Agilent Technologies
89400Aシリーズ
プロダクト・ノート89400-12
ベクトル・シグナル・アナライザでの
時間ドメインと周波数ドメインの
相互関係を理解する為に
Dec. 94
Agilent Technologies 89400Aシリー
ズ ベクトル・シグナル・アナライザ
（VAS）の重要な特長は時間ドメイン
と周波数ドメイン測定の間を簡単に移
動できるという機能にあります。この
柔軟性のある機能は、変調されている
か、バースト状か、パルス的か、また
はトランジェントなものであるかに関
わらず、時間と共に変化していく信号
を解析するのに理想的です。

図1 FFT用語の表現

基本概念
同時に2つのドメインを使うことによ
り、1つのドメインの測定パラメータ
が他のドメインと相互に関係するかど
うかを、素早く見つけることができま
す。例えば、分解能の帯域幅を変更す
ることが時間表示に影響を与えたり、
その表示が周波数スパンの選択によっ
て影響があるかないかなどです。
これらの相互関係のいくつかは、不変
な物理的法則を反映する一方、さらに
操作を簡単にするためアナライザのフ
ァームウェアに内蔵されたアルゴリズ
ムやオペレーティング・モデルによる
ものです。それらは全て数学的に表現
できますが、ここで開発されたグラフ
ィカルな方法はおそらく利用者の方々
にアナライザの操作を、もっと直感的
に理解していただけます。

89400シリーズVSAは時間ドメインで
波形を捕らえ、それを計算によりスペ
クトラム表示（周波数ドメイン）しま
す。つまり、時間ドメインサンプルの
ブロックを、高速フーリエ変換（FFT）
アルゴリズムで計算を行います。
ここでは、
T=タイム・レコード長（秒）
Nt=タイム・サンプル数
∆t=サンプリング間隔
Ntサンプルの各々のブロックはN周波
数ポイント（スペクトラム）のブロッ
クを与えます。ここで、
F=スペクトラム幅またはスパン（Hz）
N=周波数ポイント数
∆t=周波数ポイントの間隔
周波数ドメインのデータは２つの基本
的な関係、すなわちこの後により深く
考察する関係式により時間ドメインデ
ータに変換されます。

ご注意
2002 年 6 月 13 日より、製品のオプション構
成が変更されています。
カタログの記載と異なりますので、ご発注の
前にご確認をお願いします。

F∝1/∆t
RBW∝1/T

(1)
(2)

分解能帯域幅（RBW）は、∆fと同じで
は無いことに注意してください。図1
に示したように、∆fは表示周波数ポイ
ントの間隔であり、RBWがアナライザ
の3dB測定帯域幅である一方、通常は1
周波数ポイント以上のスパンになりま
す。
式 (1) の比例定数は、簡単なサンプリ
ング周波数のスパンの比であり、ベー
スバンドのスパンに対して1/2.56、ズ
ームでは1/1.28になります。
式 (2) はまた次の様にも書かれます。
RBW=ws/T
ここでwsはウィンドウ・シェープ・
ファクタです。
wsの値はウィンドウによって異なり、
次の様になります。
ウィンドウ・タイプ
フラット・トップ
ガウシアン
ハニング
ユニフォーム

ws
3.8
2.2
1.5
1.0

最後に、この説明はアナライザのベク
トルとアナログ復調モードでのみ動作
し、スカラやディジタル復調モードで
は動作しません。

時間対周波数−
グラフィカル・アプローチ
どんな89400シリーズVSAの測定の設
定も測定スパン (F) とタイム・レコー
ド長 (T) を選択しなければなりません。
これらのパラメータから選ばれた値
は、大きく測定パフォーマンスすなわ
ち、分解能やスピードそして確度に影
響を与えます。簡単にいえば、アナラ
イザの能力を決定し、測定される信号
に必要な洞察力を与えるということで
す。なぜならばこれらの2つの変数は、
アナライザの動作モードが描く基本的
な軸であるからです（図2）。

図3 Ｔ対Ｆ軸のRBWスケールの附加

際にはTminは常に次の関係式で示され
る∆tの整数に丸められます。4つの可
能なウィンドウ・シェープは、結果と
して図5に示すような4つのTminライン
の群になります（Nは周波数ポイント
数でありTminに影響を及ぼさないこと
に注意してください）。10MHzのスパ
ンとユニフォーム・ウィンドウではア
ナライザの最小の可能なタイム・レコ
ードはこのように352nsecになり、また
次の∆tの丸め方により、式 (1) から
333nsecになります。

Tmaxのライン
T対F軸に描かれた最初のラインは
Tmax、すなわちアナライザが与えら
れた周波数スパンと周波数ポイントで
次の関係による、最大のタイムレコー
ド長を示しています。

∆t=1/
（2.56×10MHz）
、または39nsec

Tmax=（N−1）/F

図2 タイム・レコード長 (T) 対
周波数スパン (F) 軸

後ほど示すように、TはTmaxより小さ
く調整され、決してこれを超えてはい
けません。なぜならNは限られた離散
的な値（51,101,201,401,801,1601または
3201）であり、ラインは全ての可能な
Tmaxの値を示します（図4）。図に示
されるように、周波数スパンが2.5MHz
で分解能が401ポイントの最大表示可
能なタイム・レコード長は160μsecで
す。

これらの軸を描き始めるには、式 (2)
のTと分解能帯域幅の数学的関係を呼
んできます。
RBW=ws/T
これがTにとっての時間軸である垂直
軸に対して複数の軸を描くことであ
り、１つのRBWスケールはそれぞれの
ウィンドウ・シェープ（図3）で可能
です。このように決められたTの値は、
直接使用されたウィンドウのタイプで
ラベル付けされた軸に直接アクセスす
ることで、簡単に対応するRBWを見い
だします。例が示すように、40μsecの
タイム・レコード長はユニフォーム・
ウィンドウを使用した時、常に25kHz
のRBWに対応し、ガウシアン・ウィン
ドウでは55kHzのRBWです。

図4 ＦとＮの関数としてのTmax

図5 Ｆとウィンドウ・タイプの
関数としてのTmin

動作範囲
これらの概念を用いて、89400アナラ
イザの動作範囲が決定され（図6）、周
波数スパン軸では1Hzと10MHz、時間
軸ではTminとTmaxで境界づけられま
す。そのドメインは全ての正しい
T,F,NまたはRBWの組み合せを含むに
十分です。別な言い方をすれば、これ
らのパラメータの1つかまたはいくつ
かを与えられる事により、他の全ての
可能な範囲の値が示されるということ
です。そのように、境界の限界は1つ
のパラメータで決定され、希望の設定
状態を得る為にどのパラメータを変化
させるべきかを示します。

Tminライン
与えられた周波数スパンにより最大タ
イム・レコード長が決まるように、最
小長もまた決定されます。この長さは
次の様に計算されます。
Tmin=ws/
（0.3×F）
ここでwsは使用されたRBWでのウィ
ンドウ・シェープ・ファクタです。実

図6 89400の与えられたＮとウィンドウ・
タイプによる時間と周波数動作範囲
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次の例はこのノートの最後のページの
図9でいかに実際の測定の設定と関係
するかを示しています。
例：100kHzの周波数スパンでN=401ポ
イントの際に、可能なタイム・レコー
ド長の範囲は33.3μsec（丸めて）から
4msecです。更に長いタイム・レコー
ド長が必要なら、Nかまたは周波数ス
パンのどちらかを減小させる必要が有
ります。
例：同様の設定で、可能なRBW範囲は
30kHzから250Hz（ユニフォーム・ウ
ィンドウで）です。図に示されるよう
に、狭いRBWは多くの周波数ポイント
（より大きいN）かまたはより小さな周
波数スパンを必要とします。
例 ： 1msecのタイム・レコード長は、
周波数スパンが3.3kHzから3.2MHzまで
可能です。全てのケースでのRBWは
1kHz（ユニフォーム・ウィンドウ）で
あり、信号の分解能はトータルなスパ
ンの0.03％から30％です。

図7 89400動作範囲における時間と周波数分解能のトレードオフ

RBWと時間のトレードオフ
与えられた周波数スパンがタイム・レ
コード長の範囲を決定するため、ある
特定の測定で、いかにスパンとタイム
長（最低な動作ポイントなどで）の最
適な組み合せを選んだら良いかという
明らかな疑問が生じます。これに対す
る答えが、RBWとTmaxとTminの間の
タイム長のトレードオフに有ります。
図7に示されるように、Tmaxラインの
動作ポイントは、最も長いタイム・レ
コードである代わりに最も狭いRBWを
与えます。逆に、Tminラインに沿った
動作は、より広いRBWと短いタイム・
レコード長を提供します。

RBW-Autoモードでは、アナライザは
選ばれたスパンとNの値に対して、周
波数ドメインで可能で最も狭い分解能
（RBW）を自動的に選択します。全て
のF（スパン）の変更は一定のN−1に
おいて、RBWでは比例した変化、Tに
おいては逆比例した変化を生じさせま
す。このルールは先のTmaxで導かれ
た関係の、Fvs.Tをあらわす事に注意し
てください。別の言葉でいえば、
RBW-Autoモードにおいては、動作ポ
イントは常にTvs.F範囲の上部の境界に
あるということです（図8A）。

（この説明はRBWモードがバンド幅の
任意の値に設定できることを前提とし
ています。"1-3-10"ステップRBWモー
ドを選ぶのは、可能なRBWの選択を限
スパンを変更せずに、タイム・レコー
ド 長 と R B W を 変 化 さ せ る 能 力 は 、 定し、例えば実際の動作ではTmaxラ
インに近いがそのものでは無い様なも
89400シリーズVSAのパワフルな特長
のです。）しかしTmaxラインから離れ
です。このノートの次のセッションで
ることは必要ないはずです。もしユー
示すように、この能力の有効さはきわ
ザがRBW-Autoで選ばれたものよりも
めてシンプルです。
更に広いバンド幅を望んだり、または
短いT（多分入力波形の一部分を含ま
RBWのカップリング・モード
ない）が必要なら生じるかもしれませ
更に便利な動作としては、89400アナ
ん。この2つの場合のシナリオは、そ
ライザは自動的にTとRBWの値を調整
れ独自のRBWカップリング・モードに
してくれます。これが3つのRBWのカ
なります。
ップリング・モードでなされました。

図8 RBWカップリング・モードの機能と
しての時間と周波数の相互動作
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図8Bは手動でRBWを変化させた結果
を示します。最初に、アナライザの動
作ポイントは、下の方に動き、新しく
選択されたポイント（新しいタイム・
レコード長に対応します）になります。
さらにアナライザは、自動的にRBWカ
ップリングを"Auto"から"Off-set"に変更
します。RBW-Offsetモードでは、RBW
とTはFと一緒に変更されてRBWとスパ
ンとを一定の比に保ちます。

RBWカップリング・モードとアナライ
ザの動作範囲の、全ての境界に注意を
払うことで、ほとんどの89400の測定
は、素早く混乱無しにセットアップが
可能です。

図8CはTを手動で変更した結果を示し
ます。アナライザの動作ポイントが前
と同様、下方にシフトし、Tにたいし
て新しい値（RBWに対応した）を選択
したことに注意してください。しかし、
RBW-Offsetモードに変更される代わり
に、アナライザはRBW-Fixedモードを
選びます。RBW-Fixedモードは、周波
数スパンが変化する場合でさえも、T
を選ばれた値に一定に保ちます。ただ
一つの例外は、新しく選んだスパンに
対して、TがTmax−Tminの範囲の外に
出るときです。この場合は、Tは自動
的にTmaxまたはTminに追随します。

図9 89400シリーズ ベクトル・シグナル・アナライザの時間と
周波数動作範囲
（選択されたＮとウィンドウ・シェープによる）
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