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ベクトル・ネットワーク・アナライザ（VNA）は、連続波（CW）やパルス波形を使用したRF/マ
イクロ波コンポーネントの特性評価に使用されます。外部機器とVNAを組み合わせれば、入力
信号/DCバイアスを変調したり、パルス動作での確度の高いSパラメータ測定が行えます。た
だし、パルス動作モードで特性を評価する必要のあるコンポーネントは通常、増幅器やコンバー
タなどのアクティブ・デバイスなので、Sパラメータに加えて、多くのアクティブ・パラメー
タを評価する必要があります。例えば、増幅器の場合は一般に、1 dB圧縮（P1 dB）、相互変調
歪み（IMD）、3次インターセプト・ポイント（IP3）を測定し、雑音指数、高次歪み成分、高調波
などのパラメータは、対象となるアプリケーション・ニーズに応じて評価されます。これらの
アクティブ・パラメータはパワーに依存するため、正確に評価するには、他の要素も考慮する
必要があります。

こうしたニーズに対応するために、キーサイトのVNA、PNA-Xシリーズでは、1回接続するだ
けで、Sパラメータ測定やアクティブ・パラメータ測定が行えるように設計されています。
PNA-Xは、4台の内蔵パルス・ジェネレータ／パルス変調器、コンバイナを備えた2個の内蔵
信号源、アクティブ部品測定用アプリケーション・オプションにより、パルスド・アクティブ・
デバイスの特性評価が容易に行えます。このアプリケーション・ノートでは、PNA-Xシリー
ズと測定手法を用いたパルスドSパラメータ測定について説明します。また、パルスドRF測定
の種類について概説するとともに、2種類の検波方式（広帯域検波と狭帯域検波）を、PNA-Xの
アーキテクチャとさまざまな手法を用いて具体的に説明します。測定の種類および検波方式の
詳細については、アプリケーション・ノート1408-12『広帯域／狭帯域検波方式を使用したパ
ルスドRF Sパラメータ測定』（カタログ番号5989-4839JAJP）を参照してください。

はじめに
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デバイス・タイプ

図1は、2種類のパルス動作モード（パルスドRFとパルスド・バイアス）を示しています。
パルスドRF動作では、DCバイアスが常時オンである間は、デバイスはパルス変調された
RF信号によってドライブされます。パルス変調アプリケーションに使用されるレシーバ
の増幅器は通常、パルスドRF動作でテストされます。パルスドRF動作でのデバイスのテ
ストでは、RF変調器をドライブしたり、VNAレシーバを同期／ゲーティングして変調RF

信号を捕捉するためのパルス・ジェネレータに加えて、入力信号用のRFパルス変調器が
必要です。パルスド・バイアス動作とは、入力が主にCW信号で、常時オンである間に、
パルス変調信号を発生させるためにDCバイアスのオン／オフを切り替える動作です。こ
のタイプの増幅器としては進行波管（TWT）増幅器があり、レーダ・トランスミッタによ
く用いられています。このモードでは入力信号にRFパルス変調器は不要ですが、DCバイ
アスをオン／オフし、デバイスをオンにした時に出力信号を測定するようにVNAレシー
バを同期させるには、パルス・ジェネレータが必要です。

図1.　パルスドRF動作モードとパルスド・バイアス動作モード

パルスドRF パルスド・バイアス

入力：パルスド
出力：パルスド
DCバイアス：常時オン

入力：CW
出力：パルスド
DCバイアス：パルスド
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パルスドRF測定の種類

図2に、主な3種類のパルスドRF測定を示します。最初の2つはパルスドSパラメータ測定
で、搬送波周波数ごとに1つのデータ・ポイントが捕捉されます。データは、周波数ドメ
インに伝送／反射の振幅／位相として表示されます。平均パルス測定では、パルス内の
特定の位置にデータ・ポイントが配置されることはありません。各搬送波周波数のSパラ
メータ表示は、パルスの平均値を表します。ポイントインパルス測定では、パルス内の
指定したゲート幅／位置（遅延）の間だけデータが捕捉されます。これをハードウェアで
行うには、使用する検波方式に応じてさまざまな方法があります。これらの方法につい
ては後述します。パルス・プロファイル測定では、パルス対時間（周波数ではない）の振
幅／位相が表示されます。データはパルス内の等間隔の時間位置で捕捉されますが、搬
送波周波数は目的の周波数で固定されます。

図2.　平均測定、ポイントインパルス測定、パルス・プロファイル測定

パルスの持続時間にわたって 
平均化された振幅／位相データ

データ・
ポイント

パルス内の指定したゲート幅／位置の間
だけ捕捉されたデータ

パルス内の等間隔の時間位置で
捕捉されたデータ

平均

ポイントイン

パルス・

パルス

パルス

プロファイル
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パルスドRF検波方式

図3に、パルスドRF信号の重要な指標と、そのタイム・ドメインと周波数ドメインの関係
を示します。信号のオン／オフをタイム・ドメインで切り替えると（パルスド動作）、周
波数ドメインのスペクトラム応答はsin（x）/xになります。ローブの幅はパルス幅（PW）に
反比例します。すなわち、パルスの持続時間が短くなるにつれて、スペクトラム・エネ
ルギーがより広い帯域幅にわたって拡散します。各スペクトル成分の間隔は、パルス繰
り返し周波数（PRF）と等しくなります。PRFが10 kHzの場合は、スペクトル成分の間隔
は10 kHzになります。タイム・ドメインでは、パルスの繰り返しはパルス繰り返し間隔
（PRI）またはパルス繰り返し周期（PRP）で表されます。これら2つは同じ意味を持つ用語
です。

パルスドRF信号のもう1つの重要な指標は、デューティ・サイクルです。これは、パルス
の周期に対して、パルスがオンになっている期間です。1（100 ％）のデューティ・サイク
ルはCW信号です。0.1（10 ％）のデューティ・サイクルは、全パルス周期の1/10でパル
スがオンになっていることを意味します。固定パルス幅の場合は、PRFを上げるとデュー
ティ・サイクルが大きくなります。固定PRFの場合は、パルス幅を広くするとデューティ・
サイクルが大きくなります。デューティ・サイクルは、狭帯域検波では重要なパルス・
パラメータになります。

図3.　パルスドRFネットワーク解析の用語

タイム・ドメイン

周波数ドメイン

パルス幅（PW）

搬送波周波数 
         （Fc）

パルス繰り返し周期（PRP）

パルス繰り返し間隔（PRI）

パルス繰り返し周波数 
（PRF＝1/PRI）

デューティ・サイクル＝ 
オン・タイム／（オン＋オフ） 

タイム）＝PW/PRI

実測Sパラメータ
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図4.　タイム・ドメインと周波数ドメインにおける広帯域検波でのパルス幅とレシーバの帯域幅

広帯域検波 広帯域検波は、パルスドRFスペクトラムの大部分がレシーバの帯域内に存在する場合に
使用できます。この場合、パルスドRF信号が測定器内で復調され、ベースバンド・パル
スが作成されます。広帯域検波では、アナライザがパルス・ストリームと同期され、パ
ルスが「オン」状態にある場合にだけデータ収集が行われます。すなわち、PRFと同期し
たパルス・トリガが必要です。このため、この方式は同期捕捉モードとも呼ばれます。
広帯域モードの利点は、低デューティ・サイクルのパルスの（パルス間の時間が長い）場
合に、ダイナミック・レンジの損失がないことです。測定時間は長くなりますが、パル
スがオンの間はアナライザがサンプリングを続けるので、S/N比は基本的にデューティ・
サイクルに対して一定です。この方式の欠点は、測定可能なパルス幅に下限があること
です。図4に示すように、パルス幅が狭くなるにつれて、スペクトラム・エネルギーが拡
散します。大量のエネルギーがレシーバの帯域外に拡散してしまうと、測定器はパルス
を正確に検波できません。

レシーバのBW

データ捕捉

タイム・ドメイン 周波数ドメイン
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狭帯域検波 狭帯域検波は、パルスドRFスペクトラムの大部分がレシーバの帯域外に存在する場合に
使用されます。すなわち、レシーバの最大使用可能帯域幅の最小データ収集期間よりも、
パルス幅が狭くなります。この方式では、RF搬送波の周波数である中心周波数成分以外
をフィルタリングすることにより、パルス・スペクトラムが完全に除去されます。フィ
ルタリング後は、パルスドRF信号は正弦波（CW）信号として現れます。狭帯域検波では、
アナライザのサンプリングと入力パルスが同期されず、パルス・トリガが不要なので、
この方式は非同期捕捉モードとも呼ばれます。通常、PRFがレシーバのIF帯域幅より高い
ため、この方式は「高PRF」モードと呼ばれることもあります。

キーサイトでは、独自の「スペクトラム・ヌル」手法と「ソフトウェア・ゲーティング」
手法（後述）を用いることにより、通常より広いIF帯域幅を使用した狭帯域検波を実現する
新しい方法を開発しました。これらの手法では、ほとんどの場合、従来のフィルタリン
グに比べて測定が高速化されるため、ダイナミック・レンジと引き換えに速度が向上し
ます。

狭帯域検波の利点は、パルス幅の下限がなく、パルス・スペクトラムがどんなに広くて
もほとんどが除去され、中心スペクトル成分だけが残ることです。狭帯域検波の欠点は、
測定ダイナミック・レンジがデューティ・サイクルによって変動することです。パルス
のデューティ・サイクルが小さくなる（パルス間の時間が長くなる）につれて、中心スペ
クトル成分のパワーが小さくなるため、S/N比が小さくなります（図5を参照）。この方法
では、デューティ・サイクルの減少に伴って、測定ダイナミック・レンジが減少します。
こうした現象は通常、「パルス感度低下」と呼ばれ、dB単位で、20*log（デューティ・サ
イクル）で表すことができます。PNA-Xには、この影響を最小限に抑えるための独自の機
能があるため、ダイナミック・レンジの低下が比較的小さくなります。これらの機能の
詳細については後述します。

図5.　デューティ・サイクル（タイム・ドメイン）対中心スペクトルのS/N比（周波数ドメイン） 

タイム・ドメイン 周波数ドメイン

デューティ・サイクルの大きなパルス

デューティ・サイクルの小さなパルス
ダイナミック・レンジの低下 
＝20 * Log（デューティ・サイクル）

レシーバのBW
雑音

信号

信号

雑音
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PNA-Xを使用したパルスドRF Sパラメータ測定

このセクションでは、PNA-Xでの広帯域検波方式と狭帯域検波方式を使用したパルスド
RF Sパラメータ測定について説明します。 

PNA-Xのハードウェアの概要 

図6は、2個のテスト・ポート、2個の内蔵信号源、信号源／レシーバ・アッテネータ、内
蔵コンバイナ、リア・アクセス・ループ（メカニカル経路スイッチを装備）から構成され
たPNA-Xのブロック図を示したものです。各信号源には出力が2個あります。信号源1の
出力1と2はテスト・ポート1とテスト・ポート2にルーティングされ、基本的なSパラメー
タ測定に使用されます。信号源2の出力1と2は、2ポート構成ではフロント・パネルの 

2つの信号源出力ポートにルーティングされ、4ポート構成ではテスト・ポート3とテスト・
ポート4にルーティングされます（図には示されていません）。各信号源の出力1（OUT 1）
は、高調波を低減するためにフィルタリングされます。出力1をコンバイナに切り替えて、
2トーンIMD測定を行うこともできます。各信号源の出力はどちらも、リア・アクセス・ルー
プ経由でルーティングしてシグナル・コンディショニングを追加したり、テスト・ポー
トへのスルー・パスに切り替えることができます。すべての信号源経路やテスト・レシー
バ経路にオプションのステップ・アッテネータがあり、高利得デバイスに対する信号源
出力を低減したり、レシーバの圧縮を回避するために信号レベルを下げます。アクティ
ブ測定用に信号源整合を改善するのに、信号源アッテネータが用いられることもありま
す。これらの機能をすべて備えたPNA-Xは、最も柔軟性の高いネットワーク・アナライ
ザで、最高の構成で確度の高いSパラメータ測定やアクティブ・デバイス測定が行えます。
PNA-Xには、パルス・ジェネレータを内蔵したり、各内蔵信号源のOUT 1にパルス変調
器を内蔵することもできます。順方向のパルスド信号によるパルスドRF測定に必要なの
は、1個の内蔵信号源と1台のパルス変調器だけです。内蔵第2信号源と1台のパルス変調
器を追加すれば、双方向パルスドRF測定が可能です。この構成では、内蔵第2信号源から
のパルスド信号は、リア・パネルのJ8～ J1コネクタからポート2にルーティングされます。

PNA-Xのパルス・システム

図6.　13.5/26.5 GHz PNA-Xのブロック図（オプション200、219、224、020、021、022、025搭
載時）

テスト・ポート1

信号源1

パルス 
変調器

パルス 
変調器

パルス・ジェネレータ

信号源2

信号源2
出力1

信号源2
出力2

RFジャンパ

リア・パネル
IF入力

レシーバ

メカニカル・スイッチ

テスト・ポート2
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PNA-XのIF経路

図7は、PNA-Xのレシーバ/IF経路のブロック図を示したもので、パルス・ジェネレータ
と変調器が内蔵されています。狭帯域フィルタ経路には、信号感度を高めるために、
10.7 MHzを中心とする30 kHz帯域幅の水晶フィルタが配置されています。また、狭帯域
パルス測定用にレシーバ・ゲーティング機能も追加されています。初期のPNA-Xモデル
は60 MHzシステム・クロック（DSPバージョン4）による60 Mサンプル/sのA/Dコンバー
タ（ADC）を内蔵していましたが、後のバージョンでは100 MHzシステム・クロック（DSP

バージョン5）による100 Mサンプル/sのADCにアップグレードされています。

内蔵パルス・ジェネレータ

PNA-Xに内蔵パルス・ジェネレータ（オプション025）を追加することにより、4台のパル
ス・ジェネレータ（P1、P2、P3、P4）と、データ収集の同期用パルス・ジェネレータ（P0）
が追加されます。これらの内蔵パルス・ジェネレータは、内部または外部トリガ信号で
同時にトリガをかけることができます。また、最大35 sの遅延、最大10 sのパルス幅を個
別に設定することができます。内部トリガでは、パルス・ジェネレータは、連続パルス
列を指定の周期（最大35 s）で出力します。すべてのパルス・ジェネレータの最小タイミ
ング分解能は、クロックに基づき、DSPバージョン4では16.7 ns、DSPバージョン5では
10 nsとなっています。P1～ P4のパルス・ジェネレータは、内蔵パルス変調器、IFゲート、
パルスド・バイアス・スイッチなどの外部デバイスのドライブに使用されます。P0パルス・
ジェネレータは、DSPにトリガをかけてデータを捕捉するのに用いられます。P0がパル
スを出力すると、DSPはデータ収集を開始し、指定のIF帯域幅当たりの必要サンプル数に
達するまでデータを収集し続けます。DSPがデータ収集を完了する前にP0が次のパルス
を出力した場合、P0のパルスは無視されます。データ捕捉時間（近似値）は1/（IF帯域幅）
です。

図7.　PNA-XのIF経路のブロック図
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内蔵パルス変調器

PNA-Xに内蔵パルス変調器オプションを追加することにより、各内蔵信号源の"OUT 1"

に1台のパルス変調器が追加されます（信号源1の場合はオプション021、信号源2の場合
は022）。どちらの変調器も、共通パルス（P1～ P4の内蔵パルス・ジェネレータの中から
選択可能）、または外部パルス入力（最小パルス幅はシステム・クロックのタイミング分
解能）によってドライブされます。 

パルスI/O

PNA-Xのリア・パネルにあるパルス入出力（I/O）により、内蔵パルス・ジェネレータ／変
調器へのアクセスが可能になり、外部パルス・ジェネレータや被試験デバイス（DUT）と
の同期パルス測定が可能です。N1966AパルスI/Oアダプタは、15ピンD-subコネクタを、
5個のPULSE IN（A、B、C/R1、D/R2、Rレシーバ・ゲート用の入力）、PULSE SYNC IN

（内蔵パルス・ジェネレータにトリガをかけてパルス変調／データ収集を開始）、RF 

PULSE MOD IN（RF信号源を変調）、4個のPULSE OUT（P1～ P4）用のSMBコネクタに
変換します。4個のPULSE OUTポートは、スイッチなしの内蔵パルス・ジェネレータに
配線されています。図8は、パルスI/OコネクタがIFブロック図にどのようにマッピングさ
れているかを示しています。

図8.　リア・パネルのパルスI/O
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パルス・システムの遅延

内蔵パルス・ジェネレータに対するパルス・トリガから、パルス変調器、さらにデータ
収集用のADCまで、パルス・システムには考慮すべき遅延がいくつかあります。図9に、
PULSE SYNC INでのパルス・トリガから広帯域検波方式によるデータ収集までの、タイ
ミング・ダイアグラムを示します。

図9.　広帯域データ収集でのPNA-Xパルス・システムの遅延
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内蔵パルス・ジェネレータは、PULSE SYNC INでのパルス・トリガ入力の約60～ 100 ns

後にパルスの出力を開始します（パルス・トリガ遅延と示されています）。この遅延のジッ
タは、システムの最小時間分解能です。オシロスコープのPULSE SYNC INとPULSE 

OUT（P1～ P4）のうちの1つとの間で、正確なパルス・トリガ遅延を測定できます。内部
クロックを使用してパルス・ジェネレータにトリガをかけた場合は、このパルス・トリガ
遅延はごくわずかなので、無視できます。P1～ P4の内蔵パルス・ジェネレータのうちの
1台が内蔵パルス変調器をドライブして、パルスドRF信号を発生させます。実際のパルス
ドRF信号の遅延は、約120 cmのRFテスト・ポート・ケーブルでP1～ P4の変調パルスか
ら約30 ns（テスト・ポートで）です（パルス変調遅延と記載されています）。3.2 GHz以下
のRF搬送波周波数でのパルス変調遅延は約40 ns以上です（アナライザの下限周波数では、
約100 nsの遅延）。ポート1のコンバイナ経路では、スルー経路よりもさらに5 ns遅延が
増加します。パルス変調器は、RF信号源の（約4 nsの立ち上がり時間、10 nsの立ち下が
り時間で）オン／オフを切り替えます。
 

P0パルス・ジェネレータは、PULSE SYNC IN（内部トリガ）によってトリガされ、他の内蔵
パルス・ジェネレータと同じパルス・トリガ遅延量のデータ収集パルスを発生します（内部
トリガの場合は0）。データ収集プロセスがすぐにP0パルスから始まりますが、約250 nsの
データ処理遅延が見られます。これは、パルスがオンになっている状態でサンプリング
されたデータがバッファ内で使用できるようになるのに要する時間です。ユーザ指定の
測定遅延（P0の遅延）は、これらのデータ収集遅延やパルス変調遅延を考慮して、パルス
ド入力とデータ収集ウィンドウの位置を調整する必要があります。約300 nsの測定遅延
は、パルス・セトリング時間だけでなく、パルス変調遅延やデータ収集遅延も考慮して
います。周波数、PNA-Xの内部経路スイッチ、外部ケーブル／デバイスによっては、遅
延を追加する必要があります。

パルスドRF測定のセットアップ

広帯域検波方式によるパルスドRFポイントインパルス測定では、すべてのレシーバがRF

パルスだけの応答を測定できるように、パルスド信号とデータ収集を同期させる必要が
あります。測定には、以下の3つのステップが必要です。

ステップ1：パルス・ジェネレータと変調器の設定

Pulse Generator Setupダイアログ（図10a）で、内蔵パルス・ジェネレータのパルス幅、
遅延、周期を指定します。Pulse0のパルス幅は、ステップ3で選択するIF帯域幅によって
決まるので、このダイアログで編集することはできません。内蔵パルス変調器を使用す
る場合、ドライブ信号源を指定します（通常は内蔵パルス・ジェネレータのうちの1つ）。
パルス変調をオンにする場合、信号源ポートの自動レベル制御（ALC）をオフにする必要が
あります。Power and Attenuatorダイアログで、レベリング・モードを"Internal"から
"Open loop"に変更します。この変更を行わないと、パルスのオンおよびオフに従って検
出されたパワー・レベルでALCは信号をレベリングしようとするため、信号源レベリング・
エラーが生じます。
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ステップ2：データ収集とパルスの同期

内蔵パルス・ジェネレータ・オプションにより、パルス・トリガ機能がPNA-Xトリガ・
システムに追加されます（図10bのTriggerダイアログのPulse Triggerタブ）。トリガ・ソー
スを、内部または外部（PULSE SYNC INへの入力パルス）のどちらかに指定して
"Synchronize receiver to pulse generator Pulse0"にチェックを付けます。測定トリガ
（PNA-Xリア・パネルのMEAS TRIG INポート）は、通常の設定では使用しません。

ステップ3：データ収集時間の調整

パルスがオンの間にデータ収集を完了するために、IF帯域幅を1/（パルス幅）よりも広く設
定します。例えば、パルス幅が10 μsの場合は、IF帯域幅を100 kHz以上に設定しなけれ
ばなりません。Pulse0のパルス幅が変調ドライブのパルス幅よりも小さいことをPulse 

Generator Setupダイアログで確認してください。大きなシステム遅延により問題が起き
ないように、与えられたパルス幅に対応する最も狭い帯域幅よりも1ステップ広いIF帯域
幅に設定することを推奨します。PNA-Xでは、低周波数でのテスト・ポート・コントロー
ラのロール・オフを考慮するために、IF帯域幅を自動調整して、測定確度を維持します。
しかし、広帯域検波方式を使用したパルス測定では問題が発生します。このため、IF 

Bandwidthダイアログで"Reduce IF Bandwidth at Low Frequency"をオフしてください。

パルス・プロファイル測定の場合、基本的な手順はポイントインパルス測定と同じですが、
少し複雑になります。掃引タイプは、CW時間掃引にする必要があります。また、IF帯域
幅は、パルス幅が同じであっても、ポイントインパルスのIF帯域幅よりもかなり広くする
必要があります。ポイントインパルスではパルス内に1つの測定ポイントだけが必要であ
るのに対して、パルス・プロファイルでは、多くの場合、1つのパルス内に最小10個また
はそれ以上の測定ポイントが必要です。IF帯域幅を定義して必要なタイミング分解能にし
ます。パルス・プロファイル全体を表示するには、ポイント数と変調ドライブの遅延を
調整します。



15

図10a.　Pulse Generators Setupダイアログ・ボックス

図11a.　基本的なPulse Setupダイアログ・ボックス

図11b.　高度なPulse Setupダイアログ・ボックス

図10b.　Pulse Trigger タブとTriggerダイアログ・ボックス

パルスドRF測定アプリケーションのセットアップ

オプション008パルスドRFアプリケーションは、Pulse Setupダイアログによる設定を最
適化するとともに、狭帯域パルス測定機能を追加します。基本的なパルスドRF測定は、
測定タイプ（標準またはパルス・プロファイル）を選択し、パルスの幅や周期をPulse 

Setupダイアログ（図11a）で指定するだけで、実行できます。これまでに説明したその他
の設定はすべて、自動的に行われます。また、狭帯域検出方式によるパルス測定を追加
して、測定可能なパルス幅の下限値を拡張します。

高度な設定（図11b）では、アナライザの設定を特定のケースに合わせて調整できます。以
下を参考に、高度なPulse Setupダイアログでパルス測定の設定を調整してください。
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Autoselect Pulse Detection Method

この項目を選択した場合、ポイントインパルス測定では267 ns以上のパルス幅に、パルス・
プロファイル測定では1.6 μs以上のパルス幅に、広帯域検波方式が適用されます。それ
以外の場合は、狭帯域検波方式が用いられます。

Autoselect IF Path Gain and Loss

ほとんどの場合で自動選択が用いられますが、内蔵テスト・ポート・カップラではなく、
ユーザ提供のハイパワー・カップラやアッテネータを用いたハイパワー構成では、調整
が必要な場合があります。IF設定を標準外設定に調整するには、選択を解除してください。
詳細については、PNAのヘルプを参照してください。

Optimize Pulse Frequency

この項目を選択した場合、スペクトラム・ヌルの効果を最大化するようにパルス周波数
が調整されます（狭帯域検波方式使用時）。広帯域検波方式の場合は無視されます。

Autoselect Profile Sweep Time

この項目を選択した場合、パルス・プロファイル測定のタイム・スパンがパルス幅の2倍
に設定され、パルス幅の半分の遅延が変調器をドライブするパルス・ジェネレータに追
加されます。10 μsのパルス幅の場合、ハードウェアは、20 μsのスパン、5 μsのパルス・
ジェネレータの遅延を設定し、画面中央にパルスを表示します。選択を解除すれば、タ
イム・スパンは、現在の測定ポイント数とIF帯域幅に基づいて設定されます。開始時間と
終了時間は、Sweep, Timeメニューで調整できます。

IFBW

広帯域検波では、データ収集ウィンドウ（約1/IFBW）をパルス幅より狭くするために、IF

帯域幅が指定したパルス幅に基づいて自動的に設定されます。IF帯域幅は、狭帯域検波で
も自動的に設定されますが、スペクトラム・ヌルにカスタムIFフィルタが用いられます。
ディスプレイには、最も近い標準IF帯域幅が表示されます。

Mater Pulse Trigger

トリガ・ソースを内部または外部（PULSE SYNC INの入力パルス）のどちらかに定義する
ために使用します。

Autoselect Width & Delay 

この項目を選択した場合、パルス内のデータを捕捉するように、データ収集／レシーバ・
ゲート・パルス・ジェネレータのパルス幅と遅延が設定されます。このパルス幅と遅延は、
パルス・プロファイルの画面中央にパルスを表示するように調整されます。これらの設
定は、Measurement TimingテーブルまたはPulse Generators Setupダイアログ・ボッ
クスでカスタマイズできます。

Autoselect Pulse Generators

この項目を選択した場合、PNAファームウェアは、広帯域／狭帯域モードではPulse1を
変調器に、狭帯域モードではPulse2をすべてのレシーバ・ゲートに割り当てます。選択
を解除した場合、Measurement Timingテーブルで任意の内蔵パルス・ジェネレータお
よび“external ”（Pulse Sync In）を選択できます。この項目を使用するには、Pulse 

Generators Setupダイアログ・ボックス（図10）でパルス・ジェネレータをオンにする必
要があります。
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PNA-X広帯域パルス測定 広帯域パルス測定を行うには、RF信号源を変調し、全パルス・スペクトラムを捕捉でき
るだけの広さのIF帯域幅を設定し、トリガと遅延を適切に設定して変調と測定を同期させ
ます。内蔵パルス・ジェネレータ／変調器は、SCPI/COMコマンド、またはオプション
008パルスドRF測定によって追加されるPulse Setupダイアログにより制御することがで
きます。

広帯域パルス・データの捕捉

DSPバージョン4のPNA-Xでは、5 MHzの最大IF帯域幅を使用してデータ・ポイントを1つ
得るのに16個のサンプルが必要なので、60 Mサンプル/sのADCで267 ns（サンプル当たり
16.7 ns）の時間がかかります。DSPバージョン5のPNA-Xでは、最も広い15 MHzのIF帯域
幅を選択でき、必要なサンプル数も10個のため、100 Mサンプル/sのADCで100 ns（サン
プル当たり10 ns）かかるだけです。図12は、広帯域検波方式を使用したポイントインパ
ルス／パルス間測定で、データ収集がどのように行われるかを示したものです。ポイン
トインパルスのRF搬送波周波数がすべてのデータ・ポイントで上昇しているため、同じ
パルス内の指定のIF帯域幅に必要なサンプル数に基づいて、各データ・ポイントを計算す
る必要があります。最も広いIF帯域幅での広帯域ポイントインパルス測定の最小パルス幅
は、DSPバージョン4では267 ns、DSPバージョン5では100 nsです（帯域幅および対応
する最小パルス幅の一覧については、表1を参照してください）。

図12.　5 MHz IF帯域幅を使用した広帯域パルス・プロファイル・データの捕捉
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広帯域パルス・プロファイル測定では、1つのパルスですべてのデータが捕捉されるため、
パルス幅が比較的広くなければなりません（図13）。DSPバージョン4の場合は1 MHz以上
のIF帯域幅、DSPバージョン5の場合は10 kHz以上のIF帯域幅では、各データ・ポイント
に対して、前のデータ・ポイントの後半分のサンプルが次のデータ・ポイントの前半分
のサンプルに使用されます。すなわち、データ捕捉のタイミング分解能は、データ捕捉
時間の2分の1になります。DSPバージョン4で最も広い5 MHzのIF帯域幅では、前のデー
タ・ポイントの最後の8つのサンプルと8つの新しいサンプルを使用して新しいデータ・
ポイントが計算されるので、この測定の最小時間分解能は133 nsになります。DSPバー
ジョン5で最も広い15 MHzのIF帯域幅では、最小時間分解能は50 nsになります。

図13.　最大のIF帯域幅を使用した広帯域パルス・プロファイル・データの捕捉
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表1に、各IF帯域幅のポイント当たりのデータ捕捉時間とタイミング分解能の理論値を示
します。これらの値はそれぞれ、広帯域ポイントインパルスの最小パルス幅と広帯域パ
ルス・プロファイルのタイミング分解能を表します。最小タイミング分解能は、CW時間
掃引を設定し、掃引時間をポイント数で除算することにより、PNA-Xのディスプレイに
表示することも可能です。パルス・プロファイルの長さは、ポイント数により、設定で
きます。PNA-Xの標準動作モードでは最大32001ポイントです。DSPバージョン4では、
最大ポイント数は、1 MHz以上の広いIF帯域幅では1001ポイントに制限されます。この
ため、この場合のパルス・プロファイルの最大長は、（タイミング分解能）×（32001ポイ
ント）ではなく、（タイミング分解能）×（1001ポイント）です。

実際には、広帯域ポイントインパルスの最小帯域幅は、パルスの立ち上がり／立ち下が
り時間、パルスの調整、データ収集ウィンドウに依存し、測定確度要件に基づいて決定
されます。数少ないサンプリング・データのうちの1つがそのパルスの外側にある場合は、
誤差が非常に大きくなりますが、IF帯域幅が狭くなるほどサンプル数が増加するため、多
数のサンプルのうちの1つが欠落しても誤差は比較的小さなものになります。

表1.　広帯域パルス測定の最小パルス幅（ポイントインパルス）とタイミング分解能 
（パルス・プロファイル）

IF帯域幅（kHz） 広帯域ポイントインパルスの 
最小パルス幅（ns）

広帯域パルス・プロファイルの 
最小タイミング分解能（ns）

DSPバージョン4 DSPバージョン5 DSPバージョン4 DSPバージョン5

100 10650 14520 10650 7260

150 7100 9680 7100 4840

200 4733 7260 4733 3630

280 3550 5160 3550 2580

360 2367 4420 2367 2410

600 1183 3620 2367 2410

1000 1433 1440 717 720

1500 933 960 467 480

2000 700 720 350 360

3000 467 500 233 250

5000 267 300 133 150

7000 － 200 － 100

10000 － 140 － 70

15000 － 100 － 50
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パルスドRF信号／測定の同期

広帯域パルス測定では、パルス内のデータを捕捉するために、適切なIF帯域幅とパルス・
ジェネレータの幅／遅延を設定します。以下に、IF帯域幅と遅延の設定が不適切な場合の
測定結果を示します。パルス測定のセットアップをカスタマイズする場合は、不適切な
設定は避けてください。以下のポイントインパルス測定は、DSPバージョン4のPNA-Xを
使用して、4 GHz～ 6 GHzの周波数レンジ、－5 dBmの入力パワー、2 μsのパルス幅、
20 μsのPRI（10 ％のデューティ・サイクル）で実行されています。“Autoselect”モード
では、1 MHzのIF帯域幅（1.433 μsのデータ捕捉時間）と467 nsの測定遅延が選択されま
す。より狭いIF帯域幅を使用して、雑音を低減することも可能です。IF帯域幅が狭くなり
すぎると（例えば、100 kHz）、データの捕捉に10.65 μsかかり、測定の大部分がパルス
外で行われるため、絶対パワー測定（Bレシーバ・トレース）やノイズの大きな比測定（S21

トレース）では大きな誤差が生じます（図14aを参照）。図14aおよび14bは、1 dB/divの分
解能でのS21測定と10 dB/div分解能でのBレシーバ測定の例を示しています。

図14a.　不適切なIF帯域幅に起因する測定誤差

Bレシーバ/1 MHz IFBW

Bレシーバ/100 kHz IFBW

ノーマライズしたS21/1 MHz IFBW

タイム・ドメイン表示

パルスドIF

2 μs

1.433 μs

10.65 μs

データ収集ウィンドウ（1 MHz IFBW）

データ収集ウィンドウ（100 kHz IFBW）

ノーマライズしたS21/100 kHz IFBW



21

測定遅延（パルス遅延）を調整する場合は、データ収集ウィンドウをパルス内に保つことが
極めて重要です。これまでの例とは異なり、いくつかのADCサンプルがパルス外に存在す
るために、測定誤差が明らかでない場合があります。図14bは、不適切な測定遅延に起因
する測定誤差を示したものです。IF帯域幅や遅延を調整する場合は、十分なタイミング・
マージンを確保することをお勧めします。データ処理遅延やパルス変調遅延（先の図9を参
照）を考慮するには、約300 nsまたはそれ以上の測定遅延を推奨します。選択したIF帯域
幅では、パルス内にかなりの内部クロック・サイクル（50 ns以上）のマージンが確保され
るはずです。 

図14b.　不適切な測定遅延に起因する測定誤差

適切な遅延のBレシーバ

不適切な遅延のBレシーバ

不適切な遅延のノーマライズされたS21

適切な遅延のノーマライズされたS21

タイム・ドメイン表示

パルスドIF

データ収集ウィンドウ（適切な遅延）

データ収集ウィンドウ（不適切な遅延）

2 μs
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パルス間測定では、PRIを広くして、PNA-Xがパルス間のデータ収集に対応できるように
する必要があります。IF帯域幅が狭いと、データ捕捉時間が長くなり、最小PRIがわずかに
長くなります。参考として、1.5 GHzのCPUボードを搭載したDSPバージョン4の26.5 GHz 

PNA-XのIF帯域幅ごとの最小PRIを表2に示します。より高速のCPU/DSPを用いて処理時
間を短くすれば、最小PRIが向上します。

表2.　広帯域パルス間測定の最小PRI

IF帯域幅（kHz） 広帯域パルス間測定の最小PRI（μs）

100 47

150 43

200 41

280 40

360 39

600 37

1000 36

1500 34

2000 34

3000 33

5000 32

2番目のパルスの発生時にデータ収集プロセスの準備ができていない場合は、次のパルス
を待ってから2番目のデータ・ポイントのデータが捕捉されます。このため、パルス間測
定では、パルスの欠落を簡単に確認することはできません。特定のセットアップで1つ1つ
のパルスが測定されることを確認するために、オシロスコープを使用してPNA-XのAUXト
リガ出力とパルス・トリガを比較することも可能です。図15に、セットアップと、各パル
ス／欠落パルスのオシロスコープのスクリーン・ショットを示します。

図15.　広帯域パルス間測定の検証

収集後にポイントごとのPNA-XのAUXトリガ出力を 
オンにします

パルスドRF信号

IFBWが5 MHz、PRIが34 μsのパルスがすべて測定されています

IFBWが5 MHz、PRIが30 μsでは、一部のパルスが測定されていません

パルス変調ドライブ 
（パルスI/OのP1出力）

AUXトリガ出力 
（PNA-Xのリア・パネル）

PNA-XのTriggerダイアログ・ボックス
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広帯域パルス・システムのダイナミック・レンジ

PNA-Xによる広帯域検波は、IF帯域幅が最大15 MHzと広いので、従来のVNAと比べて比較
的高速のパルスドRF動作（より短いPRIまたはより高いPRF）が可能です。なお、ダイナミッ
ク・レンジ／トレース・ノイズ性能が測定要件を満たしていても、パルス・スペクトラム
の大部分を捕捉できるだけの広いIF帯域幅が必要です。図16では、参考として、5 MHzと
200 kHzのIF帯域幅におけるPNA-X広帯域パルス測定のダイナミック・レンジを比較し
ています。 

図16.　PNA-X広帯域パルス測定のダイナミック・レンジ

5 MHzのIF帯域幅

200 kHzのIF帯域幅
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オプション008パルスドRF測定は、標準的なパルス（ポイントインパルス）測定では267 ns

より狭いパルス幅で、パルス・プロファイル測定では1.6 μsまたはそれより狭いパルス
幅で、狭帯域検波方式を使用します。狭帯域検波を選択した場合、各レシーバのゲート
幅と遅延を個別に制御できます。PNA-Xの狭帯域パルスの実現には、独自のハードウェ
ア／ソフトウェア手法（狭帯域フィルタ経路、ソフトウェア・ゲーティング、デジタル・フィ
ルタ・ヌル法）が使用されます。これらの手法はすべて、レシーバ感度と測定スループッ
トを向上します。

水晶フィルタを使用した狭帯域フィルタ経路

狭帯域フィルタ経路は、増幅器、レシーバ・ゲート・スイッチ、10.7 MHzを中心とする
30 kHz水晶フィルタの主に3つの要素から構成されています（図17を参照）。基本的な概
念は、上りレシーバ経路のIFゲートの前でできる限り信号を増幅させることです。IFゲー
トで圧縮されず、ピーク・パルス・エンベロープ・エネルギーが相対的に変化しないで
通過するレベルまで増幅され、IFゲートはその後時間弁別に使用されます。水晶フィルタ
は、信号経路下流の増幅器やデジタイザに到達する前に、パルス・スペクトラムの不要
な部分を除去します。これにより、パルスド・スペクトラム全体のエネルギーが低減さ
れるため、中心スペクトル成分がADCによって圧縮されることはありません。デューティ・
サイクルが大きく、パルス幅が小さくなればなるほど（パルス・スペクトラムが拡散する
につれて）、水晶フィルタは感度の向上に役立ちます。

PNA-X狭帯域パルス測定

図17.　狭帯域フィルタ経路

ミキサ

パルス・スペクトラムと
雑音

パラメータ増幅パルス・
スペクトラムと雑音

ゲーティッド・パルス・
スペクトラムと雑音 水晶フィルタでフィルタリングされ

たパルス・スペクトラムと雑音

IF増幅器 IFゲート・スイッチ 水晶フィルタ

デジタル・ 
フィルタ・ヌル法

水晶フィルタでフィルタリングされた後、信号がデジタイズされ、スペクトラム・ヌルを適用するためにデジタル・フィルタ

（ここで、不要なパルス・スペクトラムのエネルギーが除去され、中心周波数トーンが解析のために残ります）に印加されます。
雑音
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図18の200 nsのパルス幅、2 μsのPRIのパルスドRF信号の中心周波数トーンを見れば、狭
帯域フィルタ経路がパルスドRF信号に与える影響がわかります。図18の上側のウィンドウ
には、広帯域IF経路のPNA-Xの500 Hz IFフィルタの応答が表示されています。下側のウィ
ンドウには、狭帯域フィルタ経路が示されています。狭帯域フィルタ経路では、30 kHz水
晶フィルタによってパルスドRF信号の不要なスペクトラムの一部が除去されます。

図18.　広帯域IF経路と狭帯域フィルタでフィルタリングされたパルスドRF信号 
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ソフトウェア・ゲーティング

狭帯域フィルタ経路でのIFゲーティングでは、パルス・ジェネレータによってドライブさ
れるハードウェア・スイッチが使用されますが、内部で発生した雑音やスイッチのアイ
ソレーションが原因でゲートのオフタイムに残留ノイズが発生します。ハードウェアIF

ゲーティングと内蔵パルス・ジェネレータを使用すれば、ゲーティングされた信号のオ
ンタイム／オフタイムを正確に確認できます。ゲートのオフタイムには不要な雑音や残
留ゲート・アイソレーションが含まれるため、アルゴリズムによってオフタイムを理想
的なオフ状態（すなわち、ゼロ）に置き換えることにより、レシーバの感度を高めること
ができます。図19は、ソフトウェア・ゲーティングによる測定感度の向上を示しています。

図19.　ソフトウェア・ゲーティングによる残留ノイズの理想ゼロへの置換とレシーバ感度の向上

レシーバ・

ゲーティング

通常のレシーバ・ゲーティング

パルス・オフタイム： 
雑音／アイソレーション

ゲート・オフタイム： 
雑音／アイソレーション

ゲート・ 
オンタイム

ゲート・オフタイム： 
さらなる雑音／ 
アイソレーション

パルスドRF

パルス・オンタイム

パルス・オフタイム： 
雑音／アイソレーション

ゲート・オフタイム： 
理想の雑音／アイソレーション

パルス・オンタイム

ゲート・ 
オンタイム

ゲート・オフタイム： 
理想の雑音／ 
アイソレーション

パルスドRF

レシーバ・

ゲーティング

ソフトウェア・レシーバ・ゲーティング
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図20は、狭帯域フィルタ経路とソフトウェア・ゲーティング手法により、PNA-Xのダイ
ナミック・レンジがE836x PNAモデルに比べて優れていることを示しています。この
0.001 ％のデューティ・サイクルの例では、PNAでの測定はノイズが非常に大きく、有
効な測定結果を得るためには、アベレージング回数を多くする必要があります。この
デューティ・サイクルでは、PNA-Xのハードウェアによって20 dB、ソフトウェア・ゲー
ティングによってさらに20 dB、合計で40 dBダイナミック・レンジが向上します。これ
により、かなり実用的なダイナミック・レンジが得られます。実際には、60 dBのダイ
ナミック・レンジは、8510ベースのパルスド・ソリューションによって得られるダイナ
ミック・レンジとほぼ同じですが、パルスは大幅に短くなります（50 ns対1 μs）。

図20.　システムのダイナミック・レンジの比較、PNA-Xおよびソフトウェア・ゲーティングにより
40 dBの向上

PNAのパルス

PNA-Xのパルス（ソフトウェア・ 
ゲート・オフ）
PNA-Xのパルス

PNA-XのCW

PRF＝ 200 Hz
PRI＝ 5 ms
PW＝ 1 μs
IFゲート＝ 50 ns
PNA IF＝ 44 Hz
PNA-X IF＝ 50 Hz周波数（GHz）

40 dBの向上
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デジタル・フィルタ・ヌル法

ゲーティング／フィルタリングされたパルスドIF信号は、デジタイズされ、DSPに送られ、
IFフィルタリングが実行されます。残りのパルス・スペクトラムはカスタムIFフィルタの
ヌルを使用してフィルタリングされ、解析対象の中心スペクトル成分だけが残ります。
ヌル間の間隔はIFフィルタの帯域幅に依存し、PRFに合わせて調整されます。図21は、デ
ジタル・フィルタ・ヌル法の効果を示しています。この例では、ヌル法の効果を実証す
るために、標準的な500 Hz IFフィルタのヌルに合わせて、PRIが1.767 msに調整されて
います。実際の狭帯域パルス・アプリケーションでは、任意のPRFを調整するために、カ
スタムIFフィルタが作成されます。中心スペクトルは、上側のウィンドウのマーカ1によっ
て示されているように、5 GHzで－75.15 dBmです。その他のパルス・スペクトル成分の
パワー・レベルは、中心スペクトルと同じです（上側のウィンドウのマーカ2～ 5）。パル
スドIF信号がデジタル・フィルタを通過すると、不要なスペクトル成分が約60～ 70 dB

減少しますが（下側のウィンドウのマーカ2～ 5）、中心スペクトルの信号レベルはほとん
ど変化しません。

図21.　フィルタ・ヌル法を使用した不要なパルス・スペクトラムの除去

パルスドIFスペクトラム
デジタルIFフィルタ 
応答

　パルスドIF中心 
　スペクトル
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校正済み信号を使用したアクティブ・デバイス測定

パルス条件で動作するデバイスは通常、増幅器やミキサから構成されるディスクリート・
アクティブ・デバイス／モジュールです。これらのデバイスの性能は一般にパワーに依
存します。このため、線形／非線形動作条件で特性を評価します。信号パワーが不正確
だと、かなりの測定誤差が生じる可能性があります。このセクションでは、不正確なパ
ルスドRF信号に起因する誤差を最小限に抑える、パルスド測定のソース・レベリング手
法について説明します。 

PNA-Xの信号パワーは工場で連続波（CW）を使用して校正済みで、デフォルトでアナラ
イザの周波数レンジ全体をカバーするように設定されています。このため、信号源出力
を校正しなくても、テスト・ポートの信号パワー・レベルは非常に正確です。PNA-Xは、
信号源の自動レベル・コントロール（ALC）を内部でモニタし、指定のパワー・レベルを維
持します。これは、内部レベリング・モードと呼ばれ、ほとんどの測定セットアップで
使用されていますが、内蔵検波器ではパルスド信号の正確なピーク・パワーが測定され
ないので、ALCレベリングなしの誤差が生じます。パルスドRF測定では、レベリング・モー
ドを「開ループ」に変更して、内部レベリングをオフにする必要があります。オフにす
ることによりALC誤差は回避できますが、ソース・レベル確度は低下します。開ループ・
レベリング・モードでは、レベル・オフセット、掃引間、バンド交差レベル不一致の3種
類の誤差があります。レベル・オフセットとバンド交差レベル不一致は通常、数dBの範
囲内ですが、再現性があります。すなわち、これらの誤差は信号源出力校正によって補
正できます。パルスドRFパワーを校正するには、平均パルス・パワーの方がピーク・パ
ルス・パワーより10*log（デューティ・サイクル）低いため、パワー・センサ損失機能を
使用する必要があります。掃引間誤差は一般にごくわずかで（通常は、0.1 dB未満ですが、
それ以上の場合もあります）、信号源出力校正では補正できない短期ドリフトとして現れ
ます。これらの開ループ誤差はすべて、「レシーバ」レベリング・モードを使用すること
によって最小化できます。このモードでは、VNAレシーバを使用してパルスドRFパワー
がモニタされ、すべての測定掃引で信号源出力レベルが補正されます。レシーバ・レベ
リングを選択すると、ソース・レベルがレシーバの読み値を使用して調整されるため、
信号源出力補正係数は無視されます（信号源出力校正をオンにしても使用されません）。
レベリング・モードは、Power and Attenuatorsダイアログ・ボックスとReceiver 

Leveling Setupダイアログ・ボックスで設定できます（図22を参照）。

パワー・レベリング・モード

図22.　Power and Attenuator 
ダイアログ・ボックスと 
Receiver Leveling Setup 
ダイアログ・ボックス
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レシーバ・レベリングには、任意のレシーバまたはパワー・センサ（レシーバとして
PNA-Xに追加した場合）を使用することもできますが、通常は基準レシーバが使用されま
す。レシーバ・レベリング・モードのソース・レベル確度はレシーバの絶対パワー測定
の確度に依存するため、レシーバ校正を強くお勧めします。基準レシーバを校正するには、
3つの方法（レシーバ校正を個別に実行する、信号源出力校正の一部として実行する、ガ
イド付きSパラメータ校正の一部として実行する）があります。個別に実行した場合は、
レシーバの読み値が校正済み信号源の設定と比較されます（個別レシーバ校正には校正済
みの信号源が必要です）。信号源の確度とドリフトによって、レシーバ校正にさらに誤差
が生じるため、信号源出力校正またはSパラメータ校正の一部として、レシーバ校正をお
勧めします。このように、基準レシーバの読み値は、補正係数が計算されると、信号源
の確度に関係なく、パワー・センサの読み値と比較されます。このため、パワー・セン
サの確度がレシーバでも得られ、誤差が最小限に抑えられます。校正と測定の信号源の
設定を同じにするために、校正中は開ループ・レベリング・モードを使用してください。
校正時にセンサ損失補正を使用する場合は、パルス変調をオンのままにしておくことが
できますが、センサ損失値によって誤差が増える可能性があるので、パルス変調をオフ
にして校正することをお勧めします（詳細については、次のセクションを参照してくださ
い）。また、アッテネータ、IF帯域幅、ゲート幅などのレシーバの設定も、レシーバ校正
とパルスド測定とで同じでなければなりません。同じでない場合は、レシーバ校正がオ
フになり、ソース・レベルが不正確なものになります。レシーバは、校正がすめば、広
帯域検波のピーク・パルス・パワーを正確に測定し、指定の許容範囲内になるか、測定
掃引前に最大反復回数に達するまで、信号源出力を調整します。 

パルスド信号のパワー校正

校正中はパルス変調をオフにすることをお勧めしますが、パルスド信号とパルスド信号
以外の信号とで応答が異なるブースタ増幅器を使用している場合などは、オフにするこ
とができません。この場合は、校正時にパルス変調器をオンのままにしておく必要があ
ります。PNA-Xは、アベレージ・パワー・センサやピーク・パワー・センサに関係なく、
パワー・メータを平均パワー測定モードでのみ使用します。このため、パルスドRF信号
では、パワー・メータの読み値は、ピーク・パルス・パワー（パルスがオンである期間中
のパワーと定義）を10*log（デューティ・サイクル）下回ります。PNA-Xの信号源がテスト・
ポート・パワーを目的のレベルにしようとする時にレベリングなしにならないようにす
るために、この違いはセンサ損失として指定します。例えば、パルス・デューティ・サ
イクルが5 ％の場合は、パワー・センサの読み値はピーク・パルス・パワーより10*log

（0.05）＝－13 dB低くなります。 

パルス・デューティ・サイクルから計算されたパルス感度低下（パワー・センサ損失値）は、
パルスの立ち上がり／立ち下がり時間による誤差の原因となります。パルスの立ち上がり
／立ち下がり時間がパルス幅と比べて比較的長い場合は、パワー・センサ損失値を必要に
応じて調整してください。PNA-Xの内蔵パルス変調器のパルス立ち上がり時間は約4 ns、
立ち下がり時間は10 nsです。パルス幅が1 μs、デューティ・サイクルが1 ％（100 μsの
PRI）の場合は、平均パワーはパルス・ピーク・パワーより20 dB低く計算されます。実際
のパルスド信号は、ある程度のRFエネルギーを理想のパルスド信号に14 ns間付加するた
め、実際のデューティ・サイクルは約1.01 ％になり、平均パルス・パワーは20 dB（代表値）
ではなく、それを下回る19.96 dBになります。ただし、パルス幅が300 ns、デューティ・
サイクルが1 ％（30 μsのPRI）の場合は、デューティ・サイクルは約1.033 ％となり、平
均パルス・パワーはパルス・ピーク・パワーより19.85 dB低くなります。

レシーバ・レベリングに 
よる正確なパルスド信号
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以下の例は、パルス変調をオフにした状態での校正を示します。

広帯域検波でのレシーバ・レベリング

このセクションでは、レベリングありのパルスドRF信号を設定して、校正済み周波数掃
引ポイントインパルスSパラメータ測定や絶対パワー測定を広帯域検波方式を用いて行う
ための基本的な手順を説明します。

広帯域パルス測定の設定

まず、広帯域パルス測定を以下の条件で設定します。校正が測定でも効力を発揮するよ
うに、校正前に、パルスド信号と測定を設定することが不可欠です。この例では、サン
プルDUTとして5 GHz増幅器を使用します。

これにより、1 μsのパルス幅、1 ％のデューティ・サイクルの信号が変調されます。
Rcvr A delayは、測定遅延（データ処理遅延。詳細なパルス・システム・タイミングにつ
いては、図9を参照）を考慮して、300 nsに設定します。設定が完了すれば、開ループ・
レベリング・モードで広帯域検波を使用して、未補正の入力整合、利得、入力パワー、
出力パワーが測定されます（図23を参照）。パルス測定アプリケーションは、指定された
パルス・タイミング情報に基づいて最適なIF帯域幅などの設定を選択し、パルス変調がオ
ンの場合はレベリング・モードを開ループに設定します。

図23.　広帯域検波を使用した未補正のパルスド
RF Sパラメータ／絶対パワー測定

周波数レンジ： 2 GHz～ 8 GHz
信号源出力： －10 dBm 
トレース： Tr1 S11、Tr2 S21、Tr3 R1,1、Tr4 B,1

広帯域パルス測定の設定
 Sweep → Pulse Setup…と選択し、以下を入力
 Pulse Measurement: Standard Pulse
 Pulse Timing: Pulse Width: 1 μs
  Pulse Period: 100 μs
 Measurement Timing: Rcvr A Delay: 300 ns

利得（S21）

　出力パワー（B、1）

　入力整合（S11）

入力パワー（R1、1）
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レシーバ/Sパラメータ校正の実行

校正済みレシーバを使用すれば、レシーバ・レベリング・モードを用いて、レベリング
された正確なパルスドRF信号を出力できます。校正プロセスでは、パワー・センサを使
用して信号源出力／レシーバ校正係数を作成します。パワー・センサが正確なパワー・
レベルを読み取るためには、パルス変調をオフにする必要があります。信号源出力校正
は校正プロセスの一部として行う必要がありますが、実際には、信号源出力校正は、パ
ルスドRF入力のレベリングには使用されません。その代わりに、校正済みR1レシーバの
読み値がパルスドRF入力のレベリングに使用されます。以下の例は、ポート2のBレシー
バを使用した増幅器の出力パワーの測定を示しています。Bレシーバの校正係数は、信号
源出力校正係数、Sパラメータ誤差補正の伝送トラッキング／ポート整合係数から計算さ
れます。このため、Bレシーバ校正を別に行わなくても、補正済み出力パワー測定が可能
です。

レベリング・モード・プルダウン・メニューに別のレシーバ（例えば、Receiver - B）が表
示されている場合、Receiver Levelingセットアップ・ダイアログ・ボックスで、ポート1

にR1レシーバを選択します。校正手順はCW信号の手順と全く同じです。図24は、パル
スドRF信号条件での校正済みSパラメータ測定および入出力パワー測定です。校正後にパ
ルス変調をオンにした場合、画面下部に示されている校正タイプに関する注釈によって 

"Δ"（デルタ）が付加されます。これは、Sパラメータの校正後に、重要でない信号設定が
変更されたことを示しています。パルス変調をオンにすると表示されますが、Sパラメー
タの校正確度には影響しません。

図24.　開ループ・モードと 
レシーバ・レベリング・モードとの 
比較による、校正済み広帯域パルスド 
Sパラメータと絶対パワー測定

パルス変調をオフ
 Sweep → Pulse Setup…
 Pulse Gen for Source1:CW → OK
Sパラメータ、信号源／レシーバ校正を実行
 Cal → Start Cal → Cal Wizard…と選択し、ウィザードの指示に従う
校正タイプおよびポートを選択した後、"Calibrate source and receiver power"をチェック
レシーバ・レベリングに切り替える
 Power → Power and attenuators… → Port 1 Leveling Mode:Receiver → R1
パルス変調をオン
 Sweep → Pulse Setup…
 Pulse Gen for Source1:Pulse → OK

利得（S21）

出力パワー（B、1）

　入力整合（S11）

入力パワー（R1、1）
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結果の比較

図24は、開ループでレシーバ・レベリングされたパルス条件での出力パワー、入力整合、
利得、入力パワーの比較です。入力整合と利得の測定値の違いはごくわずかですが、絶
対パワーの測定値には非常に大きな違いがあります。Sパラメータ測定だけを実行し、
DUTが線形動作している場合は、おそらく開ループ・レベリングの方が適しています。
ただし、絶対パワーや、圧縮や歪みなどのパワー依存性能を測定する場合は、パルスド
信号パワーを正確にレベリングする必要があります。広帯域検波では、レシーバはパル
スが続いている間は常に測定するので、レシーバ・レベリングを推奨します。

狭帯域検波でのレシーバ・レベリング

PNA-X（DSPバージョン4またはバージョン5搭載）はそれぞれ、パルス幅が267 nsおよび
100 nsよりも狭い場合、狭帯域検出方式を使用しなければなりません。狭帯域パルス信
号のレベリング手順は、広帯域パルス信号のレベリング手順とまったく同じです。パル
ス測定を設定し、校正のためにパルス変調器をオフにし、変調器をオンに戻し、レシー
バを使用してパルスド信号をレベリングします。狭帯域パルスでは、パルス内にレシーバ・
ゲートを配置する必要があります。配置しない場合、レシーバはパルスドRF信号の測定
を行いません。PNA-Xファームウェアは、デフォルトでは、レシーバ・ゲート幅をパル
ス幅の半分に設定します。レシーバ・ゲートの内部で、パルス変調器をドライブするパ
ルスからの遅延が発生します。このため、レシーバ・ゲートはパルスから外れて、測定
のノイズが大きくなります。遅延は、PNA-Xの周波数帯域や周波数モデルによって変わ
ります。レシーバ・ゲートの遅延をパルス・システム・タイミング分解能の16.7 ns単位
（DSPバージョン4）または10 ns単位（DSPバージョン5）で増加させて、測定に最適な遅延
を見つけてください。この例では、DSPバージョン4の50 GHz PNA-Xを、16.7 nsの最
小レシーバ・ゲート遅延で使用しています。図25a～図25cは、前の例の各ステップで使
用したのと同じ増幅器のS11、S21、入出力パワーを示しています。100 nsのパルス幅、
50 nsのレシーバ・ゲート幅、10 μsのパルス周期、16.7 nsのレシーバ・ゲート遅延、
－10 dBmの信号源出力が設定されています。

図25a.　未補正の狭帯域パルス測定

利得（S21）

出力パワー（B、1）

入力整合（S11）

入力パワー（R1、1）
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図25b.　パルス変調をオフにした状態での校正後の測定

図25c.　狭帯域検波を使用した補正済みのパルスドRF Sパラメータ／絶対パワー測定

基準レシーバは、設定パワーを20*log（レシーバ・ゲート・デューティ・サイクル）下回る、
経路損失が大きなパルスド信号パワーを測定しています（図25a）。校正された基準レシー
バは、－10 dBmの設定パワーの近くで測定しています（図25b）。このため、パルス変調
とレシーバ・レベリングをオンにした後も、パルスド信号レベルが適切に維持されてい
ます（図25c）。

利得（S21）

出力パワー（B、1）

入力整合（S11）

入力パワー（R1、1）

利得（S21）

出力パワー（B、1）

入力整合（S11）

入力パワー（R1、1）
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パワー掃引測定の例 これまでのセクションで説明したセットアップ手順と校正手順は、広帯域パルス測定で
のパワー掃引にも、狭帯域パルス測定でのパワー掃引にも適用できます。図26では、同
じ5 GHz増幅器をサンプルDUTとして使用した、広帯域検波方式を用いたパワー掃引測
定における開ループ・レベリング・モードとレシーバ・レベリング・モードの結果を比
較しています。この例では、以下の設定を使用しています。

入出力パワー測定では、開ループ・レベリング・モードとレシーバ・レベリング・モー
ドで違いが見られますが、それらの違いは周波数掃引測定と同様です。ただし、増幅器
は線形動作で、圧縮時に違いが見られますが、利得トレースは両方のモードで一致して
います。これは、同じ信号パワー設定でも、2つのレベリング・モードで入力パワーがわ
ずかに違うため、利得圧縮ポイントが異なるからです。

図26.　開ループ・レベリング・モードとレシーバ・レベリング・モードの広帯域パルス・パワー掃引
測定の比較（校正済み）

CW周波数： 5 GHz
パワー掃引範囲： －25～＋5 dBm
ポイント数： 201
IF帯域幅： 5 MHz
PRI： 100 μs
パルス幅： 5 μs
パルス遅延： 0 s
測定遅延： 400 ns
パルス・トリガ： 内部
トレース： Tr1 S11、Tr2 S21、Tr3 R1,1、Tr4 B,1

利得（S21）

出力パワー（B、1）
開ループ

開ループ

レシーバ・レベリング

レシーバ・レベリング

入力整合（S11）

入力パワー（R1、1）



36

パルス・プロファイル測定に 
おける信号パワー・レベルの 
確度の向上

パルス・プロファイル測定では、広帯域検波方式か狭帯域検波方式かに関係なく、レシー
バはパルス内およびパルス外の信号を測定します。レシーバが雑音を測定しているときに
レシーバ・レベリングを使用した場合、信号源は、信号源レベリングなしの誤差となる雑
音測定に基づいて出力を調整しようとします。信号出力がオン状態にある間に前のレシー
バ・レベリングをアナライザが記憶し、それを信号源出力補正係数として使用することに
より、レベル確度を高めることもできます。この場合、パルス変調器をオフにした状態で、
レシーバ・レベリングを一度オンにする必要があります。以下の手順に従ってください。
パルス変調器をオフにし、校正を実行し、レシーバ・レベリングに切り替え、“Update 

source power calibration with leveling data”を選択し、Open Loopレベリング・モー
ドに切り替え、パルス変調器をオンにします。レシーバ・レベリングの結果を信号源出力
校正に使用すれば（“Update source power calibration with leveling data”は、図22に
示されている"Receiver Leveling"ダイアログ・ボックスにあります）、パルス・プロファ
イル測定におけるパルスド信号レベルの確度はかなり高くなります（図27を参照）。

図27.　“last receiver leveling result（レシーバ・レベリングの最終結果）"を信号源出力校正に使用し
た場合の狭帯域パルス・プロファイル

利得（S21）

出力パワー（B、1）
開ループ

開ループ

レシーバ・レベリング

レシーバ・レベリング

入力整合（S11）

入力パワー（R1、1）
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パルス・モードでの利得圧縮対周波数測定

利得圧縮（一般的には、1 dB圧縮ポイントでの入出力パワーで仕様化：IP1dB/OP1dB）は、
非常に一般的な増幅器の特性です。利得圧縮は、単一の周波数ポイントにおけるパワー
掃引利得（S21）または増幅器の出力パワーから測定／計算されます。通常は、これが多く
の周波数ポイントで繰り返され、増幅器の圧縮ポイントが動作周波数レンジにわたって
評価されます（図28）。PNA-Xには、利得圧縮アプリケーション（GCA）オプションがあり、
非常に簡単な設定で周波数に対する高速かつ正確な圧縮測定が可能です。この測定では、
正確な入力パワーと補正済み利得または出力パワーを用いて測定し、圧縮ポイントを計
算することが重要です。GCAは、パワー／レシーバおよび不整合誤差を補正し、最高確
度の圧縮測定を実現します。増幅器がパルス・モードの場合は、GCAによる確度の高い
測定値を得るには、これらの誤差補正が有効でなければなりません。このセクションでは、
GCAオプションと広帯域検波方式を使用した、パルス動作での増幅器の圧縮対周波数測
定について説明します（狭帯域パルスは、PNA-Xアプリケーション測定クラスでは使用で
きません）。なお、パルスドRF測定を設定するためのこの手法は、利得圧縮コンバータ
（GCX）測定クラスでのパルスドRFミキサ／コンバータ圧縮測定の設定には使用できます。

測定の設定／校正手順は、パルスドSパラメータ測定のセットアップと類似しています。
確度の高い圧縮測定を行うには、入力レベルを正しく測定することが重要で、このため
にパルスド信号のGCA校正をオンにしておく必要があります。レシーバ・レベリングを
用いてパルスド信号をレベリングしてから、GCA校正を行うことにより、確度の高い利
得圧縮対周波数測定が実現できます。信号源レベリングに使用されるR1レシーバはGCA

校正で校正済みなので（Bレシーバも校正済み）、レシーバ・レベリングのための追加校正
は不要です。こうした広いIF帯域幅を使用した測定はノイズが大きくなるため、追加のア
ベレージングを行うことをお勧めします。IF帯域幅が広いほど、データ収集とパルスの間
にずれが生じ、トレースのノイズが大きくなる可能性があります。PNA-Xパルス・シス
テムの遅延のセクションですでに説明したように、パルス0（データ収集用のパルス）に
300 ns以上の遅延を追加すれば、この問題は解決できます。GCAとパルスの設定後、校
正のためにパルス変調をオフにします。GCA校正ウィザードにより、測定セットアップ
に基づいた手順がガイドされます。次に、パルス変調ドライブをパルス・ジェネレータ
に戻すことができます。R1レシーバはいつでもパルスド信号のレベリングに使用できる
状態にあります。

図28.　圧縮測定対周波数

利得

周波数

ピン

圧縮ポイント
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前述のパワー掃引測定の例（図26）では、入力パワーの誤差が原因で、レベリング・モー
ドによって圧縮ポイントの入力パワーに違いが見られました。GCAでは、周波数に対す
る圧縮ポイントの入出力パワーにも、レベリング・モードによって多少の違いが見られ
ます。図29に示すように、最大差は約1 dBです。

図29.　開ループ・レベリングとレシーバ・レベリングの広帯域パルスGCA測定の比較

リニア利得（S21）

圧縮時の出力パワー
開ループ

開ループ

レシーバ・レベリング

レシーバ・レベリング

圧縮時の入力パワー
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パルス・モードでの2トーンIMD測定

PNA-Xには、高品質なハイパワー出力の内蔵信号源、内蔵コンバイナ、さまざまな周波
数にわたる2トーンIMD測定を簡素化／高速化するオプションのIMD測定アプリケーショ
ンが用いられています。従来の信号発生器やスペクトラム・アナライザ方式と違って、
PNA-Xを使用したIMD測定では、単一のセットアップ・ダイアログ、ガイド付き校正に
より、周波数掃引／パワー掃引IMD測定が数十倍から百倍高速化されます。この掃引IMD

測定では、PNA-Xは信号感度を高めるために、独自の狭帯域フィルタ経路を使用します。
このセクションでは、パルス条件でのIMD測定について説明し、測定上の注意事項および
測定上の問題を解決するための方法を紹介します（狭帯域パルスは、PNA-Xアプリケー
ション測定クラスでは使用できません）。

代表的なIMD測定と広帯域パルス測定を同時に実行する場合、2つの測定に根本的な設定
上の違いがあります。広帯域パルス測定では比較的広いIF帯域幅を使用しますが（データ
収集ウィンドウを狭くするため）、IMD測定では一般に、低レベルの歪み成分を正確に測
定するために狭いIF帯域幅を使用します。パルス動作でのIMD測定の設定上の注意事項を
以下にいくつか示します。

トーン間隔対IF帯域幅

主な2つのトーン間隔は、IF帯域幅より約10倍以上広くなければなりません。トーン間隔
を狭くする必要がある場合は、IF帯域幅を狭くして信号干渉（トレース上にリップルとし
て現れます）を回避しなければならないので、より広いパルス幅が必要です。

標準的なIFフィルタ経路を使用する

IMDアプリケーションは、狭帯域IFフィルタ経路に自動的に切り替えます。狭帯域IFフィル
タ経路では、30 kHz帯域幅の高Q水晶フィルタによってIF信号がフィルタリングされます。
このフィルタは、パルスドRF信号のすべてのスペクトラムの捕捉を防ぎます。30 kHzより
広いIF帯域幅を使用する場合は、標準的なIF経路に切り替える必要があります。
 

"Reduce IFBW at Low Frequencies"をオフにする

PNA-Xは、デフォルトでは狭いIF帯域幅を使用して、低周波におけるトレース・ノイズ
を低減しています。周波数およびIF帯域幅の縮小率は、周波数モデルによって異なります。
IMD測定をパルス動作で実行する場合、この機能を常にオフにすることをお勧めします。

掃引アベレージングを使用してノイズを低減する

広いIF帯域幅を使用するとIMD測定のノイズが大きくなるので、ノイズを低減するには掃
引アベレージングをお奨めします。



40

IMD校正には、R1レシーバ校正、信号源1/信号源2出力校正、Bレシーバ校正（DUT入力
にポート1、DUT出力にポート2を選択している場合）があります。IMD校正中に2ポート
誤差補正を使用した場合、R1レシーバ校正中のパワー・センサ整合が補正され、伝送応
答項を使用してR1レシーバ校正がBレシーバに転送されます。2ポート校正のないIMD校
正では、R1レシーバ校正中のパワー・センサ整合は無視され、レスポンス校正を使用し
てBレシーバに転送されます。トーン間隔が広い場合は、すべてのレシーバ周波数での校
正をお勧めします。そうでなくても、各信号設定の中心周波数でだけでも校正を行って
ください。広帯域パルス測定では通常、IF帯域幅が広いほどより広いトーン間隔（1 MHz

をかなり超える広さ、通常は数MHz）が必要なので、すべての周波数の校正をお奨めしま
す。各トーン周波数でのレシーバの周波数応答は、広いトーン間隔では、中心周波数と
異なる可能性があります。掃引IMD校正前に、パルス変調をCWに切り替える必要があり
ます。f1（ポート1）とf2（ポート1信号源2）の両方の信号源レベリング・モードを、掃引
IMD測定クラスでのレシーバ・レベリングに変更してください。

図30aと30bはそれぞれ、開ループ・レベリングとレシーバ・レベリングを使用した広帯
域パルス周波数掃引IMDの測定例を示したものです。表1に示されている100 kHz IF帯域
幅の最小パルス幅に基づいて、12 μsのパルス幅が選択されています。開ループ・レベ
リング・モードでは、入力パワーが周波数レンジにわたってばらばらで、設定パワー・
レベルから数dBずれますが、これはレシーバ・レベリング・モードを用いることにより
補正できます。

図30a.　開ループ・レベリングを使用した広帯域パルス周波数掃引IMD測定

低トーン出力パワー 高トーン出力パワー

高トーン入力パワー

高トーンIM3パワー

低トーンIM3パワー 低トーン入力パワー
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図30b.　レシーバ・レベリングを使用した広帯域パルス周波数掃引IMD測定

図30cは、上述と同じパルス設定でのパワー掃引IMD測定を示したもので、開ループ・レ
ベリング・モードとレシーバ・レベリング・モードを比較しています。IM3のトレースに
は数dBの違いが見られますが、入力基準と出力基準のIP3は互いによく一致しています。
これは、IM成分の違いが、以下のIP3計算式に基づいてIP3のより小さな変動に変換され
るためです。 

IP3＝½（3*P_main－P_im3）
ここで、P_mainはドライブ信号パワー、P_im3はIM3パワーを表します。

IP3が最も関心のある信号パワーであり、IMレベルがIP3ほど重要でない場合は、開ループ・
レベリング・モードを使用することもできます。

図30c.　開ループ・レベリングとレシーバ・レベリングの広帯域パルス・パワー掃引IMD測定の比較

低トーン出力パワー 高トーン出力パワー

高トーン入力パワー

高トーンIM3パワー

低トーンIM3パワー 低トーン入力パワー

IMP3パワー（開ループ）

IMP3パワー（レシーバ・レベリング）

ドライブ信号入力パワー 
（レシーバ・レベリング）

ドライブ信号入力パワー（開ループ）

出力基準IP3

入力基準IP3

ドライブ信号出力パワー
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