
ポータブルなベクトル・ネットワークアナライザ

6GHzベクトル・ネットワークアナライザ ： Pico VNA106

Quad RX4レシーバ アーキテクチャにより、シンプルな外観、小型軽量、
ローコストでありながら内部伝送スイッチの補正できない誤差・遅延・
不確実性を最小限に抑えることができます。

プロ仕様をポータブルサイズに凝縮し、低価格を実現。

Quad RX4レシーバ アーキテクチャ

4レシーバ構成により誤差要因が減るため、通常12-term校正から
8-term校正が可能です。さらにUnknownThruとして知られる効率的な
校正も可能です。これにより校正作業の簡素化とコストが掛かる基準
器も減らせるため、大幅なコスト削減が可能です。

４レシーバ構成により校正の簡素化が可能

バイアスティを内蔵しているため、外付けDCブロックを追加することな
くデバイスへのDC供給が可能です。また、DC電圧をSMBコネクタに加
えることで、テストソース(DUT)へのDC供給が可能です。

バイアスティ内蔵

背面パネルにある10MHzリファレンスI/Oと、掃引同期のための掃引ト
リガI/Oにより、外部計測器との同期運転が可能です。電源は付属ACア
ダプタから供給されます。

外部計測器との同期運転が可能
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● 周波数範囲：300kHz ～ 6GHz
● 高速のデュアルポートSパラメータ測定：5000回/秒以上
● Quad RX 4レシーバ  アーキテクチャによる優れた測定確度
● ダイナミック・レンジ：118dB@10Hz帯域幅
● トレースノイズ：0.005dB RMS@140kHzの最大帯域幅
● USB接続のPCから専用ソフトウエアでコントロール
● ハーフラックサイズ、小型・軽量パッケージ
● 基準面オフセット機能とディエンベデッド機能を搭載
● 時間ドメイン、ポートインピーダンス変換
● 表やグラフによる表示/印刷、タッチストーン形式保存
● P1dB、AM-PM、スタンドアロンの信号ジェネレータユーティリティ付属
● 8-term校正と12-term校正に対応
● Unknown Thru、Connected DUT isolationを含む6種類の校正モード

Pico VNA106

10MHzリファレンスI/O PC接続用USB端子 DC入力（12～15V）

電源スイッチ 掃引トリガI/O



［スペック］  （条件) 分解能帯域幅：10Hz、テスト・パワー：－3dB、周囲気温：20～30±1℃、ウォームアップ時間：60分

［価格］

ベクトル・ネットワークアナライザ ACアダプタ キャリングケース 校正データ

お客様総合サービスセンター

 0120-405-525 携帯電話からは 0570-064-525
【受付時間】 9：00～19：00 ※土・日・祝日・振替休日を除く（12：00～13：00の間も受け付けております）

＜E-mail＞ info@yamato-net.co.jp ＜URL＞ www.yamato-net.co.jp

Cat.No：201801B(1)P

このカタログの記載内容は2018 年 1月現在のものです。
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注意
本カタログに掲載された製品の仕様・性能数値は、一般的な使用条件における、ユーザーガイドとして提示しています。
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CopyrightⒸ Yamato Scientific Co., Ltd. All Rights Reserved.

測定機能
測定パラメータ 2 ポート/2 パス Sパラメータ（S11、S21、S22、S12）、P1dB、1dB ゲイン コンプレッション、AM-PM変換係数

誤差補正
12-termフル Sパラメータ補正、8-termフル SパラメータUnknownThru 補正（挿入不可なDUT）、S11（1ポート補正）、ディエンベッド（2つのエンベッ
ド・ネットワークを指定）、インピーダンス変換、S21（正規化、正規化＋絶縁）、S21（ソース・マッチング補正＋正規化＋絶縁）、アベレージング、スムー

ジング、ハニング／カイザーベッセル・フィルタ（時間ドメイン測定）、電気長補正（マニュアル）、電気長補正（自動）、有効誘電係数補正
レシーバ特性
測定帯域幅 140kHz、70kHz、35kHz、15kHz、10kHz、5kHz、1kHz、500Hz、100Hz、50Hz、10Hz
ダイナミックレンジ 118dB@10Hz 帯域幅
温度安定度（代表値） 0.02dB/℃（F＜4GHz）、0.04dB/℃（F≧ 4GHz）

平均表示ノイズフロア

周波数帯域（MHz） 代表値（dB） 最大値（dB）
0.3 ～10 -110 -100
10 ～ 4000 -118 -108
4000 以上 -110 -100

トレースノイズ（RMS）

周波数帯域（kHz） 代表値（dB） 最大値（dB）
10 0.0008 0.002
70 0.003 0.005
140 0.005 0.01

測定不確かさ
（通過測定）

受信レベル範囲（dBm） 振幅（dB）：周波数範囲（2MHz 以下） 振幅（dB）：周波数範囲（2MHz 以上）
0 ～ 6 0.4 0.2
-40 ～ 0 0.2 0.1
-60 ～ -40 0.5 0.3
-80 ～ -60 2.0 1.5

テストポート特性
ロード マッチング 補正なし： 16dB（代表値）、補正あり：46dB（代表値）、40dB（最小値）
ソース マッチング 補正なし： 16dB（代表値）、補正あり：46dB（代表値）、40dB（最小値）

クロストーク

帯域（MHz） 代表値（dB） 最大値（dB）
2 以下 -100 -90
2～ 4000 -110 -90
4000 ～ 6000 -100 -90

最大入力レベル +10dBm（代表値）、+23dBm（非破壊最大値）

コネクタ Nタイプ（メス）、50Ω
バイアスティ特性
最大 DC入力レベル 電圧±15V、電流 250mA（自己復帰型ヒューズ内蔵）
コネクタ SMB(m)
信号ソース特性
周波数レンジ、設定分解能 300kHz ～ 6.0GHz、10Hz
周波数確度 10ppm（最大値、23± 3℃）
一般仕様
USB 接続 USB2.0（電力は付属 ACアダプタから供給）
電源入力 +12～ +15V DC、22W（付属 AV アダプタから供給）
PC 対応 OS Microsoft Windows 7、Windows 8、Windows 10（いずれも32/64ビット対応可能）、2GB 以上の RAM 必須
本体サイズ、質量 L286 x W174 x H61 mm（コネクタ部を除く）、1.85kg
温湿度範囲 使用温湿度：15℃～ 35℃、5% ～ 80% RH（結露なきこと）、保存温湿度：-20℃～ 50℃、5% ～ 80% RH（結露なきこと）

注文コード 製品名 説明 価格 

PQ111 Pico VNA 106キット 6GHz ベクトル・ネットワークアナライザ、ACアダプタ、キャリングケース、Nレンチ、SMAレンチ、
USB1.8mケーブル、取扱説明書、ソフトウエア CD、校正データ ￥690,000


