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はじめに  

この度はWaveStation をお買い上げいただき有り難うございました。 

WaveStation ファンクション、およびユーザーにより波形のカストマイズが可能な任意波形発生器です。

WaveStation と USB-GPIB または USBTMC を使用して、WaveStation 用 PC ソフトウェアとの間で波形の

転送を行うことができます。 

  

本取扱説明書は次のモデルの使用方法について操作方法を説明しています。 

• WaveStation 2012  10 MHz  

• WaveStation 2022  25 MHz  

• WaveStation 2052  50 MHz  

 

本書の内容 

本取扱説明書は次の内容を説明しています。 

1. 梱包内容や安全上の注意に続き、WaveStation のハードウェアや I/O について説明します。 

2. 基本操作セクションはWaveStation のインターフェースやフロントパネルの概要、ディスプレイメニュ

ーの操作について説明します。 

3. 続くセクションでは波形作成の詳細について説明します。波形タイプ、変調波形、周波数掃引波形、バ

ースト波形についての操作方法や保存/呼び出し、ユーティリティ、ヘルプについて説明します。 

4. リモートコントロールに使用する USB-GPIB や USBTMC の設定についての説明です。 

5. 任意波形を編集する WaveStation PC ソフトウェアの波形の送受信について説明します。 

6. 最後に仕様やその他詳細について説明します。 
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パッケージの内容 

製品がお客様のお手元に届きましたら、内容物の確認をしてください。万一、欠品や運送上の破損などがあ

りましたら、直ちにテレダイン・レクロイ･ジャパン株式会社、または担当の代理店までご連絡いただくよ

う、お願い申し上げます。 

WaveStation 構成品 

• WaveStation 本体  

• 電源コード 

• USB ケーブル 1 m  

• USB - GPIB 変換ケーブル 

• WaveStation オペレーターズマニュアル（英文） 

• Performance/Calibration Certificate  

• WaveStation PC ソフトウェア CD-ROM 
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安全上のご注意 

このセクションでは、本製品を適切かつ安全な状態で動作させるために注意すべき情報や警告を述べていま

す。ここで述べる安全対策だけでなく、一般的な安全手順にも従う必要があります。 

安全に関する記号 

機器のフロントパネルまたはリアパネル、あるいは本マニュアルに、以下の記号または用語が表示されてい

る場合は、重要な安全上の危険を警告しています。 

 

この記号は警戒が必要なことを示しています。けがや機器への損傷を防止するために、付属の情報やドキュ

メントを参照してください。 

   

この記号は感電の危険性を警告します。 

  

この記号は測定グランド接続を示します。   

 

この記号はフレームや筐体の接続を示します。   

 

この記号は安全グランド接続を示します。   

 

この記号は電源を示します。これはフロントパネルにあり、機器の On/Off の状態を示します。 

 

注意 

「注意」は潜在的な危険を示します。指示に従わないと機器に損傷を与える可能性がある手順、行為、状態

に対する注意を促します。「注意」が示されている場合は、現在の状態を完全に理解し、すべての条件に適

合しない限り、先に進んではなりません。 
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警告！ 

「警告」も「注意」と同様に潜在的な危険を示します。ただし、「注意」が機器への損傷を警告するのとは

異なり、「警告」はけがや死亡を含む人体への被害を警告します。この場合も、現在の状態を完全に理解し、

すべての条件に適合しない限り、先に進んではなりません。 

 

CAT I: 

EN 61010-1 安全規格に準拠する設置（過電圧）カテゴリ定格であり、機器のフロントパネルの測定用端子

に適用されます。CAT I 定格端子は、測定値を取り込んで過渡電圧を適切な低レベルに制限するソース回路

にしか接続してはなりません。 

 

動作環境 

本製品は屋内での使用を想定しています。清潔で乾燥した場所で使用してください。本製品を使用する前に、

動作環境が次の条件の範囲内に維持されていることを確認してください。  

温度： 0 °C  － 40 °C  

湿度： 温度が摂氏 30℃までの場合は最大相対湿度 80%（40℃では相対湿度 50%まで直線的に低下） 

高度： +30℃以下で最高 3048 m（10,000 ft） 

注 :  周囲温度に関しては、直射日光、放射線、その他の熱源に注意してください。 

 警告！  

この機器は爆発の可能性のある環境、粉塵の多い環境、湿度の高い環境では絶対に使用しないでください。  

注意  

仕様で定められている最大電圧以上の電圧を加えないでください。 詳細については仕様を参照してくださ

い。 

 

冷却 

この機器は内部ファンと通気孔により強制空冷を行っています。本体の側面、前面、背面にある通風孔（フ

ァンホール）を遮らないよう注意してください。  

注意  

通風孔などから機器に異物が入らないようにしてください。 

 

AC 電源 

100-240 VAC (±10%) 、周波数 50/60 Hz (±5%) 、または 100-120 VAC 、周波数 400 Hz (±5%)  
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本製品は自動的にライン電圧に対応するため、手動による電圧選択は必要ありません。 

 

消費電力： 

最大 50 VA (50 W)  

 注意 – 電気ショックの危険性  

本製品に付属する電源ケーブルだけを使用してください。 

 

校正および最新状態の維持 

毎年 1 回、校正（キャリブレーション）を実施することをお勧めします。校正は必ず資格を持った専門スタ

ッフが実施してください。 

クリーニング 

湿った柔らかい布を使って、本体の外側のみ掃除してください。化学物質や研磨性材料が含まれているもの

は使用しないでください。本体の内部に絶対に水分が入らないようにしてください。 

異常状態 

本製品は操作マニュアルに従って動作させてください。 

機器の安全装置が故障している疑いがある場合は、電源コードを抜いて、機器が誤作動しないようにしてく

ださい。 

たとえば、本体に損傷がある場合や輸送中に振動や衝撃を与えた場合は、安全装置が故障する可能性があり

ます。 

機器を正しく使用するには、すべての指示事項とラベルを注意深く読むことが必要です。 

 警告！  

製造業者が規定していない方法で使用すると、機器の安全装置が故障する可能性があります。 
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ハードウェアと I/O 

ハンドル 

WaveStation のハンドルは角度調節が可能です。このハンドルは移動時にジェネレータの重量を完全に支え

ることができます。 

注意) ハンドルの角度調整は WaveStation の両サイドのアームをそっと外側に広げて調整を行います。 

 

 

 

ハンドルを本体の下で角度を調節して画面表示を見やすくすることができます。 
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フロントパネル 

写真に示された番号は以下の説明の番号に対応しています。 

 

 

1. 電源ボタン 

2. USB コネクタ - USB 2.0 ポートはメモリスティックの接続や USB-GPIB の接続に利用します。 

3. LCD ディスプレイ(9 ページ参照) 

4. ソフトキー - オペレーションメニュー(画面上のメニュー)を選択、または実行するために使用します

(10 ページ参照)。また最上部のボタンはチャンネルの切り替えに使用します。 

5. 波形ボタン –詳しくは波形ボタン(16 ページ参照)セクションを参照してください。  

6. 数値入力キー  

7. ファンクションボタン – 詳しくは波形信号処理ファンクションボタン(16 ページ参照)セクションを参

照してください。  

上段の３つのボタンは波形信号処理ボタンです。選択された波形へ[Mod 変調]・[Sweep 周波数掃

引]・[Burst バースト]機能を適用します。一方下段のボタンは様々な WaveStation ツールへのアクセ

スや Help 情報を表示させるためのボタンがあります。 

8. BNC チャンネル出力とコントロールボタン- BNC コネクタの真上にあるボタンは対応するチャンネル

出力の[On/Off]をコントロールするためのボタンです。  

9. 矢印キー  

10. 調整用コントロールノブ 

注意) WaveStation の操作では、波形タイプとファンクションボタンとの関係を理解することは重要です。

詳しくは”波形タイプ、ファンクション･ボタンのコンビネーション”セクション(15 ページ参照)を参照して

ください。 
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背面パネル 

写真に示された番号は以下の説明の番号に対応しています。 

  

 

1. 入出力 BNC コネクタ – [10 MHz In]・[Modulation In]・[Synch Out]・[Ext Trig/Gate/Fsk/Burst] 端子

が用意されています。 

[10MHz In] : 外部クロック入力用です。Utility メニューから設定を行うことができます(93 ページ参

照)。 

[Modulation In] : 変調信号の入力用です。Mod メニューから設定を行うことができます(36 ページ参

照)。 

[Synch Out] : 同期信号出力です。Utility メニューから設定を行うことができます(74 ページ参照)。 

[Ext Trg/Gate/Fsk/Burst] : 多目的なデジタル入出力端子です。 

2. USB コネクタ – 背面にある USB 2.0 コネクタは[USBRAW]や[USBTMC]用のコネクタです。詳しく

は WaveStation PC ソフトウェア概要(85 ページ参照) 、または WaveStation のリモートコントロー

ル(USB-GPIB /USBTMC) (82 ページ参照)を参照してください。 

3. グランドコネクタ  

4. AC 電源コネクタ 
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WaveStation 基本操作 

画面に表示される情報 

下図に示された番号は以下の説明の番号に対応しています。 

 

 

注意) デフォルト信号は Sine 波形です。波形の種類はディスプレイの右上に表示されます。 

1. チャンネルタブ - チャンネルタブには現在選択されているチャンネルや波形が表示されます。選択

されている場合、対応するチャンネルの情報が表示されます。チャンネルの選択は一番上のソフトキ

ーを押して切り替えることができます。 

2. 波形ディスプレイ - 出力信号の波形や変調波形を表示やその波形情報を提供します。 

3. 詳細ダイアログ - 選択された波形やファンクションのパラメータの詳細が表示されます。 

4. 波形/ファンクションタイプインジケータ – 現在表示されているオペレーションメニューを表しま

す。波形ボタンが押されると、選択された波形の名称を表示します。ファンクションボタンが押され

ると、ファンクションボタンの名称が表示されます。 

5. オペレーションメニュー  - このメニューは画面右にあるソフトキーと共に使用されます。

WaveStation への操作はこのメニューを通して行われます。 
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オペレーションメニュー 

本製品への操作は主に画面上に表示されるオペレーションメニューとソフトキーで行います。オペレーショ

ンメニューは波形タイプやファンクションなどの選択により変化し、ユーティリティメニューでは階層構造

を持つため、アイテムの選択により深い階層のメニューが提供されます。パラメータの変更は数値キー、矢

印キー、調整用コントロールノブを使い入力する場合やソフトキーを押すごとに選択がローテーションする

場合などがあります。 

ここではオペレーションメニューの操作方法を説明します。 

1. 通常、本製品のコントロールはフロントパネルの波形ボタンやファンクションボタンの選択から始ま

ります。ボタンを押すと、選択された波形タイプやファンクションに対応した画面表示が行われます。 

2. オペレーションメニューを選択するには画面右にあるソフトキーを使用します。ボタンが押されると、

オペレーションメニューのラベルが白く表示され、現在の選択状態を表します。 

 

オペレーションメニューはコンパクトで素早い操作を可能にするため、入力内容により表示方法や手

順が若干異なります。 

オペレーションボタンの表示 

 ボタンの共用 -オペレーションメニューの中には上半分が薄く、下半分が濃いグレー表示がされて

いるボタンがあります。このように表示されている場合、１つのボタンに２つのパラメータが割り

当てられていることを示しています。ボタンを一度押すと上のパラメータを調整することができ、

2 度同じボタン押すと下のパラメータを調整することができます。選択状態はパラメータの色で認

識することができます(選択状態では白く表示されます)。 

(非選択)    (1 回目の選択）    (2 回目の選択) 

ボタンの共用では単に単にオペレーションメニュー上の選択が入れ替わる場合もありますが、選択

により波形ディスプレイや詳細ダイアログの表示が変わり、値の入力を受け付ける場合もあります。 

 選択されたパラメータのラベル表示 – 上下 2 つのラベルが表示されているボタンの中には共用と

してではなく、選択内容がラベルとして表示されている場合もあります。その場合次図のように、

パラメータタイトルは上部、そして選択された内容が下部に表示されます。通常はボタンを 1 回押

すごとに選択が順番にローテーションします。次図の Shape パラメータを参照してください。共

用ボタンの場合と異なり、非選択の状態では上段が暗く、下段が明るく表示されます。 
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 追加メニュー -メニュー内容によっては１つのオペレーションメニューで表示できる５つの選択

だけでは足りない場合もあります。メニューが足りない場合、複数のメニューページに分けて表示

されます。複数のページを移動するため 1 画面で表示できない場合には、メニューページ移動のた

めのボタンが割り当てられます。次のメニューが存在する場合、メニューの最後に 1/X ↓の選択が

表示されます。追加されたメニューは 2/X ↑のような選択が表示されます（X はページ数を表しま

す）。 
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パラメータの選択とデータの入力方法 

パラメータ調整や選択には幾つかの方法があります。 

 オペレーションメニュー内選択 - On/Offなど少数の選択条件の中から１つを選択する場合や共用ボ

タン選択にはソフトキーを押して選択をします。このボタンはボタンを 1 回押すごとに、順番で選

択が切り替わります。 

 

 ディスプレイダイアログ選択- 選択項目数が多数ある場合、波形ディスプレイの位置に選択項目が

表示され、矢印キー、調整用コントロールノブを使って選択します。 
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 詳細ダイアログ - パラメータの値を変更する場合には数値入力キーや矢印キー、調整用コントロ

ールノブを使って値の入力をします。パラメータ調整/選択は詳細ダイアログ上に表示されます。  

 

 ブラウザダイアログ -フォルダやファイルを選択用のブラウズ画面を提供します。矢印キーを使い

ファイルやフォルダの選択を行います。 
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基本的な波形作成の流れ 

 

1. チャンネルの選択 

WaveStation は全モデルで 2 チャンネル同期出力が可能です。各チャンネルの設定はソフトキー最上

部にある[CH1/2]ボタンを押して切り替えます。ボタンが押されると、画面内のチャンネルタブが

「CH1→CH2→CH1･････」のように交互に上下が入れ替わります。 

 

下図は[CH1]が選択状態であることを示しています。 

 

2. 電圧のパラメータと WaveStation の接続先の入力電圧を合わせるために、出力チャンネルに接続する

機器のインピーダンスを設定します。[Utility ユーティリティ]ボタンを押し、ソフトキーで [Output 

Setup 出力設定] →[Load 負荷]の設定を適切に変更します (73 ページ参照)。 

3. フロントパネルの波形ボタンを押して、基本波形を選択します。選択された波形タイプに対応した画面

表示が行われます。 

 

4. 波形のパラメータを設定するには、画面下にあるオペレーションメニューボタンを使いパラメータを選

択してから、パラメータの値を設定します。値の入力にはノブと矢印キー、または数値入力キーを使用

します。 

数値入力キー：パラメータの値を直接入力することができます。単位はオペレーションメニューの中

から選択します。 
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ノブと左右矢印キー：左右のボタンは選択されたパラメータの桁の移動に使います。コントロールノ

ブは選択したパラメータのカーソルが示す桁の値を増加/減衰します。 

 

5. 出力 

信号出力は前面パネル BNC コネクタ上にある[Output]ボタンを押してコントロールします。ボタンが

押されると、ボタンに内蔵された LED が光り、現在の動作状態を確認することができます。出力され

る波形は Ch1 と Ch2 の間で同期しています。いずれかの Output ボタンを On するタイミングで全て

のチャンネル出力が一度リセットされます。 

 

6. 変調、掃引、バーストの設定 

[Mod 変調]・[Sweep 周波数掃引]・[Burst バースト]などの波形を作成するためには、各ファンクショ

ンボタンを押してから、パラメータを設定します。パラメータの値設定は基本波形のパラメータ設定

方法と同じです([Mod 変調]は 36 ページ参照・[Sweep 周波数掃引]は 56 ページ参照・[Burst バース

ト]は 61 ページ参照)。 

 

 

波形タイプ、ファンクションボタンのコンビネーション 

WaveStation を使用する場合、波形ボタンと波形信号処理ボタン、[Save/Recall 保存/呼び出し]・[Utility ユ

ーティリティ]・[Help ヘルプ]との間の関係を理解することは重要です。波形信号処理ボタンは波形ボタン

より優先されます。波形信号処理ボタンが選択されている間は波形ボタンを選択しても画面には波形信号処

理メニューが表示されます。[Save/Recall 保存/呼び出し]・[Utility ユーティリティ]・[Help ヘルプ]メニュ

ーは波形タイプや波形信号処理ボタンより優先されます。これらのボタンが押されている間は波形タイプや

波形信号処理のメニューは表示されません。 
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波形ボタン 

 

本器は波形ボタンを押して、[Sine 正弦波]・[Square 方形波]・[Ramp 三角波]・[Pulse パルス]・[Nose

ノイズ]・[Arb 任意波形]の６つの標準波形を出力することができ、選択されている波形はボタンに内蔵

された LED の点灯により常時確認することができます。また波形ボタンは変調する場合の搬送波として

も使用するため、電源が投入されている間、必ず一つは選択されています。各標準波形の設定は基本波

形作成 (18 ページ参照) セクションを参照してください。 

波形信号処理ファンクションボタン 

波形信号処理ファンクションは搬送波として基本波形タイプの設定を利用します。そのため設定を行う際

には初めに波形タイプを選択し、搬送波としての設定を行った後に[Mod 変調]・[Sweep 周波数掃引]・

[Burst バースト]ファンクションを選択します。画面に表示されるメニューは[Mod 変調]・[Sweep 周波

数掃引]・[Burst バースト]が優先で表示されます。搬送波の波形を変更するには[Mod]・[Sweep]・[Burst]

ファンクションを再び押し、選択を解除してから再度搬送波の設定を行います。 

メニューの動作は次のようになります。 

    



WaveStation 

 

17 

 

 [Save/Recall 保存/呼び出し]・[Utility ユーティリティ]・[Help ヘルプ]ファンクションボタン 

[Save/Recall 保存/呼び出し]・[Utility ユーティリティ]・[Help ヘルプ]ボタンは波形タイプや任意に波形信

号処理を実行中に使用することができます。 

[Mod]・[Sweep]・[Burst]ボタンと同様に、これらのボタンはオプションです。2 回ボタンを押すと、その機

能や LED が OFF になり元のメニューが表示されます。[Mod]・[Sweep]・[Burst]機能が動作している場合は、

それらの波形信号処理のメニューが表示され、それ以外では選択された波形タイプメニューが表示されます。 

メニューの動作は次のようになります。 
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基本波形作成 

基本波形作成の概要  

波形作成はフロントパネルの各波形ボタンを押すことから始まります。 

 

次の点に注意:   

 WaveStation の操作では、波形タイプとファンクションボタンとの関係を理解することは重要です。詳

しくは波形タイプとファンクションボタンのコンビネーション(15 ページ参照)を参照してください。 

このセクションは波形作成や調整/選択パラメータの詳細について説明が行われます。 

[Sine 正弦波]の作成 

 

フロントパネルの[Sine 正弦波]波形ボタンを押すと、画面表示が正弦波の設定画面に切り替わります。波

形ディスプレイに正弦波が表示され、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。 

正弦波パラメータには[Ampl 振幅]・[Offset オフセット]・[Freq 周波数]・[Phase 位相]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。また位相の設定を簡単に 0 にする[EqPhase]が用意されています。 

各パラメータは次のトピックで説明します。 

[Freq/Period  周波数/周期] 

正弦波の周波数を設定するには[Freq 周波数/Period 周期]ボタンを押します。このボタンは、押すごとに、

「Freq→Period→Freq...」の順番で選択が切り替わります。ボタンを押すと、詳細ダイアログの[Freq 周

波数]または[Period 周期]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。 
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表示桁数 

［Frequency 入力］ 

単位 小数点以下桁数 

MHz 6 

KHz 6 

Hz 6 

mHz 3 

uHz 無し 

［Period 入力］ 

単位 小数点以下桁数 

s 6 

ms 6 

us 3 

ns 無し 

注意) 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。 

［設定範囲］波形により設定範囲が異なります。 

波形 設定範囲 

正弦波 1uHz～モデルの上限周波

数 

矩形波 1uHz ～ 10MHz 、 又 は
25MHz 

パルス波 1uHz～5MHz 
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三角波 1uHz～300kHz 

任意波形 1uHz～5MHz 

 

次の点に注意:  

 [Period 周期]パラメータを選択/調整するにはもう一度[Freq/Period]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。 

[Ampl/HLevel 振幅/トップ]  

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、押すごとに、

「Ampl→HLevel→Ampl...」の順番で選択が切り替わります。[Ampl 振幅]は振幅、[HLevel トップ]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、詳細ダイア

ログの[Ampl 振幅]、または[High ハイ]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。 

   

表示桁数 

［Ampl 振幅］入力 

単位 小数点以下桁数 

Vpp 3 

mVpp 1 

Vrms 3 

mVrms 1 

dbm 1 

［HLevel］入力 

単位 小数点以下桁数 

V 3 

mV 1 
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［設定範囲］設定周波数により設定範囲が異なります。 

周波数 設定範囲(50Ω 時) 

[HLevel]・[LLevel] 

DC < 10MHz -１.5V～+1.5V（CH1）  

-5.0 V～+5.0V（CH2）  

10MH 以上 -１.5V～+1.5V（CH1） 

-2.5V～+2.5V（CH2） 

 

周波数 設定範囲(ハイインピーダンス時) 

[HLevel]・[LLevel] 

DC < 40MHz -3.0V～+3.0V（CH1）  

-10.0 V～+10.0V（CH2） 

10MH 以上 -10.0V～+10.0V（CH1） 

-5.0V～+5.0V（CH2） 

 

次の点に注意:   

 [Load 負荷]を[HiZ ハイインピーダンス]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。 [Load 負荷]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されることになります(73 ページ参照)。 

 [Ampl 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/HLevel] 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。 

[Offset/LLevel オフセット/ボトム]  

正弦波のオフセットを調整するには [Offset/LLevel]ボタンを押します。このボタンは、押すごとに、

「Offset→LLevel→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、[LLevel]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、詳細ダ

イアログの[Offset オフセット]、または[Low ロー]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。 
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表示桁数 

［Offset 入力］ 

単位 小数点以下桁数 

Vdc 3 

mVdc 1 

［LLevel 入力］ 

単位 小数点以下桁数 

V 3 

mV 1 

 

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。 

 

[Phase/EqPhase 位相/同位相]  

正弦波の位相を設定するには [Phase/EqPhase]ボタンを押します。このボタンは、押すごとに

「Phase→EqPhase→Phase...」の順番で選択が切り替わります。[Phase]は位相の設定、[EqPhase]は同

位相に設定することができます。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、

[Phase]の場合、詳細ダイアログの[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。 
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 表示桁数 

［Phase 入力］ 

単位 小数点以下桁数 

度 1 

［設定範囲］ 

 -360.0～＋360.0 度  

この[Phase 位相]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。２つのチャンネルの位相差を 0

にする場合、簡単に[EqPhase 同位相]を選択するだけで行えます。 

また、[Utility]メニューの[Sync 同期]設定を有効にした場合、同期パルスは位相設定に関係なく波形の開始

位置で出力されます。 

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。 

 [EqPhase]パラメータを選択するにはもう一度[Phase/EqPhase]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。 
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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。また位相の設定を簡単に 0 にする[EqPhase]が用意

されています。 

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(18 ページ参照)内の項目

を参照してください。 

[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。 
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表示桁数 

［Duty 入力］ 

単位 小数点以下桁数 

% 1 

 

[設定範囲] 

ハイレベルの% 周波数 

20 ~ 80% 10 MHz 未満 

40 ~60% 10 MHz ~20 MHz 

50% >20 MHz 

 

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。また位相の設定を簡単に 0 にする[EqPhase]が用意され

ています。 

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(18 ページ参照)”内の項目を参

照してください。 

[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。 
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表示桁数 

［Symmetry 入力］ 

単位 小数点以下桁数 

% 1 

[設定範囲]  

0.0％～100.0％ 

 

 

 

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(18 ページ参照)”内の項目を参

照してください。 

[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。 
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表示桁数 

［Width 入力］ 

単位 小数点以下桁数 

s 3 

ms 3 

us 1 

ns 無し 

［設定範囲］  

16ns 以上 ～＜周期 

 

[Duty 入力]  

単位 小数点以下桁数 

% 1 

［設定範囲］  

1.6%～98.4% 

 

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(73 ページ参照)。 

[Delay 遅延]  

パルス波の遅延を調整するには[Delay]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[Delay 遅延]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。 
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表示桁数 

［Delay 入力］ 

単位 小数点以下桁数 

s 3 

ms 3 

us 1 

ns 無し 

［設定範囲］ 

0ns～±設定周期 

 

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[Delay 遅延]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。 

 

表示桁数 

［Stdev 入力］ 

単位 小数点以下桁数 

V 3 

mV 1 

［設定範囲］ 

ハイインピーダンス： 0.5mV ～±1.625  

50Ω：  0.5mV～±812.5mV  

 

 [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。 
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表示桁数 

［Mean 入力］ 

単位 小数点以下桁数 

V 3 

mV 1 

［設定範囲］ 

ハイインピーダンス： 0mV ～ ±チャンネルの制限  

50Ω：  0mV～ ±チャンネルの制限 

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。 

[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 
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UpRamp 

 

DnRamp 

 

  

 

 [Math]  

ExpFall 

 

ExpRis
e 

 

LogFall 

 

LogRise 

 

Sqrt 

 

Root3 

 

X^2 

 

X^3 

 

Sinc 

 

Gaussian 

 

Dlorent
z 

 

Haversin 

 

Lorentz 

 

Gauspu
ls 

 

Gmonpul
s 

 

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 
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Hamming 

 

Hanning 

 

Kaiser 

 

Blackman 

 

Gaussian 

 

Triangle 

 

Hairs 

 

Bartlett 

 

Tan 

 

Cot 

 

Sec 

 

Csc 

 

Asin 

 

Acos 

 

Atan 

 

Acot 

 

    

 

[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 

WaveStation 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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変調タイプの選択は[Mod 変調]ボタンを押し、オペレーションメニュー内の[TYPE タイプ]から選択します。 

 

変調波形のソースは内部でプリセットされている波形、または背面の BNC 端子に入力した信号を使用する

ことができます。[Internal 内部]を選択すると、変調波形のパラメータを設定するメニューが表示されます。

[External 外部]を選択すると、パラメータの設定などはありません。 

 

次の点に注意:   

変調波はビルドイン波形の代わりに背面パネルにある[Modulation in]端子(入力インピーダンス 5KΩ：±6V

まで)、または[Trig/Gate/Fsk/Burst]端子に信号を入力して供給することもできます。 

このセクションは変調波形の作成や調整/選択パラメータの詳細について説明が行われます。ただし、パラ

メータは特定のファンクションや選択されたキャリア波形により変化します。 
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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]・[Source 変調信号ソース]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。 

（MHz, uHz は対応しません）  

単位 小数点以下桁数 

kHz 3 

Hz 3 

mHz 無し 

 [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。 

単位 小数点以下桁数 

% 1 

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。外部入力ソースを選択した場合、[AM Depth]は本体背
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面の[Modulation In]に入力された電圧レベルによりコントロールされます。±6V の範囲で電圧が変化し

た場合、[AM Depth]設定の 100%に相当します。 

 [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]・[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。 

 [Source 変調信号のソース] 

変調信号の入力ソースを[Internal 内部]、または[External 外部]から選択します。このボタンは、押すごと

に「Internal→External→Internal...」の順番で選択が切り替わります。[External]を選択した場合、[AMFreq]・

[AMDepth]・[Shape]パラメータにより作られる変調波形の代わりに背面パネルにある[Modulation In]コネ

クタに入力した信号を変調波形として利用することができます。 
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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]・[Source 変調信号ソース]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。 

（MHz, uHz は対応しません） 

単位 小数点以下桁数 

KHz 3  

Hz 3 

mHz 無し 

 [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。 

 [Source 変調信号のソース] 

変調信号の入力ソースを[Internal 内部]、または[External 外部]から選択します。このボタンは押すごとに

「Internal→External→Internal...」の順番で選択が切り替わります。 [External]を選択した場合、 [DSB 

Freq]・[Shape]パラメータにより作られる変調波形の代わりに背面パネルにある[Modulation In]コネクタ

に入力した信号を変調波形として利用することができます。  
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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]・[Source 変調信号ソース]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。 

 



WaveStation 

 

44 

 

 

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。 

（MHz, uHz は対応しません） 

単位 小数点以下桁数 

KHz 3 

Hz 3 

mHz 無し 

[FM Dev 変調度] -1mHz－搬送波周波数（但し、最大周波数は 60MHz） 

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。 

単位 小数点以下桁数 

MHz 3 

KHz 3 

Hz 3 

mHz 無し 

 

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 WaveStation の最大周波数以下である必要があります。 
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注意) 外部入力ソースを選択した場合、FM 変調度は本体背面の Modulation In に入力された電圧レベ

ルによりコントロールされます。[FM Dev 変調度]を事前に設定し、+6V を入力した場合、[Freq]+[FM 

Dev]に相当します。-6V を入力した場合、[Freq]-[FM Dev]に相当します。 

 [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。[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。 

 [Source 変調信号のソース] –変調信号の入力ソースを[Internal 内部]、または[External 外部]から選択しま

す。このボタンは、押すごとに「Internal→External→Internal...」の順番で選択が切り替わります。[External]

を選択した場合、[FM Freq]・[Shape]パラメータにより作られる変調波形の代わりに背面パネルにある

[Modulation In]コネクタに入力した信号を変調波形として利用することができます。 
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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]・[Source 変調信号ソース]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。 

 

 



WaveStation 

 

47 

 

 

 [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。 

（MHz, uHz は対応しません） 

単位 小数点以下桁数 

kHz 3  

Hz 3 

mHz 無し 

 [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。 

 [Source 変調信号のソース] –変調信号の入力ソースを[Internal 内部]、または[External 外部]から選択しま

す。このボタンは、押すごとに「Internal→External→Internal...」の順番で選択が切り替わります。[External]

を選択した場合、 [Key Freq]パラメータにより作られる変調波形の代わりに背面パネルにある

[Trig/Gate/Fsk/Burst]コネクタに入力した信号を変調波形として利用することができます。 

注意)  [External 外部]を選択した場合、入力する信号は振幅が TTL レベル(1.5V)以上必要です。外部入

力信号の Low 側で振幅が搬送波で設定したレベルで出力され、Hi 側で０V が出力されます。また直流

信号の入力では動作しません。 
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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]・[Source 変調信号ソース]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） 

 

単位 小数点以下桁数 

KHz 3 

Hz 3 

mHz 無し 

 [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。 

単位 小数点以下桁数 

MHz 3 

KHz 3 

Hz 3 

mHz 無し 

 [Source 変調信号のソース] –変調信号の入力ソースを[Internal 内部]、または[External 外部]から選択しま

す。このボタンは、押すごとに「Internal→External→Internal...」の順番で選択が切り替わります。[External]

を選択した場合、 [Key Freq]パラメータにより作られる変調波形の代わりに背面パネルにある

[Trig/Gate/Fsk/Burst]コネクタに入力した信号を変調波形として利用することができます。 

注意)  [External 外部]を選択した場合、入力する信号は振幅が TTL レベル(1.5V)以上必要です。外部入

力信号の Low で設定した周波数の搬送波が出力され、Hi で Hop 周波数が出力します。また直流信号の

入力では動作しません。 
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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]・[Source 変調信号ソース]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） 

 

単位 小数点以下桁数 

kHz 3 

Hz 3 

mHz 無し 

 [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。 

単位 小数点以下桁数 

度 1 

  [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]
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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。 

 [Source 変調信号のソース] –変調信号の入力ソースを[Internal 内部]、または[External 外部]から選択しま

す。このボタンは、押すごとに「Internal→External→Internal...」の順番で選択が切り替わります。[External]

を選択した場合、[PM Freq]・[Shape]パラメータにより作られる変調波形の代わりに背面パネルにある

[Modulation In]コネクタに入力した信号を変調波形として利用することができます。 
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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]・[Source 変調信号ソース]

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。 

（MHz, uHz は対応しません） 

単位 小数点以下桁数 

kHz 3 

Hz 3 

mHz 無し 

 [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] 
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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。 

 

単位 小数点以下桁数 

s 6 

ms 6 

us 3 

ns 無し 

［Duty 入力］ 

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。 

単位 小数点以下桁数 

％ 1 

 [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。 

 [Source 変調信号のソース] –変調信号の入力ソースを[Internal 内部]、または[External 外部]から選択しま

す。このボタンは、押すごとに「Internal→External→Internal...」の順番で選択が切り替わります。[External]

を選択した場合、[PWM Freq]・[Shape]パラメータにより作られる変調波形の代わりに背面パネルにある

[Modulation In]コネクタに入力した信号を変調波形として利用することができます。 
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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。 

 

[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。 
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[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]・[TrigOut トリガ出力]・[Linear/Log 

リニア/ログ]・[Direction 方向]・[Edge エッジ]・[Trig トリガ]のパラメータがあります。 

（※[TrigOut ]・[Edge]・[Trig]は[Source]の設定により表示が異なります。） 

 [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。 

(us, ns は対応しません)  

単位 小数点以下桁数 

S 3 

ms 1 

 [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。 

単位 小数点以下桁数 

MHz 3 

KHz 3 

Hz 3 

mHz 無し 

 [Source ソース] 
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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。 

[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。 

 [TrigOut トリガ出力] 

[Source ソース]として[Internal 内部]、または[Manual 手動]が選択された場合のみ表示されます。[On オ

ン]が選択される場合、掃引開始のタイミングで[Trig/Gate/Fsk/Burst] 端子に信号が出力されます。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。 

注意) [Direction 方向]で↑を使用している場合は、立ち上がり位置が開始位置です。↓を使用している場

合は立ち下り位置が開始位置です。 

 [Edge エッジ]  

[Source ソース]として[External 外部]が選択された場合のみ表示されます。[External 外部]の場合、掃引

は[Trig/Gate/Fsk/Burst]端子に入力したパルス信号で開始されます。パルスの遷移方向を立ち上がり (↑) 

または立ち下がり (↓)のどちらかで指定します。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。 

 [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。

[TrigOut トリガ出力]パラメータを[On オン]にすることにより、[Ext Trig/Gate/Fsk/Burst]端子から

矩形波が出力されます。 
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 [External 外部]：本体背面の[Ext Trig/Gate/Fsk/Burst]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。他の機器との同期用にトリガ出力が行えます。[TrigOut トリガ出力]パラメータを[On オン]に

することにより、[Ext Trig/Gate/Fsk/Burst]端子からパルスが出力されます。 
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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。 
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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]・[TrigOut トリガ出力]・[Cycles/Infinite サイクル数/無限]・[Delay 遅

延]・[Edge エッジ]・[Trig トリガ]のパラメータがあります。 

（※[Period]・[TrigOut]・[Edge]・[Trig]は[Source]の設定により表示が異なります。） 
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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。 

単位 小数点以下桁数 

s 6 

ms 6 

us 3 

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。 

 単位 小数点以下桁数 

度 1 

 

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]は本体背面の[Trig/Gate/Fsk/Burst]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。 

 [TrigOut トリガ出力] 

[Source ソース]として[Internal 内部]、または[Manual 手動]が選択された場合のみ表示されます。立

ち上がり(↑)エッジ、または立ち下がり(↓)エッジが選択される場合、バースト開始のタイミングで

[Trig/Gate/Fsk/Burst] 端子に信号が出力されます。このボタンは、押すごとに「Off→↑→↓→Off...」

の順番で選択が切り替わります。 

 [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) 
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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。 

単位 小数点以下桁数 

s 3 

ms 3 

us 1 

ns 無し 

 [Edge エッジ]  

[Source ソース]として[External 外部]が選択された場合のみ表示されます。本体背面の

[Trig/Gate/Fsk/Burst]端子に入力されたパルスの極性(↑ / ↓)をここで設定することができます。ここで

設定された極性のタイミングでバーストが開始します。 

 [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。 

単位 小数点以下桁数 

s 6 

ms 6 

us 3 

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。 
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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]は本体背面の

[Trig/Gate/Fsk/Burst]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/Gate/Fsk/Burst 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/Gate/Fsk/Burst 端子の入力インピーダンスは 5kΩ です。 
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[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。 

 

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。 
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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。 

 

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。 
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WaveAce で捕捉された波形を WaveStation で呼び出す方法 

 WaveAce 側の操作 

1. WaveAce の前面の USB 端子に USB メモリを接続します。 

2. WaveAce の[Save/Recall 保存/呼び出し]ボタンを押し、タイプで[CSV]を選択します。 

3. チャンネルボタンを押して再生したい波形だけ表示されるようにします。 

4. [Print]ボタンを押して波形を保存します。 

WaveStation 側の操作 

5. 波形を保存した USB メモリをWaveStation に接続します。 

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

7. [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。 

8. [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、 [USB 

Device(0:)]内の CSV の波形ファイルが入っているフォルダを選択します。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。 

 

9. [Browser 参照]ボタンを押して、[File]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。 

 

10. [Recall 呼び出し]ボタンを押します。 

11. 任意波形を保存する内臓メモリを選択します。 

 

12. [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。 
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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。 

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。 
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 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]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 WaveStation 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。 
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Utility オペレーションメニューには次のパラメータがあります。 

[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。 

 

[Interface リモート設定] 

リモート用の USB または GPIB を設定することができます。 

 [Utility]キーを押し、ソフトキーで[Interface]→[USB Setup]まで操作すると、本体背面にある USB コネ

クタの機能を選択するメニューが表示されます。 [USBRAW ]、または[USBTMC]を選択できます。 

次の点に注意:   

 WaveStation に付属しているWaveStation PC ソフトウェアは[USBRAW]・[USBTMC]のどちらに

も対応しています。 

 WaveStation をリモートコマンドで操作する場合、[USBTMC]を選択してください。USBTMC は

PC に接続した際のドライバとして NI-VISA を使用しています。NI-VISA を事前にインストールし

てください。最新の NI-VISA は www.ni.com/visa/からダウンロードできます。 

 [Utility]キーを押し、ソフトキーで[Interface]を選択すると、GPIB のアドレスを指定できます。GPIB は

標準付属品の GPIB アダプタをフロントパネルの USB コネクタに接続して使用します。 

次の点に注意:   

 GPIB ホストコントローラとの相性により通信できない場合があります。互換性の問題を避けるた

め National Instruments 社製の GPIB ホストコントローラを使用してください。 

 USB-GPIB アダプタを使用して PC と WaveStation を接続する前に、正しい GPIB アドレスを設定

してください。 

 フロントパネルの USB コネクタは USB メモリにも使用します。USB メモリはプラグアンドプレ

イに対応し、特別な設定は必要としません。 

 設定を有効にするには[Done 実行]を押してください。[Cancel キャンセル]を押すと、設定をキャンセ

ルして、１つ前のメニューに戻ります。 

[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

http://www.ni.com/visa/
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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] 

WaveStation 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。 

WaveStation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。WaveStation 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。 

 

注意)出力インピーダンスの設定により出力できる振幅や周波数が異なります。 

Ch1  2mVpp～3Vpp（50Ω） 

4mVpp～6Vpp（ハイインピーダンス） 

Ch2   2 mVpp - 10 Vpp (50Ω, 10 MHz 以下) 

2 mVpp - 5 Vpp (50Ω, 10 MHz 以上) 

4 mVpp - 20 Vpp (ハイインピーダンス, 10 MHz 以下) 

4 mVpp - 10 Vpp (ハイインピーダンス, 10 MHz 以上) 

 

 [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。 

 [ChCopy チャンネルのコピー] 

チャンネルの設定をもう一方のチャンネルにコピーすることができます。 [CH1->CH2]、または

[CH2->CH1]を選択します。 

[Sync SyncOut 出力端子の設定] 

WaveStation は本体背面の[Sync Out]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。 
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 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。 

注意)周波数掃引やバーストでの同期は Sync ではなく、本体背面の Trig/Gate/Fsk/Burst 端子から出力

する TrigOut 設定を使用してください。 

 

[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。 

次は工場出荷時の設定です。 

 Output Default Value 

Function Sine Wave 

Frequency 1 kHz 

Amplitude/Offset 4 Vpp/0 V DC 

Phase 0° 

Terminals High Z 

   

Modulation Default Value 

Carrier 1 kHz Sine Wave 

Modulating 100 Hz Sine Wave 

AM Depth 100％ 

FM Deviation 500 Hz 

Key Freq 100 Hz 

FSK Hop Frequency 1 MH 

Phase Deviation 180° 

   

Sweep Default Value 

Start/Stop Frequency 100 Hz/1.9 kHz 

Sweep Time 1 S 
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Trig Out Off 

Mode Linear 

Direction ↑ 

 

Burst Default Value 

Period 10 ms 

Phase 0° 

Count 1 Cycle 

Trig Off 

 

Trigger Default Value 

Source Internal 

 

 [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。 

 [CLKSource リファレンスクロック設定] – [Internal 内部]は WaveStation 本体に内蔵されたクロック、

[External 外部]は本体のクロックの代わりに本体背面の[10Mhz In]端子に外部からクロック信号を入力

することができます。 

注意)入力できる信号は 10MHz±100Hz、3.3Vpp-5.5Vpp の信号です。 

[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。 

http://www.teledynelecroy.com/
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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が表示さ

れます）。 

 

5. [Browser]を[File]にします。 



WaveStation 

 

80 

 

 

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。 

11. Utility ボタンを押し、Edit Infor を選択し、Software Vertion を確認すれば 

 

注意)ファームウェアアップデート作業中、WaveStation の電源を落とさないでください。アップデート途中

で電源が落とされた場合 WaveStation が動作しなくなる可能性があります。 
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WaveStation Help の使用  

[Help]はフロントパネルの[Help]ファンクションボタンを押すことで始まります。 

[Help]ファンクションボタンを押すと、WaveStation で提供さえるこのマニュアルの情報をベースとした各

ヘルプトピックのサマリがリストされます。 

   

 

 矢印キーはリスト内を上下するために使用します。 

 リスト内の目的のトピックをハイライト表示させ、[Select]オプションボタンを押して、メインスクリー

ンにコンテンツを表示させます。 

 トピック内にあるとき、[Cancel]オプションボタンを押すと、メイン画面に表示が戻ります。またはメイ

ンリストが表示されている状態で[Cancel]を選択すると[Help]システムから抜けます。 

 

このマニュアルの情報は SCPI(Standard Commands for Programmable Instruments)コマンドリファレンス

マニュアルで捕捉されます。 

アプリケーションノートなどの追加の捕捉情報は弊社Webサイトwww.teledynelecroy.comからダウンロー

ドすることができます。 

http://www.teledynelecroy.com/
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WaveStation のリモートコントロール(USB-GPIB / USBTMC ) 

 

WaveStation のリモートコントロール概要(USB-GPIB /USBTMC) 

WaveStation は GPIB、または USB でリモートコントロールすることができます。GPIB は付属のUSB-GPIB

アダプタ、USB は一般的な USB ケーブル経由で PC と接続します。USB のプロトコルは USBTMC を使用

しています。USBTMC のドライバとして NI-VISA を PC 側にインストールする必要があります。 

PC と接続をする前に WaveStation を次のように設定します。これはユーティリティの説明(73 ページ参照)

で紹介されていますが、ここでは簡単にそのアクセス方法を説明します。 

 USB-GPIB 設定は [Utility]ボタンを押し、ソフトキーで [IO Setup] → [GPIB] へアクセスします。 

 USBTMC 設定は [Utility] ボタンを押し、ソフトキーで[IO Setup] → [USB Setup] → [USBTMC]へアクセ

スします。 

次の点に注意:   

 コマンドの詳細は SCPI (Standard Commands for Programmable Instruments)コマンドリファレンスマ

ニュアルを参照してください。 

 WaveStation はターミネーション文字を含まないリモートコマンドを必用とします。これは Null キャラ

クタを含みます。 

USBTMC 

本体背面にある USB Type-B コネクタはリモートコントロール用に使用することができます。USB を通る

プロトコルはWaveStation PC ソフトウェアで使用する USBRAW モード、コマンドベースでWaveStation

をリモートコントロールするUSBTMCモードの２つがあります。USBTMCモードではNational Instruments

社の NI-VISA をインストールする必要があります。PC に USB 経由で接続した WaveStation は NI-VISA が

インストールされていれば、自動的にデバイスドライバがロードされます（NI-VISA はウェブサイト

http://www.ni.com/visa/からダウンロードすることができます）。 

USBTMC をプログラム言語から見た場合、通信をオープンにするコマンドの引数以外は GPIB と同じよう

に操作することができます。通信オープン時の引数として、次のような USBTMC の ID を使い識別を行い

ます。 

例 “USB0::0x05FF::0x0A21::LCRY2360C00179::INSTR” 

WaveStation の ID を確認するには Measurement&Autometion Explorer を使い簡単に確認することができま

す(NI-VISA 3.0 以上)。 

http://www.ni.com/visa/
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Measurement&Autometion Explorer 内で確認できない場合、WaveStation の設定([Utility]ボタンを押し、

[Interface]→[USB Setup]→[USBTMC]）を確認してください。 

 

USB-GPIB アダプタ 

USB-GPIB は PC と WaveStation を GPIB 経由でリモートコントロールするために使用します。USB-GPIB

を使用する場合、PC には GPIB ホストコントローラが必要になります。USB-GPIB アダプタの USB 側を

WaveStation に接続し、GPIB 側は PC の GPIB ホストコントローラに接続します。USB-GPIB アダプタの

規格はそれぞれ IEEE488.2 や USB 2.0 に従います。 

USB-GPIB アダプタは次のような特徴があります。 

 USB 経由で全ての必要な電源を供給します。 

 USB-GPIB の LED インジケータはアダプタの接続状態を表します。 

USB-GPIB アダプタの接続 

USB-GPIB 接続するため WaveStation で必要な設定が既に行われているか確認します。デフォルトの

GPIB アドレスが[18]です。 

次のステップを使い、アダプタを接続し、LED インジケータの意味を理解します。 

1. 本製品の USB インターフェースに USB-GPIB アダプタの USB 側を接続します。コネクタの GPIB 側

をノート PC やデスクトップ PC の GPIB 側に接続します。 
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2. GPIB 側には２つの LED インジケータがあります。アダプタに電源が供給されている場合赤く点灯

し、データ通信が行われている場合黄色のインジケータが点灯します。 

 

   

 

注意) National Instruments 社製の GPIB ホストコントローラを使用してください。 

注意)一度接続が行われたら、USB や GPIB を全ての機器の電源が落ちるまで取り外さないでください。 
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WaveStation PC ソフトウェア 

WaveStation PC ソフトウェア概要  

WaveStationPC ソフトウェアは PC 上で任意波形の作成/編集を行うソフトウェアです。WaveStation 本体

とは USB ケーブルで接続し、波形の送受信を行うことができます。オシロスコープの WaveAce で捕捉さ

れた波形を WaveStation 本体に波形をインポートし、WaveStationPC ソフトウェアで波形を編集した後に

WaveStation 本体に波形を戻し、再生することもできます。 

このセクションのトピックは前途の内容をカバーし、次を説明します。 

 WaveStation と WaveStationPC ソフトウェアとの接続 - PC にインストールしたWaveStation ソフト

ウェアを使いWaveStation を接続 

 WaveStationPC ソフトウェアへ波形ファイルの転送 - WaveStation で波形を編集、PC にその波形を転

送、変更された波形をWaveStation ソフトウェア内で表示 

 WaveStation 本体への波形ファイルの転送 - PC 上のWaveStation ソフトウェアで波形を編集し、その

波形を WaveStation に送り WaveStation 上で確認 

最小構成 

 オペレーティングシステム:  Microsoft™ Windows® XP, Windows® Vista 32 Bit Version, Windows® 7 32 

Bit Version, Windows8 

 Pentium® IV プロセッサ 

 1 Gb RAM  

 150 Mb 以上の空きスペース 

 解像度；800×600 

 USB 2.0 接続ポート 

WaveStation PC ドライバとソフトウェアのインストール 

PC と接続してWaveStation を使うために、次のようにドライバやソフトウェアをインストールしてくださ

い。 

1. はじめに、WaveStation の電源を投入し、USBRAW を使用できるように設定します。この設定は[Utility] 

ボタンを押し、ソフトキーで [IO Setup] → [USB Setup] → [USBRAW]を選択します。[USBTMC]プロト

コルで接続することも可能ですが、NI-VISA を事前に PC にインストールする必要があります。 

2. PC の電源も投入し、通常の USB2.0 ケーブルを WaveStation の背面の USB コネクタと PC との間で接

続します。 

3. はじめてWaveStation を PC に接続するとプラグアンドプレイ機能によりドライバインストールを求め

るポップアップが表示されることがあります。このポップアップを閉じて、次のようにドライバをイン

ストールすることができます。 

 PC のマイコンピュータを右クリックし、管理を選択します。コンピュータの管理画面が表示されます。 

 コンピュータの管理画面の左側ペインにあるシステムツールのデバイスマネージャを選択します。 

 コンピュータの管理画面に表示されたデバイスマネージャのリストの中からユニバーサルシリアルバ

スコントローラを展開します。 

 ユニバーサルシリアルバスコントローラの中にある LeCroy Series function/arbitrary Waveform 

Generator を右クリックして、プロパティを表示します。 

 表示されたポップアップのドライバータブを開き、ドライバの更新を選択します。 
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 ドライバファイルの参照、または自動検索を選択するポップアップが表示されます。ここでドライバ

ファイルの参照を選択し、WaveStation のインストールディスク、または WaveStation をインストー

ルしたフォルダ（通常 c:¥program files¥lecroy¥wavestation¥usb driver）を指定します。 

 ウィンドウズのセキュリティのための警告が表示された場合、ドライバのインストールを選択してく

ださい。 

4. ドライバのインストールが完了すると、ポップアップが表示されます。ドライバをインストールするた

めに表示させた全てのウィンドを閉じます。ファイルエクスプローラを使い、インストールディスクに

ある setup.exe を実行し WaveStation ソフトウェアをインストールします。 

WaveStation と WaveStationPC ソフトウェアとの接続 

WaveStation と PC との間で波形データを共有するには、PC に WaveStationPC ソフトウェアをはじめにイ

ンストールする必要があります。 

次にWaveStation 背面パネルの USB コネクタを設定をする必要があります。これはユーティリティに記述

しています。この設定は次から行えます。 

[Utility] →[IO Setup] → [USB Setup] → [USBRAW]  

最後に、USB ケーブルを WaveStation 背面パネルの USB コネクタから PC に接続し、WaveStationPC ソ

フトウェアを起動します。 

この状態で WaveStation と PC との波形の共有が可能になります。 

WaveStationPC ソフトウェアへの波形転送 

まずWaveStaion の内部メモリにデータ（任意波形）、またはWaveStation に用意されているプリセット Arb

波形を呼び出すこともできます。 

注意) 同じ名前のファイルが PC に存在する場合、古いデータは新しいデータに上書きされます。 

WaveStation ソフトウェアを起動し、[Communication] → [Read wave from]をメニューから選択します。 
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WaveStation ソフトウェアの下部にある[Read Wave]ボタンをクリックしても同じことができます。 

   

 

[Read wave]ポップアップが表示され、[WaveList]コントロールは接続された WaveStation に保存された全

ての波形(Data - Arbitrary Waveform and Stored Waveforms)を表示します。 

   

[Wave list]から目的の波形を選択し、[Read wave]ボタンをクリックして WaveStation から波形を転送しま

す。 
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WaveStationPC ソフトウェア内での波形の編集と WaveStation への波形転送 

メニューバーから[File] →[New form]を選択します。[Property setting]ポップアップが表示されます。 

   

波形の名前や波形の詳細（VPP, 周波数、周期）を入力します。OK ボタンを押すと、次のような波形が表

示されます。 
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[Waveform Type]ボタン、または[Waveform Drawing Tool]を使って波形を編集することができます。 

  

 

波形ができましたら、[Save]ボタンをクリックします。 

ソフトウェア下部の[Send wave]ボタンを押すか、メニューバーから[Communication] → [Send]を選択し
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WaveStation に波形ファイルを転送します。 

   

[Send wave]ポップアップが表示されます。作成された波形ファイルを保存するWaveStation の波形メモリ

を選択し、[Send]ボタンを押します。 

注意) 既にデータが保存されているメモリバンクにデータを保存すると、古いデータは新しいデータに上

書きされます。 

転送された波形を呼び出すには WaveStation の[Save/Recall]ボタンを押して、[FileType]を[Data]に設定し、

転送した波形を選択します。Recall ボタンを押して波形を呼び出します。 

PC ソフトウェアで作成された波形が WaveStation の中で表示されます。 

次の点に注意:   

 フォルダ表示エリアの下部に読み込みが正常に完了したことを表示します。 

 :波形データのスカラー表示が送られます。振幅や周波数、オフセットは自由に変更することができます。 
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応用設定 

チャンネル間の同期 

WaveStationのCH1とCH2は特に設定をしなくても同期した出力をします。基本波形の[frequency 周波数]

設定が整数倍であれば、波形の種類やその他のパラメータは同じである必要はありません。[Mod 変調]・

[Seep 掃引]・[Burst バースト]波形も内部の変調ソースの周波数が同じ場合は同期したタイミングで出力が

行われます。 

基本波形 

 [Freq 周波数]は整数倍にします。 

 波形タイプ、[Phase 位相]・[Ampl 振幅]・[Offset オ

フセット]などのパラメータは独立した設定が可能

です。 

 

  

変調波形 

 基本波形の[Freq 周波数]は整数倍にします 

 基本波形の波形タイプ、[Phase 位相]・[Ampl 振

幅]・[Offset オフセット]などのパラメータは独立し

た設定が可能です。 

 変調波の[Freq 周波数]、[Type タイプ]、[Shape 変

調波形形状]は同じにします。 

(変調波の位相は指定できません) 

 [Source 変調信号のソース ]はどちらとも [Internal 

内部]に設定します。 

 

  

掃引波形 

 基本波形の波形タイプ、[Phase 位相]・[Ampl 振

幅]・[Offset オフセット]などのパラメータは独立し

た設定が可能です。 

 変調波の[SwpTime スイープ時間]・[Linear/Log リ

ニア/ログ]は同じにします。 

 [Source ソース]はどちらとも[Internal 内部]に設定

します。 

 

  

バースト波形 

 基本波形の[Freq 周波数]は同じにします 

 基本波形の波形タイプ、[Ampl 振幅]・[Offset オフ

セット]などのパラメータは独立した設定が可能で

す。 

(基本波形の位相は反映されません)  
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 バーストの[Period 周期]は同じにします。 

 [Source ソース]はどちらとも[Internal 内部]に設定

します。 

 どちらとも[Ncycle サイクル数指定]を選択します。 

 [Cycles サイクル数]や[Delay 遅延]、[StartPhase 開

始位相]は独立して設定できます。 

スイープやバースト波形では[Source ソース]を[Manual 手動]に設定し、WaveStation のボタンを押したタ

イミングで２つのチャンネルの波形を出力することができます。 

  

掃引波形 

 基本波形の波形タイプ、[Phase 位相]・[Ampl 振

幅]・[Offset オフセット]などのパラメータは独立し

た設定が可能です。 

 変調波の[SwpTime スイープ時間]・[Linear/Log リ

ニア/ログ]は同じにします。 

 １つのチャンネルは[Source ソース]を[External 外

部]、もう一つのチャンネルは[Source ソース]を

[Manual 手動]に設定します。 

 [Source ソース ]を [Manual 手動 ]に設定した側の

[Trig トリガ]ボタンを押すと、２つのスイープが同

時に出力されます。 

 

 

  

バースト波形 

 基本波形の[Freq 周波数]は同じにします 

 基本波形の波形タイプ、[Ampl 振幅]・[Offset オフ

セット]などのパラメータは独立した設定が可能で

す。 

(基本波形の位相は反映されません) 

 どちらとも[Ncycle サイクル数指定]を選択します。 

 [Cycles サイクル数]や[Delay 遅延]、[StartPhase 開

始位相]は独立して設定できます。 

 １つのチャンネルは[Source ソース]を[External 外

部]、もう一つのチャンネルは[Source ソース]を

[Manual 手動]に設定します。 

 [Source ソース ]を [Manual 手動 ]に設定した側の

[Trig トリガ]ボタンを押すと、２つのスイープが同

時に出力されます。 
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2 台の WaveStation の同期 

2 台の WaveStation を同期させるためには、同じクロックで動作させる必要があります。WaveStation2000

シリーズは 10MHzのクロック入力が可能です。外部から 10MHzクロックを 2台のWaveStationに供給し、

Ext Trig/Gate/Fsk/Bust 端子を BNC ケーブルで両方の WaveStation に接続します。 

 

 

WaveStation の全ての設定はバーストに設定します。４つのチャンネルのうち、１つはバーストの[Source 

ソース] を[Manual 手動]に設定します。その他は全て[External 外部]に設定します。全てのバースト設定で

[Infinite 無限]を設定すると、[Manual 手動]に設定したチャンネルの[Trig トリガ]ボタンを押すと、同期した

連続波形が同期して出力します。 

 

バーストを[Infinite 無限]ではなく、バースト[Source ソース]を[Internal 内部]にして 2 台のWaveStation を

同期させることができます。1 台のWaveStation は両チャンネルともバーストの[Source ソース]を[Internal 

内部]に設定し、バースト波形の[Period 周期]を同じに設定します。もう一台のWaveStation は[External 外

部]を設定し、1 台目の WaveStation に同期するように設定します。 

 

掃引波形もバースト波形と同様に 2 台の WaveStation で同期させることができます。 
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リファレンス 

仕様 

注意) 仕様は予告なく変更することがあります。 

テレダイン・レクロイのウェブサイトから WaveStation カタログ参照して、最新の仕様を確認してくださ

い。 

 

認証  

CE Compliant 

CE 適合宣言 

本オシロスコープは EMC Directive 2004/108/EEC for Electromagnetic Compatibility および Low Voltage 

Directive 2006/95/EEC  for Product Safety の要求事項に適合します。 

EMC 指令： 

 EN 61326-1:2006  

 測定、制御、および実験のために使用する電気機器のための EMC 要求事項 

電磁放射：  

 EN 55011/A2:EN 2002:1998+A1:1999, 放射性および伝導性エミッション (Class A)* 

 EN 61000-3-2:2006 高周波電流発信 (Class A)  

 EN 61000-3-3/A2:2005 電圧変動 (Pst = 1)  

 

電磁イミュニティ  

 EN 61000-4-2:2001EN .2001:1995 +A2:2001* 静電放電 

（4 kV 接触、8 kV 気中、4 kV 垂直/水平結合プレーン） 

 EN 61000-4-3:2001EN 2006:1996* RF 誘導電磁界 

(3 V/m, 80-1000 MHz; 3 V/m, 1400 MHz - 2 GHz; 1 V/m, 2 GHz - 2.7 GHz) 

 EN 61000-4-4:2004**電気的ファーストトランジェント/バースト 

(1 kV on power supply lines, 0.5 kV on I/O signal data and control lines)  

 EN 61000-4-5:2006** サージ.  

(1 kV AC Mains, L-N, L-PE, N-PE)  

 EN 61000-4-6:2001EN 2007:1996* RF 誘導電磁界 

(3 Vrms, 0.15 MHz - 80 MHz)  

• EN 61000-4-11:2004†メインディップとインターラプション 

（1 サイクル電圧ディップ、100%瞬断） 

* 電磁放射規格に適合するために、すべての I/O端子に適切にシールドされたケーブルを使用してください。

* 性能基準｢B｣制限に適合します。 故障時に一時的に性能低下や機能喪失が生じることがありますが、これ

らは自己回復可能です。 

† 性能基準[C]制限に適合します。故障時に一時的に性能低下や機能損失が生じることがあります。オペレ
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ータによる対処やシステムリセットが必要です。 

  

本製品は ClassA 製品です。国内環境においては、本製品が無線妨害を発生させる可能性があり、状況によ

りユーザーに適切な対策を講じることが求められる場合があります。 

低電圧指令： 

EN 61010-031:20012001  

測定、制御、および実験に使用するための電気的装置に対する安全要求事項。 

本オシロスコープは以下の EN 61010-1 制限に準拠します。  

 設置カテゴリ II (Mains Supply Connector) and I (Measuring Terminals).  

 汚染度 2 (通常、乾燥した非導電性の汚染だけが発声する。場合によっては、結露によって発生する一

時的な導電性を予測する必要がある。) 
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