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RF/マイクロ波信号発生器の位相雑音性能は、通常、アプリケーションにどれだけうま
く適合するかを決定する際の重要なファクターです。例えば、位相雑音性能は、ドップラー
レーダーやコグニティブ無線機またはソフトウェア定義無線機(SDR)など、高性能シス
テムのテストで特に重要となります。位相雑音仕様が優れていることは、信号発生器を
発振器の代わりとして使用する場合やA/Dコンバーター (ADC)テストに使用する場合に
も重要です。

こうしたアプリケーションに使用するRF/マイクロ波信号発生器を評価する場合、スプ
リアス、高調波、広帯域雑音、AM雑音、位相雑音など、いくつかの性能要因を注意深く
検討する必要があります。特に位相雑音性能に目を向けると、性能は、測定器の内部アー
キテクチャーと、そのアーキテクチャー上に階層化された特長と機能の影響を受けます。
最も一般的なアーキテクチャーはシングルループとダブルループです。本書で後から説
明します。利用可能な機能には、デジタル変調機能、パルス機能、マルチユニット同期
などがあり、これらの機能の存在が位相雑音性能に影響を与える可能性があります。

信号発生器のデザインと評価の両方において、位相雑音性能には、コスト、スイッチン
グ速度、搬送波信号からのさまざまな周波数オフセットでの最適化といった点でトレー
ドオフがあります。各種の要件に対応するため、一部の信号発生器は、2つ以上のレベ
ルの位相雑音性能（例えば、標準機能とオプション機能）を備えています。広いオフセッ
トまたは狭いオフセットで位相雑音性能を最適化できる信号発生器もあります。さらに、
位相雑音性能を選択的に低下させ、被試験デバイス(DUT)への影響を観察することが可
能なものもあります。

コンテキストを提供するため、本書では、まず位相雑音の基本について説明してから、アー
キテクチャーの選択とさまざまな機能の代替案の効果について詳しく見ていきます。次
に、キーサイトの信号発生器の概要、および位相雑音性能を向上または選択的に低下さ
せるために装備されている内蔵機能について説明します。
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基本：安定度とノイズ

位相雑音について説明する際の最も重要なテーマは、信号の周波数安定度です。長期安
定度（おそらく発振器の長期安定度）の特性評価は、数時間、数日、数か月、あるいは数
年にわたる可能性があります。短期安定度が対象とするのは、数秒以内に発生する周波
数の変化です。信号からより多くの情報を引き出すために高度な処理を必要とするシス
テムほど、こうした短周期変動の影響を大きく受けることになります。そのため、ここ
では短期安定度に焦点を当てます。

短期安定度の表わし方はさまざまありますが、単側波帯(SSB)位相雑音が最も一般的です。
米国国立標準技術研究所(NIST)は、SSB位相雑音を2つのパワー量、すなわち搬送波から
の特定周波数オフセットにおけるパワー密度と、搬送波信号の全パワーの比として定義
しています。この値は、一般的に、搬送波から「f」離れた周波数の1 Hz帯域幅内で測定
します。単位はdBc/Hzで、「1 Hz帯域幅において搬送波周波数パワーより下にあるdB値」
となります。

位相雑音のレベルと搬送波周波数には確定された関係があり、周波数が倍増するたびに
レベルが6 dB増加します。高度なレーダーおよび通信システムに統合されたコンポーネ
ントの性能を特性評価する場合、1 GHz搬送波の位相雑音の測定値は、「搬送波に近い」
オフセット（1 Hz以下）での約－40 dBc/Hzから「搬送波から遠い」オフセット（10 kHz

以上）での－150 dBc/Hzまで広がる可能性があります。これらの測定値は、搬送波周波
数が8 GHzの場合、約18 dB高くなります。このような低レベルでは、測定ノイズフロア
は2つの微視的な電子的効果の影響を受けます。1つは受動デバイスからの熱雑音で、幅
が広く平坦です（白色ノイズ）。もう1つは能動デバイスからのフリッカーノイズです。よ
り低いオフセットでの熱雑音から出現する、1/f形状（ピンクノイズ）を有します。これら
の影響要因はどちらも、信号チェーン全体（測定器、被試験信号(SUT)を生成するデバイス、
さらにその2つを接続するケーブル）に存在するため回避不能です。

もう1つの見落とされがちな影響要因として、信号チェーン内のあらゆるタイプの増幅器
があげられます。増幅器の主な目的は弱い搬送波信号のパワーレベルを上げることですが、
増幅器自体のノイズが追加されるほか、入力ノイズも増幅されます。正味の影響：増幅器
ノイズ、熱雑音、フリッカーノイズが結合され、特徴的な形状の位相雑音プロットが形成
されます。より重要な点として、位相雑音測定の理論上の下限値が下がります（図1）。

図1.　この3つの主なノイズ要因によって、位相雑音測定の理論上の下限値が決まります。
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これらの影響はすべて、高性能信号発生器の位相雑音特性に現れます。例えば、基本的
なノイズ源をさかのぼると、測定器ブロック図の主要セクション（図2）に行き着きます。
オフセットが1 kHz未満の場合、ノイズは主に基準発振器の性能の影響を受け、搬送波
周波数まで増加します。その他の主な影響要因は、1 kHzから約100 kHzのオフセット
ではシンセサイザー、100 kHzから2 MHzではYIG（イットリウム、鉄、ガーネット）発
振器、2 MHzを超えるオフセットでは出力増幅器となります。これらの影響を十分に理
解している場合、システムデザイン内で影響を最小限に抑え、最適化すれば、最大限の
性能を引き出すことができます。

位相雑音と周波数との関係を見ると、周波数が増加するにつれて位相雑音が確定的に増
加します。これは、信号発生器の内部または外部で周波数逓倍手法を使用する場合に特
に当てはまります。実際の関係は、しばしば、周波数またはバンドのわずかな変化によ
る影響を受けます。

Keysight E8257Dの10 GHzにおけるSSB位相雑音

Keysight E5500 位相雑音テストシステムを使用した測定（スプリアスなし）
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図2.　信号発生器の位相雑音性能に対する影響要因は、その内部アーキテクチャーの主要セクションまでたどることが
できます。

Keysight E8257Dの10 GHzにおけるSSB位相雑音

Keysight E5500 位相雑音テストシステムを使用した測定（スプリアスなし）
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基本：安定度とノイズ（続き）
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信号発生器のアーキテクチャー

シングルループ・フェーズロック・ループ(PLL)とマルチループ・フェーズロック・ルー
プの2種類のアーキテクチャーが一般的です。シングルループ方法はそれほど複雑でない
ため、デザインと最適化が容易です。また、シングルループシンセサイザーは通常、よ
り安価ですが、低コストの反面、位相雑音性能のレベルが中程度であるというトレード
オフがあります（ただし、隣接チャネル電力比(ACPR)に優れています）。

マルチループデザインはより複雑であり、したがって一般的により高価です。追加エレ
メントとして、細かいループ、オフセットまたはステップループ、加算ループが含まれ
る可能性があります。これらはすべて、スプリアスレベルの低下と位相雑音性能の大幅
な向上に役立ちます（図3）。特定のループ調整コントロールをユーザーアクセス可能に
すると、マルチループシンセサイザーにより、アプリケーションに合わせて位相雑音性
能を最適化する際の柔軟性が高まります。
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図3.　キーサイトのPSGおよびMXG信号発生器で実装されている、このトリプルループアーキテクチャーにより、 
位相雑音性能が大幅に向上します。
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信号発生器のアーキテクチャー（続き）

違いを図で説明するため、図4に、3つのKeysight Xシリーズ信号発生器（EXG、標準
MXG、「超低位相雑音」オプション(UNY)付きMXG）の位相雑音プロットを示します。シ
ングルループEXGとマルチループMXGの性能には、低位相雑音オプションの有無にかか
わらず明確な違いがあります。

図4.　シングルループEXGは多くの状況に適合し、マルチループMXGには高性能アプリケーションに対する大幅な 
改善効果があります。
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信号発生器のアーキテクチャー（続き）

アーキテクチャー内で層が1つ下がると、発振器のタイプも位相雑音性能に影響を与え
る可能性があります。例えば、電圧制御発振器(VCO)を使用する信号発生器の位相雑音
性能は、通常、シンセサイザーセクションでYIG発振器を使用する信号発生器より低下
します（図5）。これにはトレードオフがあります。YIGベースの信号発生器は、一般に、
VCOベースのデザインよりもスイッチング速度が遅くなります。

図5.　信号発生器の内部では、アーキテクチャーと発振器の種類の組み合わせが、位相雑音の全体量、および位相雑音
対オフセットと周波数の分布に影響します。

もう1つ言及する価値があるアーキテクチャー構成要素が、基準信号源（内部または外部）
です。信号発生器アーキテクチャー内では、周波数基準のノイズ性能は、位相雑音に大
きな影響を持ちます。ほとんどのRF/マイクロ波信号発生器には、高品質の内部10 MHz

基準が含まれており、オプションとして高性能の10 MHz基準が提供されています。ほ
とんどの信号発生器が、既知の高性能10 MHz基準用の外部入力を提供します。

Keysight PSG信号発生器では、これをさらに一歩進めて、1 GHzの外部周波数基準（オ
プションH1S）を受け付ける入力を備えた構成が可能です。このモードでは、PSGは、内
部基準アセンブリーをバイパスし、10 MHz基準（内蔵または外部）の使用時にその相加性
位相雑音を打ち消します。
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信号発生器の機能

現在市販されている各種のRF/マイクロ波信号発生器には、さまざまな機能が内蔵され
ています。基本レベルでの最初の選択は、連続波(CW)またはアナログ信号発生器（アナ
ログ変調可能）にするか、ベクトル信号発生器（VSG、アナログおよびベクトル変調が可能）
にするかです。ラボ環境で「ゴールデン信号源」が必要な場合は、通常、高性能のCW

またはアナログ信号発生器をデフォルトで選択します。ただし、より多くの機能を使用
する場合、ベクトルまたはデジタル変調（例えば、I/Q変調入力）を備えたVSGや、さらに
はパルス変調を内蔵するVSGもあり、ドップラーレーダー信号のシミュレーションには
こうしたVSGが便利です。

大容量波形メモリを内蔵した、ベースバンド任意波形発生(AWG)機能を備えたVSGもあ
ります。MXGベクトル信号発生器(N5182B)など、一部のVSGは、複雑な実環境信号の
リアルタイムシミュレーションもサポートしています。以下に示すようなさまざまなア
プリケーションをサポートするため、通常、キーサイトのSignal Studioなどの信号作成
ソフトウェアと組み合わせて実行します。

– 移動体通信（LTE-TDD、LTE-FDD、HSPA、W-CDMA、GSM、EDGE、cdma2000など）
– 最大32基のGPS/GLONASS見通し内衛星を使ったGNSS

– 連続PN23または最長2時間のビデオ再生機能を持つDVB-T/H

– AWGN、1024QAMなどのカスタム変調
– AWGNおよび位相雑音障害

信号発生器内に存在するさまざまなデジタル機能が、位相雑音性能に影響を及ぼす可能
性があります。発生する各相互作用は、多様で、かなり複雑であると考えられます。そ
のため、信号発生器の詳細な仕様を確認し、性能レベルをすべてのアプリケーション要
件と比較することが重要です。

キーサイトの信号発生器

キーサイトは2012年5月に、位相雑音、出力パワー、ACPR、エラーベクトル振幅(EVM)、
帯域幅に関して優れた性能を提供する、4つの新しいXシリーズ信号発生器を発表しまし
た。Keysight EXG N5171B アナログ信号発生器とN5172B ベクトル信号発生器は、コ
ストパフォーマンスの高いシングルループシンセサイザーの例です。Keysight N5181B 

アナログ信号発生器およびN5182B ベクトル信号発生器は、図3に示すトリプルループPLL

アーキテクチャーを使用して、業界最高レベルのスプリアスおよび位相雑音性能を提供し
ます。

MXGで位相雑音を改善する1つの鍵となっているのが、トリプルループトポロジー用に
最適化された周波数プランです。周波数プランにより、シンセサイザーの加算ループと
オフセットループ内の発振器周波数と基準周波数の選択、および関連する周波数変換（ミ
キサーと逓倍器）やフィルタリングといった複数の属性に対処します。

トリプルループ方法を使用すると、周波数間隔が最適化され、非線形の副作用（例えば、
イメージ信号）がシンセサイザー回路の帯域幅の外側に押し出されるため、副作用の効果
的なフィルタリングが保証されます。MXGでは、最大の非線形性が必要な周波数から遠
ざかり、高機能でないフィルタリングでも残りのスプリアス信号を大きく減衰できるよ
うに、周波数基準と変換を調整しています。大きな非線形性を移動すると、内部信号レ
ベルをより高く設定できるようにもなり、その結果、広帯域雑音が比較的低下し、ダイ
ナミックレンジが改善されます。
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キーサイトの信号発生器（続き）

こうした機能を備えたMXGは、民生用無線、軍事通信、レーダーなどのアプリケーショ
ンで干渉の増加、データスループット、信号品質の問題を解決するコンポーネントやレ
シーバーを開発する際に役立ちます。

例えば、今日の航空宇宙／防衛環境では、遠距離の弱い信号を検出するためレーダー性
能の強化が求められます。これらのデザインのテストに必要な、高純度／高精度の信号
を提供するため、MXGでは、オプションUNY超低位相雑音を使って、1 GHz（20 kHzオ
フセット）で－146dBc/Hzの優れた位相雑音性能を実現しています（図6）。信号純度の高
い信号や高い変調精度を必要とするLOの代用またはブロッキング信号などの信号作成ア
プリケーションには、オプションUNYを推奨します。ミキサー、A/Dコンバーターなど
のレーダーコンポーネントを開発する場合、MXGは1 GHzで－96 dBcのスプリアス性能
も備えています。

図6.　MXGでは、オプションUNYにより、高度なフェーズロックループと低雑音内蔵周波数基準が追加されるため、
近傍／遠方位相安定度が向上し、優れた位相雑音性能が得られます。

ワイヤレス通信では、データ量の増加やカバレージの拡大に対する需要が後押しとなり、
民生用デバイスやネットワークインフラ機器の高性能化が進んでいます。802.11acお
よびそれ以降のデバイスで高速データストリーミングの開発を行う場合、MXGは現時点
で、160 MHzのRF帯域幅（工場でイコライズ済み）を持つ唯一のソリューションであり、 
±0.2 dBまでのリアルタイムのフラットネス補正を提供します。レンジの拡張、干渉
の軽減、コンポーネントの性能向上を目指すデザイナーの場合、MXGとEXGには、低
EVM、最大＋27 dBmの出力パワー、最大－73 dBcのACPR（W-CDMAテストモデル1、
64 DPCH）という3つの業界最高の機能が備わっています。
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位相雑音性能の最適化

信号発生器の位相雑音性能の最適化に役立つ、さまざまな代替案があります。先に説明
したように、一部は、測定器デザイナーによって行われるアーキテクチャーに関する選
択です。これらの選択の意味を理解することは、アプリケーションに最適な信号発生器
を選択する上で重要なステップです。操作手法、測定器の設定、外部基準、テストシス
テム構成など、その他の選択はユーザーが行います。

最適化のもう1つの手段として、信号発生器に組み込まれたユーザーアクセス可能な調整
があります。例えば、オプションUNY（上記）またはUNX（低位相雑音）を搭載した現世代
のキーサイト測定器には、基準発振器帯域幅（別名、ループ帯域幅）の調整が含まれます。
帯域幅は、内蔵または外部10 MHz基準の場合、25、55、125、300、650 Hzの固定ステッ
プで調整可能です。経験則として、帯域幅が広いほど、特に100 Hz未満のオフセットで、
近傍位相雑音が低下します。

この調整を使用して特定のアプリケーションの位相雑音性能を最適化する場合、評価の
基準となるのは、搬送波からのさまざまなオフセットに対する、外部または内部周波数
基準対シンセサイザーハードウェアの安定度と位相雑音の信頼性です。約1 kHz未満の周
波数オフセットでの安定度と位相雑音は、内部または外部基準によって決まり、1 kHzを
超えるオフセットでの安定度と位相雑音は、シンセサイザーハードウェアによって決ま
ります。

オプションUNYには統合型分周器もあるため、250 MHz未満の出力搬送波周波数を作成
する際に分周手法を使用できます。これにより、これらの周波数のすべてのオフセット
で、位相雑音が係数20 dB/ディケードまたは6 dB/オクターブだけ減少します。ただし、
最大FM/ΦM偏移の減少の係数は、分周値と同じです。

分周器をオフにすると、信号発生器は標準モードに戻り、ヘテロダイン手法を使って低
周波数を作成します。ヘテロダインミキシングを使用すると、FMまたはPM使用時に全
帯域幅を保持しながら、細かい周波数調整が行えます。トレードオフとして、ミキシン
グによって周波数が下がる場合、位相雑音が減少しません。
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劣化信号の作成

MXGの超低位相雑音が、常に必要というわけではありません。位相雑音注入と呼ばれる
プロセスを使用すると、必要に応じて意図的に劣化した位相雑音を持つ信号を作成でき
ます。信号発生器は、通常、複雑な変調RF信号を作成するために使用されるか、デザイ
ンプロセスにおいてさまざまな発振器やシンセサイザーの代わりとして使用されます。

実環境のデザインで周波数安定度を改善しようとすると、コスト、パワー、スペースの
点で費用が高くつきます。そのため、多くのエンジニアは、「ちょうど十分な」性能のア
センブリーを作成することに関心を寄せています。テストソースの位相雑音を正確に調
整できれば、「ちょうど十分」な性能に到達するプロセスは迅速かつ容易になります。

MXGでは、リアルタイム信号処理ASICが、CW信号と変調信号の両方の位相雑音レベル
をカスタマイズします。重要な技術革新により、位相雑音を、近傍雑音の急峻なスロープ、
シンセサイザー遠方雑音の平坦なスロープ、ワイドオフセットノイズの浅いスロープな
ど、さまざまなオフセットで異なるレベルに調整できるようになりました。

この正確な代替機能は、発振器とシンセサイザーの過剰性能と性能不足という2つの危険
を回避するのに役立ちます。性能が過剰な場合、デザインのコストがかさみ、デザイン
サイクルが長くなり、製品の競争力が低下します。性能が不十分な場合、再設計や製品
の遅延など、エンジニアが恐れる不愉快な体験をすることになります。

OFDM信号が良い例です。これらの信号はサブキャリアの間隔が非常に近いため、位相
雑音に対する感度が高く、その結果、サブキャリアの直交性（独立性）が低下し、変調誤
差が増加します。したがって、OFDMトランスミッター／レシーバーの位相雑音性能は、
良好である必要があります。製品開発中、MXGの注入機能を使用すると、搬送波オフセッ
トの観点から位相雑音を選択的に追加することができるため、シンセサイザーやOFDM

トランスミッターの優れた代用となり、実環境のトランスミッター性能に対するレシー
バー許容誤差の信頼性の高い評価が可能になります。

その結果、デザインのコストと性能を迅速かつ確実に最適化できます。
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まとめ

位相雑音性能は、通常、要求の厳しいアプリケーションに対する信号発生器の適合性を
決定する際の重要なファクターです。可能な限り最良の位相雑音性能を得るには、内部
アーキテクチャー、発振器のタイプ、内部および外部周波数基準、追加の内蔵機能の影
響など、さまざまなファクターを検討する必要があります。これらの属性関連のトレー
ドオフには、スイッチング速度、近傍または遠方オフセットの最適化、コストが含まれ
ます。

したがって、デバイスの動作を真に理解するためにさまざまな方法を用いるのと同様、
位相雑音性能の最適化でも、さまざまな方法を検討する必要があります。このコンセプ
トは、キーサイトのXシリーズ信号発生器の背後にある重要な考えの1つです。これらの
信号発生器は、単純な信号から複雑な信号、クリーンな信号から障害を持つ信号に至る
まで、多様な信号を作成するように設計されており、最善のデバイスのリミット内およ
びリミット外のテストを可能にします。Xシリーズでは、MXGを高性能デザインの正確
なテスト向けに最適化できるよう、MXGのオプション機能を多数用意しています。

関連情報

– Application Note:『RF/マイクロ波周波数における位相雑音の低減』、 
カタログ番号5990-7529JAJP

– Product Brochure: 『Xシリーズ標準信号源』、 
カタログ番号5990-9957JAJP

– Data Sheet:『MXG X-Series Signal Generators, N5181B Analog & N5182B 

Vector』、カタログ番号5991-0038EN

– Data Sheet:『EXG X-Series Signal Generators, N5171B Analog & N5172B 

Vector』、カタログ番号5991-0039EN

– Product Brochure:『PSG信号発生器』、 
カタログ番号5989-1324JAJP

– Data Sheet:『E8257D PSGアナログ信号発生器』、 
カタログ番号5989-0698JA

– Data Sheet:『8267D PSG ベクトル信号発生器』、 
カタログ番号5989-0697JA

– Data Sheet:『E8663D PSG RF Analog Signal Generator』、 
カタログ番号5989-4136EN
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