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仕様、価格販売期間納等は予告なしに変更されることがあります。 

製品名またはブランド名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。 



 

 

周波数特性 

モデル T3AFG5 T3AFG10 

波形 正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、ノイズ、任意波形 

分解能 1 μHz または 7 桁            

確度 1 年以内 ±25ppm 

正弦波 

周波数範囲 1 μHz ~ 5 MHz 1 μHz ~ 10 MHz 

高調波歪 DC ~ 1 MHz  <- 60 dBc 

1 MHz ~ 5 MHz  <- 55 dBc  

DC ~ 1 MHz  <- 60 dBc 

1 MHz ~ 10 MHz  <- 55 dBc 

THD 0.2 %, 1Vpp, DC ~ 20 kHz 

スプリアス (高調波を除く) DC ~ 1 MHz <70 dB 

1 MHz  ~ 5MHz < - 60 dB 

DC ~ 1 MHz <70 dB 

1 MHz  ~ 10MHz < - 60 dB 

位相ノイズ 10 kHz オフセット-108dBc/Hz (代表値) 

方形波 

周波数範囲 1 μHz ~ 5 MHz 1 μHz ~ 10 MHz 

立ち上がり/立ち下がり時間 24 ns (10 % ~ 90 %) 

オーバーシュート(代表値) 5 % (1 kHz、1 Vpp) 

デューティ・サイクル 20% ~ 80 %  設定周波数により制限あり 

ジッタ 500 ps + 周期の 0.001% 

パルス波 

周波数範囲 500 μHz ~ 5 MHz 

パルス幅 16 ns (最小) 1ns 分解能 

パルス幅精度 +/- (0.01% + 0.3 ns) 

立ち上がり/立ち下がり時間 20 ns ~ 1.6k s (10 % ~ 90 %、代表値) 

デューティ・サイクル 0.1% 分解能、 (パルス幅に制限あり) 

オーバーシュート <5 % (1 kHz、1 Vpp) 

ジッタ(pk-pk) 500 ps + 周期の 0.001%+ 

ランプ波/三角波 

直線性 (代表値) Vpp 0.1% 以下 (1 kHz、1 Vpp,、シンメトリ 100 %) 

シンメトリ 0 % ~ 100 % 

任意波形 

周波数範囲 1 μHz ~ 5 MHz 

メモリ長 16k points 

垂直軸分解能 14 ビット 

サンプリング速度 125 MSa/s 

最小立ち上がり/立ち下がり時間 8 ns (代表値) 

ジッタ(pk-pk) 8 ns (代表値) 

不揮発性メモリ 10 波形 

ノイズ 

帯域（-3dB） 5MHz 10MHz 

 

 



 

 

DC 

電圧範囲 -10 V to +10 V 高インピーダンス負荷時  

-5 V to +5 V 50Ω負荷時 

精度 +/- (1% + 3 mV) 高インピーダンス負荷時 

振幅 

範囲(50Ω負荷時) 2mVpp~10Vpp(50Ω) 

4mVpp~20Vpp(ハイインピーダンス) 

精度 ±(1mVpp+ 設定値の 0.3dB)  100 kHz の正弦波 

振幅平坦度 +/- 0.3 dB 

出力インピーダンス 50 Ω 

保護回路 短絡保護回路 

変調特性 – AM 

キャリア 正弦波、方形波、ランプ波、任意波形(DC を除く) 

変調波形 正弦波、方形波、ランプ波、ノイズ、任意波形(2ms ~ 1 MH) 

変調深度 0 – 120 % 

変調特性 – DSB-AM 

キャリア 正弦波、方形波、ランプ波、任意波形(DC を除く) 

変調波形 正弦波、方形波、ランプ波、ノイズ、任意波形(2ms ~ 1 MH) 

変調深度 0 – 120 % 

変調特性 – FM 

キャリア 正弦波、方形波、ランプ波、任意波形(DC を除く) 

変調波形 正弦波、方形波、ランプ波、ノイズ、任意波形(2ms ~ 1 MHz 

変調深度 0 – 設定周波数(設定周波数が最大周波数の 0.5 倍まで)または最大周波数-設定周波数(設定周波数が最大周波数の 0.5 倍を超える場合) 1mHz 分解能 

変調特性 – PM 

キャリア 正弦波、方形波、ランプ波、任意波形(DC を除く) 

変調波形 正弦波、方形波、ランプ波、ノイズ、任意波形(2ms ~ 1 MHz 

位相偏差 0°– 360°0.1%分解能 

変調特性 – ASK 

キャリア 正弦波、方形波、ランプ波、任意波形(DC を除く) 

変調波形 正弦波、方形波、ランプ波、ノイズ、任意波形(2ms ~ 1 MHz 

変調特性 – FSK 

キャリア 正弦波、方形波、ランプ波、任意波形(DC を除く) 

変調波形 正弦波、方形波、ランプ波、ノイズ、任意波形(2ms ~ 1 MHz 

変調特性– PWM 

キャリア 正弦波、方形波、ランプ波、任意波形(DC を除く) 

変調波形 正弦波、方形波、ランプ波、ノイズ、任意波形(2ms ~ 1 MHz 

 

  



 

 

バースト特性 

キャリア 正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、任意波形(DC を除く) 

方式 カウント(1～50,000 サイクル)、無限、ゲート 

開始時/終了時の位相 0 °～ 360° 

内部周期 1 µs ～ 500 s 

トリガ・ソース 内部、外部、手動 

ゲート・ソース 外部 

スィープ特性 

キャリア 正弦波、方形波、ランプ波、任意波形(DC を除く) 

タイプ リニア、対数 

方向 上昇、下降 

スィープ時間 1 ms ～500 s 

トリガ・ソース 内部、外部、手動 

外部トリガ入力 

電圧レベル TTL 互換 

トリガ・スロープ 立ち上がり/立ち下がり 

入力インピーダンス >5 kΩ, DC カップリング 

最小パルス幅 100 ns 

Sync 出力 

電圧レベル TTL 互換 

最小パルス幅 50ns 

出力インピーダンス 50Ω (代表値) 

最大周波数 2 MHz 

動作環境 

電力  

電圧 100 V～240 V ＠50 Hz / 60Hz   

100 V～120 V ＠440 Hz 

消費電力 30 W(最大) 

フューズ 1.25A 250V 

ディスプレイ  

サイズ 3.5 インチ TFT 液晶 

解像度 320 x 240 

色深度 24 bit 

コントラスト比 350:1 

輝度 300 cd/m2 

使用環境  

動作温度範囲 0℃～40℃ 

保存温度範囲 -20℃～60℃ 

湿度範囲 90 %以下 < 35℃ | 60 %以下 35℃～40℃ 

高度(動作時) 3,000 m 以下  

高度(非動作時) 最高 15,000m 

物理特性  

寸法(幅ｘ奥行きｘ高さ) 229 mm x 281 mm x 105 mm 



 

 

重量 2.6 kg 

梱包重量 3.4 kg 

EMC 適合性および安全性  

安全性 2006/95/EC 低電圧指令 

EN 61010-1:2010 

EMC 2004/108/EC 指令 

適用規格 EN 61326-1:2006 

EN 61000-3-2:2006 + A2:2009 

EN 61000-3-3:2008 

 


