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計測の選択肢が広がります

すべてのテスト・シナリオに最適な単一のプラットフォームというものは存在しません。
これが、キーサイトの製品ラインナップに、従来の測定器以外のものも含まれている理
由です。

新しいモジュール製品群は、キーサイトの測定に関する技術をPXI®および新しいAXIe規
格に応用したものです。これらのモジュール製品は、お客様に現在必要な測定機能を提
供するとともに、アナログ、デジタル、RF、マイクロ波、光などの分野で過去には不可
能だった新機能を実現します。

さまざまなアプリケーションに 
対応可能 

メーカの社内テスト・ソリューション用
にも、システム・インテグレータ用にも、
キーサイトのモジュール測定器をご利用
いただけます。その基礎となる機能は、
電子部品、サブシステム、製品のテスト
と検証です。このような基本機能は、航
空宇宙、防衛、通信、自動車、研究、科
学といった分野のさまざまなアプリケー
ションを支えています。

キーサイトのモジュール測定器には、
DMM、デジタイザ、シグナル・アナライザ、
任意波形発生器などがあり、選択の範囲
がさらに広がっています。キーサイトな
ら、計測の選択肢が広がります。
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ニーズへの追随 

製品やビジネスに関する問題は、自動テスト／測定の分野にも影響が及びます。例えば、
製品の機能の集積度が高まれば、テスト・ポイントが減少する一方で、テスト・カバレー
ジを広げる必要があります。製品のライフ・サイクルが短くなれば、テスト・ソリューショ
ンの柔軟性とオープン性を高めることが必要になります。コストの管理が厳しくなれば、
より多くのデバイスをより短時間でテストできるシステムが必要になります。しかも、
そのための物理的な占有面積は縮小しなければなりません。

キーサイトからの新しい選択肢

ここからは、以下の6つの大きなテーマを
扱います。

 – モジュール測定器へのいくつかのア
プローチ

 – システム・アーキテクチャの概要

 – ハードウェア製品の解説

 – ソフトウェア戦略の概要

 – ソリューション作成サービス

 – 大規模システムへのモジュールの組
み込み

上記のテーマは、キーサイトのアプロー
チの概要を示しています。詳細について
は、以下のキーサイトWebサイトをご覧
ください。 

4つの利点

キーサイトは、このようなニーズに応え
るために、高速性、柔軟性、オープン性、
小さなサイズという利点を提供します。
高速性を実現するために、システム・コ
ントローラと測定器メモリ・レジスタと
の間の経路全体で、データ転送の高速化
と遅延の最小化が行われています。柔軟
性は、ニーズの変化に応じて簡単に構成
の変更が可能な測定器の組み合わせによ
り実現されます。オープン性は、ハード
ウェア、インタフェース、ドライバ、ソ
フトウェアなどへの業界標準の採用によ
り実現されています。小さなサイズは、
速度、柔軟性、オープン性を備えたソ
リューションを支える革新的なモジュー
ルPXIおよびAXIeにより実現されます。

モジュール・アーキテクチャは、最新の
技術革新をお客様にお届けする最速の方
法であり、このような進化はやがて当社
のスタンドアロン測定器にも行き渡りま
す。どちらの形式でも、すべてのキーサ
イト製品に利用されている測定に関する
専門技術が、お客様の知識を補完します。
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自動計測へのさまざまなアプローチ

キーサイトの自動テスト製品ラインナップには、従来のGPIB測定器以外のものも含まれ
ています。最近では、LANをシステム・バックボーンとして使用するLXI®ベースの測定
器のリーディング・メーカになっています。現在は、PXIデバイスの種類を増やし、新し
いAXIe測定器を追加しています。

キーサイトのラインナップには、モジュール測定器に対して、オープン性、キーサイト
独自の機能、組み込み機能の3つの異なるアプローチがあります。これらのアプローチは、
速度、柔軟性、オープン性、テスト・システムとソリューションのサイズに対する寄与
がそれぞれ異なります。
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キーサイト独自の 
モジュール測定器

キーサイトが独自に開発したモジュール・
ソリューションは、特定の側面で重要な
利点を発揮する場合があります。例えば、
Keysight 34970データ収集メインフレー
ム／モジュールの最大の特長は、そのサ
イズです。もう1つの例として、34980マ
ルチファンクション・スイッチ計測／ユ
ニットがあります。このコストパフォー
マンスの高いソリューションは、8スロッ
トのメインフレーム、20種類以上のプラ
グイン・モジュール、内蔵のGPIB、LAN、
USBインタフェースにより、優れた柔軟
性を実現しています。

組み込みモジュール 
測定器：PCI/PCIeTM

どのタイプのモジュールでも、大規模な
ソリューションのコンポーネントとして
使用できます。例えば、高性能デジタイザ・
モジュールは研究や医療などのアプリ
ケーションに、高忠実度任意波形発生器
（AWG）モジュールはレーダ・シナリオ・
シミュレーションに使用されています。

オープン・モジュール 
測定器：PXI/AXIe

複数のシステム要素（ハードウェア、ソフ
トウェア、ドライバ、I/Oなど）の間で、
意味のあるオープン性が実現されると、
システムは、高速性、柔軟性、小さなサ
イズに関して大きな利点を発揮します。
また、システムの機能とスケーラビリティ
も拡張できる可能性があります。オープ
ン・モジュール・ソリューションを市販
のデバイスをベースにして構築する場合
は、選択の自由度、柔軟性、低コスト、
サポート性の向上といった利点も得られ
ます。

AXIe（Advanced TCA Extensions for 

Instrumentation and Test）は、コン
ポーネント、製品、システムからなる
信頼性の高いエコシステムを実現する
オープンな規格です。AXIeは、既存の
規格であるATCA（Advanced Telecom 

Computing Architecture）、PXI、LXI、
IVIを活用しています。これらの規格は、
汎用の計測システムや半導体テストな
どの分野に広く利用できます。

AXIeには3つの主要な性質があります。
第1に、この規格は、モジュールのシール
ドが可能な大きなボードを使用した高性
能測定システムが対象です。第2に、1ス
ロットあたり最大200 Wのシングル・レー
ル・パワーにより、ハイ・パワー・アプ
リケーションに適しています。 

第3に、PXIよりも優れたスケーラビリ
ティとラック・スペース効率を実現して
います。1台のAXIeシャーシには1～ 14

スロットを垂直または水平構成で収容で
き、複数のシャーシを接続して多チャネ
ル・システムを構築することもできます。

新しいモジュール規格が必要な理由
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将来に対応したアーキテクチャの確立 

キーサイトのモジュール製品ラインナップと、関連するシステム・アーキテクチャの発
展と進化は、3つの主要なコンセプトに支えられています。

 – 強力でスケーラブルなモジュール、シャーシ、システム環境要素を提供すること

 – 単体測定器とモジュール測定器との間の補完的な動作が可能なアーキテクチャ・コ
ンポーネントを開発すること

 – 使用する測定ハードウェアに依存しない測定／解析機能を実現するソフトウェアを
提供すること。

お客様の日常的な作業の中でこれを現実にするために、キーサイトはシステム・アーキ
テクチャに革新的な機能を組み込み続けています。

性能のボトルネックの解消

キーサイトのアーキテクチャの定義は、
ハードウェアやソフトウェアを出発点と
してはいません。注目したのはシステム
のボトルネックです。ほとんどのPXIベー
スのシステムで、最も重要なボトルネッ
クは、システム・コントローラと個々の
モジュールや測定器との間のI/Oチェーン
です。解決法は、チェーン内のすべての
リンクの速度を最適化することです。

キーサイトは、PCI Express®（PCIe）を統
合要素として使用しています。速度を最
大化するには、PCIe対応のシャーシ（PXI

またはAXIe）にPCIeケーブルで接続するこ
とをお勧めします。これにより、各測定
器内のレジスタにメモリがマッピングさ
れます。

さらに速度を最適化するために、ドライ
バはすべて手作業でコーディングされて
います。さらに、PCIe接続により、ラック・
マウント可能な産業用コンピュータをシ
ステム・コントローラとして使用できま
す。このようなPCは、通常の組み込みコ
ントローラよりも高速でコストパフォー
マンスに優れています。
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アーキテクチャ： 
ハードウェア

次のステップでは、前述の強力でスケー
ラブルなモジュールとシャーシを定義し、
PXIとAXIeの両方を組み込むことが必要で
した。PXIとAXIeには互換性があるので、
1つのシステムまたはソリューションに必
要な機能を混在させることができます。

シャーシ：キーサイトでは現在、高性能
のPXIおよびAXIeシャーシを提供していま
す。PXIメインフレームには18個のスロッ
トがあり、そのうち16個はハイブリッド
です。PCIeデータ転送速度（シャーシおよ
びケーブルI/O）は4 GB/sです。

AXIeでは、現在2スロット（2U）と5スロッ
ト（4U）のモデルが提供されています。こ
れらはフル・ラック幅であり、組み込み
システム・モジュールを備えているので、
シャーシのスロットを1つ節約できます。
どちらのユニットも、多チャネル・アプ
リケーション用にシャーシ間で同期させ
ることができます。

モジュール：キーサイトの目標は、お客
様が現在必要な測定機能を提供しながら、
過去には不可能だった新しい機能を実現
することです。アナログ、デジタル、RF、
マイクロ波、光のどのアプリケーション
を扱う場合でも、それぞれのテクノロジー
に最適なフォーマットのモジュールを提
供します。

ハードウェアの詳細については8ページを
参照してください。

アーキテクチャ： 
ソフトウェア

キーサイトのソフトウェア戦略の鍵となる
考え方は、「選択の自由」です。お客様が好
みの開発環境（Microsoft® Visual Studio®.

NET、NI LabVIEW、Keysight VEE Proな
ど）を使用できることが目標です。

選択の自由度を確保するために、キーサ
イトのモジュールには各環境に適したド
ライバ（IVI-C、IVI-COM、G）が付属して
います。開発を効率化するために、ドラ
イ バ に はMicrosoft IntelliSenseや
LabVIEW hover-helpなどのコンテキスト
依存ヘルプが提供されています。

もう1つの重要な考え方は、使用するハー
ドウェアに依存しない測定／解析機能を
実現することです。例えば、Keysight 

89600ベクトル信号解析（VSA）ソフト
ウェアやThe MathWorks社のMATLAB®

などのアプリケーションは、さまざまな
Keysightモジュール製品をサポートして
います。

ソフトウェア戦略の詳細については9ペー
ジを参照してください。
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ハードウェア・オプションの拡張

発展しつつあるモジュール製品は、キーサイトの測定に関する技術をPXIおよびAXIeに応
用したものです。特にAXIeは、PXIの能力を超える高性能計測へのニーズの高まりに応え
るものです。

PXIの最大化

PXIは、モジュール測定器のなかで現在最
も普及している規格です。これは成熟し
た技術で広く用いられています。

これまで、性能向上を目的として、この規
格の拡張がいくつか提案されてきました。
PXIeやPXI-Hがそうです。しかし、異なる
形状の製品を共存させるにはさまざまな
困難が伴います。このため、システム全体
の性能の最適化が難しくなります。

現在、キーサイトの目標は、PXIアーキテ
クチャの性能を最大化することに向けら
れています。このためにキーサイトは、
次世代のワイド・バス、高速なコントロー
ラ・リンク、柔軟なバックプレーンを採
用しています。

さらに先を目指すAXIe

この新しい規格は、高性能の測定システ
ム向けに設計されています。その特長は、
ハイ・パワー、多チャネル、RF測定です。

ハイ・パワー：AXIe規格では、－48 Vで 

1スロットあたり200 Wのシングル・レー
ル・パワーが定義されています。さらに、
動的制御の信頼性の高い冷却機能も備
わっています。

多チャネル：AXIeは、きわめて大きなス
ケーラビリティと優れたラック・スペー
ス効率を備えています。柔軟性を高める
ために、1つのシャーシに1～ 14スロット
を、垂直または水平構成で配置できます。
多数のチャネルをサポートするために、
複数のシャーシを接続して同期させるこ
とができます。

RF測定：AXIeモジュールはボード・サイ
ズが大きいため、シールドのための十分
なスペースがあり、高品質のRF測定に適
しています。高速なデータ転送のために、
AXIe規格では、高速ローカル・バス（最大
64個の差動リンク）とx4 PCIeリンクを定
義しています。

AXIeによる利点の拡大

既存のソリューションを有効活用できる
ように、AXIeはPXIと互換性があります。
AXIeはLANとPCIe接続をサポートし、LXI

およびPXI測定システムと容易に統合でき
ます。
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ソフトウェアの選択肢の拡大

測定ハードウェアの場合と同様に、すべてのテスト・シナリオに最適な単一のソフトウェ
ア・プラットフォームというものは存在しません。このため、キーサイトのモジュール
には、包括的な測定器ドライバ、ドキュメント、サンプル、ソフトウェア・ツールが付
属し、好みのソフトウェア・プラットフォームでテスト・システムを開発できます。開
発環境としては、Microsoft C/C++、C#、Visual Basic、MATLAB、LabVIEWおよび
LabWindows/CVI、Keysight VEE Proなどが使用できます。

ドライバによる柔軟性

測定器ドライバには、コンテキスト依存
ヘルプに加えて、ドキュメントとプログ
ラミング・サンプルが完備し、初めて使
用する場合にも安心して、複雑な作業を
スムーズに進められます。デジタイザな
どの同じファミリのモジュールの場合は、
ドライバの柔軟性により、最小限のソフ
トウェア変更で、既存のデジタイザを簡
単に入れ替えたり、交換したり、最新の
高速デジタイザにアップグレードしたり
できます。プログラミングの際には、I/O

モニタを使用してモジュール測定器ドラ
イバのすべての呼び出しをトレースする
ことにより、システム評価やデバッグが
容易に行えます。

システム・レベル・ツールの追加

Keysight IOライブラリ・スイートを使え
ば、システム内のすべてのモジュール
（PXI、PXIe、AXIe、cPCI）を表示できます。
インストール済みソフトウェアの情報を
表示したり、モジュールのソフト・フロ
ント・パネルを起動したりすることもで
きます。ソフト・フロント・パネルは、
簡単にモジュールとの接続を確認したり
機能を調べたりできるグラフィカル・イ
ンタフェースです。

ソフト・フロント・パネルを使えば、モ
ジュールを受け取ってすぐに測定するこ
ともできます。これは、ソフトウェア開
発やデバッグの際に便利であり、1台また
は複数のモジュール・デバイスを使って
ベンチトップ測定を行うためにも利用で
きます。

.NETの利用

キーサイトのすべてのモジュール測定器
にはIVI-COMドライバが付属し、C/C++、
C#、Visual Basicなどの.NET環境でその
まま使用できます。.NETアセンブリには
階層的に整理されたプロパティとメソッ
ドが付属するので、必要な機能を簡単に
見つけられます。

測定器ドライバにはIntelliSenseおよびF1

ヘルプ機能が組み込まれていて、学習と
使用に便利です。ドライバAPIにカーソル
を置いてF1を押すと、そのAPIに関するヘ
ルプがただちに表示されます。
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必要なソリューションの実現 

新しい課題に対するソリューションを探す際には、外部の視点が有効なことがあります。
キーサイトは、ベンチトップ測定、モジュール測定システム、テストの自動化に関する
専門知識をお客様に提供しています。特殊なアプリケーションの場合は、キーサイトの
ソリューション・パートナーがお客様やキーサイトと協力して、次世代のテスト・ソリュー
ションの定義と構築を行います。

Keysightアプリケーション・ 
エンジニアリング・サービス

キーサイトのテクニカル・エキスパート
がお客様を支援します。キーサイトのエ
キスパートは、お客様の測定器を熟知し、
テストと測定を深く理解しています。キー
サイトのソフトウェア開発サービスを利
用すれば、テスト時間を短縮し、テスト
を自動化して再現性を高めることができ
ます。この他に、テクノロジー・トレー
ニング、製品トレーニング、スタートアッ
プ・アシスタンスなどを通じて、お客様
が購入したハードウェアやソフトウェア
を最大限に活用できるように支援します。

対象分野としては、テストの自動化、デ
ジタル・デザイン／テスト、ネットワー
ク解析、無線通信、テクノロジー更新（測
定器の移行と計画を含む）があります。

ソリューション・パートナー

ターンキー・ソリューションの開発、既
存のプラットフォームのリエンジニアリ
ング、製造テスト戦略の世界的展開といっ
た目標に関しては、キーサイトのソリュー
ション・パートナーがお客様固有の問題
の解決を支援します。専門分野には、ア
ンテナ、自動車、通信、電子製造、環境、
高速デジタル、材料、医療、シグナル・
インテグリティなどがあります。

ソリューション・パートナーの一覧は、
オンラインで参照できます
（www.keysight.co.jp/find/partners）。こ
の一覧は、地域、業界、アプリケーション、
キーワードで検索可能です。
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航空宇宙／防衛

レーダ信号には、3つの主要な要素があり
ます。ターゲット、クラッタ、ジャミン
グです。キーサイトの任意波形発生器

（AWG）モジュールを
使えば、この環境を、

ベースバンド、IF、RFの各
周波数で正確にシミュレートできま

す。主な機能として、オプションの2つ
の再生モード（ダイナミック・
シーケンスとダイレクト・デ

ジタル・シンセシス）や、C/

C++/C#、MATLAB、LabVIEWなどで
使用できる標準APIがあります。

大規模システムへのモジュールの組み込み

キーサイトの測定システムは、世界中の高性能実験システムで不可欠なものになってい
ます。大規模システム内のコンポーネントとして使用される場合でも、キーサイトの信
頼できる測定デバイスは優れた性能を発揮し、科学の最先端においても結果の信頼性を
保証します。

医療機器

粒子ビームのパワーとサイズの精密な制
御により、ガン治療に放射線療法が可能
になりました。その方法の1つは、ガン腫
瘍の内部に陽子ビームを照射して、腫瘍
細胞核内のDNAを破壊することです。こ
のようなシステムの1つで、キーサイトの
高性能デジタイザがビーム診断測定用に
用いられ、放射線療法用のビームの精密
な制御を実現しています。

アプリケーションの拡張

プロジェクトやシステムで、速度、柔軟性、オープン性、サイズの向上により利
点がもたらされる場合は、キーサイトはその可能性を実現する用意があります。
計測お客様窓口までお問い合わせいただくか、以下のWebサイトを参照してくだ
さい。www.keysight.co.jp/find/advanced-research

最先端研究

キーサイトのデジタイ
ザは、データ帯域幅
を最大化し、高速測定を実現する
革新的な手法を実装しています。今日で
は、物理学研究での粒子／電子ビームの
制御やモニタリング、大気研究でのリア
ルタイムのマイクロ波分光分析などのア
プリケーションに、これらの優れたスルー
プットが活用されています。

計測の選択肢が広がります

発展しつつあるキーサイトのモジュール製品はキーサイトの測定に関する技
術をPXIおよび新しいAXIe規格に応用したものです。これらのモジュール製
品では、お客様が現在必要とする測定を提供するとともに、過去には不可能
だった新しい機能をアナログ、デジタル、RF、マイクロ波、 光などのテクノ
ロジー分野で実現します。 選択肢はますます広がり、進化を続けています。 

キーサイトなら、計測の選択肢が広がります。
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