
通信モジュール(無線LAN/Bluetooth)
製品開発を支える無線通信の計測ソリューション

無線LANやBluetoothは、PCやスマートフォンなどから広がり始め、近年ではIoT関連の機器・装置に至る
まで幅広い分野で採用されています。年々、通信規格も新技術やバージョンアップなどがされていき、開
発・評価段階での測定課題も増えてきています。本リーフレットでは、通信モジュールや通信機能を搭載
した製品開発で利用される計測ソリューションについてご紹介します。

発信器(PLL/VCO)の低レベルの位
相雑音を高感度に測定をしたい

ローデ・シュワルツ

位相雑音アナライザ/VCOテスタ FSWP26

位相雑音測定での非常に高いAM抑圧のほか、最新の高速デジタルデザインの低ジッタ
クロックでの正確なジッタ測定に必要な、優れた位相雑音感度が得られます。

短期レンタル 長期レンタル

Bluetooth Test Specificationで
規定の送信・受信試験を行いたい

アンリツ

Bluetoothテストセット MT8852B

BluetoothモジュールやデバイスのRFテストや接続テストなどの多くのテス
ト項目に対応しているので、社内でプリ・コンプライアンステストができま
す。

BluetoothデバイスのRF認証用として、Bluetooth SIGの公式認証を取得しており、
Bluetooth Test Specificationで要求されるパワー、周波数、変調、受信感度などを高
速、かつ容易に測定できます。

短期レンタル 長期レンタル リセール

WLAN搭載機器の無線部の評価を
簡単にしたい

アンリツ

短期レンタル 長期レンタル

ワイヤレスコネクティビティテストセット MT8862A

従来、専用機であった位相雑音アナライザをスペクトラムアナライザに一体
化。本機1台で、広範囲に解析・評価ができます。

新品販売

短期レンタル 長期レンタル

実動作状態でWLAN機器の評価やOTA試験(Over The Air)ができます。

アクセスポイント(AP)とステーション(STA)の両方を擬似して被測定デバイスとの接続を
することができるため、開発製品が端末でも中継器(ルータなど)でも評価が可能です。
また、特別なツールを使わなくとも、WEP、WPA-Personal、WPA2 -Personalの各セキ
ュリティ方式の接続が可能です。
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■お客様窓口 受付時間 8:55～17:30 （土・日・祝日を除く）

札 幌 011-231-5871

横 浜 045-682-4141

東 北 022-308-1866

中 部 052-222-7551

水 戸 029-228-2355

関 西 06-6350-3230

北関東 048-647-2581

広 島 082-541-4860

新 宿 03-5908-1752

九 州 092-474-7033

西東京 0422-56-9351

https://www.yrl.com/

T&M 1807 519 01

商品CD(参考) 測定器名称 メーカ 型名 ソリューションの主な特長

2583138 ワイヤレステストシステム LITEPOINT IQxel-M8 複数のチャネルを備えているため、DUTとの接続を容易にし、複数の技術
規格の試験を並列に実施することができます。

取り扱いあり ラジオコミュニケーションアナア
イザ

アンリツ MT8821C LTE-Advanced を含む主要なセルラ通信のRF特性評価、呼接続試験など
をサポートします。開発から製造まで幅広く利用が可能です。

1412478 デジタルオシロスコープ テクトロニクス MDO4054C シリアル・アプリケーション・モジュールを使用することで、シリアルバ
スの自動トリガやデコード、検索が可能になります。

1412302 デジタルオシロスコープ 横河計測 DLM2054 4つのバスを同時に解析し、波形と対応させたデコード表示やリスト表示
が可能です。

取り扱いあり ネットワーク・アナライザ キーサイト・テクノロジー PNA-Xシリーズ
(S93029A、Op.029)

Sパラメータと雑音パワー・データからDUTの雑音指数を計算するので、
ノイズ・ソースを使わずとも雑音指数を測定することができます。

取り扱いあり デジタルオシロスコープ テクトロニクス MSO 5 シリーズ 最大2GHzの周波数をカバー。大型HDディスプレイでタッチスクリーン操
作に対応。アナログチャネルは最大で8チャネルまでサポートします。

取り扱いあり デジタルオシロスコープ キーサイト・テクノロジー Infiniium S シリーズ 最大8GHzの周波数をカバー。高いシグナルインテグリティ性能を備え、
信号を正確に表示できます。

取り扱いあり デジタルオシロスコープ ローデ・シュワルツ RTO2000 シリーズ 最大6GHzの周波数をカバー。チャネル間で相互に時間、周波数、プロト
コルおよびロジックの相関解析が可能で、デバッグを効率化します。

2341318 ネットワーク・アナライザ ローデ・シュワルツ ZNB レシーバーの高い直線性と出力パワーの広い掃引範囲により、精密なミキ
サ圧縮ポイント測定に適しています。

取り扱いあり ネットワーク・アナライザ キーサイト・テクノロジー PNA/PNA-Xシリーズ アプリケーションによるセットアップの簡素化により、アクティブコン
ポーネントを効率的に特性評価できます。

2501653 Bluetoothプロトコルアナライザ テレダイン・レクロイ ComProbe Sodera Bluetooth v4.2, v5対応プロトコルアナライザです。バッテリーを搭載し
ており、本機単体で2時間の動作ができ車載試験にも最適です。

2531476 ベクトル信号発生器 アンリツ MG3710A 広帯域ベクトル変調帯域幅・大容量任意波形メモリという特長を持ち、さ
らに多様な通信方式のデジタル変調信号をサポートします。

2582956 シグナルアナライザ アンリツ MS2830A 狭帯域デジタルとアナログ方式の送受信特性評価に必要な機能を1台に集
約できます。

2531580 ベクトル信号発生器 キーサイト・テクノロジー N5182B 位相雑音特性が優れており高品質なベクトル信号生成が可能です。無線
LANや3GPP LTE、GNSSなど幅広いアプリケーションに対応します。

1431361 シグナルアナライザ キーサイト・テクノロジー N9020B フルバンドのリアルタイムスペクトラム解析により、発生頻度の低い信号
やトランジェント信号を捕捉可能です。

2531589 ベクトル信号発生器 ローデ・シュワルツ SMW200A 特定用途に最適なオプションを搭載でき、シングルパス・ベクトル信号発
生器やマルチチャネルMIMO受信機テスタなど、あらゆる構成が可能です。

2583284 シグナルアナライザ ローデ・シュワルツ FSW26 超低位相ノイズ、広い解析帯域幅、直感的でわかりやすい操作方法を提供
し、測定をすばやく簡単に行うことができます。

通信モジュール・製品開発に役立つ計測ソリューション

無線機テスタ

端末のRF送受信特性と呼接続試験を1台
で測定をしたい

ベクトル信号発生器/シグナルアナライザ

アンテナ・RF回路の全般的な評価を行いたい

広帯域オシロスコープ

USB、Ethernetなどのインタフェースの
物理層評価をしたい

ミックスドシグナル・オシロスコープ

組み込み機器のシリアルバス解析やロジ
ック解析を行ないたい

ネットワーク・アナライザ

ミキサやコンバータなどのRFコンポーネ
ントの特性評価をしたい

ネットワーク・アナライザ

LNAの雑音指数を高精度に評価をしたい

プロトコルアナライザ

Bluetoothのプロトコル解析を行いたい

マイコンやセンサなどのアナログ・デジタル協調評価に

テクトロニクス
オシロスコープ

MDO4054C

テクトロニクス
オシロスコープ

MSO 5

キーサイト・テクノロジー
オシロスコープ

Infiniium S

ローデ・シュワルツ
オシロスコープ

RTO2000

すべての主要なセルラ通信を1台でサポートします。

横河計測
オシロスコープ

DLM2054

LITEPOINT
ワイヤレステストシステム

IQxel-M8

アンリツ
シグナルアナライザ

MS2830A

アンリツ
ベクトル信号発生器

MG3710A

キーサイト・テクノロジー
ベクトル信号発生器

N5182B

キーサイト・テクノロジー
シグナルアナライザ

N9020B

ローデ・シュワルツ
シグナルアナライザ

FSW26

ローデ・シュワルツ
ベクトル信号発生器

SMW200A

豊富な測定機能を持ち、拡張性に優れ、必要なアプリケーションに対応します

ネットアナのベクトル誤差補正で不整合の影響を排除し
するなどして、高精度に測定をすることができます。

キーサイト・テクノロジー
ネットワーク・アナライザ

PNA-Xシリーズ(S93029A、オプション029)

2GHz～4GHz帯域の広帯域オシロスコープ

ローデ・シュワルツ
ネットワーク・アナライザ

ZNB

内蔵第2信号源をLO信号として使用することで
測定セットアップ時間と測定時間を短縮できます。

周辺のBluetoothデバイス
全てをボタン一つでライ
ブキャプチャします。

テレダイン・レクロイ
Bluetoothプロトコルアナライザ

ComProbe Sodera

キーサイト・テクノロジー
ネットワーク・アナライザ

PNA/PNA-Xシリーズ

アンリツ
ラジオコミュニケーションアナライザ

MT8821C
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見積依頼・お問い合わせはこちら
（WEBページに飛びます）

https://s7.images.keysight.com/s7viewers/html5/ZoomViewer.html?asset=Keysight/PROD-2812784-IS
https://s7.images.keysight.com/s7viewers/html5/ZoomViewer.html?asset=Keysight/PROD-2642774-IS
https://www.litepoint.com/test-solutions-for-manufacturing/iqxel-m8/?lang=ja
https://page.yrl.com/contact_h_tm_all.html

