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特長

 – 複雑な誘電率や透磁率の測定を自動化

 – 必要な測定手法を選択できる柔軟なオプション構成

 – 1つのシンプルなインストールプログラムとさまざまな測定手法をシームレスに切り替えられる測定法オプ
ションローダーの内蔵

 – Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows 10で動作

 – 試用版をウェブサイトから無料でダウンロード可能： 

http://na.support.keysight.com/materials/downloads.html

 – 伝送ライン法／フリースペース法

 – アーチ反射率法

 – 空洞共振器法

 – 同軸プローブ法

 – 平行板法／インダクタンス法
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広い周波数範囲でのεr*/μr*の測定

Keysight N1500A 材料測定ソフトウェアスイートを使用すれば、多くの誘電材料や磁性材料の電
磁気学的な特性を求めることができます。このシステムは、RF/マイクロ波エネルギーに対する材
料の応答を測定するキーサイトの汎用ネットワーク・アナライザをベースにしています。N1500A 

ソフトウェアは、ネットワーク・アナライザを制御して測定を行い、結果を計算します。使用する
ネットワーク・アナライザやサンプルホルダーによっては、周波数をミリ波／サブミリ波まで拡張
することができます。

高度な機能

 – 複数のチャネル／ポートを選択できるので、最大4ポートまでのネットワーク・アナライザを
柔軟に使用できます。

 – 複数のチャートとトレースを使用して容易にデータを解析できます。選択する測定手法に応
じて、さまざまなフォーマットでデータを表示できます。

 – 誘電率：εr'、εr"、tan δ、Cole-Cole

 – 透磁率：μr'、μr"、tan δμ

 – Sパラメータ：ログ振幅、リニア振幅、位相、折返しのない位相、群遅延、スミスチャート、
極座標チャート、実数、虚数、SWR

 – トレース演算機能：＋、－、*、／、平均値、標準偏差

 – トレース・データ・ウィンドウ：アクティブなトレースデータを表形式で表示

図1.　設定可能なトレース・データ・ウィンドウで、表示する対象／位置およびデータ列を 
選択できます。

 – 基準マーカー／デルタマーカー／ズーム機能により、重要なデータを詳
細に調べられます。

 – オフラインモードにより、PCを測定器に接続せずにソフトウェアを実
行できます。オフィスでもどこでもデータを解析でき、ネットワーク・
アナライザのリソースを有効に活用できます。

 – Sパラメータのインポート／保存が可能です。

 – 測定レポートは、トレース、表、使用機器、サンプルの概要、ユーザー
名、日付などを専用フォーマットのドキュメントに読み込んで作成でき、
Adobe Acrobat(.pdf)ファイルの印刷、保存、電子メールへの添付が行
えます。 図2.　測定レポート

キーサイトの材料測定ソフトウェアスイートによる 
複素誘電率／透磁率測定の自動化
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図3.　伝送ライン測定の結果。

他のプログラムとの接続

データはさまざまなフォーマットで保存もできるので、他のプログラムに読み込んでレポート作成
や詳細なデータ解析が行えます。アプリケーション・プログラマブル・インタフェース(API)により、
測定のセットアップ／トリガ／読み込みをユーザーが作成したプログラムから実行できます。

ソフトウェア・アップデート・サービス(SUS)

材料測定スイートには、「SUS」（Software Update Service：ソフトウェア・アップデート・サー
ビスの略）と呼ばれる年間アップデートサービスが付属しています。新しいライセンス1本につき
12か月のSUSが付属します。12か月経過した後でも1年間の延長サービスを購入すれば、継続して
ソフトウェア・アップデート・サービスおよびテクニカルサポートが受けられます。

測定手法オプション

キーサイトは、多くの被試験材料のニーズに対応できるさまざまな測定手法を提供しています。各
手法にはそれぞれ利点と制限があり、特定のアプリケーションに対して有用性が高い場合も低い場
合もあります。柔軟なオプション構成により、特定のニーズに適した手法を選択できます。

伝送ライン法／フリースペース法（オプション001）

伝送ライン法の場合は同軸エアラインや導波管ストレートセクション
などの密閉された伝送ライン内にサンプルを置き、フリースペース法の
場合は2つのアンテナ間のフリースペースにサンプルを置きます。Sパ
ラメータ測定から誘電率／透磁率を計算するためのアルゴリズムを選
択できます。

伝送ライン法

サンプルホルダーとして、同軸エアラインや方形導波管の伝送ラインを使用します。伝送ライン法
は、機械加工してサンプルホルダーの内側にぴったり合わせられる材料に適しています。N1500A 

オプション001には、サンプルとホルダー間のエアギャップの影響を補正するアルゴリズムが搭載
されているので、伝送ライン法による最大の誤差の原因を大幅に低減できます。
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代表的な伝送ラインシステム構成

 – キーサイト ネットワーク・アナライザ

 – サンプルホルダー用の導波管／同軸伝送ライン

 – サンプルホルダーのコネクタを整合するための導波管／同軸校正キット

 – 2本のテスト・ポート・ケーブル

 – ネットワーク・アナライザとサンプルホルダーにケーブルを接続するためのアダプター

フリースペース法

この手法では、非接触で測定するために、材料はアンテナの間に置きます。フリースペース法は大型
で平らな固体に適していますが、粒状や粉末の材料もフィクスチャ内で測定できます。これは非破壊
試験などの多くのアプリケーションで非常に便利です。非常に高温まで加熱する必要のある材料を測
定したり、ハニカム構造や複合物などの不均一な材料の大きな領域を測定できます。

代表的なフリースペースシステム構成

 – キーサイト ネットワーク・アナライザ

 – 2つのホーンアンテナで構成されるフリースペースフィクスチャ、サンプルホルダー、校正用金属
板。アンテナはサンプルから約2d2/λ離れた位置に配置する必要があります（dはアンテナ開口面
の最大寸法）。

 – ホーンアンテナの入力コネクタを整合するための導波管／同軸校正キット

 – ネットワーク・アナライザとフリースペースフィクスチャを接続できる長さのポートケーブル2本
（ミリ波システムの場合、通常はホーンをミリ波周波数エクステンダーモジュールに接続するので
必要ありません）。

 – ネットワーク・アナライザとサンプルホルダーにケーブルを接続するためのアダプター

高度なフリースペース校正とゲーティング手法

ゲーティッドアイソレーション／レスポンス校正により、サンプルの両端での回折効果やアンテナ間
の複数の残留反射による誤差を低減できます。ゲーティッド反射ライン(GRL)校正では、高速かつ容易
に正確なフリースペース校正を実行できます。ソフトウェアウィザードにより、フリースペース校正
の定義やネットワーク・アナライザのパラメータをすべて自動的に設定できるので、エンジニアリン
グ時間が短縮されます。マイクロ・アンテナ・ポジショナーやダイレクト・レシーバー・アクセスを
使用する必要がなくなり、TRM(Thru-Reflect-Match)やTRL(Thru-Reflect-Line)校正手法に関連した
コストを削減できます。

GRL校正を実行する方法は2つあります。オリジナルの2段階GRL校正法は、2つの追加標準として空の
フリースペースフィクスチャと金属板を測定し、あらかじめ保存された同軸／導波管2ポート校正をフ
ル2ポート・フリースペース校正に変換します。1段階GRL校正の場合、導波管／同軸の校正値を、金
属板と空のフィクスチャの測定前に準備する必要はありません。1段階GRL校正では、エイリアスのな
い長いタイム・ドメイン・スパンが必要なので、長いケーブルを使用しないセットアップで、周波数
スパンがあまり広くない場合や多くのポイント数が必要でない場合に最適です。GRL校正を行うには、
すべてのSパラメータ測定機能（S11、S21、S12、S22）とタイム・ドメイン・オプションを備えたネッ
トワーク・アナライザが必要です。また、適切なフリースペースフィクスチャと校正金属板も必要です。

na.support.keysight.com/materials/docs/N1500A-VNAs.pdf
na.support.keysight.com/materials/docs/N1500A-VNAs.pdf
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数学モデル

オプション001では、さまざまな材料／アプリケーションに対して異なる特長を備えた9種類のアルゴ
リズムを選択できます。NicholsonとRossによる伝送反射モデルは、フェライトや電波吸収材のような
磁性材料に最適です。単一サンプルを2ポート測定することで、εr*とμr*（ロスを含む）の両方を計算で
きます。この他に、非磁性材料（μr*＝1）用の2つの2ポートアルゴリズムがあります。これらのモデルは、
Nicholson Rossモデルのようにサンプル長が半波長の整数倍となる周波数で不連続性の影響を受ける
ことはなく、長い低損失の材料に最適です。この2つの多項式フィッティングモデルにより雑音や不整
合による測定誤差の影響を平滑化できますが、急峻な狭帯域応答をもつ材料には向きません。

2ポートアルゴリズムが固体材料に最適な一方で、1ポートアルゴリズムはシンプルな校正／測定を実
現し、液体や粉末状の材料測定に適しています。例えば、ショートした導波管は端を開いて1ポート測
定用に材料を詰めることができます。また、1ポートフィクスチャは、高温での測定にも適しています。
フィクスチャの一端を加熱することができ、もう一方の端では冷却メカニズムによりネットワーク・ア
ナライザを保護することができます。1ポートフィクスチャは通常、ショート回路により終端しますが、
N1500A-001では、薄いサンプルで信頼性の高い測定結果を得るために、任意の終端抵抗が使用でき
ます。

N1500A モデル
測定される 
Sパラメータ 結果 概要 参考文献

Reflection/Transmission 
Mu and Epsilon 

Nicholson-Ross-
Weir(NRW)

S11、S21、S12、
S22

εr、
μr

最初にNicholsonとRossによって
開発され、後にWeirによって、
伝送／反射係数から誘電率と透
磁率を計算するためにネット
ワーク・アナライザに採用され
ました。半波長を超える厚さの
低損失サンプルでは、不連続部
が生じる可能性があります。フェ
ライトや電波吸収材などの磁性
材料に最適です。

AM. Nicolson and G. F. Ross, 
“Measurement of the intrinsic 
properties of materials by time 
domain techniques,” IEEE Trans. 
Instrum. Meas., IM-19(4), pp. 
377-382, 1970.
W.W. Weir, “Automatic measurement 
of complex dielectric constant and 
permeability at microwave 
frequencies,” Proc.IEEE vol. 62 
pp.33-36, Jan 1974

Reflection/Transmission 
Epsilon Precision

NIST Precision S11、S21、S22 εr 伝送／反射係数から誘電率を計
算するために、NISTによって開
発されました。長い低損失の誘
電材料サンプルに最適です。

“Improved Technique for Determining 
Complex Permittivity with the 
Transmission/Reflection Method”, 
James Baker-Jarvis et al, IEEE 
transactions on microwave Theory 
and Techniques vol 38, No. 8 August 
1990.

Transmission Epsilon Fast Fast 
Transmission

S21、S12 εr 誘電率を予測し、予測した誘電
率に基づいて計算されたSパラ
メータ値と測定値の差を、誤差
が期待されるシステム性能の値
を下回るまで最小化する反復手
法です。伝送パラメータS21、
S12、またはS21とS12の平均値
だけが使用されます。

長い低損失の誘電体材料または
大きな反射誤差があるシステム
に最適です。

‐
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N1500A モデル
測定される 
Sパラメータ 結果 概要 参考文献

Polynomial FitReflection/
Transmission Mu and 
Epsilon 

Poly、Fit、
Bartley

S11、S21、S12、
S22

εr、
μr

反復手法を用いて測定されたS
パラメータを多項式でフィッ
ティングし、誤差が期待される
システム性能の値を下回るまで
多項式の次数を増やしていきま
す。磁性サンプルに最適です。
メタ材料や左手系材料には推奨
できません。

P. G. Bartley, and S. B. Begley, “A 
New Technique for the Determination 
of the Complex Permittivity and 
Permeability of Materials Proc. IEEE 
Instrument Meas. Technol. Conf., 
pp. 54-57, 2010.

Polynomial Fit 
Transmission Epsilon

Poly、Fit、
Bartley

S21、S12 εr 反復手法を用いて測定されたS
パラメータを多項式でフィッ
ティングし、誤差が期待される
システム性能の値を下回るまで
多項式の次数を増やしていきま
す。磁性サンプルに最適です。
メタ材料や左手系材料には推奨
できません。

P. G. Bartley, and S. B. Begley, “A 
New Technique for the Determination 
of the Complex Permittivity and 
Permeability of Materials Proc. IEEE 
Instrument Meas. Technol. Conf., pp. 
54-57, 2010.

Stack Transmission Mu 
and Epsilon

Stack Two 
Transmission

S21、S12 
（2つのサンプル）

εr、
μr

2つの伝送測定を使用する反復
手法。1つは既知の誘電体の（オ
プションでバッキングした）サ
ンプルの測定で、もう1つは別
の既知の誘電体をバッキングし
たサンプルの測定です。このモ
デルは、フリースペース測定に
有用です。フル2ポートまたは2
ポート伝送レスポンス／アイソ
レーション校正が必要です。

‐

Reflection Only Epsilon 
Short-Backed

Short Backed S11 εr ショートでバッキングした材料
の反射係数の測定値と計算値の
差を最小化する反復手法。
ショートでバッキングした材料
を測定するという理論は、Von 
Hippelによって発表されました
が、Von Hippelは、反復法では
なく、テーブルを用いて誘電率
の値を求めています。

A. R. Von Hippel著、 Dielectric 
Materials and Applications, John 
Wiley and Sons, New York, 1954

Reflection Only Epsilon 
Arbitrary- Backed

Arbitrary Backed S11 εr バッキング状態で個別に測定す
ることにより、バッキングした
材料の反射係数の測定値と計算
値の差を最小化する反復手法。
このモデルは、Von Hippelが提案
した方法を進化させたもので、
ショートでバッキングした場合
に材料全体の電圧が事実上ゼロ
になるような、材料が電気的に
ショートしている場合に有用です。

A. R. Von Hippel著、 Dielectric 
Materials and Applications, John 
Wiley and Sons, New York, 1954

Reflection Only Mu and 
Epsilon Single/Double 
Thickness

Single/Double 
Thickness

S11 
（2つのサンプル）

εr、
μr

2つの反射係数測定を用いて、材
料のS11とS21を計算します。サ
ンプルと元の2倍の長さのサンプ
ル の 測 定 で す。 そ の 後 に、
Nicholson Rossモデルを使用して
材料特性を計算します。

‐
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サンプル厚み計算機

本ユーティリティーにサンプルの電磁特性と測定周波数範囲を入力すると、サンプルに推奨される厚み
が表示されます。全周波数に対して4分の1波長および半波長の電気長がグラフ表示されるので、さま
ざまなモデル向けに最適化できます。知りたい目的の特定周波数にマーカーを追加できます。

不連続性ディテクター

半波長以上の厚みがある低損失サンプルをNicholson Ross Weirモデルで測定する際には、トレース
に不連続性が生じる可能性があります。不連続性ディテクターは不連続性が生じる位置を計算してト
レースの該当部分を強調表示し、応答が材料の真の応答かどうかを判断するために必要な情報を提供
します。

図4.　サンプル厚み計算機

図5.　サンプル厚み計算機
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図6.　サンプルホルダー定義画面（ディエンベディング設定）

ディエンベディング 

ディエンベディングにより、誘電率バッキングでサンプルの片側または両側をバッキングすることがで
きます。バッキングの影響が数学的に除去され、サンプルだけの電気／磁気特性が得られます。これ
は、単独で立たせておけるほどサンプルが強固でない場合や厚くない場合、あるいはサンプルをサブス
トレートから除去できない場合に有用です。バッキング状態の誘電率と厚さが既知でなければなりませ
ん。バッキング状態の誘電率が既知でない場合は、最初に誘電率を測定します。バッキング状態の材料
が磁性を持っているはずはなく、バッキング状態の材料を経由してマイクロ波信号が伝送されるので、
S21とS12を測定できます。

ディエンベディング機能は、以下の伝送モデルで使用できます。

 – Reflection/Transmission Mu and Epsilon

 – Transmission Epsilon Fast

 – Polynomial Fit

周波数レンジ（代表値） 100 MHz 1～ 1.1 THz

材料特性 誘電特性／磁気特性
被試験材料は、層状構造を持たない均質な材料（均一な化合物）であることが前提です 2

非等方性材料は導波管で測定できます

サンプル形状 固体材料に主に使用
サンプルには平らで平行な面があるものとします

確度（代表値） 1～ 2 %

データフォーマット 誘電率：εr'、εr"、tan δ、Cole-Cole
透磁率：μr'、μr"、tan δμ

Sパラメータ：ログ振幅、リニア振幅、位相、折返しのない位相、群遅延、スミスチャート、極座標チャート、 
実数、虚数、SWR
トレース演算機能：＋、－、*、／、平均値、標準偏差
データウィンドウ表示：トレースデータを表形式で表示

ファイルフォーマット データ／セットアップ：.tst
データ：.prn、.csv
測定レポート：.pdf
Sパラメータ：.s2p、.ts

サンプルホルダー／ 
フィクスチャ

推奨サンプルホルダー／フィクスチャについては以下を参照してください。
http://na.support.keysight.com/materials/docs/SampleHolders.pdf

1. 最小周波数は最大実用サンプル長(L)によって設定されます：f(GHz)＞

2. 材料がサンプル長にわたって均質でない場合（層状構造の場合など）、前面(S11)と背面(S22)からの反射が異なり、結果に誤差が生じる可能性があります。材料がサンプルの面全
体で均一でない場合は、結果は電磁界の影響を受ける断面全体での（強度で重み付けられた）平均値となります。

   er‘mr‘`
1 30 cm

L(in cm
20
360
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図7.　NRLアーチ法では、1つのアンテナがMUT上にエネルギーを放射し、もう1つのアンテナが反射信号を
受信します。

アーチ反射率法（オプション002）

米国海軍研究試験所で最初に開発されたNRLアーチ測定法は、材料の
角度依存吸収特性をテストするために有効な手法です。代表的なセット
アップでは、ネットワーク・アナライザを、フラットな被試験材料の上
（または下）のアーチ状のアーマチュアに固定された2つのホーンアンテ
ナに接続します。1つは送信アンテナとして動作し、もう1つは反射信
号を受信して1ポート測定を実現します。サンプルは「遠方界」条件で
配置する必要があります。

代表的なアーチ反射率測定システム構成

 – キーサイト ネットワーク・アナライザ

 – NRLアーチフィクスチャ

 – 必要なケーブル／アダプター

na.support.keysight.com/materials/supportednas.pdf


11 | Keysight | N1500A 材料測定スイート - Technical Overview

www.keysight.co.jp/find/materials

図8　アーチ反射率測定の結果。

オプション002は、NRLアーチ測定を自動化します。プログラムが、材料の反射率の設定／校正／ 

測定プロセスのすべての手順をガイドします。

周波数レンジ（代表値） 100 MHz～ 1.1 THz

材料特性 誘電特性／磁気特性

サンプル形状 固体材料に主に使用
サンプルには平らで平行な面があるものとします

確度（代表値） 1～ 2 %

データフォーマット バイスタティック反射(S21)(dB)
データウィンドウにトレースデータが表形式で表示されます

ファイルフォーマット データ／セットアップ：.arc
データ：.prn、.csv
測定レポート：.pdf
Sパラメータ：.s2p、.ts
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図9.　空洞共振器システム

空洞共振器法（オプション003）

薄膜やサブストレート材料などの低損失の材料には、空洞共振器法を選
択します。空洞共振器法では、ネットワーク・アナライザを使用して、
空洞共振器フィクスチャの共振周波数とQ値を、最初に空の状態で、次
に被試験サンプルを搭載して測定します。これらの測定から誘電率を計
算して、空洞共振器のサンプルの量やその他のパラメータを求めること
ができます。共振法なので、求められるのは1つの周波数ポイントだけ
ですが、他の手法より、はるかに感度が高く、分解能が優れています。
この手法の分解能が10－4（代表値）であるのに対して、広帯域法は10－2

です。

Q値の計算には最小2乗法による円フィッティングが用いられますが、振幅と位相の両方の情報が
用いられるので、他のQ値計算法よりも再現性が高くなります。このソフトウェアは、εr'、εr"、
ロスタンジェントを計算して、使いやすいインタフェースに表示します。

代表的な空洞共振器法システム構成

 – キーサイト ネットワーク・アナライザ

1つまたは複数の空洞共振器フィクスチャ

 – QWED社のスプリットポスト誘電体共振器(SPDR)。これらの共振器は高品質で、1 GHz

～ 15 GHzの周波数レンジで使用できます。詳細については、電子メールでお問い合わせ
になるか(info@qwed.com.pl)、ウェブサイトをご覧ください(http://www.qwed.com.pl/
hardware.html)。

 – ASTM D2520規格準拠の導波管共振器

 – Keysight 85072A スプリットシリンダー共振器

2本のテスト・ポート・ケーブル
ネットワーク・アナライザと空洞共振器にケーブルを接続するためのアダプター

na.support.keysight.com/materials/docs/N1500A-VNAs.pdf
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図10.　空洞共振器法のユーザーインタフェース

周波数レンジ（代表値） 1～ 15 GHz

材料特性 誘電体、低損失

サンプル形状 スプリットポスト法およびスプリットシリンダー法の場合、サンプルは平らで平行な面がある薄いシートです。
ASTM D2520法では、サンプルは円筒形です。

確度（代表値） 1 %、ロスタンジェント分解能：1×10－4

データフォーマット 誘電率：εr'、εr"、tan δ

ファイルフォーマット データ／セットアップ：.cav
データ：.prn
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図11.　同軸プローブシステム

同軸プローブ法（オプション004）

同軸プローブ法を行うには、Keysight N1501Aおよび85070Eシリーズ
の誘電体プローブハードウェアが必要です。測定は、プローブと液体ま
たは半固体の中に入れるだけで、専用のフィクスチャやコンテナは必要
ありません。測定は非破壊でリアルタイムに行えます。このような特長
を活用して、誘電体プローブキットをプロセス分析テクノロジーとして
使用できます。

代表的な同軸プローブシステム構成
 – キーサイト ネットワーク・アナライザ

 – Keysight N1501Aまたは85070E 誘電体プローブキット（ケーブル、プローブスタンド付属）

 – 電子校正リフレッシュ用のKeysight Ecalモジュール（オプション）。ECalによる電子校正リフ
レッシュは、FieldFoxネットワーク・アナライザでは実行できません。ECalモジュールは、
PCまたはPNA/ENAシリーズ ネットワーク・アナライザとUSBで接続する必要があります。

 – 8509xCシリーズ

 – N469xシリーズ

 – N443xシリーズ（ポートa/bのみ）

 – N755xAシリーズ

図12.　同軸プローブ測定の結果

http://na.support.keysight.com/materials/docs/N1500A-VNAs.pdf
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図13.　直列に接続されたEcalモジュール

ドリフト誤差を減らす校正リフレッシュ機能

自動電子校正リフレッシュ機能は、測定実行前にシステムを数秒で自動的に再校正します。これに
より、ケーブルの不安定性やシステムのドリフト誤差をほとんどなくすことができます。

仕組み：

キーサイトの電子校正モジュール(ECal)のマイクロ波ポートを、プローブとネットワーク・アナラ
イザのテスト・ポート・ケーブルの間に直列に接続します。ECalモジュールのUSB通信ポートを、
PCまたはPNA/ENAシリーズ ネットワーク・アナライザに接続し、N1500Aソフトウェアを実行
します。ソフトウェアのガイドに従って、「3つの標準」による校正（通常はオープン、ショート、
ウォーター）をプローブ端で実行します。この校正の結果がEcalモジュールに転送されます。ECal

モジュールが接続されたままで、測定のたびにEcal校正が自動的に実行され、テスト・ポート・ケー
ブルの動きやシステムドリフトによる誤差が、新しい校正により除去されます。

図14.　電子校正リフレッシュ機能がオン／オフの場合の水の測定結果

電子校正リフレッシュ機能がオン／オフの場合の水の測定結果
校正の24時間後に実行した測定結果

リフレッシュ機能オン

リフレッシュ機能オフ
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この測定から、水の誘電率測定におけるシステムドリフトとケーブルの不安定性の影響が、電子校
正リフレッシュ機能によって改善されたことがわかります。どちらの測定も、最初の校正から24

時間後に行っています。薄い色の雑音の多いトレースは、電子校正リフレッシュ機能をオンにする
前に実行したものです。濃い色の滑らかなトレースは、電子校正リフレッシュ機能をオンにした後
のもので改善が見られます。

ECalモジュールがないシステムのために、より簡単な「1つの標準」によるリフレッシュ校正機能
も用意されており、時間または温度によるシステムドリフトの影響を減らせます。最初に「3つの
標準」によるプローブ校正を実行した後、任意の時点で1つの標準を接続して校正をリフレッシュ
できます。3つの校正標準のうちの任意のものをリフレッシュ標準として定義できます。

複数測定ユーティリティー

複数測定ユーティリティーは、経時変化の測定を自動化します。必要な測定回数と測定間の時間を
入力すると、必要な全時間がユーティリティーによって計算されます。測定値を表示、または.prn

フォーマットのデータファイルで保存するように選択できます。[Start Measurements]ボタンを
クリックすると、ソフトウェアがそれ以降の処理を行います。

推奨周波数レンジ ネットワーク・アナライザ：200 MHz～ 50 GHz
E4991A インピーダンス・アナライザ：10 MHz～ 3 GHz

材料特性 誘電特性のみ（非磁性体）

サンプル形状 液体または軟らかい半固体に最適

確度（代表値） 5～ 10 %

データフォーマット 誘電率：εr'、εr"、tan δ
Sパラメータ：ログ振幅、リニア振幅、位相、折返しのない位相、群遅延、スミスチャート、極座標チャート、実数、
虚数、SWR
トレース演算機能：＋、－、*、／、平均値、標準偏差。
データウィンドウ表示：トレースデータを表形式で表示。

ファイルフォーマット データ／セットアップ：.prb、.tst
データ：.prn、.csv
測定レポート：.pdf
Sパラメータ：.s1p、.ts

図15.　複数測定ユーティリティー
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平行板法／インダクタンス法

 – オプション005：最大1 GHz

 – オプション006：最大120 MHz

平行板コンデンサ法

平行板コンデンサ法の場合、ASTM規格D150 12では3端子法とも呼ばれ、2つの電極の間に薄い
シート材料または液体材料をはさんでコンデンサを形成する必要があります。測定した容量は誘
電率の計算に用いられます。実際のテストセットアップでは、2つの電極は誘電材料を挟むテス
トフィクスチャに組み込まれています。インピーダンス測定器によって容量(c)や損失(D)のベク
トル成分を測定し、ソフトウェアプログラムによって誘電率や誘電正接を計算します。この手法
は、薄いシートや液体の確度の高い低周波測定を行う場合に最適です。平行板コンデンサ法の代
表的な測定システムは、インピーダンス・アナライザまたはLCRメータと、最高1 GHzで動作する
16451B/16453A 誘電体テストフィクスチャなどのフィクスチャで構成されています。16452A テ
ストフィクスチャは液体の測定用です。他のキーサイトの低周波材料測定ソリューションの詳細に
ついては、Application Note 1369-1（カタログ番号5980-2862JA）1および380-1 11を参照してく
ださい。

図16.　平行板法

図17.　Keysight 16451B/16453A 誘電体テストフィクスチャとインピーダンス・アナライザ
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インダクタンス測定法

閉ループを持つコア付きのインダクター（トロイダルコアなど）の自己インダクタンスから導出さ
れた比透磁率は通常、実効透磁率と呼ばれます。コアにワイヤーを巻き付けてワイヤー両端のイ
ンダクタンスを評価するのが、従来の実効透磁率の測定手法です。このタイプの測定は通常、イ
ンピーダンス・アナライザを用いて行われます。実効透磁率はインダクタンスの測定結果から導
出されます。Keysight 16454A 磁性材料テストフィクスチャは、トロイダルコアを挿入した場
合でも磁束漏れのない、理想的な構造の1回転インダクターを実現しています。インダクタンス
測定法の詳細については、Application Note 1369-1（カタログ番号5980-2862JA）1を参照して
ください。

図18.　インダクタンス測定法

16454A

ここで

b

磁束リーケージなし

比透磁率
MUTありで測定したインダクタンス
MUTなしで測定したインダクタンス
フリースペースの透磁率
MUT（被試験材料）の高さ
MUTの外径
MUTの内径

c

h
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オーダー情報

N1500A 材料測定スイート

ライセンスには1年間のソフトウェア・アップデート・サービスが付属しています。

N1500A-UL8 USBソフトウェア・セキュリティー・キー：初めてN1500Aを購入した場合、ソフトウェ
アスイートを実行するために必要です。1つのキーを複数の測定法オプションに使用できます。

1つまたは複数の測定法オプションを選択してください。

 – N1500A-001：伝送ライン法／フリースペース法
 – N1500A-002：アーチ反射率法
 – N1500A-003：空洞共振器法
 – N1500A-004：同軸プローブ法
 – N1500A-005：平行板法／インダクタンス法（最大1 GHz）
 – N1500A-006：平行板法／インダクタンス法（最大120 MHz）

別途、以下を用意する必要があります：
 – ネットワーク・アナライザ：サポートされるアナライザについては、最新リストを以下のカ
タログで確認してください。http://na.support.keysight.com/materials/docs/N1500A-
VNAs.pdf

 – PC（ソフトウェアがインストールされているENA/PNAシリーズ ネットワーク・アナライザを
お持ちの場合は必須ではありません）。

 – サポートされているオペレーティングシステム（Windows XP、Windows 7、Windows 8、
Windows 10）

 – Keysight IOライブラリスイート（バージョン16.1以降）

 – ネットワーク・アナライザに接続できるインタフェース（GPIB、LAN、USBのいずれか）。ネッ
トワーク・アナライザのインタフェース情報については、以下のカタログを参照してくだ
さい。http://na.support.keysight.com/materials/docs/N1500A-VNAs.pdf

 – ライセンスを取得するためのインターネットアクセス環境

 – 選択した測定手法に適したフィクスチャとケーブル。測定手法オプションの概要については、
このカタログを参照してください。

N1500AU 材料測定スイート：1年間のソフトウェア・アップデート・ 
サービス(SUS)

1つまたは複数の測定法オプションを選択してください。

 – N1500AU-010：伝送ライン法／フリースペース法SUS

 – N1500AU-020：アーチ反射率法SUS

 – N1500AU-030：空洞共振器法SUS

 – N1500AU-040：同軸プローブ法SUS

アップグレード情報

85070Eまたは85071Eのライセンスをお持ちのお客様は、N1500AU 材料測定スイートのソフト
ウェア・アップデート・サービスと必要なオプションを購入すれば、N1500Aにアップグレードで
きます。ライセンスは、85070Eまたは85071EのUSBソフトウェア・セキュリティー・キーに関
連付けられています。

8507xA/B/C/Dバージョンのソフトウェアをお持ちのお客様は、適切な手法オプションとUSBソ
フトウェア・セキュリティー・キーを備えたN1500Aを購入する必要があります。

アップグレード対象 オーダー番号

85070E N1500AU-004

85071E N1500AU-001

85071E-100 N1500AU-001

85071E-200 N1500AU-002

85071E-300 N1500AU-003

85070A/B/C/D N1500A-004
N1500A-UL8

85071A/B/C/D N1500A-001
N1500A-UL8

http://na.support.keysight.com/materials/docs/N1500A-VNAs.pdf
http://na.support.keysight.com/materials/docs/N1500A-VNAs.pdf
http://na.support.keysight.com/materials/docs/N1500A-VNAs.pdf
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