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安全上のご注意 

以下の安全上の注意をよくお読みになり、本器およびそれに接続されている製品の人身傷害または損傷

を防止してください。 潜在的な危険を回避するために、指定されたとおりに機器を使用してください。 

この機器の修理は、資格のある技術者のみが行ってください。 

カバーを開けない 

製品のカバーを開ける、又は内部の部品を取り外さないでください。 

付属の AC コードを使用する 

この計測器には、モールドされた三極プラグを持つ AC 電源ケーブルが付属しています。付属の AC

コードにより、電源との安全な接続が可能になります。AC ケーブルのグランド端子は、計測器のフ

レームと直接接続されています。電気ショックによる危険を回避するには、AC コードのプラグが正

しくアースされている必要があります。 

信号線を正しく接続する 

BNC コネクタの GND は本体を通して電源のアースに接続されています。GND 側に高い電圧を与え

ないでください。 

露出した回路またはコンポーネントとの接触を避ける 

電源が入っている露出した回路に触れないでください。 

全ての端子の最大定格を確認する 

火災や感電を避けるために、機器のすべての定格と注意・警告の指示を確認してください。本器を

接続する前に、本書をよくお読みになり、評価についての詳細をご確認ください。 

適切な過電圧保護を使用する 

過電圧（雷雨など）が発生しないようにしてください。そうしないと、感電の危険があります。 

機器の故障が疑われる状態で動作させない 

機器に損傷が生じていると思われる場合は、その後の操作の前に弊社サービスに点検を依頼してく

ださい。 特に回路やアクセサリのメンテナンス、調整、交換は Teledyne Test Tools の資格を持った

エンジニアが行う必要があります。 

高い湿度環境で動作させない 

装置内部の短絡や感電を避けるため、高湿度環境下では使用しないでください。 

爆発性雰囲気では使用しないでください。 
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装置の損傷または人身傷害を避けるために、装置を爆発性雰囲気から遠ざけることが重要です。 

製品の表面を清潔で乾燥した状態に保つ。 

空気中のほこりや湿気の影響を避けるために、機器の表面は清潔で乾燥した状態に保ってください。 

 

本製品は次の試験が行われています。 

CAN / CSA-C22.2 No. 61010-1、改訂 1 を含む第 2版、または同レベルの試験要件を組み込んだ同規

格のそれ以降のバージョン。 

 

CAT II、CAT III、CAT IVなど、他の測定カテゴリ内の測定には使用しないでください。 

本器を主回路の測定に使用しないでください。また、本器をマニュアルに記載されている電圧範囲を

超える電圧の測定に使用しないでください。 

 

この電子製品には、国や地域によって異なる廃棄およびリサイクルの規制が

適用されます。 多くの国では、一般ごみとして電子機器を廃棄することを禁

止しています。 Teledyne LeCroy製品の適切な廃棄とリサイクルの詳細につ

いては、teledynelecroy.com / recycleを参照してください。 

安全に関する用語と記号 

このマニュアルの用語。 このマニュアルには次の用語が含まれています。 

 
警告文は、けがや人命の喪失につながる可能性のある状態ま

たは慣行を示しています。 

 

 
注意文は、本製品または他の財産に損害を与える可能性のある条

件または慣行を示しています 

 

 

2 重絶縁 

 

 
接地ターミナル 

 

 

 

 
室内専用です。導電性の汚染が発生してる場所では使用しな

いでください。  
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T3AFG5-10 の紹介 

このマニュアルでは、T3AFG シリーズファンクション/任意波形発生器の 2つのモデル、T3AFG5、お

よび T3AFG10について説明しています。T3AFG80、T3AFG40、または T3AFG120は別のマニュアル

が用意されており、そちらをご覧ください。 

T3AFG は、高精度で低歪みの信号を提供できるダイレクトデジタルシンセシス（DDS）技術を採用し

ています。フロントパネルはユーザーフレンドリーなレイアウトで単純な操作で目的の波形を作成する

ことができます。 

主な仕様 

◆ 125MSa / s のサンプリングレートと 14bitの垂直解像度を持つ高性能サンプリングシステム。 

◆  さまざまなアナログおよびデジタル変調タイプ：AM DSB-AM FM PM FSK ASK PSKと PWM 

◆ 掃引およびバースト機能 

◆ 16KS のユーザー定義波形用メモリ 

◆ 標準インターフェース：USB ホスト、USBデバイス USBTMC 

◆ 3.5 インチ TFT カラーLCD ディスプレイ 
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T3AFG 基本操作 

ハンドルの調整 

T3AFG のハンドル位置を調整するには、ハンドルを両側で持ち、外側に引きます。 次に、ハンドルを

目的の位置まで回転させます。 
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フロント/リア パネル 

T3AFG5-10 シリーズファンクション/任意波形発生器をはじめて使用する場合は、まずフロント/リア

パネルを正しく操作する方法を理解する必要があります。 この章では、前面/背面パネルの操作と機能

について簡単に紹介し説明します。 

T3AFG5-10 シリーズファンクション/任意波形発生器は、明確でシンプルなフロントパネルを備えてい

ます。前面パネルには、ノブと機能キーがあります。 画面の右側にある 5 つの青い灰色のボタンは、

画面に表示されるメニューを選択するソフトキー（上から下に F1 から F5 と名付けられています）で

す。信号の入出力は前面の BNCコネクタに接続します。設定の保存/呼び出しや任意波形のファイルを

読み込むために USBメモリを前面にある USBコネクタに接続することができます。そのほかに PCか

らのリモートコントロールに使用できる USBコネクタが背面にあります。 

  

 

 

 

  

USB ホスト 

 
戻る 

波形選択 数値キー ノブ 

矢印キー 

出力と 

コントロール 

   ソフトキー        

ファンクションキー 
LCD 電源スイッチ 

USB リモート用 

電源コネクタ 

同期とトリガ 

コントロール 
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表示と基本的な操作方法 

画面表示はメニューが右側に表示され、それぞれのパラメータの値は下に表示されます。出力波形のイ

メージが画面の上側に表示されます。 

 

波形の選択 

次の波形のボタンを押すと、対象波形のパラメータを設定するメニューが表示されます。 

 

 

  

波形表示エリア 

パラメータエリア 

メニュー 
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⚫ 正弦波 

Sine 波形を選択すると、メニューが[Frequency 周波数]、[Amplitude 振幅]、[Offset オフセッ

ト]、[Phase 位相]などの Sine 波形のパラメータに変わります。パラメータ下のソフトキーを押

すと、パラメータの値をキーパッドやノブで変更できます。[Frequency], [Amplitude], [Offset]の

メニューの下にそれぞれ[Period], [High Level], [Low Level]があります。これは指定方法の違いに

より２つに分かれています。それぞれのソフトキーを押すと、指定方法を変更することができ

ます。 

 

⚫ 矩形波 

Square波形を選択すると、メニューが[Freq 周波数]、[Ampl 振幅]、[Offset オフセット]、

[Phase 位相]、[Duty デューティー・サイクル]などの Square波形のパラメータに変わります。

パラメータ右のソフトキーを押すと、パラメータの値をキーパッドやノブで変更できます。

[Freq], [Ampl], [Offset]のメニューの下にそれぞれ[Period], [H Level], [L Level]があります。これ

は指定方法の違いにより２つに分かれています。それぞれのソフトキーを押すと、指定方法を

変更することができます。 
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⚫ ランプ波（三角波） 

Ramp波形を選択すると、メニューが[Freq 周波数]、[Ampl 振幅]、[Offset オフセット]、[Phase 

位相]、[Symmetry 対称性]などの Ramp 波形のパラメータに変わります。パラメータ右のソフト

キーを押すと、パラメータの値をキーパッドやノブで変更できます。[Freq], [Ampl], [Offset]のメ

ニューの下にそれぞれ[Period], [H Level], [L Level]があります。これは指定方法の違いにより２

つに分かれています。それぞれのソフトキーを押すと、指定方法を変更することができます。 

 

 

⚫ パルス波 

Pulse 波形を選択すると、メニューが[Freq 周波数]、[Ampl 振幅]、[Offset オフセット]、[Phase 

位相]、[PulWidth パルス幅]、[Rise 立上り時間]、などのパルス波形のパラメータに変わりま

す。パラメータ右のソフトキーを押すと、パラメータの値をキーパッドやノブで変更できま

す。[Freq], [Ampl], [Offset], [PulWidth]のメニューの下にそれぞれ[Period], [H Level], [L Level], 

[Duty]があります。これは指定方法の違いにより２つに分かれています。それぞれのソフトキー

を押すと、指定方法を変更することができます。[Rise]と[Fall]は個別に値が設定できます。対応

するソフトキーを押して、切り替えながらそれぞれの値を設定します。 
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⚫ ノイズ波形 

「Waveforms」キーを押して[Noise]ソフトキーを選択すると、メニューが[BandSet 周波数帯域

制限]、[Stdev 標準偏差]、[Mean 平均値]などのノイズ波形のパラメータに変わります。周波数

帯域制限を有効にすると、[Bandwidth 周波数帯域]を入力するコントロールが表示されます。ノ

イズの周波数強度は帯域幅の範囲でほぼ同程度です。周波数帯域制限で入力する周波数はほぼ

‐3dB落ちる周波数を指します。 

 

 

⚫ 任意波形 

Arb 波形を選択すると、メニューが[Freq 周波数]、[Ampl 振幅]、[Offset オフセット]、[Phase 位

相]、[Arb Type 波形選択]などの任意波形のパラメータに変わります。パラメータ下のソフトキ

ーを押すと、パラメータの値をキーパッドやノブで変更できます。[Frequency], [Amplitude], 

[Offset]のメニューの下にそれぞれ[Period], [H Level], [L Level]があります。これは指定方法の違

いにより２つに分かれています。それぞれのソフトキーを押すと、指定方法を変更することが

できます。 [Arb Type]を押すと波形を選択できます。任意波形にはユーザーが波形を提供する

[Stored Waveforms]かすでに用意された波形の[Built.in]の２つがあります。 
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変調/掃引/バースト 

フロントパネルには変調、掃引、バーストの設定に使用される 3つのキーがあります。  

 

⚫ 変調 

T3AFG5-10 は、AM、FM、PM、ASK、FSK、PWM、および DSB 変調波形を生成できます。搬

送波として使用される波形は基本波形が使用されます。基本波形の設定後「Mod」ボタンを押

して、変調波形を作成します。変調タイプを[Type]ソフトキーから選択すると、変調タイプごと

に用意された[Source],[Depth],[Shape]などのパラメータを設定できます。正弦波、矩形波、ラ

ンプ波、任意波形は基本波として PWMを除く変調に対応します。PWM波形はパルス波形のみ

が対応しています。 

 

⚫ 掃引 

正弦波、方形波、ランプ波、および任意波形が掃引機能をサポートします。 掃引モードは、開

始や終了周波数、掃引時間を設定し、周波数を連続的に変化させます。掃引を開始するトリガ

ーソースは、「内部」、「外部」、または「手動」です。 
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⚫ バースト 

正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、または任意波形のバースト信号を生成できます。 開始

位相は 0°から 360°の範囲で、バースト周期は 1μsから 1000sの範囲です。 

 

出力の ON/OFF 

図に示すように、左側がトリガボタン、右側に出力を有効/無効にするために使用されるボタンがあ

ります。Outputキーを押すと、キーバックライトが点灯し、アウトプットが有効になります。 もう

一度 Outputキーを押すと、キーのバックライトが消え、出力が無効になります。 
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数値入力 

数値入力にはフロントパネルにある矢印キー、ノブ、数字キーボードを使用します。  

 

⚫ 矢印キーとノブ 

矢印キーとノブは組み合わせて使用します。矢印キーは数値入力がアクティブになっている状

態でカーソルを左右に移動します。ノブを回すと、カーソル位置の値を変化することができま

す。 

⚫ 数値キーボード 

数値キーボードで入力して、ソフトキーで単位を選択すると値が設定できます。 

 

 

コモン機能キー 

操作パネルには 3 つのキーがあり、それらには「Store / Recall」、「Utility」、「Help」というラベルが

付いています。 

 

⚫ 「Utility」キーは、出力設定、インターフェース設定、システム設定情報、機器のセルフテスト

の実行、校正情報の読み取りなどの補助システム機能を設定するために使用されます。 

⚫ 「Store / Recall」キーは、波形データと構成情報を保存したり呼び出したりするために使用し

ます。 

⚫ 「Help」キーはヘルプ情報を表示します。 
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基本波形 

 

[Sine 正弦波]の作成 

 

フロントパネルの Waveform 波形ボタンを押し、画面のメニューから Sine を選択すると、Sine 波の

設定画面に切り替わります。波形ディスプレイに Sin 波形が表示され、Sin 波形パラメータを設定す

るメニューを表示します。 

 

メニューに表示された各パラメータはソフトキーを使って選択します。選択後、デジタル入力フロ

ントパネル･コントロールを使い、選択されたパラメータの値を調整します。 

Sine パラメータには振幅(Ampl)、オフセット(Offset) 、周波数(Freq)、位相(Phase)の設定があります。

また振幅やオフセットの代替入力として波形のトップ(HLevel)とボトム(LLevel)で指定する方法や周

波数の代わりに周期(Period)で入力することができます。位相は 2 つのチャンネル間での位相差とな

ります。 

パラメータの詳細 

[Freq/Period 周波数/周期] 

正弦波の周波数を設定するには Freq/Period ボタンを押します。このボタンはボタンを 1 回押すご

とに、「Freq→Period→Freq...」の順番で選択が切り替わります。Freq は周波数、Period は周期で

の入力が可能です。ボタンが押されるとイメージが波形ディスプレイに表示され、波形パラメータ

の Frequency(または Period)にカーソルが移動します。パラメータの数字の中で、一部色が反転し
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ている部分があります。これはノブを回すと値が変化する位置を示しています。位置は左右のカー

ソルで移動することができます。 

 

数値キーで入力する場合には、単位入力がオペレーション･メニューに表示されます。 

[Ampl/HLevel 振幅/ハイレベル] 

正弦波の振幅を調整するには Ampl/HLevel ボタンを押します。このボタンはボタンを 1 回押すごと

に、「Ampl→HLevel→Ampl...」の順番で選択が切り替わります。Ampl は振幅、HLevel は波形のト

ップでの入力が可能です。ボタンが押されるとイメージが波形ディスプレイに表示され、波形パラ

メータのAmpl(またはHLevel)にカーソルが移動します。値の入力は数値キーなどを使用して入力し

ます。 

 

  数値キーで入力する場合には、単位入力がオペレーション･メニューに表示されます。 

 

次の点に注意:   

 出力の設定を HighZ に設定した場合、接続先の入力インピーダンスより振幅の大きさが設定

値に比べて下がる可能性があります。 

出力設定を 50Ω に設定した場合、チャンネル出力と 50Ω 終端を持つ回路が接続されているこ

とを想定しています。負荷が異なる場合、設定された振幅と異なる電圧が負荷の位置で観測
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されることになります。 

 Amplitude(振幅)の設定変更により、HLevelや LLevel の値が Amplと Offsetの値により変化し

ます。また逆に Hlevelに変更により Amplや Offsetの値が影響を受けます。 

 HLevelパラメータを選択/調整するにはもう一度 Ampl/HiLevel ボタンを押します。 

 数値入力キーを使いパラメータを編集する場合、単位をオペレーション･メニューから選択し

ます。 

 設定周波数により、振幅が自動的に制限されることがあります。詳しくはデータシートのチ

ャンネル仕様を参照してください。 

[Offset/LLevel オフセット/ローレベル] 

正弦波のオフセットを調整するにはOffset/LowLevelボタンを押します。このボタンはボタンを 1回

押すごとに、「Offset→LowLevel→Offset...」の順番で選択が切り替わります。Offset はオフセット･

レベル、LowLevelは波形のボトムでの入力が可能です。ボタンが押されるとイメージが波形ディス

プレイに表示され、波形パラメータの Offset(または Low Level)にカーソルが移動します。値の入力

は数値キーなどを使用して入力します。 

 

  数値キーで入力する場合には、単位入力がオペレーション･メニューに表示されます。 

次の点に注意:   

 LLevel パラメータを選択/調整するにはもう一度 Offset/LLevel ボタンを押します。 

 数値入力キーを使いパラメータを編集する場合、単位をオペレーション･メニューから選択し

ます。 

 デジタル入力フロントパネル･コントロールを使って Offset(オフセット)や LLevel を入力しま

す。 
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[Phase 位相] 

位相を設定するには Phase ボタンを押します。ボタンが押されると、イメージが波形ディスプレイ

上に表示され、波形パラメータの Phase(位相)にカーソルが移動し、値の入力を数値キーなどで入

力することができます。 

  数値キーで入力する場合には、単位入力がオペレーション･メニューに表示されます。 

この Phase パラメータは信号出力の開始時の位相差を表しています。 

次の点に注意:   

 信号出力中に値を変更した場合、両チャンネル共に位相調整が行われます。 
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[Square 矩形波]の作成 

 

フロントパネルの[Square 矩形波]波形ボタンを押すと、画面表示が矩形波の設定画面に切り替わり

ます。波形ディスプレイに矩形波が表示され、パラメータを設定するオペレーションメニューを表

示します。 

 

オペレーションメニューに表示された各パラメータはソフトキーを使って選択します。選択後、数

値キーやノブを使い、選択されたパラメータの値を調整/選択します。 

矩形波パラメータには[Ampl 振幅]・[Offset オフセット]・[Freq 周波数]・[Phase 位相]・[Duty デュ

ーティーサイクル]の設定があります。また振幅やオフセットの代替入力として [HLevel トップ]や

[LLevel ボトム]で入力することができます。周波数の代わりに[Period 周期]で入力することができ

ます。[Phase 位相]は 2つのチャンネル間での開始時点での位相差となります。 

注意) [Square 矩形波]オペレーションメニューには正弦波の作成で既に説明されている[Freq 周波数

/period 周期]、[Ampl 振幅/HLevel トップ]、[Offset オフセット/LLevel ボトム]、[Phase 位相]と同じ

パラメータがあります。 Freq/Period, Ampl/HLevel, Offset/LLevel, Phase については正弦波の作成

(ページ参照)内の項目を参照してください。 
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[Duty Cycle デューティーサイクル]  

矩形波のデューティーサイクルを調整するには[Duty]ボタンを押します。ボタンが押されるとイメ

ージが波形ディスプレイに表示され、詳細ダイアログの[Duty デューティーサイクル]にカーソルが

移動します。値の入力は数値キーなどを使用して入力します。 

 

  デューティーサイクルは全体の周期に対してのハイ側のパーセント(%)として入力します。 

 

 

次の点に注意:   

 数値入力キーを使いパラメータを編集する場合、単位をオペレーションメニューから選択します。  

 数値キーやノブを使ってデューティーサイクルを入力します。 
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[Ramp 三角波]の作成 

 

フロントパネルの[Ramp 三角波]波形ボタンを押すと、画面表示が三角波の設定画面に切り替わり

ます。波形ディスプレイに三角波が表示され、パラメータを設定するオペレーションメニューを表

示します。 

 

オペレーションメニューに表示された各パラメータはソフトキーを使って選択します。選択後、数

値キーやノブを使い、選択されたパラメータの値を調整/選択します。 

三角波パラメータには[Ampl 振幅]・[Offset オフセット]・[Freq 周波数]・[Phase 位相]・[Symmetry

対称性]の設定があります。また振幅やオフセットの代替入力として [HLevel 波形のトップ]や

[LLevel ボトム]で入力することができます。周波数の代わりに[Period 周期]で入力することができ

ます。[Phase 位相]は 2つのチャンネル間での開始時点での位相差となります。 

注意) Rampオペレーションメニューには正弦波の作成で既に説明されている[Freq 周波数/period 周

期]、[Ampl 振幅/HLevel トップ]、[Offset オフセット/LLevel ボトム]、[Phase 位相]と同じパラメータ

があります。 Freq/Period, Ampl/HLevel, Offset/LLevel, Phaseについては”正弦波の作成(13 ページ参

照)”内の項目を参照してください。 
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[Symmetry 対称性]  

三角波の対称性を調整するには[Symmetry]ボタンを押します。ボタンが押されるとイメージが波形

ディスプレイに表示され、詳細ダイアログの[Symmetry 対称性]にカーソルが移動します。値の入

力は数値キーなどを使用して入力します。 

 

 

 

 

次の点に注意:   

 数値入力キーを使いパラメータを編集する場合、単位をオペレーションメニューから選択します。 

 数値キーやノブを使って Symmetryを入力します。 
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[Pulse パルス波]の作成 

 

フロントパネルの[Pulse パルス]波形ボタンを押すと、画面表示がパルス波の設定画面に切り替わ

ります。波形ディスプレイにパルス波が表示され、パラメータを設定するオペレーションメニュー

を表示します。 

 

オペレーションメニューに表示された各パラメータはソフトキーを使って選択します。選択後、数

値キーやノブを使い、選択されたパラメータの値を調整/選択します。 

パルス波パラメータには[Ampl 振幅]・[Offset オフセット]・[Freq 周波数]・[PulWidth パルス幅]・

[Delay 遅延]の設定があります。また振幅やオフセットの代替入力として [HLevel 波形のトップ]や

[LLevel ボトム]で入力することができます。周波数の代わりに[Period 周期]で入力することができ

ます。パルス幅の代わりに[Duty デューティーサイクル]で入力することができます。 

注意) Pulse オペレーションメニューには、正弦波の作成で既に説明されている[Freq 周波数/period 

周期]、[Ampl 振幅/HLevel トップ]、[Offset オフセット/LLevel ボトム]、[Phase 位相]と同じパラメー

タがあります。 Freq/Period, Ampl/HLevel, Offset/LLevel, Phase については”正弦波の作成(13ページ

参照)”内の項目を参照してください。 
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[PulWidth/Duty パルス幅/デューティーサイクル]  

パルス波のパルス幅を調整するには[PulWidth/Duty]ボタンを押します。このボタンは、押すごとに

「PulWidth→Duty→PulWidth...」の順番で選択が切り替わります。ボタンが押されるとイメージが

波形ディスプレイに表示され、詳細ダイアログに[Width パルス幅]、または[Duty デューティーサイ

クル]にカーソルが移動します。値の入力は数値キーなどを使用して入力します。 

 

Positive Pulse Width は開始立ち上がりエッジから立ち下がりまでの時間です。Negative Pulse 

Widhは同様です。 

次の点に注意:   

 PulWidth/Dutyボタンを 2度押すと Dutyパラメータを調整することができます。 

 数値入力キーを使いパラメータを編集する場合、単位をオペレーションメニューから選択します。 

 数値キーやノブを使って PulWidth(パルス幅)を入力します。 

 [Utility ユーティリティ]メニューの[Output Setup 出力設定]で波形を[Invert 反転]し、負側パルス

として設定することができます(61 ページ参照)。 

[Rise/Fall]  

パルス幅の立上り、または立下り時間を調整するには Rise または Fall に対応するボタンを押しま

す。ボタンが押されると、パラメータの Rise Edge や Fall Edge にカーソルが移動します。 
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次の点に注意:   

 数値入力キーを使いパラメータを編集する場合、単位をオペレーションメニューから選択します。 

 数値キーやノブを使って[Rise/Fall]を入力します。 
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[Noise ノイズ波]の作成 

フロントパネルの[Noise ノイズ波]波形ボタンを押すと、画面表示がノイズ波の設定画面に切り替わ

ります。波形ディスプレイにノイズ波形が表示され、パラメータを設定するオペレーションメニュー

を表示します。 

 

オペレーションメニューに表示された各パラメータはソフトキーを使って選択します。選択後、数値

キーやノブを使い、選択されたパラメータの値を調整/選択します。 

ノイズ波パラメータには[Stdev 変動幅]・[Mean 平均]の設定があります。 

[Stdev 変動幅] 

ノイズ波の変動幅を調整するには[Stdev]ボタンを押します。ボタンが押されるとイメージが波形デ

ィスプレイに表示され、詳細ダイアログの[Stdev 変動幅]にカーソルが移動します。値の入力は数

値キーなどを使用して入力します。 

[Mean 平均]  

ノイズ波の平均値を調整するには[Mean]ボタンを押します。ボタンが押されるとイメージが波形デ

ィスプレイに表示され、詳細ダイアログの[Mean 平均]にカーソルが移動します。値の入力は数値

キーなどを使用して入力します。 

最大値は[Stdev 変動幅]の設定値との関係で決まります。[Stdev 変動幅]を大きくすると、[Mean 平

均]の設定範囲は小さくなります。 

 

次の点に注意:   

 数値入力キーを使いパラメータを編集する場合、単位をオペレーションメニューから選択します。 

 数値キーやノブを使って[Stdev]や[Mean]を入力します。 
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[Arb 任意波形]の作成 

フロントパネルの[Arb 任意波形]の波形ボタンを押すと、画面表示が任意波形の設定画面に切り替わり

ます。波形ディスプレイに任意波形が表示され、任意波形のパラメータを設定するオペレーションメ

ニューを表示します。 

 

オペレーションメニューに表示された各パラメータはソフトキーを使って選択します。選択後、数値

キーやノブを使い、選択されたパラメータの値を調整/選択します。 

次の点に注意:   

 任意波形のパラメータには[Freq 周波数]・[Ampl 振幅]・[Offset オフセット]・[Phase 位相]・

[Load Wform 波形のロード]があります。[Freq/Period]・[Ampl/HLevel]・[Offset/LLevel]・

[Phase/EqPhase]パラメータについては先の[Sin]波形の作成を参照してください。 

 任意波形のメニューは２つに分かれるため、メニューの移動用に[1/X ↓]ボタンが用意されていま

す。また追加されたメニューには初めのメニューに戻るための[2/X ↑]ボタンが用意されています。 

任意波形の選択 

1. [1/2 ↓]ボタンを押して、追加メニューに移動します。 

2. [Load Wform 波形のロード]ボタンを選択します。 

3. メニューには[Built-In ビルドイン] 、または[Stored Waveform 保存波形]の選択があります。

[Built-In ビルドイン]は既に WaveStaion に組み込まれている任意波形です。[Stored 

Waveforms 保存波形]はユーザーによりメモリに保存された任意波形です。 

4. [Built-In ビルドイン]は４つのカテゴリに分かれた中から１つを選択します。 

5. 波形選択表示から波形を矢印キーや調整コントロールノブを使って選択し、[Select 選択]ボ

タンを押します。 

注意) WaveStation. 内に 40+ Built-In 任意波形があります。 
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[Buit-in ビルドイン]  

[Arb] → [Load Wform] → [Built-In]を選択した後、[Common 一般的な波形]・[Math 演算]・[Project 

特定用途の波形]・[Winfun/Triangle 窓関数/三角関数]の４つのカテゴリをソフトキーから選択しま

す。 

注意) オペレーションボタンを使って次のカテゴリのうち１つを選択した後、[built-in ビルドイン]

波形は波形ディスプレイダイアログに表示され、矢印キーや調整用コントロールノブ などを使い

選択することができます。ソフトキーの[Select]を押すことで、選択が行われます。 

 [Common ] 

StairUP 

 

StairDn 

 

StairUD 

 

PPulse 

 

NPulse 

 

Trapezia 

 

UpRamp 

 

DnRamp 

 

  

 

 [Math]  

ExpFall 

 

ExpRis
e 

 

LogFall 

 

LogRise 

 

Sqrt 

 

Root3 

 

X^2 

 

X^3 

 

Sinc 

 

Gaussian 

 

Dlorent
z 

 

Haversin 

 

Lorentz 

 

Gauspu
ls 

 

Gmonpul
s 
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Tripuls 

 

    

 

 [Project] 

Cardiac 

心電図 

 

Quake 

地震波 

 

Chirp 

Cosine

の周波数

掃引 
 

TwoTone 

 

SNR 

Sin 波＋

ノイズ  

  

 

 [Winfun/Triangle] –窓関数と三角関数など 

Hamming 

 

Hanning 

 

Kaiser 

 

Blackman 

 

Gaussian 

 

Triangle 

 

Hairs 

 

Bartlett 

 

Tan 

 

Cot 

 

Sec 

 

Csc 

 

Asin 

 

Acos 

 

Atan 

 

Acot 
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[STORED WAVEFORMS 保存波形]  

[Arb] → [Load Wform] → [Stored Wforms]を選択した後、次のような波形ディスプレイダイアログが

表示されます。 

注意) 波形ディスプレイダイアログに表示してある保存された波形を選択します。矢印キーや調整用

コントロールノブ などを使い選択することができます。ソフトキーの[Select]を押すことで、選択が

行われます。 
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[Mod 変調]波形の出力 

変調波形生成の概要 

T3AFG5-10 は搬送波と変調波の設定を別々に行います。搬送波は基本波形として作られた波形がそ

のまま使用されます。その後、[Mod 変調]ファンクションボタンを押して変調波の設定を行います。 

基本波形の選択により利用可能な変調の種類が異なります。波形選択ボタンの[Sine],・[Square]・

[Ramp]・ [Arb]が選択された場合、[AM]・[DSB-AM]・[ASK]・[FM]・[FSK]・[PM]変調することがで

きます。[Pulse]が選択された場合、[PWM]変調のみが可能です。 [Noise]や[DC]波形は搬送波として

使用できません。 

注意) 波形選択ボタンの選択やパラメータは搬送波として使用されます。基本波形の設定パラメータ

が与える影響を理解することは重要です。 
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[AM 振幅変調] 波形の出力 

 

AM変調波形を出力するには次のように設定します。 

① 波形ボタンを押して、搬送波となる波形の選択や[Ampl 振幅]・[Freq 周波数]パラメータを設定

します。波形タイプや振幅、周波数のパラメータはそのまま AM変調の搬送波のパラメータと

して使われます。搬送波の設定は”基本波の作成”セクションをご参照ください。 

② フロントパネルの[Mod 変調]ボタンを押します。 

③ オペレーションメニューの[Type タイプ]から[AM]を選択します。 

④ AM変調のパラメータ設定が可能なオペレーションメニューが表示されます。 

⑤ [AM Freq 変調周波数]・[AM Depth 変調度]・[Shape 変調波形形状]のパラメータを設定します。 

各パラメータはソフトキーを使って選択します。選択後、数値キーやノブを使い、選択されたパラメ

ータの値を調整/選択します。 
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注意) 上図の変調波はイメージです。信号として出力はされません。 

 [AM Freq 変調周波数] 

変調波の周波数を設定します。 

設定範囲：2 mHz～20 kHz（但し、搬送波周波数以下） 

数値キーで入力する場合には、単位入力がオペレーションメニューに表示されます。 

  [AM Depth 変調度] 

変調波の振幅を設定します。 

設定範囲：0.0 – 120.0% 

数値キーで入力する場合には、単位入力がオペレーションメニューに表示されます。 

注意) 振幅が変化する範囲は搬送波の[Ampl 振幅]、および変調波の[AM Depth]の設定により決ま

ります。[AM Depth]のパーセンテージは１から 120％までの変数です。0%に設定した場合、出

力される振幅は、搬送波の[Ampl 振幅]の半分になり、変化はしません。100％に設定した場合、

搬送波の]Ampl 振幅]と同じ振幅から振幅 0 の範囲で変化します。 

 [Type 変調タイプ] 

このボタンはボタンを 1 回押すごとに、「AM→DSB→FM...」の順番で選択が切り替わります。[AM]

を選択します。 

 [Shape変調波形形状] 

[Source 変調信号のソース]の選択で[Internal 内部]を選択した場合、変調波形の形状を[Sine]・
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[Square]・[Triangle]・[UpRamp]・[DnRamp]・[Noise]・[Arb]から選択します。[Pulse]・[DC]は選択

できません。このボタンは、押すごとに、「Sine→Square→Triangle...」の順番で選択が切り替わり

ます。 
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[DSB-AM]変調の出力 

 

[DSB-AM]変調波形を出力するには次のように設定します。 

① 波形ボタンを押して、搬送波となる波形の選択や[Ample 振幅]・[Freq 周波数]を設定します。

波形タイプや振幅、周波数のパラメータはそのまま[DSB-AM]変調の搬送波のパラメータとし

て使われます。搬送波の設定は”基本波の作成”セクションをご参照ください。 

② フロントパネルの[Mod 変調]ボタンを押します。 

③ オペレーションメニュー内の[Type タイプ]に対応するボタンを押して、[DSB-AM]を選択しま

す。 

④ [DSB-AM]変調のパラメータ設定が可能なオペレーションメニューが表示されます。 

⑤ [DSB Freq 変調周波数]・[Shape 変調波形形状]パラメータを設定します。DSB-AMでは変調度

の設定はありません。変調度 100％として変調されます。 

オペレーションメニューに表示された各パラメータはソフトキーを使って選択します。選択後、数値

キーやノブを使い、選択されたパラメータの値を調整/選択します。 
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注意)上図の変調波はイメージです。信号として出力はされません。 

 [DSB Freq変調周波数] 

変調波の周波数を設定します。 

設定範囲：2 mHz～20 kHz（但し、搬送波周波数以下） 

数値キーで入力する場合には、単位入力がオペレーションメニューに表示されます。 

  [Type 変調タイプ] 

このボタンは押すごとに、「AM→DSB→FM...」の順番で選択が切り替わります。[DSB-AM]を選択

します。 

 [Shape変調波形形状] 

[Source 変調信号のソース]の選択で[Internal 内部]を選択した場合、変調波形の形状を[Sine]・

[Square]・[Triangle]・[UpRamp]・[DnRamp]・[Noise]・[Arb]から選択します。[Pulse]・[DC]は選択

できません。このボタンは押すごとに、「Sine→Square→Triangle...」の順番で選択が切り替わりま

す。 
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[FM 周波数変調]波形の出力 

 

[FM]変調波形を出力するには次のように設定します。 

① 波形ボタンを押して、搬送波となる波形の選択や[Ampl 振幅]・[Freq 周波数]を設定します。波

形タイプや振幅、周波数のパラメータはそのまま FM 変調の搬送波のパラメータとして使われ

ます。搬送波の設定は”基本波の作成”セクションをご参照ください。 

② フロントパネルの[Mod 変調]ボタンを押します。 

③ オペレーションメニュー内の[Type]に対応するボタンを押して、[FM]を選択します。 

④ FM変調のパラメータ設定が可能なオペレーションメニューが表示されます。 

⑤ [FM Freq 変調周波数]・[FM Dev 変調度]・[Shape 変調波形形状]パラメータを設定します。 

オペレーションメニューに表示された各パラメータはソフトキーを使って選択します。選択後、数値

キーやノブを使い、選択されたパラメータの値を調整/選択します。 
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注意) 上図の変調波はイメージです。信号として出力はされません。 

 

 [FM Freq 変調周波数] -変調波の周波数を設定します。 

設定範囲：2mHz～20 kHz（但し、搬送波周波数以下） 

数値キーで入力する場合には、単位入力がオペレーションメニューに表示されます。 

  [FM Dev 変調度] -1mHz－搬送波周波数 

数値キーで入力する場合には、単位入力がオペレーションメニューに表示されます。 

注意) [FM Dev]の値は搬送波の設定周波数以下にする必要があります。また[FM Dev]＋搬送波の

設定周波数が最大周波数以下である必要があります。 

  [Type 変調タイプ] –このボタンはボタンを 1回押すごとに、「AM→DSB→FM...」の順番で選択が切

り替わります。[FM]を選択します。 

 [Shape 変調波形形状] – [Source 変調信号のソース]の選択で[Internal 内部]を選択した場合、変調波

形の形状を[Sine]・[Square]・[Triangle]・[UpRamp]・[DnRamp]・[Noise]・[Arb]から選択します。

[Pulse]・[DC]は選択できません。このボタンは、押すごとに、「Sine→Square→Triangle...」の順番

で選択が切り替わります。 
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[ASK 振幅偏移変調] 波形の出力 

 

[ASK]変調波形を出力するには次のように設定します。 

① 波形ボタンを押して、搬送波となる波形の選択や[Ampl 振幅]・[Freq 周波数]を設定します。波

形タイプや振幅、周波数のパラメータはそのまま ASK 変調の搬送波のパラメータとして使わ

れます。搬送波の設定は”基本波の作成”セクションをご参照ください。 

② フロントパネルの[Mod 変調]ボタンを押します。 

③ オペレーションメニュー内の[Type タイプ]に対応するボタンを押して、[ASK]を選択します。 

④ [ASK]変調のパラメータ設定が可能なオペレーションメニューが表示されます。 

⑤ [KEY Freq キーイング周波数]パラメータを設定します。 

オペレーションメニューに表示された各パラメータはソフトキーを使って選択します。選択後、数値

キーやノブを使い、選択されたパラメータの値を調整/選択します。 

ASK 変調はキャリア波形の振幅の変化でデジタルデータを表します。アナログキャリア波形の振幅は

ビットストリーム(変調信号)に従って変化し、周波数や位相の変化はありません。 
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 [Key Freq キーイング周波数] -キャリア振幅と 0V 振幅の間で振幅を変化させる周波数を設定しま

す。 

設定範囲：2mHz ～50kHz（但し、搬送波周波数以下） 

数値キーで入力する場合には、単位入力がオペレーションメニューに表示されます。 

  [Type 変調タイプ] –このボタンはボタンを 1回押すごとに、「AM→DSB→FM...」の順番で選択が切

り替わります。[ASK]を選択します。 
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[FSK 周波数偏移変調]波形の出力 

 

[FSK]変調波形を出力するには次のように設定します。 

① 波形ボタンを押して、搬送波となる波形の選択や[Ampl 振幅]・[Freq 周波数]を設定します。波

形タイプや振幅、周波数のパラメータはそのまま FSK 変調の搬送波のパラメータとして使わ

れます。搬送波の設定は”基本波の作成”セクションをご参照ください。 

② フロントパネルの[Mod変調]ボタンを押します。 

③ オペレーションメニュー内の[Type タイプ]に対応するボタンを押して、[FSK]を選択します。 

④ [FSK]変調のパラメータ設定が可能なオペレーションメニューが表示されます。 

⑤ [KEY Freq キーイング周波数]・[Hop Freq ホップ周波数]パラメータを設定します。 

オペレーションメニューに表示された各パラメータはソフトキーを使って選択します。選択後、数値

キーやノブを使い、選択されたパラメータの値を調整/選択します。 

FSK変調は特定のポイントで搬送波の周波数と Hop周波数とを切り替えて出力します。出力が変化す

る周波数が Key Frequencyです。 
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 [Key Freq キーイング周波数] -このパラメータはキャリア周波数と Hop周波数の間で出力周波数が

変移する周波数を設定します。 

設定範囲：2mHz ～50kHz（但し、搬送波周波数以下） 

数値キーで入力する場合には、単位入力がオペレーションメニューに表示されます。 

（MHz, uHzは対応しません） 

  [Type 変調タイプ] –このボタンはボタンを 1回押すごとに、「AM→DSB→FM...」の順番で選択が切

り替わります。[FSK]を選択します。 

 [Hop Freq ホップ] - Hop周波数を指定します。 

設定範囲 1uHz～最大周波数 

数値キーで入力する場合には、単位入力がオペレーションメニューに表示されます。 
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[PM 位相変調]波形の出力 

 

[PM]変調波形を出力するには次のように設定します。 

① 波形ボタンを押して、搬送波となる波形の選択や[Ampl 振幅]・[Freq 周波数]を設定します。波

形タイプや振幅、周波数のパラメータはそのまま PM 変調の搬送波のパラメータとして使われ

ます。搬送波の設定は”基本波の作成”セクションをご参照ください。 

② フロントパネルの[Mod 変調]ボタンを押します。 

③ オペレーションメニュー内の[Type タイプ]に対応するボタンを押して、[PM]を選択します。 

④ [PM]変調のパラメータ設定が可能なオペレーションメニューが表示されます。 

⑤ [PM Freq 変調周波数]・[Phase Dev 変調度]・[Shape 変調波形形状]パラメータを設定します。 

オペレーションメニューに表示された各パラメータはソフトキーを使って選択します。選択後、数値

キーやノブを使い、選択されたパラメータの値を調整/選択します。 

変調された波形は一部のキャリア波形です。PM のため、キャリア波形の位相が変調波形の瞬時電圧

レベルで変化します。 
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注意) 上図の変調波はイメージです。信号として出力はされません。 

 

 [PM Freq 変調周波数] -変調波の周波数を設定します。 

設定範囲： 2 mHz ～20 kHz 

数値キーで入力する場合には、単位入力がオペレーションメニューに表示されます。 

（MHz, uHzは対応しません） 

  [Phase Dev 変調度] –変調度を設定します。 

設定範囲： 0.0～360.0度  

数値キーで入力する場合には、単位入力がオペレーションメニューに表示されます。 

  [Type 変調タイプ] –このボタンはボタンを 1回押すごとに、「AM→DSB→FM...」の順番で選択が切

り替わります。[PM]を選択します。 

 [Shape 変調波形形状] – [Source 変調信号のソース]の選択で[Internal 内部]を選択した場合、変調波

形の形状を[Sine]・[Square]・[Triangle]・[UpRamp]・[DnRamp]・[Noise]・[Arb]から選択します。

[Pulse]・[DC]は選択できません。このボタンは、押すごとに、「Sine→Square→Triangle...」の順番

で選択が切り替わります。 
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[PWM パルス幅変調]波形の出力 

 

[PWM]変調波形を出力するには次のように設定します。 

① フロントパネルから Pulse 波形を選択します。[Ampl 振幅]・[Freq 周波数]・[PulWidth パルス

幅]を設定します。振幅、周波数、パルス幅のパラメータはそのまま PWM 変調の搬送波のパ

ラメータとして使われます。搬送波の設定は”基本波の作成”セクションをご参照ください。 

② フロントパネルの[Mod 変調]ボタンを押します。 

③ PWM変調のパラメータ設定が可能なオペレーションメニューが表示されます。 

④ [PWM Freq 変調周波数]・[Width Dev 変調度]・[Shape 変調波形形状]パラメータを設定します。 

オペレーションメニューに表示された各パラメータはソフトキーを使って選択します。選択後、数値

キーやノブを使い、選択されたパラメータの値を調整/選択します。 

PWMのパルス幅は搬送波の[PulWidth] ± PWM変調の[Width Dev 変調度]の範囲で変化します。 

注意)  [Pulse パルス波]のパルス幅設定には、パルス幅を時間で設定する[PulWidth]とデューティー比

で設定する[Duty]の 2 つがあります。[PulWidth]を使用した場合には、PWMのメニューに[Width Dev 

パルス幅偏差]が変調度の指定として表示され、変調度は時間で設定します。 [Duty デューティー比]

を使用した場合には、PWMのメニューに [Duty Cyc Deviation デューティーサイクル偏差]が変調

度の指定として表示され、変調度はデューティー比のパーセントで設定します。 
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注意) 上図の変調波はイメージです。信号として出力はされません。 

 [PWMFreq 変調周波数]-このパラメータは変調波の周波数を設定します。 

設定範囲：2mHz～20KHz（但し、搬送波周波数以下） 

数値キーで入力する場合には、単位入力がオペレーションメニューに表示されます。 

  [Widh Dev 変調度]- このパラメータはパルス幅の最大位相偏差を設定します。基本波の設定で

[PulWidth パルス幅]を使って設定した場合には[Width Dev]パラメータが表示され、時間で偏差を

入力します。基本波の設定で[Duty デューティー]を使って入力した場合には[Duty Cyc Deviation デ

ューティーサイクル偏差]パラメータが表示され、パーセントで偏差を入力します。値の入力は数

値キーなどを使用して入力します。 

この設定は搬送波の[Duty]をベースに差分を設定します。そのため、搬送波の[Duty]±[WidthDev]が

0％、または 100％を超える設定範囲は提供されません。 

[Width 入力] 

設定範囲：搬送波の周期により異なります 

数値キーで入力する場合には、単位入力がオペレーションメニューに表示されます。 

 

［Duty入力］ 
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Pulse の設定で、Dutyを選択した場合、WidthDevは％で入力します。 

設定範囲：搬送波の周期により異なります 

数値キーで入力する場合には、単位入力がオペレーションメニューに表示されます。 

 [Shape 変調波形形状] – [Source 変調信号のソース]の選択で[Internal 内部]を選択した場合、変調波

形の形状を[Sine]・[Square]・[Triangle]・[UpRamp]・[DnRamp]・[Noise]・[Arb]から選択します。

[Pulse]・[DC]は選択できません。このボタンは、押すごとに、「Sine→Square→Triangle...」の順番

で選択が切り替わります。 
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[Sweep 周波数掃引]波形の出力 

 

WaveStationは波形タイプの種類により周波数掃引することができます。[Sine]・[Square]・[Ramp]・

[Arb]波形は周波数掃引することができますが、[Pulse]・[Noise]・[DC]はできません。周波数掃引モー

ドは指定した開始周波数から終了周波数まで掃引します。 

 

掃引波形を出力するには次のように設定します。 

① 基本波形ボタンを押して、波形の選択や振幅を設定します。基本波形のタイプや[Ampl 振幅]

のパラメータはそのまま掃引設定のパラメータとして使われます。 

② フロントパネルの[Sweep]ボタンを押します。 

③ Sweep のオペレーションメニューが表示されます。掃引する周波数や掃引時間を設定します。 
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[Sweep 周波数掃引]オペレーションメニュー 

周波数掃引モードは[StartFreq 開始周波数]から[StopFreq 停止周波数]まで[SwpTime 掃引時間]で指定し

た時間、周波数が変化します。掃引方法として[Linear リニア]、または[Log ログ]が選択できます。ま

た[StartFreq 開始周波数]や[StopFreq 停止周波数]の代替入力として[MidFreq 中心周波数]と[FreqSpan

周波数範囲]により指定することもできます。 

[Sweep]ボタンを押すと、次のようなオペレーションメニューが表示されます。 

 

[Sweep]オペレーションメニューには[SwpTime 掃引時間]・[StartFreq 開始周波数]・[StopFreq 停止周

波数]・[FreqSpan 周波数範囲]・ [MidFreq 中心周波数]・[Source ソース]・[Linear/Log リニア/ログ]・

[Direction 方向]・[Trig トリガ]のパラメータがあります。 

 

 [SwpTime 掃引時間] 

このパラメータは指定された開始周波数から停止周波数まで周波数が変化するスイープ時間を設

定します。 

設定範囲：1ms～500s 

数値キーで入力する場合には、単位入力がオペレーションメニューに表示されます。 

  [StartFreq 開始周波数]・[StopFreq 停止周波数]・[FreqSpan 周波数範囲]・ [MidFreq 中心周波数] 

[StartFreq 開始周波数]と[StopFreq 停止周波数]、[FreqSpan 周波数範囲]・ [MidFreq 中心周波数]は

ペアで使用します 

設定範囲：各波形の周波数設定範囲 

数値キーで入力する場合には、単位入力がオペレーションメニューに表示されます。 

 [Source ソース] 

掃引の実行タイミングを[Internal 内部]・[External 外部]・[Manual 手動]から選択します。このボタン

は、押すごとに「Internal→External→Manual→Internal...」の順番で選択が切り替わります。 
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[Internal 内部]は掃引波形が繰り返し出力されます。 

[External 外部]は[Trig/Gate/Fsk/Burst] 端子に TTL信号が入力されたタイミングで掃引が開始さ

れます。トリガ信号が入る前は終了周波数で波形が出力されます。 

[Manual 手動]は画面上に[Trig]ボタンが表示され、[Trig]ボタンが押されると、波形が出力され

ます。ボタンが押される前は終了周波数で波形が出力されます。 

  [Linear/Log リニア/ログ]  

掃引方法を[Linear リニア]、または[Log ログ]のどちらかを選択します。リニアは時間に対し周波

数が直線的に変化し、周波数変化の狭い波形に適しています。ログは時間に対し周波数が対数的

に変化し、周波数変化の広い波形に適しています。選択されている側がハイライト表示されます。

このボタンはトルグボタンです。1 回押すごとに選択が切り替わります。 

 

 [Direction 方向]  

掃引波形の方向を(↑ 開始周波数→停止周波数)、または (↓ 停止周波数→開始周波数)のどちらかで指

定します。このボタンはトルグになっています。1 回押すごとに選択が切り替わります。 

 [Trig トリガ]  

[Source ソース]として[Manual 手動]が選択された場合のみ表示されます。ボタンを押すごとに掃引

が開始されます。 

掃引実行タイミング 

掃引タイミングは[Source ソース]パラメータの選択により、次のように動作が異なります。 

⚫ [Internal 内部]：掃引が自動的に繰り返し行われます。他の機器との同期用にトリガ出力が行

えます。 

⚫ [External 外部]：本体前面の[Trig]端子に TTLパルスが印加されたタイミングで掃引を開始しま

す。このモードが選択されると、[StopFreq 停止周波数]の周波数で信号が出力され、トリガ入

力信号のタイミングにより掃引を開始し、[SwpTime 掃引時間]終了後も[StopFreq 停止周波数]

のまま信号を出力します。 

⚫ [Manual 手動]：オペレーションメニューに[Trig]が表示され、そのボタンを押すと、掃引が開

始します。このモードが選択されると、[StopFreq 停止周波数]の周波数で信号が出力され、

[Trig]のボタンを押したタイミングで掃引を行い、[SwpTime 掃引時間]終了後も停止周波数の

まま信号を出力します。 
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[Burst バースト]波形の出力 

バースト波形はトリガのタイミングで波形を指定回数出力する[N-Cycle サイクル数指定]モードと外部

信号により ONしている間だけ整数個の波形を出力する[Gated ゲート]モードがあります。 

[N-Cycle サイクル数指定]は１～50,000(又は無限)サイクルまで指定することができます。信号を出力

するタイミングは周期を指定して繰り返しトリガする[internal 内部]や外部から信号が入力されるタイ

ミングで出力する[External 外部]、またはメニューボタンを押してトリガする[Manual 手動]を選択で

きます。 

 

 

[Sine]・[Square]・[Ramp]・[Arb]波形は[N-Cycle サイクル数指定]や[Gated ゲート]でバースト出力す

ることができます。また[Noise]波形は[Gated ゲート](外部信号による出力コントロール)でバーストす

ることができます。 

 

 

バースト出力するには次のように設定します。 

① 基本波形ボタンを押して、波形の選択や振幅、周波数(周期)を設定します。基本波形のタイプ

や[Ampl 振幅]・[Freq 周波数]パラメータはそのままバースト設定のパラメータとして使われま
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す。 

② フロントパネルの[Burst バースト]ボタンを押します。 

③ [Burst]のオペレーションメニューが表示されます。オペレーションメニューの中から[N-Cycle 

サイクル数指定]、または[Gated ゲート]のどちらかを選択します。 

④ [N-Cycle サイクル数指定]の場合、バーストの回数や開始位相、遅延などの設定をします。

[Gated ゲート]の場合、ゲート信号の極性、開始位相を設定します。 

[Burst バースト]オペレーションメニュー 

バーストモードは[N-Cycle サイクル数指定 / Gated ゲート]の選択により、オペレーションメニューが

大きく変化します。[N-Cycle]はバーストする波形の[Cycle 繰り返し数]を事前に設定し、トリガのタイ

ミングで波形を出力します。[Gated]は本体背面の Trig/Gate/Fsk/Burst 端子にゲート信号を入力し、ゲ

ートがオンしている間だけバースト信号を出力します。  

Burstボタンを押すと、次のようなオペレーションメニューが表示されます。 

   

[N-Cycle サイクル数指定] 

[N-Cycle]のオペレーションメニューには[Period 周期]・[StartPhase 開始位相]・[NCycle/Gated サ

イクル数指定/ゲート]・[Source ソース]・[Cycles/Infinite サイクル数/無限]・[Delay 遅延] ・[Trig ト

リガ]のパラメータがあります。 
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 [Period 周期] 

バーストが繰り返される周期を設定します。このコントロールは[Source ソース]として

[Internal 内部]が選択された場合だけ表示されます。[Internal 内部]モードは[Period 周期]で設定

された周期でバースト波形を繰り返し出力します。 

設定範囲：1us～500s（但し、波形の周期より短い時間は設定できません） 

数値キーで入力する場合には、単位入力がオペレーションメニューに表示されます。 

注意) [Period 周期]は次のようにバーストしている期間より長い時間に設定する必要がありま

す。  
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Period > 基本波形の周期 × バースト回数 

 [StartPhase 開始位相]  

このオペレーションボタンを押して、波形の開始位置を定義するため詳細ダイアログで位相(°)

を提供します。位相は 0° ~ 360°範囲で入力することができ、デフォルトでは 0°です。任意波

形では 0°が最初の波形ポイントとなります。 

 

設定範囲： 0.0～＋360.0 度 

数値キーで入力する場合には、単位入力がオペレーションメニューに表示されます。 

注意) [StartPhase 開始位相]の設定を変更すると、バースト出力時以外は[StartPhase 開始位

相]のポイントと同じ電圧で固定します。(上図の 90°や 270°を参照) 

 [Source ソース]  

バーストの実行タイミングを[Internal 内部]・[External 外部]・[Manual 手動]から選択します。

このボタンは、押すごとに「Internal→External→Manual→Internal...」の順番で選択が切り替

わります。[Internal 内部]は[Period 周期]で設定された周期でバースト波形を繰り返し出力しま

す。[External 外部]は本体前面の[Trig]端子に TTL レベルの信号が入力されたタイミングでバー

スト信号を出力します。[Manual 手動]はオペレーションメニューに[Trig トリガ]ボタンが表示

され、[Trig]ボタンが押されるたびにバースト波形を出力します。 

  [Cycles/Infinite サイクル数/無限]  

このボタンを押して[Cycles サイクル数]をハイライト表示させ、バースト波形のサイクル数(1-

50,000)を入力するか、[Infinite 無限]を選択します。[Infinite 無限]は[Source]パラメータで

[External 外部]、または[Manual 手動]が選択されている場合のみ有効です。一度バーストが開

始されると、[Infinite 無限]モードが解除されるまで、波形が出力されます。 

 [Delay 遅延]  

Delay が選択された場合、トリガ入力から[N-Cycle]バーストの開始までの時間を指定すること

ができます。 

設定範囲：296ns-34s(波形により若干異なります) 

数値キーで入力する場合には、単位入力がオペレーションメニューに表示されます。 

  [Trig トリガ]  

[Source ソース]として[Manual 手動]が選択された場合のみ表示されます。[Trig]ボタンがおされ
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るたびにバースト波形を出力します。 

次の点に注意:   

 [NCycle/Gated]で以前に説明したとおり、バーストで指定されたサイクルの数が実行で

きるように必要ならば[period]時間を増加させます。 

 外部、またはマニュアルトリガは[infinite 無限]バーストを有効にするために必用とされ

ます。 

[Gated ゲート] 

Gated のオペレーションメニューには[Period 周期]・[StartPhase 開始位相]・[NCycle/Gated サイ

クル数指定/ゲート]・[Source ソース]・[Polarity 極性]のパラメータがあります。 

 [Period 周期] 

バーストが繰り返される周期を設定します。このコントロールは[Source ソース]として

[Internal 内部]が選択された場合だけ表示されます。[Internal]モードは[Period]で設定された周

期でバースト波形を繰り返し出力します。[Internal]は[Gated]では必要無い機能ですが、動作確

認用として用意されています。 

設定範囲：1us～500s（但し、波形の周期より短い時間は設定できません） 

数値キーで入力する場合には、単位入力がオペレーションメニューに表示されます。 

注意) [Period]は次のようにバーストしている期間より長い時間に設定する必要がありま

す。 

Period > 基本波形の周期 × バースト回数 

 [StartPhase 開始位相] 

このオペレーションボタンを押して、波形の開始位置を定義するため詳細ダイアログで位相(°)

を提供します。位相は 0° ~ 360°範囲で入力することができ、デフォルトでは 0°です。任意波

形では 0°が最初の波形ポイントとなります。 

 

注意) [StartPhase]の設定を変更すると、バースト出力時以外は[StartPhase]のポイントと同

じ電圧で固定します。(上図の 90°や 270°を参照) 

 [Source ソース]  

バーストの実行タイミングを[Internal 内部]、または[External 外部]から選択します。このボタ
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ンは、押すごとに「Internal→External→Internal...」の順番で選択が切り替わります。[Internal]

は[Period 周期]で設定された周期でバースト波形を繰り返し出力します。[External]は本体前面

の[Trig]端子に TTLレベルの信号を与えて、バースト信号をコントロールします。 

 [Polarity 極性]  

このコントロールは[Gated]が選択されている場合のみ有効です。ゲート信号の極性を[Positive 

正極] または[Negative 負極]のどちらかを指定します。 

次の点に注意:   

 Gated 信号は本体背面の Trig端子に TTL レベルの信号を入力します。 

 トリガ信号の極性は Edge の設定により変化します。 

 Trig端子の入力インピーダンスは 5kΩ です。 



 

55 

 

[Save/Recall 保存/呼び出し]  

[Save/Recall]概要 

WaveStation は[State 設定情報]や[Data 任意波形データ]の読み込み、または[State 設定情報]の保存が

行えます。データへのアクセスは本体に内蔵された 10個の不揮発性メモリバンク、または前面のUSB

コネクタに接続されたUSBメモリへアクセスすることができます。USBメモリへのアクセスではディ

レクトリ階層内部へのアクセスも可能です。 

[Save/Recall]操作方法 

[Save/Recall]ボタンが押されると次のようなブラウザ表示ダイアログが表示されます。オペレーショ

ンメニューを使い操作します。 

 

設定情報の保存方法 

1. フロントパネルの[Save/Recall]ボタンを押します。 

2. [FileType ファイルタイプ]ボタンを押して、[State 設定情報]を選択します。 

3. [Browser 参照]ボタンを押して、[Directory ディレクトリ]を選択し、矢印キーを使い[Local(c:) 

内臓メモリバンク]、または[USB Device(0:) USBメモリ]を設定します。上下の矢印キーはフォ

ルダの選択、右の矢印キーはサブディレクトリを開く、右の矢印キーは親ディレクトリへ戻り

ます。 

 

4. 内臓メモリは保存する場合、[Browser 参照]ボタンを押して、[File ファイル]を選択し、矢印キ

ーの上下ボタンを使って保存先の内部メモリを選択します。 

 



 

56 

 

5. [Save 保存]ボタンを押します。 

6. ファイル名編集画面が表示されます。調整用コントロールノブと矢印キーを操作して画面上の

キーボードを選択して編集を行います。 

 

7. [Save 保存]ボタンを押して保存します。 

設定情報の呼び出し方法 

1. フロントパネルの[Save/Recall 保存/呼び出し]ボタンを押します。 

2. [FileType ファイルタイプ]ボタンを押して、[設定情報 State]を選択します。 

3. [Browser 参照]ボタンを押して、[Directory ディレクトリ]を選択し、矢印キーを使い[Local(c:) 

内臓メモリバンク]、または[USB Device(0:) USBメモリ]を設定します。上下の矢印キーはフォ

ルダの選択、左右の矢印キーはサブディレクトリを開く、または親ディレクトリへ戻る場合、

使用します。 

 

4. [Browser 参照]ボタンを押して、[File ファイル]を選択し、矢印キーの上下ボタンを使って設定

ファイルを選択します。 

 

5. [Recall 呼び出し]ボタンを押します。 

 

任意波形データの呼び出し方法 

1. フロントパネルの[Save/Recall 保存/呼び出し]ボタンを押します。 

2. [FileType ファイルタイプ]ボタンを押して、[Data 任意波形]を選択します。 

3. [Browser 参照]ボタンを押して、[Directory ディレクトリ]を選択し、矢印キーを使い[Local(c:) 

内臓メモリバンク]、または[USB Device(0:) USBメモリ]を設定します。上下の矢印キーはフォ

ルダの選択、左右の矢印キーはサブディレクトリを開く、または親ディレクトリへ戻る場合、

使用します。 

 

4. USB メモリからファイルを読み出す場合、[Browser 参照]ボタンを押して、[File ファイル]を選

択し、矢印キーの上下ボタンを使って波形ファイル(*.csv)を選択します。 
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5. [Recall 呼び出し]ボタンを押します。 

6. 任意波形を保存する内臓メモリを選択します。 

 

7. [Save 保存]ボタンを押して保存します。 

 

 [Save/Recall 保存/呼び出し]オペレーションメニュー 

 [FileType ファイルタイプ] 

ファイルの種類を指定します。State は WaveStation の設定ファイル、Data は任意波形ファイルを

示します。このボタンは、押すごとに、「State→Data→State...」の順番で選択が切り替わります。 

 [Browser 参照] 

矢印キーの操作対象を[Directory ディレクトリ]、または[File ファイル]から選択します。[Directory 

ディレクトリ]が選択されるとフォルダ選択ブラウザにカーソルが移動します。[File ファイル]が選

択されるとファイル選択ブラウザにカーソルが移動します。このボタンは、押すごとに

「Directory→File→Directory...」の順番で選択が切り替わります。 

 

フォルダ選択ブラウザでは矢印キーを使い操作します。上下のボタンはフォルダ内の移動に使用

します。右のボタンは選択されているフォルダが開き、ファイル選択ブラウザに選択されたフォ

ルダ内にあるファイルが表示されます。左のボタンは現在のフォルダより一つ上のディレクトリ

に移動します。 

通常は[Directory ディレクトリ]を選択して、ファイルが格納されているフォルダを選択します。そ

の後[File ファイル]を選択して、ファイルを選択します。 
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注意)[ Local(C:)]は内臓メモリを示しています。USB メモリは[USB Device(0:)]と表示されます。 

 [Save 保存]  

このボタンを押すと、ファイル名編集画面が表示されます。 

 [Recall 呼び出し]  

WaveStation 内のメモリ、または USB デバイスに保存されたファイルを呼び出すことができます。 

 [Delete 削除] 

選択されているファイルを削除することができます。ボタンが押されると、確認が行えます。

[Done 実行]を押して削除を行うか、[Cancel キャンセル]を押してキャンセルすることができます。 

ファイル名の編集操作 

[Save/Recall 保存/呼び出し]オペレーションメニュー内で[Save 保存]ボタンが押されると次のような

画面が表示されます。画面にはスクリーンキーボードが表示され、ノブと矢印キー、オペレーション

メニュー内の[Select 選択][Delete 削除]を使い編集を行います。ファイル名は英数 8 文字までです。 

 

 

 

 スクリーンキーボードの列を移動するには矢印キーの上下ボタンを使用します。そして調整コン

トロールのノブはスクリーンキーボード上を連続的に移動するため使用します。 

 矢印キーの左右のボタンはファイル名のカーソルを移動するために使用します。 

 スクリーンキーボード内の文字を選択し、文字を入力したい位置にカーソルを合わせて、オペレ

ーション･メニューの[Select 選択]を押して文字列を追加します。 

 ファイル名の入力が完了したら、オペレーション･メニューの[Save 保存]を選択して保存します。 

 オペレーション･メニューの[Delete 削除]はカーソル位置のファイル名の文字を削除し、カーソ

ルの位置を１つ前に移動します。 

 オペレーション･メニューの[Cancel キャンセル]ボタンは保存せずに[Save/Recall 保存/呼び出し]
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メニュー画面に戻りたい場合使用します。 

 数字の入力には数値入力キーを使用することができます。 

次の点に注意:   

 USBメモリは T3AFGのフロント･パネルに接続したときに自動的に[USB Device(C:)]フォ

ルダとしてマップされます。 

 外部ハードディスクドライブはサポートされていません。前面のUSBは一般的にUSBメ

モリとして知られている製品のみ利用可能です。 
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[Utility ユーティリティ]  

[Utility ユーティリティ]概要 

フロントパネルの[Utility]ボタンを押して開始します。[Utility]メニューは次のような階層構造で構成さ

れています。 

 
 

[DC 直流波形出力] 

DC は直流波形出力を提供します。[DC]オプションを[On]に変更すると、DC 設定画面に切り替わりま

す。メニューには数種類の電圧ボタンが用意されています。メニューから電圧を選択するか、キーや

ノブにより電圧値を設定することもできます。 

メニュー 説明 

DC DC {On, Off} 

Voltage {1V, -1V, 2V, -2V, 5V, -5V} 

Output 
Setup 

Load {HighZ,  50Ω} 

接続先のインピーダンスを設定 

Polarity {Normal, Invert} 

Invert：波形を出力段で反転させます。 

Sync State Aux In/Out 端子から同期パルスを出力します。 

Channel 同期パルスに同期するチャンネルを設定します。 

Accept 設定を有効にします。 

Cancel 設定をキャンセルし、メインメニューに戻ります。 

System Number Format 小数点の文字選択や 3桁区切りの文字の選択 

Language {English、中国語} 

英語、または中国語 

PowerOn {Default, Last} 

Default：初期化されて起動します。 

Last：前回起動していた最後の状態に戻します。 

Set To Default デフォルト状態に戻します。 

Beeper {On, Off} 

ボタンを押したときにビープ音を鳴らします。 

ScrnSvr {Off, 1min, 5min, 15min, 30min,1hour, 2hour, 5hour} 

スクリーンセーバー設定 

Test/Cal SelfTest ScrTest：スクリーンテスト 

Key Test：キーのテスト 

LEDTest, ：ボタンに内蔵された LED のテスト 

BoardTest：内部 IC のテスト 

TouchCal タッチパネルのキャリブレーション 

Return メインメニューに戻ります。 

EditInfo  

Update  
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[Output Setup 出力設定] 

出力インピーダンスや出力段での信号の反転を行うことができます。この設定は各チャンネルで独立

して設定することができます。Utility ボタンを押す前にディスプレイ横のチャンネル選択ボタンでチ

ャンネルを選択する必要があります。 

 [Load 負荷] 

T3AFGの接続先インピーダンスを[50Ω]または [HighZ ハイインピーダンス]から選択します。接続

先に生じる電圧は出力電圧と接続先の入力インピーダンスにより決まります。パラメータの設定

が接続先に生じる電圧に合うように負荷の設定を正しく行う必要があります。 

T3AFGの出力インピーダンスは50Ω固定です。接続先の入力インピーダンスが50Ωの場合には、

接続先の入力にかかる電圧は電圧源に対して半分の電圧になりますが、接続先がハイインピーダ

ンスでは、電圧源とほぼ同じ電圧が接続先に加わります。T3AFG に接続先の情報を与えることで、

50Ω では電圧源の電圧を倍にし、負荷に加わる電圧として波形の電圧を設定することができます。 

 

 [Normal/Invert 波形反転] 

このボタンを押して、波形を設定した状態と同じ[Normal 通常]、または波形を反転させた[Invert 

反転]を選択することができます。 

注意) Invertモード使用時、オフセットは無効になります。 
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[Sync 同期端子の設定] 

T3AFG は本体前面の[Sync Out/ Trigger]端子に同期信号(パルス)を出力することができます。この

[Sync]設定では、同期するチャンネルの指定や ON/OFFを設定します。 

設定を有効にするには[Done]を選択します。[Cancel]ボタンが押されると、設定をキャンセルして、

１つ前のメニューに戻ります。 

[Sync Out]端子から出力される信号は 50ns 以上ホジティブパルスが出力されます。 

同期信号は波形の先頭でパルスを出力します。しかし[Phase 位相]設定は無視されます。 

 基本波形 

波形の先頭位置でパルスを出力します。 

 変調波形 

出力タイミングは変調波形の先頭で出力します。 

[System システム設定] 

システム設定を変更することができます。 

 [NumberFormat 数値の表示形式] – 波形詳細ディスプレイに表示される数値の表示形式を設定しま

す。[Point ポイント]は小数点の表示形式、[Separator 区切り]は桁区切りの表示形式を設定します。 

 [Language 言語] –現在 English のみの対応です。 

 [PowerON 起動時の状態] – 起動時の状態を指定することができます。[Default デフォルト]は起動

ごとに設定がクリアされます。[Last ラスト]は前回使用した状態を再現します。 

 [SetToDefault 初期化] –工場出荷時の状態に設定を戻します。 

 [Beep ビープ音] –ビープ音をコントロールします。 

 [ScrnSvr スクリーンセーバー] – フロントパネルのコントロールを一定時間操作しない状態が続く

と画面表示だけをオフにします。オフにするまでの時間は[1min]・[5min]・[15min]・[30min]・

[1hour]・[2hour]・[5hour]の名から選択することができます。 

[Test/Cal 動作チェックと校正] 

2/2 メイン Util メニューにある Test/Cal を押して、SelfTest や SelfCal を実行する追加メニューを表示

します。 

 SelfTest オプションボタンを押して、[ScreenTest]・[KeyTest]・[LEDTest]の選択をするための追

加メニューを提供します。選択が行われると、テストを開始するか、試験モードから抜けるかを

選択するためにフロントパネルの７や８のボタンを使った選択画面が表示されます。 

Screen, Keyboard, LED試験スクリーンは次のような画面が表示されます。  
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Screen Test -フロントパネルの７のボタンが押されると、色が変化して画面の色を確認することができ

ます。8 のボタンを押すと、このモードから抜けることができます。 

 

Keyboard Test -フロントパネルを表現した画像が画面に表示されます。フロントパネルのボ

タンやノブを操作すると、ノブやボタンに対応した位置の色が変化し、ボタンやノブの

動作をチェックできます。フロンとパネルの 8ボタンを 3回押すと、このテストモードか

ら抜けます。   
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LED Test -フロントパネルを表現した画像が画面に表示されます。フロントパネルの７のボタンが押され

るたびにボタンの LEDが順番に点灯します。LEDが機能しているかを確認するためフロントパネルのボ

タンの LED が点灯すると同時に、画面の表示も変化します。フロントパネルの 8 ボタンを押すと、この

モードから抜けます。 

 SelfCal オプションボタンを押すと、WaveStation は自己校正を実行し、画面上に進行状況をプロ

グレスバーで表示します。プログレスバーが 100％に達したとき、何かキーを押して、このモー

ドから抜けます。 

 Cancelオプションボタンを押すと、メイン Utilメニューに戻ります。 

[EditInfo 本体情報表示] 

このオプションボタンを押すと、WaveStation のファームウェアバージョンや詳細が画面に表示され

ます。 

 

このモードから抜けるためには、フロントパネルで何かキーを押してください。 

[Update ソフトウェアアップデート] 

WaveStation のファームウェアを最新にアップデートすることができます。最新のファームウェア

は www.teledynelecroy.com からダウンロードすることができます。 

ダウンロードされたファームウェアは(*.ads)の拡張子を持つファイルが含まれています。このファ

イルがファームウェアのアップデートに必要になります。USB メモリにこのファイルをコピーしま

す。 

アップデート手順 

1. [Utility]ボタンを押します。 

2.  [Update]を選択し、[Save/Recall]スクリーンを表示させます。 

3. adsファイルが入った USB メモリを挿入します。 

4. [Browser]を[Directory]に選択し、下の矢印ボタンを押して、[USB Device(0:)]が選択されるよう

にしてください（USB のルートにファイルが保存されていれば、右側にルートにあるファイル

http://www.teledynelecroy.com/
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が表示されます）。 

5. [Browser]を[File]にします。 

6. 上下矢印ボタンを使ってファイルを選択します。 

7. [Recall]を押してください。 

(画面左下側に System updating...と表示され、アップデートが開始されます) 

8. 表示が”The update procedue is complete. Please restart your WaveStation”と表示されたら、電源ボ

タンを一度押して、OFF にします。 

9. USBを抜きます。 

10. 1,2 秒待ってから再起動します。 
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サービス＆サポート 

メンテナンス概要 

 本製品は正規販売代理店からの出荷日から 3 年間、仕様範囲内における通常の使用および操作に対して

保証されています。テレダイン・レクロイ社は保証期間内に当社のサービスセンターに返送された製品

を修理または(当社の判断により)交換いたします。ただし、上記保証の適用は通常の使用範囲内での故

障であり、お客様の誤った使用、保守の不備、事故、または異常な状態あるいは運用によるものは適用

外となります。 

テレダイン・レクロイ社は、a)テレダイン・レクロイ社代理人以外による修理または設置、b)互換性の

ない機器への不正な接続、c)テレダイン・レクロイ製以外の消耗品を使用したことによる障害または誤

動作により生じた不具合、損傷、故障に対しても一切の責任を負いません。また、テレダイン・レクロ

イ社は、作業期間が増加し本製品の提供が困難になるような変更や統合を行った製品を修理・点検する

義務を負いません。 

本製品のファームウェアは十分にテストされており、問題なく機能することが確認されています。ただ

し、ファームウェアには、機能の詳細に関していかなる保証も適用されません。  

上記の保証条項は、明示的または暗黙的を問わず、他の一切の保証条項(特定の用途や商用性・適応性に

関する保証を含む。それらに限定されない)よりも優先されます。テレダイン・レクロイ社は、契約に明

記されているかどうかに関わらず、一切の間接損害、実害、偶発的損害、直接損害に関する責任を負い

ません。テレダイン・レクロイ社のサービスセンター等に製品を返送する際の送料や保険料はお客様の

負担とします。保証対象の製品を送付するときの送料はテレダイン・レクロイ社が負担いたします。 
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製品の修理 

修理の必要が生じた製品は、テレダイン・ジャパン株式会社、または担当の代理店にご返却くだ

さい。保証期間内の製品に関しては無償で修理いたします。保証期間を過ぎた製品に関しては、

弊社修理規定による修理費を請求させていただきます。 

お預かりから納品まで 

 ご依頼は Web、または E-mailにて承ります。 

Web：http://www2.odn.ne.jp/aaf80240/form-repair2010.html 

Email：lecroy.service.japan@teledyne.com 

製品番号と不良の内容をご確認ください。 

注意)保証期間を確定するため、日付の分かる納品書などのコピ

ーが必要です。紛失してしまった場合、お買い上げの販売代理店

にコピーをご請求ください。 

 弊社サービス窓口 担当者よりご連絡させていただきます。弊社

から梱包箱をお届けする引き取りサービスもございますので、サ

ービスをご要望の方はご相談ください。 

お急ぎの方は、申し込み時のフォームにご記入の上、印刷したも

のを現品添付してご発送ください。 

 

 

 

 

お預かりしてから 1 週間以内に診断結果を報告します。有償修理

の場合は、合わせて見積書をご案内させていただきます。診断が

難航し見積書提出までに 1 週間以上を要する場合や症状が表れて

いない時などにつきましても、1 週間以内に途中経過を報告いた

します。 

注意)見積書ご確認の際はお支払条件をご確認ください。弊社販売

代理店でも修理依頼を承ります。 

 見積書承認欄への署名や注文書を弊社へ頂いた時点で作業着手と

なります。 

キャンセルの場合、診断料や送料を含む費用の請求はございませ

ん。診断のため、分解していることがあり、復旧までにお日にち

をいただきます。 

 作業完了後、ご指定の場所へ返却いたします。お申し込み時に

E-mail アドレスをご記入いただきますと、納品時に発送伝票番号

をお知らせします。 

修理校正のお申込み 

お預かり・発送 

診断及び見積のご案

内 

キャンセ

ル 

作業着

手 

作業完了～納品 

http://www2.odn.ne.jp/aaf80240/form-repair2010.html
mailto:lecroy.service.japan@teledyne.com


 

68 

 

ご請求先と返却先が同じ場合、納品時に請求書を合わせてお送り

します。請求先が異なる場合や代理店を通して修理をご依頼いた

だいている場合は、後日請求書を指定先にお送りします。 

 

 

【その他ご連絡先、および御依頼品の送り先】 

テレダイン・ジャパン株式会社 サービスセンター 

〒183-0006 東京都府中市緑町 3-11-5 芳文社府中ビル 3F 

TEL: 042-402-9401  FAX: 042-402-9583 

E-mail:  lecroy.service.japan@teledyne.com 

 

【修理を依頼する前にご確認いただきたい情報】 

・型式、シリアル番号 

・日付の分かる納品書などの書類のコピー 

・症状 

・現象を再現させるために必要な条件 (弊社で現象確認できない場合、そのまま返却しま

す。) 

・発生頻度 
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