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Technical Overview

 – タイムドメイン／周波数ドメイン／変調ドメインでの信号の測定／解析
 – 40種類以上の測定器からのデータの解析。シミュレーションツールで使用すればデザインの検証が可能
 – 複雑なスティミュラスレスポンス測定によるパワーアンプの動作の評価
 – トレースやマーカーを使用して、複数の測定を同時に設定／実行／表示することが可能
 – 信号の記録／再生による徹底的な解析
 – 使い慣れたSCPIプログラミングやサポートされている.NET言語を使用したテストの自動化
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Technical Overview

基本ベクトル信号解析（オプション200）は、89600 VSAソフトウェアを構成するツールやユー
ザーインタフェースからなり、今日のIQ信号のあらゆる側面をタイムドメイン、周波数ドメ
イン、変調ドメインで表示して解析することができます。柔軟なGUI機能を活用して、複数の
表示トレース（無制限）に複数のマーカー（無制限）を使用したり、サイズ調整することができ
ます。高度な表示フォーマット、信号の記録／再生、詳細なヘルプテキストにより、信号解
析に必要な表示機能を提供します。89600 VSAソフトウェアをシンク／ソースコンポーネン
トと一緒にシミュレーションに使用すれば、測定結果をリアルタイムに対話形式で解析でき
ます。コ・シミュレーション機能は、オプション200の一部として提供され、Keysight EEsof 

ADS（Advanced Design System）とSystemVue ESL、およびMathWorks社のSimulinkで使
用できます。

ハードウェアインタフェース（オプション300）を搭載すれば、89600 VSAソフトウェアを40種
類を超えるキーサイトの測定器に接続できます。アプリケーションに最適な測定器を選択し
て、ミックスド・シグナル・デザイン全体のベクトル信号解析が行えます。89600 VSAソフ
トウェアを使用すれば、開発のシミュレーション、プロトタイプ、デザイン検証の各段階で
一貫性のある結果が得られます。

これらのオプションを併用すれば、復調解析とベクトル信号解析のための包括的なツールセッ
トが実現します。これらのツールにより、信号のあらゆる側面を解析して、最先端のデザイ
ンを最適化できます。設計上のトレードオフの評価においても、89600 VSAは複雑な問題点
を見通すのに役立ちます。

ベクトル信号解析

今日の広帯域信号、ベクトル変調信号（IQ変調／デジタル変調信号とも呼ばれる）、時間変動
信号は、FFT解析などのDSP技術を最大限に活用しています。ベクトル信号解析では、高速で
高分解能のスペクトラム測定、復調、高度なタイムドメイン解析が可能です。通信、ビデオ、
ブロードキャスト、レーダー、超音波画像アプリケーションに用いられているバースト信号、
過渡信号、変調信号の評価に特に有用です。 

89600 VSAソフトウェアは、基本的にはデジタルシステムで、解析を実行するのにデータと
数学的アルゴリズムを使用します。必要なのは、測定器、ソフトウェア、またはデジタルバ
スからサンプリングしたデータだけです。現在、無線デザインの大部分がデジタル化されて
いるため、89600 VSAソフトウェアは、これらの複雑なシステムの信号解析に最適です。  

89600 VSAは、PC上で動作し、測定フロントエンドまたはデータ収集サブシステムを使用し
てフォーマット済みのサンプリングデータを提供します。フロントエンドは、被試験デバイ
スへの接続、信号のデジタイズ、信号捕捉、シーケンシャル・データブロック・ストリーム
でのPCへのデータ転送を実行します。データブロックが取得可能になれば、89600 VSAソフ
トウェアはすべてのベクトル解析／変調解析機能を実行できます。

購入前に試用できます 

89600 VSAソフトウェアをダウンロー
ドして30日間無料で試用できます。ハー
ドウェアで測定を行ったり、記録済みの
デモ信号を使用（ソフトウェアのツール
バーでFile > Recall > Recall Demo > 

Signals > を選択）できます。無料の試
用ライセンスは下記リンクより簡単に入
手できます。

www.keysight.co.jp/find/89600_trial
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解析とトラブルシューティング

高度なトラブルシューティングツール
により、問題の根本原因を特定可能 

高分解能のFFTベースの測定と豊富なマーカーに
より、スペクトラム性能を定量化できます。パ
ルスタイミング機能、信頼性の高いトリガ機能、
CCDFなどを使用すれば、タイムドメイン信号品
質を解析できます。また、アナログ復調を使用
すれば、AM、FM、ΦM動作を評価できます。

複雑なスティミュラスレスポンス測定により、 
2つの信号を対比させてプロットすることができ
ます（AM/AM、AM/ΦM、利得圧縮など）。また
自動時間調整、振幅ノーマライゼーション、位
相誤差補正により、測定のセットアップが大幅
に簡素化されます。89600 VSAソフトウェアは、
ベースバンド信号とRF信号を相関させるための
業界唯一のソリューションであり、エンベロー
プ・トラッキング・パワーアンプと電源のデザ
インを評価するのに最適です。

高度な表示機能とトリガ機能により、
短時間の信号イベントも捕捉可能 

デジタル残光表示、累積履歴表示、スペクトラ
ム表示は、信号の振幅／周波数の時間変化を表
示し、発生頻度の低いイベントを特定するのに
有用です。リアルタイム機能搭載のUXA/PXA/

MXAシグナル・アナライザとともに使用すれば、
柔軟な振幅トリガ、外部トリガ、周波数マスク
トリガ（FMT）により、発生頻度の低い信号を捕
捉できます。このようにトリガ条件で測定／記
録を開始し、ダイナミック信号を解析して徹底
的に評価することができます。時間クオリファ
イトリガを周波数マスクトリガやIF振幅トリガ
と組み合わせて使用できます。

複雑なスティミュラスレスポンス測定では、エンベロープ・トラッキング・パワーアンプと電源の信
号を同時に解析して、エンベロープ/RFの時間調整／シェーピング情報を得ることができます。

高度なビジュアリゼーション／トリガツールにより、無線機のターンオンイベントなどの見つけ難い
トランジェントイベントも強調表示できます。
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必要に応じて、複数のトレース（無制限）に複数のマーカー（無制限）を使用できます。 
関連するトレースを重ね合わせて表示したり、非表示にすることができます。ドッキング・マネージャ・
ツールを使用すれば、ウィンドウのドッキングを解除して、デスクトップの任意の場所に表示するこ
とがきます。

89600 VSAソフトウェアでは信号を記録できます。使い慣れたレコーディングコントロールを使って、
信号をライブ測定のように再生／解析することができます。

複数のトレース（無制限）を同時に 
表示して、根本原因を解明可能 

トレースウィンドウを任意に配置／サイズ調
整して、問題を特定することができます。各
トレースにさまざまな測定を設定すること
も、トレース毎に複数のマーカー（無制限）を
設定することもできます。各トレースに最も
多くのデータを表示するように、トレース
ウィンドウの形状を最適化することもできま
す。ドッキング・マネージャ・ツールを使用
すれば、89600 VSAソフトウェアの表示ウィ
ンドウ内の任意の場所にトレースを配置でき
ます。複数の表示ウィンドウを作成して、多
くの測定結果を管理したり、複数のモニター
を活用することができます。

信号の記録および詳細な解析 

初期の研究開発に特に有効で、トランジェン
トイベントを捕捉したり、デザイン反復の後
の信号出力を比較したり、信号を共有してリ
モートメンバーと共同で解析することができ
ます。オーバーラップ処理などのツールを追
加すれば、見かけ上の測定の速度を遅くして、
より詳細に解析することができます。
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GUIツールを使用すれば、測定のセットアップやワークエリアのカスタマイズが容易です。マウスをディスプレイ上に数多くある「ホットスポット」上に
置きます。ここでは、ホットスポットは強調表示されています。ホットスポットを使用すれば、メニューにアクセスせずに簡単にパラメータを変更できま
す。さらに、ディスプレイ内で右クリックすれば、トレースのオートスケールなど、実行頻度の高い作業のメニューを表示できます。

トレース・コンテキスト・メニュー
（グリッド領域内で右クリック）

マーカーツール
（トレースをクリックし
てマーカーを配置）トレース・データ・ 

メニュー
（ドロップダウン・ボタン

をクリックするか、 
右クリック）

Y軸の上限値* 

トレースフォーマット* 

Y軸の目盛りスケール*  

分解能帯域幅* 

トリガチャネル* 

メインタイム長* 

測定スパン* 

トリガ遅延*

トリガ・レベル*

Y軸コンテキスト 
メニュー

マーカー読み値

測定ステータスメッセージ X軸コンテキストメニュー
校正ステータスメッセージ

アクティブマーカーの 
Y軸の値

タブセットのトレースタ
ブを選択したり、トレー
スを閉じるためのボタン

中心周波数* 

Y軸の下限値* 

使いやすいGUIを備えた高性能ツールの活用 

89600 VSAソフトウェアのGUIには、時間を短縮する機能が数多くあります。マウスをディス
プレイの「ホットスポット」上に置くと、特殊なカーソルとヘルプメッセージが表示されます。
値を変更するには、パラメータに応じて、ドロップダウンメニューから選択するか、マウスを使っ
てスクロールするか、数値を直接入力します。トレースディスプレイ内で右クリックすれば、Y軸
オートスケールなどの使用頻度の高いツールのメニューが表示されます。89600 VSAソフトウェ
アのツールバーからは、この他の一般的なタスク（オートレンジ、記録、スタート／ストップ、
特殊マーカーの選択、マクロなど）をワンボタンで選択できます。

*トレース上のホットスポット
（ダブルクリックして編集）
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トレースをクリックして有効にするか、マウスをメニュー上に置けば、ダイナミックヘルプにユーザーマニュ
アルが瞬時に表示されます。コンテンツをロックして必要な情報を表示することができます。ヘルプウィンド
ウは、ワークスペース上の任意の場所に分離して配置できます。

89600 VSAの詳細：迅速な方法 

ダイナミックヘルプを使用すれば、本製品とそのアプリケーションに関する詳細な情報を入手で
きます。マウスを任意のトレースまたはメニュー上に置くと、関連するヘルプテキストが自動的
に表示されます。これは特に、複雑な変調方式を新たにセットアップする場合に役立ちます。ヘ
ルプテキストには、89600 VSAソフトウェアの使用や測定のセットアップに関する情報、特定
の変調方式のアプリケーション情報が含まれています。
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SCPIやサポートされている.NET言語で書かれたプログラムを使用したテストの自動化。89600 VSA
ソフトウェアは、C#などの言語で開発されたマクロもサポートしています。

測定にロジック・アナライザ、オシロスコープ、シグナル・アナライザのいずれを使用している場合
でも、UIと測定アルゴリズムは同じです。ベースバンドからRFまでの結果を比較して、誤差バジェッ
トに基づいて評価することができます。

DSP DAC

IF/RF/マイクロ波BB(I-Q)

シグナル・アナライザオシロスコープロジック・アナライザ

デジタル（SSI）

自動テストの開発が容易  

使い慣れたSCPIやサポートされている.NET言語を使用して、デザイン検証テストを作成できま
す。マクロ記録を使用して、キー入力を捕捉して、繰り返し作業を自動化できます。また、マク
ロツールバーを表示すれば、マクロを簡単に選択できます。

40種類以上の測定器への接続 

オプション300を追加すれば、シグナル・アナライザ、オシロスコープ、ロジック・アナライザ、
モジュラー測定器などの中から測定器を選択できます。使用するハードウェアに関係なく、測定
の制御には同じGUIが用いられるため、習得時間を最小限に抑えることができます。測定器には、
GPIB、LAN、USB、PXI、PXIコントローラで接続できます。PCベースの測定器の場合、測定器
内部でソフトウェアを実行できます。現時点でサポートされている製品の一覧については、ウェ
ブサイトwww.keysight.co.jp/find/89600_hardware をご覧ください。機器構成メニューを使
用すれば、測定器の検出や検証プロセスが容易です。

デザインプロセスのどの段階でも測定を実行可能

89600 VSAソフトウェアをシミュレーション環境で使用すれば、シミュレーション結果を解析
／表示できます。さらにデバイスのプロトタイプが準備できれば、作業に最適な測定ハードウェ
アを選択して、同じ89600 VSAソフトウェアの測定技術を実際の被試験デバイスに適用できま
す。このようにアナログ／デジタルベースバンド（IF/RF信号）にアクセスし、シミュレーション
から実装まで、信号ブロックの信号品質パラメータ（EVMなど）を比較できます。
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複数の測定を同時に作成／設定／ 
実行可能

89600 VSAソフトウェアに、革新的なマル
チ測定機能が新たに標準装備されました。マ
ルチ測定機能により、複数の測定を同時に設
定／実行／表示でき、マルチキャリア／マル
チフォーマットデバイスの解析、アップリン
ク／ダウンリンク信号の同時解析、複数のテ
ストポイント（RF、ベースバンド、IF）の単一
信号の比較が高速化されます。すべての信号
が測定器の解析帯域幅内に収まるように間隔
をあけて存在している場合、完全な同時測定
が可能です。より広い周波数レンジでは、
VSAソフトウェアは、目的の信号をすべて捕
捉するように2台以上の測定器を調整するこ
とができます。さらに、データ収集モードを、
同期モード（デフォルト）または測定切り替え
時間を高速化できるシーケンスモードに設定
できます。

マルチ測定の実行：トレースAとBでは、複合スペクトラムが複合波形のCCDF統計データと重ね合わ
せて表示されています。トレースCとFはGSM信号を示しています。トレースDとGはW-CDMAダウ
ンリンク信号を示し、トレースEとHはLTEダウンリンク信号の解析トレースです。

チャネル設定ウィザードを使用すれば、ハードウェアチャネルを表示して、複数の測定にマッピング
することができます。
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ソフトウェア機能

基本VSA（オプション200） 

注記：特に記載のない限り、以下の機能は、使用するハードウェアには依存しません。

時間と波形
時間レコードの特性 89600 VSAソフトウェアの測定は、時間レコードに基づいています。時間レコードは、タイム／周波

数／変調ドメインのデータの導出元の信号波形をサンプリングしたデータです。
データモード 2種類の信号処理モード（ベースバンドとズーム）は、表示波形の外観と持続時間に影響を与えます。
 ズーム 測定は、ゼロ以外のスタート周波数で実行されます。タイムドメイン表示では、入力信号の複素エ

ンベロープが表示されます。すなわち、アナライザの中心周波数を基準にして信号の振幅と位相が
表示されます。

 ベースバンド 測定は0 Hzから始まります。入力信号が直接デジタイズされ、波形表示には、オシロスコープの表示
と同様に、信号全体（搬送波と変調）が表示されます。

時間レコード長（メイン・タイム）                       （周波数ポイント数－1）
スパン（RBWモードの設定は任意、自動結合）

時間サンプル分解能 1/（k×スパン）
ここで、
k＝2.56（時間データモードをベースバンドに設定した場合）
k＝1.28（ズームを含む、その他のすべてのモード（デフォルト）の場合）
スパン＝現在選択されている周波数スパン

時間レコードの特性 レコーディング（時間キャプチャー）モードでは、入力波形が高速時間キャプチャーメモリにギャッ
プなしで取り込まれます。このデータは、全速または減速で再生したり、マスストレージに保存し
たり、別のソフトウェアアプリケーションに転送することもできます。
捕捉した波形の時間解析では、新しい測定スパンが元の捕捉スパン内に収まる限り、測定スパンや
中心周波数を調整して信号を拡大表示することもできます。

時間レコード・メモリ・サイズ メモリサイズは使用するハードウェアによって異なります。詳細については、ハードウェアの仕様
を参照してください。

分解能帯域幅（RBW）
RBW値 選択可能なRBWの範囲は、選択した周波数スパンと計算で求めた周波数ポイント数の関数です。 

範囲を1-3-10シーケンスで増減することも、任意の帯域幅を直接入力することもできます。
レンジ ＜1 Hz～＞0.287×最大スパン
RBWシェープファクター 以下のウィンドウの中から選択して、最適な振幅確度、ダイナミックレンジ、トランジェント信号

応答特性を得るために、必要に応じてRBWの形状を最適化することができます。
選択度 通過帯域のフラットネス 除去比

 フラットトップ 0.41 0.01 dB ＞95 dBc

 ガウシアントップ 0.25 0.68 dB ＞125 dBc

 ハニング 0.11 1.5 dB ＞31 dBc

 ユニフォーム 0.0014 4.0 dB ＞13 dBc

 ブラックマンハリス 0.26 0.83 dB ＞92 dBc

 カイザーベッセル 0.26 0.83 dB ＞89 dBc

 ガウシアン 0.22 0.83 dB ＞73 dBc
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測定の表示／制御
入力  

チャネル数 最大8チャネル（ハードウェアに依存）
フォーマット 個別：I＋jQ（ch1＋jch2）；デュアルI＋jQ（ch1＋jch2、ch3＋jch4）
レンジ 選択可能。または、ハードウェアのフルスケール入力レンジを設定するワンショットオートレンジ。 

現在アクティブなチャネルまたはすべてのチャネルに適用
結合 AC、DC

接続 シングルエンド、差動（平衡）
トリガ  

トリガタイプ すべてのハードウェアにすべてのトリガタイプを使用できるわけではありません
 フリーラン トリガ条件を待たずに、測定が連続実行されます
 チャネル ベースバンド信号でのみレベルに基づいたトリガが可能
 IF振幅 帯域内エネルギーでトリガ。トリガ帯域幅は測定スパンによって決まります。ズームデータの場合。

UXA/PXA/MXAシグナル・アナライザに広帯域デジタルIFがインストールされている場合、時間条件を
使用できます。

 外部 トリガ信号は外部トリガポート経由でハードウェアに提供
 周期 PSAオプション122測定ハードウェアでのみ使用可能 

 周波数マスクトリガ 周波数選択トリガ。周波数マスク／トリガ基準に基づいて測定を開始。リアルタイム機能搭載の
PXA/MXAシグナル・アナライザでのみ使用可能。時間条件との組み合わせも可能。

再生トリガ フリーラントリガ、チャネルトリガまたは振幅トリガを使用して、再生中の記録データでトリガ
トリガ遅延 プリトリガ（負）／ポストトリガ（負）遅延を設定可能。遅延の値の範囲はハードウェアに依存
トリガホールドオフ ホールドオフ期間が経過するまで再トリガを防止
トレースデータ 最大8チャネルまで個別に表示可能
自己相関 選択した入力チャネルの自己相関。マルチパスのように、信号自体に繰り返しパターンがあるかど

うかを確認するために使用
CCDF 相補累積分布関数
CDF 累積分布関数
補正 校正データから得られた補正データ
ゲート時間 ゲートによってマークが付けられたメイン時間レコードの部分（タイムゲーティングがオンの場合）
瞬時メインタイム アベレージングなしの時間データ
瞬時スペクトラム アベレージングなしのスペクトラムデータ
メインタイム 補正済みのリサンプリングされた時間データ
PDF 確率密度関数
PSD パワー・スペクトラム・データ
生メイン・タイム 生時系列データ
スペクトラム 時間トレースデータから計算した周波数スペクトラム
グラフ
 AM/AM 応答信号の振幅と入力信号の振幅
 AM/ΦM 応答信号の位相と入力信号の振幅
 利得圧縮 利得対入力信号の振幅
 入力信号時間 補正／時間調整後の入力信号
 応答時間 補正／時間調整後の応答信号
 デルタEVM時間 入力信号と応答信号のエラーベクトル振幅差対時間
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トレースデータ（続き） 最大8チャネルまで個別に表示可能
マーカー ACP/OBWデータの表形式での表示
演算 演算レジスタ内の計算データの表示
チャネルN×M（ここで、M＜N）の 
クロス・チャネル・データ

 

 コヒーレンス 2つの信号間の類似性を示す
 相互相関 2つの異なる経路間のコモン信号の時間遅延を決定
 クロススペクトラム ch Nとch Mのクロス・パワー・スペクトラム
 周波数応答 ch Nとch Mの周波数応答
 インパルス応答 ch Nとch Mの周波数応答の逆フーリエ変換
トレース演算
用途 トレース演算を使って、各測定のデータを処理可能。マルチ測定では、さまざまな測定の結果間

のトレース演算が可能。アプリケーションには、ユーザー定義の測定単位、データ補正、ノーマ
ライゼーションが含まれる。

オペランド 測定データ、データレジスタ、定数、jω
演算 ＋、－、x、/、複素共役、振幅、位相、実数、虚数、2乗、平方根、FFT、逆FFT、ウィンドウ関数、

対数、指数、ピーク値、逆数、位相アンラップ、ゼロ
グラフ 変調信号を用いて複雑なスティミュラスレスポンス測定を実行
グラフ設定 入力信号データ／応答データの選択（手動／自動） 

補正（振幅ノーマライゼーション、時間調整、位相誤差補正） 
カーブ・フィッティング・ラインの多項式次数

グラフ結果 差動エラー・ベクトル振幅（全タイムポイントをアベレージング） 
入力信号データに対する応答データの平均利得 
入力信号データ／応答データ間の遅延 
平均入力信号パワー 
平均応答パワー 
カーブ・フィッティング・ラインの係数

トレースの外観
トレースフォーマット 対数振幅（dBまたはリニア）、リニア振幅、実数（I）、虚数（Q）、位相ラップ、位相アンラップ、I-Q、

コンスタレーション、Iアイ、Qアイ、トレリス・アイ、群遅延
トレースレイアウト 複数のトレース（無制限）。取り外し可能なグリッド上にユーザーが決定したレイアウトで表示
カラー数 ユーザー定義カラー・パレット
スペシャルビジュアリゼーション表示 時間変動する信号を表示できる独自のビジュアルツール
調整可能なパラメータ
  カラーマッピング カラーノーマル、カラー反転、グレーノーマル、グレー反転、ユーザー定義
  拡張 色の配分方法を決定
  しきい値 現在選択されているビジュアリゼーション表示タイプのしきい値を設定
表示タイプ 累積履歴、デジタル残光表示、スペクトログラム
アベレージング  

タイプ RMS（ビデオ）、RMS（ビデオ）指数、ピークホールド、時間、時間指数
アベレージング回数（最大） ＞108

オーバーラップ処理 0～ 99.99 %
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タイムゲーティング
特長 入力またはアナログ復調されたタイム・ドメイン・データの時間選択周波数ドメイン解析。

入力チャネルごとに個別にゲート遅延を設定可能
ゲート長（最大） メインタイム長
ゲート長（最小） ウィンドウの形状／（0.3×周波数スパン）。ウィンドウの形状は以下のとおり：
 フラットトップ：2.2

ハニング：1.5
ユニフォーム：1
ブラックマンハリス：2.0044
カイザーベッセル：2.0013
ガウシアン：2.0212
ガウシアン・トップ：2.215

マーカー
使用可能数 トレース1個あたりに複数のマーカー（無制限）を設定可能
タイプ ノーマル、デルタ、固定、OBW、ACP、スペクトログラム
サーチ ピーク、次ピーク左、次ピーク右、ピーク下、ピーク上、最小
マーカーのコピー先 スタート周波数、ストップ周波数、中心周波数、基準レベル、逆拡散チャネル、解析TS/FS、 

デルタ-スパン、カウンタ-中心周波数、重心-中心
マーカー機能 ピーク信号トラック、周波数カウンター、バンドパワー、カップル
バンドパワー 任意の時間、周波数または復調トレースに配置して、選択したデータ部分内のバンドパワー、（パワー

の）実効値、C/NまたはC/Noを直接計算可能
占有帯域幅（OBW）
 

バンド内のパワーのx %を提供するのに必要な帯域幅を動的に計算するために、スペクトラムトレー
ス上だけに配置可能。0～ 100 %の範囲内でユーザーが選択可能

  OBW結果
 
 
 
 
 
 
 

スパン内の全電力
OBW内電力
電力比（OBW/スパン）
OBWの低い方の周波数
OBWの高い方の周波数
OBW
重心周波数
オフセット周波数（測定中心周波数－重心周波数）

隣接チャネル漏洩電力 スペクトラムトレースだけに配置可能
 ユーザー設定可能な 
 パラメータ

搬送波チャネルの中心周波数と帯域幅
各オフセットチャネルのオフセット周波数と帯域幅
基準オフセットにより、オフセットチャネルの中心を画面上の任意の場所に配置可能

 ACP結果
 
 
 
 
 

各オフセットの合否判定リミット（上限値と下限値の両方の結果に適用）
搬送波バンドパワー
各周波数オフセットの上側と下側の両方のオフセットバンド内のパワー
搬送波に対する、各周波数オフセットの上側と下側の両方のオフセットバンド内のパワー（ACPR）
各周波数オフセットの（上側／下側オフセットの）ワーストケースのACPR
ユーザー定義のしきい値を基準にした合否判定条件
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リミットライン  

リミットテスト トレースデータに適用するリミットラインの集まり。ユーザーが定義するか、保存トレースから定義
マーカー結果 リミット／マージン合否判定ステータス、ワーストケースのフェールポイントまたは最小マージン

ポイント（フェールなしの場合）、全トレースのリミット・テスト・ステータス、リミット・ライン・
テーブル（表形式の結果） 

設定可能なラインパラメータ 上限値、下限値、リミットマージン
周波数マスクからのエクスポート／インポート

リミットプログラミング すべての機能が.NETによる制御が可能
リミット・テスト・フェール 測定ステータスイベントの作成
ソフトウェアインタフェース
プログラミングおよびマクロ  フロントエンドの測定ハードウェアへのアクセスがすべて完全にカプセル化されています。測定

ハードウェアへのプログラムによるダイレクトアクセスは不要なので、いずれのインタフェースで
もサポートされていません。

リモートプログラミング  

  .NET .NETはプライマリ・リモート・インタフェースです。.NETリモートと通信可能なソフトウェア開発環
境としては、Microsoft Visual Studioなどがあります。  

  SCPI SCPIリモートインタフェースを使用すれば、SCPIベースの測定器コントローラで、89600 VSAソフト
ウェアのすべての機能にアクセスできます。互換性のあるSCPIソフトウェア開発環境としては、
Keysight VEEやKeysight Command Expertがあります。MATLABを使用している場合、リモートプログラ
ミングにSCPIを使用することをご検討ください。

  COM COM API互換インタフェースを使用すれば、前世代の89601A用に書かれたアプリケーションで、
89600 VSAソフトウェアの多くの機能にアクセスできます。コードの変更は最小限で済みます。互換
性のあるソフトウェア開発環境としては、Microsoft Visual Studioなどがあります。

マクロ言語 内蔵エディターによる、C#やVB.NETを使用したマクロ記録をサポートしています。サポートされて
いる.NET言語を使用してマクロを開発することもできます。シンタックスカラーリングを備えたフ
ル機能のコードエディターを使用すれば、Microsoft Visual Studioにコピー／貼り付けして編集／デ
バッグすることができます。VBAを使用して89601A用に開発したマクロは、COM互換インタフェー
スの一部の機能にしかアクセスできません。

リモート表示 リモートから89600 VSAソフトウェアを操作したり、画面を表示するには、市販のリモートPCソフト
ウェアを使用することをお勧めします。

ファイル・フォーマット 測定／捕捉波形、スペクトラムなどの測定結果のセーブ／リコール用
ASCII タブ区切り（.txt）、カンマ区切り（.csv）
バイナリー Keysight標準データフォーマット（.sdf、.cap、.dat）、Keysight E3238サーチシステムのタイムスナップ

ショット（.cap）、タイム・レコーディング・ファイル（.cap）ファイル（2 GB未満のサイズ）。Keysight 
N5110/N5106信号発生器のファイル（.bin）（2 GB未満のサイズ）

MATLAB 4以降 MATファイル（.mat）

MATLAB 2006以降 MATファイル（.mat）およびHDF5ファイルフォーマット（.hdf、.h5）
シミュレーション環境
サポートされているソフトウェア Keysight SystemVue ESL、Keysight Advanced Design System (ADS)、MathWorks社のSimulink（バージョン

7.00～ 17.20のVSAでのみ使用可能）
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主な仕様

この技術概要には、指定したハードウェアで測定を行う場合のソフトウェアの公称性能仕様が記載されています。公称値は予想される性能また
は製品の使用の際に参考となる性能を表し、製品保証の対象ではありません。すべての仕様の一覧については、測定ハードウェアのカタログを
参照してください。

基本VSA（オプション200） 
Xシリーズ シグナル・アナライザ

一般性能 UXA PXA MXA EXA CXA

この表の仕様は、示されている測定器の性能をまとめて示したもので、89600 VSAソフトウェアが測定器にインストールされている場合や、
LAN経由で接続された外部PCコントローラで使用されている場合に適用されます。

詳細については、各Xシリーズ シグナル・アナライザのデータシートのI/Qアナライザのセクションを参照してください

カタログ番号 5992-0090JAJP 5990-3952EN 5989-4942JAJP 5989-6529JAJP 5990-4327EN

周波数

最小周波数

AC結合 10 MHz 10 MHz 10 MHz 10 MHz

9 kHz 
（オプション

503/507） 
10 MHz 

（オプション
513/526）

DC結合 3 Hz 3 Hz 10 Hz 10 Hz
9 kHz  

（オプション
513/526）

最大周波数

オプションに依存 最大26.5 GHz 最大50 GHz 最大26.5 GHz 最大44 GHz 最大26.5 GHz

中心周波数同調

分解能 10 μHz 10 μHz 1 mHz

周波数スパン

オプションに依存 最大510 MHz 最大160 MHz 最大160 MHz 最大40 MHz 最大25 MHz

周波数スパン ベースバンドIQ（オプションBBA）

I+jQ BW 1 ch BW 2 ch BW I+jQ BW 1 ch BW 2 ch BW

標準 20 MHz 10 MHz 10 MHz 20 MHz 10 MHz 10 MHz

オプションB25 50 MHz 25 MHz 20 MHz2 50 MHz 25 MHz 20 MHz2

オプションB40 80 MHz 40 MHz 20 MHz2 80 MHz 40 MHz 20 MHz2

 スパン当たりの周波数ポイント数

校正済みポイント数 51～ 409,601

表示ポイント数 51～ 524,288

1. データは変更される場合があります
2. ベースバンド測定の場合の値です。ズーム測定の場合は、1 ch BWに合わせて値は増加します。89600 VSAソフトウェアでベースバンドまたはズームを選択し

ます（MeasSetup > Frequency（タブ） > Time Data > basebandまたはzoomを選択）。



15 | Keysight | 89601B/BN-200 基本ベクトル信号解析、89601B/BN-300 ハードウェアインタフェース、89600 VSAソフトウェア - Technical Overview

一般性能 UXA PXA MXA EXA CXA

入力 フルスケール、アッテネータの設定とADCの利得の組み合わせ

レンジ

プリアンプなし －22 dBm～＋30 dBm 
（2 dBステップ）

－20 dBm～＋30 dBm 
（2 dBステップ）

－20 dBm～＋20 dBm 
（10 dBステップ） 

 オプションFSAまたはEA3搭載 －20 dBm～＋22 dBm 
（2 dBステップ）

プリアンプあり、f＜3.6 GHz
－42 dBm～＋30 dBm 
（2 dBステップ）

－40 dBm～＋30 dBm 
（2 dBステップ）

－40～＋20 dBm 
（10 dBステップ） 

 オプションFSAまたはEA3搭載 －40～＋22 dBm 
（2 dBステップ） 

プリアンプあり、f＞3.6 GHz 
－56 dBm～＋30 dBm 
（2 dBステップ）

－50～＋20 dBm 
（10 dBステップ）

 オプションFSAまたはEA3搭載 －54～＋22 dBm 
（2 dBステップ）

オプションBBA（50 Ω入力） －8 dBm～＋10 dBm

オプションBBA（1 MΩ入力） －14 dBm～＋4 dBm

 ADC過負荷 ＋2 dBfs 
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一般性能 PXA MXA EXA CXA
振幅確度
絶対振幅確度  

RF入力

 ＜3 .6 GHz  ＜3.0 GHz（標準）
±0.19 dB（≦10 MHzのスパン） 

±0.69 dB（25 MHz～ 
160 MHzのスパン）  

±0.23 dB ±0.27 dB ±0.60 dB

BBIQ入力1 ±0.07 dB 2
 
 

振幅リニアリティー 3

RF入力  ±0.1 dB  ±0.10 dB（－70 dBf～ 0 dBfs）
±0.15 dB（＜－70 dBfs）

 ±0.15 dB 
（－70 dBfs～ 0 dBfs）   

 0.25 dB 
（＜－70 dBfs）   

 ±0.30 dB 
（－5 dBfs～ 0 dBfs）  

 0.15 dB 
（－70 dBfs～－5 dBfs）  

BBIQ入力1 ±0.10 dB（0～－45 dBfs）4

±0.20 dB（＜－45 dBfs）4

感度

－152 
dBm/Hz

（≦25 MHzのスパ
ン、10 MHz～ 
1.8 GHzの周波数、
－22 dBmの入力レ
ンジ）

－151 
dBm/Hz

（10 MHz～ 
2.1 GHz、－20 dBm
レンジ） －147 

dBm/Hz

（10 MHz～ 
2.1 GHz、 
－20 dBmレンジ） －144 

dBm/Hz

(10 MHz～ 2.2 GHz、
－20 dBmレンジ）

－144 
dBm/Hz

（25 MHz～ 40 MHz
のスパン、10 MHz
～ 1.8 GHzの周波
数、－22 dBmの入
力レンジ）

－163 
dBm/Hz

（10 MHz～ 
2.1 GHz、－40 dBm
レンジ、オプショ
ンP0xが必要）

－160 
dBm/Hz

（10 MHz～ 
2.1 GHz、 
－40 dBmレンジ、
オプションP03が
必要）

－160 
dBm/Hz

（10 MHz～ 2.2 GHz、
－40 dBmレンジ、
オプションP0xおよ
びオプション503ま
たは507） 

－151 
dBm/Hz

（40 MHz～ 
160 MHzのスパン、
10 MHz～ 1.8 GHz
の周波数、 
－22 dBmの入力レ
ンジ）

－158 
dBm/Hz

（10 MHz～ 3 GHz、
－40 dBmレンジ、
オプションP0xおよ
びオプション513ま
たは526）

1. オプションBBA BBIQの詳細な仕様については、カタログ番号5989-6538JAJPを参照してください。
2. 各レンジの最大入力の6 dB下で測定、基準周波数250 kHz、すべてのレンジ、公称値。
3. 基準レベルは、0 dBのレンジ設定で－25 dBmの入力信号です。
4. ディザー機能オン時。

ダイナミックレンジ

3次相互変調歪み
 2トーン、 

10 MHz～ 13.6 GHzの 
周波数レンジ

2トーン、400 MHz～ 13.6 GHzの周波数レンジ 2トーン、500 MHz～ 7.5 GHzの
周波数レンジ

スパン
≦25 MHz 

 25 MHz～
40 MHz 

 40 MHz～
160 MHz 

≦40 MHz
≦25 MHz 

（オプション
503または507）

≦25 MHz 
（オプション
513または526）

トーン間隔 ＞100 kHz ＞1 MHz  ＞15 kHz ＞100 kHz

トーンレベル －20 dBfs －9 dBfs －20 dBfs －10 dBfs

TOI歪み －90 dBc －82 dBc －80 dBc －90 dBc －82 dBc －66 dBc －64 dBc

ノイズ密度
入力レンジ

PXAのノイズ密度のグラフを参照

1 GHz

  ≧－10 dBm －140 dBfs/Hz －137 dBfs/Hz －134 dBfs/Hz

  －20 dBm～－12 dBm  －131 dBfs/Hz   －127 dBfs/Hz －124 dBfs/Hz

  －30 dBm～－22 dBm  －133 dBfs/Hz 
（プリアンプオプションが 

必要） 

 －130 dBfs/Hz 
（プリアンプオプションが必要） 

  －40 dBm～－32 dBm  －123 dBfs/Hz 
（プリアンプオプションが 

必要） 

 －120 dBfs/Hz 
（プリアンプオプションが必要） 
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時間と波形捕捉  PXA   MXA   EXA  CXA

最大キャプチャーサイズ    

 複素数サンプル  

32ビット：512 Mサンプル 
64ビット：256 Mサンプル

500 Mサンプル 
（オプションBBA搭載）

4 Mサンプル（標準） 
32ビット：512 Mサンプル1 
64ビット：256 Mサンプル1 
500 Mサンプル 
（オプションBBA搭載） 

4 Mサンプル（標準） 
32ビット：512 Mサンプル2 
64ビット：256 Mサンプル2 

4 Mサンプル

最大捕捉時間（最大スパン） （複素数サンプル、32ビット）

  10 MHz（標準） 40 s 266.6 ms 266.6 ms 266.6 ms

  25 MHz（オプションB25） 16 s 88.8 ms 88.8 ms 88.8 ms

  40 MHz（オプションB40） 10 s 10 s 10 s

  85 MHz（オプションB85） 4.9 s 4.9 s

  125 MHz（オプションB1A） 3.3 s

  160 MHz（オプションB1X） 2.6 s 2.6 s

アナログ変調解析   PXA   MXA   EXA  CXA

AM復調     

条件   搬送波≦－17 dBfs  スパン≦12 MHz、 
搬送波≦－17 dBfs  

スパン≦12 MHz、 
搬送波≦－17 dBfs  

 搬送波≦－17 dBfs  

復調帯域幅   選択した測定スパンと同じ  

変調指数確度   ± 1%   ± 1%   ± 1%   ± 1%  

高調波歪み  100 %の変調指数を基準に
して－50 dBc  

100 %の変調指数を基準に
して－60 dBc  

100 %の変調指数を基準に
して－55 dBc  

100 %の変調指数を基準
にして－50 dBc  

スプリアス   100 %の変調指数を基準に
して－60 dBc  

 

クロス復調  変調周波数50 kHz、偏移
200 kHzのFM信号に対して
＜1.1 %のAM  

変調周波数50 kHz、偏移 
200 kHzのFM信号に対して
＜0.3 %のAM 

変調周波数50 kHz、偏移
200 kHzのFM信号に対して
＜0.5 %のAM

変調周波数50 kHz、偏移
200 kHzのFM信号に対し
て＜1.1 %のAM 

φM復調      

条件   偏移＜180º、変調周波数≦500 kHz  

復調帯域幅   特に記載のない限り、選択した測定スパンと同じ  

変調指数確度  ± 0.5º  ±0.5 º  ±0.5 º  ±0.5 º  

高調波歪み  －55 dBc  －60 dBc  －55 dBc  －55 dBc  

スプリアス  －60 dBc  －60 dBc、スパン≦12 MHz  －60 dBc  －60 dBc  

クロス復調  
 

（変調指数80 %のAM信号、変調周波数）

≦1 MHz   ≦1 MHz   ≦1 MHz  

 CF＜3 GHz、1º ΦM  1º ΦM  スパン＜10 MHz、1º ΦM   CF＜3 GHz、1 º ΦM  

 CF＞3 GHz、1.3º ΦM   
スパン＞10 MHz、1.5º ΦM
（オプションB25）   CF＞ 3 GHz、1.3 º ΦM  

1. オプションMPB、DP2、B40、B85、B1AまたはB1X搭載時。
2. オプションMPB、DP2またはB40搭載時。
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アナログ変調解析（続き）  PXA   MXA   EXA  CXA

 FM復調     

復調帯域幅   選択した測定スパンと同じ  

変調指数確度   スパンの±0.1 %、偏移＜2 MHz、変調周波数≦500 kHz  

高調波歪み    

  変調周波数 
  ≦50 kHz、偏移 
  ≦200 kHz   

 －50 dBc   －60 dBc   －50 dBc   －50 dBc  

  変調周波数 
  ≦500 kHz、偏移 
  ≦2 MHz 

 －45 dBc   －55 dBc   －45 dBc   －45 dBc  

スプリアス歪み      

  変調周波数 
  ≦50 kHz、偏移 
  ≦200 kHz

 －50 dBc  
 －50 dBc、 

スパン≦12 MHz
 －50 dBc   －50 dBc  

  変調周波数 
  ≦500 kHz、偏移 
  ≦2 MHz

 －45 dBc   －45 dBc   －45 dBc   －45 dBc  

クロス復調   変調指数80 %のAM信号、変調周波数≦1 MHzに対して、FMのスパンの＜0.5 %  
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概要  モデル  入力 
チャネル数  

ベース 
バンド 
（I/Q）  

 MIMO  解析帯域幅1 周波数レンジ1 EVM性能1, 2 アプリケーション

Xシリーズ  
シグナル・ 
アナライザ  

N9000A、N9010A、
N9020A、N9030A  

1、2（N9010
またはN9020
をスレーブ 
動作させた 
場合）4

○、 
オプション  

2x2 MIMO
（N9010または

N9020Aアナラ
イザ2台、時
間同期のみ）4

最大160 MHz、 
最大25 MHz 
（スレーブ  
ユニット）

最大50 GHz 0.50 % rms～ 
1.5 % rms3

低価格から高性能
ベースバンドま
で、RF、2チャネ
ルMIMO

N9040B 最大510 MHz 未定
MXE EMI 
レシーバ

N9038A 1 RF × × 10 MHz（標準）、
25 MHz（オプ
ションB25）

8.4 GHz  
（オプション

508）、 
26.5 GHz 
（オプション

526）
44 GHz 
（オプション

544）

－ CISPRに準拠した
テスト、複数の測
定アプリケーショ
ン（位相雑音など）

PSA 
スペクトラム・
アナライザ  

E4440A、E4443A、
E4445A、E4446A、
E4447A、E4448A  

1、2（2台を 
スレーブ動作
させた場合）

×  2x2 最大80 MHz、 
最大8 MHz 
（スレーブ 
ユニット）

最大50 GHz 0.50 % rms～ 
1.5 % rms5

最高のRF性能

ESA 
スペクトラム・
アナライザ  

ESA-Eシリーズ  1   ×   ×  10 MHz 最大26.5 GHz 0.40 % rms～ 
1.8 % rms6

低コストのRF 
解析

Infiniium 
オシロ 
スコープ 

8064, 8104, 9064, 
91047、9254、
9404、80204、
80304、80404、
80604、80804、
81004、81204、
81304、90254、
90404、90604、
90804、91204、
91304、X91304、
X91604、X92004、
X92504、X92804、
X93204、X92004Q、
X92504Q、X93304、
X95004Q、X96204Q、
9024H、9054H、
9104H、9204H、
S054A、S104A、
S204A、S254A、
S404A、S604A、
S804A、Z204A、
Z254A、Z334A、
Z504A、Z634A

1, 2, 3, 4 ○、 
デュアルI
＋jQを含む  

最大4x4、 
ベースバンド
を含む

61 GHz 
（62.5 GHz（エリ
アジング保護が
低下））

61 GHz 
（62.5 GHz（エリ
アジング保護
が低下））

－ 広い帯域幅、ベー
スバンド、低コス
トのMIMO解析

1. モデル／オプションに依存。
2. QPSK信号。測定スパン内に完全に含まれるフルスケール信号、ランダム・データ・シーケンス、スタート周波数≧（スパンの15 %）、α/BT≧0.3、シンボルレー

ト≧1 kHz、アベレージング＝10回。オプションAYAが必要。データは比較のためだけに提供されています。
3. 周波数＜3.6 GHz、レンジ≧－30 dBm。
4. オプションB40はサポートされていません（オプションB40搭載のアナライザは、別のアナライザと組み合わせて使用することはできません）。
5. 周波数＜3 GHz、レンジ≧－24 dBm。
6. 30 MHz～ 3 GHzの周波数、レンジ≧－20 dBm。
7. フル・サンプリング・レート＝10 Gサンプル/s。

ハードウェアインタフェース（オプション300） 

すべての仕様の一覧については、測定ハードウェアのカタログを参照してください。

サポートされているハードウェア

サポートされている最新ハードウェアの一覧については、ウェブサイトwww.keysight.co.jp/find/89600_hardware をご覧ください
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1. モデル／オプションに依存。
2. QPSK信号。測定スパン内に完全に含まれるフルスケール信号、ランダム・データ・シーケンス、スタート周波数≧（スパンの15 %）、α/BT≧0.3、シンボルレー

ト≧1 kHz、アベレージング＝10回。オプションAYAが必要。データは比較のためだけに提供されています。
3. デジタイザ・オンリ・モード
4. 256QAM信号、160 MHzの解析帯域幅（802.11ac）で測定。

概要  モデル  入力 
チャネル数  

ベースバン
ド（I/Q）  

 MIMO  解析帯域幅1 周波数レンジ1 EVM性能1, 2 アプリケーション

InfiniiVision 
オシロ 
スコープ  

601x、603x、
703x、605x、
705x、610x、
701x、710x、
6014、6054、
6104、305x、
303x、3024、
3014、3012、
310x、4154、
4104、405x、
403x、402x

1、2、3、4 
（モデルとオ
プションに
依存）  

○（すべて
の2チャネ
ル・オシロ
スコープ）、
デュアルI
＋jQ（4チャ
ネル・モデ
ル）  

最大4x4 最大1 GHz 最大1.5 GHz － 広い帯域幅、 
ベースバンド、
低コストの 
ベースバンド
MIMO解析

ロジック・ 
アナライザ  

16800/16900；
RDX  

1～ 4チャネ
ル解析 

×  ×  最大1.5 GHz 最大1.5 GHz 適用なし デジタルバス/
FPGA解析、すべ
てのアプリケー
ション

N7109Aマルチ
チャネル・ 
シグナル・ 
アナライザ

N7109A 2、4、8 
（構成に 
依存）

× 最大8x8 40 MHz 6 GHz
（個別に 
同調可能）

－42～－45 dB モジュール型、 
高いコストパ
フォーマンス、 
高速、高性能
MIMO、LTEビー
ムフォーミング、
LTE Advancedマ
ルチバンド・キャ
リア・アグレゲー
ション

PXIベクトル・
シグナル・ 
アナライザ

M9393A 最大4
（シャーシ 
当たり） 

× 最大4x4 最大160 MHz 9 kHz～ 27 GHz － モジュール型、 
広い帯域幅、 
高速、MIMO

M9392A 最大4
（シャーシ 
当たり）

× 最大4x4 最大250 MHz
（最大800 MHz）3

50 MHz～ 
26.5 GHz

－ モジュール型、 
広い帯域幅、 
高速、MIMO

M9391A 最大4
（シャーシ 
当たり）

× 最大4x4 最大160 MHz 1 MHz～ 6 GHz －42 dB～
－47.5 dB 
（公称値）4

モジュール型、 
広い帯域幅、 
高速、MIMO

AXIe高速 
デジタイザ

M9703A 8 ○ 最大8x8 1 GHz DC～ 1.6 GHz －44 dBおよび
－47 dB 
（公称値）4

マルチチャネル、
広い帯域幅、 
ベースバンド、 
マルチアンテナ、
MIMO

PCIe高速 
デジタイザ

U5303A 8 ○ 最大8x8 1 GHz DC～ 1.6 GHz － マルチチャネル、
広い帯域幅、ベー
スバンド、 
マルチアンテナ、
MIMO

RFセンサ N6841A 1 × × 最大20 MHz 20 MHz～ 
6 GHz

－ 屋外用防水型、 
高いコスト 
パフォーマンス
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Xシリーズ シグナル・アナライザ

  UXA PXA  MXA   EXA   CXA  

 ソフトウェア／ハードウェア機能の可用性と要件  

シグナル・アナライザの要件

解析帯域幅：

  最大10 MHz 標準、オプションは不要
  最大25 MHz オプションB25

  最大40 MHz オプションB40

  最大85 MHz オプションB85

  最大125 MHz オプションB1A

  最大160 MHz オプションB1X

  最大255 MHz オプションB2X

  最大510 MHz オプションB5X

ベースバンド入力 オプションBBA

外部ミキサー オプションEXM

性能向上 プリアンプオプションを使用可能
PC-アナライザインタフェース  89600 VSAソフトウェアは、Xシリーズ アナライザプラットフォーム内でも、LAN経由でアナライザに接続

された外部PCでも実行できます。89600 VSAソフトウェアをアナライザにインストールすれば、USB2.0経由
で接続したマウスやキーボードを使って操作できます。ソフトウェアをリモートPCで実行する場合、LANク
ロスオーバーケーブル、LANハブ、またはLANスイッチを使用する必要があります。これにより、シグナル・
アナライザからデータを転送できます。

PC要件   ウェブサイトをご覧ください：www.keysight.co.jp/find/89600-pc 

注記：89600 VSAソフトウェアをXシリーズの測定器内で実行している場合、シグナル・アナライザのすべての機能に瞬時に直接アクセスできま
す（アナライザの［Mode］を押し、89600 VSAソフトウェアのコマンドツールバー上のControl > Disconnectを使用するか、89600 VSAソフトウェ
アをクローズします）。89600 VSAソフトウェアをアナライザに接続されているリモートPC上で実行している場合は、同じDisconnectコマンドを
使用するか、アプリケーションをクローズします。

アップグレードが可能です 

89600 VSAソフトウェ
アのオプションはすべ
て、購入後に追加でき、
ライセンスキーによっ
て有効になります。詳

細については、以下のウェブサイトをご
覧ください。
(www.keysight.co.jp/find/89600_
upgrades)

89600 VSAソフトウェアを最新の状態に維持 

規格の急速な進化や信号解析の絶え間ない進歩に対応するために、89601BU/BNUソ
フトウェア・アップデート・サービスを利用すれば、89600 VSAソフトウェアの最新
機能や機能拡張をただちに入手できます。

www.keysight.co.jp/find/89601BU 

アップ
グレード
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