Keysight E5063A
ENAシリーズ PCボード・アナライザ
Technical Overview

PCボード製造テストのための最高の
ソリューション
・ 確度とR&Rの向上
・ 多言語のサポート
・ ESDに対する信頼性の向上

困難なプリント基板製造の問題解決に最適
電子回路の高速化に伴い、プリント回路基板（PCボード）のシグナルインテグリティーが性能に与える影響が大きくなり、制御されたインピ
ーダンスを持つPCボードの必要性が高まっています。また、スマートフォンやタブレットなどの無線デバイスの普及により、PCボードにア
ンテナが内蔵されるケースも増えています。このため、従来のタイムドメインのインピーダンス測定に加えて、PCボード内蔵アンテナの周
波数ドメイン応答を測定する必要が高まっています。

E5063A PCボード・アナライザは、E5063A
ENAシリーズ ネットワーク・アナライザ
とオプション011
（ タイムドメイン解析／
テストウィザード）から構成されています。

E5063Aは周波数ドメイン測定機能を備え、
オプション011によりタイムドメイン解析
機能とPCボード製造テスト専用のグラフィ
カル・ユーザー・インタフェースが追加さ
れます。

U1810B USB同軸スイッチを追加すれば、ポ
ート数を最大4個に拡張でき、シングルエン
ドプローブと差動プローブの両方に同時に
接続できます。

主な特長と利点

PCボード製造テストの
短期間での立ち上げと
最適化に必要な速度、
確度、使いやすさ。

・ 最大18 GHzの帯域幅と24.8 psの立ち上がり時間により、最新のPCボードデザインに
対応可能
・ 最高の性能
・ 広いダイナミックレンジ
（4.5 GHzで＞100 dB）
により、DUTの真の性能を表示可能
・ 低ノイズフロア（75 μVrm）により、正確で再現性の高い測定を実現
・ 高速測定（154 ms
（1601ポイント、フル2ポート校正使用時））により、リアルタイ

E5063A PCボード・

アナライザは
PCボード測定の世界を
変えます。

ム解析が可能
・ 最新の誤差補正手法の導入により、測定誤差を低減
・ 自動スキュー補正により、フィクスチャ／プローブの影響を簡単に除去可能
・ フル校正（ECal）により、最高の測定確度を実現
・ ENAのハードウェアとソフトウェアのすべてのオプションがいつでもアップグレード可
能。今必要なものを購入して、後で要件が変化した場合はアップグレードすることで、
投資を保護。
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E5063A ENAシリーズ PCボード・アナライザ
PCボード製造テストに最適なソリューション
PCボード製造テストのための3つのブレークスルー
TDRオシロスコープに基づく従来のソリューションに比べて、E5063A
PCボード・アナライザには以下の特長があります。
・ 確度とR&R
（反復測定精度と再現性）の向上
・ 多言語のサポート
・ ESDに対する信頼性の向上

確度とR&Rの向上
確度の新しい標準を実現
・ 正確で再現性のある測定を実現する低
ノイズフロア
・ 最先端の誤差補正手法により、測定シ
ステムでなくデバイスの性能を測定

多言語のサポート
ユーザーの言語で使用できる
アナライザ
・ 母国語で作業した方が効率が上がる場
合が多いので、多言語のユーザーイン
タフェースが装備されています。
・ 現時点で使用可能な言語は、英語、簡
体字／繁体字中国語、日本語、韓国語

ESDに対する信頼性の向上
保護回路を測定器に内蔵
・ 独自の静電放電（ESD）保護チップによ
り、ESDに対する信頼性の大幅な向上
と優れたRF性能を実現
・ 信頼性の高いアーキテクチャーにより、

ESDに よ る 測 定 器 の 故 障 を 最 小 化 し
て、測定器の修理費用やダウンタイム
に関する懸念を軽減
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E5063A ENAシリーズ PCボード・アナライザ
PCボード製造テストに最適なソリューション
PCボード・アナライザのユーザーインタフェースは、PCボード上の制御されたインピーダ
ンスとリターンロスの測定向けに設計されています。PCボード・アナライザの外観と使い
勝手はこれまでのソリューションに類似しているので、オペレーターに対する長時間のトレ
ーニングなしでも容易に使用できます。

テスト編集モード
テストファイルの作成と変更は、内蔵されているテスト・ファイル・エディタを使って容易
に行えます。ほとんどのファイルは、マウスを数回クリックするだけで作成できます。テス
トファイルは、異なる制御インピーダンストレースを持つボードを自動的にテストするのに
便利です。

テスト実行モード
技術知識のないオペレーター向けのシンプルでわかりやすいユーザーインタフェースです。
測定の実行に必要な情報は、すべてテストファイルに保存されています。オペレーターが適
切なテストファイルをリストから選択するだけで、テストが行えます。
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E5063A ENAシリーズPCボード・アナライザ
PCボード製造テストに最適なソリューション
ウィザード
セットアップウィザードと誤差補正ウィザードにより、直観的でミスのないセットアップ、
誤差補正、測定が可能です。

一般的な調整専用のコントロール
・ 垂直スケールと水平スケールは、ソフ
トウェアノブで最適化できます。さら
に、水平軸の単位として時間または距
離（ヤード・ポンド法またはメートル
法）が使用できます。
・ DUT長ウィザードは、DUTの長さを自
動的に測定します。DUT長設定は、測
定の最適なタイムスパンを設定するた
めに使用されます。タイムスパンを設
定 後、 テ ス ト リ ミ ッ ト は ト レ ー ス 長
の％で定義できます。リミットのタイ
プとして、絶対値、平均値、またはマ
ルチセグメントが使用可能です。
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PCボード製造テストのための3つのブレークスルー
確度とR&Rの向上
測 定 の 確 度、反 復 測 定 精 度、再 現 性 は、

測定誤差がなければ、良品と不良品を自信
を持って区別できます。

OEMと加工メーカー間の測定の相関のた
めにも、また歩留まりを改善するためにも
重要な要素です。

合格

不合格

不合格

主な考慮事項として、測定の絶対確度と

R&R（反復測定精度と再現性）があります。
確度とR&Rに影響する要因には、ケーブ

下限値

ル、フィクスチャとプローブ、テスト機

上限値

値

器、オペレーターなどさまざまなものがあ
ります。

測定誤差がある場合、製品が良品かどうか
誤差補正は、ケーブル、フィクスチャと

についての疑問が生じます。

プローブ、テスト機器に起因する系統誤
差を除去するための強力な手法です。
不確かさ

PCボード・アナライザは、最先端の誤差
補正手法により、測定誤差を減らし、最

不合格

不確かさ
合格

不合格

新世代の製品に必要な確度の新しい標準
を実現します。

下限値

上限値

値

測定誤差を考慮するためにガード・バンド
を設けることもできますが、歩留まりが下
がります。
ガード・バンド
不合格

合格

下限値

不合格

上限値

値
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ガード・バンド

PCボード製造テストのための3つのブレークスルー
誤差補正

誤差補正技法
確度が
高い

フル校正
（SOLT）

フル校正
（ECal）

スキュー補正と
損失補正

確度

スキュー補正
（ポート延長）

難易度

易しい

確度レベルの選択：複雑さと確度のトレードオフ
長年にわたって、テストフィクスチャやプローブによる測定への影響を除去するための手法
が数多く開発されてきました。各誤差補正手法の難易度は、各手法の確度に関連しています。
各アプリケーションに適した誤差補正手法を柔軟に選択できるテストシステムであることが
重要です。
・ スキュー補正（ポート延長とも呼ばれる）では、校正基準面がDUTまで数学的に延長され、
テストセットアップに起因する遅延が除去されます。これは使いやすい手法ですが、不
要な構造であるプローブとフィクスチャが完全な伝送ライン（フラットな振幅応答、リ
ニアな位相応答、一定のインピーダンス）として動作することを仮定しています。プロー
ブとフィクスチャが非常によくデザインされている場合、この手法で確度の高い結果が
得られます。
・ スキュー補正と損失補正では、校正基準面がDUTまで数学的に延長され、テストセット
アップに起因する遅延と損失が除去されます。この手法は、難易度と確度のバランスが
取れた手法です。
（SOLT）は、最も包括的な校正の1つです。この校正では、テストセットアップ
・ フル校正
に起因する遅延、損失、不整合が除去され、非常に確度の高い測定が可能です。
・ 電子校正（Ecal）は、フル校正を短時間で容易に実行するための半導体校正ソリューショ
ンです。従来のメカニカル校正は、オペレーターの作業が複雑で、ミスが生じやすいも
のでした。ECalでは、オペレーターはECalモジュールを測定器に接続し、ボタンを押
すだけで、校正できます。

07

PCボード製造テストのための3つのブレークスルー
多言語のサポート

ユーザーの言語で使用できるアナライザ
母国語で作業した方が効率が上がる場合が多いので、多言語のユーザーインタフェースが装
備されています。
現時点で使用可能な言語は、英語、簡体字／繁体字中国語、日本語、韓国語です。

ESDに対する信頼性の向上

PCボードテストなどのアプリケーションでは、DUTに大きな静電荷が蓄積されている場合
があります。
従来の測定器をこのような状況で使用する場合、測定器が静電放電（ESD）により損傷を受け
ないようにするために、特に注意が必要です。ESDに対する脆弱性は、保守コストの増加や
長時間にわたる修理の原因になります。

E5063A PCボード・アナライザは、測定器に保護回路が内蔵され、ESDに対する高い信頼
性が備わっています。
キーサイト・テクノロジーでは、RFデザインに関する専門知識を駆使して、優れたRF性能
を維持すると同時に、独自のESD保護チップなどのテクノロジーに投資してESDに対する信
頼性を大幅に高めてきました。

ESD耐性

IEC 801-2人体モデル。（150 pF、330 Ω）RF出力の中心ピンを3 kV、
10サイクルでテスト
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主な仕様
定義
・ 仕様：保証されている性能。特に記載のない限り、仕様はすべて、23 ℃（±5 ℃）の温度、測定器の電源投入から90分後に適用されます。
仕様には、予想される性能の統計分布、測定の不確かさ、環境条件による性能の変化を考慮するためのガードバンドが含まれています。
・ 代表値：ガードバンドを含まない平均的な機器の期待される性能を表します。製品保証の対象ではありません。
・ 特性値：性能レベルを表さない一般的な用語です。

テストセットオプション
帯域幅

オプション2H5

オプション285

オプション245

18 GHz

8.5 GHz

4.5 GHz

仕様

入力コネクタ

特性値

N型（メス）

入力インピーダンス

特性値

50 Ω（公称値）

最大非破壊電圧

代表値

±35 Vdc

TDRスティミュラス

1

TDRステップ立ち上がり時間
（10 ％〜 90 ％）
（最小値）2
自由空間（εr＝1）でのTDRステップ応答分
3
解能（最小値）

TDRスキュー補正範囲
4
（テストケーブル長）
（最大値）
DUT長（最大値）5
TDRスティミュラスの繰り返し周波数
（最大値）
RMS雑音レベル6

特性値

ステップ

仕様

24.8 ps

52.4 ps

99.1 ps

特性値

7.4 mm

15.8 mm

29.7 mm

仕様

50 ns

仕様

1.25 μs

仕様

18 MHz

代表値

8.5 MHz

4.5 MHz

75 μVrms

1. PCボード・アナライザのタイムドメイン機能は、応答がタイムドメインで表示される点で、TDRオシロスコープのタイム・ドメイン・リフレクトメトリ
（TDR）測定と似ています。TDRオシロスコープでは、パルスまたはステップ信号をDUTに入力して、反射波の時間軸上での変化を測定します。PCボード・
アナライザでは、正弦波信号をDUTに入力して、反射波の周波数軸上での変化を測定します。その後、周波数ドメイン応答を、逆フーリエ変換を使用して
タイムドメインに変換します。

2. 最小値は、DUTの長さ設定によって制限される場合があります。
3. 立ち上がり時間を応答分解能に変換するには、立ち上がり時間にc（自由空間での光の速度）を乗算します。実際の物理長を計算するには、この自由空間での
（伝送ライン上の相対伝搬速度）を乗算します。ほとんどのケーブルは、ポリエチレン絶縁材の場合で0.66、PTFE絶縁材の場合で0.7の相対速度を持っ
値にvf
ています。

4. 測定品質の低下を最小限に抑えるために、DUTの接続に高品質のケーブルとプローブを使用することをお勧めします。ケーブルは、低損失／低反射で、曲
げたときの性能変化が最小である必要があります。

5. 最大DUT長は、DUT長とテストケーブル長の和です。DUT長（秒単位）を自由空間での距離に変換するには、時間軸の値にc（自由空間での光の速度）を乗算し
（伝送ライン上の相対伝搬速度）を乗算します。ほとんどのケーブルは、ポリエチレン絶縁材の
ます。実際の物理長を計算するには、この自由空間での値にvf
場合で0.66、PTFE絶縁材の場合で0.7の相対速度を持っています。
6. 50 Ω DUT、デフォルト設定の場合のRMS雑音レベルです。

詳細については、E5063A ENAシリーズ ネットワーク・アナライザのデータシートを参照してください。

http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5991-3615EN.pdf
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オーダ情報
ステップ1：周波数レンジの選択
オプション

概要

E5063A-245

2ポート・テストセット、100 kHz 〜 4.5 GHz

E5063A-285

2ポート・テストセット、100 kHz 〜 8.5 GHz

E5063A-2H5

2ポート・テストセット、100 kHz 〜 18 GHz

ステップ2：追加オプションの選択（必須）
オプション

概要

E5063A-011

タイムドメイン解析／テストウィザード

ステップ3：アクセサリの選択（オプション）
製品

概要

U1810B

USB同軸スイッチ、DC 〜 18 GHz、SPDT

85092C

ECalモジュール、2ポート、300 kHz 〜 9 GHz、N型

85093C

ECalモジュール、2ポート、300 kHz 〜 9 GHz、3.5 mm

N4690C

ECalモジュール、2ポート、300 kHz 〜 18 GHz、N型

N4691B

ECalモジュール、2ポート、300 kHz 〜 26.5 GHz、3.5 mm

N4431B

ECalモジュール、4ポート、300 kHz 〜 13.5 GHz、3.5 mmまたはN型

N4432A

ECalモジュール、4ポート、300 kHz 〜 18 GHz、N型

N4433A

ECalモジュール、4ポート、300 kHz 〜 20 GHz、3.5 mm

アップグレードオプション

オプション

概要

E5063AU-285

4.5 GHzから8.5 GHzへのアップグレード

E5063AU-2H5

4.5 GHzから18 GHzへのアップグレード

E5063AU-2H6

8.5 GHzから18 GHzへのアップグレード

E5063AU-011

タイムドメイン解析／テストウィザード

10

代表的なシステム構成
シングルエンドおよび差動プローブ、18 GHzシステム
（PCボード・アナライザでは任意のサードパーティー製TDRパッシブプローブが使用できます）
数量

オプション／製品

概要

1

E5063A-2H5

2ポート・テストセット、100 kHz 〜 18 GHz

1

E5063A-011

タイムドメイン解析／テストウィザード

1

U1810B

USB同軸スイッチ、DC 〜 18 GHz、SPDT

1

N4433A

ECalモジュール、300 kHz 〜 20 GHz、3.5 mm、4ポート

詳細については、E5063A ENAシリーズ ネットワーク・アナライザ構成ガイド（http://

literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5991-3616EN.pdf）をご覧ください。

Webリソース
E5063A ENAシリーズ PCボード・アナライザ

www.keysight.co.jp/find/ena-pcb
ENAシリーズ RFネットワーク・アナライザ

www.keysight.co.jp/find/ena
ENAシリーズ サービス／サポート

www.keysight.co.jp/find/ena_support
電子校正（ECal）モジュール

www.agilent.co.jp/find/ecal-j

関連カタログ
E5063A ENAシリーズ ネットワーク・アナライザ、Brochure

http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5991-3614JAJP.pdf
E5063A ENA Series Network Analyzer Data Sheet

http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5991-3615EN.pdf
E5063A ENA Series Network Analyzer Configuration Guide

http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5991-3616EN.pdf
ネットワーク・アナライザ、Selection Guide

http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5989-7603JAJP.pdf
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