Agilent E1966A
1xEV-DO テスト・アプリケーション
8960（E5515C）無線通信テスト・セット用

Technical Overview

高データ・レートの
テストにより、1xEV-DO 無線
アクセス・ターミナルの
信頼性が向上

Agilent E1966A 1xEV- DOテスト・アプリケーションと8960（E5515C）テスト・セッ
トを組み合わせれば、1xEV- DOリリースAおよびBをサポートする初のワンボックス・
テスト・ソリューションとなります。すべての1xEV- DOパラメータに対応したオール
インワンのソリューションとして、高データ・レートでの物理チャネル・テストが行
えます。E1966Aは、最先端の1xEV- DO無線アクセス・ターミナル（AT）の開発／設
計のほか、製造にも使用できます。

主な特長

新機能

•

1xEV- DOリリース0 FTAP/RTAP、および1xEV- DOリリースA FETAP/RETAP（オ
プション102）とリリースB FMCTAP/RMCTAP（オプション103）コール・プロセ
ッシングのサポートにより、物理層の正確な評価を実現

•

1xEV- DOリリース0規格、リリースA（オプション102）規格、リリースBマルチ
キャリア（オプション103）規格でサポートされているすべてのQPSK、8PSK、
16QAMフォワード・リンク変調モードで、パケット・エラー・レートをテストで
き、返品やリコールのリスクを低減。1xEV- DOリリースA規格（オプション102）
でサポートされている8PSKを含む、新しいリバース・リンク変調方式を検証可能

•

IS- 856リリース0テスト・モードにより、コール・プロセッシングなしでレシーバ・
テストが可能

•

E1987A高速スイッチング・テスト・アプリケーションにより、デュアル・モード
電話機テストの際にE1966A 1xEV- DOテスト・アプリケーションとE1962B
cdma2000テスト・アプリケーションの高速切り替えが可能

•

オプション405、406、407により、移動機のデザインと検証に、フェージング機
能、マルチユニット同期機能、プロトコル・ログ機能が利用可能

•

オプション103により、1xEV- DOリリースBで使用される新しいサブタイプ3マル
チキャリア物理層をサポートするアクセス・ターミナルのテストが可能

•

Band Class 7サポートにより、新しい700 MHz周波数バンドをサポートするアクセ
ス・ターミナルのテストが可能

•

アーリー・ターミネーションで実際のネットワーク動作を模倣でき、フェージン
グ・テストのフル・サポートが可能

•

既存のPER測定の一部として、新しいFTCスループット・レポートを利用したデ
ータ・レート制御性能テストが可能

•

波形品質グラフィックスに、コンスタレーション・ダイアグラムとグラフィカル・
チップEVMが追加

•

TXアドバンスで、外部リピータの0～255
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¼チップが調整可能

E1966A の機能
概要

物理層テストの柔軟なネットワーク・エミュレーション
E1966A 1xEV- DOテスト・アプリケーションは、1xEV- DO ATの物理層テストに対応す
る柔軟なコール・プロセッシングをサポートしています。テスト・セットに適切な周波
数バンド、チャネル、セクタIDを設定すると、テスト・セットとのセッションの確立
が完全に自動化されます。テスト・セットは、アクセス・ターミナルからのランダム
なATIリクエスト、UATI割り当て、セッション・ネゴシエーションを自動的に処理し
ます。セッションが確立されると、1個の接続コマンドでテスト接続が開始します。接
続後は、強力なアクティブ閉ループ・パワー制御を使用して、テストの要求に応じて
ATを操作できます。複数のチャネルや周波数バンドに渡るテストが、ワンボタンのハ
ンドオフ・コマンドで簡単に行えます。

標準化されたコール・プロセッシングに基づくテスト接続
E1966Aは、標準化されたFTAP/RTAP無線プロトコル（フォワードおよびリバース・テ
スト・アプリケーション・プロトコル）による物理層テストをサポートしています。FTAP
を使用すると、1xEV- DOシステムの動的な動作が除去されるので、レシーバの正確な
パケット・エラー・レート測定が可能になります。またRTAPを使用すると、ATのリバ
ース・リンクの制御により、正確なリバース・リンク測定が行えます。RTAPでは、チ
ャネル・パワー、波形品質、コード・ドメイン・パワー、Txスプリアス・エミッショ
ンなどの測定が行えます。

オプション 102：1xEV-DO リリース A/B テストのサポート
E1966Aオプション102は、拡張テスト・アプリケーション・プロトコルを使用した、
1xEV- DOリリースA物理層サブタイプ2のエア・インタフェースのテストをサポートし
ています。この新しいエア・インタフェースによるコール・プロセッシングは、既存の
リリース0機能と同様に、ワンボタン・コマンドで簡単に行えます。オプション102によ
り、すべての新しいフォワード・トラフィック・チャネル設定に対するサポートが追
加され、新しいFETAPプロトコル（Forward Enhanced Test Applicationプロトコル）
を使用した実環境条件での正確なPERテストが可能になります。新しいRETAPプロト
コル（Reverse Enhanced Test Applicationプロトコル）を使用すると、サブタイプ2
のリバース・チャネルのすべての新しいパケット・サイズと変調方式で、パワー、波
形品質、コード・ドメイン・パワー、Txスプリアス・エミッションなどのパラメータ
を簡単にテストできます。オプション102は、信号搬送波でマルチキャリア・テスト・
アプリケーション・プロトコルを使用する、新しい1xEV- DOリリースB物理層サブタ
イプ3のエア・インタフェースのテストにも対応しています。

オプション 103：1xEV-DO マルチキャリア・テストのサポート
E1966Aオプション103は、新しいマルチキャリア・テスト・アプリケーション・プロト
コルを使用する複数の搬送波を含む、1xEV- DOリリースB物理層サブタイプ3のエア・
インタフェースのテストをサポートしています。最大3個のテスト・セットをLANおよ
びクロック信号によって相互接続し、マルチキャリアをサポートするデバイスを解析で
きます。このエア・インタフェースによるコール・プロセッシングは、既存のリリース
0/A機能を使用する場合と同様に、マルチキャリア・マスタ・ユニットとして指定され
たテスト・セットからのワンボタン・コマンドを使用して簡単に行えます。マルチキ
ャリア・マスタは、すべてのメイン・コール・プロセッシング機能を制御し、補助ユ
ニットとして指定された最大2個の他のE5515Cユニットによる制御を調整します。テ
スト規格ではすべてのマルチキャリア・テストを搬送波毎に実行するように定義してい
るため、各テスト・セットは、搬送波毎に独立した測定を行います。
オプション103でサポートしているFMCTAPおよびRMCTAPマルチキャリア・テスト・
ケース：波形品質と周波数確度、最大RF出力パワー、伝導性スプリアス・エミッション、
フォワード・トラフィック・チャネル性能（AWGN、感度、ダイナミック・レンジ）、
外部信号発生器を使用するシングルトーン感度抑圧。
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E1966A 機能の概要

オプション 405：フェージング・テスト

（続き）

E5515Cオプション004ではリア・パネル・デジタル・バスが追加され、Agilentのフェ
ージング用Baseband Studioソリューションでフェージングが可能になります。E1966A
をN5101A Baseband Studio PCIカードおよびAgilent N5115Aフェージング用Baseband
Studioソフトウェアと組み合わせれば、優れた確度と再現性を備えたレシーバ・フェー
ジング・テストを非常に低価格で実現できます。Agilent E5515C無線通信テスト・セッ
トのベースバンドI/Qデータが、デジタル・バスで外部PCのN5101Aフェージング・カ
ードに送られます。N5115Aフェージング・ソフトウェアは、フェージング・プロファ
イルを実行するようにPCIカードを設定します。デジタル・フェージング後、AWGNを
波形にデジタル的に追加できます。次に結果波形をデジタル・バスでテスト・セットに
戻して変調します。このソリューションを使用すると、ほぼすべての関連校正が不要に
なり、優れた再現性が得られます。

オプション 406：マルチユニット同期
オプション406を使用すると、CDMAまたは1xEV- DOテスト・アプリケーションまたは
ラボ・アプリケーションを実行中の別のテスト・セットと時間同期させることができま
す。マルチユニット同期は、2つの基地局と移動機の動作のシミュレーションをサポー
トしています。代表的なアプリケーションには、アイドル／ソフタ・ハンドオフ、パイ
ロット検出、ハイブリッド・モード・シミュレーションがあります。

オプション 407：プロトコル・ログ
オプション407を使用すると、エア・インタフェースのシグナリング層、PPP層、IP層
での順方向と逆方向のメッセージ、および外部PCソフトウェア、ワイヤレス・プロトコ
ル・アドバイザへの出力プロトコル・ストリームの拡張ログが得られます。この情報は、
製造テスト・フローのデバッグと問題の識別に有効です。

1xEV-DO テスト・モードのサポート
アクティブ・コール・プロセッシングなしのレシーバ・テストが、E1966A 1xEV- DO
テスト・アプリケーションのIS- 856テスト・モードでサポートされています。テスト・
モードでは、E1966Aが正確な1xEV- DOリリース0フォワード・リンク信号を提供し、こ
の信号を使ってアクセス・ターミナルが時間調整を行えます。これにより、テスト・セ
ットが、連続送信されているフォワード・トラフィック・チャネルの復調をATに指示で
きます。次にATのテスト・モード制御ソフトウェアを使用して、ATのパケット・エラ
ー・レートをATから読み取ることができます。さらにテスト・モードで、チャネル・パ
ワー、Txスプリアス・エミッション、波形品質、コード・ドメイン・パワー、開ループ・
パワーの時間応答などのATトランスミッタ測定も行えます。

既存の CDMA 対応 8960 テスト・セットの簡単なアップグレード
E1962Bなどの、CDMAテスト・アプリケーションをサポートするユニットを、1xEV- DO
テスト機能に簡単にアップグレードできます。これは、ファームウェア・アップグレー
ドです。オプション102（1xEV- DOリリースAサポート）では、GB4604xxxxxx未満の
シリアル・プレフィックスを持つユニットの場合は、ハードウェア・アップグレードが
必要です。オプション102をサポートするハードウェアを持つユニットでは、オプショ
ン103マルチキャリア機能をサポートするためのハードウェア・アップグレードは不要
です。
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E1966A 機能の概要
（続き）

エラー! 目次項目が見つかり
ません。

1xEV-DO コール・プロセッシング
•
•
•
•

UATI割り当て
•
セッション・ネゴシエーション •
FTAPおよびRTAPのサポート •
FMCTAPおよびRMCTAPのサ
ポート（オプション）

セッション・オープン
接続／切断
FETAPおよびRETAPのサポート（オ
プション）

Tx 測定
•
•
•
•
•

平均パワー
コード・ドメイン・パワー
変調品質
スペクトラム・モニタ
Txダイナミック・パワー

•
•
•
•
•

チャネル・パワー
アクセス・プローブ・パワー
開ループ・パワーの時間応答
Txスプリアス・エミッション
高速デバイス・チューニング（オプ
ション）

Rx 測定
•
•
•

技術仕様

FTAP/FETAP/FMCTAP ル ー •
プバック
•
ダイナミック・レンジ
データ・レート制御性能

感度
AWGNによるPER

これらの仕様は、ファームウェア・リビジョンA.09.13以上のE1966Aテスト・アプリケ
ーションを搭載し、オプション003を搭載するE5515Cメインフレームに適用されます。
仕様は、テスト・セットの保証されている性能で、特に記載がない限り、全動作および
環境範囲で有効です。すべての仕様は、30分間の連続動作によるウォームアップ後に有
効です。
補足特性は、測定器を使用する際に役立つ追加情報として提供されている、保証されて
いない性能パラメータです。これらの特性は、代表値または補足値として示されていま
す。工場出荷時のすべてのユニットは、25 ℃の周囲温度で、これらの代表値を満たし
ます（測定の不確かさは含まれていません）。
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アナログ仕様

CW RF 発生器
周波数
使用可能な周波数レンジ
仕様周波数レンジ
確度と安定度
テスト信号

292～2,700 MHz
421～494 MHz、800～960 MHz、1,700～2,000 MHz
タイムベース基準と同じ
CW、AM（20 kHz のレートで 56 ％の変調度）、DSB-SC（搬送波＋
20 kHz 間隔の上側波帯）。テスト信号選択の切り替えに約 3 秒か
かります。

振幅
使用可能な出力レベル・レンジ
仕様出力レベル・レンジ
出力レベルの絶対確度

RF IN/OUT における VSWR
公称環境テスト信号レベルの
確度

－127～－10 dBm
－116～－15 dBm
＜±1.0 dB、＜±0.5 dB（代表値）、RF 発生器の出力レベルが－30 dBm
以上のときのレベル確度は、印加される Tx パワーが 32 dBm を超
えると、同時受信／送信によって低下する可能性があります
＜1.14:1、400～1,000 MHz
＜±1.1 dB

スペクトラム・モニタ
入力周波数レンジ

411～420 MHz
450～484 MHz
824～934 MHz
1,700～1,980 MHz
基準レベル
自動または手動
手動基準レベル・レンジ
＋37～－50 dBm
ディスプレイの dB/Div
20.0～0.1 dB/Div
レベル測定確度
＜ ±1.0 dB（代表値）、15～55 ℃（平均パワーが基準、校正温度
の±10 ℃以内で校正。校正は、20～55 ℃の範囲で実行する必要
があります）
表示周波数スパンと分解能帯域幅（結合）
300 kHz RBW
0 Hz スパン
300 Hz RBW
125 kHz スパン
1 kHz RBW
500 kHz スパン
1 kHz RBW
1.25 MHz スパン
10 kHz RBW
2.5 MHz スパン
30 kHz RBW
4 MHz スパン
30 kHz RBW
5 MHz スパン
100 kHz RBW
10 MHz スパン
100 kHz RBW
12 MHz スパン
100 kHz RBW
20 MHz スパン
300 kHz RBW
40 MHz スパン
1 MHz RBW
80 MHz スパン
5 MHz RBW
100 MHz スパン
トリガ
RF 立ち上がり、即時、プロトコル、外部
トリガ・アーム
シングルまたは連続
トリガ遅延
－50～50 ms
ディテクタ
ピーク検出またはサンプル検出
トレース・モード
書込みクリア、最大値ホールド、最小値ホールド
マーカ
3 個のユーザ・マーカ
マーカ・モード
オフ、位置、デルタ
マーカ機能
ピーク・サーチ、期待周波数へのマーカ、期待パワーへのマーカ
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アナログ仕様（続き）

オーディオ発生器
周波数
動作レンジ
確度
周波数分解能

100 Hz～20 kHz、1 Hz～20 kHz（代表値）
タイムベース基準と同じ
0.1 Hz（代表値）

出力レベル（オーディオ出力コネクタから）)
レンジ
0～1 V ピーク、1～9 V ピーク（＞600 Ω負荷）
確度
＜±（設定の 1.5 ％＋分解能）、出力が DC 結合の場合
歪み
＜0.1% 、0.2～9 V ピーク、＞600 Ω負荷の場合
結合モード
DC または AC として選択可能（出力と直列に 5 μF）
最大出力電流
100 mA ピーク（代表値）、8 Ω負荷
出力インピーダンス
＜1.5 Ω（代表値）、1 kHz で、出力が DC 結合の場合
DC オフセット
＜1 mV ピーク（代表値）、0～1 V ピークの場合
（出力が DC 結合の場合）
＜10 mV ピーク（代表値）、1～9 V ピークの場合
出力レベル分解能
＜0.5 mV（代表値）、0～1 V ピーク出力の場合
＜5.0 mV、1～9 V ピーク出力の場合
オーディオ・アナライザの
750 μs、ディエンファシスはオフまたはオンに設定可能
ディエンファシス
オーディオ・アナライザ・
10 mV～10 V の基準レベル設定で、オフまたはオンに設定可能
エクスパンダ
オーディオ・アナライザの
設定可能な選択肢は、なし、C メッセージ、50 Hz～15 kHz バンド
フィルタ
パス、300 Hz～15 kHz バンドパス、300 Hz～15 kHz で同調可能な
100 Hz 帯域幅の同調可能バンドパス

オーディオ・アナライザの仕様
（オーディオ・アナライザのすべての仕様は、テスト・セットの AUDIO IN ポートでの信
号に適用されます）
オーディオ・レベル測定
測定信号のタイプ
測定周波数レンジ
オーディオ入力レベル・レンジ
測定確度
実測 THD＋ノイズ
測定ディテクタ
測定トリガ・ソース
測定結果
マルチ測定機能
並列処理機能
外部入力インピーダンス
測定分解能

7

正弦波オーディオ信号
100 Hz～15 kHz
7.1 mV～20 V ピーク（5 mV～14.1 V rms）
＜±（読み値の 2 ％＋分解能）、100 Hz～8 kHz の場合、
＜±（読み値の 3 ％＋分解能）、8 kHz～15 kHz の場合
＜200 μV rms
rms またはピークを選択可能
即時
オーディオ・レベル
1～999 回の測定（平均値、最小値、最大値、標準偏差）
オーディオ・レベル測定をその他のすべての測定と同時に実行可
能
100 kΩ、並列容量 105 pF
期待されるレベル設定の 0.3 ％または 0.2 mV の、どちらか大きい
方の値（代表値）

アナログ仕様（続き）

オーディオ・アナライザの仕様（続き）
SINAD 測定
測定信号のタイプ
測定周波数レンジ
オーディオ入力レベルのレンジ
測定確度
残留 THD＋ノイズ
測定トリガ・ソース
測定結果
マルチ測定機能
並列処理機能
測定分解能
歪み測定
測定信号のタイプ
測定周波数レンジ
オーディオ入力レベル・レンジ
測定確度
残留 THD＋ノイズ
測定トリガ・ソース
測定結果
マルチ測定機能
並列処理機能
測定分解能
オーディオ周波数測定
測定信号のタイプ
測定周波数レンジ
オーディオ入力レベルのレンジ
オーディオ入力信号条件
測定確度
測定 THD＋ノイズ
測定トリガ・ソース
測定結果
マルチ測定機能
並列処理機能
測定分解能
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正弦波オーディオ信号
100 Hz～10 kHz
42.4 mV～20 V ピーク（30 mV～14.1 V rms）
＜±1.0 dB、SINAD ＜44 dB の場合
＜－60 dB または 200 μV rms のどちらか大きい方
即時
SINAD 比
1～999 回の測定（最小値、最大値、平均値、標準偏差）
SINAD 測定は、すべてのアナログ測定およびオーディオ測定と同
時に実行可能
0.01 dB（代表値）

正弦波オーディオ信号
100 Hz～10 kHz
42.4 mV～20 V ピーク（30 mV～14.1 V rms）
＜±（読み値の 12 ％）（±1.0 dB）、歪み ＞0.67 ％の場合
＜－60 dB または 200 μV rms のどちらか大きい方
即時
オーディオ歪み
1～999 回の測定（最小値、最大値、平均値、標準偏差）
歪み測定は、すべてのアナログ測定およびオーディオ測定と同時
に実行可能
代表値 0.1%

正弦波オーディオ信号
100 Hz～15 kHz
7.1 mV～20 V ピーク（5 mV～14.1 V rms）
テスト・セットのオーディオ入力の信号は、S/N 比 ＞30 dB であ
る必要があります
＜0.1 Hz、10 回の測定の平均
＜1.0 Hz、シングル測定の場合
＜200 μV rms
即時
オーディオ周波数
1～999 回の測定（最小値、最大値、平均値、標準偏差）
周波数測定は、その他のすべての測定と同時に実行可能
0.1 Hz（代表値）

1xEV-DO コール・
プロセッシング機能

常駐フォーマット
1xEV-DO
コール・プロセッシングのタイミ 適切なリバース・チャネル収集を行うには、移動機の送信は、通
ング許容範囲
常、テスト・セットの送信パイロット・チャネルのクロック・タ
イミングの±6 μs 以内でなければなりません
オーバヘッド・メッセージ
リアルタイム・ロング・コードとシステム時間アップデートを持
つ同期メッセージ、クイック設定メッセージ、セクタ・パラメー
タ・メッセージ、アクセス・パラメータ・メッセージ
プロトコル・スタック
1xEV-DO リリース 0、テスト・アプリケーション・プロトコル（TAP：
FTAP と RTAP を含む）を使用
基地局パラメータ
ACKChannelGain、DRCChannelGain、DataOffsetNom、DataOffset9k6、
DataOffset19k2、DataOffset38k4、DataOffset76k8、DataOffset153k6
呼制御（ワンボタン・コマンド） アクセス・ネットワーク・オープン接続
アクセス・ネットワーク・クローズ接続
アクセス・ネットワーク・クローズ・セッション
アクセス・ターミナル・オープン接続
アクセス・ターミナル・クローズ接続
サポートされる
FTAP と RTAP のみ
アプリケーション
アクセス・パラメータ
OpenLoopAdjust、ProbeInitialAdjust、ProbeNumStep、PreambleLength、
PowerStep、ProbeSequenceMax、PreferredControlChannelCycle
システム・パラメータ
ColorCod、CountryCode、SectorID、SubnetMask
プロトコル・ステータス
アイドル、UATI リクエスト、セッション・ネゴシエーション、セ
ッション・オープン、セッション・クローズ、ページング、接続
リクエスト、接続ネゴシエーション、接続、接続クローズ、ハン
ドオフ
フォワード制御チャネルの
38.4 kbps または 78.6 kbps を選択可能
データ・レート
セッション・ターミナル表示
セッション・シード、ハードウェア ID、割り当てられた UATI、
パラメータ
割り当てられた MAC インデックス
サポートされるハードウェア
ESN、MEID、"NNNN"
ID タイプ
アクティビティ係数
100 ％のみ
AT 方向パケット
被試験 AT に向かうフォワード・トラフィック・パケットの％をユ
ーザ調整可能（0～100 ％）。AT 最小性能仕様に準拠してデフォ
ルト値は 50％です。被試験 AT へ向かわないパケットは、使用さ
れていないもう 1 つの MAC アドレスに送信されます。
Limited TAP モード
オンまたはオフ。デフォルトはオフです。AT のファームウェア・
リビジョンが、標準 ACK チャネル・ビット固定モード属性で必要
なフル・テスト・アプリケーション・プロトコルをサポートしな
い場合は、このフィールドをオンに設定する必要があります。
FTAP モード
ループバック
呼制限
オンまたはオフを選択可能。オンの場合は、テスト・セットは、
すべてのアクセス・ターミナルのアクセス試行を無視します。
ハンドオフのサポート
新しいチャネルまたはバンドに対するハード・ハンドオフ
R-DRC 固定モード属性
オンまたはオフ。デフォルトはオンです。オンの場合は、テスト・
セットは、ユーザ設定のフォワード・トラフィック・レートを送
信します。オフの場合は、テスト・セットは、AT によって送信さ
れた受信 DRC 値に従ってフォワード設定を送信します。
DRC 長
8 スロットに固定
R-ACK チャネル・モード
各パケットの全スロットに対する強制デコードに固定
セッション・クローズ・タイマ 0～3,240 分
設定可能な属性
推奨制御チャネル・サイクル：AT または AN 仕様
パイロット・ドロップ
0～63（0～―31.5 dB）
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1xEV-DO コール・
プロセッシング機能（続き）

フォワード TCH データ・レート（DRC 固定モードのみ）
（DRC＝0x1）
16 スロット、QPSK
38.4 kbps
（DRC＝0x2）
8 スロット、QPSK
76.8 kbps
（DRC＝0x3）
4 スロット、QPSK
153.6 kbps
（DRC＝0x4）
2 スロット、QPSK
307.2 kbps
（DRC＝0x5）
4 スロット、QPSK
307.2 kbps
（DRC＝0x6）
1 スロット、QPSK
614.4 kbps
（DRC＝0x7）
2 スロット、QPSK
614.4 kbps
（DRC＝0x8）
2 スロット、8PSK
921.6 kbps
（DRC＝0x9）
1 スロット、QPSK
1228.8 kbps
（DRC＝0xA）
2 スロット、16QAM
1228.8 kbps
（DRC＝0xB）
1 スロット、8PSK
1843.2 kbps
（DRC＝0xC）
1 スロット、16QAM
2457.6 kbps
最大フォワード・パケット
2～16 スロット。ユーザ設定値の後、テスト・セットのスロット送
持続時間
信を強制的に停止します
フォワード・アーリー・ターミネ オンまたはオフ（デフォルト値はオフです）。オンの場合は、リ
ーション・ステート
バース ACK チャネルでシグナリングされたときに、テスト・セッ
トがスロットを早期に終了します。
リバース TCH データ・レート（RTAP 固定モードのみ）
9.6 kbps
最小レート＝1、最大レート＝1
19.2 kbps
最小レート＝2、最大レート＝2
38.4 kbps
最小レート＝3、最大レート＝3
78.6 kbps
最小レート＝4、最大レート＝4
153.6 kbps
最小レート＝5、最大レート＝5
リバース・リンク閉ループの
600 bps
ビット・レート
リバース・リンク閉ループの
アクティブ
パワー制御モード
交互パターン：0 パワー・ビットと 1 パワー・ビットの交互パターン
すべてアップ
すべてダウン
Limited TAP＝オン
Limited TAP＝オフ
アプリケーション
FTAP
RTAP
FTAP
RTAP
FTAP パラメータ割り当てメッセージの内容
ACK チャネル・ビット固定モード ACK チャネル・ビット固定モード属性がオンの場合は、送信され
る属性＝ACK チャネル・ビット（NACK）。オフの場合は、属性は
送信されません
DRC 固定モード値
FTAP レート
FTAP レート
DRC 固定モード・カバー
ループバック・モード

送信
されません
オン

RTAP パラメータ割り当てメッセージの内容
テスト・パケット
属性なしで
メッセージを
送信
パケット・レート・モード

属性は送信
されません

送信されません
オン

送信
されません

最小値と最大
値をオン
レート＝
RTAP レート

属性なしで
メッセージを
送信

最小値と最大
値をオン
レート＝
RTAP レート

いいえ

はい

はい

テスト・セット設定
フォワード・テスト・パケットを はい
送信
アプリケーションが変化した場 接続を保持
合の接続に対する影響
設定可能なシステム時間
機能

CDMA システム日付

CDMA システム時刻
リープ秒
現地時間オフセット
サマータイム･インジケータ
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CDMA システムのシステム時間を設定できます。システム時間は、
パワー・オフの間、内部リアルタイム・クロックを使用して保持
されます
年、月、日を yyyy.mm.dd のフォーマットでユーザ設定可能

時間、分、秒を hh.mm.ss のフォーマットでユーザ設定可能。入力
分解能は 2 秒です
0～255 秒の範囲でユーザ設定可能
00.00 から 15.30 まで、30 分の増分で hh.mm のフォーマットでユー
ザ設定可能
オンまたはオフ

オプション 102：リリース A
および B コール・プロセッシ
ング機能
（GB4604xxxx 以上のシリアル・プリフィ
ックス、または同等のハードウェアが
必要です）

プロトコル・スタック
サポートされる
アプリケーション

1xEV-DO リリース A および B
物理層サブタイプ 0 のテスト・アプリケーション・プロトコル
（FTAP と RTAP を含む TAP）
物理層サブタイプ 2 の拡張テスト・アプリケーション・プロトコ
ル（FETAP と RETAP を含む ETAP）
物理層サブタイプ 3 のマルチキャリア・テスト・アプリケーショ
ン・プロトコル（FMCTAP と RMCTAP を含む MCTAP）
物理層サブタイプ
サブタイプ 0、サブタイプ 2、サブタイプ 3。デフォルトはサブタ
イプ 2 です
サポートされるサブタイプ 0 の デフォルトのアクセス・チャネル MAC プロトコル、デフォルトの
プロトコル
フォワード・トラフィック・チャネル MAC プロトコル、デフォル
トのリバース・トラフィック・チャネル MAC プロトコル、デフォ
ルトの制御チャネル MAC プロトコル
サポートされるサブタイプ 2 の デフォルトのアクセス・チャネル MAC プロトコルまたは拡張アク
プロトコル
セス・チャネル MAC プロトコル、拡張フォワード・トラフィック・
チャネル MAC プロトコル、サブタイプ 3 リバース・トラフィック・
チャネル MAC プロトコル、デフォルトの制御チャネル MAC プロ
トコル
サポートされるサブタイプ 3 の デフォルトのアクセス・チャネル MAC プロトコル、拡張アクセ
プロトコル
ス・チャネル MAC プロトコル、デフォルトの制御チャネル MAC
プロトコル、マルチキャリア・フォワード・トラフィック・チャ
ネル MAC プロトコル、マルチキャリア・リバース・トラフィック・
チャネル MAC プロトコル
呼制御（ワンボタン・コマンド） アクセス・ネットワーク・オープン接続
アクセス・ネットワーク・クローズ接続
アクセス・ネットワーク・クローズ・セッション
アクセス・ターミナル・オープン接続
アクセス・ターミナル・クローズ接続
プロトコル・ステータス
アイドル、UATI リクエスト、セッション・ネゴシエーション、セ
ッション・オープン、セッション・クローズ、ページング、接続
リクエスト、接続ネゴシエーション、接続、接続クローズ、ハン
ドオフ
基地局パラメータ
PL サブタイプ 0

データ・オフセット nom、データ・オフセット 9k6、データ・オフ
セット 19k2、データ・オフセット 38k4、データ・オフセット 76k8、
データ・オフセット 153k6、ACK チャネル利得、DRC チャネル利得
PL サブタイプ 2
ACK チャネル利得、DRC チャネル利得、補助パイロット・チャネ
ル利得、RRI チャネル利得プリトランジション 0、RRI チャネル利
得ポストトランジション 0、RRI チャネル利得プリトランジション
1、RRI チャネル利得ポストトランジション 1、RRI チャネル利得プ
リトランジション 2、RRI チャネル利得ポストトランジション 2、
RRI チャネル利得プリトランジション 3、補助パイロット・チャネ
ル最小ペイロード、DSC 長、ショート・パケット・イネーブルし
きい値
PL サブタイプ 3
PL サブタイプ 0 と PL サブタイプ 2 で使用されるすべての基地局パ
ラメータが、PL サブタイプ 3 マルチキャリア（メイン搬送波、補
助搬送波 1、補助搬送波 2）にも有効です
PL2 トラフィック・チャネル利得 リバース・チャネル・ペイロードの 12 のパケット・サイズそれぞ
パラメータ
れに対して、以下のパラメータが使用できます（合計 96）。低遅
延 T2P トランジション、低遅延ターミネーション・ターゲット、
低遅延 TxT2P プリトランジション、低遅延 TxT2P ポストトランジ
ション、大容量 TxT2P プリトランジション、大容量 TxT2P ポスト
トランジション
アクセス・チャネル・サブタイプ 拡張（サブタイプ 1 とサブタイプ 3）またはデフォルト（サブタイ
（リリース A/B）
プ 0）。デフォルトは拡張です
アクセス・パラメータ
開ループ調整、プローブ初期調整、プローブ・パワー・ステップ、
プローブ num ステップ、プローブ・シーケンス最大値、プリアン
ブル長
拡張アクセス・パラメータ
開ループ調整、プローブ初期調整、プローブ・パワー・ステップ、
プローブ数ステップ、プローブ・シーケンス最大値。プリアンブ
ル長は 16 スロットに固定
システム・パラメータ
セクタ ID、国コード、カラー・コード、サブネット・マスク、推
奨制御チャネル・サイクル
リバース・データ送信モード
大容量または低遅延。デフォルトは大容量です
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オプション 102：リリース A
および B コール・プロセッシ
ング機能（続き）

フォワード制御チャネルの
データ・レート
セッション・ターミナル表示
パラメータ
サポートされるハードウェア ID
タイプ
アクティビティ係数
AT 方向パケット

38.4 kbps または 78.6 kbps を選択可能

MCTAP モード
最大フォワード・パケット持続
時間
呼制限

ループバック（物理層サブタイプ 3 内）
2～16 スロット。ユーザ設定値の後、テスト・セットのスロット送
信を強制的に停止します
オンまたはオフを選択可能。オンの場合は、テスト・セットは、
すべてのアクセス・ターミナルのアクセス試行を無視します
新しいチャネルまたはバンドに対するハード・ハンドオフ
オンまたはオフ。デフォルトはオンです。オンの場合は、テスト・
セットはユーザ設定のフォワード・トラフィック設定を送信しま
す（レートを決定します）。オフの場合は、テスト・セットは、
AT によって送信された受信 DRC 値に従ってフォワード設定を送信
します
8 スロットに固定
8、16、24、32、40、48、56、64、72、80、88、96、104、112、120、
128、136、144、152、160、168、176、184、192、200、208、216、224、
232、240、248、256 スロットをユーザ選択。デフォルトは 64 スロ
ットです
Never（すべて NAK）、サブパケット 0（すべて ACK）、サブパケ
ット 1、サブパケット 2、サブパケット 3。デフォルトは Never で
す
0～3,240 分
推奨制御チャネル・サイクル：AT または AN 仕様
レート 1M8 がサポートされる制御：AT または AN 仕様
AT または AN 仕様
0～63（0～31.5 dB）

セッション・シード、ハードウェア ID、割り当てられた UATI、割
り当てられた MAC インデックス
ESN、MEID、"NNNN"

100 ％のみ
被試験 AT に向かうフォワード・トラフィック・パケットの％をユ
ーザ調整可能（0～100 ％）。AT 最小性能仕様に準拠してデフォ
ルト値は 50％です。被試験 AT へ向かわないパケットは、使用さ
れていないもう 1 つの MAC アドレスに送信されます
Limited TAP モード
オンまたはオフ。デフォルトはオフです。AT が、規格で要求され
るフル・テスト・アプリケーション・プロトコルをサポートしな
いファームウェア・リビジョンを使用する場合は、このフィール
ドをオンに設定する必要があります
ACK チャネル・ビット固定モード オンまたはオフ
FETAP モード
ループバック（物理層サブタイプ 2 内）

ハンドオフ・サポート
R-DRC 固定モード属性

DRC 長
DSC 長

R-ACK チャネル・モード

セッション・クローズ・タイマ
設定可能な属性
推奨制御チャネル・サイクル
パイロット・ドロップ
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オプション 102：リリース A
および B コール・プロセッシ
ング機能（続き）

PL サブタイプ 2 フォワード TCH フォーマット（DRC 固定モードがオンのみ：陰影表示ラインは
標準的なフォーマット）
（ビット、 スロット、プリアンブル） 公称レート
（128,
16,
1024）
4.8 kbps

変調
QPSK

（256,

16,

1024）

9.6 kbps

QPSK

DRC=0x1

（512,

16,

1024）

19.2 kbps

QPSK

DRC=0x1

（1024,

16,

1024）

38.4 kbps

QPSK

DRC=0x1

（128,

8,

512）

9.6 kbps

QPSK

DRC=0x2

（256,

8,

512）

19.2 kbps

QPSK

DRC=0x2

（512,

8,

512）

38.4 kbps

QPSK

DRC=0x2

（1024,

8,

512）

76.8 kbps

QPSK

DRC=0x2

（128,

4,

256）

19.2 kbps

QPSK

DRC=0x3

（256,

4,

256）

38.4 kbps

QPSK

DRC=0x3

（512,

4,

256）

76.8 kbps

QPSK

DRC=0x3

（1024,

4,

256）

153.6 kbps

QPSK

DRC=0x3

（128,

2,

128）

38.4 kbps

QPSK

DRC=0x4

（256,

2,

128）

76.8 kbps

QPSK

DRC=0x4

（512,

2,

128）

153.6 kbps

QPSK

DRC=0x4

（1024,

2,

128）

307.2 kbps

QPSK

DRC=0x4

（512,

4,

128）

76.8 kbps

QPSK

DRC=0x5

（1024,

4,

128）

153.6 kbps

QPSK

DRC=0x5

（2048,

4,

128）

307.2 kbps

QPSK

DRC=0x5

（128,

1,

64）

76.8 kbps

QPSK

DRC=0x6

（256,

1,

64）

153.6 kbps

QPSK

DRC=0x6

（512,

1,

64）

307.2 kbps

QPSK

DRC=0x6

（1024,

1,

64）

614.4 kbps

QPSK

DRC=0x6

（512,

2,

64）

153.6 kbps

QPSK

DRC=0x7

（1024,

2,

64）

307.2 kbps

QPSK

DRC=0x7

（2048,

2,

64）

614.4 kbps

QPSK

DRC=0x7

（2048,

2,

64）

307.2 kbps

8PSK

DRC=0x8

（3072,

2,

64）

921.6 kbps

8PSK

DRC=0x8

（512,

1,

64）

307.2 kbps

QPSK

DRC=0x9

（1024,

1,

64）

614.4 kbps

QPSK

DRC=0x9

（2048,

1,

64）

1288.8 kbps

QPSK

DRC=0x9

（4096,

2,

64）

1288.8 kbps

16QAM

DRC=0xA

（1024,

1,

64）

614.4 kbps

QPSK

DRC=0xB

（3072,

1,

64）

1843.2 kbps

8PSK

DRC=0xB

（4096,

1,

64）

2457.6 kbps

16QAM

DRC=0xC

（5120,

2,

64）

1536.0 kbps

16QAM

DRC=0xD

（5120,

1,

64）

3072.0 kbps

16QAM

DRC=0xE

DRC
DRC=0x1

PL サブタイプ 2 R データ・パケット・サイズ（RETAP 固定モードのみ）

補助パイロット・チャネルの最小
ペイロード
ショート・パケット・イネーブル
しきい値
リバース・リンク閉ループの
ビット・レート
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ビット
128

1 サブパケット後のレート
19.2 kbps

変調
BPSK

Walsh 長
4

256

38.4 kbps

BPSK

4

512

76.8 kbps

BPSK

4

768

115.2 kbps

BPSK

4

1024

153.6 kbps

BPSK

4

1536

230.4 kbps

QPSK

4

2048

307.2 kbps

QPSK

4

3072

460.8 kbps

QPSK

2

4096

614.4 kbps

QPSK

2

6144

921.6 kbps

QPSK

4と2

8192

1228.8 kbps

QPSK

4と2

12288

1843.2 kbps

8PSK

4と2

128、256、512、768、1024、1536、2048、3072、4096、6144、8192、12288 ビッ
トからユーザ選択。デフォルトは 3072 ビットです
1024、2048、3072、4096 ビットからユーザ選択。デフォルトは 4096 ビットです
PL サブタイプ 2 の場合は 150 bps に固定、PL サブタイプ 0 の場合は 600 bps に
固定

オプション 102：リリース A
および B コール・プロセッシ
ング機能（続き）

リバース・リンク閉ループのパワ アクティブ
ー制御モード
交互パターン：0 パワー・ビットと 1 パワー・ビットの交互パタ
ーン
すべてアップ
すべてダウン
拡張テスト・アプリケーショ
拡張テスト・アプリケーショ
ン・プロトコル＝FETAP
ン・プロトコル＝RETAP
FETAP パラメータ割り当てメッセージ
DRC 値固定モード
DRCValueFixedMode 属性がオンの場合に送信される属性：
F トラフィック・フォーマット
DRCValueFixedMode 属性がオフの場合は、属性は送信されません
DRC カバー固定モード
属性は送信されません
ACK チャネル・ビット
ACK チャネル・ビット固定モード属性がオンの場合：
固定モード
送信される属性：ACK チャネル・ビット（固定設定）
ACK チャネル・ビット固定モード属性がオフの場合：
属性は送信されません
ループバック・モード
送信される属性：イネーブル
属性は送信されません
ACK チャネル変調方式固定
ACK チャネル・ビット固定モード属性がオンの場合：
モード
送信される属性：ACK チャネル変調（リバース ACK
サブタイプ 2）
それ以外：属性は送信されません
RETAP パラメータ割り当てメッセージ
RETAP テスト・パケット・
送信される属性：イネーブル
イネーブル
（0x01）
パケット・レート・モード
属性は送信されません
属性は送信されません
パケット・ペイロード・
送信される属性：
サイズ・モード
最小値＝R データ・パケット・
サイズ
最大値＝R データ・パケット・
サイズ
拡張アクセス・チャネル・
送信される属性：拡張アクセス・レート
レート・モード
バースト周期モード
送信される属性：
R データ伝送モードに基づいた
LinkFlowID
周期＝バースト周期
属性は送信されません
送信される属性：
R データ伝送モードに基づいた
バースト・サイズ・モード
LinkFlowID
サイズ＝バースト・サイズ
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オプション 103：マルチキャリ
ア・コール・プロセッシング
機能
（シリアル・プリフィックス GB4604xxxx
以上、または同等のハードウェアと、オ
プション 102 1xEV-DO リリース A/B 機能
オプションおよびオプション 406 マルチ
ユニット同期機能オプションのライセン
スが必要です）

プロトコル・スタック
サポートされるアプリケーション

1xEV-DO リリース B、リリース A、リリース 0（B ではマルチキャ
リアのみ）
物理層サブタイプ 3 のフォワード・マルチキャリア・テスト・ア
プリケーション・プロトコル（FMCTAP）
物理層サブタイプ 3 のリバース・マルチキャリア・テスト・アプ
リケーション拡張テスト・アプリケーション・プロトコル
（RMCTAP）

マルチキャリア・テスト・セット メイン、補助、シングル（デフォルトはシングル）
の構成
サポートされる搬送波数
LAN で接続された、1、2、または 3 台の E5515C テスト・セットを
使用して、1、2、または 3 個の搬送波をサポートします。1 つのユ
ニットがマルチキャリア・マスタとして指定され、他のテスト・
セットが補助キャリア・ユニットとして指定されます。メイン・
ユニットが、接続されたすべてのユニットのコール・プロセッシ
ングを制御します。
マルチキャリアのセットアッ
自動セットアップ外部 8960 1 ステート、外部 8960 IP アドレス、自
プ・パラメータ
動セットアップ外部 8960 2 ステート、外部 8960 2 IP アドレス
自動マルチキャリア設定
メイン・ユニットで、すべての接続されたテスト・セットへの外
部デバイス接続と、接続されたすべてのテスト・セットに必要な
同期を実行するコマンドを実行します。
マルチユニット接続ステータス テストセット構成、ローカル搬送波ステート、接続された搬送波、
外部デバイス 1 のステータス（IP アドレスで接続、または未接続）、
外部デバイス 2 のステータス（IP アドレスで接続、または未接続）
を表示します
物理層サブタイプ
サブタイプ 3
サポートされるサブタイプ 3 の デフォルトのアクセス・チャネル MAC プロトコルまたは拡張アク
プロトコル
セス・チャネル MAC プロトコル、拡張フォワード・トラフィック・
チャネル MAC プロトコル、サブタイプ 3 のリバース・トラフィッ
ク・チャネル MAC プロトコル、デフォルトの制御チャネル MAC
プロトコル
呼制御（メイン・ユニットからの アクセス・ネットワーク・オープン接続
み）
アクセス・ネットワーク・クローズ接続
アクセス・ネットワーク・クローズ・セッション
アクセス・ターミナル・オープン接続
アクセス・ターミナル・クローズ接続
新しいバンドまたはチャネルに対するハード・ハンドオフ
プロトコル・ステータス
アイドル、アイドル＋アイドル（補助ユニット）UATI リクエスト、
セッション・ネゴシエーション、セッション・オープン、セッシ
ョン・クローズ、ページング、接続リクエスト、接続ネゴシエー
ション、接続、接続＋接続（補助ユニット）、接続クローズ、ハ
ンドオフ
使用中のマルチキャリア属性
サポートされる最大フォワード・リンク数、サポートされる最大
リバース・リンク数、最大サブ・アクティブ・セット、最大フォ
ワード・リンク帯域幅（ジャマーなし）、最大フォワード・リン
ク帯域幅（ジャマー）、最大リバース・リンク帯域幅、フォワー
ド・フィードバック・マルチプレキシング、最大オプション・デ
ータ・レート、最大オプション・ペイロード・サイズ
メインと独立して設定される
すべてのメイン・ユニットの設定、および Aux 1 テスト・セット
パラメータ
と Aux 2 テスト・セットの場合は、以下のパラメータ：搬送波ス
テート、チャネル、フォワード・トラフィック DRC、F トラフィッ
ク・パケット長、R データ・パケット・サイズ、DRC 値固定モー
ド、ACK チャネル・ビット固定モード、ACK チャネル変調、ACK
チャネル利得、DRC チャネル利得、DRC 長、チャネル・ドロップ・
ランク
メインにのみ設定される
セル・バンド、すべてのセル・パラメータ、すべてのアクセス・
パラメータ
パラメータ、すべての拡張アクセス・パラメータ、すべてのチャ
ネル利得パラメータ、閉ループ・パワー制御パラメータ
各個別テスト・セットに設定され セル・パワー、物理層サブタイプ、すべてのジェネレータ・パラ
るパラメータ
メータ、呼ドロップ・タイマ、TX タイミング・アドバンス、最大
AT パワー、すべての測定パラメータ
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1xEV-DO テスト・モード機能

プロトコル・スタック

固定トラフィック・チャネルのみを使った 1xEV-DO リリース 0 オ
ーバヘッド・メッセージ
基地局パラメータ
ACKChannelGain、DRCChannelGain、DataOffsetNom、DataOffset9k6、
DataOffset19k2、DataOffset38k4、DataOffset76k8、DataOffset153k6
呼制御（ワンボタン・コマンド） なし
アクセス・パラメータ
OpenLoopAdjust、ProbeInitialAdjust、ProbeNumStep、PreambleLength、
PowerStep、ProbeSequenceMax、PreferredControlChannelCycle
システム・パラメータ
ColorCode、CountryCode、SectorID、SubnetMask
プロトコル・ステータス
オーバヘッド・メッセージ以外のプロトコル・サポートはありま
せん
フォワード制御チャネルの
38.4 kbps または 78.6 kbps を選択可能
データ・レート
動作ファクタ
100 ％のみ
AT 方向パケット
被試験 AT に向かうフォワード・トラフィック・パケットの％を調
整可能（0～100 ％）。AT 最小性能仕様に準拠してデフォルト値
は 50％です。被試験 AT へ向かわないパケットは、使用されてい
ないもう 1 つの MAC アドレスに送信されます
MAC インデックス
5～63。AT 期待値に適合するように設定する必要があります。
パイロット・ドロップ
0～63（0～－31.5 dB）
フォワード TCH データ・レート 38.4 kbps
16 スロット、QPSK
（DRC＝0x1）
76.8 kbps
8 スロット、QPSK
（DRC＝0x2）
153.6 kbps
4 スロット、QPSK
（DRC＝0x3）
307.2 kbps
2 スロット、QPSK
（DRC＝0x4）
307.2 kbps
4 スロット、QPSK
（DRC＝0x5）
614.4 kbps
1 スロット、QPSK
（DRC＝0x6）
614.4 kbps
2 スロット、QPSK
（DRC＝0x7）
921.6 kbps
2 スロット、8PSK
（DRC＝0x8）
1228.8 kbps
1 スロット、QPSK
（DRC＝0x9）
1228.8 kbps
2 スロット、16QAM
（DRC＝0xA）
1843.2 kbps
1 スロット、8PSK
（DRC＝0xB）
2457.6 kbps
1 スロット、16QAM
（DRC＝0xC）
期待されるリバース TCH
データ・レート

リバース・リンク閉ループの
ビット・レート
リバース・リンク閉ループの
パワー制御モード

9.6 kbps
19.2 kbps
38.4 kbps
78.6 kbps
153.6 kbps
600 bps に固定
交互パターン：0 パワー・ビットと 1 パワー・ビットの交互パターン
すべてアップ
すべてダウン

設定可能なシステム時間
機能

CDMA システム日付
CDMA システム時刻
リープ秒
現地時間オフセット
サマータイム・インジケータ
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CDMA システムのシステム時間を設定できます。
システム時間は、パワー・オフの間、内部リアルタイム・クロッ
クを使用して保持されます
年、月、日を yyyy.mm.dd のフォーマットで設定可能
時間、分、秒を hh.mm.ss のフォーマットで設定可能。入力分解能
は 2 秒です
0～255 秒で設定可能
00.00 から 15.30 まで、30 分の増分で hh.mm のフォーマットで設定
可能
オンまたはオフ

1xEV-DO RF 発生器
RF 発生器のレベル確度は、環境条件で
95 %の信頼度で 99 番目のパーセンタイ
ルから導出され（95 %の信頼度（k=2）
を持つ拡張不確かさに相当し）、温度と
湿度の環境による影響が含まれるように
修正されています。

チャネル
相加性白色ガウス雑音源
AWGN 帯域幅
以下の多重化されたチャネルを
持つ 1xEV-DO セル
PN オフセット
周波数
周波数レンジ

あり
1.8 MHz ＜BW ＜2.1 MHz、代表値
F-Pilot、F-MAC、F-CCH、F-TCH
0～511 の範囲で選択可能

US セルラ・バンド
US PCS バンド
韓国 PCS バンド
日本 CDMA バンド

IMT-2000 バンド
NMT-450 バンド
2 次 800 MHz バンド
US PCS 1.9 GHz バンド
AWS バンド 2
セルラ Upper 700 バンド
チャネル番号別

周波数設定
振幅
出力ポート制御

860.04～893.97 MHz、チャネル 1～
799、991～1,023、1,024～1,323
1,930～1,990 MHz、チャネル 0～1,199
1,840～1,870 MHz、チャネル 0～599
約 832～869.9875 MHz、チャネル 1～
799、801～1,039、1,041～1,199、1,201
～1,600
2,110～2,169.950 MHz、チャネル 0～
1,199
約 421～494 MHz、チャネル 1～300、
539～871、1,039～1,473、1,792～2,016
約 851～869 MHz、935～940 MHz、チ
ャネル 0～719、720～919
1,930～1,995 MHz、チャネル 0～1,299
2,100～2,115 MHz、チャネル 0～899
776～788 MHz、チャネル 0～240

RF IN/OUT ポートまたは RF OUT ONLY ポートへの RF 信号源のルー
ティングをユーザ制御
RF IN/OUT コンポジット信号レベ 1xEV-DO セル・パワーのユーザ設定値と AWGN 信号源の合計
ル
RF IN/OUT 1xEV-DO セル出力レベ －120 dBm/1.23 MHz～－13 dBm/1.23 MHz
ル・レンジ（AWGN オフ）
RF IN/OUT AWGN 出力レベル・
－120 dBm/1.23 MHz～－20 dBm/1.23 MHz
レンジ
オーバレンジが使用可能（性能は－15 dBm/1.23 MHz まで低下）
RF IN/OUT の 1xEV-DO セル出力
＜±1.1 dB、－109～－15 dBm/1.23 MHz
レベルの絶対確度（AWGN オフ） ±0.62 dB（代表値）、－109～－15 dBm/1.23 MHz
RF IN/OUT のコンポジット出力
＜±1.2 dB、－109～－20 dBm/1.23 MHz
レベルの絶対確度（AWGN オン） ±0.7 dB（代表値）、－109～－20 dBm/1.23 MHz
RF IN/OUT のリバース・パワー
＋37 dBm ピーク（5 W ピーク）
RF IN/OUT の VSWR
＜1.14:1
400～1,000 MHz
1,700～2,000 MHz
＜1.2:1
2,010～2,180 MHz
＜1.32:1
RF OUT ONLY のコンポジット信号 1xEV-DO セル・パワーのユーザ設定値と AWGN 信号源の合計
レベル
1xEV-DO セル出力レベル・レンジ －115 dBm/1.23 MHz～－5 dBm/1.23 MHz
（AWGN オフ）
RF OUT ONLY AWGN 出力レベル・ －115 dBm/1.23 MHz～－12 dBm/1.23 MHz
レンジ
オーバレンジが使用可能（性能は－7 dBm/1.23 MHz まで低下）
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1xEV-DO RF 発生器（続き）

RF 出力のみの 1xEV-DO セル出力
の絶対レベル確度（AWGN オフ）
RF 出力のみのコンポジット出力
の絶対レベル確度（AWGN オン）
RF 出力のみのリバース・パワー
RF 出力のみの VSWR

＜±1.1 dB、－109～－7 dBm/1.23 MHz
＜±0.62 dB（代表値）、－109～－7 dBm/1.23 MHz
＜±1.2 dB、－109～－12 dBm/1.23 MHz
＜±0.7 dB（代表値）、－109～－12 dBm/1.23 MHz
＋24 dBm ピーク（250 mW ピーク）
＜1.3:1、代表値（400～500 MHz の場合）、＜1.4:1（800～1,000 MHz
の場合）、＜1.45:1（1.7～2.2 GHz の場合）
＞40 dB（代表値）

アイソレーション（RF 信号源が
RF 出力のみポートにルーティン
グされているときには RF 出力の
みポートから RF 入力／出力ま
で）
AWGN チャネルの相対レベル・ 全パワー（ユーザ設定 1xEV-DO セル・パワー＋AWGN パワー）を
レンジ
基準にして分解能 0.01 dB で±35 dB に設定可能
相対 AWGN レベル確度
＜±0.2 dB（代表値）、全設定 RF パワーから±20 以下の AWGN レ
ベルの場合。全 RF パワーから±35 の相対レベルまで使用可能。相
対レベル確度は低下
1xEV-DO 変調
変調方式
変調品質
残留ロー
残留 EVM
搬送波フィードスルー

1xEV-DO RF 発生器
（オプション 102：リリース A）

1xEV-DO RF アナライザ
（測定のみ）

振幅
H-ARQ/L-ARQ 相対チャネル・
レベル
P-ARQ 相対チャネル・レベル
RPC 相対チャネル・レベル
1xEV-DO 変調
H-ARQ 変調方式

周波数レンジ
（リバース・チャネル）

入力レベル・レンジ
レシーバのレンジ切替え
自動モード

手動モード
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F-TCH データ・レートに応じて QPSK、8PSK、16QAM
＞0.99
＜10 ％、＜4 ％（代表値）
＜35 dBc（代表値）

－6.00～－30 dB。デフォルトは－9 dB です
－6.00～－30 dB。デフォルトは－9 dB です
－6.00～－30 dB。デフォルトは－9 dB です

バイポーラ・キーイングまたはオンオフ・キーイング。デフォル
トはバイポーラ・キーイングです
US セルラ・バンド
US PCS バンド
韓国 PCS バンド

1～799, 991～1023, 1024～1323
0～1199
0～599

日本 CDMA バンド

1～799, 801～1039, 1041～1199, 1201～1600

IMT-2000 バンド

0～1199

NMT-450 バンド

1～300, 539～871, 1039～1473, 1792～2016

2 次 800 バンド

0～719, 720～919

US PCS 1.9 GHz バン
ド
AWS バンド

0～1299
0～899

－71～＋35 dBm/1.23 MHz

公称期待開ループ応答の場合は、理想 RF パワー・レベルにオート
レンジ。実際の受信パワーが期待開ループ・パワーの±9 dB 以内
であれば、校正済み結果を提供します
ユーザが期待パワーを入力。アクティブ・モードを選択している
場合は、テスト・セットは、閉ループ・パワー制御を使用して移
動機を期待パワーまでドライブします。それ以外の場合は、移動
機の Tx パワーが期待パワーの±9 dB 以内でないと、校正済み結果
が得られません。

1xEV-DO アナライザ

平均パワー測定
入力周波数レンジ

ディテクタ・タイプ
最大入力レベル
測定範囲
測定レベル・レンジ
測定データ・キャプチャ時間
測定トリガ
測定結果
並列処理サポート
測定確度
−10～＋30 dBm

測定再現性
測定分解能
ゼロ機能

411～484 MHz
800～1,000 MHz
1,700～2,000 MHz
熱検出器
＋37 dBm ピーク（5 W ピーク）
－10～＋30 dBm
自動
10 ms
1.67 ms（スロット・トリガ）
平均パワー
平均パワー測定は、並列処理をサポートするすべての 1xEV-DO 測
定と同時に実行可能
（10 回の内部アベレージングを使用した場合の確度、「すべてア
ップ」パワー制御ビット、R-TCH レートを 153.6 kbps に設定）：
400～500 MHz
＜±6.9 ％、＜±3.0 ％（代表値）
800～1000 MHz
＜±6.2 ％、＜±3.0 ％（代表値）
1700～2000 MHz
＜±7.4 ％、RF 出力のみポート
＜±8.2 ％、＜±3.3 ％（代表値）
＜±0.05 dB（代表値）
0.01 dBm
自動ゼロ（ユーザ制御なし）

アクセス・プローブ・パワー測定
入力周波数レンジ
411～420 MHz
450～484 MHz
824～934 MHz
1,700～1,980 MHz
測定手法
アクティブ・リバース・チャネルの中心周波数を中心に 1.23 MHz
帯域幅で全パワーを測定
測定データ・キャプチャ時間
1.67 ms
測定トリガ
振幅立ち上がりのみ
最大入力レベル
＋37 dBm/1.23 MHz ピーク（5 W ピーク）
測定範囲
－54～＋30 dBm
測定レベル・レンジ
自動と手動
測定確度
＜±1 dB（15～55 ℃）、＜±0.5 dB（代表値）、（平均パワーが基
準、校正温度の±10 ℃以内で校正。校正は、20～55 ℃の範囲で
実行する必要があります。）
測定結果
1.23 MHz 帯域幅でのアクセス・プローブ・パワー
並列処理機能
なし
同調チャネル・パワー測定
入力周波数レンジ

測定手法
測定データ・キャプチャ時間
測定トリガ
最大入力レベル
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411～420 MHz
450～484 MHz
824～934 MHz
1,700～1,980 MHz
アクティブ・リバース・チャネルの中心周波数を中心に 1.23 MHz
帯域幅で全パワーを測定
0.3125 ms（超高速モード）と 1.67 ms（高速モード）
1.67 ms クロック（スロット・トリガ）
＋37 dBm/1.23 MHz ピーク（5 W ピーク）

1xEV-DO アナライザ（続き）

測定範囲
測定レベル・レンジ
測定確度

測定分解能
測定結果
並列処理機能
校正機能

校正時間
変調品質測定
入力周波数レンジ

測定チップ・レート
変調測定方法
最大入力レベル
入力レベル・レンジ

変調品質測定範囲
測定間隔
測定トリガ
変調品質測定確度
変調品質測定の残留
残留ロー
残留 EVM
残留時間誤差
周波数誤差
残留コード・ドメイン・パワー
コード・ドメイン・パワー
の相対測定確度
コード・ドメイン結果
コード・ドメイン・パワー・
グラフ

コード・ドメイン・テーブル

コード・ドメイン・パワー
およびノイズ・グラフ
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－61～＋30 dBm、＜－69 dBm/1.23 MHz まで使用可能（確度が低下）
自動と手動
＜±1 dB、15～55 ℃（高速モードの場合）、＜±0.5 dB（代表値）
＜±1.1 dB、15～55 ℃（超高速モードの場合）、＜±0.5 dB（代表
値）、（平均パワーが基準、校正温度の±10 ℃以内で校正。校正
は、20～55 ℃の範囲で実行する必要があります。）
0.01 dBm/1.23 MHz
1.23 MHz 帯域幅でのチャネル・パワー
チャネル・パワー測定は、並列処理をサポートするすべての
1xEV-DO 測定と同時に実行可能
テスト・セットの動作周波数レンジ全体で、平均パワー測定を基
準にしてチャネル・パワー測定を校正します。外部配線は不要で
す
＜120 s（代表値）

411～484 MHz
800～1,000 MHz
1,700～2,000 MHz
1.2288 Mcps
マルチコード・ローおよび EVM、コード・ドメイン結果
＋37 dBm/1.23 MHz ピーク（5 W ピーク）
－25～＋30 dBm/1.23 MHz（9.6 kbps のリバース・レートの場合）、
9.6 kbps で－50 dBm/1.23 MHz まで使用可能（確度が低下）、リバ
ース・データ・レートの増加と共に感度が低下
1～40 ％ EVM（＜±6 μs の時間誤差と ＜±1 kHz の周波数誤差
を持つ信号の場合）
1～8 スロット（1.67～13.33 ms）、PL サブタイプ 0 の場合
1～4 スロット（1.67～6.67 ms）、PL サブタイプ 2 の場合
27 ms（フレーム・トリガ）
＜±1.25 rms＋残留誤差、1 ％ ＜EVM ＜20 ％の場合
＞0.999
＜4 ％ rms、＜3.1 ％（代表値）
±0.11 μs
±15 Hz＋タイムベース誤差
＜－35 dBc
＜±0.005、0.05～1.0 のリニア・コード・ドメイン・パワーの全パ
ワーが基準
16 個すべての Walsh コード・チャネル（16 ビット）の、I チャネ
ルと Q チャネルのパワーを表示。各グラフで報告されるパワーは、
結合された全 I/Q チャネル・パワーが基準。
赤色の棒はアクティブ・チャネルを、黄色の棒は非アクティブ・
チャネルを示します
各アクティブ・リバース・チャネルの Walsh コード、分布係数、
コード・ドメイン・パワー（SF＝16 のとき）、全コード・ドメイ
ン・パワー、R-Pilot チャネルを基準にしたコード・パワーを表示。
可能なアクティブ・チャネルは R-Pilot、R-RRI、R-ACK、R-DRC、R-TCH
です
16 すべての Walsh コード・チャネル（16 ビット）の、I チャネル
と Q チャネルのパワーを表示。各グラフで報告されるパワーは、
結合された全 I/Q チャネル・パワーが基準。赤色の棒はアクティ
ブ・チャネルを、黄色の棒は各チャネル内のノイズを示します。

1xEV-DO アナライザ（続き）

測定結果
統計測定結果

並列処理機能

Tx スプリアス・エミッション
入力周波数レンジ

測定手法

ロー、周波数誤差、時間誤差、搬送波フィードスルー、位相誤差、
振幅誤差、EVM
マルチ測定モードがアクティブのとき、ロー、周波数誤差、時間
誤差、搬送波フィードスルー、位相誤差、振幅誤差、EVM の最小
値、最大値、平均値を提供します
他のすべての 1xEV-DO 並列処理測定との並列処理をサポートしま
す

411～420 MHz
450～484 MHz
824～934 MHz
1,700～1,980 MHz
1.23 MHz 帯域幅でアクティブ搬送波パワーを測定後、アクティブ
搬送波の上下 2 つのオフセットで 30 kHz 帯域幅のパワーを測定し、
アクティブ搬送波パワーに対するオフセット・パワーの比（単位
dBc）を表示します
5 ms

測定データ・キャプチャ時間
測定オフセット
周波数 ＜1,000 MHz
±885 kHz、±1.98 MHz
周波数 ＞1,000 MHz
±1.25 MHz、±1.98 MHz
測定帯域幅
アクティブ搬送波
1.23 MHz
オフセット
30 kHz を同時に同調、5 極フィルタ（ほぼガウス分布形状）
測定トリガ
1.67 ms（スロット・トリガ）
最大入力レベル
＋37 dBm/1.23 MHz ピーク（5 W ピーク）
測定範囲
0～＋30 dBm
測定レベル・レンジ
自動
マーカの相対レベル確度
±885 kHz、±1.25 MHz オフセット ＜±0.4 dB、＜±0.2 dB（代表値）
±1.98 MHz オフセット
＜±0.8 dB、＜±0.5 dB（代表値）
測定残留相対パワー
±885 kHz、±1.25 MHz オフセット ＜－62 dBc/30 kHz BW
±1.98 MHz オフセット
＜－66 dBc/30 kHz BW
移動機合否判定リミット（C.S0033 に準拠）：
自動モード
周波数 ＜1,000 MHz
－42 dBc/30 kHz、±885 kHz オフセットの場合
－54 dBc/30 kHz、±1.98 MHz オフセットの場合
周波数 ＞1,000 MHz
－42 dBc/30 kHz、±1.25 MHz オフセットの場合
－50 dBc/30 kHz、±1.98 MHz オフセットの場合
手動モード
－10～－65 dBc、0.01 dB の分解能で設定可能
数値結果
dBc 単位の相対パワー/30 kHz、4 つのオフセット周波数のそれぞれ
に対して
グラフィック結果
グラフ
C.S0033 規格リミット・ラインを持つシングル・トレース、チャネ
ル・パワーを表わす 1 本の棒、4 つのオフセット周波数における相
対パワーを表わす 4 本の棒
振幅レンジ
0～－80 dB
並列処理機能
Tx スプリアス・エミッション測定は、並列処理をサポートするす
べての 1xEV-DO 測定と同時に実行できます
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1xEV-DO アナライザ
（続き）

開ループ・パワー制御測定の時間応答
入力周波数レンジ
411～420 MHz
450～484 MHz
824～934 MHz
1,700～1,980 MHz
測定方法
開ループ・パワー対テスト・セットのセル・パワーの 20 dB ステ
ップに対する移動機の時間応答を測定します。有効な測定結果を
得るには、ACK チャネル固定モード・ビットをオフに設定し、AT
方向パケットを 0 ％に設定する必要があります
測定データ・キャプチャ時間
100 ms
測定トリガ
ユーザ起動
最大入力レベル
＋37 dBm/1.23 MHz ピーク（5 W ピーク）
測定範囲
－46～＋30 dBm（セル・パワー内の±20 dB ステップ後の最終レベ
ル）
測定レベル・レンジ
自動
測定セル・パワー・ステップ・ ＋20、－20 dB
サイズ
マーカ相対レベル確度
±0.5 dB
マーカ時間確度
±540 μs
測定リミット
時間対振幅マスク、C.S0033 に準拠
グラフィック結果
グラフ
C.S0033 規格リミット・ラインを持つシングル・トレース
時間表示分解能
270 μs
時間表示レンジ
0～＋100 ms
振幅レンジ
－5～＋30 dB
測定結果
合否判定結果と 371 データ・ポイントのトレースを GPIB 経由で取
得可能
並列処理機能
なし。この測定を選択すると、他のすべてのアクティブ測定が自
動的に閉じます
パケット・エラー・レート測定
PER 測定方法
PER 入力レベル測定レンジ
PER 測定残留エラー・レート
信頼度リミット・レンジ

FTAP ループバック
－65 dBm/1.23 MHz～＋30 dBm/1.23 MHz
＜1×10－6、指定された入力レベル測定範囲の、期待入力パワーの
±9 dB 内の入力レベルの場合
80.0～99.9 ％、およびオフに設定可能

PER報告パラメータ
中間結果
最終結果

並列処理機能

PER、送信 FTAP パケットの数、受信 FTAP パケットの数、FTAP 物
理パケット・スロットの数、受信 FTAP MAC パケットの数
PER、送信 FTAP パケットの数、受信 FTAP パケットの数、FTAP 物
理パケット・スロットの数、受信 FTAP MAC パケットの数、およ
び次のいずれか：合格信頼度リミット、不合格信頼度リミット、
最大値フレーム
PER 測定は、FTAP 接続中に実行できるすべての 1xEV-DO 測定と同
時に実行できます

PERテストの終了の条件
最大パケット
不合格
合格
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テスト対象パケットの最大数
指定された PER リミットに対して、指定された信頼度で不合格と
なった測定 PER
指定された PER リミットに対して、指定された信頼度で合格とな
った測定 PER

1xEV-DO アナライザ（続き）

Tx ダイナミック・パワー測定
入力周波数レンジ

測定手法

測定データ・キャプチャ時間
測定トリガ

最大入力レベル
測定範囲
測定レベル・レンジ

測定確度

測定分解能
測定ステップ持続時間
測定ステップ・サイズ
測定ステップ数
測定結果
測定グラフィカル制御
並列処理機能
校正機能
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411～420 MHz
450～484 MHz
824～934 MHz
1,700～1,980 MHz
被試験移動機のテスト・モードで生成されたユーザ定義ステッ
プ・サイズを持つ、持続時間 20、40、または 80 ms のパワー・ス
テップから構成されたユーザ定義トレースを捕捉します。各ステ
ップ周期で、アクティブ・リバース・チャネルの中心周波数を中
心とした 1.23 MHz 帯域幅内の全パワーを測定します
1.25 ms
移動機により出力される Tx 信号は、1 個のパルス（オフ・オン・
オフ）の後にユーザ指定の出力パワーで開始するステップド・パ
ワー・バーストを提供する必要があります。
＋37 dBm/1.23 MHz ピーク（5 W ピーク）
－61～＋30 dBm、＜－69 dBm/1.23 MHz まで使用可能（確度が低下）
なし。テスト・セットのレシーバ・パワー制御フィールドを手動
に設定し、レシーバ・パワーを、移動機により生成されるパワー
掃引の期待フル・パワーに設定する必要があります。
＜±1 dB（15～55 ℃）、＜±0.5 dB（代表値）、（平均パワーが基
準、校正温度の±10 ℃以内で校正。校正は、20～55 ℃の範囲で
実行する必要があります）
0.01 dBm/1.23 MHz
20、40、80 ms
－0.01～－90.0 dB
0～99
各パワー・ステップでの個々のパワーと、各ステップの数値パワ
ー結果を表示するグラフ
マーカ・オン／オフと位置設定、トレース開始ステップ、トレー
ス・スパン、デフォルト・スケールに戻る
なし
チャネル・パワー校正機能を使用

E1999A 高速デバイス・チュー
ニング測定
オプション 202 FDT エンハンスド

高速デバイス・チューニング測定
入力周波数レンジ
411～420 MHz
450～484 MHz
824～934 MHz
1,700～1,980 MHz
測定方法
Tx パワー測定シーケンスと同時に RF 信号源パワー出力シーケン
スのユーザ定義が可能です。それぞれ、ユーザ定義ステップ・サ
イズを持つ持続時間 20 ms のステップから構成されています。シ
ーケンスを定義して、1 つの周波数バンド内の多数の周波数に対
して繰り返すことができます。この測定では、動作のために移動
機にテスト・モードが必要です。各ステップ持続時間で、アクテ
ィブ・リバース・チャネルの中心周波数を中心に 1.23 MHz 帯域幅
内の全パワーを測定します。
測定データ・キャプチャ時間
0.313 μs
最大入力レベル
＋37 dBm/1.23 MHz ピーク（5 W ピーク）
測定範囲
－61～＋30 dBm、＜－69 dBm/1.23 MHz まで使用可能（確度が低下）
測定キャプチャ・レンジ
移動機の伝送パワーは、レンジ設定に従って期待パワーの±9 dB
以内でなければなりません
測定確度
＜±1 dB、15～55 ℃（高速モードの場合）、 ＜±0.5 dB（代表値）、
（平均パワーが基準、校正温度の±10 ℃以内で校正。校正は、20
～55 ℃の範囲で実行する必要があります）
測定分解能
0.01 dBm/1.23 MHz
測定ステップ持続時間（時間） 20 ms（オプション 201）
10ms（オプション 202）
周波数ステップ数
1～20
振幅ステップ数
各指定周波数で 1～20 ステップ
1 シーケンス内の最大ステップ
各テーブル内の可能な 40 エントリのうちの、最大 20 個
MS Tx 周波数ステップ・テーブル 1～40 エントリ、各値は MHz 単位
MS Tx パワー・ステップ・
1～40 エントリ、各値は dBm 単位
テーブル
MS Rx 周波数ステップ・テーブル 1～40 エントリ、各値は MHz 単位
MS Rx パワー・ステップ・
1～40 エントリ、各値は dBm 単位
テーブル
MS Tx 周波数ステップ・
0～39
スタート・インデックス
MX Tx パワー・ステップ・
0～39
スタート・インデックス
MS Rx 周波数ステップ・
0～39
スタート・インデックス
MS Rx パワー・ステップ・
0～39
スタート・インデックス
RF 発生器のセトリング時間
＜6.1 ms、最終値の±0.1 dB 以内
RF 発生器の変調確度
＜3.1 ％（代表値）
RF 発生器のレベル確度
1xEV-DO RF 発生器仕様リストの値と同じ
並列処理機能
なし
校正機能
すべての測定機能を校正
周波数ステップ数
1～20
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タイムベース仕様
内部高安定 10 MHz オーブン制御水晶
発振器（OCXO）

内部高安定 10 MHz オーブン制御水晶発振器（OCXO）
エージング・レート
＜±0.1 ppm/年、＜±0.005 ppm p-p/日、コールド・スタートから
24 時間以上経過した後の 24 時間
温度安定度
＜±0.01 ppm、温度範囲 0～55 ℃で 25 ℃からの周波数変動
ウォームアップ時間
5 分間の場合、1 時間で周波数の±0.1 ppm 以内。15 分間の場合、1
時間で周波数の±0.01 ppm 以内
連続動作の 30 分間のウォームアップ時間後の確度は、通常、
±（最後の校正からの時間）×（エージング・レート）＋（温度
安定度）＋（校正の確度）から導出されます
初期調整
±0.03 ppm（代表値）
外部基準入力
入力周波数
入力周波数レンジ
入力レベル・レンジ
入力インピーダンス

10 MHz
＜（公称基準周波数の±5 ppm）、代表値
0～＋13 dBm（代表値）
50 Ω（代表値）

外部基準出力
出力周波数
出力レベル
出力インピーダンス

タイムベースと同じ（内部 10 MHz OCXO または外部基準入力）
＞0.5 V rms（代表値）
50 Ω（代表値）

トリガ出力
フレーム・クロック出力

1.67 ms、26.67 ms、426.67 ms、2 s の選択可能出力
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オプション 004 デジタル・バス
仕様

オプション 004 デジタル・バス
機能

ベースバンド、デジタル I/Q データを信号発生器からフェージン
グ用の外部 N5101A Baseband Studio PCI カードに送信後、変調のた
めにテスト・セットに戻すことが可能
コネクタ
リア・パネル、50 ピン、高密度
信号発生器 ALC モード
閉または開（デフォルトは閉です）目的の信号特性を保持するに
は、フェージング中に開ループ・モードを使用する必要がありま
す
ALC 開ループ校正
ALC 開ループ・モードでの動作時に RF 信号源を校正します。確度
は、校正を実行した温度の±5 ℃の範囲で有効です。
ALC 開ループ RF 入／出力コンポジットの絶対出力レベル確度
（最後の ALC 開ループ校正温度の±5 ℃以内の温度に対する仕
様。24 時間ごとに 1 回校正。Baseband Studio フェーダによる動作
でどの仕様レンジを適用するか決定する場合は、実際の動作レベ
ルを LBO 値で調整する必要があります）。
420～490 MHz
＜±1.55 dB（代表値）、＞－27.5 dBm/1.23 MHz
＜±1.55 dB（代表値）、－27.5～－61.5 dBm/1.23 MHz
＜±1.6 dB（代表値）、＜－61.5 dBm/1.23 MHz
830～975 MHz
＜±1.60 dB（代表値）、＞－27.5 dBm/1.23 MHz
＜±1.50 dB（代表値）、－27.5～－61.5 dBm/1.23 MHz
＜±1.65 dB（代表値）、＜－61.5 dBm/1.23 MHz
1,800～1,880 MHz
＜±1.75 dB（代表値）、＞－27.5 dBm/1.23 MHz
1,925～1,990 MHz
＜±1.65 dB（代表値）、－27.5～－61.5 dBm/1.23 MHz
2,100～2,175 MHz
＜±1.80 dB（代表値）、＜61.5 dBm/1.23 MHz
ALC 開ループ RF 出力のみコンポジットの絶対出力レベル確度
（最後の ALC 開ループ校正温度の±5 ℃以内の温度に対する仕
様。24 時間ごとに 1 回校正。Baseband Studio フェーダによる操作
でどの仕様レンジを適用するか決定する場合、実際の動作レベル
を LBO 値で調整する必要があります）。
420～490 MHz
＜±1.60 dB（代表値）、＞－17 dBm/1.23 MHz
＜±1.55 dB（代表値）、－17～－51 dBm/1.23 MHz
＜±1.6 dB（代表値）、＜－51 dBm/1.23 MHz
830～975 MHz
＜±1.60 dB（代表値）、＞－17 dBm/1.23 MHz
＜±1.55 dB（代表値）、－17～－51 dBm/1.23 MHz
＜±1.65 dB（代表値）、＜－51 dBm/1.23 MHz
1,800～1,880 MHz
＜±1.75 dB（代表値）、＞－17 dBm/1.23 MHz
1,925～1,990 MHz
＜±1.65 dB（代表値）、－17～－51 dBm/1.23 MHz
2,100～2,175 MHz
＜±1.80 dB（代表値）、＜－51 dBm/1.23 MHz
ALC 開ループ搬送波フィード
＜40 dBc（代表値）、IQ 校正後は公称周囲環境で＜47 dBc、
スルー
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一般仕様
リモート・プログラミング
GPIB
リモート・フロント・パネル・
ロックアウト
実装された機能

セーブ／リコール・レジスタ
記憶容量

リコール
一般仕様
寸法（高さ×幅×奥行）
質量
ディスプレイ
LAN（ローカル・エリア・ネット
ワーク）ポート（ファームウェ
ア・アップグレードとプロトコ
ル・ログ専用）
動作温度
保管温度
電力
校正間隔
EMI
RF に起因する放射性
リーケージ・ジェネレータ
消費電力

IEEE 規格 488.2
リモート・ユーザは、フロント・パネル表示をオフにすると GPIB
測定速度を高速化できます
T6、TE0、L4、LE0、SH1、AH1、RL1、SR1、PP0、DC1、DT0、C0、
E2

アクティブ・セルのコール・プロセッシング・ステータス（レジ
スタ 1～5 の固定ラベル）を除く、完全な機器ステートを保存する
5 個のレジスタ。レジスタは不揮発性です
5 個の記憶された機器ステートのいずれかをリコールできます

222×426×625 mm、7 ラック・スペース高さ
30 kg
10.5 インチ（26.7 cm）、アクティブ・マトリックス、カラー、液晶
RJ-45 コネクタ、10 base T イーサネット、TCP/IP サポート

0～＋55 ℃
－20～＋70 ℃
100～240 Vac、50～60 Hz、550 VA（最大）
2 年
伝導性および放射性干渉が CISPR-11 に適合
＜1 μV（代表値）。RF 発生器の設定出力周波数と－40 dBm の出
力レベルで、底面とリア・パネルを除くすべての表面から 2.54 cm
離れた共振ダイポール・アンテナに誘導
400～450 W（代表値）、連続

測定速度
測定名
チャネル・パワー（高速モード）
チャネル・パワー（超高速モード）
平均パワー
波形品質（PLO）1 スロット
波形品質（PLO）8 スロット
Tx スプリアス応答
開ループ・パワーの時間応答
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1 回の測定
22 ms
9 ms
231 ms
270 ms
1,752 ms
303 ms
1,141 ms

10 回の測定
157 ms
34 ms
2,066 ms
2,425 ms
17,088 ms
2,299 ms
―

Remove all doubt
www.agilent.co.jp/find/emZailupdates-Japan
Agilent からの最新情報を記載した電子メー
ルを無料でお送りします。

www.agilent.co.jp/find/agilentdirect
測定器ソリューションを迅速に選択して、
使用できます。

www.agilent.co.jp/find/open
Agilent は、テスト・システムの接続とプロ
グラミングのプロセスを簡素化することに
より、電子製品の設計、検証、製造に携わ
るエンジニアを支援します。Agilent の広範
囲のシステム対応測定器、オープン・イン
ダストリ・ソフトウェア、PC 標準 I/O、ワー
ルドワイドのサポートは、テスト・システ
ムの開発を加速します。

アジレント・テクノロジーでは、柔軟性の
高い高品質な校正サービスと、お客様のニ
ーズに応じた修理サービスを提供すること
で、お使いの測定機器を最高標準に保つお
手伝いをしています。お預かりした機器を
お約束どおりのパフォーマンスにすること
はもちろん、そのサービスをお約束した期
日までに確実にお届けします。熟練した技
術者、最新の校正試験プログラム、自動化
された故障診断、純正部品によるサポート
など、アジレント・テクノロジーの校正・
修理サービスは、いつも安心で信頼できる
測定結果をお客様に提供します。
また、お客様それぞれの技術的なご要望や
ビジネスのご要望に応じて、
アプリケーション・サポート
システム・インテグレーション
導入時のスタート・アップ・サービス
教育サービス
など、専門的なテストおよび測定サービス
も提供しております。
世界各地の経験豊富なアジレント・テクノ
ロジーのエンジニアが、お客様の生産性の
向上、設備投資の回収率の最大化、測定器
のメインテナンスをサポートいたします。
詳しくは：

www.agilent.co.jp/find/removealldoubt
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