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キーサイトの導波管パワーセンサを使用すれば、50～110 GHz
の周波数レンジで、正確で信頼性の高い測定が行えます。
キーサイトの導波管パワーセンサは、Vバンド、Eバンド、Wバンドのスペクトラムに対応し、優れたSWR、
高い信頼性、低損失を実現しています。また、50 MHz校正ポートにより測定の不確かさを低減します。さら
に、キーサイトE8486A（オプション200）導波管センサと組み合わせれば、-60～+20 dBmの広いダイナミッ
クレンジが得られます。

ご使用のキーサイトのパワーメータで使用可能
キーサイト導波管パワーセンサは、キーサイトEPM（E4418B/19B、N1913A/14A）、EPM-P（E4416A/17A）、 
Pシリーズ（N1911A/12A）のパワーメータで使用できます。V8486AおよびW8486Aは、435B、436A、437B、 
438A、70100A、E1416A、E4418A、E4419Aなど販売完了、あるいは旧型のパワーメータでも使用可能です。

優れたSWRの実現
RF／マイクロ波パワー測定では、一般にセンサと信号源の不整合が誤差の最大の原因となっています。不整
合による測定の不確かさを最小限に抑えるために、キーサイト導波管センサは1.06 （> 30 dBのリターンロ
ス）の優れたSWRを実現しています。

50 MHz校正
パワーメータによる校正を容易にするため、キーサイト導波管パワーセンサには50 MHzの校正ポートが
組み込まれています。このため、メータ／センサの組み合わせが異なる場合でも、測定にばらつきが生じ
ることも、温度変化による不確かさが生じることもありません。さらに、ミリ波周波数においても米国の
NIST（National Institute of Standard and Technology）に準拠したトレーサビリティを提供しています。

高い信頼性
キーサイト導波管センサには、他のキーサイトセンサと同様にModified Barrier Integrated Diode (MBID) 

テクノロジーが採用されており、常に2乗特性で作動するため、真の平均値を検出できます。

導波管パワーセンサの比較表

モデル 周波数レンジ パワーリニアリティ1 最大パワー コネクタタイプ

E8486A-100 60 ～ 90 GHz –30 ～ +10 dBm: < ±1% 
+10 ～ +20 dBm: < ±2% 2 
+10 ～ +20 dBm: < +1、–3% 3

200 mW 平均、 
40 W ピーク 
（10.μs/パルス、0.5%デューティー・サイクル）

導波管フランジ： 
UG-387/Uフランジ、EIA WR-12

E8486A-200 60 ～ 90 GHz –60 ～ –30 dBm: < ±1.5% 
–30 ～ +10 dBm; < 1.5% 
+10 ～ +20 dBm: < ±1.5%

200 mW 平均、 
1 W ピーク
（10.μs/パルス、0.5%デューティー・サイクル）

導波管フランジ： 
UG-387/Uフランジ、EIA WR-12

V8486A 50 ～ 75 GHz –30 +10 dBm: (±1%) 
+10 ～ +20 dBm: (±2%)

200 mW 平均、 
40 W ピーク 
（10.μs/パルス、0.5%デューティー・サイクル）

導波管フランジ： 
UG-385/U

W8486A 75 ～ 110 GHz ±2% 200 mW 平均、 
40 W ピーク 
（10.μs/パルス、0.5%デューティー・サイクル）

導波管フランジ： 
UG-387/U

1.   注記したパワーレンジ以外では、偏差は無視できます
2.  EPMシリーズ パワーメータ
3.   他のすべてのキーサイト パワーメータ
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E8486A Eバンド 導波管パワーセンサ

図1. E8486A-100にはEEPROMが内蔵されていません。センサの背面に印刷されている校正係数を、あらかじめパワーメータに入力する必要 
があります。

図2. E8486A-200には校正係数を記録するためのEEPROMが内蔵されています。

E8486A導波管パワーセンサを使用すれば、Eバンド通信アプリケーションにもすばやく対応できます。E8486A

は、WR-12フランジ・コネクタに対応した設計で、Eバンド周波数レンジで正確な導波管測定が直接可能です。
また、キーサイトのほとんどのパワーメータで使用できます。-60 ～ +20 dBmの広いダイナミックレンジと
1.06のSWR性能により、不整合による測定の不確かさを最小限に抑えられるため、低出力信号でも高い確度が
得られます。E8486A導波管パワーセンサを使用すれば、Eバンドアプリケーションに必要な精度と確度が1台の
パワーセンサで得ることができます。

仕様

パワーレンジ オプション100：1 μW ～ 100 mW (–30 ～ +20 dBm) 
オプション200：1 nW ～ 100 mW (–60 ～ +20 dBm)

周波数レンジ 1 60 ～ 90 GHz

校正係数の入力 オプション100： EEPROMが内蔵されていません。校正係数をあらかじめパワーメータに入力
する必要があります。校正係数ラベルはパワーセンサ・ユニットに添付され
ています。

オプション200： 校正係数を記録するためのEEPROMが内蔵されています。周波数を入力する
だけで、正確な校正係数が適用されます。

最大SWR オプション100：< 1.06 
オプション200：< 1.28

50 MHzでの最大SWR オプション100：< 1.066 
オプション200：< 1.077

最大パワー 
（損傷レベル）

オプション100：200 mW 平均、40 W ピーク（10.μs/パルス、0.5%デューティー・サイクル） 
オプション200：200 mW 平均、1 W ピーク（10.μs/パルス、0.5%デューティー・サイクル）

パワーリニアリティ オプション100： –30 ～ +10 dBm: < ±1% 
+10 ～ +20 dBm: < ±2% 2 
+10 ～ +20 dBm: < +1、–3% 3

オプション200： –60 ～ –30 dBm: < ±1.5% 
–30 ～ +10 dBm; < 1.5% 
+10 ～ +20 dBm: < 1.5%

ゼロ設定 オプション100：< ±200 nW 
オプション200：< ±200 pW

測定ノイズ オプション100：< 450 nW 
オプション200：< 450 pW

ゼロドリフト オプション100：< ±40 nW 
オプション200：< ±40 pW

1.  オプション201はE8486A-200の規格に準拠しており、拡張した周波数で校正されています（54 ～ 95 GHz）。詳細についてはE8486A 
のオプション201のプロダクトノートを参照してください（E8486-90701）。

2.  EPMシリーズ パワーメータ
3.  他のすべてのキーサイト パワーメータ



4www.keysight.co.jp  

仕様（続き）

コネクタタイプ 50 MHz校正ポート：N型（オス）、50Ω公称インピーダンス 
導波管フランジ：UG-387/U フランジ、EIA WR-12

正味質量 正味：0.4 kg 
出荷時：1 kg

寸法 38 mm (幅) x 199 mm (長さ) x 60 mm (高さ)

機械特性
中心導体の突起やピンの深さなどの機械特性は、性能仕様ではありません。しかし、電気性能に関連する重
要な補足特性です。コネクタのピンの深さに突出があってはいけません。

E8486A Eバンド導波管パワーセンサ
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V8486A Vバンド導波管パワーセンサ

図3. V8486AにはEEPROMが内蔵されていません。センサの背面に 
印刷されている校正係数をあらかじめパワーメータに入力する必要 
があります。

V8486A Vバンドパワーセンサを使用すれば、50 ～ 75 GHzの周波数レンジで正確な平均パワー測定ができます。

仕様

パワーレンジ –30 ～ +20 dBm

周波数レンジ 50 ～ 75 GHz

最大SWR < 1.06

50 MHzでの最大SWR < 1.073

最大パワー 
（導波管ポートのみ）

200 mW 平均、40 W ピーク（10 μsパルス、0.5%デューティー・サイクル）または200 mW 
の最大平均パワーと40 Wのピークパワーを上回らないこと。

パワーリニアリティ –30 ～ +10 dBm: < ±1% 
+10 ～ +20 dBm: ±2%（EPMシリーズ・パワーメータ） 
+10 ～ +20 dBm: < +1, –3%（他のすべてのキーサイト パワーメータ）

ゼロ設定 < ±200 nW

測定ノイズ < 450 nW

ゼロドリフト < ±40 pW

コネクタタイプ EIA WR-15、UG-385/U

EIA WR-15に準拠した 
等価導波管バンド識別子

IEC R-620
British WG-25
JAN RG-273
MIL-W-85/3-018

UG-385/Uに準拠した 
等価フランジ識別子

MIL-F-3922/67B-002

V8486Aには、パワーレンジを–60 dBmまで拡大する特別オプションが用意されています。詳細については、最寄りのキーサイト営業所までお
問い合わせください。

機械特性
中心導体の突起やピンの深さなどの機械特性は、性能仕様ではありません。しかし、電気性能に関連する重要な
補足特性です。コネクタのピンの深さに突出があってはいけません。
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W8486A Wバンド導波管パワーセンサ

図4. W8486AにはEEPROMが内蔵されていません。センサの背面に印
刷されている校正係数をあらかじめパワーメータに入力する必要が
あります。

W8486A導波管パワーセンサでは、75 ～ 110 GHzの周波数レンジ、–30 ～ +20 dBmのパワーレンジでの平均パワ
ーを測定できます。

仕様

パワーレンジ –30 ～ +20 dBm

周波数レンジ 75 ～ 110 GHz

最大SWR < 1.08

50 MHzでの最大SWR < 1.076

最大パワー 
（導波管ポートのみ）

200 mW 平均、40 W ピーク（10 μs/パルス、0.5%デューティー・サイクル）または200 mW 
の最大平均パワーと40 Wのピークパワーを上回らないこと

パワーリニアリティ (±2%)

ゼロ設定 < ±200 nW

測定ノイズ < 450 nW

ゼロドリフト < ±40 pW

質量 正味：0.4 kg

出荷時：1.0 kg

コネクタタイプ 導波管フランジ：UG-387/U

V8486Aには、パワーレンジを–60 dBmまで拡大する特別オプションが用意されています。詳細については、最寄りのキーサイト営業所まで
お問い合わせください。

機械特性
中心導体の突起やピンの深さなどの機械特性は、性能仕様ではありません。しかし、電気性能に関連する重要な
補足特性です。コネクタのピンの深さに突出があってはいけません。
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詳細情報：www.keysight.co.jp

キーサイト・テクノロジーの製品、アプリケーション、サービスの詳細については、最寄りの
キーサイト・オフィスまでお問い合わせください。完全なリストについては次のサイトをご覧
ください：www.keysight.com/find/contactus

オーダー情報

モデル 概要

Eバンド E8486A-100 
E8486A-200 
E8486A-201

Eバンドパワーセンサ、60 ～ 90 GHz、–30 ～ +20 dBm 
Eバンドパワーセンサ、60 ～ 90 GHz、–60 ～ +20 dBm 
Eバンドパワーセンサ、54 ～ 95 GHz、–60 ～ +20 dBm

Vバンド V8486A Vバンドパワーセンサ、50 ～ 75 GHz、–30 ～ +20 dBm

Wバンド W8486A Wバンドパワーセンサ、75 ～ 110 GHz、–30 ～ +20 dBm

標準付属品

6角ボール・ドライバ 
導波管取り付け用ねじ 
ユーザーズ／サービスガイド（英語版）
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