
TECHNICAL OVERVIEW 

 

 

PathWave BenchVueソフトウェア 
つながる・簡単自動化・レポート作成も 
 

簡素化された測定の表示／制御／捕捉 
キーサイトのPC用PathWave BenchVueソフトウェアを使用すれば、多くの測定ベンチテストの問題を解決できます。
複数の測定器を簡単に接続／制御でき、テストシーケンスを自動化することで、短期間でテスト開発が行え、従来よ
りも速く結果が得られます。専用の測定器アプリケーションを使用すれば、各測定器ファミリーの最も広く使用され
ている測定やセットアップを簡単に設定できます。Test Flow 1 対応のアプリケーションを使用することで、自動プロ
グラムの開発時間を大幅に短縮でき、ワークフローをさらに簡素化できます。 
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PathWave BenchVueアプリケーションの特長：  

• 最も頻繁に使用されるコントロールや測定を設定可能 

• 複数の測定を同時に表示可能 

• 数回のクリックでデータや画像を簡単に記録／エクスポートでき、解析時間を短縮可能 

• 最低限の測定器に関する知識で、自動テストシーケンスを簡単に作成可能 1 

• より詳細な測定器コントロールやソリューションを利用可能 1 

 

時間短縮： 

• BenchVue内または内蔵データエクスポート機能を使用して結果を解析可能 

• 共通のユーザーインタフェースにより、ソフトウェアを短時間で学習可能 

• 複数の測定器アプリケーションを1つの使いやすいソフトウェアプラットフォームで使用可能 

 

 

プラグアンドプレイで測定器を制御  
測定器をBenchVueに接続して制御することにより、すぐにBenchVue測定器アプリケーションを起動できます。プロ
グラミングや測定器ドライバーも必要ありません。BenchVueは、測定器のGPIB、USB、LAN接続を自動的に検出し
ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 2021より前のバージョンでのみ使用可能です。  

http://www.keysight.com/
http://www.keysight.com
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BenchVueアプリケーション  
キーサイトのBenchVueソフトウェアプラットフォームでは、生産性を高めるさまざまな機能を用いて、幅広い測定器
の制御、自動化、解析アプリケーションにアクセスできます。これらの機能は、BenchVueソフトウェアが動作するPC
に接続されている測定器のタイプ、アプリケーション、モデルによって異なります。 

BenchVue FieldFoxハンドヘルド・アナライザ・アプリケーションなどの測定器制御アプリケーションにより、BenchVue 
Test Flow 1 を使用したカスタム自動シーケンスの制御／作成が容易になります。 

ソーラー・アレイ・シミュレーション・ソフトウェアなどの特殊なタイプのアプリケーションは、テクノロジーに 
特化した専用アプリケーションです。 

ラボ管理アプリケーションでは、ラボの測定器構成、資産をトラックする機能、豊富なラボ管理機能の集中化を提供
します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要な注意事項：Keysight BenchVueソフトウェアアプリケーションは、常に最高のユーザー体験と機能を提供して
生産性を高めるようにしています。新しいPathWave BenchVueデジタルマルチメータ、BenchVueファンクションジェ
ネレーター、BenchVue電源、BenchVueオシロスコープ アプリケーションは、スタンドアロンのアプリケーションと
して動作し、すべての新機種と一部の既存機種 2 をサポートします。 

 

 

 

 

 

  

 
1 2021より前のバージョンでのみ使用可能です。  
2 サポートされている測定器の最新リストについては、ウェブサイトをご覧ください：www.keysight.co. jp/f ind/BenchVueInstruments 

BenchVueデジタルマルチメータ 

BenchVue電源 

BenchVueファンクションジェネレーター 

BenchVueオシロスコープ 

http://www.keysight.com/
http://www.keysight.com
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BenchVueアプリケーション／コレクション 
• コンプリート・コントロール・コレクション(BV9001B) 

• デジタルマルチメータ(BV0001B) 新製品 

• ファンクションジェネレーター(BV0002B) 新製品 

• 電源(BV0003B) 新製品 

• オシロスコープ(BV0004B) 新製品 

• データ収集(BV0006B) 

• パワーメータ(BV0007B) 

• FieldFoxアナライザ(BV0010B) 

• ユニバーサルカウンター(BV0011B) 

• 電子負荷(BV0012B) 

• 電流アナライザ(BV0013B) 

• LCRメータ(BV0014B) 

• USBモジュラー・デジタル・マルチメータ・アプリケーション(BV0021B) 

• USBモジュラー・ファンクション・ジェネレーター・アプリケーション(BV0022B) 

• USBモジュラーSMUアプリケーション(BV0023B) 

• USBモジュラー・オシロスコープ・アプリケーション(BV0024B) 

• USBモジュラーDAQアプリケーション(BV0025B) 

• USBモジュラーシャーシ(N/A)1 1 

• USBモジュラー・スイッチ・マトリクス(N/A) 1 

• ラボマネージャー(BV0110B) 

• ラボクライアント(BV0111B) 

• スペクトラム・アナライザ（BV9001Bで使用可能） 

• ネットワーク・アナライザ（BV9001Bで使用可能） 

• 信号発生器（BV9001Bで使用可能） 

• パワーアナライザ(N/A) 1 

• エデュケーション・コントロール・コレクション(BV9111B) 

• ソーラー・アレイ・シミュレーション(DG8901A)1 

 

30日間無料試用版のある最新のアプリケーションについては、BenchVueソフトウェア内の[Apps]タブをご覧になるか、
以下のウェブサイトをご覧ください：www.keysight.co.jp/find/benchvue_apps  

現在、多くの測定器には、新規購入時にBenchVueアプリケーションライセンスが付属しています。 

詳細情報：www.keysight.co.jp/find/IncludedBenchVue 

  

 
1 これらのアプリケーションの測定器付属バージョンについては、ライセンスを購入する必要はありません。  

http://www.keysight.com/
http://www.keysight.com
http://www.keysight.co.jp/find/benchvue_apps
http://www.keysight.co.jp/find/IncludedBenchVue
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BenchVueコンプリートコントロールコレクション  
BenchVue測定器制御／自動化／解析アプリケーションのすべてを利用できます。ネットワーク・アナライザ／スペク
トラム・アナライザ／信号発生器のアプリケーションへのアクセスも可能です。 

モデル：BV9001B 
 

 

 

 

 

BenchVueデジタルマルチメータ制御アプリケーション 
 

 
 

 

 

 

モデル：BV0001B  
DMMのコントロールと測定データの収集が簡単で、すぐに解析することができます。 

• すべて新しいスタンドアロンアプリケーション 

• 高分解能で新たに設計された使いやすいインタフェース  

• デジタル・マルチメータ・アプリケーション  

• ファンクション・ジェネレーター・アプリケーション  

• 電源アプリケーション／オシロスコープアプリケー
ション  

• データ収集アプリケーション  

• パワーメータ／センサアプリケーション  

• FieldFoxアプリケーション  

• ユニバーサル・カウンター・アプリケーション  

• 電子負荷／電流アナライザアプリケーション 

• LCRメータアプリケーション  

• USBデジタル・マルチメータ・アプリケーション  

• USBファンクション・ジェネレーター・アプリケー
ション  

• USBモジュラーSMUアプリケーション  

• USBモジュラー・オシロスコープ・アプリケーション  

• USBモジュラーデータ収集アプリケーション  

• ラボ・クライアント・アプリケーション  

• スペクトラム・アナライザ・アプリケーション  

• 信号発生器アプリケーション  

• ネットワーク・アナライザ・アプリケーション 

http://www.keysight.com/
http://www.keysight.com
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サポートモデル： 

• 34401A 

• 34405A 

• 34410A 

• 34411A 

• 34420A 1 

• 34450A 1 

• 34460A 1 

• 34461A 1 

• 34465A 1 

• 34470A 1 

• EDU34450A 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 新規の測定器購入には、ノードロック永久BenchVueアプリケーションライセンスが含まれます。  

http://www.keysight.com/
http://www.keysight.com
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BenchVueファンクションジェネレーター 
制御アプリケーション 
 

 

 

 

 

 

モデル：BV0002B  
ファンクションジェネレーターを直観的に制御して、カスタム波形を作成できます。 

• すべて新しいスタンドアロンアプリケーション 

• 高分解能で新たに設計された使いやすいインタフェース 

 

サポートモデル： 

• 33600シリーズ 1 (4) 

• 33509B 1、33510B 1、33519B 1、33520B 1、33511B 1、33512B 1、33521B 1、33522B 1 

• EDU33212A 1、EDU33211A 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 新規の測定器購入には、ノードロック永久BenchVueアプリケーションライセンスが含まれます。  

http://www.keysight.com/
http://www.keysight.com
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BenchVue電源制御アプリケーション 
 

 

 

 

 

 

 

モデル：BV0003B  
電源を簡単に制御してパラメータを設定することができます。 

• すべて新しいスタンドアロンアプリケーション 

• 高分解能で新たに設計された使いやすいインタフェース 

 

サポートモデル： 

• B29xxAシリーズ 1 (4) 
• B2961A/62A 1 
• E3600シリーズ 1 (14) 
• E36100シリーズ 1 (10) 
• E36200シリーズ 1 (4) 
• E36300シリーズ 1 (3) 
• N5700シリーズ 1 (24) 
• N6700A/B/C 1、N6701A/C 1、N6702A/C 1、N6705A/B/C 1 
• N6785A 1、N6786A 1 
• N6900シリーズ 1 (12) 
• N7900シリーズ 1 (12) 
• N8700シリーズ 1 (21) 
• N8900シリーズ 1 (36) 
• RP7900シリーズ (6) 
• B29xxB 1 (7) 
• B2901BL 1、B2910BL 1 
• N67xxA 1 (21) 
• N67xxB 1 (12) 
• RP7972A 1、RP7973A 1 

• EDU36311A 1 

 
1 新規の測定器購入には、ノードロック永久BenchVueアプリケーションライセンスが含まれます。  

http://www.keysight.com/
http://www.keysight.com
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BenchVueオシロスコープ制御アプリケーション 
 

 

 

 

 

 

 

 

モデル：BV0004B  
オシロスコープを手軽に制御して、すぐに解析用データを捕捉します。 

• すべて新しいスタンドアロンアプリケーション 

• 高分解能で新たに設計された使いやすいインタフェース 

  

http://www.keysight.com/
http://www.keysight.com
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サポートモデル： 

• 1000-Xシリーズ 1 (10) 

• 2000-Xシリーズ 1 (12) 

• 3000-Xシリーズ 1 (18) 

• 3000Tシリーズ 1 (19) 

• 4000-Xシリーズ 1 (16) 

• 6000シリーズ (8) 

• 7000シリーズ (14) 

• 9000シリーズ(8) 

• 90000シリーズ (6) 

• 90000 Xシリーズ (17) 

• 90000 DSAシリーズ(16) 

• P924xAシリーズ(3) 

• Sシリーズ(14) 

• Vシリーズ(18) 

• Zシリーズ(10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 新規の測定器購入には、ノードロック永久BenchVueアプリケーションライセンスが含まれます。  

http://www.keysight.com/
http://www.keysight.com
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BenchVueデータ収集制御／解析アプリケーション 
 

 

 

 

 

 

 

モデル：BV0006B  
データ収集ユニットを手軽に制御して、測定値データの表示と記録を簡単に行うことができます。 

サポートモデル： 

• 34970A 1 

• 34972A 1 

• 34980A 1 

• DAQ970A 1 

• DAQ973A 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 新規の測定器購入には、ノードロック永久BenchVueアプリケーションライセンスが含まれます。  

http://www.keysight.com/
http://www.keysight.com
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BenchVueパワーメータ／パワーセンサ制御／ 
解析アプリケーション 
 

 

 

 

 

モデル：BV0007B  
パワーメータ／パワーセンサを手軽に制御して、RFパワー測定の解析、データの迅速な記録が可能です。 

サポートモデル： 

• U2021XA 1、2022XA 1 

• U204x XA 1 (5) 

• U205x XA 1 (4) 

• U206x XA 1 (4) 

• U2000シリーズ 1 (9) 

• U2053/63シリーズ 1 

• L2050/60シリーズ 1 (11) 

• U848xシリーズ 1 (5) 

• N191xA 1 (4) 

• N8262A 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 新規の測定器購入には、ノードロック永久BenchVueアプリケーションライセンスが含まれます。  

http://www.keysight.com/
http://www.keysight.com
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BenchVue FieldFoxハンドヘルド・アナライザ 
制御／自動化アプリケーション 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

モデル：BV0010B  
FieldFoxのスペクトラム・アナライザまたはネットワーク・アナライザ・モードで使用して、パラメータの迅速な 
制御、長時間の測定データの捕捉、自動テストの作成が可能です。 

サポートモデル： 

• N9912A-N9918A 1 (7) 

• N9923A-N9928A 1 (5) 

• N9935A-N9938A 1 (4) 

• N9950A-N9952A 1 (3) 

• N9960A-N9962A 1 (3) 

 

 

 

 

－ 

 

  

 
1 新規の測定器購入には、ノードロック永久BenchVueアプリケーションライセンスが含まれます。  

http://www.keysight.com/
http://www.keysight.com
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ユニバーサルカウンター制御／自動化 
アプリケーション 
 

 

 

 

 

 

モデル：BV0011B  
カウンターを手軽に制御して、短時間で自動テストの作成、迅速な解析データの記録が可能です。 

サポートモデル： 

• 53210A 1 

• 53220A 1 

• 53230A 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 新規の測定器購入には、ノードロック永久BenchVueアプリケーションライセンスが含まれます。  

http://www.keysight.com/
http://www.keysight.com
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BenchVue電子負荷制御／自動化アプリケーション 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

モデル：BV0012B  
電子負荷を手軽に制御して、自動テストの作成や、長時間の測定データの視覚化が可能です。 

サポートモデル： 

• N3300A 1 

• N3301A 1 

• 6060B 

• 6063B 

• EL33133A 

• EL34143A 1 

• EL34243A 1 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 新規の測定器購入には、ノードロック永久BenchVueアプリケーションライセンスが含まれます。  

http://www.keysight.com/
http://www.keysight.com
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BenchVueスペクトラム・アナライザ制御／ 
自動化アプリケーション 
 

 

 

 

 

モデル：BV9001B  
（BenchVueコンプリート・コントロール・コレクション専用）  
スペクトラム・アナライザ／シグナル・アナライザを直観的に制御して、自動テストの作成やトレースデータの記録
が可能です。 

サポートモデル： 

• Xシリーズ 

o N9040B UXA 

o N9030A/B PXA 

o N9020A/B MXA 

o N9010A/B EXA 

o N9000A/B CXA 

o M9290A CXA-m 

• HSA N934xC(3) 

• ESA E440xB(4) 

• ESA L44xxB (3) 

• PSA E444x(6) 

• BSA N932xB/C(2) 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.keysight.com/
http://www.keysight.com
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BenchVueネットワーク・アナライザ制御／ 
自動化アプリケーション 
 

 

 

 

 

 

 

モデル：BV9001B  
（BenchVueコンプリート・コントロール・コレクション専用）  
ネットワーク・アナライザを直観的に制御して、自動テストの作成やトレースデータの記録が可能です。 

サポートモデル： 

• ENA E50xxA/B/C(5) 

• PNA N522xA/B(10) 

• PNA-L N523xA/B/C (11) 

• PNA-X N524xA/B(12) 

• PXI VNAs M937xA (6) 

• PXIeマルチポートVNA M9485A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.keysight.com/
http://www.keysight.com
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BenchVue信号発生器制御／自動化アプリケーション 
 

 

 

 

モデル：BV9001B  
（BenchVueコンプリート・コントロール・コレクション専用） 

サポートモデル： 

• E4428C、E4438C 

• E8257D、E8267D、E8663D 

• EXG Xシリーズ N517xB (3) 

• MXG Xシリーズ 

o N518xB (3) 

o N518xA (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.keysight.com/
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BenchVueパワー・アナライザ制御／ 
自動化アプリケーション 
 

 

 

 

 

 

 

 

無料でダウンロード可能  

パワー・アナライザを手軽に制御して、測定データを簡単に記録し、迅速な表示が可能です。 

サポートモデル： 

• PA2201A 

• PA2203A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.keysight.com/
http://www.keysight.com


             20 

ソーラー・アレイ・シミュレータ制御 
 

 

 

 

モデル：DG8901A  
ソーラーアレイのI-V曲線を簡単に作成、処理、表示して、PVインバーターをテストすることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.keysight.com/
http://www.keysight.com
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BenchVue電流アナライザ制御／ 
自動化アプリケーション 
 

 

 

 

 

 

 

 

モデル：BV0013B  
電流アナライザを手軽に接続、制御して、短時間で自動テストの作成、迅速な解析データの記録や表示が可能です。 

サポートモデル： 

• CX3322A 

• CX3324A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.keysight.com/
http://www.keysight.com
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BenchVue LCRメータ制御／自動化アプリケーション 
 

 

 

 

 

モデル：BV0014B  
LCRメータを接続、制御して、掃引の設定、自動テストの構築、迅速な解析用データの記録や表示が可能です。 

サポートモデル： 

• E4980A 

• E4980AL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.keysight.com/
http://www.keysight.com
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USBモジュラー・デジタル・マルチメータ Pro 
アプリケーション 
 

 

 

 

 

 

 

モデル：BV0021B  
USBモジュラーDMMを接続、制御して、測定の表示、データのプロットおよび記録が可能です。 

サポートモデル： 

• U2741A 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 新規の測定器購入には、ノードロック永久BenchVueアプリケーションライセンスが含まれます。  

http://www.keysight.com/
http://www.keysight.com
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USBモジュラー・ファンクション・ジェネレーター 
Proアプリケーション 
 

 

 

 

 

 

 

モデル：BV0022B  
USBモジュラー・ファンクション・ジェネレーターを接続、制御して、波形の作成が可能です。 

サポートモデル： 

• U2761A 1 

 

 

 

 

v 

 

 

 

 

  

 
1 新規の測定器購入には、ノードロック永久BenchVueアプリケーションライセンスが含まれます。  

http://www.keysight.com/
http://www.keysight.com
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USBモジュラー・ソース／メジャメント・ユニット 
(SMU) Proアプリケーション 
 

 

 

 

 

 

 

 

モデル：BV0023B  
USBモジュラーSMUチャネルの電圧／電流ソース、レンジ、リミットの設定、データの記録が可能です。 

サポートモデル： 

• U2722A 1 

• U2723A 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 新規の測定器購入には、ノードロック永久BenchVueアプリケーションライセンスが含まれます。  

http://www.keysight.com/
http://www.keysight.com


             26 

USBモジュラーオシロスコープ Proアプリケーション 
 

 

 

 

 

 

モデル：BV0024B  
USBモジュラーオシロスコープを設定、制御して、画面イメージのキャプチャー、トレースデータの記録、測定値の
記録が可能です。 

サポートモデル： 

• U2701A 1 

• U2702A 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 新規の測定器購入には、ノードロック永久BenchVueアプリケーションライセンスが含まれます。  

http://www.keysight.com/
http://www.keysight.com
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USBモジュラーデータ収集 Proアプリケーション 
 

 

 

 

 

 

 

モデル：BV0025B  
USBモジュラーDAQチャネルを接続、設定して、測定の実行、データの記録が可能です。 

サポートモデル： 

• U2351A 1 
• U2352A 1 
• U2353A 1 
• U2354A 1 
• U2355A 1 
• U2356A 1 
• U2331A 1 
• U2531A 1 
• U2541A 1 
• U2542A 1 
• U2651A 1 
• U2652A 1 
• U2653A 1 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 新規の測定器購入には、ノードロック永久BenchVueアプリケーションライセンスが含まれます。  

http://www.keysight.com/
http://www.keysight.com
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USBモジュラー・スイッチ・マトリクス 
 

 

 

 

 

 

USBモジュラー・スイッチ・マトリクスのリレーチャネルを手軽にオープン／クローズできます。 

 

BenchVueラボ マネージャー 
 

 

 

 

 

 

 
ラボ環境で、測定器の集中制御とベンチ管理が可能です。モデル：BV0110B 

 

BenchVueラボ クライアント 
 

 

 

 

 

 

 
ラボマネージャーと組み合わせて、中央PCから測定器の制御とベンチセットアップを行います。モデル：BV9111B 

http://www.keysight.com/
http://www.keysight.com
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BenchVueエデュケーションラボ／コントロール 
コレクション 
 

 

 

 

 

 

モデル：BV9111B  
学校／大学向けに教育予算に見合うように設計されており、学生にはフリーアクセスを提供しています。複数のネッ
トワークライセンスを使用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.keysight.com/
http://www.keysight.com
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高性能電源制御／解析（1台のみのライセンス） 
 

 

 

 

 

 

 

モデル：BV9201B  
手軽に接続して、高度な電源供給機能と測定機能を使用できます。ユーザーは1台の測定器を制御することができ 
ます。 

サポートモデル： 

• N6705C 

• N7900シリーズ 

• RP7900シリーズ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.keysight.com/
http://www.keysight.com
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高性能電源制御／解析ソフトウェア 
（4台までのライセンス）  

 

 

 

 

 

 

 

モデル：BV9200B  
手軽に接続して、高度な電源供給機能と測定機能を使用できます。ユーザーは最大4台の測定器を制御することができ
ます。 

サポートモデル： 

• N6705C 

• N7900シリーズ 

• RP7900シリーズ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.keysight.com/
http://www.keysight.com
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シリアル制御／自動化アプリケーション 
 

 

 

 

 

 

 

無料でダウンロード可能  
シリアルデバイスとPC間で、コマンドの送受信が可能です。BenchVue内部で、測定器と一緒にシリアルデバイスを
制御、自動化できます。 

 

 

BenchVueソフトウェアがサポートする測定器  
BenchVueの各アプリケーションは、それぞれキーサイトの特定の測定器モデルをサポートしています。これらのアプ
リケーションは、定期的にアップデートされサポート機器が追加されます。最新のサポート機器リストについては、
以下のウェブサイトを参照してください。 

www.keysight.co.jp/find/BenchVueInstruments 

 

 

BenchVue Mobile 1 
Mobileアプリケーションなら、キーサイトの一般的な測定器ファミリーの長時間のランニングテストを、どこからで
もモニターし対応することが可能です。マルチメータ、オシロスコープ、ファンクションジェネレーター、スペクト
ラム・アナライザ、電源すべてが1つのアプリケーションでサポートされます。 

  

 
1 2021より前のバージョンでのみ使用可能です。  

http://www.keysight.com/
http://www.keysight.com
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BenchVue Mobileは、AndroidまたはApple iOSデバイスにインストールできるモバイルアプリケーションで、Windows
コンピューター上で動作するBenchVueベンチアプリケーションを制御できます。BenchVue Mobileは、クライアント
としてコンピューターに接続します。また、モバイル機器／コンピューターが（同じ企業のファイアウォールの内側
にある）同じローカルネットワークまたはイントラネットに接続されている必要があります。ネットワークへは、 
職場内でWiFi接続するか、外部からVPN接続することができます。 

 

 

BenchVueデモモード  
BenchVueには、測定器の接続が不要なデモモードがあり、製品を非常に簡単に評価できます。ダウンロードして、 
グローバル設定メニューの“Enable Demo Mode”をクリックすれば、BenchVue機能を評価できます。 

 

 

 

 

 

 

 

BenchVueを実際の測定器で評価できるように、BenchVueにはヘルプファイルと入門ガイドが統合されているので、
セットアップが非常に簡単です。 

  

http://www.keysight.com/
http://www.keysight.com
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BenchVue Mobileでサポートされるアプリケーション 1 
• デジタル・マルチメータ・アプリケーション 

• ファンクション・ジェネレーター・アプリケーション 

• 電源アプリケーション 

• スペクトラム・アナライザ・アプリケーション 

• オシロスコープアプリケーション 

  

 

 

 

 

 

 

 

ライセンス条件、ライセンスタイプ、サポート保守契約  
ニーズに応じて、さまざまなライセンスタイプ（ノードロック(固定)  、トランスポータブル、フローティング（シン
グルサイト、シングルリージョン、ワールドワイド）、USBポータブル）、ライセンス条件（パーペチュアル(永久) ま
たはサブスクリプション）、KeysightCareソフトウェア・サポート・サブスクリプション期間を選択できます。詳細を
以下に示します。 

 

ライセンス条件 
ライセンス条件 概要 

パーペチュアル 無期限に使用できるライセンス。 

サポート 
サブスクリプション 

サブスクリプション期間中、使用できるライセンス（6/12/24か月を選択）。 

 

  

 
1 2021より前のバージョンでのみ使用可能です。  

測定器 IO コンピューター ネットワーク モバイル 

USB 
LAN 
GPIB 

RS-232C 

    

WiFi 
VPN 
3G 
4G 

http://www.keysight.com/
http://www.keysight.com
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ライセンスタイプ 
ライセンスタイプ 概要 

ノードロック 1台の指定された測定器／コンピューターで使用できるライセンス。 

トランスポータブル 同時に1台の測定器／コンピューターで使用できるライセンス。ただし、Keysight Software Managerを 
使用すれば、別の測定器／コンピューターに転送できます（インターネット接続が必要）。 

USBポータブル 同時に1台の測定器／コンピューターで使用できるライセンス。ただし、認証済みのUSBドングルを使用
すれば、別の測定器／コンピューターに接続して使用できます（Keysightパーツ番号E8900-D10で追加 
購入可能）。 

フローティング ネットワーク接続された測定器／コンピューターを、1つずつサーバーにアクセスし、取得できるライセ
ンス。同時使用には、複数のライセンスの購入が必要になる場合があります。提供されているフローティ
ングライセンスのタイプは3種類です。シングルサイト：サーバーから半径1マイルの範囲内で利用可能。
シングルリージョン 1：米国、ヨーロッパ、アジア。ワールドワイド（エンドユーザーライセンス契約
(EULA)で輸出制限をご確認ください） 

 

KeysightCareソフトウェア・サポート・サブスクリプション 
サポート 
サブスクリプション 概要 

KeysightCare 
Software 

永久ライセンスには、12（デフォルト）/24/36/60か月のソフトウェアサポート保守契約が付属してい 
ます。購入後のサポート保守契約の更新は有償です。 

ソフトウェア・サブスクリプション・ライセンスにはライセンス期間中のソフトウェアサポートが付属
します。 

 

  

 
1 南北アメリカ（北米、中米、南米、カナダ）、ヨーロッパ（ヨーロッパ大陸、中東、アフリカ、インド）、アジア（北および南アジア太平洋諸国、中国、  

台湾、日本）  

http://www.keysight.com/
http://www.keysight.com
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新規BenchVueソフトウェアアプリケーション／ 
コレクションのオーダー  
ステップ1：ソフトウェア製品を選択します。 

ステップ2：ライセンス期間を選択します：永久またはサブスクリプション。 

ステップ3：ライセンスタイプを選択します：ノードロック、トランスポータブル、USBポータブル、フローティング。 

ステップ4：ライセンス期間に応じて、サブスクリプションまたはサポート期間を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

追加ライセンスの検討  
購入ソフトウェアのオーダーごとにライセンス証明書が納品されます。証明書の指示に従って、オーダーしたライセ
ンスを取得してください。ライセンスの取得にはインターネット接続が必要です。 

キーサイトの測定器の多くは、新規測定器の購入時にノードロック永久ライセンスが付属しています。これらのライ
センスは測定器に対してロックされています。これを解除するには、測定器をBenchVue 2019（またはそれ以降）に
接続してライセンスをアクティベートする必要があります。詳細については、(www.keysight.com/find/IncludedBenchVue)

および(www.keysight.com/find/find/benchvuelicensehelp)を参照してください。 

別途購入したBenchVueノードロックライセンス（測定器に付属しないライセンス）は、測定器ではなくPCにノード
ロックされます。  

製品 ライセンスタイプ 

ライセンス期間 

パーペチュアル サポートサブスクリプション 
ライセンス サポート ライセンスおよびサポート 

ノードロック（固定） 

トランスポータブル 

USBポータブル1 

フローティング（シングル・サイト） 

フローティング（シングル・リージョン） 

フローティング（ワールドワイド） 

持続時間 持続時間 

12か月 
（デフォルト） 

24か月 

36か月 
60か月 

6か月 
 

12か月 

24か月 

36か月 
1 USBポータブルライセンスには、認証済みの USBドングルが必要です（キーサイトパーツ番号 E8900-D10で追加購入可能です）。 

http://www.keysight.com/
http://www.keysight.com
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フローティング・ライセンス・サーバー要件  
ネットワーク・フローティング・ライセンスを使用するには、ライセンスサーバーにベンダー提供のデーモンをロー
ドする必要があります。ライセンスサーバーには、BenchVueソフトウェアを実行するPCと同じものか、または、 
別のサーバーを使用できます。詳しいインストール手順(5951-5739)とサポートは、互換サーバー・オペレーティング・
システム向けに提供されます。 

キーサイトのライセンス・サーバー・ソフトウェア（lmgrd.exeおよびagileesofd.exe）は次のOSでサポートされます：
Microsoft Windows 7 Enterprise SP1（32ビット/64ビット）、Microsoft Windows 10 Creators Update（32ビット/64ビット）、
64ビットのRed Hat Linux v7.0  

キーサイト・ライセンス・マネージャー6は次のOSでサポートされます：64ビットのMicrosoft Windows 7 Enterprise 
SP1、Microsoft Windows 10 Creators Update 64ビット  

ライセンス・サーバー・ソフトウェアは、32ビットおよび64ビットのWindowsシステムと64ビットのLinuxシステムで
サポートされますが、キーサイト・ライセンス・マネージャー6ユーティリティーは64ビットのWindowsシステムでの
みサポートされます。32ビットのWindowsシステムおよびLinuxシステムでライセンスをセットアップするには、
(https://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5951-5739.pdf)の「Manual License Setup」セクションに記載されている
手順に従ってください。 

 

システム／インストール要件 
（研究開発用） 

コンピューター・オペレーティング・システム 

Windows 10および8 Windows 10 32ビットおよび64ビット 
（Professional、Enterprise、Education、Homeバージョン）  
Windows 8/8.1、32ビット/64ビット（Professional、Enterprise、Core） 

Windows 10 1 64ビット（バージョン1809以降）1 

コンピューターハードウェア プロセッサ：1 GHz以上（2 GHz以上を推奨）、 
Intel Core i5（または同等のもの） 
RAM：1 GB（32ビット）または2 GB（64ビット）（3 GB以上を推奨） 
Intel Core i5（または同等のもの）1  
RAM：8 GB 1  
ストレージ：Windows用に900 MBの空き容量が必要 1 

インタフェース USB、GPIB、LAN、RS-232C 

表示分解能 シングル測定器表示の場合、1280×1024以上を推奨  
（マルチ測定器表示の場合は、さらに高い解像度を推奨） 
1920×1080以上 1 

Excelまたはcsvへのエクスポート 1 PathWaveはMicrosoft Office 2003以降をサポートしています 1 

 

  

 
1 BenchVueデジタルマルチメータ、オシロスコープ、電源、およびファンクションジェネレーターのアプリケーションにのみ適用されます。  

http://www.keysight.com/
http://www.keysight.com
https://www.keysight.com/us/en/assets/9018-04713/programming-guides/9018-04713.pdf


 

 

 

キーサイト・テクノロジーの製品、アプリケーション、サービスの詳細については、  
ウェブサイトをご覧ください：www.keys igh t .co . jp 

本書の情報は、予告なしに変更されることがあります。© Keys igh t  Techno logies ,  2021  -  2022 ,  
Publ ished  in  Japan ,  July  1 ,  2022 ,  3121-1067.JA 

 

 

 

その他の要件  
BenchVueを実際の測定器に接続して使用する場合、VISAライブラリが必要です。必要なVISAを含むキーサイトのIO
ライブラリスイートは、BenchVueのインストール時に必要に応じて自動的にインストールされます。IOライブラリス
イート2021以降を推奨します。IOライブラリスイートについては、www.keysight.co.jp/find/iosuite)を参照してくだ 
さい。 

 

モバイル機器  
Apple iPhone、iPad、iPod Touchの全モデル、iOS 9.0以降。アンドロイド携帯／タブレット、Android 4.0.3以降。 

 

PC用BenchVueソフトウェア  
30日間無料試用版を今すぐダウンロードしてください：(www.keysight.co.jp/find/BenchVue) 

 

モバイル機器用BenchVueソフトウェア  
ご使用の各機器向けのBenchVue Mobileは、(www.keysight.co.jp/find/BenchVueMobile)でご確認いただけます。 

 

テスト開発の生産性を高めることができるように、キーサイトでは、さまざまなスタートアップアシスタンスやプロ
ジェクト・コンサルティング・サービスをオプションで提供しています。 

詳細については、キーサイトの計測お客様窓口またはアプリケーションエンジニアにお問い合わせください。  
www.keysight.co.jp/find/services 

http://www.keysight.com/
http://www.keysight.com/
http://www.keysight.com/
http://www.keysight.com/
http://www.keysight.co.jp/
http://www.keysight.co.jp/find/iosuite
http://www.keysight.co.jp/find/BenchVue
http://www.keysight.co.jp/find/BenchVueMobile
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