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1: はじめに 

 

1-1 概要 

 

本資料は、アンリツのスペクトラムアナライザ/ シグナルアナライザが持つ数多くの機能のなかで、シグナルアナライザによるス

ペクトラム変動の測定について理解を深めるために作成されたものです。 

 

1-2  背景 

 

携帯電話、無線LAN、無線センサネットワーク、RFID、GPS、デジタルテレビ放送など、無線による通信や放送の技術はめざま

しい発展を遂げ、多数の無線アプリケーションが私たちの身近で同時に利用されています。 

空間に放出された電磁波(電波)を含むRF 信号の測定・解析・評価には周波数カウンタや電界強度計、パワーメータなど様々な

測定器が使われますが、スペクトラムアナライザはRF 信号の詳細な測定・解析・評価装置として中心的な役割を果たしていま

す。RF 信号を扱う技術者にとってスペクトラムアナライザの重要性はこれからも変わることはないでしょう。 

同時に、無線通信技術の進歩や新たなアプリケーションの出現により、スペクトラムアナライザに要求される機 

能や性能は複雑化・高度化しています。中でも、デジタル変調の出現と広帯域化した信号の評価や電子機器の高感度化・高密

度実装化に伴う電磁ノイズ対策などでは、瞬時的な信号スペクトラムの捕捉が必要となり、周波数掃引を前提とした従来のスペ

クトラムアナライザに新たな対応が迫られました。 

これに呼応して、スペクトラムアナライザも利用者のニーズの進化に合わせた進化を続けています。例えば、内部処理のデジタ

ル化は測定の飛躍的な高速化や高精度・高安定化をもたらしました。 

アンリツでは、デバイスや演算処理の高速化・高精度化を進めると同時にデジタル処理を一歩進めた「シグナルアナライザ機能」

をMS2830A およびMS269xA 等のスペクトラムアナライザに搭載しています。 

これによりデジタル変調の評価解析だけでなく、非定常的なスペクトラムを持つ様々な信号の捕捉が可能になりました。 

 

[図1] 無線LAN/OFDM のスペクトラム   
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2：スペクトラム 

電気信号の測定には様々な方法があり、各種の測定器が存在します。測定手法は時間領域におけるものと周波数領域からの

ものに分けることができますが、RF 信号に対しては周波数領域で測定や評価を行うのが一般的です。 

 

2-1 周波数領域と時間領域 

 

[図2-1-1] は、電気信号を時間・周波数・レベルの3 次元で描いたものです。この信号を測定するために2次元で視覚的に捉えよ

うとした場合、二つのアプローチが考えられます。 

 

 

 

[図2-1-1] 信号の観測方向 

 

ひとつは図で緑色の方向から信号を見据える「時間領域 (Time domain) 」からのアプローチで、オシロスコープでの「波形」測定

はその典型です。時間領域での表現は最も直感的で分かりやすく、低周波信号や高速デジタル信号の品質評価などに適して

います。 

もうひとつは、図の青色の方向から信号を見る「周波数領域 (Frequency domain) 」からのアプローチで、出力として周波数成

分の分布を示す「スペクトラム」を得るものです。 

この場合の横軸は周波数ですが、縦軸は瞬時値ではなく振幅あるいはパワーです。 

このアプローチに基づく典型的な測定器がスペクトラムアナライザです。 
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[図2-1-2] スペクトラムアナライザの例   

 

「波形」も「スペクトラム」も3 次元の情報を2 次元で表現するわけですから、波形では周波数方向、スペクトラムでは時間方向の

情報は重なり合って隠れてしまいます。 

例えば、[図2-1-1] では、波形から異なる周波数を持つ二つの正弦波を見出すことは困難です。 

一方、波形とスペクトラムは、同じ信号を異なる方向から眺めたものにすぎないので、フーリエ変換/ フーリエ逆変換によって相

互に対応づけ可能な関係にあります。 

 

ところで、スペクトラムアナライザは主にRF(高周波)信号の測定器として用いられています。その理由のひとつとして、無線通信

での変調などRF 信号に含まれる情報の多くは周波数領域での僅かな差であることが多く、時間領域からでは判別し難いこと

が挙げられます。 

例えば、[図2-1-3] は、＜1GHz の搬送波に1kHz の周波数変調をかけた時と搬送波だけの時を比べたものです。スペクトラム

アナライザでは違いがハッキリ分かりますが、オシロスコープの波形上では違いを判別できません。 

 

 

[図2-1-3] RF 信号(1GHz) の見え方 
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2-2 スペクトラムの時間変動 

 

時間領域での信号表現は、周波数軸における情報が重なり合って見えなくなるのと同じように、周波数領域での信号表現は、

時間軸における情報を見失う可能性を含んでいます。 

 

 

 

[図2-2-1] 過渡的信号に対するスペクトラムアナライザの応答 

 

 

[図2-2-1] は時間経過に従って変化する高周波信号を掃引型のスペクトラムアナライザで測定した場合の様子を示したものです。

(以下、本資料では掃引型のスペクトラムアナライザをスペクトラムアナライザと表記) 

 

スペクトラムアナライザは、測定の開始から終了まで信号が変化しない “定常的”な信号の測定を前提としており、解析する周波

数の下限から上限に向かって検出する周波数を滑らかに移動させてゆく「周波数掃引」によってスペクトラムを得ます。これは

同図で時間方向に斜めに切り出した断面を周波数領域から見ることに相当します。したがって、各時点における掃引周波数に

測定信号の周波数成分が存在しなければ検出されないので結果にも反映されません。 

同図の例では掃引周波数が(f1)にある時点(t1)では(f1)に信号成分が存在しますが、掃引周波数が(f2)に達した時点(t2)では既

に(f2) の信号成分は無くなっているため検出されません。結果として(f1) だけに成分を持つスペクトラムが見えることになります。 

スペクトラムアナライザは、高周波信号の測定において最も信頼のおける測定器ですが、掃引時間内に変化が起こるような信

号には対応できないことが分かります。  
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これに対して “非定常的” なスペクトラムをも捕捉できるようにしたのがアンリツのシグナルアナライザです。 

シグナルアナライザはスペクトラムアナライザの付加機能として提供されるもので、時間・周波数・レベル(パワー) の3 次元で信

号を捉え、多元的に表示・解析できます。 

例えば任意の時点におけるスペクトラムを得ることが可能で、時系列に沿ったスペクトラムの変化やパワーの時間変動、さらに

図で信号を上(パワー軸) 方向から見込んだことに相当するスペクトログラムなど時々刻々と変化する信号の姿を様々な視点か

ら把握できます。 

 

 

[図2-2-2] 過渡的信号に対するシグナルアナライザの応答 
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3：シグナルアナライザの原理と動作 

シグナルアナライザは高速のAD 変換やFFT 演算、デジタルフィルタなど高度なデジタル処理技術を駆使し、バースト信号や瞬

時的なスペクトラム変動など時々刻々と変化するスペクトラムを捉えます。 

 
3-1 方式 

 
シグナルアナライザが持つ機能と性能を活用するにはシグナルアナライザがどのようにしてスペクトラムを捉えるのかその仕組

みを理解しておくことが大切です。 

[図3-1-1] はシグナルアナライザにおける信号処理の流れを示した動作原理図です。 

シグナルアナライザは大きく分けて「周波数変換」、「デジタル化と記憶」、「スペクトラム等に変換」という三つの処理を経て結果

を得ます。 

 

 

[図3-1-1] シグナルアナライザの動作原理 

 

まず、シグナルアナライザの入力に接続された測定信号は、ローカルオシレータ、ミキサ、バンドパスフィルタで構成される周波

数変換部でIF(中間周波数)に変換されます。 

測定信号の周波数をFin、ローカルオシレータの発振周波数をFlo とすると、中間周波数Fif は 

Fif = Fin - Flo ・・・・・・・ 式3-1  

の関係にあり、シグナルアナライザでは測定を行っている間のFlo は固定です。また、IF は測定の帯域幅(周波数スパン)に相

当する広い帯域幅を持たせてあります。その結果、測定信号のスペクトラムはFinの時と形を変えずにIF に周波数変換されま

す。 

次に、IF に変換された測定信号はAD コンバータによってデジタルデータに変換されます。 

つまり、シグナルアナライザは測定信号を周波数変換しただけの言わば“生の姿” で一定の時間分取り込みます。デジタル化さ

れた時系列波形データは直ちに内部のメモリに取り込まれますが、このデータは別途ハードディスクに格納保存することも可能

です。 

  



8 

 

時系列波形データとして取り込まれた測定信号は、直ちに任意の部分、任意の範囲が読み出され、デジタル演算による解析を

施します。FFT(高速フーリエ変換)によって周波数領域に展開すれば読み出した時間範囲に対応したスペクトラムが得られます。 

 

このように、シグナルアナライザで表示解析の基になるのは、メモリやハードディスクに格納されていたデータです。 

つまり、信号をデジタルデータにして格納する「信号の取り込み処理」と、データを読み出して演算を施す「解 

析処理」は時間的に独立して行われます。取り込みと解析をバッジ処理しているわけで、取り込んだ後に時 

間を空けて解析をするオフライン解析や同一信号に対して方法や設定の異なる解析を繰り返すことが可能で 

す。このことは掃引型のスペクトラムアナライザにはできないシグナルアナライザの大きな特徴です。 

例えば、格納されたデータを用いて測定時とは異なるRBWに変更して、測定結果を確認することができます。 

 

 

 

[図 3-1-2] メモリに取り込んだ無線信号のスペクトラム順次表示例 
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3-2 各部の動作 

 

・入力と周波数変換 

実際のアナライザでは、測定信号のレベルを適正に保つため入力部にアッテネータ(信号減衰器)やプリアンプが配置されます。 

周波数変換に関しても一回の変換でIFとせずに複数の変換を経て最終的なIF 信号としていますが、測定器を扱う上では一回

の変換でIF になると考えて差し支えありません。また、測定信号の周波数が本体の周波数範囲を上回る場合は、入力の前段

に周波数コンバータを使用する場合もあります。 

周波数変換までの信号経路はシグナルアナライザもスペクトラムアナライザも同じで、考慮すべき事項も同様です。 

入力からIF に至るアナログ部分で発生する雑音や非直線性は測定値にそのまま加算され、アナライザとしての基本性能を左

右します。このため、高周波の微少信号を扱う高度なアナログ回路技術が駆使されています。 

その結果、例えばMS2830A では表示平均雑音レベル：-150.5dBm/Hz という低雑音性が確保され、広ダイナミックレンジな測

定を可能にしています。 

 

MS2830A の仕様 

表示平均雑音レベル ：-150.5dBm/Hz 

シグナルアナライザモード 

30MHz≦周波数＜1GHz プリアンプ off 

 

・ローカルオシレータ 

ローカルオシレータは測定信号を周波数変換するためのローカル信号発振器です。スペクトラムアナライザでは測定に際してロ

ーカルオシレータの発振周波数を掃引(連続的に変化)させますが、シグナルアナライザでは測定中は固定された周波数で発振

します。 

入力からIF に至るアナログ部分で発生する雑音や非直線性がアナライザの基本性能を左右するのと同様に、ローカルオシレ

ータの信号純度は基本性能に直結します。例えば発振周波数にわずかな揺らぎがあると、あたかも測定信号が揺らいでいるよ

うに見えてしまいます。 

同様に短時間における揺らぎはSSB 位相雑音となってスペクトルの裾が拡がる誤差を生じます。 

このため、シグナルアナライザのローカルオシレータ部には高純度の発振器が搭載されています。 

[図 3-2-1] はシグナルアナライザの位相雑音特性の一例 (MS2830A  Option066)です。 
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[図 3-2-1] MS2830A Option066 のSSB 位相雑音特性 

 

・IF 回路 

IF に変換された測定信号は、解析に必要なレベルまで増幅されると同時に、バンドパスフィルタで帯域を制限します。 

シグナルアナライザのIF には解析の周波数幅(スパン)と同等以上の周波数帯域幅が必要とされます。 

したがって、シグナルアナライザのIF 回路は通常で30MHz 程度、場合によっては100MHz を超える広い帯域でフラットな特性

が得られるよう設計されています。 

 

・A/D 変換 

周波数変換されIFとなった(アナログ)測定信号はA/D コンバータでデジタル(時系列データ)に変換されます。 

A/D 変換に際し、シグナルアナライザのIF は広帯域信号ですから高速の変換が必要です。 

また、ダイナミックレンジの広い分析を行うためには高い分解能でA/D変換 しておく必要があります。 

このため、シグナルアナライザには高速高分解能のA/D コンバータが搭載されています。 

 
・デジタル処理 

デジタルデータに変換された測定信号は、メモリに記憶されます。 

メモリに格納したデータは、内蔵のハードディスクや外部のストレージデバイスに転送して保存できるほか、いつ 

でも読み出してリプレイ(再生)することができます。 

 

その際、取り込み/ 読み出しするデータをFFT に必要な短い範囲だけにして、データの取り込みとFFT を短い周期で繰り返せば、

時々刻々と変化するスペクトラムが次々と得られ、画面上では変動スペクトラムを動画のようにリアルタイム感覚で観測できま

す。[図3-2-2参照] 
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[図 3-2-2] 短周期での連続解析 

 

 

また、[図3-2-3] のように長い時間範囲のデータを記憶した後に、解析する時間範囲を少しずつシフトしながら読み出してFFT し

てゆけば、時間と共に推移するスペクトラムの様子を任意の時点かつ任意の速度で順次見てゆくことができます。 

加えて、読み出されたデータからはFFT だけでなくパワーなどその他のパラメータも読み出したデータから演算で求めることが

でき、スペクトラムのほかにもパワーの時間変化など様々な情報を得ることができます。 

 

 

 

[図 3-2-3] メモリに記憶した信号の範囲指定解析 
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3-3 サンプリングレートとサンプル数 

 

A/D 変換によってデジタルとなったIF 信号は波形の補正等を行った後にI-Q 成分(In-phase/Quadrature-phase)に分解、デシメ

ーション、浮動小数点データ化等の処理を経てメモリに格納されます。 

時間波形のまま(スカラ量)ではなくI-Q に分解して格納するのは、ベクトルとして信号の位相情報等を保ち、デジタル変調など後

の解析の自由度を担保するためです。 

 

メモリには蓄積する時間範囲 (取り込み時間)をメモリへの取り込み周期 (サンプリングレート) で割った数のデータ(サンプル) が

格納されます。 

実際のシグナルアナライザには、標準で1G バイトの大容量メモリが搭載されており、1 回の測定につき最大で100M サンプル

(個)の長大なデータ格納能力があります。 

 

サンプリングレートはFFT 解析の際の周波数スパンを決定づけますが、シグナルアナライザでは、解析する周波数スパンを設

定することでサンプリングレートが自動的に選定されます。 

したがって、使用に当たってサンプリングレートを意識する必要はありません。サンプリングレートと同時に最大取込時間と最大

サンプル数も決まりますが、常に最大のサンプル数が取り込まれるのではなく、測定の条件に適したサンプル数が設定されま

す。 

[図3-3-1] に設定する周波数スパン設定に対するサンプリングレート、最大取込時間、最大サンプル数の関係例を示しました。 

 

 

[図3-3-1] 周波数スパン、サンプリングレート、最大取込時間、最大サンプル数 

(MS2830A の例 抜粋) 
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3-4 FFT (高速フーリエ変換) 

 

メモリに格納されたI-Q データは、任意の時間範囲を指定して読み出されます。 

読み出したデータをFFT( 高速フーリエ変換)すれば当該の時間範囲におけるスペクトラムが得られます。 

同様にPower  vs Timeなど他の信号表現やパラメータも演算によって得ることができます。 

 

FFT によって得られるスペクトラムは、離散的な周波数ポイントにおける振幅値の数列です。 

また、FFT して得られる周波数スパンはサンプリング周波数に依存し、周波数間隔はデータの点数(サンプル数)と反比例します。 

したがって、FFT に用いるデータはスペクトラム表示時の周波数スパンを満たすサンプリングレートでデジタル化され、かつ周

波数分解能に対応したサンプル数が確保されている必要があります。言いかえると、予めスペクトラム表示の周波数スパン(周

波数範囲)と分解能を満たすサンプリング周波数とサンプル数でデジタル化されたものである必要があります。 

 

ちなみに、スペクトラムアナライザでは周波数分解能を律するのはRBW であり、RBW と周波数スパンからスイー 

プ時間即ち測定に要する時間が決まります。 

シグナルアナライザではスペクトラムアナライザの使い勝手を踏襲し、かつスペクトラムアナライザによる測定データとの整合性

を高めるためにスペクトラムアナライザと同じRBW の概念を用いて、初めに周波数スパンとRBW を設定することで対応する

FFT 処理に必要なサンプリングレートやデータ長が自動設定されるようになっています。 

また、周波数スパンに応じてRBW が自動設定される様にすることもできます。その際、RBW を小さく( 周波数 

分解能を高く)するに従って演算量が増すので測定時間が長くなるのはスペクトラムアナライザと同じです。 

 

 

[図 3-4-1] 周波数スパン、RBW とデータ点数 (抜粋) 

 

FFT は解析する時間範囲を1 周期として信号がその前後で同じ繰り返しで連続しているものとして計算されます。 

このため、解析する時間範囲の両端付近の値に段差があるとスペクトラムが拡がって見える等の誤差を生じます。 

これを防ぐためシグナルアナライザではガウス窓による窓関数処理の演算を施しますが、その際に解析する時間範囲前後の

データも必要になります。[図 3-4-2] 
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[図 3-4-2] 解析に必要なデータ範囲 

 

したがって、解析演算に使うデータ長(I-Q データ時間)は目的とする解析時間長(幅)よりも長くなります。 

このことはFFT 以外の解析モード(トレース)でも同じで、例えばパワー対時間の場合は検波や移動平均、スペクトログラムでは

窓関数と検波、それぞれの処理を行うために解析時間長前後のデータが必要になります。 

前後に必要となるデータ長は、トレースの種類やマーカによる測定値の読み取り精度設定(Maker Result)によって異なり、通常

は、解析結果が最速で得られる必要最低限のデータ長を計算し自動設定されます(Capture Time：Autoの場合)。 

もちろん、取り込むデータ長は任意の時間でも設定できますので、大容量メモリを活かした解析も行えます (Capture Time：

Manualの場合)。 

なお、何れの場合も解析範囲と演算に使用されるデータ範囲は時間軸上に色帯で明示されます。[図 3-4-3] 

 

 

                   [図 3-４-3] データ範囲の表示 
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3-5 トレース 

 

シグナルアナライザは信号をデジタルに変換し、FFT によって瞬時のスペクトラムを得ますが、スペクトラムだけが変動する信

号の表現手段ではありません。 

シグナルアナライザには取り込んだデータを用いて複数の表現方法(トレース)が用意されており、3 次元的な信号を様々な切り

口から測定・評価できます。 

 

 

 

 

3-5-1 メイントレース 

 

■ Spectrumトレース 

Spectrumトレースは横軸を周波数、縦軸をパワーとした基本的なスペクトラム表示です。 

 

 

 

[図 3-5-1] Spectrumトレース例 (WCDMA信号のスペクトラム) 
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■ Power  vs Timeトレース 

Power vs Timeトレースは、信号電力の時間的変化を観測するための表示方式で、横軸が時間、縦軸はパワーです。時間と共

にオン/ オフしたり振幅変動がある信号の把握に適しています。 

 

 

[図 3-5-2]  Power vs Timeトレース例 (ARIB T61消防無線のバースト信号) 

 

 

■ Frequency vs Timeトレース 

Frequency vs Timeトレースの横軸を時間、縦軸は周波数とした表現方式で、信号の周波数ドリフトや周波数急変の様子を知る

ことができます。 

 

 

[図 3-5-3]  Frequency vs Timeトレース例 (FM変調波形の周波数偏移) 
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■ Phase vs Timeトレース 

Phase vs Timeトレースは、横軸が時間、縦軸は位相で、信号位相の時間的安定度や位相変調の解析などに適しています。 

 

[図 3-5-4] Phase vs Timeトレース例 (1.9GHz帯の無変調信号の位相特性) 

 

■ CCDFトレース 

CCDFトレースは、振幅を横軸、信号が各振幅値に留まる確率を縦軸に採って表示するもので、デジタル変調信号のピーク対

アベレージ比や信号不定期ノイズの振幅分布を知りたい場合に便利です。 

確率はCCDF またはAPD として表示されます。 

 

CCDF：(Complementary Cumulative Distribution Function：相補累積分布関数) 

平均パワーに対する瞬時パワー偏差の累積分布 

APD： (Amplitude Probability Distribution：振幅確率分布) 

平均パワーに対する瞬時パワーの確率分布 

 

 
 

[図 3-5-5]  CCDFトレース例 (地上デジタルテレビ信号のCCDF) 
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■ Spectrogramトレース 

Spectrogramトレースは、横軸を時間、縦軸を周波数にしたうえでパワーの大きさを色で表します。パワー/ 周 

波数/ 時間の3 次元情報をパワー軸の上方から見下ろすことに相当し、スペクトラムやパワーが変動する 

信号の全体像を直感的に把握できます。 

 

 

 

[図 3-5-6]  Spectrogramトレース例 (Bluetooth信号の周波数ホッピング) 
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3-5-2 サブトレース(2 画面表示) 

 

通常のトレース(メイントレース)の補助としてメイントレースの下にサブトレースを表示できます。 

サブトレースはPower vs Time またはSpectrogram のどちらかから選択でき、任意の時間範囲のトレースデータを表示します。 

サブトレースを表示しておけば、メイントレースの解析結果がサブトレース(時間軸)上のどの時点に対応しているのかを確認で

きるので便利です。 

また、サブトレースで解析範囲を設定し、メインダイヤルで解析の開始点を少しずつシフトさせてゆけば、メイン 

トレースに時間経過に対応したスペクトラムのアニメーションを見ることができます。 

 

 

 

 

[図 3-5-7] ２画面表示例 (メイントレース：Spectrum サブトレース：Power vs Time) 
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4：スペクトラムアナライザとの使い分け 

 

シグナルアナライザはスペクトラムアナライザの付加機能として提供されており、どちらとしても使用できます。 

変動するスペクトラムに対してはシグナルアナライザを使い、他の場合はスペクトラムアナライザを使うのが原則 

ですが、この点を除いても両者には動作上の違いがあるので、差異を理解して使い分けることが上手に利用する 

ポイントです。 

 

4-1 構成上の相違点と類似点 

 

[図 4-1-1] にスペクトラムアナライザの動作原理を掲げます。 

測定信号はミキサでIF(中間周波数信号)に変換され狭帯域のフィルタを通ります。これを検波することで測定信号に含まれる周

波数Fin の振幅値が分かります。 

また、入力周波数Fin はFlo＋Fif (ローカル発振器の周波数＋中間周波数)なので、Flo を掃引(連続的に変化)させることで掃

引範囲に応じたスペクトラムが得られます。言いかえると、スペクトラムアナライザで解析できる周波数幅(スパン)はローカルオ

シレータの掃引範囲で決まります。 

ちなみに、近年では同図の点線で囲まれた範囲(IF 以降の信号処理およびローカルオシレータの制御)がデジタル化され、測定

スピードや精度などが飛躍的に向上しています。 

 

 

 

[図 4-1-1]  スペクトラムアナライザの動作原理 
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ここで、スペクトラムアナライザがデジタル化した部分 ([図 4-1-1] の点線内)をブラックボックスと考えて、シグナルアナライザの

原理図 [図 3-1-1] と比べると、両者の回路構成は良く似たものになります。 

これはシグナルアナライザがスペクトラムアナライザの付加機能として提供されている理由のひとつでもあります。 

一方で、「シグナルアナライザがFFT によってスペクトラムを得るのに対して、スペクトラムアナライザはデジタル処理ではあって

もフィルタや対数変換・検波など[図 4-1-1] の動作原理に従った手順によってスペクトラムを得る」という点で両者は大きく異なり

ます。 

 

 

 

4-2 動作上の差異 

 

スペクトラムを取得する原理上の違いから、シグナルアナライザは短時間にスペクトラムが変動する非定常的な信号の捕捉に

適し、スペクトラムが時間的に安定している定常的な信号の測定にはスペクトラムアナライザが適するという機能上の基本的な

違いが導かれます。加えて、動作上の違いから結果的にスペクトラムアナライザとシグナルアナライザで異なる点があります。 

 

第一は解析周波数幅(スパン)です。スペクトラムアナライザの解析周波数幅(スパン)はローカルオシレータの掃引範囲で決まり、

ローカルオシレータは1GHz を超えるような広範囲な周波数掃引ができます。これに対し、シグナルアナライザの解析周波数幅

(周波数スパン)はIF の帯域幅で決まり、実際のIF 帯域は数MHz～100MHz 程度です。 

したがって、数100MHz 以上に及ぶような広い周波数範囲のスペクトラム測定にはスペクトラムアナライザを用います。 

 

二番目は測定に要する時間です。 

スペクトラムアナライザの測定時間を支配するのは、ローカルオシレータの掃引に要する時間です。そして、掃引速度(周波数

の時間変化率)は周波数分解能(RBW)で制限され、分解能を高める(RBWを狭くする)に従って応答が遅くなるため掃引速度を

落とす必要があります。 

これに対して、シグナルアナライザの測定に要する時間は信号の取り込みとFFT解析だけであり、ローカルオシレータの周波数

掃引よりも短時間です。その結果、比較的狭いスパンで両者の測定時間を比べると、シグナルアナライザの方がはるかに短時

間で測定を完了でき、同じ結果が得られることになります。 

この差は、測定値の平均を求めるときなど測定が繰り返される場合ほど顕著に表れます。([図 4-2-1] および[図 4-2-2] 参照) 
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ちなみに、平均による測定値のバラツキ減少効果は、スペクトラムアナライザの場合ビデオフィルタのVBW 設定で決まり、シグ

ナルアナライザでは平均の演算に使用する測定値の数に依存します。 

 

 

[図 4-2-1] 狭帯域・高分解能時の測定時間例 (何れも 中心周波数 :1GHz スパン :10kHz RBW :100Hz) 

 

 

[図 4-2-2] アベレージング(平均化) を施したときの測定時間例 (何れも 中心周波数 :1GHz RBW :10kHz) 

 

三番目は、スペクトラムアナライザが測定信号を接続した状態で結果を得る測定であるのに対して、シグナルアナライザではバ

ッジ処理をしているので、リアルタイム測定に加えてオフライン測定も可能であることです。 

これにより、解析の方法やパラメータ(RBW、任意の時間指定等)を様々に変えて解析してみることができます。 

さらに、シグナルアナライザは測定信号をハードディスクなどのストレージデバイスに記憶・保存することができるので、例えば

屋外の現場で測定物のデータを取り込んでラボへ持ち帰り、後日ゆっくりと解析をするといったことも可能です。 
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5：アプリケーション 

この章では、「様々な過渡的RF信号がシグナルアナライザでどのように評価・測定できるのか」を確認します。 

 
 

5-1：無線機信号 (送信立ち上がり時の過渡現象) 

 

無線送信機の過渡現象の測定例です。 

460MHz帯を使用する小型業務用簡易無線機のアンテナ出力をダミーロード/アッテネータを介してアナライザに接続し、プレス

トークスイッチを押して電波が発射される前後の過渡現象を測定しました。 

実際には立ち上がり以前を含み信号を20ms間取り込み、初めに立ち上がり前後のスペクトラム推移を見てみました。[図 5-1-1]

～[図 5-1-4] (周波数スパン1MHz RBWは10kHz)。 

各図のサブトレース(下のトレース)は20ms間におけるPower vs Timeで、サブトレースに赤線と青色帯で示された時間範囲にお

けるスペクトラムをメイントレース(上のトレース)に表示しています。 

パワーの立ち上がりに併せてスペクトラムが立ち上がりますが、この無線機の場合は立ち上がりの過程では最終的なスペクト

ラムとは異なる形のスペクトラム分布になっています。 

 

  
[図 5-1-1] 立ち上がり前後のスペクトラム推移1    [図 5-1-2] 立ち上がり前後のスペクトラム推移2 

 

  
    [図 5-1-3] 立ち上がり前後のスペクトラム推移3    [図 5-1-4] 立ち上がり前後のスペクトラム推移4 
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[図 5-1-5]は同じ信号の解析範囲を立ち上がり部分に指定してパワーの時間変化を詳しく見たものです。 

緩やかではありますがステップ状の立ち上がり変化が認められます。 

 
 

 [図 5-1-5] パワーの時間変化(シグナルアナライザ)  

 

 

 

Power vs Timeでは、スペクトラムアナライザのゼロスパン(周波数を固定し、横軸を時間とする方法)による測定と同様な結果

が得られるトレースで、測定周波数内に入り込んでくるパワーを測定しているので、例えばPLLのVCO(電圧制御発振器)が当

該周波数にロックされるまでの時間等もこの方法で測定できます。 

ちなみに、スペクトラムアナライザのゼロスパンで測定したときの結果が [図 5-1-6] です。(横軸のスケールの違いに注意) 

 

 

 [図 5-1-6] スペクトラムアナライザ(ゼロスパン)による測定結果 
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下の[図 5-1-7] も同じ信号ですが、こちらはFrequency vs Timeトレースで見たものです。 

図で小さな三角マークは信号取り込みのトリガ点を示しており、この例では信号の立ち上がりでトリガをかけたので、三角マーク

より右側に信号が存在し、左側は無信号の区間です。 

 

 

 
[図 5-1-7] Frequency vs Timeトレース 

 

 

このトレースからは、立ち上がり直後に周波数が僅かに揺らいだ後に安定するのが分かります。 

なお、左側の立ち上がり以前の部分では周波数が大きく変動しているように見えますが、信号が存在しないために周波数が不

確定となることによるもので、この部分の測定結果は意味を持ちません。 
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5-2：チャープ信号 

 

レーダーなどで用いられるチャープ信号の測定例です。 

この信号は短時間に周波数が変化しながらオン/オフを繰り返します。 

[図 5-2-1]は二画面表示で、メイントレースはFrequency vs Time、下のサブトレースはPower vs Timeです。 

なお、メイントレースのFrequency vs Timeは、解析時間範囲を信号がオンしている期間の2μsに設定されています。 

 

 

 

[図 5-2-1] チャープ信号の二画面表示 

(メイントレース：Frequency vs Time、サブトレース：Power vs Time) 

 

Frequency vs Timeでは短い時間の中で周波数が直線状に変化してゆく様子が分かります。 

Frequency vs Timeトレースでは各時点に於ける周波数が1点に代表され、全体は図のように1本のカーブで明瞭に示されるの

で、本例のように1本の線スペクトラムが変化するタイプの信号周波数測定に対して特に有効です。 

同じ様子はスペクトログラムトレースでも見ることができますが、同時に存在する他の信号やスペクトラムの拡がりも同時に表現

されます。 
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5-3：2-FSK信号 

 

デジタルで周波数変調されたRF信号の測定例です。 

2- FSK (2-Frequency Shift Keying)はクルマのキーレスエントリシステムやTPMS (タイヤ空気圧監視システム)ほか、多数の

RFアプリケーションに採用されているポピュラーな変調方式で、デジタルの1と０(ゼロ)を二つの周波数(f1,f2)に割り当て、その

間を遷移します。 

これまで、2-FSK信号はスペクトラムアナライザのマックスホールド機能(繰り返し測定で各周波数における最大値をトレースに

残す方法)を使ってスペクトラム測定を行うのが一般的でした。 

しかしながら、スペクトラムアナライザのマックスホールドは、繰り返し測定の重ね合わせ表示なので各瞬時におけるスペクトラ

ムを知ることはできません。また測定を繰り返すために時間がかかります。 

これに対してシグナルアナライザではわずか1回の信号取り込みで周波数が遷移する各瞬時におけるスペクトラムを取得でき

ます。以下はその比較検証です。 

 [図 5-3-1]～[図 5-3-5] はシグナルアナライザによる測定結果で、信号を50ms取り込んだ後、解析の時間幅を200μsに狭めて

開始位置指定を変え各瞬時におけるスペクトラムを得たものです。 

二つの周波数が切りかわってゆく様子が見て取れ、切りかわりに際してのスペクトラムの拡がり等も確認できます。 

 

     

[図 5-3-1] 2- FSK信号の瞬時スペクトラム1                             [図 5-3-2]  2- FSK信号の瞬時スペクトラム2 

  

      

   [図 5-3-3]  2- FSK信号の瞬時スペクトラム3                            [図 5-3-4]  2- FSK信号の瞬時スペクトラム4 
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同様に、[図 5-3-5] は解析幅を取り込みの全区間50msに拡げたときのスペクトラムです。 

この間に周波数は何度も切りかわっているので、それらを重ね合わせたスペクトラムを見ていることになります。 

 

 

[図 5-3-5] 2-FSK信号のスペクトラム(シグナルアナライザ) 

 

 

 

一方、[図5-3-6] は同じ信号をスペクトラムアナライザのマックスホールドによって測定したものです。 

スイープタイム60msで100回の測定を行ったもので約6秒を要していますが、100回でも繰り返しが足らず完全なスペクトラムが

得られていません。 

シグナルアナライザ同様のスペクトラムを得るにはさらに多くの繰り返しが必要であり時間がかかることを示しています。 

 

 

[図5-3-6] 2値FSK信号のスペクトラム (スペクトラムアナライザ) 
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5-4：周波数ホッピング 

 

Bluetooth信号の測定例です。 

Bluetoothはスマートフォンなど小型情報機器間用の短距離無線通信規格です。周波数ホ ッピング・スペクトラム拡散(FHSS)を

採用しており、短時間内で周波数をランダムに変えて通信が行われます。 

[図5-4-1]はBluetooth信号の100msにおけるスペクトログラムトレースです。 

 

 

 

[図5-4-1] Bluetooth信号のスペクトログラムトレース 

 

2.4GHz帯を31.25MHzの解析帯域幅で測定したので、Bluetooth信号(帯域幅：約80MHz)の一部を見ているわけですが、

Bluetooth信号が短い周期で周波数が次々と移り変わってゆく様子が一目で確認できました。 

スペクトログラムはスペクトラムが変動する信号の全体像を直感的に把握したい場合に適したトレースであることが分かります。 

※ Bluetoothは米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。 
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5-5：ノイズ 

 

シグナルアナライザ/スペクトラムアナライザの様々な機能を活用したノイズの総合解析例です。 

測定対象は電球型LEDから発生する電磁波ノイズで、LEDの近くにEMIプローブ(小さなループアンテナ：[図 5-5-1])を置いて周

辺空間の電磁波を検出しました。 

 

 

[図 5-5-1] EMIプローブ MA2601B 

 

 

まず初めに、ノイズの主体となる周波数帯を探るため、スペクトラムアナライザ機能で9kHz～1GHzの広い周波数範囲をスイー

プ測定しました。[図 5-5-2] 

一般にノイズは広い周波数範囲に亘って分布するからです。 

 

 

[図 5-5-2] スペクトラムアナライザによるスイープ測定 

 

図で黄色いトレースはLED消灯時のもので、この時に見える何本かのスペクトラムは外来波(テレビ放送の電波)です。 

一方、同図の青いトレースが点灯時のスペクトラムで、100MHz～300MHzにノイズの成分が集中しているのが見えます。した

がって、この範囲をシグナルアナライザの解析範囲に設定すればよいことになります。 
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これを受けて、シグナルアナライザの設定を周波数範囲：186～217.25MHz(解析帯域幅31.5MHz) RBW:100kHzとし、LED点

灯前を含め250ms間の信号を取り込み、スペクトログラムトレースで全体像を把握してみたのが[図5-5-3]です。 

 

 

 

[図5-5-3] ノイズのスペクトログラムトレース 

 

ノイズはスペクトラムに拡がりを持っておりスペクトログラムでは広い帯状のトレースとして見えます。 

このスペクトログラムから、電源をオンした瞬間に大きなノイズが拡がり、一度止みますが点灯状態になると広帯域なノイズが

周期的に発生していることが見て取れます。 

 

そこで、取り込んだ信号から、電源オフ時とオンの瞬間それぞれ500μsの部分を範囲指定してスペクトラムを比較したのが [図

5-5-4]と[図 5-5-5]です。電源オフ時と比べ、オンの瞬間には20dB近くノイズが盛り上がるのが分かります。 

 

   

[図5-5-4] 電源オフ時のスペクトラム            [図 5-5-5] 電源がオンした瞬間のスペクトラム 
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また、点灯状態の部分を指定し、Power vs Timeトレースで表示させたのが[図 5-5-6] で、周期的なパルス性ノイズであることが

確認できました。 

 

 

 

[図 5-5-6] 点灯時のPower vs Timeトレース 

 

 

さらに、確認の意味で電源オンの瞬間付近を指定してCCDF/APDトレースでノイズの振幅確率分布(APD)をチェックしたのが 

[図 5-5-7] です。素直なカーブが得られており、ノイズ源はひとつであると考えられます。複数のノイズ源がある場合などは、カ

ーブの形が変わるはずです。 

 

 

[図 5-5-7] ノイズのAPD(振幅確率密度分布) 
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ここまでの測定で、広帯域なノイズが周期的に発生することが判明した点灯状態でのノイズを解析するために中心周波数

185MHz、スパン10MHz、RBW30kHzで100ms間の信号を改めて取り込みました。[図 5-5-8] 

 

 

        

[図 5-5-8] 点灯状態でのノイズ 

 

 

スペクトログラム(サブトレース)の時間目盛から帯状に見えるノイズの時間間隔を測ると10msでした。さらに、時間範囲を拡大し

てみる(メイントレース)と、ノイズレベルが大きくなる時間は約3msであり、パルス性周期ノイズであることも改めて確認されまし

た。 

発生周期を周波数に換算すると100Hz、即ち商用電源周波数の2倍です。さらに、その周期でパルス性であることから、ノイズ

源はLEDドライバの整流回路など電源入力周辺であることを示唆する結果が得られました。 

 

 

ちなみにシグナルアナライザは連続繰り返し測定においても応答が速いので、微少サイズのブローブを位置的にスキャンさせ

ることでノイズ源の位置を特定することもできます。また、取り込んだノイズ信号をシグナルジェネレータ(オプション)に送って再

生し、ノイズに対するイミュニティ(耐性)のテストをすることも可能です。 
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6：まとめ 

 

シグナルアナライザは、信号のデジタル化と演算処理を駆使することによって非定常的な高周波信号の捕捉を可 

能にしました。シグナルアナライザの内部構成はスペクトラムアナライザと似ていますが、機能面では異なる部分 

も多いため、両者の差異を理解した上手な使い分けが高度な計測への近道です。 

シグナルアナライザの機能はアンリツのMS2830A およびMS269xA 等に搭載されており、高周波における様々 

な過渡現象の解析や電磁ノイズの解明など、新たな計測ニーズに貢献しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ご注意) 

スペクトラムアナライザの基本的理解やシグナルアナライザによるデジタル変調解析等については別途資料を用 

意しております。 

本資料の内容は十分な注意を払い正確を期して作られておりますが、アンリツは、本資料の内容にどのような誤りや脱落があ

ったとしても、それによって起こるいかなる結果にも責任を持つことはできません。また、事前の通知なしで本書の内容を変更す

ることがあります。 
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