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Convenience and performance Set four controls and 
the 1316 provides any frequency from 10 Hz to 100 kHz 
with 1% accuracy and with little chance of an improper 
setting-the dials provide in-line readout, including deci-
mal point and frequency units. Set two more controls, 
and the 1316 provides up to l.6 watts of output power 
(125 V open circuit or 5 A short circuit), low distortion, 
and accurate metering.
These features alone would qualify the 1316 as an 
excellent general-purpose oscillator but it offers more: 
Output constant within ±2%. excellent stability (only 
0.005% drift over a 12-hour period), and a synchroniz-
ing feature that allows the oscillator to be locked to 
an external standard for even greater accuracy and 
stability.
Excellent bridge oscillator The 1316 is a high-perfor-
mance bridge oscillator specifi cally intended for use 
with the 1238 Detector and the 1616 Precision Capaci-
tance Bridge. The oscillator supplies 2 references (in 
quadrature) for the 2-phase phase-sensitive detector, 

which enables you to make independent and ultra-pre-
cise balances of the conductance (real part) and capaci-
tance (imaginary part) of capacitive devices.
The 1316 contains a Wien-bridge oscillator isolated 
from the load by a low-distortion transformer coupled 
power amplifi er. The oscillator circuit includes a provi-
sion to introduce a synchronizing signal for phase lock-
ing or to extract a signal, independent of the output 
setting, to operate a counter or to synchronize an 
oscilloscope.

SPECIFICATIONS 

Frequency: 10 Hz to 100 kHz in 4 decade ranges. Controlled by 
one 11-position and one 10-positron switch for the most signifi -
cant digits and a continuously adjustable dial with detented zero 
position for the third digit; in-line readout with decimal point and 
frequency units.

Accuracy: ±1% of setting with continuously adjustable dial 
at zero detent position. DRIFT (typical at 1 kHz): Warmup 
0.1%, short-term (10 min) 0.001%, long-term (12 h) 0.005%. 
RESETTAB1L1TY: Within 0.005%.

National stock numbers are listed at the back of the catalog.

Power Output: CONTROLLED by 5-position switch and uncali- 
brated vernier. MONITORED by meter with ±3% accuracy. AVAIL-
ABLE at rear BNC connector.

Output Range 1.5 V 5 V 15 V 50 V 150 V

Open Circuit 
E, rms

≥1.25 V ≥4 V ≥12.5 V ≥40 V ≥125 V

Distortion <0.2% from 100 Hz to 10 kHz

Hum 0.003% of max output

Response output constant within ±2% from 10 Hz to 100 kHz*

Short Circuit I 5 A 1.6 A 0.5 A 0.16 A 0.05 A

Distortion <0.2% from 100 Hz to 10 kHz

Impedance 0.25 Ω 2.5 Ω 25 Ω 250 Ω 2.5 kΩ

Power 1.6 W max into matched load

* ±5% for outputs >30 V rms at frequencies >50 kHz.

Reference Outputs: Quadrature output lags in-phase output by 
90°. Each available at rear BNC connectors.

In-Phase Quadrature

Output, open-circuit 1.25 ± 0.25 V rms

Distortion, 100 Hz to 10 kHz <0.2% <0.4%

Response, 10 Hz to 10 kHz ±2%

Response, 10 kHz to 100 kHz ±4%

Minimum Load 47 kΩ

Synchronization: INPUT: Frequency can be locked to external 
signal; lock range, ±1% V rms input up to 10 V; frequency controls 
function as phase adjustment. OUTPUT: 0.3 V rms behind 27 kΩ; 
useful to sync oscilloscope or to drive a counter or another oscil-
lator. Single rear BNC connector serves as both input and output 
terminal.

Power: 100 to 125 and 200 to 250 V, 50 to 60 Hz. 36 W. 

Mechanical: Bench or rack mount.

Dimensions:        
    Bench: 12.7 cm H x 50.2 cm W x 33.2 cm D (5"x19.75"x13.06");     
    Rack: 8.8 cm H x 48.3 cm W x 29.1 cm D (3.47"x19"x11.44").

Weight: Bench: 12 kg (26 lb) net, 15 kg (32 lb) shipping,   
       Rack: 10 kg (21 lb) net, 12 kg (27 lb) shipping.

Ordering:  1316 Oscillator     
  1316-9700 Bench Model   
  1316-9701 Rach Model

  10 Hz to 100 kHz
  up to 125 V or 5-A output

 output level adjustable and metered

 in-phase and quadrature reference outputs
  in-line readout dials
  current-limited output - short circuits OK

1316 Oscillator1316 Oscillator

Precision Capacitance 
Measurement System

Model 1316 Oscillator

Hideo　Kobo
テキストボックス
　高度キャパシタンス　　　　測定システム

Hideo　Kobo
テキストボックス
～

Hideo　Kobo
テキストボックス
125Vまたは5Aまでの出力

Hideo　Kobo
テキストボックス
仕　様

Hideo　Kobo
テキストボックス
便利さと性能　1316は4つのコントロールダイアル10Hz～100kHzの周波数を確度1%で設定でき、ダイアルは少数点と周波数単位を含んだ一列の表示なので誤った設定をする可能性はほとんどありません。更に二つのダイアルを設定すると歪みが少なく正確な量の1.6ワットまでの出力（オープン回路で125 V、あるいはショート回路では5 A） を提供できます。 以上の特色だけでも1316は優れた汎用発振器と言えますが、更に1316の出力は、±2%で一定した優れた安定性（12時間でたったの0.005%のドリフト）と外部のもっと確度と安定した外部の標準に同期できる機能を備えています。

Hideo　Kobo
テキストボックス
優れたブリッジ発振器 1316は特に1238検出器と1616精密キャパシタンスブリッジと一緒に使用するように作られた高性能なブリッジ発振器です。この発振器は２位相の位相敏感検出器のために2つの基準（直交位相で）を供給するので、容量性素子のそれぞれ独立した非常に正確

Hideo　Kobo
テキストボックス
なコンダクタンス（実部）とキャパシタンス（虚部）のバランスを取ることができます。

Hideo　Kobo
テキストボックス
1316は低歪みのトランスフォーマー結合パワーアンプにより負荷と分離されてるウィーンブリッジ発振器を含んでいます。この発振回路は出力の設定に関わらず、位相ロックあるいは信号抽出のために同期信号を取り入れる仕組みになっていて、カウンターとして働き、あるいはオシロスコープと同期します。

Hideo　Kobo
テキストボックス
出力レベルの調整と計量ができます

Hideo　Kobo
テキストボックス
同相及び直交の基準出力

Hideo　Kobo
テキストボックス
直列に並んだダイアル

Hideo　Kobo
テキストボックス
出力電流制限  - ショートサーキットに接続しても問題ない

Hideo　Kobo
テキストボックス
周波数:

Hideo　Kobo
テキストボックス
確度:

Hideo　Kobo
テキストボックス
部品番号はカタログの裏面に掲載

Hideo　Kobo
テキストボックス
再設定性:

Hideo　Kobo
テキストボックス
0.005%以内

Hideo　Kobo
テキストボックス
   出力範囲

Hideo　Kobo
テキストボックス
オープン回路

Hideo　Kobo
テキストボックス
パワー出力:

Hideo　Kobo
テキストボックス
     歪み

Hideo　Kobo
テキストボックス
ハム

Hideo　Kobo
テキストボックス
        応答

Hideo　Kobo
テキストボックス
ショート回路

Hideo　Kobo
テキストボックス
     歪み

Hideo　Kobo
テキストボックス
ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ

Hideo　Kobo
テキストボックス
    パワー

Hideo　Kobo
テキストボックス
同相

Hideo　Kobo
テキストボックス
  直交

Hideo　Kobo
テキストボックス
出力、オープン回路

Hideo　Kobo
テキストボックス
歪み

Hideo　Kobo
テキストボックス
応答

Hideo　Kobo
テキストボックス
応答

Hideo　Kobo
テキストボックス
最小負荷

Hideo　Kobo
テキストボックス
同期: 入力:

Hideo　Kobo
テキストボックス
パワー:

Hideo　Kobo
テキストボックス
形状: 卓上型あるいはラックマウント型

Hideo　Kobo
テキストボックス
大きさ:

Hideo　Kobo
テキストボックス
重さ:

Hideo　Kobo
テキストボックス
品番:




