
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。

RFからテラヘルツ領域に広がるデバイス特性
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、RF、マイクロ波、ミリ波、テラヘ
ルツのデバイス特性評価に関する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。

 • 先端材料科学およびエンジニアリング

 • 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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RF、マイクロ波、ミリ波、テラヘルツ 
デバイスの特性評価
シナリオ
無線通信規格は、アプリケーションが進化し、新たにミリ波(mmWave)やテラ
ヘルツの領域に入ってきたことを受けて、進化し続けています。デバイスが期
待どおりに動作することを保証するには、デバイスの性能を深く理解すること
が重要です。例えば、デバイスでノイズが発生していないか、あるいはそのノ
イズは外部からのものかを確認する必要があります。発生頻度の低いグリッチ
を効果的に捕捉するためには、測定器の帯域幅とサンプリングレートが十分か
確認する必要があります。

キーサイトは、医療、車載用、レーダー、無線通信アプリケーションで新たな
ブレークスルーに取り組む研究者が直面するさまざまな課題に対処できる、幅
広いハードウェア／ソフトウェアソリューションを提供しています。3Dシミュ
レーションおよびモデリングソフトウェアから、さまざまな形式の高性能信号
発生器およびアナライザに至る、当社の広範囲なソリューションが、デバイス
の正確な設計、測定、検証に役立ちます。

キーサイトは、高性能ソリューションに加えて、5Gなどの無線通信規格の開発
においても、業界の先頭に立ち続けています。他の多くの無線インタフェース
規格のテストプロセスと測定方法の開発にも積極的に参加しています。キーサ
イトのテスト機器は常に最新の要件に合わせて更新されているため、安心して
研究に専念できます。



参考文献：Banded Millimeter Wave Network Analysis

ハードウェアソリューション
キーサイトでは、RF/マイクロ波からミリ波およびテラヘルツのアプリケーション向
けまで、幅広いテスト／測定機器を提供しています。ハンドヘルド・スペクトラム・
アナライザから高密度PXIe信号発生器まで、用途に合った仕様、予算、形状のニーズ
に適合するソリューションが用意されています。

ベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)

テラヘルツ測定用ソリューション：Keysight PNA-Xネットワーク・アナライザ＋ 
周波数エクステンダー

周波数エクステンダーは、デュアル信号源の2ポートまたは4ポートPNA-Xネットワー
ク・アナライザのフロントパネルに直接接続します。テスト・セット・コントローラー
は必要ありません。この構成により、1.5 THzまでのバンド別Sパラメータ測定が可能
です。
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参考文献：Millimeter Wave Network Analyzers(N5290A/N5291A)

ご存じでしたか？
最小限のアクセサリと 
ノンリニア・ファームウェア・
オプションを使用して、
PNA-Xネットワーク・ 
アナライザをノンリニア・
ベクトル・ネットワーク・
アナライザとして 
利用できます。

参考文献： 
ノンリニア・ベクトル・
ネットワーク・ 
アナライザ

N5290A/N5291A PNAベース広帯域ミリ波ソリューションは、Keysight 
PNAまたはPNA-Xネットワーク・アナライザをベースとしたシングル
掃引ソリューションです。N5290A ミリ波ソリューションは、900 Hz
～110 GHzで動作します。N5291Aは、120 GHz（オーバーレンジ機能
使用時は125 GHz）まで動作します。ソリューションには以下が含まれ
ます。

 • 厳選されたPNA/PNA-Xネットワーク・アナライザ1台

 • N5292A ミリ波テスト・セット・コントローラー

 • N5293AX/N5293AX 周波数エクステンダーモジュール

 • 周波数レンジ全体で2ポートまたは4ポートの測定を実行するための
ケーブル

N5290A/N5291A ミリ波ソリューションは、キーサイトおよびソリュー
ションパートナーであるCascade Microtech社が作成したウェーハレベ
ルの測定ソリューションの重要な構成要素です。

N5292A ミリ波テスト・ 
セット・コントローラー、
PNA/PNA-X用

 • 2ポートまたは4ポート 
インタフェースを提供

 • キーサイトの
N5293AXxx/ 
N5293AXxx用の周波数 
エクステンダーとOML/
VDIヘッドモジュールを
サポート
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Keysight ENA VNAを使ってテストコストを 
削減できます。

 • 5 Hz～ 53 GHz

 • 高い再現性と信頼性

Keysight FieldFoxの詳細

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

 • ポータブルのVNA

 • 5Gフィールドテストに適した最大100 MHzの 
広帯域幅
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参考文献：ネットワーク・アナライザSelection Guide

コンパクトな筐体でも妥協のない機能を提供する
Keysight USB VNA

 • 最大53 GHzの広い周波数レンジ

 • 携帯に便利な軽量の筐体

 • より詳細な解析に利用できる広範囲な 
測定アプリケーション

 • ベンチトップVNAと同じ直感的なGUI

Keysight PXI VNAを使ってテストの規模を 
縮小できます。

 • 9 kHz～ 90 GHz

 • 1つのPXI VNAで2ポートまたはマルチポート
構成

 • 手作業による操作と配線を最小限に抑えて 
高スループットを実現

 • ダイナミックレンジ、測定速度、トレース 
ノイズに対して最高の性能を発揮

 • コンパクトなベンチスペースに複数のVNAを
組み込み可能（単一のM9019A PXIシャーシ
で最大50ポートを実現）

 • ニーズに合わせて簡単に拡張可能
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スペクトラム／シグナル・アナライザ

参考文献：スペクトラム・アナライザ／シグナル・アナライザ

ベーシック・スペクトラム・アナライ
ザ(BSA)は、スペクトラム解析、信号
モニタリング、伝送／反射測定を含め
た、簡単で効率的な操作に十分な機能
を備えています。

 • N9320B：9 kHz～ 3 GHz

 • N9322C：9 kHz～ 7 GHz

Xシリーズ シグナル・アナライザは、キーサイトの最先端のベン
チトップ型シグナル・アナライザです。広帯域リアルタイム解
析からコストを抑えた基本測定まで、さまざまなモデルから研
究に必要なモデルを選択してください。

 • 2 Hz～ 110 GHz

 • UXA、PXA、MXA、およびEXAシリーズ

 • マルチタッチ・ユーザー・インタフェース

 • 既知または未知を問わず、発生頻度の低い信号を捕捉する 
ためのリアルタイムスペクトラム解析

 • 1.1 THzまでのミリ波信号解析に対応するVDI社製周波数 
拡張モジュール

N9041B ミリ波シグナル・アナライザ

 • 困難なミリ波信号の捕捉／解析用として設計：5G、802.11、
衛星、レーダー

 • 110 GHzまで連続掃引
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FieldFoxスペクトラム・アナライザは、フィールド
に最適なスペクトラム解析ソリューションです。

 • 最大50 GHzのRFまたはマイクロ波周波数で高精
度、すなわち価値あるスペクトラム解析を求める
ならこの1台

 • 完全に密閉され、堅牢で、優れた耐候性（MIL仕
様に沿ってテスト済み）

 • あらゆる照明状況に対応できるクリアなスクリー
ンとバックライト付きキー

 • グローブを装着した状態でも操作しやすいよう、
キーの間隔をあけたキーパッド

キーサイトのPXIベクトル・シグナル・アナライザは、
品質管理、製品適合性確認、テストの最適化が不可欠な
高速で高品質の測定を必要とする、デザイン検証用途に
最適です。

 • 狭い設置面積にアナライザをより多く収容できるた
め、高スループットを実現 

 • ニーズに合わせて拡張可能

M9391A PXIeベクトル・シグナル・アナライザ

 • 1 MHz～ 3または6 GHz

 • RFデバイスのデザイン検証用に最適化

 • 振幅と周波数の高速切り替え

M9393A PXIeパフォーマンス・ベクトル・シグナル・ 
アナライザ

 • 9 kHz～ 27 GHz（50 GHzまで拡張可能）

 • マイクロ波測定に最適

 • 27 GHzまでの高調波／スプリアス測定では、FFTベー
スのスペクトラム解析をステップ実行することで優れ
たハードウェア速度と確度を実現

キーサイトのスペクトラム・アナライザとシグナル・アナライザの詳細
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オシロスコープ
キーサイトのInfiniiumリアルタイムオシロスコープは、次世代テクノロジーを生み出
すための研究に必要な、世界最高クラスのシグナルインテグリティーを備えています。
Infiniiumオシロスコープは、最小のノイズフロア、最大の有効ビット数(ENOB)、最
大の帯域幅を実現する優れたハードウェアテクノロジーにより、どんなに困難な測定
課題にも対応できます。

キーサイトのInfiniium UXRシリーズ オシロスコープによって得られる比類のない帯域
幅とシグナルインテグリティーが、次世代のブレークスルーを実現するうえで助けと
なります。UXRシリーズは、超低ノイズフロア、25 fs未満の超低固有ジッタ、およ
び10ビットA/Dコンバーターによる高解像度を特長としています。

 • 帯域幅：13 GHz～ 110 GHz

 • アナログチャネル 2chまたは4ch 

 • 最大サンプリングレート：128または256 GSa/s

 • 最大メモリ長：2 Gpts 

参考文献：オシロスコープ用プローブ／アクセサリ
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信号発生器／信号源

参考文献：標準信号発生器セレクションガイド

Keysight Xシリーズ EXG/MXG信号発生器
は、単純な信号からデジタル変調信号ま
で、クリーンな信号から意図的に劣化さ
せた信号まで、高純度で高精度のRF/マ
イクロ波信号を発生します。

 • 9 kHz～ 40 GHz

 • 信号を短時間で簡単に作成できる
PathWave Signal Generationソフト
ウェア（以前のSignal Studio）を 
必要に応じて追加可能

 • ハイパワーミリ波テスト信号用の
E8257DVxx 周波数拡張モジュール 
必要に応じて、一部のMXG/EXG 
モデルに対し追加可能 

キーサイトのPSG信号発生器は、度量衡グレードの周
波数とレベル確度を提供する、最も信頼できるマイク
ロ波信号源です。PSG信号発生器によって、優れた歪
み特性とスプリアス特性を備えた、最高品質の信号が得
られます。

 • 100 kHz～ 67 GHz

 • 信号を短時間で簡単に作成できるPathWave 
Signal Generationソフトウェア（以前のSignal 
Studio）を必要に応じて追加可能

 • ハイパワーミリ波テスト信号用のE8257DSxx  
信号源モジュール/E8257DVxx 周波数拡張 
モジュール必要に応じて、一部のPSGモデルに 
対し追加可能 

 11www.keysight.co.jp 

http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5990-9956JAJP.pdf
https://www.keysight.com/en/pcx-x205194/x-series-signal-generators-mxg-exg
https://www.keysight.com/en/pc-1000003136%3Aepsg%3Apgr/Signal-Generator-Millimeter-Wave-Accessories
https://www.keysight.com/en/pcx-x205188/psg-signal-generators
https://www.keysight.com/en/pc-1000003136%3Aepsg%3Apgr/Signal-Generator-Millimeter-Wave-Accessories
https://www.keysight.com/en/pc-1000003136%3Aepsg%3Apgr/Signal-Generator-Millimeter-Wave-Accessories
https://www.keysight.com/en/pc-1000003136%3Aepsg%3Apgr/Signal-Generator-Millimeter-Wave-Accessories


キーサイトの信号発生器と信号源の詳細

キーサイトのVXGマイクロ波信号発生

器を使用すると、5Gアプリケーション

用の比類のないパワーが得られるため、

5G NRデザインを加速します。VXG信

号発生器には、自動チャネル応答補正

とSパラメータディエンベディングも含

まれており、広帯域5Gキャリアアグリ

ゲーションのシナリオでの測定の不確

かさと確度が改善されます。1 MHz～

44 GHzの周波数に対応したベンチモデ

ルとモジュラーモデルが用意されてい

ます。

キーサイトのPXI信号発生器は、RF/マイクロ波の

自動デザイン検証とテスト向けに最適化された高

速で高品質な測定により、テストのスループット

を向上させます。
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ソフトウェアソリューション
電子設計自動化(EDA)ソフトウェア

 • PathWave Advanced Design System(ADS)は、MoM/FEM/FDTDベースの統合型電磁
界シミュレーションを備えた、業界最先端のRF、マイクロ波、高速デジタルEDA
ソフトウェアです。

 • PathWave System Design(SystemVue)により、システム設計者やアルゴリズム開発
者は、次世代通信システムの物理層のイノベーションが可能になります。

 • キーサイトのデバイス・モデリング・ツールは、自動測定、正確なデバイスモデル
の抽出、包括的な適合性確認、プロセス設計キットによる最終検証など、エンドツー
エンドのモデリングソリューションを提供します。

研究室紹介

エリクソンとフライブルク大学が高Q環境発電回路をデザインする際、PathWave 
ADSによっていかに信頼性の高いシミュレーションを実行できたかについてご覧くだ
さい。
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PathWave Xシリーズアプリケーション

 • Xシリーズアプリケーションには、Xシリー
ズ シグナル・アナライザ間で転送可能な27
以上の測定アプリケーションから成るライブ
ラリが含まれています。

 • Xシリーズ シグナル・アナライザ用の測定ア
プリケーションは、N90x0Aシリーズ上では
従来型GUI、N90x0Bシリーズ上ではマルチ
タッチGUIにより操作します。

 • Xシリーズによる解析よりさらに深く詳細に
解析する場合は、PathWave Vector Signal 
AnalysisソフトウェアまたはMATLABを使う
ことができます。

PathWave Vector Signal Analysisソフトウェア 
（以前の89600 VSAソフトウェア）

 • タイムドメイン、周波数ドメイン、変調ドメ
インでの複数同時表示により、信号の性能を
迅速に検証できます。

 • 高度なトラブルシューティングツールを使用
して、信号の問題をすばやく特定できます。
ツールには、トレース間結合、トリガ、記録、
再生が含まれます。

 • どの設計段階でも一貫した測定が行われるた
め、ベースバンドからRF/ミリ波、シミュレー
ションからデザイン検証までの開発時間が短
縮します。

 • このソフトウェアは、75を超える無線規格と
変調方式をサポートしています。
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PathWave Signal Generationソフトウェア 
（Signal Studioソフトウェア）

 • 携帯電話／無線通信／航空宇宙／防衛／放送／ 
汎用測定など、各種アプリケーションに対応
する包括的で使いやすいPCベースの信号作
成ソフトウェアです。

信号最適化ソフトウェア

 • RF、マイクロ波、ミリ波周波数で複雑な5Gワ
イドバンドチャネルを簡単に校正できます。

 • デジタル／カスタムIQ変調波形とOFDMベー
スの5G候補変調の候補変調を容易に作成・解
析することができます。
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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
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


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。
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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

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