
■■━━物性評価ソリューションマガジン vol.14━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■ 
 
    弊社取扱い任意波形発生器のご紹介と 
        「GHz帯任意波形発生器の量子コンピュータへの適用」オンラインセミナー先行案内 
 
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【株式会社東陽テクニカ 理化学計測部】━■■ 
平素は弊社製品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。 
理化学計測部 物性チーム メールマガジン担当です。 
 
10 月になり東京では大分涼しくなり秋を感じる日々ですが、みなさまの地域ではいかがでしょうか？ 
カレンダーを見ていて、「あれ、体育の日がない！？」と探してしまいましたが、 
今年は開催される予定だった東京オリンピック・パラリンピックに合わせ 7 月 24日に移動されていたこと、 
また名称が「体育の日」から「スポーツの日」に変更となったことを思い出しました。。 
東京オリンピック・パラリンピックの開催が来年に延期されたことに伴い、 
本来 10月第 2 月曜日にあるはずのスポーツの日は、来年も特例で 7月 23 日に移動されるとのことです。 
祝日はないものの、過ごしやすくなってきたこの時期、感染対策をした上で、スポーツを楽しみたいものですね！ 
 
さて、今月号は弊社取扱い任意波形発生器の新製品のご紹介と、 
10月 27 日に開催する「GHz帯任意波形発生器の量子コンピュータ（Qubit）への適用」 
オンラインセミナーの先行案内させていただきます。 
 
ぜひ、今月号も最後までお付き合いください♪ 
 
▼ 物性評価ソリューションマガジンバックナンバーはこちらから 
  https://www.toyo.co.jp/material/contents/detail/backnumber.html  
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┌─┐ 
│１│ 任意波形発生器とは？ 
└─┼────────────────────────────────────────────── 
▼ 弊社取り扱い任意波形発生器一覧はこちらから 

https://www.toyo.co.jp/material/products/list/contents_type=808  
 
任意波形発生器は、オペレーターが定義した任意の電圧波形を出力することができるため、 
実際の条件と同等の電圧波形による計測実験やデバイスのドライブが可能となり、 
従来、エレクトロニクスをはじめ多くの分野の発展に寄与してきました。 
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■ 黎明期の任意波形発生器 
任意波形発生器の黎明期（1989年頃）に発売されたWavetek75 型は、 
サンプルレート：2MS/s、メモリ長：8kSという性能でした。 
このモデルでは、任意波形の編集は Rubber Band Editingという機能を使用しており、 
出力波形をアナログオシロスコープ（アナログオシロであることがミソ）で表示させ、 
同時に同期信号と輝度変調出力信号をオシロスコープに接続します。 
輝度変調信号によってオシロスコープの CRT画面上に波形ラインよりも 
ひときわ明るいポイントがカーソルとして映し出されました。 
Wavetek75型はマウスとの接続が可能で、マウスを動かすとそのカーソルが連動して動きます。 
オペレーターはオシロスコープの画面を見ながら、 
実際の出力信号を目的の電圧レベルまでゴムを引っぱるような感覚でドラッグし編集します。 
PCがあまり普及していない時代の製品としては大変画期的なアイディアだと思いませんか？ 
現在では アナログオシロスコープを見ることはほぼなくなってしまいました。 
 
 
┌─┐ 
│２│ 新製品 9GS/s FPGA任意波形ジェネレータ PROTEUSシリーズの概要紹介 
└─┼────────────────────────────────────────────── 
▼ 本製品の詳細はこちら 
⇒ https://www.toyo.co.jp/material/products/detail/proteus.html  
 
新製品 PROTEUSシリーズは サンプルレート：9GS/s、メモリ長：～16GS、と、 
前段で紹介したWavetek75 型の約 1000倍の性能を誇ります。 
これは従来の任意波形発生器よりも出力周波数帯域が広がり、マイクロ波領域の信号出力が可能になることを意
味します。 
また本製品は、サンプリングスピードや周波数帯域が向上しただけではなく、 
FPGAを搭載したことでリアルタイム信号処理を実施することが可能になりました。 
PROTEUSの周波数帯域内であれば、内部のデジタル信号処理により  
設定したベースバンド信号による直交（IQ）変調を行い、アップコンバートしてダイレクトにマイクロ波を出力
することが、 
わずか PROTEUSのたった１つのモジュール内で完結します。 
ローカルオシレータ／変調機器や VSGなどを別に用意する必要が無いため、 
コスト削減やスペース削減に貢献するだけではなく、 
従来オペレータを悩ませている一因であった複数の機器を結線することによる動作遅延や、 
アライメントエラーなどの信号品質の低下に関わる要因を取り除くことが出来ます。 
 
また、任意波形発生器でありながら高速 5.4GS/sデジタイザを内蔵することが出来るため、 
任意波形を出力しながら同時に計測することを可能にしました。 
計測したデータは、ダウンコンバートをはじめ リアルタイムで信号処理を行うことが出来、 
その処理結果から出力する任意波形を変更することが可能です。 
つまり、閉ループ･フィーバックによる任意波形の出力制御を 
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latency=400nsのリアルタイム性で行える、ということを示しています。 
このような機能は、任意波形発生器：AWG（Arbitrary Waveform Generator）に対して、 
AWT（Arbitrary Waveform Transceiver）と呼びます。 
 
■ 量子コンピュータへの利用 
PROTEUSシリーズの適用例として量子コンピュータ（Qubit）の制御が挙げられます。 
量子コンピュータは並列計算により高速で計算処理を行うことが可能なため、 
私たちの生活に大いに役立つことが期待されており、昨今研究が加速しています。 
コンピュータ（古典コンピュータ）の情報単位を「bit」（「1」or「0」）と呼びますが、 
量子コンピュータではこれを「量子ビット」（Qubit）と呼びます。 
 
超電導素子や半導体量子ドットなどを用いた量子コンピュータでは、 
スピントロニクス技術により Qubit をマイクロ波（IQ変調）や高速パルスにより制御して計算を行います。 
Qubit は演算に使える時間：コヒーレンス時間がとても短く、その時間はデバイスによりますが、 
訳数 10マイクロ秒からミリ秒程度だと言われています。 
計算や誤り訂正（フィードバック制御）はその時間内に完了する必要があり、 
時間軸方向に対して正確な制御信号を求められます。 
 
PROTEUSは、このような Qubitの制御に求められるマイクロ波やベースバンド信号（I/Q変調波）、 
および、高速パルスを多 ch 同期して出力することが出来るため、誤り訂正に必要な高速フィードバック制御も
可能にします。 
また、PXIeでシステム構築が出来るため、将来を見据えた多 bitデバイスにも対応します。 
 
PROTEUSシリーズは、高度な信号処理を要求される研究開発用途に卓越した信号発生器です。 
詳しくは 10月 27 日開催のオンラインセミナーで説明いたしますので、 
ご興味のある方は、ぜひ下記よりセミナー受講登録ください。 
 
▼ セミナーの詳細、受講登録は以下 URLより可能です！ 
⇒ https://www.toyo.co.jp/material/seminar/detail/seminar2020-9.html  
 
 
┌─┐ 
│３│ 新製品！GHz帯任意波形発生器の量子コンピュータ（Qubit）への適用 オンラインセミナーのご案内 
└─┼────────────────────────────────────────────── 
「新製品！GHz帯任意波形発生器の量子コンピュータ(Qubit)への適用」オンラインセミナーを 
本メールマガジンの読者のみなさまに先行してご案内いたします。 
GHz帯域の任意波形発生器は、通信・センシング分野だけでなく、 
物性・物理分野でもご使用いただくことが可能な最新の機器です。 
今回のセミナーでは、PROTEUSシリーズ FPGA任意波形ジェネレータの機能と特長のご説明と、 
量子コンピュータ（Qubit）への適用について紹介いたします。 
また、関連する 低温プローバや温度コントローラなどの低温機器も簡単にご紹介いたします。 
 

https://www.toyo.co.jp/material/seminar/detail/seminar2020-9.html


みなさまのご参加、心よりお待ちしております！ 
 
-∴-∵-∴-∵-∴-∵-∴-∵-∴-∵-∴-∵-∴-∵-∴-∵-∴-∵-∴-∵-∴-∴-∵-∴-∵-∴-∵-∴- 
         新製品！GHz帯任意波形発生器の量子コンピュータ（Qubit）への適用 
■ 開催日時：2020年 10 月 27日（木) 13：30～14：30 予定 
■ 開催形式：Zoomによるオンライン会議にて講演します 
■ 講演内容 

・任意波形発生器の基本 
・GHz帯任意波形発生器の機能・特長 
・FPGA任意波形ジェネレータ PROTEUS のご紹介 
・量子コンピュータ（Qubit）への適用 
・関連低温機器のご紹介 

■ 参加費 
  無料 ※事前の参加登録が必要です 
 
      ★ 受講をご希望される方は以下 URLからお申込みください ★ 
           https://www.toyo.co.jp/material/seminar/detail/seminar2020-9.html  
 
 
┌─┐ 
│４│ 【公式オンラインストア】Lake Shore社製 335型特別価格にて販売中！ 
└─┼────────────────────────────────────────────── 
大好評をいただきましたサマーキャンペーンは 9月 30 日をもちまして終了いたしました。 
たくさんのお問い合わせをいただき、誠にありがとうございました。 
「キャンペーンを継続してほしい！」というお声を多数いただきましたので、 
Lake Shore社製 2ch温度コントローラ 335 型は引き続きオンラインストア限定価格で提供いたします！ 
定価より約 32%お値引きしておりますので、ご導入の際はぜひオンラインストアよりご注文ください。 
 
▼ 2ch温度コントローラ 335型の見積取得＆購入はこちらから 
  https://www.material-store.toyo.co.jp/product.php?id=10  
▼ オンラインストアのご利用案内 
  https://www.material-store.toyo.co.jp/uploads/download/online-store-intro-200601.pdf  
 
 
┌─ 
│５│ あとがき 
└─┼────────────────────────────────────────────── 
今月号も最後までご愛読いただきありがとうございました。 
今年度も半分が過ぎ、「何か新しいことを始めたいなぁ」と感じ始めた私は、 
自宅で出来る地獄のダンスを 3か月続けても全く変動のない身体にしびれを切らし（？）、 
今月からホットヨガスタジオに通い始めました！ 
自粛期間や在宅勤務のスタートで「汗をかく」ことから無縁になっていた私にとって、 
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ホットヨガは最高の刺激となっています。（過大広告ではなく本当に凄まじい量の汗です！！） 
デリバリーで週に 4回くらいタピオカミルクティーを頼んで飲んでしっかり肥えた身体を 
元に戻せるのかはまだわかりませんが、リフレッシュもかねて通い続けられるように頑張りたいと思います。 
 
それでは、また来月号（11月 12日配信予定）でお会いしましょう！ 
─────────────────────────────────────────────── 
◎ 本メールは、以下のお客様にお送りしております。 
・弊社製品のユーザー様 
・弊社オンラインストアの会員様 
・過去に弊社セミナーへお申し込み・ご参加をいただいた方 
・弊社展示会ブースにお立ち寄りくださった方 
・各種アンケートにご回答くださった方 
・Webサイトより会員登録やお問い合わせ、各種お申し込みをいただいた方 
・弊社の担当者と名刺交換いただいた方 
 
◎ 弊社の個人情報の取扱いについて 
  https://www.toyo.co.jp/privacy.html  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
◎ 今後、メール配信の停止をご希望のお客様はお手数ですが下記より 
  お手続きをお願いいたします。 
  https://www.toyo.co.jp/bussei/mail_kaijo  
 
◎ メールの配信先変更をご希望のお客様は 
  material-dm@toyo.co.jp （担当：伊豫田、立石）までご連絡ください。 
 
◎ 本メールの内容に関するご意見・お問い合わせは下記メールアドレス 
  または電話番号までご連絡ください。 
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