウトの右側に Fine が表示されていることを確認します。

 設置
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5. Tune リードアウトの値を確認します。±0.10e–6 より大きな値が示されている場合は、オーブン・オシレータを校

正する必要があります。±0.10e–6 に満たない値が示されている場合には、校正する必要はありません。

注： ±0.10e–6 に満たない値が示されており、校正が必要ではない場合であっても、 適な確度を維持しなが
ら、校正が必要になる時期を遅らせるために、オーブン・オシレータを校正しておきたい場合もあります。

6. BACK ボタンを押して、DIAGNOSTICS メニューを終了します。

オシレータの校正が必要な場合には、『SPG700 型ユーザ・マニュアル』に記載されている校正手順を実行します。

設置  
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コントロールと接続

フロントパネルのコントロール

 
 

 

LCD ディスプレイ

LCD ディスプレイは 2 行で、1 行あたり 40 文字が表示されます。ほとんどすべてのメニューのテキストは 2 行で構

成され、1 行目には現在のメニューの現在の位置、2 行目には現在の選択（サブメニューがない場合）が表示され

ます。2 行目に何も表示されていない場合は、ENTER ボタンを押して、対応するサブメニューにアクセスします。

SYSTEM メニューを使用して LCD ディスプレイのコントラストを調節できます。

STATUS ボタン

STATUS ボタンを使用して、ブラック出力のフォーマット、SDI 出力のフォーマット、および LTC 信号のステータスな

ど、機器のさまざまな設定のステータスを表示できます。また、フロント・パネルにエラーを示す赤色や橙色の LED
が点灯した場合には、その内容を説明するメッセージも表示されます。

STATUS ボタン・メニューでは、機器の設定やステータスに関する情報を確認できるだけです。このメニューから

は、機器の動作は変更できません。そのため、機器の稼動中にこのメニューを操作したとしても、動作に悪影響
が及ぶことはありません。

メニュー･コントロール･ボタン

これらのボタンは、メニューの表示内容をコントロールするために使用します

矢印（▲）、（▼）、（◄）、（►）ボタン：使用できるメニュー項目をスクロールするには、これらの矢印ボタンを使用し

ます。

ENTER ボタン：ENTER ボタンを使用して、選択したメニュー項目を有効にしたり、サブメニューを表示します。

BACK ボタン：BACK ボタンを使用して、前のメニュー項目に戻ります。
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INPUTS
これらのボタンを使用して、機器のリファレンスや時刻の設定をコントロールするメニューを表示します。

REF ボタン：REF ボタンを使用して、Reference メニューを表示します。リファレンス・ソース、GEN ロック・タイミング、

および GPS リファレンスを設定できます。

TIME ボタン：TIME ボタンを使用して、Time メニューを表示します。時刻、タイム・ゾーン・オフセット、DST スケジュー

ル、およびアラームの時刻および遅延を設定できます。

OUTPUTS
これらのボタンを使用して、信号出力を設定するメニューを表示できます。

BLACK ボタン：Black ボタンを使用して、3 つのブラック出力のフォーマット、タイミング、タイム・コード、および 3 値
シンク・レートを設定します。

SDI ボタン：このボタンを使用するには、オプション SDI 型を装備する必要があります。SDI ボタンを使用して、オプ

ションの SDI 出力について、選択したテスト信号の出力モードとフォーマットを設定します。また、動画モードを有

効にしたり、テスト信号出力でオーバーレイを有効にして設定することもできます。

EMBED ボタン：このボタンを使用するには、オプション SDI 型を装備する必要があります。EMBED ボタンを使用し

て、オプションの SDI 出力のエンベデッド・オーディオを設定します。

LTC ボタン：LTC ボタンを使用して、GPI/LTC コネクタの LTC 入力および出力を設定します。

AES ボタン：AES ボタンを使用して、ワード・クロック出力を設定します。

SYSTEM ボタン

SYSTEM ボタンを使用して、System メニューを表示します。System メニューでは、さまざまなシステム設定を構成

し、表示できます。たとえば、プリセットの保存と呼び出し、ネットワーク設定の構成、Web ユーザ・インタフェースお

よび SNMP インタフェースの有効化、機器設定のバックアップとリストア、アラームの表示、GPI インタフェースの設

定、診断の実行と表示（障害ライトによってモニタされているすべてのパラメータを含む）、機器ファームウェアのア
ップグレードなどがあります。

FRONT PANEL ENABLE ボタン

このボタンを使用すると、フロント・パネル・ボタンを有効または無効にできます。フロント・パネル・ボタンが有効に
なっているときに、このボタンを約 1 秒間押すと、すべてのボタンが無効になります。また、SYSTEM サブメニュー

の FRONT PANEL DISABLE 項目にタイムアウト時間が設定されている場合には、ボタンが押されなくても、設定した

時間が経過すると、フロント・パネル・ボタンがすべて無効になります。

フロント・パネル・ボタンを有効にするには、このボタンを約 3 秒間押し続けます。タイムアウト・カウンタが再開さ

れ（タイムアウト時間が設定されている場合）、ボタンが点灯し、フロント・パネルが有効になったことが示されま
す。
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USB ポート

USB ポートは、機器ファームウェアのアップグレードや、機器間でのプリセット・ファイルやテスト信号ファイルなど

のファイルのコピーに使用できます。

Indicators
フロント・パネルには、次の インジケータがあります。

INT および EXT リファレンス・インジケータ： INT（内部）および EXT（外部） LED は、信号の時間計測に使用するリフ

ァレンス信号のステータスを示します。次の表に、さまざまなリファレンス信号設定の LED の状態を示します。

表 5 : INT および EXT リファレンス・インジケータの状態

リファレンス・ソース Status EXT LED の状態 INT LED の状態

内部 正常な状態 Off 点灯（緑）

内部 ウォーム・アップ中 Off 点滅（緑）

GEN ロック 正常な状態 点灯（緑） Off

GEN ロック "GEN ロック損失間近" 点灯（橙） Off

GEN ロック "ロック損失" 点灯（赤） 点灯（緑）

TIME インジケータ： TIME インジケータは、選択されているタイムコード入力のステータスを示します。次の表に、さ

まざまなタイム・ソース設定の TIME インジケータの状態を示します。

表 6 : TIME インジケータの状態

選択されているタイム・ソース タイムコードのステータス TIME LED の状態

内部 時刻はそれが 後に設定された時点から実行
され続けます。時間は起動時に LTC/VITC にロ

ックすることにより設定されます。または、ユー
ザ自身が手動で設定することもできます。

Off

外部（VITC） 正常：システムは入力時間に正しくロックされ
ています。

点灯（緑）

外部（LTC のみ） 正常：LTC のタイミングと GEN ロック・ビデオの

フレーム・レートが一致しており、相対的なタイ
ミングが SMPTE 12M の規定範囲内にありま

す。または、 LTC が GEN ロック入力と異なるレ

ートを示しています。

点灯（緑）

外部（LTC のみ） 警告：LTC のタイミングと GEN ロック・ビデオの

フレーム・レートは一致していますが、相対的
なタイミングが SMPTE 12M の規定範囲外で

す。

点灯（黄）

外部（VITC または LTC） エラー：タイム・ソースの欠落、不連続、または
GEN ロック入力との相対タイミングの誤り（LTC
の場合のみ）があります。

点灯（赤）
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PWR1 および PWR2 インジケータ： PWR1 および PWR2 インジケータは、電源モジュールのステータスをさまざまな

色で表示します。次の表では、インジケータのそれぞれの色の意味について説明します。

注： 機器の前面から見て、Power Supply 1 が左側の電源モジュール、Power Supply 2 が右側の電源モジュールで
す。この並び方は、フロント・パネルの PWR1 および PWR2 インジケータの位置に対応しています。

PWR1 および PWR2 インジケータの他に、各電源モジュールのリア・パネルには STATUS LED があります。この
LED の表示は、PWR1 および PWR2 インジケータに表示されるステータスに対応しています。

表 7 : PWR1 および PWR2 リファレンス・インジケータの状態

PWR1 / PWR2
indicatorstate

電源モジュールの状況 例 ユーザの対応

Off 非装備 電源モジュールが 1 台しか装備

されていない場合には、未装備
の電源に対応する PWR インジ

ケータは消えたままです。

なし；正常に稼動している状態を
示しています。

暗い緑 正常；バックアップ電源 2 台の電源モジュールが装備さ

れており、電源に接続されてい
る場合には、バックアップ電源に
対応するインジケータが暗い緑
色に点灯します。

なし；正常に稼動している状態を
示しています。

明るい緑 正常；使用中の電源 電源モジュールが 1 台だけ装備

されており、電源に接続されて
いる場合には、その電源に対応
するインジケータが明るい緑色
に点灯します。
2 台の電源モジュールが装備さ

れており、電源に接続されてい
る場合には、使用中の電源（主
電源）に対応するインジケータ
が明るい緑色に点灯します。

なし；正常に稼動している状態を
示しています。

暗い橙  1 警告；バックアップ電源 2 台の電源モジュールが装備さ

れていて、電源に接続されてい
る場合には、電源の電圧に規定
外の変動が検出されたとき、ま
たはその電源の稼動時間が指
定された温度重み付き時間を超
過しているときに、バックアップ
電源の場合には、対応するイン
ジケータが暗い橙色に点灯しま
す 2 台の電源で機器を運用する

方法の詳細については、
『SPG700 型ユーザ・マニュアル』

を参照してください。

STATUS ボタン・メニューを使用

して警告に関する情報を確認し
てください。
該当する電源モジュールを取り
外して修理してください。

1 暗い橙色または明るい橙色で示される警告ステータスは、電圧の規定外の変動が解消されれば、すぐにクリアされます。
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PWR1 / PWR2
indicatorstate

電源モジュールの状況 例 ユーザの対応

明るい橙  2 警告またはエラー；使用中の電
源

2 台の電源モジュールが装備さ

れていて、電源に接続されてい
る場合には、電源の電圧に規定
外の変動が検出されたとき、ま
たは電源の稼動時間が指定さ
れた温度重み付き時間を超過し
ているときに、使用中の電源（主
電源）の場合には、対応するイ
ンジケータが明るい橙色に点灯
します
使用中の電源のファンが故障し
ています。

1. 2 台の電源モジュールが装備

されているときに、バックアップ
電源のステータスもエラー（赤）
を示している場合には、バックア
ップ用電源を交換するか、また
は電源ケーブルを取り付けま
す。電源の供給源がシステムに
よって自動的に切り替えられま
す。この段階で、明るい橙色だ
ったインジケータが赤色に変化
します。ステップ 4 に進みます。

2. 電源モジュールが 1 台だけの

場合は、その電源を修理に出せ
るように、2 台目の電源を取り付

けます。
3. 2 台の電源モジュールが装備

されているときに、バックアップ
電源のステータスが正常な場合
（暗い緑色）には、System メニュ

ーを使用して、もう 1 台の電源モ

ジュールを主電源に設定してく
ださい 2 台の電源で機器を運用

する方法の詳細については、
『SPG700 型ユーザ・マニュアル』

を参照してください。
4. 該当する電源モジュールを取

り外して修理してください。

赤  3 エラー（装備された状態でもプラ
グが外れている場合も該当）

電源から出力されるはずの 12 V
の電圧が高すぎるか、低すぎま
す（電源が故障している場合も
該当）。
2 台の電源モジュールが装備さ

れていて、いずれかのモジュー
ルに AC 電源が供給されていま

せん。
バックアップ電源のファンが故障
しています。

注： どちらの電源のファンが故
障した場合でも、出力電圧が適
切であれば、機器は稼動し続け
ます。

1. 電源コードが電源モジュール

に接続されており、その電源コ
ードが電源に接続されているこ
とを確認します。
2. 該当する電源モジュールを取

り外して修理してください。

2 暗い橙色または明るい橙色で示される警告ステータスは、電圧の規定外の変動が解消されれば、すぐにクリアされます。
3 赤色で示されるエラー状態は、障害が取り除かれても約 30 秒間は維持されます。これは、障害の状況を余裕を持って観察できるようにするためで

す。
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FAULT インジケータ： FAULT インジケータは、機器のハードウェアに問題がある場合に点灯します。次の表に、ハ

ードウェア障害に関連する FAULT インジケータの状態を示します。

注： STATUS メニューを使用すれば、発生中のアラートやエラーに関する情報を表示できます（アラートおよびエラ
ー・メッセージ(22 ページ)を参照）。

表 8 : FAULT インジケータの状態

機器の状況 例 FAULT LED の状態 ユーザの対応

機器ハードウェアに障害を生じ
る可能性のある状況が存在する

▪ メインのファンの回転が停止し

ている
▪ 機器の内部温度が高すぎる

点滅（赤） 1. 障害に関する情報を表示する

には、STATUS ボタンを押しま

す。
2. SYSTEM : DIAGNOSTICS メニュ

ーに移動します。
3. 診断リードアウトをスクロール

し、ファンまたは電圧に関連する
"Warn" メッセージを探します。

4. ファンが再起動しない限り、ま

たは内部温度が正常値に戻ら
ない限り、FAULT インジケータは

赤く点滅し続けます。
5. 障害が解消されない場合に

は、機器を電源から抜いて、当
社カスタマ・サポートに問い合わ
せてください。

機器を使用不能にする障害状
況が存在する

▪ ファンの速度が適正範囲外

▪  電源の内部電圧が適正範囲

外

点灯（赤） 1. 機器の電源が入っている場合

は、STATUS : FAULT メニューに

移動して、エラー・メッセージを
確認します。
2. エラー・メッセージの内容が電

圧の問題を示している場合は、
SYSTEM : DIAGNOSTICS メニュー

に移動します。
3. 診断リードアウトをスクロール

し、電圧に関連する "Warn" メッ
セージを探します。
4. 機器を電源から抜いて、当社

カスタマ・サポートに問い合わせ
てください。
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機器の状況 例 FAULT LED の状態 ユーザの対応

障害状況が存在するが機器は
まだ使用可能

▪  メインまたは SDI の PLL がロッ

クしていない
▪  SDI で DDS 位相エラーが発生

している
▪  電源モジュールの動作時間が

温度重み付き時間の限界値に
達した

点灯（橙） 1. STATUS : FAULT メニューに移

動して、エラー・メッセージを確
認します。
2. SYSTEM : DIAGNOSTICS メニュ

ーに移動します。
3. 診断リードアウトをスクロール

し、"PLL UL"（アンロック）メッセー

ジを探します。
4. 機器の保守点検を受ける準

備ができたら、機器から電源を
抜いて、当社カスタマ・サポート
に連絡してください。

正常 ▪ 機器は正常に動作している

▪ 機器の電源が入っていない

Off なし

リア・パネルのコネクタ

次の図は、SPG700 型のリア・パネルにあるコネクタの位置を示しています。図に続けて、各コネクタについて簡単

に説明します。

図 3 : SPG700 型リア・パネル

コネクタ

本機は、アース・グランドに近い電位の中性線を持つ単相電源で動作するように設計されています。ライン側にの
み、過電流保護のためにヒューズが付けられています。安全な操作のためには、電源コード内の接地線を通じた
保護用のグランド接続が不可欠です。

本機は、AC 電源周波数 50/60 Hz、100 ～ 240 VAC（±10%）の範囲であれば、特別な設定を行わなくても正常に動

作します（AC 電源要件(1 ページ)を参照）。

警告： 感電によって人体や生命に危害が及ぶおそれがあります。感電を回避するために、上部カバーが外れて
いる状態で本機に電源を接続しないでください。電源コードが接続されている状態のときには、電源回路基板に
は危険なレベルの電位が存在します。

機器から電源モジュールを取り外す場合は、先に電源コードを抜いておくようにしてください。また、機器に取り付
けられていない状態のままで、電源モジュールに電源コードを接続しないようにしてください。電源コードが接続さ
れている状態のときには、モジュールには危険なレベルの高電圧が流れています。

 コントロールと接続

SPG700 型のインストールおよび安全に関する取扱説明書 17



バックアップ電源（オプション DPW 型のみ）：標準構成では、電源モジュールは 1 台だけ装備されています。オプ

ション DPW 型を使用すれば、ホットスワップに対応した（バックアップ用）冗長電源モジュールをもう 1 台追加でき

ます 2 台の電源で機器を運用する方法の詳細については、『SPG700 型ユーザ・マニュアル』を参照してください。

SDI 1-2 出力コネクタ（オプション SDI 型のみ）

オプション SDI 型を使用すれば、次の SDI 信号 BNC コネクタが装備されます。

■ チャンネル 1 の SECONDARY OUTPUT で Test Pattern が選択されている場合は、SIGNAL 1A および SIGNAL 1B
コネクタには同一のテスト信号が出力されます。また、チャンネル 2 の SECONDARY OUTPUT で Test Pattern が
選択されている場合も、同様に動作します。

■ SIGNAL 1A：チャンネル 1 に選択された SDI シリアル・デジタル・ビデオのテスト信号が出力されます。

■ SIGNAL 1B：この出力は、Signal 1A 出力と同一のテスト・パターンを生成するように設定するか、 Signal 1A 出力

と同一のフォーマットのブラック信号を出力するように設定することができます。SDI ボタン・メニューを使用す

ることによって、2 番目の出力の種類を設定できますまた、Signal 1A と同じオーディオを設定することも、また

はオーディオを使用しないように、あるいはミュートされたオーディオを設定することもできます。EMBED ボタ

ン・メニューを使用することによって、2 番目の出力のオーディオを設定できます

■ SIGNAL 2A：チャンネル 2 に選択された SDI シリアル・デジタル・ビデオのテスト信号が出力されます。

■ SIGNAL 2B：この出力は、Signal 2A 出力と同一のテスト・パターンを生成するように設定するか、 Signal 2A 出力

と同一のフォーマットのブラック信号を出力するように設定することができます。SDI ボタン・メニューを使用す

ることによって、2 番目の出力の種類を設定できますまた、Signal 2A と同じオーディオを設定することも、また

はオーディオを使用しないように、あるいはミュートされたオーディオを設定することもできます。EMBED ボタ

ン・メニューを使用することによって、2 番目の出力のオーディオを設定できます

ワード・クロック出力コネクタ

48 kHz ワード・クロック信号を出力します。出力振幅は 1V（AC） または 5 V（DC)に設定できます。ワード・クロック出

力は、3 つのどのフレーム・パルスにも同期させることができます。また、位相はフレーム・パルスを基準にして調

整できます。AES ボタン・メニューを使用することによって、ワード・クロック出力を設定できます。

DARS オーディオ出力コネクタ

このコネクタは、ワード・クロック出力の選択に合った出力位相を持つ DARS（ミュートされたオーディオ）信号を出

力します。

REF ループスルー入力コネクタ

外部リファレンス信号（NTSC/PAL ブラック・バースト信号、または HDTV 3 値シンク信号）を入力する場合は、REF
入力ループスルー・コネクタを使用します。リファレンス入力には、適切な外部ターミネーションが必要です。信号
はループ接続を通じて別のデバイスに接続される可能性もあります。ただし、本機器で行われるかまたは別のデ
バイス上で行われるかに関わりなく、いずれの場合も信号は終端する必要があります。

10 MHz および BLACK 1-2-3 出力コネクタ

■ BLACK 1：選択されたブラック・バースト信号、または HDTV 3 値シンク信号を出力します。

■ BLACK 2：選択されたブラック・バースト信号、または HDTV 3  値シンク信号を出力します。特定のエラーが検

出されたときに、この出力コネクタがオフになるように設定できます。エラーが発生し続ける限り、この出力は
オフのままになります。バックアップに切り替えるために下流の ECO をトリガしたい場合には、この機能を使

用できます。

■ 10 MHz / BLACK 3：選択されたブラック・バースト信号または HDTV 3 値シンク信号を出力します。このコネクタ

は、10 MHz 正弦波を出力するようにも設定できます。
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BLACK ボタン・メニューを使用すれば、3 つのブラック出力のフォーマットやタイミングを個別に設定して、出力信号

に VITC が適用されるようにもできます。3 値信号に対しては、BLACK 1、2、および 3  の各出力はグループとして機

能します。そのため、すべての出力のレートは整数または非整数のいずれかに統一する必要があります（を参
照）3 値シンク出力のレート管理(28 ページ)

イーサネット・ポート

ローカル・イーサネット・ネットワークへの接続には、このポートを使用します。ポートを経由して機器をリモート・コ
ントロールしたり、ポートを使用して信号ファイル、ロゴ・ファイル、プリセット・ファイルなどをアップロードまたはダ
ウンロードできます。

GPI ポート

専用の汎用インタフェース（GPI）ポートを使用することにより、次のタスクを実行できます汎用インタフェース（GPI
および GPI/LTC）ポート(24 ページ).

■ 利用可能な 13 種類のユーザ定義プリセットからプリセット 1 ～ 7 を呼び出す

■ 大 3 つのアラーム信号を出力する

■ プログラム時間のリセット、またはジャム・シンクの強制実行をトリガする

GPI ポートは 9 ピンの D-sub コネクタにによって、1 つのグランド・クロージャ入力、3 つのグランド・クロージャ出力、

および 3 つのプリセット選択入力に対応しています。SYSTEM : GPI メニューを使用して、グランド・クロージャ入力

および出力の機能を設定できます。GPI アラームの設定は、GPI ポートと GPI/LTC ポートの両方に適用されます。

表 9 : GPI ポート – コネクタのピン配列

ピン番号 機能

1 グランド

   

2 GPI 出力 1 
3 GPI 出力 2 
4 GPI 入力

5 +5 V（出力抵抗が 1k であるため、電流は微弱）

6 GPI 出力 3 
7 GPI プリセット選択 3 
8 GPI プリセット選択 2 
9 GPI プリセット選択 1 

注： 9 ピンの GPI ポートと 15 ピンの GPI/LTC ポートの信号のいくつかは、2 つのコネクタで共有されます。たとえ
ば、GPI 1 の信号に対してアラームが出力されるように設定すると、GPI ポートと GPI/LTC ポートの両方にアラーム
が表示されます。
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GPI/LTC ポート

汎用インタフェース（GPI/LTC）ポートを使用することにより、次のタスクを実行できます（汎用インタフェース（GPI お
よび GPI/LTC）ポート(24 ページ)を参照）。 

■ 1 つの LTC 信号を入力（LTC 1 のみ）または 大 4 つの差動 LTC 信号を出力する

■ 大 2 つのアラーム信号を出力する

■ プログラム時間のリセット、またはジャム・シンクの強制実行をトリガする

このポートは、4 つの差動 LTC 信号、1 つのグランド・クロージャ入力、および 2 つのグランド・クロージャ出力に対

応する 15 ピンの D-sub コネクタです。LTC ボタン・メニューを使用して、4 つの LTC 信号のフォーマットやタイミング

を個別に設定できます。SYSTEM : GPI メニューを使用して、グランド・クロージャ入力および出力の機能を設定でき

ます。GPI アラームの設定は、GPI ポートと GPI/LTC ポートの両方に適用されます。

LTC1 は、出力だけでなく、LTC 入力にも設定できます。LTC でサポートされる信号フォーマットは、SMPTE 12M に従

い、23.98、24、25、29.97 ドロップ・フレーム、および 30 Hz です。

GPI/LTC コネクタの機能をフルに活用するには、オプションの LTC DSUB-to-XLR ブレークアウト・ケーブルを使用し

ます。標準の RGBHV（VGA-to-BNC）ブレークアウト・ケーブルを使用した場合には、GPI/LTC コネクタの機能の一部

を使用できます（表 10 : GPI/LTC ポート – コネクタのピン配列(21 ページ)を参照）。

注： タイムコード信号として VITC または ATC（あるいはその両方）のみを使用している場合には、オプションの LTC
および GPI ブレークアウト・ケーブルは必要ありません。

VGA-to-BNC ブレークアウト・ケーブルを使用する場合に正しく動作させるには、このケーブルとコネクタ・シェルの
中でピン 6、7、8、および 10 をまとめて内部的にグランドする必要があります。

9 ピンの GPI ポートと 15 ピンの GPI/LTC ポートの信号のいくつかは、2 つのコネクタで共有されます。たとえば、GPI
1 の信号に対してアラームが出力されるように設定すると、GPI ポートと GPI/LTC ポートの両方にアラームが表示さ
れます。
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表 10 : GPI/LTC ポート – コネクタのピン配列

ピン番号 機能 VGA ケーブル

1 GPI 出力 1 赤 BNC

   

2 GPI 出力 2 緑 BNC
3 GPI 入力 青 BNC
4 未接続

5 LTC 4（負）

6 グランド グランド

7 LTC 3（負） グランド

8 LTC 2（負） グランド

9 グランド

10 LTC 1（負） グランド

11 +5 V（出力抵抗が 1k であるた

め、電流は微弱）

12 LTC 3（正）

13 LTC 2（正） H BNC
14 LTC 1（正） V BNC
15 LTC 4（正）

LCD ディスプレイ・リードアウト

LCD ディスプレイのリードアウトは、機器の設定や表示されているメニューによって異なります。次の図は、ディス

プレイ・リードアウトの一例を示します。

図 4 : ディスプレイ・リードアウトの例

リードアウトの表示形式は通常次のガイドラインに従います。

■ ディスプレイの先頭行には、現在選択されているメニュー項目が表示されます。通常、先頭に表示される語
が選択されているボタン・メニューの名前を表しており、それに続いてパラメータまたはカテゴリの名前が表示
されます。

■ ディスプレイの 2 行目には、選択されたメニュー項目の現在の設定値が表示されます。例 1 に示すように、設

定項目の先頭にマークが表示されており、それが現在選択されていることが示されています。
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■ 上図の例 1 および 2 に示すように、2 行目の右端にキャリッジ・リターン文字が表示されている場合には、次

のいずれかの状況を表しています。

■ 左（◄）または右（►）矢印ボタンを押すことによって、選択可能なその他の設定が表示されます。設定し

たい項目が表示されたら、ENTER ボタンを押してその設定を選択します。

■ ENTER ボタンを押すことによって、そのメニューで利用可能なサブメニューが表示されます。サブメニュー

が表示されているときに、BACK ボタンを押すとトップ・メニューに戻ります。

■ 上図の例 2 に示すように、ディスプレイの 2 行目に "Press ENTER for menu," というメッセージが表示されている

場合、ENTER ボタンを押して、そのメニューのサブメニューを表示する必要があることを示しています。

■ 上図の例 3 に示すように、STATUS メニューで複数のアラートまたはエラーが報告されている場合には、2 行
目の右端にアラートまたはエラーの総数と現在表示されているメッセージの番号が合わせて表示されます。
例 3 では、ディスプレイに "1/3" と表示されています。これは、アラートは全部で 3 つ存在しており、現在表示さ

れているメッセージはそのうちの 1 番目のアラートであることを示しています。このような場合、左（◄）または

右（►）矢印ボタンを押せば、別のアラートまたはエラーを表示できます。

アラートおよびエラー・メッセージ

エラーが発生したときは、下図のように STATUS メニューを使用することによって、アラートやエラーに関する情報

を表示できます

1. STATUS ボタンを押して、STATUS メニューを表示します。

2. 上（▲）または下（▼）矢印ボタンを押して、STATUS : FAULT または STATUS : ALERT を選択します。

3. 左（◄）または右（►）矢印ボタンを押せば、報告されているすべてのエラーまたはアラートを確認できます。

表示されるメッセージの一覧を次の表に示します。

表 11 : 表示されるアラートおよびエラー・メッセージ

アラート・メッセージ エラー・メッセージ

Near loss of lock on REF input No fault
Loss of lock on reference input Main cooling fan fault
VITC or LTC input missing Temperature out of range
LTC out of SMPTE spec Internal diagnostic test failed
No REF input signal detected PS1 fault error
Alarm time PS2 fault error

PS1 temp. wtd. hours exceed limit
PS2 temp. wtd. hours exceed limit
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リモート・コントロール

Web ユーザ・インタフェース

SYSTEM メニューで Web ユーザ・インタフェースが有効にすれば、Web ブラウザを使用してリモートから機器にアク

セスできます。サポートされる Web ブラウザで機器の IP アドレスを入力すると、Web インタフェースが開きます。さ

まざまなタブをクリックしながら、フロント・パネルのボタンを使用する場合と同じように、機器の設定を表示し、制
御できます。

動作条件：Web インタフェースを使用して機器に接続する際には、ユーザ数は 大 4 人までに制限することをお

勧めします。それ以上のユーザが接続すると、性能が低下したり、動作が不安定になる可能性があります。

Web インタフェースを使用するときに、フロント・パネルと比較すると、一部の操作に関して中断や性能の低下が

見られる場合があります。たとえば、USB ポートを使用してサイズの大きなファイルを転送した場合や、フロント・

パネルのボタンが多数押された場合などに、Web サーバの反応が遅くなる場合があります。

制御のレベル：SYSTEM メニューを使用して、Web ブラウザが機器にアクセスできるレベルを制御します。すべてを

制御可能にすることも、読み込み専用にすることもできます。Web ユーザ・インタフェースを無効にした場合は、

Web ブラウザを使用して機器にアクセスすることはできません。

サポートされるブラウザ：Web インタフェースに接続する際に 適な結果を得るには、Google Chrome、Mozilla
Firefox、Safari、または Internet Explorer 9.0 以降をご使用ください。

図 5 : Web インタフェース・ウィンドウの表示例

 コントロールと接続

SPG700 型のインストールおよび安全に関する取扱説明書 23



汎用インタフェース（GPI および GPI/LTC）ポート

このセクションでは、GPI ポートの設定方法と使用法について説明します。機器のリア・パネルには、汎用インタフ

ェース（GPI）として機能する 2 つのポートが装備されています。GPI を使用すれば、 初の 7 つのプリセットを呼び

出して利用できます。また、 大 3 つのアラーム信号を出力できます。2 つのポートのピン配列については、「GPI
ポート」と「GPI/LTC ポート」を参照してください（GPI ポート(19 ページ)を参照）。（GPI/LTC ポート(20 ページ)を参照）。 

注： 9 ピンの GPI ポートと 15 ピンの GPI/LTC ポートの信号のいくつかは、2 つのコネクタで共有されます。たとえ
ば、GPI 1 の信号に対してアラームが出力されるように設定すると、GPI ポートと GPI/LTC ポートの両方にアラーム
が表示されます。

GPI コネクタの信号要件：次の図では、GPI コネクタの信号要件を示します。入力信号を使用してプリセットを呼び

出し、出力信号をアラーム信号として使用します。フレーム・グランドはグランド・リターンに使用されます。遮蔽さ
れた LAN ケーブル（遮蔽されたツイスト・ペア・ケーブル）を使用する場合は、ケーブルのシールドをグランドとして

使用できます。

表 12 : GPI コネクタの信号要件と GPI/LTC コネクタ上の GPI ピン

機能 レベル

入力 ハイ > 2.4 V またはオープン（内部 10 kΩ プルアップ・レジスタに接続されたも

の）
ロー < 0.8 V またはグランド（入力インピーダンス：10 kΩ）
タイミング：パルス < 40 ms は無視、パルス > 60 ms は常に検出

出力 ロー < 0.4 V またはグランド（250 mA シンク時、 大オン抵抗 2 Ω）

プリセットの呼び出し：GPI コネクタのピン 1、2、および 3 の信号レベルの組み合わせによって、 初の 7 つのプリ

セットを呼び出すことができます。次の表は、ピンに対する信号レベルの組み合わせと、呼び出されるプリセット番
号をまとめたものです。

表 13 : GPI ポートの信号レベルの組み合わせと対応するプリセット

ピン 7 ピン 8 ピン 9 プリセット番号

ハイ ハイ ロー 1 
ハイ ロー ハイ 2 
ハイ ロー ロー 3 
ロー ハイ ハイ 4 
ロー ハイ ロー 5 
ロー ロー ハイ 6 
ロー ロー ロー 7 

入力信号はすべてアクティブ・ローです。特定のピンの信号レベルがハイからローに変わると、対応するプリセット
が呼び出されます。たとえば、ピン 9 の信号レベルがハイからローに変わると、プリセット 1 が呼び出されます。

注： 機器設定の変更にかかる時間は、選択したプリセットの内容によって異なります。
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GPI 入力信号の設定：SYSTEM : GPI : INPUT TRIGGER メニューを使用して、GPI ポートのピン 4 および GPI/LTC ポー

ト・コネクタのピン 3 を設定することにより、機器をトリガして、次の機能のいずれかを実行させることができます。

■ プログラム時間のリセット

■ ジャム・シンクの強制

アラーム信号の出力：SPG700 型は、内部エラーの発生時に、GPI および GPI/LTC コネクタから 3 つのアラーム信

号を出力できます。アラーム信号のうち 2 つは両方のコネクタに存在します。アラームは GPI ポート・コネクタのピ

ン 2、3、および 6、GPI/LTC ポート・コネクタのピン 1 および 2 から生成できます。出力信号はアクティブ・ローなの

で、エラーが発生すると、信号レベルはハイからローに変わります。

GPI および GPI/LTC ポートのアラーム信号だけでなく、リファレンス信号のロックを損失したときに、BLACK 2 出力

からアラーム信号が送信されるようにも設定できます。リファレンスのロックを損失すると、BLACK 2 コネクタから出

力される信号は、エラーが発生している間はオフになります。

注： エラーを発生させる原因の多くについては、誤って生成されるアラームが少なくするために、遅延を設定でき
ます。エラーを発生させる原因が存在したとしても、遅延時間に達するまでに解消されれば、アラーム信号は送信
されません。

SYSTEM : GPI メニューを使用すれば、次のいずれかの内部エラーが発生したときに、アラーム信号が出力される

ようにできます。

■ ハードウェアの障害（ファンの停止など）

■ 電源の障害

■ GEN ロックのエラーまたは警告（GEN ロック信号をロックできない、または GEN ロック信号の周波数と内部リフ

ァレンスが大きくずれたために、SPG700 型がロックを失いかけているなど）ロック損失間近とみなされるスレッ

ショルドは、同調範囲の限度から約 2 × 10-6 です。

■ GEN ロック・タイミングのエラーまたは警告

■ アラーム時刻（TIME : PROGRAM TIME メニューで指定されたユーザ定義の時間と一致したときにアサート）

SNMP トラップ

本機をイーサネット・ネットワークに接続する場合は、特定のエラーが検出されたときに、ネットワーク管理ステー
ション（NMS）に SNMP トラップが送信されるように機器を設定できます。SYSTEM : SNMP メニューを使用すれば、ト

ラップ送信先の IP アドレスを設定し、またトラップが生成されるようにするエラーも選択できます。SNMP トラップを

送信できるように機器を設定する方法については、『ユーザ・マニュアル』を参照してください。
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初期設定

このセクションでは、本機を物理的に設置した後に行われる一般的な機器設定に関して、その概要について説明
します。詳細については、『SPG700 型ユーザ・マニュアル』を参照してください。

ファームウェアのアップグレード

当社では、ファームウェアに新機能を追加したり、問題を修正するために製品アップデートをリリースしています。
設置を行う際には、 新のファームウェアがインストールされていることを確認してください。製品の 新のファー
ムウェアは、当社の Web サイト(www.jp.tek.com/downloads)で入手できます。 

タイミング・リファレンスの選択

REF ボタン・メニューを使用して、ビデオ設備で使用するリファレンス信号の種類を選択します。

■ NTSC バースト

■ NTSC バースト（10 フィールド ID 付き）

■ PAL バースト

■ HD 3 値シンク

■ CW
■ 内部

Stay Genlock®

Stay GenLock® は、当社が開発したデジタル GEN ロック技術で、マスタまたはスレーブのいずれの構成においても

GEN ロックされた同期パルス・ゼネレータ（SPG）の堅牢性と安定性を高めます。

この機能を有効にするには、REF ボタン・メニューを使用して Lock Loss Action 設定を "Stay at Current Frequency" に
設定します。

ロックのリカバリ

左（◄）または右（►）矢印ボタンを使用して、リファレンス信号がロック損失から回復した際のモジュールのタイミ

ングの対応を選択します（Stay Legal、Jam Phase、または Fast Slew）。
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BLACK 1 ～ 3 信号出力の設定

BLACK ボタン・メニューを使用することによって、次の BLACK 1 ～ 3 出力を設定できます。

■ 信号フォーマットの選択

■ フィールド・リファレンスの有効化／無効化

■ 垂直軸／水平軸タイミング・オフセットの設定

■ タイムコード・パラメータの設定（HD フォーマット以外）

■ HD 3 値シンク・レートの設定（HD フォーマット、3 値シンク出力のレート管理(28 ページ)を参照）

3 値シンク出力のレート管理

3 値シンク信号に対しては、BLACK 1、2、および 3 の各出力はグループを構成しています。そのため、すべての出

力は整数または非整数レート信号のいずれかに統一する必要があります。次の手順に従って、ブラック出力の
3 値シンク信号のレートを設定します。

1. BLACK ボタンを繰り返し押して、BLACK 1–3 : HD TRI-LEVEL SYNC RATE を選択します。

2. 左（◄）または右（►）矢印ボタンを押して、INTEGER (60, 50, 30, 25, 24) または NON-INTEGER (59.94, 29.97,
23.98) を選択し、BLACK 1、2、および 3 出力の HD 3 値シンク・レートを設定します。

3. ENTER ボタンを押して、設定したいレートを選択します。選択したレートの先頭にマークが表示され、現在そ

の項目が選択されていることが示されます。

SDI 出力の設定（オプション SDI 型のみ）

SDI ボタン・メニューを使用することによって、次の SDI 信号出力を設定できます。

■ 出力モードの選択

■ 信号フォーマットの選択

■ サンプル構造／深度の選択（3G 信号フォーマット）

■ アルファ・チャンネルに配置するデータの選択（3G 信号フォーマット、サンプル構造が +A）
■ Link A および Link B 上の 初と 2 番目の HD 信号のコンテンツ（2×HD 出力モード）

■ テスト信号の選択

■ 動画モードの有効化／設定

■ 信号オーバーレイ（ロゴ、テキスト、またはサークル）の有効化／設定

■ タイミング・オフセットの設定

■ タイムコード・パラメータの設定

■ 出力シリアル・ストリームの個別コンポーネントの有効化／無効化

■ ユーザ定義の補助データ・ペイロードの定義／制御

■ SMPTE 352 Payload ID の有効化／無効化

■ セカンダリ SDI コネクタの設定：テスト・パターン（プライマリ SDI 出力と同じ信号）の出力、またはブラック信号

（プライマリ SDI 出力と同一のフォーマットとサンプリング構造）の出力
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EMBED ボタン・メニューを使用することによって、次のエンベデッド・オーディオを SDI 信号出力に設定できます。

■ 使用するオーディオ・グループでのエンベデッド・オーディオの有効化（3GLevelB 信号、オーディオ・グループ

ごとに LinkA または LinkB を選択可能）

■ 選択したオーディオ・グループでのオーディオ・コントロール・パケット（ACP）のサンプリング・アラインメント・ス

テータス・ビットの設定

■ 使用するオーディオ・チャンネルでのエンベデッド・オーディオの有効化

■ 各オーディオ・チャンネルの周波数／振幅の設定

■ 各オーディオ・チャンネルのチャンネル・オリジン ID の入力

■ オーディオ・クリックの有効化とクリック・レートの設定

■ 選択された SDI 出力のセカンダリ（下側）BNC コネクタの設定：オーディオ・トーンを出力、オーディオを使用し

ない、ミュートされたオーディオ

優先電源の設定（オプション DPW 型のみ）

オプション DPW 型を使用すれば、ホットスワップに対応した（バックアップ用）冗長電源モジュールをもう 1 台追加

できます SYSTEM ボタン・メニューを使用して、2 台の電源のうちどちらを主電源にするかを設定します。

プリセットの設定

プリセットを使用することにより、機器に関するさまざまな設定を保存しておき、必要に応じてその設定をすばやく
呼び出せるようになります。電源オン時のデフォルト設定やデフォルトのユーザ設定を含む、 大 15 種類の機器

設定を保存できます。

たとえば、NTSC、PAL、または HD など、異なるビデオ・フォーマットの生成を簡単に切り替えられるようにするため

に、3 つのプリセットを用意しておくことができます。SYSTEM : PRESET メニューを使用して、機器プリセットの保存、

呼び出し、名前の変更、または削除を実行します。

次の機器設定は不揮発性メモリに保存されるため、プリセット・システムの一部としては保存されません。

■ 電源の構成に関するユーザ設定

■ IP アドレス、ゲートウェイ・アドレス、サブネット・マスクなどのネットワーク構成に関する設定

■ SNMP タップ・アドレス

 初期設定
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適合性に関する情報

このセクションでは、本製品が適合している EMC 基準、安全基準、および環境基準について説明します。

EMC 適合性

EC 適合宣言 - EMC
指令 2004/108/EC 電磁環境両立性に適合します。『Official Journal of the European Communities』に記載の以下の基

準に準拠します。

EN 55103：. 業務用のオーディオ、ビデオ、オーディオ・ビジュアル、および娯楽照明制御機器の製品群規格
 1 2

■ 環境 E2 - 商業および軽工業用

■ 第 1 部：エミッション

■ EN 55022：クラス B 放射および伝導エミッション

■ EN 55103-1 付属書類 A： 磁場放射エミッション

■ 第 2 部：イミュニティ

■ IEC 61000-4-2：静電気放電イミュニティ

■ IEC 61000-4-3：RF 電磁界イミュニティ

■ IEC 61000-4-4：電流高速トランゼント／バースト・イミュニティ

■ IEC 61000-4-5：電力線サージ・イミュニティ

■ IEC 61000-4-6：伝導 RF イミュニティ

■ IEC 61000-4-11：電圧低下と遮断イミュニティ

■ EN 55103-2 付属書類 A：磁場放射イミュニティ

EN 61000-3-2. AC 電源ライン高調波エミッション

EN 61000-3-3. 電圧の変化、変動、およびフリッカ

製造元適合性に関するお問い合わせ先.
Tektronix, Inc. PO Box 500, MS 19‐045
Beaverton, OR 97077, USA
jp.tek.com

オーストラリア／ニュージーランド適合宣言 - EMC
ACMA に従い、次の規格に準拠することで Radiocommunications Act の EMC 条項に適合しています。

■ EN 55022：クラス B、放射および伝導エミッション（EN 55103-1 に準拠）

1 ここに挙げた各種 EMC 規格に確実に準拠するには、高品質なシールドを持つインタフェース・ケーブルが必要です。
2 初の電源投入時の突入電流の半サイクル平均実効値は 1.8 A、5 秒間の停電後の半サイクル平均実効値は 1.6 A です。

SPG700 型のインストールおよび安全に関する取扱説明書 31

http://jp.tek.com


安全性

このセクションでは、製品が適合している安全規格およびその他の基準について説明します。

EC 適合宣言 - 低電圧

『Official Journal of the European Union』にリストされている次の仕様に準拠します。

低電圧指令 2006/95/EC

■ EN 61010-1：測定、制御、および研究用途の電子装置に対する安全基準、第 1 部：一般要件

米国の国家認定試験機関のリスト

■ UL 61010-1：測定、制御、および研究用途の電子装置に対する安全基準、第 1 部：一般要件

カナダ規格

■ CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1：測定、制御、および実験用途の電子装置に対する安全基準 – 第 1 部：一般要件

その他の基準に対する適合性

■ IEC 61010-1：測定、制御、および研究用途の電子装置に対する安全基準、第 1 部：一般要件

機器の種類

テスト機器および計測機器

安全クラス

クラス 1 - アース付き製品

汚染度について

製品内部およびその周辺で発生する可能性がある汚染度の尺度です。通常、製品の内部環境は外部環境と同
じ規定が適用されるものとみなされます。製品は、その製品に指定されている環境でのみ使用してください。

■ 汚染度 1：汚染なし、または乾燥した非導電性の汚染のみが発生します。このカテゴリの製品は、通常、被包

性、密封性のあるものか、クリーン・ルームでの使用を想定したものです。

■ 汚染度 2：通常、乾燥した非導電性の汚染のみが発生します。ただし、結露によって一時的な導電性が発生

することもまれにあります。これは、標準的なオフィスや家庭内の環境に相当します。一時的な結露は製品非
動作時のみ発生します。

■ 汚染度 3：伝導性のある汚染、または通常は乾燥して導電性を持たないが結露時に導電性を帯びる汚染。こ

れらは、温度、湿度のいずれも管理されていない屋内環境に相当します。日光や雨、風に対する直接の曝露
からは保護されている領域です。

■ 汚染度 4：導電性のある塵、雨、または雪により持続的に導電性が生じている汚染。これは一般的な屋外環

境に相当します。
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汚染度

汚染度 2（IEC 61010-1 の定義による）。注：乾燥した屋内でのみ使用できます。

IP 定格

IP20 (IEC 60529 で定義)。

測定および過電圧カテゴリについて

本製品の測定端子は、測定する電源電圧について次の 1 つまたは複数のカテゴリに評価されます。

■ 測定カテゴリ II：低電圧インストレーションに直接接続された回路で実施する測定用。

■ 測定カテゴリ III：建築物の屋内配線で実施する測定

■ 測定カテゴリ IV：低電圧電源を使用して実施する測定

NOTE. 過電圧カテゴリ定格に該当するのは主電源回路のみです。測定カテゴリ定格に該当するのは測定回路の
みです。製品内部のその他の回路にはいずれの定格も該当しません。

主電源過電圧カテゴリ定格

過電圧カテゴリ II（IEC 61010-1 の定義による）

環境基準に対する適合性

このセクションでは本製品が環境におよぼす影響について説明します。

使用済み製品の処理方法

機器またはコンポーネントをリサイクルする際には、次のガイドラインを順守してください。

機器のリサイクル. 本製品の製造には天然資源が使用されています。本製品には環境または人体に有害となる

可能性のある物質が含まれているため、製品を廃棄する際には適切に処理する必要があります。有害物質の放
出を防ぎ、天然資源の使用を減らすため、本製品の部材の再利用とリサイクルの徹底にご協力ください。

このマークは、本製品が WEEE（廃棄電気・電子機器）およびバッテリに関する指令 2012/19/EC およ

び 2006/66/EC に基づき、EU の諸要件に準拠していることを示しています。リサイクル方法について

は、当社の Web サイトのサービス・セクション（www.tek.com/productrecycling）を参照してください。

過塩素酸塩の取り扱い. 本製品には CR リチウム電池が搭載されています。CR リチウム電池はカリフォルニア州

法により過塩素酸塩材として規定され、特別な取り扱いが求められています。詳細については、www.dtsc.ca.gov/
hazardouswaste/perchlorate を参照してください。

 適合性に関する情報
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