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クリティカルな測定の性能を 
校正で最適化
Dipti Chheda
キーサイト・テクノロジー（カリフォルニア州、サンタローザ）

テストシステムを扱うエンジニアには、測
定の精度と再現性を確保する責任もあ
ります。デザイン、製造、継続的な運用

を成功に導く重要な鍵は、精度そのものよりも、
再現性です。また再現性は、テストシステムを構
成する測定器が保証された性能を発揮するため
の基礎となります。これは、ネットワーク・アナ
ライザ、シグナル・アナライザ、パワーメータ、オ
シロスコープ、信号発生器などの重要な機器も同
様です。仕様外れのパラメータがあると、測定結
果に悪影響を及ぼしかねません。

プロフェッショナルによる高精度の認定校正は、
測定結果の信頼性と再現性を支える基盤です。
校正と計量はエンジニアリングの専門領域なので
すが、専門のトレーニングを受けたエンジニアは
あまり多くありません。ただし、基本的な概念を
理解することは、測定性能や結果の解釈の向上
へとつながります。そして最終的には、測定結
果に基づいた意思決定のリスクも軽減されます。

測定要件への適合
テストシステムにはテストプランが必要です。こ
こで重要な最初のステップが、被試験デバイス
(DUT)の性能評価に不可欠な仕様の特定です。
仕様にはそれぞれ、関連するテスト、許容誤差、
精度の要件が存在します。したがって、テストプ
ランを作成する際に、必要な機能を備えたハード

ウェアを選択することになります。エンジニアで
あれば、選択肢となるさまざまなハードウェアと
そのトレードオフを完全に理解しようとするはず
です。

測定器の仕様を維持するには校正／修理サービ
スが必要なのですが、エンジニアはその検討にあ
まり時間をかけていないのが一般的です。定期
校正だけで、長期的な測定品質を維持できると
考えがちだからです。実際には、テスト機器に
は経年劣化やドリフトが発生しますし、故障する
こともあります。校正は一般的なサービスでは
ありませんし、長期的な測定の再現性を確保す
るプロセスは、「一度設定したら後は放置」とい
うほど簡単ではありません。プロアクティブな対
応が、テストシステムの継続的な精度と再現性に
大きく寄与します。これは、仕様外れのリスクを
軽減するだけでなく、システムの有効精度の向
上にもつながります。さらに、DUTが優れた性
能を発揮し、製造プロセス全体の生産性向上に
も役立ちます。

校正によるスプリアス測定の改善
シグナル・アナライザを使ってスプリアス信号を
検出する例から、測定結果の信頼性を高める方
法がわかります。これは、スプリアス検出に関
するチュートリアルではなく、実例です。無線
通信、レーダー、電子戦(EW)などの無線周波数
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(RF)/マイクロ波アプリケーションでは、さまざまなスプリア
ス信号が存在します。混雑したスペクトラム環境で多くのス
プリアスが発生し、予想できる場合とできない場合がありま
す。また、スプリアス信号はDUT内でも発生することがあ
ります。特にスプリアス信号が発生しやすいのは、トランス
ミッターが狭い間隔で複数搭載されたデバイスです。トラン
スミッターの間隔が狭くなるほど、干渉が発生しやすく、そ
の影響も大きくなります。スペクトラム・アナライザやシグナ
ル・アナライザの内部で発生したスプリアスが測定されるこ
ともあります。これらを理解することにより、アナライザの
メーカーは測定結果への影響を抑えるプログラムを実現でき
ます。

全体を考えると、スプリアスはさまざまな問題の原因になり
ます。レーダーシステムでは、スプリアスによって小さな反
射信号を検出する能力が損なわれ、画面表示の信頼性に影
響を与えます。さまざまな要因の影響を受けやすいフィール
ド作業では、受信アンテナから発生するスプリアスによって
存在や位置が誤って検出されることがあります。したがっ
て、測定で重要になるのは、スプリアスがいつ発生するのか、
それは本当のスプリアスなのか、という点です。

スプリアスサーチでは、大きな信号の存在する状態で小さな
信号を探します。したがって重要な仕様は、スプリアスフリー・

ダイナミック・レンジと感度になります。スプリアス信号の周
波数は事前にはわからないので、広帯域スペクトラム測定か
ら開始します。入力アッテネータの最適設定は、最も広いス
パンでの最大信号の大きさに依存します。スパンが広く大き
な信号が存在すると、周波数分解能が不十分になり、ノイ
ズフロアが理想的なレベルよりも高くなるので、低レベル信
号の多くが欠落します。使用可能なダイナミックレンジを広
げるには、高調波や相互変調歪みなどのアナライザから発生
する信号が測定に干渉しない程度に、入力アッテネータを最
小にする必要があります。また、アナライザの実効ノイズフ
ロアを低減し、狭い間隔のスプリアスの分解と十分な測定速
度を両立できる程度に、分解能帯域幅(RBW)を狭める必要
があります。

例として、レーダー励振器のスプリアスフリー・ダイナミック・
レンジ(SFDR)の検証を考えます。搬送波の基本波は10 GHz
です。励振器のSFDRは搬送波よりも80 dB低く（－80 dBc）
なるので、出力レベル＋15 dBmの励振器では－65 dBmと
なります。これがDUTの仕様になります。このパラメータ
の特性評価は、シグナル・アナライザのダイナミックレンジ
と、ノイズおよびスプリアスに関連する仕様に応じて異なり
ます。シグナル・アナライザの仕様が、表示平均雑音レベル
(DANL)－148 dBmだと仮定します。DANLは1 Hz RBWに
対してノーマライズされるのが一般的なので、10 kHz RBW
を使用した場合の実際の仕様は－108 dBmになります。残
留応答の仕様は、－100 dBm以下です。以上から、3次相互
変調歪み(TOI)は－90 dBmとなります。このように、（仕様
ではなく）期待されるDANLとTOI間のトレードオフを理解
することは、スプリアス測定用に入力アッテネータとミキサー
レベルを設定する際に重要です（図1を参照）。また、一般仕
様だけでなく、個々のアナライザの実際の性能を把握するこ
とも役立ちます。実際の性能が仕様より高いか、仕様通りか、
低いか、仕様よりも高い場合はどの程度高いのか、という
データは、アナライザの実際の測定結果を正確に解釈する上
で不可欠です。

ではここで、基本的な問題に戻りましょう。スプリアスが検
出された場合、それは本当にスプリアスなのでしょうか？
その答えは、測定の実効性能を高める情報を追加すること
により簡単に求めることができます。例えば、校正結果を
適用して、測定の性能と速度を向上させることができます。
図2は、シグナル・アナライザに内蔵されたスプリアス信号測
定アプリケーションの出力です。表は、スプリアスの数、測
定範囲、スプリアスの周波数、スプリアスの振幅、ユーザー
が入力した測定リミットを示しています。

DUTの結果とシグナル・アナライザの実際の校正データを比
較することにより、手元の情報に基づいて測定設定を調整
し、測定結果の信頼性を高めることができます。表1は、高
性能シグナル・アナライザの校正における測定データです。
ワーストケースのスプリアスは、1.1 GHzで－105.25 dBcで
す。この数値に基づいて減衰とRBWの設定を調整すれば、
ノイズフロアを低減し、実際の信号が表示されるようになり
ます。
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p 図1：DANLとTOIの性能（公称値）を把握することは、 
スプリアスサーチの最適化に役立ちます。

p 図2：スプリアス信号測定アプリケーションは、 
DUTのスプリアスを表示します。
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校正データを使った性能改善
エンジニアが「フル校正では、測定器
のあらゆる構成での仕様がすべてテス
ト／検証されるはずだ」と考えるのは
もっともです。ところが実際には、校
正サービスプロバイダの中には、徹底
した校正を行っていないプロバイダも
存在します。徹底した校正は非常に難
しい作業です。例えば、一般的なミッ
ドレンジ・シグナル・アナライザの校正
では、36種類のテストを実行し、期待
通りの性能を発揮できるかどうかを
チェックする必要があります。そして、
テストがすべて完了した後、フル測定
レポートと、認定校正標準に対するト

レーサビリティー（およびコンプライア
ンス）を提供します。テスト、テスト結
果、標準へのコンプライアンスの検証
は、アナライザが仕様を満たしている
かどうかを把握する上で不可欠です。
図3は、測定の性能向上に役立つ校正
レポートの例です。表では、シグナル・
アナライザの周波数応答／周波数特性
の測定結果として、測定の不確かさと
測定器の仕様が示されています。この
データを参照することにより、DUT仕
様の厳格化、製造マージンの拡大、テ
ストスループットの向上、歩留まりの向
上が期待できます。研究開発では、デ
ザインの最適化はもちろん、複数のチー

ムによる測定結果の矛盾を照合する作
業がなくなります。

測定の性能を確認する担当者は1人で
あることが多いですが、校正サービス
の選定には複数が関与するのが一般
的です。ニーズに合ったサービスを受
け、測定器が期待される性能を発揮で
きない状況を回避するには、いくつか
の注意点があります。第1に、校正に
求める内容を明確に提示することが重
要です。つまり、測定器の校正を依頼
する際に、検証したい性能パラメータ
を指定します。また、「性能検証」に
は限界があることを理解するのも重要
です。調整を行うことと、実際に校正
を行うことは異なります。したがって、
個々のインストールされたオプションの
仕様を毎回チェックするように依頼す
ることをお勧めします。さらに、以下
の内容がサービスに必ず含まれている
ことを確認してください。

• 校正証明書
• フルテスト結果
• 校正機器とテストした検証の全リ
スト

• 校正がトレーサビリティ要件を満た
していることの確認

最後に、この「保険」がもたらす経済
的な価値を考えてみることもお勧めし
ます。例えば、目標以上の歩留まり率
を達成できれば、廃棄処分にするDUT
やリワークのために送り返されるDUT
の数を減らすことができます。このよ
うなデータは、管理部門や調達部門が
品質の高い校正がもたらす価値を認識
する上で非常に役立ちます。

まとめ
テスト機器が購買決定に結びつく性能
を継続して発揮するには、最も信頼で
きる校正プロバイダを選定することが
最善の方法です。商用製品の製造業の
場合は、これは優れたスループット、
マージン、歩留まりへとつながります。
航空宇宙／防衛業界の場合は、ミッショ
ンの成功率が向上します。いずれの業
界においても、信頼できる校正サービ
スを選択すれば、一貫した測定結果を
得ることができます。製品やデザイン
の問題点の特定が簡単になり、開発／
製造工程での遅延を最小限に抑えるこ
とができます。■

表1
シグナル・アナライザのIF経路でのスプリアステスト結果

イメージ応答／マルチ応答／フィードスルースプリアス
標準IF経路

スプリアス
周波数
(MHz)

信号源の
周波数
(MHz)

スプリアスの
振幅
(dBc)

測定の
不確かさ
(±dB)

仕様
(dBc) 結果

0.44 －80 PASS

0.44 －80 PASS

0.45 －80 PASS

0.45 －80 PASS

0.45 －80 PASS

10,470

1,745

6,145

12,645

15,645

－139.71

－105.25

－121.99

－128.12

－128.39

225

1,100

5,500

2,000

5,000

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

–0.2

–0.4

–0.6

–0.8
0.30

1.00
7.50

35.00
350.00

650.00
950.00

1,250.00

1,550.00

1,850.00

2,150.00

2,450.00

2,750.00

3,050.00

3,350.00

周波数(MHz)

モデルN9030A テスト日：2013年6月20日 テスト結果：合格

パワーレベル＝－33.00 dBm

周波数応答300 kHz～3.6 GHzプリアンプオン
レポート番号

1-5204581261-1-3YLY

周波数(MHz)
0.30
0.50
0.75
1.00
2.50
5.00

周波数応答(dB)

0.224
0.258
0.227
0.209

–0.044  
0.036

周波数
不確かさ（±dB）

0.129
0.127
0.127
0.127
0.127
0.127

仕様（±dB）
0.68
0.68
0.68
0.68
0.68
0.68

結果
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS

周波数応答
測定の不確かさ
仕様

周
波
数
応
答

(d
B

)

p 図3：測定器の校正データは、測定結果の解釈に役立ちます。


