
 – 9 kHz～ 26.5 GHzの周波数レンジ
 – 最大＋17 dBmのTOI、－163 dBmのDANL
 – ±0.50 dBの絶対振幅確度
 – 最大25 MHzの解析帯域幅
 – 9 kHz～ 6 GHzのトラッキングジェネレータ

Keysight N9000A
CXA Xシリーズ シグナル・アナライザ
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同クラスで最高のパフォーマンス

RF マイクロ波

周波数レンジ
最小：9 kHz 最小：9 kHz

最大：3.0、7.5 GHz 最大：13.6、26.5 GHz

解析帯域幅
10 MHz（標準） 10 MHz（標準）

25 MHz（オプション） 25 MHz（オプション）

表示平均雑音 
レベル（DANL）

－163 dBm（1 GHz）、
－152 dBm（7 GHz、 
プリアンプ・オン）

－163 dBm（1 GHz）、
－147 dBm（26.5 GHz）
（プリアンプ・オン）

3次相互変調
（TOI）歪み

＋17 dBm（1 GHz）、 
＋17 dBm（5 GHz）

＋15 dBm（1 GHz）、 
＋14 dBm（26.5 GHz）

W-CDMA ACLR
ダイナミック 
レンジ

66 dBc 
（雑音補正オン時）

73 dBc 
（雑音補正オン時）

位相雑音
－102 dBc/Hz 
（10 kHzオフセット、 

1 GHz搬送波）

－102 dBc/Hz 
（10 kHzオフセット、 

1 GHz搬送波）

振幅確度 ±0.50 dB ±0.50 dB

Xシリーズ 信号解析
とは？

高い拡張性
プロセッサ、メモリ、インタフェー
スなどのアップグレードが可能な
ので、測定器を長期にわたって有
効活用できテスト資産を常に最新
の状態に保つことができます。 

一貫性のある 
測定フレームワーク
優れた信号解析技術とXシリーズ
測定器共通の操作性により、組織
全体で高い測定品質を確保し、短
時間で生産性を高めることができ
ます。

さまざまな 
アプリケーション
25種類以上の測定アプリケー
ション、Windows®オペレーティ
ングシステムの採用、最新規格へ
のいち早い対応により、ニーズの
変化にすばやく。

最新の一貫した測定により 
将来を先取りする 
キーサイトのXシリーズ

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

http://www.keysight.co.jp/find/X-Series
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Xシリーズ・アプリケーションソフトウェアで一台多役。 
投資効率を最大化します。

CXAシグナル・アナライザは非常に
低価格にもかかわらず、基本的な機
能だけでなく豊富な機能を備えてい
ます。この豊富な機能により、低価
格ツールにもかかわらずクリティカ
ルな信号の特性評価が行えます。ま
たコストパフォーマンスの高いテス
トや他のXシリーズ モデルとのシー
ムレスな統合が可能です。CXAはRF/
マイクロ波テクノロジーや信号解析
の教育用にも最適です。必要不可欠
な機能に加え、Xシリーズの拡張性を
兼ね備えさまざまな情報を容易に理
解できます。

製造でのテストを加速
汎用の信号解析機能とさまざまなラ
イセンスキーのアップグレードによ
り、手動／自動のさまざまなテスト
要件に対応するようにCXAを容易に
再構成できます。Xシリーズ テクノ
ロジープラットフォームの信頼性は
実証済みで、システムのアップタイ
ムも向上します。 

製品開発を加速
CXAを使用すれば製品の開発やデザ
インを加速できます。また、さまざ
まな測定アプリケーションや89600 
VSAソフトウェアを追加でき、75種
類を超える変調方式の信号に対応で
きます。 

RF/マイクロ波教育にも
貢献
CXAは基本的なRF回路の評価から高
度な信号解析まで、RF/マイクロ波信
号解析用教育ツールとしても優れて
います。さまざまな機能を内蔵して
いるだけでなく、89600 VSAソフト
ウェアを追加したり、MATLABなど
の解析環境にCXAを簡単に統合でき
ます。
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お客様の製造テストを支える豊富な機能、 
優れたインタフェースと高い信頼性
CXAはコードレス電話、無線LANルー
タ、無線システムなどの電子機器は
もちろん、増幅器やフィルターなど
のRF/マイクロ波コンポーネントの手
動／自動テストにも最適です。コス
トを削減する場合もスループットを
改善する場合も、拡張性に優れた信
頼性の高いCXAを使用すれば製造プ
ロセスを改善できます。

測定機能としては、汎用のスペクト
ラ ム 解 析 機 能 と ワ ン ボ タ ン の
PowerSuite測定機能があります。オ
プションの内蔵トラッキングジェネ
レータ1は、スカラーネットワーク解
析用の高速でコストパフォーマンス
の高いソリューションです。75 Ω入
力コネクタの追加により1ケーブルTV
信号も簡単に測定できます。アナロ
グ復調、デジタルビデオ、無線接続
などに対応した25種類を超えるソフ
トウェアを使用することにより、
CXAを容易に再構成でき柔軟にシス
テムを構築できます。また、ライセ
ンスのアップグレードにより容易に
移行できます。

CXAは自動テストシステム用にGPIB/ 
USB 2.0/LAN（1000Base-T）インタ
フェースを装備し、LXI class Cに準
拠しています。さらにSCPIを採用し
キーサイトのESAスペクトラム・ア
ナライザとのコード互換性があるの
で、簡単にCXAへ移行できます。また、
他のすべてのキーサイトのXシリーズ 
シグナル・アナライザとも言語の互
換性があります。

手動テストアプリケーションでは、
Windowsベースのユーザーインタ
フェースにより容易に操作できます。
また、CXAはキーサイトのESAシリー
ズと類似しているので、ESAシリー
ズに慣れているオペレータにとって
は容易に操作できます。分からない
ことがあればいつでも、CXAに内蔵
されているヘルプ機能を利用して必
要な情報にすばやくアクセスして、
操作を続けることができます。

CXAは、キーサイトのEXA/MXA/PXA
シグナル・アナライザと同じ信頼性
の高いXシリーズ ハードウェア／ソ
フトウェアプラットフォームを採用
し、ベンチでもシステムでもアップ
タイムが向上します。

1. 7.5 GHzまでの周波数レンジのモデルでサポートさ
れています。 

アップグレードが可能
購入後にオプションを 
追加できます。

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。 

UP
GRADE
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研究開発用の基本測定機能を備え、コスト削減を実現

次世代製品の開発でも既存製品の改
良でも、CXAを使用すれば信号特性
を評価してテスト／検証／トラブル
シューティングを行うことができま
す。CXAの内蔵機能を使用すれば、
基本的な周波数／レベル／スプリア
ス／歪み測定を予算の範囲内で行う
ことができます。

例えば、CXAは速度とDANL性能に優
れ、スプリアスや高調波を簡単に測
定できます。チャネルパワー、隣接
チャネル漏洩電力（ACP）、占有帯域
幅（OBW）などの測定も、Xシリーズ
のPowerSuiteによりワンボタンで行
えます。CXAの内蔵トラッキングジェ
ネレータは、RFスカラーネットワー

ク解析用のコストパフォーマンスの
高いソリューションで、周波数応答
や挿入損失／利得など、コンポーネ
ントやサブシステムの動作を評価で
きます。 

W9064A VXAベクトル信号解析測定
アプリケーションはFFTベースの汎用
スペクトラム解析アプリケーション
で、さまざまな復調方式とフィルター
をサポートし柔軟なデジタル変調解
析が行えます。W9069A雑音指数測
定アプリケーションの追加により、
雑音指数測定や利得測定をワンボタ
ンで行えるので、デバイスや受信シ
ステムを簡単に設計／評価できます。
W6141A EMI測定アプリケーション

を使用すれば、CXAをコスト・パ
フォーマンスの高いEMIプリコン
フォーマンス・ソリューションとし
て使用でき、EMIの問題を開発プロセ
スの早い段階で識別できます。これ
らのアプリケーションはCXAシグナ
ル・アナライザに緊密に統合され、
SCPIプログラミングにより容易に操
作できます。 

CXAだけでも、低コストの研究／デ
ザイン・プロジェクトに対応できま
す。CXAはキーサイトのXシリーズの
シグナル・アナライザで、EXA/MXA/
PXAでの経験と知識を有効活用でき、
製品のライフサイクル全体をサポー
トできます。
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CXAとその使いやすい測定機能を用
いることにより、次世代のRF/マイク
ロ波エンジニアは多くのことを学ぶ
ことができます。教育ラボでは、信
号解析の基本を学ぶことにより実用
的なスキルを養いRF/マイクロ波テク
ノロジーに対する理解を深めること
ができます。Xシリーズ測定アプリ
ケーションと89600 VSAソフトウェ
アは柔軟性に優れているので、将来
の測定ニーズにも対応できます。

Xシリーズのインタフェースは使いや
すいWindowsをベースにしているた
め、測定器の操作ではなく測定手法
の習得に集中できます。こうしたス
キルはすべてのキーサイトのXシリー
ズに活用できます。

CXAはオープンなWindowsプラット
フォームを採用しているため、データ
の解析／表示／公開にMATLABなど
の一般的な解析環境を使用できます。
また、演算／シミュレーション／測定
器制御用のKeysight VEE Education
などのビジュアル・プログラミング環
境を活用することもできます。

教育ラボでの実用的なスキルの習得に

RFの概念の理解に有用

Keysight N9320BK-TR1 RFト
レーニング・キットは、RFの基本、
回路設計、通信システムの概念の
理解に役立ちます。キットにはRF
トランシーバ・トレーニング・ボー
ド、ラボシート、講義用教材、測
定自動化プログラム（Keysight 
VEE Proフォーマット）が含まれて
います。演習で、N9310A信号発
生器とCXAシグナル・アナライザ
を組み合わせるとさらに便利にな
ります。

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、RFテクノロジーに対する理解
を深めることができます。

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

http://www.keysight.co.jp/find/89600
http://www.keysight.co.jp/find/RFtrainer
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SNSまたは346シリーズ ノイズ
ソースとW9069A測定アプリケー
ションを使用して雑音指数を評価
可能

外部トリガ信号：特定の 
条件に基づいて測定を開始

リムーバブル・フ
ラッシュメモリドラ
イブ：測定器の機密
保護に使用可能

50/60/400 Hz電源入力：
航空宇宙／防衛環境で使用
可能

安価なスカラーネットワーク解析を実現
する内蔵トラッキングジェネレータ、 
またはケーブルTV解析用の75 Ω入力 
（7.5 GHzまでの周波数レンジのモデル）

21.4 cmの高解像度XGAディスプレ
イに、トレース、結果、ステータス
を表示

内蔵PowerSuite： 
ワンボタンで簡単にパワー測定
が可能

最大6個のトレースと3種類のディテクタ
を同時に使用可能

包括的なマーカ機能：特定のポイント
やセグメントを測定可能

測定器構成、 
I/Oセットアップ・
ファイル、 
プリンター、 
測定器プリセット
の制御

GPIBインタフェースで、
SCPIコマンドを送受信

外部PCからCXAを制御するため
のタイプB USB 2.0ポート

USB 2.0（タイプAポート）
インタフェース：周辺機器
を接続して、データを転送
可能

LXI対応の1000Base-T LANポート：
CXAのリモート制御が可能 

広帯域 
IF出力

スピーカの音量設定
包括的なコンテキスト
依存ヘルプシステム

特定のアプリケーションに
合ったモードまたは測定を
選択

USBデバイス用ポート

CXAのフロントパネルとリアパネル

外部VGAモニタを
接続して、測定画面
を表示 
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