
 – 3 Hz～ 50 GHzの周波数レンジ

 – 最大75 dBのスプリアスフリー・ダイナミックレンジと
160 MHzの解析帯域幅

 – ±0.19 dBの振幅確度

 – ノイズフロアの低減技術により、－172 dBmのDANLを 
実現

 – リアルタイムスペアナ機能

Keysight Technologies 
PXA Xシリーズ シグナル・アナライザ
N9030A
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主な仕様のまとめ

周波数レンジ

最小：3 Hz

最大：3.6、8.4、13.6、26.5、43、44、 
50 GHz

最大1.1 THz（外部ミキサー使用時）

解析帯域幅 10、25、40、160 MHz

表示平均雑音レベル 
（DANL）

－172 dBm（1 GHz、プリアンプ／ノイズ 
フロア低減機能オン）

3次相互変調（TOI） 
歪み ＋22 dBm（1 GHz）

W-CDMA ACPRの 
ダイナミック・レンジ －83 dBc（公称値：－88 dBc）（雑音補正オン）

位相雑音 －132 dBc/Hz（10 kHzオフセット、 
1 GHz搬送波）

振幅確度 ±0.19 dB

リアルタイム解析 
帯域幅 

160 MHz、最大50 GHzの周波数レンジ

捕捉確率 100 %（最小3.57 μsの持続時間の信号）

Xシリーズ 信号解析とは？

高い拡張性
プロセッサ、メモリ、インタ
フェースなどをアップグレード
できるので、測定器を長期にわ
たって有効活用でき、テスト資
産を常に最新の状態に保つこと
ができます。 

一貫性のある 
測定フレームワーク
優れた信号解析技術とXシリーズ
測定器共通の操作により、組織
全体で高い測定品質を確保し、
短時間で生産性を高めることが
できます。

幅広いアプリケーション
XシリーズではオープンWindows
を採用し、ソフトウェアによる
アップグレードが可能です。PC
環境の陳腐化を防ぐためにPC
ボードを最新の物に交換するこ
ともできます。お客様のニーズ
の変化にも、PC環境の変化にも
柔軟に対応して常に最新の測定
環境を保つことができます。

最新の一貫した測定により 
将来を先取りする 
Keysight Xシリーズ

www.keysight.co.jp/find/X-Series

��http://www.keysight.co.jp/find/X-Series��
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さらなる進化のために

現実の信号解析では、進化が成功に直
結します。革新的なデザインに対して
は、優れた測定性能により複雑な信号
の詳細な解析が可能になります。既存
のテクノロジーに対しては、汎用性の
高い機能により製品コストを削減で
きます。また、既存のテストシステム
に対しては、簡単な置き換えにより運
用の安定性を維持できます。

拡張性の高いKeysight PXAシグナ
ル・アナライザは、現実の問題を解
決するために設計されており、現在
お使いの高性能シグナル・アナライ
ザを置き換えることにより大きな進
化が得られます。過去の実績を引き
継ぎ、現在のデザインを改良し、将
来の革新を加速します。PXAシグナ
ル・アナライザを使えば、現在の問
題を解決して、進化を加速できます。

研究開発での進化
PXAの性能と柔軟性は、最先端の独自
のデザイン開発に威力を発揮します。
PXAのさまざまな測定アプリケーショ
ンや復調機能、Keysight 89600 VSA
ソフトウェア、MATLABなどを使用し
て、複雑な信号を解析できます。

リアルタイムスペアナ機能の
追加
リアルタイム・スペクトラム・アナ
ライザ機能はPXA用アップグレード
オプションで追加でき、超低レベル
の近接信号を検出／捕捉／把握する
ことができます。（4ページを参照）

製造（ATE）での進化
ATEシステムが、将来の変化にも対
応できるようになります。優れた速
度と性能を備えたPXAを使用すれば、
測定の不確かさを低減し、歩留まり
を改善することができます。製品の
ライフサイクルがどのようなペース
で進む場合でも、Keysight PXAシグ
ナル・アナライザを使用すれば進化
を加速できます。

アップグレードが可能

購入した後でオプ
ションを追加でき
ます。

Xシリーズのほとんどの 
オプションは、ライセンスキーで
アップグレードが可能です。

アップ

グレード

「高い拡張性」が 
意味するもの

拡張性の高いシグナル・アナライ
ザは柔軟性に優れ、主要なサブシ
ステム（メカニカル・サブシステ
ム、電子サブシステム、ファーム
ウェア、ソフトウェア）をすべて
アップグレードできます。PXAは、
この4つのサブシステムすべての
拡張性を備えています。

 ｰ 7個の拡張スロットを備えたメ
カニカルアセンブリ

 ｰ CPU、メモリ、I/Oのアップグ
レードが可能なリムーバブル
CPUマザーボード

 ｰ 自動テストのためのGPIBおよ
びLXI/LANポート

 ｰ 特定の規格や標準の規格に準拠
した機能を追加するファーム
ウェアベースの測定アプリケー
ション

 ｰ アナライザ内部でアプリケー
ションを実行できるWindows
オペレーティングシステム

このような機能により、PXAは
ニーズの変化に応じて進化でき、
機器の価値を将来にわたって維持
できます。
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優れた性能による強力な信号解析能力

信頼性の高い測定
PXAは、航空宇宙／防衛や商用無線
通信の高性能研究開発アプリケー
ションに最適です。PXAは、ノイズ
フロア・エクステンション機能を備
え、広い帯域幅で信号を解析し、測
定の不確かさを低減し、隠れていた
信号を表示できます。

ノイズフロア・エクステンショ
ン機能（NFE）による 
低レベル信号の表示
NFEテクノロジーにより、低レベル
信号を正確に測定する能力が大幅に
向上し、理論的な“kTB”ノイズフロ
アに近い信号を表示できます。NFE
は、測定雑音を最大10 dB以上低減し
ます。アベレージング回数を増やす
ことにより、PXAの実効ノイズフロ
アを最大10 dB改善できます。これは、
寄与雑音パワーの90 %以上が予測可
能である（すなわち、通常の測定中に
測定／校正して除去できる）からで
す。（アプリケーションノート『Using 
Noise Floor Extension in the PXA 
Signal Analyzer』（カタログ番号
5990-5340EN）を参照してください）

リアルタイムスペアナ機能
最先端の信号解析では、何にでも対
応できる高性能アナライザが必要で
す。このため、キーサイトでは、アッ
プグレード可能なオプションとして、
リアルタイム・スペアナ機能を用意
しています。PXAのリアルタイム・
スペクトラム・アナライザ機能を使
用すれば、最大の解析帯域幅とダイ
ナミックレンジが得られ、最高の捕
捉確率を実現できます。さらに、複
雑な信号の詳細な解析や徹底的な特
性評価を実現するために、リアルタ
イムPXAには、Keysight 89600 VSA
ソフトウェアを搭載することもでき
ます（6ページ）。さらに発生頻度の低
い信号も検出／捕捉／把握すること
ができます。

ノイズフロア・エクステンション・テクノロジー

周波数マスクトリガ（FMT）によるスプリアス信号や歪みなどの発生頻度の少ないエミッ
ションの捕捉

 ｰ 持続時間の短い信号（3.57 μs）を
100 %検出可能

 ｰ 最大50 GHzの周波数レンジ、 
160 MHzのリアルタイム解析帯域
幅により、広範囲のスペクトラム
をスキャン可能

 ｰ 最大75 dBのスプリアスフリー・ダ
イナミックレンジにより、大信号が
存在する状況で小信号を表示可能

また、I/Qアナライザ機能とKeysight 
PowerSuiteが標準で付属していま
す。このため、I/Q変調信号の振幅、
位相、I/Q動作を、最大有効解析帯域
幅にわたってモニターできます。
PowerSuiteを使用すれば、TOI、高
調波歪み、バーストパワーなどの規
格に準拠したさまざまなパワー測定
がボタン1つで可能です。 
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テストシステムの安定性を維持しながら、 
旧世代の測定器をアップグレード

キーサイトは、長年にわたり、スペ
クトラム／信号解析の分野の技術革
新と卓越した製品の開発に寄与して
来ました。以前のアナライザを使用
している方の多くが、性能の向上、
測定時間の短縮、最高レベルの下位
互換性を実現した最新のテクノロ
ジーへ移行しています。

最大70 %の測定時間の短縮
PXAの強力な機能や性能により、テ
ストシステムを拡張できます。以前
のアナライザに比べて、PXAは速度
と性能が向上しているので、歩留ま
りが向上し、測定の不確かさを低減
できます。  

PXAの速度の向上により、テストス
テーションの数を減らすことが可能
になります。Keysight PSAスペクト
ラム・アナライザに比べて最大70 %
テスト時間を短縮でき、多くの場合
でKeysight 856xスペクトラム・アナ
ライザよりもはるかに高速です。

優れた信頼性とアップタイム
システムのアップタイムを最大化す
るために、PXAは、Xシリーズの定評
のある信頼性を受け継いで、高い信
頼性を確保しています。Xシリーズは、
共通のアーキテクチャとシンプルな
デザインを採用しています。このデ
ザインでは、以前のアナライザに比
べて、主要サブアセンブリの数を3分
の1に削減しています。

容易な移行、過去の結果との
整合性
PSAベースのシステムからの移行も
簡単です。PXAのデザインでは、最
も頻繁に使用されるスペクトラム／
信号解析機能に関して、PSAと同じ
コマンド言語（SCPI）が採用されてい
ます。さらに、強力なコマンドエイ
リアス機能も搭載され、PSAの古い
コマンドを自動的に解釈して、処理
できます。 

さらに互換性を高めるために、PXA
のコアスペクトラム測定には、他の
いくつかのKeysightシグナル・アナ
ライザと同じ実証済みのアルゴリズ
ムが採用され、過去との整合性が維
持できます。

詳細については、『PSAからPXAに移
行する理由』（Technical Overview、
カタログ番号5990-3990JAJP）をダ
ウンロードしてください。

www.keysight.co.jp/find/pxamigration

��http://www.keysight.co.jp/find/pxamigration��
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PXAは、現在の要件に合わせて構成
でき、将来要件が進化した場合は容
易に構成を変更できます。例えば、
雑音指数、位相雑音、移動体通信、
無線接続、デジタルビデオなどの高
度な測定アプリケーション（オプショ
ン）があります。これらのアプリケー
ションはXシリーズすべてに共通なの
で、PXA、MXA、EXA、CXAのどれ
で実行しても、同じ測定アルゴリズ
ムと一貫した測定結果が得られます。
時間の節約、使いやすさ、プログラ
ミングの簡素化のために、4つのモデ
ルはすべて同じユーザーインタ
フェースとSCPIコマンドを使用して
います。

Xシリーズの測定アプリケーション
は、同じライブラリを使用し、再現
性のある結果が保証されます。Xシ
リーズの間でアプリケーションを移
動できるので、現在の測定に必要な
レベルの性能を備えたハードウェア
を選択して組み合わせることができ
ます。

Xシリーズは、制御コード、アプリケー
ション、機能、ユーザーインタフェー
スに関する統合された手法を採用し
ているため、研究開発から製造まで
のシームレスな移行が可能です。使
いやすさを高めるために、ユーザー
インタフェースは、従来のスペクト
ラム・アナライザの操作性を踏襲し
ながら、さまざまな高度な測定手法
や解析機能が利用できます。

I/Q変調信号の詳細な解析
業界最高のKeysight 89600 VSAソフ
トウェアとVXA測定アプリケーショ
ンは、タイムドメイン／周波数ドメ
イン／変調ドメインでの信号ビジュ
アリゼーションと解析機能を提供し
ます。75種類以上の信号規格と変調
方式をサポートし、レーダーおよび
通信信号、2FSKから1024QAMまで
の変調、RFIDからLTE-Advancedま
での規格の解析が行えます。

豊富な内蔵機能、最適な接続
および制御
パワー測定や雑音指数測定用に、
PXAはUSBパワーセンサとKeysight
スマート・ノイズ・ソース（SNSシリー
ズ）をサポートしています。また、シ
ステムコントローラとして、GPIB、
LAN、USBポ ー ト、Windows XP 
Proオペレーティングシステムを用い
て、他の測定器を制御できます。
PXAをコントローラモードで使用す
ることで、テストシステムにPCが不
要になり、システムアーキテクチャー
が簡素化され、防衛用ATEアプリケー
ションでのセキュリティ保護も簡単
になります。さらに、外部ミキサー
を使用すれば、1 THz以上の信号も測
定できます。

最新規格の解析
最新の信号や規格を解析する場合は、
内蔵ドライバによりPXAをMATLAB
環境に容易に統合できます。プログ
ラミングの参考のために、MATLAB
で独自のプログラムやアプリケー
ションを開発する方法を紹介したサ
ンプルプログラムとアプリケーショ
ンノートが用意されています。

高度な機能による信号のモニター

LTE変調解析（N9080A） MATLABアプリケーション（N6171A）

89600 VSAソフトウェア

無線設計の最前線では、信号干渉
により予期しないことが発生する
可能性があります。問題を認識す
ることは比較的簡単です。本当の
問題は、根本原因を特定すること
です。

Keysight 89600 VSAソフトウェ
アを使用すれば、複雑な無線機器
の内部で何が起きているか確認で
きます。

www.keysight.co.jp/find/89600_VSA

��http://www.keysight.co.jp/find/89600_VSA��
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PXAのフロントパネルとリアパネル 

ソフトキー：メニューをすばやく操作でき、
クリアな表示を維持します。

21.4 cmの高解像度のXGAディスプレイ
により、信号をすばやく識別し、情報を
容易に読み取ることができます。

最大12個のマーカーでトレースの周波数や位置
をマークして、測定結果を簡単に読み取ること
ができます。

フロントパネル・キー、またはマウスと
キーボードを使って、インタフェースと
ヘルプシステムを操作できます。

クイック保存機能により、
ファイルにすばやく保存
できます。

2個のUSB 2.0ポートが、
接続しやすいように測定
器のフロントパネルにあ
ります。

6個のトレースと3種類のディテクタ
を同時に使用できます。

包括的なコンテキスト依存オンライン
ヘルプシステムにより、問題をすばや
く解決できます。

GPIBインタフェースで、
SCPIコマンドを送受信で
きます。

VGAビデオ出力：外部モ
ニターを接続して、測定
器画面を表示できます。

1000Base-T LAN経由で
PXAをリモート制御でき
ます。 

USB 2.0（タイプBポート）インタ
フェース：外部PCと接続して、I/Q
波形データを捕捉したり、PXAをリ
モート制御できます。

リムーバブルCPUモ
ジュールにより、プ
ロセッサ、メモリ、
I/Oのアップグレード
が可能です。

SNSまたは346シリーズ ノイズソースと
N9069A測定アプリケーションを使用して、
雑音指数測定が可能です。

外部トリガ入力信号を使えば、特定
のイベントに基づいて測定を開始で
きます。

外部トリガ出力信号を使えば、
他のテスト機器をアナライザと
同期できます。

デジタルバス（将来のア
プリケーション用）。

USB 2.0（タイプAポート）イ
ンタフェース：外部周辺機
器を接続して、データを転
送できます。

リムーバブル・フラッ
シュメモリドライブ。
測定器の機密保護に使
用できる追加フラッ
シュメモリドライブ。

内蔵の16ビットADCによ
り、アナログベースバン
ド信号の品質が保証され
ます。

外部ミキサーを使用すれ
ば、1 THz以上の周波数を
測定できます。
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