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W H I T E  P A P E R

信号発生器の基本ガイド
RFでの強固な基礎の構築 – パート1

はじめに

信頼性の高い信号源による、テスト結果の不確かさと疑念の排除
製品をいち早く市場に投入するには、厳しい競争を勝ち抜く必要があります。競争に勝つ

ための決め手となるのが、信頼できるテスト結果です。ジョブに対して適切な測定器を選

択する重要性は、そこにあります。結果の推測にあてる時間的な余裕はないからです。

信号発生器に関する2部構成の技術記事のこのパート1を読むと、信号発生器の基本的な仕

様を正しく理解し、適切な信号発生器を選択できるようになります。



 2www.keysight.co.jp 

目次
2部構成の技術記事のパート1では、信号発生器の概要と、パワー、確度、速度などの基本仕様

について説明します。パート2では、変調、信号純度、歪みなど、より高度な機能を取り上げ

ます。

セクション1.　主な特性
信号発生器のコンポーネント、および他の信号源にはない信号発生器の独自性について説明し

ます。使用可能な信号発生器の種類と主な仕様を紹介します。

セクション2.　電力
平均パワー、エンベロープパワー、ピーク・エンベロープ・パワーの違い、およびハイ／ロー

出力パワー用の測定アプリケーションについて学びます。 

セクション3.　確度
測定には高い信頼性が求められます。確度が重要である理由と、確認する必要がある確度のタ

イプについて説明します。

セクション4.　速度
製造では速度がすべてです。市場投入までの期間を短縮し、競争に打ち勝つ鍵となります。仕

様の読み方について学びます。遅れをとらないようにしてください。
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セクション1 - 主な特性
信号発生器は多様で、形状や使用可能な機能もさまざまです。

図1-1.　Keysight PXIeベクトル信号発生器／アナライザ。

形状：ベンチトップ型の測定器か、モジュール型の測定器か？
従来の信号発生器の多くは、ベンチトップ型です。ベンチやラックで通常見られる、代表的な

ボックス型の測定器です。測定器のフロントパネルのディスプレイとコントロールを使用して、

セットアップや障害のデバッグを短時間で簡単に行えます。ベンチトップ信号発生器は、RFか

らマイクロ波、およびアナログからベクトルまで、幅広い機能を備えています。 

図1-2.　N5166B CXG Xシリーズ RFベクトル信号発生器。

急速に普及しつつあるもう1つの形状が、PXIeです。PXIe信号発生器は、コンパクトであるため、

複数のチャネルを必要とするアプリケーションでよく使用されます。PCIe Gen 3では、最大

24 GB/sのシステム帯域幅が可能になり、ベースバンドジェネレーターへのI/QデータのFPGA

ストリーミングや、デジタルプリディストーション(DPD)といった、高性能アプリケーション

のテストスループットが向上します。PXIe信号発生器は、ベンチトップ信号発生器と同じソフ

トウェアアプリケーションを使用するので、測定の一貫性と製品開発から製造／サポートまで

の互換性が確保されます。
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アナログ、ベクトル、およびアジャイル信号発生器
信号発生器は、機能によっても分類されます。最も初期の信号発生器はアナログ信号発生器

で、音響機器のテストなどに使用されていました。アナログ信号発生器の基本機能は、連続

波(CW)正弦波信号の供給です。最近のアナログ信号発生器には、振幅変調、周波数変調、位

相変調、パルス変調の機能もあります。最新のアナログ信号発生器の最大周波数は約70 GHz

です。

ベクトル信号発生器は、I/Q QAM（直交振幅変調）方式が可能な、より新しい世代の信号発生器

です。これらのベクトル信号発生器は、QPSK（4相位相シフトキーイング）や1024 QAMなど

のI/Q変調方式に対応するため、直交(IQ)変調器を内蔵しています。

周波数と振幅のリストをすばやく掃引する能力は、特に製造テストで重要な特性です。アジャ

イル信号発生器は、高速化を実現するため構築されました。これらの信号発生器には、信号の

周波数、振幅、位相を迅速に変更する能力があります。この機能は、大規模な無線機器テスト

で威力を発揮します。

図1-3.　32QAM変調信号
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主な仕様の概要
試験に適した信号発生器を選択するには、性能仕様を理解する必要があります。仕様を見

ると、3つの重要な性能である、周波数、振幅、信号純度に関する信号発生器の能力がわかります。

それぞれの仕様を見てみましょう。

周波数

周波数仕様は、信号発生器のレンジ、分解能、確度、スイッチング速度を規定します。

 • レンジは、信号発生器が出力できる最大出力周波数と最小出力周波数を示します。

 • 分解能は、最小周波数変化です。

 • 確度は、信号源の出力周波数が設定周波数とどれだけ近いかを示します。

 • スイッチング速度は、出力が必要な周波数に落ち着くまでの速さです。

図1-4.　周波数と振幅の読み値を用いたスペクトラム解析

パワー

パワー仕様には、レンジ、分解能、スイッチング速度が含まれます。

 • レンジは、信号発生器の最大出力パワー能力と最小出力パワー能力の差です。レンジは、
信号発生器の出力アッテネータのデザインによって決まります。出力アッテネータによっ
て、信号発生器はレシーバーの感度テストに用いる非常に小さい信号を出力できるように
なります。

 • 信号源の分解能は、最小可能パワー増分を示します。

 • スイッチング速度は、信号源があるパワーレベルから次のパワーレベルに移行するまでの
速さの指標です。
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図1-5.　パワーの出力レンジと確度を示した図

信号純度

信号純度仕様には、位相雑音、スプリアス、高調波性能が含まれます。

 • 信号純度から、出力信号がどれだけ理想に近いかがわかります。完全な信号発生器は、
ノイズのない状態で、単一周波数で正弦波を発生させます。しかし、信号発生器は非
理想的コンポーネントで作られているため、ノイズや歪みが発生します。

 • 位相雑音は、正弦波内のランダムな周波数変動の結果ですが、通常、システム内の発振器
の不完全さに起因します。

 • スプリアスは、搬送波周波数を得るために信号を混合および分割することによって生成さ
れる、非ランダムな信号です。これらの信号は、キャリアに対して高調波または非高調波
の関係にある可能性があります。

非高調波スプリアス
（電源およびその他の
原因から）

位相ノイズ
(dBc/Hz)
（LOから）

高調波スプリアス 
～30 dBc（非線形
コンポーネントから）

CW出力

f0 2 f00.5 f0

広帯域ノイズフロア
信号源の熱雑音

サブハーモニクス 
（周波数出力の拡張に
使用される逓倍器から）

図1-6.　信号純度測定
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高調波は、基本周波数の整数倍で発生するスプリアスです。高調波スプリアスは、信号発生

器で使用されるコンポーネントの非線形特性に起因します。逓倍器は、広範囲の周波数および

出力パワーを生成するために必要な非線形コンポーネントです。

サブハーモニクスは、基本波周波数よりも低い周波数のスプリアスです。周波数出力を拡

張するために信号源で使用される逓倍器が、サブハーモニクスの主な原因となっています。

図1-7.　スプリアス測定

セクション2 - パワー
信号発生器は、多様なコンポーネント／システム・テスト・アプリケーションに対して正確で

安定したテスト用信号を提供します。どの信号発生器でも重要な仕様が、出力パワー範囲です。

通常、信号発生器は、レシーバー感度試験では－120 dBmの低い出力信号、RFパワーアンプ試

験では＋20 dBmの高い出力信号を必要とします。また、この広いダイナミックレンジを実現す

る際、確度、信号純度、ノイズなどの主な仕様に適合することが求められます。

平均パワーから、エンベロープパワー、ピーク・エンベロープ・パワーまで、パワーには複数

のタイプがあります。これらのパワーを詳しく見ていく前に、まずパワーの基礎について説明

します。

あらゆるテストニーズに

対応したキーサイトの 

信号発生器の包括的な 

リストについては、 

ここにある『標準信号 

発生器セレクション 

ガイド』をご覧ください。

https://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5990-9956JAJP.pdf
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「パワー」とは？
パワーは、エネルギーが伝達される速度で、測定単位はワット(W)です。1ワットは、1秒間に

伝達される1ジュールのエネルギーに相当します。

直流(DC)の場合、パワーは電圧と電流の積となります。これは交流電流(AC)の場合も同じで

すが、ACでは、電圧と電流の変化によって瞬時パワーが時間と共に変化します。

信号発生器の出力パワーは、出力されている平均パワーです。平均出力パワーは、図2.1に

示すように、Pカーブの下の面積を積分するだけで得られます。

DC

低周波

P = IV = V2/R

+

+V

V

–

–

I

I

RL

RL

ZS

振
幅

パワーの
AC成分

パワーの
DC成分

V

P

I

図2-1.　DCおよび低周波パワー測定。

dBとdBmについての説明

パワーに関する説明には、dBスケールの説明が不可欠です。dBはデシベルを意味し、対数スケー

ルで比を表す際に使用されます。以下に、比をdBに変換する計算式を示します。

GdB＝10log10(P/Po)

ここで、P0は基準パワーレベル、Pは対象パワーレベルです。P0が1 mWの場合、dBmが得ら

れます。すなわち、dBmは1 mWのパワーを基準とします。

dBやdBmを使用する理由は、dBとdBmは、非常に大きい値または非常に小さい値を表現する

ときに便利だからです。例えば、比10,000,000,000は100 dBとして、比0.000 000 000 1は

－100 dBとして表わすことができます。
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dBを使用するもう1つの利点は、システムの総利得または総損失を簡単に計算できることです。

利得の場合は加算し、損失の場合は減算するだけです。これは特に、RFシステムに多段の増幅

器やアッテネータがある場合に便利です。

増幅器A
利得＝5または6.99 dB

増幅器B
利得＝13または11.14 dB

総利得 ＝ 5×13

 ＝ 65

 ＝ 10 log 65

 ＝ 18.13 dB

総利得（単位dB） ＝ 6.99 dB＋11.14 dB

 ＝ 18.13 dB

図2-2.　dBスケールを使用した場合、総システム利得は、単に2つの増幅器の利得（単位dB）を加算した 
値です。

平均パワーとは？

「平均パワー」という用語は、瞬時パワーに対立するものとして、RF/マイクロ波システム

で一般的に使用されています。瞬時パワーは、意味を持つには変化が速すぎます。平均パワー

は、最低周波数成分の期間内に伝達された平均エネルギーです。伝達されるパワーは、（正と

負の値の間で変動する可能性がある）電圧や電流とは異なり、常に正の値となります。

エンベロープパワーとピーク・エンベロープ・パワーの説明

RFパワーアンプの特性評価では、さまざまな動作条件下で発生する消費電力を理解する必要が

あります。図2.3に、高周波変調信号のパワー測定値を示します。

エンベロープパワーを求めるには、最高変調周波数の期間より大きく、キャリアの期間より

短い期間にわたって、パワーを平均します。エンベロープパワーを使用すると、変調または

過渡状態が消費電力に及ぼす影響を調べることが可能です。多くのRFパワーアンプがバッテ

リー駆動の携帯機器に搭載されるため、これは特に重要です。ピーク・エンベロープ・パワー

(PEP)は最大包絡線パワーで、トランスミッターの特性評価の重要なパラメータです。
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図2-3.　高周波変調信号の電圧エンベロープおよびパワーエンベロープ。上のグラフは変調信号の電圧 
エンベロープです。左下のグラフでは、信号の瞬時パワーを緑で示し、平均パワーを赤で示しています。 
右下のグラフでは、エンベロープパワーを赤で示しています。

パワー仕様の説明
パワー仕様を確認する場合、多くの信号発生器のデータシートにはパワー出力範囲、分解能、

および適用可能な周波数レンジを記載したリストがあります。注意すべき点がいくつかあり

ます。

 • 出力振幅は周波数レンジと動作温度の影響を受けます。

 • 多くの場合、より高い出力パワーニーズに対応するためのオプションがあります。

 • ステップアッテネータは、低パワーレベルを実現するため、（5 dBステップで）粗調整でき
るパワー減衰機能を備えています。パワーレベルの微調整は、アッテネータ・ホールド・
レンジ内のALC（自動レベル制御）によって提供されます。

 • 「最大出力パワー」は、連続波(CW)モード用です。一部のデータシートには、I/Q変調の
最大出力パワーが記載されています。Keysight CXG/EXG/MXG信号発生器では、パワー
仕様についてはPEPを参照します。

ヒント：信号源インピー

ダンスと負荷インピー 

ダンス間の不一致により、

DUTに対する実効信号 

入力レベルが変化する 

ため、ソースマッチが 

重要です。
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出力パラメータ

設定可能範囲 ＋30～－144 dBm

分解能 0.01 dB

ステップアッテネータ 0～ 130 dB、5 dBステップ電子式

コネクタ N型50 Ω、公称値

最大出力パワー 1 ( )＝代表値

周波数 標準

9 kHz～ 10 MHz ＋13 dBm

＞10 MHz～ 3 GHz ＋18 dBm

＞3～ 5 GHz ＋16 dBm

＞5～ 6.0 GHz ＋16 dBm

1. 20 ℃～ 30 ℃の仕様を引用しています。この範囲外の温度では、最大出力パワーは通常、1 ℃あたり0.01 dB低下
します。

表2-1.　Keysight CXG信号発生器の振幅仕様 - 最大出力パワー。

変調による複雑化

デジタル変調信号の多くは、時間／周波数ドメインではノイズに似ており、ピークが一見ラン

ダムに発生しています。ピーク時に信号発生器が飽和状態にならないようにするには、どうす

ればよいでしょうか？パワーの相補累積分布関数(CCDF)曲線により、これらのピークがどれだ

け高くなるかがわかります。例えば、図2.4から、最高ピーク対アベレージ比 (PAR)が5.95 dB

であることがわかります。

信号発生器の最大出力パワーが18 dBmの場合、信号発生器で設定可能な最大パワー出力は

12.05 dBm（18 dBm－5.95 dB）です。信号発生器のパワー出力は平均パワー出力です。信号

発生器の出力を12.05 dBmより高く設定すると、ピークがクリップされます。
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図2-4.　Keysight N5182B 信号発生器の波形ユーティリティーからのCCDFプロット。ここで示す信号波形は、
64 QAM、シンボルレート1 Mspsの、RRC（ルートナイキスト）ベースバンドフィルター波形です。

測定アプリケーション
仕様範囲外のパワーが必要な場合は、増幅器を使って出力パワーを増大させるか、アッテネー

タを使って減少させることができます。ただし、増幅器の利得不確かさ、およびアッテネータ

のフラットネスと確度を考慮する必要があります。高出力パワー用と低出力パワー用のテスト

アプリケーションがいくつかあります。

高出力パワーのテストアプリケーション：

1. 自動テスト機器(ATE)システム内のスイッチング損失の克服

2. 長い電路内での信号の減衰への対処

3. ハイパワー増幅器

4. レシーバー・ブロッキング・テスト

低出力パワーのテストアプリケーション：

5. レシーバー感度測定

6. 干渉信号として

ハイパワーアプリケー

ションに関する 

いくつかのヒントが 

こちらで見つかります。

http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5990-4695EN.pdf
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セクション3 – 確度

スピード違反の回避
何か月もの準備のすえ、ついに夏休みがやってきました。興奮に包まれ、目的地に到着するの

が待ちきれません。混雑を避けるため、明け方に出発しました。同時に、時速100キロの速度

制限を超えないように最善を尽くします。スピードメータの針は、時速100キロマークの上に

置かれています。スピードを落としたくはないものの、スピード違反のリスクを犯すつもり

もありません。休暇が台無しになるからです。高速道路を走る際、速度が正確に時速100キロ

であると確信できますか？スピードメータを信頼できますか？どの程度正確で、精度が高いで

しょうか？

確度は、しばしば精度と混同されます。信号発生器の確度は、出力値が設定値にどれだけ近い

かを表します。精度は、切り替えで信号発生器の出力が変動する度合いです。高精度の発生器

の場合、変動の少ない安定した出力になります。ただし、高精度の発生器の出力が、正確で

あるとは限りません。左の図3.1に、確度と精度の違いを示します。

確
率

値

設定値
確度

精度

図3-1.　確度対精度

主要な確度仕様
2つの重要な確度仕様として、振幅確度と周波数確度があります。必要とする確度はアプリ

ケーションによって異なります。無線レシーバーの感度を±4 dBの確度でテストする場合、

±1 dBの振幅確度の信号源を使用して、TAR (Test Accuracy Ratio) 4を達成する必要があり

ます。

振幅確度

振幅確度は、信号発生器の出力振幅が設定された振幅にどれくらい近いかを示します。振幅確

度は、通常、ある周波数と温度の範囲内で仕様化されます。
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信号発生器の出力確度は温度によって低下するため、温度範囲が仕様化されています。例えば、N5182Bの絶対レベル確度は、

周囲温度が20 ℃～ 30 ℃の範囲にない場合、1 ℃あたり0.01 dB低下します。表2.2に、N5182B MXG信号発生器の振幅確

度仕様を示します。

CWモードでの絶対レベル確度 1（ALCオン）( )＝代表値

標準

範囲 最大パワー～－60 dBm ＜－60～－110 dBm

9～ 100 kHz （±0.6 dB） （±0.9 dB）

100 kHz～ 5 MHz ±0.8 dB（±0.3） ±0.9 dB（±0.3）

＞5 MHz～ 3 GHz ±0.6 dB（±0.3） ±0.8 dB（±0.3）

＞3～ 6 GHz ±0.6 dB（±0.3） ±1.1 dB（±0.3）

CWモードでの絶対レベル確度（ALCオフ、パワー検索実行、ALCオンを基準）

9 kHz～ 6 GHz （±0.15 dB）

デジタルI/Qモードでの絶対レベル確度（N5182Bのみ）

（ALCオン、CWを基準、W-CDMA 1 DPCH設定＜＋10 dBm）

5 MHz～ 6 GHz ±0.25 dB（±0.05）

表3-1.　N5166B CXG信号発生器の確度仕様。

ヒント：DUTに入力される 

信号の確度を向上させる 

ため、DUTがテストシステム

に接続されているポイントで

フラットネス補正を実行 

できます。フラットネス補正

を実行すると、ケーブル 

損失やスイッチング損失に 

起因する誤差が除去され 

ます。

振幅フラットネス

振幅確度は、信号発生器の周波数掃引能力に影響します。周波数掃引は、フィルター

やパワーアンプのテストによく使用されます。ある周波数から別の周波数に移る際の

振幅の変化が少ないほど、出力はより平坦になります。ある周波数から別の周波数に

変わる間の振幅の変化をフラットネスといいます。振幅確度とは密接に関連していま

すが、これらは同じではありません。フラットネス仕様は、振幅確度仕様よりも厳しく、

通常、開始周波数の振幅を基準にしています。図3.2に、このポイントを示します。
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出
力
振
幅

周波数 f2f1

周波数掃引 - 振幅

フラットネス仕様

振幅確度仕様

図3-2.　振幅確度とフラットネスの比較。

確度の向上による歩留まりの向上

レシーバーの感度試験には、正確な出力パワーを持つ信号源が必要です。レシーバー感度

試験では、レシーバーが仕様化されたパワーレベルを超える弱い信号を検出できるかどう

かを判定します。例えば、4G携帯電話レシーバーの仕様化された感度レベルは－110 dBm

です。－110 dBm以上のパワーレベルの信号を検出できない場合、レシーバーは不良と判定

されます。

4Gレシーバーの例を使用して、確度が低いとテストの歩留まりにどう影響するかを説明しま

す。信号発生器の振幅確度が±5 dBであるとします。過剰な受信（または誤検出）を回避するた

め、信号発生器は－115 dBmを出力するように設定されています。－115 dBmでは、信号発

生器の出力パワーは－110 dBm～－120 dBmの間で変化します。図3.3に示すように、この

信号発生器を使用すると、性能レベルが境界線に近い、4つの完全に良好なレシーバーを不良

と判定することになります。

パ
ワ
ー
出
力

周波数

 ＝不合格ユニット
 ＝合格ユニット

理想的な信号発生器

信号源を－110 dBmに設定

－110 dB仕様







 



パ
ワ
ー
出
力

周波数

 ＝不合格ユニット
 ＝合格ユニット

振幅確度±5 dBの信号発生器

信号源を－115 dBmに設定

－110 dB仕様

実際の出力パワー＝－114 dBm









図3-3.　振幅確度が低い場合のテスト歩留まりへの影響
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テストの歩留まりを向上させる方法は、単により正確な信号発生器を使用することです。キー

サイトの信号発生器は、±1 dBmの振幅確度仕様を備えており、－111 dBmを出力するよう

に設定されています。図3.4に、以前にテストした同じ6つのレシーバーのうちの4つが感度

試験に合格したことが示されています。より正確な信号源を使用するだけで、誤った却下を

75 %削減しました。

信号源は確度が高いほど、高価格である可能性があります。しかし、長期的にみると、歩留ま

りの向上によって投資利益率は何倍も高まります。

パ
ワ
ー
出
力

周波数

 ＝不合格ユニット
 ＝合格ユニット

振幅確度±5 dBの信号発生器

信号源を－115 dBmに設定

－110 dB仕様

実際の出力パワー＝－114 dBm









パ
ワ
ー
出
力

周波数

 ＝不合格ユニット
 ＝合格ユニット

振幅確度±1 dBの信号発生器

信号源を－111 dBmに設定
－110 dB仕様

実際の出力パワー＝－112 dBm








図3-4.　改善された振幅確度のテスト歩留まりへの影響

周波数確度

信号発生器の周波数確度に対する主な影響要因には、基準発振器の安定度と、信号源の前回校

正日からの経過時間の2つがあります。温度と線間電圧も周波数の安定度に影響しますが、そ

の影響は経年変化の影響よりも数桁小さいレベルです。したがって、注目すべき主な仕様は、

基準発振器のエージングレートです。

信号発生器に使用される代表的な基準発振器のエージングレートは、年0.152 ppmです。

10 GHz信号発生器の基準発振器が1年間校正されていない場合、周波数確度は±1.52 kHzと

なります。以下に計算を示します。

 ＝10 GHz×0.152 ppm/年×1（年）

 ＝1.52 kHz

周波数確度(Hz)＝出力周波数(Hz)×エージングレート（ppm/年）×前回の校正からの時間
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周波数基準

確度

±（前回の調整からの時間×エージングレート）

±温度変動

±線間電圧の影響

±校正確度

内蔵タイムベース基準発振器の 
エージングレート 1 ≦±5 ppm/10年、＜±1 ppm/年

達成可能な初期校正確度 ±4×10-8または±40 ppb

調整分解能 ＜1×10-10

温度変動 ±1 ppm（0 ℃～ 55 ℃）、公称値

線間電圧の影響 ±0.1 ppm（公称値）；5 %～ 10 %（公称値）

表3.2.　N5166B CXG信号発生器の確度仕様。

リソースが制限される周波数スペクトラム

データ帯域幅を増やすため、4G携帯電話のチャネル間隔は狭くなっています。そのため、4G

レシーバーには、隣接チャネルからの干渉を排除しながら弱い信号を処理する能力が必要です。

隣接チャネル選択度(ACS)試験では、レシーバーが隣接チャネルの強い信号を拒絶しながら、

割り当てられたチャネルでいかに信号を受信できるかを測定します。

このテストでは、2つの信号発生器を使用します。1つの信号発生器は、レシーバーの感度より

上のレベルで、チャネル内周波数のテスト信号を入力します。2つめの信号発生器は、隣接チャ

ネル信号を出力します。チャネル外信号の出力を、仕様化されたレベルを基準にレシーバーの

感度が低下するまで増加させます。

ACSでは、テスト信号と干渉信号の周波数確度が重要です。周波数確度が低いと、信号の

相互の間隔およびフィルターのスカートからの間隔が、狭すぎたり、広すぎたりします。

例えば、200 MHzを中心に1 kHzの間隔で2つの信号を設定しようとしており、信号源のエー

ジングレートが±1×10-6/年であるとします。この場合、信号源の周波数誤差は、200 MHz×

1×10-6、すなわち±200 Hzです。図3.5に示すように、分離間隔は、600 Hzから1400 Hzの

範囲内です。

これは、良くて却下、最悪の場合は、仕様外のレシーバーの誤った受け入れにつながります。
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図3-5.　隣接チャネル選択度試験に対する周波数確度の影響。隣接する2つのチャネル間の分離は 
1 kHzでなく、600 Hzから1400 Hzの範囲で変化することがわかっています。

セクション4 – 速度
上司がやって来ました。心配ごとがあるようです。上司はデスクに寄りかかりました。製造の

副社長とのミーティングを終えたところでした。副社長は製造経費の25 %のコスト削減を望

んでおり、上司は今週末までに削減策を提案する必要があります。彼は助けを必要としてい

ます。

テストは、品質管理の点検と同様、付加価値のない作業です。理想的には、製品は、製造が終

了した時点で設計どおりに動作するはずです。しかし、物事が理想どおりに運ぶことはありま

せん。したがって、依然としてテストが必要です。

テストには多額の費用がかかります。テスト時間が短いほど、テスト費用が低減します。そ

のため、製造では信号発生器の速度が重要です。では、高速信号発生器とは何でしょうか？

高速信号発生器を使用すると、周波数の切り替え、振幅の切り替え、または波形の切り替えが

すばやく行えます。速度はミリ秒単位で仕様化されます。図4.1に、N5182B MXG信号発生器

の周波数スイッチング速度仕様を示します。
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周波数スイッチング速度 1、2

標準 オプションUNZ 3 オプション
UNZ、代表値

CWモード

SCPIモード ≦5 ms、代表値 ≦1.15 ms ≦950 μs

≦5 ms、代表値 ≦900 μs ≦800 μs

デジタル変調オン（N5182Bのみ）

SCPIモード ≦5 ms、代表値 ≦1.15 ms ≦1.15 ms

リスト／ステップ 
掃引モード ≦5 ms、代表値 ≦900 μs ≦800 μs

1. SCPIコマンドまたはトリガ信号を受信してから、最終周波数の0.1 ppm以内または100 Hz以内になるまでの
時間（どちらか長い方の時間）。

2. 内部チャネル補正をオンにした場合、リストモードとSCPIモードのキャッシュ済み周波数ポイントで測定され
た周波数スイッチング速度は1.3 ms未満です。SCPIモードの最初の周波数ポイントでは、測定時間は3.3 ms
未満です。測定器は、最も最近使用された1024の周波数を自動的にキャッシュします。振幅のみの変更では
速度の低下はありません。

3. 仕様は、ステータスレジスタの更新がオフの場合に適用されます。エクスポートの制御目的の場合、最終周波
数の0.05 %以内になるまでのCWスイッチング速度は190 μs（測定値）です。

表4.1.　N5182B MXG信号発生器のスイッチング速度仕様

速度に対する影響要因
スイッチング速度は、変更の種類とコマンドのソースの影響を受けます。仕様で示される時間

は、コマンドの送信後、信号発生器の出力が安定するまでに必要な時間を指します。表示され

る速度仕様は、ワーストケースのシナリオです。代表的なスイッチング時間は最大40 %高速

化します。

図4-1.　リスト掃引設定テーブル

ヒント：波形の 

スイッチング速度を 

高速化するには、 

リスト／ステップ掃引

モードを使用して、 

波形を不揮発性メモリに 

プリロードします。

周波数 振幅 ベースバンドI/Q波形 持続時間
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信号発生器が新しい周波数に設定されると、周波数シンセサイザが、その出力を必要な周波

数に変更します。出力増幅器は、同じ出力パワーが新しい周波数でも保持されるようにパワー

レベルを調整します。本質的に、周波数の切り替えには、周波数シンセサイザと出力増幅器の

両方に対する変更が必要です。これは、通常、周波数のスイッチング速度が振幅のスイッチン

グ速度より遅いためです。

切り替え時には、コマンド処理に最も時間がかかります。図4.2に、SCPIコマンド要求を処理

する時間コンポーネントを示します。

スイッチング速度を高速化するには、個々のSCPIコマンドを送信する代わりに、リスト／ス

テップ掃引モードを使用します。掃引モードでは、周波数、パワー、波形の状態は事前にわ

かっており、信号発生器の不揮発性メモリにダウンロードされています。次に、信号発生器は、

状態を間断なくシーケンス処理することができます。掃引モードのスイッチング時間の代表値

は、SCPIモードの2 msと比較して600 μs～ 800 μsです。

高速スイッチングオプションを提供する信号発生器もあります。例えば、N5182Bは、ミリ秒

以下のスイッチング速度を提供する、大量生産に最適なUNZオプションを提供します。

送信

コマンドの
オーバーヘッド

スイッチング仕様

HW
構文

解析制限
など

SCPIコマンド

SCPI

安定

RF
（ブランキング
オン

図4.2.　信号発生器でのSCPIコマンド処理時間
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速度が重要となる場合

無線機器製造

つい最近まで、テスト時間を短縮するには、テストポイントの数を減らしていました。この戦

略はもはや通用しません。最新無線機器に搭載される機能の増加に伴い、現在、より多くの

テストが必要となっています。対応する接続機能も、音声のみならず、RFID、Bluetooth®、

LTE、UWB、5Gなど、さまざまなデータ接続に広がっています。これらのモードでは、複数のチャ

ネルにわたる、異なるパワーレベルでの、現実的な波形を使ったテストと検証が必要です。テ

ストスループットの向上によってコスト削減を実現する方法を見つける必要があります。達成

するために求められるのは速度です。

以下に、速度が重要となる製造シナリオをいくつか示します。

 • ブロードキャストレシーバーの測定 - FMステレオ、GPS、またはデジタルビデオなどの
ブロードキャスト信号用のレシーバーを組み込んだ無線機器は、性能検証が必要です。単
純なレシーバー感度測定で十分な場合も、ビットエラーレート(BER)測定が必要な場合も
あります。どちらの場合も、周波数、振幅、波形の迅速な切り替えが必要です。

 • 複数波形テスト – 多くの自動テスト手順は、例えば、異なる波形タイプを有する増幅器
による歪みを測定するため、または8PSK、QPSKなど、可変の適応型データレートシス
テムの機能性を検証するため、複数の波形を必要とします。

 • 利得圧縮試験 - 増幅器の利得圧縮は、パワーを変化させることによって測定することがで
きます。反復法測定を使用して特定の利得圧縮ポイントをズームインすると、1 dB利得
圧縮などの正確な利得圧縮ポイントを測定できます。

図4-3.　複雑なRFデザイン検証テストシステム
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電子戦の進歩

電子戦(EW)では、電磁スペクトラムを使用して、レーダー探知や無線通信を妨害したり、こ

うした攻撃を防御します。EWシステムの生産性に優れた効率的なエンジニアリングを実現

するには、実際のEW環境を高い再現性で正確に表すテスト信号が必要となります。テスト

を現実的で環境に対応したものにするには、マルチエミッター環境のシミュレーションが不

可欠です。こうしたマルチエミッター環境のシミュレーションには、通常、システム品質保

証／検証段階で用いられる、大規模で複雑なカスタム・テスト・システムを使用します。

EWシステムの検証と確認は、現実的な信号環境でのテストに大きく依存しています。忠実度

の高いエミッターを追加して密度を作り出すと、EWテストの現実感が高まります。エミッター

の忠実度や密度のほか、プラットフォームの動き、エミッターのスキャンパターン、受信ア

ンテナモデル、到来方向、マルチパス／大気モデルによっても、現実的な条件下でEWシステ

ムをテストする能力を強化できます。

EWシステムは、現在、8～ 1000万パルス／秒の高密度環境で、正確な方向探知とパルスパ

ラメータ化を使用してエミッターを識別するように設計されています。最新のスペクトラム

環境には、何千ものエミッター（ラジオ、無線機器、数十から数百のレーダー脅威）が含まれ

ており、バックグラウンド信号やノイズの中で、毎秒数百万のレーダーパルスを発生させて

います。図4.3に、脅威の周波数スペクトラムの概要を示します。

収集、GCI

射撃制御

パ
ル
ス
密
度（
対
数
）

早期警戒

VHF UHF

A B C

L S C X Ku

D E F G H I J

図4-4.　EWシミュレーションで使用される脅威周波数スペクトラムの例

EW信号の作成については、 

アプリケーションノート

『Creating Multi-Emitter 

Scenarios for Radar and 

Electronic Warfare (EW) 

Testing（レーダーと 

電子戦(EW)テストの 

ためのマルチエミッター

シナリオの作成）』を 

ダウンロードして 

ください。
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まとめ
無線機器に統合される機能が増え続けているため、必要となるテストやそれに伴うセッ

トアップ、条件の数も増加しています。無線機器には、複数の無線規格、複数の周波数

バンド、複数のアンテナが含まれます。これが、検証と製造試験での重要なテスト課題

の増加につながります。テストエンジニアは、テストスループットとコストの改善方

法を模索し続けています。高速スイッチング機能を備えた信号発生器を使用すれば、ほ

とんどの場合、周波数、振幅、または波形を1ミリ秒未満で切り替えられるようになり

ます。

パート1の最後
2部構成の技術記事のパート1はこれで終了です。パート1では、信号発生器の基本的な

仕様について説明しました。パート2では、変調、信号純度、歪み、ソフトウェアなど、

より高度なトピックについて説明します。さまざまなタイプの変調方式に関する知識

が得られ、高調波やスプリアスへの理解が深まります。歪みが悪いとは限らない理由

や、最新のソフトウェアを使用して生産性を向上させる方法も紹介します。

Keysight LabsのYouTubeチャンネルのチェック、Keysight RF Test and Measurement  

Facebookページのフォロー、キーサイトのブログへの登録により、最新のチュートリ

アル、テクニック、ベストプラクティスを確認できるため、いつでも最新情報を入手で

きます。

https://www.facebook.com/keysightrf/

https://www.youtube.com/user/KeysightSigGen

https://blogs.keysight.com/blogs/tech/rfmw.html

テストスループットの 

向上方法の詳細に 

ついては、以下を 

ご覧ください。

 • パワーアンプテストの 
スループットの向上

 • トランシーバーテストの 
スループットの最適化

Bluetooth®およびBluetooth®のロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。キーサイト・テクノロジーによる 
その使用はライセンスの下に行われています。

https://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5991-1050EN.pdf
https://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5991-1050EN.pdf
https://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5991-3103EN.pdf
https://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5991-3103EN.pdf

