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基地局トランスミッターの 
5G NRリリース16準拠を確実に
5G NRのテストには正確さが必要

はじめに
進化し続ける無線規格に対応するため、試験システムはより高い周波数、より広い帯域幅、

新しい物理層機能をサポートする必要があります。5Gの登場で、より高速で信頼性が 

高く、かつ、ほぼ瞬時の接続が実現し、現在では革新的で多種多様なモバイル無線通信

アプリケーションを毎日目にするようになりました。今では当たり前になったこれらの

アプリケーションが確実に動作するように、基地局は新たなコンフォーマンステストに

合格しなければなりません。コンフォーマンステストの実施は基地局の製品ライフサイ

クルの重要な部分であり、これには3GPP(3rd generation partnership project)の仕様

を正しく理解することが必要となります。この記事では、5G NRリリース16の基地局ト

ランスミッターのコンフォーマンステストの要件と、ミリ波(mmWave)周波数テストで

直面する具体的な課題について説明します。また、基地局トランスミッターのテスト 

時に、キーサイトの信号解析ソリューションの新しい機能を使用して規格要件を満たす

方法についても説明します。

5G NRで定義されている3つの主要技術は、拡張モバイルブロードバンド(eMBB）、 

大規模マシンタイプ通信(mMTC)、および超高信頼低遅延通信(URLLC)です。eMBBは、

従来のモバイルブロードバンドとは比較にならない、ピークおよび平均データレート、

容量、およびカバレージを5Gのターゲットとしたものです。5G仕様としては、ダウン

リンク(DL)で1秒当たり最大20ギガビット(Gbps)、アップリンク(UL)で最大10 Gbpsと
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なります。mMTCは、何十億ものデバイスやセンサが接続された5Gによるモノのインターネッ

ト(IoT)ユースケースをサポートします。これは、バッテリー駆動時間を長くするために通信 

頻度を落とした低データレート／低帯域幅のデバイスと、高帯域幅／高データレートのデバイ

スの両方に対応しています。URLLCは、自律走行車、産業用インターネット、高度道路交通

システム(ITS)など、フェイルセーフとリアルタイム通信を必要とするアプリケーションをター

ゲットとするものです。

リリース15には、5G NR技術の最初のバージョンと、long-term evolution(LTE)の一部とし

て一連の新しい機能が含まれています。リリース16には、NR導入の第1段階として、NRに対

するいくつかの重要な強化および拡張と、LTEの追加的な拡張および強化が含まれています。

後者では2つの具体的な機能セットが導入されました。第1のセットには、マルチ無線アクセス

技術(multi-RAT)、デュアル接続とキャリアアグリゲーション(CA)の強化、産業用モノのイン

ターネット(IIoT)、超高信頼性低遅延通信(URLLC)、vehicle-to-everything(V2X)などの新規

の応用分野が含まれています。このセットには、NRアンライセンス(NR-U)、NRポジショニ

ング、2段階ランダム・アクセス・チャネル(RACH)などが含まれます。第2のセットには、マル

チ入力／マルチ出力(MIMO)の強化、バックホールの無線化(IAB)、クロスリンク干渉／リモー

ト干渉管理、ユーザー機器(UE)の省電力化、モビリティー強化など、容量の拡張と運用効率の

改善を目的とする機能が含まれます。

5G NRの基地局やUEのメーカーすべてが、製品の市場投入前に必要なすべてのテストに合格

する必要があります。そうでなければ、その製品は3GPPに準拠したとは認められず、ネットワー

クに配備することはできません。まず、3GPP基地局のコンフォーマンステストの要件につい

て簡単に説明します。
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3GPP基地局コンフォーマンステストの概要
3GPPは、技術仕様TS 38.141において、NR基地局の無線周波数(RF)コンフォーマンステスト

方法と要件を定義しており、トランスミッター (Tx)、レシーバー (Rx)、性能(Px)の各種テスト

を網羅しています。この技術仕様は、テスト方法が伝導性または放射性かによって、2つの 

部分から構成されています。TS 38.141-1：パート1は伝導性コンフォーマンステストを規定し、

TS 38.141-2：パート2は、基地局のタイプに応じて周波数レンジ(FR)1および FR2の両方に

おける放射性コンフォーマンステストを規定します。

この技術記事では、ドキュメント38.141-1（基地局(BS)コンフォーマンステスト、パート1：

電導性コンフォーマンステスト）と38.141-2（基地局(BS)コンフォーマンステスト、パート2：

放射性コンフォーマンステスト）に基づくトランスミッターテスト項目と要件を概説し、FR1

およびFR2基地局の主な伝導性および放射性トランスミッターテストをを中心に説明します。

さらに、リリース16に基づくRFトランスミッターテストの要件とテストの課題についても触

れます。

表1は、伝導性および放射性の基地局コンフォーマンステストをまとめたものです。3GPPは 

4通りの基地局構成を規定しており、その構成によって、伝導性テストか放射性テストかが決

まります。

表1.　リリース16に基づく基地局の伝導性および放射性コンフォーマンステスト

トランスミッター特性 レシーバー特性 性能要件

 • 送信電力（TRP、EIRP）

 • 出力電力ダイナミクス（RE電力 
制御DR/電力総和DR）

 • 送信オン／オフ時電力（Txオフ時
電力/Tx遷移区間）

 • 信号品質（周波数偏差/EVM/ 
タイムアライメント誤差）

 • 不要発射（占有帯域幅/ACLR/ 
スプリアス）

 • 相互変調（干渉）

 • 基準感度レベル

 • ダイナミックレンジ

 • 帯域選択性とブロッキング
特性（隣接チャネル選択性
(ACS))

 • 帯域外ブロッキング

 • スプリアス発射

 • 相互変調

 • チャネル内選択性

 • PUSCHの性能要件

 • マルチパスフェージング伝搬

 • PUSCHに多重化された 
CSIパート1、2ビットによる 
UCIの検出

 • High Speed Train条件下で 
スループットを達成

 • 移動するUEのスループットを 
達成

 • AWGN条件下で0.001 %の 
BLERを達成

 • PUSCH再現タイプAで1 %の
BLERを達成

 • PUSCHマッピングタイプBの 
スループットを達成

 • 最大BLERの達成

 • PUCCHの性能要件

 • ACK欠落検出

 • NACKからACKの検出

 • UCI BLER性能（フォーマット2）

 • PRACHの性能要件
 • フォールスアラーム確率と 
欠落検出

https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/138100_138199/13814101/16.06.00_60/ts_13814101v160600p.pdf
https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/138100_138199/13814101/16.06.00_60/ts_13814101v160600p.pdf
https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/138100_138199/13814102/16.04.00_60/ts_13814102v160400p.pdf
https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/138100_138199/13814102/16.04.00_60/ts_13814102v160400p.pdf
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タイプ1-Cは、FR1で動作するNR基地局を指し、個々のアンテナコネクタで定義された要件が

あります。タイプ1-Hは、個々のトランシーバーアレイ境界(TAB)コネクタに定義された要件

および放射性インタフェース境界(RIB)で定義された無線(OTA)要件を有するFR1で動作する

NR基地局です。タイプ1-Oおよび2-Oは、RIBで定義されたOTA要件のみで構成される要件を

備えた、FR1またはFR2で動作するNR基地局を指します。伝導性と放射性の主な違いは、 

基地局タイプ1-H、1O、2Oに対する放射性テストの有無になります。

基地局トランスミッターのコンフォーマンステスト要件
トランスミッターテストを十分に実行するためには、シグナル・アナライザ上で動作する5G 

NR測定アプリケーションが、規格に沿ったテストを実行する能力を備えている必要があり 

ます。主なテスト内容は、送信電力と占有帯域幅、隣接チャネル漏えい電力比(ACLR)、動作

帯域不要発射(OBUE)、スプリアス発射、Txオン／オフ時電力、エラーベクトル振幅(EVM)、

周波数偏差、タイムアライメント誤差(TAE)などです。この技術記事では、出力電力、出力 

電力ダイナミクス、送信オン／オフ時電力、送信信号品質、不要発射、トランスミッター相互

変調など、トランスミッターの特性や測定項目を網羅しています。

出力電力ダイナミクスの測定
出力電力テストを実施する目的は、最大電力レベルで送信する際の基地局の設定値に対する 

電力確度を測定することです。図1（左）は、チャネルパワー測定を用いたの100 MHz帯域幅の

時分割デュプレックス(TDD)信号における測定結果の一例です。GATE STARTとGATE STOP

で示されたラインがフレーム内ので電力測定の対象部分を示しています。100 MHz帯域幅で

の測定結果は－1.04 dBmであり、送信信号レベルは0 dBmに設定されています。ケーブル 

損失は事前に測定されており、約0.64 dBです。送信電力の偏差は－0.4dBと算出され、テス

ト要件の範囲内です。

出力電力ダイナミクスとは、基地局が最大電力と最小電力で送信しているときのレベルの差を

指します。同期信号ブロック(SSB)やシンボル内の復調基準信号(DMRS)がなく、物理データ

共有チャネル(PDSCH)データのみを伝送する直交周波数分割多重化方式(OFDM)シンボルで 

測定する必要があります。OFDMシンボル送信電力許容値(OSTP)は、データシンボルのみに

ついて測定されたOFDMシンボル送信電力であり、動的電力測定における要件です。

図1（右）は、キーサイトのUXAシグナル・アナライザおよびPathWave Xシリーズ測定アプリ

ケーションの変調解析測定を使用した出力電力ダイナミクスの測定例を示しています。OSTP

の測定結果は、最大基地局送信電力に対して－1.02 dBmです。テストモデル3.1を用いて測定

可能であり、テスト・モデル・リストから選択することで簡単に設定可能です。信号が復調で

きて初めてOSTPやその他の測定結果を得ることができ、結果はディスプレイに表示されます。

https://www.keysight.com/us/en/products/spectrum-analyzers-signal-analyzers/x-series-signal-analyzers.html
https://www.keysight.com/us/en/products/software/pathwave-test-software/x-series-measurement-applications.html
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表示された様々な結果から、テストモデル3.1は 64QAM変調のリソース・ブロック(RB)が 

帯域幅全体に割り当てられていることがわかります。同様に、RBを1つだけ使ったテストモデ

ル2の信号を使用して最小電力を測定することができます。そして、電力ダイナミックを計算

すると25.48 dBとなり、規格要件を満たすかどうか確認することができます。

送信オン／オフ時電力測定
送信オフ時電力テストは、送信電力が規格に基づく許容値内であることを確認するものです。

このテストは、基地局のTDDモードにのみ適用されます。送信オフ時の、割り当てられたチャ

ネル周波数を中心とした基地局の送信帯域幅構成に等しい帯域幅の2乗フィルターを通し

70/N μsの間に測定された平均電力で規定されます。ここで、N＝SCS/15、SCSはサブキャ

リア間隔（単位はKHz）です。

このテストでは2つの観点から検証を行います。1つは、トランスミッターオフ時の電力レベル

を測定し、合否の要件と照合することで、もう1つは、TDD信号のバーストの過渡時間、すな

わち立ち上がり時間、立ち下り時間を測定することです。伝導性テストおよび放射性テスト 

では、送信オフ時電力はそれぞれ約－83 dBm/MHzおよび約－102 dBm/MHz以下とされ 

ます。

トランスミッターが電力オフレベルから電力オンレベルに変化する区間、およびその逆の区間

の過渡時間を測定することができます。図2は、キーサイトのUXAシグナル・アナライザおよ

び PathWave Xシリーズ測定アプリケーションを使用した5G NRの送信オフ／オン時電力と

各過渡時間の測定結果の一例です。この例では、バースト開始は外部トリガで決まります。 

テストモデルのフレーム構造が分かれば、パワー電力の立ち上がりと立ち下りを検出し、過渡

時間を測定することができます。

図1.　伝導性出力電力測定試験モデル（左）と出力電力ダイナミクス（右）の例
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パワー・エンベロープ・マスクは、電源オフ時の限界予測と立ち上がり、立ち下がり位置を示

します。画面下部の表には、送信オン時電力、送信オフ時電力、立ち上がり時間、立ち下がり

時間などの測定結果が表示されます。画面左上のPASS/FAILインジケーターは合否を表示し、

さらに、結果と規格に基づく許容値を比較することができます。これらの許容値は、初期状態

では3GPP仕様に基づく値に設定されていますが、特定のテスト目的に合わせて変更すること

も可能です。

送信信号品質

送信信号品質は、送信信号の品質を示す重要な指標です。これには3つの測定値があり：周波

数偏差、EVMと呼ばれる変調品質、MIMOやキャリアアグリゲーションのタイムアライメント

誤差(TAE)です。

周波数偏差の測定

周波数偏差は、実際の基地局送信周波数と割り当てられた周波数との差を測定します。このテ

ストの目的は、周波数偏差が規格の最小要件で規定される許容値以内であることを確認するこ

とです。

EVM測定

変調品質は、測定された搬送波信号と理想的な信号との間の差です。イコライゼーション後の

理想的なシンボルと測定されたシンボルとの差はベクトルで表現できます。このベクトルの大

きさがEVMとなります。図3は1つのシンボルポイントでのエラーベクトルを示します。コン

フォーマンステストでは、EVMは、割り当てられたすべてのサブキャリアとすべてのOFDMシ

ンボルで平均した2乗平均平方根(RMS)で規定されます。このテストの目的は、変調品質が 

最小要件で規定された許容値内にあることを確認することです。

図2.　送信オン／オフ時電力測定の実施例 
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図3.　変調品質の指標となるエラーベクトル振幅

図4は、UXAシグナル・アナライザの変調解析測定による周波数偏差とEVMの測定結果の一例

を示しています。信号に対する同期と復調の後、測定結果を数値一覧または様々なトレースを

用いて表示し、可視化効果を高めています。

例えば、図4は、複雑で時間のかかるテストセットアップの代わりに、256QAM変調のTM 3.1a

を使用しています。キーサイトのUXAシグナル・アナライザおよびPathWave Xシリーズ測定

アプリケーションのクイックプリセットでは、復調設定をすべて自動的に行うことが可能で、

テストの効率を大幅に向上させることができます。

テスト
信号

位相エラー（IQエラー位相）

理想的な基準信号

エラー・ベクトル・
マグニチュード

振幅エラー
(IQエラー振幅)

Q

I

図4.　伝導性周波数偏差とEVMの測定の例
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TAE測定

TAEとは、異なるDMRSポートから送信される信号の時間差のことで、一定のレベルより小さ

くなければなりません。この要件は、MIMO伝送、キャリアアグリゲーション、また、それぞ

れをさらに組み合わせる場合のフレームタイミングに適用されます。対象とするNR信号すべ

てに対して、任意の2信号間の時間差の最大値を測定結果とします。このテストは、TAEが 

最小要件で規定される許容値内にあることを確認するものです。図5は、MIMO構成で伝導性

TAE測定結果を示しており、ここでは、2系統のRFチャネルにそれぞれDMRSポート0と1を割

り当て、これらのRFチャネルの出力信号を結合して測定しています。この例では、複数の送信

信号を単一の受信アンテナで受けています。データを表示しないトレースがあることから、 

結合された2レイヤ信号は1つの受信アンテナだけで復調できないことがわかります。

5G NR Xシリーズ シグナル・アナライザ測定アプリケーションでは、TM1.1に対して2レイヤ

を選択すると、結合信号の各DMRSポートに同期することが可能となり、DMRS間の時間誤差

を測定することができます。この例では、単一の入力チャネル1が、特定の電力レベルで

DMRSポート0と1の両方を検出しています。ポート0を基準とすると、ポート1からポート0へ

のタイミング誤差は約24 nsとなります。TAEに加えて、この測定では異なるDMRSポート間

の電力差と位相差も分かります。

図5.　伝導性タイムアライメント誤差の測定の例 
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E-ultra (LTE, 5 MHz)

オフセットD オフセットC オフセットA オフセットB

積分帯域幅

不要発射
不要発射には帯域外発射およびスプリアス発射があります。帯域外発射とは、変調プロセスや

送信機の非線形性によりチャネル帯域幅のすぐ外側に生じる不要な発射で、スプリアス発射を

除きます。スプリアス発射は、高調波発射、寄生成分発射、相互変調成分、周波数変換成分等

のトランスミッターからの好ましくない発射で、帯域外発射を除きます。

基地局トランスミッターの帯域外発射に対する要件はACLRとOBUEで規定されます。これら

の要件は、種々のオフセット周波数に対する発射の影響を対象としています。ACLRは隣接チャ

ネルへの電力の漏えいのみに焦点を当て、OBUEは動作帯域全体と両サイドのオフセットを 

対象としてしています。

ACLR測定

ACLRは、対象のチャネル周波数を中心とするフィルター処理済みの平均電力とその隣接チャ

ネル周波数を中心とするフィルター処理済みの平均電力の比率です。ACLRの目的は、隣接チャ

ネルへの電力漏えいを一定レベル以下に抑え、干渉を低減させることです。送信信号はシング

ルキャリアまたはマルチキャリアの場合がありますが、ここで説明する要件はどちらにも適用

されます。

図6が示すのは、4つの異なる隣接チャネルオフセットを持つ伝導性シングルキャリアの例で、

オフセットAおよびBはLTEキャリアタイプ、CおよびDはNRキャリアタイプです。図6は、 

隣接チャネルを定義するための3つの基本特性である、オフセット周波数、積分帯域幅、およ

びキャリアタイプを示しています。

図7は、キーサイトのUXAシグナル・アナライザおよびPathWave Xシリーズ測定アプリケー

ションを使用して実行したACLR結果の例です。基地局は、FR1、100 MHzのテストモデル1.1

を送信しており、この例では周波数 3.5 GHzのシングルキャリア信号です。ACLRの測定には、

図6.　4つの異なる隣接チャネルオフセットを持つ伝導性シングルキャリアの例
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NRおよびE-UTRA(evolved universal terrestrial radio access)の両方のキャリアタイプ構成

が隣接チャネルとされ、結果として上側または下側のいずれかに4つのオフセットを設定し 

ます。

図7の測定結果一覧には、搬送波電力の総和、オフセット周波数、各オフセット周波数での積分

帯域幅、測定されたACLR、および絶対電力値などのACLR測定のための情報が表示されてい

ます。この測定では、PASS/FAIL基準の対象をACLRのみ、絶対電力値のみ、ACLRかつ絶対

電力値、ACLRまたは絶対電力値から選択することもできます。他の測定と同様、ACLRに対

してプリセットも利用可能です。すなわち、アナライザ上で周波数帯域、基地局タイプ、クラ

スおよびカテゴリーを選択すれば、隣接チャネルオフセット、帯域幅および許容値が自動的に

設定されます。

図7.　良好な伝導性ACLR測定の例

OBUE測定

OBUEは、トランスミッターが動作している間、対象信号に割り当てられたチャネル帯域近傍

の発射を測定します。動作帯域に基づき規定される不要発射は、基地局トランスミッターの 

動作帯域全体にわたるチャネル外発射を、両側でΔfOBUEのオフセットで測定します。これらは

変調プロセスやトランスミッターの非線形性による不要発射ですが、スプリアス発射を除き 

ます。

図8の緑色のトレースはOBUEのリミットマスクを示し、チャネル端から動作帯域外のΔfOBUE

までの周波数レンジをカバーしています。マスク全体は上側/下側の数セグメントで構成され

ています。例えば、チャネル端から測定フィルターの中心までのオフセットが、各セグメント

のスタート点とストップ点を規定します。

各セグメントは、2つの重要な値を規定しています。1つ目は基本許容値で、セグメント内の 

不要発射がこの許容値以下でなければならないことを意味し、2つ目は測定フィルターの帯域

幅です。基本許容値と測定帯域幅はテスト条件によって異なり、結果として周波数帯域、基地

局タイプ、クラス、カテゴリの違いによって、一連のマスクが生成されます。この結果、FR1
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だけで10以上のリミットマスクが存在することになります。しかし、アドバンスドプリセット

を利用すれば、ユーザーは希望するマスクを適用することができます。

図9はキーサイトのUXAシグナル・アナライザおよび PathWave Xシリーズ測定アプリケー

ションを使用した、伝導性テストセットアップにおける非連続の2つのコンポーネントキャリ

ア信号の測定例です。この例は100 MHzのサブブロックギャップ内の測定です。測定トレー

スは複数のセグメントで表示され、上部の青い線はサブブロックギャップ内のリミットマスク

を示しています。

この結果には、ストップ周波数10.5 MHzの累積領域と、3GPPが規定するマスクと一致する

固定許容値の非累積領域が含まれています。図9の表は、各セグメントにおける上下両側の 

最悪点を周波数位置、電力レベル、許容値までのマージンと共に表示しています。

図8.　伝導性OBUE測定の例

図9.　100 MHzサブブロックギャップの累積マスクの例

基本リミット

運用バンド

バンド端 バンド端

OBUE リミット 
マスク (SEM)

測定 
フィルター

チャネル端 チャネル端
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スプリアス発射テストは、動作帯域とその上側/下側エッジのΔfOBUEを除く9 kHzから12.75 GHz

までの範囲で、スプリアス発射が規格の最小要件以内であることを確認するものです。周波数

レンジが12.75 GHzより高い場合は、動作帯域の上端の5次高調波まで拡張する必要があり 

ます。このテストでは、トランスミッターが動作している間のスプリアス発射を測定します。

「5G NR信号の発射が、動作帯域外の他のシステムに何らかの影響を及ぼす可能性があるか」

という点が重要であり、スプリアス発射は、より広い周波数レンジでの発射を測定し、発射レ

ベルが許容値以下であることを確認するものです。測定領域は2つあり、1つは動作帯域より 

低い9 kHzからΔfOBUEまで、2つ目は動作帯域より高いΔfOBUEから12.75 GHzまでとなってい

ます。動作帯域によっては、上端の周波数の5次高調波が12.75 GHzより高い場合、発射許容

値は5次高調波の周波数まで含む必要があります。

カテゴリー A基地局の固定発射許容値は、測定帯域幅内において－13 dBmです。カテゴリー

Bの基地局では、1 GHz未満では許容値は－36 dBm、1 GHz以上は－30 dBmです。また、 

測定帯域幅は、測定領域内の周波数の位置に応じて、1 kHz、10 kHz、100 kHz、1 MHzの 

範囲で変化します。

図10は、キーサイトのUXAシグナル・アナライザおよびPathWave Xシリーズ測定アプリケー

ションを使用した、周波数範囲が3.3 GHz～ 3.8 GHzのバンドn78の例です。テストの規定に

よると、テストモデル1.1の信号を一番下のチャネルで送信して帯域より下の周波数レンジを

測定し、一番上のチャネルは帯域より上を測定します。

9 kHzから3.26 GHzまでの測定用に4つのレンジが構成されています。測定された発射のト

レースは、選択されたレンジの許容値ラインとともに表示されます。図10には、下段の表に各

周波数レンジで検出されたトップ10のスプリアスが表示されているので、ユーザーは関心のあ

るスプリアスにマーカーを置き、その周波数と発射レベルを確認することができます。

図10.　バンドn78の伝導性スプリアスエミッション測定の例
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測定されたすべての点が許容値以下であれば、スプリアス発射テストは合格です。そうでない

場合は、画面に不合格スプリアスが赤色の「F」で表示されます。図11には、動作帯域以下で

測定するための合計4つの周波数レンジが示されています。それぞれ測定帯域幅とPASS/FAIL

判定のための許容値が規定されています。レンジ5および6は動作帯域より上側の測定となり 

ます。

相互変調
トランスミッターの相互変調要件は、その非線形要素に起因する信号の発生を抑制するトラン

スミッターの能力を確認するものです。相互変調は希望信号と干渉信号が、アンテナ、無線 

分配回路(RDN)、アンテナアレイを経由してトランスミッターに入力されることで生じます。

トランスミッター要件は、送信オン区間と遷移区間に対して適用されます。テストセットアッ

プとしては、サーキュレータを使用して干渉信号をトランスミッターに入力し、出力信号を 

測定します。

干渉信号は、サブキャリア間隔が15 KHzで、動作帯域の最小帯域幅であり、電力レベルが 

対象信号より30 dB低い5G NR信号です。干渉信号は3つのオフセット周波数にて規定され、

それぞれ、希望信号の上端/下端、またはサブブロックギャップ内のサブブロックの端を基準

に規定されます。干渉信号および対象信号の周波数はテスト対象から除外します。

相互変調成分が特定の周波数レンジに現れる場合、その周波数レンジをACLR、OBUE、また

はスプリアスエミッションの対応する発射許容値に適用します。リミットマスクは、相互変調

テストを実施する際にも再利用できます。

図11.　9 k～ 150 kHz、150 k～ 30 MHz、30 M～ 1 GHz、1 G～ 3.26 GHzの4つのレンジの 
スプリアスエミッション測定例

レンジ1～ 4は運用バンドの下側
レンジ5は運用バンドの上側
レンジ6は第5高調波

1 k/10 k/100 k/1 MHz 
MBWがさまざまなレンジに

適用
MBW内でのパワーリミット
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5G NRリリース16コンフォーマンステストを実施する際の
課題
規格がより高い周波数レンジ、より広いチャネル帯域幅へと進化し続ける中、テストにおける

新たな課題と限界が顕在化しています。5G NRは、410 MHz～ 7.125 GHzの周波数レンジ1

と24.25～ 52.6 GHzの周波数レンジ2で動作が可能です。FR1の低い範囲の周波数のテストは、

4G LTEのテストに似ています。FR2のテストに必要な測定器は、より広い周波数と帯域幅に

対応する必要があります。スプリアス発射の測定には最大周波数60 GHz、帯域間キャリアア

グリゲーションに対応するには最大1.6 GHzの帯域幅が必要となります。

コンフォーマンス規定によると、すべてのFR2デバイスおよび基地局テスト、さらに一部の

FR1基地局は放射性テストを実施することになります。このプロセスはOTAテストにつながり、

テスト上の新たな課題が生じます。主な課題は、経路損失と測定不確かさが増すことで、測定

確度の維持が困難になります。

プリコンフォーマンステストとコンフォーマンステストには3GPPコンフォーマンス文書に 

記述されている様にすべての要件に対応する校正済みOTAテストソリューションも必要です。

トランスミッターの評価、レシーバーのトラブルシューティング、OTA信号の解析のいずれに

おいても、シグナル・アナライザのハードウェアとソフトウェアの柔軟性は、ニーズに合う 

適切なソリューションを得るために非常に重要です。

ミリ波のような高い周波数では、過大な経路損失が大きな問題となります。ミリ波デバイス用

に設計されたコンポーネントは、コンパクトで高密度に集積されており、プロービングする 

場所がありません。すなわち、従来の様なケーブルを用いた接続はできず、放射性テストまた

はOTAテストが必要となります。その結果、経路損失など多くの新しい課題が発生するのです。

経路損失と測定の不確かさが増すと、測定確度の維持が困難になります。

ミリ波デバイスのテストソリューションは、5G信号を正確に検出し復調するために、十分な

S/N比(SNR)が必要です。SNRは、トランスミッターのテストで正確なEVMとACLRの測定を

保証するためのシグナル・アナライザにおける重要な要素となります。ミリ波周波数では測定

器と被試験デバイス(DUT)の間の経路損失が大きいため、信号解析のSNRが低下し、EVM、 

隣接チャネル電力(ACP)、スプリアス発射などのトランスミッターの測定が困難になります。

図12は、同一の設定で高入力信号レベルと低入力信号レベルを測定した結果を比較し、経路 

損失がEVM測定へ与える影響を示しています。入力信号レベルが低下するとEVM値は増加し

ます。一般的には、SNRを改善するためにシグナル・アナライザのアッテネータ値を小さくし

ます。しかし、設定したアッテネータ値を0 dBにしても、SNRが低すぎて正確な信号解析が

できない場合があります。ミリ波のテストでは、可能な限り経路損失を低減することが重要 

です。

https://www.keysight.com/us/en/assets/7121-1035/white-papers/Tackling-Millimeter-Wave-Signal-Analysis-Challenges.pdf
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図12.　経路損失がEVM測定に与える影響の一例

ミリ波テストにおけるもう1つの課題は、広帯域ノイズで、これはテストの複雑さと測定の不

確かさを増大させます。ミリ波を使えば、より高い周波数、より高いデータレート、より広い

帯域幅の利用が可能になりますが、ノイズは増加します。理由は、レシーバーの感度を上げる

ため、送信信号はチャネルのノイズフロアに勝る必要があるからです。帯域幅が広くなると、

信号は伝搬経路をより速く移動し、レシーバーがそれを受信できるようになります。しかし、

シグナル・アナライザのノイズが増えるとSNRが低下するため、ミリ波の測定はより複雑にな

ります。

周波数応答は、ミリ波テストのもう1つの大きな課題です。テストシステムの目的は、DUTの

特性評価です。システムは、DUTの測定結果を、測定系の他のすべての要素の影響から分離す

る必要があります。テストシステムの周波数応答は、シグナル・アナライザとDUTの間にある

ミキサー、フィルター、および増幅器などのコンポーネントに依存します。これらの応答はそ

れぞれ異なる周波数を持ち、振幅誤差および位相誤差を含みます。

信号解析ソリューション
すべての無線規格は、最大出力パワーでのトランスミッター測定を仕様化しています。シグ 

ナル・アナライザの初段ミキサーへの入力電力レベルを減衰させることで、高電力入力信号に

よる歪みをアナライザに生じないようにすることができます。OTAテストを実施する場合、 

入力信号レベルがミキサーの最適レベルより低くなる可能性があります。内蔵プリアンプによ

り雑音指数を向上させることができますが、ノイズフロアに対する相互変調歪みによりダイナ

ミックレンジが低下します。

良好な歪み性能とノイズ感度のバランスをとれるよう適正な入力ミキサーレベルを決定し 

ます。入力ミキサーレベルを高くするとSNRが向上し、入力ミキサーレベルを低くすると歪み

性能が向上します。測定ハードウェア、入力信号の特性、およびテスト仕様書に基づき、最適

なミキサーレベルを設定する必要があります。ミキサーの前段に低雑音増幅器(LNA)を使用し、

入力レベルを最適化することができます。

高い入力信号 低い入力信号
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Keysight N9042B UXA Xシリーズ シグナル・アナライザは、さまざまなテストシナリオに 

対応するために、内蔵のLNAとプリアンプを提供しています。図13は、2段階の利得でノイズ

と歪みのバランスを取り、低入力レベルでの測定に対して最適化する方法を示しています。

図13.　LNAとプリアンプによる入力ミキサーレベルの最適化

この組み合わせにより、図14（左）に示すように、従来のUXAシグナル・アナライザ・シリー

ズと比較して、EVMが最大5 dB改善されます。図14（右）は 5Gの復調解析例を示しており、

LNAをオンにすることでEVMが5.75 %から1.99 %に改善されています。

図14.　LNAを使用した新しいN9042B UXAシグナル・アナライザのEVMの改善（左）と、LNAがオンとオフの場合の 
EVM測定値の比較（右）

RF入力 
アッテネータ

LNA  
(オプション)

プリアンプ 
（オプション）

LNA オフ

LNA オン

ミキサー フィルター IF利得 デジタイザ

https://www.keysight.com/us/en/product/N9042B/uxa-signal-analyzer-2-hz-50-ghz.html
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ミリ波テストシステムでは、DUTとシグナル・アナライザ間の経路損失を可能な限り低く抑え

ることが必要です。アナライザとDUTの間のケーブル、コネクタ、ミキサー、およびフィクス

チャが、経路損失およびSNRに大きな影響を与える可能性があります。外部ミキサーを使用し

て周波数を上げることは、経路損失を最小化する最も費用対効果の高い方法の1つです。この

アプローチでは、テストポートをDUTに近づけることで、ミリ波信号経路を短縮し、SNRを向上

させることができます。

外部ミキサーは有効ですが、そのフロントエンドにはプリセレクターがありません。その結果、

帯域外の強力な信号が不要なイメージを引き起こし、測定確度を低下させる可能性があります。

プリセレクターとRFスイッチを内蔵したキーサイトのV3050A外部周波数エクステンダーは、

N9042B UXA Xシリーズ シグナル・アナライザのユーザーインタフェースからシームレスに

操作できます。このソリューションにより、バンド切り替えやイメージ信号を意識すること 

なく、2 Hz～ 110 GHzの周波数範囲を連続掃引することができます。

周波数が高く、帯域幅が広い測定では、誤差に対するマージンが小さくなるため、線形誤差を

低減するための新しい方法が求められます。測定系の振幅と位相の誤差を補正することで、 

デバイスの実際の性能を確認することができます。Keysight U9361 RCalレシーバーキャリブ

レーターをXシリーズ シグナル・アナライザとともに使用すると、基準面をDUTに移動して、

正確かつ効率的に校正するのに役立ちます。コンパクトで強力なデバイスで、フィクスチャ、

ケーブル、アダプターに起因する測定系の線形劣化を校正することができます。その結果、 

トランスミッター測定系において、DUTの出力を物理的に接続した点を校正面とすることがで

きます。

Keysight N9032B PXA Xシリーズ シグナル・アナライザは、このクラスで最も広い解析帯域

幅と優れた性能を提供し、26.5 GHz以下の周波数での広帯域要件を満たすことができます。

N9032Bシグナル・アナライザは、8.4、13.6、26.5 GHzのすべての周波数で最大2 GHzの帯

域幅（他モデルの4倍）を提供します。UXA Xシリーズに使用されているLNAとプリアンプを 

搭載し、最良の掃引表示平均雑音レベル(DANL)、最良の残留EVMと感度を提供します。

https://www.keysight.com/us/en/cmp/2020/signal-analyzer-calibration--made-easy.html
https://www.keysight.com/us/en/cmp/2020/signal-analyzer-calibration--made-easy.html
https://www.keysight.com/us/en/product/N9032B/pxa-signal-analyzer-2-hz-26-5-ghz.html
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U9361 RCalキャリブレーターは、経路損失を補正し、測定確度を一桁向上させます。このユニッ

トは、高さ6Uの標準的なシグナル・アナライザの全機能を、高さ4Uのコンパクトなフォームファ

クターで提供します。コンパクトなフォームファクターにより、従来のラックマウント型ス

ペクトラム・アナライザとの置き換えが容易になり、大幅な省スペース化になります。図15は、

高度なフロントエンド設計により、DANLが3～ 7 dB改善されたことを示しています。

N9032B PXAおよびN9042B UXAシグナル・アナライザは、5G NR基地局の最新のテスト 

要件を満たす、最も進んだ信号解析ソリューションです。これらのソリューションは、新しい

CPUにより性能が最大40 %向上し、復調やEVMなどの計算を多用する測定の高速化に寄与し

ます。キーサイトのPathWave Xシリーズ測定アプリケーション、Keysight PathWaveベク

トル信号解析ソフトウェア(89600 VSA)などの業界をリードする測定ソフトウェア、さらに

Rcalレシーバーキャリブレータ―、Keysight VXG信号発生器を組み合わせた総合的なソリュー

ションを活用し、変化し続ける規格要件を先取りしましょう。

図15.　Keysight N9032B シグナル・アナライザとKeysight N9030B/N9040Bシグナル・アナライザの 
DANLの比較
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https://www.keysight.com/us/en/products/software/pathwave-test-software/89600-vsa-software.html
https://www.keysight.com/us/en/products/software/pathwave-test-software/89600-vsa-software.html
https://www.keysight.com/us/en/product/M9384B/vxg-microwave-signal-generator.html
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