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はじめに
Trueform波形作成テクノロジーは、キーサイトの新しい33500Bシリーズ 波形発生器に搭載された独自の
テクノロジーです。Trueformテクノロジーは、ファンクション／任意波形発生器で使用されている現在の
ダイレクト・デジタル・シンセシス（DDS）テクノロジーよりも優れた利点を備えています。利点には、波
形ジッタを大幅に削減することで、テストの不確かさを低減し、選択された波形を、近似値ではなく真値
にて再現することがあります。本資料では、Trueformテクノロジーを紹介し、TrueformとDDSテクノロ
ジーの波形生成の方法を比較しながら説明します。
概念的には、波形を生成する最も簡単な方法は、メモリに波形ポイントを保存した後、それらの各ポイン
トを1つずつ順に呼び出してクロック同期させたものをDACに出力する方法です。最後のポイントが読み
込まれると、発生器は最初のポイントにジャンプして戻り、次のサイクルを再開します。これは、「ポイン
ト・パー・クロック」（PPC）生成と呼ばれることがあります。
この方法は、最も直感的な波形作成方法のように思えますが、2つの大きな欠点があります。1つは、波形
の周波数やサンプリング・レートを変更するには、クロック周波数を変更しなければならず、低雑音で性
能の良い可変周波数クロックを実現するためには、測定器が高価で複雑なものになることです。もう1つ
は、ほとんどのアプリケーションでDACの出力が階段状になることは好ましくないので、出力を滑らかに
するために複雑なアナログ・フィルタが必要であることです。このように、複雑でコストがかかるために、

PPCテクノロジーは主にハイエンドの波形発生器で使用されています。
DDSは、固定周波数クロックとシンプルなフィルタリング方式を採用して、PPCよりも安価です。DDSで
は、位相アキュムレータがクロック・サイクルごとに1ステップ、出力値に加算していき、アキュムレー
タの出力は波形の位相を表します。出力周波数はこの1ステップの値に比例します。このためクロック周
波数が固定されていても周波数を容易に変更できます。アキュムレータの出力は、一般的に、ルックアッ
プ・テーブルなどに渡され、位相データから振幅データに変換されます。
この位相アキュムレータのデザインにより、DDSは固定クロックを使用して、明らかに、このクロックよ
りも高速なサンプリング・レートで波形を生成することができます。このため、DDSでは個別のポイント
が結果として出力波形に表示されることはありません。すなわち、DDSでは波形メモリのすべてのポイン
トを使用しなくても、非常に良好な近似値が得られます。しかし、あくまで近似値なので、波形データは
いくらか変化します。DDSは、波形の一部を予測できない方法でスキップしたりリピートしたりします。
予測不可能なスキップやリピートにより、最善の場合でもジッタが追加され、最悪の場合は深刻な歪みが
生じる場合があります。また、波形の特徴を示す部分が微細な場合、部分的または完全に飛ばされる可能
性もあります。

キーサイトの新しいTrueformテクノロジ
ーは、ファンクション／任意波形発生器
テクノロジーの 次 な る 飛 躍 の 象 徴 で す。
Trueformは、PPCとDDSの そ れ ぞ れ の
利点を備えています。PPCテクノロジー
と同様に、波形ポイントをスキップする
ことがないので、予測可能で、かつ、低
雑音の波形を生成することができ、これ
をDDSテクノロジーの価格で提供します。
Trueformは、特許取得済みの仮想可変ク
ロックと、波形のサンプリング・レートを
トラッキングする高度なフィルタリング手
法を採用しています。以降のセクションで
は、DDSを超えるTrueformによる波形生
成のいくつかの利点を説明します。

シグナル・インテグリティの向上
TrueformがDDSより優る主な利点の1つ
は、シグナル・インテグリティが全体的に優
れていることです。周波数ドメインについ
てはスペクトラムを比較することにより、
タイム・ドメインについてはジッタ測定を
比較することにより、利点を確認すること
ができます。図1は、Trueformテクノロジ
ーを使用して生成した10 MHz正弦波を周
波数ドメインで表示したものです。図2は、
DDSテクノロジ ー を 使 用 し て 生 成 し た
10 MHz正弦波を同じ周波数ドメインで表
示したものです。

図1. Trueformテクノロジーでの高調波

理想的には正弦波は高調波を含まない基
本波周波数で構成されますが、現実には
あり得ないので、高調波をできる限り小
さ く す る こ と が 望 ま れ ま す。 図1と2で、
画面右上の赤色で囲まれている箇所を見
ると、2次高調波と基本波周波数の差のdB
値がわかります。Trueformの2次高調波
は、DDSの2次 高 調 波 よ り も5 dB以 上 低
いことが分かります。また、DDSの図2で
は、4次および5次の高調波がノイズ・フロ
アから突出しています。さらに、4次高調
波と5次高調波の間に非高調波スプリアス
があることも分かります。
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図2. DDSテクノロジーでの高調波
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ジッタ測定の観点から2つのテクノロジー
を比べると、Trueformの利点はより明白
です。右の2つの図は、10 MHzパルス信
号を、高性能オシロスコープを使って測定
したものです。表示は、オシロスコープの
残光表示設定をオンにして、パルス信号
の立ち上がりエッジを拡大表示したもので
す。オシロスコープのヒストグラム機能を
使用して、信号の周期ジッタを測定してい
ます。2つの図の標準偏差の測定値は、赤
色で囲まれた部分で、信号のRMSジッタ
を表しています。Trueformのパルス信号
のジッタ測定は図3に、DDSのパルス信号
のジッタ測定は図4に示されています。
図3と図4で、オシロスコープの振幅と時
間のスケールは同じです。Trueformパル
ス波形は、DDSパルス波形と比較すると、
ジッタが10倍以上低減しています。
シグナル・インテグリティが 優 れ て い る
Trueformは、DDSと比較して、テストの
不確かさを低減できます。クロック信号
／トリガ信号／通信信号の生成など、エッ
ジ・ベースのタイミング・アプリケーション
では、この差が特に顕著です。ジッタの低
減は、テストにおけるタイミングの不確か
さの低減に直結しています。

図3. Trueform信号のジッタの測定

図4. DDS信号のジッタの測定
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作成した波形と得られた
波形の一致
前述のように、DDSは固定クロックと位
相アキュムレータを使用しているので、波
形の各ポイント／特徴の再生を保証するこ
とができません。周波数が高くなればな
るほど、出力波形と理想波形のギャップは
広がります。一方、Trueformは、設定さ
れた周波数やサンプリング・レートとは関
係なく、すべての波形ポイントを再生しま
す。実行しようとするテストでクリティカ
ルになる特徴が微細な波形を扱う場合は、
この手法が非常に重要になります。
例として、パルスの上部に、振幅が小さ
くなっていく7個のスパイクをもつような
任意波形を作成しました。作成した波形
を、Trueform波形発生器とDDSファンク
ション／任意波形発生器にロードしまし
た。まず、各発生器で、波形を50 kHzの
周波数で再生しました。図5は、オシロス
コープで捕捉した結果です。黄色のトレ
ースがTrueform波形、緑色のトレースが
DDS波形です。

Trueform（50 kHz）

DDS（50 kHz）

図5. 50 kHzでの任意波形の比較

図5で、50 kHzで は、 各 発 生 器 は、 パ ル
スの上部に7つのスパイクがある波形を再
現することができました。ご覧のように、
Trueformのスパイクは、DDSのスパイク
よりも高いことが確認できます。図6のオ
シロスコープのスクリーン・ショットは、
100 kHzで再生された波形を表示してい
ます。

Trueform（100 kHz）

DDS（100 kHz）

図6. 100 kHzでの任意波形の比較
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100 kHzで は、Trueform波 形 発 生 器 は7
つのスパイクすべてを再生していますが、
DDS発生器は１つもスパイクを再生して
いません。図7のオシロスコープのスクリ
ーン・ショットは、2倍の周波数の200 kHz
で再生された波形を表示しています。

Trueform（200 kHz）

200 kHzで も、Trueform波 形 発 生 器 は、
7つのスパイクすべてを再生しています。
DDS発生器は、100 kHzでは1つもスパイ
クを再生していませんでしたが、200 kHz
では3つのスパイクを再生しています。し
かし、200 kHzの波形における、この3つ

DDS（200 kHz）

のスパイクは、実際の波形ポイントにある
7つのスパイクのいずれとも時間的位置が
一致していません。これらの波形の例か
ら、DDSでは、非常に微細な部分をもつ
波形については、高い信頼性で再現でき
ないことが分かります。
数十年もの間、DDSテクノロジーは、ハ
イエンドPPCテクノロジーに代わる低価
格のテクノロジーとして、ファンクション
／任意波形発生器で使用されてきました。
DDSを使用して波形を生成する際の主な
欠点は、ジッタや高調波雑音に関して信号
品質が低いこと、そして、波形ポイントが
スキップされてしまうために、プログラム
された波形を真に再現できないことです。
キーサイトの特許取得済みのTrueformテ
クノロジーは、PPCの性能をDDSの価格
で実現し、波形発生器テクノロジーの次
なる飛躍を現実化したものです。つまり、
出力波形のジッタを小さくおさえながら、
必要な波形をいつでも得られます。
キーサイトのTrueformテクノロジーは、
DDSアーキテクチャとPPCアーキテクチャ

図7. 200 kHzでの任意波形の比較

DDS：
従来の25 MHz
波形発生器

Trueform：Keysight
30 MHz 33511B

改善点

波形発生器

エッジ・ジッタ

500 ps

40 ps

12倍向上

カスタム

波形ポイントの
スキップ

100 ％の

正確な波形の
再現

0.2 ％

0.04 ％

5倍向上

波形の
再現

ポイント・
カバレージ

の優れた特長を合わせ持った新しい手法
で、いずれの制限も受けることなく、両
方の利点が得られます。Trueformテクノ
ロジーは、優れた性能をDDSと同じ低価
格で実現する独自のデジタル・サンプリン
グ手法を採用しています。

全高調波

アンチ・
エリアジング・
フィルタ

外部から
供給

常にアンチ・
エリアジング
適用

アンチ・
エリアジングによる
影響なし

右の表に、Trueformテクノロジーの優れ
た機能を示します。

任意波形

不可

標準

複雑な
波形シーケンスの
作成が容易
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歪み

シーケンス
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