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 – 車載用レーダー、産業用／監視用／航空宇宙／防衛用レーダーアプリケーションで使用される周波数変調連続波(FMCW)レー
ダー信号の解析

 – マルチチャープリニアFM変調パターンで構成されたFMCWレーダー信号に自動的に同期
 – 同期した振幅、位相、周波数(FM)、周波数スロープ（FMスロープ）のトレース内のFMCW信号変調特性と信号劣化エラーの
表示

 – 包括的なFMCW領域テーブルを使用した、パワー、時間、位相、周波数(FM)、周波数スロープレートに関するすべての主要
なFMCW信号の変調性能指標の検証

 – 各FMCW指標の統計性能データの積算およびグラフィカルなヒストグラム／トレンドライン・プロット
 – スペクトログラムや累積履歴などの柔軟性の高い高度なトレースビューを使用した、信号のタイムドメイン／周波数ドメイ
ンにおけるダイナミック性能とスプリアス性能のより詳細な解析

 – 40種類を超えるキーサイトの測定プラットフォームの中から、特定のデザイン／テストに適合するものを選択可能



FMCWレーダー解析

Keysight 89600 VSAソフトウェアは、信号復調、ベクトル信号解析、タイムドメイン解析のため
の包括的なツールセットです。FMCW（周波数変調連続波）レーダー解析用のオプションBHPを使
用すれば、マルチチャープリニアFM信号の変調品質を、自動車／航空宇宙／防衛アプリケーショ
ンにおけるレーダーセンサの性能／検波方式の進化する要件に従って、非常に簡単に自動測定が
行えます。新しい89601B-BHP FMCWオプションは、信号同期、複数のFMCW変調ドメインの
トレース、指標、統計、ヒストグラム、トレンドラインへの迅速なアクセスを提供します。89600 

VSAにオプションBHPを搭載すれば、より短いテスト時間で製品のデザインおよび品質をより詳
細に解析して、信頼性の高い製品デザイン／品質を実現することができるので、市場投入までの時
間を短縮できます。

FMCWレーダーテクノロジー
FMCWは、レーダーアプリケーションで広く用いられていて、通常はターゲット物体の距離や速
度を測定するのに使用されます。例えば、自動車会社では、アダプティブ・クルーズ・コントロー
ル(ACC)、ブラインド・スポット・モニタリング、トラフィックアラート、自動運転用のFMCW

レーダーコンポーネント、アンテナ、センサの開発に取り組んでいます。これらのアプリケーショ
ンの周波数は24 GHz、77 GHz、79 GHzで、帯域幅は最大2 GHzです。高分解能の画像レーダー、
気象観測レーダー、地上監視レーダーなどの他のレーダーアプリケーションでも、FMCW信号が
使用されています。

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から簡単に入手で
きます。

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

図1.　マルチチャープFM信号のスペクトラムおよびタイムドメインの結果。同期タイム・ドメイン・トレース内の選択
した6つのFM領域(21～ 26)が強調表示されています。下部のFMCW累積統計表には、検出されたすべての領域の積算結
果が表示されています。
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さまざまなハードウェア 
プラットフォームでの 
スケーラブルな測定

89600 VSAソフトウェアは、40種類以上の
Keysight測定プラットフォーム（アナログ／デ
ジタルベースバンド、IF/RF/ミリ波）でサポー
トされているので、信号データの捕捉に必要な
性能要件／テストマージンに適したハードウェ
アを選択できます。FMCWレーダー解析の広
い帯域幅要件に対応するために、キーサイトの
UXA Xシリーズ シグナル・アナライザは、最
高性能の信号解析機能、最大のダイナミック
レンジ、最大510 MHzの解析帯域幅を備えて
います。Keysight Infiniiumオシロスコープと
M9703A AXIe広帯域デジタイザは、さらに広
い帯域幅に対応しています。

図2：　FMCWレーダー解析用の89600 VSAオプションBHPは、特定のアプリケーションニーズに適したスケーラブル
なRF/帯域幅性能を備えています。510 MHzのリアルタイム帯域幅を備えたUXAなど、キーサイトのXシリーズ シグナ
ル・アナライザの幅広いラインナップから選択できます。さらに広い信号帯域幅に対応するために、89600 VSAソフト
ウェアとKeysight InfiniiumオシロスコープまたはM9703A AXIe広帯域デジタイザを組み合わせて使用できます。
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図3.　2 msの捕捉時間間隔内に検出された21個のパルスのスペクトラム／パワー対時間トレース。最初の6つのFM領域
が強調表示されていて、同期した振幅、周波数(FM)、位相の選択した結果を詳細に調べることができます。トレースオー
バレイ機能を使用して、振幅と位相、FM測定とFM誤差、FMスロープの各トレースの結果（測定値、基準値、誤差）を並
べて比較することができます。

図4.　ヒストグラムとトレンドラインを使用すれば、表形式のFMCW指標のトレンド／ピーク値を長時間にわたり時系
列で表示できます。3つの指標のヒストグラムと1本のトレンドラインが表示されていて、最新の測定の選択した領域の
変調解析の詳細が同時にプロットされています。ヒストグラムとトレンドラインにはマーカを使用できます。

スペクトラムドメイン／タイム 
ドメインでのFMCWレーダー解析

Keysight 89600 VSAソフトウェアは、信号品
質を測定し、問題を解決するためのさまざまな
解析機能を備えています。ベクトル解析機能を
標準装備し、変調解析機能をオプションで搭載
できます。周波数ドメインとタイムドメインで
基本的なベクトル解析を行い、FMCWレーダー
センサをテストすることができます。このため、
オプションBHP搭載の89600 VSAソフトウェ
アを使用して、振幅、位相、周波数(FM)、FM

スロープの測定した時間トレース、基準トレー
ス、誤差トレースを検証することにより、複数
のリニアFMチャープとカスタムトレースを視
覚的に簡単に比較できます。

リニアFM統計解析

システムデザインの信頼性を脅かす未知の信号
エラー、不規則なイベント、間欠的な信号イベ
ントを捕捉するには、長時間にわたってサン
プルを記録し、トレンドをモニタできる解析／
診断ツールが必要です。統計解析ツールを使
用すれば、さまざまなパラメータを表示して、
FMCWシステムを詳細に解析できます。
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ソフトウェア機能

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。

基準同期

領域の同期 FMCW領域の同期手法を指定します。自動、手動入力の基準に同期、トリガの中から選択できます。自動同期
は、検出された有効なFM領域と測定されたFMスロープに基づいたものです。手動入力の基準に同期は、ユー
ザー入力の基準領域（時間長とスタート／ストップ周波数で定義）に基づいたものです。トリガ同期では、トリ
ガイベントを使用して、スタートを同期させます。

基準データの選択 FMおよびFMスロープの両方の基準データの計算方法を指定します。ベストフィッティングFM結果または手動
での基準入力を選択できます。

自動検出の設定 領域の同期を自動に設定している場合にのみ有効。

領域の最小時間長 自動検出FMCW領域の最小時間長。

領域の最大時間長 自動検出FMCW領域の最大時間長。これより長いFMCW領域は無視されます。

領域の最小FMスロープ 自動検出FMCW領域の最小FMスロープ。これよりFMスロープが小さいFMCW領域は無視されます。

領域の最大FMスロープ 自動検出FMCW領域の最大FMスロープ。これよりFMスロープが大きいFMCW領域は無視されます。

領域の最大FMスロープ偏移 自動検出FMCW領域の最大FMスロープ偏移。手動で指定するか、自動検出偏移のリミット値の%で指定します。

基準領域数 繰り返されるFMCW領域の数。自動検出することも、手動で指定することも可能です。

最初の領域のFMスロープ 自動検出されたFM領域の中から、最初の領域（基準領域インデックス番号1）として識別するFM領域を指定しま
す。FMスロープが最大または最小の領域、あるいはFMスロープが手動で指定した値に最も近い領域を指定で
きます。

手動での基準入力 領域の同期を手動入力の基準に同期またはトリガに設定している場合にのみ有効。実測信号のFMCW変調の範
囲内で繰り返す理想的な基準信号のLFM領域グループのパターンを記述します。

領域の追加／領域の削除 新しい基準領域インデックスを手動での基準入力に追加したり、最後の基準領域インデックスを削除します。

時間の長さ(s) 基準領域の長さを秒単位で指定します。

スタート周波数(Hz) 基準領域のスタート周波数をHz単位で指定します。

ストップ周波数(Hz) 基準領域のストップ周波数をHz単位で指定します。

同期 同期チェックボックスをチェックした基準領域が、FMCW領域の時間同期に使用されます。

解析 解析チェックボックスをチェックした基準領域が、FMCW領域の解析結果レポートに示されます。

FMフィルター帯域幅 領域の時間の長さに基づいて、または測定スパンの%で、FMフィルター帯域幅を設定します。

時間

収集の長さ 全測定収集時間を秒単位で指定します。

追加収集 検出された有効なFMCW領域の結果の前後で追加収集するサンプルの数を設定します。

サンプリングレート 測定サンプリングレートをHz単位で指定します。

帯域幅 測定スパン（または帯域幅）（Hz単位）が測定サンプリングレート/1.28で計算されます。周波数タブのVSA 
MeasSetupプロパティで、このプロパティを直接設定することもできます。

最大領域数 チェックした場合、FMCW解析で処理するFMCW領域の上限数を設定できます。

時間値の基準 レポートに表示する時間値およびFMCW領域テーブルの指標に使用する基準ポイントを指定します。最初の領
域またはトリガイベント時間を選択できます。

周波数値 周波数を絶対値で示すか、測定中心周波数を基準にして示すか指定します。

解析時の除外

除外モード 検出された各FM領域の開始／終了タイムスタンプのFMCW解析から除外する部分を指定します。検出された領
域の%またはタイムスタンプの持続時間（秒単位）を選択できます。

開始／終了%または時間 検出されたFM領域の時間長の%または時間を指定します。FM遷移／セトリングの影響を除去するために使用
します。
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選択領域

すべての領域を選択 検出されたすべてのFMCW領域が、振幅、位相、周波数(FM)対時間トレース結果レポートに表示されます。

サブセットの選択 検出されたFMCW領域の一部だけを振幅、位相、周波数(FM)対時間トレース結果に含めることができます。

トレースの選択した領域の強調表示 時間トレース結果内の領域の強調表示をオン／オフできます。

前後の追加データを含める 選択したパルストレース結果の前後に収集されたデータを含めるか含めないかを選択できます。

詳細設定

トレンド／ヒストグラムをオン すべてのトレンド／ヒストグラムデータの収集およびトレース結果をオン／オフできます。

平均値の削除 トレンドラインおよびヒストグラムから平均値を削除するかどうかを指定します。

スロープの削除 トレンドラインおよびヒストグラムからベストフィッティングスロープを削除するかどうかを指定します。

2次曲線の削除 トレンドラインおよびヒストグラムから2次曲線（放物線）を削除するかどうかを指定します。

表示長さ トレンドトレース結果内に表示するポイント数を指定します。

内部バッファ長 トレンド／ヒストグラムデータの収集および解析に使用する最大ポイント数を指定します。

ヒストグラムレンジ 自動（ヒストグラムの上限値／下限値が平均値±3*σに設定されます）、またはフル（データの実際の上限値／
下限値がヒストグラムに使用されます）を選択できます。

測定休止をオン 既定の測定指標、演算子（条件付きテスト）、しきい値の組み合わせに基づいて、連続測定を休止することがで
きます。

FMスロープの基本単位 FMスロープのレポートおよびFMCWテーブル指標の基本単位を指定します。自動、Hz/s、Hz/ms、Hz/us、 
Hz/ns、Hz/psを選択できます。

測定結果

チャネル<N> 捕捉時間、自動相関、CCDF、CDF、補正、瞬時スペクトラム、PDF、PSD、生メインタイム、スペクトラム。

振幅 振幅測定時間、瞬時振幅測定時間。

位相 位相誤差時間、位相測定時間、位相基準時間、瞬時位相誤差時間、瞬時位相測定時間。

FM FM誤差スペクトラム、FM誤差時間、FM測定スペクトラム、FM測定時間、FM基準スペクトラム、FM基準時
間、瞬時FM誤差スペクトラム、瞬時FM誤差時間、瞬時FM測定スペクトラム、瞬時FM測定時間、FMフィルター 
係数。

FMスロープ FMスロープ誤差時間、FMスロープ測定時間、FMスロープ基準時間、瞬時FM誤差時間、瞬時FMスロープ測定
時間。

結果テーブル 領域テーブル（パワー、時間、ベストフィッティングFM、FM、位相誤差、FM誤差、FMスロープ誤差の指標が
レポートされます）、累積統計（最後の測定の再スタート以降に検出されたすべての領域のすべての指標の最小
値、最大値、RMS、平均値、標準偏差、カウントがレポートされます）、現在の統計（累積統計と同じですが、
現在の収集に対してのみです）、サマリー（FM領域数、基準領域数、平均パワー、ピークパワー、時間オフセッ
ト、タイミング誤差、周波数誤差、FMスロープ最大偏移のリミット値）。

領域テーブルの指標、トレンドライン、ヒストグラム

パワー パワー平均値(dBm)、パワー最大値(dBm)、パワー最小値(dBm)、パワー p-p偏移(dB)

時間 開始時間(s)、時間の長さ(s)

ベストフィッティングFM ベストフィッティングFM平均値(Hz)、ベストフィッティングFM開始(Hz)、ベストフィッティングFMスロープ
(Hz)、ベストフィッティングFMp-p偏移(Hz)、ベストフィッティングFMスロープ(Hz/μs)、ベストフィッティン
グFM INL（%、積分非直線性）

FM FM最大値(Hz)、FM最小値(Hz)、FMp-p偏移(Hz)

位相誤差 位相誤差RMS（°）、位相誤差ピーク（°）、位相誤差ピーク位置(s)

FM誤差 FM誤差RMS(Hz)、FM誤差ピーク(Hz)、FM誤差ピーク位置(s)

FMスロープ誤差 FMスロープ誤差RMS(Hz)、FMスロープ誤差ピーク(Hz)、FMスロープ誤差ピーク位置(s)
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主な仕様

この技術概要には、指定したプラットフォームで測定を行う場合のソフトウェアの公称性能仕様を記載しています1。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。

一般仕様

周波数 接続されているハードウェアプラットフォームに依存

トリガタイプ フリーラン、外部、IF振幅、周波数マスク2

サンプリング間隔、 
時間分解能

接続されているハードウェアの解析帯域幅(BW)に依存
最小サンプリング間隔＝1/(1.28*BW)
最大サンプリングレート＝1/（サンプリング間隔）＝1.28*BW

ライブ収集の長さ
89600 VSAソフトウェアを実行するPC上の物理メモリ4 GB当たり10 Mサンプル。
Xシリーズ シグナル・アナライザで動作する89600 VSAソフトウェアで5 Mサンプル。

レコード長
測定ハードウェアによって異なります。各ハードウェアプラットフォームがサポートする最大キャプチャ長について
は、http://www.keysight.co.jp/find/89600_hardware を参照してください。

測定確度

FMステップ応答

これらの値は、理想的な周波数ステップに対するFM復調器の最大オーバーシュート／セトリング時間を示していま
す。ステップ幅は、測定帯域幅の80 %です。セトリング時間は、以下の式を使用して計算されます。
セトリング時間＝（セトリングサンプル数）*（サンプリング周期）
サンプリング周期＝1/（1.28*測定帯域幅）
これらの式を使用すれば、任意の測定帯域幅のセトリング時間を計算できます。
セトリング時間は、FMステップが50 %を超えてからステップ応答が（FMステップ幅）/2±（ステップ幅の1 %）の範囲
内に収まるまでの時間として計算されます。
ステップ応答は、セトリング開始／終了サンプル数を測定する前に、20倍にアップサンプリングされます。

各帯域幅のセトリング時間

測定帯域幅

FM 
フィルター 
帯域幅

オーバー 
シュート

10 MHz 25 MHz 40 MHz 80 MHz 160 MHz 320 MHz 1 GHz 2 GHz 4 GHz

50 % FMステップ幅
の＜11 % ＜605 ns ＜242 ns ＜151 ns ＜75.7 ns ＜37.8 ns ＜18.9 ns ＜6.05 ns ＜3.03 ns ＜1.51 ns

25 % FMステップ幅
の＜7.82 % ＜480 ns ＜192 ns ＜120 ns ＜60.1 ns ＜30 ns ＜15 ns ＜4.8 ns ＜2.4 ns ＜1.2 ns

10 % FMステップ幅
の＜7.89 % ＜1.5 μs ＜600 ns ＜375 ns ＜188 ns ＜93.8 ns ＜46.9 ns ＜15 ns ＜7.5 ns ＜3.75 ns

5 % FMステップ幅
の＜7.68 % ＜2.99 μs ＜1.2 μs ＜748 ns ＜374 ns ＜187 ns ＜93.5 ns ＜29.9 ns ＜15 ns ＜7.48 ns

1 % FMステップ幅
の＜7.66 % ＜15.1 μs ＜6.03 μs ＜3.77 μs ＜1.88 μs ＜942 ns ＜471 ns ＜151 ns ＜75.4 ns ＜37.7 ns

0.10 % FMステップ幅
の＜7.66 % ＜153 μs ＜61.1 μs ＜38.2 μs ＜19.1 μs ＜9.55 μs ＜4.77 μs ＜1.53 μs ＜764 ns ＜382 ns

1. データは変更される場合があります。
2. 周波数マスクは、RT1/RT2リアルタイム・スペクトラム解析ライセンスに付属しています。UXA/PXA/MXA Xシリーズ シグナル・アナライザ（必要なハードウェアを

搭載）で動作します。詳細については、測定器の構成ガイドを参照してください
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FMチャープ応答

これらの値は、f/Mの負のチャープレートから正のチャープレートへの理想的な周波数チャープ遷移に対するFM復
調器の最大オーバーシュートとセトリング時間を示しています。ここでf＝80 %の測定帯域幅、M＝チャープの時間
の長さです。
セトリング時間は、以下の式を使用して計算されます。
セトリング時間＝（セトリングサンプル数）*（サンプリング周期）
サンプリング周期＝1/（1.28*測定帯域幅）
これらの式を使用すれば、任意の測定帯域幅のセトリング時間を計算できます。
セトリング時間は、FMチャープのステップ変化が50 %を超えてからステップ応答が（FMステップ幅）/2±（FMチャー
プのステップ幅の1 %）の範囲内に収まるまでの時間として計算されます。
ステップ応答は、セトリング開始／終了サンプル数を測定する前に、20倍にアップサンプリングされます。

各帯域幅のセトリング時間

FM 
フィルター 
帯域幅

オーバー 
シュート 測定帯域幅

10 MHz 25 MHz 40 MHz 80 MHz 160 MHz 320 MHz 1 GHz 2 GHz 4 GHz

50 % FMステップ幅
の＜6.28 % ＜629 ns ＜252 ns ＜157 ns ＜78.6 ns ＜39.3 ns ＜19.7 ns ＜6.29 ns ＜3.14 ns ＜1.57 ns

25 % FMステップ幅
の＜6.26 % ＜633 ns ＜253 ns ＜158 ns ＜79.1 ns ＜39.6 ns ＜19.8 ns ＜6.33 ns ＜3.16 ns ＜1.58 ns

10 % FMステップ幅
の＜7.96 % ＜1.69 μs ＜677 ns ＜423 ns ＜211 ns ＜106 ns ＜52.9 ns ＜16.9 ns ＜8.46 ns ＜4.23 ns

5 % FMステップ幅
の＜7.94 % ＜3.39 μs ＜1.36 μs ＜848 ns ＜424 ns ＜212 ns ＜106 ns ＜33.9 ns ＜17 ns ＜8.48 ns

1 % FMステップ幅
の＜7.93 % ＜17 μs ＜6.81 μs ＜4.26 μs ＜2.13 μs ＜1.06 μs ＜532 ns ＜170 ns ＜85.2 ns ＜42.6 ns

0.10 % FMステップ幅
の＜7.93 % ＜173 μs ＜69.1 μs ＜43.2 μs ＜21.6 μs ＜10.8 μs ＜5.4 μs ＜1.73 μs ＜863 ns ＜432 ns

FMの不確かさ

これらの値は、リストされている中心周波数を中心にした95 %の信頼区間(±)を表しています。測定器に対する入力
信号は、リストされている中心周波数の0 dBmの変調されていない搬送波です。この場合、FM測定時間トレースの出
力は常にゼロ値になるはずです。しかし、ランダム雑音（位相雑音など）により、FM測定時間トレースに特定の平均
値および標準偏差を持つゼロ以外の信号が含まれることがあります。セルのコンテンツは(1.96 * stddev)です。標準偏
差には、周波数オフセットによる誤差は含まれていません。測定時間：＜10 ms。入力レンジは過負荷なしに最適化
されています。10 MHz基準信号源が信号源にロックされています。
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周波数誤差

N9030A PXAシグナル・アナライザ
周波数確度仕様については、PXAのデータシート(5990-3952EN)を参照してください

FMフィルター帯域幅
（測定帯域幅の%）

50 % 25 % 10 % 5 % 1 % 0.1 %

2 GHzの中心周波数

10 MHz ±1.1 kHz ±420 Hz ±170 Hz ±120 Hz ±25 Hz 1 ±1.0 Hz 1

25 MHz ±4.2 kHz ±1.5 kHz ±420 Hz ±200 Hz ±80 Hz ±3.2 Hz 1

28 MHz ±5.4 kHz ±2.0 kHz ±560 Hz ±240 Hz ±82 Hz ±4.0 Hz 1

40 MHz ±8.7 kHz ±3.3 kHz ±920 Hz ±360 Hz ±100 Hz ±6.4 Hz 1

80 MHz ±22 kHz ±7.8 kHz ±2.1 kHz ±760 Hz ±150 Hz ±19 Hz 1

160 MHz ±65 kHz ±22 kHz ±5.6 kHz ±2.0 kHz ±250 Hz ±51 Hz 1

8 GHzの中心周波数

10 MHz ±1.5 kHz ±630 Hz ±300 Hz ±230 Hz ±75 Hz 1 ±2.9 Hz 1

25 MHz ±4.6 kHz ±1.8 kHz ±560 Hz ±330 Hz ±170 Hz ±9.4 Hz 1

28 MHz ±6.3 kHz ±2.4 kHz ±700 Hz ±360 Hz ±180 Hz ±10 Hz 1

40 MHz ±11 kHz ±4.0 kHz ±1.1 kHz ±490 Hz ±220 Hz ±18 Hz 1

80 MHz ±27 kHz ±9.6 kHz ±2.6 kHz ±950 Hz ±270 Hz ±59 Hz 1

160 MHz ±77 kHz ±27 kHz ±6.8 kHz ±2.5 kHz ±400 Hz ±130 Hz 1

26 GHzの中心周波数

10 MHz ±3.5 kHz ±1.6 Hz ±910 Hz ±690 Hz ±230 Hz 1 ±9.8 Hz 1

25 MHz ±13 kHz ±4.9 kHz ±1.6 kHz ±970 Hz ±500 Hz ±31 Hz 1

28 MHz ±17 kHz ±6.4 kHz ±1.9 kHz ±1.1 kHz ±540 Hz ±36 Hz 1

40 MHz ±27 kHz ±10 kHz ±3.0 kHz ±1.4 kHz ±630 Hz ±67 Hz 1

80 MHz ±68 kHz ±25 kHz ±6.8 kHz ±2.7 kHz ±820 Hz ±190 Hz 1

160 MHz ±190 kHz ±70 kHz ±18 kHz ±6.9 kHz ±1.1 kHz ±360 Hz 1

43 GHzの中心周波数

10 MHz ±4.7 kHz ±2.4 kHz ±1.5 kHz ±1.2 kHz ±370 Hz 1 ±17 Hz 1

25 MHz ±15 kHz ±6.5 kHz ±2.4 kHz ±1.6 kHz ±860 Hz ±47 Hz 1

28 MHz ±19 kHz ±7.9 kHz ±2.7 kHz ±1.7 kHz ±910 Hz ±59 Hz 1

40 MHz ±31 kHz ±12 kHz ±3.9 kHz ±2.1 kHz ±1.1 kHz ±110 Hz 1

80 MHz ±85 kHz ±31 kHz ±9.1 kHz ±3.8 kHz ±1.4 kHz ±270 Hz 1

160 MHz ±230 kHz ±88 kHz ±23 kHz ±9.0 kHz ±1.8 kHz ±530 Hz 1

1. PXAの位相雑音最適化をベスト近傍に設定。他はベスト・ワイド・オフセットに設定。
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Infiniium DSO/MSO Sシリーズ オシロスコープ

FMフィルター帯域幅
（測定帯域幅の%）

50 % 25 % 10 % 5 % 1 % 0.1 %

1 GHzの中心周波数

10 MHz ±1.7 kHz ±720 Hz ±280 Hz ±190 Hz ±62 Hz ±2.3 Hz

25 MHz ±6.5 kHz ±2.4 kHz ±730 Hz ±340 Hz ±140 Hz ±7.6 Hz

28 MHz ±7.7 kHz ±2.9 kHz ±830 Hz ±380 Hz ±150 Hz ±9.3 Hz

40 MHz ±13 kHz ±4.8 kHz ±1.3 kHz ±560 Hz ±180 Hz ±15 Hz

80 MHz ±37 kHz ±13 kHz ±3.5 kHz ±1.3 kHz ±260 Hz ±45 Hz

160 MHz ±100 kHz ±37 kHz ±9.8 kHz ±3.6 kHz ±430 Hz ±110 Hz

320 MHz ±290 kHz ±100 kHz ±27 kHz ±9.8 kHz ±980 Hz ±140 Hz

500 MHz ±580 kHz ±210 kHz ±53 kHz ±19 kHz ±1.9 kHz ±190 Hz

1 GHz ±1.6 MHz ±590 kHz ±150 kHz ±53 kHz ±4.9 kHz ±300 Hz

2 GHz ±9.4 MHz ±1.6 MHz ±430 kHz ±150 kHz ±13 kHz ±680 Hz

2 GHzの中心周波数

10 MHz ±2.1 kHz ±1.0 kHz ±520 Hz ±380 Hz ±120 Hz ±4.6 Hz

25 MHz ±7.0 kHz ±2.9 kHz ±1.0 kHz ±580 Hz ±290 Hz ±14 Hz

28 MHz ±8.1 kHz ±3.4 kHz ±1.2 kHz ±630 Hz ±310 Hz ±19 Hz

40 MHz ±13 kHz ±5.4 kHz ±1.7 kHz ±830 Hz ±340 Hz ±30 Hz

80 MHz ±36 kHz ±14 kHz ±4.1 kHz ±1.7 kHz ±470 Hz ±93 Hz

160 MHz ±100 kHz ±37 kHz ±10 kHz ±4.1 kHz ±690 Hz ±210 Hz

320 MHz ±290 kHz ±110 kHz ±27 kHz ±10 kHz ±1.3 kHz ±290 Hz

500 MHz ±580 kHz ±200 kHz ±52 kHz ±19 kHz ±2.2 kHz ±400 Hz

1 GHz ±1.6 MHz ±590 kHz ±150 kHz ±52 kHz ±5.5 kHz ±490 Hz

2 GHz ±4.9 MHz ±1.8 MHz ±430 kHz ±150 kHz ±14 kHz ±740 Hz

4 GHz ±22 MHz ±5.1 MHz ±1.3 MHz ±420 kHz ±38 kHz ±1.8 kHz

4 GHzの中心周波数

10 MHz ±3.3 kHz ±1.8 Hz ±990 Hz ±730 Hz ±240 Hz ±8.9 Hz

25 MHz ±9.2 kHz ±4.4 kHz ±1.8 kHz ±1.1 kHz ±580 Hz ±32 Hz

28 MHz ±10 kHz ±5.1 kHz ±2.1 kHz ±1.2 kHz ±600 Hz ±38 Hz

40 MHz ±16 kHz ±7.5 kHz ±2.8 kHz ±1.5 kHz ±700 Hz ±65 Hz

80 MHz ±40 kHz ±16 kHz ±6.0 kHz ±2.8 kHz ±920 Hz ±200 Hz

160 MHz ±100 kHz ±41 kHz ±13 kHz ±6.1 kHz ±1.3 kHz ±440 Hz

320 MHz ±290 kHz ±110 kHz ±31 kHz ±13 kHz ±2.4 kHz ±660 Hz

500 MHz ±560 kHz ±210 kHz ±56 kHz ±22 kHz ±3.3 kHz ±690 Hz

1 GHz ±1.6 MHz ±580 kHz ±150 kHz ±56 kHz ±7.5 kHz ±950 Hz

2 GHz ±4.6 MHz ±1.6 MHz ±420 kHz ±150 kHz ±17 kHz ±1.6 kHz

4 GHz ±13 MHz ±4.7 MHz ±1.2 MHz ±410 kHz ±41 kHz ±2.4 kHz
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位相誤差

位相の不確かさ

これらの値は、入力信号の予想される位相を中心にした95 %の信頼区間(±)を表しています。測定器に対する入力信号
は、リストされている中心周波数の0 dBmの変調されていない搬送波です。この場合、位相測定時間トレースの出力は常
にゼロ値になるはずです。しかし、ランダム雑音（位相雑音など）により、位相測定時間トレースに特定の平均値および
標準偏差を持つゼロ以外の信号が含まれることがあります。セルのコンテンツは(1.96 * stddev)です。PXAの位相雑音最適
化は、ベスト・ワイド・オフセットに設定されています。測定時間：＜10 ms。入力レンジは過負荷なしに最適化されて
います。10 MHz基準信号源が信号源にロックされています。

N9030A PXAシグナル・アナライザ

中心周波数

 測定帯域幅 2.0 GHz 8.0 GHz 26.0 GHz 43.0 GHz

10 MHz ±0.06 ° ±0.15 ° ±0.33 ° ±0.49 °

25 MHz ±0.07 ° ±0.10 ° ±0.34 ° ±0.51 °

28 MHz ±0.06 ° ±0.12 ° ±0.40 ° ±0.49 °

40 MHz ±0.08 ° ±0.16 ° ±0.35 ° ±0.55 °

80 MHz ±0.08 ° ±0.12 ° ±0.33 ° ±0.51 °

160 MHz ±0.09 ° ±0.14 ° ±0.35 ° ±0.66 °

Infiniium DSO/MSO Sシリーズ オシロスコープ

中心周波数

 測定帯域幅 1.0 GHz 2.0 GHz 4.0 GHz

10 MHz ±0.11 ° ±0.15 ° ±0.33 °

25 MHz ±0.11 ° ±0.18 ° ±0.33 °

28 MHz ±0.11 ° ±0.16 ° ±0.29 °

40 MHz ±0.10 ° ±0.19 ° ±0.36 °

80 MHz ±0.12 ° ±0.18 ° ±0.30 °

160 MHz ±0.15 ° ±0.20 ° ±0.33 °

320 MHz ±0.24 ° ±0.23 ° ±0.38 °

500 MHz ±0.25 ° ±0.29 ° ±0.36 °

1 GHz ±0.39 ° ±0.42 ° ±0.46 °

2 GHz ±0.83 ° ±0.68 ° ±0.54 °

4 GHz ― ±1.0 ° ±0.92 °

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
機能や機能拡張をすぐに入手できます。

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