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LTEの普及によって、携帯スマートフォンの伝送システムは、セル内のユーザ位置に対応できる
非常に広い平均パワー・レンジとLTE信号の特性である高いピーク対平均電力比（8 dB）を処理す
る必要があります。また増幅器によっては、W-CDMA波形で得られるレベルよりも数dB低いレ
ベルでデバイスを動作させる必要があります。現在、バッテリ容量が重要な問題になっていますが、
予算内でハンドセット内の放熱を実現しながら複数のスペクトラム・バンドの周波数カバレージ
を実現することも要求されています。

消費電力とRFフロント・エンドで発生する熱の大部分は、RFパワーアンプに起因するものです。
バンドごとに別の増幅器が必要な場合もあります。幸い、マルチフェーズ・スイッチング電源と
高周波リニア増幅器を組み合わせれば、「オンデマンド」の電圧供給が可能になり、消費電力と発
熱を抑えることができます。

AM/AM圧縮特性が緩やかな増幅器では、より高いパワーでの帯域内／帯域外の相互変調信号を
低減するために電源変調を用いる場合があります。スイッチング電源のブースト・モードを使用
すれば、供給電圧のトランジェント性能が増し、リニアリティが向上します。

本書では、キーサイトのソリューションと手法の概要について説明します。
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平均パワー・ 
トラッキング法と 
エンベロープ・ 
トラッキング法
パワー・アンプの供給電圧を信号振幅の
関数として制御する方法は新しいもので
はありません。例えば、1988年、HPラボ
のSuとMcFarlandは、NADC信号で用い
られる閉ループEERを利用したシングル・
チップCMOSリニアライザの概要を発表
しました。現在は、多くのPAやPAモジュー
ルで高電力動作と低電力動作を切り替え
られます。平均パワー・トラッキング（APT）
とエンベロープ・トラッキング（ET）は、
PA内部のトランジスタの動作点をRF信号
の振幅と関連付けてPAの性能／効率をよ
り向上させる仕組みです。両者とも「ラ
イブ信号」の振幅から制御信号を導出す
る必要がありますが、数種類の実現方法
があります。 

名称からわかるように、APTはエンベロー
プ・トラッキングよりも遅いタイムスケー
ルで動作します。無線機のMACレイヤか
ら得られるデータを使用して、APTシステ
ムは1～ 10 ms程度の時間分解能で増幅
器のバイアス条件を調整します。このた
め、デバイスの特性評価とモデリングを
複数の動作点で行う必要がありますが、
RFデザイン手法の多くをそのまま使用で
きます。

EERやポーラ変調とは異なり、エンベロー
プ・トラッキングにはレベル制限がなく、
PAの入力信号の振幅が一定でも動作しま
す。IQ経路やRF経路に遅延を導入して、
これを電源変調経路の遅延と一致させる
ために、開ループと閉ループのフィード
バックを併用することもあります。ETは
電力効率と増幅器性能の向上に非常に有
益ですが、PAを3端子のアクティブ・デバ
イスとして扱う必要があります。 

低雑音、広帯域の電源も必要になります。
通常、これはスイッチング・モードとリ
ニア・モードを組み合わせて実現します。
  
エンベロープ信号はベースバンドIQ信号、
または、IQ信号から生成されるRFから導
出されます。開ループ・システムでは、
シェーピング曲線をIQ振幅値に適用して、
必要な性能目標が得られるように電源電
圧を制御します。性能目標は、リニアリ
ティ、効率、広帯域雑音を組み合わせた
ものです。

効率を向上させる（すなわち、リニアリ
ティを向上させる）ことは、PAを圧縮領域
で動作させることを意味するので、原理
的に搬送波周波数の高調波が増加します。
携帯トランスミッタの周波数バンドでは
高調波をフィルタで除去し、PA回路内部
の高調波インピーダンス整合とバイアス
を適切に考慮する必要があります。

ETシステムの実装作業には多くのモデリ
ングと測定手法が必要ですが、次のペー
ジに記載されている機器を用いればほと
んどを実現できます。

RFIC
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Q

Major components and signal paths in average 
power and envelope tracking systems

RF
RF PA（最適化）

ベースバンド
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無線
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遅
延
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シェーピング） APT
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ET（閉ループ）

レベル 制御

エンベロープ ディテクタ
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出力

デジタル信号

アナログ信号

平均パワー・トラッキングとエンベロープ・トラッキングの主要コンポーネントと信号経路
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システム・ 
シミュレーション 

通常、増幅器のデザインは、デバイス特性、
モデリング、システム・シミュレーショ
ンを密接に関連させて行います。このプ
ロセスは、複数の動作点を使用する場合
はさらに重要になります。電源変調を行
うために大型のバイパス・コンデンサを
取り外してアクティブ・デバイスを使用
する場合、新たな雑音経路が追加される
ことになり、これをデザイン全体で考慮
する必要があります。FDD無線機では、
受信バンドの雑音に影響を与えます。

ベースバンド性能とRF性能の間でトレー
ドオフを行う必要があります。この作業
に、SystemVueエレクトロニック・シス
テム・レベル・デザイン・ソフトウェア
を利用できます。例えば、DACの量子化
ノイズと他のベースバンド歪みがET電源
の制御入力に与える影響と、その結果生
じる広帯域RF雑音を解析するアプリケー
ションがあります。

完全なETシステム・シミュレーションは、
適切な供給電圧変数を備えたモデルが利
用できるかどうかに依存します。

W1461 SystemVue Communications Architectコア・プラットフォーム

ETコンポーネント／システムの 
シミュレーション

ADS
 
SystemVue

デザイン例を利用できます。幅広く使用でき、 
基本的なOpenETとしても使用できます。
Alliance ETシステムのシミュレーション

PAの特性評価 PNA-X
N6705B＋N6781B

MXGと3522B

Xパラメータの測定と抽出
パルス電源とネットワーク・アナライザ、または、
トリガ同期できるRF信号源とRFアナライザ
同期RF/ベースバンド任意波形発生器

ETPS/RFPA性能 MXGとEXGまたは33522B
MXA
9000シリーズなどInfiniiumオシロスコープ
89600 VSA

同期エンベロープ/RF発生器 

マルチ測定、ミックスド・ベースバンド/RF解析

ET system evaluation MXA or PXA with wide-band analysis 
9000 Infiniium scope 
89600 VSA v17

ACP, EVM. Noise floor extension in PXA for RX band 
noise 
Mixed RF and baseband measurement 
Multi-measurement, mixed based baseband and RF 
analysis

システム・デバッグ  N2795A
N2793A

低キャパシタンス・プローブ

実装作業とソリューションのまとめ
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シンボル定義デバイスを利用すれば、コードを記載しなくても簡単に非線形モデルを実装できます。

1トーン非線形シミュレーションのエンベロープ・トラッキング・サンプルを用いたADSの 
増幅器デザイン・ガイド

PNA-X N5242Aマイクロ波ネットワーク・アナライザ 

デバイス・ 
シミュレーション
シミュレーションでデバイス性能やデバ
イス分割の影響を解析する前に行われる
カスタマイズ・モデルの開発／共有で、
SystemVueと同様にADSは重要な役割を
果たします。

ADSに含まれている多くのデザイン・ガ
イドは、パワー・トラッキング／エンベ
ロープ・トラッキングのシミュレーショ
ンのスタート・ポイントとして使用でき、
電源変調やバイアス変調の影響を受ける
パラメータの変化を広範囲にわたって評
価できます。SystemVueとADSの両方で、
Signal Studio信号発生アプリケーション
や89600 VSA信号解析アプリケーション
と互換性のある測定ハードウェアをリン
クできます。

W2349EPを使用すれば、Electro-Thermal
モデリングも行えます。 

パワーアンプの 
RFデザイン
パルス電力測定でデバイス動作に影響を
与える熱起電力を回避すると同時に、ス
テージ間のインピーダンス整合を異なる
動作点で評価するためには、周波数掃引
測定が必要です。増幅器を電源電圧／バ
イアス電圧の関数としてモデリングする
には、非線形解析が必要になります。

PNA-X N5242Aマイクロ波ネットワーク・
アナライザは、アクティブ・コンポーネ
ント／パッシブ・コンポーネントを高速
に広いダイナミック・レンジで測定でき
ます。ADSでの解析にXパラメータ解析を
組み合わせれば、アクティブ・デバイス
の特性評価も可能です。
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RF PA  

ETPS  

N6705B DC電源／アナライザ（N6781A SMUを搭載）

 

バイアス電圧"バッテリ"電圧

MXAシグナル・アナライザと
89600 VSA

MXG信号発生器

電
圧

時間

ETPSには
一定電圧を
供給します

RFPAの特性評価には
時間変動する電圧を
供給します

SMUは固定モードと
動的モードで動作します

約100 μs

RF信号発生／
測定用トリガ

高性能電源      

ベンチ電源は、一定の電圧を供給するた
めと時間的に変動する電圧を供給するた
めに使用されます。稼動中のETシステム
では、PA電源変調の帯域幅が20 MHzよ
り広くなる場合があります。変調帯域幅
は、通常、RF帯域幅の1～ 3倍です。こ
のため、ほとんどのバイパス・コンデン
サを取り外さなければなりません。低い
電源インピーダンスを維持するには、電
源とPAを非常に近い位置に配置する必要
があります。実際にはETPSは別の機器で、
スイッチング・モードとリニア動作を組
み合わせて用います。この構成では、
ETPSの電源としてベンチ電源を使用し
て、RF PAのバイアス用に必要な電圧を別
に供給しています。

PAとETPSの総合効率は、平均電圧／電流
測定から得られます。パルスドPA特性の
評価を行う際は、専用のベンチ電源のダ
イナミック機能を利用します。トリガを
かけながら電流測定と電圧測定を行えば
PAEの測定ができ、PA利得の特性評価が
可能になります（周波数が低いテスト信号
を使用します）。APTの場合は本質的に帯

域幅が狭いため、ベンチ電源、または、ソー
ス／メジャメント・ユニットを使用する
のが一般的です。N6705BなどのSMUに
は、精密に電流／電圧の制御／測定がで
きる低雑音電源が統合されています。
N6705B DC電源／アナライザにN6781A 
2象限SMUモジュールを搭載して14585A
アプリケーション・ソフトウェアを使用
すれば、ロギングしながら電圧／電流の
制御ができます。測定帯域幅は容量性負
荷の大きさによって最大10～ 60 kHzで
す。またトリガ機能を使用すれば、外部
測定との相関が行えます。

広帯域の電圧／ 
電流センシング  

瞬時電流を測定して、PAの動作点と電力
付加効率（PAE）を詳細に解析できます。
ET電源と、1153A 200 MHzプローブなど
の差動プローブを使用すれば、ハイ側の
広帯域電流をモニタできます。また、低
雑音増幅器では低い電流センス抵抗を使
用できます。別の方法として、PCBレイ
アウトが適合していれば、広帯域電流プ
ローブも使用できます。

1153A差動オシロスコープ・プローブ 

N2783B 電流プローブの帯域幅は100 MHz、 
感度は100 mV/Aです。

PAの特性評価では、N6781A SMUをパルス・モードで使用します。
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ET評価に使用する測定器に2020シリーズ USBパワー・センサを組み合わせれば、より汎用的になります。

低キャパシタンス・ 
プローブ
ドライバで電流ドレインを最小にする必
要があるため、通常、アクティブ・シス
テムの信号線のインピーダンスは高く
なっています。一般にアクティブ・プロー
ブの容量性負荷は、プロービング時に最
も低くなります。例えば、N2795A（シン
グルエンド）とN2793A（差動）の入力容量
は1 pF以下です。

RFパワー測定
確度の高い絶対パワー測定は、増幅器の
性能／効率テストに必須です。U2000シ
リーズのRF性能とHi-Speed USB 2.0イ
ンタフェースは、デバイスの特性評価に
適しています。新しいU2020A Xシリーズ
のセンサでパワー変調測定が可能です。 

変調パワー解析
RFパワーを掃引してPAの入力部と出力部
で比較すれば、迅速に圧縮特性の評価が
できます。RF信号と電源電圧に基づいた
波形で演算を行えば、パワーと電力付加
効率（PAE）を同時に表示できます。

8990B ピーク・パワー・アナライザは、デュ
アル入力ピーク・パワー RFアナライザと
2チャネル・オシロスコープを組み合わせ
たものです。これにより、高い確度で電
圧／電流フローとRFパワーの時間変化を
測定できます。N1923/N1924A広帯域セ
ンサで繰り返し信号を測定する際のビデ
オ帯域幅は150 MHzです。

パワー・センサとオシロスコープ機能が統合された8990Bピーク・パワー・アナライザ

すべてのPCとほとんどの 
Keysight測定器で使用でき
ます

内部ゼロ調整と内部校正に 
より、外部校正の必要がありま
せん

外部トリガ入力端子と内部トリ
ガ／ビデオ出力ポートを備えて
います

USB端子を使用すれば、 
RFケーブル長より遠い
場所で測定が可能です

80 Mサンプル/s、3500 回/s、 
50 dBの広いピーク・ 

ダイナミック・レンジ 
（－30 dBm ～＋20 dBm）

世界最速のUSBパワー・センサ。パワー・
メータのピーク・パワー／平均パワー測定機
能を備えています
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ベースバンドと 
エンベロープの 
同時測定    

エンベロープの電圧／電流測定に必要な、
測定速度、使いやすさ、性能は、オシロ
スコープで実現できます。USBを使用す
ればポスト・プロセッシング用に高速デー
タ転送も可能です。

89600B VSAソフトウェアとInfiniiumシ
リーズ オシロスコープを使用して、最も
統合化されたRF/ベースバンド解析ツール
が実現できます。

隣接チャネル漏洩電力
と広帯域スプリアス 
信号の測定   

エンベロープ・トラッキングを使用する
際に、タイミングや振幅のずれをテスト
するには隣接チャネル漏洩電力が最も感
度の高い測定の1つです。必要な信号の両
側に生じるACP成分間の不平衡がタイミ
ング・エラーを示します。 

変調されたRF信号のEVMも、PAやRFアッ
プ・コンバータの前段と後段でIQ信号と
して評価する必要があります。PXAにこ
れらの測定が組み込まれています。 

ET電源、または、エンベロープ・トラッ
キング入力に使用する信号から発生する
受信帯域雑音に与える影響を測定するに
は、広帯域掃引解析が必要です。PXAの
ノイズ・フロア低減機能で、外部フィル
タを使用せずにダイナミック・レンジを
最大にできます。

ベースバンド入力を装備したPXA N9030A
のIQ測定帯域幅は最大160 MHzで、2チャ
ネルの場合は各チャネルで80 MHzです。
差動入力にはキーサイトのオシロスコー
プ・プローブを使用できます。

9000シリーズ オシロスコープはスタンドアロン以外に89600 VSAと組み合わせて使用でき、 
ミックスドRF/エンベロープ測定が可能です。

N9030A PXAシグナル・アナライザは16ビット分解能のベースバンド入力と高性能RF入力を備え、 
RF PA評価テストに理想的なツールです。
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RF、ベースバンド、 
エンベロープ解析の 
統合
エンベロープの時間変化とRF変調を測定
すれば、システムの動作を十分に理解す
ることができます。外部トリガを使用す
れば、複数の測定器の測定を関連付けら
れます。必要に応じて、RFパルス信号や
変調信号をクロスドメインの時間校正に
使用できます。

89600B VSAソフトウェアのマルチ測定
ファンクションを使用すれば、ACP、
EVMなど主要なパラメータの総合的な性
能テストが行えます。IQ振幅/PA出力の
シェーピング曲線のずれも測定できます。

マルチ入力の測定を同時に表示でき、信
号の劣化の変化を直接表示できます。

89600 VSA、ADSまたはSystemVue、X
シリーズ アナライザやInfiniiumオシロス
コープなどの測定ハードウェアを組み合
わせれば、モデル・デバイスと実際のデ
バイスの結果を同じユーザ・インタフェー
スで比較できます。

89600B VSAソフトウェアで、マルチ測定、
ミックスド・ドメイン測定が可能になり
ます。下の図は、MXAとDSOを使用した
エンベロープ、スペクトラム、復調の画
面表示です。

ユーザ演算機能を使用すれば、内蔵の測
定機能以外にさまざまな表示を選択でき
ます。

左上：AM/AMグラフの増幅器応答には、
圧縮に移行する前の利得伸張が小さい部
分が表示されています。分布のカラー表
示とCCDFグラフにより、パワー・レベル
分布の詳細を解析できます。

右：同じパワー条件でEVMと出力スペク
トラムを測定した結果です。EVMとACP
の両方に、AM/AMグラフに表示された圧
縮の影響が現れています。

Analyze both RF and envelope signals using the 89600 VSA software
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RF/エンベロープ波形の
同時出力
エンベロープ・トラッキングを使用する
場合、エンベロープとRF信号のタイミン
グのずれが1 nsを超えると20 MHz帯域幅
の伝送信号の品質に悪影響を及ぼします。
ACP、EVM、広帯域雑音もすべて影響を
受けます。

このレベルのタイミング調整は、2台のRF
信号源を使用するか、RF信号源とベース
バンド信号源を組み合わせて、校正パワー
を上げれば実現できます。トリガ・イベ
ントと10 MHz基準を2台の信号源で共有
します。ずれを修正するためには、波形
の再生が開始された際に、信号源のトリ
ガ・ステートに矛盾がないことが重要で
す。これを行うために、MXG信号発生器
にはベースバンドの同期機能があります。
33522Bで一貫したタイミングを得るに
は、バースト・モードでSCPIのABORTコ
マンドを使用する必要があります。

SystemVue、ADS、Signal Studio、
Benchlink PRO、Matlab®などのさまざま
なツールから、N5182B MXGや33522B 
任意波形発生器に波形をダウンロードで
きます。任意波形を再生しなくても、
MXGでIQ信号劣化としてIQのタイミング
をns以下に調整できます。DCオフセット
と差動出力はMXGの標準機能です。デュ
アル・チャネルの33522Bも差動動作が可
能です。下の表はAWGとRF信号源の比較
の概要です。

まとめ
平均パワー・トラッキング法は12 ～
18ヶ月後には、より広く採用されるでしょ
う。エンベロープ・トラッキングもそれ
に続くと思われます。このガイドに掲載
されているキーサイトの機器の測定性能
と柔軟なアプリケーションを組み合わせ
れば、システムのデザインと実装が容易
になります。

Synchronous envelope and RF signal generation

RF ベースバンド ファンクション・ 
ジェネレータ

ベースバンド 
帯域幅

メモリ容量
（サンプル数）

MXG 最大80 MHz 最大1 G 

33522B 30* MHz 最大16 M

81150A パルス 160 MHz 512 K

N8241A 500 MHz 最大16 M

すべての信号発生器は、高インピーダンスで1Vを超えるDCオフセットでも 
2 Vpp以上の出力が可能です。*50 MHzまで使用できます

33522B :SOURce:BURSt:STATe 1
:SOURce:BURSt:MODE TRIGgered
:SOURce:BURSt:NCYCles INFinity
:TRIGger:SEQuence:SOURce EXTernal

MXG :SOURce:MODulation:DM:IQADjustment:STATe 1
:SOURce:RADIo:ARB:TRIGger:SOURce BUS
:SOURce:MODulation:DM:IQADjustment:DELay <IQ delay>
:SOURce:RADIo:ARB:TRIGger:TYPE:CONTinuous:TYPE RESet

33522B :ABORt

MXG *TRG
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