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はじめに

測定およびトラブルシューティングの手順

最新のデジタル通信システムのデザインと最適化は、複雑でさまざまな側面を持つ困難な作業です。この複雑さ
に対処するには、系統的な手法が有効です。このアプリケーションノートでは、そのような手法の1つを紹介し
ます。これは、さまざまなシステム開発で有効性が実証されている手法です。

デジタル変調信号の測定とトラブルシューティングを行う際には、すぐにデジタル復調（具体的には変調品質解析）
に進みたくなります。しかし、この手法は、システムの問題に関する重要な手がかりを見逃す可能性があるため、
生産性の点では最善とは言えません。最新のシステムや信号は、周波数調整や時間調整など、協調動作するさま
ざまな要素に依存しています。

復調は成功しないこともあり、成功した場合でも、システム性能全体の性質を反映していない可能性があります。
また、信号劣化の測定によってその原因がわかるとは限りません。しかも、シンボルレートやフレームタイミン
グなどの単純な信号劣化でも復調の失敗の原因になるため、復調の最初の試みは問題を起こすことが多いのです。
復調が成功しない場合、その後のトラブルシューティングの指針となる情報はほとんど何も得られません。

システムや信号の問題の原因を突き止め、コスト、互換性、開発時間、製造マージンなどの要素を最適化するには、
系統的な測定手順が最も信頼できる方法であることが経験によって証明されています。構造化された測定手法を
利用すれば、早い段階で問題を発見し、重要な問題が見逃されたり、開発の最終段階で見つかることで遅れやリワー
クが発生したりするのを避けることができます。

このアプリケーションノートでは、3つのステップからなる測定およびトラブルシューティング手順を紹介します。

ステップ1：周波数、周波数／時間測定： 

信号の中心周波数、帯域幅、S/N比、その他の重要なタイムドメイン／周波数ドメインパラメータを検証します。

ステップ2：基本的なデジタル復調解析： 

コンスタレーションを表示して、変調品質指標を調べます。

ステップ3：高度なデジタル復調解析： 
信号専用のツールを使用して信号を詳細に解析します。

測定／トラブルシューティング手順

周波数、周波数／時間 基本的な
デジタル復調

高度な復調／
特殊な復調

基本事項を調査、
重要な問題を発見

信号品質指標、コンスタ
レーション、基本的な
エラー・ベクトル測定

特殊な問題と原因を発見

図1a.　デジタル変調信号およびシステムの測
定およびトラブルシューティング手順の概要。
スペクトラム/RFエンベロープ解析から始めて、
この順序で測定を行うことで、デザインプロセ
スの生産性を向上させ、問題の見逃しを防ぐこ
とができます。
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中心周波数、占有帯域幅、チャネルパワー、帯域内／帯域外スペクトラム成分などの周
波数ドメイン測定に従来使用されてきたツールは、スペクトラム・アナライザとシグナル・
アナライザです。これらのアナライザでは、信号のRFエンベロープのゼロスパン解析を
行うことで、信号タイミングのいくつかの側面も評価できます。

ベクトル・シグナル・アナライザ（VSA）は、図1aに示されているすべての解析タイプを実
行でき、デジタル変調を使用するシステム用の測定ツールとして最も一般的なものです。
89600 VSAソフトウェアなどのVSAは、測定アプリケーションソフトウェアの形態で提
供され、シグナル・アナライザなどのさまざまなソースから収集された情報を処理できま
す。キーサイト・テクノロジーのシグナル・アナライザを初め、最新のシグナル・アナラ
イザは、このアプリケーションノートで説明しているすべての解析を実行できます。

最近の混雑したRFスペクトラムとそこに含まれる信号はきわめて動的な性質を持つため、
システムのデザインやトラブルシューティングは、ますます困難になりつつあります。
信号劣化や干渉は、きわめて過渡的な性質を持ち、複雑なスペクトラムを示します。RF

シグナル・アナライザの最新版であるリアルタイムスペクトラム・アナライザ（RTSA）は、
これらの問題の発見と解決に非常に効果的なツールです。このアプリケーションノート
では、3ステップのプロセスの過程でRTSAを使用する方法を説明します。一部のRTSAは、
VSAと同様に、測定アプリケーションソフトウェアとして実装できるため、Keysight X

シリーズ シグナル・アナライザなどの1つのハードウェアツールで、3つのステップすべ
てに対応できます。

デジタル変調信号のRF測定のほとんどは、専用のVSAやVSAソフトウェアを搭載したシ
グナル・アナライザで実行されています。VSAソフトウェアは、モジュラRFアナライザ、
デジタルオシロスコープ、ロジック・アナライザでも使用できます。モジュラ・アナラ
イザおよびオシロスコープは、マルチチャネルまたはマルチ信号アプリケーションに特
に便利であり、ロジック・アナライザとVSAの組み合わせは、デジタイズされた信号に
対する強力な信号解析ソリューションとなります。
  

デザインサイクルの早い段階での解析では、VSAソフトウェアは数学ソフトウェアで作
成した信号ファイルや、Keysight SystemVueなどのデザイン／シミュレーションツール
からのストリーミング信号出力を解析できます。 

これらすべてのツールに対して、VSAソフトウェアは、必要なすべての信号解析機能、一
貫したユーザーインタフェース、実証済みの測定アルゴリズムを備えています。

デジタル変調信号の測定ツール

図1b.　Keysight MXA Xシリーズ アナライザなどのシグナル・アナライザは、必要なすべてのスペ
クトラム解析機能を備え、複雑なRF/マイクロ波信号をサンプリングできます。サンプリングされた
信号は、Keysight 89600 VSAソフトウェアで使用して、必要なすべての変調解析を行うことができ
ます。Xシリーズ シグナル・アナライザにVSAソフトウェアを搭載することで、このアプリケーショ
ンノートで説明するすべての信号解析手法に対応したワンボックスソリューションが実現できます。
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図2.　推奨手順の最初の測定は、周波数ドメインとタイムドメインの測定、およびそれら2種類を統合
したベクトル測定です。

ここで推奨する測定およびトラブルシューティング手順で最初に行うことは、一般的な
パワースペクトラム測定と、周波数ドメインとタイムドメインの解析を組み合わせたベ
クトル測定です。一部の解析は、シグナル・アナライザのゼロスパン構成またはVSAのロ
グ／リニア時間表示を使用して、タイムドメインだけで行うことができます。ただし、タ
イムドメイン測定のほとんどは、シグナル・アナライザの分解能帯域幅（RBW）フィルター
またはVSAの周波数スパンの形で、何らかの周波数選択度を必然的に伴います。

ほとんどのアナライザは、シンボルレートまたは帯域幅（通常は関連しています）が正し
くなかったり、大きな周波数エラーがあったり、S/N比が低かったり、フレーミング／タ
イミングが不適切な信号に対しては、信頼できる復調が行えません。復調に成功しても、
復調品質が信頼できない可能性があります。

測定およびトラブルシューティング手順の最初のステップでは、有用な変調解析のため
に周波数および時間に関連する重要なパラメータを検証することです。いくつかの測定
の例を図2に示しています。

測定／トラブルシューティング手順

周波数、周波数／時間
基本的なデジタル

復調
高度な復調／
特殊な復調

基本事項を調査、
重要な問題を発見

広帯域スペクトラム
狭帯域スペクトラム
周波数および時間
トリガ、タイミング

ゲーティッドスペクトラム
ゲーティッドパワー、CCDF
タイムキャプチャー
スペクトログラム

信号品質指標、コンスタ
レーション、基本的なエラー
ベクトル測定

特殊な問題と原因を
発見

ステップ1： 
周波数、周波数／時間測定
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デジタル変調信号の多くの特性は、変調解析の前に測定することができます。広帯域ス
ペクトラム測定を行えば、パワーレベルや、スプリアスまたは干渉の存在など、信号環
境に関する情報が得られます。これより狭い周波数スパン（信号帯域幅よりわずかに広い
程度）を使用すれば、中心周波数と占有帯域幅をより正確に評価したり、信号のスペクト
ラム形状を表示してチルトやリップルなどの問題を検出することができます。

RFエンベロープなどのタイムドメイン測定は、デジタル復調の準備としても有用です。
タイムドメイン測定を行うことで、バルスやバーストの特性を、必要なら同期やトレー
ニングシーケンスに注目しながら確認できます。これらに問題があれば、復調が失敗す
るだけでなく、互換性の問題が生じることがあります。同期とイコライゼーションのルー
チンはレシーバーごとに異なり、同期またはトレーニングシーケンスに欠陥があると、
復調測定で非常に特定が難しい問題が生じることがあります。

RFエンベロープおよびパワー対時間（PVT）測定は、動的な信号パワーの評価にも有用で
す。パワーブーストや動的パワー制御などの物理層の手法の基本的な検証が可能ですが、
完全な検証には復調結果内でのパワー測定が必要になることがあります。 

パワースペクトラム（チャネルパワーではなく）対時間の測定は、使用されるサブキャリ
アの数（および全信号パワー）が、バースト、フレーム、またはサブフレームの間に変化
するOFDMシステムにおいて有用です。

この時点での重要な測定は、統計に基づいたものです。相補累積分布関数（CCDF）および
ピーク対アベレージパワー比は、パワーアンプの性能と効率の把握に有用です。またピー
ク対アベレージパワー比の低減やピークパワーを制限するための手法の動作とトレード
オフを評価するためにも有用な場合があります。

また、デジタル変調プロセス自体から生じる問題に対しても、周波数と時間を組み合わ
せて使用できるため、ベクトル測定モードで表示した方がわかりやすい場合があります。
このタイプのベクトル解析は、復調やトラブルシューティングを最適化するためのトリ
ガやパルス検索長の設定に便利です。
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図3.　デジタル変調信号の周波数ドメイン測定

代表的な周波数ドメイン測定

周波数：広帯域スペクトラム
 – 近似的な中心周波数、占有帯域幅、パワーレベル／レンジ
 – 存在するその他の信号、スプリアス、干渉
 – 信号環境のリアルタイムスペクトラム測定

周波数：狭帯域スペクトラム（約1.1×公称帯域幅）
 – より正確な中心周波数、占有帯域幅
 – スペクトラム形状（側波帯、リップル、OFDMの非送信中心またはガードサ
ブキャリアを含む）

 – 不安定性や振幅／周波数切り替えの影響などの不要なトランジェント動作
を検出するためのリアルタイムスペクトラム測定

 – 周波数および時間への遷移
 – パルスド信号やフレームド信号の場合、スペクトラムのみでは（アベレージ
ングを使用しても）不十分

 – 正確なスペクトラムには時間変動する信号に対するトリガが必要

タイムドメイン測定は、MIMO、ビームフォーミング、空間－時間コード化などのマルチ
チャネルまたはマルチアンテナ手法を使用するシステムにも必要な場合があります。こ
れらのシステムの測定には、シングル・チャネル・アナライザとトリガ信号を使用します。
また、その他の測定には、モジュラ・アナライザ、オシロスコープ、シグナル・アナラ
イザなど、真のマルチチャネルRFフロントエンドが必要です。これらは、基準やトリガ
と組み合わせてマルチチャネルソリューションを構築できます。

一部のバーストやフレームは、情報量が膨大なため、測定が難しくなっています。これは、
帯域幅が広く、持続時間が長いためです。このような信号は、無線ネットワークなどの
高スループットアプリケーションで一般的になってきています。これらの信号に対して
VSAを使用すれば、非常に大きな時間レコードとFFT計算（500,000ポイントに近いブロッ
クサイズ）により、きわめて効果的に測定できます。VSAは、タイムキャプチャーまたは
レコーディングモードでも使用できます。これにより、ギャップなしに数億個の信号を
巨大なバッファに記録でき、後で解析することが可能になります。これらのレコードに
対するポストプロセッシング操作は、異なる時間レコード長でも可能で、同じレコード
からデジタル復調もできます。
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図4.　FMT構成（上）と解析（下）。ここに示す振幅トランジェントを持つスプリアス信号のように、振
幅の持続時間が短く、予測不能で、頻度が低い場合でも、検出が可能です。信号自体をテンプレート
として使用して、周波数マスクトリガを設定できます。

リアルタイムスペクトラム解析は、デジタル変調信号の測定で有用です。最近の無線信
号や信号環境は、非常にダイナミックで、多くのエラー、信号劣化、干渉が含まれてい
ます。これらはすべて過渡現象であり、発生頻度が低い場合は検出がきわめて困難です。
リアルタイムスペクトラム解析と周波数マスクトリガは、従来のスペクトラム測定では
発見や測定が難しい問題の検出と特定に大きな威力を発揮します。図4に、過渡的なハイ
パワーを持つスプリアス信号の検出の例を示します。

リアルタイムスペクトラム測定
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図5.　この周波数占有度対時間のグラフは、RTSAまたはVSAによるスペクトログラム表示と非常によ
く似ていて、これらのツールを使用して等価測定表示を作成できます。スペクトログラム表示を使用
して、複数の信号や目的の周波数バンドの動作を確認できます。

リアルタイムスペクトラム測定は、スペクトラム共有および相互運用性の問題を理解す
るためにも非常に有用です。これらのリアルタイム測定の結果は、リアルタイム・アナ
ライザによるものでも、大容量のタイム・キャプチャー・メモリのポストプロセッシン
グによるものでも、通常はスペクトログラムと呼ばれる周波数対時間のフォーマットで
表示されます。スペクトログラムでは、1つの表示でミリ秒単位から分単位までの時間間
隔を表示でき、個々の信号または信号環境のスペクトラム動作の概要がわかります。 

 

システムによっては、図5に示すように、チャネル切り替えや周波数ホッピングなどのア
ジャイル周波数手法が使用されます。

スペクトログラムを使えば、大量の測定情報を一覧でき、複雑なスペクトラム環境での
信号動作の把握が容易になります。特に有用なのは、コグニティブ無線やソフトウェア
定義無線の動作を検証する場合です。

周波数

時
間
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デジタル変調信号の多くは、パルスド信号またはフレームド信号で、スペクトラムリソー
スを効率的に共有するために使用されます。さらに、これらの信号は通常、個々のバー
ストまたはフレーム内部で時間変動します。これは、レシーバーによる同期とイコライ
ゼーションをサポートするためです。このため、ベクトル解析の威力が最も明らかにな
るのは、周波数ドメインとタイムドメインの測定を連携させた場合です。タイムドメイ
ン表示の有用な例としては、信号のRFエンベロープがあります。これには振幅がリニア
またはログスケールで表示されます。VSAでは、これは「メインタイム」トレースと呼
ばれ、トレース・データ・フォーマットをリニアまたはログで選択できます。

トレースの時間の長さは、解析時間レコードで選択された周波数ポイントの数に比例し
ます。Keysight 89600 VSAの場合、51～ 410,000ポイントの範囲がサポートされてい
ます。非常に長いバーストの場合、十分な帯域幅を維持しながらバースト全体を表示で
きるレコード長を実現するには、きわめて多くのタイムポイント（50,000個以上）が必要
になることがあります。タイムポイントの数は、十分なスペクトラム表示に必要な数よ
りも大幅に多くなります。長い時間レコードを高い時間分解能で表示するために、89600 

VSAは柔軟なX軸スケーリングをサポートしています。

図6aで、タイムドメインのRFエンベロープトレース（下）は、無線LAN信号の3つのバー
ストまたはOFDMフレームを示しています。これらのフレームの1つは他のものよりも短
く、上のトレースでその一部が選択されてパワースペクトラムが計算されています。こ
のゲーティッドスペクトラム測定では、ゲートマーカーはフレームのデータ部分だけを
解析対象として選択し、プリアンブルを除外しています。時間トレースのデルタマーカー
は全フレーム長を表し、スペクトラムトレース上のもう1つのデルタマーカーは最も外側
の送信サブキャリアを測定しています。

これらの測定は、連続更新で行うことも、タイムキャプチャー操作の記録データに対す
るポストプロセッシングモードで行うこともできます。キャプチャとポストプロセッシ
ングの利点は、ベクトル／復調測定を含むさまざまな測定を使用して信号を再解析でき
ることと、別の中心周波数およびスパンを使用してキャプチャーデータを再測定できる
ことです。

図6a.　89600 VSAの周波数／タイムドメイン複合測定表示。マーカーで帯域幅とバースト長を測定
しています。下のトレースは、信号のログスケール振幅のRFエンベロープであり、垂直ゲートマーカー
で上のトレースのスペクトラムの計算に使用する時間レコードの部分を選択しています。タイムドメ
イントレースからは、測定中のフレームが他のものよりも短いこともわかります。

図6b.　2つのトレースの同時時間／周波数測定
のセットアップの概要

同時周波数／時間測定

VSAによる周波数／ 
時間測定の設定

 – 表示するトレースを2つ以上選択
します。

 – 1つのトレースのデータ・フォー
マットをスペクトラムに、もう1つ
をメインタイムに設定します。

 – メインタイム・トレースで、デー
タフォーマットを対数振幅（RFエ
ンベロープ）に設定します。

 – トリガを使用して信号収集を安定
化します。これは通常、時間変動
する信号を正確に測定するために
必要です。

 – バースト自体でトリガしてその先
頭を表示するには、適切なプリト
リガ遅延を持つIFトリガを選択
し、トリガレベルを調整します。

 – 必要に応じて、トリガホールドオ
フを使用して、変調による振幅変
動から不要なトリガが生じないよ
うにします。

 – 必要に応じて、時間レコードを長
くして、バーストまたはフレーム
の全体をタイムドメイン・トレー
ス内にもってきます。

 – 時間レコードを設定するには、周
波数ポイントの数を増やします。

 –「自動時間分解能」はオフにして
おきます（オンにすると、スパン
が占有帯域幅よりも狭い値に自動
的に調整されることがあります）。
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図6aに示すようなベクトルモード測定は、周波数ドメインとタイムドメインの多くの基
本的な信号パラメータの検証に有用です。デルタ周波数／時間マーカーは、バースト長
やサブキャリア間隔の初期評価のために便利です。占有帯域幅マーカーは、必要なパワー
帯域幅の％値を調整した後で、全信号帯域幅の評価のために使用できます。VSAソフト
ウェアは、パワー重み付きスペクトラムから信号の周波数中心を計算でき、中心とアナ
ライザの中心周波数の差を表示できます。これは復調の初期セットアップに利用できま
すが、次のセクションで説明するさらに高度なゲーティッドスペクトラム測定の方が、
検証および復調設定のためのより正確な信号パラメータが得られます。

バンド・パワー・マーカーは、ここに示すタイムドメインと周波数ドメインの例を含めて、
さまざまな測定タイプに使用できます。時間トレースまたはRFエンベロープ・トレース
にバンド・パワー・マーカーを使用すれば、選択したインターバルの平均パワーを計算
できます。これにより、プリアンブルやトランスミッタがオフのタイムインターバルを
除いて、フレームのデータ部分だけを測定できます。バンド・パワー・マーカーは、パワー
制御やパワーブーストの効果を評価するためにも利用できます。
  

周波数ドメインでは、バンド・パワー・マーカーを使用すれば、複数の信号の中の1つの
信号のパワー、特定の信号の一部のパワー、特定の周波数バンドのパワーがわかります。

これらを組み合わせたビューにはっきりと示されているいくつかの信号の問題は、復調
結果からは明確には読み取れません。このように、これらの測定を最初のステップとし
て使用することにより、残りの測定プロセスをより生産的かつ信頼できるものにするこ
とができます。

89600 VSAソフトウェアのベクトルモード測定の機能の簡単なまとめを以下に示します。

 – 周波数と時間のリンク表示／測定
 – トリガ機能（ライブ信号とレコード信号の両方）、トリガホールドオフを含む
 – 再生での可変オーバラップ処理
 – 可変ブロックサイズ（この測定では25,000ポイント）および時間分解能
 – 時間／周波数ドメインでのオフセットマーカー
 – バンド・パワー・マーカー
 – タイムゲーティッド測定（スペクトラム、CCDFなど）
 – 複数のアベレージングタイプ（指数、時間、ピークホールド）
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ベクトル・シグナル・アナライザの正確なタイムゲーティングは、特にプリアンブルや
トレーニングシーケンスを持つ信号や、何らかの種類の時分割多重化が用いられている
場合に有用です。例えば、プリアンブルのシンボルまたはフレームのデータ部分のシン
ボルで、パワー制御やトラフィック負荷のために必要なRFパワーが変化する場合、その
部分に測定のタイムゲートを合わせることが重要です。

多くの無線信号では、信号の周波数と振幅の動作が、バーストやフレームの途中のさま
ざまなタイミングで変化します。動的な振幅動作（ピーク／アベレージパワーまたは
CCDFで測定）は、信号のプリアンブル部分とデータ部分の間で、さらに伝送のデータ部
分のさまざまな区間でも変化します。このため、パワーとCCDFを含むタイムゲーティッ
ド測定は、信号の個々の部分を正確に測定するために不可欠です。

図7に、無線LAN信号のプリアンブルの2番目のセグメント（チャネル評価シーケンス）の
タイムゲーティッド測定を示します。プリアンブルのこの部分は、フレームの初期同期
要素に続くもので、等しい振幅で送信される1つおきのOFDMサブキャリアから構成され
ています。

図7の測定からは、復調を行わなくても、この信号の周波数／時間特性に関する多くのこ
とがわかります。ゲートウィンドウ（下のトレース）は、このプリアンブルセグメントに
合わせて8 μsに設定されています。信号のこの部分はセルフウィンドウなので、ユニ
フォーム（方形）RBW（ウィンドウ形状）が選択されています。これにより、周波数分解能
を最適化しながら、振幅確度を維持し、送信信号の周波数応答を正確に評価できます。

サブキャリアのスペクトラムが明確に分解されるので、最も外側の送信サブキャリアの
周波数を正確に測定でき、単純な除算によりサブキャリアの間隔を比較的正確に評価で
きます。非送信中心サブキャリアの存在と位置は明確であり、LOフィードスルーがあれば、
この周波数に出現するはずなので、容易に測定できます。

図7.　タイムゲーティッドスペクトラムを最適化して、OFDMスペクトラムの2番目のセグメントを
測定します。プリアンブルのこの部分は、等しい振幅の交互サブキャリアを使用して、アダプティブ
イコライザーをトレーニングするために使用されます。

図8.　測定対象を選択するための代表的な手順。

タイムゲーティッドスペクトラム測定

VSAを使用した 
タイムゲーティッド 
測定の設定

タイムゲーティングセットアップ
 – メインタイム長を設定して、バー
ストまたはフレームの必要な部分
が見えるようにします。

 – タイムゲーティングをオンにし、
ゲート長を必要な信号セグメント
に合わせて設定します。ゲート長
として、通常はシンボル時間の整
数倍を選択します。

 – 測定するフレームの部分に対応す
るゲート遅延を設定します。

適切なゲートウィンドウ（RBW形状）を
選択します。

 – セルフウィンドウでない信号セグ
メントに対しては、振幅確度を最
高にし、良好なダイナミックレン
ジを得るために、フラットトップ
ウィンドウを使用します。

 – セルフウィンドウの信号セグメン
トに対しては、最適な周波数分解
能と選択度を実現するために、ユ
ニフォーム（方形）ウィンドウを使
用します。



13

同様の測定を、プリアンブルのその他の部分や、フレームのデータ伝送シンボルに対し
て実行できます。必要な手順は、単にマウスでゲートマーカーを移動するか、直接数値
を入力するだけです。例えば、振幅表示（下）からは、プリアンブルの後半のセグメント
に振幅エラーがあるように見えます。これらのプリアンブル要素は長さ1シンボル（4 μs）
であり、そのパワーおよびスペクトラム成分はゲーティングとバンド・パワー・マーカー
を使用して容易に測定できます。これらのパワー誤差はおそらく復調を失敗させること
はないので、復調結果からはわからない場合があります。しかし、システム性能には影
響を与える可能性があるので、測定のこのような早い段階で発見しておくのが最善です。

この測定例は、図6と同じ信号のレコードを使用して、周波数スパンを狭めたものです。
ポスト・プロセッシングで解析スパンと中心周波数の両方を変更できるので、テスト信
号をキャプチャし直さなくても、さまざまな信号特性を柔軟に測定できるだけでなく、
同じバンド内の別の信号も測定できます。この解析の柔軟性が特に威力を発揮するのは、
デジタル変調でトラブルシューティングのために同じ信号を周波数ドメイン、タイムド
メイン、変調ドメインで比較する場合です。

タイムゲーティングは、デジタル変調信号のさまざまな測定において、安定性、確度、
選択性を高める効果があります。すでに説明したスペクトラムおよびタイミングの他に、
ダイナミックパワーとそれに関連するパワー統計も、デジタル変調信号を使用する多く
のシステムで重要な問題です。

1つの例として、タイムゲーティッドCCDF測定があります。これは、OFDMシステムの
アンプのデザインと動作パラメータを最適化する際に、リニアリティまたは利得圧縮を
評価するために用いられる測定です。OFDM信号を構成する多数の直交サブキャリアに
より、信号のパワーダイナミクスは相加性白色ガウシアン雑音（AWGN）に類似する場合
が多くあります。OFDMやAWGNはパワー変動が大きいため、効率的な増幅が困難です。
CCDF測定では、信号のダイナミクスと、信号を増幅するアンプの影響の両方を定量化で
きます。AWGNは一部のOFDM信号に似ているので、図9に示すように、増幅の前後の信
号を測定する際の比較基準として用いられます。

CCDF測定は比較測定であり、完全な入力信号は不要ですが、テスト信号のパワーダイナ
ミクスが似ていることが重要です。

図9.　OFDM信号の増幅前（左）と増幅後（右）のCCDFの比較。増幅によってピークパワー偏移がわずか
に圧縮されます。CCDF曲線の近くのグレーのラインは、AWGNに対応する基準曲線です。

図10.　VSAを使用したタイムゲーティッド測定

タイムゲーティッドVSA測定

 – 信号全体または特定の信号のスペ
クトラム対時間

 – バーストまたはフレーム内のパ
ワー変化

 – プリアンブル、データシンボル、
さまざまな変調タイプおよびチャ
ネルローディングまたは送信サブ
キャリア数のパワーダイナミクス
を評価するためのCCDF測定

 – 信号の選択した周波数および時間
セグメントを測定するための積算
／アベレージング機能を実現する
バンドパワー測定 

 – サブキャリア構造（欠落または減
衰キャリア、LOフィードスルー）

 – サブキャリアサイドローブの振幅
（信号の一部、ACPではなく）、対
称性

 – 周波数確度、サブキャリア間隔
 – スプリアスまたは干渉信号の時間
選択測定

 – システムまたはチャネルのフラッ
トネスまたは周波数応答（チルト
／リップル、ヌルなど）

 – プリアンブルの長さ、構造、パワー
（パワーダイナミクスを含む）、ス
ペクトラム成分

 – OFDM信号のサンプリング係数、
ガードインターバルの確認
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デジタル変調の前のその他の測定

関連するシステムの性質または予想される性能によっては、その他のタイムドメイン、
スペクトラム、ベクトル測定を行います。

例えば、過渡現象やドリフトはパルスド信号で問題となることがあり、高周波RF/マイク
ロ波システムに多く見られます。物理的なデバイス形状が小さいため、熱時定数が小さ
くなるからです。多くの場合、復調トラッキングアルゴリズムによって作成される情報が、
診断ツールとして有効です。過渡現象は、デジタルプリディストーション手法を使用す
るシステムにも多く見られます。プリディストーションの最適化には、ここで説明した
ベクトル、復調、信号記録／再生ツールが有効です。

ベクトルモード測定は、この段階で行なわれ、復調結果やRFバーストタイミングと相関
されます。これにより、発生頻度の低い問題の特定が容易になります。この後で説明す
る高度な復調解析を使えば、測定したRF現象を、特定のシンボル、フレーム、サブキャ
リア、あるいは個々のユーザにさえ関連付けることができます。

信号のタイムキャプチャーは、常に考慮すべき事項です。特に、信号が測定時間内にパ
ルス動作したり変化したりする場合には有用です。捕捉した信号の解析では、捕捉の長
さの範囲内ではギャップが生じません。この方法は特に、スペクトログラムとデジタル
残光表示または累積履歴表示を組み合わせた場合に有効です。スペクトログラムは信号
の周波数動作に関する詳細な表示が可能であり、デジタル残光表示は信号履歴を容易に
確認できる表示です。
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スペクトログラムは、ギャップがなく、オーバラップ処理がおこなえるため特に有用です。
このような利点により、連続的な時間軸ときわめて高い時間分解能のスペクトラム表示
により、図11に示すような情報が得られます。

図11のスペクトログラム表示から、信号の時間／スペクトラム複合構造が明らかになり、
一時的なスペクトラム拡散（シンボル遷移から生じる）が容易にわかります。スペクトロ
グラムの時間またはスライスマーカーを使用して、復調を行わずにシンボルタイミング
とフレーム構造を評価することもできます。

非常に長時間の捕捉は可能ですが、通常は不要です。一般的には、2～ 10個の信号バー
ストまたはフレームを捕捉すれば十分です。十分に理解しているベクトル測定のセット
から始めることの利点の1つは、タイムキャプチャーの長さを適切に選択できることです。
短すぎればデータが不十分であり、長すぎればファイルサイズが大きくなりすぎて、解
析やファイル転送に手間がかかります。

図11.　LTE信号のスペクトログラム。オーバラップ処理を行ったギャップなしの捕捉信号をポストプ
ロセッシングで作成。シンボル間の遷移のスペクトラム拡散を利用して、復調を行わなくてもシンボ
ルタイミングとサブキャリアの変化がわかります。
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トラブルシューティング手順の最初にスペクトラム測定とベクトル測定を行うことによ
り、有効な変調解析が行える確率を高めることができます。復調で問題が見つかった場合、
スペクトラムと時間に関する問題の多くを原因から除外して、変調特性の解析に集中す
ることができます。

デザイン検証などのいくつかの測定作業では、基本的な変調解析で十分です。この解析
はVSAソフトウェアで実行でき、多くの場合、キーサイトXシリーズなどのシグナル・ア
ナライザで動作する規格に準拠した測定アプリケーションでも実行できます。

89600 VSAソフトウェアのエラー・サマリー・テーブルには、信号品質と主なエラータ
イプの定量的な概要が表示されます。大量の測定データがこの段階で得られ、強力なト
ラブルシューティングが行えます。

ステップ2： 
基本的なデジタル復調解析

図12.　推奨手順の2番目の測定では、基本的なデジタル復調結果とエラーサマリーを扱います。この
復調で使用される設定と表示には、このアプリケーションノートの前の方で説明した最初の測定結果
を指針として使用できます。

測定／トラブルシューティング手順

周波数、周波数／時間 基本的なデジタル
復調

高度な復調／
特殊な復調

基本事項を調査、
重要な問題を発見

復調と表示のセットアップ
コンスタレーション
エラーサマリー
エラーベクトルスペクトラム
エラーベクトル時間

ドメイン間／測定間リンク
パラメータ調整
追加のタイムキャプチャー

信号品質指標、コンスタ
レーション、基本的な
エラーベクトル測定

特殊な問題と原因を
発見
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中心周波数、スパン、入力範囲（または減衰）を設定した後、復調操作をオンにするため
に変調パラメータを設定する必要があります。商用規格用のVSAソフトウェアとシグナ
ル・アナライザ測定アプリケーションには、通常、測定セットアップ時間を短縮するた
めのパラメータプリセットが付属しています。このようなプリセットに対して、通常は、
信号のタイプ、帯域幅、アップリンク／ダウンリンク、MIMOを使用する場合のアンテナ
数をユーザが指定します。もっと単純な信号の場合、正確な測定を実行し、場合によっ
ては、クリアで安定したコンスタレーションを表示するために、変調方式、シンボルレー
ト、フィルターのタイプとαを指定する必要があります。一般的に、シンボル位置が識
別でき、回転がない明確なコンスタレーションが得られれば、復調器が正しく動作して
いることがわかります。

パルスド信号またはフレームド信号の場合、復調は信号と時間的に整合させる必要があ
ります。この整合の開始ポイントにはトリガが必要な場合があり、通常は何らかのパル
スサーチが必要です。プリセットによってサーチが自動的に設定される場合もあります
が、プリセットが利用できない場合、図13に示す基本的な手法を使用します。

89600 VSAソフトウェアで長さが等しいパルスに対するパルス検索長を設定するための
指針を、図13に示します。この最小検索長を使えば、1個の完全なパルスが常に収集時間
レコード内に含まれ、復調に利用できます。

この段階で4トレースまたは6トレース表示に切り替えれば、設定の検証、タイミングや
変調品質の問題の有無を確認するのに便利です。

図13.　変調タイミングパラメータの手動セットアップが必要なパルスド信号の測定では、この手順に
より、復調器が有効な信号バーストを検出でき、タイミングパラメータと変調結果を検証できます。

デジタル復調の設定

パルスサーチと検索長の設定

MeasSetupの下でDigital Demodを選択します
MeasSetupの下で、Digital Demod Propertiesを選択し、Searchタブを選択し
ます
検索長を設定します

 – 最小値として、2×（オン時間）＋1×（オフ時間）を時間またはシンボル単位で
設定します

 – サーチが成功した場合、バースト長の不一致やバーストの問題があることが
わかります

4または6トレースの表示を選択して、ベクトル結果と復調結果の両方を表示し 

ます
 – トレースタイプのデフォルト設定から始めます
 – 代表的な設定としては、コンスタレーション、エラーベクトル時間、エラー
ベクトルスペクトラム、エラーサマリー／シンボルテーブルがあります

 – 6トレース表示を選択して、サーチ時間と信号スペクトラムのトレースを追
加します
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基本的な復調結果

図14は、復調結果の代表的な表示です。このOFDMベースのLTE信号の複雑さは、基本的
な復調結果だけからも明らかです。特に注目すべきなのは、カラーコード化されたコン
スタレーションとエラートレースです。これらは1つのフレーム内の異なるサブキャリア
の複数の変調方式を反映しています。

これらの測定や表示の間の関係を理解することは、信号の特性と障害を理解するうえで
も重要であり、開発の強力な手段になります。

基本的なデジタル復調で最も多く用いられる表示は、コンスタレーションダイアグラム
とエラー・サマリー・テーブルです。OFDMの使用と、複数の変調方式の存在の可能性
によって、コンポジット・コンスタレーション・ダイアグラムの解釈は以前よりも難し
くなっています。それでも、これはやはり基本的な表示であり、エンジニアが真っ先に
参考にするものの1つです。89600 VSAソフトウェアのコンスタレーション表示とシンボ
ルテーブルは、通常は変調方式に基づいてカラーコード化されています。

ほとんどの復調結果表示には、コンスタレーションダイアグラム、変調品質サマリーテー
ブル、送信シンボルのリスト、変調エラーを示すトレースが含まれています（図14を参照）。

図14.　基本的な復調結果を示す4トレースの表示には、コンスタレーションダイアグラム、エラー・
サマリー・テーブル、エラー対時間または周波数のトレースが含まれています。このコンスタレーショ
ンダイアグラムは、複数のシンボル、サブキャリア、変調方式を重ね合わせた複合表示です。
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図15.　時間と周波数はエラー表現の基本的なド
メインであり、関連する測定トレースによって、
問題とその原因の切り分けに有効な補助的な表
示が得られます。

エラーの基本的表現：周波数 
ドメインとタイムドメイン

エラーベクトルスペクトラム
 – X軸上の各サブキャリアに対して 

Y軸上にすべてのシンボルを表示
 – 各サブキャリアの全シンボル平均
を表示

 – サブキャリアごとのパターン／ト
レンド、搬送波およびパイロット
間の違いを検証

 – スプリアスや狭帯域干渉は、すべ
てのシンボルに対して、1つの搬
送波または少数の搬送波に影響

エラー・ベクトル時間
 – X軸上の各シンボルに対してY軸上
にすべてのサブキャリアを表示

 – 各シンボルの全搬送波平均を表示
 – シンボル（時間）に基づいてパター
ンまたは変化を検証

 – インパルス的あるいは時間依存エ
ラーは、1つのシンボルまたはシ
ンボルのグループのすべての搬送
波に影響

あらゆるマルチキャリア変調方式に対して、エラーベクトルスペクトラムとエラーベク
トル時間表示は有効で補完し合う測定です。これら2つの測定結果を同時に表示し、マー
カーを結合させて関係を調べることが有効な場合が多くあります。

エラーベクトル時間トレース（図14右上）には、EVM対シンボル時間が表示されています。
この信号には300個のOFDMサブキャリアがあるので、各シンボル時間に対して300個の
EVM値（ドットの列で表示）があります。このトレースを調べて、シンボルまたはフレー
ムタイミングに関連するパターンやトレンドを探します。例えば、パワー制御にエラー
があれば、1つのシンボル時間またはある範囲の時間のすべての搬送波に影響を与えます。

エラーベクトルスペクトラム・トレース（図14左下）には、EVM対サブキャリアが表示さ
れています。各サブキャリアには、この復調結果に対して測定された140個のシンボル時
間のそれぞれに対応するEVMドットが表示されます。このトレースを調べて、搬送波ご
とのパターンやトレンドと、データとパイロット・サブキャリアのエラーの間の違いを
見つけます。例えば、スプリアス干渉があれば、個々のサブキャリアまたは狭い範囲の
サブキャリアに影響し、影響はすべてのシンボル時間に及びます。

89600 VSAを使用すれば、必要に応じて、特定の変調方式、サブキャリア、または時間
間隔に絞って解析と測定表示を行うことができます。この測定手法については、このア
プリケーションノートのステップ3で、高度で特殊な復調手法に関連して説明します。

タイムドメインと周波数ドメインでのエラー表示
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ステップ3： 
高度で特殊な変調解析

図16.　推奨手順の3番目の測定では、より複雑
な測定と表示を扱います。多くの場合、これら
の高度な手法は、信号の特定の部分や側面に解
析を絞り、さまざまな測定結果を結びつけて問
題の原因を突き止めることが目的です。

測定／トラブルシューティング手順の最後のステップは、見つけにくい問題や複雑な問
題の検出と測定に有効です。

測定およびトラブルシューティング手順のステップ2と同様に、この段階で実行する測定
は、通常前の段階の結果を指針として行われます。 

 

信号の特定部分の解析や、復調パラメータの調整など、さまざまな変調解析手法が使用
できます。このような手法をサポートするツールの多くは、特定の変調用です。このセ
クションの例では、LTEおよび802.11無線LAN信号に固有の性質を利用します。これには、
OFDMアプリケーションで一般的な内蔵イコライゼーション・トレーニング・シーケン
スやパイロット搬送波が含まれています。

測定／トラブルシューティング・シーケンス

周波数、周波数／時間
基本的なデジタル

復調
高度な復調／
特殊な復調

基本事項を調査、
重要な問題を発見

搬送波／シンボル／両方による復調
パイロット・トラッキング・タイプの選択
搬送波、タイミングの選択
プリアンブル（イコライゼーション）解析

ドメイン間／測定間リンク
復調パラメータ調整
追加のタイムキャプチャー

信号品質指標、コンスタ
レーション、基本的な
エラーベクトル測定

特殊な問題と原因を
発見

マーカー結合はトラブルシューティングのための強力な機能ですが、あまり知られてい
ません。この機能は、異なるドメイン（エラーベクトル時間とエラーベクトルスペクトラ
ムなど）に表示されたエラー結果を関連付ける場合や、異なる表示タイプとスケーリング
を使用している場合に便利です。

マーカー結合を使用する一般的な方法は、エラーの量が異常に多い信号を見つけ、そこ
にマーカーを配置して、他の測定でそれをトレースするようにマーカーを結合させるこ
とです。これにより、エラーのピークを、コンスタレーションポイント、振幅値、特定
のサブキャリア、または特定のシンボル時間に結びつけることができます。この情報を
システムに関する知識と組み合わせることで、エラーの仕組みや考えられる原因をより
明確にできます。

89600 VSAソフトウェアの重要な利点の1つは、新しくデータを取得しなくても、測定（復
調を含む）を変更して更新された表示を得ることができる点です。この機能は、ライブ測
定と、タイム・キャプチャー・ファイルの再生またはポスト・プロセッシングの両方で
利用できます。この測定処理の柔軟性により、測定による変動の影響を受けないので、
使いやすさが向上し、より正確な解析が可能になります。

マーカー結合による初期復調結果の調査
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図17.　高度な復調技法のまとめ（特定の信号セグメントだけの分離復調、復調パラメータの微調整 
など）。

図17に、89600 VSAソフトウェアがOFDM信号に対してサポートする高度な測定手法の
いくつかを示します。問題の原因が不明な場合は、これらの手法を順番に使用すること
が有効です。これらを組み合わせて使用することにより、具体的なエラー動作を特定で
きる場合があります。

高度で特殊なデジタル復調

 – 特定のサブキャリアの復調結果の表示
 – 特定のシンボルまたはタイムインターバルの復調結果の表示
 – 振幅、位相、タイミングのトラッキングなど、個々のパイロットトラッキング・
モードの実験

 – シンボルタイミングの手動調整
 – イコライザートレーニング用の異なるデータソースの選択
 – プリアンブルの個別測定
 – 小さなエラーの性質を明確にするX軸およびY軸スケーリング（表示ズーム）

サブフレームまたはバーストの特定の要素の解析は、強力なトラブルシューティング手
法です。この手法により、エラーや障害をより明確に特定することができ、その原因を
突き止めやすくなります。 

例えば、特定の搬送波または搬送波グループに注目することにより、バンド端での周波
数固有の問題を特定でき（図14のエラーベクトルスペクトラム・トレースを参照）、パイ
ロット搬送波とデータ搬送波の比較が容易になります。このアプリケーションノートの
後の方で説明するように、パイロットの特性と動作は復調結果の指針となります。

シンボル専用解析機能を使えば、シンボル間での変調方式の意図的な変更や、インパル
ス的、間欠的、または周期的なエラーの原因、およびターンオン／オフ、電源、セトリ
ング、温度の影響によるエラーを特定できます。

搬送波／シンボル専用解析
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LTE、802.11無線LAN、WiMAX™など、ほとんどのOFDM信号は、信号に埋め込まれて
いるパイロット搬送波を基準にして復調を行います。これらのパイロット搬送波は、バー
ストまたはフレーム内の一部またはすべてのシンボルの信号のデータ伝送要素の代わり
となるものです。パイロットは既知の値で送信されているため、復調ルーチンがその変
化を追跡することにより、いくつかのタイプの信号劣化を除去できます。 

パイロット搬送波の場所と特定のシンボル時間における存在は異なる場合がありますが、
パイロット搬送波はOFDMサブフレームのデータ部分を通じて頻繁に送信されます。多
くの信号劣化はすべてのパイロット搬送波に共通なので、「コモン・パイロット・エラー」
として測定できます。

さらに、89600 VSAソフトウェアで実行するいくつかのタイプの復調では、個々のパイ
ロットトラッキング機能を個別にオン／オフできます。特定の種類のパイロットトラッ
キングの有無による変調エラーの違いを観察できるので、トラブルシューティングのた
めのきわめて強力な方法です（図18を参照）。

信号劣化の1つの種類として、サブフレーム内の振幅が一定でないことがあります。RFバー
スト時に回路の温度と利得が変化したり、トランスミッタとDSPのパワードレインの組
み合わせによって振幅ドループが生じることがあります。ドループは送信データシンボ
ルおよびサブキャリアと同じようにパイロットに影響するため、シンボルごとに変化し
ている場合でもエラーは通常除去できます。ただし、復調アルゴリズムでのシンボル振
幅の調整は、S/N比を悪化させる振幅の問題を改善する効果はないことに注意する必要が
あります。

回路または信号の振幅動作は、さまざまな理由で変調方式ごとに異なる可能性がありま
す。パイロットトラッキングは、一部の状況では有効ですが、有効でない場合もあります。
図19の例では、変調方式が順次切り替わり、パイロットのBPSKを除いて、一度に1つの
変調方式だけが使用されています。

パイロットトラッキングと解析

図18.　パイロットトラッキングの個々のタイプを選択することで、どのエラーがトラッキングアルゴ
リズムによって除去されるかがわかります。この信号には、位相と振幅の両方のエラーがあります。



23

サブフレームの約4分の3のところで変調方式が64QAMに変わります。この変化により、
信号のスケーリングとピークパワーが変化し、エラーの振幅成分が大幅に増加します。
このエラーを分離するには、ピーク・エラー・シンボルと、コンスタレーション内での
その位置を比較します。ただし、パイロットエラー（白いシンボル）は低いままです。

図19の例では、パイロット振幅トラッキングによって振幅の問題が除去できるとは考え
られません。BPSKパイロットは正しい振幅で送信されていますが、64QAM信号のスケー
リングが正しくないので、このスケーリングエラーは除去されません。

図19.　42シンボルのサブフレームの間に異なる変調方式が順次送信されます。BPSK、QPSK、
16QAM、64QAMという順序です。64QAM変調のスケーリングが正しくないため、振幅エラーが非
常に大きくなっています。

その他のパイロットトラッキング・タイプは、位相とタイミングの問題を補正します。
例えば、位相誤差は、位相雑音から生じる場合があります。近傍位相雑音は、位相トラッ
キングによって除去（トラッキング）できます。多くのOFDMシステムで便利な経験則と
して、サブキャリア間隔の約10 ％以内の位相雑音は、効果的に除去できます。すなわち、
サブキャリア間隔が312.5 kHzのOFDM信号の場合、最大約31 kHzのオフセットの位相
雑音パワーを除去できます。これより大きなオフセットの位相雑音パワー（最大でおおむ
ねチャネル間隔までのオフセット）は、変調エラーの原因となります。

タイミングエラーは、発振器周波数エラーまたはDSPエラー（ガードインターバル内の不
正なサンプル数など）によって生じる可能性があります。タイミングエラーのトラブル
シューティング手法の1つとして、タイミングトラッキングをオン／オフしながら、共通
パイロットエラーを比較する方法があります。共通パイロット・エラー・トレースでは、
どのエラーがパイロット間に共通であるために除去されたかがわかります。

89600 VSAでは、復調に使用するシンボルタイミングをユーザが調整することができま
す。これは復調に使用するFFTの時間位置を調整するものです。タイミング設定が異なる
と、測定される変調品質に影響を与えます。特に、フィルター ISIまたはマルチパス歪み
がガードインターバルに影響する場合は、特定のシンボルタイミング設定で他の設定よ
りもはるかに優れた復調結果が得られる場合があります。

位相およびタイミング誤差



24

広帯域信号を使用する場合、周波数応答の問題が避けられないことと、大きなマルチパ
ス歪みが予想される場合があることから、高度なイコライゼーション機能が復調に不可
欠です。

ほとんどのOFDMシステムのアダプティブイコライゼーション機能は一般的には似てい
ますが、重要な細部が異なります。チャネル予測に関しては、一部の方式ではプリアン
ブルのみを使用します。プリアンブルでは通常、既知の値を持つサブキャリアが交互に
現れます。ミッドアンブルを使用する方式もあります。一部の方式では、処理能力の増
大を利用して、データサブキャリアと専用のトレーニングシーケンスを使用してアルゴ
リズムをチューニングしています。89600 VSAソフトウェアでは、一部の変調方式に対
して、アダプティブイコライザーのトレーニングを、プリアンブルに対して、またはプ
リアンブルとデータを含むサブフレーム全体に対して行うことができます。

アダプティブイコライゼーション・プロセスの結果として、信号を補正するために適用
する複素フィルター係数が得られます。これらのフィルター係数は、タイムドメインで
は補正フィルターのインパルス応答として、周波数ドメインではチャネルの周波数応答
として与えられます。係数は直接表示でき、トラブルシューティングに非常に便利です。

アダプティブイコライゼーションで補正できるのは、振幅／位相フラットネスなどのリ
ニア周波数応答エラーだけです。これらのエラーは、マルチパス歪みまたは、ベースバ
ンドからRFまでの関連するシステムの性能から生じる場合があります。ノイズ、相互変調、
増幅器圧縮の影響は、非線形歪みであり、アダプティブイコライゼーションでは補正で
きません。これらの非線形歪みの一部は、デジタルプリディストーション手法によって
補正できる場合もありますが、このアプリケーションノートではこの手法については紹
介していません。

アダプティブイコライゼーションとリニア歪み

計画的な測定手順は、信号の問題の原因を発見し、システム性能を最適化するための最
も信頼できる方法です。これにより、信号とシステムの問題の原因を見つけるまでの時
間が短縮され、最も効果的な改善とトレードオフに集中することができます。

次ページの図20に、このプレゼンテーションで説明した測定の一覧を示します。これら
の測定は、このアプリケーションノートで紹介している測定／トラブルシューティング
手順に基づいて分類されています。

“Bringing New Power and Precision to Gated Spectrum Measurements”、 
Tom Wright、Joe Gorin、Ben Zarlingo著、High Frequency Electronics誌 

2007年8月号

“Optimize OFDM Via Phase-Noise Injection”、Ben Zarlingo著、 
Microwaves & RF誌2012年10月号
 http://mwrf.com/systems/optimize-ofdm-phase-noise-injection 

“Measuring Agile Signals and Dynamic Signal Environments”、 
Keysight application note、2013年5月
 www.keysight.co.jp/find/real-time4wireless 

まとめ

参考資料と詳細情報
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測定／トラブルシューティング・シーケンス

周波数および時間測定
- 中心周波数、占有帯域幅
- スプリアス、干渉（全タイプ）
- 振幅：平均およびバースト内の
 変動（過渡現象、ドリフト）
- ターンオン／ターンオフ動作、
 オン／オフ比
- バースト長、デューティーサイク
 ル、予想外の周波数／時間変動
- バンドパワー測定

タイムゲーティッドスペクトラム
測定
- スペクトラム対時間、スペクトラ
   ムの副作用
- バースト時のパワー変化、CCDF
 変動
- 搬送波構造、搬送波の不足また
 は過剰、正確なCFでのエネル
 ギー
- サイドローブ（信号の一部、ACP
 ではない）、対称性
- 周波数確度、搬送波間隔
- スプリアス、干渉
- フラットネス、チルト／リップル
- プリアンブル長さ、構造
- サンプリング係数、ガードイン
 ターバルの確認

コンスタレーション
- 復調が成功？
- 変調方式？
- エラーの指標？

シンボル／エラー・テーブル
- 相対コンスタレーションエラー
 （RCE）
- パイロット／コモン・パイロット・
 エラー（CPE）
- I/Qエラー（利得不平衡、直交
 エラー、遅延不一致）

エラーベクトルスペクトラム
- 平均対拡散、データ対パイロット
- 搬送波ごとのパターン／トレンド
- スプリアス（全シンボルに対し
 て、個々の搬送波または少数の
 搬送波に影響）
エラー・ベクトル時間
- 平均対拡散対変調方式
- DSP、干渉、クロック、パワーなど
 のインパルス性のエラーを
 チェック（個々のシンボルまたは
 シンボルグループに対して、
 すべての搬送波に影響）

マーカ連動
- エラーピークの関係（パワー、
 シンボル値または位置、搬送波、
 時間）
- その他の関係の発見

搬送波固有の問題と解析
- 個々の搬送波またはグループ、
 バンドエッジの問題、パイロット
 対データ搬送波

時間固有の問題と解析
- タイムインターバルまたは変調
 方式がエラーの原因
- インパルス的、間欠的、または
 周期的なエラー原因の特定
- ターンオン／オフ、電源、セトリ
 ング、熱の影響

同時周波数／時間：パイロット・
トラッキングで修正される変調の
障害
- 振幅ドループ、変動
- 位相雑音、ジッタ、クロックの
 問題
- タイミングの不確かさ

パイロット・トラッキングで修正
されない障害
- 変調関連の圧縮またはクリッピ
 ング
- 狭帯域でない位相雑音

リニアエラーおよびイコライゼー
ション
- IFおよび変調フィルタリング
 エラーのsin（x） x補正
- マルチパス
- プリアンブル（トレーニングシー
 ケンス）の問題：プリアンブル対
 データ駆動型EQ

周波数、周波数／時間

基本事項を調査、
重要な問題を発見

基本的な
デジタル復調

信号品質指標、
コンスタレーション、
基本的なエラーベクトル
測定

高度な復調／特殊な
復調

特殊な問題と原因を
発見

図20.　推奨される測定およびトラブルシューティング手順のまとめ。
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