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Keysight U2040 Xシリーズ パワー・センサは、あらゆる変調信号を正確に測定できます。
U2040 Xシリーズには業界初のLANインタフェース・モデルとUSBインタフェース・モデルが
あり、パワー・センサとしては業界最大のダイナミックレンジで−70 〜＋26 dBmをカバーし
ています。さらに、U2049XA LANパワー・センサは熱真空対応オプションを用意しているため、
熱真空チャンバ内でも通常と同じ確度／性能が得られます。

U2040 Xシリーズ パワーセンサ比較表
モデル

概要

周波数レンジ／ダイナミックレンジ

測定機能

コネクタ・タイプ

U2041XA

USBワイド・ダイナミック

10 MHz 〜 6 GHz/−70 〜＋26 dBm

アベレージ、アベレージングモードの
時間選択

N型（オス）

U2042XA

USBピーク／アベレージ・
パワー・センサ

10 MHz 〜 6 GHz/−70 〜＋26 dBm

ピーク、アベレージ、ピーク対アベレージ・
パワー、タイムゲーティッド／フリーラン・
モード、パルス・パラメータ解析、パルス・
プロファイル

N型（オス）

U2043XA

USBワイド・ダイナミック
10 MHz 〜 18 GHz/−70 〜＋26 dBm
レンジ・アベレージ・パワー・
センサ

アベレージ、アベレージングモードの
時間選択

N型（オス）

U2044XA

USBピーク／アベレージ・
パワー・センサ

10 MHz 〜 18 GHz/−70 〜＋26 dBm

ピーク、アベレージ、ピーク対アベレージ・
パワー、タイムゲーティッド／フリーラン・
モード、パルス・パラメータ解析、パルス・
プロファイル

N型（オス）

U2049XA

LANパワー・センサ

10 MHz 〜 33 GHz/−70 〜＋20 dBm

ピーク、アベレージ、ピーク対アベレージ・
パワー、タイムゲーティッド／フリーラン・
モード、パルス・パラメータ解析、パルス・
プロファイル

APC-3.5 mm（オス）

U2049XA
LANパワー・センサ
（オプションTVA） （熱真空槽対応）

10 MHz 〜 33 GHz/−70 〜＋20 dBm

ピーク、アベレージ、ピーク対アベレージ・
パワー、タイムゲーティッド／フリーラン・
モード、パルス・パラメータ解析、パルス・
プロファイル

APC-3.5 mm（オス）

レンジ・アベレージ・パワー・
センサ

U2040 Xシリーズ‐セレクション・ガイド
測定項目

U2041XA

U2042XA

U2043XA

U2044XA

U2049XA

CWパワー

○

○

○

○

○

広帯域平均パワー（例：100 MHz帯域幅）

○

○

○

○

○

アベレージングモードの時間選択

○

○

○

○

○

タイムゲーティッド平均パワー

×

○

×

○

○

ピーク・パワーまたはピーク対アベレージ・パワー（最大5 MHz帯域幅）

×

○

×

○

○

ピーク・パワーまたはピーク対アベレージ・パワー（5 MHzを超える帯域幅）

×

×

×

×

×

立ち上がり時間100 ns以上のパルス・パラメータ解析
（立ち上がり／立ち下がり時間、デューティ・サイクル、パルス幅など）

×

○

×

○

○

立ち上がり時間100 ns未満のパルス・パラメータ解析
（立ち上がり／立ち下がり時間、デューティ・サイクル、パルス幅など）

×

×

×

×

×

×

○

×

○

○

パルス・プロファイル（パワー対時間の表示）
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U2040 Xシリーズの主な特長
ダイナミックレンジが最大のパワー・センサ
U2040 Xシリーズのダイナミックレンジは−70 dBm 〜＋26 dBmで、パワー・センサとして最
大のダイナミックレンジを備えています。レンジ幅が96 dBもあるため、非常に低レベルの信号
パワーも正確に測定でき、無線チップセット／パワーアンプ／モジュールの製造、衛星ペイロー
ドのテスト、テスト・システム／測定器の校正、レーダ・パルスパラメータの測定など、さま
ざまなアプリケーションに使用できます。U2042XA、U2044XA、U2049XAは、最大4組のゲー
ト・パワー測定もサポートしています。

超高速測定
U2040 Xシリーズは、最速10,000回／秒の超高速測定（高速／バッファモード／アベレージング
モード）が可能で、この速度はキーサイトの従来のセンサの10倍です。これにより、テスト・ス
ループットの向上とコストの削減が可能になり、特にモバイル・チップセット製造などの量産
環境に最適です。
測定が非常に高速なため、測定収集の間でもあらゆる連続パルスをギャップなしで測定できま
す。従来のセンサでは連続パルスのスナップショットしか得られないため、デッド・タイムの
間にグリッチを見逃すことがあります。U2040 Xシリーズはリアルタイムで連続的に測定し、
非常に高速なパルス（最大繰り返し周波数10 kHz）でも連続して捕捉できます。ユーザは、信号
のどの部分でも測定することができます。また、アパーチャ時間から最大測定速度をアパーチャ
値の逆数として正確に求められるので、予測スループット値も制御できます。例えば、アパーチャ
時間を100 μsに設定した場合、1つの測定値を取得するのに100 μsの測定時間がかかり、これ
は、10,000 回／秒の測定速度に相当します。

あらゆる変調方式の信号を広帯域でカバー

SENSe:SWEep:APERture <100 µs to 200 ms>
TRIGger:DELay <–1.6 ms to 1 s>

外部トリガ入力
図1. U2040 Xシリーズは、すべての連続パルスをデッド・タイムなしでリアルタイムに測定できます。

U2040 Xシリーズは、あらゆる変調信号のアベレージ測定またはタイムゲーティッド・アベレー
ジ・パワー測定が正確に行え、LTE、100 MHz帯域幅のLTE Advanced、80/160 MHzの無線
LAN 802.11acなど、すべての一般的な無線信号をカバーできます。データ収集回路では、ダイ
オードを使用した4つの経路を並列に配置しているため、確度と再現性の高いシームレスなレン
ジ切り替えが行えます。このデザインではすべてのダイオードが2乗則領域で動作するので、
U2040 Xは熱電対パワー・センサと同様に機能し、広帯域変調信号のアベレージ/RMSパワーを
正確に測定できます。
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アドバンスド・リストモード／テスト・シーケンス機能
アドバンスド・リストモードを使用すれば、さまざまなリアルタイム測定がU2040 Xシリーズ
センサで非常に柔軟に行えます。また測定グループが変わるたびにセンサや被試験デバイス
（DUT）
／ソースの設定をする必要がないので、時間を節約できます。
例えば、GSMのタイム・スロットを測定するために周波数900 MHzのアパーチャ・サイズを
500 μsに設定して最初に3回収集し、次にLTEのサブフレームを測定するために周波数700 MHz
のアパーチャ・サイズを1 msに設定して3回収集し、最後に無線LANのプリアンブルを測定する
ために周波数2.4 ＧHzのアパーチャ・サイズを192 μsに設定して収集するといった設定が簡単
に行えます。

周波数＝900 MHz
アパーチャ＝500 μs
トリガ・ソース＝外部
アベレージング回数＝1
トリガ出力

周波数＝900 MHz
アパーチャ＝500 μs
トリガ・ソース＝外部
アベレージング回数＝1
トリガ出力

図2. U2040 Xシリーズのアドバンスド・リストモードにより、
複数の変調方式の信号を高速に測定できます。

周波数＝900 MHz
アパーチャ＝500 μs
トリガ・ソース＝外部
アベレージング回数＝1
トリガ出力

周波数＝700 MHz
アパーチャ＝1 ms
トリガ・ソース＝外部
アベレージング回数＝1
トリガ出力

周波数＝2400 MHz
アパーチャ＝192 μs
トリガ・ソース＝外部
アベレージング回数＝1
トリガ出力

周波数＝700 MHz
アパーチャ＝1 ms
トリガ・ソース＝外部
アベレージング回数＝1
トリガ出力

周波数＝2400 MHz
アパーチャ＝192 μs
トリガ・ソース＝外部
アベレージング回数＝1
トリガ出力

センサとDUT/ソースのタイミングを同期するために、センサの内蔵トリガ入出力ポートを使用
してハードウェア・ハンドシェークが可能です。各トリガ信号を受信すれば、センサは定義済
みの設定に基づいてデータ収集を行い、バッファ・メモリにデータを保存します。すべてのシー
ケンスが完了した後で、ユーザは、全測定データをフェッチ・コマンド1つで確認できます。内
部トリガを利用して、より高速な測定も行えます。

アパーチャ時間の変更によるアベレージングモードの時間選択
U2040 Xシリーズには、アベレージングモードのタイムセレクティビティという新しい機能が
あります。この機能では、即時トリガまたは外部トリガを基準にデータ収集のアパーチャ時間
を設定できます。アパーチャ時間は、100 ns分解能で100 μs 〜 200 msの範囲で設定できます。
このように設定分解能が非常に高いのであらゆる無線方式をカバーできます。
この新機能を使用すれば、波形のどの部分を測定するのかを制御でき、従来のノーマルモードや
ピークモードのタイムゲーティッド・パワー測定に相当する結果が得られます。この機能の主な
利点は、アベレージモードのタイムセレクティビティ機能での測定時でも通常のアベレージパ
ワー測定同様に、96 dBのフル・ダイナミックレンジを使用して、最高10,000回／秒のリアルタ
イム測定ができることです。従来のセンサのタイム・ゲーティッド・パワーのダイナミックレン
ジは通常50 dB前後、最高速度は1,000回／秒なので、この機能は非常に優れているといえます。

周波数＝700 MHz
アパーチャ＝1 ms
トリガ・ソース＝外部
アベレージング回数＝1
トリガ出力

周波数＝2400 MHz
アパーチャ＝192 μs
トリガ・ソース＝外部
アベレージング回数＝1
トリガ出力
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内部ゼロ調整／校正
内部ゼロ調整／校正機能により、時間を節約でき、測定の不確かさを低減できます。U2040 X
シリーズ センサは、DC基準信号源とスイッチング回路をセンサ本体に内蔵し、センサを被試験
デバイスに接続したままで校正が行えます。これにより、外部校正信号源が不要になり、テス
ト時間を短縮するとともに、コネクタの摩耗を防ぐことができます。
この内部ゼロ調整／校正機能を使用すれば、長距離の連続リモート測定でもセンサの確度を維
持でき、時間や接続回数が問題になる製造や自動テスト環境に有用です。

トリガ入力／出力を内蔵
外部トリガにより、センサのノイズ・フロアに近い小信号も正確にトリガできます。U2040 X
シリーズ パワー・センサにはトリガ入力／出力コネクタがあり、信号源や被試験デバイスから
の外部トリガ信号を使用すれば、正確なトリガ・タイミングが得られます。トリガ出力をオン
にすると、トリガ測定のたびにTTLトリガ信号が出力されます。内蔵のトリガ入力／出力は、デ
イジー・チェーン接続されたパワー・センサの測定収集を同期しなければならない場合に利用
できます。

20個のパルスの自動パラメータ測定

図3. U2044XAの外部トリガ入力／出力ポート

U2040 Xシリーズでは、1度に最大20個のパルスのパラメータを特性評価できます。個々のパル
ス持続時間、周期、デューティ・サイクル、立ち上がり時間／立ち下がり時間、その他のパルス・
パラメータを、次のSCPIコマンドで取得できます。
TRACe:MEASurement:PULSe[1-20]、TRACe:MEASurement:TRANsition[1-20]

U2040 Xシリーズのシステムの立ち上がり時間／立ち下がり時間は100 ns、ビデオ帯域幅は
5 MHzで、最小パルス幅250 nsのパルスを50 nsのサンプリング間隔で測定できます。レーダ・
パルス・コンポーネントのデザインまたは製造で、迅速かつ正確にパルスの出力パワーとパルス・
パラメータを測定できます。

1

2

3

4

5

6

........

19

20

パルス・パラメータ

SCPIコマンド

デューティ・サイクル

TRAC:MEAS:PULS[1-20]:DCYC?

パルス持続時間

TRAC:MEAS:PULS[1-20]:DUR?

パルス周期

TRAC:MEAS:PULS[1-20]:PER?

パルス間隔

TRAC:MEAS:PULS[1-20]:SEP?

負の遷移時間（立ち下がり時間）

TRAC:MEAS:TRAN[1-20]:NEG:DUR?

トリガ・インスタントに対する負の遷移の発生

TRAC:MEAS:TRAN[1-20]:NEG:OCC?

正の遷移時間（立ち上がり時間）

TRAC:MEAS:TRAN[1-20]:POS:DUR?

トリガ・インスタントに対する正の遷移の発生

TRAC:MEAS:TRAN[1-20]:POS:OCC?

図4. U2040 Xシリーズでは、1回の収集で最大20個のパルスを同時に解析できます。
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自動バースト検出機能
自動バースト検出機能により、トレースのゲート位置／サイズの測定セットアップが容易になり
ます。この機能では、RFバーストとの同期により、さまざまなI/Q変調信号のトリガ・パラメー
タも設定できます。オート・スケーリング後、最適に測定できるトリガ・レベル、遅延、ホール
ド・オフなどのトリガ・パラメータが自動的に設定されます。また、RFバーストがトレース表
示の中央に位置するように、トレース設定も調整されます。

レーダ／無線用の内蔵プリセット設定
テストを迅速に行えるように、U2040 Xシリーズにはレーダ／無線用のプリセット設定が内蔵
され、DME、GSM、EDGE、W-CDMA、無線LAN、LTEなどの一般的な信号が容易に測定でき
ます。

ガンマ補正
理想的な測定シナリオでは、パワー・センサの基準インピーダンスと被試験デバイス（DUT）の
インピーダンスが、基準インピーダンス（Z0）に等しくなければなりませんが、実際にはこれは
希なケースです。このインピーダンスの不整合によって、信号電圧の一部が反射されます。この
反射量は反射係数、ガンマ（Γ）で表されます。
ガンマ補正機能を使用すれば、DUTのガンマ値をUSBパワー・センサにSCPIコマンドまたは

Keysight BenchVueソフトウェアを使用して容易に入力できます。これにより、不整合エラー
が除去され、より正確な測定が可能になります。

Sパラメータ補正
基地局テストで出力パワーをセンサで測定できるパワー・レンジまで落とすために、ハイパワー・
アッテネータをセンサと基地局の間に接続することがあります。このように、DUTとパワー・セ
ンサ間にコンポーネントが挿入されると追加誤差が発生します。これらのコンポーネントのSパ
ラメータをベクトル・ネットワーク・アナライザを用いてTouchstoneフォーマットで取得し、
SCPIコマンドまたはKeysight BenchVueソフトウェア経由でセンサに入力できます。これらの
Sパラメータを用いて、U2040 XシリーズのSパラメータ補正機能でこの誤差を補正できます。
センサをDUTに直接接続した場合と同様に測定できるため、非常に正確なパワー測定値が得ら
れます。

使いやすい付属ソフトウェア ‐ BenchVue
U2040 Xシリーズ パワー・センサには、Keysight BenchVueソフトウェアが付属しています。
ソフトウェアCDが、U2040 Xシリーズ センサの出荷時に同梱されています。ソフトウェアは、
無料でwww.keysight.co.jp/find/BenchVue からもダウンロードできます。
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U2049XA：衛星システムのリモート・モニタに

最適なソリューション

業界初のTVAC準拠のパワー・センサでは、熱真空チャンバでも同じ確度／性能が得られます。
U2049XA LANパワー・センサは、クラス最高の長期ドリフト性能、10 MHz 〜 33 GHzの周波
数レンジ、90 dBのダイナミックレンジを備え、衛星システムの障害検出／モニタに最適です。
業界初のLAN/Power over Ethernet
（PoE）接続により、高い信頼性で衛星システムの長距離リ
モート・モニタが容易に行えます。

LAN/Power over Ethernet接続
LAN/PoE接 続 に よ り、USB接 続 で の ケ ー ブ ル 長 に よ る 制 限 と い う 問 題 を 解 決 で き ま す。
U2049XAは、Power over Ethernet（PoE）/LAN接続により、最長100 mまでの長距離リモート・
モニタリングが行えます。PoE接続は、IEEE 802.3at規格にも準拠しています。
PCやキーサイトの測定器が備えている一般的なLANポートではU2049XA センサの電源が得ら
れないことにご注意ください。一般的なLANポートはデータ転送／通信専用です。U2049XAは
PoEポートに接続する必要があり、これにより、センサのDC電源が供給でき、データも転送で
きます。

広い周波数カバレージ
U2049XAは10MHz 〜 33 GHzという広い周波数カバレージを備え、衛星および航空宇宙／防衛
アプリケーションに最適化されています。U2049XAは内部ゼロ調整／校正と優れた長期ドリフ
ト性能を備えているため、人の手を介さずに自動性能モニタリングが行えます。

熱真空槽対応（オプション）
U2049XA LANパワー・センサには熱真空槽対応（オプションTVA）を追加でき、熱真空チャンバ
内で使用できます。このオプションは、ガス放出特性が最小のコンポーネントを使用して注意
深くデザインされています。各センサは、真空チャンバの温度サイクルに対応していて、素材
を安定化させてガス放出を最小にします。
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性能仕様
性能の定義
電気的特性には2つの種類があります。
・ 仕様は、製品保証の対象となる性能であり、特に記載がない限り、0 〜 55 ℃の範囲で適用
されます。仕様には、95 ％の信頼度で計算された測定の不確かさが含まれています。
・ 補足性能は、保証されていない性能です。製品を使用する上で役に立つ特性が記載されて
います。これらの特性はイタリック体で示されています。
補足性能は、製品の代表的な情報です。多くの場合、仕様の補足情報でもあります。補足性能は
すべてのユニットで検証されているわけではありません。補足性能にはいくつかのタイプがあり
ます。これらのタイプは2つのグループに分けることができます。

1つのグループは、所定のモデルやオプションのすべての製品に共通の「属性」を表したものです。
「属性」を表す例として、製品の質量や「50 Ω入力のN型コネクタ」があります。これらの例で
は、製品の質量は「近似値」であり、50Ω入力は「公称値」です。近似値と公称値は、製品の「属
性」を表すときに最も広く使用されている用語です。
もう1つのグループは、製品の母集団全体の性能を「統計的に」表したものです。これらの特性は、
製品の母集団の期待される動作を表します。個々の製品の性能を保証するものではありません。
測定の不確かさは考慮されていません。このグループは「代表値」と呼ばれます。

性能の定義
パワー・センサは、以下の場合にその仕様を満たします。
・ 動作温度範囲内の安定した温度で2時間以上保管され、電源を入れてから30分以上経過して
いる
・ パワー・センサは、推奨校正期間内である
・ ユーザ・ガイド の記載内容に従って使用されている
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仕様
主な仕様
U2041XA/43XA
USBアベレージ・パワー・センサ

U2042XA/44XA
USBピーク／アベレージ・パワー・センサ

U2049XA
LANピーク／アベレージ・パワー・センサ

平均パワー・ダイナミック
レンジ（アベレージング・
オンリモード）

−70 dBm 〜＋26 dBm

−70 dBm 〜＋26 dBm

−70 dBm 〜＋20 dBm

ノーマルモード・ダイナミック
レンジ（ピークモード）

−

オフ：−35 dBm 〜＋26 dBm
ハイ/5 MHz：−35 dBm 〜＋26 dBm
ミディアム/1.5 MHz：−40 dBm 〜＋26 dBm
ロー /300 kHz：−40 dBm 〜＋26 dBm

オフ：−35 dBm 〜＋20 dBm
ハイ/5 MHz：−35 dBm 〜＋20 dBm
ミディアム/1.5 MHz：−40 dBm 〜＋20 dBm
ロー /300 kHz：−40 dBm 〜＋20 dBm

最大パワー（損傷レベル）

平均値：＋29 dBm
平均値：＋29 dBm
ピーク：＋32 dBm
（持続時間10 μs未満） ピーク：＋32 dBm
（持続時間10 μs未満）
電圧：20 Vdc
電圧：20 Vdc

平均値：＋29 dBm
ピーク：＋32 dBm
（持続時間10 μs未満）
電圧：20 Vdc

ゼロ調整／校正

内部ゼロ調整／校正をサポート

内部ゼロ調整／校正をサポート

内部ゼロ調整／校正をサポート

立ち上がり／立ち下がり時間

≦100 ns

≦100 ns

≦100 ns

オーバシュート

≦5％

≦5％

≦5％

最大サンプリング・レート

20 MSa/s、連続サンプリング

20 MSa/s、連続サンプリング

20 MSa/s、連続サンプリング

25±5 ℃：＜1.0 ％
0 〜 55 ℃：＜2.1 ％

25±5 ℃：＜1.0 ％
0 〜 55 ℃：＜2.1 ％

25±5 ℃：＜1.0 ％
0 〜 55 ℃：＜2.1 ％

パワー・リニアリティ
（−30 dBm 〜＋26 dBm、
5 dBステップ）
平均パワーの測定確度1

≦±0.2 dBまたは±4.5 ％

≦±0.2 dBまたは±4.5 ％

≦±0.3 dBまたは±6.7 ％

信号帯域幅

広帯域平均パワー

ピーク・パワーのVBW：≦5 MHz
広帯域平均パワー

ピーク・パワーのVBW：≦5 MHz
広帯域平均パワー

シングルショット帯域幅

−

5 MHz

5 MHz

最小パルス幅

−

250 ns

250 ns

最大捕捉長

−

1（
s デシメート）
6.5 ms（フル・サンプリング・レート）

1（
s デシメート）
6.5 ms（フル・サンプリング・レート）

最大パルス繰り返し周波数

−

2 MHz（10サンプル／周期）

2 MHz（10サンプル／周期）

1.

U2041XA/42XA/43XA/44XAで仕様が有効なのは、レンジ−45 〜＋23 dBm、周波数レンジ0.5 〜 10 GHz、DUTの最大SWR＜1.27の場合です。U2049XAで仕様が有効なのは、レンジ
−45 〜＋20 dBm、周波数レンジ0.5 〜 33 GHz、DUTの最大SWR＜1.2の場合です。すべてのモデルで、フリーランモード、32回のアベレージングを設定しています。

雑音とドリフト
ノーマルモード

2

アベレージング・オンリ・
モード
2.

U2042/44XAのみに適用

ゼロ設定

ゼロ・ドリフト

測定雑音

サンプルごとの雑音

＜60 nW

＜40 nW

＜10 nW

＜0.5 μW

＜70 pW

＜25 pW

＜80 pW

−
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最大SWR
最大SWR
周波数バンド

U2041XA/42XA

U2043XA/44XA

U2049XA

10 MHz

＜1.20

＜1.20

＜1.80

＞10 MHz 〜 40 MHz

＜1.20

＜1.20

＜1.40

＞40 MHz 〜 6 GHz

＜1.20

＜1.20

＜1.20

＜1.26

＜1.26

＞6 GHz 〜 18 GHz
＞18 GHz 〜 26.5 GHz

＜1.30

＞26.5 GHz 〜 33 GHz

＜1.35

校正の不確かさ
定義：U2040シリーズの検出／補正プロセスでの非線形性に起因する不確かさ。これは、通常のリニアリティ、校正係数および温度仕様、内部
校正プロセスに関連する不確かさの組み合わせと考えることができます。
周波数バンド

U2041XA/42XA1

U2043XA/44XA1

U2049XA

10 MHz 〜 500 MHz

4.2 ％

4.2 ％

4.3 ％

＞500 MHz 〜 1 GHz

4.0 ％

4.0 ％

4.2 ％

＞1 GHz 〜 6 GHz

4.0 ％

4.0 ％

4.5 ％

＞6 GHz 〜 10 GHz

4.0 ％

4.5 ％

＞10 GHz 〜 18 GHz

4.5 ％

4.5 ％

＞18 GHz 〜 26.5 GHz

5.3 ％

＞26.5 GHz 〜 33 GHz

5.8 ％

1. ＋23 dBmを超えるパワー・レベルでは、校正の不確かさに1 ％を追加してください。
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タイムベースおよびトリガ仕様
タイムベース
範囲

2 ns 〜 100 ms/div

確度

±25 ppm

ジッタ

≦1 ns

トリガ
内部トリガ1
範囲

U2042XA/44XA：−25 dBm 〜＋26 dBm
U2049XA：−25 dBm 〜＋20 dBm

分解能

0.1 dB

レベル確度

±0.5 dB

遅延

1200 ns±50 ns

ジッタ

≦5 ns rms

外部TTLトリガ入力
ハイ

＞2.4 V

ロー

＜0.7 V

遅延

300 ns±50 ns

トリガの最小パルス幅

15 ns

トリガの最小繰り返し周期

50 ns

最大トリガ電圧入力

50 Ωから5 V EMF（DC、電流＜100 mA）、または
50 Ωから5 V EMF（パルス幅＜1 s、電流＜100 mA）

インピーダンス

50 Ω、100 kΩ（デフォルト）

ジッタ

≦15 ns rms

外部TTLトリガ出力
ハイ

＞2.4 V

ロー

＜0.7 V

遅延

75 ns±12.5 ns

インピーダンス

50 Ω

ジッタ

≦5 ns rms

トリガ遅延
範囲

ノーマルモード：1±1.0 s
アベレージング・オンリモード：−1.6 ms 〜＋1 s

分解能

遅延設定の1 ％、最小50 ns

トリガ・ホールドオフ
範囲

1 μs 〜 400 ms

分解能

選択した値の1 ％（最小値50 ns）

トリガ・レベルしきい値ヒステリシス
範囲

±3 dB

分解能

0.05 dB

1. U2042XA/44XAのみに適用
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一般仕様
入力／出力
消費電流

約400 mA

トリガ入力

TTL互換ロジック・レベル、SMBコネクタを使用

インタフェース

– U2041XA/42XA/43XA/44XA：USB 2.0インタフェース USBTMC準拠
– U2049XA：10/100 Mbps RJ-45 Power Over Ethernetポート、データ転送／電源用ケーブル1本、802.3at規
格準拠

リモート・プログラミング
コマンド言語

SCPI標準インタフェース・コマンド、IVI-COM、IVI-Cドライバ

最大測定速度
フリーラン・トリガ測定

25,000回／秒1

外部トリガ・タイムゲーティッド測定

20,000回／秒2

アベレージングモード・リアルタイム測定

10,000回／秒3

1.
2.
3.

ノーマルモードと高速モードで、バッファモードのトリガ・カウント100、バイナリ・フォーマット出力、単位W、自動ゼロ調整、自動校正、ステップ検出オフでテスト。
ノーマルモードと高速モードで、バッファモードのトリガ・カウントを100に設定し、PRFが20 kHz、パルス幅15 μs のパルス信号をテスト。
アベレージング・オンリモードと高速モードで、バッファモードのトリガ・カウント100、アパーチャ時間100 μs、データ・フォーマットはリアル、外部トリガまたは即時トリガでテスト。

一般特性
環境仕様
温度

動作条件：0 〜＋55 ℃
保管条件：−40 〜＋70 ℃

湿度

動作条件： 最大95 ％（40 ℃、非結露）
最小15 ％（40 ℃、非結露）
保管条件： 最大90 ％（65 ℃、非結露）

高度

動作条件：最高3,000 m
保管条件：最高15420 m

規制適合

U2040シリーズは、右の安全要件およびEMC要件に適
合しています。

IEC 61010-1:2001/EN61010-1:2001（第2版）
IEC 61326:2002 / EN 61326:1997 + A1:1998 +A3:2003
カナダ：ICES-001:2004
オーストラリア／ニュージーランド：AS/NZS CISPR11:2004

その他

U2041XA/42XA/43XA/44XA

U2049XA

寸法（長さ×幅×高さ）

168 mm×46 mm×35 mm

197 mm×40 mm×24 mm

質量

正味質量：≦0.3 kg
出荷質量：≦1.3 kg

正味質量：≦0.37 kg
出荷質量：≦1.4 kg

推奨校正周期

1年間

1年間
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U2042/44XA USBピーク／アベレージ・パワー・
センサのその他の仕様

立ち上がり時間の％誤差（実測値）と被試験信号の立ち上がり時間
45%
40%

％誤差

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 9501000
被試験信号の立ち上がり時間（ns）

図5.

立ち上がり時間の仕様は≦100 nsですが、これは立ち上がり時間が100 nsの既知の信号を
U2040 Xシリーズで正確に測定できるという意味ではありません。
実測立ち上がり時間は、被試験信号（SUT）の立ち上がり時間とシステムの立ち上がり時間の2乗
和平方根（RSS）です。

実測立ち上がり時間 ＝√
［（SUTの立ち上がり時間 ）2＋（システムの立ち上がり時間 ）2］
％誤差は、以下のようになります。

［

％誤差＝

実測立ち上がり時間−SUTの立ち上がり時間
SUTの立ち上がり時間

］

×100
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ピーク・フラットネスの特性
ピーク・フラットネスは、振幅が等しい2トーンのRF入力でトーン間隔を変えたときの、ピーク
／アベレージ比測定のフラットネスです。図6は、トーン間隔を変化させたときのピーク／アベ
レージ比測定の相対誤差を示します。測定は−10 dBmで実行しています。

0.5
0

誤差（dB）

–0.5
–1
オフ
ロー
ミディアム
ハイ

–1.5
–2
–2.5
–3
–3.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

入力トーンの周波数間隔（MHz）
図6. 2トーン入力のピーク対アベレージ測定のU2040 Xシリーズの誤差（ビデオ帯域幅設定：ハイ、ミディアム、ロー、オフ）
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U2040 XシリーズでのBenchVueソフトウェアの使用
キーサイトのPC用BenchVueソフトウェアを使用すれば、プログラミングをしなくても、複数
の測定器の測定結果を表示したりデータを捕捉したりでき、テスト時間を短縮できます。測定
データやスクリーン・ショットを簡単に表示／保存／エクスポートできるので、従来よりも迅速
に問題を解決できます。

U2040 XシリーズのすべてのモデルにBenchVueソフトウェアが付属します。BenchVueは、キー
サイトの測定器制御ソフトウェア・ディスク
（E2094-6000）
に収録されています。また、
ソフトウェ
アの最新バージョンを無料でwww.keysight.co.jp/find/BenchVue からダウンロードできます。

図7. デジタルメータ、アナログメータ、データログ表示。

図8. 4組のゲート／自動パルス・パラメータ測定のマルチチャネル・トレース表示（U2021XA/U2042XAのスクリーン・ショット）。
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図9. 比／差の演算機能付きマルチリスト表示。

サポート機能
測定表示

デジタル・メータ
アナログ・メータ
データログ表示
トレース表示（1つのグラフに最大4チャネルまたは4トレースを表示）
比／差の演算機能付きマルチリスト
コンパクトモード表示

グラフ機能

シングル・マーカ（1つのグラフに最大5個のマーカ）
デュアル・マーカ（1つのグラフに最大2組のマーカ）
グラフのオートスケール
グラフのズーム
ゲート測定解析（最大4組のゲート）

パルス特性評価機能

17ポイントの自動パルス・パラメータ特性評価

測定器設定

グラフ設定を含む測定器ステートのセーブ／リコール
測定器プリセット設定（DME、GSM、W-CDMA、無線LAN、LTEなど）
FDOテーブル
ガンマ/Sパラメータの表
周波数／平均／トリガ設定、ゼロ調整／校正などの、全測定制御

リミット／アラート機能

センサのリミット／アラート通知
アラート・サマリ

データ／スクリーン・ショットのエクスポート

最長1時間のデータ・ロギング（HDF5/MATLAB/Microsoft Excel/Microsoft Word/CSV）
スクリーン・キャプチャの保存（PNG/JPEG/BMP）

サポート・モデル

U2020 Xシリーズ USBピーク／アベレージ・パワー・センサ
U2040 Xシリーズ ワイド・ダイナミックレンジ・パワー・センサ
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システム／インストール要件
PCオペレーティング・システム
Windows 8、Windows 7

Windows 8 32ビット/64ビット（Core、Professional、Enterprise）
Windows 7 SP1以降、32ビット/64ビット（Professional、Enterprise、Ultimate）

コンピュータ・ハードウェア

プロセッサ：1 GHz以上（2 GHz以上を推奨）
RAM：1 GB（32ビット）または2 GB（64ビット）、（3 GB以上を推奨）

Windows XP SP3 32ビット（Professional）

プロセッサ：600 MHz以上（1 GHz以上を推奨）
RAM：1 GB（2 GB以上を推奨）

インタフェース

USB、GPIB、LAN、RS-232C

ディスプレイ解像度

1台の測定器表示の場合で最小1024×768（複数の測定器表示の場合は、さらに高い解像度を推奨）

その他の要件
ソフトウェア：BenchVueを実際の測定器に接続して使用する場合、VISA
（キーサイトまたは
National Instruments社 製 ）が 必 要 で す。 必 要 なVISAを 含 むKeysight IOラ イ ブ ラ リ は、
BenchVueのインストール時に自動的にインストールされます。IOライブラリについては、
www.keysight.co.jp/find/iosuite を参照してください。
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オーダ情報
モデル

概要

U2041XA

USBワイド・ダイナミックレンジ・アベレージ・パワー・センサ、10 MHz 〜 6 GHz

U2042XA

USBピーク／アベレージ・パワー・センサ、10 MHz 〜 6 GHz

U2043XA

USBワイド・ダイナミックレンジ・アベレージ・パワー・センサ、10 MHz 〜 18 GHz

U2044XA

USBピーク／アベレージ・パワー・センサ、10 MHz 〜 18 GHz

U2049XA、オプション100

LANパワー・センサ、10 MHz 〜 33 GHz

U2049XA、オプションTVA

LANパワー・センサ、10 MHz 〜 33 GHz、熱真空槽対応

標準付属品

U2041XA/42XA/43XA/44XA USBパワー・センサ

USBケーブル、1.5 m
BNC（オス）−SMB（メス）トリガ・ケーブル、50 Ω、1.5 m（本数：2）
校正証明書

CDドキュメント

（BenchVueソフトウェアを含む）
キーサイト測定器制御ソフトウェアCD

U2049XA LANパワーセンサ

LANケーブル、1.5 m
– オプション100：標準LANケーブル
– オプションTVA：熱真空対応（TVAC）のLANケーブル
BNC（オス）−SMB（メス）トリガ・ケーブル、50 Ω、1.5 m（本数：2）
校正証明書

CDドキュメント

（BenchVueソフトウェアを含む）
キーサイト測定器制御ソフトウェアCD

U2041XA/42XA/43XA/44XA USBパワー・センサのオプション
オプション

概要

アクセサリ

U2000A-201

輸送用ケース

U2000A-202

ソフト・キャリング・ケース

U2000A-203

保護カバー

U2000A-204

ソフト・キャリング・ポーチ

ケーブル（センサ購入時に選択）

U2000A-301

USBケーブル、1.5 m（標準）

U2000A-302

USBケーブル、3 m

U2000A-303

USBケーブル、5 m

ケーブル（個別注文）

U2031A

USBケーブル、1.5 m（標準）

U2031B

USBケーブル、3 m

U2031C

USBケーブル、5 m

U2032A

BNC（オス）−SMB（メス）トリガ・ケーブル、50 Ω、1.5 m

校正

UK6

試験成績書付き校正証明書（標準校正）

1A7

試験成績書付き校正証明書（ISO17025準拠校正）

A6J

試験成績書付き校正証明書（ANSI Z540準拠校正）
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U2049XA LANパワーセンサのオプション
オプション

概要

アクセサリ

U2035A

U2049XA センサ・ケース

U2036A

TVACセンサ用金具（オプションTVA専用）

標準LANケーブル（センサ購入時または個別購入時に選択）

U2034A

LANケーブル、1.5 m（オプション100の標準）

U2034B

LANケーブル、3 m

U2034C

LANケーブル、5 m

U2034D

LANケーブル、15.2 m

U2034E

LANケーブル、30.5 m

U2034F

LANケーブル、61 m

TVAC LANケーブル（センサ購入時または個別購入時に選択）
U2037A

LANケーブル、1.5 m（オプションTVAの標準）

U2037B

LANケーブル、3 m

U2037C

LANケーブル、5 m

U2037D

LANケーブル、15.2 m

U2037E

LANケーブル、30.5 m

U2037F

LANケーブル、61 m

トリガ・ケーブル

U2032A

BNC（オス）−SMB（メス）トリガ・ケーブル、50 Ω、1.5 m

校正

UK6

試験成績書付き校正証明書（標準校正）

1A7

試験成績書付き校正証明書（ISO17025準拠校正）

A6J

試験成績書付き校正証明書（ANSI Z540準拠校正）
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