
特徴

80MHzAFG－3081￥270．000

50MHz AFG－3051￥180．000

●　ワイドな周波数レンジ：lJJHz～80MHzAFG－3081

1FLHz～50MHzAFG－3051

●周波数設定分解能：全レンジで1〟Hz

●信号種類：正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、ノイズ、DC、

Sin（X）／X、指数上昇、指数下降、負のランプ波

●豊富な機能：AM、FM、PWM、FSK、スイープ、バースト

●16ビット、200MS／S、1Mポイントの任意波形機能

●　DWR（DirectWaveformReconstruction）機能

●　任意波形編集用PCソフトウェア

●4．3インチ高分解能LCDディスプレイを搭載

●　インターフェース：GPIB，RS232，USB
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正弦波からDC、ノイズまで9種類の波形を標準で搭載

『l零轡
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ランプ波　　　　　パルス波　　　　ノイズ

正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、ノイズ、D（、
Sin（X）／X、指数上昇、指数下降、負のランプ波

へ∧　脚

FM　　　　　　　　スイープ（Linear／LOG）

PWM　　　　　　　バースト（Nサイクル／ゲートモード）

高速サンプリングレート：最高200MS／S　　　　　　16ビットの高分解能

二三
200MS／S戟　2Mトは

125MS／S嘩1．25MHz

50MS／S珍　〇・5MHz

最高200MS／Sの高速サンプルレートで

高周波で生成可能。

●前面パネルを操作して作成。

越岳垂頭巨頭　　　　巨垂頭

16ビットの高分解能で

スムーズな波形を生成。

⑳PCソフトウェアで波形を作成し

アップロード。
、Ij■　　　　■■’　●●●●○亡‖■○‾　■●■■■■■■■■■t■－　■

●デジタルオシロスコープGDS－2000シリーズとAFGを直接USB

で接続し波形データを転送できます。

●最高サンプリングレート：1GS／S　●最大メモリ長：25Kポイント

●USBホスト／デバイス、RS－232（、GPIB（オプション）

東h

60MHzGDS－2064￥15g，000

100MHzGD5－2104￥198，000

200MHz GDS－2204￥244，000

2亡h

60MHzGDS－2062￥128，000

100MHzGDS－2102￥158，0◎◎

200MHzGDS－2202￥188，000

AFG－3000シリーズは、標準でRS－232⊂、GP－lB、

USBホスト／デバイスポートを装備。

P⊂やデジタルオシロスコープ（GDS－2000

シリーズ）と接続したり、USBフラッシュメモリ

から作成した波形（⊂SV形式）を簡単にアップ

ロードできます。

転重義垂垂麺塾頭

1Mポイントのロングメモリを搭載。

メモリのどこからでも出力波形を選択し出力可能。

●CSV形式で作成した波形ファイルを

アップロード。
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出力波形 儷x��Fxﾆ����8ﾋyFx��_ｸﾆ�Fx��8�987iFx��7�8ｸ5宇x���

ノイズ、DC、Sin（X）／X、指数上昇、指数下降、 

負のランプ波 

任意波形 �5H987h8ｸ8ﾈ�ｸ6r��#��ﾕ8��2�

繰り返しレート �100MHz 

波形長 �1Mポイント 16bits 

振幅分解能 

周波数特性 �8ﾈ985r�Zｨ��Eﾂ�正弦波、方形波 塔�ﾔ����dx�ﾃ3����ｨ��S�ﾔ����dx�ﾃ3�S��｢��ﾔ��

三角波、ランプ波 

1トIHz 

安定度 凵}lppm、0～500C 

出力特性 ��YYﾒ�4�7H5ｨ6(6r�Fxﾆ��|ﾒ�レンジ ���ﾕg��ﾅ�����g��ﾅ��鉄��X�x鳧�｢�

確度 ��ﾖﾈ�6�6WGF匁x�ﾖﾆﾕg�E��免ｴ����C��ﾕg��ﾅ��｢�

分解能 ���C�ﾕh-ﾈ+ﾘ,ﾓFF没宥2�

単位 蛭����g&ﾗ8��D&ﾒ�

レンジ ��ﾓUg�ｶ�8�ｴD8�鉄�(�ｩX�x鳧�｢�

確度 ��ﾙ.�����8�ｳ&ﾕh�ｹ�YYﾘ����CX�2�

保護機能 �%ｩxﾙ]ｸﾎﾈ�h暹X�x,X8�4898�|ﾘ/�齷:�4�7B�

同期出力 偬�ﾘ8ﾈ7�8ｲ�TTLコンパチブルinto＞lkn 

正弦波特性 俘)+)Fx-�+�-ﾒ�田�D(�ﾄD8��ﾄﾔ����YYﾘ�35g��ﾅ��

55dB⊂D⊂－lMHz、振幅＞3Vp－P 

45dBClMHz～5MHz、振幅＞3Vp－P 

30dB⊂5MHz～80MHz、振幅＞3Vp－P 

方形波特性 凛x+��8*ｨ.��騷x岑.磯隴B���3�2�

オーバーシュート 凵�5％ 

対称性 剋�冾ﾌ1％＋1ns 

ランプ波特性 �+ﾉ�ﾉ�ｲ���3��C��8�偬�ﾘ78�ｸ4��｢�

シンメトリ可変 �0％～100％ 

パルス波 假ﾈｯ｢��#��8��#���R�

パルス幅 �8ns～1999．95 

1．TFT液晶ディスプレイ

2．数値キー

3．スクロールダイヤル＆選択キー

4．電源スイッチ

5．出力端子

6．メイン波形出力ボタン

7．ファンクションキー

8．操作キー

9．USBホストポート

10．トリガ＆変調入力

11．マーカ＆トリガ出力

12．冷却フアン

13．GPIB

14．R5－232⊂

15．USBデバイスポート

16．メイン電源スイッチ

17．A⊂電源インレット

SPE⊂■－ �����7������ﾈ�ｩe2� 

AM変調 �4ﾈ888ｨ4�Fxﾆ��正弦汲方形波三角波．ランプ波パルス波，任意波形 

変調波形 ��8ﾋyFx��_ｸﾆ�Fx��蓼ｧ�Fx���ﾇ��腱�8�987iFr�

変調周波数 �&ﾔ���#�ｴ��

変調度 ���8���#��C��2�

FM変調 �4ﾈ888ｨ4�Fxﾆ��正弦波、方形波、三角波、ランプ波 

変調波形 ��8ﾋyFx��_ｸﾆ�Fx��蓼ｧ�Fx��W��腱�8�987iFr�

変調周波数 �&ﾔ���#�ｴ��

ピーク偏差 禰�ｸ����ﾔ����dx�ﾃ3����｣S�ﾔ����dx�ﾃ3�S��｢�

PWM �4ﾈ888ｨ4�Fxﾆ��方形波 

変調波形 ��8ﾋyFx��_ｸﾆ�Fx��蓼ｧ�Fx��W��腱�8�987iFr�

変調周波数 �&ﾔ���#�ｴ��

偏差 ���8������C��8��7�8ｸ5浦ﾘ,ﾈ�｢�

FSK �4ﾈ888ｨ4�Fxﾆ��正弦波、形波、三角波、ランプ波、パルス波 

変調波形 兩ｸﾆ�Fx��S��86h8X�ｸ6X�ｲ�

内部レート �&ﾔ������ｴ��

周波数レンジ 妊8����ﾔ����dx�ﾃ3����｣S�ﾔ����dx�ﾃ3�S��｢�

SWEEP 僥xﾆ��正弦波、方形波、三角波、ランプ波 

種類 �+ﾉ�ﾈ�I���B�

開始／ストップ周波数 ����������ﾔ����dx�ﾃ3����｣S�ﾔ����dx�ﾃ3�S��｢�

スイープ時間 ��ﾗ8��S��R�

BURST 僥xﾆ��正弦波、方形波、三角波、ランプ波 

周波数 棉������ﾔ����dx4c3����｣S�ﾔ����dx�ﾃ3�S��｢�

バーストカウント �����������5H484�8ｸ-ﾈ+ﾘ,ﾙk8ﾌ����

スタート／ストップ位相 ��ﾃ3c��C�����ｳ3c��C���

内部周期 ��ﾗ8��S��R�

トリガディレイ 碑�ﾈ5H484�8ｸ-ﾈ+ﾘ,ﾙk8ﾌ����c�X��ゴR�

マーカ出力 偃ﾙ}��ARB．Sweep 

レベル 髭Dﾈ5(987�6�7X8ｶ也F��fﾂ�

Fan－Out ��cEEDﾆﾆ��B�

機能 �489878�ｸ5�985��50rl 

保存／呼出し ��ﾙ.�8�8(8ｨ�s��4�8ｸ�ｸ7b�

インターフェース 盃�ｸﾈ�E#S#3(�ﾅU4(7ｨ5�6x��6h6�485��

一般仕様 �6Hﾋ��AilOO～240V、50／60Hz 

消費電力 冩�cUd��

寸法・質量 �#ch�富�ｨ����x�蝿�ｨ��#�8�禰�ｦﾖﾘ��o�Fｶr�

付属品 �8h�ｸ5X�ｸ7ﾘ6ｨ8X4�8ｸ��6Hﾋ�5(�ｸ6��

BNC－BNCケーブルGTL－110 



干す●・e二eTgIell二〇・●

轡　　　　　　　　　　　　　　l■

GFG－3015

鮭睦空挺　　￥104，000

☆出力波形：正弦波、方形波、三角波、ランプ波、パルス、

＊AM／FM変調（内部／外部）、LIN／LOGスイープ、TTL、トリガ／ゲートorバースト

＊周波数範囲：0．01Hz～15MHz（8レンジ：自動切換え）

☆出力レベル：0．01V－10．OV（4レンジ）、50Q負荷時

＊最高周波数分解能：10mHz（0．01Hz～1．5kHz：4レンジ）

☆デューテー可変：20％～80％：～1MHz（分解能：1％）

☆周波数確度：0．02％±5カウント

☆出力周波数（6桁）／レベル（4桁）同時表示

☆6桁／150MHz周波数カウンタ（内部／外部切替可能）

☆　出力過負荷保護

☆インターフェース：RS－232C標準装備

SPEClFにATtON � 

メイン 偬�ﾙFxﾆ���Fy�H8ﾈ985r�正弦波、方形波、三角波、ランプ派、パルス、AM／FM、 

LIN／LOGスイープ、トリガ、ゲートorバースト 

10mH～15MHz、8レンジ（自動切換え） 

周波数表示／分解能 周波数確度 ���C���������������CS����ﾄ���

1．51Hz　～　　15．00Hz　lOmHz 

15．01Hz　～　150，00Hz　lOmHz 

150．01Hz　～1．50000kHz　lOmHz 

1．5001kHz　～15．0000kHz　　O．1Hz 

15．001Hz　～150．000kHz　　　IHz 

150，01kHz　～1．50000MHz　　10Hz 

1．5001MHz　～15．0000MHz　lOOHz 

0．02％±5カウント 

出力インピーダンス 鉄���ﾓ���2�

振幅範囲 振幅確度 出力単位 ���C��h�����C��h�鉄���%ｸ�ｨ��H8ﾈ985r�
VACpeakI＋FvDCI＝5V；分解能10mV（0．01V～10．00V） 

≦3％±5カウント（＠10Hz～1MHz） 

≦10％±5カウント（＠lMHz～15MHz） 

Vpp、Vrms、dBm 

DCオフセット ��ﾃUh��Uh�鉄��鳧�ｨ�iZｨ��Eﾃ��ﾕb�

DCオフセット確度 ��S8�8�ﾓ84ｨ4X986x���y�YYﾘﾜX抦�｢�

丁ユ－丁イ－ �#��8�����8�����ﾔ���Zｨ��Eﾈ�c��2�

デューティー確度 ��S��8�����ﾔ���6h8X�ｸ6X4(�ｳS��8�｢�

表示 假ﾉFy�H��hﾈX���YYﾘ��HﾈR�

正弦波 �-�+�-ﾙzb�≦0．5％（－46dBc）、10Hz～100kHz 
－30dBc、～15MHz、（1Vp－P～10Vp－Pにて） 

三角波 �+ﾉ�ﾉ�ｸ4x8��ｲ�く1％（出力のフルスケール＠100Hz） 

方形波 �4�5h988�6x8｢�±1％（周期）＋3ns ＜18ns 

立上り／立下り時間 
SYNC出力 �489878�ｸ5�985��50日±10％ 

レベル ��#�g��ﾅ��微�V���6�&7V幽�｢�

変調特性 偃ﾙ}��Fxﾆ���Fy�H8ﾈ985r�AM、FM、スイープ、トリガ（内部／外部）、 

ゲートまたはバースト（トリガで実行） 
正弦波、方形波、三角波、ランプはまたはパルス 
（シンメトリ可変） 
10mH～10kHz、3周波数レンジ（自動切換え） 

周波数確度 店�8�ﾓ�4ｨ4X986r�

変調周波数分解能 シンメトリ ���C�������C当ｴ�����C����ｨ������灯������ｨ���

0．1kHz～10．OkHz（100Hz） 

10％～90％、分解能：1％ 

シンメトリ確度 ��ﾓ�4ｨ4X986x���S��8�｢�

出力レベル ��c�g��ﾅ��

ひずみ率（正弦波） ��S(�8���������ｴ��｢�

AM変調 兔�+)7��0～100％ 

変調周波数 �>�YH�c��C�������ｴ���､�H�dD8��S�ｴ��

キャリア（－3dB）BW ��3�������#Tﾔ��

外部入力感度 ��S��g��ﾅ�������9¥�+(鳧�｢�

FM変調 兔闕｢�0～：±15％ 

変調周波数 �>�YH�c��C�������ｴ���､�H�dD8��S�ｴ��

外部入力感度 ��SUg��ﾅ����X�9¥�+(鳧�｢�
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株式会社インステックジャパン
〒10ト0032　東京都千代田区岩本町1－3－3

Tel03－5823－5656　FaxO3－5823－5655

www．hstek．亡0．jp

E・ma批inb＠instek．⊂0．jp

SPEC】Fl⊂AnON � 

SWEEP �8(�ｸ6��LinまたはLogスイープ 

スイープレンジ スイープ幅 ���C�������CT�����C�T����T������CT����S�����T�����CVｴ�����S�����Vｴ�����CVｴ����S�ｴ�����Vｴ�����CTﾔ����S�ｴ����Tﾔ���C����c���:�ｨ�Fy�H8ﾈ985y>��｢�

スイープレート ���C������ｴ��

シンメトリ制御 ����8�����8��Zｨ��Eﾈ�c��2�

スイープ出力 ���ﾈ�X�ﾃUg��ﾅ��

TRlGGER �7F�'H��7F��見�ｩLﾘ股�－900　～＋800 

レート ���C�������ｴ��

周波数レンジ ���C�����ﾔ�����ﾔ�-ﾈ,Ytﾈﾏ��｢�

EXTトリガ周波数範囲 妊8���ﾔ��

入力レベル 髭Dﾈ5(987�6�7X8ｲ�

ゲートまたはバースト �6x8ｨ4ｹ�ﾙ.�,X��ﾗ2�
VCF 儉ﾘ股�100：1（0～10V±1V）同一レンジにて 

入力リニアリティ �*ﾓ��CX�8�h���ﾔ����3X�8�h����ﾔ��

入力インピーダンス ���ｵ��

GCV出力 �8ﾈ7�8ｲ�0．2V－2V、同一周波数レンジ内で可変 

TTL出力 杷���ﾄ�B�〉10TTL 

周波数カウンタ 粕薊�膓��スイッチにて選択 

010．07．1 俛�985�6X6(4��5Hz～150MHz（EXT入力） タイムベース（10MHz）確度±1count 

基準 ��ﾓ#���ﾘ��#3�8�ﾓX���｢�

分解能 ����艸ｨ�h���������h�����ﾔ��

入力インピーダンス ��ﾕ������S��b�

感度 ��S3Vﾕg&ﾗ8�典������ﾔ��｢��SCVﾕg&ﾗ8�����ﾔ����S�ﾔ��｢�

メモリ 兢ｹ�h��<x-ﾘ�+R�10セット 

インターフェース ��RS－232C 

一般仕様 �:鞐ﾈｬ(ｺｲ�屋内 

高度 ��S#���ﾒ�

仕様保証温度 ������ﾃ#����

動作温度 ������C����

保存温度 ��ﾃ������s����

相対湿度 設置カテゴリ 俐Y�S���8�������3X���ｨ�B�ﾜY�Ss��8��3X����C����ｨ�b�uR�

汚染度 �"�

電源電圧 ��6ﾄ�h����Uh��#3�h���ﾓ���2�

寸法（突起物含む） �#���富�･��C(�蝿�･�3Ch�禰�ｦﾖﾒ�

質量 冩�Vｶr�

付属品 ��電源コード、取扱説明書 ケーブル（GTL－101） 

付属品：BNC－ワニロ　GTL－101

●機器に関する仕様、デザインは改善のため、予告なく変更することがあります。
●安全にお使いいただくために、ご使用前は必ず「取扱説明書」をご覧ください。
●当社の製品は、十分な知識のある方の監督のもとで使用ください。
●当社の製品は一般家庭、消費者向けに製造されたものではありません。
●表示価格には消費税が含まれておりません。

代理店： 

Japan－07・2010AFG－GFGOBH


