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ENA シリーズ RF ネットワーク・アナライザによる
PCI Expressコネクタ差動 S パラメータ測定
Application Note 1463-3

• 平衡測定機能内蔵
• 4 ポート ECal よる自動マルチポート校正
• クロストーク算出に便利な VBA プログラミング機能
• De-embedding によるテストフィクスチャ特性除去
はじめに
Ｇigabit Ethernet、Infiniband、PCI Expressなど最新の高速ディ
ジタル・コミュニケーション・テクノロジにおいては、周波数領域での差動
Ｓパラメータ部品特性評価が重要になってきています。このアプリケー
ション・ノートではENAシリーズ8.5 GHz 4ポート・ネットワーク・アナライザ
を用いたPCI Expressコネクタの差動Sパラメータ測定を紹介します。

測定パラメータ
PCI Expressコネクタ測定規格の標準テス
ト手順書 PCI Express Connector High
Speed Electrical Test Procedure Ｒevision 1.0（July 19, 2002） では、以下のテ
スト項目が定められています。
− 差動挿入損失
− 差動反射損失
− 差動近端漏話（NEXT）
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テスト周波数範囲は100 MHz 〜 4 GHzと定
められています。
図1はこれらのパラメータの定義を示します。
PCI Expressコネクタの近端漏話は、隣り合っ
た全ての差動信号ライン・ペアからの漏話の
トータル量（トータル近端漏話）として評価さ
れます。
Total NEXT = NEXT-1 + NEXT-2 +
. . . . + NEXT-n

50ohm

図 1 PCI Expressコネクタの測定パラメータ
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挿入損失・反射損失測定
図2、3は挿入損失と反射損失を測定するた
めのテストフィクスチャの例を示します。
テストケーブルの先端で4ポート・フル校正を
行った後、ENAの4つのポートを測定すべき
差動信号ライン・ペアに接続し、4 x 4のシング
ルエンドSパラメータ（S11〜S44）を測定しま
す。ENAの内蔵フィクスチャ・シミュレータ機
能はこれらのシングルエンドSパラメータをミッ
クスドモードSパラメータ（差動、コモンモード
Sパラメータ）に変換します。

図 2 挿入損失・反射損失測定テストフィクスチャの例（a）

近端漏話測定
図4、5は差動近端漏話（NEXT）測定テス
トフィクスクチャの例です。挿入損失・反射損
失測定と同じ測定セットアップで、テストポー
ト3と4を受信側の差動信号ラインペアに接
続し、テストポート1と2をそれに近接する信
号ラインペアに接続し、差動伝送特性Sdd21
を測定します。ENAに接続されないその他
のラインは全て50Ωターミネーションで終端し
ます。この構成でテストケーブルと50Ωターミ
ネーションの接続を変えることによって、全て
の異なるペア間での近端漏話を測定するこ
とができます。
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挿入損失と反射損失の測定値はENAの画 4ポート・ネットワーク・アナライザによる差動部品
面上に測定パラメータSdd21（差動-差動伝 測定では、フル4ポート校正で測定系の校正
送特性）、Sdd11（差動-差動反射特性）と を行います。従来のメカニカル校正キットを用
して直接表示されます。従来の2ポート・ネッ いてのフル4ポート校正は、非常に多くのつな
トワーク・アナライザを用いる場合は差動Sパ ぎ変えを必要とし、校正ミスの原因になります。
ラメータ算出のための複雑な外部計算が必 ENAは N4431A 4ポート電子校正モジュール
要でしたが、4ポートENAを使用すれば外部 （ECal）をサポートしており、フル4ポート校正
計算は不要で、規格に準拠した測定が非常 を1回の接続、1回のキー操作のみで自動的
に行うことができるので、校正ミスを防ぎ、信
に簡単に行えます。
頼性の高い測定が可能です。

図 3 挿入損失・反射損失測定テストフィクスチャの例（b）

PCI Expressコネクタ測定規格で定められ
るトータル近端漏話は、以下の手順で測定で
きます。
− ペア1とペア2の間の近端漏話を測定する
− 測定ケーブルとターミネーションの接続を変
え、ペア1とペア3の間の近端漏話を測定
する

ENAの内蔵VBAプログラミング機能は、
トー
タル近端漏話算出に非常に便利です。
図6はPCI Expressコネクタの挿入損失、反
射損失、
トータル近端漏話の測定例です。

チャンネル2では、VBAプログラムを用いてト
レース1からトレース4の近端漏話測定結果
（画面表示はオフ）からトータル近端漏話を算
トレース5に再プロットしています。
− 同様にペア1とペア4の間の近端漏話を測 出し、
定する
− これらの近端漏話測定結果の和を求める

図 4 近端漏話測定のテストフィクスチャの例（a）

De-embedding による
テストフィクスチャ特性除去
この測定例では、PCI Expressコネクタ測定
規格に従い、テストフィクスチャ伝送ラインの
特性を取り除く作業は行っていません。測定
への影響を抑えるよう注意深くテストフィクス
チャを設計することにより、測定誤差を最小限
にすることができます。

図 5 近端漏話測定のテストフィクスチャの例（b）

De-embedding機能は、2ポート・ネットワーク、 そのための手段として、以下の2通りの方法
あるいは4ポート・ネットワークを算術的に取り が挙げられます。
除く機能です。2ポート、4ポート・ネットワーク
の値はTouchstone Sパラメータ・データ・ファイ − Advanced Design System（ADS）な
どのシミュレーション・ツールを使って、テス
ル（S2pまたはs4pファイル）であらかじめ定
トフィクスチャの伝送ラインをモデリングし、
義しておきます。図7は2ポートDe-embed算術的にSパラメータを解析する。
dingの例を示します。

De-embeddingによるテストフィクスチャ特性除
さらなる可能性として、テストフィクスチャの特性 去を行うためには、あらかじめテストフィクスチャ
を完全に除去しDUTの特性を評価したい場合 伝送ラインのSパラメータをTouchstoneデー
には、ENAのDe-embedding機能が有効です。 タ・ファイルとして取得しておく必要があります。

− ENAとRFプローブ・システムを使って、テ
ストフィクスチャの伝送ラインにコンタクトし、
ダイレクトにSパラメータを測定する。

測定される

Sパラメータ

s2p file
s2p file

s2p file

DUT

s2p file

フィクスチャの
影響を取り除いた
DUTの特性

2ポートTouchstoneファイルで定義された
フィクスチャ伝送ラインによる不必要な影響を取り除く

図 6 測定結果

図 7 2 ポート De-embedding 機能によるフィクスチャ伝送ライン特性除去

チャンネル 1（左）: 反射損失と挿入損失の測定結果
チャンネル 2（右）: VBA によるトータル近端漏話測定結果
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テストフィクスチャのSパラメータを求める方法
に関する詳しい情報については、以下のプロ
ダクトノートを参照ください。
プロダクトノート E5070/71-4
「ENAシリーズRFネットワーク・アナライザとカ
スケード・マイクロテック社のプローブ・システム
を使用したテスト・フィクスチャ・キャラクタリゼー
ション」
（PN 5988-6522JA）
ENAに関するさらに詳しい情報については、
以下のURLを参照ください。
www.agilent.co.jp/find/ena

サポート、サービス、およびアシスタンス
アジレント・テクノロジーが、サービスおよびサポートに
おいてお約束できることは明確です。リスクを最小限に
抑え、さまざまな問題の解決を図りながら、お客様の利
益を最大限に高めることにあります。アジレント・テクノ
ロジーは、お客様が納得できる計測機能の提供、お客様
のニーズに応じたサポート体制の確立に努めています。
アジレント・テクノロジーの多種多様なサポート・リソー
スとサービスを利用すれば、用途に合ったアジレント・テ
クノロジーの製品を選択し、製品を十分に活用すること
ができます。アジレント・テクノロジーのすべての測定器
およびシステムには、グローバル保証が付いています。
製品の製造終了後、最低 5 年間はサポートを提供します。
アジレント・テクノロジーのサポート政策全体を貫く2 つ
の理念が、
「アジレント・テクノロジーのプロミス」と「お
客様のアドバンテージ」です。
アジレント・テクノロジーのプロミス

50 GHz までをサポートする
アジレント・ソリューション
N 1 9 0 0 A シリーズ物 理 層テストシステム
（Physical Layer Test System : PLTS）は
9 GHz、20 GHz、または50 GHzまでをカバー
するネットワーク・アナライザ・ベースの差動Sパ
ラメータ測定システムです。このシステムは差
動Sパラメータ測定に加えて、アイ
・ダイアグラ
ム解析、RLCGパラメータ抽出などの高速イン
ターコネクト部品評価に有用な機能を備えて
います。詳しくは以下のURLをご覧下さい。
http://www.agilent.co.jp/find/plts

お客様が新たに製品の購入をお考えの時、アジレント・
テクノロジーの経験豊富なテスト・エンジニアが現実的
な性能や実用的な製品の推奨を含む製品情報をお届け
します。お客様がアジレント・テクノロジーの製品をお使
いになる時、アジレント・テクノロジーは製品が約束どお
りの性能を発揮することを保証します。それらは以下の
ようなことです。

• 機器が正しく動作するか動作確認を行います。
• 機器操作のサポートを行います。
• データシートに載っている基本的な測定に係わるア
シストを提供します。

• セルフヘルプ・ツールの提供。
• 世界中のアジレント・テクノロジー・サービス・センタ
でサービスが受けられるグローバル保証。
お客様のアドバンテージ
お客様は、アジレント・テクノロジーが提供する多様な専
門的テストおよび測定サービスを利用することができま
す。こうしたサービスは、お客様それぞれの技術的ニー
ズおよびビジネス・ニーズに応じて購入することが可能
です。お客様は、設計、システム統合、プロジェクト管理、
その他の専門的なサービスのほか、校正、追加料金によ
るアップグレード、保証期間終了後の修理、オンサイトの
教育およびトレーニングなどのサービスを購入すること
により、問題を効率良く解決して、市場のきびしい競争
に勝ち抜くことができます。世界各地の経験豊富なアジ
レント・テクノロジーのエンジニアが、お客様の生産性の
向上、設備投資の回収率の最大化、製品の測定確度の
維持をお手伝いします。
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