
複雑な信号を詳細に解析可能
 – 高分解能のFFTベースのスペクトラム・ドメ
イン／タイム・ドメイン／変調ドメイン解析

 – さまざまな信号の測定：89600 VSAソフト
ウェアは75種類以上の信号規格と変調方式を
サポート

 – 移動体通信／無線接続／航空宇宙／防衛／汎
用アプリケーションにおける信号の解析とト
ラブルシューティング

 – シミュレーションから製造まで、ベースバン
ドからRFまで、デザインのほぼすべての段階
でベクトル信号解析が可能

Keysight Technologies 
89600 VSAソフトウェア 
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非常に複雑な信号を復調／解析するためのツール

LTE-Advancedなどの進化する移動体通信規格のI/Q変調の特性評価。

無料の30日間試用版
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。解析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したり
（ソフトウェアのツールバーでFile > 
Recall > Recall Demo > signal type
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

今日、スペクトラムは過密化し、データは高速化しています。これに伴い開発は複雑化
する一方です。信号の問題点を検出することは重要ですが、問題解決方法を導くのは極
めて大きな課題です。89600 VSAソフトウェアは、復調／ベクトル信号解析用の包括的
なツール・セットです。これらのツールを使用すれば、信号のあらゆる側面を調査して、
より高度なデザインに最適化することができます。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。

89600 VSAとXシリーズ 
測定アプリケーション
89600 VSAは、研究開発における無
線信号の評価／トラブルシューティン
グに最適です。89600 VSAソフトウェ
アは、PC上で動作し、幅広いハード
ウェア測定プラットフォームをサポー
トしています。問題点の検出と解決に
重要な役割を果たす柔軟な高機能測定
ツールです。

Xシリーズ測定アプリケーションは、
Xシリーズ アナライザに各規格準拠の
ワンボタン測定を内蔵したものです。
高速測定や合否判定テストを簡単な操
作で実現するこれらのアプリケーショ
ンは、自動化設計検証および製造試験
に最適です。

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

シミュレーション向け89600 VSAソフトウェア
この製品（製品番号：89601BE）は、Keysight ADS/SystemVueといったEDA
ツールと89600 VSAをお使いのユーザに対応しています。
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802.11ac復調／解析による最新の無線LAN信号の検証。

AM/FM/PM等アナログ変調解析から、1024QAM/18APSK等デジタル変調解析をカバー。（画面例はQPSK解析）

将来の規格／変調にも 
対応可能
89600 VSAソフトウェアを使用すれば、
移動体通信、無線接続、MILCOM、衛星
通信など、75種類以上の信号規格と変調
方式の測定が可能です。また、89600 
VSAソフトウェアは、完全に規格化され
る前の最新規格にも対応した解析ツール
を常にいち早く提供する実績があります。

75種類を超える信号規格と 
変調方式

 – 移動体通信：LTE- Advanced、LTE、
W-CDMA HSPA+、GSM/EDGE 
Evolution、cdma2000®、TD-
SCDMA

 – 無線接続：無線LAN 802.11ac、
802.11n、802.11a/b/g、WiMAX、
Bluetooth®、Zigbee、RFID

 – 航空宇宙、防衛、衛星：AM、FM、
PM、BPSK、QPSK、QAM、APSK、
FSK、VSB、SOQPSK、APCO 25

 – カスタム変調：規格外や独自の
OFDM/APSK信号の評価

 – さらに、MIMO/マルチチャネル・テ
スト用に最大8チャネルをサポート
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マルチ測定： 
複数の信号を一度に解析／ 
表示可能
業界初のマルチ測定機能により、複数の
測定を同時に設定／実行／表示すること
ができます。また多くの測定方法をメモ
リに保存でき、瞬時に実行できます。複
数のアナライザに同時に接続したり、1台
のマルチチャネル測定器を使用して、さ
まざまなテスト・ポイントまたは周波数
バンドの信号を同時に捕捉できます。高
度な表示ツールを使用すれば、さまざま
な測定の結果を比較したり、相関させる
ことができます。

パワーアンプの歪みおよび 
エンベロープ・トラッキング・ 
デザインの徹底的な評価
複雑なスティミュラス-レスポンス測定で
は、2つの信号を測定して比較することが
でき、以下のような測定に対応しています。

 – AM/AM
 – AM/φM
 – 利得圧縮
 – デルタEVM
 – 時間遅延

 
自動時間調整、振幅／位相補正により、
セットアップや解析が簡単に行えます。
89600 VSAソフトウェアは、独自のベー
スバンド/RF信号の比較機能を備えている
ので、エンベロープ・トラッキング・パワー
アンプ／電源のデザインを最適化および
検証するのに最適です。

マルチ測定により、複数の信号を一度に捕捉／解析／表示することができます。ここには、4種類の測定 
（スペクトラム全体のベクトル測定とCCDF、GSM復調、W-CDMA復調、LTE復調）が表示されています。

ソフトウェアのすべての高度な表示機能およびトラブルシューティング・ツールをスティミュラス-レスポンス測定に
使用することができます。 
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高度なトラブルシューティング・ツールによる原因の特定

高度なトラブルシューティング・ツールにより、信号の詳細な解析が可能

信号の捕捉／再生
信号を捕捉／再生して、詳細なギャッ
プフリー解析が行えます。フル機能
の再生、ループオン信号ツール、ユー
ザ定義のファイル・セグメント・メ
モリ、信号ファイルの進捗状況のグ
ラフィック／数値表示機能により、
解析が容易に行えます。89600 VSA
には柔軟なオーバラップ処理機能が
内蔵されているので、再生速度を遅
くして、捕捉したファイルを詳細に
解析できます。

タイム・ドメイン／周波数ドメイン／変調ドメインでの測定により、信号を詳細に解析
して、問題の根本原因を突き止めることができます。高分解能のFFTベースの測定と豊
富なマーカにより、スペクトラム性能を定量化し、タイム・ゲーティング、CCDF、自
動補正などの機能を使用してタイム・ドメイン信号品質を解析し、コンスタレーション、
EVM、デコード・ビットなどによって複雑な変調方式を評価することができます。

コンスタレーション、IQパラメータ、各種EVMなどの標準ツールに加えて、89600 VSA
ソフトウェアは以下のツールを備えています。

 – さまざまな変調方式の信号、ゾーン、制御チャネル信号のカラー・コード化された
複合コンスタレーション 

 – パイロットEVM、リソース信号EVM、プリアンブルEVM、シンボル時間／搬送波ご
とのEVMをすべてカラー・コード化し、搬送波タイプ、変調方式または制御チャネ
ル信号の強調表示が可能

 – フレーム制御ヘッダ、トレーニング・フィールド等の情報内容をテーブル表示
 – 搬送波ごとのMIMOコンディション・ナンバー、ストリームごとのI/Qパラメータなど
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I/Q信号の複数の側面を 
同時表示
89600 VSAソフトウェアのグラフィカル・
ユーザ・インタフェース（GUI）により、よ
り詳細で見やすい表示が得られます。ま
た、複数のトレースに複数のマーカを使
用したり、サイズ調整することにより、
問題を特定することができます。信号の
評価およびトラブルシューティングを最
適化するために必要なテスト・ビューを
作成することもできます。

高度な表示形式とトリガ機能を用いて、
動的な信号動作を詳細に解析することも
できます。スペクトログラム、デジタル
残光表示機能、累積履歴表示機能を使用
すれば、周波数／振幅の時間変化を表示
できます。

リアルタイム機能搭載のPXA/MXAシグナ
ル・アナライザと使用すれば、柔軟な振
幅トリガ、外部トリガ、周波数マスク・
トリガにより、発生頻度の低い信号を捕
捉できます。周波数マスク・トリガを用
いることで、短期的な信号イベントをタ
イム・ドメイン、スペクトラム・ドメイン、
変調ドメインで詳細に解析できます。

トレースCからは、この16QAM信号でスプリアスが発生していることがわかります。このロー・パワーの間欠的な帯
域内スプリアスは、この信号によってマスクされているため、標準的なスペクトラム測定では確認できません（トレー
スB）。信号を復調して、EVMスペクトラム測定の累積履歴表示機能を用いて表示することにより、この特定の難しい
信号も抽出することができました。

リアルタイム機能搭載のPXA/MXAシグナル・アナライザに接続して、89600 VSAソフトウェアからスペクトラム選
択周波数マスク・トリガを作成／実行できます。
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89600 VSAソフトウェアと40種類を超える測定器プラットフォーム（スペクトラム・アナライザ、シグナル・アナラ
イザ、モジュール計測器、オシロスコープなど）を組み合わせて使用することができます。

トレース上の「ホットスポット」により、測定をすばやく簡単にセットアップ／制御できます

一貫したツール・セットに 
よる開発時間の短縮
89600ソフトウェアは、PC上またはPC
ベースの測定器内で動作し、40種類を超
えるKeysightプラットフォーム（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、モジュラ測定器システム、
シミュレーション・ソフトウェア）をサ
ポートしています。ベースバンドからRF、
シミュレーションからデザイン検証まで、
全ての段階で、再現性のある結果が得ら
れます。

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

高度なGUI
 – 複数のトレース（無制限）のそ
れぞれに複数のマーカ（無制
限）を使用して表示可能

 – トレース形状の調整により、
イベント・モニタ時間の拡大
／表示データの拡張が可能

 – トレース表示の最適化により、
信号パターンの確認と干渉の
調査が可能

 – 各トレースにさまざまな測定
を設定することにより、LTE-
Advancedや802.11acな ど の
高度な信号を解析可能

 – 複数の独立した測定を同時に
定義／実行可能

 – 複数のトレース・ウィンドウ
を作成して結果を整理するこ
とが可能

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）

トレース・データ 
の割り当て メニューを

右クリック

ツールチップ

ホットスポット
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その他のリソース

カタログ
『89600 VSA Software Configuration Guide』、カタログ番号5990-6386EN

Web
89600の詳細については、以下のキーサイトのWebサイトをご覧ください。
www.keysight.co.jp/find/89600vsa

89600 VSA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。

 – 89600 VSAソフトウェアを常に機能拡張された最新版に維持
 – ソフトウェアのアップデートの自動通知／送付 
 – サービス期間：12～ 24ヵ月、更新可能
 – www.keysight.co.jp/find/89601BU
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