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１．概要
この仕様書は９ＧＨｚから１２ＧＨｚの周波数範囲を２５０ＫＨｚステップで信号を生成できる周波数可変のＰＬＬユニ
ットの仕様を規定します。
２．仕様
（１）周波数可変範囲
（２）可変ステップ
（３）周波数確度
（４）動作温度範囲
（５）保存温度範囲
（６）出力レベル
（７）出力インピーダンス
（８）位相雑音(TYPICAL）

（９）不要スプリアス
（１０）高調波スプリアス
（１１）電源電圧
（１２）出力コネクタ
（１３）設定方法
（１４）外形寸法

9.000GHz～12.000GHz
250KHz STEP
内部クロックの場合 ±２．５ｐｐｍ（動作環境条件内で）
外部クロックの場合は外部クロック精度
0℃～+50℃（２℃／Ｗ以下のヒートシンク装着時）
-10℃～+60℃
+12ｄＢｍ以上
50Ω 公称
-７６ dBc／Ｈｚ at 1KHz
-７８ dBc／Ｈｚ at 10KHz
-１０２ dBc／Ｈｚat 100KHz
－６０ｄＢｃ以下
－４０ｄＢｃ以下
＋１５Ｖ、 １．２Ａ以下
－１５Ｖ、 ０．１A 以下
SMA―Ｊ
調歩同期シリアルデータ（ＲＳ―２３２Ｃ）
130ｘ160ｘ３０ｍｍ 以下
突起物は除く
外形寸法図 Ｍ080513 参照
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３．通信仕様
３－１．通信条件
通信速度
データ長
ストップ・ビット
パリティ・チェック
フロー制御
外部接続ケーブル
コネクタ

ＲＳ－２３２Ｃ 調歩同期
： ９，６００ ｂｐｓ
： ８ ｂｉｔ
： １ ｂｉｔ
： なし
： なし
： ストレート
： Ｄ－ｓｕｂ９ｐｉｎ（FEMALE）

３－２．Ｄ－ＳＵＢ ９ピンコネクターピン配置
ピン番号
１
２
３
４
５
６
７
信号の説明
ＲＤ，ＴＤ信号：
ＲＦＯＦＦ：

ＡＬＡＲＭ：

信号名
ＡＬＡＲＭ
ＲＤ
ＴＤ
ＲＦＯＦＦ
ＧＮＤ
ＤＳＲ
ＲＴＳ

装置＜－＞端末
→
→
←
←
⇔

備考

未使用
未使用

調歩同期シリアルデータです。
ＲＦ 制御入力です。
ＴＴＬ ＨＩＧＨレベルでＲＦはＯＦＦします。ＬＯＷでＲＦはＯＮです。
（ＥＯＦＦ＿１のときのみ有効。４－３－８参照）
アラーム出力信号です。
内部異常があるときＴＴＬ ＨＩＧＨレベルになります。
正常動作時はＬＯＷレベルです。

４．通信シリアル制御方法
４－１．送受信コード
コマンドとパラメータ、ステータス等の使用するコードは基本的にＡＳＣＩＩコードである。
’Ａ’～’Ｆ’のアルファベットは必ず英大文字を使用してください。
制御コードは０Ｄｈｅｘと０Ａｈｅｘのみ使用します。
ターミネータは［ＣＲ］（０Ｄｈｅｘ）とする。
説明では０Ｄｈｅｘなら＜０Ｄｈ＞とＨＥＸコードは表記し、＿（アンダーバー）はスペース＜２０ｈ＞の
意味です。
装置側では０Ａｈｅｘコードを受信しても無視しますので、テキストファイルでコマンド／データを
送ることが可能です。
パソコン等の汎用通信ソフト（ハイパーターミナル等）を使用してキーボード入力でコマンド設定を
行うことも可能です。（通信のやり取りは全てアスキーコードで行います）

page3

４－２．コマンドに対する受信異常レスポンス
４－２－１．無応答（レスポンスなし）
通信エラー等でコマンドが完了してない場合は無応答状態となります。
送信側でコマンドを送信してから１秒以上経過しても受信正常レスポンスが返らないとき、
この送信を放棄してください。
この時にコマンドを再送する前にダミーデータ（０Ｄｈｅｘ）を送信してください。
４－２－２．受信異常レスポンス
・異常レスポンス
？［１バイトエラーコード］＜０Ｄｈ＞＜０Ａｈ＞
１バイトエラーコードは１バイトのＨＥＸコードをアスキーコード２バイトに変換したものです。
０２ｈｅｘのエラーコードなら３０３２ｈｅｘで
？０２＜０Ｄｈ＞＜０Ａｈ＞
と返ってきます。
エラーコードの意味は対応するＢＩＴに１がセットされていればエラーです。
・ＢＩＴ０
・ＢＩＴ１
・ＢＩＴ２
・ＢＩＴ３
・ＢＩＴ４
・ＢＩＴ５
・ＢＩＴ６
・ＢＩＴ７

コマンドエラー（該当コマンドがない） ：正常受信が出来なかったのでコマンドを再送する
パラメータエラー
：パラメータが正しくないのでコマンドを再送する
設定エラー
：現在の設定・状態ではそのコマンドは実行不可能
設定値保存エラー
：正常に保存出来なかったのでコマンドを再送する
シリアル受信バッファオーバーフロー ：受信バッファがオーバーフロー
予約（未使用）
予約（未使用）
予約（未使用）

異常レスポンスが返ってきましたら、必要に応じてコマンドの再送処理を行ってください。
４－２－３．電源ＯＮ時に下記メッセージが表示されます。
DST DSG-0912G VerX.X
*

・・・ Ｘ．Ｘにはバージョン・ナンバーが表示されます。
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４－３．コマンド
４－３－１．Ｆコマンド － 周波数設定
出力周波数の設定を行います。
・コマンド
エコーバック無し
・正常レスポンス
エコーバック有り
・正常レスポンス

Ｆ＿ｄｄｄｄｄ＜０Ｄｈ＞
＊＜０Ｄｈ＞＜０Ａｈ＞
＊＜０Ｄｈ＞＜０Ａｈ＞
Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ＿＝＿ｄ．ｄｄｄｄｄｄ＿ＧＨｚ＜０Ｄｈ＞＜０Ａｈ＞

・周波数設定可能範囲 ： 9.0GHz～12GHz
・設定分解能 ： 250KHz
9000.0MHz／0.25MHz＝36,000
9000.25MHz／0.25MHz＝36,001
9000.50MHz／0.25MHz＝36,002
・
・
・
12000.0MHz／0.25MHz＝48,000
の数字を送ることで所定の周波数が設定されます。
上記数字をキャラクタとして送り、デリミタとして「CR」を送ります。
9000.25MHｚの設定例
Ｆ＿３６００１＜０Ｄｈ＞
エコーバック有りの装置からのレスポンスは
＊＜０Ｄｈ＞＜０Ａｈ＞
Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ＿＝＿９．０００２５０＿ＧＨｚ＜０Ｄｈ＞＜０Ａｈ＞
４－３－２．ＯＮコマンド － 出力オン
設定された周波数でＲＦを出力します。
・コマンド
ＯＮ＜０Ｄｈ＞
エコーバック無し／有り共通
・正常レスポンス
＊＜０Ｄｈ＞＜０Ａｈ＞
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４－３－３．ＯＦＦコマンド － 出力オフ
ＲＦの出力を停止します。
・コマンド
ＯＦＦ＜０Ｄｈ＞
エコーバック無し／有り共通
・正常レスポンス
＊＜０Ｄｈ＞＜０Ａｈ＞
４－３－４．ＳＴＳコマンド － ステータス
現在の設定状態を確認できます。
・コマンド
エコーバック無し
・正常レスポンス

ＳＴＳ＜０Ｄｈ＞

＊＜０Ｄｈ＞＜０Ａｈ＞
ｘｘｘｘ＜０Ｄｈ＞＜０Ａｈ＞
ｘｘ＜０Ｄｈ＞＜０Ａｈ＞
エコーバック有り（一例）
・正常レスポンス
＊＜０Ｄｈ＞＜０Ａｈ＞
① ・・・
ｘｘｘｘ＜０Ｄｈ＞＜０Ａｈ＞
② ・・・
ｘｘ＜０Ｄｈ＞＜０Ａｈ＞
＜０Ｄｈ＞＜０Ａｈ＞
SYSTEM＿STATUS＜０Ｄｈ＞＜０Ａｈ＞
③ ・・・
Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ＿＝＿ｄ．ｄｄｄｄｄｄ＿ＧＨｚ＜０Ｄｈ＞＜０Ａｈ＞
④ ・・・
Output＿＝＿On＜０Ｄｈ＞＜０Ａｈ＞
⑤ ・・・
10MHz＿Ref＿Clock＿Source＿＝＿Internal＜０Ｄｈ＞＜０Ａｈ＞
⑥ ・・・
External＿RF-Off＿signal＿＝＿Invalidity＜０Ｄｈ＞＜０Ａｈ＞
⑦ ・・・
PLL＿Status＿＝＿Lock＜０Ｄｈ＞＜０Ａｈ＞

① ・・・ 出力周波数データ（ＨＥＸ）
② ・・・ ステータス・フラグ（ＨＥＸ）
・ＢＩＴ０
ＲＦ出力
・ＢＩＴ１
エコーバック
・ＢＩＴ２
ＲＥＦクロック・ソース
・ＢＩＴ３
外部 RF-OFF 信号
・ＢＩＴ４
予約（未使用）
・ＢＩＴ５
予約（未使用）
・ＢＩＴ６
予約（未使用）
・ＢＩＴ７
ＰＬＬ状態

１：ＲＦ出力
１：有効
１：外部
１：有効

０：出力停止
０：無効
０：内部
０：無効

１：Ｕｎｌｏｃｋ

０：Ｌｏｃｋ

③ ・・・ 出力周波数（ＧＨｚ）
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④ ・・・ ＲＦの出力状態
Ｏｎ ： ＲＦ出力
Ｏｆｆ ： ＲＦ出力の停止
⑤ ・・・ ＲＥＦクロック・ソース
Ｉｎｔｅｒｎａｌ ： 内部クロック・ソースを使用
Ｅｘｔｅｒｎａｌ ： 外部クロック・ソースを使用
⑥ ・・・ 外部 RF-OFF 信号
Ｅｎａｂｌｅ ： 有効
Ｄｉｓａｂｌｅ ： 無効
⑦ ・・・ ＰＬＬ状態
Ｕｎｌｏｃｋ ： ＰＬＬがアンロック状態で異常
Ｌｏｃｋ ： ＰＬＬがロック状態で正常
４－３－５．ＳＡＶＥコマンド － 設定値保存
現在の設定状態（出力周波数、エコー、ＲＦの出力状態、ＲＥＦクロック・ソース、外部RF-OFF信号）を
保存します。
次回の電源ＯＮ時からは保存された設定状態で立ち上ります。
・コマンド
ＳＡＶＥ＜０Ｄｈ＞
エコーバック無し／有り共通
・正常レスポンス
＊＜０Ｄｈ＞＜０Ａｈ＞
４－３－６．ＣＳＥＬ＿Ｉコマンド － 内部クロック・ソース設定
内部クロック・ソースを使用します。
・コマンド
ＣＳＥＬ＿Ｉ＜０Ｄｈ＞
エコーバック無し／有り共通
・正常レスポンス
＊＜０Ｄｈ＞＜０Ａｈ＞
４－３－７．ＣＳＥＬ＿Ｅコマンド － 外部クロック・ソース設定
内部クロック・ソースを使用します。
・コマンド
ＣＳＥＬ＿Ｅ＜０Ｄｈ＞
エコーバック無し／有り共通
・正常レスポンス
＊＜０Ｄｈ＞＜０Ａｈ＞
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４－３－８．ＥＯＦＦコマンド － 外部 RF-OFF 信号設定
外部RF-OFF信号の有効／無効を設定します。
・コマンド
ＥＯＦＦ＿ｘ＜０Ｄｈ＞
エコーバック無し／有り共通
・正常レスポンス
＊＜０Ｄｈ＞＜０Ａｈ＞
ｘ ＝ １：有効

０：無効

（注）ＥＯＦＦコマンドが有効のとき、ソフトウェアでの制御は無効になります。
ＥＯＦＦコマンドが無効のとき、ソフトウェアでの制御は有効になります。
４－３－９．ＥＣＨＯコマンド － エコーバック設定
エコーバックの有効／無効を設定します。
・コマンド
ＥＣＨＯ＿ｘ＜０Ｄｈ＞
エコーバック無し／有り共通
・正常レスポンス
＊＜０Ｄｈ＞＜０Ａｈ＞
ｘ ＝ １：有効（エコーバック・モード）
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０：無効（Ｎｏｎエコーバック・モード）

４－３－１０．ＴＵＮＥ＿Ｆコマンド － 周波数チューニング・モード出力
出力周波数をチューニング・メニューで設定します。
※メニュー表示は制御コードとスペースは省略しています
・コマンド
ＴＵＮＥ＿Ｆ＜０Ｄｈ＞
エコーバック無し／有り共通
・正常レスポンス（一例）
＊＜０Ｄｈ＞＜０Ａｈ＞
Tuning Freq(PLL N) : 1=OUT+STEP,2=OUT-STEP,4=STEPx2,5=STEP/2,q=quit
Out (Hex) = 8CA0
Step (Hex) = 0001
Out (GHz) = 9.000000 GHz
enter =>
とチューニング・メニューが返ってきます。
この状態で下記の入力で周波数をチューニング出来ます。
‘１’
‘２’
‘４’
‘５’
‘ｑ’

・・・
・・・
・・・
・・・
・・・

周波数をＳＴＥＰ値で上げる
周波数をＳＴＥＰ値で下げる
ＳＴＥＰ値を２倍に上げる
ＳＴＥＰ値を半分（１／２）に下げる
周波数チューニング・モードからｑｕｉｔする（抜ける）
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４－３－１１．ＨＥＬＰコマンド － コマンド・ヘルプ・メッセージの一覧
コマンド・ヘルプ・メッセージの一覧を表示します。
※メニュー表示は制御コードとスペースは省略しています
・コマンド
ＨＥＬＰ＜０Ｄｈ＞
エコーバック無し／有り共通
・正常レスポンス
<< Command Help Message >>
== Parameter ==
_:separator(1byte ascii:20h)
x:hex data(1byte ascii)
d:decimal data(1byte ascii)
F_ddddd+[CR] : This sets frequency data
Fout = ddddd x 250KHz
ddddd -> 36000 - 48000
ON+[CR] ---- : RF output ON
OFF+[CR] --- : RF output OFF
STS+[CR] --- : It returns Synthesizer Status
SAVE+[CR] -- : Parameters are saved into Flash-ROM
CSEL_I+[CR] : Select to internal ref-clock
CSEL_E+[CR] : Select to external ref-clock
EOFF_x+[CR] :
x = 1 -> External RF-Off signal is enable
x = 0 -> External RF-Off signal is disable
ECHO_x+[CR] : Echo x=1:ON 0:OFF
x = 1 -> Echo back mode
x = 0 -> Non Echo back mode
TUNE_F
: Frequency(PLL N) Tuning Mode
HELP+[CR] -- : Command Help Message is display
＊＜０Ｄｈ＞＜０Ａｈ＞

５．出荷時初期設定
・出力周波数データ（ＨＥＸ）
・ＲＦ出力
・エコーバック
・ＲＥＦクロック・ソース
・外部 RF-OFF 信号

＝
＝
＝
＝
＝

８ＣＡ０ （９．０ＧＨｚ）
ＲＦ出力ＯＮ
有効（エコーバック・モード）
内部
無効
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