Product Brochure

MS8911A-032
MS8911B-032
ISDB-T SFN電測ソフトウェア
（MS8911A/B デジタル放送フィールドアナライザ用オプション）

35 〜 800 MHz
日本放送協会殿 株式会社NHKアイテック殿 財団法人NHKエンジニアリングサービス殿 共同開発

地上デジタル放送の全国普及にむけて、放送波中継網の整備が進められるなか、特有の放送波中
継網として同一周波数を使用した地上波中継網-SFN ＊1- の構築が進められています。
SFN環境下では、複数の放送所が同じ周波数を使用することにより、遅延時間の異なる複数の電
波が存在する状況となります。
MS8911A/B-032 ISDB-T SFN電測ソフトウェアは、MS8911A/B デジタル放送フィールド
アナライザと組み合わせることによって、SFN環境においても希望する到来波ごとのレベル、電
界強度をより高確度に測定することができます。
＊1：SFN:Single Frequency Network 、単一周波数を使用した放送波中継網

測定項目
MS8911A/B と組み合わせることにより以下の測定ができます。
●到来波ごとの電界強度/電力/遅延時間/DU比
●終端電圧/チャンネル電力
●遅延プロファイル測定

特長
● SFN 環境下にて電界強度測定が可能です。
●到来波ごとのレベルや遅延時間、DU 比の測定が可能です。
●長時間の遅延プロファイルの測定が可能です（−1008 〜＋1008 μs）。

SFN環境下での電界強度測定
登録点検などの電界強度測定では特定の放送所からの電波を
測定するために、測定対象以外の放送所を休止しなければい
けませんでした。今後、SFN 環境下で放送所の数が増えるた
め、測定を実施するための休止スケジュール調整することは、
困難になってきます。
本ソフトウェアでは到来波ごとのレベルを測定することがで
きるため、放送所を休止することなく電力や電界強度測定を
行うことができます。
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到来波ごとのレベル・電界強度・遅延時間・ DU 測定
SFN環境下で、従来の電界強度測定方法を用いた場合、すべての到来波を含んで測定されるため、特定の到来波ごとのレベルを
求めることができません。
本ソフトウェアでは従来のレベル測定に加えて、遅延プロファイル測定を同時に測定することにより、最も大きいレベルの到来
波であるメイン波のレベルや電界強度を自動的に表示することが可能です。さらに遅延波のレベルや電界強度、遅延時間、DU
比についても容易に求められます。

＜MS8911A/30、MS8911B-030・チャンネル電力測定例＞

＜MS8911A/30、MS8911B-030・遅延プロファイル測定例＞
＜MS8911A/B-032・チャンネル電力測定例＞

パスレベル推定の規格化
従来の遅延プロファイル測定は、D/U比を相対値（dB）で表しており、到来波ごとの絶対レベルの測定が行えませんでした。本ソ
フトウェアは、到来波ごとの絶対レベルを高精度に測定するために、独自の遅延プロファイル測定法を採用しており、実際のマル
チパス環境を想定したパスレベル推定（2波、3波モデル）
を規格値として定義しているので、実環境における測定結果の信頼性が
向上します。
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長時間の遅延プロファイル測定が可能
従来の遅延プロファイル測定は、測定範囲を超えた遅延波が本来とは異なる遅延時間として現れることがあり、正しい遅延時間
の把握が難しい場合がありました。
本ソフトウェアは、約±１ ms の範囲に渡って存在する遅延波を正しい遅延時間で表示することができるため、SFN 時の遅延調
整や遠方からの遅延波確認などの場面で効果を発揮します。
[遅延時間が500 μs時の例]

＜MS8911A/30、MS8911B-030測定例＞
表示範囲が足りず、回り込んで表示される。

＜MS8911A/B-032測定例＞

短遅延のレベルが小さい遅延波の確認（サイドローブキャンセル機能）
従来の遅延プロファイルは、メイン波（最も大きいレベルの波）の近辺に存在する比較的レベルの低い遅延波の場合、サイドロ
ーブ内に隠れてしまい、その存在そのものに気づかないことがありました。
本ソフトウェアは、サイドローブキャンセル機能を搭載することにより、メイン波近傍に存在する遅延波の確認が容易になります。
[遅延時間が 2 μs時の例]

＜MS8911A/30、MS8911B-030測定例＞
遅延波が主信号の近傍のため、サイドローブに
埋もれてしまう。

登録点検用測定器

＜MS8911A/B-032測定例＞

MS8911A/BとMS8911A/B-032の組合せによる登録点検較
正が可能です。
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測定画面

遅延プロファイル

波形

到来波の遅延プロファイル波形を表示します。横方向が時間軸、縦方向がレベル軸となります。上画面は全体画面、
下画面は拡大画面です。
遅延プロファイル

数値結果

チャンネル電力、および各到来波ごとの遅延時間、DU比、電力、電界強度を示します。
信号パラメータ

情報

到来波のモード、ガード比、変調方式などのパラメータを示します。
測定パラメータ

情報

測定器（MS8911A/B)の測定条件を示します。
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規 格
● MS8911A-032、MS8911B-032 ISDB-T SFN 電測ソフトウェア
項

目

規

格

電気的特性

本ソフトウェアは、MS8911A/B デジタル放送フィールドアナライザにインストールして使用する。
個別項目で特に指定がない場合、性能は周囲温度一定の条件で、10 分以上の予熱後の値を示す。

放送方式

ISDB-T

周波数（チャンネル）設定範囲

35 〜 800 MHz（チャンネルマップが None（任意の周波数）時）
13 〜 62ch（チャンネルマップが UHF 時。Nch の中心周波数 =（N− 13）
× 6+473.142857［MHz］）

モード

Mode2、Mode3

ガード比

1/4、1/8、1/16 手動による設定、または自動認識による設定

変調方式

QPSK、16QAM、64QAM

手動による設定、または自動認識による設定

ガード比
モード、ガード比の組み合わせ

手動による設定、または自動認識による設定

1/4

1/8

モード 2

対応

対応

モード 3

対応

対応

モード

1/16

対応

スペクトル反転

有、無

部分受信

A階層のセグメントが 1 のときは部分受信と認識する。

FFT窓位置

信号解析に使用するデータの切りだし位置を指定できる。

最大入力レベル

＋ 20 dBm（プリアンプ：オフ）

基準レベル設定範囲

＋ 20 〜− 25 dBm/5 dB ステップ（プリアンプ：オフ）
− 10 〜− 50 dBm/10 dB ステップ（プリアンプ：オン）

インピーダンス

50 Ω、75 Ω（75 Ωは外部インピーダンス変換器で対応）

電界強度測定用補正テーブル

電界強度測定用のレベル補正データテーブルを測定器本体内に記憶できる。

測定方式

1 回測定、連続測定

− 10 dBm（プリアンプ：オン）

チャンネル電力・端子電圧
ISDB-T準拠のOFDM波、１波入力時
レベル測定
入力レベル範囲

＋ 20 dBm 〜ノイズフロア（プリアンプ：オフ）
− 20 dBm 〜ノイズフロア（プリアンプ：オン）

測定分解能

0.1 dB
13 〜 62ch、測定対象の VSWR が 1.5 以下、50 Ω

測定確度

± 2.0 dB （＋ 20 〜− 10 dBm、代表値）
（プリアンプ：オフ）
± 2.0 dB（− 10〜−60 dBm）（プリアンプ：オフ）
± 2.0 dB（− 20〜−84 dBm）（プリアンプ：オン）
13 〜 62ch、5.6 MHz幅、RF入力50Ω終端、20〜30℃

表示平均雑音レベル

≦− 70 dBm（プリアンプ：オフ）
≦− 94 dBm（プリアンプ：オン）
13 〜 62ch、CW、20 〜 30 ℃

1 dB抑圧レベル

≧− 15 dBm（プリアンプ：オフ）

単位

dBm、dB μV、dBμV/m

≧− 43 dBm（プリアンプ：オン）
遅延プロファイル測定
ISDB-T準拠のOFDM波、１波入力時
周波数引き込み範囲
入力レベル範囲

± 90 kHz
＋ 20dBm 〜ノイズフロア +10 dB（プリアンプ：オフ）
− 20dBm 〜ノイズフロア +10 dB（プリアンプ：オン）

遅延プロファイルグラフ
横軸（遅延時間）
表示範囲

最大レベルの信号をメイン波パスとし 0 μsとして表示する。
全体グラフ：− 1008 〜＋ 1008 μs
拡大グラフ：全体グラフ中の任意位置の 74 μs幅

分解能

0.12 μs

縦軸（レベル）

5 dB、10 dB、20 dB、40 dB

表示範囲

0.1 dB

マーカ

マーカ機能により、遅延時間、相対レベル（DU 比）
、電力、電界強度（dBμV/m）を読み取り可能
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目

規

格

ノーマル：１ポイントマーカの読み取り

マーカモード

ゾーン： 7.5 μs幅マーカ内の最大値の読み取り

パスレベル推定
対象パスをマーカで選択、Mode3、ガード比： 1/8、13 〜 62ch、測定対象の VSWR が 1.5 以下、50 Ω
2波モデル
メイン波推定レベル確度 ∗1

プリアンプ：オフ ± 2.5 dB（端子電力：− 10 〜− 55 dBm、代表値）

遅延波推定レベル確度 ∗2

プリアンプ：オフ ± 2.5 dB（端子電力：− 10 〜− 55 dBm、代表値）

DU比確度 ∗2

プリアンプ：オフ ± 1.0 dB（端子電力：− 10 〜− 55 dBm、代表値）

プリアンプ：オン ± 2.5 dB（端子電力：− 20 〜− 79 dBm、代表値）
プリアンプ：オン ± 2.5 dB（端子電力：− 20 〜− 79 dBm、代表値）
プリアンプ：オン ± 1.0 dB（端子電力：− 20 〜− 79 dBm、代表値）

3波モデル
メイン波推定レベル確度 ∗3、∗5

プリアンプ：オフ ± 2.5 dB（端子電力：− 10 〜− 55 dBm、代表値）

遅延波推定レベル確度 ∗4、∗5

プリアンプ：オフ ± 2.5 dB（端子電力：− 10 〜− 55 dBm、代表値）

DU比確度 ∗4、∗5

プリアンプ：オフ ± 1.0 dB（端子電力：− 10 〜− 55 dBm、代表値）

プリアンプ：オン ± 2.5 dB（端子電力：− 20 〜− 79 dBm、代表値）
プリアンプ：オン ± 2.5 dB（端子電力：− 20 〜− 79 dBm、代表値）
プリアンプ：オン ± 1.0 dB（端子電力：− 20 〜− 79 dBm、代表値）

妨害波の影響
13〜62ch、Mode3、ガード比:1/8、64QAM
基準レベル：−25 dBm、希望波に対して± 2ch、0 dBm の CW 妨害波
メイン波推定レベル確度 ∗6

プリアンプ：オフ ± 2.5 dB（端子電力：− 35 dBm、代表値）
∗1：メイン波と遅延波の時間差が5 〜1000 μs、DU比が3 dB以上において。
∗2：メイン波と遅延波の時間差が5 〜1000 μs、DU比が3〜20 dBにおいて。
∗3：メイン波と遅延波の時間差が5 〜500 μs、DU比が6 dB以上において。
∗4：メイン波と遅延波の時間差が5 〜500 μs、DU比が6 dBにおいて。
∗5：メイン波を0 μs基準としたとき、
・一方の遅延波の遅延時間（絶対値）が他方の遅延波の遅延時間(絶対値)と2 μs以上異なる
・遅延波の遅延時間（絶対値）の差がそれぞれの遅延時間（絶対値）と2 μs以上異なる条件において。
∗6：2波モデルで、メイン波と遅延波の時間差が5 〜1000 μs、DUが3 dB以上にて。

帯域内スペクトラムモニタ機能

設定周波数を中心に測定信号のスペクトルを表示する。

レベル
＋ 20 dBm 〜ノイズフロア（プリアンプ：オフ）
− 20 dBm 〜ノイズフロア（プリアンプ：オン）

入力レベル範囲
帯域内スペクトルグラフ
横軸（周波数）

搬送波周波数を中心（0 Hz）にして表示する。
表示範囲

± 2.785 MHz

有効範囲

± 2.74 MHz（Mode2）

表示分解能

1 kHz

表示範囲

5 dB、10 dB、25 dB、50 dB

表示分解能

0.1 dB

縦軸（レベル）

± 2.76 MHz（Mode3）

表示範囲内スペクトルのリニア値 2 乗平均の平方根を 0 dB 基準として表示

デルタマーカ Off ：１ポイントマーカの周波数、縦軸 0dB からの相対レベルの読み取り
マーカ

デルタマーカ On ：マーカモードを On に切替えた直後の位置を基準とする、周波数差、
推定距離、相対レベルの読み取り

その他
外部基準信号
周波数
レベル

10 MHz
−10 〜＋10 dBm
測定画面の JPEG ファイルを保存可能。

測定結果の保存

測定結果と測定パラメータをテキストファイルで保存可能。
保存した測定結果のファイルを外部メモリにコピー可能。

パネル設定情報の保存と呼出
画面表示言語

パネル設定情報を内部メモリに保存できる。また、保存してあるパネル設定情報を呼
び出してパネルの設定に反映可能。
日本語、または英語に切替え可能。
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オーダリング・インフォメーション
ご契約にあたっては、形名・記号、品名、数量をご指定ください。
品名は、現品の表記と異なる場合がありますので、ご了承ください。

形名・記号

品

名

MS8911A-032
MS8911B-032
MS8911B-132

ー 測定ソフトウェア ー
ISDB-T SFN 電測ソフトウェア（後付）（MS8911A用）
ISDB-T SFN 電測ソフトウェア（MS8911B用）
ISDB-T SFN 電測ソフトウェア（後付）（MS8911B用）

W2841AW
W2903AW

ー 標準付属 ー
取扱説明書（MS8911A 用）
取扱説明書（MS8911B 用）

MS8911A/30
MS8911B-030

ー オプション ー
ISDB-T解析ソフトウェア
ISDB-T解析ソフトウェア

MS8911A/B をお使いのお客様へ
MS8911A-032、MS8911B-132 ISDB-T SFN電測ソフトウェアは、弊社工場へのお引取りインストールとなります。
インストール作業時に、内部メモリの初期化を行うため、内部メモリ保存データ（アンテナ係数、測定条件、測定データ）を
MS8911A/B 標準添付の MST（Master Software Tool）を用いてバックアップ願います。

お見積り、ご注文、修理などのお問い合わせは下記まで。記載事項はおことわりなしに変更することがあります。

アンリツ株式会社
本

http://www.anritsu.co.jp

社 TEL046-223-1111 〒243-8555 神奈川県厚木市恩名 5-1-1

T&M営業本部
第 1営業部
第 2営業部
第 3営業部
第4営業部

計測器の使用方法､その他についてのお問い合わせは下記まで。

計測サポートセンター
046-296-1202
046-296-1203
03-5320-3560
03-5320-3567

243-0016
243-0016
160-0023
160-0023

神奈川県厚木市田村町 8-5
神奈川県厚木市田村町 8-5
東京都新宿区西新宿6-14-1 新宿グリーンタワービル
東京都新宿区西新宿6-14-1 新宿グリーンタワービル

ネットワークス営業本部
第1営業部 046-296-1205
第2営業部 03-5320-3551
第3営業部 03-5320-3565

243-0016 神奈川県厚木市田村町 8-5
160-0023 東京都新宿区西新宿6-14-1 新宿グリーンタワービル
160-0023 東京都新宿区西新宿6-14-1 新宿グリーンタワービル

東京支店

03-5320-3559

160-0023 東京都新宿区西新宿6-14-1 新宿グリーンタワービル

北海道支店

011-231-6228

060-0042 札幌市中央区大通西 5-8 昭和ビル

東北支店

022-266-6131

980-0811 仙台市青葉区一番町2-3-20 第3日本オフィスビル

関東支社
千葉営業所

048-600-5651
043-351-8151

東関東支店
新潟支店

029-825-2800
025-243-4777

330-0081 さいたま市中央区新都心 4-1 FSKビル
261-0023 千葉市美浜区中瀬 1-7-1
住友ケミカルエンジニアリングセンタービル
300-0034 土浦市港町 1-7-23 ホープビル 1号館
950-0916 新潟市米山 3-1-63 マルヤマビル

中部支社

052-582-7281

450-0002 名古屋市中村区名駅3-22-4 みどり名古屋ビル

関西支社
東大阪支店

06-6391-0111
06-6787-6677

532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-14 住友生命新大阪北ビル
577-0066 東大阪市高井田本通 7-7-19 昌利ビル

中国支店

082-263-8501

732-0052 広島市東区光町 1-10-19 日本生命光町ビル

四国支店

087-861-3162

760-0055 高松市観光通 2-2-15 第 2ダイヤビル

九州支店

092-471-7655

812-0016 福岡市博多区博多駅南 1-3-11 博多南ビル

古紙配合率70%再生紙を
使用しています。

TEL: 0120-827-221、FAX: 0120-542-425
受付時間／ 9： 00 〜 17 ：00、月〜金曜日（当社休業日を除く）
E-mail: MDVPOST@cc.anritsu.co.jp
● ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
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■ 本製品を国外に持ち出すときは、外国為替および外国貿易法の規定により、日本国政府の輸出
許可または役務取引許可が必要となる場合があります。また、米国の輸出管理規則により、
日本からの再輸出には米国商務省の許可が必要となる場合がありますので、必ず弊社の営業
担当までご連絡ください。
■ このカタログの記載内容は 2007 年 2月 23 日現在のものです。

No. MS8911A/B-032-J-A-1-（2.00）
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