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信号解析測定の基礎 

ノイズフロア、分解能帯域幅などの最適化
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RFエンジニアにとってスペクトラム・アナライザやシグナル・アナライザは不可欠な基本測定器であり、
製品ライフサイクルのあらゆるフェーズで使用されます。性能、確度、速度などの主要な特性は、研究開
発ではデザインの強化に役立ち、製造ではテスト効率と製品品質の向上に役立ちます。このアプリケー
ションノートでは、実際の測定における信号解析を習得するために役立つさまざまな手法を紹介します。
本書は、速度と生産性を維持しつつ、測定ノイズフロア、分解能帯域幅、ダイナミックレンジ、感度など
の特性を最適化することに置かれています。

一般的に「シグナル・アナライザ」という用語は、スペクトラム・アナライザ・アーキテクチャーにフ
ルデジタルの中間周波数(IF)部を備えた測定器を指します。これは複素ベクトル量として信号を処理で
きるもので、デジタル変調解析やタイムキャプチャーなどのマルチドメイン動作も可能です。スペクト
ラム・アナライザおよびシグナル・アナライザとその動作に関する一般的な説明については、Keysight 

Application Note 150『スペクトラム解析の基礎』を参照してください。 

各テストステップでの測定確度の改善
測定確度を最適化するためには、シグナル・アナライザ固有の確度を把握し、被試験デバイス(DUT)と接
続した場合の誤差要因を特定することが重要です。適切な測定法で有用なアナライザ機能を使用すれば、
誤差が低減し、テスト時間を短縮することができます。

デジタルIF技術はもともと高い確度を実現できますが、特に内部校正や内部調整を行うとさらに確度が向
上します。例えば内部補正と非常に再現性の高いデジタルフィルターを併用すれば、測定に際して設定を
変更しても再現性にはほとんど影響がありません。このような設定の例として、分解能帯域幅、レンジ、
基準レベル、中心周波数、スパンなどがあります。

DUTを校正済みのアナライザに接続すると、信号伝送回路（図1）によって対象信号が減衰し、変化す
る場合があります。これらの影響を補正または補償することで最高の確度が保証されます。信号源やパ
ワーメータとアナライザ内臓の振幅補正機能を用いれば、補正や補償を適切かつ効果的に行うことがで
きます。 

DUT

- ケーブル
- アダプター
- ノイズ

基準面の移動

信号伝送回路

スペクトラム・アナライザ

図1.　DUT/アナライザ間の接続品質は、測定の確度や再現性に大きな影響を及ぼす可能性があります。この影
響は周波数が上昇するほど大きくなります。

はじめに

http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5952-0292.pdf
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図3.　アナライザの振幅補正機能を適用したフラットな周波数応答。振幅確度が向上します。

図2はDUTからの信号を減衰させる信号伝送回路の周波数応答を測定したものです。 不要な影響を除去す
るためには、まず、信号伝送回路の周波数応答を目的の周波数スパン全体で測定します。アナライザ内部
では、振幅補正機能が周波数／振幅ペアのリストにある各ポイントを直線で結んで、測定表示ポイントに
対応する補正係数を作成します。その後、それらの補正係数に基づいて、表示する振幅を調整します。図3

では、信号伝送回路から不要な減衰や利得が測定値から除去されて、シグナル・アナライザ単体の仕様確
度を忠実に実現しています。

図2.　このトレースは、DUT/アナライザ間の接続経路の測定周波数応答を示しています。
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この処理により、測定基準面がアナライザのフロントパネルからDUTに移動します。多くのシグナル・ア
ナライザでは、機器構成やアナライザセットアップに応じて異なる複数の補正データを保存できます。

ケーブルやアダプターの組み合わせを変更した場合も、補正値を各々保存できます。DUT/アナライザ間
を接続するときは、ケーブルやコネクタの長さ、種類、品質などに注意を払うことが確度の向上に役立ち
ます。適正なトルクで締め付けるなど、コネクタを適切に扱えば、最小損失、適正なインピーダンス整
合、再現性を確保できます。これは特にマイクロ波帯やミリ帯波の周波数で顕著です。

困難な測定では、アナライザの有効入力をDUTに近付けると性能が向上する場合があります。例えば、非
常に小さな信号を測定する場合、外部プリアンプを直接DUTに接続すれば、信号レベルが増幅され、信号
の減衰やノイズの増加などの問題を軽減することができます。コンピューター制御された今日のプリアン
プを用いると、アナライザはこれを自動的に検知し、利得や周波数応答のデータをダウンロードし、適切
な設定を行うので、正確な測定が可能になります。

さらに、スマートミキサーを用いて非常に高い周波数まで測定を拡張できます。ミキサーはDUTの出力側
に、多くの場合、導波管で直接接続します。アナライザは自動的にミキサーを識別し、変換計数をダウン
ロードし、正確な測定ができます。
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分解能帯域幅(RBW)の最適化
分解能帯域幅(RBW)は基本的な解析パラメータです。これが特に重要になるのは、スペクトラム成
分を分離したい場合です。アナライザまたはDUTから発生するノイズと測定対象信号を識別できる
ようノイズフロアを抑える必要があります。

要求の厳しい測定を実行する場合には、スペクトラム・アナライザは正確でなければいけませ
ん。また、測定速度と広いダイナミックレンジを適切に組み合わせる必要があります。多くの場
合、ある要素を優先すると他の要素が悪化します。代表的な例は狭いRBWと広いRBWに関する
ものです。

狭いRBWは、低レベル信号を測定するのに適しています。スペクトラム・アナライザの表示平均
雑音レベル(DANL)が低減されダイナミックレンジが拡大し、測定感度が向上するからです。図4で
は、RBWを100 kHzから10 kHzに変更したことで－103 dBmの信号の測定が改善されて判別しやす
くなっています。RBWを10分の1にしたことでDANLが10 dB低減しています。

もちろん、狭いRBW設定が常に最適だとは限りません。変調信号の場合、RBWを十分に広く設定
して側波帯を含めることが重要になります。さもないと、バンドパワー測定を用いない限り正確な
パワー測定ができません。すなわち、複数の測定ポイントを積算して信号帯域幅全体をカバーする
必要があります。このように、狭いRBWで多数のポイントを測定してそれらのパワーを積算する
測定方法は、間隔が狭い広帯域デジタル変調信号に多く使用される非常に実用的な手法です。

図4.　RBWを100 kHzから10 kHzに狭くしたことでDANLが低減し、対象信号が判別しやすくなっています。
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RBWを狭くすると、掃引速度が遅くなるという重要な弊害が生じます。掃引時間は一般的にRBWの2

乗に比例し、RBWを広くするとスパン全体の掃引速度は速くなります。図5と図6は、200 MHzのスパ
ンの測定でRBWが10 kHzの場合と3 kHzの場合の掃引時間を比較したものです。

RBWのトレードオフに関する基本を理解すれば、最も重要な測定パラメータを優先して設定を調整できま
す。望ましくないトレードオフは常に避けられるわけではありませんが、今日のシグナル・アナライザで
はトレードオフを軽減し、さらには除去する方法が用意されています。

図5.　RBWが10 kHzの場合は掃引速度が2.41秒になります。

図6.　RBWを3 kHzに狭くすると掃引時間が26.8秒になります。図5に比べ約10倍遅くなります。
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今日のアナライザは、高速フーリエ変換(FFT)、掃引速度効果の補正を含むデジタルRBWフィルタリング
などのデジタル信号処理を用いることで、狭いRBWを使用した場合でも正確な測定を保証しています。例
えば「高速掃引」機能を使用すれば、RBWが狭い場合でも50倍も掃引速度が向上します。シグナル・アナ
ライザでは中心周波数、スパン、RBWの連動機能の一部としてこうした速度向上を自動的に実現します。
さらに、設定を手動で微調整し、速度や確度などの優先順位に応じて測定を最適化することができます。

低レベル信号測定時の感度の向上
アナライザが低レベル信号を測定する能力は、アナライザの内部で発生するノイズにより制限されます。
このようなノイズレベルは、さまざまな設定に影響されます。例えば図7に示す50 MHzの信号は、アナラ
イザのノイズフロアに埋もれています。

この低レベル信号を測定するためには、入力アッテネータを最小にしたり、分解能帯域幅(RBW)フィル
ターを狭くし、プリアンプを使用するなど、アナライザの感度を上げる必要があります。これらの手法
は前述のRBW手法と同様に、DANLを低減して小信号をノイズから分離することで正確な測定を可能に
します。

入力アッテネータの値を小さくすると、アナライザの入力ミキサーに対する入力信号レベルが上がりま
す。アナライザ自体のノイズはアッテネータ以降で生じるので、アッテネータ設定は測定のS/N比に影響
します。入力アッテネータの値とアナライザの利得を連動させることで減衰の変化を補正した場合、実際
の信号は画面上では変化しません。これに対して、DANLは、アッテネータの設定の変更に伴うS/N比の変
化を反映してIF利得とともに変化します。したがって、DANLを下げるには、入力アッテネータの値をでき
るだけ小さくする必要があります。

信号はミキサーと内蔵アンプを通過した後、再増幅されて分解能帯域幅フィルターを備えたIF部に入りま
す。RBWフィルター幅を狭くすると、アナライザの包絡線検波器に到達するノイズエネルギーが減少し、
測定時のDANLが低減します。

図7.　画面上に表示されている設定では、小信号がアナライザのノイズに埋もれてしまいます。
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図8はDANLを段階的に低減させたものです（図7に比べRef Levelを下げていることにご注意くださ
い）。一番上のトレースはRBWを最小化したもので、CW信号がノイズフロアよりも高く表示さ
れています。中ほどのトレースはアッテネータ値の最小化により改善が見られます。一番下のト
レースは対数パワーアベレージング（対数スケールのdB測定）を使用したものです。CW信号の
測定には影響を及ぼすことなくノイズフロアだけがさらに2.5 dB低下しています。対数パワーア
ベレージングとピークディテクター（表示ディテクター設定）を同時に使用する方法は、ノイズ
フロアに近いスプリアス信号を測定（一般的な信号解析作業）するときに有効な方法です。

感度を最大にするためには、低ノイズかつ高利得のプリアンプを使用する必要があります。ア
ンプの利得が十分に高い場合（例えば表示ノイズが10 dB以上、上昇する場合）、プリアンプと
アナライザを合わせたノイズフロアはアンプの雑音指数によって決まります。

アナライザに起因するノイズパワーを実際の測定結果から差し引くことが、スペクトラム測定の
ノイズを削減する有効な方法です。これを行うには実際の測定におけるアナライザのノイズフロ
アを測定することになりますが、一部のKeysight Xシリーズ シグナル・アナライザは、ノイズフ
ロア低減(NFE)機能と呼ばれる非常に実用的な機能を提供しています。NFEを用いて、アナライザ
は各測定ポイントでのノイズパワーを正確にモデリングし、特性評価します。それらのノイズパ
ワーは自動的に測定から差し引かれます。これにより、掃引速度を変えることなく実効ノイズフ
ロアを10 dB以上低減することができます。NFEは、前述の方法と独立して使用できます。

先に述べたように、対数パワーアベレージングとピークディテクターを共に用いれば、ノイズに
近いスプリアス信号を測定するときにS/N比が2.5 dB向上します。これとは別に、ノイズフロアの
中の測定のばらつきを可能な限り削減することを優先したい場合（トレースをスムージングした
い場合）には、「アベレージ」ディテクターを使用したパワーアベレージングが最適です。 アベ
レージディテクターを使用した上で掃引時間を長くすることが、ノイズによるばらつきを低減す
る（ノイズフロアをスムージングする）最も効率的な方法です。

図8.　RBWを狭くし（黄色）、入力アッテネータ値を小さくし（青色）、さらに対数パワーアベレージングに切り替
える（紫色）。DANLが段階的に低下しています。
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同期アベレージングすなわち時間アベレージングは、時間変動する信号が定期的に繰り返されるような特
殊なケースに対して検討する価値がある方法です。この機能はベクトル・シグナル・アナライザで使用で
きます。タイムドメインで入力信号のサンプルをアベレージングしてから周波数スペクトラムを計算する
ものです。トリガを使用してタイムドメインサンプルを繰り返し信号に同期させます。これにより、タイ
ムドメイン、周波数ドメイン、変調ドメインで実効ノイズフロアが大幅に低減します。

歪み測定時のダイナミックレンジの最適化
スペクトラム解析の基本要素の1つは、信号に含まれるレベルの大きな基本波トーンと小さな歪み成分と
を区別する能力です。これがアナライザのダイナミックレンジで、アナライザが判別できる信号と歪み、
信号とノイズ、あるいは信号と位相雑音の最大差として定義されます。

信号と歪みを測定する際のダイナミックレンジは、ミキサーへの入力レベルによって決まります。ダイナ
ミックレンジを最適化するミキサーレベルは、2次高調波歪み(SHD)、3次相互変調歪み(TOI)、DANLの3つ
の仕様で決まります。これらの3つの仕様を1つのグラフにまとめると、内部で発生する歪みおよびノイズ
対ミキサーレベルの関係を示すことができます。

図9は、－40 dBmのミキサーレベルにおける－75 dBcのSHDポイント、－30 dBmのミキサーレベルにお
ける－85 dBcのTOIポイント、10 kHz RBWにおける－110 dBmのノイズフロアがプロットされています。
SHD直線の傾きは1です。ミキサーでの基本波レベルが1 dB上がるごとにSHDは2 dB増加しますが、歪み
は基本波と歪み成分の差により決まるため、変化は1 dBだけだからです。同様に、TOIの傾きは2です。
ミキサーレベルが1 dB変化するごとに3次成分は3 dB変化しますが、相対的には2 dBの変化になるからで
す。2次および3次ダイナミックレンジを最大にするためには、2次および3次歪みがノイズフロアと等しく
なるポイントにミキサー信号レベルが一致するようにアッテネータを設定します。このミキサーレベルは
グラフからわかります。ダイナミックレンジが最小になるポイントは、対数(dB)軸で歪みとノイズを合算
することから生じる小さなカーブ上にあることにご注意ください。
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図9.　2次および3次ダイナミックレンジは、DANLと各歪み曲線が交差する最小歪み領域によって決まります。
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ダイナミックレンジを拡大するためには、分解能帯域幅(RBW)を狭くする必要があります。図10に示すよ
うに、RBW設定を10 kHzから1 kHzに狭くするとダイナミックレンジが拡大します。2次の拡大は5 dB、3

次の拡大は6 dB以上あります。

また、相互変調歪み(IMD)のダイナミックレンジは、スペクトラム・アナライザの位相雑音の影響も受け
る場合があります。これは、各スペクトラム成分（テストトーンと歪み成分）の周波数間隔が、相互変
調テストトーンの間隔に等しいからです。例えば、10 kHz間隔のテストトーンを1 kHzのRBWで測定する
と、図11に示すノイズ曲線が得られます。10 kHzオフセットでのアナライザの位相雑音が－80 dBcの場
合、80 dBがこの測定の最大ダイナミックレンジになります。DANLと3次歪みの交点が示す88 dBではあり
ません。
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図10.　RBWを狭くするとアナライザのDANLが低下し、2次ダイナミックレンジと3次ダイナミックレンジ両方の
動作ポイントが拡大します。

図11.　相互変調テストトーンのように間隔が近い信号では、位相雑音によって測定ダイナミックレンジが制限されてグラ
フが示す値よりも小さくなります。
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バースト信号の正確な測定
バースト信号やパルス信号の正確な測定は困難です。特に変調が伴う場合、掃引スペクトラム・アナライ
ザを用いての測定は困難になります。アナライザは、パルスと共にパルス形状の周波数成分を加えた情報
を合わせて表示します（例：パルスエンベロープ）。急峻な立ち上がり／立ち下がりにより、不要な周波
数成分がスペクトラムに生じ、これにより対象の信号が埋もれ、測定確度が低下します。

ベクトル・シグナル・アナライザ(VSA)のタイムゲーティッドスペクトラム解析とトリガFFT解析という2

つの測定手法により、こうした問題に対応できます。両者ともキーサイトのXシリーズなどのシグナル・
アナライザで使用できます。

掃引解析で最も柔軟（かつ多用されている）手法は、ゲーティッド掃引すなわちゲーティッドLOです。
この手法では、アナライザは、入力信号の必要な部分だけ、すなわちパルスが有効な期間だけを掃引して
データを取得するように設定されます。測定の同期には外部トリガを使用する場合がありますが、入力パ
ルスそのものからトリガを生成できるものもあります。重要な点は、このタイプの時間選択スペクトラム
解析には定期的に繰り返される信号が必要になることです。アナライザは連続した測定を合成して全体の
スペクトラム結果を構成し、安定した正確な結果を提供します。

この手法は通常、パルスまたはバーストそのものの信号スペクトラムのみを測定し、パルスの立ち上がり
や立ち下がり時のスペクトラムは無視するために用います。これにより、チャネルパワー、隣接チャネル
パワー(ACP)、スペクトラム・エミッション・マスク(SEM)などの自動パワー測定機能にゲーティングを使
用できるようになります。

FFT処理を用いる手法もあります。これはゲーティッドFFTと呼ばれることがあります。この手法は繰り返
し信号を必要としませんが、信号が繰り返している場合にはタイムアベレージングにより優れたS/N比を
実現できます（感度に関する前述の説明を参照）。

ゲーティッドFFT解析は、シグナル・アナライザやVSAソフトウェアで実行すると最も高度かつ柔軟な方
法になります。ソフトウェアはトリガ機能を実行して、トリガタイミングとゲート（FFTタイムレコード
長）が被試験信号に合うように正確に調整します。

VSAソフトウェアではFFTポイント数をさまざまに調整し、適用するウィンドウ形状（重み付け）を選択
することができます。ウィンドウ形状によって、振幅確度、周波数分解能、ダイナミックレンジの間に固
有のトレードオフが生じて測定結果に影響を及ぼします。これらのトレードオフを最適化すれば、短い信
号バーストから最大量の情報を抽出できます。

周期的に変化する信号に対して時間選択信号解析を実行するときに効果的な手法の1つが、自己ウィン
ドウです。例えば、無線システムで使用される直交周波数分割多重方式(OFDM)信号などがあります。こ
の場合、タイムレコード長またはゲート長を1個または整数倍のOFDMシンボルに合うように設定できま
す。その後、ユニフォームウィンドウを選択します。ウィンドウはタイムドメインでフラットなので、被
試験信号の周期とウィンドウ幅（FFTタイムレコード）が一致する必要があります。
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図12は、振幅確度が優れたフラット・トップ・ウィンドウ（周波数ドメインでフラット）を使用した場合
とユニフォームウィンドウを使用した場合の測定を比較したものです。OFDMトレーニングシーケンスの2

つのシンボルを測定しています。この状況では、ユニフォームウィンドウを用いることで高い確度と最適
な周波数分解能を実現しています。

測定アプリケーションを用いた速度、確度、信頼性の向上
無線通信および航空宇宙／防衛用途の信号の複雑さが増すと、手動でスペクトラム測定や変調品質測定を
設定ことは非常に困難になり、時にはそれが現実的に不可能な場合があります。幸い、今日のシグナル・
アナライザの処理機能を用いると、複雑な測定のみならず、スプリアス、高調波、位相雑音といった従来
の測定に対する設定も容易になります。

処理能力と測定の知識を結合する最も便利な方法は、シグナル・アナライザに測定アプリケーションソフ
トウェアをインストールして常用することです。これらのアプリケーションは、2つのカテゴリーに大き
く分類できます。汎用と規格専用です。

汎用アプリケーションは従来の解析作業に焦点を当てています。これは、測定器をホストとした自動化に
よって幅広い一般要件に対応できるように拡張できます。これらのアプリケーションは、RF/マイクロ波
トランシーバーとそのコンポーネントの開発／製造に役立ちます。キーサイトのXシリーズ シグナル・ア
ナライザでは、PowerSuiteと呼ばれる包括的な測定セットが標準機能として装備しています。PowerSuite

には、チャネルパワー、ACP、占有帯域幅、相補累積分布関数(CCDF)、高調波歪み、スプリアスエミッ
ション、TOI、SEMが含まれています。

フラット・トップ・ウィンドウ           振幅確度

ユニフォームウィンドウ           周波数分解能

図12.　両トレースは、5 GHzバンドの実際のOFDM無線LAN波形を捕捉したものです。各測定で、ゲート幅は自己ウィ
ンドウ処理されたトレーニングシーケンスの領域に調整されています。下段のトレースはユニフォームウィンドウを用
いました。OFDMサブキャリア一つ一つを明確に判別できる十分な分解能を実現しています。
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他の汎用アプリケーションには、位相雑音、雑音指数、電磁環境適合性(EMC)（図13）、包括的なパルス
解析（図14）に対応するものがあります。あらゆるケースで、測定アプリケーションにより測定セット
アップが非常に容易になり、単調な作業や誤りが減少します。また、多くの測定結果がまとめられた専用
の表示によって、解析結果や合否判定結果が分かりやすく表示されます（図13および図14参照）。

図13.　N6141C EMCアプリケーションを用いると、CISPR 16-1-1やMIL-STDの要件に準拠した測定を設定し、伝
導性エミッションや放射性エミッションのプリコンプライアンステストを実行できます。

図14.　N9067C パルス測定アプリケーションは多くのパルスから情報を収集して、周期、幅、パルス繰り返し間
隔(PRI)、立ち上がり／立ち下がり時間、オーバーシュート、アベレージパワー、ピークパワーなどのパラメータを計
算します。
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内部歪み成分の特定
高いレベルの入力信号によってスペクトラム・アナライザの内部で歪み成分が発生して、入力信号自体の
歪み成分が埋もれてしまうことがあります。アナライザのRFアッテネータを用いて、アナライザ内部で発
生した歪みが測定に影響しているのかどうかを判定できます。

これは、実際の測定系（信号、アナライザ、接続）においてアッテネータ設定を最適化するために有用
な方法です。このように個々に応じて最適化する方が、保証されている測定器仕様から計算するよりも
良いことが多々あります。

初めに、入力信号レベルからアッテネータ値を引いた結果が約0 dBになるようにアナライザの入力アッ
テネータ値を設定します。内部歪み成分を識別するために、入力信号の2次高調波の周波数をアナライ
ザの中心周波数に設定して入力アッテネータを0 dBに設定します。次に、画面データをトレースBに保
存し、アクティブトレースとしてトレースAを選択し、Δマーカーをアクティブにします。これによりス
ペクトラム・アナライザは、保存したデータをトレースBに、測定データをトレースAに表示します。ま
た、Δマーカーは、2つのトレース間の振幅差と周波数差を示します。 最後にRFアッテネータを15 dB程
度まで増加させながら、トレースAの応答とトレースBの応答を比較します。
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シグナル・アナライザでは数十種類の規格専用アプリケーションも使用できます。主に、LTE/LTE-Ad-

vanced、GSM、W-CDMA、無線LAN、Bluetooth、デジタルビデオなど、最先端、あるいは広く浸透してい
る無線規格に対応しています。これらによって、基本的なRF測定器（シグナル・アナライザ）を規格ベー
スのトランスミッターテスタとして利用することができ、RFコンフォーマンステスト機能や有益な情報
の表示を用いて評価／トラブルシューティングを行えるようになります。なかには、現実的にアプリケー
ションでしか設定できないような、複雑で非常に専門的な無線規格の解析もあります。

図15と16は、N9080C測定アプリケーションで取得した代表的なLTEベースの測定例です。この表示に
は、グラフ形式と表形式を用いて測定データを表示しています。これを合否テスト用に設定することも
できます。

高度なデジタル変調方式のチャネルパワー測定は手動で設定するためには非常に複雑で、規格の解釈に膨
大な時間を要する場合があります。例えば、LTE-Advanced規格には不連続キャリアアグリゲーション用に
設定された信号の累積ACLR(CACLR)測定が含まれています。

図15.　LTEダウンリンク復調結果の表示。異なる信号レイヤーのコンスタレーション（上）と検出されたリソース
割り当て（右下）が表示されています。
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図16のようにトレースAとトレースBの応答に差があれば、入力信号のレベルが高いためにアナラ
イザのミキサーで内部歪み成分が発生しています。このケースでは、アッテネータ値を上げる必要
があり、その結果を図17に示します。アッテネータ値を1 dBという細かなステップで調整できる
アナライザもあります。

図16.　シグナル・アナライザは入力アッテネータと基準レベルを制御しているので、2次高調波振幅の差はアナ
ライザ内部で発生した歪みによるものです。

図17.　2次高調波が同じ振幅で表示されていることから、アナライザ内部の歪みによる誤りは生じていないこと
がわかります。
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リアルタイム解析による発生頻度の低い信号の検出と 
測定
無線通信であれ航空宇宙／防衛であれ、多くの信号はパルスやバーストです。そうでなくても複雑な過渡
動作を示す場合があり、これを評価しなければなりません。不要な信号や振る舞いが隠れていることもあ
り、検知し分離することは困難です。システムのトラブルシューティングや最適化を行うには、これらの
信号や振る舞いを理解することが不可欠です。

多くのシグナル・アナライザで使用されているデジタルアーキテクチャーや高速DSPは、こうしたニーズ
に対応するために2つの方法を採用しています。リアルタイム・スペクトラム・アナライザとベクトル・
シグナル・アナライザの信号記録／再生機能です。従来は、これらの機能は個別に専用の製品に実装され
ていました。現在は両者とも、Keysight Xシリーズなどのシグナル・アナライザのオプション機能として
使用できます。

リアルタイム・スペクトラム・アナライザ(RTSA)はIF部で専用の処理をし、IF入力に対応するサンプル
データの連続ストリームからスペクトラム結果を算出しています。シグナル・アナライザはこれらのスペ
クトラム演算を非常に高速に行うので、すべての信号サンプルを処理してギャップフリーのスペクトラム
結果を出力することができます。どんな信号も振る舞いも見落とすことはありません。

リアルタイム・スペクトラム・アナライザは非常に高速（毎秒数千を大幅に上回る回数）にスペクトラム
を生成します。この速度では、人の目で一つ一つのスペクトラムを捉え、理解することはできません。そ
のため、通常、スペクトラムは振幅／周波数ペアの発生頻度に応じて色分けされてディスプレイに表示さ
れます。これらのスペクトラム密度表示では、色や明るさを調整して発生頻度の高い（または発生頻度の
低い）事象を表示し、強調することができます（図18）。

図18.　2.4 GHz ISMバンドのスペクトラム密度測定例。短時間のBluetoothホッピングと比較的長く続く無線LAN
信号が含まれています。発生頻度が高い振幅や周波数値は赤色や黄色で、発生頻度が低い値（Bluetoothホッピ
ング）は青色で表示されています。
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リアルタイムスペクトラム密度表示は、間欠的な信号や振る舞いを追跡する場合に有用です。この表示を
実現するために実行される測定を利用し、所望の信号や振る舞いに基づきトリガを生成することができま
す。周波数マスクを手動または自動で作成して、マスク内に入る信号が発生するとトリガイベントを出力
できます（図19）。

 
発生頻度の低い信号や振る舞いを追跡する際に最も有効な解析手法は、VSAの信号捕捉／再生機能と周波
数マスクトリガを同時に使用する方法です。周波数マスクトリガによるリアルタイム・スペクトラム・ア
ナライザ測定からはパワースペクトラムしか取得できませんが、VSAの信号捕捉（タイムキャプチャー）
では信号のすべてのタイムレコードとベクトル量が記録されます。VSAはこのすべての記録を後処理し
て、スペクトラム、タイムドメイン、復調などのさまざまな種類の解析を実行できます（図20）。

図19.　リアルタイム・スペクトラム・アナライザ・オプションでは、周波数マスクはスペクトラム上に濃い緑色で表示され
ます。レベル／周波数のペアは円によって定義されます。ホッピング信号がマスク内に入るとトリガが出力されます。

図20.　ベクトル・シグナル・アナライザ・ディスプレイに表示されている周波数マスクトリガの設定画面。このトリガによ
り、信号周波数ホッピングの捕捉と復調が開始されます。



本書の情報は、予告なしに変更されることがあります。© Keysight Technologies, 2016-2017, 2019, Published in Japan, March 7, 2019, 5965-7009JAJP  19

詳細情報：www.keysight.co.jp
キーサイト・テクノロジー株式会社
本社〒192-8550 東京都八王子市高倉町9-1

計測お客様窓口
受付時間 9:00-12:00 / 13:00-18:00（土・日・祭日を除く）

TEL：0120-421-345 (042-656-7832)    |    Email：contact_japan@keysight.com

周波数マスクトリガによる捕捉をトリガイベントの前後どちらで開始するのかを調整して、信号動作に
関する詳細な情報を明らかにできます。この柔軟なタイミング設定は、特定の信号動作の前に生じる原
因を調査し、因果関係を時間軸上で特定するトラブルシューティングに非常に役立ちます。

まとめ
エンジニアリングとは、さまざまなアイデアを関連付けて問題を解決することに他なりません。この経
験がXシリーズ シグナル・アナライザの推進力です。Xシリーズは、原因と結果を容易に関連付けて早
期に問題を解決するためのツールを探しているとしたら、最初に検討すべき製品です。CXAからUXAま
での全機種に、デザイン、テスト、さらには新たなブレークスルーを実現するために必要なツールが用
意されています。Xシリーズを使用すれば、原因と結果の関連付けを強化できます。

詳細については『スペクトラム解析の基礎』をご覧ください。また、www.keysight.co.jp/find/X-Series

をご覧ください。

http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5952-0292JAJP.pdf
http://www.keysight.co.jp/find/X-Series

