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ファンクション・ジェネレータの機能は、ソフトウェア、マイク
ロプロセッサ、表示技術の進歩により、拡張されてきています。
最新モデルは、一般波形、任意波形、高度変調波形など、さまざ
まな信号を作成できます。また、多くのファンクション・ジェネ
レータでは、ダイレクト・デジタル・シンセシス（DDS）を採用し、
高確度で優れた波形品質の低歪正弦波を出力できます。さらに
DDS の採用により、立上がり／立下がり時間の短い方形波の作成
も可能になっています。
機能が追加されることで、デバイス・テストの柔軟性も高まって
います。このアプリケーション・ノートでは、ファンクション／
任意波形発生器を使用する際に役立つ 8 つのヒントを紹介します。

1
ヒント

簡単に操作するためのヒント

ユーザ・インタフェースにはわかりやすい
ラベルがついており、正弦波や I/Q 任意波
形、出力信号を簡単に設定／調整すること
ができます。ここでは、インタフェースの
活用方法をご紹介します。

ヒント：キーパッドとノブ
パラメータを入力／調整するため
の最良の方法を選択する
パラメータは、ノブとキーパッドのどちら
でも変更できます。特定の値（1230 kHz な
ど）に設定したい場合には、キーパッドが
便利です。ノブは、周波数をリアルタイム
で調整するのに適しています。調整したい
桁を強調表示するには、ノブの下にある矢
印を使用します。

り換えることもできます。系統立ててセッ
トアップするには、ソフトキーを左から右
の順番で使って、パラメータを調整します。

ヒント：グラフィック表示を使っ
て I/Q 信号を設定する
変調波形や任意波形などの I/Q 信号の調整
時には、“Graph” キーを使ってグラフィッ
ク表示をオンにしておけば、グラフィック
表示で確認しながら調整できます。

ヒント：後で使用するために設定
値を保存する

目的の信号を出力できるように設定できれ
ば、機器ステートを保存しておきましょう。
ステートを保存すれば、ボタンを 1 つ押す
だけで、全ステートをリコールできます。
ヒント：ソフトキーを活用する
さらにステートに名前を付けることもでき
ソフトキーは、実行中の作業に関連するパ （例えば、“VENTURI”、“JIMS”、“ACME_
ラメータと単位だけを表示するので、セッ LAB”）、番号を覚えなくても簡単にリコー
トアップを簡単に行うことができます。例 ルできます。
えば、振幅を変更している場合は、ソフト
キーは Vrms または Vp-p が表示されます。
正弦波を作成している場合は、同じキーの
ラベルが「周波数」、「振幅」、「DC オフセ
ット」に変更されます。また、ソフトキー
を繰り返し押すことにより、
「周波数」や「周
期」などの類似したパラメータを簡単に切

図 1. Agilent 33220A/33250A ファンクション・ジェネレータのユーザ・インタフェースでは、一
般的な波形がグループ化されていて、キーには分かりやすくラベルが付けられているため、簡単に
操作することができます。
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ヒント

ファンクション・ジェネレータが
設定電圧の 2 倍の電圧を出力する理由
Agilent のファンクション・ジェネレータ
は、50 Ωで終端された状態での電圧を表
示します。そのためオシロスコープなどの
高インピーダンス・デバイスをファンクシ
ョン・ジェネレータの出力測定に用いた場
合、波形はファンクション・ジェネレータ
のディスプレイ上に表示される電圧の 2 倍
に見えます。
このような不一致を是正する方法として、
オシロスコープの入力インピーダンスを
50 Ω終端に変更する方法（機種によっては
できない場合もあります）と、50 Ωフィー
ドスルーをオシロスコープの入力に追加す
る方法があります。
この他の一般的なインピーダンスとして
は、25、75、93、135、150、600 Ω があり
ます。ビデオ・システムはほとんどの場合
75 Ωで、多くのオーディオ・システムが
平衡 600 Ω終端を採用しています。ファ
ンクション・ジェネレータの出力を 50 Ω
負荷終端していない場合、出力電圧を調整

して異なるインピーダンスを補正しなけれ
ばならないこともあります。50 Ω信号源
の場合、インピーダンス（R）終端の目的の
電圧（Vmeasuerd）は、次のように計算でき
ます。
Vmeasured ＝ V［R/（R+50）］、
ここで、V ＝ 2 ×表示または
Vmeasured ＝表示［2R/（R+50）］
Agilent 33220A/33250A ファンクション・
ジェネレータでは、この計算を自動的に行
い、目的の電圧を直接表示することができ
ます。これらのジェネレータには、出力終
端を 1 Ω〜 10 kΩの範囲の任意のインピ
ーダンス、または無限に設定する機能も
搭載されています。例えば、出力終端を
75 Ωに設定し、ジェネレータを 75 Ω終
端（または 75 Ωフィードスルー）のオシロ
スコープに接続した場合、ファンクション・
ジェネレータの表示は、オシロスコープの
表示と一致します。
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Vmeasured = V = 2 x 表示
Vmeasured 表示

図 2. 左側の図のように 50 Ω負荷をファンクション・ジェネレータの出力に追加した場合、測定電
圧と表示電圧が同じになります。
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ヒント

2 通りの簡単な任意波形の作成方法

ダイレクト・デジタル・シンセシス（DDS）
の任意波形発生器では、次の 2 通りの方法
で任意波形を作成できます。1 つは、フロ
ント・パネルを使用する方法、もう 1 つは、
PC またはオシロスコープから波形をダウ
ンロードする方法です。Agilent が無料で
配布している IntuiLink 波形編集ソフトウ
ェアでは、PC のグラフィカル・ユーザ・
インタフェースを使って任意波形を作成
し、ファンクション・ジェネレータにダウ
ンロードできます。Agilent のオシロスコ
ープから波形を取り込んで IntuiLink にイ
ンポートすることも可能です。インポート
した波形は、IntuiLink の編集機能を使っ
て波形を平滑化したり、ノイズを付加した
り、さらには波形を編集して単一のサイク
ルを作成することもできます。また、パル
ス作成、フィルタリング、式編集、他のオ
シロスコープへの接続のための IntuiLink
アドインも利用できます。IntuiLink の最
新バージョンを以下のサイトからダウンロ
ードできます。www.agilent.co.jp/ﬁnd/

intuilink
グラフィカル・ユーザ・インタフェースと
リニア補間を用いれば、ジェネレータのフ
ロント・パネルから簡単な波形を容易に作
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成できます。任意波形を作成する場合、垂
直軸分解能全体を使って振幅を定義しま
す。多くのファンクション・ジェネレータ
では− 1 〜 1 の範囲のスケールを使用して
いるため、0 〜 1 の範囲では、振幅分解能
の半分しか得られません。
ファンクション・ジェネレータで作成した
任意波形は、波形メモリに記憶され、この
データが繰り返し出力されます。このため、
図 3 に示されているように、信号の終端点
に不連続部が発生することもあります。こ
のような不連続部は、周波数ドメインでは
リーケージ・エラーとなるため、任意波形
を作成する際には、データの最初と最後が
連続した単一周期または整数倍周期として
作成することが重要です。
また、ファンクション・ジェネレータは、
指定の周波数で任意波形全体を出力しま
す。このため任意波形を複数周期として定
義した場合、実際の出力周波数が指定の周
波数より高くなることがあります。例えば、
波形が 10 サイクルの正弦波として定義さ
れ、1 kHz で出力された場合、実際の周波
数は 10 kHz になります。
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1サイクル

図 3.
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任意波形を単一周期または整数倍周期として作成することで不連続部の発生を防ぎます。
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ヒント

ファンクション／任意波形発生器を使った
パルスの発生
一般的なロジック回路で使用されるトリガ
信号、クロック信号などは、専用のパルス・
ジェネレータほどの高性能は必要ありませ
ん。このような場合には、比較的安価な汎
用ファンクション・ジェネレータでパルス
を発生させることができます。
方形波：多くのファンクション・ジェネレ
ータは、方形波のデューティ・サイクルを
変更することで（通常は、20 〜 80 ％の範
囲）、パルスを発生させることができます。
バースト・モードを使用すれば、単一サイ
クル（パルス）の方形波を出力した後、一定
の期間を待って次のパルスを送信するこ
とで、デューティ・サイクルの増減が可能
です。
任意波形：任意波形機能を使用して目的の
形状やパラメータを定義することで、多種
多様なカスタム・パルスやパターンを作成
できます。この方法は、非常に柔軟性に優
れています（メモリ長の制限だけを受けま
す）。最高の結果を得るためには、使用可
能なポイントをすべて使ってパルスを描き
ます。使用するポイントの数が多いほど、
時間分解能が向上します。IntuiLink ソフ
トウェア（ヒント 3 を参照）を使って、PC
で任意波形を作成することで、この作業を
簡略化できます。

90%

パルス・モード：Agilent 33220A/33250A
ファンクション／任意波形発生器などの多
くの最新ファンクション・ジェネレータは、
パルス機能を内蔵しているため、パルスを
簡単かつ柔軟に作成できます。パルスの主
要パラメータ（周期、パルス幅、エッジ時
間（立上がり／立下がり時間））を指定する
だけです。
これらの 3 つのケースにおいて、バースト・
モードを使って複数のサイクル（N サイク
ル・バースト）を出力することで、より長
くて複雑なパルス列を作成できます。外部
ゲーティング信号が使用可能な場合は、外
部ゲーティング信号をバースト・モードで
使用してゲート・バーストを作成すること
もできます。
パルス波形が作成できれば、バースト・モ
ードとトリガ機能を使い、さらに出力を定
義することもできます。トリガ機能を使用
すれば、単一パルスまたはパルス・バース
トを作成できます。ほとんどのファンクシ
ョン・ジェネレータは、外部トリガを入力
としてだけでなく、外部トリガ信号も提供
します。必要であれば、遅延を設定するこ
とで、パルスを外部トリガからオフセット
することができます。

90%

50%

50%
パルス幅

10%
立上がり
時間

図 4.
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ヒント

ファンクション・ジェネレータを使った
PWM 波形の作成
パルス幅変調（PWM）は、デジタル的に調
光器、電気モータ、自動車のエンジン制御
装置などを制御できるため、多くのシス
テムでアナログ制御の代わりに使用され
ています。この種の制御回路のテストを
容易にするために、ほとんどのファンクシ
ョン・ジェネレータは、さまざまな PWM
信号を作成できます。
最も単純な PWM 信号は方形波です。こ
れは 50 ％のデューティ・サイクルでは、
半分のパワーの定常状態制御信号に相当
します。ほとんどのファンクション・ジ
ェネレータでは、デューティ・サイクル
を 20 ％〜 80 ％の範囲で変更できるので、
PWM 信号によって制御されるデバイスの
ある程度の基本的なトラブルシューティ
ングが可能です。（ヒント 4 で説明したよ
うに、バースト・モードを使用すれば、よ
り低いデューティ・サイクルを実現するこ
とができます）。

最も柔軟な解決法は、PWM 機能内蔵のフ
ァンクション・ジェネレータを使用するこ
とです。Agilent 33220A は、専用パルス・
ジェネレータに代わる低コスト・ジェネ
レータです。Agilent 33220A を用いれば、
すべての PWM パラメータ（周波数、振幅、
偏移）にすばやくアクセスできるので、波
形を変更して、試すことが簡単にできま
す。また変調源として、内部波形と外部波
形を使用することができます。
Agilent 33220A を使えばデジタル制御装
置をエミュレートして、システムを評価す
ることが可能です。一例として、自動車の
エンジンのベンチュリをテストするには、
三角波を変調してベンチュリをゆっくり
と開閉する PWM 信号が必要です（図 5 を
参照）。2、3 のフロントパネル・コマンドで、
ベンチュリをドライブするエンジン制御
回路をエミュレートするように、Agilent
33220A を設定することができます。

これに代わるもう 1 つの方法は、ジェネ
レータの任意波形機能を使って PWM 信
号を作成することです。ただし、この方
法には制限があります。各パルスのデュ
ーティ・サイクルは固定です。そのため、
デューティ・サイクルやパルス数などのパ
ラメータを変更するには、任意波形全体を
使用するしかありません。

図 5. 三角波などの信号による変調は、エンジンのベンチュリを開閉するダイナミック PWM 信号
の作成を可能にします。
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2 台以上の信号発生器による

マルチ・チャネル波形の作成
信号発生器を 2 台以上接続して、マルチ・
チャネル波形発生器を作成することも簡単
にできます。この手法は、あらゆるタイプ
の波形（正弦波、方形波、任意波形）に有効
です。

別の方法として、共通トリガ信号を使って
両方のジェネレータにトリガをかけること
も可能です。Agilent 33220A と 33250A の
両方を使用している場合は、一方のジェネ
レータのトリガ入力／出力 BNC を使って、
もう一方のジェネレータにトリガをかける
外部基準クロックを持つ波形は、互いに一 ことができます。共通トリガを共有すると、
定の位相オフセットを維持し、ドリフト Agilent 33220A にトリガをかけた場合に
しません。2 つ以上のシングル・チャネル は 20 ns 未満の位相オフセット、Agilent
信号源を外部からロックするには、共通ク 33250A にトリガをかけた場合には 1 ns の
ロック信号（通常「外部基準」と呼ばれる） 位相オフセットがそれぞれ生じます。ただ
が必要です。
し、これはオシロスコープやカウンタを使
用するよりも正確さに欠けるため、オフセ
Agilent 33220A シングル・チャネル・フ
ットを手動で調整する必要があります。
ァンクション／任意波形発生器を複数台併
用したい場合は、各ジェネレータに外部基 デジタル・ファンクション・ジェネレータ
準オプションを追加する必要があります。 は、10 MHz にしかロックできないことに
Agilent 33250A ファンクション／任意波 注意してください。基本周波数または多重
形発生器には、外部基準機能が標準機能と 周波数の高調波にロックできるものもあり
して装備されています。
ますが、多くのジェネレータは、限られた
Agilent 33220A または 33250A を複数台使
用する場合には、1 台のジェネレータから
他の機器に外部クロック信号を供給するこ
とができます。ジェネレータを同期させる
と、2 台のジェネレータの実際の位相差を
設定することができます。オシロスコープ
またはユニバーサル周波数カウンタを使っ
て、2 台の測定器の位相関係を監視します。
位相関係は、信号源のフロント・パネルか
ら変更するか、プログラムによって変更す
ることができます。

10 MHz In 10 MHz Out
5V

42Vpk

1Vpp

5V

33220A

10 MHz In 10 MHz Out
5V

42Vpk

!

Modulation Ext Trig/
In
FSK / Burst
42Vpk

範囲内の 1 つの周波数にのみロックできま
す。ファンクション・ジェネレータを別の
ファンクション・ジェネレータに同期させ
ると、2 台のジェネレータは未知の位相オ
フセットを持ちます。通常は、手動で位相
を変更するか、共通トリガを使って複数の
波形を同時に開始できます。

TTL

1Vpp

!

Modulation Ext Trig/
In
FSK / Burst
5V

TTL

42Vpk

33220A

図 6. 2 台の外部ロックされた Agilent 33220A ジェネレータ。これらのジェネレータは、
共通クロック信号と共通トリガ信号を使用しています。
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DC オフセットの追加

多くのファンクション・ジェネレータに 3. ファンクション・ジェネレータの出力電
圧は、42 V 未満でなければなりません。
は、DC オフセット機能が内蔵しています。
電源をグランドに接続する場合、ファン
Agilent 33220A/33250A の内蔵オフセッ
クション・ジェネレータの出力電圧を
ト 機 能 は、50 Ω 負 荷 終 端 で − 5 Vdc 〜
計算することができます。出力電圧は、
＋ 5 Vdc の振幅とオフセットを使用できま
DC 電源電圧＋ジェネレータのピーク電
す。より大きなオフセットが必要なアプリ
圧です。
ケーションの場合は、外部電源を使ってオ
フセットを追加することも可能です。外部
電源を使って DC オスセットを追加する方 下の図は、Agilent 33220A の外部電源／
負荷への接続を示したものです。
法は、以下のとおりです。
1. ファンクション・ジェネレータは、グラ
ンドから分離する必要があります（フロ
ーティング）。Agilent 33220A/33250A
は、グランドから 42 V（出力＋ DC オフ
セット）まで浮かすことができます。最
大 DC オフセットは、42 V からピーク
出力を減算することによって計算でき
ます。
2. DC 電源は直列に接続しなければなりま
せん。BNC-T は電源を並列に接続する
ため使用できません。

Agilent 33220A/33250A で 接 続 を 行 う た
めの簡単な方法は、リア・パネルにある変
調入力 BNC を使用してグランドからフロ
ーティングすることです。この際中心導線
のない BNC コネクタを使用します。この
ワイヤを電源のハイに接続します。信号出
力（ファンクション・ジェネレータの出力
BNC の中心導線）を負荷のロー側に接続す
るには、ワイヤを使用します（出力 BNC の
シールドは使用しないでください）。負荷
のロー側は電源に接続します。最後に、電
源のローをグランドに接続します。

Agilent 33220A
A

BNCケーブル

50 Ω
B

VOUT

VGEN
1M Ω

45 nF

DC電源

+
–

Voffset
ポイントA：出 力BNCの中心導線
ポイントB：変調入力BNCの外側シールド

図 7. 33220A のブロック図（外部電源／負荷への接続）
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ヒント

周波数変調による各種周波数掃引の発生

多くのファンクション／任意波形発生器は
掃引機能を備えています。指定のスタート
周波数から指定のストップ周波数にスム
ーズに移行できます。この移行が行われる
速度は通常、線形または対数で表すことが
できます。また、ストップ周波数をスター
ト周波数より上か下に設定することによっ
て、掃引の方向を変更することができます。
アプリケーションによっては、ステップ掃
引などの一種の周波数掃引（設定ステップ
周波数またはストップ周波数に達するまで
一定数のステップでスタート周波数から掃
引）を必要とするものもあります。周波数
変調を用いれば、ステップ掃引、より複雑
なパターン掃引を発生させることもでき
ます。
周波数変調には、スタート／ストップ周波
数ではなく、搬送波周波数（中心）と偏移が
用いられるため、掃引パラメータと変調パ
ラメータの間での多少の「データ変換」が
必要です。

ストップ周波数

中心周波数

まず、波形の形状、振幅、オフセットを選
択して、掃引と同じ基本波形を設定します。
次に、搬送波周波数を波形の周波数として
入力します。
搬送波（中心）＝（スタート周波数＋ストッ
プ周波数）/2
周波数変調をオンにし、信号源を外部では
なく内部に設定します。次のように、スタ
ート／ストップ周波数に基づいて偏移を設
定します（差分の絶対値の半分）。
偏差＝ | スタート周波数−ストップ周波数
|/2
変調周波数は、次のように掃引速度の逆数
に等しくなります。
変調周波数＝ 1/ 掃引時間
次に、掃引のタイプを選択します。アップ
方向のリニア掃引は、プラスの傾斜です。
ダウン方向のリニア掃引は、マイナスの傾
斜です。三角波は、周波数を両方向に傾斜
させます。アップ方向のログ掃引は、指数
関数です。
ジェネレータの任意波形機能を使用して、
掃引ライブラリを作成することができま
す。ステップ掃引は、階段状波形（ステッ
プ数が離散周波数に等しい）によって発生
させることができます。
図 8 に示されている任意波形は、ステップ
掃引を発生させるのに用いることができま
す。この波形は、スタート周波数からスト
ップ周波数まで、9 つの離散周波数を出力
します。これらのステップの幅に合わせる
ことで出力周波数が変わります。また、各
ステップの待ち時間と周波数を別個に調整
しパターン掃引を発生させることもでき
ます。

スタート周波数

図 8.

FM モードで任意波形を使用したステップ掃引。
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用語解説

任意波形：メモリ内にデジタル定義／保存
された波形。アナログ波形は、波形メモリ
の内容をデジタル／アナログ・コンバータ
（DAC）を使用して、出力をフィルタリン
グすることによって作成されます。

BNC（Bayonet Neill Concelman）：小型
同軸ケーブル関連の接続によく用いられる
一種の差込み式（ツイスト・ロック）同軸コ
ネクタ
偏移：PWM では、パルスのデューティ・
サイクルを変更するのに用いられます（例
えば、10 ％のデューティ・サイクル、5 ％
の偏移では、デューティ・サイクルは 5 ％
〜 15 ％の範囲になります）。
：
ダイレクト・デジタル・シンセシス（DDS）
メモリに保存されているサンプル波形のポ
イントを取り込み、D/A コンバータのデ
ジタル・ポートに印加することによって波
形を作成する方法の 1 つ。DAC に一定の
割合でクロック・パルスが送り込まれ、複
数のクロック・サイクルが低周波を実現で
きるように単一の記憶場所を繰り返すこと
によって周波数調整が行われます。高周波
は、保存されているポイントをサンプリン
グすることによって実現されます。
デューティ・サイクル：パルス列が高電圧
にある時間の割合
エッジ時間：立上がり／立下がり時間。立
上がり時間と立下がり時間を同じ値に設定
するために、エッジ時間を使用する測定器
もあります。
外部クロック基準：単一のファンクション・
ジェネレータの周波数確度を高めるため、
または 2 台以上のファンクション・ジェネ
レータに共通クロックを提供するために用
いられる正確な基準信号
立下がり時間：ハイ・ステートからロー・
ステートへの遷移に要する時間。たいてい
の場合は、10 ％と 90 ％のレベルで測定さ
れます。
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変調周波数：振幅、周波数、位相またはパ
ルス幅変調を引き起こすために、搬送波信
号に印加される信号
周期：数秒間測定される波形の繰り返し周
波数。このアプリケーション・ノートでは、
パルス間の時間または周波数の逆数。
フェーズ・ロック：1 サイクル内における
オシレータの位相と基準信号の恒常的関係
を実現するために、位相補正フィードバッ
ク・ループがオシレータに対する制御を維
持している状態
パルス幅：パルスが特定の（通常は、「正」）
論理状態に留まっている時間。1）50 ％振
幅の立上がりから 50 ％振幅の立下がりま
での時間か、2）立上がりの始まりから立下
がりの始まりまでの時間から測定でき
ます。
パルス幅変調：結果として生じるパルスの
幅を測定するのに変調信号の振幅を用いる
変調方法。一般に、データ通信やデジタル
制御アプリケーションに用いられます。
立上がり時間：ロー・ステートからハイ・
ステートへの遷移に要する時間。たいてい
の場合は、10 ％と 90 ％のレベルで測定さ
れます。

付録：
Agilent ファンクション／任意波形発生器
多彩なカスタム波形を備えた低価
格のジェネレータ
• 11 種類の標準波形（20 MHz または
80 MHz までの正弦波および方形波）
• 任意波形（50 M サンプル /s または
200 M サンプル /s）
• 0.04 ％未満の全高調波歪み、± 0.1 dB の
低フラットネス
Agilent 33220A/33250A ファンクション／
任意波形発生器は、11 種類の標準波形に
加えて、14 ビット分解能、50 M サンプル /s
のサンプリング・レート（33220A）または
12 ビット分解能、200 M サンプル /s のサ
ンプリング・レート（33250A）で、多彩な
任意波形を作成することができます。さら
に、Agilent 33220A/33250A は、さまざま
なエッジ時間のパルス波形を作成すること
も可能です。

Agilent 33220A/33250A の仕様
33220A
20 MHz

33250A
80 MHz

標準波形

正弦波、方形波、パルス波、
三角波、ランプ波、ノイズ、
正弦波（x）/x、指数上昇／下降、
心電図波、DC 電圧

正弦波、方形波、パルス波、
三角波、ランプ波、ノイズ、
正弦波（x）/x、指数上昇／下降、
心電図波、DC 電圧

任意波形

2 〜 64 K ポイント
50 M サンプル /s
AM、FM、PM、FSK、PWM、

1 〜 64 K ポイント
200 M サンプル /s
AM、FM、FSK、掃引、バースト

周波数レンジ
（正弦波、方形波）

サンプリング・レート

被試験デバイスが表示すると予想される信
変調
号から始めて、その後ノイズ、高調波、ス
プリアス、その他の外来信号を追加して、 掃引
被試験デバイスがどれだけよく応答するか
バースト
確認します。変調機能とリニア／ログ両掃
外部クロック基準
引が内蔵されているため、ジェネレータを
余分に追加する必要はありません。さらに、
外部クロック基準タイムベースは、周波数
コネクティビティ
安定度を高めると共に、高確度の位相オフ
（IntuiLink ソフトウェア内蔵）
セット信号の作成、別の Agilent 33220A
または 33250A、または 10 MHz の周波数
標準へのフェーズ・ロックを可能にします。

掃引、バースト（全内部／外部）

（全内部／外部）

リニアまたはログ、アップまたは
ダウン

リニアまたはログ、アップまたは
ダウン

ゲート、N サイクル

ゲート、N サイクル

オプション
外部ロック・レンジ：10 MHz
± 500 Hz
内部周波数：10 MHz

標準
外部ロック・レンジ：10 MHz
± 35 kHz
内部周波数：10 MHz

GPIB、USB、LAN

GPIB、RS-232

Agilent の関連カタログ
カタログ・タイトル

カタログ・タイプ

カタログ番号

33120A 15 MHz Function/Arbitrary Waveform Generator
33220A 20 MHz ファンクション／

Data sheet
Data sheet

5968-0125EN
5988-8544JA

33250A ファンクション／任意波形ジェネレータ

Data sheet
Application note

5968-8807JA
5988-7507JA

2 台以上の信号発生器を接続してマルチチャネル

Application note

5988-8151JA

ファンクション・ジェネレータを使用した
パルス幅変調（PWM）波形の生成

Application note

5988-9904JA

任意波形ジェネレータ

ファンクション・ジェネレータによる
低デューティ・サイクル・パルスの作成
波形発生器を実現する方法
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製品およびアプリケーションについての最
新情報については、以下のウェブサイトを
参照してください。

www.agilent.co.jp/find/
agilentdirect

信頼できるテスト機器ソリューションを
すばやく見つけてお使いいただけます。

www.agilent.co.jp/find/open

Agilent は、テスト・システムの接続とプロ
グラミングのプロセスを簡素化することによ
り、電子製品の設計、検証、製造に携わる
エンジニアを支援します。Agilent の広範
囲のシステム対応測定器、オープン・イン
ダストリ・ソフトウェア、PC 標準 I/O、ワ
ールドワイドのサポートは、テスト・システ
ムの開発を加速します。

アジレント・テクノロジーでは、柔軟性の高
い高品質な校正サービスと、お客様のニーズ
に応じた修理サービスを提供することで、お
使いの測定機器を最高標準に保つお手伝いを
しています。お預かりした機器をお約束どお
りのパフォーマンスにすることはもちろん、
そのサービスをお約束した期日までに確実に
お届けします。熟練した技術者、最新の校正
試験プログラム、自動化された故障診断、純
正部品によるサポートなど、アジレント・テ
クノロジーの校正・修理サービスは、いつも
安心で信頼できる測定結果をお客様に提供し
ます。
また、お客様それぞれの技術的なご要望やビ
ジネスのご要望に応じて、
・アプリケーション・サポート
・システム・インテグレーション
・導入時のスタート・アップ・サービス
・教育サービス
など、専門的なテストおよび測定サービスも
提供しております。
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