
ファンクションジェネレーター
最大限に活用するための5つのヒント



はじめに
最近のファンクションジェネレーターまたは波形発生器は、極めて汎用性が高く、基本

的な正弦波、方形波、ランプ波形を生成する以外の機能も備えています。ファンクション

ジェネレーターのテクノロジーは、簡単なアナログ波形成機器から、最新のダイレクト・

デジタル・シンセシス(DDS)ジェネレーターへと進化しています。今日のデジタルファン

クションジェネレーターや波形発生器は、それ以前の機器で実行可能であったことよりも

さらに多くのことができます。ところが、このような高度な機能はよく知られていません。

このeBookでは、ラボでのテスト向上と時間の節約に役立つ5つの高度な波形機能につい

て説明します。
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2つの波形を結合する
ヒント1

ファンクションジェネレーターを最大限に活用するための5つのヒント    |    4



2つの波形を結合する
製品デザインの検証と特性評価で、多くの複雑な信号を迅速に生成しなければならない

ことがよくあります。例えば、医療デバイスのデザインエンジニアが心電図の信号を作成

したり、自動車エンジニアがエンジンのクランク信号をシミュレートしたり、CANバス

のエンジンノイズに対する耐性をテストしたりする場合などがあります。このような実

環境の複雑な信号をシミュレートするには、2つの波形を結合することが有用です。波形

の結合とは、個々の2つの入力を1つの出力に結合することです。

医療デバイスの心拍計または心拍モニターの例を使って、もう少し詳しく掘り下げてみ

ましょう。ペースメーカーは患者の心拍数を調整するために使用されていますが、これ

は患者自身のECG（心電図）信号にパルスを生じさせることで実現しています。心拍計ま

たは心拍モニターがペースメーカーのパルスとどう相互作用するかをテストするために

は、ファンクションジェネレーターを使って、ペースメーカーの信号とシミュレートし

たECGの信号を結合して、シミュレーションを実行する必要があります。

図1は、チャネル1のECG信号と、チャネル2のペースメーカーで生成されたパルス波形を

示しています。心拍モニターをテストするには、両方の信号の位相をロックし、結合し

て1つの信号出力にします。これを行うには、ファンクションジェネレーターにいくつか

の機能が必要です。まず、最低2つの出力が必要です。1つはECG用、もう1つはペースメー

カーのパルス用です。次に、2つの出力を位相で同期できなければなりません（ヒント2を

参照）。最後に、2つの出力を結合して、1つの出力にする必要があります（図2）。

出力を結合したら、入力を個々に変更し、さまざまな状況で心拍モニターをテストする

ことができます。

ヒント1

波形の結合とは、2つの個々の入力を1つの出力に
まとめる操作を指します

図2：上の2つの波形を結合した結果の波形

図1：1つに結合された2つの波形

チャネル1のECG波形

シミュレートされたペースメーカーの波形

シミュレートされたECGの波形

チャネル2のペースメーカーパルス波形

2つの波形を結合する
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テスト信号にノイズを追加する例
2つの波形を結合する必要がある別のアプリケーションとして、被試験デバイス(DUT)のノ

イズに対する耐性やイミュニティのテストがあります。この例を説明するために、加算変調

を使用し、実環境のECG信号にノイズを追加してみます。図4は、この操作と結果として生

じるノイズのあるECG信号を示しています。

Keysight 33622A波形発生器を使って、この設定を行う方法は以下のとおりです。

 • 変調タイプに「Sum Modulation（加算変調）」を選択します。

 • クリーンな信号と結合するために、「Internal（内蔵）」信号源を選択します。

 • 内蔵信号源として「Noise（ノイズ）」を選択します。

 • ノイズ信号の振幅と帯域幅を定義します。

 • 変調を「On（オン）」にします。

図4：Keysight 33622A波形発生器の加算変調機能を使った、ECG信号と 
ノイズ信号の結合

図3：上の2つの波形を結合した結果の波形

チャネル1のECG信号

内蔵ノイズ信号

加算変調に基づくチャネル1の出力

2つの波形を結合する
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2つの波形を同期する
ヒント2
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2つの波形を同期する
同期された波形とは、指定された振幅、周波数、位相関係を持つ波形を言います。

電子部品のデザインとテストでは、周波数比で関連する、同期された2つのクロック信号が

必要になる場合があります。この信号は、周波数ダブラーをシミュレートしていたり、複数

の基準クロックが必要なデバイスをテストしたりする際に便利です。これを行うには、1つ

のクロック信号が他のクロックと特定の周波数比を維持する必要があります。

または、2つの信号を振幅で結合して、オフセットを使って増幅器をシミュレートする必要

があります。シミュレートされた増幅器の出力は、入力振幅からの定義されたオフセットを

維持する必要があります。（図6）。

また、2つの波形を位相で同期する必要がある場合もあります。図6は、2つの異なる信号が

位相で同期されていることを示す良い例です。

このような要件は基本的なことのように感じられるかもしれませんが、独自のクロック基準

デバイスや周波数／振幅で結合される回路を構築することは時間がかかります。そのため、

信号結合機能を内蔵しているデュアルチャネルのファンクションジェネレーターを使用する

とより簡単に行えます。

ヒント2

同期された波形とは、指定された振幅、周波数、
位相関係を持つ波形を言います

図5：周波数で結合された2つの信号

図6：振幅と位相で結合された2つの信号

2つの波形を同期する
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差動増幅器をテストする例
さて次に、同期された信号が関わる具体的な例を見ていきましょう。  

差動増幅器のテストです。

増幅器の差動利得をテストするには、同期された入力信号が必要です。ファンクションジェ

ネレーターとオシロスコープはこのために理想的なテストセットアップです（図7）。増幅器

に完全に同一の入力信号がある場合、差動のない出力（直線）になるはずです。増幅器のため

に完全に同一の入力信号がある場合、差動のない出力（直線）になるはずです。

電圧設定：15V DC
リレー

オシロスコープ

OCP設定：120mA
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ファンクションジェネレーターの設定手順は、以下のとおりです。

1. チャネル1とチャネル2の両方に方形波を設定します。

2. チャネル1の周波数をチャネル2の2倍に設定します。

3. チャネル1とチャネル2の振幅と位相での結合を設定します。

図7：差動増幅器をテストするための機器の設定を示す図

 • 電源を使用して、増幅器にDCバイアスを提供します。

 • ファンクションジェネレーターを使用して、増幅器に差動入力信号源を提供します。

 • オシロスコープを使用して、差動入力と増幅器の出力結果を捕捉します。

図8：ファンクションジェネレーターで作成された位相で同期された2つの信号と、 
差動増幅器から出力された結果としての信号

増幅器の出力

33622Aのチャネル1

33622Aのチャネル2

2つの波形を同期する
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周波数掃引波形を 
作成する

ヒント3
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周波数掃引波形を作成する
周波数掃引とは、指定したスタート周波数で開始し、指定したストップ周波数まで特定の

掃引速度で掃引する波形のことです。マイクのテスト、メカニカル共振テスト、電子増幅

器テスト、パッシブフィルター応答テスト、車載用コンポーネントの耐久性テストなど、周

波数掃引を使用するアプリケーションは多数あります。

通常、ファンクションジェネレーターはリニアまたはログの間隔で周波数のアップ掃引また

はダウン掃引が可能です。図9は、両方のタイプの間隔で経時的な周波数掃引を示していま

す。図10は、リニア周波数掃引で、オシロスコープが捕捉した正弦波出力の様子を示して

います。

ヒント3

Frequency, f

Tstart

fmax

fmin
Tmid Tend

Time, t
Tstart

fmax

fmin
Tmid Tend

Time, t

Frequency, f

図9：リニア／ログ間隔で行われた経時的な周波数掃引

図10：リニア周波数掃引出力

周波数掃引とは、指定したスタート周波数で 
開始し、指定したストップ周波数まで特定の 
掃引速度で掃引する波形のことです。

掃引波形
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無線周波数ホッピング信号を作成する例
周波数送信機能以外に、最新のファンクションジェネレーターでは「掃引周波数リスト」を

使用することもできます。これは、例えば、無線周波数ホッピングをシミュレートして、無

線通信デバイスをテストする場合などに便利です。

図11は、Keysight 33622A波形発生器のメニューを示しています。このメニューで以下の

ことができます。

 • 必要な順に望ましい周波数を入力する

 • 各周波数の持続時間を設定する

周波数ホッピング

信
号
振
幅

時間

周波数

図12：ユーザー定義された無線周波数ホッピングを経時的に示すグラフ図11：無線周波数ホッピングをシミュレートする掃引周波数リスト

軍事用無線通信では周波数ホッピングを 
使用して、無許可の無線信号の 
トラッキングと傍受を防ぎます。

周波数ホッピングは一般的に、信号の 
干渉を最小限に抑えるために、 

ラジオやテレビ放送で使用されます。

掃引波形
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波形を変調する
ヒント4
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波形を変調する
最新のファンクションジェネレーターは、振幅変調された波形と周波数変調された波形を生

成できます。変調された波形は、搬送波と呼ばれる周期的波形と、搬送波の特性を変更する

変調信号で構成されます。このような特性には、一般的に周波数、振幅、または位相があり

ます。

変調された波形は、RF信号発生器、無線レシーバーとトランシーバー、フィルター、増幅

器などでのテストに使用されます。ほとんどすべての最新の通信システムで変調が使用され

ています。

では、変調とは何でしょうか？変調とは、情報を搬送波にエンコードする方法です。次のよ

うな搬送波信号があるとします：f(t) = A sin (wt + ø)

ここで： 

A = 振幅

w = 周波数

ø = 位相角

いくつかの一般的な変調タイプには以下のものがあります。

AM（振幅変調） – 変調信号により搬送波の振幅が変更されます。

FM（周波数変調) – 変調信号により搬送波の周波数が変更されます。

PM（位相変調） – 搬送波の位相が変更されます。

ヒント4

図13：オシロスコープに示される振幅変調の簡単な設定と出力

図14：波形の変調（正弦波以外）に使用されるさまざまな搬送波信号変調された波形は、搬送波と呼ばれる 
周期的波形と、搬送波の特性を変更する 

変調信号で構成されます。

三角波による変調

ランプアップ波による変調 ランプダウン波による変調

方形波による変調

波形を変調する
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さらに高度な変調を設定する
これまでの変調タイプ以外に、より高度な変調方式があります。以下はそのいくつかの例

です。

FSK（周波数シフトキーイング） - これは周波数変調の1つの形式で、2つの周波数を使用し

て情報を送信し、バイナリー（0と1）情報を送信します。これは一般的に多くの通信システ

ムで用いられています。図15はその例を示しています。

押すボタン：メニューボタンを選択し、Modulate（変調） > Type（タイプ） > FSKの順に押します。

押すボタン：メニューボタンを選択し、Modulate（変調） > Hop Freq（ホッピング周波数） > 100 Hzの 
順に押します。

押すボタン：メニューボタンを選択し、Modulate（変調） > FSK rate（FSK速度） > 10 Hzの順に押します。

BPSK（バイナリー位相シフトキーイング） – これは位相変調の1つの形式で、位相反転シフ

トキーイングとも呼ばれます。搬送波の位相をシフトしてバイナリービット（1または0）を

表現することで、情報がエンコードされます。図16は設定例を示しています。

押すボタン：メニューボタンを選択し、Modulate（変調） > Type（タイプ） > BPSKの順に押します。

押すボタン：メニューボタンを選択し、Modulate（変調） > BPSK phase（BPSK位相） > 180 °の順に 
押します。

押すボタン：メニューボタンを選択し、Modulate（変調） > BPSK rate（BPSK速度） > 10 Hzの順に 
押します。

PWM（パルス幅変調） – 搬送波のデューティサイクルまたは幅を変更します。通常、変調信

号に応じて方形波が変わります。PWMは、電気モーター速度の推進と制御で幅広く使用さ

れています。

図15：オシロスコープに示されるFSK変調の簡単な設定と出力

図16：オシロスコープに示されるBPSK変調の簡単な設定と出力

波形を変調する

ファンクションジェネレーターを最大限に活用するための5つのヒント    |    15



時間で同期される2つ以上の 
パルスを作成する

ヒント5
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時間で同期される2つ以上の 
パルスを作成する
複数のチャネル、時間で同期された波形が必要なアプリケーションは多数あります。例え

ば、一部のデバイスはさまざまな間隔の同期パルスを使って校正されます。また、光カッ

プラーのデコーダー信号と複数チャネルのPWMモーター制御をシミュレートする場合など

もあります。複数の基本的なファンクションジェネレーターを使って、このような信号を容

易にシミュレートすることができます。図17は、さまざまなパルス間隔を持つ、時間で同

期された4つのパルストレインを示しています。Keysight 33500B/33600Aシリーズ波形発

生器は、最大4つの機器を時間で同期させることができるため、実際には時間で同期され

る最大8つのチャネルがあることと同じです。

ヒント5

時間で同期された波形は、同じ基準クロックを 
使用する波形です

ほとんどの機器は10 MHzの基準クロック信号を使って一緒に同期できます。これを行うに

は、ファンクションジェネレーターの1つを基準に設定し、他のファンクションジェネレー
ターが内部基準の代わりに提供された基準を使用するように設定します。次に、図18で示

すように、基準となるファンクションジェネレーターを左として、機器を配線します。

図17：時間で同期されたマルチチャネルの出力

図18：Keysight 33600A波形発生器の設定例。2つの波形発生器の間で、 
時間ベースと外部トリガ同期が背面で配線されています。

時間で同期された波形
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複数のファンクションジェネレーターを時間で 
同期する方法
複数のファンクションジェネレーターを時間で同期する方法は以下のとおりです。

手順1：基準の発振器の信号源を外部信号源に設定します。  
2台目のファンクションジェネレーターを基準のジェネレーターに接続し、2台目のファン
クションジェネレーターの基準の発振器を「外部」に設定します。

33600Aの場合、「menu（メニュー）」を押して、次にSystem（システム） > Instrument 
Setup（機器の設定） > 10 MHz Ref Osc（10 MHz基準の発振器） > Source（信号源） > 
External（外部）の順に押します。

この操作が終了したら、図19のように、ファンクションジェネレーターの右上に緑色の「Ext 
Lock（外部ロック）」サインが表示されます。

手順2：基準のファンクションジェネレーターのトリガ出力を使用します。

トリガを2台目のファンクションジェネレーターの両方のチャネルに対して設定します。こ
れにより、2台目のファンクションジェネレーターは基準のファンクションジェネレーター
と同時に開始します。

押すボタン：チャネル1の出力ボタンを選択し、次に「Trigger（トリガ）」ボタンを押します。
Trigger Setup（トリガ設定） > Source（信号源） > Ext (External)（Ext（外部））を選択します。
同じ画面のメニューレベルで、0秒の遅延と、立ち上がりエッジのトリガスロープを選択し
ます。外部トリガメニューについては、図15を参照してください。

最初の基準のファンクションジェネレーターで、両方のチャネルのトリガを「manual（手動）」
と「zero delays（遅延ゼロ）」に設定します。

手順3：すべてのチャネルが一緒にトリガされるようにバーストモードを設定します。

バーストモードは最新のほとんどのファンクションジェネレーターに搭載されています。バー
ストモードを使用して、すべてのチャネルが同時に開始するようにトリガします。バースト
モードを設定して、サイクルが無限に実行され、トリガがすぐに実行されるようにします
（図20）。

押すボタン：4つのすべてのチャネルで、Burst（バースト） > N Cycle（Nサイクル） > # Cycle
（サイクルの回数） > Infinite（無限）を選択します。

基準のファンクションジェネレーターがトリガされたら、すべてのファンクションジェネ
レーターの出力は時間で同期されます。

図20：ファンクションジェネレーターのバーストモードの設定メニュー

図19：時間で同期されたマルチチャネルの出力

時間で同期された波形
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ファンクションジェネレーター
最新のファンクションジェネレーターは極めて汎用性が高く、単純な波形の作成以上の操作

が行えます。ここで説明した5つのヒントは、お使いのファンクションジェネレーターを最

大限に活用するために役立つはずです。

 • 2つの波形を結合し、より複雑な信号を作成します。結合された2つの波形を周波数で
結合することもできます。

 • 周波数、振幅、位相で2つの波形を同期します。出力を同期することにより、複雑な信
号を同時に作成して、DUT（被試験デバイス）をテストまたは制御できます。

 • 掃引周波数では、周波数ホッピングテストとデバイスの特性評価を行えます。

 • 変調機能により、振幅、周波数、位相角について波形を変調できます。

 • 複数のファンクションジェネレーターを一緒に同期します。これにより、位相で同期
された複数のチャネルの信号を作成できます。

キーサイトの最新のTrueform波形発生器の詳細をご覧ください。

最大限に活用する

Trueformテクノロジー DDSテクノロジー

より優れた 
シグナルインテグリティー

より減少されたジッタ

より低い歪み
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キーサイトの 
Trueform波形発生器
33500B/33600Aシリーズ ファンクション／任意波形発生器は、標準の信号と、変調、掃引、

バーストなど、通常期待される機能を搭載していますが、それ以外にも追加機能が提供さ

れ、柔軟性を備えているため、作業をより迅速に行うために役立ちます。使いやすいフロン

トパネルのユーザーインタフェースにより、使用方法を簡単に把握することができます。

それ以外の特長としては以下のものがあります。

 • パラメーターの設定、信号の表示／編集を同時に行えるので、操作が簡単に行なえる、
大型のカラー・グラフィカル・ディスプレイ

 • 振幅と周波数で結合できる独立した2つのチャネル

 • ファイル読取り／書込み用のフロントパネルのUSBポート

 • 内蔵のヘルプシステム

 • LAN (LXI Core)、USB、オプションのGPIBで、すばやく簡単にPCまたはネットワーク
に接続

 • 外部トリガ

33500B/33600Aシリーズ

最新のチュートリアル、テクニック、ベスト事例の最新情報については、 
Keysight LabsのYouTubeチャンネルをご確認ください。また、 

Keysight Bench Facebookページをフォローし、ブログもご覧ください。
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