
SAM40
センサ・アクイジション・モジュール

主な機能と特長　

•   アナログ入力：8ch、16ch、24ch

•   垂直分解能：24ビットADC分解能

•   帯域幅：40kHz

•   サンプリング速度：100kS/s

•   高感度(1mV/div)

•   低ノイズ(31uVrms@1mV/div)

•   65種類以上のSI単位をサポート

•   IEPE/ICP センサ対応 
バイアス電流：4mA

•   高感度、幅広い電圧レンジ 
1mV/div～10V/div

アプリケーション

•   組込機器

•   自動車

•   モータおよび駆動回路

•   電源

•   電気機械システム

•   メカトロニクス製品

•   医療機器

•   航空宇宙

•   家電製品

•   IoT機器

高精度24ビット分解能

すべてのチャンネルは24ビット分解能

を備えており、トータル確度は～0.05

％です。100Hzのローパスフィルタによ

りノイズはさらに低減され、入力の電圧

レンジは1mV～10V/divで設定が可能

なため、広範囲の信号レベルを正確に

測定できます。

プラグアンドプレイ

SAM40はテレダイン・レクロイのオシ

ロスコープをUSB2.0ケーブルとBNC

ケーブルで接続するだけで、プログラ

ミングや複雑な設 定も必要ありませ

ん。USB2.0ケーブルではデータおよび

制御／トリガ・コマンドを転送し、BNC

ケーブルはクロック／タイムベースの同

期に使用されます。

単位変換とスケーリング

65種類以上のSIや単位をサポートしま

す。長さ、質量、温度、角度、速度、加速

度、体積、力／重量、圧力、電位、磁力、

エネルギーおよび回転系物理量などの

単位変換が行えます。スケーリングされ

た波形に対しても変換された単位で演

算や計測パラメータの計算が行われま

す。

高度な解析ツールボックス

HDOシリーズの演算、計測パラメータ、

解析、合否判定およびオプション・パッ

ケージなどの機能はSAM40で測定し

たデータも使用することができるため

高度な解析が行えます。

SAM40シリーズは、HDO-Aシリーズ（HDO4000A/6000A/8000A

およびMDA800A）用のセンサ・アクイジション・モジュールです。アナログ

入力（4chまたは8ch）＋デジタル入力（16ch）に最大24chの低速アナロ

グ入力を増設することが可能で、数多くのセンサの出力を24ビットの超高

分解能で捕捉し、本体と同期して表示および解析することができます。
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センサ波形と高速波形を1台で測定

センサ・アクイジション・モジュール SAM40は、高精度オシロスコープHDOシリーズと簡単に接続して利用することが

できます。SAM40は低速のアナログ信号を高いダイナミックレンジで捕捉し、HDOシリーズでは高速のアナログの信号

を捕捉します。SAM40とHDOシリーズは統合されたシステムとして動作しており、各々の波形データを同期して表示・

解析することができます。

65 種類以上の単位とリスケーリング

SAM40の単位変換は、わかりやすいセットアップメ

ニューによりセンサ、メカトロニクス、および電気機械

データの単位の表示が可能で直観的な表示を提供し

ます。

各センサチャンネル入力には、y = mx +bのリスケー

ル機能と物理ユニットの選択を使用して、セットアップ

ダイアログで独自のリスケール設定が可能です。

全ての単位変換されたセンサ入力は演算または計測

パラメータへそのまま引き継いで使用されます。
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基本システム構成例：28ch入力

アナログ4ch + デジタル16ch ＋ 低速アナログ8ch

最も基本的な構成は、4chのオシロスコープ（HDO4000Aま

たはHDO6000Aシリーズ）と8chのアクイジション・モジュー

ル（SAM40-8）の構成です。最も低コストでアナログ・チャンネ

ル数を3倍の12chにアップグレードすることができます。

また、ミックスド・シグナル・オシロスコープ（MSシリーズ）の場

合は、16chのデジタル入力チャネルを利用することができます。

このシステムは、汎用的な組込機器、医療機器などのデバッグに

適しています。

最大システム構成例：48ch入力

アナログ8ch + デジタル16ch ＋ 低速アナログ24ch 

SAM40-24と8chのオシロスコープ（HDO8000Aまたは

MDA800A）を組み合わせることで、8+24+16=48chのアク

イジション・システムを構築することができます。

EVシステムやモーションコントロール、メカトロニクスシステム

で利用されている多種多様なセンサー信号（電流、回転数、トル

ク、温度、圧力、音＆振動、加速度など）とモーター駆動回路のイ

ンバータ出力、DCバス電圧、制御用CPUバスの信号、制御用低

速シリアルバスの信号等を1台の測定器で同時に観測することが

できます。

このシステムにはトリガ・デコード機能を追加することができる

ため、アナログ、デジタル、プロトコルの情報を統合的に解析する

ことができます。

最大48ch（アナログ8ch＋デジタル16ch＋低速アナログ24ch）

多くのエンジニアは複数の計測器を使用して、複雑な組込み制御システム、メカトロニクス機器、電気機械システムなどを

デバッグします。このような測定環境では、複数の機器はそれぞれ異なる情報をレポートし、異なるディスプレイに異なる

型式で表示します。SAM40とHDOシリーズにより複数の計測器を1台のオシロスコープで置き換えることが可能なため

低コストで効率的なデバック環境が構築できます。テレダイン・レクロイの高機能ツールボックスを使用して演算、計測パ

ラメータ、合否判定やその他の解析を全てのデータに適用したり、アプリケーション・パッケージを適用してさらに解析時

間を短縮することができます。

構成例：HDO 6104A-MS + SAM40-8
4ch（1GHz、12ビット）+ デジタル16ch + 8ch（40kHz、24ビット） 

構成例：HDO 8108A + HDO8K-MSO + SAM40-24
8ch（1GHz、12ビット）+ デジタル16ch + 24ch（40kHz、24ビット）
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仕様／オーダー・インフォメーション

仕様

垂直軸

帯域幅 40 kHz

入力チャンネル数 8ch (SAM40-8)、16ch (SAM40-16)、24ch (SAM40-24)

垂直分解能 24 ビット、データ保存・表示上は32ビットフォーマット

有効ビット数(ENOB) 13ビット@40kHz、15ビット@2kHz

垂直ノイズフロア 31uVrms@1～2mV/div、35uVrms@5～100mV/div、56uVrms@200mV/div、355uVrms@500mV～1V/div

感度 1 mV～10 V/div 1、2、5 ステップで可変

DCゲイン精度 ±（0.02% of reading + 0.02% F.S. + 100μV) ＠23℃ ± 5℃ 

 規定温度範囲を超える場合は(0.0015% F.S. + 10μV)/℃ を加算

最大入力電圧 ±50 Vピーク（カップリング：DC、AC、GND）、±24 Vピーク（カップリング：IEPE（センサと適合している場合））

入力カップリング AC 1MΩ、DC 1MΩ、IEPE、GND。 ACカップリング周波数は0.16 Hz ±10%

入力インピーダンス 1 MΩ ±0.5% // 55 pF

周波数帯域制限 100 Hz、500 Hz、2 kHz、10 kHz。FPGAによるIIRフィルタとして内蔵している

リスケーリング可能な単位 長さ：メートル、インチ、フィート、ヤード、マイル　質量：グラム、スラグ　温度：摂氏、華氏、ケルビン、  

 角度：ラジアン、度、分、秒、サイクル、回転数、ターン　速度：メートル/秒、インチ/秒、フィート/秒、ヤード/秒、マイル/秒 、 

 加速度：m/s2、in/s2、ft/s2、 g0　体積：リットル、m3、in3、ft 3、yd3　力 (重量)：ニュートン、グレーン、オンス、 

 ポンド　圧力：パスカル、バー、(工学) 気圧、(標準)気圧、トル、psi　電気：ボルト、アンペア、ワット、ボルト アンペア、 

 無効ボルトアンペア、ファラド、クーロン、オーム、シーメンス、ボルト/メートル、クーロン/m 2、ファラド/m、 

 シーメンス/m、力率　磁気：ウェーバー、テスラ、ヘンリー、アンペア/m、ヘンリー/m　エネルギー：ジュール、英熱量、 

 カロリー　回転機械：ラジアン/秒、周波数、回転/秒、回転/分、N・m、lb-ft、ポンドlb-in、oz-in、ワット、馬力　その他：%

時間軸・アクイジション

捕捉モード リアルタイムモードのみ（オシロスコープ側の制御に依存）

サンプリング速度（シングルショット） 1 S/s～100 kS/s 全ch使用時

メモリ長 2.5 Mポイント/ch 各ch

トリガ・システム

トリガ・モード オート、ノーマル、シングル、ストップ（オシロスコープ本体よりクロストリガした場合）

プローブ

プローブシステム BNC入力、IEPE/ICP互換　励起出力電流 = 4mA ±15% (23℃±5℃、この範囲外の場合は+0.5%/℃） 

 適合電圧 = 24V

減衰比設定 オシロスコープ側から手動設定

電源要件

電圧 100～240 VAC ±10%＠45～66 Hz、100～120 VAC ±10%＠380～420 Hz、自動切り替え

最大消費電力 50 W / 50 VA

環境要件

温度 動作時：0℃～+50℃ 、非動作時：–40℃～+70℃

湿度 動作時：+30℃まで5%～90%RH（非結露）、+30～+50℃まで上限値は50%RHまで低下(非結露） 

 非動作時：5%～95%RH（非結露）MIL-PRF-28800Fに従ってテスト（非動作時）

高度 動作時：最高10,000 フィート（3048 m）+25℃以下 

 非動作時：最高40,000フィート（12,192m）

物理的仕様

寸法（縦×横×奥行） 101 mm × 426 mm × 340 mm

重量 4.35 kg 

規格認証

 CEに準拠

オーダー・インフォメーション

SAM40-8 センサ・アクイジション・モジュール、8ch、24ビット、40kHz、100 kS/s、2.5 Mポイント/ch

SAM40-16 センサ・アクイジション・モジュール、16ch、24ビット、40kHz、100 kS/s、2.5 Mポイント/ch

SAM40-24 センサ・アクイジション・モジュール、24ch、24ビット、40kHz、100 kS/s、2.5 Mポイント/ch


