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はじめに 
 

TNB-10 / TNB-3 装置について 
 TNB-10 シリーズは、以下の 4 種類があります。 

 

型名 内容 

TNB-10 ラックマウント 測定モジュール 15 台ま搭載可能 

TNB-10 ポータブル 測定モジュール  7 台ま搭載可能 

TNB-3    スリム 3 測定モジュール  3 台ま搭載可能 

TNB-3    スリム 2 測定モジュール  2 台ま搭載可能 

 

   ラックマウント型 TNB-10 

    ポータブル型 TMB-10 

    コンパクト型 TNB-3 
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主な搭載モジュール 
 

MCA マルチチャンネル・アナライザー 

MCS マルチチャンネル・スケーラー 

4CH 

モータコントローラー 

主にパルスモータ用コントローラー 

3CH / 24CH 

タイマースケーラー 

32 ビット/CH タイマーカウンター 

MPIO リレー接点、TTL I/O 

4CH 16bit D/A コンバータ 主に、加速器周辺のレンズなどのマグネット制御などに利用 

汎用 4CPU モジュール 4 個のマイクロ CPU を搭載して、利用者専用のシステムを生成 

 

 

PC インターフェイス 
    USB インターフェイスは FTDI 社製の USB チップを使っています。 

 PC へのインストールソフト、接続確認 TOOL ソフトは、FTDI 社のソフトウェアです。 
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装置のセットアップ 
 

 

 

装置電源 5V 10A を搭載     AC 側ヒューズ 250VA  3A 

 

ラックマウント型の場合は 

装置の裏面に AC100V 入力が 

あります。 

装置本体の CPU は、右端の 

スロットにあります。 

ＵＳＢコネクタと PC を納入した 

USB ケーブルで接続します。 

 

 

 

装置電源 5V 10A を搭載   AC 側ヒューズ 250VA  3A 

 

ポータブル型の場合も 

装置の裏面に AC100V 入力が 

あります。 

装置本体の CPU は、右端の 

スロットにあります。 

ＵＳＢコネクタと PC を納入した 

USB ケーブルで接続します。 

 

 

装置電源 5V 5A を搭載   AC 側ヒューズ 250VA  3A 

 

コンパクト型の場合も装置の裏面に

AC100V 入力があります。 

本体装置の CPU と測定モジュール

は全面から搭載します。 

USB 接続は、表面にある CPU か

ら PC へ納入した USB ケーブルで

接続します。 
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MCS 装置の解説 
 

 

主な入力信号 i 
信号名称 内容 

Start 入力 TTL 信号 5ns 幅以上の信号、正論理の立下りで、MCS の Sweep をスタートします。 
正論理バルスの立上りから-立下りのパルス幅は、一定に保たれていないと、X 軸の時

間分解能に影響します。 

chAdv 入力 通常のチャンネル・アドバンス信号は、MCS 内部でプリセットされた dwelltime で 
X 軸が切り替わりますが、この chAdv 信号を外部から入力することも可能です。 
５ｎｓｅｃ以上のパルス幅の TTL パルス または 3.3V ロジックバルス 

chAdv 出力 複数台の MCS 装置を同期して使う場合は、マスターとする MCS の chAdv 出力を 
他の MCS 装置の chAdv 入力に接続することで、dwelltime を同期させることができま

す。 

MCS データ入力 ５ｎｓｅｃ以上のパルス幅の TTL パルス または 3.3V ロジックバルス 
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MCS 回路の解説 

 

白い丸シールの付いた IC は、CPLD(Complex Programmable Logic Device)です。 

PC で回路を設計して、PC 上で回路の動作試験をして、設計通りに動作したら、書き込み器で 

CPLD に回路を書き込みます。 

二つの CPLD はそれぞれ 

 ● PC 側から指定した dwelltime 間隔で chAdv 信号を生成します。 

 ● MCS データを数えて、dwelltime 信号 (chAdv)が来ると、計数値を 8192 の深さの 

   FIFO へ出力します。 

 

写真の赤い丸シールの IC は、MCS モジュールの CPU です。 

FIFO にたまった、MCS データを、逐次取り込んで、MCS スペクトルを内部メモリーに作成します。 

作成中のスペクトルは、PC からの要求で、TNB-10 本体装置のメイン CPU から、BUS コネクタを 

介して、MCS モジュールへ要求が来るので、スペクトルの場合は、一回の要求命令で、256ch 分を 

転送します。 

 

MCS 装置は、ハードウェアは、全く同じですが、CPLD の書き込み回路と CPU のプログラムにより

Normal 型と TOF 型があります。 

●Normal 型 CPLD で数えた Dwelltime 時間の計数値を FIFO へ出力します。 

       MCS データが入ってこなくても、Dwelltime で区切られた時間の計数値を FIFO へ 

       出力するので、データ量が少ない場合は無駄が多くなり、赤色の丸シールの CPU が 

       かかるので、ステート信号の周波数は 100Hz 程度になります。 

●TOF 型 スタート信号で時間データがリセットされて、MCS データが入ったときだけ 

       入ってきたときの時間をデータとして FIFO へ出力します。 

  スタート信号の周波数が高くて、MCS データが少ない場合に利用します。 
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本体装置の表示管 
TNB-10 の表示管 

 

 

搭載している測定モジュールは HEX-SW 

で、0 から F までの 16 通りの番号を 

自由に設定して使います。 

写真では、4CH モータコントローラー 

24CH タイマースケーラー、PHA(MCA) 

などのモジュールが 9 モジュール組み込ま

れています。 

TNB-3 の表示管 

 

 

搭載しているモジュールは 

MCS(CS)のみが表示されています。 

HEX-SW で設定する番号は、ほかの装置と 

同じ番号とは異なったユニークな番号を設

定して使います。 

 

TNB-10 の場合は、5 個の操作ボタン、TNB-3 には、4 個の操作ボタンがありますが 

標準装置の場合は、これらのボタンは機能しません。 
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ソフトウェアのインストール 

PC へソフトウェアのコピー 
納品は、USB メモリーで行います。 

納入した USB メモリの内容をそっくり、測定に利用する PC にコピーしてください。 

インストーラーはありません。 

 

 

が測定プログラムです。 ディスクトップに ショートカットを作成して 

起動するようにしましょう。 

 

USB ドライバのインストール 
次に USB ドライバをインストールします。コピーしたファイルの中に USB setup.exe と

いうフォルダがあるので、フォルダを開くと、 

 

CDM20830 Setup がありますから、ダブルクリックしてインストーラーを実行します。 

これで、インストールが終わりました。 
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測定ソフトウェアの起動 

 

プログラムを起動して、データ保存領域を指定する 

 

最初に起動すると、プログラムのログファイルを作成します。 

最初に行いことは、測定データの保存領域を指定することです。 

初期値は、C ドライブのルートである、C:\ になっています。 

 

C:\はシステムファイルあつかいになっているので、新しいデータフォルダを作成します 

画面中央の [ SET ]ボタンをクリックします。 

ファイルダイアログが現れますから、ワードなどのソフトの文書の保存と同様に、測定デー

タを保存するフォルダを適当な場所に移動して、必要であれば、新しいフォルダを作成して 

作成したフォルダに入り、[ 保存 ] ボタンをクリックすると完了です。 

例) C ドライブに DATABANK というフォルダを作成して、データフォルダにしてみます 
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データフォルダを指定すると、上の図の様に設定されます。 

ここで、測定データのファイル名の指定部分を修正してください。 

 

データの保存先ホォルダを指定すると、MCS コントロールの、データファイル名が 空白

になります。ここには、ファイル名のみ入力します。 

 

 
TestA とうファイル名を、入力しました。 

測定した時のデータ名になりますが、データを実際に書き出す時は、ここで入力したファイ

ル名に日付-時間と MCS1,2 の区別をファイル名として追加します。 
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TNB-10/TNB-3 のシリアル番号を確認して、プログラムに記憶させる 
  

PC と TNB-10 / TNB-3 の USB コネクタを、納品した USB ケーブルでつなぎます。 

PC の電源を入れて、インストールの時に、コピーしたプログラムのフォルダの中の 

 

D2XXDEMO.exe を実行します。 

初めて起動した時は、USB 接続した TNB-10 / TNB-3 を認識するのに、２０秒程度 

必要です。 

認識すると、 

 
 

図の様なフォームにシリアル番号 例では、シリアル番号の AE01JQH6 の 8 文字の 

シリアル番号が表示されます。 表示されない場合は、 [Refresh]ボタンをクリックします。 

この番号は大文字・小文字を識別しますので、間違えの内容にプログラムのシリアル番号の

欄に入力します。 

 

ここで、一旦プログラムを終了して、ログファイルに記憶させましょう。  

File メニューの終了または、プログラムの ✖ボタンで終了させます。 

シリアル番号は、 アルファベットの 小文字の l(エル)と、大文字の I(アイ)や、数字の 0 と 

アルファベットの O(オー)とよく間違えます。 オンラインボタンでつながらない場合は 

一旦プログラムを終了して、シリアル番号の再入力と記録を繰り返してください。 
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測定例の紹介 (1)  試験パルサー測定 

データ発生器を使った測定例(TNB-3) 

  

 

スタート信号の後、指定した数のデータパルスを出力する、テストパルサーを使い測定をし

ます。 

パルサーの設定 

スタート信号     1000 回 

データ出力スタート信号で    100 個 

データ間隔時間    10μsec 

 

上(黄) Start 信号   下(緑) Data 信号 

マイクロ CPU を使い、ソフトウェアで発生しているため、タイムジッタが少々あります。 
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プログラムの設定 

    

測定結果 

 

  

 

0ch sweep 数 

ピーク 4ch 

 

 

ピーク 54ch 

 

 

ピーク 104ch 

データ間隔が、50ch 間隔(2μsec)で、データ数は 53+47=100 個の様に観測できました。 
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測定例の紹介 (2)   臨界模擬パルサー測定 
 

仕組み 

常時コンデンサをチャージしていて、Start 信号出力と同時にコンデンサを放電して、電圧

を出力する回路と、オフセット電圧をバックグランドとして加算した電圧を V/F 変換して、

中性子で励起された核物質の核反応を模した TTL 信号を出力します。 

    平均データ発生数 5000cps、スタート信号 スタート周波数 40Hz 

測定条件 
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プログラム画面の解説 

 

 

Y 軸の最大スケール リニアスケールの時は 100,200,500,1000,2000.. 

の様に 1,2,5 の割合変更できます。LOG 表示の場合は 

0 – 1000000 カウント 6 デガード表示です。 

現在のスイープ回数 測定中、スイープ回数を表示します。 

カーソル マウスでクリックすると、その場所にカーソルが移動します。 

スペクトル表示開始 ch 表示しているスペクトルの左端の ch 番号を表示します。 

カーソル位置(ch) カーソルの位置を表示します。 Ch=  731 

カーソル位置のカウント値 カーソル位置のカウント値を表示します。 Cnt=  123456 

カーソル位置時間 測定条件の時に指定した単位の時間と 1000 倍の単位の二通りで表示 

 

接続状態を表示します。 緑色のランプ表示が正常です。 USB 接続

でエラーが発生すると赤色ランプの表示になります。 

USB 接続で、回線エラーが発生した場合は、一度ソフトを終了させて

もう一度接続してください。MCA 測定は本体装置で継続しています。 
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TOP パネルアイコンの機能 
 

 

 

 

測定して保存されていた、バイナリ形式のスペクトルファイルを読み込み 

WORK 領域へ表示します。 

 と表示されます。 

 

表示しているスペクトルを保存します。 

CSV 形式と、DAT 形式(バイナリ形式)両方で保存します。 

 と表示されます。 

バイナリデータは、必ず保存します。 CSV データは選択すると出力されます。 

 

TNB-10 / 3 と接続します。 

USB シリアル番号が間違っている、USB で接続していないなどの原因でエラーに 

なることがあります。 USB エラーが発生したら、TNB-10/3 装置も電源を再投入して

ください。 

 

一時的に、TNB-10/3 装置へのアクセスを止めます。 

再接続は、OPEN アイコンで行います。 

 

ソフトウェアの起動 で説明しました。 

測定データの保存先のフォルダを指定します。 

最初のファイル名は GONVEI”となっています。 
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測定条件の設定 

 

 
TNB-10 / 3 のシリアル番号を指定します。 

 

このソフトウェアは、Normal タイプと TOF タイプの MCS 装置を制御しま

す。Normal と TOF と固定に現在はなっていますが、 Normal + Normal 

TOF + TOF でも搭載できます。 二台搭載して両方チェックしてあると 

同時に二台の測定が可能です。 

 

測定スペクトル幅を指定します。 

256ch ,  512ch ,  1024ch ,  2048ch ,  4096ch ,  8192ch 

を選択できます。 

スペクトル幅が大きくなると、Start 信号の周波数応答が低くなります。 

 

Dwelltime を指定します。 

時間単位は、time unit で選択します。 

1～約 1600 万までの整数値で指定します。 

 

Dwelltime の時間単位を指定します。 

20nsec(10nsec) , μsec ,  msec, EXT が選択できます。 

EXT は、外部パルス立ち上がりの入力で、dwelltime と判断します。 

 

スイープ回数を指定します。 

サイン付き 32 ビット整数として、扱います。 

 

測定データ名を指定します。 

ここで入力する名前は、Datafile Path name…. に追加された名前のファイ

ルになります。 

また、測定データには、年月日と時分秒のカレンダー情報と、MCS の番号 

1 または 2 が、ファイル名に追加されます。 

フォルダ名、拡張子は着けないで、ファイル名のみ入力してください。 

例 EXdata-20220522-034852MCS1     (5/22 日 AM3 時 48 分 52 秒 MCS1 ) 
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測定中のインジケータです。 

測定中は、黄色のテキストボックスになり、測定が終わると、白色に戻りま

す。 表示される内容は、スペクトルのスイープ回数です。 

 

 

CSV 形式のデータファイルも保存したい場合は、 □add CSV Format に 

チェックを入れてください。 

□自動保存がチックしてあると、測定が終了すると、自動的にデータ保存を実

行します。 

自動保存では、バイナリ形式のスペクトルは、必ず作成し保存します。 

 
測定の制御を行います。 

[STOP] は測定を停止します。 もし測定中の場合は、自動的に現在測定中

のスペクトルを保存してから、停止します。 

[CLEAR]は、スペクトルをクリアします。 

[START]は、MCS 測定を測定条件で開始します。 
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表示スペクトルの操作 

 

 

 

 

表示するスペクトルを選択します。 

MCS2 を使っていない場合は、作業スペクトル 

として MCS2 を利用できます。 

  
拡大表示ボタン 

表示しているスペクトルの表示を、カーソルを中心に X 軸方向に 2 倍に拡大し

て表示します。 最大 32ch 分の表示まで拡大できます。 

  
縮小表示ボタン 

表示しているスペクトルの表示を、カーソルを中心に X 軸方向 1/2 縮小表示し

ます。 プリセットした測定サイズの全体表示まで縮小して表示できます。 

  
LOG 表示 

Y 軸のスケールを LOG 表示にします。 6 デガードまで表示しますので、

LOG 表示の最大カウント値は、100 万カウントです。 

  
リニア表示 UP 

Y 軸スケールが LOG 表示の時は、Y 軸を自動スケールのリニア表示にします。

すでにリニア表示の場合は、表示スペクトルが、上へシフトするように Y 軸の

最大スケールを小さくします。 

  
リニア表示 Down 

Y 軸スケールが LOG 表示の時は、Y 軸を自動スケールのリニア表示にします。

すでにリニア表示の場合は、表示スペクトルが、下へシフトするように Y 軸の

最大スケールを大きくします。 

  
ライン/dot 表示 

表示を線でつなぐライン表示と、点で表示する、ドット表示の切り替えをしま

す。 

  
左スクロール 

スペクトルを拡大表示している時、拡大したまま、右側に移動させて左側のスペ

クトルを表示します。 

  
右スクロール 

スペクトルを拡大表示している時、拡大したまま、左側に移動させて右側のスペ

クトルを表示します。 
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カーソル移動 

カーソルの移動は、画面ないでクリックすると移動できますが 1ch 分移動する

のは難しいので、これらのボタンで移動します。 

   
overlap 

 

表示しているスペクトルと、WORK スペクトルを重ねて表示します 

  
Color change 

 

重ねて表示してる時の WORK スペクトルの色を変更します。 

  
ROIMCS View 

 

ROIMCS 測定モードの時、グラフ表示を 

通常のエネルギースペクトルと、ROIMCS トレンドグラフを切り替えます。 

 
WORK へ COPY 

 

表示スペクトルを WORK スペクトル領域へ COPY します。 
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ROI(関心領域)の操作ボタン 
 

 

 

ROI を設定する番号を指定します。 1 から 99 番までを選択できます。設定し

た ROI を呼び出す時もここで番号を選択して呼び出すことができますが、直接

ROI にカーソルを移動して、呼び出すほうが簡単です。1～99 個設定できる 

 

 

カーソルの位置で、指定した番号の ROI 領域を設定します。通常はピークの左右

の麓にカーソルを移動して[SET]ボタンで指定します。取り消しは[CLR]ボタン

で行います。 

 
設定した ROI の範囲をチャンネル番号で、表示します。 

 
設定した ROI の範囲を広げたり、狭めたりします。 

 
設定した ROI の範囲を左右に移動します。 

 

 

設定した ROI 領域のバックグランドを差し引いた面積を表示します。左右のカウ

ントを含む外側 3ch のカウントの平均値で Gross カウントから台形引き算して

NET カウントを計算します。 

 
設定した ROI 領域の合計面積を表示します。 Gross カウントです。 

 

 

ROI をたくさん設定している場合、情報を見たい ROI 領域にカールソルを移動し

て [CallROI ]ボタンをクリックすると、ROI 番号から Gross/Net 値などを表

示できます。 

 

 
ROI 番号を ボタンで指定して [JUMP]ボタンを押すと、カーソル

が ROI 位置へ移動します。 

 
すべての設定した ROI 情報を消します。 
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拡張機能パネル 
 

拡張機能は、利用者専用の命令や操作を作成するパネルです。 

納入時は、パネル内に 4 個のタグ Page があり、最初のページのみ、スペクトル間演算の 

処理が作り込んであります。 

MCS 装置を購入頂いた場合、標準ソフトウェアとして、基本的なこのプログラムが納入され

ます。それぞれの利用者専用のソフトウェアとして、新規に作成していますが、基本的な部分

の共通部分のみのソフトウェアになっています。 

 

 

 

 

機能追加の例 

 

TOF 測定や Mass 測定では、スペクトルにガウス分布のピークができることがあります。 

このような測定の場合、出現したピーク部分に、自動的に ROI 領域を設定したり、ピークの 

半値幅を計算したりする、定性処理を追加することが可能です。 

(次のバージョンで、追加予定) 
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組み込まれているスペクトル演算 

スペクトル間といっても、単体のスペクトルに対して、一定の定数を掛けたり、以前測定し

たスペクトルを WORK 領域に読み込んで、測定スペクトルと、以前のデータ間で演算した

りできます。 

 簡単な計算をしてみましょう 

 

 

このスペクトルは、全体にバックグランド

ノイズが入っているので、このノイズを 

全体から差し引いてみましょう。 

最初に適当なバックグランド領域に ROI を

設定します。 

 

 

ROI の範囲が 658ch ～ 823ch なので ROI の幅は 823 – 658 + 1 = 166 

ROI の面積が 14095 であるので 14095 ÷ 166 ≒ 85 になります。 

スペクトル全体から 85 を引き算したスペクトルを、WORK2 に格納してみましょう。 

 
の様にスペクトル間計算の項目に入力して、実行ボタンを押してください。 
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オンラインの測定中のスペクトルと一緒に、WORK2 に作った、バックグランドを引いた 

スペクトルを重ねて表示します。 

ボタンをクリックします。 で、引き算したスペクトルの色を見やすい色に変えて 

観測します。 

計算後のスペクトルを保存する場合は、計算したスペクトルは WORK2 に入っているので、

の様に、WORK2 を選択してから 

 の様にファイル名を入力して で 

保存します。 
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ROI 間の演算 
現在正しく機能しません。 

ROI 領域の 読込み/保存などの機能と合わせて追加予定。 
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MCS スペクトルファイル 
バイナリファイルと CSV 形式のファイルを出力できます。 

バイナリファイルは、 

ラボラトリ・イクイップメント社の、MCA スペクトルと、ある程度互換 

TNB 工房のバイナリ形式と同じです。 

バイナリファイルは、先頭に 1024 バイトの、情報部分があります。 

それ以降は、INTERGER32 32 ビット整数が、スペクトルサイズ分続きます。 

 

バイナリ情報部分の形式  (MCA スペクトルと互換) 
 c 言語記述の構造体です。 

 FORTRAN の場合は、EQUIVALENCE 分にて、各項目を等価あつかいにすることで 

 レコード化して、読み出します。 

 自動測定の場合は、無条件で拡張子 .DAT のバイナリデータを保存しますが、EXCEL 等の 

 ソフトで処理しやすい CSV 形式を、追加で出力することもできます。 

 struct { 

  char eyecat[50]; /* Eyecatcher(N) Comment(O) */ 

  short devno;  /* MCA No. */ 

  short read_ofset; /* Read ofsset(O) */ 

  short msize;  /* MCA Size in ch. */ 

  short slicno;  /* for 2D slice No. */ 

  short x_axis;  /* X axis size in ch. */ 

  short y_axis;  /* Y axis size in ch. */ 

  short c_time;  /* Coince time  in nsec */ 

  float cala;  /* a of Y = aC**2 + bX + c * 

  float calb;  /* b */ 

  float calc;  /* c */ 

  short isotope; /* Isotope code */ 

  short autoc;  /* auto or manual */ 

  short year;  /* YY of Collect date */ 

  short month;  /* MM */ 

  short day;  /* DD */ 

  short week;  /* Week */ 

  short hour;  /* Hour */ 

  short min;  /* Min */ 

  short sec;  /* Sec */ 

  short roil[100]; /* ROI LCH */ 

  short roih[100]; /* ROI HCH */ 

  short roicor[100]; /* ROI color */ 

  short mode;  /* PHA = 0 MCS = 1 ROIMCS = 2 */ 

  short tunit;  /* MCS time unit */ 

  short dowel;  /* MCS dowel time */ 

  short rorl;  /* Real or Live time sw */ 

  short acqon;  /* MCA busy flag */ 

  int  ptime;  /* preset time */ 

  int  pcount;  /* preset count */ 

  int  ltime;  /* Live Time */ 
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  int  rtime;  /* Real Time */ 

  /* Display Infomation */ 

 

  short xorg;  /* x origin */ 

  short yorg;  /* y origin */ 

  short xsize;  /* x axis display dot size */ 

  short ysize;  /* y axis */ 

  short color;  /* spectrumn color */ 

  short vfs;  /* display vertical scale */ 

  short newcur;  /* current cursor position */ 

  short oldcur[8]; /* old cursor */ 

  short comp;  /* spectrumn comprees sw */ 

  short ovroff;  /* overlap offset */ 

  short wind;  /* window LCH */ 

  short whigh;  /* window HCH */ 

  short expf;  /* Expansion factor */ 

  short roion;  /* ROI display sw */ 

  short frmon;  /* Frame display sw */ 

  short autovfs; /* Auto scale sw */ 

  char cunit[8]; /* Energy unit keV msec etc */ 

  char label1[32]; /* Spectrumn comment 1 */ 

  char label2[32]; /* Spectrumn comment 2 */ 

  float sense;  /* sensitivity factor */ 

  short fwhm;  /* estimate fwhm */ 

  short start;  /* peaksearch start */ 

  short stop;  /* end of ch */ 

  short rec;  /* Peak recognize ch */ 

  short maxp;  /* Max peak buffer */ 

  short opt;  /* Option sw */ 

  short fwin;  /* Filter width */ 

  float fwa;  /* fwhm calib */ 

  float fwb;  /* fwhm calib */ 

  /***** EXTENTION COMMENT POINTER FILED ****/  //新規追加項目 

  short extendSW; /* 0=NONE 1=exit */ 

  short EORcode; /* 排他コード 処理プログラム特有のコード */ 

  short extendleng; /* extention filed length */ 

  char free[150]; /* total 1024 byte */ 

    }  HEAD; 
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スペクトルファイル CSV 形式 
CSV 形式の保存は、先頭に 2 行のヘッダーを出力しています。 

先頭行は、保存ファイル名: 保存フォルダに続き、利用者指定のファイル名に日時とも措置番号 

2 行目は、dwelltime と時間単位コード、スイープ回数、スペクトルサイズです。 

実際のスイープ回数は 0ch に入っています。途中で測定を中止した時の sweep 回数は 0ch です。 
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付録 
 

性能限界試験 

 

データ信号   1MHz、100KHz, 10KHz 連続発振器 

スタート信号  矩形波 TTL  10Hz ～ 100Hz データとは非同期のパルサー信号 

スペクトル幅  1024ch , 2048ch ,  4096ch ,  8192ch 

結果の判定  計算上の水平なスペクトルまたは飛び飛びの 

  

   正常に測定できたスペクトル      FIFO がパンクしたスペクトル 

Start 周波数が高くなると、FIFO に書き込まれたデー

タを、MCS 回路上のＣＰＵが読み出して処理する時

間が間に合わなくなります。 スペクトルには、ひげ

の様なピークが現われて波形が乱れます。 MCS モ

ジュールの START 信号入力 BNC の横の青色 LED

が点滅することで、視覚でも確認できる。 

Start 信号の周波数を下げて対応してください。 
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スタート信号の周波数と、スペクトル幅の組みあわせによる試験(1) 
Normal MCS の場合 

Dwelltime = 1usec    Data = 1MHz  内部データ処理速度: 220kcps ～  155kcps 

 1024ch 2048ch 4096ch 8192ch 

10Hz 〇 〇 〇 〇 

20Hz 〇 〇 〇 〇 19Hz  

30Hz 〇 〇 〇 ✖ 

40Hz 〇 〇 〇 ✖ 

50Hz 〇 〇 〇 ✖ 

60Hz 〇 〇 ✖ ✖ 

70Hz 〇 〇 ✖ ✖ 

80Hz 〇 〇 ✖ ✖ 

90Hz 〇 〇 ✖ ✖ 

100Hz 〇 〇 ✖ ✖ 

110Hz 〇 〇 ✖ ✖ 

120Hz 〇 ✖ ✖ ✖ 

130Hz 〇 ✖ ✖ ✖ 

140Hz 〇 ✖ ✖ ✖ 

150Hz 〇 ✖ ✖ ✖ 

160Hz 〇 ✖ ✖ ✖ 

170Hz 〇 ✖ ✖ ✖ 

180Hz 〇 ✖ ✖ ✖ 

190Hz 〇 ✖ ✖ ✖ 

200Hz 〇 ✖ ✖ ✖ 

210Hz 〇 ✖ ✖ ✖ 

220Hz 〇 ✖ ✖ ✖ 

230Hz ✖ ✖ ✖ ✖ 
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スタート信号の周波数と、スペクトル幅の組みあわせによる試験(2) 
TOF 型 MCS の場合 

Dwelltime = 50ns    Data = 周波数可変   Start 周波数 100Hz  

データ 

kcps 

1024ch 2048ch 4096ch 8192ch 

400 〇 〇 〇 〇 

450 〇 〇 〇 〇 

500 〇 〇 〇 ✖ 

550 〇 〇  〇  ✖ 

600 〇 〇 〇 ✖ 

650 〇 〇 〇 ✖ 

700 〇 〇 〇 ✖ 

750 〇 〇 ✖ ✖ 

800 〇 〇 ✖ ✖ 

850 〇 〇 ✖ ✖ 

900 〇 〇 ✖ ✖ 

1000 〇 〇 ✖ ✖ 

1050 〇 1060k cps ✖ ✖ 

1200 〇 ✖ ✖ ✖ 

1350 〇 ✖   

 

MCS サイズ Active time (dwelltime × size) Active 中のデータ最大計数周波数 

1024ch 50nsec × 1024 = 51.2 us 69 kcps 

2048ch 50nsec × 2048 = 102us 102kcps 

4096ch 50nsec × 4096 = 204us 143kcps 

8192ch 50nsec × 8192 = 408us 184kcps 

注意 Start 周波数 100Hz の時 
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納入後のサポート 
 

納入後にファイルの郵送が発生した場合や、ソフトウェアのアップグレードした場合は 

NTT cocoa サイトを利用したデータ配布方法で対応いたします。 

この場合は、メールで 

------------------------------------------- 

測定ソフト Soft   V1.34 

16-MAY-2022 PM 12:05 UP 

Program = Measure.exe 

https://s.mypocket.ntt.com/F622QU 

Pass = soft123 

の様な URL 付のメールで対応いたします。 
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マニアル更新 

 

日付 内容 

22-MAY-2022 初版 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

 

                                         
 


