Keysight Technologies
MXA Xシリーズ シグナル・アナライザ
N9020A
Xシリーズ測定アプリケーション
– 10 Hz 〜 26.5 GHzの周波数レンジ
– 最大160 MHzの解析帯域幅
– −114 dBc/Hzの位相雑音（10 kHzオフセット）
– ±0.23 dBの絶対振幅確度
– ＋20 dBmのTOI、−166 dBmのDANL
– リアルタイム・スペアナ機能

Xシリーズに

買い替えると、
超高速化が望めます
Xシリーズ シグナル・アナライザは、
すべてのモデルで最新のデジタルIFテ
クノロジーを採用しています。最新の
テクノロジーで既存のアナログスペア
ナに比べて圧倒的な20倍以上の高速
化が見込めます。

色々な測定を1台に
集約できます
Xシリーズ シグナル・アナライザは、
これまでのスペアナでは考えられな
かったぐらい高機能です。ソフトウェ
ア・アプリケーションを追加すること
でスペアナから変調解析、NFや位相
雑音測定等1台で6台分、7台分の活躍
が期待できます。

常に最新の測定環境を
維持できます

主な仕様のまとめ
最小：10 Hz

周波数レンジ

最大：3.6/8.4/13.6/26.5 GHz
標準：25 MHz、オプション：

解析帯域幅

40/85/125/160 MHz

表示平均雑音レベル
（DANL）

−166 dBm
（1 GHz、プリアンプ・オン）

XシリーズではオープンWindowsを採
用、ソフトウェアによるアップグレー
ドが可能です。PC環境の陳腐化を防
ぐためにPCボードを最新の物に交換
することもできます。お客様のニーズ
の変化にも、PC環境の変化にも柔軟
に対応して常に最新の測定環境を保つ
ことができます。
最新の一貫した測定により将来を
先取りするKeysight Xシリーズ

www.keysight.co.jp/find/X-Series

3次相互変調（TOI）
歪み

W-CDMA ACLRの

ダイナミック・レンジ

＋20 dBm
（1 GHz）

78 dBc（雑音補正オン）

位相雑音

−114 dBc/Hz
（10 kHzオフセット、
1 GHz搬送波）

振幅確度

（最大3.6 GHz）
±0.23 dB

リアルタイム
解析帯域幅

85/125/160 MHz

捕捉確率

100 ％（最小3.57 μsの持続時間の信号）
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無線開発を加速

規格が進化し、信号環境が複雑化し
ても、製品サイクルは短くなり続け
ています。このため、今まで以上に、
プ ロ ジ ェ ク ト ご と に、 仕 様、 機 能、
スループット、歩留まりに関するト
レードオフを考慮して決定を行う必
要があります。非常に柔軟性の高い
シグナル・アナライザを使用すれば、
最適な選択を行って、迅速にプロジェ
クトを進めることができます。
ミッドレンジMXAは、新しい無線機
器の開発から製造、市場投入までの
時間を短縮するのに最適です。この
アナライザは柔軟性が高く、将来に
わたって進化するテスト要件にすば
やく対応できます。

速度と性能に優れ、
さまざまなアプリケーション
をサポート
MXAは、10 Hz 〜 26.5 GHzの 周 波

数レンジに対応し、高速測定を実現
します。高速なローカル測定、表示
更新、マーカ・ピーク・サーチなど
の機能を備えているので、テスト時
間を短縮できます。また、高速掃引
により、スプリアス測定を最適化で
きます。

MXAは 性 能 も 優 れ て い ま す。 最 大
116 dB（代表値）の3次ダイナミック・

レンジを備え、大信号と小信号が混
在しても、小信号を正確に測定する
ことができ、デバイスの性能を正確
に評価できます。クラス最高の位相
雑音性能（−114 dBc/Hz、10 kHzオ
フセット）を備え、最小の内部EVMフ
ロアを実現できるので、LTEなどの移
動体通信規格に対応できます。大容
量のキャプチャ・メモリが搭載され
ているので、被試験信号からより長
いI/Qサンプルを捕捉して、信号の特
性を徹底的に評価できます。

Xシリーズ 測定アプリケーションのラ
イブラリを使用すれば、最大160 MHz
の 解 析 帯 域 幅 で、LTE-Advanced、
HSPA+、マルチスタンダード無線機
（MSR）、無線LANなどの最新規格を、
ボタン1つで簡単にテストできます。
Keysight PXA/EXAシグナル・アナラ
イザを他の地域で使用している場合
でも、測定の設定や制御プログラムを
すべてのXシリーズで共有できます。

こうした機能をすべて備えているの
で、1台の測定器でさまざまなサブア
センブリの信号の特性を評価できま
す。例えば、ベースバンドI/Q
（BBIQ）
ア ナ ロ グ 入 力1を 使 用 す る こ と に よ
り、ベースバンド信号を簡単に解析
できます。アセンブリのフロントエ
ンドのRF信号やバックエンドのアナ
ログ・ベースバンド信号も測定でき
ます。

リアルタイム・スペアナ機能
の追加
リアルタイム・スペクトラム・アナ
ライザ
（RTSA）
機能はMXAの新規購入
時またはアップグレード時に利用可
能なオプションとして追加でき
（広帯
域オプションが必要）
、複雑化する通
信信号環境の超低レベルの信号を検
出／捕捉／把握することができます。
特殊な専用測定器が不要で、従来の
シグナル・アナライザのすべての機
能があります。内蔵のパワー測定／
通信規格用の測定アプリケーション
を 使用す ること も、必 要 に応じ て、
同じ機器でリアルタイム・モードに
変更することも可能です。

1.

MXAのアナログBBIQ入力（オプションBBA）は、
40 MHz以下の帯域幅（オプションB40）でのみ
使用できます。
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無線デバイスの設計作業の効率化
最新のデザインをスケジュール通り
に製品化するには、確度の高い測定に
基 づ い た 詳 細 な 解 析 が 必 要 で す。
MXAでは、優れた感度（−166 dBmの
DANL）と、アナライザの全周波数レ
ンジ
（最高26.5 GHz）をカバーする内
蔵プリアンプにより、スプリアス応答
などの小信号を簡単に検出できます。
位相雑音性能の大幅な向上により
（10 kHzオフセットで−114 dBc/Hz）
、
非常に信頼性の高いデザインのテス
トが可能です。
またMXAでは、最新のパラメトリッ
ク/RFファンクション・テストにより、
ほぼすべての無線機器の信号の解析を
短時間に高い信頼性で行えます。デザ
インの検証にMXAを用いれば、4 ms
のローカル測定と表示更新により、
テスト時間を短縮できます。次世代
の 測 定 を 実 現 す る た め に、89600
VSAソフトウェアと広帯域解析オプ

ションを組み合わせて用いることに
より、LTE-Advanced信号や無線接
続信号（802.11ac無線LANなど）など
の最先端の携帯電話の複雑な信号を
詳細に解析できます。オプションの
160 MHz解析帯域幅では、802.11ac
信号の復調で−50 dBの内部EVMを
実現し、これまで業界最高性能のア
ナライザでしか得られなかった性能
を提供します。詳細な解析のために、
このソフトウェアでは、75種類以上
の規格がサポートされ、変調方式の
任意の組み合わせの波形を同時に解
析できるマルチ測定モードがありま
す。根本的な問題をすばやく検出で
きるように、89600 VSAには高度な
トラブルシューティング・ツールが
豊富に組み込まれているので、タイ
ム・ドメイン、周波数ドメイン、変
調ドメインで信号を同時に解析でき
ます。

802.11ac信号の復調にMXA、160 MHzの解析帯域幅、89600 VSAを組み
合わせて使用することにより、EVMの測定値が極めて小さくなります
（＜0.4 ％）

無線通信／接続の
トラブルシューティング
リアルタイム・スペアナ機能搭載の
MXAは、26.5 GHzの周波数レンジと
最大160 MHzのギャップフリー帯域
幅で、トランスミッタ・チャネルの
特性を正確に捕捉して解析できます。
高度に統合されたマルチモード・デ

89600 VSAソフトウェア
無線設計の最前線では、信号干渉によ
り予期しないことが発生する可能性が
あります。問題を認識することは比較
的簡単です。本当の問題は、根本原因
を特定することです。

Keysight 89600 VSAソフトウェアを使
用すれば、複雑な無線機器の内部で何
が起きているか確認できます。

www.keysight.co.jp/find/89600_VSA

リアルタイム表示では、LTE-FDDアップリンク信号などの移動体通信に
使用されている時間変動するスペクトラムを詳細に表示できます。

バイスでは、現時点で業界最高のPOI
で、間欠的な相互運用性の問題を特
定できます。広帯域残光表示を使用
して基地局の機能をモニタできるの
で、間欠的なプリディストーション
の問題など、さまざまな問題を特定
できます。
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周波数マスク・トリガ（FMT）機能を
標準装備しているので、周波数スイッ
チングを評価し、システム全体の動
作を検証し、システム違反を検出す
ることができます。89600 VSAソフ
トウェアを追加すれば、より詳細な
解析が可能です。さらに詳細な情報
を得るために、FMT、89600 VSAソ
フトウェア、リアルタイム・スペク
トログラム表示を組み合わせて用い
ることにより、PLLのセトリングを
チェックして、LOの問題を発見でき
ます。

基地局の製造時間の短縮
MXAを使用すれば、4Gの製造コスト

を最小限に抑えながら、テストのス
ループットと歩留まりを改善するこ
とができます。例えば、ミッドレンジ・
アナライザで最高速、最高確度の信
号／スペクトラム測定が可能です。
主な仕様として、1.5 msのマーカ・
ピ ー ク・ サ ー チ、1.5 sの 掃 引 速 度
（26.5 GHzスパン、20 kHz分解能帯
域 幅 ）、 ±0.23 dBの 絶 対 振 幅 確 度、
−114 dBc/Hzの位相雑音（10 kHzオ
フセット）を備えています。

25種類を超えるXシリーズ 測定アプ

リケーションを使用すれば、規格に
準拠した測定をボタン1つですばやく
実行できます。これらのアプリケー
ションは幅広いI/Q変調信号に対応し
て い ま す（2G/3G/4G移 動 体 通 信、

LTE/LTE-Advanced、MSR、2G 〜
5Gの無線フォーマット）。例えば、ワ
ンボタン測定は2G/3G/4G/MSR基地

局のテストに使用できます。

MXAは標準で25 MHz、オプション
で最大160 MHzの解析帯域幅性能が

あり、競争力を保ち、市場のリーダ
としての地位を維持できます。40/
85/125/160 MHzの帯域幅オプショ
ンが用意されているので、進化する
規格や将来の規格に対応し、テスト・
スタンドの妥当性を高め、技術的な
要件と予算上の制約の最適なバラン
スを図ることができます。これらの
帯域幅では、CCDF、バースト・パワー、
I/Q波形、EVMの各測定が行えます。

速度と価格の最適な組み
合わせをお探しの場合
EXAは、MXAよ り も 低 価 格 で、MXA
と同じ直感的なユーザ・インタフェー
スを使用して、MXAと同じアプリケー
ションを実行できます。

www.keysight.co.jp/find/exa

アップグレードが可能
購入した後で
オプションを
追加できます。

アップ
グレード

Xシリーズのほとんどのオプションは、
ライセンス・キーでアップグレードが
可能です。

78 dBのW-CDMA ACLRのダイナミック・レンジ

標準装備の周波数マスク・トリガ（FMT）を使用した、リアルタイム・
スペクトラム・アナライザ・モードでのシングル・キャリアW-CDMA
信号の密度残光表示
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規格への適合性の検証
Xシリーズ シグナル・アナライザは、
25種類を超える測定アプリケーショ

ンを共有でき、汎用／移動体通信／
無線接続／デジタル・ビデオ・アプ
リケーションに不可欠な測定機能を
備えています。Xシリーズ 測定アプ
リケーションを使用すれば、MXAを
LTEやMSRなどの最新規格に準拠し
たトランスミッタ・テストとして使
用することができます。測定アプリ
ケーションは各規格に厳密に準拠し
ているため、難しいデザインや製造
の問題にも対処できます。

LTEトランスミッタの評価

MSRトランスミッタのテスト
MSR測定アプリケーションを使用す
れば、RFコンフォーマンス測定をボ
タン1つですばやく実行できるので、
基地局や基地局のコンポーネントの
デザイン、評価、製造が容易になり
ます。
MSR基地局はシングル／マルチRAT
（無線アクセス・テクノロジー）シナ
リオに対応する必要があるため、こ
のアプリケーションには必要な一連
の測定が用意されています。シング
ルRAT用としてはACLR、占有帯域幅、

LTE FDD/TDD測定アプリケーション
には、基地局やユーザ機器（UE）のデ
ザイン／評価／製造に役立つコン
フォーマンス測定があります。ダウ
ンリンク・チャネルと信号が自動検
出されるので、測定のセットアップ・
プロセスが簡素化されます。eNBコ
ンフォーマンス・テストでは、3GPP
TS 36.141コンフォーマンス・ドキュ
メントに準拠した設定（E-TM）を簡単
にリコールできるので、測定が容易
になります。
物理層以外をテストするために、こ
のアプリケーションにはトランス
ポート層のデコード機能が含まれて
います。このため、レシーバ・チェー
ン全体のデータにアクセスして、問
題をトラブルシューティングしたり、
チャネルのコード化を検証すること
が で き ま す。 製 造 段 階 で は、「 コ ン
フォーマンスEVM」測定により、代
表的なEVM測定に比べて2倍の高速化
を実現できます。
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トランスミッタ・ブランチ間の時間
調整、マルチRAT用としてはチャネ
ル・パワー、変調品質（EVM）、周波
数誤差、スプリアス・エミッション、
スペクトラム・エミッション・マス
クがあります。

EVMや周波数誤差などの復調測定で
は、MSRアプリケーションは、広帯
域のマルチキャリア、マルチRAT信号
を1回捕捉するのではなく、自動シー

ケンス機能を使用します。このため、

MXAに広帯域解析オプションが不要
で、機器コストを削減できます。

MXAのフロント・パネルとリア・パネル
6個のトレースと3種類の
ディテクタを同時に使用
できます。

ソフトキー：クリアな表示からメニュー
をすばやく操作できます。

最大12個のマーカで周波数やトレース
位置をマークし、測定結果を見やすく
表示できます。

クイック保存機
能により、ファ
イルにすばやく
保存できます。

内蔵の16ビットADCにより、アナログ・ベースバンド
信号の品質が保証されます。Keysight Infiniium/
InfiniiMaxプローブを、校正ユーティリティと校正出
力ポートで使用できます。（40 MHzを超える解析帯域
幅では使用できません）

包括的なコンテキスト
依存ヘルプ・システム
により、疑問の答えが
すぐに得られます。

2個のUSB 2.0ポートが、接
続しやすいように測定器のフ
ロント・パネルに用意されて
います。

VGAビデオ出力インタフェース：外部モニ

タを接続して、測定器画面を表示できます。

USB 2.0（タイプBポート）インタフェース：
外部PCと接続して、I/Q波形データを捕捉
したり、MXAをリモート制御できます。

USB 2.0（タイプAポート）インタ

フェース：外部周辺機器を接続し
て、データを転送できます。

1000Base-T LAN経由でMXAを

広帯域IF出力およびプログ
ラマブルIF出力を提供する
ためのポートです。

リモート制御できます。

50/60/400 Hz
電源入力：航
空宇宙／防衛
環境で使用で
きます。
アップグレード
可能なCPU
モジュール

SNSまたは346シリーズ ノイズ・ソースと
N9069A測定アプリケーションを使用して、

雑音指数測定が可能です。

リムーバブル・
フラッシュ・
メモリ・ドラ
イブ：測定器
の機密保護に
使用できます。

外部トリガ入力信号：特定のイベント
に基づいて測定を開始できます。
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外部トリガ出力信号：
他のテスト機器と同期できます。

アナログ出力ポート：

Y軸画面ビデオ出力を
提供します。
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