
Signal Studioソフトウェア
による信号作成の簡素化
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Keysight

ツリー構造のインタフェ
ースによるわかりやすい
信号ナビゲーション

信号の視覚化による
セットアップの検証

パラメータ化された信号の
効率的な設定

信号作成の簡素化

信号シミュレーションにかかる時間を短縮
Signal Studioは、キーサイトによって検証済みの最適化された信号を搭載しています。これらの信
号は必要に応じて容易に変更することができます。もしくは、デバイスのテスト用にカスタム準
拠した信号を素早く作成できます。

ツリー形式のナビゲーションとグラフィカルでパラメータ化された信号 
構成の、迅速かつシンプルなユーザーインタフェースです。

Signal Studioとは？

Singal Studioは、PC上で作動する信号作 
成ソフトウェアです。ベースバンド、RF、
マイクロ周波数で、アプリケーション専 
用のテスト信号を作成できます。

代表値の測定
コンポーネント／トランスミ 
ッターのテスト：

 – CCDF

 – EVM

–– チャネルパワー
–– 占有帯域幅
–– スペクトラム

レシーバーのテスト：
–– レシーバーチェーンのコ 

ンポーネントのテスト
–– レシーバー感度
 – BER

校正済みの相加性信号劣化を作成して、 
レシーバーの許容範囲を評価できます。

歪みがゼロに近いスティミュラ
ス信号により、コンポーネント
のテストを改善できます。
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ベンチでの信号作成の簡素化
研究開発用途では、PCのLANまたはGPIBポー
ト経由でSingal Studioをキーサイト測定器に接
続することにより、自分専用の信号作成ワーク
ステーションを構築できます。内臓の設定ツー
ルによって簡単に接続でき、Signal Studioのユ
ーザーインタフェースのウィンドウを通じて測
定器を直接制御できます。

高度な自動化と制御のために、信号とパラメー
タを操作できるアプリケーション・プログラミ
ング・インタフェース（API）が用意されてい
ます。この機能を利用すれば、信号作成のため
のカスタム・ユーザー・インタフェースを作成
することもできます。

製造ラインでのテストの高速化
自動テストの時間を節約するために、Signal 

Studioで作成した波形を測定器にダウンロード
してメモリに保存できます。リコールと再生
は、プログラムからSCPIコマンドで開始する
ことも、フロントパネルから開始することも
できます。

複数のテストシステムでカスタム信号を使用す
る必要がある場合、ニーズ、日程、予算に応じ
て、柔軟な正規ライセンスが利用できます。例
えば、製造環境でのSignal Studioテスト信号の
コストパフォーマンスの高い利用には、波形ラ
イセンスが最適です。ライセンスは1台の測定
器に固定されていますが、様々な信号フォーマ
ットに対応する5パックまたは50パック波形ラ
イセンスも用意されています。その他のライセ
ンスオプションの詳細についてはライセンスセ
クションを参照してください。

主な特長と特性
信号発生 –– カスタム信号、規格に準拠した信号、および一般的なテスト信号用のプリセット

–– 任意I/Q波形およびリアルタイムI/Q生成
相加性信号劣化  – I/Q信号劣化

 – AWGN

–– リアルタイム・フェージング
グラフ  – I(t)、Q(t)、I(t) + Q(t)、P(t)

–– スペクトラム、CCDF、CDP

–– フレーム構造
–– パワーエンベロープ

研究開発と製造のどちらの用途でも、Signal Studioを使用すれば、コンポーネントやデバイス、レシーバーなどの特性評価、検証、合否判定テスト
に必要なテスト信号の作成が容易になります。

信号の可視化と検証のための使いやすい 
グラフィカル表示。

.NET APIまたはSCPIによるテストの自動化（リアルタイムアプリケーション用）。

ノイズのある環境をシミュレートする
ための校正済みAWGN

劣化があるI/Q信号のI/Q極座標ベクトル表示

ベンチまたは製造ライン用の信号を容易に作成
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ベンチトップベクトル信号発生器
PSG：44 GHzまでの航空宇宙、防衛、レーダー、ブロードバンド無線ア
プリケーション用の基準信号が作成できます。
MXG Xシリーズ：携帯電話基地局、無線接続、デジタルビデオなどのレ
シーバーの設計や検証に使用できます。
EXG Xシリーズ：コンポーネントやモジュールの製造で厳しい許容値を
維持できます。

信号を定義した後、さまざまなキーサイト測定器にダウンロードできま
す。この機能により、複数のアプリケーション用に、異なる帯域幅の
さまざまなキャリア周波数で柔軟な信号生成が可能となります。Signal 

Studioを組み合わせて使用すれば、高いコストパフォーマンスで、デザ
イン／開発／製造におけるテストニーズに合わせて測定器をカスタマイ
ズできます。しかも、新しい規格に対するキーサイトのすばやいサポー
トにより、Signal Studioは無線システムの進化の最前線に立つお客様を
支援します。

実環境テストでの信号の印加

無線テストセット
E6640A EXMはスケーラブルで、お客様の生産ニーズを満たし、最新の
携帯電話および無線LANのチップセットとシンクします。EXMは必要な
速度、確度、ポート密度を迅速に高め、大量生産を最適化します。

AXIe任意波形発生器
M8190A AWGは、高分解能と広帯域幅を同時に実現する、高忠実度の信
号発生器です。この独自の組み合わせにより、デザインの質を極限まで高
め、解析に新しい洞察をもたらす信号シナリオの作成が可能になります。

PXIeベクトル信号発生器とベクトルトランシ
ーバー

M9381A PXIeベクトル信号発生器：最大160 MHzの帯域幅を
備え、モジュラー・テス
ト・システムでこれま
でにないレベルの速度
を実現し、スループッ
トを向上させることが
できます。

M9383A PXIeマイクロ
波信号発生器：設計検
証テスト・ソリューシ
ョンにおいて5Gの信
号確度を実現。さらに
周波数と帯域幅がそれぞれ44 GHzと1 GHzにアップグレード
できます。

M9421A PXIe VXTベクトルトランシーバー：802.11axデザイン
検証と最高で8x8 MIMOまでの製造テストで要求される高密度
な変調方式に対応する優れたEVM性能を持ちます。
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Signal Studioソフトウェアはスケーラブルで、
幅広いコンポーネント／レシーバーのテスト要
件に対応しています。最初に、波形再生モード
とリアルタイムモードの2種類の動作モードか
ら選択します。波形再生モードは基本的な機能
と高度な機能の2種類の機能レベルに対応して
います。リアルタイムモードでは信号の作成中
に閉ループ制御などの高度な機能を使用するこ
とができます。

ニーズに合わせてスイートを構成

波形再生によるコンポーネント／
レシーバーテストの強化
Signal Studioのベーシック波形再生モードを使
用すれば、コンポーネントやトランスミッター
のテストに必要な波形ファイルを作成してカス
タマイズできます。使いやすいインタフェース
により、容易に信号パラメータの設定や波形計
算ができ、ファイルをキーサイトの測定器にダ
ウンロードして再生できます。

–– チャネルパワー、スペクトルマスク、スプ
リアスのテスト用にスペクトル的に正確な
信号を作成

 – CCDF、スペクトラム、タイムドメイン、
パワーエンベロープグラフを表示して、パ
ワーランプ、変調フォーマット、パワーチ
ェンジ、クリッピング、その他デバイスに
影響を及ぼす性能を調査

–– クレスト・ファクタ・リダクション技術で
ピーク対平均値パワー比（RAPR）を調整

–– 特定のSignal Studioソフトウェア製品は、
今後の解析用に89600 VSAまたはXシリー
ズの測定アプリケーション・セットアップ
ファイルを保存することができます。製品
仕様の情報に関する適切な技術概要を参照
してください。

Singal Studioの統合スペクトラム表示。

Signal Studioの統合CCDF表示。

Signal StudioとXシリーズ信号発生器およびアナライザを使用した代表的なコンポーネントテスト設定。
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リアルタイムモードによる高度なレシーバーテスト

Signal Studioはまた、チャネルコード化とマル
チアンテナポートにより、規格に準拠した信号
の作成、もしくはレシーバーシステムとコンポ
ーネントハードウェアにおける初期試験用の
カスタム信号の作成にも使用できます。キー
サイトの89600 VSAソフトウェア、またはXシ
リーズ測定アプリケーションと共に信号アナラ
イザ、および/またはオシロスコープを使用し
て、レシーバーチェーン（RF、IF、IQ）のさま
ざまなステージにおけるレシーバー性能を評
価します。

サポートには指定のSignal Studioソフトウェア
を使用：

–– レシーバーテスト用規格に準拠したチャネ
ルコード化信号

–– チャネルコード化、スクランブリング、
インターリービングをオンまたはオフに
する

–– アップリンクとダウンリンク設定
–– 空間多重化や送信ダイバーシティなどのマ
ルチアンテナ・ポートトランスミッター

–– マルチユーザーチャネル生成
–– シングルキャリアとマルチキャリア
–– カスタマイズされたデータ：PN9、PN15、 
カスタムビットパターン、またはBERテス
ト用にコード化されたビットのユーザー定
義ファイル

–– リアルタイムAWGNをリアルタイムノイズ
用の信号発生器に追加、CN比、キャリア
帯域幅、ノイズ帯域幅の設定

特定のSignal Studioソフトウェアで使用可能なリアルタイムモードには、すべての開発段階におい
てレシーバーデザインのテスト用信号の作成を助ける追加機能があります。アドバンスオプショ
ンでは、レシーバーのBER、FER、BLER、PERの解析に使用するフル・チャネル・コード化信号を
作成し、ASICやDSPなどのベースバンドサブシステムのコード化を検証できます。さらに、RF/ベ
ースバンド統合、システムレベルテストおよびそれ以降の段階で、レシーバーの性能や機能を検
証することも可能です。

リアルタイム信号生成によるLTEレシー
バー性能試験

eNB

Rx A

Rx B

HARQ/TA フィードバック

必要、UL

RF

干渉源

RF

RF

RF

IN OUT

フェーダー

LTE receiver performance test with real-time signal generation

キーサイトのXシリーズ信号発生器とSignal Studioを使用したレシーバー初期試験用のレシーバーテスト信
号を作成

RF IF IQ

DUT：レシーバー

RFフロント
エンド 復調器 デコーダ

BER
アナライザ

注記：ペイロードデータはビットでコード化する必要があります

R

Singal Studioのリアルタイム機能には以下が含まれます：
–– リアルタイムGSM/EDGE信号作成
–– リアルタイムW-CDMA/HSPA+信号作成
–– リアルタイムLTEおよびLTE-Advanced FDD信号作成
 – GPS、Beidou、Galileo、GLONASS用のリアルタイムGNSS信号作成
 – DVB-T/H/T2/C/S/S2およびISDB-T用のリアルタイム・デジタルビデオ信号作成
 – XM用のリアルタイム・ブロードキャスト音声信号作成
–– リアルタイムフェージング信号作成
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Singal Studioソフトウェアと使用可能な測定器
以下のリストはSignal Studioのソフトウェア製品とそれに対応する測定器です。製品仕様情報については、一番左の欄のハイパーリンクされた製品
番号をクリックしてください。

移動体通信
ベンチトップ PXI AXIe テスト 

セット
既存 
モデル4

通信標準 リアルタ 
イム機能1

N5182B MXG
N5172B EXG

E8267D 
PSG

M9381A
PXIe VSG

M9383A PXIe 
MW VSG

M9420/21A
PXIe VXT

M9336A
PXIe AWG
P9336A
USB AWG

M819xA
AXIe AWG

E6640A 
EXM

N7600C W-CDMA/HSPA+ ● ● ● ● ●2 ●2 ●

N7601C cdma2000®/1xEV-DO ● ● ● ● ●2 ●2 ●

N7602C GSM/EDGE/Evo ● ● ● ● ●2 ●2 ●

N7612C TD-SCDMA/HSPA ● ● ● ●2 2

N7624C LTE/LTE-A FDD ● ● ●3 ● ●2 ●2 ●2 ● ●

N7625C LTE/LTE-A TDD ● ● ●3 ● ●2 ●2 ●2 ● ●

N7630C 5GTF (プレ5G) ● ● ● ● ● ●2 ● ●

N7631C 5G NR (New Radio) ● ● ● ● ● ●2 ● ●

無線コネクティビティ
ベンチトップ PXI AXIe テストセット

既存 
モデル4

通信標準 リアルタ 
イム機能1

N5182B MXG
N5172B EXG

E8267D 
PSG

M9381A
PXIe VSG

M9383A
PXIe MW VSG

M9420/21A
PXIe VXT

M819xA
AXIe AWG

E6640A EXM

N7606C Bluetooth®（BR、EDR、 
4.0/4.2、BT5）

● ● ● ●2 ●

N7607C DFSレーダープロフ 
ァイル

● ● ● ●2 ●

N7610C IoT（モノのインター 
ネット）（WiSUN、 
ZigBee、Z-Wave、LoRa）

● ● ● ●2 ●2

N7615C Mobile WiMAX ™ ● ● ●2

N7617C 無線LAN 802.11

a/b/g/j/p/n/ac/ah/af/ax

● ● ● ●2 ●2 ●2 ●

N7637C ミリ波 無線
LAN802.11ad/ay

●

ビデオ/オーディオ/ラジオのテスト
ベンチトップ PXI AXIe テスト 

セット
既存 
モデル4

通信標準 リアルタ 
イム機能1

N5182B MXG
N5172B EXG

E8267D 
PSG

M9381A
PXIe VSG

M9383A
PXIe MW VSG

M9420/21A
PXIe VXT

M819xA
AXIe AWG

E6640A EXM

N7611C ラジオ放送 ● ● ●2

N7623C デジタルビデオ
(w/DOCSIS3.1)

● ● ● ●2 ●

N7640C 陸上移動無線 ● ●2

1.  特定の規格に対応しています。詳細については特定の製品技術の概要を参照してください。
2.  「ファイルエクスポート」ベースの波形再生のみをサポートします。
3.  パワーアンプテスト用では、E8267DはDPDおよびCFRのみをサポートします。またこれは、広帯域DPDソリューション向けに、M8190Aと共にアップコンバーターとしても 

使用できます。
4.  Signal Studioの旧製品（N76xxB）と対応ハードウェアの詳細については、こちらを参照してください。www.keysight.com/find/signalstudio_platforms

https://www.keysight.com/us/en/software/application-sw/signal-studio-software/w-cdma-hspa--signal-creation-and-offline-playback.html
https://www.keysight.com/us/en/software/application-sw/signal-studio-software/cdma2000--1xev-do-signal-creation-and-offline-playback.html
https://www.keysight.com/us/en/software/application-sw/signal-studio-software/gsm-edge-evo-signal-creation-and-offline-playback.html
https://www.keysight.com/us/en/software/application-sw/signal-studio-software/td-scdma-hspa-signal-creation-and-offline-playback.html
https://www.keysight.com/us/en/software/application-sw/signal-studio-software/lte-and-lte-advanced-fdd-enb-receiver-testing.html
https://www.keysight.com/us/en/software/application-sw/signal-studio-software/lte-and-lte-advanced-tdd-enb-receiver-testing.html
https://www.keysight.com/us/en/software/application-sw/signal-studio-software/pre-5g-signal-creation-and-playback.html
https://www.keysight.com/us/en/software/application-sw/signal-studio-software/5g-nr-signal-creation-and-playback.html
https://www.keysight.com/us/en/software/application-sw/signal-studio-software/bluetooth--signal-creation-and-offline-playback.html
https://www.keysight.com/us/en/software/application-sw/signal-studio-software/dfs-radar-profile-signal-creation-and-offline-playback.html
https://www.keysight.com/us/en/software/application-sw/signal-studio-software/short-range-communications-waveform-signal-creation-and-offline-.html
https://www.keysight.com/us/en/software/application-sw/signal-studio-software/mobile-wimax_-signal-creation-and-offline-playback.html
https://www.keysight.com/us/en/software/application-sw/signal-studio-software/wlan-802-11-waveform-signal-creation-and-offline-playback.html
https://www.keysight.com/us/en/software/application-sw/signal-studio-software/mmwave-wlan-signal-creation-and-playback.html
https://www.keysight.com/us/en/software/application-sw/signal-studio-software/broadcast-radio-signal-creation-and-offline-playback.html
https://www.keysight.com/us/en/software/application-sw/signal-studio-software/digital-video-signal-creation-and-offline-playback.html
https://www.keysight.com/us/en/software/application-sw/signal-studio-software/land-mobile-radio--lmr--signal-creation-and-playback.html
http://www.keysight.com/find/signalstudio_platforms
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レーダー、ポジショニング、トラッキング、ナビゲーション
ベンチトップ PXI AXIe テストセット

既存 
モデル3

通信標準 リアルタ 
イム機能1

N5182B MXG
N5172B EXG

E8267D 
PSG

N519xA 
UXG

M9381A
PXIe VSG

M9420/21A 
PXIe VXT

M819xA AXIe 
AWG

E6640A EXM

N7609C グローバルナビゲーション
衛生システム（GNSS）

● ● ● ● ● ●

N7620B パルスビルディング ● ● ● ● ●

N7660C マルチエミッター信号生成
（MESG）

●

Singal Studioソフトウェアと使用可能な測定器（続き）

汎用
ベンチトップ PXI AXIe テスト 

セット
既存 
モデル3

通信標準 リアルタ 
イム機能1

N5182B MXG
N5172B EXG

E8267D 
PSG

M9381A
PXIe VSG

M9383A
PXIe MW 
VSG

M9420/21A
PXIe VXT

M9336A
PXIe AWG
P9336A
USB AWG

M819xA
AXIe AWG

E6640A EXM

N7605C リアルタイムフェー
ジング

●

N7608C カスタム変調 ● ● ● ●2 ●2 ●2 ●

N7614C パワーアンプテスト ● ● ● ● ● ● ●

N7621B マルチトーン歪み ● ● ●

N7622C IQツールキット ● ● ● ● ● ●

1.   特定の規格に対応しています。詳細については特定の製品技術概要を参照してください。
2.   「ファイルエクスポート」ベースの波形再生のみをサポートします。
3.  Signal Studioの旧製品（N76xxB）と対応ハードウェアの詳細については次のサイトを参照してください。 

www.keysight.com/find/signalstudio_platforms

www.keysight.com/find/signalstudio_platforms
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Signal Studioは、2Gから5Gおよびその他最新の規格に準拠したソリューションの包括的なスイートを提供しています。携帯電話テクノロジーの進化
とともに、Signal Studioも進化し、検証の簡素化と相互運用性の保証に貢献します。移動体通信におけるSignal Studioの例をいくつかご紹介します。

LTE/LTE-Advanced FDD/TDD

 – 3GPP LTE、LTE-Advanced、LTE-Advanced Pro（NB-IoT/eMTCと合わせて）通信規格に準拠 
した、キーサイトによって検証／性能を最適化した標準信号の作成

 – E-UTRAテストモデル（E-TM）と固定標準チャネル（FRC）に定義済みセットアップを使用
–– リアルタイム信号生成を使用して閉ループHARQとタイミング調整テストを実行
 – eNB容量テスト用のARBをベースとしたマルチUEシミュレーション
–– マルチスタンダード無線機（MSR）信号生成を使用してマルチキャリアテストとマルチフ 
ォーマットテストを実行

移動体通信

Verizon プレ5G (5GTF)

–– チャネルコード化とマルチアンテナポート・サポートを使用した、基地局、携帯端末トラン
スミッター、レシーバーのテスト用のVerizon プレ5G規格（5GTF）に準拠した信号の作成

–– シングルキャリアとマルチキャリアに対応（最大8キャリアまで）
–– カスタムOFDM変調解析またはプレ5G変調解析用の89600 VSAセットアップファイルまたは、 
カスタムOFDM Xシリーズ測定アプリケーションセットアップファイルへのエクスポート可能

5G NR (New radio)

 – LDPCと極性チャネルコード化およびマルチアンテナポートを使用した、3GPP 5G NRに 
準拠するBTSおよびUEテスト用の信号を作成

 – PDSCHとPDCCH用のダウンリンク・チャネル、PUSCH、PUCCH、PRACH用のアップリ 
ンク・チャネルをサポート

 – PUSCHとPDSCHによるマルチユーザーチャネル作成をサポート
–– 柔軟なサブフレーム割り当てによるダウンリンクとアップリンクの構成をサポート
–– シングルキャリアとマルチキャリア両方のサポートによる柔軟な信号設定が可能

Signal Studioの他の移動体通信製品の詳細
については下記をクリックしてください：

 – W-CDMA/HSPA+
 – cdma2000/1xEV-DO

 – GSM/EDGE/Evo

 – TD-SCDMA/HSPA

もっと詳しく知りたい 
ですか？
下記のボタンをクリックして、 
以下のSignal Studio製品に関す 
る技術概要をダウンロードして 
ください：

LTE/LTE-A Verizon プレ5G 5G NR (New Radio)

https://www.keysight.com/us/en/software/application-sw/signal-studio-software/w-cdma-hspa--signal-creation-and-offline-playback.html
https://www.keysight.com/us/en/software/application-sw/signal-studio-software/cdma2000--1xev-do-signal-creation-and-offline-playback.html
https://www.keysight.com/us/en/software/application-sw/signal-studio-software/gsm-edge-evo-signal-creation-and-offline-playback.html
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5992-2784EN.pdf
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5992-2789EN.pdf
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5992-2789EN.pdf
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5992-2238EN.pdf
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5992-2238EN.pdf
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5992-2762EN.pdf
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5992-2762EN.pdf
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無線LAN、Bluetooth、ZigBee、Z-Waveなどの無線接続方式は、より高速なデータサービスの拡大と共に進化を続けています。長距離と短距離のどち
らの無線接続の開発においても、キーサイトは競争に勝ち抜くための支援として、早い段階で新しい規格やテクノロジーの信号作成ソリューション
を提供できるように努力しています。キーサイトの無線コネクティビティ・ソリューションの例をいくつかご紹介します。

無線コネクティビティ

無線LAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax

 – IEEE 802.11a/b/g/j/p/n/ac/ah/ax 規格に準拠する、キーサイトによる検証済み／性能を最適化
した標準信号を作成

–– パワーアンプなどのコンポーネントのテスト用に、一部をコード化した信号を使用。フル・
チャネル・コード化の使用、MACヘッダー、空間ストリームマッピング、およびレシーバー
テスト用チャネルモデルのアプリケーションの柔軟な設定

–– 最大8ストリーム/アンテナでのMIMOテストをサポート
 – DFSレーダープロファイル用N7607C Signal Studio使用による、FCC、ETSI、日本MIC、韓国ま
たは中国のレーダー・テスト信号作成

Bluetooth

 – Bluetoot BR、EDR、LE 4.0、LE 4.2、Bluetooth 5バージョンの規格に準拠した、キーサイトに
よって検証済み／性能を最適化した標準信号を作成

–– 基本データレートおよび拡張データレートに、フル・コード化Bluetoothパケットと変調デー
タストリームを使用

 – 255バイトに拡大したBluetooth LE 4.2のデータ長に対応
–– より高いデータレートとロングレンジBluetooth 5のチャネルコード化用にシンボルレート
2Ms/sをサポート

–– パケットタイプDHx、2-DHx、2-EVx、3-DHx、3-EVxのレシーバー感度テストに、ダーティー
トランスミッター・テスト・セットアップを使用

IoT （モノのインターネット）
 – IEEE 802.15.4g Wi-SUN MR-FSKおよびMR-OFDM、IEEE 802.15.4 O-QPSK/BPSK ZigBee規格の
信号作成

 – ITU-T G.9959 FSK/GFSK Z-Wave規格の信号作成
 – LoRa CSS規格の信号作成
–– レシーバーテスト用のフルコード化信号作成
–– レシーバーテスト用のMACヘッダーとデータタイプをフル・チャネル・コード化／柔軟に設
定した信号を提供

無線コネクティビティ用のSignal 

Studio製品の詳細については、以下 
をクリックしてください：

 – DFSレーダープロファイル
 – Mobile WiMAX ™
–– ミリ波 無線LAN 802.11ad/ay

もっと詳しく知りたい 
ですか？
下記のボタンをクリックして、 
以下のSignal Studio製品に関す 
る技術概要をダウンロードして 
ください：

無線LAN Bluetooth IoT

https://www.keysight.com/us/en/software/application-sw/signal-studio-software/dfs-radar-profile-signal-creation-and-offline-playback.html
https://www.keysight.com/us/en/software/application-sw/signal-studio-software/mobile-wimax_-signal-creation-and-offline-playback.html
https://www.keysight.com/us/en/software/application-sw/signal-studio-software/mmwave-wlan-signal-creation-and-playback.html
https://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5992-2742EN.pdf?id=2949830
https://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5992-2739EN.pdf
https://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5992-2782EN.pdf
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デジタルビデオ
–– コンポーネントやレシーバーテスト用の規格に準拠したシングル／マルチキャリア・
デジタルビデオの波形の作成。DVB-T/H/T2/C/S/S2、ISDB-T/TB/TSB/Tmm、J.83 Annex 

A/B/C、DOCSIS 3.1アップストリームおよびダウンストリームなどの基準をサポート
 – DVB-T/H/T2/C/S/S2 & ISDB-T用のリアルタイム信号発生器の作成
–– 複数のペイロードタイプから選択：主観的評価用のMPEG2-TSファイルまたはColor Bar、また
はBERテスト用のデータパターン

–– コンポーネントまたはレシーバーのテスト用にAWGN、I/Q信号劣化、マルチパスを使用した
フルコード化信号の作成

ビデオ／オーディオ／ラジオのテスト

モバイルサービスの品質向上への要求に対応するため、ビデオ放送、オーディオシステム、無線システム、携帯用デバイスなどの技術がどんどん進
化しています。Signal Studioなら、衛生、地上波、モバイルやケーブルデジタルビデオ、放送音声や無線機テストシステムのいずれに対しても、モ
バイルデバイスやセットトップボックス製品のデザインや製造テストの課題に対処するためのツールを提供できます。ソリューションの例をいくつ
かご紹介します：

ラジオ放送
 – FMステレオ/RDS/RBDS、DAB/DAB+、T-DMB、DMB-Audioのコンポーネントやレシーバーの
テスト用の規格に準拠した波形の作成

 – XM用のARB波形またはリアルタイム信号を提供
–– 複数のペイロードタイプから選択：WAV、MP2またはAAC+音声ファイル、ETIまたはSTIスト
リームファイルまたはデータパターン

–– 主観的テスト用の音声サンプルファイルおよびETIデモ・ストリーム・ファイルを提供
–– 最大12のマルチキャリア/マルチチャネルの独立設定
–– 性能テスト用のリアルタイム・フェージング、AWGN、干渉を追加

陸上移動無線の無線機テスト
–– チャネルコード化と所定のテストパターン生成を使用した、ユーザー装置または固定ステー
ションにおけるテスト用の、LMR APCO25フェーズ1の規格に準拠した信号の作成

–– キーサイト対応の信号発生器を使用したLMR信号波形のダウンロードと再生
 – HTML5とJavaScriptによって構築された強力で使いやすいグラフィカル・ユーザーインタフェ
ースにより容易にテストを設定

 – Red Hat Enterprise Linux、Microsoft Windows 7および10に対応

もっと詳しく知りたい 
ですか？
下記のボタンをクリックして、 
以下のSignal Studio製品に関す 
る技術概要をダウンロードして 
ください：

デジタルビデオ ラジオ放送 陸上移動無線

http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5992-2786EN.pdf
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5992-2783EN.pdf
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5992-2614EN.pdf
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レーダー、ポジショニング、トラッキング、ナビゲーション

レシーバー検証の際には、高度な信号作成ツールにより、レーダー、ポジショニング、トラッキング、ナビゲーションシステムの動作環境のき 
わめて現実的なシミュレーションが可能です。かつてはラック何台分ものテスト機器が必要だった作業を、コストパフォーマンスの高い測定器と
Signal Studioを組み合わせて実現できます。レーダー、ポジショニング、トラッキング、ナビゲーションのアプリケーションの例をいくつかご紹 
介します：

グローバルナビゲーション衛生システム（GNSS）
–– グローバル・ポジショニング・システム（GPS）、ロシアのグローバル・ナビゲーション
衛生システム（GLONASS）、ヨーロッパのナビゲーションシステム（Galileo）、中国の 
ナビゲーション衛生システム（BeidouまたはCompassとしても知られる）、SBAS/QZSS 

用の、マルチ衛生信号をリアルタイムで作成
–– 静止レシーバー用の静的シナリオ、または移動レシーバー用の動的シナリオをサポート
–– 保存したシナリオファイルを使用して最大24時間のシミュレーション、または連続シナリ
オ作成モードによりさらに長時間のシミュレーションが可能

–– 衛生可視性、電力、マルチパス、擬似レンジ誤差をリアルタイムで制御
–– カスタムシナリオの作成または編集、レシーバー・アンテナ・パターン・モデリングをサ
ポート

–– 移動レシーバーシナリオ用の軌跡ジェネレーターユーティリティーを提供
–– ベーシックモードでは製造テスト用にGPS、GLONASS、Galileo、Beidou (Compass)、 
SBAS、QZSSの単一の衛生をシュミレートする波形ファイルを提供

マルチエミッターシナリオ作成（MESG）
 – 0～40GHzの電子戦（EW）テスト用の、検証済み／性能を最適化したマルチエミッター信
号シナリオの作成

–– 振幅、周波数、パルス幅、パルス変調、PRI、コヒーレント処理間隔、メカニカルおよび 
電子のアンテナスキャン調節によるグラフィカル・ユーザーインタフェースのレーダーエ
ミッターの定義

–– 電子走査アレイによってレーダーを刺激するためにレーダードウェルを定義
–– レーダーエミッターをマルチエミッター・シナリオに組み合わせる

パルスビルディング
–– リニア／ノンリニアFMチャープ、FMステップ、AMステップ、BPSK、QPSK、Barkerコー
ド、Frankコード、多相コードなど、さまざまなパルス内変調フォーマットやカスタムフォ
ーマットに対応する波形の作成

–– 測定器のメモリを最大化して長いシナリオを再生可能にするために複雑なパルスパターン
を作成し、保管、リコールが可能

–– 繰り返し間隔、繰り返し回数、パルスごとの周波数／位相／パワーオフセットの設定

もっと詳しく知りたい 
ですか？
下記のボタンをクリックして、 
以下のSignal Studio製品に関す 
る技術概要をダウンロードして 
ください：

GNSS パルスビルディング MESG

https://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5992-2740EN.pdf?id=2949824
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5991-0779EN.pdf
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5992-0405EN.pdf
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汎用

さまざまなRF／マイクロ波テストアプリケーションにおいて、Signal Studioを使用すれば、テストセットアップの簡素化により開発時間を短縮し、
テスト全体のコストを削減できます。革新的な信号作成／性能最適化ツールにより、レシーバーやそのコンポーネントの開発と製造の作業を加速 
できます。信号にリアルタイムフェージングやCFR/ET/DPDパワーアンプ技術を適用したり、カスタム定義の変調信号を作成することができます。 
いくつか例をご紹介します：

エンベロープ・
トラッキング

オン

オン

エンベロ
ープ信号
発生器

ETPS
VREF

VCC

RF信号
発生器

シグナル・
アナライザPA

デジタルプ
リディストー
ション

クレスト・フ
ァクタ・リダ
クション

Thr

波形

I/Q波形ダウンロードツールキット
–– カスタムI/Q波形をダウンロードするための無料のソフトウェア
–– 対応フォーマット：MATLAB “MAT File”、ASCII/CSV/DAT、キーサイト16ビット／14ビ 
ット、Tek Arb浮動小数点フォーマット、Tek Arbパターンフォーマット

–– 大きな波形サイズ（128 MSa）に対応、周波数、振幅、ALCなどの制御
 – I/Q信号劣化および調節

パワーアンプ・テスト
–– クレスト・ファクタ・リダクション（CFR）、エンベロープ・トラッキ
ング（ET）、デジタル・プリディストーション（DPD）を用いてパワ
ーアンプ（PA)のテストフローを実行。広帯域DPD、デュアルバンドET/

DPDおよびお客様から提供されるIP DPDに対応
–– 波形ブロックで、ユーザー定義のI/Q波形、Signal Studioの波形、プリ
ロードされた無料の波形をインポート可能

 – CCDF、AM-AM、AM-PM、ACPR、Raw EVM、Demod EVM、Dynamic 

EVM、EVM対 パワー、PAE対 時間、PAE対 PA出力パワーなどのPA測定
結果を表示可能

–– エンベロープ信号とRF信号は自動的にアライン／手動調節が可能

カスタム変調
 – FBMC、UFMC、GFDM、F-OFDMアナログ（SCMA、NOMA多元接続）を含む5G候補波形の作成
–– アナログ変調、車載用レーダー、無線インタフェース、陸上移動無線、デジタルビデオ、放送
音声、最新無線、5G、航空宇宙/防御カスタム/専用アプリケーション向けにカスタムOFDM、 
IQ波形を作成

 – OFDMおよびIQクイックセットアップのカスタマイズにより、LTE、無線LAN 802.11a、 
802.15.4、802.15.4g、ITU G.9959、DVB-T/H、ISDB-T、DVB-S2X、DOCSIS 3.1、APCO25、 
TETRA、NXDN、dPMR、DECT、DMR、ARIB、DAB、CDR DMRなどのアプリケーションに 
対応可能

–– 変調解析およびMIMOセットアップの生成のために、89600セットアップファイルまたはX 

シリーズ測定アプリケーション・セットアップファイルに保存

もっと詳しく知りたいですか？
下記のボタンをクリックして、以下の
Signal Studio製品に関する技術概要を 
ダウンロードしてください：

カスタム変調 パワーアンプ IQ波形

http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5992-2513EN.pdf
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5992-2741EN.pdf
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5990-9435EN.pdf
https://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5992-2782EN.pdf
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Signal Studio ProおよびSignal Studio Xソフト
ウェアは2種類のライセンスを提供していま
す: PCライセンス（N76xxAPPC）および波形
再生ライセンス（N76xxEMBC） 特定のSignal 

Studio製品に関するライセンスの詳細について
は、製品の技術概要を参照してください。

 – N76xxAPPCはPCベースのライセンスによ
ってN76xxCソフトウェアはフル機能モー
ドで動作することができ、ライブ接続を生
成／可能にし、信号波形を信号発生器また
はAWGにダウンロードすることができま
す。N76xxAPPCは、通常、研究開発チー
ムに推奨しているものです。

 – N76xxEMBCは組み込みライセンス
で、信号発生器またはAWG上で作動
し、N76xxCソフトウェアにライブ接続せ
ずにオフラインで信号波形を再生できま
す。N76xxEMBCは製造チーム、または波
形が予め生成されている場合に推奨して
います。

APPCライセンスあり

Keysight X-Series Signal Generators

Download to 
1 or more instruments

Export Waveform File (.wfm)

No EMBC license is needed on SG for playback,
but waveforms cannot be extracted

Signal Studio APPC License 
Running on a PC Laptop

Signal Studio
Waveform File 

Playback offline with 
EMBC license

EMBCライセンスあり

Signal Studio EMBC License 
Running on X-Series Signal Generator

Signal Studio
Waveform File 

Playback offline with 
EMBC license

N76xxCソフトウェア N76xxAPPCライセンスあり N76xxAPPCライセンスなし
操作モード フル機能モード オフラインモード
ライブ接続 適1、2 不適
プログラミングAPI 適 不適
VSA setxまたはXシリーズの測定アプ
リケーションに必要なセットアップ
ファイルをエクスポートする（お持
ちの場合）

適 不適

波形エクスポート 適3 適3

ライセンス N76xxAPPC N76xxEMBC

使用量 N76xxCソフトウェアをフル機能
モードで使用可能

信号発生器またはAWGでオフラ
イン波形再生が可能

ライセンスタイプ ノードロック、トランスポータ
ブル、ネットワークフローティ
ング、USBポータブル

ノードロック、トランスポー
タブル

オフラインでの波形再生 不適/適4 適

1.  波形再生には、信号発生器またはAWGに波形再生ライセンスであるN76xxEMBCが内蔵されている必要はありません。
2.  ダウンロードした波形は名前変更もしくは不揮発性メモリに保存することができません。新たにダウンロードした 

ものは、異なる波形再生が必要です。
3.  オフラインでの波形再生は、信号発生器またはAWGに内蔵型の波形再生ライセンスが必要となります（N76xxAPPC

もしくはN76xxEMBC）。
4.  N76xxAPPCはN76xxEMBCの上位セットです。PXIe/AXIe PCコントローラーにインストールされている場合は、オフ

ラインで波形再生ができます。

Signal Studio Pro、Signal Studio X PC、波形再生ライセンス

PCノートパソコン上で作動する
Signal Studio APPCライセンス

キーサイトXシリーズ信号発生器

1台以上の測定器 
へのダウンロード

信号発生器（SG）での再生にEMBCライセンスは
必要ありませんが、波形の抽出はできません

波形ファイルのエクスポート（.wfm）

EMBCライセンスでオ 
フライン再生

Singal Studio  
波形ファイル

Singal Studio  
波形ファイル

EMBCライセンスでオ 
フライン再生

Xシリーズ信号発生器で作動するSingal 
Studio EMBCライセンス
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柔軟なライセンス条件
以下の各ライセンスタイプには永久ライセンスまたはタイムベース（サブスクリプション）ライセ
ンスがあり、下記の通りに表示されています。タイムベースライセンスの価格には有効なサポート
契約が含まれています。永久ライセンスをお選びの場合は、キーサイトのテクニカルサポートへの
アクセスおよびソフトウェアのアップデートには別個のサポート契約が必要となります。

ライセンスタイプ 概要 価格公式
ノードロック 特定の測定器/コンピュータに対してライセンスを使用

できます。
トランスポータブル 1度に1台の測定器またはコンピュータに対してライセ

ンスを使用できます。このライセンスはキーサイトの
オンラインツールを使用している別の測定器またはコ
ンピュータにトランスファーできる場合があります。

ノードロックの130%

USBポータブル 別途購入の認定USBドングルを使用しているエンドユ
ーザーのみ、1台の測定器/コンピュータから別の測定
器にライセンスを移行することができます。

ノードロックの130%

フローティング ネットワーク接続された測定器/コンピュータのライセ
ンスにサーバから1つずつアクセスできます。同時アク
セスには、複数のライセンスの購入が必要になる場合
があります。

ノードロックの140%

永久 ソフトウェアライセンスを無期限に使用できます。
タイムベース ソフトウェアライセンスは12か月というように、期間

限定の使用になります。
12か月で永久ライセン 
スの38%

永久ライセンスのサ
ポート契約

ライセンス保持者はキーサイトのテクニカルサポート
にアクセスでき、すべてのソフトウエアにおいてアッ
プグレートが可能です。

12か月のサポートで永 
久ライセンスの15%

波形パック ライセンスとキーサイトのSignal Studioソフトウェアで
作成した個々の波形再生 波形パックには5パックと50
パックがあります。

Singal Studio オーダー情報

PCベースライセンス（N76xxAPPC）
ソフトウェアライセンス 概要 サポートサブスクリプション
R-Y5B-001-A2 ノードロック　無期限 R-Y6B-001-z2

R-Y4B-001-z1 ノードロック 12か月 含まれるもの
R-Y5B-004-D2 トランスポータブル永久ラ 

イセンス
R-Y6B-004-z2

R-Y4B-004-z1 トランスポータブル 12か月 含まれるもの
R-Y5B-002-B2 フローティング 無期限 R-Y6B-002-z2

R-Y4B-002-z1 フローティング 12か月 含まれるもの
R-Y5B-005-E2 USBポータブル 無期限 R-Y6B-005-z2

R-Y4B-005-z1 USBポータブル 12か月 含まれるもの

波形再生ライセンス（N76xxEMBC）
ソフトウェアライセンス 概要 サポートサブスクリプション
R-Y5B-001-A2 ノードロック 無期限 R-Y6B-001-z2

R-Y4B-001-z1 ノードロック 12か月 含まれるもの
R-Y5B-004-D2 トランスポータブル永久ラ 

イセンス
R-Y6B-004-z2

R-Y4B-004-z1 トランスポータブル 12か月 含まれるもの

1. zは異なるタイムベースライセンスの継続期間を意味します。Fは6か月、Lは12か月、Xは24か月、Yは36か月を意味しま
す。すべてのタイムベースライセンスは、タイムベース期間と同期間のサポートサブスクリプションが含まれます。

2. zは異なるサポートサブスクリプション期間です。Lは12か月（デフォルト）、Xは24か月、Yは36か月、Zは60か月を
意味します。サポートサブスクリプションは、すべての永久ライセンスでデフォルトとして12か月間購入する必要が
あります。すべてのソフトウェアのアップグレードとキーサイト・ケアサポートは、有効なサポートサブスクリプシ
ョンとともにソフトウェアライセンスに付属しています。永久ライセンスのサポートサブスクリプションは、マンス
リーサポート延長により延長が可能です。 
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詳細情報：www.keysight.co.jp

キーサイト・テクノロジーの製品、アプリケーション、サービスの詳細については、最寄りの
キーサイト・オフィスまでお問い合わせください。完全なリストについては次のサイトをご覧
ください：www.keysight.com/find/contactus

ハードウェア・コンフィギュレーション
使用可能なハードウェアと必要なコンフィギュレーションの詳細については、こちらを参照してください： 
www.keysight.com/find/SignalStudio_platforms

PCの必要条件
PCはSignal Studioの作動に必要です。
www.keysight.com/find/SignalStudio_pc

モデル番号とオプション
Signal Studioライセンス、モデル番号、オプションの詳細については、こちらを参照してください： 
www.keysight.com/find/signalstudio_model

Singal Studioソフトウェア
最新および旧型のSignal Studioソフトウェアのダウンロードについては、こちらを参照してください
www.keysight.com/find/signalstudio_software

購入前にお試しください。
Signal Studioソフトウェアの30日間無料試用版では、対応できるプラットフォームにて 
無制限で信号作成などの機能や特徴をお試しいただけます。オンラインでこちらから 
試用ライセンスを入手してくださいwww.keysight.com/find/Signal Studio_trial
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