
 

 

 

 

 

波形エディタ・ソフトウェア 

オペレーターズ・マニュアル 
 

 

 

 

  

 



T3AWG3K シリーズ任意波形発生器用波形エディタ 

オペレーターズ・マニュアル 

i                    波形エディタ・ソフトウェア オペレーターズ・マニュアル 

目次 

はじめに ........................................................................................................................................................... 1 

最新バージョンの入手 .................................................................................................................................. 1 

atWaveformsEditor アプリケーションのインストール ............................................................................... 1 

atWaveformsEditor 概要 .................................................................................................................................. 2 

波形エディタ－統合/オンラインモード ...................................................................................................... 5 

TrueArb 波形リストからの読み込みと保存 ............................................................................................. 8 

デジタル波形編集 ..................................................................................................................................... 9 

TrueArb 波形リストで波形を修正する方法 ........................................................................................... 13 

atWaveformsEditor 詳細 ................................................................................................................................ 17 

コマンドバー .............................................................................................................................................. 18 

波形プロパティ ....................................................................................................................................... 18 

デジタル・グルーピング ........................................................................................................................ 20 

アナログ波形ツール ................................................................................................................................ 22 

デジタル波形ツール ................................................................................................................................ 28 

インポートとエクスポート ..................................................................................................................... 31 

保存と読み込み ....................................................................................................................................... 35 

波形グラフ・エディタ ................................................................................................................................ 39 

アナログ波形エディタ ............................................................................................................................ 40 

デジタル波形エディタ ............................................................................................................................ 50 

データ・エディタ ....................................................................................................................................... 51 

カーソル・メニュー ................................................................................................................................... 54 

カーソル .................................................................................................................................................. 55 

選択したターゲットに移動 ..................................................................................................................... 56 

検索 ......................................................................................................................................................... 57 

グラフ・ツール ........................................................................................................................................... 58 

ズーム・メニュー ....................................................................................................................................... 59 

式を使った波形の生成 ................................................................................................................................... 60 

概要 ............................................................................................................................................................. 60 



T3AWG3K シリーズ任意波形発生器用波形エディタ 

オペレーターズ・マニュアル 

ii                    波形エディタ・ソフトウェア オペレーターズ・マニュアル 

数式を使用して高度な波形コンポーネントを作成する手順 ..................................................................... 60 

指数関数的減衰正弦波波形 ..................................................................................................................... 62 

指数関数的増加波形 ................................................................................................................................ 62 

指数関数的減衰波形 ................................................................................................................................ 63 

正弦波形 .................................................................................................................................................. 64 

リニア振幅スイープ正弦波波形 ............................................................................................................. 65 

周波数変調正弦波波形 ............................................................................................................................ 66 

位相変調正弦波波形 ................................................................................................................................ 67 

リニア周波数スイープ正弦波波形 .......................................................................................................... 68 

ガウシャン・パルス波形 ........................................................................................................................ 69 

振幅変調正弦波波形 ................................................................................................................................ 70 

全波整流正弦波波形 ................................................................................................................................ 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



T3AWG3K シリーズ任意波形発生器用波形エディタ 

オペレーターズ・マニュアル 

1                    波形エディタ・ソフトウェア オペレーターズ・マニュアル 

はじめに 
最新バージョンの入手 
お使いの機器に最新のソフトウェアリリースがインストールされていない可能性があります。 

最新版は Teledyne LeCroy の Web サイト(www.teledynelecroy.com)のサポートのページにあります。 

atWaveformsEditor アプリケーションのインストール 
atWaveformsEditor アプリケーションの異なるバージョンがすでにインストールされている場合は、最初に

アンインストールする必要があります： 

1. atWaveformsEditor インストーラーを Teledyne LeCroy Web サイトからダウンロードして、それを

機器のローカルディスクに解凍します。 

2. setup.exe をダブルクリックします。 

3. アプリケーションがインストールされたら、Return を押して続行します。 

 

  

http://www.teledynelecroy.com/
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atWaveformsEditor 概要 
この章の目的は、WaveformsEditor（以降、WE と略します）でソフトウェアをすばやく使用するための簡

単な紹介をすることです。 

ソフトウェアをインストールした後、デスクトップに次のアイコンが表示されます。 

図 1：atWaveformsEditor デスクトップ・アイコン 

プログラムはアイコンをダブルクリックすると開始されます。以下は WE メイン画面の画像です。 

図２：atWaveformsEditor メインメニュー 

次の例では、10000 サンプルで作成された 50%デューティサイクルのパルスを作成し、それを専用の Zip

バイナリフォーマットで保存する方法を示します。 

これを行うには、次の手順を実行します： 

1. デフォルトの波形長は 2048 サンプルです。波形のサンプル数を 10K サンプルに変更します。 
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図３：波形サンプル 

2. 波形グラフに示されている 2 つのアナログ波形のうちの 1 つを選択します。この例では、2 番目の

波形を選択します。波形を選択するには、対応する行をクリックします。 

図４：波形選択 

3. Analog Waveform Tools メニューで、Edit Waveform ボタンをクリックして Waveform Standard 

Editor を開き、波形パラメータを設定します。 

図５：アナログ Waveform Standard Editor を開く方法 
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4. ドロップダウン・リストから“Pulse”タイプを選択します。 

図６.アナログ Waveform Standard Editor 

5. パルス幅を 50%に設定します。 

図７：パルス構成 

6. OK をクリックすると、選択した波形が必要に応じて更新されます。 
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図 8：アナログ波形編集 

7. 修正されたアナログ波形は、メインバーの Save/Load メニューの Save Selected Waveform ボタ

ンを押すことで、独自 Zip バイナリ形式で保存出来ます。 

8. Save Selected Waveform ボタンをクリックすると、波形の名前、説明と波形が保存されるパスの

指定を求めるダイアログボックスが開きます。 

図９.選択した波形の保存メニュー 

波形エディタ－統合/オンラインモード 
前のセクションでは、WE をスタンドアロン・アプリケーションとして使用する方法について説明しました。

また、TrueArb アプリケーション(以下 TA と略します)と統合することも可能です。 

そうすることで、WE は TA の波形リストから波形を直接取得することが出来るようになります。TA から

直接起動するたびに、WE は統合モードで動作します。 

TA には、WE を起動する次の 2 つの方法があります： 

1. 1 つ目は、Waveform List ページの Edit ボタンを押して WE を起動し、選択されたアナログ波形

またはデジタル波形を編集できるようにすることです。 
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図 10：atTrueArbRider 波形リスト 
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2. WE を開く 2 番目の方法は More メニューの Wav.Editor ボタンを押すことです。このボタンを押

すと、波形エディタがデフォルトのアナログ波形とデジタル波形で開始されます。また、次の段落

で説明するように、TA 波形リストから波形を取得することも出来ます。 

図１１：atTrueArbRider－More メニュー 
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TrueArb 波形リストからの読み込みと保存 
統合モードでは、TA 波形リストから波形を直接取得することが出来ます。Load Waveform ボタンをクリ

ックすると、TA 波形リストが表示された Select Waveform ウィンドウが開きます。Load Waveform ボ

タンを押した時にアナログ波形が選択されていた場合は、リスト波形一覧にはアナログ波形のみが表示さ

れますが、デジタル波形の場合はデジタル波形のみが表示されます。 

定義済みの波形は赤で表示されますが、事前定義されていない波形は白で示されます。 

図１２.Load Waveform ウィンドウ 

以下の画像に示すように、Save Selected Waveform ボタンをクリックすると、アナログ波形やデジタル

波形を TA 波形リストに直接保存することが出来ます。 

次の点に注意してください： 

⚫ Save as predefined waveform チェックボックスをクリックすると、TA 波形リスト内に定義済み

の波形として保存されます。 

⚫ 既存の波形を上書きする場合、“定義済み”フラグを変更することはできません。 

⚫ Save in the waveform list ボタンをクリックして、波形を True Arb 波形リストのディレクトリに

保存します。このボタンは統合モードでのみ表示されるか、または TrueArb がインストールされ、

少なくとも 1 回実行されている場合にのみ表示されます。 
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図１３：Save As ウィンドウ 

デジタル波形編集 
前段落では、アナログ波形の編集方法について簡単に説明しました。このセクションでは、デジタル波形を

編集する方法を簡単に説明します。 

スタンドアローンモードで WE を開くと、8 つのデジタル信号(DO 0-7)で構成されたデジタル波形が表示

されます。次の例では、8 つのデジタル信号で構成されるカウンタを表すデジタル波形の作成方法を説明し

ます。これを行うには、次の手順に従います： 

1. デジタル信号を 1 つのバスにグループ化します。 

2. Waveform Properties メニューの Digitals Group ボタンをクリックします：Digital Logical name 

and Grouping ウィンドウが開いてきます。 
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図 14：デジタル・グルーピング 

3. チェックボックスを使用してすべてのデジタル回線を選択し、Group Selected ボタンを押します。

OK を押してグループ化を確認します。 
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図１５：デジタル・グルーピング 

4. デジタルバスをクリックします。 

図１６.デジタル・グループ選択 

5. Digital Waveform Tools の“C”(C はカウンタの意味)ボタンをクリックします。 
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図１７.デジタルカウンタ編集 

6. 上図のようにカウンタ・パラメータを設定します：“At Absolute Time”パラメータに 40ns を設定し

ます。OK を押します。 

図 18：カウンタとしてのデジタル波形 

7. Save Selected Waveform ボタンを押して、デジタル波形を独自 Zip バイナリ形式で保存します。  
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図 19：デジタル波形の保存 

TrueArb 波形リストで波形を修正する方法 
このセクションでは、TrueArb 波形リストの波形を修正するために必要なステップについて説明します。

次の例では、“SINC”波形のサンプルの数と形状を変更します。 

1. TA の波形リスト・ページで“SINC”と呼ばれる波形を選択、Edit ボタンを押します。 

図 20：TA 波形リスト 

2. WE が開始されたら、長さを 20000 ポイントに変更します。 

3. 読み込まれた波形は 16384 点で構成されているので、残りの点はゼロで埋められます。 

  

1 2 
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注意：読み込まれた波形のポイント数から数を減らすと、波形は切り取られます。 

図２１：length 変更後の SINC 波形 

4. Waveform Standard Editor を開き、Edit Waveform ボタンを押して、下図のように “SINC”波形

パラメータを変更します。 

5. OK を押して変更を確認します。 

図２２：SINC 波形の編集 
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図 23：新たな SINC 波形 

6. Save Selected Waveform ボタンを押して、同じ名前のまま“SINC”波形を保存します。 

7. Save As ウィンドウには、波形リストに同じ名前の波形がすでに存在することが示されます。 

8. Save in the waveform list ボタンをクリックして、波形を保存します。 

図 24：同じ名前で波形を保存 

9. SINC 波形は TA 波形リストで更新されます。 
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図２５：更新された波形リスト 
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atWaveformsEditor 詳細 
波形エディタのメインウィンドウは、次の 3 つの主要部分で構成されています： 

1. コマンドバー 

2. 波形グラフ・エディタ：アナログ波形とデジタル波形を GUI で編集できる領域です。 

3. データ・エディタ：アナログ波形とデジタル波形のサンプルが含まれたテーブルが含まれます。 

図 26：コマンドバー 

図 27：波形グラフ・エディタ 

図 28：データ・エディタ 
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コマンドバー 

図 29：メイン・コマンドバー 

メイン・コマンドバーは次のサブメニューで構成されます。 

1. 波形プロパティ 

a. サンプル数または持続時間 

b. サンプリング速度 

c. デジタル・グループ 

これらのパラメータが変更されるたびに、波形の表示は自動的に更新されます。 

2. アナログ波形ツール：アナログ波形を編集および修正するためのツールが含まれています。 

3. デジタル波形ツール：デジタル波形を編集および修正するためのツールが含まれています。 

4. Import/Export メニュー：これらのボタンを使用して、アナログ波形データとデジタル波形データ

をインポート/エクスポート出来ます。 

5. Save/Load：:独自形式で波形を保存および読み込み出来ます。また、アナログ波形およびデジタル

波形を True Arb アプリケーションに転送することも、True Arb アプリケーションからデジタル波

形を転送することも出来ます。 

波形プロパティ 

図３１：波形プロパティ・メニュー 
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Samples/Time ボタンは、サンプル数から秒に

波形の長さ表現を切り替えます。 

テキストボックスを使用すると、サンプル数や

波形の持続時間を変更することが出来ます。持

続時間は、選択されたサンプルの数と選択した

サンプリング速度に依存します。 

 

 

 

 

波形エディタで作成されるすべての波形に対す

るサンプリング速度を変更出来ます。 

次の点に注意してください： 

⚫ サンプリング速度は、アナログ波形ツールとデ

ジタル波形ツールで定義される波形の周波数に

関連します。 

⚫ WE が True Arb アプリケーションによって

起動されると、サンプリング速度パラメータ

が TA から Waveform Editor に転送されま

す。 

⚫ もし Samples/Time ボタンが Samples に設

定されている場合、サンプリング速度を変更

すると継続時間も変わりますが、サンプル数

は一定に保たれます。 

もし Samples/Time ボタンが Time に設定され

ている場合、サンプリング速度を変更するとサ

ンプル数も変わりますが、持続時間は一定に保

たれます。 

  Digital Group ボタンを使用すると、必要に応じ

てデジタル信号のグループ化と名前変更を行う

ことができ、バスの作成に使用できるフォーム

が開きます。 

デジタル信号をグルーピングすることにより、

デジタル信号の編集が簡単になります。 

表１：波形パラメータ・メニュー  
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デジタル・グルーピング 
デジタル・グルーピング・ウィンドウでは、単一の信号をバスにグループ化し、単一の信号またはバスの名

前を変更し、グループ解除してバスを単一の信号にすることが出来ます。 

デジタル波形エディタで変更が更新されますが、True Arb アプリケーションでは、デジタルラインは常に

元の名前で単一のラインとして表示されることに注意してください。 

⚫ デジタル・グループ ボタンを押します。 

Digital Logical Name and Grouping ウィンドウが表示されます。 

⚫ 最初の列には、デジタルチャネルに割り当てることのできる論理名が表示されます。 

⚫ 2 番目の列には、デジタル論理名に関連付けられているデジタル出力チャネルが表示されます。 

⚫ 3 番目の列には、デジタルチャネルに関連付けられたデバイス名が表示されます。 

⚫ チェックボックスをクリックして複数の DO シングル・デジタル・ラインを選択し、Group Selected

ボタンを押してバスを作成します。 

⚫ 名前を変更するにはマウスの左ボタンを 1 つの信号またはバス名で押したままにします。 

⚫ バスを選択し、Extend Group Name ボタンを押してグループ名をグループの単一ライン名にコピ

ーします。 

⚫ バスを選択し、Ungroup Selected ボタンを押して、バスを単一ラインにグループ解除します。 
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以下の表に、さまざまなグルーピング手順を示します。 

 

 

このビューは、デジタルユニットがグルーピングされ

ていないことを示し、波形グラフエリアでは、単一のデ

ジタル信号が別々に表示されています。 

 

 

. 

 

 

デジタルラインをグループピングする場合は、信号を

選択して Group Selected ボタンを押し OK を押すと

確認出来ます。波形グラフは次のように更新されます。 

 

 

 

バ ス を グ ル ー プ 解 除 す る に は 、 バ ス を 選 択 し て

Ungroup Selected ボタンを押します。OK を押して確認

します。 

表２：デジタル・グルーピング 
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アナログ波形ツール 

図 31：アナログ波形ツール・メニュー 

 

 

 

 

Edit Waveform ボタンを押すと、Waveform 

Standard Editor ウィンドウが開き、DC レベル、

正弦波、増加ランプ波、三角波、鋸状波形、矩

形波などの基本波形が作成されます。波形ごと

に、独自のパラメータを変更出来ます。 

 

 

 

Noise/Filter ボ タ ン を 押 す と 、 Effects 

Settings and Parameter ウィンドウが開きま

す。 

各波形の Setting タブでは、ノイズ効果、フィ

ルタ、ノイズ後にフィルタ、(ノイズおよびフィ

ルタ)、フィルタ後にノイズ(フィルタおよびノ

イズ)を追加することが出来ます。 
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後述するように、各アナログ波形は、複数セグ

メントおよびコンポーネントから構成するこ

とが出来ます。Remove ボタンを使用すると、

波形のセグメントまたはコンポーネントを削

除することが出来ます。 

表３：アナログ波形ツール・メニュー 
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Waveform Standard Editor 

ボタンを押して、Waveform Standard Editor を開きます。 

Type メニューでは、利用可能な信号や関数のリスト内で波形を選択出来ます。 

選択したタイプに応じて、異なるパラメータが編集されることがあります。以下が異なる可能性がありま

す： 

タイプ 使用可能パラメータ 

DC Level Offset[V] 

Sine Frequency[Hz/cycles], Amplitude[V], Phase[°], Offset[V] 

Cosine Frequency[Hz/cycles], Amplitude[V], Phase[°], Offset[V] 

Triangle Frequency[Hz/cycles], Amplitude[V], Phase[°], Offset[V] 

Rectangle 
Frequency[Hz/cycles], Amplitude[V], Phase[°], Offset[V], 

Duty Cycle [%] 

Saw tooth Frequency[Hz/cycles], Amplitude[V], Phase[°], Offset[V] 

Increase Ramp Amplitude[V], Offset[V] 
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Decrease Ramp Amplitude[V], Offset[V] 

Pulse Amplitude[V], Delay[s], Width[s], Offset[V] 

Sinc Amplitude[V], Offset[V], Peak Position[s], Lobe Width[s], 

Exponential Frequency[Hz/cycles], Vo[V], Vinf[V], Time Constant[s] 

Sweep 
Amplitude[V], Offset[V], Start Frequency[Hz], Stop 

Frequency[Hz] 

Formula Calculator Window 

From File Explorer Window 

Custom 

波形サンプルはテーブル内で指定されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRBS(PRBSパターン) Amplitude[V], Offset[V],Equation, Invert 

表４：標準エディタ・パラメータ 

Formula タイプでは、数式を使用して波形を定義出来ます。 

この波形は、Formula Editor ウィンドウを使用して編集出来ます。このウィンドウは、Edit Formula ボタン

をクリックすることによってアクティブにすることが出来ます。数式は、それぞれ t または x を変数とする

時間またはサンプルの関数とすることが出来ます。ソフトウェアは、実行時に式の出力が選択された出力の

制限を超えないこと、および式構文が正しいことを検証します。エラーの場合は、エラーメッセージボック

スが開いてエラーの原因を表示します。 
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フィルタとノイズ 

フィルタ 
このセクションでは、デジタルフィルタを波形全体または一部に適用することが出来ます。 

アナログ波形エディタで名前をクリックして波形全体を選択すると、選択範囲インジケータに波形全体が

制限範囲として表示されます。 

フィルタを限られた部分に適用する必要がある場合は、マウスの左ボタンをクリックし、グラフ領域の中で

カーソルをドラッグして長方形を作成します。これにより、フィルタ処理対象の波形が定義されます。選択

範囲は、Application Zone 欄に表示されます。  
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フィルタ仕様 

このセクションでは、フィルタのプロパティをすべて定義します。 

⚫ Digital Mode IIR(無限インパルスフィルタ)－Bessel, Butterworth、Chebyshev、Inverse 

Chebyshev、Elliptic 

⚫ Digital Mode FIR(有限インパルスフィルタ)－EquiRipple、Kaiser、Windowed 

⚫ Type－Low Pass、High Pass、Band Pass、Band Stop、General。 

⚫ Initial Condition－定常状態応答は、入力がフィルタを完全に係合しているため、出力が定常

状態にあることを意味します。 

Type、Topology、および Filter Order オプションは、特定のフィルタ特性によって異なります。 

OK ボタンをクリックすると、波形に適用されるフィルタ/ノイズ効果のプレビューがグラフ領域に表示さ

れます。 

波形に適用されたフィルタを削除するには、波形を選択して Noise Filter ボタンを押してから Effect Setting 

and Parameter ウィンドウの Setting タブで None オプションを選択します。 

NOISE 
このタブでは、デジタルノイズを波形全体または一部に適用することが出来ます。 

Noise 設定タブは、Application Zone と Noise Specifications セクションの 2 つのセクションに分かれてい

ます。 

NOISE Application Zone 
このセクションでは、デジタルノイズを波形全体または一部に適用することが出来ます。 

アナログ波形エディタで名前をクリックして波形全体を選択すると、選択範囲インジケータに波形全体が

制限範囲として表示されます。 
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デジタルノイズを限られた部分に適用する必要がある場合は、マウスの左ボタンをクリックし、グラフ領域

の中でカーソルをドラッグして長方形を作成します。これにより、フィルタ処理対象の波形が定義されま

す。選択範囲は、Application Zone 欄に表示されます。 

Noise Specifications 
このセクションでは、ノイズのプロパティをすべて定義します。 

Noise Type－ドロップダウン・リストを使用して、ノイズタイプを選択します：Gaussian、Uniform、White.

選択したノイズタイプによって、Scale Factor 欄とともに特定のパラメータ(Standard Deviation または

Amplitude)が使用可能になり、ノイズ強度の増減が可能になります。 

OK ボタンをクリックすると、波形に適用されるフィルタ/ノイズ効果のプレビューがグラフ領域に表示さ

れます。 

波形に適用されたフィルタを削除するには、波形を選択して Noise Filter ボタンを押してから Effect Setting 

and Parameter ウィンドウの Setting タブで None オプションを選択します。 

デジタル波形ツール 
このツールバーには、デジタル波形を編集するコマンドがいくつか含まれます： 

図３２：デジタル波形ツール・メニュー 
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 信号/バスを 0 にします。 

 信号/バスを 1 にします。 

 

 

信号/バスを任意の値にします。任意の値を使用すると、選択した波形全体または波

形間隔または 1 つ以上のデジタル信号またはグループにわたってデジタル値の上書

きが可能になります。 

次の手順を使用して、ノード値を上書きします： 

1. デジタル信号またはバスを選択し、Digital Editor ツールバーの Value ボタン

をクリックします。Arbitrary Value ダイアログボックスが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

2. 基数ボタンで、基数タイプを選択します。 

3. 数値コントロールで上書きする新しい値を指定します。 

4. OK をクリックします。 

 

 

選択した信号のクロックエディタ 

クロック機能はデジタルクロック波形を生成するために使用出来ます。 

クロック信号の開始時間、終了時間、期間、オフセットおよびデューティサイクル

を定義することが出来ます。 

 

 選択したバスのカウンタ・エディタ 

カウンタ・エディタは、デジタルカウント値を単一の信号、または指定された時間

間隔で値を増分するバスに適用します。 

カウンタの開始値と増加の時間間隔を指定することが出来ます。 
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 信号/バス値の反転 

 

 

信号/バスのランダム値 

Random Value は、単一のデジタル信号またはバス波形上でランダムな値を生成し

ます。ランダム値は、波形持続時間全体またはインターバルまたは 1 つまたは複数

の信号またはグループに対して適用されます。 

ランダムノード値は、すべてのサンプルまたはすべての指定された時間間隔で生成

することが出来ます。また、指定したすべてのサンプル数で生成出来ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

波形のコピー 

左列の信号/バス名をクリックして波形全体を選択するか、マウスの選択で一部を

選択します。 

波形をコピーするには、Copy Waveform ボタンを押します。 

 

 

波形のペースト 

コピーした波形をグラフの選択した領域(マウスで選択)または別の波形の始点にペ

ーストします。 

表５：デジタル波形ツール  
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インポートとエクスポート 

アナログ波形の読み込み 
データインポート機能を使用すると、任意の波形発生器の外部に作成された波形データを読み込むことが

出来ます。データをインポートして新しい波形を作成したり、既存の波形データを置き換えたりすることが

出来ます。 

波形エディタでは、次の形式がサポートされています：サポートされているファイル形式： 

⚫ TXT－タブ区切り値ファイル 

⚫ CSV－カンマ区切り値ファイル 

⚫ TRC－Teledyne LeCroy デジタル・オシロスコープ・ファイル形式 

⚫ MAT－Matlab .mat ファイル形式 

⚫ ISF 

⚫ WFM－Tekscope シリーズ波形(スコープモデルによって異なります) 

⚫ PAT－AWG シリーズ・パターンファイル 

⚫ TFW－AFG3000 シリーズの波形ファイル形式 

⚫ RFD－RFXpress ファイル形式 

Matlab ファイル形式は次の書式に従う必要があります。 

NumPoints = 2400; %波形長さ t = (0:1:NumPoints-1)'; %t ベクトル定義 

waveform = single(sin(2*pi*1/NumPoints*t)); %単一正弦波生成 

%%波形保存 

Waveform_Name_1 = 'SINE'; %波形名 

Waveform_Data_1 = waveform; %波形データの割当て 

Waveform_Sampling_Rate_1 = 1.2e9; %サンプリング速度を S/s で指定 

Waveform_Amplitude_1 = 0.300; %および振幅値 V 

save('SingleCycleSine', '*_1', '-v7.3'); %.mat ファイル中の_1 で終わる全ての変数を保存 
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アナログ波形(TXT ファイル)を読み込む方法 

⚫ ターゲットのアナログ波形を選択して、Import ボタンを押します。 

Import Waveform ウィンドウが開きます。 

Import Waveform ウィンドウでは、次のオプションが利用可能です： 

⚫ Sample rate(samples/s)：インポートするサンプルのサンプリング速度です。 

⚫ Header lines to remove：インポートファイルには、インポートする前に削除する必要のあるヘッ

ダ行があることがあります。 

⚫ Decimal separator：「.」 または「,」 

⚫ Interpolation：ファイルのサンプリング速度が機器サンプリング速度と異なる場合に、Linear、

Coerce、Polymorphic のいずれかの補間方法を選択出来ます。 

⚫ Memory Overflow：読み込みファイルが現在の波形よりもポイント数が多い場合は、最後のポイ

ント(「Cut off tail」)または最初のポイント(「Cut off head」)を切り取ることが出来ます。 

⚫ Last Points：Return to Zero は、読み込まれた波形が実際の合計サンプルポイントよりも短い場合

は、波形の最後のポイントが 0 になることを意味します。 

Last value が選択されている場合は、最後の波形サンプルが保持されます。 
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読み込まれた TXT ファイルに列が 1 つしかない場合、このファイルはアナログ波形として解釈され、上記

のオプションが適用されて読み込まれます。 

選択した TXT ファイルに複数の列がある場合、以下の可能性があります： 

1. TXT ヘッダ付きミックスド波形ファイル(#AO1,#0,#1…..,#n)。 

最初の列はアナログデータを含み、他の列はデジタル回線と解釈されます。読み込まれるデジタル

ラインは、現在のプロジェクトで使用できるライン数によって異なります。たとえば、ヘッダが

#AO1、#0、#1….、#15 の場合でも、プロジェクトのデジタルラインが 8 つの場合は、ヘッダに従

って最初の 8 つのデジタルラインのみがインポートされます。 

2. .TXT ファイル：ヘッダがない 2 つの列。 

最初の列はアナログ波形として読み込まれますが、2 番目の列は DO0(Marker1)として読み込まれ

ます。 

3. .TXT ファイル：ヘッダがない 3 つの列。 

最初の列はアナログ波形として読み込まれますが、2 番目の列は DO0(Marker1)として読み込まれ

ます。3 番目の列は無視されます。 

4. .TXT ファイル：ヘッダがない 3 つ以上の列。 

最初の列はアナログデータとして読み込まれ、他の列はデジタルラインとして読み込まれます。 

#Analog,#D0,#D1,#D2,#D3,#D4…………. 

アナログ/デジタル波形のエクスポート 

Export ボタンを押して、波形エクスポート・ウィンドを開きます： 
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アナログ/デジタル波形のエクスポート 

波形エディタでアナログ波形を選択すると、アナログ波形のエクスポートファ

イルフォーマットは、列のカンマ区切りファイルで、列の値が選択されたアナ

ログチャンネルのサンプルを表します。 

エクスポートされたファイルの最初の 2 行は、サンプリング速度とサンプル数

を表すヘッダです(# Sample rate：1200000000 # Samples： 2048)。 

エクスポートされた値の表現は倍精度です。 

波形エディタでデジタル波形を選択すると、デジタル波形のエクスポート・フ

ァイル形式は複数列カンマ区切りファイルで、各列の値が 1 つのデジタルチャ

ネルのサンプルを表します。 

ファイルの最初の行は、論理名に関連付けられた 

デジタルチャネル(#0,#1,#2,...#7)の番号を表すヘッダです。 

例 1(POD A 8 デジタルライン)： 

#0,#1,#2,#3,#4,#5,#6,#7 

0,0,0,0,0,1,0,0 

0,0,0,0,0,1,0,0 

0,0,0,0,0,1,0,0 

0,0,0,0,0,1,0,0 

0,0,0,0,0,1,0,0 

0,0,0,0,0,1,0,0 

0,0,0,0,0,1,0,0 

0,0,0,0,0,1,0,0 

0,0,0,0,0,1,0,0 

0,0,0,0,0,1,0,0 

表６：アナログ/デジタル波形のエクスポート 

インポート/エクスポート操作は、大量のデータをインポートまたはエクスポートするために、非常に時間

がかかることがあります。 
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保存と読み込み 

このツールバーでは、TrueArb アプリケーションで波形を読み込み/保存することが出来ます。 

 

 

波形の読み込み 

“オフラインモード”で使用されている Waveform Editor の場合、Load 

Waveform ボタンを使用すると、TrueArb アプリケーションで以前に保存さ

れた.zip ファイルがロードされます。Zip ファイルは、アナログ波形データま

たはデジタル波形データの両方を含むことができる独自のバイナリ形式です。 

“統合モード”で Waveform Editor が動作する場合、Load Waveform ボタンを

押すと Select Waveform フォームが開きます。 

このウィンドウには、TrueArb アプリケーションで使用可能なアナログ波形と

デジタル波形の一覧が表示されます。 
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選択波形の保存 

このボタンを押すと、Save As フォームが開きます。このウィンドウでは、選

択したアナログ波形またはデジタル波形を独自 Zip バイナリ形式または

TrueArb 波形リストに保存出来ます。 

 

 

表７：保存と読み込み  
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読み込み 

注意： 

TrueArb 波形リストまたはファイルからロードする波形の長さは、現在の波形よりも長くまたは短くする

ことが出来ます。また、読み込まれる波形は波形エディタに挿入するように調整される必要があります。 

読み込まれた波形が現在の波形よりも長い場合は、次の 3 つのオプションが適用されます： 

⚫ 現在の波形長を、読み込まれた波形長にあわせて短縮します。 

⚫ 読み込まれた波形の末尾をカットする 

⚫ 読み込まれた波形の冒頭をカットする 

読み込まれた波形が現在の波形よりも短い場合は、次の４つのオプションが適用されます： 

⚫ 現在の波形長を、読み込まれた波形長にあわせて延長します。 

⚫ 波形の冒頭を、読み込み波形の最初のサンプルで埋めます。 

⚫ 波形の末尾を、読み込み波形の最後のサンプルで埋めます。 

⚫ 波形の末尾をゼロで埋めます。 

波形の構造（セグメントとコンポーネント）は、”Adapt the current length”オプションが選択されている場

合にのみ維持されます。 
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Save As... 
 

ボタンを押すと、Save As ウィンドウが開きます。 

このウィンドウでは、選択したアナログ波形またはデジタル波形を独自 Zip バイナリ形式または TrueArb

波形リストのディレクトリに保存出来ます。 

次の点に注意してください： 

⚫ Waveform Name：デフォルトでは、このテキストボックスには選択されたアナログ波形またはデ

ジタル波形の名前が含まれますが、必要に応じ変更することも出来ます。 

波形リストにすでに波形名が存在する場合は、事前定義として保存することはできません。また、”

Save as predefined”チェックボックスは表示されません。 

⚫ Description：TrueArb 波形リストの Description 欄に表示される波形の説明 

⚫ Save as Zip：このボタンを押すとアナログ/デジタル波形が独自バイナリ Zip 形式で保存されます。

波形リスト・ページの Import ボタンを押し Zip ファイルを選択することで、Zip 波形ファイルを

True Arb アプリケーションに読み込めます。 

⚫ Save in Waveform List：このボタンを押すとアナログ/デジタル波形を TrueArb 波形リストに直

接保存出来ます。波形がリストに保存されるとすぐに、波形は TrueArb アプリケーションに自動的

にアップデートされます。このボタンは、統合モードでのみ使用出来ます。 

⚫ Save as predefined waveform：このチェックボックスをクリックすると、TrueArb 波形リスト内

に定義済みの波形として保存されます。波形が既に TrueArb 波形リストに存在する場合は、このチ

ェックボックスは表示されません。  



T3AWG3K シリーズ任意波形発生器用波形エディタ 

オペレーターズ・マニュアル 

39                    波形エディタ・ソフトウェア オペレーターズ・マニュアル 

波形グラフ・エディタ 

波形グラフ・エディタ画面は、グラフィック形式でアナログ波形とデジタル波形を作成または編集するため

に使用します。 

単一信号はアナログ信号またはデジタル信号として表示され、グループ化された信号はバスとして表され

ます。2 つのアナログ波形と 8 つのデジタルチャネルを同時に編集することが出来ます。 

一度に 1 つのアナログ波形を保存することが出来ます。 
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アナログ波形エディタ 

アナログ波形 
アナログ波形は、時間的に連続する基本セグメントの順列です。セグメントは時間的に連続して結合され、

最終的な波形が作成されます。 

各セグメントは、1 つまたは複数のコンポーネントで構成されます。1 つのセグメントの構成要素はすべて

同じ長さで、同じ時間枠を共有します。1 つのセグメントのコンポーネントは、基本操作(追加/差分/乗算)

によって結合され、最終的なセグメントが作成されます。 

波形または 1 つのセグメントまたは 1 つのコンポーネント、またはそれらの一部分のみを選択して(選択操

作については後述)、Edit Waveform ボタンを押すと、DC Level、Sine、Increase Ramp、Triangle、Sawtooth、

Rectangle などの基本波形を定義することが出来ます。 

基本波形の定義は、選択された要素から始まる波形サブ構造内で引き継がれ、サブ構造の下部に含まれるす

べてのコンポーネントに割り当てられます。 

デフォルトでは、波形は 1 つのセグメントとコンポーネントだけで構成されます。より高度な波形を生成

するために、追加のセグメントを波形に追加することができ、またモードコンポーネントにセグメントを追

加することが出来ます。 

セグメント 

セグメントには全て同一の長さの 1 つ以上のコンポーネントが含まれます。これは、基本的な

Add/Subtract/Multiply 演算(OP)によって結合されます。 

1 つのセグメントに複数のコンポーネントが含まれている場合は、次の式が適用されます： 

Segment = Component1 OP Component2 OP Component 3 … OP Component N  

ここで OP = Add/Subtract/Multiply  



T3AWG3K シリーズ任意波形発生器用波形エディタ 

オペレーターズ・マニュアル 

41                    波形エディタ・ソフトウェア オペレーターズ・マニュアル 

コンポーネント 

コンポーネントは、セグメント定義の基本要素です。各コンポーネントは標準波形(DC レベル、サイン、

コサイン、指数、三角形、長方形、ランプ、パルス、シンク、鋸歯状、スウィープ、パルス、シンク、鋸歯

状、スイープ、数式)で表現出来ます。また、テキストファイルから読み込まれたサンプルのリストが表示

されます。 

標準波形によって生成されたコンポーネントのサンプルは、現在のサンプリング速度とコンポーネントの

長さ(ポイント数)に依存します。 

したがって合成では、波形はセグメントのリストであり、各セグメントには、基本的な加算、減算、乗算演

算によって結合された、すべて同じ長さの 1 つ以上のコンポーネントを含めることが出来ます。 

各波形は任意の数のセグメントで構成することができ、各セグメントは独自の長さを有することが出来ま

す。 

 

上図の波形は 2 つのセグメントの組み合わせです。各セグメントは、1 つのコンポーネントで構成されま

す。 

  

セグメント 1 
セグメント 2 
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上図の波形は１つのセグメントの組み合わせです。セグメントは、次の 2 つのコンポーネントの乗算で構

成されます：Segment1=Component1*Component2 

この方法を使用して、例えば IQ 変調信号を生成することが出来ます。 

波形、セグメント、コンポーネントについて、選択、右クリック、左クリック（詳細は後述）操作をするこ

とが出来ます。アナログ波形間でドラッグアンドドロップ操作を行うことはできません。 

左クリックと選択 

⚫ アナログ信号セル上で左マウスボタンをクリックすると、青でハイライト表示される波形全体が選

択されます。 

⚫ マウスの左ボタンをクリックし、グラフ領域内でマウスをドラッグして、波形セクションを区切る

長方形を作成します。波形編集とノイズ/フィルタは、選択した長方形内でのみ適用出来ます。 

⚫ アナログ信号セル・ツリー項目 で左マウスボタンをクリックすると、波形のセグ

メント構造が展開/縮小されます。 

⚫ セグメント・ツリー項目 で左マウスボタンをクリックすると、単一セグメントの

コンポーネント構造が展開/縮小されます。 

⚫ 信号の 2 つの名前セル間の線をドラッグして、信号振幅を変更します。 

⚫ 各アナログ信号の右側にある列は、マスターカーソルの時間位置における信号の値を示します。 

  

コンポーネント２

=Cosine 
コンポーネント１ 

=Sine 
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右クリック 

波形ツリー項目上でマウスの右ボタンをクリックすると、選択した項目、波形またはセグメントに応じて使

用可能なさまざまなオプションを含むポップアップメニューが有効になります。 

項目がアナログ波形の場合、ポップアップは次のように表示されます： 

⚫ Zoom Fit－垂直ズームをリセット 

⚫ Vertical Zoom Out－ズームアウト機能 

⚫ Vertical Zoom In－ズームイン機能 

⚫ Add Segment－セグメントを追加するには、既存のセグメントをサイズ変更または削除して、新し

いセグメントの空き領域を解放します。 

たとえば、10k のサンプル波形を単一セグメントで作成して、2 番目のセグメントを追加すると、

次の操作が実行されます： 

➢ 既存のセグメントを右クリックしてポップアップメニューを有効にし、Property を選択しま

す。Segment1 Property ウィンドウが表示されます。Segment1 length の値を 10K から 5K に

変更します。OK ボタンを押します。 

➢ 波形もしくは既存のセグメント上で右クリックしてポップアップメニューを有効化して、

Add Segment を選択します。 

Segment2 Property ウィンドウが表示されます。新しいセグメントの長さを挿入し、OK を

押します。新しいセグメントが波形に追加されます。 

メモ： 

セグメントポップアップメニューから Add Segment オプションを選択すると、波形の最後に
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新しいセグメントが追加されます。Waveform ポップアップメニューから Add Segment オプ

ションを選択すると、波形の先頭に新しいセグメントが追加されます。 

⚫ Add Component－選択したセグメントにコンポーネントを追加します。 

⚫ Remove－選択したセグメントまたはコンポーネントを削除します。 

⚫ Rename－選択したセグメントまたはコンポーネントの名前を変更します。 

⚫ Resize－選択したコンポーネントのサイズを変更します。 

標準アナログ波形の作成方法 
⚫ アナログ波形エディタでアナログ波形を選択します。 

⚫ Edit ボタンを押すと、Waveform Standard Editor ウィンドウが表示されます。 

このウィンドウでは、標準波形/セグメント/コンポーネントのパラメータを編集することが出来ます。 

⚫ 4 サイクルで Triangle を選択します。 

⚫ 確認のため OK ボタンを押します。  
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⚫ これで、標準波形が任意波形発生器で使用できるようになりました。 

⚫ Save Selected Waveform ボタンを押します。Save As ウィンドウが開きます。統合モード

で作業している場合は、波形リストで Save を選択します。 

⚫ 波形“AnalogWaveform_1On”は、TrueArb アプリケーションの波形リストに自動的に表示されます。 

⚫ これで、”AnalogWaveform_1”がシーケンサに挿入出来るようになりました。 

複雑なアナログ波形の作成方法 

⚫ 波形エディタを開き、波形の長さを 10k に変更します。 

⚫ 波形エディタが開きます。AnalogWaveform_1 の Segment1 を右クリックして、ポップアップメニ

ューを開きます。 
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⚫ ポップアップメニューの Properties を選択します。 

⚫ セグメントの長さを変更します：New Length 欄に 2.5k を挿入します。 

⚫ AnalogWaveform_1 と Segment1 は、新しい長さに一致するようにリサンプルされます。 
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⚫ Segment1 を選択してツールバーの Edit Waveform ボタンをクリックします。 

⚫ 標準波形エディタ・ウィンドウが開きます。 

⚫ 波形タイプとして Triangle を選択し、サイクル数に 4 を選択します。OK をクリックします。 

⚫ AnalogWaveform_1 の Segment1 を右クリックして、ポップアップメニューを開き、Add Segment

を選択します。Property ウィンドウが開きます。Segment2 length として 2.5k を選択し、波形タイ

プとして Sine Wave を選択して色を変更します。OK をクリックします。 

⚫ AnalogWaveform_1 の Segment2 を右クリックして、ポップアップメニューを開き、Add Segment

を選択します。 
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⚫ Property ウィンドウが開きます。5k を Segment3 Length として選択し、色を変更します。OK をク

リックします。 

⚫ Segment3 を選択し、ツールバーの Edit ボタンをクリックします。 

⚫ Waveform Standard Editor が開きます。波形タイプとして“Sinc”を選択します。OK をクリックしま

す。 

⚫ AnalogWaveform_1 の Segment3 を右クリックして、ポップアップメニューを開き、Add Segment

を選択します。 

⚫ AnalogWaveform_1 の Component1/Segment2 を右クリックして、ポップアップメニューを開き、

Add Component を選択します。 

⚫ Component1 を選択して、Edit Waveform ボタンを押します。標準波形エディタ・ウィンドウが開

きます。波形タイプとして Cosine を選択し、演算として Multiply 選択します。OK を押します。 
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⚫ これで、Advanced Waveform が TrueArb アプリケーションに転送されるようになりました。 
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デジタル波形エディタ 
この機器は、強力なデジタルパターンジェネレータとして機能するように設定出来ます。 

これは、標準シリアルバスまたはパラレルバス遷移をエミュレートする機能と、システムデバッグと特性解

析のためのカスタム・デジタル・インタフェースを提供します。 

単一信号はデジタル信号として表示され、グループ化された信号はバスとして表されます。 

atWaveformEditor コマンドバーの Digitals Group ボタンを押すと、信号の名前を変更したり、バスの

/名前を変更したりすることが出来ます。 

デジタル単一信号またはバスについて、選択、右クリック、左クリック操作をすることが出来ます。デジタ

ル波形間でドラッグアンドドロップ操作を行うことはできません。 

左クリックと選択 

⚫ デジタル信号セル上で左マウスボタンをクリックすると、青でハイライト表示されるデジタル単一

信号またはバス全体が選択されます。 

⚫ マウスの左ボタンをクリックし、グラフ領域内でマウスをドラッグして、デジタル波形セクション

を区切る長方形を作成します。デジタル波形編集ツールは、選択した長方形内または波形全体に適

用することが出来ます。 

⚫ デジタル信号セル・ツリー項目上 で左マウスボタンをクリックして、バスを開閉します。 

⚫ デジタル信号の信号名セル間の線をドラッグして、信号振幅を変更します。 

⚫ 各デジタル信号またはバスの右側にある列は、マスターカーソルの時間位置における信号またはバ

スの値を示します。 
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右クリック 

デジタル波形ツリー項目でマウスの右ボタンをクリックすると、ポップアップメニューが開きます： 

⚫ Analog mode display－このオプション（バスに対してのみ有効）は、アナログ波形としてバスを

表します。これは ADC または DAC をテストする必要がある場合に便利です。 

⚫ Properties－デジタル波形 Property ウィンドウを開き、信号/バスの色、プロット高さ、バス値の

表示形式を変更します。 

⚫ LSB on Top－バスの値は、バスの最上位ビットを MSB と考えて計算されます。LSB を選択して、

バスの最上位にあるビットを LSB にします。 

⚫ Copy－波形のコピー。左列の信号/バス名をクリックして波形全体を選択するか、マウスの選択で

一部を選択します。 

⚫ Paste－波形のペースト。コピーした波形をグラフの選択した領域(マウスで選択)または別の波形

の先頭にペーストします。 

データ・エディタ 

データ・エディタを使用すると、アナログ/デジタル信号およびバス値を表形式で編集出来ます。データは

列に数字で表示されます。値は、スプレッドシートエディタのようにポイントごとに編集することが出来ま

す。 

  



T3AWG3K シリーズ任意波形発生器用波形エディタ 

オペレーターズ・マニュアル 

52                    波形エディタ・ソフトウェア オペレーターズ・マニュアル 

データ・エディタには、次の 2 つの追加列が含まれます： 

⚫ Samples－波形サンプルのインデックス番号を表示します。 

⚫ Time－各サンプルの絶対時間を表示します。 

バス 

バスノードは、バス名の左側にある展開可能なバス・アイコンで示されます。 

アナログ波形を拡張すると、セグメント化された構造が示されます。セグメントを展開するとき、コンポー

ネント構造が表示されます。デジタルバスを拡張すると、バスのすべてのデジタルラインが表示されます。 

バスを展開するには、 アイコンをダブルクリックします。バスを縮小するには、 アイコンをダブルク

リックします。 

テーブルで、選択、右クリック、左クリック操作をすることが出来ます。テーブル列間でドラッグアンドド

ロップ操作を行うことはできません。 

左クリックと選択 

⚫ 信号名の上で左マウスボタンをクリックして、アナログ/デジタルシングル信号またはバスを選択

すると、青色で強調表示されます。 

⚫ マウスの左ボタンをクリックして表のセル内をドラッグし、アナログ/デジタル波形セクションを

制限する長方形を作成します。アナログまたはデジタル波形編集は、選択された部分に対して、ま

たは波形全体に適用出来ます。 

⚫ 値を編集するには、単一のセルでマウスの左ボタンを押し続けます。 

⚫ 列の振幅を変更するには、2 つのシグナル名間の線をドラッグします。 
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テーブル内のデジタル値は、デジタルエディタの波形ツールバーボタンを押すか、データグリッドで値を直

接書き込むことによって変更出来ます。ツールバーのデジタル波形編集ツールを使用すると、複数の値を同

時に選択して編集することが出来ます。 

デジタルデータをエクスポートするには、エクスポート・メニュー アイコンをクリックします。デジタ

ルデータは.txt ファイルにエクスポートされます；ファイルはカンマで区切られ、最初の行にヘッダが表示

されます。 

デジタルデータをインポートするには、インポート・メニュー アイコンをクリックします。デジタルデ

ータのインポート形式は最初の行にヘッダがついたコンマ区切りの.csv または.txt ファイルです。 

メモ： 

⚫ デジタルシングル信号/バス内の無効化されたセルは編集できません。 

⚫ テーブルセル上で行われた変更は、自動的にミックスド波形にも反映されます。 

アナログエディタの波形ツールバーボタンを押すか、データグリッドの値を直接書き込むことによって、テ

ーブル内のアナログ値を変更することができます。ツールバーの Edit Waveform ボタンまたは Nose Filter

ボタンを使用すると、複数の値を同時に選択および編集することができます。 

Effects...メニュー項目は Filter & Noise ウィンドウを開き、Search...項目は Search Settings ウィンドウを開

きます。 

アナログデータをエクスポートするには、エクスポート・メニュー アイコンをクリックします。アナロ

グデータは.csv ファイルにエクスポートされます。このファイルは、サンプリング速度とサンプル数を表す

行がヘッダとして付いており、カンマ区切りになります。 

# Sample rate:1.2E+09 

# Samples:16000000 

アナログデータをインポートするには、インポート・メニュー アイコンをクリックします。アナログデ

ータ・インポート形式は.csv または.txt です。ファイルはカンマ区切りで、最初の行にヘッダを持つことが

できます。 

Import Waveform ウィンドウが開きます。インポートオプションの詳細については、ファイルのインポー

トのセクションを参照してください。 
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カーソル・メニュー 

カーソル/ツール・タブは、次のサブアイテムで構成されています： 

1. カーソル 

2. サーチ 

3. Go To... 

4. グラフ・ツール 
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カーソル 
カーソルは、編成と表示を改善するために、波形データを識別して強調表示するのに役立ちます。 

カーソル・ツールバーにある Show Table ボタンをクリックすると、波形編集ウィンドウが表示または非

表示になり、波形エディタ・ウィンドウに表示されるすべてのカーソルが表示され、その絶対位置または相

対位置がマスターカーソル位置に表示されます。カーソルのいずれかが移動すると、すべての値が自動的に

更新されます。 

カーソル・ツールバーには、アクティブ・カーソル(現在選択されているカーソル)の ID、およびその絶対

位置と相対位置が表示される欄もあります。 

マスターカーソルは、カーソル・リスト・ウィンドウの最初の列にある アイコンによって識別されます。

相対カーソル位置は、マスターカーソル位置を基準にします。 

マスターカーソルは、データ検索操作時、ターゲット位置に自動的に移動して、検索結果を表示します。 

目的のカーソルを選択し、カーソル・ツールバーにある アイコンを押すと、カーソルをマスターカーソ

ルにすることが出来ます。 

カーソル・ツールバーにある アイコンを押して新しいカーソルを追加したり、 アイコンまたは

アイコンをそれぞれ押して 1 つのカーソルまたはすべてのカーソルを削除したりすることが出来ま

す。  

  

アクティブなカーソル ID、絶対および相対位置 

表示/非表示 

カーソル 

カーソル・ツールバー 

カーソル・リスト・ウィンドウ 
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以下の表にカーソル・ツールバーで利用可能な操作をまとめます。 

 選択したカーソルをマスターに設定します。 

 Add ボタンをクリックすると、波形グラフ領域

および Cursor List ウィンドウに新しいカーソル

が追加されます。 

 Remove ボタンをクリックすると、Cursor List

ウィンドウで選択したカーソルが削除されます。 

 マーカーを移動するには、選択したカーソルをク

リックしてドラッグします。 

 

 Remove All ボタンは、すべてのカーソルを削除

します。 

 

 Sample Time ボタンを使用すると、選択したカ

ーソルの絶対位置と相対位置が時間からサンプ

ルに切り変わります。あるいはその逆に変わりま

す。 

表８：カーソル・ツール 

メモ： 

⚫ Cursor List ウィンドウ内で右クリックし、表示されるドロップダウン・リストから目的の操作を選

択することにより、ほとんどのカーソル操作を実行できます。 

⚫ マスターカーソルを除くすべてのカーソルを削除できます。 

⚫ 必要に応じて複数のカーソルを作成することができます。 

選択したターゲットに移動 

Cursor/Tools タブにある Go to...ツールバーには、特定のタイムイベントにマスターカーソルを配置する機

能が含まれています。可能なすべての Go to オプションは、Go to Start アイコンの下側をクリック

して開くドロップダウン・リストから使用できます。Go to オプションは、次の表にまとめられています： 

 Go to time－マスターカーソルをボタンの横に配置されたコ

ントロールのテキスト欄で指定した位置の時間に移動しま

す。 

 
Go to start samples－マスターカーソルと表示エリアを捕

捉の先頭に移動します。 
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 Go to end samples－マスターカーソルと表示エリアを捕捉

の最後に移動します。 

 Cursor n－カーソル n の位置を表示領域の中心にします。 

 ボタンの横にあるコントロールのテキスト欄で指定された

サンプル番号で、マスターカーソルと表示領域を移動しま

す。 

 アクティブなカーソルを現在の表示領域の中央に移動しま

す。 

表９：Go To ツール 

検索 
Cursor/Tools タブの Search ツールバーには、特定のタイムイベントを識別する機能が含まれています。特

定のバス値、信号値、立上り、または立ち下がりエッジのイベントを検索することができます。 

検索操作を定義するには、Search Settings ボタンをクリックして開き、検索条件を定義します。 

ウィンドウの左側には、定義済みのアナログ/デジタル信号およびバスがすべて一覧表示されます。ここで

検索操作が行われる信号やバスを選択できます。 

リスト内の選択したアイテムに応じて、Compare および Value 欄にはさまざまなオプションが表示されま

す。 

Compare 欄には、次の検索論理演算子が表示されます： 

⚫ =または Is－同じ値を検索します。 

⚫ !=または Is not－異なる値を検索します。 

⚫ >－指定された値より大きい値を見つけます（アナログ波形またはデジタルバスでのみ使用可能）。 

⚫ <－指定された値より小さい値を見つけます（アナログ波形またはデジタルバスでのみ使用可能）。 

  



T3AWG3K シリーズ任意波形発生器用波形エディタ 

オペレーターズ・マニュアル 

58                    波形エディタ・ソフトウェア オペレーターズ・マニュアル 

デジタル信号では、Value 欄には次のオプションが表示されます。 

⚫ 0－論理値０を検索します。 

⚫ 1－論理値１を検索します。 

⚫ Rise－立ち上がりエッジ条件で検索します。  

⚫ Fall－立ち下がりエッジ条件で検索します。  

⚫ Change－任意の変化を検索します。  

グラフ・ツール 

グラフ・ツールバーには、波形グラフ領域を管理するための一連の機能があります。以下の機能が用意され

ています： 

 Cursor:このボタンは、マウスの機能をハンドツールからポ

インタに変更します。ポインタを使用すると、波形グラフ内

の領域選択を行い、グラフカーソルを移動してテーブル内の

データを選択できます。 

 Pan Graph:手動ツールを使用すると、グラフの表示領域を手

動でドラッグすることができます。 

 Graph Property: グラフ 

表示領域のプロパティを変更することができます。 

以下のオプションが使用できます： 

⚫ 背景色の定義 

⚫ 主および補助グリッド線をオン/オフ、およびそれらの

色を定義 

⚫ カーソル位置インジケータをオン/オフ 

⚫ 信号間の間隔を定義する 
表 10：グラフ・ツール 
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ズーム・メニュー 

Zoom タブメニューには、アナログ波形またはデジタル波形の垂直方向と水平方向のズームを実行するツー

ルがあります。 

 

 

 

以下のツールが使用できます： 

水平ズーム 
 Cursor: 

このボタンをクリックするとズーム操作が無効化され、カーソ

ル機能がズームからカーソルに変わります。 

 Zoom IN： 

水平ズームイン操作を実行します。 

 Zoom Out： 

水平ズームアウト操作を実行します。 

 Zoom Manual：グラフの選択した領域にズームを実行します。

グラフエリア内をクリックしてドラッグし、ズーム領域とする

長方形を定義します。 

 Zoom All： 

水平ズーム操作をリセットします。 
表 11：水平ズーム 

垂直ズーム 

垂直ズームはアナログ波形でのみ動作します。 

 Zoom Fit：波形をグラフトレースの高さに合わせて垂直方向に

フィットさせます。 

 Zoom IN：垂直ズームイン操作を実行します。 

 Zoom Out：垂直ズームアウト操作を実行します。 

表 12：垂直ズーム  
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式を使った波形の生成 
概要 
標準波形(正弦波、三角形、正方形、…)のセグメントまたはコンポーネントの組み合わせを使用することで

波形の作成ができない場合は、式を使用して解析的に作成できます。マニュアルのこのセクションでは式を

使用した様々な波形の生成方法を示します。 

このセクションの次の段落では、数式を使用して高度な波形コンポーネントを作成するために必要な標準

手順について説明します。残りのトピックには、さまざまな波形タイプが作成される数式の例が表示されま

す。 

数式を使用して高度な波形コンポーネントを作成する手順 

アナログ波形を選択してから、コマンドバーの ボタンを押します。Waveform Standard Editor が開き

ます。 

Type ドロップダウン・リストで Formula を選択します。次に、Formula Editor が右側に表示されます。 

エディタは、数式を使用して波形を解析的に作成するのに役立ちます。数式は時間(t)またはサンプル(x)を

変数にすることが出来ます。 

ソフトウェアは、実行時に式の出力が選択された出力の制限を超えないこと、および式構文が正しいことを

検証します。エラーの場合、メッセージボックスが開き、エラー原因の説明が表示されます。 
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メモ： 

⚫ 数式電卓の上部にあるテキストボックスに、完全な数式が表示されます。 

⚫ 数字はキーパッドを使用して入力出来ます。n(nano)、μ(micro)、m(ミリ)、K(キロ)、M(メガ)、

G(ギガ)乗数を使用すると編集が簡単になります。 

⚫ 使用可能な数学関数は次のとおりです：Sin, Cosine, Log base 2, Log Base 10, Pow (rise to a power), 

Square Root, Sign, Tan, Ln (Natural Log), Abs, Exp, Integer, ArcSine, Arc Cosine, Arc Tan, Ceiling, 

and Floor along with the basic arithmetic operators + (addition), - (subtraction), * (multiplication), 

and / (division). 

⚫ プレビューボタンをクリックすると数式がコンパイルされ、Waveform Standard Editor ウィンドウ

の下部にあるグラフに結果が表示されます。 

⚫ OK ボタンをクリックすると、数式が保存され、Waveform Standard Editor ウィンドウが終了しま

す。 

OK ボタンを押すと、Waveform Standard Editor ウィンドウが閉じ、数式を使用して作成された新しい波形

が波形グラフで選択された波形/セグメント/コンポーネントに保存されます。 

次のトピックでは、さまざまな波形タイプを作成するための数式例をいくつか示します。 
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指数関数的減衰正弦波波形 
指数関数的に減衰した 2MHz 正弦波。この例で使用する式は次のとおりです： 

Exp(-t/E-6)*Sin(2*3.14592*2*E6*t). 

指数関数的減衰波形の一般的書式 

V*Exp(-t/Tc)*Sin(2*pi*t*Fs) 

ここで 

⚫ Tc－時定数[s] 

⚫ Fs－正弦波周波数[Hz] 

⚫ V－信号振幅[Vpk] 

指数関数的増加波形 

指数関数的増加波形。この例で使用する式は次のとおりです： 

1-Exp(-t/(1*E-6)). 

指数関数的増加波形の一般的書式 

1-Exp(-t/Tc) 

ここで 

⚫ Tc－時定数[s]  
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指数関数的減衰波形 

指数関数的減衰波形。この例で使用する式は次のとおりです： 

Exp(-t/(1*E-6)) 

指数関数的減衰波形の一般的書式 

Exp(-t/Tc) 

ここで 

⚫ Tc－時定数[s] 
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正弦波形 

固定振幅 1MHz 正弦波波形。この例で使用する式は次のとおりです： 

Sin(2*3.141592*2E6*t) 

固定周波数正弦波波形の一般的書式 

V*Sin(2*pi*t*Fs) 

ここで 

⚫ Fs－正弦波周波数[Hz] 

⚫ V－信号振幅[Vpk] 
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リニア振幅スイープ正弦波波形 

A Sine 波形。この例で使用する式は次のとおりです： 

0.2*E6*t*Sin(4*3.141592*E6*t). 

リニア振幅スイープ正弦波波形の一般的書式 

(A*t) *Sin(2*pi*t* Fs) 

ここで 

⚫ Fs－正弦波周波数[Hz] 

⚫ A－傾斜勾配[V/s] 
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周波数変調正弦波波形 

周波数変調波形。この例で使用する式は次のとおりです： 

Sin(2*3.141592*2*E6*t+2*Cos(2*3.141592*0.4*E6*t)) 

周波数変調正弦波波形の一般的書式 

Sin (2*pi*t*Fc+(FD/FM)*Cos(2*pi*t*FM)) 

ここで 

⚫ FC－キャリア周波数[Hz] 

⚫ FD－ヘルツでの周波数偏差。 

⚫ FM－変調周波数[Hz] 
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位相変調正弦波波形 

位相変調正弦波波形。この例で使用する式は次のとおりです： 

Sin(2*3.141592*2*2*E6*t+(3.141592*Sin(2*3.141592*0.4*E6*t))) 

位相変調正弦波波形の一般的書式 

Sin((2*pi*t*Fc+ K*Sin(2*pi*t*FM)) 

ここで 

⚫ FC－キャリア周波数[Hz] 

⚫ K－位相偏位[rad] 

⚫ FM－変調周波数[Hz] 

  



T3AWG3K シリーズ任意波形発生器用波形エディタ 

オペレーターズ・マニュアル 

68                    波形エディタ・ソフトウェア オペレーターズ・マニュアル 

リニア周波数スイープ正弦波波形 

リニア周波数スイープ正弦波波形。この例で使用する式は次のとおりです： 

Sin(3.141592*(2*t*E6+((8*E6 -1*E6)/(10*E-6))*Pow(t,2))) 

リニア周波数スイープ正弦波波形の一般的書式 

Sin(pi*(2*t*Fs+((FE-Fs)/Ts)*T^2)) 

ここで 

⚫ FS－スタート周波数[Hz] 

⚫ FE－エンド周波数[Hz] 

⚫ Ts－スイープ期間[s] 
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ガウシャン・パルス波形 

ガウシャン・パルス波形。この例で使用する式は次のとおりです： 

Exp(-(8)*Pow(((t-2*E-6)/(E-6)),2) 

ガウシャン・パルス波形の一般的書式 

Exp(-(1/2)*((T-TM)/Tσ)^2 

ここで 

⚫ TM－ガウシャン・パルスの平均時間位置 

⚫ Tσ－ガウシャン・パルスの半値幅は標準偏差 σ に相当します。 

  



T3AWG3K シリーズ任意波形発生器用波形エディタ 

オペレーターズ・マニュアル 

70                    波形エディタ・ソフトウェア オペレーターズ・マニュアル 

振幅変調正弦波波形 

振幅変調正弦波波形。この例で使用する式は次のとおりです： 

0.5*Sin(2*3.141592*2*E6*t)*(1+0.75*Cos(2*3.141592*0.2*E6*t)). 

振幅変調正弦波波形の一般的書式 

Sin(2*pi*t* Fs) *(1+K*Cos(2*pi*t*FM)) 

ここで 

⚫ FS－正弦波周波数[Hz] 

⚫ FM－変調周波数[Hz] 

⚫ K－変調度、0<k<1 
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全波整流正弦波波形 

全波整流正弦波波形。この例で使用する式は次のとおりです： 

Abs(Sin(2*3.141592*5E6*t)) 

全波整流正弦波波形の一般的書式 

Abs(Sin(2*pi*Fs*t)) 

ここで 

⚫ FS－正弦波周波数[Hz] 
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