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第１章 ミリ波ネットワークアナライザ使用時の注意事項 

 

本章では、ミリ波ネットワークアナライザを用いた計測を行う際に、汎用的に必要となる、コネク

タの種類やケーブルの接続方法等について述べる。 

 

1.1 マイクロ波(ミリ波)ケーブルとコネクタ 

 

1.1.1 アジレントテクノロジー(株)アプリケーションノート 

1GHz 程度までの低周波と異なり、マイクロ波、ミリ波帯では、使用する周波数によってケーブル、

コネクタを適宜選定する必要がある。これらについては、アジレントテクノロジー(株)が発行して

いる下記のアプリケーションノートに詳しい。 

 

これは 09/03/22 現在、下記 URL よりダウンロード出来る。 

 

本章ではこれを参考とし、ミリ波ネットワークアナライザを使用する際に必要な項目について述べ

る。 

  

図 1. マイクロ波同軸コネクタ アプリケーションノート 

（アジレントテクノロジー版） 
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1.2 周波数帯域とコネクタ 

 

図 2. 動作周波数と使用可能なコネクタ(同軸系) 

 

図 2 に示すように、ケーブルの接続等で使用するコネクタは、その構造により透過できる最大周波

数が決まっている。本測定システムでは、50GHz まで(ミリ波テストヘッド使用時には 110GHz まで)

を使用するため、コネクタは 2.4mm を選ぶ必要があることが解る(なお、ミリ波テストヘッド使用

時には同軸系ではなく導波管を使用する)。なお表で解るように、一般に良く低周波帯で使用され

る N型コネクタや BNC コネクタは使用上限周波数がそれぞれ 18GHz、4GHz であり、マイクロ波帯で

は使用できないことが解る(変換アダプタ等を使用しても不可)。 

 

1.2.1 2.4mm コネクタ 

図 3が 2.4mm コネクタの外観、図 4 が寸法・公差である。内導体ピン等が特に小さい作りになって

おり、取り付け、取り外しには注意を要する。また図 5 の様に、3.5mm コネクタ(～SMA コネクタ)

とは外観が似ているが、接続不可であるため注意すること(SMA コネクタと 3.5mm コネクタは物理的

には接続可能であるが、3.5mm 側がメスの場合、中心部が破壊される可能性がある)。 

  

図 3. 2.4mm コネクタ(左：メス、右：オス)          図 4. 2.4mm コネクタの寸法・公差(※) 

 

 



マニュアル第 1章                            ミリ波ネットワークアナライザ使用時の注意事項 

- 3 - 

1.3 コネクタの接続 

コネクタ接続には、トルクレンチを使用する。 

 

 (上より 2.4mm 用トルクレンチ、ポート基部用トルクレンチ、スマートモンキー) 

図 5. トルクレンチとスマートモンキー 

 

 

図 6. メーカーが推奨するトルクレンチ使用方法(※) 

 

図 6 に示すように、トルクレンチを使用する際には下記の注意が必要である。 

 

・ 尾部の線の部分を軽くつまむ事 

・ 必ず矢印の方向に回転させること(=締め付け時と取り外し時では使い方が異なる) 
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・ 10°程度折れた時が適切トルク(=折れ曲がったらトルクがかかりすぎ) 

 

またケーブルを取り付ける際には、スマートモンキー等のレンチで固定し、コネクタの締め付け

を行うが、この際の固定用レンチとトルクレンチの角度は 90°以内で行う（下図参照）。 

 

図 7. 固定用レンチとトルクレンチの角度(※) 

 

1.4 コネクタのオス・メス 

同軸コネクタにはオス・メスがあるが、接続の際には「必ずオス側のコネクタを回す」様にする。

またアースバンドをした手で外導体のみに触れる様にし、オスコネクタ側のみを手で回して仮締

めした後、トルクレンチと固定レンチを用いて固定すること。 

 

図 8. コネクタ接続時の注意点(※) 

 

 

注：本文で使用した図中、「※」印が付いた物は、アジレントテクノロジー(株)が発行するアプ

リケーションノート等より抜粋したものである。 
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第 2章 同軸反射プローブを用いた誘電率計測法 

 

ミリ波帯ネットワークアナライザと同軸プローブを用いることにより、非常に簡単に、かつ非破壊

で物質の誘電率を計測することができる。以下、その手順について述べる。 

 

1.測定を始める前に 

・コネクタの取り外しは、別途マニュアル第 1 章に従い、適切に行うこと。 

・コネクタ等に触れる際は、必ずアースバンドをし、ネットアナの端子に確実に接続すること。ま

たコネクタを取り扱う際は、コネクタの外導体のみを触ること。 

         

図 1. アースバンド         図 2. アースバンドの適切な接続 

 

1.1 測定フロー 

Agilent 85070E(誘電率ソフトウェアと同軸プローブのセット)を用いた誘電率計測の測定フローを

図 3に示す。 

 

図 3. 同軸プローブを用いた誘電率計測の測定フロー 
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2.測定前手順 

2.1 機器接続 

 
図 4. 誘電率プローブキット(85070E) 

 

85070E 付属のパフォーマンスプローブ(85070-60010)を、両端が 2.4mm オスコネクタのケーブルを

用いて、ネットワークアナライザの Port1 へ接続する。接続にあたっては、トルクレンチと薄刃の

モンキーレンチ(スマートモンキー)等を使用し、第一章の手順に基づき適切に取付を行うこと。な

お、他の測定時に 2.4mm→3.5mm 変換アダプタが付いている場合がある。この場合、変換アダプタ

を必ず外してからケーブルを接続すること（そのまま取り付けるとコネクタが破損する）。 

 

  

図 5. パフォーマンスプローブ・ケーブルの取付               図 6. 測定系 

 

2.2 電源投入 

ネットワークアナライザ E8362C の電源を投入する(ネットアナ基本測定画面が起動する)。その後、
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機器の内部温度を一定にするため、90 分間以上ウォームアップする。 

 

              図 7. 電源スイッチ 

 

2.3 本体測定コントローラへの移行 

ネットアナ基本測定画面にて、[Utility]-[System]-[Configure]-[Millimeter Module Config]を

選択、ミリ波コンフィギュレーション画面にて[Standard PNA]を選択し、OK ボタンを押す。。 

  

図 8. 本体コントローラへの移行 

 

2.4 85070 ソフトウェアの起動 

85070 用 USB プロテクトキー接続を本体の USB ポートへ接続する。なお 85071 用プロテクトキーも

同一形状であるため、注意すること(間違って挿入した場合はソフトウェアが起動しない。なお 2

つのプロテクトキーを同時に挿入しても問題無い)。 

  

E8362C 電源スイッチ 

N5260A 電源スイッチ（今回は未使用） 
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図 9. プロテクトキーの接続 

測定周波数レンジが 10MHz～50GHz になっていることを確認後、IF バンド幅を変更する。前面ボタ

ンより[Avg]を押し、[IF Bandwidth]にて 1.0kHz 程度に設定する。 

 

   

     (a)前面ボタン(Avg ボタン)                   (b)IF バンド幅設定画面 

図 10. IF バンド幅の設定 

 

その後、ネットアナ基本測定画面を[File]-[Minimize Application]で 小化、Windows デスクトッ

プ画面へ戻る(図 11)。 

 

図 11. ネットアナ基本測定画面の 小化 

 

Windows デスクトップ上から、誘電率計測プログラム 85070 を起動する。 
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  図 12. 計測プログラム 85070 の起動        図 13. 校正用パラメータ入力画面への移行 

 

 

2.5 校正用各パラメータの決定。 

85070 画面上で、[Calibration]-[Configure Cal...]の順で選択、測定用パラメータ入力画面を開

く(図 13)。ここで各タブをクリックし、測定に必要なパラメータを入力していく。 

 

 

図 14. 校正用パラメータ入力画面 
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・ [Calibration Type]タブ 

・ Calibration Type 

「Air/short/water」を選択する。これにより、空気(Open)、ショートブロック、および

水を用いた校正が可能となる。 

・ Probe type 

Performance(85070-60010 パフォーマンスプローブ)を選択。 

・ Refresh standard type 

測定中に再度キャリブレーションを行う際(再校正)、空気、ショートブロック、水のい

ずれか一つのみの測定で代用する事ができる。その際に何を使用するかを選択する。こ

の際、被測定対象と近い誘電率の物を選択すると精度を高く保つことが出来る。 

 

例) 

プラスティック、樹脂、その他水分の少ない物…Air 

液体、水分を多量含む食品等…Water 

磁性体…Short 

 

また Ecal(電子キャリブレーションモジュール)を使用することで、この再校正をより簡

便、かつ精度良く行うことができる。 

 

図 15. 電子式校正ユニット(ECal) 

 

・ Water temperature(℃) 

校正に使用する水の温度を入力する。再校正の際に水を使用する際には、刻々と水温が

変動する可能性があるので、十分に測定室の温度に馴染んだ水を使用すべきである。ま

た温度は 0.1℃程度の測定精度があると良い(デジタル温度計の使用を推奨(図 16))。ま

た不純物を含むと水の誘電率が変わるため、極力、精製水や純水を使用すべきである(図

17)。 
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図 16. 校正用水の温度測定                    図 17. 精製水 

 

2.6 測定周波数、計測ポイント数の設定 

85070 画面上で、[Calibration]-[Set Frequency]の順で選択、測定周波数・計測ポイント数設定画

面へ移行する(図 18)。 

 

図 18. 測定周波数・計測ポイント数設定画面への移行 

 

 

図 19. 測定周波数・計測ポイント数設定画面 



マニュアル第 2章                                    同軸反射プローブを用いた誘電率計測法 

- 12 - 

図 19 の設定画面で、周波数、測定ポイントに関するパラメータを入力する。下記に一例を示す。

なお測定ポイント(Num Points)は 20001 点まで任意に取ることができる。 

 

表 1. 周波数・測定ポイント設定例 

周波数設定         1～50GHz 

Num Points 設定      201 ポイント 

 

また測定用途に応じ、Sweep 方法を Linear sweep、Log sweep から選択する(全体的な特徴を掴むに

は Linear sweep の方が使いやすいかもしれない)。なお Time Domain 機能を併用するのであれば、

Linear sweep を選択する必要がある。 

 

3. キャリブレーションの実施 

3.1 キャリブレーション 

各校正用パラメータの入力後、プローブ先端面における校正(キャリブレーション)を行う。ここで

は 85070 付属のキャリブレーションキットを使用した、1 ポート・フル校正手法について述べる。

なおミリ波帯程ではないが、50GHz 付近では 6mm 程度と非常に短くなるため、各治具の接続精度や

ケーブルの曲がり等が精度に大きく影響する。基本的にキャリブレーション～測定時には、ケーブ

ルの位置関係も含め、極力セッティング状態や温度等を変えないように配慮する必要がある。 

 

3.2 キャリブレーションの手順 

[Calibration]-[Perform Cal...]を選択する(図 20)。 

 

図 20. キャリブレーション手法の選択画面 

 

以下、この Perform Cal を用いた対話形式でキャリブレーションを実施する。 
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3.2.1 Air 校正 

「Leave the performance probe open in air.」の表示がでたら、プローブ先端部の水分等を十分

に拭き取り、OK ボタンをクリックする。 

 
図 21. Air による校正 

 

3.2.2 Short 校正 

3.2.2.1 ネットワークアナライザ基本測定画面への移行 

Short 校正を行うにあたっては、同軸プローブ先端における短絡が確実になされているか、確認を

行いながら進める必要がある。このため、キーボードで[Alt][Tab]を同時に押し、ネットワークア

ナライザ基本測定画面へ移行する。 

 
図 22. ネットワークアナライザ基本測定画面への移行 
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3.2.2.2 ショートブロックの接続 

図 23 にショートブロックの構造を示す。ショートブロックの上方からプローブを挿入しレバーA

によりプローブとショートブロックを固定する(図 24)。次いでレバーBを回転させ、ブロック Cの

短絡面を、プローブ先端部に密着させる(図 25)。 

 

 

 

 
図 23. パフォーマンスプローブ用ショートブロック 

 

  

図 24. プローブとショートブロックの固定    図 25. 短絡面とプローブ先端面の密着 

 

この密着が十分に行われている場合、ネットワークアナライザの基本測定画面の軌跡は図 26 の様

になる。もし図 22 の状態であれば、再度ショートブロックの接続を試みる。 

A 

B 

C 

プローブ挿入口 
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図 26. ショートブロック接続時の基本測定画面上での軌跡 

 

3.2.2.3 Short 校正 

ショートブロックの装着が確実に行われたことを確認した後、キーボード[Alt][Tab]同時で 85070

画面上に移行し、「Connect the shorting block to the probe」画面で OK ボタンをクリックし、

Short 校正を実行する(図 27)。 

 

図 27. Short 校正の実行 
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3.2.3 Water 校正 

引き続き、Water 校正を行う。先に水温を計測した水を用意し、プローブ先端部を挿入する。この

際に、プローブの位置やケーブル位置が変わらないにすることで、測定誤差を大幅に抑えることが

出来る。 

  

図 28. 校正用水へのプローブ挿入                   図 29. Water 校正の実行 

 

なお、同軸プローブではプローブ先端から 1cm 程度電磁界が浸入し、ここからの反射波を用いて誘

電率を計測する。このため、プローブ先端部から半径 2cm 程度の空間は水のみで満たされるように

する(水容器の底まで 低限 2cm 程度のクリアランスを取る)事が望ましい(図 28)。 

これを確認後、「Insert the probe into ××℃ water」画面で OK ボタンをクリックし、水による

校正を実施する(図 29)。 

 

4. 測定 

上記までの校正が終了後、反射波による誘電率測定を行うことができる。測定は、プローブ先端を

測定対象に押しつける事で行う。 

 図 30. 測定対象へのプローブの押し当て 
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4.1 測定時の諸注意 

・ エアギャップ 

プローブ先端部とサンプルの間に空気層が発生しないようにする。50GHz における波長は 6mm

程度であり、1mm 以下のエアギャップでも測定精度に大きな影響を及ぼす。 

・ 試料厚さ 

メーカが推奨する 低試料厚さ tminは下記で与えられる(εrはサンプルの比誘電率の実部)。 

                          
r

t
ε

20
min =  …式 1 

従って、空気(εr =1)に近いものは 20mm 程度の厚さが、誘電率が大きい水(εr =80@1GHz、

10@50GHz 程度)の様なサンプルでも 3～7mm 程度の厚さが必要である。 

・ ケーブルの安定度 

マイクロ波～ミリ波帯での測定では、ケーブル位置のわずかな変動が測定結果に影響する。こ

のため、精度の良い測定を行うためには 

・ ケーブルの振れが収まるまで待つ 

・ ケーブルの曲げを 小とする 

・ ケーブル自体を固定する 

などの配慮が必要となる。 

・ 温度 

ネットワークアナライザは測定温度によるドリフトが発生する。このため測定前のウォームア

ップは十分に行うと共に、校正・測定時に室温の大きな変動が無いように配慮する(測定に時

間が掛かるような場合は、都度、校正を行う)必要がある。 

 

4.2 測定 

[Measure]-[Trigger Measurement](または Ctrl+T)により測定が行われる。 

 

図 31. 誘電率計測開始 
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図 32. 測定例(水の比誘電率実部) 

 

4.3 計測可能な物理量 

本計測プログラムでは、下記の計測・表示が可能である。これらは 85071 測定プログラム上の上部

アイコンより切り替える。 

 

• e’(比誘電率実部) 

• e”(比誘電率虚部) 

• e”/e’ (=tanδ) 

• e” e’平面プロット(Cole-Cole e：横軸を e’、縦軸を e”にしたプロット) 

 

各画面の例は図 33 の様になる。いずれも有用な物理量であるが、特にマイクロ波～ミリ波帯では

配向分極の緩和が現れるため、損失を観察できる e”(ないしは tanδ)に物質の特徴が現れる事が

多い。また Cole-Cole プロットはインピーダンス解析によく使われる手法であるが、その軌跡(半

径や形状)が緩和現象と結びつけやすいため、広く使用されている。 
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(a)e’プロット                                (b)e”プロット 

  

(c)tanδプロット                      (d) Cole-Cole プロット 

図 33. 様々な誘電率表示方法 

 

4.4 計測データのメモリへの格納 

計測データをメモリに格納することで、前後の測定値や異なる物質測定値等の比較測定が容易にな

る(図 35)。これを行うには、[Display]-[Data->Memory]を選択し、Memory1～3 の任意の領域に記

憶する(図 34)。 

 

   

図 34. 測定結果のメモリへの保存 
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図 35. メモリ機能を用いた比較計測(図は 85071 のもの) 

 

4.5 リフレッシュ校正機能 

温度変化やケーブルの位置の変動等により、測定中に誤差が発生し始めたとき、変動が小さいなら

ば 1つの校正標準(Air、Short、Water)の再測定で、全体の校正をすることができる。 

 

4.5.1 リフレッシュ校正の手順 

85070 画面上で[Calibration]-[Refresh Cal...]を選択すると(図 36)、2.5 章図 14 にて選択した校

正標準を用いての構成画面に移行する。3.2.1～3.2.3 のいずれかの手順を実行し、校正を実行する。 

 

 
図 36. リフレッシュ校正画面への移行 

 

 

図 37. リフレッシュ校正の実行 
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4.6 測定データのセーブ 

計測データ(およびメモリにセーブしたデータ)は PRN 形式(テキスト)で保存することができる。 

まず 85070 プログラムの[File]-[Save Data File]をクリック、データする項目(Data、Memory1 等)

を選択する(図 38)。 

  

図 38. データセーブ画面 

 

5. おわりに 

本章では同軸プローブを用い、測定サンプルに密着させることで誘電率を計測する手法について述

べた。本手法は非常に簡便であり、またセットアップにそれ程時間を要することなく結果を得るこ

とができるため、品質等の測定において非常に強力なツールになると考えられる。 
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第 3章 ミリ波帯における誘電率計測法 

 

ミリ波帯におけるシート状サンプルは、電磁波を測定対象に照射し、反射・透過波等を用いて誘電

率を計測することが出来る(フリースペース法)。以下、その手順について述べる。 

 

1.測定を始める前に 

・コネクタの取り外しは、別途マニュアル第 1章に従い、適切に行うこと。 

・コネクタ等に触れる際は、必ずアースバンドをし、ネットアナの端子に確実に接続すること。ま

たコネクタを取り扱う際は、コネクタの外導体のみを触ること。 

         

図 1. アースバンド         図 2. アースバンドの適切な接続 

 

1.1 測定フロー 

ソフトウェア 85071 を用いた、フリースペース法による誘電率計測の測定フローを図 3に示す。 

 
図 3. フリースペース法による誘電率計測の測定フロー 
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2.測定前手順 

2.1 機器接続 

表 1 に従い、75-110GHz ミリ波モジュール N5260AW10 をミリ波コントローラ N5260A へ接続する。

接続するのは、下記のケーブルである(図 4)。 

 

表 1. N5260A と N5260AW10 接続表 

             【N5260A 側】                              【N5260AW10 側】 

<Port1>         <Port2>              <左側(Port1 より)>  <右側(Port2 より)> 

 RF OUT  RF OUT        ←→                 Ref. I.F. 

 LO OUT  LO OUT        ←→                 R.F. I.F(x6) 

 A IF  B IF          ←→                 L.O. In (x8) 

 R1 IF  R2 IF         ←→                 Test I.F. 

 BIAS  BIAS          ←→                 +12V @1.5A 

 

  

(a) N5260A Port1                   (b) N5660AW10 左側 

   

(c) N5260A Port2                   (d) N5660AW10 右側 

図 4. N5260A と N5260AW10 の接続 

 

2.2 電源投入 

ネットワークアナライザ E8362C、ミリ波コントローラの N5260A 電源を投入する(ネットアナ基本

測定画面が起動する)。その後、機器の内部温度を一定にするため、90 分間以上ウォームアップす

る。 
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              図 5. 電源スイッチ 

 

2.3 ミリ波測定コントローラへの移行 

ネットアナ基本測定画面にて、[Utility]-[System]-[Configure]-[Millimeter Module Config]を

選択、ミリ波コンフィギュレーション画面にて[Standard PNA]を[75 to 110GHz]へと変更する。 

  

図 6. ミリ波測定系へ移行 

 

2.4 85071 ソフトウェアの起動 

85071 用 USB プロテクトキー接続を本体の USB ポートへ接続する。なお 85070 用プロテクトキーも

同一形状であるため、注意すること(間違って挿入した場合はソフトウェアが起動しない。なお 2

つのプロテクトキーを同時に挿入しても問題無い)。 

  

図 7. プロテクトキーの接続 

E8362C 電源スイッチ 

N5260A 電源スイッチ 
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測定周波数レンジが 75GHz～110GHz になっていることを確認後、IFバンド幅を変更する。前面ボタ

ンより[Avg]を押し、[IF Bandwidth]にて 1.0kHz程度に設定する。その後、ネットアナ基本測定画

面を[File]-[Minimize Application]で 小化、Windows デスクトップ画面へ戻る(図 8)。 

 

図 8. ネットアナ基本測定画面の 小化 

 

Windows デスクトップ上から、誘電率計測プログラム 85071 を起動する。 

  

図 9. 85071 の起動                           図 10. Instrument Setup 警告 

 

この際、Instrument Setup ダイアログに「The setup has been changed by the instrument.」の

表示が出る場合があるが(図 10)、そのまま OKを選択して構わない。 

 

2.5 測定用各パラメータの決定。 

85071 画面上で、[Measure]-[Define measurement]の順で選択、測定用パラメータ入力画面を開く

(図 11)。ここで各タブをクリックし、測定に必要なパラメータを入力していく。 
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図 11. 測定用パラメータ入力画面 

 

・  [Set Frequency]タブ 

周波数、測定ポイントに関するパラメータを入力する。下記に一例を示す。なお測定ポイント

(Num Points)は 20001 点まで任意に取ることができる。 

 

表 2. 周波数・測定ポイント設定例 

周波数設定         75～110GHz 

Num Points 設定      401 ポイント 

 

また Sweep 方法を Linear Sweep へ変更する(後述する Time Domain 機能を使用するために必須) 

 

図 12. [Set Frequency]タブ 
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・ [Sample Holder]タブ 

測定系に関するパラメータを入力する画面(この時点では入力しない)。また Sample holder と

して[Free space]を選択する。 

 

図 13. [Sample Holder]タブ 

 

・ [Measurement Model]タブ 

誘電率推定モデルの選択を行う。ここでは「Tran a Fast(NIST Fast モデル)」を指定する。 

この手法ではポート 1 から 2 への透過波(S21)、ポート 1 から 2 への透過波(S21)を演算に使用

する誘電率計算モデルで、高速演算を特徴とする。測定誤差の大きい反射波(S11、S22)を使用

しないため計測精度が高い。サンプルの位置情報は S11、S22 等も使って推測するため、考慮し

なくて良い。なお本モデルでは比透磁率μを 1 と仮定した演算を行うため、磁性体を計測する

際には他のモデル(Nicolson-Ross,Weir モデル等)を使用する必要がある。 

 

図 14. [Measurement Model]タブ 

・ 上記設定後、タブを閉じる。 
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2.6 キャリブレーション 

各種パラメータの入力後、フリースペース法における校正(キャリブレーション)を行う。ここでは

導波管用のキャリブレーションキットを使用し、タイムドメインゲーティング機能を利用する 2ポ

ート・フル校正手法について述べる。なおミリ波帯では波長サイズが～1mm であり、各治具の接続

精度やケーブルの曲がり等が精度に大きく影響する。基本的にキャリブレーション～測定時には、

ケーブルの位置関係も含め、極力セッティング状態や温度等を変えないように配慮する必要がある。 

 

2.6.1 キャリブレーション手法の選択 

[Measure]-[Freespace calibration]-[Perform a gated reflect line](GRL)を選択する。 

 

図 15. キャリブレーション手法の選択画面 

 

2.6.2 自由空間校正(フリースペースキャリブレーション) 

アンテナ等のフリースペース(自由空間)測定では、同軸ケーブルの様な OSL 校正(Open、Short、Load

を用いた校正)が使用できないため、TRL(Thru、Reflect、Line)法を使用して校正を実施する。以

下、85071 における校正手法を述べる。 

・ Cal Wizard をクリックする。 

 

図 16. Cal Wizard 画面(1) 
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・ Smart Cal(Guided Calibration)を選択する。これにより、表示されるガイドに基づき、対話形

式で逐一的な操作が可能となる。 

 

図 17. Cal Wizard 画面(キャリブレーション手法の決定) 

 

・ 2Port Cal を選択 

今回は透過波を用いるため、2ポートでの測定となる。 

 

図 18. Cal Wizard 画面(ポート数の指定) 

 

・ 校正キットの指定 

ネットワークアナライザを用いたキャリブレーションでは、予め特性を把握、定義付けを起こった

ユニットを用いて実施する。Wバンド(75-110GHz)用としては、アジレントテクノロジーよりW11644A
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が販売されており、本測定でもこの校正キットを使用する。 

 

  

図 19. W バンド帯キャリブレーションキット W11644A 

 

 

図 20. W11644 のショート板(左)と 1/4 波長シム(右) 

 

・Port1、Port2 共に[W-band waveguide]、[W11644A]を選択 

 

図 21. Cal Wizard 画面(校正キットの選択) 

 

・ Port1 Short キャリブレーションの実施 
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図 22. Cal Wizard 画面(Port1 SHORT) 

 

N5660AW10 に取り付けられた導波管 Port1 に、W11644A 付属のショート板(11644-20015)を、4-40

拘束ネジを用いて接続する。ショート板には表裏があり、印字がない方がショート面となる(図

23(c))。また、小さい穴には、スリップ・ピン(11644-20015)を挿入してから締めつけることで、

繰り返し精度を向上することができる。 

    

(a)拘束ネジ(左)とスリップピン(右)         (b)N5560AW10 の導波管 Port 

 

(c)ショート板 11644-20015(写真はショート面) 

図 23. Port1 へのショート板の接続 
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また導波管へのショート板等の治具接続時には、ボールポイントレンチ(W11644A 付属)を使用する。

この際、一度にネジを締め付けるのではなく、均等に各ネジを締め付けること。締め付けトルクは

指 2本で締められる程度で構わない。接続後、[Measure]をクリックする。 

  

図 24. ショート板の接続 

 

・ Port2 Short キャリブレーションの実施 

Port1 に引き続き、Port2 のショートキャリブレーションを行う。Port1 に取り付けたショート板を

逆手順で外し、Port2 へと取り付ける。接続後、[Measure]をクリック。 

 

図 25. Cal Wizard 画面(Port2 SHORT) 

  

図 26. Port2 へのショート板の接続 
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・ Port1 Port2 の THRU 校正 

2つの N5560AW10 のポート(Port1 と Port2)を接続し、THRU 校正を行う。 

 
図 27. Cal Wizard 画面(Port1 Port2 接続) 

 

ポートを接続する際に、スムーズにガイドピンが挿入できる様に、N5560AW10 底面のゴム足を回転

させることで高さ調整を行う。その後、ショート板接続時と同様に、拘束ネジとスリップピンを用

いてポート同士を接続する。接続後、[Measure]をクリックし、THRU 測定を行う。 

  
図 28. N5560AW10 の高さ調整 

 

  

図 29. 2 ポートの接続 
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・ 1/4 波長シムを挿入した THRU 校正 

後に W11644A 付属の 1/4 波長シム(11644-20014)を両ポートの間に挿入して接続し、1/4 ライン

THRU 測定を行う。 

 
図 30. Cal Wizard 画面(1/4 ライン(1/4 波長シム)を挿入した THRU) 

 

THRU 校正で接続したポートを取り外し、1/4 波長シムを挿入後、再度接続する。1/4 波長シムには

表裏の区別は無いが、向きがあるので注意する(具体的には、導波管の方形の穴と 1/4 波長シムの

穴が同方向になるように挿入)。接続後、[Measure]をクリックし、1/4 ライン THRU 測定を行う。 

  

(a)1/4 波長シムの方向確認            (b)1/4波長シムの挿入 

 

(c)ボールポイントレンチによる締め付け 

図 31. 1/4 波長シムの挿入、THRU 接続 
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・ ポート校正の完了 

1/4 ライン THRU 校正まで終了すると、2ポートのフル校正が完了する。校正データは Windows のレ

ジストリに保存されるが、ユーザーCalSet として保存し、後程リロードすることも可能である。保

存の際は[Save As User CalSet]をクリックする。その後、[Finish]ボタンをクリック Cal Set の

画面へ戻る。必要に応じて、再度 Cal Wizard を行うことも可能([Cal Wizard]ボタンをクリック)。 

 

 

図 32. 校正の保存画面 

 

 

図 33. Cal Set 画面 

 

3.測定系の構築 

校正が終了後、誘電率測定を行うための測定系を構築する。基本的な設置方法としては、アンテナ・
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測定サンプルを同一直線上に設置し、反射・透過波の両方を測定する方法、一定角度でアンテナを

配置し、反射波のみを測定する方法がある(図 34)。ここでは前者で測定系を構築する。 

 

図 34. ミリ波におけるフリースペース法での測定系 

(上：反射波、透過波利用、下：反射波のみ利用) 

 

3.1 アンテナの接続 

ミリ波テストヘッド N5560AW10 にホーンアンテナ(HO10R-20DBI、図 35)を接続する。 

 

 

図 35. W バンド用ホーンアンテナ 

 

接続は、校正モジュールと同様に拘束ネジとスリップピンを用いて行う。アンテナの基部とテスト

ヘッドの導波管ポートの開口部を確認し、上下、左右の四つ穴を均等にネジ止めする。なおネジ止

めしても図 36(c)、(d)の様にアンテナ・ポート間に隙間があるように見えるが、これで正常である。 
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(a)アンテナの向き確認         (b)ボールポイントレンチを用いた締め付け 

    

(c)アンテナ取付状態(Port1)              (d)アンテナ取付状態(Port2) 

図 36. テストヘッドへのアンテナ取付 

 

3.2 測定系レイアウト 

アンテナ間距離を 30cm 程度離し、テストヘッド#1、試料ホルダ、テストヘッド#2 が一直線上にな

るように配置する。また配置両アンテナ間に正対するようにサンプルホルダをセットする。 

 

図 37. 測定系レイアウト 

3.3 アンテナ間距離について 

本測定では測定対象に平面波が照射される必要があり、アンテナ・サンプル間の距離は遠方界条件

を満たす必要がある。遠方界となるために必要な距離 D は、アンテナの開口面の大きさを a、波長

をλとして D=(2a2/λ)で与えられる。本測定では a=0.01m、λ=光速/周波数=(3×108)/(110×109)

より D～5.5×10-7となるため、ほぼどの様なレイアウトをしても条件は満たされる(=遠方界条件を
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満たす)。 

一方、問題となるのはホーンアンテナから照射されるビーム領域内に、サンプルホルダ等の不要な

物体が入ることである。今回使用しているアンテナは指向性利得が 20dBi であり、半値幅は 23°程

度である。従って、図 38の斜線部の領域(ミリ波ビーム照射エリア)にホルダが入らないように(ま

た測定するサンプルは、このエリアを確実に覆う様に)レイアウトを決定する必要がある。 

 

 

 

図 38. 測定レイアウトの注意点 

 

4.タイムドメインゲーティン 

本測定で使用するミリ波ネットワークアナライザには、オプションとしてタイムドメイン機能を持

っている。この機能を利用することで、不要反射等による測定誤差要因を取り除く事が可能となる。

以下、タイムドメインゲーティングの手順について述べる。 

 

4.1 ゲーティングに使用する金属反射板の厚さ測定 

ノギスやマイクロメータ等を用い、リファレンスとして使用する金属反射板の板厚を測定する。 

 

 

図 39. 金属板の板厚測定 
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4.2 金属反射板のセット 

図 40 の様に、サンプルホルダに金属反射板をセットする。 

  

図 40. 金属反射板のセット                         図 41. 前面パネル 

 

キーボード[Alt][TAB]キー同時押しで、ネットワークアナライザ基本測定画面へ戻る(図)。このと

き、画面は Polar 表示となっている。 

 

 

図 42. 基本測定画面(Polar 表示) 

 

図 41 のネットワークアナライザ前面パネルの[Format ボタン]-[Log Mag]で横軸方向を Log Mag 表

示へ変更する。 
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4.3 タイムドメイン測定への移行 

前面パネルの[Analysis ボタン]-[Transform]-[Transform ON]でタイムドメイン機能を ON とする

(図 43)。また縦軸を[Scale ボタン]-[Autoscale]で調整し、横軸(時間軸)を下記の値に設定する(測

定アンテナ間隔が 30cm 程度の場合)。 

 

表 3. タイムドメイン時間軸設定値 

[Analysis ボタン]-[Transform]-[Start Time]でスタート時間を 0.0ns 

[Analysis ボタン]-[Transform]-[Stop Time]でストップ時間を 2.0ns 

 

 

図 43. 基本測定画面(タイムドメイン) 

 

4.4 反射板の位置計測 

前面パネルの[Marker]ボタンを押すことで、タイムドメイン画面上にマーカを表示させる。また正

面ダイヤルを回転させる事により、マーカの位置(タイムドメイン上での時間)を移動出来る。 

 

 

図 44. マーカの表示ボタンと移動ダイヤル 

このマーカを移動させることにより、金属反射板の時間ピークのスタート時間、ストップ時間を探

マーカ移動用ダイヤル 

マーカ表示ボタン 
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す。これにより測定対象の透過・反射波に対し、時間領域でゲーティングを掛けることが可能とな

り、外部の影響やアンテナ内部の多重反射等の影響を排除し、測定対象のみのデータを得ることが

出来る。 

 

図 45. マーカを表示させたタイムドメイン測定画面 

 

ここで、金属反射板の時間軸上での位置特定方法を述べる。金属反射板を多少左右に動かすと(図

46)、時間領域で特定の波形の「山」のみ、位置が変動する(図 47)。 

 

図 46. 金属反射板の移動 

 

この様な「山(=反射ピーク)」で も左のもの(=アンテナから放射し、 短で帰ってくる「動く山」)

が金属反射板の位置だと考える事ができる。 



マニュアル第3章                        ミリ波帯における誘電率計測法 

- 42 - 

 
図 47. 金属反射板移動時の時間領域における「山」の移動 
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図 48. 「山」のスタート位置(開始時間)の計測(例 1.118ns) 

 

図 49. 「山」のストップ位置(終了時間)の計測(例 1.302ns) 
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この山(反射ピーク)の開始時間と終了時間を、マーカ移動により読み取る(図 48、49)。読み取り後、

キーボード[Alt][TAB]キー同時押しで 85071 ソフトウェアの Cal Set 画面へ戻る。 

 

図 50. 85071 ソフトウェア(Cal Set 画面) 

 

4.5 タイムドメインゲーティング用パラメータ値の設定 

Cal Set 画面で[Next]ボタンをクリック、タイムドメインパラメータセッティング画面(Set 

timedomain parameter)へ移行する(図 51)。入力後、[Next]ボタンをクリック。 

 

図 51. タイムドメインパラメータセッティング画面 

 

・ Search Start Time を入力 

計測した金属反射板の「山(=反射ピーク)」のスタート時間(本例だと 1.118ns)よりも小さい値を入
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力する(例 0.8ns) 

 

・ Search Stop Time を入力 

計測した金属反射板の「山」のストップ時間(本例だと 1.302ns)よりも大きい値を入力する(例 

1.5ns)。この Search Start Time と Search StopTime の時間間隔の中から、ゲーティング対象とな

る反射ピークがサーチされる。 

 

・ Gate Span を入力 

基本的に反射板時間ピークの[ストップ時間]-[スタート時間]値を入力(本例だと 0.3ns)。        

これが時間領域における「窓」の幅となる 

 

・ Gate Shape 

窓関数の形状を入力する(デフォルトは Minimum( 小))。各窓形状の特徴は下記の通りである。 

   「 小」：カットオフ時間が短く急峻にレスポンスが削除されるが、サイドローブのレベルやパ 

スバンド・リップルが大きくなる。 

   「 大」：カットオフは緩やかだが、サイドローブのレベルやパスバンド・リップルは小さくな 

る。 

 

4.6 金属板厚等の入力 

Measure Plate 画面において、Plate thickness に測定した金属反射板の厚さを入力する(単位は mm)。

その後、サンプルホルダに金属板を挿入したまま、[Measure]ボタンをクリック。 

 

 

図 52. Measure Plate 画面 

 

次いでサンプルホルダから金属反射板を外し、[Measure]ボタンをクリックする(図 53)。 
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図 53. 金属反射板を外して計測 

 

以上でタイムドメインゲーティング法を併用したフリースペースキャリブレーションは終了であ

る。Cal set に名称を付け(デフォルトでも可)、[Finish]ボタンを押す(図 54)。 

 

図 54. フリースペースキャリブレーションの終了 

 

実施したキャリブレーションを有効にするため、Gated resp/isol 画面で、ゲーティング機能をオ

ン(Yes を選択)する(図 55)。 
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図 55. タイムドメインゲーティング キャリブレーションセットの適用 

 

5. 測定 

上記までの校正が終了後、フリースペース誘電率測定を行うことができる。測定は、金属板のあっ

た位置に、シート上に加工した測定対象を配置することで行う。 

[Measure]-[Trigger Measurement]により測定開始。この際に、測定対象に応じたサンプル厚さを

入力する(図 56)。 

 

 
図 56. サンプル厚さの入力 
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図 57. 測定例(比誘電率実部) 

 

5.1 計測可能な物理量 

本計測プログラムでは、下記の計測・表示が可能である。これらは 85071 測定プログラム上の上部

アイコンより切り替える。 

 

• e’(比誘電率実部) 

• e”(比誘電率虚部) 

• e”/e’ (=tanδ) 

• e” e’平面プロット(Cole-Cole e：横軸を e’、縦軸を e”にしたプロット) 

 

各画面の例は図 58 の様になる。いずれも有用な物理量であるが、特にマイクロ波～ミリ波帯では

配向分極の緩和が現れるため、損失を観察できる e”(ないしは tanδ)に物質の特徴が現れる事が

多い。また Cole-Cole プロットはインピーダンス解析によく使われる手法であるが、その軌跡(半

径や形状)が緩和現象と結びつけやすいため、広く使用されている。 

 

 

計測グラフ 計測結果 

計測物理量切替 オートスケール 
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(a)e’プロット                                (b)e”プロット 

  

(c)tanδプロット                      (d) Cole-Cole プロット 

図 58. 様々な誘電率表示方法 

 

5.2 計測データのメモリへの格納 

計測データをメモリに格納することで、前後の測定値や異なる物質測定値等の比較測定が容易にな

る(図 60)。これを行うには、[Display]-[Data->Memory]を選択し、Memory1～3 の任意の領域に記

憶する(図 59)。 

 

  

図 59. 測定結果のメモリへの保存 
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図 60. メモリ機能を用いた比較計測 

 

5.3 測定データのセーブ 

計測データ(およびメモリにセーブしたデータ)は PRN 形式(テキスト)で保存することができる。 

まず 85071 プログラムの[File]-[Save Data File]をクリック、データする項目(Data、Memory1 等)

を選択する(図 61)。 

  

図 60. データセーブ画面 

 

6. おわりに 

本章ではミリ波領域における誘電率測定方法の一つである、ミリ波ネットワークアナライザを用い

たフリースペース法について、その手順を述べた。電磁波を用いた測定は、特に周波数が高くなれ

ばなるほど「適当」さが通じなくなり、「この手順の目的は何か」、「この工程で注意すべき事は何

か」を意識して計測しなければ、精度の高い結果は得られない。願わくは、本マニュアルが今後の

ミリ波測定者にとって有益なものとなることを、またそれらの測定者によって、このマニュアルが

より良いものに書き換えられて行くことを願う。 
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第 4章 MSOを用いた時間軸における信号の測定・解析 

 

1.使用機器の機能概要 

＜アジレント MSO7104A＞ 

●アナログ測定チャネル・・・4ch 

  ・帯域幅        1GHz 

              （プローブは 600MHz が 4ch 分，1.5GHz 差動対応 1ch 分） 

  ・サンプリングレート  4G サンプル／秒(2ch 時)，2G サンプル／秒(4ch 時) 

  ・メモリ長       8M ポイント(2ch時)，4M ポイント(4ch 時) 

  ・垂直分解能      8 ビット 

  ・ピーク検出      250ps 

●ディジタル測定チャネル・・・16ch 

  ・サンプリングレート  2G サンプル／秒(8ch 時)，1G サンプル／秒（16ch 時) 

  ・ 大入力周波数    250MHz 

  ・メモリ長       アナログ測定チャネル OFF の時 

                8M ポイント(8ch 時)，4M ポイント(16ch 時) 

              アナログ測定チャネル ONの時 

                2.5M ポイント(8ch 時)，1.25M ポイント(16ch 時) 

  ・グリッチ検出     2ns（ 小） 

  ・チャネル間スキュー  3ns（ 大） 

●表示・・・12.1 インチカラー 

●波形更新・・・100,000 波形/秒 

●測定結果の出力・・・プリンタ（USB 接続の指定機種）出力，USB メモリ 

図 1. 測定器 MSO7104A 
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2.基本的な使用方法 

 

2.1 プローブの接続 

 アナログ信号の測定では，以下のプローブが用意されている． 

    ・600MHz 帯域対応パッシブ・プローブ（4ch 分） 

    ・1.5GHz 帯域対応アクティブ・プローブ(1ch 分) 

    ・1.5GHz 帯域対応差動プローブ(1ch 分) 

ただし，1.5GHz 帯域のプローブは，プローブヘッドを交換することで対応するもので，同時に 2

本使用することはできない．プローブ・ヘッドの交換については付属マニュアルを参照すること． 

アナログ測定用プローブは，前面右下の BNC コネクタの必要なチャネルに挿入し，右にクリック感

があるまでひねって，確実に接続すること． 

 

図 2. 測定器の表示部およびプロントパネル 

図 3. アナログ測定プローブの接続 
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ディジタル信号の測定では，16ch 分のディジタル・プローブを使用する． 

背面上部に接続コネクタが用意されており，16ch 分をまとめて接続する．なお，ケーブルは 8ch

ずつ 2つに分岐している． 

アナログ測定チャネル，ディジタル測定チャネルとも1ch毎にON/OFFの設定が可能となっている．

基本仕様にあるように，使用するチャネルの数によってサンプリングレートやメモリ長が変化する

ため，より良い精度で測定するためには必要なチャネルのみ ONにして使用する． 

アナログ測定チャネルは，各プローブ用コネクタの上部に色分けされたボタンスイッチがあり，現

在の状態とボタンの押下により，以下のように ON/OFF およびメニュー表示状態を設定できる． 

 

  ●現在 OFF の状態 → チャネルの ON，そのチャネルのメニュー表示 

  ●現在 ONの状態 → そのチャネルのメニュー表示 

  ●現在そのチャネルのメニュー表示状態 → チャネルの OFF 

 

ON／OFF の状態は，スイッチ部と同色の波形が表示されているかどうかの他，そのチャネルの押し

ボタンスイッチの数字部分が点灯しているかどうかで確認できる． 

ディジタル測定チャネルは，フロント・パネルのディジタル・チャネル・コントロールのボタンを

押すことで，メニューの表示と 16ch 分の ON/OFFができる．個別のチャネルの設定は，この際表示

されるメニューを画面下のソフトキーで選択し，チャネル毎に ON/OFF を指定する． 

 

2.2 信号の測定および表示 

各プローブの設定，接続後，プロントパネル右上の RUN コントロールキーを押下することで，測定

図 4. リアパネルのコネクタ部分 

図 5. ディジタル測定プローブの接続 
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が開始される． 

電源投入後は，トリガーモードが AUTO となっており，この状態ではディスプレイ上にリアルタイ

ムで波形表示される．垂直方向や水平方向のスケール値や表示位置は，各チャネルの設定で調整で

きるが，フロントパネルの AUTO SCALE ボタンでは，自動的に 適な表示を行うことができる．こ

の機能はディジタル測定を同時に行っている場合でも全体の表示調整を行うことができる． 

 

 表示および各機能の設定は，一般に以下の手順による． 

  １．変更したいチャネルのメニューを表示させる 

  ２．フロントパネルに変更しようとしている機能のボタンがあれば，それを押下する 

  ３．ディスプレイ下部に表示されるメニューを，対応した下部のソフトキーで選択する 

  ４．必要があれば，円形の矢印で示されている入力ノブを使用したメニューの選択入力を行う 

 

なお，簡単なヘルプ機能が搭載されており，フロントパネルの各ボタンを長押しすることで，その

機能に関連した簡単な操作方法が画面上に表示される． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 信号の捕捉および解析方法 

3.1 トリガによる信号の捕捉 

図 6. クイックヘルプを表示した状態 

図 7. 測定の様子 
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センサおよび制御機器の開発では，特性評価のための信号解析のほか，問題となる信号出力捉えて

評価する必要がある．このため本測定器にはさまざまなトリガ・タイプが用意されている． 

 

・エッジ・トリガ・・・トリガのソースチャネルと信号のレベルおよびエッジ（立ち上がり， 

立ち下がり）を指定する．アナログ測定，ディジタル測定とも利用で 

きる．さらにエッジの数を指定してトリガとして使用することもでき 

る（プロントパネルのトリガ部の MORE キーを使用する）． 

・パルス幅トリガ・・極性およびパルス幅の時間を指定することでトリガを発生させる． 

           パルス幅はしきい値だけでなく，範囲で指定可能である． 

・パターン・トリガ・指定した複数のチャネルの High”1”，Low”0”の組み合せで指定す 

る．アナログ・チャネルにおいても設定されたしきい値により同時に 

指定が可能である．さらにこのパターンの継続時間で指定することも 

できる（プロントパネルのトリガ部の MORE キーを使用する）． 

 

未知の信号に関しては，オート・スケール，オート・トリガのモードで測定し，まずトリガするポ

イントの確認が必要である．本測定器は高速な波形更新が可能となっており，さらに無限残光モー

ドを利用することで，発生頻度の低いイベントが表示可能である．これにより問題となる波形の表

示確認が比較的容易にできる．無限残光モードの切り替えは，フロントパネルの Display キー押下

後，表示されているメニューから∞Persist を選択する． 

なお本測定器では，シリアル通信に関してもトリガ機能を有しているが，デコーダなどのオプショ

ン機能を搭載していないため，利用には制限がある． 

 

3.2 信号の測定 

捕捉した波形の測定，解析には，カーソルを表示させ，信号の各部分の測定を行ことができる．X

方向２つ，Y 方向 2 つのカーソルを使用し，入力ノブで位置を自由に設定できるため，さまざまな

測定が可能である．しかし一般に，信号の測定項目は限られていることから，以下に示す自動測定

機能を利用する方が，より効率的な信号評価を行うことができる． 

自動測定を行うには，フロントパネル上の Quick Meas キーを押下する．ディスプレイ上に表示さ

れるメニューのうち，左より 2つ目に測定機能が表示されている．このメニューの直下のソフトキ

ーを押下することで，入力ノブによって機能の選択ができる．自動測定にはおもに以下の機能があ

る． 

 

表 1. 自動測定機能 

  ＜１つのチャネル信号での測定＞ 

   ・カウンタ  ・周波数  ・周期  ・デューティ・サイクル 

   ・＋パルス幅  ・－パルス幅  ・立ち上がり時間  ・立ち下がり時間 

   ・電圧の平均  ・振幅  ・ピーク間の電圧  ・RMS  ・標準偏差 

  ＜2つのチャネル信号間での測定＞ 

   ・位相  ・遅延 
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4．補足 

本測定器は時間領域での信号の評価，確認を行うための機器である．アナログ測定チャネルによる

信号の評価，解析と同時に，ディジタル信号の観測も可能となっており，近年のセンサのインテリ

ジェント化にともなうディジタル回路が混在したセンサシステムなどへの対応も可能である．また，

ディジタル信号においても，高い周波数での動作から，アナログ信号としての評価が不可欠となっ

ており，本測定器を活用することで，より効率的な開発が可能となる． 

 

図 10. 遅延の測定例 

図 9. デューティ・サイクルの測定例 図 8. 振幅の測定例 
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第 5章 ミリ波帯における計測法の改善 

 

これまでに，本研究課題で導入したネットワークアナライザー（Agilent Technologies 社製 E8364C）

の誘電プローブによる魚の水分や脂肪含量などの測定が行われ，本機器の有効性が示されている。誘電

体プローブは液体や平滑な面を持つ物質の誘電率測定に適しているが，プローブ測定面と密着できない

サンプルは，ミリ波を自由空間に伝播させる透過測定法や反射測定法を選択する必要がある。そこで本

システムを用いて透過測定実験を行った。 

 

一般に自由空間を伝播させる際，ホーンアンテナやレンズアンテナを用いて伝播するミリ波に指向性

を持たせ，必要な場所以外に伝播することを避けるが，光に比べて波長の長い電磁波は回折などの特性

が顕著になり，取り回しが困難となる。また,目的の場所以外に伝播したミリ波は，あらゆる場所で反

射されるため，検出器に達したそれらの反射波は計測のノイズ要因となる。本実験でも図に示すように

テストヘッドモジュールに導波管およびホーンアンテナを取り付け，金属周期構造のフィルターの透過

特性の確認を行ったところ，テストヘッドモジュール端面からの反射波などが確認された。この反射波

は，テストヘッドモジュール間での定在波となり，受信波に対してノイズ要因となりうる。 

 

 

図１ 測定対象物（フィルター）および受信側テストヘッドモジュール 

 
図２ ホーンアンテナ間の反射波による定在波 

 

この現象に対し，本ネットワークアナライザーが持っているタイムドメインゲーティング機能を利用

することで，対処できることが確認できた。本機能はある時間に入ってきたミリ波のみを受信する機能

で，上図であれば，ホーンアンテナ間とテストモジュール間であればミリ波が伝播する距離が異なるた

め，それらのミリ波を受信側で受信するタイミングに時間差が生じる。予め時間波形のゲートタイミン
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グを設定することで，ホーンアンテナ間のミリ波のみを取得することが可能となる。この機能は自由空

間を伝播する必要のある透過測定や反射測定では大変有効であることが確認できた。さらに,今回の実

験では，計測手順マニュアルに準じて操作を行い，本マニュアルの有効性について確認することが出来

た。 

 

ある種のサンプルでは透過測定において平行光束や集光光束での測定が必要となる場合がある。その

場合はホーンアンテナ間にレンズなどを配置してビーム整形を行う手法が考えられる。当学で保有する

テラヘルツ分光分析装置にて、発光側・受光側にレンズを使用して行った実験では、サンプルへの入射

光コントロールにより、安定した計測結果が得られることを確認でき、ミリ波でもレンズによる平行光

束、集光光束の使用は有効であると考えられる。この場合、測定値の正確性を保つには、このためのキ

ャリブレーション手法の開発が必要となると思われる。レーザーなどの評価法に習って，ナイフエッジ

法での測定も可能であるが，可動ステージが必要になるなどの手間や時間がかかり，企業の人が簡便に

利用できるシステムとは言い難い。また,未知のサンプルを持って測定を行った際，本当にその値や特

性が正しいかどうかを検証することが，物性評価を目的とした実験では大変重要となる。そこで，本ネ

ットワークアナライザーを今後さらに利用しやすい機器にすべく，透過測定系構築のための標準サンプ

ルを準備することを提案する。自由空間内にさまざまなものを配置し，透過特性を評価する場合，予め

特性が分かっている標準サンプルの透過特性を指標に光学系や各パラメータの設定を行うことが，最適

な実験系の構築に近道と考える。次年度以降，標準サンプルに適した具体的な材料選定などを行うこと

で，広く専門家以外の人にも利用できる機器になりうると期待される。 

 



 


