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業界で最も高度な 
RFテスト・ 
ソリューション
最高の性能を実現

PNA-Xの強力な測定アプリケーションはすべて、オン
ウエハーデバイスに使用できます。

 – 変換利得／損失
 – 真の差動入力信号
 – 非線形波形とX-パラメータ* 特性評価
 – アンテナテスト

不要な機能にコストを掛けずに、特定のデバイス・テストのための周波数範囲を選択す
ることによって最適なテストシステムを構築します。
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PNA-X＋ミリ波モジュール 10 MHz～1.5 THz

10 MHz～8.5 GHzN5249B

ネットワーク解析のリーダー
PNA-Xシリーズマイクロ波ネットワーク・アナライザは、無線周波数(RF)ネットワーク解析にお
けるキーサイト・テクノロジーの40年にわたる技術と革新の歴史を集大成した製品です。PNA-X

は単なるベクトル・ネットワーク・アナライザ以上のものであり、増幅器、ミキサー、周波数コンバー
ターなどのアクティブデバイスを測定するための世界で最も多機能で柔軟性に富んだマイクロ波
テストエンジンです。

2個の内部信号源、信号コンバイナー、Sパラメータおよびノイズレシーバー、パルス変調器および
ジェネレーター、スイッチおよびRFアクセスポイントの柔軟なセットにより、被試験デバイス(DUT)

と1回接続するだけでさまざまな種類の線形／非線形測定が行える強力なハードウェアです。

評価の対象がアクティブデバイスの場合、速度と性能をバランスよく組み合わせることが重要で
す。研究開発においては、PNAシリーズの高い測定品質によりDUTの理解が深まり、より優れた
デザインを実現できます。製造ラインでは、PNAは優れたデザインから競争力のある製品を製造
するために必要なスループットと再現性を提供します。すべてのキーサイトのVNAは線形／非線
形デバイスの特性評価に関するキーサイトの専門知識を結集した究極のアナライザです。PNAを
選択すれば、最高性能の測定およびデザインを実現できます。

業界で最も広範囲な測定アプリケーション

PNA-Xのアプリケーションは同軸、フィクスチャおよびオンウエハー環境における一般的なRF測
定に対して高速で精度が高く、使いやすいツールを提供します。    

以下のアプリケーションが用意されています。

 – Sパラメータ (CWとパルスド)

 – 雑音指数
 – 利得圧縮
 – 相互変調歪みと高調波歪み

ナノスケールまでのネットワーク解析テクノロジー
また、PNA-Xは以下のキーサイト測定ソリューションとも互換性があります。

 – 物理層テストシステム(PLTS)ソフトウェア：ケーブル、コネクタ、バックプレーン、プリン
ト回路基板などのリニア・パッシブ・インターコネクトの校正、測定、解析に使用します。

 – 材料テスト機器／アクセサリ：材料の誘電率と透磁率を計算して、材料と電磁界の相互作用
を調べることができます。

アプリケーションに適した周波数

** 一部の構成オプションでは、最小900 Hzまでの動作が可能です
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さまざまな測定を 
1台の測定器で実行

ラック・アンド・スタックの置き替え

高度に統合化された汎用性の高いハードウェアと、構成変更可能
な測定経路により、PNA-Xはラック内の複数の機器を1台の測
定器に置き替えることができます。1台のPNA-Xが以下のテス
ト装置すべての役割を果たします。

 – ネットワーク・アナライザ
 – スペクトラム・アナライザ
 – 2個の信号源
 – 雑音指数メータ／アナライザ
 – パワーメータ
 – スイッチマトリクス
 – デジタル電圧計

PNA-Xベ－スのソリューションの利点

 – テストシステムの簡素化による利点：
 ハードウェア／ソフトウェアコストの削減
 開発時間と製造までの時間の短縮
 ダウンタイムの短縮とメンテナンスコストの削減
 小型で低消費電力

 – テスト時間の短縮による利点：
 スループットの向上

 – 確度の向上による利点：
 歩留まりと仕様の向上

 – 柔軟なハードウェアによる利点：
 将来のテスト要件への適応性の向上

PNA-Xを使えば、増幅器や周波数コンバーターに1回接続するだけで、
CW/パルスドSパラメータ、相互変調歪み、利得／位相圧縮対周波数、
雑音指数などを測定できます。
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結果による 
検証 –  
PNA-Xの 
ケーススタディー 課題

このお客様は、4600種類以上のRFコンポーネントを製造しており、任意の時点で通常1000種類
のデバイスが製造プロセス中に存在します。デバイスの種類は、フィルター、逓倍器、増幅器、スイッ
チなどで、周波数は10 MHz ～ 60 GHzです。このお客様は、ある特定のマルチポートデバイス用
のテストシステムを簡素化する必要があり、自動テストシステム(ATS)の開発を決定しました。重
要な課題には以下のものがありました。

 – ラック何台分もの機器と大量のテストケーブルで構成された複雑で高価なテストシステム
 – ケーブルの交換や再校正のための人件費やダウンタイムのコスト
 – デバイスの再テストとシステムのダウンタイムの多さ

結果

市販のどの製品よりも多くのアクティブ測定を1台の測定器で行えるPNA-Xにより、以下の成果
が得られました。

 – テスト時間の短縮：従来のATSに比べて、温度あたりのテスト時間を4時間から24分に短縮す
ることにより、テスト時間を95 %削減できました。

 – 機器数の減少：ラック9台分の機器を、3台の12ポートPNA-Xネットワーク・アナライザで置
き換えることができました。

 – オペレーターの生産性の向上：オペレーターが4台のテストステーションを同時にモニターで
きるようになり、テストステーション毎の専任オペレーターが不要になりました。

 – 再テストとケーブル交換の減少

ケーススタディー 1

航空宇宙／防衛コンポーネントメーカーのテスト時間を95%短縮

課題

この航空宇宙企業は、あるパネルレベルのテストを行っており、テストシステムを更新し
て、テストの生産性とスループットを改善することを望んでいました。従来の衛星ペイロー
ド・テスト・システムは、ラック・アンド・スタック型の機器を多数使用し、大きなテス
トオーバーヘッドを伴っていました。この企業は、テストシステムのプログラムと保守に、
多大な時間と労力を費やしていました。

結果

この航空宇宙企業は、初めに4台のPNA-X（26.5 GHzと50 GHzのモデル）を購入しました。
スループットとテストの生産性が大幅に改善されたので、その後さらに8台のアナライザ
を購入しました。あるテストケースでは、改善のレベルが予想をはるかに超え、20分か
かっていた利得／伝達テストがわずか1分以内で終了しました。従来のテストシステムを
PNA-Xに置き換えることで、テストシステムの更新と簡素化が実現され、以下の成果が得

られました。

 – テスト時間の短縮：テストスイート全体の測定時間が3時間から3分に短縮されました。
 – 機器数の減少：ラック2台分のペイロード・テスト・システムを1台の4ポートPNA-X

に置き換えることができました。
 – 小規模なテストシステム：機器の専有面積と消費電力を減らすことができました。

ケーススタディー 2

衛星デザイン／製造企業のテスト時間を3時間から3分に短縮

「キーサイトのPNA-Xを選択した理由
は、測定ごとにケーブルを交換する
必要がないことと、市販のネットワー
ク・アナライザの中で一番アクティ
ブ測定の種類が多いことでした。こ
れまで、Sパラメータ、ベクトル信号、
雑音指数の測定にそれぞれ別のテス
ト機器を使ってきました。PNA-Xな
ら、必要なアクティブ測定をすべて1

台で実行できます」

テスト・エンジニアリング・マネージャー
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課題

このメーカーは、新しい広帯域無線ネットワークシステムを開発していて、より高速なテス
トシステムが必要でした。既存のテストシステムは、2台の信号源、スペクトラム・アナライザ、
パワーメータで構成されていました。新製品をこのシステムでテストするには30分かかると
予想されましたが、目標とするテスト時間は15分でした。より高速なテストソリューション
の他に、このメーカーはより高品質な雑音指数測定と歪み測定も必要であり、アップコンバー
ターとダウンコンバーターの両方の測定を1回の接続で実行することも望んでいました。

結果

既存の複数の測定器で構成されたテストシステムを1台の4ポート50 GHz PNA-Xに置き換え
ることで、以下の成果が得られました。

 – テスト時間の短縮：テストスイート全体のテストスループットを、予想された30分から
10分以下に短縮できました。

 – ダウンタイムの短縮とメンテナンスコストの削減：機器の数を減らしたことで、セット
アップ時間が短縮され、複数の機器の故障に対処する手間が減少し、年間校正コストも
削減されました。

 – 機器コストの節約：4ポートのPNA-Xは、従来の複数の測定器で構成されたテストシス
テムよりも大幅に安価でした。

ケーススタディー 3
無線ネットワーク・システム・メーカーのスループットを 
30分から10分に短縮

課題

この会社は、大規模なスイッチマトリクスとネットワーク・アナライザから構成された既存の
テストシステムの更新が必要でした。異なる測定を実行するたびに、複数の測定器に被試験デ
バイス(DUT)を接続し、つなぎ替えるために、何人もの作業者が必要でした。この方法は、時
間とコストがかかり、確度の低下につながりやすく、さまざまなユーザー操作と追加ハードウェ
アが必要でした。この会社は、セットアップと使用が簡単で、テスト時間とコストを削減でき、
測定の不確かさを最小化でき、占有面積が小さなソリューションを求めていました。

結果

この会社は、既存のテスト機器メーカーのコード互換性のある新しい代替測定器に単にアップ
グレードするのではなく、PNA-Xを購入することを決定しました。この決定は、既存のソフト
ウェアを大幅に書き換える必要があるにも関わらず行われました。この会社は、既存のテスト
ソリューションに比べて時間を節約し、以下の成果を実現できました。

 – 容易なセットアップと使用：作業者は、DUTとの接続が容易に行え、すべてのパラメータ
を1回のパスで、追加ハードウェアなしで測定できました。

 – より高速で正確なテスト：1台の測定器だけを使用することで、作業者は必要なテストを
非常に短時間でしかも高確度で行えました。

 – 小規模なテストシステム：1台の4ポートPNA-Xを使用することで、初期購入コスト、機
器数、フロアスペース、消費電力を削減し、テストコスト全体を削減できました。

ケーススタディー 4

グローバルセキュリティー企業のテストの高速化と測定精度の改善
「PNA-Xを選んだ理由は、1回の
接続でいくつもの測定を実行でき
るという独自の機能です。また、
PNA-Xは、拡張NVNAソフトウェ
アオプションを使用することで、正
確な非線形測定を実行できる唯一の
ソリューションでした。これにより、
デザイン時間を驚くほど短縮できま
した。デバイスの非線形動作を、信
じられないような高いパワーレベル
でも、すばやく正確に評価できたか
らです」

テスト・エンジニアリング・ 
マネージャー

5 | Keysight | PNA-Xシリーズ・マイクロ波ネットワーク・アナライザ - Brochure



使いやすさと高速化のための機能

柔軟性の高い最新の 
ユーザーインタフェース：
フロント・パネル・キー、
タブ型ソフトパネル、 
プルダウンメニュー、 
カスタマイズ可能な 
ツールバー、右クリック
ショートカット、ドラッグ・
アンド・ドロップ操作、
12.1インチ・タッチ・ 
スクリーン

トレース 
1個あたり 
最大15個の
マーカー

最先端の 
校正機能

コンテキスト
依存の 
内蔵ヘルプ

200個の 
測定チャネルと 
無制限のトレース

すべてのモデルで
拡張可能 
テストセットが 
使用できる

リニア、ログ、
パワー、CW、 
位相、セグメント掃引

数式エディターと 
タイムドメイン 
解析

ECalおよび 
その他の 
USBデバイスへの
クイックアクセス

アンドゥ／ 
リドゥ機能に
よる前の入力
のキャンセル
／復元
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優れた柔軟性を実現するハードウェア

信号源、パワー 
メータなどの 
測定器を制御する 
第2のGPIB 
インタフェース

外部変調器の制御や 
内蔵パルス 
ジェネレーターの 
同期のための 
パルスI/Oコネクタ

PAEなどの 
測定のための 
アナログ入出力を 
提供する 
パワー I/Oコネクタ

外部マルチポート・ 
テストセットや 
ミリ波テストセットの 
制御のための 
テストセット用I/O

シグナル・
コンディショニング・
ハードウェアや 
その他のテスト機器を 
追加するための 
RFジャンパー

GPIBの代わりに 
リモート 
プログラミングに 
使用できるLANおよび
デバイス側 
USBインタフェース

セキュア環境用の
リムーバブル・
ハードディスク・
ドライブ

測定の制御や 
外部信号源などの 
外部測定器との 
同期のための 
柔軟なトリガポート

アンテナレンジの 
リモートミキシング
のためのダイレクト
IFアクセス
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柔軟な 
アーキテクチャー

1. 各テストポートには、テスト／基準カプラ／レシーバー、信号源／レシーバーアッ
テネータ、バイアスティーが装備され、高い確度と柔軟性を実現しています。

2. 内蔵信号コンバイナーにより、相互変調歪みや
Xパラメータ測定のセットアップを大幅に簡素化できます。

3. 内蔵パルス変調器により、測定器の全周波数レンジにわたるパルスドRFテストを実
行でき、高価で場所を取る外部変調器が不要です。
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4.  リアパネルのジャンパーにより、テストケーブルを移動することなく、シグナル・
コンディショニング・ハードウェアを追加したり、他のテスト機器をDUTにルー
ティングできます。

5.  パルス変調器や内部IFゲートのパルスタイミングの設定は、内蔵パルスジェネ
レーターにより容易に行えます。

6.  内部低雑音レシーバーと高度な校正／測定アルゴリズムにより、業界最高確度
の雑音指数測定が行えます。
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パルスドRF測定の問題

 – パルスドRF測定にはパルスジェネレーターと変調器が必要で、テストセットアップが複雑化
 – 高速パルスの場合：

 – アナライザの最大IF帯域幅が広帯域検波には狭すぎる
 – 狭帯域検波は低速であり、デューティーサイクルが小さいパルスでは測定ノイズが大きく
なる

PNA-XパルスドRF測定の特長：

 – S93025Aでは、シンプルなユーザーインタフェースを使って、2つの内蔵パルス変調器（オプ
ション021/022）、4つの独立した内蔵パルスジェネレーター、最小パルス幅200 nsのポイン
トインパルス測定、最小分解能50 nsのパルスプロファイル測定を制御可能

 – S93026Aにより、最小パルス幅20 nsのポイントインパルス測定と、最小分解能10 nsのパル
スプロファイル測定が追加

 – ハードウェアフィルターと特許取得済みのスペクトラムヌル手法とソフトウェアIFゲーティ
ング手法による、狭帯域検波の測定速度と確度の向上

 – 最小100 nsのパルス幅による広帯域検波を使用した測定

 – 外部機器やDUTとの同期のためのリアパネルのパルスI/Oコネクタ

 – 利得圧縮、周波数／パワー掃引IMD、雑音指数のための独自のアプリケーション測定を使用
した正確なアクティブコンポーネントの
特性評価

パルスドRF測定アプリケーションは、指定されたパルス条件に対して内部ハードウェ
ア構成を自動的に最適化することにより、テストセットアップを大幅に簡素化します。
また、固有のテスト要件に合わせて手動でハードウェアをセットアップすることもで
きます。

狭帯域検波法を使用したパルスプロファイル測定では、300 nsのパルス内に、 
10 nsのタイミング分解能で、30個の測定ポイントを配置できます。

PNA-Xは初めてのワンボックスパルスドRF
テストシステムであり、シンプルさ、高速、
高確度の新しい標準になっています。

1990年代には、
HP 8510がパルスド
RFベクトル・ 
ネットワーク・ 
アナライザの 
業界標準でした。

PNAシリーズは、
パルスド8510を 
ベンチトップ・ 
ソリューションに 
置き替えました。

革新的な 
アプリケーション
シンプル、高速、 
高確度のパルスドRF測定
(S93025/026A、オプション021、
022)
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小さいパルス幅（＜267 ns）に対して用いられるPNA-Xの狭帯域検波法は、特殊な
ハードウェアと特許取得済みのソフトウェアゲーティング法を使用することによ
り、低デューティーサイクルの測定でもシステム・ダイナミック・レンジをPNA
ベースのパルスドRFシステムに比べて40 dB改善します。

レシーバーレベリングを使用することにより、パルスドRFにおける 
パワー確度を± 1 dBから0.05 dB未満に改善します。

上記の測定は、パルスドRFにおける利得圧縮測定時のレシーバーレベリングありと
なしの結果を比較したものです。圧縮ポイントでの入出力パワー対周波数のようなパ
ワー依存測定では、入力信号の不正確さから大きな誤差が生じます。

PNA-Xでは、パルスド動作でのアクティブデバイスの正確な特性評価が、DUTを1回
接続するだけで行えます。この例では、パルスドSパラメータ、パルスプロファイル（タ
イムドメインでの入出力パワー）、利得圧縮対周波数、周波数掃引IMDを測定してい
ます。

専門家からのヒント
 – 広帯域検波を使用した測定で、ノイズの低減と確度の向上のために
アベレージングが必要な場合、掃引アベレージングよりもポイント
アベレージングの方が通常は高速です。

 – 信号源の出力を校正する際に、パワーセンサは平均パワーを読み取
るのに対して、アナライザはパルスド信号のピークパワーを設定し
ます。ピークパワーと平均パワーの差を補正するには、パワーオフ
セット機能で10 log（デューティーサイクル）の値を使用します。

 – 広帯域検波を使用したポイントインパルス測定の最小パルス幅は、
IF帯域幅(IFBW)に必要なサンプル数によって決まります。例えば、

15 MHzのIFBWでの最小パルス幅は100 ns、5 MHzのIFBWで
は300 ns、1 MHzのIFBWでは1.44 μsです。特定のIFBWで
の最小パルス幅を扱う場合、パルス変調とデータ収集周期を正
確に一致させるために、測定遅延を（10 nsの分解能で）正確に
設定することが重要です。

 – パルスモードにおいて、出力パワー、圧縮、相互変調歪みなど
のパワーに依存する測定では、レシーバーレベリングを使用し
て、パワーレベルの確度を維持することが重要になります。

dB

40 dBの改善

周波数（GHz）

PNAパルス
PNA-Xパルス（ソフトウェア・ゲート・オフ）
PNA-Xパルス
PNA-X CW

圧縮での
出力パワー

圧縮での入力パワー

R1レシーバーレベリング

リニア入力パワーでの利得

圧縮での利得

開ループ
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革新的な 
アプリケーション
高速で正確な雑音指数測定
(S93029A、オプション029)

雑音指数測定を従来のYファクター法で行う際の問題点

 – DUTの完全な特性評価には、複数の測定器と複数の接続が必
要です。

 – インフィクスチャ、オンウエハー、自動テスト環境では、
ノイズソースをDUTに直接接続できないため、測定確度が
低下します。

 – 測定は低速なので、測定データポイントの数が少な
くなり、アンダーサンプリングにより誤った結果
が得られる可能性もあります。

PNA-Xの雑音指数ソリューションの特長：

 – 高度な誤差補正手法を使用した業界最高の確度の増幅器／周波数コンバーター測定
 – 高速測定：キーサイトのNFAシリーズ雑音指数アナライザよりも通常4～ 10倍高速
 – Maury Microwave社製自動チューナーと組み合わせた超高速ノイズパラメータ測定
（200 ～ 300倍の高速化）
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4 

5 

0 5 10 15 20 25 

 

信号源補正を使用するPNA-Xの方法

従来のYファクタ法

アンダーサンプリングされたデータ

周波数（GHz） 

雑
音
指
数（

dB
） 

AUT 

オンウエハー
自動テスト環境

ノイズソース

ウエハー
プローブ

Yファクター測定の場合、ノイズソースとDUTの間に接続されるすべての電気回路（ケー
ブル、スイッチマトリクス、ウエハープローブなど）により、確度が大きく低下します。

このアンマッチ・トランジスタの401点測定では、不整合トランジスタの401ポイ
ントの測定の場合、PNA-Xの方がYファクター法よりもはるかにリップルが少なく
なっています。NFAデフォルトの11個のトレースポイントでは、測定点不足のた
めに増幅器の性能を正しく測定できません。

「当社の機器プールには、雑音指数を測定できる測定器がいくつか（8970、NFA、スペクト
ラム・アナライザなど）あります。雑音指数測定でいちばん困るのは、結果に相関がない
ことでした。使う測定器によって、値が違うのです。PNA-Xの高い確度のおかげで、どの
PNA-Xを使っても、常に正しい値が得られることに確信が持てるようになりました」

テスト・エンジニアリング・マネージャー
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ノイズパラメータ測定の時間を数日から数分に短縮

雑音指数測定の手法

Yファクター : 雑音指数測定に最も広く用いられている方法は、Yファクター法です。この手法で
は、被試験デバイス(DUT)の入力にノイズソースを接続します。ノイズソースをオフにすると、室
温（コールド）ソース終端となります。ノイズソースをオンにすると、過剰ノイズが生じ、ホットソー
ス終端となります。これら2つの条件で、DUTの出力でノイズパワーを測定し、増幅器のスカラー
利得と雑音指数を計算します。Yファクター法は、キーサイトのNFAシリーズや、プリアンプ搭載
のスペクトラム・アナライザと雑音指数パーソナリティーオプションを組み合わせて用いられてい
ます。

コールドソース:雑音指数を測定するもう1つの方法は、コールドソース法（直接ノイズ法）です。こ
の手法では、増幅器の入力を室温ソースインピーダンスで終端して、DUTの出力でノイズパワーを 

1回だけ測定します。コールドソース法では、増幅器の利得を別途測定する必要があります。この
手法は、ベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)に適しています。理由は、VNAはベクトル誤
差補正を利用して、利得(S21)をきわめて正確に測定できるからです。コールドソース法のもう1つ
の利点は、Sパラメータと雑音指数の両方の測定をDUTとの1回の接続で行えることです。

ノイズパラメータ対周波数
信号源

周波数：0.80～8.00 GHz

マーカ：周波数＝0.80 GHz

同軸フィクスチャ内のFET 2008/8/29

PNA-XとMaury Microwave社製自動チューナーを使用すれば、ノイズパラメータ測定のセットアップと実行が簡単か
つ高速に行えます。Mauryの最新ソフトウェアは、ノイズパラメータ測定の速度と確度の両方を大幅に向上しています。

DUT 
ノイズ
レシーバー

DUT ノイズ
レシーバー
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周波数

革新的な 
アプリケーション
高速で正確な雑音指数測定
(S93029A、オプション029、続き)

PNA-Xの独自の信号源補正雑音指数ソリューション

 – 改良コールドソース法を使用することにより、DUT測定の際にノイズソースが不要
 – システムのソースマッチの不完全性をベクトル補正により不整合誤差を除去して補正すると
ともに、ECalモジュールをインピーダンスチューナーとして使用することにより、ノイズパ
ラメータから生じる誤差を除去

 – フィクスチャ、オンウエハー、自動テスト環境で高い測定確度を維持
 – バランやハイブリッドのベクトル・ディエンベディングにより、差動デバイスを正確に測定

DUT 

バランやハイブリッドのディエンベディングに
より、差動デバイスを測定します。

各テスト周波数で、既知の50 Ω以外のソースインピーダンスを使
用して、4つ以上のノイズ測定を実行します。これらの測定結果
から、50 Ωの雑音指数が正確に計算されます。

DUT  
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R2 
A B 

LO 
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+28 V 

Noise receivers 

 

 

J9 J10 J11 J8 J7 J2 J1 

+ 
– 

校正専用のノイズ
ソース。パワーセンサを
使ってノイズレシーバー
を校正することもできます。

雑音指数
測定用の
インピーダンスチューナー

テストポート1 テストポート2
信号源2
出力1

信号源2
出力2

信号源1
出力1 出力2

パルス
変調器

パルスジェネレーター

信号源2

レシーバーへ
出力1 出力2

パルス
変調器 10 MHz～

3 GHz
3～
26.5 GHz

リアパネル

2ポートN5242B PNA-X（テスト・セット・オプション224、低ノイズレシーバーオプション029搭載）のブロック図。標準
のECalモジュールをインピーダンスチューナーとして使用することにより、システムのソースマッチの不完全性を除去で
きます。N5244/45/47Bモデルにはインピーダンスチューナーが内蔵されています。
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専門家からのヒント

 – 雑音指数測定は、携帯電話、無線LAN、ハンドヘルド・トランシーバなどから
のスプリアス干渉を排除するために、シールドルーム内で行うのが最善です。

 – ノイズの影響を受けやすいLNA測定から伝導干渉を排除するために、AC電源
の代りにバッテリーが用いられることもあります。

 – 全体の測定精度はキーサイトのモンテカルロベースの雑音指数不確かさ計算機
を使用して予測することができます。

キーサイトのPNA-X雑音指数不確か
さ計算機（www.keysight.co.jp/find/
nfcalc）には、システムのソースマッ
チの不完全性から生じる不整合とノイ
ズパラメータに起因する誤差の影響が
含まれています。

自動テスト環境（ATE）での雑音
指数測定の不確かさの例。
PNA-Xの信号源補正手法はY
ファクター法よりもはるかに正
確です。

増幅器：
利得＝15 dB
入力／出力整合＝10 dB
NF＝3 dB
Γopt＝0.27∠0 °
Fmin＝2.7 dB
Rn＝12－33

Yファクター法でノイズソースを 
スイッチマトリクス経由でDUTに接続した場合

ノイズソース：346C(14 dB ENR)
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革新的な 
アプリケーション
高速で正確な 
増幅器／コンバーターの 
利得圧縮対周波数測定
(S93086A)

利得圧縮測定の問題

 – 増幅器または周波数コンバーターの圧縮特性をその動作周波数範囲全体にわたって評価する
には、多くの周波数およびパワーポイントでの測定が必要であり、測定、校正、データ処理
のセットアップに多くの時間と手間がかかります。

 – 測定精度はさまざまな誤差(絶対パワー測定の際のテストポートとパワーセンサ/DUTとの間
の不整合、非線形圧縮測定へのリニアSパラメータ誤差補正の使用など)の影響を受けます。

PNA-X利得圧縮アプリケーション（GCA：Gain Compression Application）の
特長：

 – SMART掃引による高速で便利な測定
 – パワー／不整合補正を提供するガイド付き校正を使用したきわめて正確な測定結果
 – 2次元(2D)掃引による完全なデバイス特性評価。周波数ごとにパワーを掃引するか、パワーご
とに周波数を掃引するかを選択可能

 – さまざまな圧縮手法を柔軟に選択可能：リニア利得／最大利得からの圧縮、X/Y圧縮、バック
オフからの圧縮、飽和からの圧縮

Pin 

周波数

利得
圧縮ポイント

Pin 

周波数

利得 圧縮ポイント
反復ポイント

一般的に利得圧縮測定には、ネットワーク・アナライザを使用して複数のCW周波数
でパワー掃引を実行する方法が用いられています。PNA-XのGCAを使うと、DUTの
動作周波数範囲全体の圧縮特性評価が、簡単なセットアップできわめて高速・高精度
で簡単に行えます。

GCAのSMART掃引は多数のポイントを使用するリニアパワー掃引の代わりに、適応ア
ルゴリズムを使って、各周波数で必要な圧縮ポイントをわずか数回のパワー測定で見つ
けるため、テスト時間を大幅に短縮できます。

デバイスモデリング用に、2次元掃引に対する完全なデバイス応答（利得対周波数／パ
ワー）を抽出できます。

 

パワー補正のみを使用した場合、
圧縮ポイントでの入射パワーには、
DUTの不整合に起因する大きな
リップルが見られます。

GCAでは、パワー／不整合補正を使用
することにより、リップルが減少します。
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専門家からのヒント
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使用可能な圧縮方法

 – SMART掃引のセーフモードを使用
することにより、入力パワーを最
初は粗いステップ、次に細かいス
テップで増加させて、DUTのオー
バードライブを防止します。

 – DUTのヒステリシスまたは温度効
果が不明の場合は、周波数ごとにパ
ワーを掃引するのではなく、パワー
ごとに周波数を掃引するか、滞留時
間を追加して前の測定からの影響を
小さくすることをお勧めします。

 – 圧縮解析機能は圧縮トレース上の
指定した周波数ポイントで、さま
ざまなパワー範囲でDUT応答を抽
出します。

 – 圧縮ポイントと同期したCompAI1

およびCompAI2内部電圧計の測定
値を使用して、各周波数における
圧縮での電力付加効率(PAE)を測定
します。

SMART掃引でセーフモードをオフに
した場合（上）とオンにした場合（下）の
測定値：セーフモードがオンの場合、
余分なドライブパワーを最小化するた
めに、利得が1 dB圧縮ポイントに近づ
くにつれて、より多くの反復測定が行
われています。

リニア利得からの圧縮ポイント リニア利得は、指定されたリニア（入力）パ
ワーレベルを使って測定されます。圧縮ポイ
ントはリニア利得から指定された圧縮レベル
を引いた値として計算されます。

最大利得からの圧縮ポイント 各周波数で求められた最も高い利得値が最大
利得として使用されます。圧縮ポイントは、
最大利得から指定された圧縮レベルを引いた
値として計算されます。

バックオフからの圧縮ポイント 指定されたバックオフレベルだけ異なる2つ
の入力パワーでの利得が比較されます。圧縮
ポイントは指定された圧縮レベルの利得差を
持つ最大入力パワーとして求められます。

X/Y圧縮ポイント 指定されたデルタXだけ異なる2つの入力パ
ワーでの出力パワーが比較されます。圧縮ポ
イントは指定されたデルタYの出力パワー差
を持つ最大の入力パワーとして求められま
す。

飽和からの圧縮ポイント 圧縮ポイントは最大出力パワーから“From 
Max Pout”として指定された値を引いた値と
して求められます。

 

入力パワー
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得

リニア利得

指定された圧縮レベル
圧縮ポイント

入力パワー
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革新的な 
アプリケーション
簡単なセットアップによる
高速2トーン相互変調 
歪み(IMD)測定  
(S93087A)

IMD測定の問題

 – 一般的に用いられる方法は、2台の信号発生器、
スペクトラム・アナライザ、外部コンバイナー
を組み合わせたもので、すべての測定器とア
クセサリを手動でセットアップする必要があ
ります。

 – 周波数掃引またはパワー掃引IMDを測定する
場合、テスト時間が長くなります。

 – 信号源から発生する高調波、混変調、位相雑音、
レシーバの圧縮およびノイズフロアなど、測定
器とテストセットアップが大きな測定誤
差の原因になることがよくあります。

PNA-X＋IMDアプリケーションの
特長：

 – 内部コンバイナーおよび2個の内蔵信
号源を使用した増幅器および周波数コ
ンバーターの高速な掃引IMD測定

PNA-X＋IMDアプリケーションは、システムラック内の2
台の信号発生器＋スペクトラム・アナライザと同等の役割
を果たし、システム構成を簡素化するとともにテストスルー
プットが向上します。

IMDアプリケーションは、3次IMDおよびIP3を201個
の周波数（またはパワー）ポイントで数秒以内に測定し
ます。信号発生器とスペクトラム・アナライザを使う
と数分間かかる作業です。

周波数オフセットモードはVNAで一般的に使用できま
すが、従来のIFフィルタ応答には大きなサイドローブが
見られます。PNA-XのIMスペクトラムモードは、最適
化されたデジタルIFフィルターを使用して真のスペクト
ラム測定機能を実現しています。

大出力パワーの2個の内蔵信号源、広いALCレンジ、－60 dBcの高調波、高アイソレーションのコンバイナー
を備えたPNA-Xは、2トーンIMD測定のDUTドライブ用に最適です。高い圧縮ポイントと広いダイナミックレ
ンジを備えたレシーバーによって、ハイパワーのメイントーンがある場合でもローパワーのIMD成分を正確に
測定できます。
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出力1 出力2

パルス
変調器

テストポート1

信号源1

レシーバーへ出力1 出力2

パルス
変調器

テストポート2
信号源2
出力1

信号源2
出力2

信号源2

周波数掃引IMD

パワー掃引IMD

周波数
オフセット・モード

IMスペクトラム

 – 簡単なハードウェア・セットアップと直感的なユーザーインターフェイスによる迅速で容易
な測定

 – 校正手順を簡素化し高い測定精度を実現するガイド付き校正
 – トラブルシューティングまたはスプリアス測定のためのスペクトラム・アナライザ・モード
により、個別のスペクトラム・アナライザが不要

 – きわめて高品質の内蔵信号源とレシーバーの広いダイナミック・レンジにより、その他の測
定器から生じる誤差を最小化
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専門家からのヒント

掃引IMDの掃引タイプ

 – すべての測定周波数での校正または中心周波数のみでの校正を選択して、生産
性と精度のトレードオフが可能

 – PNA-Xから外部信号発生器を制御して、ミキサーおよびコンバータの掃引IMD

測定を大幅に簡素化
 – IMスペクトラムのマーカー配置機能を使用して、掃引IMDトレース上の指定さ
れたポイントでのスペクトラムを表示可能

 – 特に広い分解能帯域幅を使用する場合に、IMスペクトラムでポイントのアベ
レージングを使用して、最小限の速度低下でノイズフロアのノイズ変化を低減 

トーン間隔が広い場合、すべての周波数での校正をお勧
めします。すべての周波数を校正すると校正時間が長く
なりますが、 測定速度は変わりません。

下のウィンドウのIMスペクトラムは上のウィンドウのトレースの中央にある掃引
IMDマーカーに対応するスペクトラムを表示します。ノイズ変化を最小化するため
に、IMスペクトラムにはポイントアベレージングが適用されます。

IMDおよびIP3対LOパワー測定によって、最小のLOドライブパワーで最大のIP3が得
られます。これは、消費電力を最小にしながら最大効率を達成するミキサーセットアッ
プを実現するのに役立ちます。

fc掃引 デルタF掃引 パワー掃引 CW LOパワー掃引 セグメント

中心周波数 掃引 固定 固定 固定 固定
掃引（セグメント 

テーブルの定義による）

トーン間隔 固定 掃引 固定 固定 固定 固定

トーンパワー 固定 固定
掃引(結合または 

非結合)
固定 固定 固定

ダイアグラム

 

 

 

すべての周波数の校正

中心周波数の校正

f1 f2fc f1 f2fc

デルタF デルタF

f1 f2fcf1 f2

デルタF

デルタF'

f1 f2fc

デルタF

f1 f2fc

デルタF

f1LO f2fc f1 f2fc f1 f2fc

デルタF デルタF
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革新的な 
アプリケーション
ミキサーおよび 
コンバーターの正確な
特性評価
(S93082/083/084A)

ミキサーおよびコンバーター
測定の問題

 – スペクトラム・アナライザと外部信号源を
使用する従来の方法は手間と時間がかかり、
位相や群遅延の情報が得られません。

 – 従来のVNAには外部信号源が必要で、これ
は掃引速度を遅くします。

 – 従来のVNAは「ゴールデン」デバイスを基
準にした位相または群遅延データを提供し
ます。

 – 入力と出力の不整合に起因するリップルを
最小化するためにアッテネータが多く使用
されますが、ダイナミックレンジと校正の
安定度が低下します。

S93083Aのスカラーミキサー／コンバーター＋位相
(SMC+Phase)を使用すると、基準ミキサーおよび校正ミキ
サーが不要なため、スカラーミキサーおよびコンバーター
測定のセットアップが容易になります。振幅標準としての
パワーメーター、位相標準としてのコムジェネレーター、S
パラメータ校正キット（メカニカルまたはECalモジュール）
の3種類の広帯域標準を使用して、校正が容易に行えます。

ベクトルミキサー／コンバーター法を使用すると、整合
測定、変換損失／利得測定、遅延測定、複数の経路間／
デバイス間の位相差の測定、デバイス内の位相シフトの
測定ができます。

キーサイトの特許取得済みベクトルミキ
サー／コンバーター校正法は、オープン
／ショート／ロード標準を使用して、特
性評価済みのミキサースルー標準を作成
します。

SMC+位相

LO  

IF

IF+ RF  IF  = RF-LO  

 

 

--

--

オープン

ショート

ロード

校正ミキサー／フィルターペア

PNA-X周波数コンバーターアプリケーションの特長：

 – 内蔵第2信号源を局部発振器（LO）信号として使用するシンプルなセットアップ
 – スペクトラム・アナライザをベースにした方法に比べて、代表的な場合で測定時間が100分
の1に短縮

 – 2つの特許取得済み技術を使用した高い測定精度：
 – スカラーミキサー／コンバーター（SMC）は、2ポート校正とパワーメーター校正を組み合
わせて、整合測定と最も正確な変換損失／利得測定を高速に実行します(S93083A)。また、
基準ミキサーや校正ミキサーなしで校正済み絶対群遅延測定が可能です

 – ベクトルミキサー／コンバーター (VMC)

は、ベクトル校正されたミキサーをスルー
として使用して、整合測定、変換損失／ 

利得測定、遅延測定、複数の経路／デバ
イス間の位相差の測定、デバイス内の位
相シフトの測定が可能です(S93083A)　

 – 入出力の不整合補正によって、リップルが
減少しアッテネータが不要になります

 – エンベデッドLO機能（S93084A）により、内
部タイムベースにアクセスせずに、エンベ
ディッドLOを装備したコンバーターのSMC

およびVMC測定を実現します

DUT 

基準ミキサー

校正ミキサー／
フィルター

VMC
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PNA-Xは2個の内蔵信号源を備えており、固定およびIF掃引応答の両方の高速測定が可能です。

タイムドメインゲーティングはスプリアス信号による不要な時間遅延応答を取り除くことによって
リップルを低減します。

DUT 

SMCとVMCの両方を使用して、内部タイムベースにアクセス
せずにエンベデッドLOを備えたコンバーターを測定すること
ができます。

LO掃引
IF固定

LO固定
IF掃引

専門家からのヒント
 – IF帯域幅を狭めることは、LOフィードスルー
とDUTからのその他のスプリアス信号に起因
する測定トレースでのスパイクを除去するの
に役立ちます。

 – 高レベルのスプリアス出力があるデバイス
（フィルタリングされていないミキサーなど）
を測定するときに、信号源アンレベルドのエ
ラーを防ぐには、信号源のアッテネータを増
やしてDUTとPNA-X間の絶縁を大きくする
ことが役立つケースが多く見られます。

 – 多段式コンバーターでVMC測定を行うとき
は、基準ミキサーおよび校正ミキサーのドラ
イブに使用できる「メタLO」信号を作成す
るのが最も良い方法です。

 – フィルタリングなしのミキサーを測定する場
合、タイムドメインゲーティングは、スプリ
アス信号による不要な時間遅延応答を除去す
ることによりリップルを低減する有効なツー
ルです。

SMCの整合補正を用いると、変換損失／利得測定の不整合誤差が大幅に低
減し、テストケーブル端のアッテネータが不要になります。 VMCの整合補正を用いると、群遅延測定の不整合誤差が大幅に低減し、テスト

ケーブル端のアッテネータが不要になります。

GHz

dB

8720アッテネータなし 8720アッテネータあり

PNAアッテネータなし、SMC使用

競合他社のVNA
（アッテネータあり）

群
遅
延（

ns
）

RF周波数（Hz）

PNA、VMC使用（アッテネータなし）
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革新的なアプリケーション
コンポーネント特性評価用 
高速マルチチャネル・ 
スペクトラム・アナライザ
(S93090x/093/094A)

コンポーネントテストにおけるスペクトラム解析の問題点

 – 特に広い周波数レンジで低レベルのスプリアスを探すとき、スプリアス
性能の測定に時間がかかる

 – 測定時間が長いとテストカバレージが不十分になる場合がある
 – DUTの動作範囲でのスプリアスは処理が面倒であるか、外部制御ソフ
トウェアを必要とする

PNA-Xスペクトラム・アナライザ(SA)アプリケーションの
特長： 

 – 広い周波数レンジで高速スプリアスサーチ
 – 掃引信号発生器内蔵のマルチチャネルSAにより、ミキサーやコン
バーターの効率的なスプリアス解析を実現

 – VNA校正およびディエンベディッド手法を使用したインフィクス
チャスペクトラム測定

 – 高速バンドパワーおよびノイズパワー測定
 – PNA-Xのシングル接続マルチ測定でのSA解析機能

スペクトラム・アナライザ・オプションで高速スプリアスサーチ機能をPNA-Xに追加すれば、コ
ンポーネント特性評価テストシステムのスペクトラム・アナライザと切り替え用のスイッチマト
リクスの代わりに使用できます。

上のプロットは、＋10 dBm信号の存在する状態で－84 dBmのスプリアス測定です。分解能帯
域 幅 に お け るS/N比（ 近 似 値 ）は、80 dB(300 kHz)、90 dB(30 Hz)、100 dB(3 kHz)、
110 dB(300 Hz)です（上から下）。

-80 dBmおよび-90 dBmのノイズフロアに対する12 GHzの中心周波数での掃引時間対スパン。
レシーバーのアッテネータは10dBmの信号での圧縮を回避するように設定されています。

10-2

10-1

100

101

102

103

1 GHz 10 GHz 20 GHz 1 GHz 10 GHz 20 GHz

x8

x10
x10

x420

x500
x460

掃引時間(s)
－80 dBmのノイズフロア(dBm) －90 dBmのノイズフロア(dBm)

スパン

最新のSA PNA SA
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専門家からのヒント

 – さまざまなレベルのソフトウェアイメージ応答除去を選択し、
測定のスペクトラム密度に基づいて測定速度と完全性のトレー
ドオフが可能です

 – 高調波測定では、高調波ごとに個別のSAチャネルを追加し、周
波数スパンと分解能帯域幅を狭くして速度と感度を最適化で
き、レシーバーで十分に減衰させて高調波が内部で発生するの
を防ぐことができます。

 – 測定に干渉する可能性があるスプリアス信号を特定するため
に、「マーカー to SA」機能を使用して、SMC、IMD掃引また
は標準のいずれかのチャネルのマーカー位置に同じ入力信号条
件のスペクトラムを簡単に表示することができます

 – ディエンベディングを使用して、インフィクスチャまたはオン
ウエハーデバイスを測定する場合、パワー補正機能を使用して
フィクスチャまたはプローブの損失を補償し、既知の入力信号
パワーをDUTに供給します

VNA校正およびフィクスチャのディエンベディングによって、ケーブルおよびフィクスチャの影
響を除去してレシーバー応答誤差を補正することができるため、校正済みのインフィクスチャス
ペクトラム解析が行えます。

VNA校正による真の性能の評価

ミキサーまたはコンバーターのすべてのポートをスペク
トラム・アナライザで解析すると、デバイス性能を詳し
く解析できます。1回の接続で、固定または掃引入力信
号による評価時にすべてのポートから生じるスプリアス
成分が簡単に分かります。測定されたスプリアスには、
LO、RFおよびIFフィードスルー、高調波、相互変調成分
およびその他の高次変調成分が含まれていることがあり
ます。変換損失／整合対周波数はもう一方のSMCチャネ
ル(下)で簡単に確認できます。

IFポートの 
出力スペクトラム

RFポートの 
出力スペクトラム

RFポートの 
入力スペクトラム

LOポートの 
出力スペクトラム

測定面

デバイス
面

同軸
インタフェース

同軸
インタフェース

測定面

テストフィクスチャ

LO

RF

IF

1 2

3 4

マルチチャネルスペクトラム解析の実行

測定面での 

Pout

デバイス面
でのPout

誤差補正 

なし
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革新的な 
アプリケーション  
（続き）

2つの信号源間の 
相対振幅／位相の 
制御による 
アクティブ出力／ 
負荷制御
(S93088A)

増幅器ロードプル測定の問題

 – 最適な大信号整合を求めるために、増幅器の利得、出力パワーおよび電力効率は一般的に様々
な出力／負荷条件で測定されます。

 – 従来の手法はハイパワーを処理できるメカニカルチューナーが使用されますが、メカニカル
チューナーは低速で、大きな反射を持つ負荷を再現できません。

信号源／位相制御機能を搭載したPNA-Xの特長：

 – 第2信号源により、増幅器出力の反射係数の電子チューニングが可能
 – 高速チューニングと全反射
 – 整合補正による正確な振幅／位相制御
 – さまざまな負荷条件での増幅器の出力パワー、整合、利得およびPAEの測定

ΓL定数の大きさを一定に維持しながら位相を掃引することによって生成された負荷円
の例

ポート3から出力される信号の振
幅と位相を制御しながら、DUTを
ポート1からドライブすることに
より、任意の出力／負荷インピー
ダンスが可能になります。

専門家からのヒント

 – 測定セットアップでレシーバー (R3, C...)または波形(a3, 

b3…)などの専門用語を使用することがあります
 – 数式エディターを使用して、sqrt(pow(mag(b3_3),2) - 

pow(mag(a3_3),2)として、負荷に供給されるパワー (順方
向電力－逆方向電力)を計算します

 – メカニカルチューナーと外部ソフトウェアを組み合わせた
ハイブリッド・ロードプル・システムにより、ハイパワー
出力に対応し、全反射を実現することができます

 – 外部信号源を使用する場合、測定器を共通の10 MHz周波
数基準に接続できます

信号源1

信号源2

出力1
出力1

出力2
出力2

パルス 
変調器

パルス 
変調器 レシーバーへ

テストポート1 テストポート3 テストポート4 テストポート2
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各負荷円の出力パワー対位相

負荷円：
＝一定

＝掃引



革新的な 
アプリケーション
I/Qコンバーターおよび 
変調器ならびに 
差動ミキサーの 
簡易化されたテスト 
(S93089A)

I/Qおよび差動コンバーター測定の問題

 – 位相差が90°または180°ある信号が必要
 – 従来の方法ではハイブリッドカップラーやバランを使用するため、以下の問題がある

 – 本質的に帯域制限されるため、広帯域測定では複数のコンポーネントが必要
 – 固定位相オフセットに制限されるため、最適なアライメントを決定する位相掃引が不可
 – 損失が多く不正確 (通常、+/- 3～ 12° )

 – オンウエハーセットアップでの使用が困難

PNA-X差動およびI/Qデバイスアプリケーションの特徴：

 – 内蔵／外部信号源の正確な位相制御により、ハイブリッドカップラーおよびバランが不要
 – DUTの完全な特性評価に必要なすべてのユーザー指定の出力周波数にレシーバを同期可能
 – 周波数掃引による動作帯域幅の測定、固定周波数での位相／パワー掃引による直交／差動不
平衡の測定

 – 内蔵の整合補正パワー測定機能による最高確度の実現

専門家からのヒント

 – 2つの外部信号源を追加して、差動I/Qドライブ信号を作成することができます。
目的の位相オフセットを実現するには、外部信号源は、PNA-Xテストセット経
由で測定レシーバーにルーティングする必要があります。

 – I/Q変調器については、DC電源またはソース／メジャメント・ユニット(SMU)を、
バイアスティー経由でDUTのI/Q入力にルーティングすることができます。電圧
掃引により、最大のLO抑圧量に最適なI/Q電圧オフセットを見つけることができ
ます。

 – 真の差動ドライブを実現し、PNA-Xレシーバーをすべての必要な高調波に同調さ
せることにより、差動増幅器の高調波および全高調波歪み(THD)を測定できます。

 – パワー掃引を使用して差動ミキサーの圧縮を測定できます。

この変調器のI/Q入力は、PNA-Xの内蔵信号
源によって直接ドライブできるので、90°
ハイブリッドカップラーは不要です。

信号 
コンバイナー

パルス 
変調器

パルス 
変調器

信号源1

信号源2

出力1

出力1

出力2

出力2

レシーバーへ

入力

出力

25 | Keysight | PNA-Xシリーズ・マイクロ波ネットワーク・アナライザ - Brochure



革新的な 
アプリケーション
実際の動作条件での 
差動増幅器のテスト
(S93460A)

差動増幅器測定の問題

 – 従来のバランを用いた2ポートVNAは、コ
モンモード、差動－コモンモードおよびコ
モン－差動モード応答が得られません。

 – 本質的にバランは帯域制限のあるデバイス
であるため、広い周波数をカバーするには複
数のテストセットアップが必要になります。

 – バランの位相誤差は不正確な差動応答を生
みます。

 – 最新の4ポートVNAは、シングルエンドの
入力信号を使用したミックスドモードSパ
ラメータ測定の機能がありますが、実際の
動作環境での圧縮状態では、差動増幅器が
異なる応答をする場合があります。

PNA-X統合型トゥルーモード信号 
アプリケーション(iTMSA)の特長：

 – 真の差動およびコモンモード信号でドライ
ブされる差動増幅器のミックスモードS-パ
ラメータ測定

 – DUT入力での不整合補正により、2個の信
号源の間の位相誤差を最小化

 – 入力のみのドライブモードにより、出力ポー
トへの信号入力から生じる増幅器の損傷を
防止

 – インフィクスチャ任意位相オフセット機能
と位相オフセット掃引により、増幅器利得
が最大になるように入力整合回路を最適化
可能

2 1 

4 3 

 
差動

（位相差 180 °）

コモン
（同相）

iTMSAは、PNA-Xの2個の内蔵信号源を使用して、実際
の条件で差動増幅器をドライブし、すべての動作環境に
おいて正確なミックスモードSパラメータを提供します。

ミックスモードSパラメータ

不整合補正がない場合、DUTに供給される信号は、DUT入力からの反射と、
信号源からの再反射により、真の差動信号になりません。反射信号が元の
信号に重なることで、位相と振幅の不平衡が生じます。この効果は、不整
合補正により補正できます。 iTMSAは、VNAおよびDUTの生の不整合を測定し、2つの信号の基準面

での振幅および位相を正確に調整して理想的なトゥルーモード信号を実
現することによって不整合誤差を補正します。

  

位相誤差

振幅誤差

DUT不整合信号源
不整合

不整合補正後の位相
不整合補正なしの位相

周波数（Hz）

位
相
誤
差（
°）
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2 1 

4 3 

位相オフセット掃引は、位相オフセット値をそれがフィク
スチャで追加されているかのように変更して、入力整合回
路の検証を可能にします。

+10 -10 -5 0 

パ
ワ
ー
ま
た
は
利
得

実際のSdd21：
－5 °の位相オフセットでピーク

理想的なSdd21：
0 °の位相オフセットでピーク

差動入力パワー

位相オフセット（完全な差動からの差）

Balanced DUT Topology（平衡DUTトポロジー）ダイアログではさまざまな信号や掃引を設定でき、
すべての平衡デバイスに最適な設定を選択できます。

専門家からのヒント

 – 入力のみのトゥルーモードドライブはDUT出力とVNAのテストポートとの間に完全な整
合があると仮定しており、これはDUTの逆方向アイソレーションが高い場合には正しい
仮定です。逆方向アイソレーションが低い場合、出力ポートにアッテネータを追加する
ことにより、システム整合を改善し、不整合誤差を減らすことができます。

 – 同じ実効差動パワーで、シングルエンドとトゥルーモードのドライブ条件のテスト結果
を比較する場合、真の差動ドライブの個別ポートのパワーは、シングルエンドドライブ
で使用するポートパワーよりも6 dB低く設定する必要があります。

シングルエンドドライブ 

0 dBmポートパワー = -3 dBmの差動パワー + -3 dBmのコモンモードパワー

真の差動ドライブ 
-3 dBmポートパワー = –6 dBmのポート1シングルエンドパワー + –6 dBmのポート 

3シングルエンドパワー

インフィクスチャ位相オフセット掃引により、最高の増幅器利得を実現する最適な位
相オフセットを求めることができます。これは、入力整合回路のデザインに不可欠です。
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革新的な 
アプリケーション
高性能、高速、高確度の 
自動フィクスチャ除去
(AFR：Automatic Fixture 
Removal)
(S93007A)

強力なAFR機能により、さまざまな測定ニーズに対応
 – シングルエンドデバイスおよび差動デバイス
 – フィクスチャの左側と右側が非対称の場合
 – スルーの長さを指定、またはオープン測定またはショート測定から決定可能
 – 帯域制限されたデバイス用のバンドパス・タイムドメイン・モード
 – 外挿による、DUTの周波数レンジへの適合
 – パワー補正による、フィクスチャ損失対周波数の補正
 – ディエンベディングファイルは、さまざまなフォーマットで保存でき、後でPNA、ADS、PLTS

で使用可能

AFRにより、測定結果からフィクスチャのディエンベディングを 
短時間で実行可能

測定上の問題：

今日のデバイスの多くは、同軸コネ
クタを備えていないため、同軸環境
で測定するためにフィクスチャが使
用されています。被試験デバイスの
良好な測定結果を得るには、フィク
スチャの影響を正確に除去すること
が必要です。

5ステップのウィザードが、フィクスチャを評価し測定結果からその影響を除去
するためのプロセスをガイドします。

DUTとフィクスチャ

スルー標準 オープン／ショート標準

同軸
入力

同軸
入力

フィクスチャの右半分フィクスチャの左半分

DUTフィクスチャA フィクスチャB

同軸
入力

同軸
入力

フィクスチャの右半分フィクスチャの左半分

同軸
入力

同軸
入力

フィクスチャの右半分フィクスチャの左半分

フィクスチャA フィクスチャB フィクスチャA フィクスチャB

AFRがない場合

フィクスチャを評価しその影響を除去するには、電磁界シミュレーションソフトウェア
による複雑なモデリングや、TRL校正のような基板上に複数の校正標準を作成する必要
がありました。

AFRがある場合

最初に、フィクスチャへの入力部で基準面を使用して同軸で校正します。次に、フィク
スチャの2ポートスルーのレプリカまたはオープン／ショートで片側が終端されたフィ
クスチャのレプリカを標準として測定します。

より速く実行するには、DUTをインストールする前に、実際のフィクスチャ自体をオー
プン標準として測定します。AFRが自動的にフィクスチャを評価し、測定結果からその
影響を除去します。
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AFRの確度は、自作基板を使用したTRL校正同等ですが、 
はるかに容易に実行できます。 

測定例

以下の図で、緑色のトレースはAFRによるフィクスチャ除去前のBeatty標準DUTの測定結
果です。赤色のトレースは、AFRオープン標準フィクスチャ除去でのDUTの測定結果です。
青色のトレースは、AFRスルー標準フィクスチャ除去でのDUTの測定結果です。これらの
結果から、フィクスチャの不整合と長さの影響が、DUTの測定結果から除去されているこ
とがわかります。またAFRオープンおよびAFRスルー標準フィクスチャの特性評価の間に
は良好な相関が見られます。

さまざまなフィクスチャ誤差補正法の相対的な比較

DUTフィクスチャA フィクスチャB

Beatty標準DUT

周波数ドメインのS11およびS21

スルーフィクスチャ除去使用時

オープンフィクスチャ除去使用時

フィクスチャ除去前
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最も正確

最も簡単

Sパラメータディエンベディング
自動フィクスチャ 
除去スルー－反射－ライン(TRL)

ライン－反射－マッチ(LRM)

ショート－オープン－ロード－スルー (SOLT)

ノーマライゼーション
基準面校正

ポート延長
タイム・ドメイン・ ゲーティング

＝測定前誤差補正

＝測定後誤差補正



革新的な 
アプリケーション
PNA-Xのミリ波周波数への
拡張

PNA-X独自のハードウェアアーキテクチャの特長：

 – シングル掃引ミリ波ネットワーク・アナライザ構成で900 Hz ～ 120 GHzの周波数レンジ
をカバー

 – さまざまなシングルエンド／平衡ミリ波デバイス測定用の2ポート/4ポートソリュー
ション

 – 2個の位相制御された内蔵信号源を使用して、ミリ波周波数での差動測定およびI/Q測定が
可能

 – 内蔵パルス変調器とパルスジェネレーターを使用したミリ波パルスドRF測定ソリュー
ション

 – 高度な信号源出力校正手法により、ミリ波周波数の正確にレベリングされたパワー
 – 2個の内蔵信号源により、THz周波数エクステンダーモジュールを直接接続可

2ポートおよび4ポート広帯域 
シングル掃引ソリューション、
900 Hz～ 120 GHz

2ポートダイレクト接続 
システムアーキテクチャー

2ポート/4ポートバンド別 
構成

N5290/91A PNA-Xベースの120 GHzミリ波ネットワー
ク・アナライザは、4ポート構成にのみ対応しています。
2ポートソリューションを使用するには、2ポートPNAネッ
トワーク・アナライザを使用します。N5290/91A 広帯域
システムは、パッシブ／アクティブ／周波数変換デバイス
の特性を徹底的に評価するためのテスト機能を備えていま
す。これらのシステムは、N5251Aシステムの後継となる
コンパクトな製品で、より優れた性能と広い周波数レンジ
を備えています。

2ポートミリ波システムのブロック図（4ポートPNAと2
個のミリ波周波数エクステンダーを使用）。

N5262A ミリ波テストセットコントローラーは、4台
のミリ波テストモジュールをPNA-Xに接続できます。
2ポート測定の場合、N5261A ミリ波テストセットコ
ントローラーが使用できます。

VDIモジュールを4ポートPNA-Xに直接接続すると、1.5 THzまで
のSパラメータ測定が可能です。

THz測定

IF入力

信号源1

信号源2
出力1 出力2

パルス 
ジェネレーター

パルス 
変調器

パルス 
変調器

テストポート1
テストポート3

テストポート4 テストポート1

電源 電源

周波数エクステンダー 周波数エクステンダー
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専門家からのヒント

PNA-Xによる 
ミリ波 
アプリケーション

ミリ波スペクトラム解析

PNAベースのミリ波システムはスペクト
ラム解析アプリケーションをフル活用する
ことができます。この機能によって、ミリ
波周波数での高次高調波測定およびスプリ
アス測定を行うことができます。

スカラーミキサー測定

ミリ波周波数でのミキサーおよび周波数コ
ンバーターの変換損失／利得ならびに入力
／出力整合を測定します。

ミリ波周波数でのマルチチャネル測定

1回の接続またはウエハーにタッチダウンする
だけで、複数のPNAソフトウェアアプリケー
ションを使用して、ミリ波周波数でアクティブ
デバイスの特性を徹底的に評価できます。マル
チチャネル・セットアップの校正も、「Cal All 

Channels(全チャネルの校正)」機能を使用する
と簡単に実行できます。

ミリ波周波数での差動測定および 
I/Q測定

 – 高度な誤差補正手法による、業界最高の測
定確度

 – パワー制御機能搭載の位相掃引

PNAのスペクトラム・アナライザ・アプリケーションを
使用して、ミリ波増幅器の高調波を測定します。

デュアル信号源のPNA、N5292A 4ポートコントロー
ラー、広帯域周波数エクステンダーモジュールを使用し
て、ミリ波周波数でミキサーやコンバーターの特性を評
価します。PNAの第2信号源を使用してLO信号をミキサー
に供給します。

10 MHz ～ 125 GHz増幅器の特性評価には、Sパラメータ
に加えて、スペクトラム解析、利得圧縮、差動I/Qアプリケー
ションを使用します。

4ポートPNA、N5292A コントローラー、N5293A 周波数エ
クステンダーを使用した、平衡トランスインピーダンスアン
プの真の差動測定。

 – 再現性の高い校正を実現するために
は、1.0 mm校正基準用トルクレンチ
と、テストポートまたはテストケー
ブルのコネクタの回転を防ぐための
別のレンチを必ず一緒に使用してく
ださい。

 – 再現性の高い測定を実現するために
は、測定器とエクステンダーモジュー
ル間のケーブル全体が物理的に支え
られていることを確認してください。

 – キーサイトのマクロ（ダウンロード可
能）を使えば、直接接続のバンド別ミ
リ波セットアップを容易に構成でき
ます。テストセットコントローラー
は不要です。

 – マルチチャネルセットアップでは、
Cal All Channels機能を使用すること
により、校正プロセスが簡素化され
ます。
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基本波ミキサー

差動増幅器



革新的な 
アプリケーション
非線形波形と 
Xパラメータの 
特性評価
(S94510/514/518/520/521A)

ハイパワーデザインの問題

 – アクティブデバイスは、パワー効率、情報処理能力、出力パワーの増加といったデザイン上
の理由により、非線形領域までドライブされることが珍しくありません。

 – 大信号ドライブ条件では、アクティブデバイスによりタイムドメイン波形に歪みが生じ、高
調波、相互変調歪み、スペクトラムリグロースが生じます。

 – パラメータと制限されたノンリニア・ビヘイビア・モデルに依存する現在の回路シミュレー
ションツールは、デバイスやシステムの非線形動作を正確に解析して予測するにはすでに不
十分です。

 – 現在のタイムトゥマーケットの要求に応えるには、デザイン変更回数を減らすことが重要です。

非線形動作のSパラメータ

これまで、ハイパワー増幅器(HPA)を使用したシステムのデザインでは、増幅器のSパラメータを
ベクトル・ネットワーク・アナライザで測定し、結果をRFシミュレータにロードし、測定または
モデリングされた他の回路素子を追加し、シミュレーションを実行して、さまざまな負荷条件での
利得やパワー効率などのシステム性能を予測していました。

Sパラメータは、システムのすべての素子が線形であることを仮定しているため、実際のHPAにし
ばしば見られるように、増幅器が圧縮や飽和状態で動作している場合には、この手法では性能をう
まくシミュレートできません。特に、非線形動作を示すデバイスを2個カスケード接続した場合の
性能をシミュレートする場合、誤差が大きくなります。エンジニアはこの不正確さを考慮して作業
することもできますが、コストと手間のかかる経験に基づいたデザイン反復が不可避となり、デザ
インと検証のプロセスに必要な時間とコストが大幅に増加します。 
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キーサイトのNVNAは、以下のようなSパラメータを超える機能を 
提供します。

 – 実際の動作条件でアクティブデバイスやシステムを効率的かつ正確に解析／デザインす
ることにより、デザインサイクルを最大50 %削減

 – フル・ノンリニア・コンポーネント特性評価(S94510A)により、デバイス動作に関する
正確な情報が入手可能

 – 同軸、インフィクスチャ、オンウエハー環境でDUTの入射波、反射波、伝送波の校正
済みのタイムドメイン波形を表示

 – すべての高調波および歪みスペクトラム成分の振幅と位相を表示することにより、最
適な整合回路のデザインを実現

 – ダイナミック・ロード・ラインなどのユーザー定義表示が可能
 – NIST(National Institute of Science and Technology)に完全にトレーサブルな測定

 – XパラメータによるDUTの非線形動作の高速測定(S94514A)

 – リニアSパラメータを非線形動作領域まで拡張することにより、カスケード接続され
た非線形デバイスの動作を測定に基づいたデータを使用して正確に予測可能

 – NVNAのXパラメータをキーサイトのADS(Advanced Design System)インポートし
て、ノンリニアコンポーネント、モジュール、システムのシミュレーションとデザイ
ンをすばやく正確に実行可能

 – セルフヒート効果や信号依存バイアス変化などのメモリ効果の測定(S94518A)

 – 外部信号源または外部インピーダンスチューナーからの非線形コンポーネントの負荷依
存動作をXパラメータに追加*(S94520A)

 – 負荷依存性の高い非線形Xパラメータのための外部信号源／インピーダンスチューナーの
直接制御(S94521A)

*追加の負荷制御アプリケーションが必要です。

非線形動作を正確に評価する革新的なテクノロジー

今日のハイパワーデバイスのテストには、新しいソリューションが必要です。これは、大信
号条件でのデバイスの非線形動作をすばやく正確に測定し、リニアおよびノンリニア回路シ
ミュレーションで使用できる正確なビヘイビアモデルを提供できるものです。このようなソ
リューションとして、キーサイトのノンリニア・ベクトル・ネットワーク・アナライザ(NVNA)

とXパラメータがあります。

Keysight NVNAで線形／非線形コンポーネントの動作を詳細に測定し、キーサイトの
Advanced Design Systemでシミュレーションと最適化を正確に実行できます。

キーサイトのNVNAソフトウェアアプリケーションとアクセサリを使用すれば、キーサイトの4
ポートPNA-Xネットワーク・アナライザが高性能のノンリニア・ベクトル・ネットワーク・アナ
ライザになります。
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NVNAノンリニア測定
ADSシミュレーション／デザイン

MDIF 
ファイル

Xパラメータブロック

Xパラメータを使えば、不整合が小さいか中程度の条件
での正確なノンリニアシミュレーションが可能です。

これにより、複雑な非線形回路のコンポーネントの 
動作を予測できます。



LNA

PA

TR

コントローラ

RFケーブル

RFケーブル

RFケーブル

ユーザ提供の
アンテナ

ゲーティング

アイソレーション・
ハウジング

アイソレーション・
ハウジング

ゲーティング

単純化したトランシーバ

革新的な 
アプリケーション
高速で正確な
アンテナ測定用 
RFサブシステム

アンテナおよびレーダー断面積(RCS)測定の問題

 – 多くのデータポイントを収集するために、テストに時間がかかります。
 – 遠方界測定やRCS測定では、信号がテストレシーバーのノイズフロアに近く、測定のノイズ
が大きくなります。

 – 8530A アンテナレシーバー用のソフトウェアが広く使用されていますが、このレシーバーは
すでに販売とサポートが終了しています。

PNA-Xベースのアンテナソリューションの特長：

 – システムデザインの柔軟性：標準のPNA-XまたはN5264B（PNA-Xハードウェアを
ベースにした専用の低価格測定レシーバー）を選択可能

 – 高速測定：400,000個/sでデータポイントを5台のレシーバーで同時に収集でき、
8530Aに比べてテスト時間を3 ～ 5分の1に短縮可能

 – 5億ポイントの循環FIFOデータバッファーによる大量のデータ収集
 – IF帯域幅の選択とポイント・アベレージング・モードによる優れた測定感度
 – 内蔵の8530Aコードエミュレーションによる容易な移行

AUT

LAN

B/R2

A/R2

R1/R2

スキャナーコントローラー

信号源2出力

デルタ
仰角

デルタ
方位角

和

PNA-X
ネットワーク・アナライザ

レーダー断面積測定用に構成されたPNA-X

近傍界測定用に構成されたPNA-X
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増幅器
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トリガ入出力

ルーターハブ

N5264Bオプション108

LO出力（オプション108）

85309A
LO/IF
分配ユニット

85320B
基準
ミキサー

85320A
テストミキサー

LO入力

遠方界測定用に構成されたPNA-X測定レシーバー（IF入力を備えたPNA-Xオプ
ション020も使用可能）

8530Aシステムを新しいPNA-X測定レシーバーに移行した方が 
よい理由

 – 8530Aはすでにサポートが終了しているため、既存のシステムの保守が困難になっ
ていきます。

 – PNA-X測定レシーバーの特長：
 – 内蔵8530A コードエミュレーションにより、既存の測定ソフトウェアをすべ
て再利用できます。

 – 既存の8530A システムコンポーネントがすべて使用できます。
 – データ収集時間が80分の1に短縮されます。
 – オプションの内蔵ハイパワー出力信号源（オプション108）を使用すれば、リ
モートミキサーや周波数コンバーターのためのLOとして利用できます。

アンテナレシーバーとして最適な選択肢は？

アプリケーション N5264B測定
レシーバー

N524xB
PNA-X 

備考

近傍界 不適
(外部 
信号源が 
必要)

適 内蔵信号源により測定スループットが
向上
汎用コンポーネントテスト用にVNAを
使用可能

コンパクトレンジ 適 適 選択はアンテナレンジのサイズに依存

遠方界 適 不適 
(高コスト)

分散型手法により、システムコンポー
ネントを戦略的に配置して測定感度を
向上

パルスドRF 不適 適 PNA-Xの内蔵パルスジェネレーターと
変調器により、システム構成を簡素化
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専門家からのヒント

Keysight N5181A Keysight N5264B

GPS
レシーバー

10 MHz入力

GPS
レシーバー

10 MHz入力

信号源とPNA-Xに一般的な10 MHz基準信号を
供給する際に、距離が長すぎてBNCケーブルが
使用できない場合の対処方法は？

 – 低価格のGPS衛星レシーバーを使用して、高確
度の10 MHz基準信号を得ることができます。

 – 1つのGPSレシーバーを送信信号源の近くに、 
もう1つをPNA-Xの近くに配置します。

 – この手法は、数100 mから数km以上まで、
あらゆる距離で利用できます。

1. PNA-XをLANまたはGPIBで信号源に接続します。
2. External Device Configuration機能を使用します。
3. Propertiesセクションで、以下の手順を実行します。

 – 外部信号源の名前を入力し、Device TypeをSourceに変更し、適切なド
ライバーを選択します。

 – Device Propertiesの下で、次の2つのトリガモードのどちらかを選
択します。Software CW（トリガケーブルが不要だが低速）、または
Hardware List（高速だがTTLトリガが必要）

 – PNA-Xと信号源との間の距離が長すぎてBNCトリガケーブルが使用でき
ない場合（＞40 m）は、Keysight E5818AトリガボックスとLANハブの組
み合わせが適しています。

革新的な 
アプリケーション
高速で正確な 
アンテナ測定用 
RFサブシステム(続き)

外部信号源を 
制御する方法は？
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N5249B 
N5241B 
N5242B

N5244B
N5245B

N5247B

周波数レンジ 10 MHz～ 8.5 GHz
10 MHz～ 13.5 GHz 
10 MHz～ 26.5 GHz1

10 MHz～ 43.5 GHz
10 MHz～ 50 GHz

10 MHz～ 67 GHz1

システム・ 
ダイナミック・ 
レンジ (20 GHz)

121～ 130 dB構成に依存
124～ 141 dBダイレクト・レシーバー・ 
アクセス 使用時（代表値）

121～ 125 dB構成に依存
133～ 137 dBダイレクト・レシーバー・
アクセス 使用時（代表値）

122～ 129 dB構成に依存
136～ 140 dBダイレクト・レシーバー・
アクセス 使用時（代表値）

テストポートでの 
最大出力パワー 
(20 GHz)

+13 dBm (オプション 201、401)
+10 dBm (オプション 21x、41x) 
+15 dBm (オプション 22x) 
+10 dBm (オプション 42x)

+13 dBm (オプション 201、401)
+10 dBm (オプション 21x、41x)
+10 dBm (オプション 22x、42x)

+11 dBm (オプション 201、401)
+8 dBm (オプション 219、419)
+7 dBm (オプション 224、423)

最大パワー掃引レンジ 38 dB

補正後の仕様2 (2ポート校正、3.5 mm)
Dir 44～ 48 dB
SM 31～ 40 dB
LM 44～ 48 dB
Refl trk ± 0.003～ 0.006 dB
Trans trk ± 0.015～ 0.104 dB

(2ポート校正、2.4 mm)
Dir 36～ 42 dB
SM 31～ 41 dB
LM 35～ 42 dB
Refl trk ± 0.001～ 0.027 dB
Trans trk ± 0.020～ 0.182 dB

(2ポート校正、1.85 mm)
Dir 34～ 41 dB
SM 34～ 44 dB
LM 33～ 41
Refl trk 0.01～ 0.33 
Trans trk 0.061～ 0.17 dB

トレースノイズ 0.002 dB rms (1 kHz帯域幅)

高調波 (ポート 1、3) 
 10 MHz～ 2 GHz 
 > 2 GHz

 -51 dBc（代表値）
-60 dBc（代表値）

バイアスティー、最大
電流、電圧

± 200 mA、± 40 VDC

寸法 
（高さ×幅× 奥行き） 

(脚、ハンドルを含む)
280 x 459 x 578 mm 280 x 459 x 649 mm 280 x 459 x 649 mm

重量 (公称値　正味)、 
2ポート
4ポート

27 kg
37 kg

46 kg
49 kg

46 kg
49 kg

仕様と機能の比較

優れた性能

1. 以下のモデル構成は、最小900 Hzまで動作します：N5242Bオプション425（オプション029あり／なし）、およびN5247Bオプション425（オプション029あり）。
2. Dir＝方向性、SM＝ソースマッチ、LM＝ロードマッチ、Refl trk＝反射トラッキング、Trans trk＝伝送トラッキング
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PNA-Xネットワーク・アナライザ

PNA-X構成情報

テストセット 概要 その他の情報

オプション201 2ポート、シングル信号源、拡張可能テストセット

オプション2172 2ポート、シングル信号源、拡張可能テストセット、レシーバー 
アッテネータ

N5247Bでは使用不可

オプション219 2ポート、シングル信号源、拡張可能テストセット、レシーバー
アッテネータ、バイアスティー

オプション2222 2ポート、デュアル信号源、拡張可能テストセット、レシーバー
アッテネータ、コンバイナー、メカニカルスイッチ

セットアップの柔軟性を最大限に高めるための追加の 
RFジャンパーを含む

オプション224 2ポート、デュアル信号源、拡張可能テストセット、レシーバー
アッテネータ、コンバイナー、メカニカルスイッチ、 
バイアスティー

セットアップの柔軟性を最大限に高めるための追加の 
RFジャンパーを含む

オプション4011 4ポート、デュアル信号源、拡張可能テストセット

オプション4171、2 4ポート、デュアル信号源、拡張可能テストセット、レシーバー
アッテネータ

N5247Bでは使用不可

オプション4191 4ポート、デュアル信号源、拡張可能テストセット、レシーバー
アッテネータ、バイアスティー

オプション4221、2 4ポート、デュアル信号源、拡張可能テストセット、レシーバー
アッテネータ、コンバイナー、メカニカルスイッチ

セットアップの柔軟性を最大限に高めるための追加の 
RFジャンパーを含む

オプション4231 4ポート、デュアル信号源、拡張可能テストセット、レシーバー
アッテネータ、コンバイナー、メカニカルスイッチ、 
バイアスティー

セットアップの柔軟性を最大限に高めるための追加の 
RFジャンパーを含む

オプション4251 4ポート、デュアル信号源、拡張可能テストセット、レシーバー
アッテネータ、コンバイナー、メカニカルスイッチ、 
バイアスティー、低周波側の拡張

セットアップの柔軟性を最大限に高めるための追加のRF
ジャンパーを含む。N5242B（低雑音レシーバーオプション
029あり／なし）、およびN5247B（オプション029あり）で
のみ使用可能。

追加ハードウェア

オプション020 IF入力の追加 アンテナ測定およびミリ波エクステンダー用

オプション021 第1信号源へのパルス変調器の追加

オプション022 第2信号源へのパルス変調器の追加 オプション22x、40x、41x、42xのいずれか1つが必要

オプション029 低ノイズレシーバーの追加 S93029A アプリケーションソフトウェアは、雑音指数測
定やノイズパワー測定でノイズレシーバーを制御するの
に必要。N5241/42/49Bの場合、オプション21x、22x、
41x、42xのいずれか1つが必要。N5244/45/47Bの場合、オ
プション22xまたは42xのいずれか1つが必要。N5247Bでは、
ノイズレシーバーは最高50 GHzでのみ動作。

1. 第2信号源の周波数を独立して制御するには、以下のいずれかのソフトウェアアプリケーションが必要です：S93080/029/082/083/084/086/087/089/090x/093/094A
2. ハイパワー設定に推奨。テスト・ポート・カップラーの最大パワー定格は＋43 dBmです（測定器内の他のコンポーネントを保護するには、通常、追加のアッテネータまたは
アイソレーターが必要です）。

オプション構成
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PNA-X構成情報(続き)

PNA-X シリーズ 概要 その他の情報

アプリケーションソフトウェア1

S93007A 自動フィクスチャ除去

S93010A タイムドメイン解析

S93025A 基本的なパルスドRF測定 内蔵パルスジェネレーターの制御を含む。パルス幅は広帯域検波を使
用した場合で最小200 ns

S93026A 高度なパルスドRF測定 内蔵パルスジェネレーターの制御を含む。パルス幅は、広帯域検波を
使用した場合は最小100 ns、狭帯域検波を使用した場合は最小20 ns

S93029A ベクトル補正を使用した雑音指数測定 2 ハードウェアオプションN524xB-029がない場合は、標準レシーバーを
使用

S93080A 周波数オフセット測定 内蔵信号源およびレシーバーの周波数を個別に設定したり、外部信号
源を設定することが可能。この機能は、S93029/082/083/084/086/087/
089/090x/093/094Aに付属。

S93082A スカラーミキサー／コンバーター測定 SMC測定を追加。S93082AはS93083Aのサブセット。

S93083A ベクトル／スカラーミキサー／コンバーター 
測定3 

SMC＋位相およびVMC測定の追加

S93084A エンベディッドLO機能 S93029/082/083/086/087Aで動作

S93086A 利得圧縮測定

S93087A 相互変調歪み測定4 PNAテストセット・オプション200、210、400、410では使用不可

S93088A 信号源位相制御

S93089A 差動／ I/Qデバイス測定 4ポート・テストセット・オプション(4xx)が必要

S930900A スペクトラム解析、最高8.5 GHz5

S930901A スペクトラム解析、最高13.5 GHz5

S930902A スペクトラム解析、最高26.5 GHz5

S930904A スペクトラム解析、最高43.5 GHz5

S930905A スペクトラム解析、最高50 GHz5

S930907A スペクトラム解析、最高67 GHz5

S930909A スペクトラム解析、最高90 GHz5

S93093A スペクトラム解析、最高110 GHz

S93094A スペクトラム解析、＞110 GHz

S93118A 高速CW測定

S93460A 真の差動信号による評価 4ポート・テストセット・オプション(4xx)が必要

S93551A Nポート測定6、7 テストセット・オプション200、210、400、410では使用不可

1.  サポートされているソフトウェアライセンスのタイプ：固定永久(1FP)、トランスポータブル永久(1TP)、固定1年(1FY)、トランスポータブル1年(1TY)（注記：S93093A、
S93094A、S93898A、S94510Aは固定ライセンスタイプのみ）。

2. N522xBおよびN5241/42/49Bの場合、ベクトル雑音補正測定でインピーダンスチューナーとして使用するためには、ECalが必要です。オプション029搭載のN5244/45/47Bの
場合は、チューナーが内蔵されています。標準レシーバーを使用する場合は、ノイズ校正にはパワーメータが必要です。低ノイズレシーバー（オプション029）を使用する場合は、
パワーメータか346シリーズ ノイズソースが必要です（Keysight 346Cまたは346C-K01を推奨）。ミキサーやコンバーターの測定には、パワーメータが必要です。

3.  VMC測定で基準ミキサーを接続する場合や、コムジェネレーターベースの校正を使用したSMC＋位相測定の場合は、拡張可能テストセットが必要です。PNAテストセットと一
緒にオプション200、210、400または410（フロントパネルにジャンパーなし）をオーダーした場合は、位相測定と遅延測定を実行するには、SMC＋位相と校正ミキサーを使用す
る必要があります。

4. S93087Aは、PNA-Xオプション22xまたは42xがなくても使用できますが、場合によっては、信号発生器やコンバイナーなどの外部機器が必要です。
5. 大きな入力信号を測定する場合は、レシーバーの圧縮を回避するためには、レシーバーアッテネータ内蔵のテストセットを使用することをお勧めします。
6.  テストセットをオーダーする場合は、適切なインタフェースキットを選択してください。
7.  S93551Aとマルチポート・テスト・セットを使用してマルチポート・アナライザとして構成する場合は、オプション22xまたは42xのコンバイナー機能は一時的に使用不可になり

ます。スタンドアロンのアナライザとして構成した場合、コンバイナー機能が使用可能になります。
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PNA-X構成情報(続き)

PNA-X シリーズ 概要 その他の情報

ノンリニア・ベクトル・ネットワーク解析1

S94510A2 ノンリニアコンポーネントの特性評価 テスト・セット・オプション41xまたは42xが必要

S94511A2 ノンリニアコンポーネントの特性評価 エクスポート制御バージョン。テスト・セット・オプション41xまたは 
42xが必要

S94514A3 ノンリニアXパラメータ4、5 テスト・セット・オプション42xおよびアプリケーションソフトウェア
S94510Aが必要

S94518A ノンリニア・パルス・エンベロープ・ドメイン ハードウェアオプション021およびアプリケーションソフトウェア
S94510A、およびS93025AまたはS93026Aが必要

S94520A 任意負荷インピーダンスXパラメータ4、5 アプリケーション・ソフトウェアS94514Aが必要

S94521A 任意負荷制御Xパラメータ4、5 アプリケーション・ソフトウェアS94520Aが必要

必要なNVNAアクセサリ

 –  U9391C 10 MHz～ 26.5 GHz、U9391F 10 MHz～ 50 GHz、またはU9391G 10 MHz～ 67 GHzコムジェネレーター（非線形測定には2台必要）
 – キーサイトのパワーメータ／センサまたはUSBパワーセンサ
 – キーサイトの校正キット、メカニカルまたはECal
 – Xパラメータ抽出用のキーサイト信号発生器、EXG、MXGまたはPSG（10 MHzトーン間隔のアプリケーションにはPNA-Xの10 MHz基準出力が 
使用可能）

アクセサリ、校正オプション

PNA-X シリーズ 概要 その他の情報

アクセサリ

N524xB-1CM ハンドルなしで使用する場合のラック・マウント・キット

N524xB-1CP ハンドル付きで使用する場合のラック・マウント・キット

N1966A パルスI/Oアダプター

U9391C/F/G コムジェネレーター 1

校正ソフトウェア

S93898A コンプライアンス校正用の内蔵性能テスト 
ソフトウェア6

校正証明書

N524xB-1A7 ISO 17025準拠校正

N524xB-UK6 テストデータ付き校正証明書

N524xB-A6J ANSI Z540準拠校正

必要なNVNAアクセサリ

 – U9391C 10 MHz～ 26.5 GHz、U9391F 10 MHz～ 50 GHz、またはU9391G 10 MHz～ 67 GHzコムジェネレーター（非線形測定には2台必要）
 – キーサイトのパワーメータ／センサまたはUSBパワーセンサ
 – キーサイトの校正キット、メカニカルまたはECal
 – Xパラメータ抽出用のキーサイト信号発生器、MXGまたはPSG（10 MHzトーン間隔のアプリケーションには内部10 MHz基準出力が使用可能）

1.  完全に構成済みのNVNAシステムの場合、2台のコムジェネレーター（電源搭載）、Keysight校正キット（メカニカルまたはECal）、パワーメータ／センサまたはUSBパワーセンサが必
要です。

2.  パルス機能には、オプション021およびS93025AまたはS93026Aが必要です。
3.  パルス機能には、オプション021、022およびS93025AまたはS93026Aが必要です。
4.  Xパラメータ抽出用のEXG、MXGまたはPSG信号発生器が必要です（10 MHzトーン間隔のアプリケーションにはPNA-Xの10 MHz基準出力が使用可能）。
5.  Xパラメータは、米国、欧州、日本などにおけるキーサイト・テクノロジーの商標および登録商標です。Xパラメータのフォーマットと基礎となる式は公開され、文書化されてい

ます。詳細については、www.keysight.co.jp/find/eesof-x-parameters-info をご覧ください。
6.  追加ハードウェアが必要です。必要なサービステスト機器については、アナライザのサービスガイドを参照してください。
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その他の情報

最新のPNA-Xアプリケーションノートのダウンロード：
下記のページから最新のPNA-Xアプリケーションノートをダウンロードして、測定に関する詳細
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