
実現間近のブレークスルーがあります。それはイノベーションへの確実な近道です。

先端材料研究における 
新たなブレークスルーを求めて



キーサイトの学術研究向けソリューション

新しい科学上の発見、現実世界の問題に対する新たな解
決策、技術的なブレークスルーを加速するイノベーショ
ン、これらは研究なしには実現できません。仮説を検証
するために特性評価、シミュレーション、測定を反復実
行する際、最も重要となるのは、あらゆる測定の信頼性
です。

キーサイト・テクノロジーは、緊密な産学連携と、極め
て正確で信頼性の高い測定を実現する業界最高の測定
器を通じて、世界各国の研究を後押ししています。無線
周波数(RF)/マイクロ波や高速デジタル回路設計の研究
において、キーサイトの最先端の電子設計自動化(EDA)
ソフトウェアを用いたシミュレーションにより、開発時
間を短縮し、コストのかかるプロトタイプの不具合を削
減することもできます。

次に目指すブレークスルーが何であれ、キーサイトが提
供する各種の信頼性の高いテストソリューションとエ
キスパートによるテクニカルサポートは皆様の心強い
味方になります。

このカタログでは、先端材料科学／工学分野の研究に向
けたキーサイトのソリューションを紹介します。キーサ
イトは、次の分野におけるソリューションも提供してい
ます。

 • RF、マイクロ波、ミリ波、テラヘルツデバイスの特
性評価

 • 5G、生物医学、エネルギー、光／フォトニクス、量
子工学など、主要な産業分野

キーサイトが研究者に提供できる支援の 
内容の詳細については、以下のページを 

参照してください。
www.keysight.co.jp/find/education
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先端材料科学／工学
シナリオ
どの材料にも固有の電気特性、光学特性、機械特性があります。材料の例とし
て、電子機器の基版、航空宇宙／防衛分野の電波吸収材料(RAM)、車載／エネ
ルギー分野の太陽電池やバッテリー等があります。その他の例として、産業用
材料では液晶ディスプレイや超伝導体があり、食品、農業、林業、鉱業では食
品やその他の有機材料、さらに医薬品／ヘルスケアではバイオインプラントと
ヒト組織があります。

次世代のテクノロジーや製品を生み出す際に役立つ貴重な情報を取得するに
は、材料特性の正確な特性評価が不可欠です。先端材料研究を通じた半導体、
金属、ポリマー、セラミック、化合物半導体などの材料の発見が、過去100年
にわたるイノベーションを加速させてきました。世界中で行われた長年の研究
の成果を見ると、これら材料の改良が、産業上の利益となり得る新たな材料の
発見に強く結び付いていることがわかります。例として、カーボンナノチュー
ブ、グラフェン、シリコンカーバイド(SiC)、窒化ガリウム(GaN)があります。

キーサイトは、先端材料研究の最も要求の厳しいニーズを満たす幅広いソ
リューションを提供しています。当社のソリューションには試験方法と推奨事
項、測定器、フィクスチャ、ソフトウェアが含まれており、被試験材料の電気
特性と電磁(EM)特性を効率良く効果的に特性評価することができます。
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電磁特性測定ソリューション
キーサイトは、20 Hzから数テラヘルツまでの広い周波数レンジで材料のEM特性を高
い確度で評価できる、さまざまなソリューションを提供しています。

ベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)

以下の特長を持つKeysight FieldFox 
ハンドヘルドVNAを使用すると、 
どこでも高精度の測定が可能です。

 • 最大50 GHzの広い周波数レンジ

 • 堅牢な作り

 • ポータブル

研究室紹介
研究者がKeysight FieldFoxを携えて 
極地に赴き、どのように海氷の調査を 
行ったかについて紹介します。

Keysight Streamlineシリーズ USB 
VNAは、ベンチトップVNAのポータブル
版として使用できます。

Keysight PNA VNAにより、最高の性能を 
実現できます。

 • 900 Hz～ 120 GHz

 • PNA-L、PNA、PNA-Xモデル

 • PNAとPNA-Xでは周波数を最大1.5 THzに 
拡張可能

研究室紹介
Keysight VNAは人工網膜研究の鍵となり、 
視覚障害者に希望をもたらします。

5 Hz～53 GHzの範囲では、Keysight ENA  
VNAを使用すると正確で信頼性の高い測定が 
可能です。

参考文献：誘電体測定の基礎

Keysight FieldFoxの
詳細

Keysightネットワーク・アナライザの詳細
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プレシジョンLCRメータ
 • 20 Hz～ 2 MHz

 • 低インピーダンスでも高インピーダンス
でも優れた測定再現性を実現する0.05 %
の基本確度

N1500 材料測定スイートソフトウェア
キーサイトのN1500 材料測定スイートソフトウェアは、
複素誘電率や透磁率の測定を自動化します。簡単な操作
でソフトウェアを一度インストールすれば、7つの測定
方法（伝送ライン法、フリースペース法、アーチ反射率法、
共振空洞器法、同軸プローブ法、平行板法、インダクタ
ンス法）が利用可能になります。

インピーダンス・アナライザ
 • E4990A：20 Hz～ 120 MHz、業界最高の

0.045 %の基本確度

 • E4991B：1 MHz～ 3 GHz、0.65 %の基本
確度

キーサイトのE4980AL/E4980A プレシジョンLCR 
メータの詳細

参考文献：LCRメータおよびインピーダンス・アナライザを用いた誘電率／透磁率の測定ソリューション

参考文献：N1500A 材料測定スイート
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参考文献：LCRメータ、インピーダンス・アナライザ、テストフィクスチャ

フィクスチャ、プローブ、および共振器
N1501A 誘電体プローブキットは、10 MHz～ 50 GHzの周波数でKeysight VNAまた
はインピーダンス・アナライザを使用して実行する「損失のある」液体材料、粉末材料、
半固体材料の誘電率測定に適しています。このキットにより、高品質プローブの柔軟
な選択が可能になります。

85072A 10 GHzスプリットシリンダー共振器をKeysight VNAと共に使用すると、離
散周波数で高感度の誘電率測定が行えます。低損失材料には共振空洞器法が最適です。
マイクロ波周波数での測定では、キーサイトのソリューションパートナーの多くの共
振器オプションが使用可能です。

液体または薄いフラットシートの誘電率を低周波で測定する場合、各種テストフィク
スチャ（16452A 液体材料テストフィクスチャ、16451B 誘電材料テストフィクスチャ、
16453A 誘電材料テストフィクスチャ）を利用できます。

16454A 磁性材料テストフィクスチャは、Keysightインピーダンス・アナライザと連
携して、トロイダルコアの透磁率を測定します。
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電気測定ソリューション
超低レベルの信号の測定確度は、感度の高い材料
の研究および特性評価における主要な要件です。
測定分解能が高いと、材料の時間、電圧、または
温度の変化に対するどんなにわずかな挙動の変化
でも検出することができます。キーサイトは、先
端材料研究に役立つさまざまなソリューションを
提供しています。当社のソリューション
は、高確度、高速サンプリング、
広範囲の電圧／電流源機能な
ど、一般的なテスト要件をほ
ぼ全て満たしています

ソース／メジャメント・ユニット(SMU)

EasyEXPERT group+を搭載したB2900Aシリーズ プレシジョンSMUは、最小10 fAの
電流分解能、最大210 V/3 A DCの電圧／電流範囲、10.5 Aパルスの性能を備えた、
エントリーレベルのアナライザです。SMUを8チャネルまで接続できます。PC上の
EasyEXPERT group+ソフトウェアにより、測定と解析が容易に実行できます。

EasyEXPERT group +を搭載したE5270Bおよび
E5260/62/63A プレシジョンIVアナライザは、
0.1 fAの低電流と0.5 μVの低電圧に対する測
定能力を備えた、高性能のアナライザです。
SMUの拡張性を活かして高度なIV特性評価が
可能になります。PC上のEasyEXPERT group+
ソフトウェアにより、測定と解析が容易に実
行できます。
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アドバンスド・デバイス・アナライザ
キーサイトのB1500AおよびB1505Aは、15インチのタッチスクリーンを備えた、柔軟
なオールインワンのアドバンスド・デバイス・アナライザです。10スロットまでモ
ジュールを拡張できるため、アナライザをニーズに合わせて簡単に拡張できます。グ
ラフィカル・ユーザー・インタフェース(GUI)ベースのKeysight EasyEXPERT group+ソ
フトウェアが内蔵されており、すぐに使用できる数百の組み込みアプリケーションテ
ストを使って、複雑なデバイスの特性評価をすばやく簡単に実行できます。アナライ
ザの内蔵ストレージを利用すると、デバイス特性評価を効率的に繰り返し、またレポー
ト作成と詳細な解析のための測定データのエクスポートが可能になります。

B1500AとB1505Aの比較表を表示

研究室紹介

GaNデバイス用の正確なSPICE 
モデルを開発する上で、キーサイトの
高精度B1500AおよびB1505Aが 
いかに重要な役割を果たしたか 
ご覧ください。

B1500A 半導体デバイス・パラメータ・アナライザ
は、オールインワンの半導体デバイス特性評価シス
テムです。基本的なアプリケーションから最先端の
アプリケーションまでのIV、CV、QS-CV、パルス／ 

ダイナミックIV、および総合的な特性評価に対応し
ます。

B1505A パワー・デバイス・アナライザ／カーブ
トレーサーは、サブpA ～ 10 kV/1500 Aの広い
測定範囲を備えた、パワーデバイス評価用のワン
ボックスソリューションです。絶縁ゲートバイ
ポーラトランジスタや、GaN、SiCのようなワイ
ドバンドギャップ材料など、新しいデバイスの評
価に対応します。
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オシロスコープ／アナライザ／メータ 

Keysight InfiniiVisionオシロスコープは、特許取得済みの
テクノロジーを活用し、最速の波形更新レートを実現し
ます。これは、発生頻度の低いグリッチを捕捉するため
の重要な仕様です。N2820A 高感度電流プローブと併用
すると、50 μAの微小電流を捕捉できます。この機能に
より、飛行時間(TOF)、パルスドIV測定など、高感度の低
電流アプリケーションに最適なオシロスコープとなって
います。

34420A マイクロオームメータでは、100 nΩまでの
抵抗を測定可能です。この性能により、金属または高
濃度ドーピングされた半導体などの材料の4線式測定
に最適です。

B2985A/B2987A 電位計は、最大10 PΩの抵抗を測定
できるため、絶縁材料の体積抵抗率または表面抵抗率
の評価において威力を発揮します。電池式の電位計を
選択すると、ACラインのノイズを除去し、測定確度
を高めることができます。

KeysightプレシジョンLCRメータ／インピーダンス・
アナライザは、最大0.045 %の基本確度で材料特性
を測定します。CVおよびACインピーダンス分光測定
に適しています。
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ジェネレーター／電源
キーサイトは、さまざまな電源、波形発生器、パルス発生器を提供しています。キー
サイトの低ノイズ電源は、ノイズフロアが10 μVrms（10 kHzで1 nVrms/√Hz）
と、非常に低いため、先端材料研究に特に適しています。

スイッチマトリクス
B2200A/B2201A/E5250Aの低リーク・スイッチ・マト
リクス・ラインを使って、B1500A 半導体デバイス・ア
ナライザなどの測定器の測定機能を拡張し、入出力を柔
軟に構成できる自動測定システムを作成できます。多数
のチャネルと低コストのストレス源を使用して、数百台
のデバイスの信頼性テストを並行して効率良く実行でき
るため、コスト削減と時間短縮を実現しながら、正確で
一貫性のある結果を取得できます。B2200A/B2201Aに
は、キャパシタンス測定の高確度を保証する独自の補正
機能があります。

B2961A/B2962A 低ノイズ・パワー・ソースは、
100 nV～210 V/10 fA～10.5 Aの広いバイポーラレ
ンジと、柔軟な任意波形発生機能を備えています。
これらの特徴により、4線式測定、ファンデルパウ
測定や飛行時間(TOF)/IV/ホール効果の測定など、材
料の各種電気特性評価方法に適した、電圧／電流源
となっています。

その他のKeysightジェネレーター、ソース、 
パワー製品の詳細

参考文献：Challenges and Solutions for Material Science/
Engineering Testing Applications
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エンジニアリングリーダーは、デザイン、シミュレーションから、
検証、製造まで、新しい電子製品を開発する際のあらゆるステッ
プが重要であることを認識しています。ところが、あるステップ
で得られた測定結果は、次のステップにシームレスに移行されま
せん。テストエンジニアは、デザインチームからの測定値の相関
性確認作業に時間を費やすことになります。ハードウェアとソフ
トウェアはそれぞれ異なる言語で制御されるため、ソフトウェア
エンジニアはそれを解決するソフトを作成する必要があります。
ほとんどの場合、デザイン、テスト、測定、監視には組織ごとに、
単独動作する製品を利用しています。この、組織の縦割り構造に
より、ワークフローは、分断され、非効率化し、不満の主要な要
因となります。

連続性のある迅速な設計とテストは、電子システムの開発手法に
画期的変革をもたらします。この手法では、新しいソフトウェア、
新しいワークフロー、強力な自動化ツールを組み合わせて、従来
のプロセスを変革し、生産性と機器の使用効率を大幅に改善しま
す。製品開発ワークフロー全体でデザインと自動化ソフトウェア
を統合すれば、定型業務にかかる時間が短縮され、効率が高まり
ます。Keysight PathWaveソフトウェアは、デザインとテスト
をつなぐシステム・エンジニアリング・プラットフォームであり、
共通のデータモデルとオープンな標準を提供することで、製品開
発を加速します。

詳細については、以下のページを 
参照してください。

www.keysight.co.jp/find/pathwave
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PathWave製品開発ソフトウェア
統合デザイン／テストでアイデアを現実に 

お客様のデザインの 
アイデアを実現

PathWave Designは、回路設計、 
電磁界解析、システムシミュレーションを
つなぐエレクトロニック・デザイン・ 
オートメーション・ソフトウェア・ 

ツールの集合です。PathWave Designを
使用し、設計／シミュレーションに 
費やす時間を短縮すれば、製品開発を 

加速することが可能です。

テストの自動化、時間短縮、
拡張性 

PathWave Testは、エンジニアとテスト 
ステーションを結ぶテストソフトウェアの
集合です。PathWave Testは、単一の 
ユーザーからグローバル企業まで、 

さまざまな規模に対応しており、テスト
ワークフローの時間短縮を実現します。
ウェブブラウザーからのテストの 
共同作業と管理を可能にします。

分析によって意思決定を 
改善

PathWaveは、ビジネスに必要な知識の 
強化を目的としたビッグデータの検出、 
視覚化、確認に役立つ、強力な分析機能を
提供します。PathWaveには、可視化 

ツール、リアルタイムの資産モニタリング、
高度なアルゴリズムが含まれており、 
アルゴリズムには、異常に備えることで、
プロセスの機能強化を促進し、生産性を 

向上させる機能があります。

http://www.keysight.co.jp/find/pathwave
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キーサイト・サービス
教育ソリューションに関するパートナー

詳細については、以下のページを 
参照してください。

www.keysight.co.jp/find/services

校正／修理サービス
適切な測定ソリューションを準備することは、始まりに
すぎません。デザインエンジニアは作業グループ間で再
現性の高い結果を必要としています。矛盾が生じると、
開発サイクルタイム、市場投入の時期、予算に悪影響が
出るからです。

製造は生産目標を達成するために尽力しますが、不正確
な測定値は生産量と品質の低下に直結します。キーサイ
トの校正および修理サービスでは、測定機器が使用期間
中、保証された仕様通りに動作し、研究開発と製造で正
確かつ再現可能な測定を行えるようにいたします。

キーサイトとお客様のパートナーシップ
キーサイトは、お客様のあらゆるテスト機器ニーズに応
えるため、広範なサービスおよびサポートのポートフォ
リオを提供しています。

 • スタートアップアシスタンスとトレーニングを利用
すると、新しい機器を短時間で効果的に使用できる
ようになります。

 • 校正／保証プランにより、5年、7年、または10年間
の保証が受けられます。

 • 柔軟なサービス提供には、校正の所要時間を数日か
ら数時間に短縮できる、オンサイトのモバイルラボ
が含まれます。

 • Premium used（プレミアム再生品）は、新しいユニッ
トと同じ高性能を発揮し、3年間の標準保証が付いて
います。

 • トレードイン（下取り）プログラム（キーサイトの製品
と他社の製品共に利用可能）を利用して、必要に応じ
てキーサイトの最新テクノロジーにアップグレード
できます。

http://www.keysight.co.jp/find/services
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