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特 徴
ピーク･アベレージパワーのキャプチャ / ディスプレイ / 解析
同期 4 チャネルマルチ測定
周波数測定レンジ4KHz～40GHz

業界をリードする195MHzビデオ帯域幅と高速 3ns立上時間
100,000 測定/sそして100ps分解能
スタンドアローン・パワー・センサーとしても使用可能

モデルPMX40, 4KHz～40GHz

４チャネル RFパワーメーター
PMX40は、設計エンジニアと技術者に、従来のベンチトップ機器としての有用性を提供します
最新のUSB RFパワーセンサーの柔軟性とパフォーマンス、そしてBoontonのアワード技術を採用

RMX40フロントパネル

マルチチャンネル、最大4つのUSBパワーセンサーを接続
トリガ入出力・同期用ポート センサーテスト信号ポート
直感的なユーザーインターフェイス・マルチタッチディスプレイ
ワンタッチ簡単アクセス、プリセットとお気に入りの機能

繰り返し波形の直感的な測定のた
めに、PMX40連続動作モードでは、
シンプルに、信号電力の平均、最
大、および最小の数値表示を提供

立上がりの速い単一パルスまたは
短い（PRI）のパルスを分析するに
は、高度なトリガーとデータ収集
機能を備えた機器が必要。パルス
モードでは、16を超えるパルスパ
ラメーターを測定

統計モードでは、相補累積分布関数
（CCDF）をプロット。特定のクレ
ストファクター5G、4G / LTE、およ
びWi-Fiなどのアプリケーションで使
用されるような信号の発生率を表示

したマルチタッチディスプレイのシンプルな操作性
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ハイパフォーマンスで多才なUSBパワーセンサー

すべてのRTPリアルタイム･パワー･センサー
測定処理時間事実上ゼロのRTPP(リアルタイム・
パワープロセス)テクノロジーを採用
100,000測定/s
80dBダイナミックレンジ
同期マルチチャネル測定

Boonton Real-Time Power Processing1は、パワー測定サンプルを取得して測定処理するためのトータル
サイクルタイム(測定時間)を劇的に短縮します。専用の収集エンジン、ハードウェアトリガー、統合
サンプルバッファー、リアルタイム最適化並列処理アーキテクチャを組み合わせることにより、Real-
Time Power Processing™ は測定サンプル取得完了のトリガーを待つのではなく、スタートトリガーの
直後からほとんどのスイープ処理ステップを同時に実行開始します。

ソフトウエア特長

Real-Time Power Processing™技術の利点は、主要な
処理ステップが並行して行われ、信号取得にペース
を合わせることです。スイープサイクルを延長する
ための追加の計算オーバーヘッドがないため、 サ
ンプルバッファーがオーバーフローすることはあり
ません。その結果、トレース処理のためにサンプル
取得を停止する必要はありません。つまり、ギャッ
プフリーの信号取得により、トランジェントやド
ロップアウトなどの間欠的な信号現象を確実にキャ
プチャし、解析されることが保証されます。

右に示されているようなドロップアウトは従来の電力計では見逃されがちな種類のイベントです。
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測定バッファーモード

RTPシリーズの測定バッファーモードは、
Real-Time Power Processingと連動してバースト
に関連するまたはパルス情報のみを提供する
リモートコントロール機能であり、大きなサ
ンプルバッファーをダウンロードして後処理
する必要がありません。ギャップのないイベ
ントまたは事実上無制限の数の連続パルス
から収集して測定解析することができます。
デューティサイクル、パルス繰返しレート、
パルス幅変動、パルスジッタなどのさまざま
なパラメータを計算しプロットすることが
できます。さらに、異常、ドロップアウト
などを特定することができます。

Wi-Fi・LTEワイヤレスシグナル解析

Wi-FiやLTEチップセット・デバイスの特性評価テスト、コンプライアンステス
トには、デザイン・テストエンジニアにとって大きな課題が伴います。MIMO
アーキテクチャと最大160 MHzのチャネル帯域幅を備えているため、特にチャ
ネルあたりのRFパワーとチャネル間の時間調整を測定する場合、テストは複雑
になります。
PMX40は、共通のタイムベースを使用して、マルチチャネルの同期または非同
期の送信チェーンを独立してパケットパワーを測定することができます。

「マーカー間」測定は、パケット
の特定の部分を長い間隔で監視す
るのに最適です。

ビデオ帯域幅（VBW）は、ピーク（エンベロップ）
パワーを追跡するパワーセンサーの性能を表します。
VBWが不十分であると、エンベロップと平均パワー
の測定が不正確になります。 PMX40は最も広いビデ
オ帯域幅（195 MHz）を提供し、80 MHz、100 MHz、
160 MHzチャネルの測定に最適です。

RFエンジニアは、送信チェーンの入出力信号のピー
ク対平均パワーレート、つまりクレストファクター
（CF）を比較することで、アンプの線形性を評価す
ることができます。PMX40は、特定のCF発生レート
を表示する統計モードの相補累積分布関数（CCDF）
プロットも提供することができます。アンプの出力
が飽和してくると、CFが減少し、CCDFプロットが左

に移動します。

http://www.farad.co.jp/
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RFコミュニケーションとレーダー測定の課題への対処

SSRレーダー

2次監視レーダー（IFFベースのレーダーなど）の設計、
検証、トラブルシューティング、およびメンテナンス
は、これまでになく厳しいものになりました。

SSRシステムの適切な設計と操作は、
航空の安全とセキュリティにとっ
て重要です。 PMX40を使用すると、
SSR波形を簡単かつ正確にキャプ
チャできます。
マーカーは、波形の特定の部分の
測定を可能にします。

業界をリードする立ち上がり時間
（<3 ns）により、最も要求の厳し
いレーダー信号の特性評価が可能に
なります。
優れた100 ps時間分解能を利用して、
他の方法では見逃されてしまう可能
性のある信号特性をズームして明ら
かにします。

ユーザーは、PMX40自動パルス測定機能
を利用して、16の一般的なパワーおよび
タイミングパラメーターを測定・計算し、
目的のパラメーター（立上り時間、立下
り時間、パルス幅、オフ時間、周期、
パルス繰返し周波数、デューティサイク
ル）を表示できます。
パルスピーク、パルスオーバーシュート、
パルスアベレージ、波形アベレージ、
トップレベルパワー、ドループ、ボトム
レベルパワー、エッジ遅延、チャネル間
のパルスエッジスキュー

http://www.farad.co.jp/
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主な仕様
周波数レンジ 30MHz to 40GHz

測定レンジ -60dBm to +20dBm

RF CHビデオバンド幅 125MHz

立上時間 ＜5ns

トータル精度 0.2dB

時間分解能 100ps

最少パルス幅 6ns

最大 PRF 50MHz

チャネル数 2

特 徴
リアルタイム･パワー･プロセス技術

(Real-Time Power Processing™)
超高速トレース･アクジション、リフレッシュ
簡単操作によるパワー＆時間の自動測定
ピーク to ピーク、ディレー by 時間、
ディレー by イベント・トリガリング
マルチ･レベル、マルチ･ファンクション校正
連続統計分析機能(オプション)

測定データを複数同時表示

モデル4500C 30MHz～40GHz

ピーク･パワー･アナライザ

従来のピークパワー･アナライザ Boontonピークパワー･アナライザ

10ns/div, 1サンプル/div 10ns/div, 50サンプル/div

従来のピークパワー･アナライザに比べ10倍以上の高速なサンプルレートと時間分解能

従来のピーク
パワー･アナラ
イザではデータ

処理時間 >1ms

Boontonの
リアルタイムパ
ワー･プロセス
技術で高速処理

オーバーシュート･アンダーシュート
波形を見逃さず的確に測定

http://www.farad.co.jp/


ユニークなトリガー･システム機能

4500Cはトリガーディレ時間を設定することにより特異
なイベントを測定することができる。
この Bトリガは<100ps分解能で設定が可能なため、時折
UWB やレーダーアプリケーションで見られるパルスバー
スト内のタイムジッタによる同期の問題を排除すること
ができ、最大999,999イベントまたは1sまで設定可能。
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RTP 5000シリーズ、リアルタイム・ピークパワー・センサー
•周波数6 GHz、18 GHzおよび40 GHz RFパワーセンサー
•立上り時間3 ns、最大195 MHzのビデオ帯域幅
•Real-Time Power Processing™テクノロジーにより、測定デッドタイムが事実上ゼロ
•100,000測定/秒
•Power Analyzer Suiteの高度な測定および分析ソフトウェア
•クレストファクター、CCDFおよび統計測定
•10 GS / sの有効サンプルレート、連続100 MS / s
•マルチチャネル同期測定

DME（距離測定機器）およびDVOR（ドップラーVHF全方向レーダー）
アプリケーションに最適

Real-Time Power Processing™を搭載
Real-Time Power Processing™（RTPP）テクノロジは、比類のない速度でRFパワー測定のマルチ
ステッププロセスを実行する独自の並列処理方法です。従来のパワーメーターとUSBセンサー
はシリアルステップ処理のため、再測定準備時間が長くなり、データが失われますが、Real-
Time Power Processing™を搭載したBoontonセンサーは、データのギャップは実質的になく、待

ち時間をゼロにして、すべてのパルス、グリッチを詳細に測定し表示します。

図1a 従来の電力測定サンプル処理と
Real-Time Power Processing™の比較。

図1b Real-Time Power Processing™による
信号ドロップアウトの識別。



DME（距離測定装置）は、960〜1215 MHzの周波数帯域で無線信号
の伝播遅延のタイミングを測定することにより、航空機と地上局間
の直線距離（距離）を測定する無線航法技術です。世界中で使用さ
れていて、その標準規格は、国際民間航空機関（ICAO）、航空無線
技術委員会（RTCA）、欧州航空安全機関（EASA）およびその他の機
関によって定められています。インタロゲータ（飛行機）は、割り
当てられた「チャネル」でトランスポンダーの地上局にパルスペア
を送信することにより、信号交換を開始します。搬送周波数とパル
スの間隔によりチャネルの割り当てを指定します。地上のトランス
ポンダは、質問周波数から63 MHzオフセットされた搬送周波数に、
指定された間隔を有するパルスペアを既知の遅延を加えて送信応答
します。

DVOR（ドップラーVOR）
スタンドアロンのDMEトランスポンダーは許可
されていますが、DMEトランスポンダーは通常、
航空機に2次元ナビゲーション機能を提供する
ために方位誘導システムとペアになっています。
一般的なDMEの組み合わせは、単一の地上局に
あるドップラーVOR（DVOR）送信機と同じ場所
に配置されます。この場合、DVORとDME機器
の周波数がペアになります。

このような構成により、航空機は方位角と地上局からの距離を決定できます。
VORTAC（VORおよび戦術航法システム）の設置は、民間航空機に同じ機能を提供しま
すが、軍用機にも2Dナビゲーション機能を提供します。

DME / DVOR RF測定
DME / DVORアプリケーションには、RFパ
ワーレベル、パルス忠実度（シェープ）、
およびパルス間隔の3つの主要な測定があ
ります。 Boontonパワーセンサーは、業
界をリードするビデオ帯域幅で正確なパ
ワーレベル測定を行い、パルス形状と時
間分解能を最適にキャプチャして、パル
ス整形を最適に評価します。さらに、
BoontonパワーセンサーはRTTPを利用して、
何も見逃さないようにします。これらの
機能はすべて、リモートプログラミング
または強力なBoonton Power Analyzerソフ
トウェアを介して利用できます。

Yeste-Ojeda、Omar A.、Rene Landry。「距離測定機器へ
のソフトウェア無線アプローチ。」 2014 IEEE / IONの位
置、位置、ナビゲーションシンポジウム-PLANS 2014
（2014）：680-685



優れた時間分解能

RTP5000シリーズは、100 psのタイムベース分解能と最大100 MSPSのアクイジョンレートを
特長とし、5 ns / divのタイムベース範囲で1目盛りあたり50ポイントを提供できます。これ
によりユーザーは、これまでのパワーアナライザー（図2b）で見落とした重要な波形情報
（図2a）を見ることができます。さらにBoontonの優れたタイムマネージメントによる利点
は、10 nsの狭いパルス幅を捕捉することができ、優れたトリガーの安定性（rmsジッター
<100 ps）などで特徴付けることができます。

図2b「従来の」パワーメーターの波形解析
10 ns / divタイムベースおよび 1サンプル/div

図2a  Boonton RTP5000シリーズの波形解析
10 ns / divタイムベースおよび50サンプル/div

自動測定によるシンプル計測
テストを簡素化するために、RTP5000シリーズは16の一般的
なパワーおよびタイミングパラメーターを測定および計算し、
目的のパラメーターを表示できます（図3）。
示されていない他のパラメーターには、立上り時間、立下
り時間、パルス平均、オーバーシュート、およびドループが
含まれます。
マーカーを使用して、測定を行う波形の部分を設定します。
「マーカー間」測定は、パルスパワーやクレストファクタな
どのパラメーターを長時間にわたって監視するのに最適です。

図3.自動パルス測定

Power Analyzer：高度な測定および分析ソフトウェア
機器の制御および測定構成用の無料ソフトウェアパッケージ

特徴として

•トレース表示とメーター表示
•CCDFを含む統計測定モード
•マーカーと自動測定
•マルチパルス解析
•8つの同時パワー測定チャネル
•チャネル間のスキュー調整
•測定設定の保存と呼び出し
•画面キャプチャと柔軟なエクスポート
•堅牢なAPIおよびIVIドライバー



仕様
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主な仕様
周波数レンジ 10MHz to 18GHz
出力レベル -20 to +18dBm
高速スイッチングスピード
SSBノイズ -106dBc/Hz typ
ジッタ 55fs typ
外部パルス変調入力
振幅レベル精度 +/-0.5dB
MTBF                      200,000hrs

モデル SGX1018 
10MHz～18GHz
RFシグナルジェネレータ

SGX1018は、デジタルフロントエンドとダイレクト方式、非PLL（フェーズロックループ）の独自
仕様のバックエンドを備えたユニークなデザイン。高機能とパフォーマンスを兼備したシグナル
ジェネレータです。

SGX1018フロントパネル

周辺機器用USBポート

見やすいディスプレイ

RF出力コネクタ(裏面OPT）

マルチタッチディスプレイ
直感的なユーザインターフェイス

簡単操作 周波数・パワー
On/Off

スイープモード リストモード
周波数・レベルなどパラメータを
csvファイルでインポート

変調モード
AM,FM,位相,パルス

http://www.farad.co.jp/
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B/SGX1018/0721/EN Note: Specifications, terms and conditions are subject to change without prior notice.
2021/09/JP 注意：仕様は予告なしに更新することがあります。英文と和文で異なる場合は英文（原文）を優先します。

代表的な出力レベル 校正された出力レベル

代表的なSSBノイズ（標準OCXO, Pout +10dBm,
offset 10Hz  to 40MHz）

代表的なハーモニクス、サブハーモニクス
スプリアス（Pout +10dBm, RBW 3KHz, VBW 3KHz）

外部パルス変調、立上り時間

オーダリング・インフォメーション

3GHz, 6GHz モデル

http://www.farad.co.jp/
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