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はじめに
このたびは，PCベース計測器WE7000の10MHzファンクションジェネレータモジュー
ルWE7121をお買い上げいただきましてありがとうございます。
このユーザーズマニュアルは，WE7121の機能，計測ステーションへの実装方法，トラブ
ル時の対処方法などについて説明したものです。このマニュアルでは，計測ステーション
に付属のWE7000コントロールソフトウエアをご使用いただくことを前提に説明してい
ます。
また，WE7000全体(主に，計測ステーション，光通信モジュール，光通信カード，WE7000
コントロールソフトウエアの操作)については，計測ステーションに付属している次のマ
ニュアルをご覧ください。

マニュアル名 マニュアルNo.

WE7000ユーザーズマニュアル IM 707001-01J

ご使用前にこのマニュアルをよくお読みいただき，正しくお使いください。
お読みになったあとは，ご使用時にすぐにご覧になれるところに，大切に保存してくださ
い。ご使用中に取り扱いがわからなくなったときなどにきっとお役に立ちます。

ご注意
● 本書の内容は，WE7000コントロールソフトウエアVer. 4.0.1.0およびモジュールのソ

フトウエアVer. 3.04に対応しています。このバージョン以外のソフトウエアをお使い

のときは，本書に記載の操作内容や表示内容が異なることがあります。

● 本書の内容は，性能・機能の向上などにより，将来予告なしに変更することがありま
す。

● 本書の内容に関しては万全を期していますが，万一ご不審の点や誤りなどお気づきの
ことがありましたら，お手数ですが，裏表紙に記載の当社支社・支店・営業所までご
連絡ください。

● 本書の内容の全部または一部を無断で転載，複製することは禁止されています。

本製品は外国為替および外国管理法による規制対象品です。�
日本国外に持ち出す際には日本国政府の許可が必要です。�

商標
● Windowsは，米国Microsoft Corporationの商標です。
● IBMは，米国 International Business Machines Corporationの登録商標です。
● その他の各製品名は，各社の商標，または登録商標です。

履　歴
1998年1月　　初版発行
1998年4月　　2版発行
1998年8月　　3版発行
1999年3月　　4版発行
2000年6月　　5版発行

Disk No. WE02

5th Edition: June 2000 (YK)

All Rights Reserved, Copyright © 1998 Yokogawa Electric Corporation
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梱包内容を確認してください

梱包を開けたら，ご使用前に以下のことを確認してください。万一，お届けした品の間違
いや品不足，または外観に異常が認められる場合には，お買い求め先にご連絡ください。

計測モジュール
形名銘板に記載の形名で，ご注文どおりであることを確認してください。
●MODEL(形名)

形名 記事

707121 WE7121 10MHzファンクションジェネレータモジュール

●NO. (計器番号)

お買い求め先にご連絡いただく際には，これらの番号もご連絡ください。

MODELMODEL
NO.NO.

Made in Japan

付属品
次の付属品が添付されています。品不足や損傷がないことを確認してください。
ユーザーズマニュアル(本書) 1冊�
　　IM707121-01J
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このマニュアルの利用方法

このマニュアルの構成
このユーザーズマニュアルは，以下に示す第1章～第4章および索引で構成されています。

章 タイトル 内容

1 機能説明 システム構成や各機能について説明しています。

2 ハードウエアの準備 モジュールの計測ステーションへの実装方法および入力接続な
どについて説明しています。

3 トラブルシューティング・トラブルが生じたときの対処方法，セルフテストなどについて
保守 説明しています。

4 仕様 モジュールの仕様について説明しています。

索引 アルファベット順，五十音順の2つの索引があります。

このマニュアルで使用している記号
● 単位

k ･･･････「1000」の意味です。使用例：100kHz
K ･･･････「1024」の意味です。使用例：720KB

● 表示文字

文章中に[ ]でくくった文字は，主に画面の表示文字や設定数値です。

● 注記

このマニュアルでは，注記を以下のようなシンボルで区別しています。

本機器で使用しているシンボルマークで，人体および機器に危険が
あることを示すとともに，ユーザーズマニュアルを参照する必要が
あることを示します。ユーザーズマニュアルでは，その参照ページ

の目印として使用しています。

警　　告 取り扱いを誤った場合に，使用者が死亡または重傷を負う危険があ

るときに，それを避けるための注意事項が記載されています。

注　　意 取り扱いを誤った場合に，使用者が軽傷を負うか，または物的損害
のみが発生する危険があるときに，それを避けるための注意事項が

記載されています。

Note 本機器を取り扱ううえで重要な情報が記載されています。
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機
能
説
明

1
1.1 波形発生のしくみ

ファンクションジェネレータは，波形発生方式の違いにより，アナログ方式，PLL(Phase-
Locked Loop)方式，DDS(Direct Digital Synthesis )方式の3つに分類されますが，
WE7121はDDS方式のファンクションジェネレータです。
DDS方式では，幾つかの波形のデータをあらかじめメモリに記憶しておき，ユーザーに
よって設定された周波数のクロック信号によって指定の波形データを読み出し，その波形
データをD/A変換することで波形を発生します。完全なディジタル方式なので，他の方式
のように，周波数の切り替えが遅い，周波数確度が低い，低周波領域での安定度がよくな
いなどの欠点がありません。

DDS方式における波形発生原理
下図に示すように，基準クロックを発生する水晶発振器，位相演算器，1周期分の波形デー
タをもった波形メモリ，D/Aコンバータ，LPFなどで構成されています。波形メモリには
1周期分の波形データが記憶されており，波形メモリのアドレスは波形の位相に相当しま
す。

�

加算器　�
ラッチ�

波形メモリ�

LPF

水晶�
発振器�

�

位相演算器�

波形出力�
D/A

N

波形出力�

加算器にNが入力され，加算器のもう一方の入力が0であると，加算器はNを出力しま
す。ラッチ回路は水晶発振器のクロックに同期してNを出力します。この数値Nが波形メ
モリの最初のアドレスになります。次に，ラッチ回路から出力されたNは加算器の片方に
入力され，加算器は2Nを出力します。ラッチ回路は次のクロックに同期して2Nを出力
します。これがまた加算され，以降，クロックごとに位相演算器は3N，4N，5N，...を出
力することになります。このN，2N，3N...が波形メモリのアドレスになります。指定さ
れたアドレスのデータがD/Aコンバータでアナログ信号に変換されたあと，LPFで高周
波成分が除去されます。
このDDS方式では，たとえば位相演算器に入力するNの値をアドレスの指定が2つ飛ば
しになるように与えると，クロックの周期が同一ならば出力される周波数は3倍になりま
す。
このように，位相演算器に入力するNの値を変えることで，出力周波数を変えることがで
きます。また，波形メモリに格納するデータを変えることで，三角波，パルス波などの波
形を出力できます。

第1章　機能説明
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1.2 システム構成およびブロック図

システム構成
下記は計測ステーションに10MHzファンクションジェネレータモジュールWE7121を実
装し，光通信ケーブルで1つの計測ステーションとパーソナルコンピュータを接続する場
合の例です。

波形同期信号出力�波形出力�

波形出力対象�

光通信ケーブル�

計測ステーション�

光通信�
モジュール�

WE7121

パーソナルコンピュータ�

光通信カード�

ブロック図

WEバス�

WEバス�

出力ON/OFF

OUT PUT

SYNC OUT

インタフェース�

LPF

LPF

基準クロック�

波形データ�
メモリ�

振幅調整�
正弦波/方形波�

方形波発生用�
コンパレータ�

三角波/パルス波/�
任意波形�

波形出力�
DAC

アッテネータ�
0～58dB

2dBステップ�

DAC
オフセット調整�

アンプ�

DAC

位相演算器�
48bit DDS ASIC

モジュール制御�
プログラム�

フラッシュメモリ�

計測ステーションのWEバスを介して与えられるパーソナルコンピュータからの指令に
従って，16KWの波形データメモリに正弦波，三角波などの波形データを一周期分格納し
ます。48bit位相演算器には累積加算するデータを設定し，この位相演算器の出力を波形
データメモリのアドレスとします。この累積加算データを変えることで周波数を可変しま
す。そして波形データメモリより出力されたデータを波形出力12bitDACでアナログ値に
変換し，波形によって最適なフィルタを通過し，高周波成分を除きます。方形波の場合は
正弦波をコンパレータで方形波に整形します。信号はアナログ乗算器で振幅を調整した後，
オフセットを加算し，アンプ，出力アッテネータを通過して出力されます。波形発生部の
位相演算器およびDACのクロックは40.2107MHzです。
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1
1.3 操作パネルについて

100MHzファンクションジェネレータモジュールWE7121の制御は，PCにインストー
ルするWE7000コントロールソフトウエアで行います。WE7000コントロールソフトウ
エアでは，下図のような内容を設定/操作します。操作パネルの操作方法については，こ
のユーザーズマニュアルでは説明していません。操作方法については，WE7000コント
ロールソフトウエアのオンラインヘルプをご覧ください。

出力波形と出力モードの選択

出力波形の選択�

波形反転�

出力モードの選択�

デューティサイクルの設定，�
出力波形がパルス波[Pulse]�
のときだけ設定可能�
バースト回数の設定，�
出力モードがトリガ発振[Trigger]�
のときだけ設定可能�

トリガ周波数の設定，�
出力モードがトリガ発振[Trigger]�
で内部トリガ[Internal]のときだけ�
設定可能�

トリガソースの選択，�
出力モードがトリガ発振[Trigger]�
のときだけ選択可能�

出力波形表示�

マニュアルトリガの実行�

出力条件の設定/波形同期の実行

位相の設定�

オフセット電圧の設定�

出力周波数の設定�

出力電圧の振幅設定�

波形の同期の実行�
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1.3　操作パネルについて

任意波形出力

位相の設定�

オフセット電圧の設定�

出力周波数の設定�

出力電圧の振幅設定�

波形の同期の実行�

任意波形データのロード�

出力のON/OFF

出力をONにすると，グレーからグリーンに変わる�

出力ON/OFF

複数のファンクションジェネレータモジュールの同時設定/操作

この例では，スロット2に接続されているモジュールがCH1に，スロット3に接続され
ているモジュールがCH2になっています。

リンク項目の選択�
リンクされている項目は，CH1の�
操作パネルでのみ設定可�
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1
1.4 出力波形(ファンクション)の選択

次の中から出力波形を選択できます。デフォルトは[Sine]です。
正弦波(Sine)

1µHz～10MHzの周波数の正弦波が得られます。
反転�

方形波(Square)

デューティサイクルが50％に固定された出力で，1µHz～10MHzの周波数の方形波が得
られます。

反転�

ランプ波(Ramp)

設定可能な発振周波数範囲は，1µHz～10MHzですが，波形品位のよい発振周波数範囲
は，1µHz～200kHzです。

反転�

三角波(Triangle)

左右対称(シンメトリ50％に固定)の三角波が得られます。設定可能な発振周波数範囲は，
1µHz～10MHzですが，波形品位のよい発振周波数範囲は，1µHz～200kHzです。

反転�

パルス波(Pulse)

設定可能な発振周波数範囲は，1µHz～10MHzですが，波形品位のよい発振周波数範囲
は，1µHz～200kHzです。デューティサイクルが0～100％のパルス波形が得られます。
このデューティサイクルは，ファンクションジェネレータモジュール間が連結されている
とき*，最も小さいスロット番号のモジュールの設定を，他のモジュールに反映させるこ
とができます。
* 同一種類のモジュールを隣接すると，その複数モジュールで同期がとれた動作が可能になります。
2つのモジュールが連結されれば，2chモデルのように動作します。

反転�

任意波形(Arbitrary)

任意波形データをロードすれば，任意波形を発振することができます。設定可能な発振周
波数範囲は，1µHz～10MHzですが，波形品位のよい発振周波数範囲は，1µHz～200kHz
です。

反転�

デューティサイクルの設定

パルス波を選択すると，[Duty]入力ボックスに数値を入力できるように表示が変わります。
数値を入力してください。設定範囲は0～100％，設定分解能は0.01％です。デフォル
ト値は50％です。

波形反転設定

[Invert]チェックボタンをチェックすると，選択した出力波形の＋，－の極性を反転でき
ます。

Note
・出力モードが直流出力[DC]に選択されているときは，出力波形を選択できません。
・パルス出力の場合，「(1/出力周波数)×デューティサイクル設定＜25ns」のときは波形が出力さ
れないことがあります。出力周波数の設定は1.6項をご覧ください。
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1.5 出力モード(連続発振/トリガ発振/ゲート発振/直流
出力)の選択

次の4つの出力モードがの中から選択します。デフォルトは[Cont]です。
連続発振(Cont)

出力をONにした時点から，連続的に波形を出力します。出力をOFFにするまで発振を続
けます。

出力波形�

出力�
(Output)

ON
OFF

トリガ発振(Trigger)
トリガ信号に同期して発振を開始し，設定したバースト回数だけ波形を出力すると，発振
を停止します。トリガソースは内部またはバストリガから選択できます。デフォルトは
[Internal]です。

内部トリガ(Internal)

あらかじめ設定したトリガ周波数(「トリガ周波数の設定」参照)に従って，内部でトリガ信
号を周期的に発生し，バースト信号を繰り返し出力します。

内部トリガ信号�

出力波形�

トリガ周期�

出力�
(Output)

ON

OFF

バストリガ(BUSTRG)

WEバスのバストリガ信号*を入力するか，WE7000コントロールソフトウエアで表示さ
れる操作パネルの[Manual Trigger]ボタンをクリックすることでトリガ信号を発生します。
* 計測ステーションのWEバスを介して与えられるトリガ信号です。詳細はWE7000ユーザーズ
マニュアル IM 707001-01Jをご覧ください。

トリガ信号�

出力波形�

バースト回数を「3」に設定した場合�

出力�
(Output)

ON
OFF

ゲート発振(Gate)
ゲート信号がイネーブルの間，波形を出力します。ゲート信号がディセーブルになると発
振を停止します。ゲート信号として，WEバスのバストリガ信号を入力するか，イネーブ
ルにしたい間，WE7000コントロールソフトウエアで表示される操作パネルの[Manual
Trigger]ボタンを押し続けることで波形を出力します。波形の出力単位は，1周期です。

ゲート信号�

出力波形�

1周期以内�

イネーブル期間�
出力�
(Output)

1周期単位で出力される�

ON
OFF
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1.5　出力モード(連続発振/トリガ発振/ゲート発振/直流出力)の選択

直流出力(DC)
出力をONにした時点から，連続的に直流電圧を出力します。出力をOFFにするまで出力
を続けます。直流出力電圧はオフセット電圧で設定します。

出力電圧�

出力�
(Output)

0V

ON
OFF

バースト回数の設定
トリガ発振を選択すると，[Burst]入力ボックスに数値を入力できるようになります，数値
を入力してください。設定範囲は1～65535回，設定ステップは1です。デフォルト値
は5回です。

トリガ周波数の設定
トリガ発振で内部トリガを選択すると，[Trigger Freq]入力ボックスに数値を入力できるよ
うになります。数値を入力してください。設定範囲は1mHz～50kHz，設定分解能は1mHz
です。デフォルト値は100Hzです。

Note
・方形波出力の場合，位相の設定(次ページ参照)が「0deg」でトリガまたはゲート発振をすると，
初期の出力値は不安定になります。
・出力モードが直流出力のとき，出力電圧はオフセット電圧の値になります。
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1.6 出力条件(出力周波数/出力電圧/位相)の設定

出力周波数/出力電圧の振幅とオフセット電圧/位相は，ファンクションジェネレータモ
ジュール間が連結されているとき，最も小さいスロット番号(またはチャネル番号)のモ
ジュールの設定を，他のモジュールに反映させることができます。

出力周波数
1µHz～10MHzの範囲で設定できます。数値を入力してください。設定範囲は出力波形
に関係なく1µHz～10MHzです。デフォルト値は1kHzです。
ただし，ランプ波，三角波，パルス波，および任意波形の出力において，品位のよい波形
が得られる周波数設定範囲は，1µHz～200kHzです。
設定単位と設定分解能

設定単位を次の中から選択できます。設定分解能は選択した単位によって異なります。最
大設定桁数は9桁です。

設定単位 設定分解能

µHz 1µHz
mHz 0.001mHz (1µHz)
Hz 0.000001Hz (1µHz)
kHz 0.00000001kHz (10µHz)
MHz 0.00000001MHz (10mHz)

出力電圧
出力電圧には振幅とオフセット電圧の設定があります。

中心値�
0V

オフセット電圧�

振幅�

出力電圧の振幅の設定

出力波形に関係なく，20mVp-p～20Vp-pの範囲で設定できます。数値を入力してくだ
さい。ただし，出力モードが直流出力のときは，次項のオフセット電圧値が出力電圧にな
り，最大10Vです。出力電圧の振幅のデフォルト値は2Vp-pです。
設定単位と設定分解能

設定単位を次の中から選択できます。設定分解能は選択した単位によって異なります。最
大設定桁数は6桁です。

設定単位 設定分解能

mVp-p 1mVp-p
Vp-p 0.001Vp-p (1mVp-p)

Note
出力電圧はハイインピーダンス負荷時の電圧です。

オフセット電圧の設定

設定範囲は出力波形に関係なく，0～±10Vの範囲で設定できます。数値を入力してくだ
さい。設定分解能は0.001Vです。デフォルト値は0Vです。出力モードが直流出力のと
きは，このオフセット電圧が出力電圧になります。

Note
出力電圧の振幅を20Vp-pにして，オフセット電圧を設定すると±10V以上の電圧が出力されま
すが，±10V以上では正しい波形が出力されないことがあります。
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位相

モジュールごとに独立して位相を設定する場合(モジュール1つの場合も含む)

ファンクションジェネレータモジュールごとに，トリガ/ゲート発振時のスタート/ス
トップ位相を設定(両者を同じ位相に設定)します。数値を入力してください。設定範囲は
出力波形に関係なく－10000～＋10000degです。設定分解能は0.01degです。デフォ
ルト値は0degです。ただし，各モジュールの波形の位相差は，必ずしも各モジュールで
設定した位相の差にはなりません。また，連続発振/直流出力モードのときは，位相は関
係ありません。

トリガ信号�

出力波形� :   0deg
: 90deg

複数のモジュールで，同期して波形を出力する場合

ファンクションジェネレータモジュール間が連結*されているとき，WE7000コントロー
ルソフトウエアで表示される操作パネルの[Phase Sync]ボタンをクリックすると，モ
ジュールの波形の位相差は，各モジュールで設定した位相の差になります。
* 同一種類のモジュールを隣接すると，その複数モジュールで同期がとれた動作が可能になります。
2つのモジュールが連結されれば，2chモデルのように動作します。

トリガ信号�

モジュール1の�
出力波形�

モジュール2の�
出力波形�

波形の位相差�

Note
・複数モジュールを連結している場合，各モジュールの波形の位相差は，各モジュールで設定した
位相の差に必ずしもなりません。また，出力波形がパルス波以外のときは，出力周波数が低いほ
どモジュール間スキューが大きくなります。
・連続発振/直流出力モードのときは，位相の設定は無視されます。ただし，複数モジュールを連
結している場合，チャネル間の位相差は各モジュールで設定した位相に従います。

1.6　出力条件(出力周波数/出力電圧/位相)の設定
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1.7 任意波形出力

任意波形データの作成
次に従って，バイナリデータを作成してください。
ビット数

16 bit (Little Endian，有効ビットは下位12bitで上位4bit は無視されます）
値付け

2048： 0V
1： Vp-pのマイナス側
4095： Vp-pのプラス側
データ長

16Kワード (このデータ長以上のときは，先頭の16Kワード以外無視されます。なお，16K
ワード以下でデータを作成しないでください。)
拡張子

*.w16

●CSV形式のアスキーデータでの作成

波形データを保存可能な他のモジュールのCSV形式のアスキーデータ，または表計算ソ
フトなどで作成したCSV形式のアスキーデータをWE7121用任意波形データに変換する
機能があります。
下記に従って，変換します。
・ 振幅方向：データの最小/最大値をとって，1～4095に展開
・ 時間軸方向 ：先頭から 16384点を変換

作成するときは，必ず，先頭からデータをうめてください。
多すぎる場合は，16384点以降を無視します。
足りない場合は，2048 (0V)でうめます。

CSV形式のアスキーデータからWE7121任意波形データへの変換

下記に従って，操作します。
1. メインウインドウの[ツール]メニューで[CSV -> WE7121変換]を選択します。

2. 表示されたダイアログボックスで，変換対象のCSV形式のファイルを選択します。
複数ブロックまたは複数チャネルのデータのときは，ブロック番号(0～)とチャネル番
号(1～)を入力します。

3. 変換後のファイル名を[出力ファイル]入力ボックスし入力し，[実行]ボタンをクリックし
ます。
変換後のファイル名の拡張子は，「.w16」です。
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任意波形データのロード

上記に従って作成した任意波形データのファイルを選択し，ロードすれば出力できます。
[Load ARB]ボタンをクリックすると，下図のようなダイアログボックスが表示されます。
拡張子が「.w16」のファイルを選択し，[開く]ボタンをクリックすると，波形データがロー
ドされます。
CSV形式のアスキーデータからWE7121の任意波形データに変換するときの方法は，次
ページをご覧ください。

波形データのロードが成功すると，[Function]のオプションで[Arbitrary]を選択したとき
に，下図のように，ロードされた波形データによる波形が表示されます。

ロードされた出力波形�
の表示�

任意波形出力の設定
出力周波数，出力電圧(振幅，オフセット電圧)，位相を設定します。

1.7　任意波形出力
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1.8 出力のON/OFF

出力ON
[Output]ボタンをクリックすると，[Output]ボタンの白黒表示が反転し，このボタンの左
にある「○」マークがグレーからグリーンに変わり，波形出力を開始します。
また，モジュールのフロントパネルのOUTPUTインジケータが点灯します。

出力OFF
波形出力中に[Output]ボタンをクリックすると，[Output]ボタンの白黒反転表示が元に戻
り，このボタンの左にある「○」マークがグリーンからグレーに変わり，波形出力を停止
します。また，モジュールのフロントパネルのOUTPUTインジケータが消灯します。

Note
・出力OFFのとき，モジュールの波形出力端子は開放となります。
・[Link]チェックボタンの[Output]をチェックすることで，連結したファンクションジェネレータ
モジュールの出力を同時にON/OFFすることができます。
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1.9 その他の機能

複数モジュール連結時の同時設定 /操作
複数のファンクションジェネレータモジュールを連結したときは，各モジュールの出力周
波数，位相，出力電圧の振幅/オフセット電圧，およびパルス波のデューティサイクルを
同時に同じ値に設定することができます。また，出力のON/OFFを同時に操作することも
できます。

連結設定

トリガソース/タイムベースソース/アーミング設定ダイアログボックス*で，隣接した
スロットに挿入されているファンクションジェネレータモジュールを連結させることがで
きます。連結させることができるのは同一ステーション内に限ります。
* WE7000 コントロールソフトウエアで表示されるダイアログボックスです。設定方法は，
WE7000ユーザーズマニュアル(IM707001-01J)の4.6項をご覧ください。

リンク項目の選択

[Link]チェックボタンをチェックして，複数モジュール(チャネル)で同時設定したい項目
を下記から選択します。
・ Freq：出力周波数
・ Phase：位相
・ Ampl：出力電圧の振幅
・ Offset：オフセット電圧
・ Duty：デューティサイクル
連結したファンクションジェネレータモジュールの出力を同時にON/OFFするときは，
[Link]チェックボタンの[Output]をチェックします。

Note
デューティサイクル[Duty]が選択されているとき，出力波形としてパルス波が選択されていなくて
も，[Duty]入力ボックスへの数値入力ができます。この値は出力波形としてパルス波が選択された
とき有効になります。

同時設定

同時設定項目の入力ボックスへの数値入力は，連結設定されたスロットの，最も小さいス
ロット番号(CH1)の操作パネルで設定できます。連結された他のスロットも同じ設定値に
なります。他のスロットの操作パネルでは入力できません。

波形出力の同期設定
隣同士のファンクションジェネレータモジュール間の波形出力を同期させることができま
す。トリガソース/タイムベースソース/アーミング設定ダイアログボックス*で，ファ
ンクションジェネレータモジュール間が連結されているとき，[Phase Sync]ボタンをク
リックすると，モジュール間の波形の位相差は，各モジュールで設定した位相の差になり
ます。
* 設定方法は，WE7000ユーザーズマニュアル(IM707001-01J)をご覧ください。

連結表示�

Note
出力波形や出力周波数などを変更した場合，モジュール間の同期は保てません。変更の都度，
[Phase Sync]ボタンをクリックしてください。
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波形同期信号出力
出力波形に同期したTTLレベルの信号(波形同期信号)を出力する「SYNC OUT端子」が
あります。波形同期信号は，WEバスのバストリガ信号(BUSTRG1/BUSTRG2)またはタ
イムベース信号(CMNCLK)として出力することもできます。

バストリガ信号入出力
計測ステーション内の2つのバストリガ信号(BUSTRG1/BUSTRG2)バスに，波形同期信
号出力(SYNC OUT)信号に同期した信号を出力することができます。SYNC OUT信号が
「High」になっている間，バスに出力されるバストリガ信号は「True」になります。SYNC
OUT信号とバストリガ信号の間には，約100ns(Typical 値 *)の時間差が生じます。
また，トリガ発振およびゲート発振動作時には，バストリガ信号をトリガ/ゲート信号と
して使用することができます。バストリガ信号が「True」になってからトリガ発振を開始
するまでには，約100nsの遅れ時間があります。また，バストリガ信号が「True」になっ
てからゲート発振を開始するまでには，最大で(約100ns＋出力周波数の1周期分)の遅れ
が生じます。
* Typical値は代表的な値で，保証するものではありません。

タイムベース信号出力
計測ステーション内のタイムベース信号に波形同期信号出力(SYNC OUT)信号に同期して
出力することができます。SYNC OUT信号が「High」になっている間，タイムベース信
号を「True」になります。
タイムベース信号を入力する機能はありません。

Note
・SYNC OUT信号は，10MHzファンクションジェネレータモジュールWE7121の出力ON/OFF
とは関係なく出力されているので，計測ステーションのバストリガ信号とタイムベース信号も
WE7121の出力ON/OFFとは関係なく出力されます。
・SYNC OUT信号は，トリガ発振/ゲート発振モードで発振が止まっているときは変化しません。
また，出力波形によっては，発振が止まっているときSYNC OUT信号が「High」になるため，
計測ステーションのバストリガ/タイムベース信号のバスに「True」が出力され続けることがあ
ります。

1.9　その他の機能
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1.10 各部の名称と機能

フロントパネル

OUTPUTインジケータ�

波形出力端子�

波形同期信号出力端子�

波形が出力されている�
とき，点灯します。�

設定した波形を出力�
する端子です。�

出力波形に同期した�
TTLレベルの信号を出力�
する端子です。�

OUTPUT

OUTPUT

SYNCOUT

±10V / OPEN Zo=50Ω

(TTL)

10MHz
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2.1 計測ステーションへのモジュールの実装

実装の準備
出荷時，下図のように計測ステーションの各スロットには，カバープレートが取り付けら
れています。計測ステーションに電源が接続されていないことを確認した後，モジュール
固定ねじ(2個所)を緩め，モジュールを装着する位置のスロットのカバープレートを外し
てください。左端のスロットは通信モジュール専用で，本モジュールを装着できません。
ご注意ください。
＊ 下図は，計測ステーションWE400の例です。

装着可能スロット�
通信モジュール�
専用スロット�

モジュール固定ねじ�

モジュール固定ねじ�

カバープレート�

ファンクションジェネレータモジュールの実装

警　　告

●モジュールの上下の固定ねじは必ず締め付けてください。固定ねじを締め付けな
いで出力信号ケーブルを接続すると，電源コードによる計測ステーションの保護
接地が有効にならず，感電する恐れがあります。

注　　意

●計測モジュールを実装するときは，機器の損傷を防ぐために，必ず計測ステー
ションのスタンバイ電源スイッチをOFFにしてください。

●モジュールの挿入時に，取り外しレバーの近くに指を置いて押し込むと，取り外
しレバーで指をはさむ恐れがあります。ご注意ください。また，スロット内にモ
ジュールガイドの突起があります。スロット内には手を入れないでください。ス
ロット内に手を入れると，この突起で指を傷つける恐れがあります。

●モジュールを装着しないスロットのカバープレートは取り外さないでください。
温度上昇などにより故障の原因になります。また，電磁波妨害の影響を抑えるた
めにも，カバープレートは必要です。

カバープレートを外したスロットのガイドレールに沿ってモジュールをスロットに挿入し
ます。カチッと奥のコネクタに接続されるまで，モジュールを挿入してください。挿入時，
取り外しレバーに指を挟まないように注意してください。モジュールが完全に挿入された
ら，モジュール固定ねじを締め付けてください。(固定ねじの締め付けトルク：0.6～0.7N･
m)
取り外すときは，モジュール固定ねじを緩め，取り外しレバーを内側から外に開くように
引きます。そうすると，モジュールが外に押し出されます。

第2章　ハードウエアの準備
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2.1　計測ステーションへのモジュールの実装

●モジュールを取り外すとき�

モジュール固定ねじ�

モジュール固定ねじ�

取り外しレバー�

Note
複数のファンクションジェネレータモジュールの波形出力の同期を取るときは，隣接するスロット
にファンクションジェネレータモジュールを実装してください。
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2.2 波形出力端子へのケーブル接続

OUTPUT

±10V / OPEN Zo=50Ω

プローブ(またはBNCケーブルなどの波形出力ケーブル)を，モジュールのフロントパネル
の出力端子(OUTPUTの表記があるBNC端子)に接続してください。

コネクタ形式 ：BNC
コネクタ数 ：1
最大出力電圧 ：±10V，ただしハイインピーダンス負荷のとき
出力インピーダンス ：50Ω±1％，ただし出力OFFのときは開放
グランド ：ケースグランドに接続

注　　意

●外部から電圧を与えないでください。本モジュールを損傷する恐れがあります。

Note
設定によっては±10V以上の電圧が出力されますが，±10V以上では正しい波形が出力されない
ことがあります。
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2.3 波形同期信号出力端子へのケーブル接続

SYNCOUT

(TTL)

プローブ(またはBNCケーブルなどの波形同期信号出力ケーブル)を，モジュールのフロン
トパネルの出力端子(SYNC OUTの表記があるBNC端子)に接続してください。

コネクタ形式 ：BNC
コネクタ数 ：1
出力レベル ：TTLレベル，ただしハイインピーダンス負荷のとき
最大出力電流 ：±3.2mA
出力形式 ：非絶縁不平衡出力
出力インピーダンス ：約50Ω
グランド ：ケースグランドに接続

タイミングチャート
正弦波＊� 方形波＊� 三角波＊�ランプ波＊� パルス波�

出力波形�

SYNC OUT

Peak-to-Peak�
の中心�

任意波形＊�

＊ 正弦波/方形波/ランプ波/三角波/任意波形のSYNC OUT信号はデューティサイクル50％固定です。�

出力回路
＋5V

23Ω 23Ω
負荷：ハイインピーダンス�

注　　意

●波形同期信号出力端子には，1.6kΩ未満の負荷を接続して使用しないでくださ
い。また，外部から電圧を与えないでください。本モジュールを損傷する恐れが
あります。

Note
・波形同期信号を使用するときは，出力モードを連続発振モードにされることをお奨めします。ト
リガ/ゲート発振モードでは，初期値が不安定になります。
・波形同期信号は，操作パネルの[OUTPUT]ボタンのON/OFFにかかわらず，たえず出力されま
す。したがって，ステーションウインドウの[ステーション]-[トリガ設定]で表示されるトリガ
ソース/タイムベースソース/アーミング設定ダイアログボックスで，トリガソースまたはタイ
ムベースソースにこのモジュールの出力を選択するだけで，計測ステーションのバストリガ信号
またはタイムベース信号のバスに波形同期信号が出力されます。
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3.1 トラブルシューティング

●サービスが必要なとき，または下記の対処を行っても正常に動作しないときは，裏表紙
に記載の横河エンジニアリングサービス(株)まで修理をお申しつけください。

●モジュールが異常かどうかを確認するときは，次ページに記載のセルフテストを行って
ください。

内容 考えられる原因/対処方法 参照ページ

モジュールが動作しない モジュールがステーションに正しく実装されているかどうか 2-1，*
確認してください。また，違うスロットにモジュールを実装し，
動作しないかどうか確認してください。違うスロットで動作
するときは，計測ステーションの故障と思われます。
正しく実装されているのに動作しないときは，モジュール内部
のコネクタの不良，ICの故障などが原因と考えられます。い
ずれの場合も，横河エンジニアリングサービス(株)での修理が
必要です。

波形が出力されない [Output]ボタンの左にある「○」マークがグリーンになってい 1-4，1-12
るかどうか確認してください。
トリガ発振やゲート発振のときはその設定が正しいかどうか， 1-6
また，バースト回数を設定しているときはその設定が正しいか
どうか確認してしてください。

出力波形が正しくない 出力波形設定や出力条件が正しいかどうか確認してください。 1-1～1-9
波形設定ができない 設定しようとしている内容が仕様内の設定かどうか確認してく 4-1～4-3

ださい。
* 「WE7000ユーザーズマニュアル」(IM 707001-01J)をご覧ください。

第3章　トラブルシューティング・保守
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3.2 セルフテスト

モジュールが異常と思われるときは，次の操作でセルフテストを実行してください。
セルフテスト実行

1.波形同期信号出力(SYNC OUT)端子に接続されているケーブルを外します。
2. WE7000コントロールソフトウエアのメニューバーの[システム]-[セルフテスト]を選択
します。

3. 表示された[モジュールテスト]ダイアログボックスで，対象モジュールのステーション
名の選択とスロット番号の入力を行い，[実行]ボタンをクリックします。
[結果]表示ボックスに[Executing...]の文字が表示されます。

　→　

テスト結果の確認
[モジュールテスト]ダイアログボックスの[結果]表示ボックスに，「0」以外の数値が表示
されたときは，モジュールは異常と思われます。裏表紙に記載の横河エンジニアリング
サービス(株)まで修理をお申しつけください。
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3.3 保守について

保守部品について
定期的に交換すべき部品は実装されていません。

校正について
保証確度を維持するために，1年ごとに校正を行うことをお奨めします。
なお，校正は，裏表紙に記載の横河エンジニアリングサービス(株)が承りますので，お申
しつけください。
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4.1 性能仕様

下記の各性能値は，基準動作状態(「4.4 一般仕様」参照)で得られる値です。
波形出力

出力チャネル数

1チャネル
標準出力波形

正弦波/方形波(デューティサイクル50％固定)/三角波/ランプ波/パルス波(デュー
ティサイクル可変)，および各波形の反転波形

任意波形

出力振幅分解能：12ビット
メモリ長：16384ポイント，ただし繰り返し周期が2.4kHz以上では一部のポイントが
発生しない。

出力動作

連続発振(CONT)：波形を連続して出力
トリガ発振(TRIG)：設定した回数(整数)のバースト波形をトリガに同期して出力
ゲート発振(GATE)：ゲートのイネーブル期間に整数回のバースト波形を出力
直流出力(DC)：直流電圧を出力

発振周波数範囲

正弦波/方形波：1µHz～10MHz
三角波/パルス波：1µHz～200kHz
ランプ波：1µHz～200kHz
任意波形：1µHz～200kHz

発振周波数分解能

1µHzまたは最大9桁
発振周波数確度

±20ppm
発振周波数安定度

±20ppm (周囲温度が5～40℃のとき)
発振基準クロック

40.2107MHz

出力特性
最大出力電圧＊1

±10V
振幅設定範囲＊1

20Vp-p (設定分解能：1mVp-p)
振幅確度＊1 (正弦波1kHzのとき)

±(設定値の0.5％＋14mV)
振幅周波数特性＊2

正弦波
≦100kHz ±0.1dB
≦1MHz ±0.2dB
≦10MHz ±0.5dB

方形波/パルス波(デューティサイクル50％)
≦10kHz ±2％

三角波
≦10kHz ±3％

ランプ波
≦10kHz ±3％

オフセット電圧設定範囲*1

±10V (設定分解能：1mV)

第4章　仕様
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オフセット電圧確度*1

±(設定値の0.3％＋設定振幅の0.2％＋20mV)
直流出力設定範囲*1

±10V (設定分解能：1mV)
直流出力確度*1

±(設定値の0.3％＋20mV)
出力インピーダンス

50Ω±1％，ただし出力OFFのときは開放
最大出力電流

±200mA
出力形式

非絶縁不平衡出力
コネクタ形式

BNC

*1 ハイインピーダンス負荷時の値。
*2 振幅20Vp-p，オフセット電圧0V，50Ω負荷，1kHzを基準として実効値測定。

正弦波純度
高調波* (2～ 5次高調波成分の最大値)

100kHz：－55dBc以下
1MHz：－45dBc以下
10MHz：－35dBc以下

高調波ひずみ率* (2～ 5次高調波成分のRMS値)

100kHz：0.3％以下
スプリアス* (周波数範囲1kHz～100MHz)

100kHz：－55dBc以下

* 振幅20Vp-p，オフセット電圧0V，50Ω負荷として測定。

方形波，パルス波，三角波特性
立ち上がり時間*

方形波：30ns以下 (10％-90％)
パルス波：100ns以下 (10％-90％)

オーバーシュート*

出力p-p値の±5％以下
デューティサイクル設定 (パルス波のみ)

設定範囲：0～100％ (分解能：0.01％または25ns)
時間確度(≦10kHz)： (1/設定値周波数)の±0.2％
ジッタ：1クロック

* 振幅20Vp-p，オフセット電圧0V，50Ω負荷として測定。

位相
設定対象

トリガ発振，ゲート発振時のスタート/ストップの位相
設定範囲

－10000deg～＋10000deg (設定分解能：0.01deg)

4.1　性能仕様
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トリガ /ゲート
トリガソース

内部トリガ，計測ステーション(WEバス上)のバストリガ信号(BUSTRG1/BUSTRG2)
内部トリガ周波数設定範囲

1mHz～50kHz (設定分解能：1mHz)
バストリガ信号(BUSTRG1/BUSTRG2)出力ソース

波形同期出力(SYNC OUT)信号を出力可能
バースト回数設定範囲

1～65535回 (設定ステップ：1)
ゲートソース

WEバスのバストリガ信号(BUSTRG1/BUSTRG2)

同期運転
モジュール間スキュー (モジュール連結動作時，パルス波形にて)

1モジュールにつき70ns (Typical 値*1)
チャネル間アイソレーション*2 (モジュール連結時)

－65dB (Typical値*1）

*1 Typical値は代表的または平均的な値です。保証するものではありません。
*2 出力波形：10MHzの正弦波，振幅20Vp-p，オフセット電圧0V，50Ω負荷時の他モジュールの
クロストーク

4.1　性能仕様
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4.2 補助出力の仕様

波形同期信号出力(SYNC OUT)
出力レベル

TTLレベル，ただしハイインピーダンス負荷のとき
出力インピーダンス

約50Ω
最大出力電流

±3.2mA
出力形式

非絶縁不平衡出力
コネクタ形式

BNC
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4.3 デフォルト値(工場出荷時の設定値)一覧

Function(出力波形)：Sine
Mode(出力モード)：Cont
Trigger(トリガソース)：Internal
Freq(出力周波数)：1000Hz
Phase(位相)：0deg
Ampl(出力電圧の振幅)：2Vp-p
Offset(オフセット電圧)：0V
Duty(デューティサイクル)：50%
Burst(バースト回数)：5回
Trigger Freq(トリガ周波数)：100Hz
Link(リンク項目)：なし
Invert(波形反転)：Off
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4.4 一般仕様

基準動作状態
周囲温度：23±2℃，周囲湿度：50±10％RH，電源電圧/周波数の誤差：定格の1％以
内，ウォームアップ時間経過後

ウォームアップ時間
30分以上

動作環境
計測ステーションの動作環境に準じる

保存環境
保存温度範囲：－20℃～60℃
保存湿度範囲：20％～80％RH (結露しないこと)

消費電力
7VA (100V/50Hz時のTypical値*)

外形寸法
約33(W)×約243(H)×約232(D)mm (突起部含まず)

質量
約0.7kg

専有スロット数
1

付属品
ユーザーズマニュアル(本書)1冊

関連アクセサリ
366924 BNCケーブル(1m)
366925 BNCケーブル(2m)
366926 BNCワニグチケーブル(1m)
366921 変換アダプタ(BNCプラグ -バナナ端子ジャック)
366927 変換アダプタ(BNCプラグ -RCAジャック)
366928 変換アダプタ(BNCジャック-RCAプラグ)

* Typical値は代表的または平均的な値です。保証するものではありません。
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4.5 外形図

単位：mm
10MHzファンクションジェネレータモジュール(WE7121)

33

2
4

2
.4

227 4.5

指示なき寸法公差は，±3％(ただし，10mm未満は±0.3mm)とする。
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