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信頼性の高い測定

N4391Aを使用すれば、非常に信頼性の高いテスト結果が得られます。

これは、信号品質の仕様化と同じパラメータを使って測定したシステム性能仕様を提供
することにより実現されます。このため、Keysight N4391Aの測定結果からは、測定器
の性能ではなく、信号の性能が分かります。これは、非常に簡単な設定でユーザーがす
ぐに検証できます。

N4391Aは、最高の柔軟性を備えた非常に高度な信号処理アルゴリズムを搭載しています。

本器に搭載されているアルゴリズム
・ シングル／デュアル偏波ユーザー信号の検出
・ ほとんどの変調方式に対してトランスペアレント
・ インチャネルCD/PMD測定／補正
・ ニーズに合ったアルゴリズムの内部パラメータを簡単かつ柔軟に選択可能
・ インラインMATLABデバッグ機能

N4391Aは、困難なエラーをデバッグするための高度なツールセットに加えて、多くのRF
エンジニアによって実証済みのツールを備えています。

解析ソフトウェアは、業界標準のKeysightベクトル信号解析（VSA）ソフトウェアをベー
スに、デュアル偏波データ処理などの光学要件に対応するように機能が拡張されていま
す。この解析ソフトウェアは、RF/モバイル・エンジニアリング・ラボの主力ツールで、
複雑な変調（ベクトル変調）光信号の解析に欠かせないツールをすべて備えています。ま
た、測定信号のシグナルインテグリティを評価するための多くのパラメータがあります。
最も一般的なパラメータは、最大4096シンボルのエラーベクトル振幅（EVM）のノーマラ
イズされた幾何学的誤差です。さらに、ニーズに応じて、演算機能やマクロ機能によっ
てこの機能を拡張することもできます。

光コンスタレーション
32 QAM、X平面

光コンスタレーション
32 QAM、Y平面

パワースペクトラム
振幅スペクトラム

カラーコード化
32 QAM I-アイ

カラーコード化
32 QAM Q-アイ

イコライザ応答
位相誤差

図1.

特長と利点

・ 最大33 GHzの真のアナログ 
帯域幅

・ 最大60 Gボーのシンボルレート
解析機能

・ 性能検証を簡単に実行可能

・ 一般的なQPSK光トランスミッ
タの1/4の優れたノイズフロア

・ 4チャネル偏波ダイバーシティ 
検出

・ リアルタイムサンプリングによ
る光位相トラッキング

・ ユーザーが選択可能な位相トラ
ッキング帯域幅

・ 仕様化された測定器性能

・ 100Gおよび次世代テラビット
レートに対応するための、様々
な変調方式をサポート

・ RF解析で一般的なエラーベクト
ル概念を採用

・ クロック入力／ハードウェア・
クロック・リカバリが不要

・ PRBSまたは実際のデータを 
解析

・ リアルタイムでの高分解能スペ
クトル解析

・ レーザ線幅測定

・ 偏波多重信号のビットエラー 
解析も可能

・ CD/1次PMD補正および測定
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偏波
コンバイナ

X平面
変調器

Y平面
変調器

ビーム
スプリッタ

トランスミッタ
レーザ

偏波
コンバイナ

X平面
変調器

Y平面
変調器

ビーム
スプリッタ

信号入力

トランスミッタのシグナルインテグリテ
ィの評価
・ トランスミッタの性能検証
・ 製造時のトランスミッタの最適調整
・ トランスミッタベンダの評価
・ 製造時の最終合否テスト
・ トランスミッタコンポーネントの信号
忠実度の評価

ホモダインコンポーネントの評価
・ 搬送波レーザの位相雑音に影響されな
いコンポーネント評価

・ 変調器のシステム評価
・ 増幅器の変調器ドライバの性能検証
・ 高機能デバッグ

コンポーネントの評価
・ コストパフォーマンスの高い変調器の
評価

・ コストパフォーマンスの高い変調器ド
ライバの評価

・ IQ変調器における最終仕様テスト
・ 高度な研究

その他のトランスミッタテスト
・ 効率的な変調方式の高度な研究
・ トランスミッタ開発での高度なデバッグ
・ 搬送波レーザの評価
・ 物理層でのBER検証
・ ストークス領域での信号解析による
トランスミッタ出力の偏波特性の検
証。図5に、ストークス領域における
DP-QPSK信号の分布例を示します。

図2.

図4.

図5.

トランスミッタの信号評価アプリケーション

信号入力

トランスミッタ
レーザ

偏波
コンバイナ

X平面
変調器

Y平面
変調器

ビーム
スプリッタ

局部発振器入力

図3.
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コヒーレント
レシーバ

トランスミッタ

リンクテストアプリケーション

リンクの評価

新しく追加された機能では、ベクトル変
調信号における各種歪み成分を検出する
ことにより、光リンクの特性評価を行う
ことができます。このツールにより、光
リンクからレシーバに至るまでの各要素
におけるベクトル変調信号解析が可能と
なります。

リンクテスト用ツール
・ CD補正
・ インチャネルCD測定
・ PMD補正
・ インチャネル1次PMD測定
・ ループテストでのトリガモード（ゲーテ
ィング）

・ 4種類のCD補正アルゴリズム
・ 4種類のPMDアルゴリズム
・ 信号品質の指標となるエラーベクトル
振幅の測定

・ 物理層BER
・ ユーザー定義アルゴリズムのサポート

以上のツールを使用すれば、CD/PMD/
Loss/PDLなどの各種リンク障害が信号
品質に与える影響を簡単に図示できます。
非線形のリンク障害の影響もEVMで評価
できます。

図6.

図7.　左の画面はCD補正前の信号、右の画面は使用可能なCD補正アルゴリズムの1つを適用した後
のコンスタレーションを示しています。

CD/PMD測定

光リンク上で発生する障害によって受信信号で発生した歪みは、コンスタレーションの
歪みとして表われます。この歪みを効果的にかつリアルタイムに補正するアルゴリズム
については、現在各種の研究テーマとなっています。N4391Aに搭載される高度なCD/
PMDアルゴリズムは、このような歪みの補正だけでなく、インチャネルCDや1次インチ
ャネルPMDの測定にも対応できます。
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アルゴリズムの開発

図8.　N4391Aの信号フロー（基準レシーバのプリプロセス、最終プロセス、デコード、表示）。

基準レシーバ

信号
ADC

ADC

ADC

ADC

コヒーレント
電気-光
レシーバ

フロント
エンド補正
スキュー
補正

ユーザー
アルゴ
リズム／
Keysight
アルゴ
リズム

搬送波リカバリ
リサンプリング
イコライゼー
ション
解析ツール
ディスプレイ

最終処理/UIユーザーアルゴリズム

ユーザーアルゴリズムの統合

仕様化された基準システムを使用することにより、コヒーレントレシーバの開発プロセ
スを大幅に短縮でき、テスト結果の信頼性を高めることができます。開発初期で、レシ
ーバのハードウェアが入手できない状態でも、アルゴリズムの開発を開始できます。

図8は、光変調アナライザの信号フローを示しています。基準レシーバは、コヒーレント
信号検出、アナログ／デジタル変換、および光ハイブリッドや信号検出に起因する物理
的な劣化の補正を含みます。これは、最大32 GHzの真のアナログ帯域幅を実現する、理
想に近いレシーバです。

基準レシーバからの出力信号は、キーサイト独自、もしくはユーザー定義のアルゴリズ
ムを用いたデータ・ポストプロセッシング・システムに入力されます。アルゴリズムの
順序は自由に選択でき、測定中の変更も可能です。

さらに、この基準生データは、記録、保存、再生が可能です。記録しておいたデータは、
別のパラメータまたはユーザーアルゴリズムを使用して再度解析できるので、ポストプ
ロセッシングがさらに柔軟になります。

プログラミング環境としては、ネイティブC、C++、MATLAB®などの広く使用されてい
るツールをサポートします。

測定器にはMATLAB/Visual C#プログラミング環境が付属し、ユーザーアルゴリズムの
開発にすぐに取り掛かることができます。
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アルゴリズムの開発（続き）

図9.　N4391Aのユーザー定義／事前定義アル
ゴリズムの管理画面。右側のリストでは、測定
中でも順序の変更が可能。

図10.　同じ入力信号に対して、位相トラッキン
グで2つのループ利得を設定した場合のN4391A
での解析

位相トラッキング（高ループゲイン） 位相トラッキング（低ループゲイン）

偏波／位相トラッキングのループゲイン

偏波と位相トラッキング用のアルゴリズムについては、高い柔軟性を備えた既知のアル
ゴリズムがすでにQAMやPSK方式に対しても応用されています。さらに機能拡張によっ
て、偏波や位相トラッキングのループ利得の変更が可能になっています。

これにより、ユーザーレシーバと同じトラッキングゲインでN4391Aでの測定ができ、最
終的なトランスミッションシステムに非常に近い結果を得ることができます。
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光コンスタレーションダイアグラム

コンスタレーションダイアグラムでは、情報は指定のタイムインターバルでのみ表示
されます。コンスタレーションダイアグラムは、シンボルクロックタイムに対応する
I/Q位置を表示します。これらのポイントは一般に、検出デシジョンポイントと呼ば
れ、デジタルシンボルと解釈されます。コンスタレーションダイアグラムを使用する
と、不平衡、直交位相誤差、位相雑音などを簡単に特定できます。

コンスタレーションダイアグラムでは、コンスタレーションポイントの歪み／オフセ
ットを確認できるので、伝送信号の品質をすばやく解析できます。さらに、オフセッ
トや歪みが定量化されるので、測定間の比較が容易です。

コンスタレーション／アイダイアグラム解析

光I/Qダイアグラム

I/Qダイアグラム（極座標ダイアグラムまたはベクトルダイアグラムとも呼ばれる）に
は、復調データが、X軸の同相信号（I）対Y軸の直交位相信号（Q）として表示されます。
カラーコード化表示により、複雑なデータ統計もわかりやすく表示されます。

このツールにより、オーバーシュートの検出や、遷移が直線的でなく信号が帯域制限
されている、などの遷移動作の解析が可能となります。

I/Q信号のアイダイアグラム

アイダイアグラムは、シンボルクロックでトリガをかけたときの、I（実数）またはQ
（虚数）信号対時間の表示です。信号の実数（I）部と虚数（Q）部のアイダイアグラムが
同時に表示されるように、ディスプレイを設定することができます。

アイダイアグラムは、光オン／オフキーイング変調解析でよく知られている解析ツー
ルです。この解析機能が拡張され、虚数部が含まれるようになりました。

シンボルテーブル／エラーサマリ

この機能は、最も強力なデジタル復調ツールのうちの1つです。ここには、復調ビッ
ト列およびすべての復調シンボルのエラー統計が表示されます。EVMの実効値を検
討することにより、変調精度を簡単に評価できます。左の画にあるとおり、他の有用
なパラメータもレポートされます。

・ I/Qオフセット
・ 直交位相誤差
・ 利得不平衡

図11.

図12.

図13.

図14.



8

シグナルインテグリティ／ビットエラー解析ツール

エラーベクトル振幅

エラーベクトル・タイム・トレースでは、I/Q実測信号とI/Q基準信号から計算された
エラーベクトルが表示されます。データは、エラーベクトルマグニチュード、エラー
ベクトル位相、I成分だけ、Q成分だけで表示できます。

このツールを使用すれば、信号が理想信号と一致しているかどうかを即座に確認でき
ます。

図15.

図16.

位相誤差解析

エラーベクトル解析は、非常に強力なツールであり、EVMだけでなく、各シンボル
またはサンプルの振幅誤差や位相誤差を表示します（図16）。位相誤差は同じダイア
グラムの各サンプルポイントと各コンスタレーションポイントに対して表示され、遷
移中に何が起きているかを確認できます。

この情報から位相誤差の形状がわかります。すなわち、ジッタ解析と同様に、繰り返
し形状かランダム形状かにより、位相誤差の原因を知ることができます。

図17.

エ
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ベ
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ベクトル位相
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M

IQ実
測

IQ基準

IQ位相誤差

Q

Q誤差

I 誤差
I

IQ振幅誤差

Ø EVM [n] = √I 誤差 [n]2 + Q 誤差 [n]2

ここで、[n]＝シンボルタイムでの測定
I 誤差＝I 基準－I 実測
Q誤差＝Q基準－Q実測
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スペクトル解析とトランスミッタレーザ特性評価

狭帯域、高分解能スペクトラム

狭帯域、高分解能スペクトラムでは、タイムドメイン信号をフーリエ変換したスペク
トラムが表示されます。中心周波数は、ユーザーインタフェースで入力された局部発
振器の周波数と一致します。

このツールでは、解析信号のスペクトラムの概要や、そこから導かれる伝送システム
に対するチャネル帯域幅の要求などを確認できます。スペクトログラムは、スペクト
ラムの時間軸上での変化を表したもので、搬送波レーザのドリフトのモニタも可能で
す（図18を参照）。

図19.

スペクトログラム

スペクトログラム表示は、データをモニタするもう1つの方法です。スペクトログラ
ム表示では、振幅値がカラーコード化され、スペクトログラムの各水平線は1つの測
定レコードを表します。

スペクトラムの時間変化により、通常は目視できない発生頻度の少ない偶発的なイベ
ントも検出できます。

さらに、トランスミッタレーザの長期ドリフトを検出したり、レーザスペクトラムの
周期的な様相を検出することも可能です。

図18.

図20.

エラーベクトルスペクトラム

EVM対時間データのFFTを計算することにより、EVMスペクトラムが計算できます。
エラートレースの周期的な成分は、エラーベクトルスペクトラムに1本の線として表
示されます。

このツールを使って検出された信号を解析することにより、通常は見えない、ノーマ
ルスペクトラムに重なっているスプリアスを検出できます。これにより、最高の信号
品質のトランスミッタの作成や、発見困難な伝送システムの問題の検出に役立ちます。

レーザ線幅測定

最先端の光変調方式により動作する光コヒーレント伝送システムでは、トランスミッ
タ信号の性能（ひいてはシステムペナルティ）は、トランスミッタレーザの安定度に大
きく依存します。このスペクトル解析ツールでは、変調されていないトランスミッタ
レーザの測定時間内の周波数偏移も表示できます。図21は、DFBレーザの周波数偏
移をY軸、測定時間をX軸で示しています。

レーザの時間分解周波数安定度を詳細に解析し、モードホップの原因となるエラーを
検出することができます。

図21.
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ジェネリックAPSKデコーダ

ユーザー設定可能なAPSKデコーダ

この新しいジェネリックデコーダを使用すれば、印加したIQ信号に合わせたカスタ
ムデコード方式を設定できます。

最大8個の振幅レベルと最大256個の位相レベルを自由に組み合わせて使用すること
ができます。このため、独自の変調方式をほとんど制限なく自由に定義／評価でき
ます。

設定は非常に簡単です。以下に例をいくつか示します。

光デュオバイナリデコーダ

40 G伝送システムでは、通常、光デュオバイナリフォーマットが使用されています。
トランスミッタ出力またはリンク上の物理層信号をテストするために、現在の解析ソ
フトウェアは、この一般的な光フォーマットに対応しています。測定器および解析ソ
フトウェアの定義済みの設定には、予め設定された光デュオバイナリデコーダが含ま
れています。

図22.

16 PSK光デコーダ

これは、研究に用いられることがよくある、より複雑で純度の高い位相変調光信号の
例です。

ユーザー定義のAPSKデコーダでは、定義済みのデコーダで使用されているものと同
じ解析ツールを使用できます。

8 QAM光デコーダ

このコード化方式の例では、コンスタレーションポイント間の最長距離で、1シンボ
ル当たり3ビットを符号化できます。このため、優れたS/N比を実現できます。

図23.

図24.

図25.
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ジェネリックOFDMデコーダ

ユーザー設定可能なジェネリックOFDMデコーダ

OFDMは非常に複雑な変調方式です。連続するベクトルにより時間軸上で情報を伝送
するだけでなく、サブキャリア（サブキャリアの数はカスタマイズ可能）に乗せて周波
数軸上で情報を伝送します。またサブキャリアごとに変調方式を変えることができま
す。さらに、同期させるには通常、パイロットトーンを検出する必要があります。こ
のOFDMデコーダを使用すれば、デジタルOFDM信号のほとんどすべての変動を設定
できます。さらに、さまざまな方法で検出／解析することができます。以下に例をい
くつか示します。

OFDMエラーサマリ

コンスタレーションダイアグラムやシンボルのEVMなどのさまざまなグラフィカル
解析ツールに加えて、関連する誤差計算が示された詳細なエラーテーブルを利用で
きます。この機能を使用すれば、トランスミッタ出力またはリンク上の1つ以上の
OFDM信号品質パラメータを仕様化でき、トランスミッタやリンクの性能評価に有用
です。

シンボルのEVM

QPSK/M-QAM信号の場合と同様に、搬送波ごとにEVM（%rms）値を計算して、水平
軸上に表示することができます。これによってすべての搬送波の変調品質が分かりま
す。個々のバーはその搬送波の各シンボルのエラーベクトルを表し、エラーシンボル
の分布状況も分かります。

高分解能のOFDMスペクトラム

OFDM信号は、周波数ドメインに非常に近接して存在する複数の直交搬送波なので、
完全な信号ではスペクトラムが長方形に見えます。さらに、ODFM信号は通常、パイ
ロット／同期情報をさまざまなパワーレベルで搬送します。高解像度のスペクトラム
ディスプレイと他の解析ツールにより、定量的なOFDM信号解析が行えます。

図26.

図27.

図28.

図29.
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N4391Aのブロック図

1x2

X偏波

I/Qプロット

スペクトラム

時系列

Y偏波

搬送波リカバリ、
リタイミング／
リサンプリング、
イコライゼーション、
スライス／デコード

搬送波リカバリ、
リタイミング／
リサンプリング、
イコライゼーション、
スライス／デコード

LO入力信号 LO出力

90°光
ハイブリッド

90°光
ハイブリッド

50/50

光
フロントエンド
制御
ソフトウェア

時系列

スペクトラム

I/Qプロット

ユーザーアルゴリズム/Keysightアルゴリズム

フロントエンド補正／スキュー補正

ADC

平衡
レシーバ

平衡
レシーバ

平衡
レシーバ

平衡
レシーバ LO

PBS

ADC ADCADC

図30.　光変調アナライザのブロック図。
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N4391A用のInfiniium 90000 Qシリーズ オシロスコープ

最先端の電気／光測定では、適切なオシロスコープを使用することにより、測定対象を
適切に表示して現象を理解できます。

Qシリーズ オシロスコープは、キーサイトのマイクロ波に関する専門知識をリアルタイ
ム・オシロスコープに応用した最先端の製品で、開発背景にはこの考え方があります。Q
シリーズは、業界最高の帯域幅を備え、最高速の信号を正確に表示します。Qシリーズ 
オシロスコープをラボで使用すれば、真の最先端技術を実現できます。

仕様

・ 33 GHzのアナログ帯域幅
・ 2チャネルのサンプリングレート：160 GSa/s
・ 4チャネルのサンプリングレート：80 GSa/s
・ 2 Gポイントのメモリ
・ ＞20 GHzのエッジトリガ帯域幅
・ 30 GHzのプロービングシステム

特長と利点

・ 真のアナログ帯域幅（4チャネル）：最大33 GHz
・ シンボルレート：最大120 Gボー
・ 代表的なQPSKトランスミッタの1/4の優れたEVMノイズフロア
・ 4つのチャネルを備えたコンパクトなターンキーソリューション 
・ 4×80 GSa/sのリアルタイム・サンプリングによる最適な位相トラッキング
・ ユーザー独自のMATLABアルゴリズムを追加するための明確に定義されたインタ 
フェース

・ ユーザー設定可能なAPSK/OFDMデコーダ

図31.　Infiniium 90000 Qシリーズ オシロスコープ
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図32.　N4391Aは、困難なエラーをデバッグす
るための高度なツールセットに加えて、多くの
RFエンジニアによって実証済みのツールを備え
ています。

N4391A用のInfiniium 90000 Qシリーズ オシロスコープ（続き）

次世代の光通信の研究での使用

また、Qシリーズ オシロスコープとN4391A光変調アナライザを組み合わせて使用すれ
ば、フル仕様のターンキー測定器が実現します。コンパクトなソリューションは、業界
最大の帯域幅を実現し、400 Gおよびテラビット伝送に関する先端研究にとって最も先進
のテストソリューションです。

より狭い20 GHzの帯域幅レンジの場合でも、このコンパクトで使いやすいソリューショ
ンは、100 G以上の伝送に取り組む研究ラボに必要な100 G伝送用のリファレンスシステ
ムとして使用できます。

Qシリーズは33 GHz帯域幅の4つのチャネルを装備しているので、デュアル偏波解析のた
めの測定器を別途購入する必要がありません。

手持ちの光レシーバを使用し、最高の解析機能も活用したいという場合には、N4391Aの
解析ソフトウェアをスタンドアロンパッケージとしてお求めいただけます。

チャネル数の多いシステムの構成

1つのコヒーレント光チャネルのI/Qベクトルコンポーネントを測定するためには、オシ
ロスコープの2つのADCチャネルが必要です。直交偏波変調やマルチコアファイバを用い
ることにより、システムの能力をさらに向上することができます。

有効な搬送波が1つ増えるたびに、さらに2つのオシロスコープチャネルが必要になりま
す。Keysight 90000 Qシリーズは、4チャネル構成（各チャネル33 GHz帯域幅）が可能
です。

より広い帯域幅が必要なアプリケーションでは、2チャネルで60 GHz以上の帯域幅が得
られます。チャネル数を増やしたり、2つ以上のチャネルを作成して60 GHzを超える帯
域幅を実現するために、複数のオシロスコープを結合することができます。各オシロス
コープを共通の10 MHz基準を使用して相互に接続することにより、システム全体を同期
させて、チャネル間のタイミングの不確かさを200 fs未満に抑えることができます。
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最先端の電気／光測定において

オシロスコープの帯域幅に制限されることなく、立ち上がり時間を測定することが必要
です。

Qシリーズは、RealEdgeテクノロジーを採用したキーサイト初のオシロスコープで、2チ
ャネルで業界最高の63 GHzの帯域幅を実現します。RealEdgeテクノロジーは、カスタ
ムチップの使用により、Qシリーズ オシロスコープの帯域幅をシームレスに拡大します。

N4391A用のInfiniium 90000 Qシリーズ オシロスコープ（続き）

図33.　Infiniiumの新しいRealEdgeテクノロジーのブロックは、63 GHzのリアルタイム帯域幅を実現
します。

図34.　90000 Qシリーズは、業界最小のノイズフロア（ノイズをフルスケールに対する％で表示）を備
えています。

ノイズフロアの比較

帯域幅（Hz）

％
 fs
ノ
イ
ズ（
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0 

m
v/

di
v）

他社製品A

他社製品B

90000 Qシリーズ
8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24    25   26   27   28   29   30   31   32

1,00%

0,90%

0,80%

0,70%

0,60%

0,50%

0,40%

0,30%

0,20%

0,10%

0,00%

測定システムではなく、信号をモニタすることが必要です。

キーサイト独自のリン化インジウム・テクノロジーの採用により、N2806A PrecisonProbe 
Advancedで5 ps（20/80）の信号エッジを作成してQシリーズで測定することができます。
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オシロスコープのノイズではなく、信号をモニタすることが必要です。

Qシリーズは、高く評価されているInfiniium 90000 Xシリーズ オシロスコープのテクノ
ロジーを継承し、最高のシグナルインテグリティ仕様を備えています。Qシリーズは、最
先端のリン化インジウムチップ・テクノロジーとカスタム薄膜パッケージング・テクノ
ロジーの活用により、業界最小雑音のリアルタイム・オシロスコープを実現しています。
Qシリーズ オシロスコープは、業界最高の帯域幅を備え、最高速の信号を正確に表示し
ます。

図35.　Infiniiumのカスタム・マルチチップ・モジュールは、リン化インジウムチップとキーサイト独
自のパッケージングテクノロジーにより、広帯域、低雑音を実現します。

N4391A用のInfiniium 90000 Qシリーズ オシロスコープ（続き）
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一般に、仕様はすべて、記載されている動作／測定条件および設定、瞬断のないAC電源
電圧で有効です。

仕様（保証）

指定された条件で有効な保証された製品性能を表します。仕様には、期待される統計性
能分布、環境の変化やコンポーネントの経年変化に起因する性能測定の不確かさの変化
を考慮したガードバンドが含まれています。

代表値（特性）

特性は、通常は満たされていますが、保証されていない製品性能を表します。代表値は、
代表的な測定器から得られたデータに基づいた値です。

一般仕様

測定器を使用する際に有用な情報です。性能レベルを表さない一般的な用語です。

デジタル復調測定条件

・ データ収集：DSA 91304AシリーズとDSOX 90000 Qシリーズ
・ オフィス環境
・ 信号パワー：＋7.5 dBm
・ オシロスコープレンジ：20 mV/div
・ I/Q帯域幅：12.5 GHz
・ （D）QPSK復調
・ 単偏光；搬送波、位相線形化アルゴリズム
・ 500シンボル／レコード

定義
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寸法（幅×高さ×奥行き）
QシリーズをベースとするN4391Aシステム 51 cm×47 cm×52 cm

DSOX9xx04Qオシロスコープ 51 cm×34 cm×49 cm

光レシーバ 48 cm×13 cm×49 cm

パッケージ寸法
DSOX9xx04Q 69 cm×48 cm×81 cm

光レシーバ 65 cm×49 cm×79 cm

質量
製品本体質量 DSOX9xx04Q 32 kg

DSA 91304 20 kg

DSOX9xx04Q-N4391A-System 48 kg

パッケージ製品 60 kg

AC電源ライン要件
100～ 240 V、50～ 60 Hz

光レシーバ 最大300 VA

保管温度範囲
－40 ℃～＋70 ℃
動作温度範囲
＋5 ℃～＋35 ℃
湿度
15 ％～ 80 ％の相対湿度、非結露
高度（動作時）
0 ... 2,000 m

推奨再校正周期
1年
付属品
1×N4391A光コヒーレントレシーバ
3×FC/APCコネクタインタフェース（数量は注文したオプションに依存）81000NI

1×言語ラベルシート：81645-44309

1×トルクレンチ、8 lb-in、5/16インチ（約12.7/40.6 cm）：8710-1765

1×レンチ、オープンエンド、8 mm、スチール硬質クロム仕上げ：8710-2466

1×校正証明書：9230-0333 

1×リストストラップ（コード6-lg青）：9300-1405

1×中国RoHSの補遺、フォトニクステスト／測定製品用（9320-6654）

1×UK6レポート：E5525-10285

1×N4391Aの入門ガイド：N4391-90A01

1×電源コード（国に依存）

一般仕様
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データ収集用付属品
1×オシロスコープ（すべての標準付属品を含む）
1×光マウス、USB/PS2：1150-7799

1×104キー標準キーボード（USBコネクタ付き）：1150-7896

1×スタイラスペン、クッショングリップ：1150-7997   1×ケーブル、校正：54916-61626

1×ケーブルアセンブリ（USBプラグA-B 4芯500 mm）：8121-1695

1×コネクタセーバ・カラー・キット（10個入り）：54916-60003

1×コネクタアセンブリ3.5 mmメス-メスキット（5個入り）：54916-68717

1×クイックスタートガイド（英語版）：54932-92000

1×ソフトウェア／ファームウェアに関する補遺：5190-1894

1×中国RoHSの補遺、オシロスコープ用：9320-6678

8×なべねじ

1×Torx-T15、M3.5×0.6、長さ8 mm：0515-1402   3×90度平板
1×Torx-T10、M3×0.5、長さ10 mm：0515-2033

1×プレート・オシロスコープ・インタフェース：N4391-04106

1×オシロスコープ用アダプタプレート（タイプB）：N4391-04108

1×オシロスコープ用ブラケット（リア用、タイプB）：N4391-04109    2×ブラケット（リア用）：N4391-25073

1×RFケーブルキット（1台のオシロスコープのセットアップ用、タイプB）：N4391-61663

コヒーレントレシーバ光入力
DUT入力 ＋20 dBm（最大）

9 μm、シングルモード、アングルド
81000コネクタインタフェース装備

LO入力 ＋20 dBm

9 μm、PMF、アングルド
81000コネクタインタフェース装備

LO出力 ＋20 dBm（最大）
9 μm、PMF、アングルド
81000コネクタインタフェース装備

レーザ安全情報
上にリストされているレーザ光源はすべ
て、IEC 60825-1/2007に従って、クラス1M
に分類されています。

2007年6月24日のLaser Notice No. 50に従い、
すべてのレーザ光源が、偏差を除いて、 
21 CFR 1040.10に準拠しています。

一般特性（続き）
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仕様

表1.　代表値（特に記載のない場合）。

光変調アナライザ
概要
最大検出可能ボーレート 最大62 Gボー
サンプリングレート 4×80 GSa/s

偏光調整アルゴリズムの数 6

デジタル復調の不確かさ
エラーベクトル振幅ノイズフロア 1.8 ％ rms

振幅誤差 1.1 ％ rms

位相誤差 0.9°
直交位相誤差 0.05°
I/Q間の利得不平衡 ＜0.007 dB

イメージ抑圧 ＞35 dB

S/N ＞60 dB

感度 －20 dBm

使用可能な変調方式1

BPSK、8BPSK、VSB -8、-16、 FSK 2-、4-、8、16レベル EDGE

オフセットQPSK、QPSK、π/4 QPSK DQPSK、D8PSK DVB QAM 16、32、64、128、256

QAM 16-、32-、64-、128-、256-、 
512-、1028-

MSKタイプ1、タイプ2 CPM（FM） APSK 16/32（12/4 QAM）

StarQAM -16、-32 ジェネリックAPSKデコーダ

1. ライト・バージョンで使用可能なのは、BPSK、DP-BPSK、DPSK、DP-DPSK、QPSK、DP-QPSKのみです。



21

表2.　代表値（特に記載のない場合）。

コヒーレント基準レシーバ
概要
光DUT入力
光入力の波長レンジ 1528 nm～ 1630 nm

最大入力パワー ＋14 dBm

最大入力パワー、損傷レベル ＋20 dBm

レシーバ偏波消光比 ＞40 dB

平均入力パワーモニタ確度 ±0.5 dB

局部発振器の光出力
CW出力パワー ＞＋14 dBm

波長レンジ 1528 nm～ 1630 nm

外部局部発振器入力
光入力の波長レンジ 1528 nm～ 1630 nm

外部局部発振器の入力パワーレンジ 0 dBm～＋14 dBm

最大入力ピークパワー（損傷レベル） ＋20 dBm

小信号利得、外部レーザ入力から局部発振器出力（－20 dBmのLO入力パワー） 28 dB（1550 nm時） 
飽和出力パワー（－3 dB圧縮時） ＋15 dBm

その他
電気帯域幅 標準バージョン 43 GHz、37 GHz（保証値）

ライト・バージョン 
（ソフトウェアアップグレードが可能）

22 GHz

補正後のI/Qミキサの光位相角（1529 nm～ 1630 nm） 90°±0.5°
補正後の相対スキュー（1529 nm～ 1630 nm） ±1 ps

EVM対信号パワー

信号パワー（dBm）

モデル：
EVM=(1.5%^2+1.23%^2*mW/P)^(1/2)

EV
M（
％
）

オートレンジ

モデル

-30              -25                -20               -15               -10                -5                  0                  5                 10                15                20

10

1

図36.　EVM ％ rms（平均光入力パワーに依存）。

この図では、500シンボルの解析レコードで最大エラーベクトルにノーマライズされた％ rmsエラーベクトル振幅（EVM）が、信号パワ
ーの関数として示されています。高いパワーレベルにおけるEVM％ rmsレベルは、測定器の雑音レベルに起因します。低いパワーレベ
ルにおけるEVMの増加は、S/N比の低下が原因です。フィッティングモデルは、オフセット項のEVM ％ rmsを表します。

仕様（続き）
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表3.　代表値（特に記載のない場合）。

データ収集（Keysight 90000-Xおよび90000-Qシリーズ オシロスコープ）
概要
サンプリングレート 最大80 GSa/s（各チャネル）
データ収集帯域幅 16/20/25/32 GHz、アップグレード可能
チャネル間ジッタ 700 fs（代表値）
雑音 0.6 mV rms（10 mVレンジ、32 GHz帯域幅時）
ADC分解能 8ビット/16ビット（補間）
チャネルあたりのサンプルメモリ 最大2 Gサンプル／チャネル
局部発振器（特に記載のない場合は、保証仕様）
概要 オプション-500/01 オプション-510

波長レンジ オプション500 1527.6～ 1565.5 nm（196.25～ 191.50 THz） 1528 nm～ 1630 nm

オプション501 1570.0～ 1608.8 nm（190.95～ 186.35 THz）
最小波長ステップ 25 GHz 1 pm

同調時間／掃引速度 ＜30 s 50 nm/s

絶対波長確度 ±22 pm ±20 pm、±5 pm（代表値）
安定度（短期） 100 kHz 100 kHz

サイドモード抑圧比 50 dB（代表値） ≧50 dB

RIN －145 dB/Hz（10 MHz～ 40 GHz）（代表値） －145 dB/Hz（0.1～ 6 GHz）（代表値）
高分解能スペクトロメータ
概要
最大周波数スパン 31.25/40/50/62.5 GHz

LO波長レンジ 1528 nm～ 1630 nm

イメージ抑圧 ＞35 dB

FFTポイント数 409601

最小分解能帯域幅（レコード長106ポイント） 4 kHz

S/N比 60 dB（7.5 dBの信号入力パワー時）
周波数確度 絶対値 ±5 pm

図37.　N4391A（局部発振器内蔵）のパワーの相対不確かさ（1550 nm）

仕様（続き）
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表4.　解析ツール。

測定表示／解析ツール
概要 N4391A（標準バージョン） N4391A（ライト・バージョン）
コンスタレーションダイアグラム ○ ○
I/Qダイアグラム ○ ○
I/Q信号のアイダイアグラム ○ ○
エラーベクトル振幅 ○ ○
スペクトラム ○ ○
スペクトログラム ○ ○
スペクトル解析ツール ○ ○
エラーベクトルスペクトラム ○ ○
検出ビット数 ○ ○
位相誤差 ○ ○

振幅誤差 ○ ○
生データ対時間 ○ ○
位相対時間 ○ ○
群遅延 ○ ○
周波数オフセット ○ ○
直交位相誤差 ○ ○
IQオフセット ○ ○
IQ利得不平衡 ○ ○
アダプティブイコライザ ○ ○
選択可能な位相トラッキング帯域幅 ○ ○
検出されたシンボルからの基準信号 ○ ○
ポアンカレ球上のシンボル偏波 ○ ×
さまざまなパラメータ設定での生データの再生 ○ ×
生データ表示 ○ ○
結果のエクスポートフォーマット MATLAB（バージョン4、5）、 

csv、txt、sdf、sdf fast
MATLAB（バージョン4、5）、csv、txt

アダプティブイコライゼーション ○ ○
ビットエラー比測定 カウントビット数／シンボル数 カウントビット数／シンボル数

検出エラー数 検出エラー数
ビットエラー比 ビットエラー比
エラー検出時にデータ収集を停止 エラー検出時にデータ収集を停止

CD PMD補正および測定 ○ ×
設定可能なAPSKデコーダ ○ ×
複数の表示のマーカ結合 ○ ○
VBAおよびC#によるマクロプログラミング ○ ×
ブロックモード 
（1つの連結ブロックで＞4096のシンボルを解析）

○ ×

ループテストのトリガサポート ○ ×
データ処理でのユーザーアルゴリズム ○（アルゴリズムの数は無制限） アルゴリズムは1つに制限
使用可能なアルゴリズム数 6 6

仕様（続き）
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図38.

図39.

寸法：90000-Qシリーズでのデータ収集（mm単位）
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ハードウェアオプションの概要

表4に、使用可能なハードウェア構成の概要とブロック図を示します。
さらに、3種類の局部発振器が選択可能です。

製品番号 ハードウェア構成の概要

図40.　N4391A-110

光変調アナライザ（4チャネルレシーバおよび解析ソフト搭載）。
このオプションは、解析ソフトウェア付属のコアハードウェアであり、必ず注文する必要が
あります。

図41.　N4391A-210

内部局部発振器
内部局部発振器に対しては、チューニング速度の遅いCまたはLバンドのiTLA、またはチュー
ニング速度が50 nm/sと高速なCおよびLバンドのレーザの3種類を選択できます。 
オプション5xxでレーザタイプを選択します。

図42.　N4391A-220

内部局部発振器および外部局部発振器入力／外部局部発振器出力
内部局部発振器に対しては、チューニング速度の遅いCまたはLバンドのiTLA、またはチュー
ニング速度が50 nm/sと高速なCおよびLバンドのレーザの3種類を選択できます。

レーザの種類はオプションブロック5xxで選択します。さらに、局部発振器信号を半導体増幅
器で増幅した出力と、外部局部発振器の信号をレシーバに供給して、ホモダイン・テスト・
セットアップが可能です。

LO

1x2

LO出力 LO入力信号

90°光ハイブリッド 90°光ハイブリッド

平衡
レシーバ

平衡
レシーバ

平衡
レシーバ

平衡
レシーバ

PBS 50/50

信号

90°光ハイブリッド 90°光ハイブリッド

平衡
レシーバ

平衡
レシーバ

平衡
レシーバ

平衡
レシーバ

PBS 50/50

LO

信号

90°光ハイブリッド 90°光ハイブリッド

平衡
レシーバ

平衡
レシーバ

平衡
レシーバ

平衡
レシーバ

PBS 50/50

LO

1x2

LO出力 LO入力

SOA

PMF
スイッチ
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表5.　構成とオーダ情報

光変調アナライザ
モデル番号 レシーバオプション
N4391A-110 光変調アナライザ（4チャネルレシーバおよび解析ソフト搭載）
局部発振器オプション
N4391A-210 内部局部発振器
N4391A-220 内部局部発振器、外部局部発振器入力、局部発振器出力
局部発振器、波長可変レーザオプション
N4391A-500 CバンドiTLA内部局部発振器
N4391A-501 LバンドiTLA内部局部発振器
N4391A-510 CおよびLバンド高速同調局部発振器
ソフトウェア解析ライセンス
N4391A-420 ユーザー設定可能なOFDMデコーダ
データ収集
N4391A-300 20 Mサンプル（各チャネル）によるデータ収集（DSA91304）
N4391A-320 Infiniiumオシロスコープ20 GHz 80 GSa/s 2チャネル、20 Mサンプル／チャネルメモリ（1×DSOX92004A）
N4391A-321 Infiniiumオシロスコープ25 GHz 80 GSa/s 2チャネル、20 Mサンプル／チャネルメモリ（1×DSOX92504A）
N4391A-322 Infiniiumオシロスコープ32 GHz 80 GSa/s 2チャネル、20 Mサンプル／チャネルメモリ（1×DSOX93204A）
N4391A-Q20 Infiniiumオシロスコープ20 GHz 80 GSa/s 4チャネル、20 Mサンプル／チャネルメモリ（1×DSOX92004Q）

N4391A-Q25 Infiniiumオシロスコープ25 GHz 80 GSa/s 4チャネル、20 Mサンプル／チャネルメモリ（1×DSOX92504Q）
N4391A-Q33 Infiniiumオシロスコープ33 GHz 80 GSa/s 4チャネル、20 Mサンプル／チャネルメモリ（1×DSOX93304Q）
オシロスコープ・インテグレーション
N4391A-M00 Keysight 90000オシロスコープのインテグレーション（最大4×13 GHz）
N4391A-M01 Keysight 90000-Xオシロスコープのインテグレーション（最大4×16 GHzまたは2×32 GHz）
N4391A-M33 1台のユーザー所有の90000 Qシリーズ オシロスコープと新しいN4391A光レシーバのインテグレーション 

（最大4×33 GHz）
ライト・バージョン
N4391A-CONF01 －110（22 GHzの帯域幅制限）、－210、－500、Mxx（固定構成）
N4391A-CONF11 フル機能セットへのソフトウェアアップグレードと最大33 GHzのシステム帯域幅
ハードウェア・アップグレード・オプション
N4391AU-M01 ユーザー所有の1台の90000-XシリーズInfiniiumオシロスコープとN4391A光レシーバのインテグレーション
N4391AU-M02 90000-Xオシロスコープのアップグレード（1台から2台）
N4391AU-E02 N4391Aオプション210からオプション220へのアップグレード
N4391AU-M33 ユーザー所有のN4391AテストセットとInfiniiumオシロスコープ20/25/33 GHz 80 GSa/s 4チャネルのインテグレー

ション（1×DSOX9xx04Q）
スタンドアロン・ソフトウェア・ライセンス
N4391AU-450 光変調アナライザ解析ソフトウェアライセンス（スタンドアロン）
N4391AU-451 光変調アナライザ ハードウェア接続ライセンス（－450）
トレーニング
PS-S20 1日のスタートアップトレーニング（推奨）

オーダ情報
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N4391Aの関連カタログ

表6.　キーサイトのカタログ

タイトル カタログ番号
Keysight N4391A 光変調アナライザ 5990-3509JAJP

Metrology of Optical Advanced Modulation Formats, White Paper 5990-3748EN

Kalman Filter Based Estimation and Demodulation of Complex Signals、White paper 5990-6409EN

89600 Series Vector Signal Analysis Software 89601A/89601AN/89601N12 Technical Overview 5989-1679EN

AN 150-15: Vector Signal Analysis Basics Application Note 5989-1121EN

AN 1298: Digital Modulation in Communication Systems - An Introduction, Application Note 5965-7160E

Infiniium DSO/DSA 90000-Q Series Real-Time Oscilloscope、Data Sheet 5990-9712EN
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