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はじめに

インテリジェントなコネクティッドカーは、未来予測で示される概念ではなくなりました。業界をリードする自
動車メーカーは、一段と高度化したナビゲーション、安全、インフォテインメント機能を新型モデル発表の際の
目玉としています。

全自動運転実現への機運の高まりにより、安全性に関する開発が加速され、ドライバーの誤った判断や操作を無
視できる、優れたセンサシステムのニーズが生まれています。自動車生体認証、新たなコネクテッド・インフォ
テインメント・ガジェットなど、その他のテクノロジーも、未来の車のダッシュボードの急速な変化を後押しし
ています。 

より幅広いレベルにおいても、ルート追跡、ドライバーの健康状態の監視などのイノベーションをきっかけに、
政府機関による支援インフラへの接続の必要性が生まれています。将来的には、混雑する道路を使用する頻度を
モニターする道路ガントリーや自動炭素排出量レポートシステムを利用して、エコカーであるか、エコに配慮し
た運転をしているかに基づいて課税する制度も予測されます。 

こうした点で、現在は自動車エレクトロニクスメーカーにとって刺激的な時代であると言えます。今回に限り、
トランジスタではなく車載テクノロジーに、ムーアの法則と類似したことが起こっています。主な車載テクノロ
ジーとしては、5Gテクノロジー、802.11ac WiFi、BroadR-Reach、MOST150、CAN、LIN、FlexRayなどがあ
ります。

高度な自動車テクノロジーの採用は、開発者やメーカーに巨大な利益をもたらしますが、デザインやテストの新
たな課題も生まれます。キーサイトは、RF、ミリ波、無線、高速デジタル分野のデザインとテストに関する75年
間の経験と技術知識を活用して、研究開発の初期段階から製造段階までを対象とした広範囲の強力な自動車デザ
イン／テストソリューションを、世界中のキーサイト専任テクノロジーエキスパートのバックアップにより提供
しています。キーサイトは、運転におけるすべてのドライバーおよび乗客の安全性、運転性、乗り心地を最大限
に高めることを目指しています。 

キーサイトは、自動車エレクトロニクステストで 
イノベーションを提供し、より優れた、エネルギー効率の高い 
グリーンカーの製造を支援するために全力を尽くします。



物理層テスト

これらのバスの物理層のテストと特性
評価に使用される主な測定ツールは、
キーサイトのInfiniiVision Xシリーズや
Infiniiumシリーズなどのオシロスコー
プです。

CAN-dbcシンボリックトリガ／デコードInfiniiVision 4000 Xシリーズ オシロスコープ

自動車シリアルバスのテストと特性評価   

シリアル・バス・プロトコル・トリガ／デ
コード機能を備えたオシロスコープを使用
すると、解析したい特定のメッセージを分
離できるので、デバッグプロセスを大幅に
高速化できます。キーサイトのInfiniiVision

およびInfiniiumシリーズ オシロスコープ
には、さまざまなプロトコル固有のオプ
ションが提供されています。これには、差
動CANバスに対するシンボリックトリガ／

デコード機能が含まれています。このバス
は、自動車のドライブトレインおよびボ
ディー制御用の主力のシリアルバスとして
30年近くにわたって使われ続けています。
さらに、これらのオシロスコープは、最新
の自動車デザインでも広く研究されている
CAN-FD、CXPI、LIN、FlexRayプロトコ
ルもサポートしています。

シリアル・プロトコル・トリガ／ 
デコード

電子機能が大幅に増加している現在の
自動車には、I2C、SPI、UART、CAN、
C A N  F D、C X P I、S E N T、 L I N、
FlexRay、BroadR-Reach、MOSTなど、
さまざまなシリアルバスが採用されて
います。自動車シリアルバスは、ラン
ダムで頻度の低い過渡現象が発生する
自動車の厳しい電気環境の中で、高い
信頼性で動作する必要があります。
キーサイトの自動車シリアル・バス・
ソリューションにより、自動車シリア
ルバスの設計とテストの課題を解決で
きます。
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自動コンプライアンステスト 

MOST150やBroadR-Reach/イーサネッ
トなどの高速シリアルバスの採用が増え
ています。各業界規格団体は、物理層の
適合性を検証するために必要なテストを
規定しています。キーサイトのInfiniium

オシロスコープは、各規格に対して、物
理層の適合性を100 %テストする完全自
動アプリケーションを提供しています。
アプリケーションは、各テストの結果と
結果全体を詳細に記載したテストレポー
トを作成します。

高温／低温でのデバッグ、 
特性評価、検証、信頼性テスト

高温と低温は、電子コンポーネント、ア
センブリー、システムの性能と信頼性に
影響を与えます。自動車エレクトロニク
スに課せられる温度条件は、エレクトロ
ニクス業界でも最も厳しいものの1つで
す。このような極端な温度での電子コン
ポーネント、アセンブリー、システムの
性能をオシロスコープで測定するには、
そのような条件で動作するように設計さ
れた特殊なオシロスコーププローブを使
用する必要があります。

キーサイトでは、－55～＋150 ℃の温度
範囲でのオシロスコープによる電圧およ
び電流測定に対応した温度環境負荷試験
プロービングソリューションを提供して
います。

自動車シリアルバスのテストと特性評価

MOST150 SP2 アイダイアグラムのコンプライアンステスト

BroadR-ReachおよびMOST用の 
Infiniiumオシロスコープ

N7007A
シングルエンド
パッシブ

400 MHz
10 MΩ入力抵抗
2 mのケーブル
－40～＋85 ℃

N2797A
シングルエンド

1.5 GHz
1 MΩ入力抵抗
－40～＋85 ℃

InfiniiMax＋
N5450B

延長ケーブル
＋プローブヘッド

1.5 GHz～16 GHz
50 kΩ入力抵抗
－55～＋150 ℃

N2820A/21A
高感度

電流プローブ

電流
1.5 GΩ入力抵抗
－55～＋150 ℃

N7013A
温度環境負荷試験
プロービング
キット

（差動プローブ用）

最大70 MHz
N2818A/N2792A/
N2790A/N2791A

と互換
－40～＋85 ℃

温度環境負荷試験プロービングソリューション 
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パルス／ファンクション／ 
任意波形発生

シリアル・バス・レシーバーの開発にお
ける最大の困難の1つは、環境内の電気的
ストレスに対する信頼性をどのように確
立するかです。このような電気的ストレ
スとしては、通信信号に干渉する電磁放
射、ケーブルの容量性負荷、コネクタイ
ンタフェースの周波数応答など、さまざ
まなケースがあります。81160Aパルス／
ファンクション／任意波形／ノイズ発生
器を使用して、潜在的な歪みや変形をラ
ボでシミュレートすることにより、自動
車シリアルバスの高速でコスト効率の高
い検証が可能になります。 

Keysight 81160Aは、パルス、デジタル
パターン、変調機能／任意波形、真のラ
ンダムノイズ信号の4つの発生機能を1台
に統合しています。内部チャネル加算に
より、外部配線なしでも信号を結合でき
ます。1チャネルあたり2つのイベントイ
ンタフェース（ストローブとトリガ）を備
え、テスト自動化で高い柔軟性を利用で
きます。このような特長により、自動車
アプリケーションの分野で膨大な種類の
テストシナリオの可能性に対応できます。
81160Aは、MOSTコンプライアンス要件
2V1に基づいたもので、MOST50および
MOST150に適合しています。

ケーブル／コネクタテスト

自動車システムのデータレートの高速化
に伴い、インターコネクトのシグナルイ
ンテグリティーがシステムの性能に与え
る影響が大きくなります。信頼性の高い
システム性能を保証するには、インター
コネクト性能をタイムドメインと周波数
ドメインで迅速かつ正確に解析すること
が重要です。複数のテストシステムの管

自動車シリアルバスのテストと特性評価    

81160Aパルス／ファンクション／任意波形／ノイズ発生器

理は面倒なので、さまざまな高速インター
コネクトを1台で評価できるテストシステ
ムは非常に強力なツールとなります。

キーサイトのE5071C ENAオプションTDR

は、インピーダンス、Sパラメータ、アイ
ダイアグラムを含むケーブル／コネクタテ
ストが可能なワンボックスソリューション

です。ENAオプションTDRは、シンプルで
わかりやすい操作、高速で正確な測定、高
いESD信頼性という3つの画期的な特長を
備えた、シグナル・インテグリティー・デ
ザイン／検証用ツールです。

E5071C ENAオプションTDR
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自動車レーダー

77/79 GHzの自動車レーダー信号解析リファレンスソリューション

77/79 GHzの自動車レーダー 
信号解析リファレンス 
ソリューション

 – Eバンド信号解析リファレンスソ
リューションは、55～ 90 GHzの周
波数帯域幅（最高2.5 GHzの瞬時帯域
幅）に対する高性能信号解析機能を備
えています。  

 – このリファレンスソリューションを
利用すると、自動車レーダーアプリ
ケーションには、規格に準拠したベ
ンチトップ機器を利用して高性能測
定ソリューションを作成することに
より、ミリ波測定のコストを低減で
きます。

 – Sシリーズ オシロスコープ、MXG信
号発生器、M1971Eスマートミキサー
は、N8838A外部ミキサーアシスタン
トソフトウェアにより制御します。
システムの接続、制御、校正を1つの
ユーザーインタフェース内で実行で
きるため、89601B VSAソフトウェ
アによるFMCW/レーダー測定に集中
できます。

先進自動車へのレーダーテクノロジー
の採用により、ドライバーは道路上の
他の自動車、歩行者、物体からの潜在
的な危険を回避することができ、自動
運転自動車も可能になります。自動車
レーダーの主な用途として、高度な緊
急ブレーキ、ブラインド・スポット・
モニター、車線変更支援、アダプティブ・
クルーズ・コントロール、駐車支援、
前方および後方クロストラフィック警
報、ストップアンドゴーなどがありま
す。キーサイトは、デザインシミュレー
ションから信号発生／解析ツールまで、
さまざまな自動車レーダーソリュー
ションを提供しています。  

広帯域信号解析ソリューション

UXAシグナル・アナライザは、レーダー
テストのさまざまな測定に広く用いられ
ています。世界最高クラスのダイナミッ
クレンジにより、大信号の存在下でも低
いレベルのエミッションを測定できま
す。UXAをスマートミキサーと組み合わ
せることで、110 GHzまでの測定を面倒
なしに実行でき、他のミキサーと組み合
わせればTHz周波数までの測定も可能で
す。さらに、UXAは過渡現象の測定に必
要な510 MHz帯域幅のリアルタイム機
能も備えています。 

M1971Eスマートミキサーは、55 GHz

～ 90 GHzをカバーします。掃引測定で
最大のダイナミックレンジを実現できる
1.5 GHzまでのデュアル変換経路と、広
帯域I/Q解析用の最高2.5 GHzのAUX IF

経路を備えたM1971Eは、自動車レー
ダー解析に最適です。

UXAシグナル・アナライザの外部ミキシ
ングをM1971Eスマートミキサーにより
制御し、AUX IF出力ポートをInfiniium 

Sシリーズ オシロスコープに接続する
と、89600 VSAソフトウェアでEバンド
自動車レーダー信号のベクトルおよび
FMCWレーダー解析を2.5 GHzの帯域幅
まで簡単に実行できます。 

ブラインド 
スポット 
検出 先進緊急 

ブレーキ

回避型 
衝突防止

アダプティブ・
クルーズ・ 
コントロール

前方クロス 
トラフィック 
警報

車線変更 
支援

後方クロス 
トラフィック
警報

駐車支援

側面衝突

プリクラッシュ

歩行者

ストップ・アンド・ゴー
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自動車レーダー

パルスビルディング用Signal Studio 

N5183B MXGマイクロ波信号発生器

マイクロ波アナログ／ 
ベクトル信号発生

PSG信号発生器およびXシリーズ マイクロ
波信号発生器は、基本機能から高度な機能
まで備えたマイクロ波周波数の信号発生器
で、それぞれのクラスの指標となる性能を
備え、自動車レーダーの開発に威力を発揮
します。PSGモデルは、度量衡グレードの
性能を備え、最高67 GHz、周波数エクス
テンダーを使えば1.1 THzまでの周波数に
対応できます。ベクトルPSGモデルは、 
80 MHzの内部変調帯域幅と外部変調源に
よる2 GHzの帯域幅、AM、FM、PM、パ
ル ス、ASK、FSK、MSK、PSK、QAM、
カスタムI/Q変調、デュアル内蔵ファンク
ション・ジェネレータによる正弦波／方形
波／三角波／ランプ／ノイズ、およびス
テップ、リスト、ランプ掃引周波数／パワー
機能を備えています。M8190A 広帯域任意
波形発生器と組み合わせることで、PSGは
最高44 GHzの周波数の広帯域信号を発生
できます。PSGのその他の機能として、レー
ダー、マルチトーン、NPR、カスタム変調、
無線LAN、GPS/GNSS、MATLABなどの
基準信号の作成と、N5106A PXBシリーズ 

ユニバーサル受信機テスターを使用したマ
ルチチャネルベースバンド発生、デジタル
I/O、MIMOフェージング、RF-RFフェー
ジングがあります。

MXGは、高い信号純度と精度を備えた製品
で、PSGの代替として、サイズと速度の面
で優れています。またモジュールレベルや
システムレベルのテストに必要な信号純
度、出力パワー、スイッチング速度などの
性能を備えています。MXGの利点として
は、レーダーレシーバー感度テスト用の信
号をクラス最高の位相雑音／スプリアス性
能で発生できること、2ラックユニットと
いう小さなサイズによりテストスタンドを

小型化できること、高速なスイッチング
速度によりスループットを最大化できる
こと、内蔵パルス列発生器で可変RADAR 

PRIおよびパルス幅を作成できることが
挙げられます。維持コストが低いためリ
ソースを最大化でき、セルフメンテナン
ス方式と低コストの修理によりダウンタ
イムを最小化して費用を節約できます。

Keysight Signal Studioおよび内蔵ソフト
ウェアは、柔軟で使いやすい信号作成ソフ
トウェアのスイートで、信号シミュレー
ションにかかる時間を短縮します。さらに、
新しい規格に対するキーサイトのすばやい
サポートにより、キーサイトの信号作成ソ
フトウェアは、無線システムの進化の最前
線に立つお客様を支援します。
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レーダーコンポーネントの 
特性評価と位相雑音テスト 

N5251A ミリ波ネットワーク・アナラ
イザは、自動車レーダーコンポーネント
の10 MHz～ 110 GHzの範囲での特性
評価を1回の測定で実行できるように設
計されています。4ポート構成と真の差
動モードアプリケーションにより、レー
ダーシステムに使用されるコンポーネ
ントの測定を実行できます。さらに、シ
ステムに完全に統合されたパルス機能
により、デバイスに信号を供給して応答
を容易に測定できます。

E5052B シグナルソース・アナライザと
E5053A ダウンコンバーターおよび
11970シリーズ ハーモニックミキサー
の組み合わせは、マイクロ波／ミリ波周
波数での自励VCOの位相雑音を正確に
テストするのに最適なソリューション
です。優れた位相雑音感度とドリフト信
号トラッキングを、110 GHzまでの周
波数で実現できます。

E5052Bシグナル・ソース・アナライザと 
E5053Aダウンコンバーター、および 
11970高調波ミキサーの組み合わせ

M8190A 任意波形発生器

N5251A ミリ波ネットワーク・アナライザ

自動車レーダー

任意波形発生器を、捕捉した信号の評価用
に高性能Infiniiumシリーズ オシロスコープ
とベクトル信号解析ソフトウェアを組み合
わせたものを提供しています。キーサイト
のM8190A高性能AWGを使用すれば、必要
な波形を高い自由度で作成できます。これ
により、目的のアプリケーションのための
最適なテスト信号源が得られます。

M8190A任意波形発生器の主な特長として、
14ビット分解能（最大8 GSa/s）と12ビット
分解能（最大12 GSa/s）の2つのDAC設定を
備えた高精度信号、125 MSa/s～ 12 GSa/s

の可変サンプリングレートによる高速任意
波形発生、最大90 dBcのスプリアス・フ
リー・ダイナミック・レンジ、1チャネルあ
たり2 Gサンプルの波形メモリ、高度なシー
ケンス設定、5 GHzのアナログ帯域幅があ
ります。

柔軟な自動車レーダーテスト／
研究アプリケーションのための
M8190A広帯域高性能AWG

79 GHz付近の周波数バンドは、大気減
衰に関する「スイートスポット」の1つ
であることが実証されています。これは
2つの酸素吸収ピークの中央に位置する
からです。このバンドには変調帯域幅が
最大4 GHzあるので、広範囲のアプリ
ケーションに使用できます。今日では、
長距離と短距離の自動車レーダーが、さ
まざまな種類のドライバー支援システ
ムに使用されています。キーサイト・テ
クノロジーは、信号発生および信号経路
エミュレーション用にM8190A 広帯域
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W1905 SystemVue(SV) 
レーダー・モデル・ライブラリ 

FMCWシステムのモデリング／ 
シミュレーション用SVの主な特長 

 – さまざまなFMCW信号
 – ビームフォーミング機能内蔵のアンテ
ナおよびアレイ・アンテナ・モデル 

 – RF-DSPマルチドメイン
 – カスタムDSPアルゴリズム 

 – 環境シナリオ：移動プラットフォーム、
クラッター、ターゲット、干渉

 – 高度な測定
 – 距離／速度計算
 – サポート 

 – 衝突防止(AC) – 事故を回避するた
め速度を測定 

 – ストップ&ゴー – 衝突を回避するた
め距離を測定 

 – 死角検知(BSD) – 交通量または道路
走行速度を検知

 – 車線変更支援(LCA)

 – 衝突被害軽減(PCS)

検証、テスト、実装

 – SVをAWG/ARBとリンクして、さまざ
まな環境でFMCW信号をエミュレート
可能

 – 測定済みの生の波形をSystemVueに戻
し、さらに処理して高度な測定を実行
可能

 – SVを測定器に統合して自動テストシス
テムを構築可能 

 – SV内蔵ソリューションを使用して、研
究開発のため独自のFMCWシステムを
迅速に構築可能

 – FM信号源、ターゲット、レシーバー、
シグナルプロセッシング、測定など、
カスタム自動車レーダー HWアーキテ
クチャーをレーダープラットフォーム
に挿入可能  

 – カスタムアルゴリズムを検証、テスト、
実装用のプラットフォームにも挿入 

可能
 – SVがFPGAの実現も支援

自動車レーダー

図1.　PCSシステムのモデリングとシミュレーションの代表的な例 

SystemVueによるアンテナと測定機の統合

図2.　アンテナとKeysight測定器を統合するためにSVを使用したカスタムFMCWレーダーの代表的な構築例
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E8486A Eバンド導波管パワーセンサおよびレーダー・トランシーバー・モジュールのテストケース

76～ 81 GHzの自動車レーダー・
トランシーバー・パワー・テスト

76～ 81 GHzレンジの自動車レーダーア
プリケーションは、ここ数年普及の勢いを
増しています。Eバンドスペクトラムで動
作するレーダーは、アダプティブ・クルー
ズ・コントロール、ブラインドスポット検
出、車線逸脱警告、プリクラッシュ被害軽
減、およびその他の道路安全機能を含む、
さまざまな目的をサポートするために設計
されます。これらの自動車レーダーアプリ
ケーションは、短距離レーダー (SRR)、中
距離レーダー (MRR)、長距離レーダー
(LRR)の3種類に分類されます。これらの
レーダー・トランシーバー・モジュールは、
車両のさまざまな場所に取り付けられま
す。シングルチャネルまたはシングルポー
トのトランシーバーもありますが、MIMO

送信アルゴリズムを使用するためにマルチ
チャネルデザインを採用したものもありま
す。これらのトランシーバー IC/サブシス
テムの製造では、送信モードで動作中の最
大出力パワーを測定／検証する必要があり
ます。

 
 

E8486A 導波管パワーセンサは、WR-12 

フランジコネクタを備え、Eバンドの周波
数レンジで、正確な導波管測定が直接可能
です。キーサイトのほとんどのパワーメー
タと互換性があります。－60～＋20 dBm

の広いダイナミックレンジと1.06という
優れたSWR性能により、不整合による測
定の不確かさが最小限に抑えられるため、
低出力信号でも高い確度が得られます。
E8486Aを使用すれば、Eバンドアプリケー
ションに必要な精度と確度が1台で得られ
ます。

キーサイトRF
パワーメータ

E8486A
パワーセンサ 

WR-12
フランジ

WR-12
フランジ  

トランシーバー1

PA 1

LNA 1

2ポート・トランシーバー・モジュール

 

PA 2

LNA 2

ベース
バンド

制御回路

 

TX 1

TX 2

トランシーバー2

E8486A
パワーセンサ

自動車レーダー
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N9038A MXE EMIレシーバー

キーサイトのコンプライアンスレシー
バーとプリコンプライアンス・スペクト
ラム・アナライザなら、EMIテストがス
ムーズに進みます。ソリューションパー
トナーとの協力により、キーサイトは自
動車エミッション／イミュニティーテス
トのための包括的なソリューションを提
供しています。

Keysight N9038A MXE EMI 
レシーバーの主な特長

 – CISPR 16およびMIL STD準拠
 – 高速なタイム・ドメイン・スキャン
 – 強力な内蔵EMC測定 

 – 高度な診断機能
 – 高速トランジェント信号の診断用の
リアルタイムスペクトラム解析
(RTSA)

EMPro (Electro-Magnetic 
Professional)  

EMProは、周波数ドメインのテクノロジー
であるFEM（有限要素法）と、タイムドメ
インのテクノロジーであるFDTD（有限差
分タイムドメイン）に基づいた3次元全波
電磁界シミュレータです。これらのシミュ
レーションテクノロジーを使用して、任
意の3D構造をシミュレートし、任意の距
離（3 mと10 mなど）でのエミッションレ
ベルを計算して、FCCやCISPRなどの
EMIリミットと比較できます。

N9038A MXE EMIレシーバー

EMI/EMC

EMProは、電子部品や配線からの放射性エミッションのレベルを予測できる電磁界シミュレータを備えています
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エンジニアリングとは、さまざまなアイデ
アを関連付けて問題を解決することに他な
りません。このような経験から生まれたの
がXシリーズ シグナル・アナライザです。
Xシリーズは、原因と結果を簡単に関連付
けて早期に問題を解決できる性能のベンチ
マークです。

Xシリーズ シグナル・アナライザは、最大
1 GHz（UXAモデルの場合）の解析帯域幅、
510 MHz帯域幅（UXAおよびPXA）までの
リアルタイムスペクトラム解析(RTSA)、
簡素化されたマルチタッチ・ユーザー・イ
ンタフェースを備えています。Xシリーズ 

アプリケーションを使用すると、車載用無

線製品の開発者は、IEEE 802.11p、携帯
電話テクノロジー、Bluetoothなど、特定
の自動車無線テストのニーズに簡単に対応
できます。業界最先端の89600 VSAソフ
トウェアでは、75種類以上の信号基準と
変調方式をサポートしているので、短時間
でデザインできるようになります。 

測定の品質と再現性の高い結果を保証する
ために、すべてのXシリーズ シグナル・ア
ナライザに実証済みの同じアルゴリズムを
採用しています。CXAからUXAまでの全
機種に、デザイン、テスト、さらには新た
なブレークスルーを実現するために必要な
ツールが用意されています。

PXA/MXAによるRTSA表示では、無線LANおよび 
Bluetoothのマルチバースト信号を視覚化できます。

コネクティッドカーを実現する無線テクノロジー 

最近では、無線接続を装備した先進自
動車が増えています。これらはコネク
ティッドカー (Car-to-X)と呼ばれ、安
全性、セキュリティー、性能、信頼性、
インフォテインメントが向上します。
自動車のデザインと開発においては、
コネクティッドカーの安全性と性能を
保証するために、2G、3G、4G LTEお
よびLTE-Advanced、今後の5G、無線
LAN、Bluetooth、近距離無線通信(NFC)

といったさまざまな無線テクノロジー
を検証する必要があります。

N9030B PXA高性能シグナル・アナライザとRTSAの組み合わせは、研究開発環境に最適です

N9020B MXAミッドレンジ・シグナル・アナライザは、デザイン検証に高いコストパフォーマンスを 
発揮します

Xシリーズ シグナル・アナライザによる
デザイン／テスト／新たな自動車の 
ブレークスルーの実現
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無線LAN 802.11p信号発生／ 
解析

キーサイトでは、802.11pのデザイン／
テストライフサイクルに対する正確で柔
軟な信号発生／信号解析ソリューション
を用意しています。

信号発生ソリューションは、規格に準拠
し た802.11p波 形 の 作 成 が 可 能 な、
N7617B無線LAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/

ah用Signal Studioソフトウェアから構成
されています。802.11p波形は、ベクトル
信号発生器（N5182B MXGまたはN5172B 

EXG Xシリーズ信号発生器、E8267D 

PSG、またはM9381A PXIe VSG）を使っ
てフェージング条件下で実行する場合を
含め、正確なレシーバーテストとレシー
バーの性能評価に使用できます。

信号解析ソリューションは、89601Bベク
トル信号解析(VSA)ソフトウェアと
802.11a/b/g/p/j用 無 線LAN変 調 解 析
（89601B VSAオプションB7R）の組み合
わせ、およびXシリーズ シグナル・アナ
ライザとN9077無線LAN 802.11a/b/g/j/

p/n/ac/ah測定アプリケーションの組み
合わせから構成されています。これらの
信号発生／解析ソリューションの組み合
わせにより、研究、開発、検証から製造
まで、802.11p物理層テストの厳しい要
件への、単なる対処を超えた対応が可能
です。

Keysight N9077無線LAN測定アプリケーションによるEVM測定

コネクティッドカーを実現する無線テクノロジー 

Keysight N9077無線LAN測定アプリケーションによる0 dBmの最大出力パワーを持つ10 MHz FCC Class A、 
802.11pトランスミッターでのSEM測定

N7605B Signal Studioによる802.11pフェージングシミュレーションのスクリーンショット
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携帯電話および無線接続 
テストセット

先進自動車に装備される無線モジュール
やデバイスの開発から量産まで、キーサ
イトのワンボックス・テスト・ソリュー
ションは、高い測定速度、再現性の高い
確度、優れた柔軟性により、自動車産業
の現在および将来の無線テクノロジーの
テストに対応します。これにより、コス
トを引き下げ、利幅を増やすことができ
ます。キーサイトは、LTE-Advanced、
LTE FDD/TDD、GSM/GPRS/EGPRS/

E-EDGE、W-CDMA/HSPA/HSPA＋/

DC-HSDPA、cdma2000/1xEV-DO/

eHRPD、TD-SCDMA/TD-HSDPA/TD-

HSUPA、Bluetooth（EDR、Low Energyを
含む）、ZigBee、無線LAN、WiMAXなどの、
主要な無線テクノロジーおよび無線接続
方式に対応したソリューションを提供し
ています。

E6640A EXMワイヤレス・ 
テスト・セット  

1つのメインフレームあたり最大4つの
TRXモジュール（それぞれ最高6 GHz、
160 MHz帯域幅が可能）により、マルチデ
バイス／マルチフォーマットテストを最
適化し、機器コストを削減できます。各
TRXモジュールは、アプリケーションの要
件に応じて、2個の全2重ポートと2個の半
2重ポート、または4個の全2重ポートで構
成できます。マルチポートアダプター
(MPA)テクノロジーの採用により、テスト
セットをカスタマイズして最大32台の
DUTを接続可能です。LTE-Advanced、
LTE FDD、LTE TDD、HSPA+、W-CDMA、
1xEV-DO、cdma2000、GSM/EDGE-

Evo、TD-SCDMA、802.11ac、802.11a/

b/g/n/p、無線LAN MIMO、Bluetooth、マ
ルチ衛星GNSS、デジタルビデオなど、現
在および将来の無線テクノロジーの製造
ニーズに適応するスケーラビリティーを1

台で実現できます。

E5515 8960シリーズ10無線通信
テストセット  

自動車でさまざまな2G、3G、3.5Gテク
ノロジーを、業界標準の高速かつ正確で
信頼性の高いRF測定と、製造/RFデザイ
ン、検証、統合にフォーカスした柔軟な
ネットワークエミュレーションによりサ
ポートします。E5515 8960シリーズ10

無線通信テストセットのファームウェア
の最新リリースに、eCallフラグ（手動ま
たは自動）の検出とステータスが含まれる
ようになりました。このテストにより、
eCall IVS(In-Vehicle System)モジュール
が正しいeCallフラグ設定を設定し、送信
することが保証されます。

E5515 8960シリーズ10無線通信 
テストセット

E6640A EXM無線製造用 
ワイヤレス・テスト・セット

コネクティッドカーを実現する無線テクノロジー 
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E7515A UXMワイヤレス・ 
テスト・セット  

高度に統合されたシグナリング試験セッ
トで、次世代以降の車内無線通信の機能
とRFデザインを検証できます。最新のデ
ザインのテストに必要な内蔵機能を備え、
現在はLTE-Advanced Category 6に対応
していて、将来はより複雑な要件にも対
応予定です。今後のアンテナ技術やコン
ポーネントキャリアやデータレートの進
化にも対応するマルチフォーマット対応
のプラットフォームにより、4G以降のテ
クノロジーにも備えることができます。
拡張可能なアーキテクチャーは、高速イン
ターコネクト、アップグレード可能なプロ
セッサ、拡張スロット、15インチのタッチ・
スクリーン・インタフェースによる汎用的
な表示機能を備えています。

Near Field 
Communication(NFC)  

RFIDテクノロジーを移動体通信デバイス
や無線インターネットインフラに統合す
ることで、新しい便利なサービスをユー
ザーに提供する融合テクノロジーであり、
自動車産業におけるさまざまな無線接続
で多くの利点を実現します。

– NFCおよびRFICデバイスエミュレーター
ユーザーが独自のテストケースを作成可能
自動テストケース実行

–
–

T3121S NFC
研究開発

テストシステム

– NFCフォーラム認証
プログラム用検証ツール
RFテストとプロトコルテスト
を1台で実現
外部測定器を必要としない
ワンボックス・テスト・
ソリューション
ロボットをサポート

–

–

–

–

T3111S NFC
コンフォーマンス・
テスト・システム

E7515A UXMワイヤレス・テスト・セット

コネクティッドカーを実現する無線テクノロジー
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自動車TPMS、RKE/PKE 
アプリケーション向けの高効率、 
低コストのRFテスト 
ソリューション

低価格のRFテストソリューションで扱う
最も困難な課題は、タイヤ圧監視システ
ム(TPMS)や、リモート・キーレス・エン
トリー (RKE)およびパッシブ・キーレス・
エントリー (PKE)で使用されるRFトラン
シーバーのテストです。テスト項目とし
て、中心周波数、トランスミッターのパ
ワーおよびFSK偏移、レシーバーの感度
テストがあります。

これらのRFデバイスは、ASK/FSK変調を
採用していて、ISMバンド（315 MHz、
433 MHzなど）で動作します。デバイス
同士およびデバイスとECU間で、低消費
電力、高性能のRF通信を実現し、バッテ
リー動作時間の改善に効果があります。

効率的で信頼できるテストソリューション
を使用することで、量産環境を容易に立ち
上げて、品質検証済みの製品を出荷し、時
間とコストを節約できます。予算を超えず
にRF解析を高速化できます。

N9320B/N9322C スペクトラム・アナライザは、シンボル／波形ビューマップ付きのワンボタンFSK信号解析機能を備えています。

シンボルによる表示 波形による表示

コネクティッドカーを実現する無線テクノロジー

レシーバー／トランスミッターテストの機器セットアップ

レ
シ
ー
バ
ー
テ
ス
ト

ト
ラ
ン
ス
ミ
ッ
タ
ー

テ
ス
ト

33503A BenchLink 
ソフトウェア

33500シリーズ 
波形発生器

U2531A 
データ収集

N9320B/N9322C BSA 
スペクトラム・アナライザ

DUT

DUT

N9310A RF 
信号発生器
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コネクティッドカーを実現する無線テクノロジー

ナビゲーションシステム

多くの自動車には、ドライバーを目的地に
誘導するためのナビゲーションシステム
が装備されており、eCallなどのシステム
では、車両の位置を緊急センターに通知す
るために位置情報が使用されます。これら
のシステムのコアとなるのは、GPS、
GLONASS、Beidouなどの1つまたは複数
のグローバルナビゲーション衛星システ
ムからの信号を利用するナビゲーション
レシーバーです。これらのレシーバーの検
証には、シミュレートされた衛星信号を使
用して、TTFF（初期位置算出時間）、レシー
バー感度、位置精度をテストします。

研究開発およびデザイン検証では、
N7609B GNSS用Signal Studioソフトウェ
アとN5172B EXGまたはN5182B MXG信
号発生器を使用して、GPS、SBAS/QZSS、
GLONASS、Galileo、Beidouシステムか
らのマルチ衛星信号のリアルタイムシ
ミュレーションを実現できます。このソ
リューションでは、最大40チャネルを使
用してGPS、SBAS/QZSS、GLONASSの
見通し線およびマルチパス信号の任意の
組み合わせを実現でき、16個の追加チャ
ネルを使用してGalileoもサポートします。
マルチパスおよび擬似レンジエラーなど
のリアルタイム障害を追加できます。

製造テストでは、N7609Bの基本モードオ
プションを使用して、単一または複数の衛
星の信号を短時間シミュレートする任意
波形ファイルを作成することもできます。
この波形ファイルは、PXIモジュールやワ
イヤレス・テスト・セットをはじめ、キー
サイトの多くのRFベクトル信号発生器で
使用できます。

N7609BおよびMXG信号発生器を使用したリアルタイムGNSSシミュレーション
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ベンチの枠を越えるテストを実現する測定システム 

FieldFoxおよびHSA RF/マイクロ波
ハンドヘルド・アナライザ

キーサイトでは、さまざまな機能を備えたベ
ンチトップソリューションを提供していま
す。キーサイトのハンドヘルドソリューショ
ンにより、ベンチトップでこれまでにない機
能が得られるほか、1台で複数のベンチトッ
プ測定器の役割を果たすことができるため、
シンプルで正確な測定と検証を実現できま
す。重さ3.2 kgのキーサイトのFieldFoxおよ
びHSA RF/マイクロ波ハンドヘルド・アナラ
イザを使用すると、組み立て済みの自動車の
内部または周囲の測定が簡素化されます。  

無線インタフェース／車載 
ネットワーク

自動車のインフォテインメント、ナビゲー
ションや運転補助、全自動運転のいずれの場
合も、インタフェース／車載ネットワークの
性能が最適化されている必要があります。さ
びた部品や、損傷したケーブルまたは過度に
曲がったケーブルは、自動車の接続性を低下
させる可能性があります。リターンロス/

VSWR、障害位置検出(DTF)、タイムドメイ
ンリフレクトメトリ(TDR)機能を備えた
FieldFoxをケーブル／アンテナテスターとし
て使用すると、自動車に組み込まれたRFケー
ブル、コネクタ、アンテナの性能を測定／保
守することができます。 

3G、LTE、Bluetooth、Wi-Fi、近距離無線通
信など、コネクティッドカーで使用されるさ
まざまな無線テクノロジーにおいて、自動車
メーカーの重要な課題となるのが干渉の問題
です。FieldFoxおよびHSAアナライザに装備
された、ポータブルのスペクトラム解析、干
渉解析、チャネルスキャン機能を使用して、
さまざまなエレクトロニックシステムからオ
ンボード干渉信号を検出し、干渉源を識別し
て、干渉を除去できます。

自動車性能の最適化

自動車メーカーは、ASK/FSK変調機能を備
えたN934xC HSAを使用して、タイヤ圧監視
システム(TPMS)、リモート・キーレス／パッ
シブ・キーレス・エントリー（RKE/PKE）など、
一般的な自動車最適化システムの検証とトラ
ブルシューティングを実行できます。これら
はISMバンドで動作し、FSK変調を使用して
信号を送信します。ASK/FSK変調解析によ
り、変調指標（搬送波パワー、搬送波周波数
オフセット、ASK変調度／指数、FSK偏移な
ど）を表示できます。復調信号は、別のフォー
マット設定で表示できます。レポート作成の
変調指標とパラメータのセットアップを、今
後の解析のために保存できます。

電磁波障害

N934xC HSAは、EMIプリコンプライアンス
テスト用およびデザイン内の潜在的なEMIリ
スクの識別用にEMIフィルターと準尖頭値検
波器を提供します。HSAはCISPR Class A要
件を満たし、FieldFoxはCISPR Class Bを満
たすので、EMIの問題の診断に最適です。

さらに…

FieldFoxは、ケーブルおよびアンテナテス
ター、ベクトル・ネットワーク・アナライザ、
スペクトラム・アナライザ、パワーメータ、
独立信号発生器、ベクトル電圧計、可変DC

電源として、50 GHzまでの高精度測定を実
行できます。ネットワーク・アナライザ機能
を使えば、車両内部と外部のアイソレーショ
ン信号を測定し、ラジオ、セルバンド、
GPS、タイヤ圧センサなどのアンテナのリ
ターンロスを評価することができます。堅牢
で便利な、ポータブル型のFieldFoxとHSAは、
今必要な機能を購入して後で容易にアップグ
レード可能な、予算に柔軟に対応できる価格
設定となっています。

FieldFoxアナライザは、10種類の測定器の
RF/マイクロ波テスト機能を1台に統合した、
小型軽量の測定器です

N934x HSAアナライザは、高いコストパフォーマンスとASK/FSK復調が特長です
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無線パワー伝送 

無線パワー伝送効率の測定

ワイヤレス充電の性能は、トランスミッター
とレシーバーのコイルまたは共振子間のパ
ワー伝送効率に大きく依存します。信頼でき
るワイヤレス充電システムを実現するには、
それらの間のパワー伝送効率を高めることが
重要です。  

キーサイトでは、E5072A/E5061B/E5063A 

ENAシリーズ ネットワーク・アナライザで、
オプション006 無線パワー伝送解析ソフト
ウェアを提供しています。ソフトウェアには
2つの動作モードがあり、以下の利点があり
ます。

 – トランスミッターとレシーバーのコイル
／共振子間のリアルタイムのパワー伝送
効率測定

 – 信号源の電圧と負荷インピーダンスの任
意の設定

 – 負荷インピーダンスの依存性を視覚化で
きる高度な2D/3Dシミュレーション

 – キーサイトADSシミュレータでさらに
回路のモデリングとシミュレーションを
実行するためのネットワーク解析データ
出力 

被試験デバイス

ポート1 ポート2

ENAシリーズ ネットワーク・アナライザによる無線パワー伝送解析の測定セットアップ

モード1: リアルタイム無線パワー伝送解析 モード2: アドバンスド2D/3Dシミュレーション

E5072A/E5061B/E5063A ENAシリーズ ネットワーク・アナライザで使用可能なオプション006 無線パワー伝送解析
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無線パワー伝送 

無線パワー伝送内のコンポーネント
の特性評価 

ワイヤレス充電で信頼できる性能を実現する
には、無線パワー伝送システムのコンポーネ
ントの特性評価が重要です。Keysight 

E5072A、E5061B、E5063A ENAシリーズ 

ネットワーク・アナライザは、無線パワー伝
送システムのコンポーネントを特性評価する
際にさまざまな測定要件に対応します。  

1. ハイパワー測定用の拡張可能 
テストセット
無線パワー伝送システムのコンポーネントを
実際の動作条件でテストするには、標準ネッ
トワーク・アナライザの機能を超えるパワー
出力が必要となることがよくあります。
E5072Aにより、外部パワーアンプを使用し
て出力パワーを増幅する、拡張可能テスト
セットが得られます。 

2. コンポーネントの特性評価用の 
コンビネーション・アナライザ
E5061Bオプション3L5 LF-RFネットワーク
解析には、5 Hzからのネットワーク解析機能
があり、オプション005によりインピーダン
ス解析機能が追加されます。無線パワー伝送
システムのコンポーネントの特性評価に対す
る、汎用性の高いソリューションです。

3. 量産向けの手頃な価格のソリューション
E5063Aは、手頃な価格であるため、製造で
のGo/No Goテストに最適です。100 KHz～
18 GHzの周波数レンジに対応し、周波数アッ
プグレード経路が用意されているため、無線
パワー伝送システムのコンポーネントを大量
に測定する場合、価格と性能の最適なバラン
スを実現できます。

E5072A ENAシリーズ ネットワーク・アナライザによる 
ハイパワー測定セットアップ

E5061B ENAシリーズ ネットワーク・アナライザによる
ネットワークとインピーダンスのコンビネーション解析

E5063A ENAシリーズ ネットワーク・アナライザによる 
価格と性能の最適なバランス

DC電源

外部PA

ハイパワー 
カップラー

信号源出力

ハイパワーアッテネータ 
（オプション）
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自動車パワー・デバイス・テスト

ハイブリッド電気自動車(HEV)と電気自動車
(EV)のテクノロジーにより、自動車の燃料効
率を大幅に向上できます。これらのテクノロ
ジーのコアは、電子化されたパワートレイン
です。自動車業界の電気エンジニアは効率／
安全性／信頼性の高い電子回路を開発しなけ
ればならないので、最終的な回路の特性評価
が非常に重要です。このため、回路全体の効
率の評価プロセスが必要になります。

実現するには、回路で使用されているパワー
デバイスやパワーコンポーネントに対する詳
細な理解が不可欠です。回路でパワーデバイ
ス（IGBT、MOSFETなど）が使用されている
場合は、特に重要です。パワーデバイスの性
能によって回路全体の効率／安全性／信頼性
が決まることが多いからです。残念なことに、
多くの場合、デバイスメーカーが提供してい
るデータシートの情報だけではこのような
ニーズに対応できません。データシートの条
件は実際の使用条件と異なる場合が多く、提
供されている情報には大きなマージンがあ
り、デバイスのばらつきに関する情報もあり
ません。このことから、デバイス／コンポー
ネントメーカーから提供される情報だけを用
いて信頼性／効率の高い回路をデザインする
ことは困難です。

キーサイトでは、B1505AおよびB1506Aパ
ワーデバイス・アナライザ・ファミリーによ
るコンポーネントレベルのテストに対して優
れたソリューションを提供します。

キーサイトのパワーデバイス・アナライザ・ファミリーは、パワーデバイスの特性評価ニーズの厳しい要件に対応できます 
（最大10 kV、1500 Aの広い電圧／電流レンジ、最大3 kVのキャパシタンス測定とゲート電荷測定、および－50˚C～＋250˚C
の重要パラメータに対する温度依存性の測定）。

パワー・トレイン・システム 安全制御

自動車制御

車体制御

  
- EV/HEVモーター、インベーター
- 充電器、ジェネレーター
- トランスミッション
- 燃料噴射

- オートクルーズ制御
- レーダー

通信
- 音声、ナビゲーション
- モニター
- CAN

- ABS
- EPS
- サスペンション
- 加速

- エアーコンディショナー
- パワードア／ウィンドウ
- 照明システム

自動車の至る所にある
パワーデバイス
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自動車パワー・デバイス・テスト

B1506A回路デザイン用 
パワーデバイス・アナライザ

B1506Aパワーデバイス・アナライザ 主要パ
ラメータ自動測定装置は、自動車電子回路の
デザインで自動車電気システムの効率、安全
性、信頼性を最大化するのに役立つフルソ
リューションです。ブレークダウン電圧やオ
ン抵抗などのIVパラメータのほか、3端子
FETの容量、ゲート電荷、パワー損失など、
あらゆる関連デバイス／コンポーネントパラ
メータをさまざまな動作条件で評価すること
ができます。

B1505Aパワー・デバイス・ 
アナライザ／カーブトレーサー
B1505AはB1506Aよりも柔軟性の高いソ
リューションで、広い電流／電圧レンジ、優
れた低電流測定確度、高電圧による中電流測
定機能（例：1.2 kVで500 mA）、GaN電流コ
ラプス・テスト・オプション、4ピン以上の
同時測定機能を備えています。さらに、
B1505Aはオンウエハーデバイスとパッケー
ジデバイスの両方を測定できます。B1505A

はパワー・デバイス・メーカーで広く使用さ
れていますが、GaNパワーデバイスを扱って
いる自動車エレクトロニクスエンジニアにも
有用で、4端子IGBTのセンスエミッター電流
の測定や、ゲートドライバー回路用のHVIC

の特性評価も行えます。

B1506Aパワーデバイス・アナライザは、カーブトレーサーのIVテスト、高電圧バイアスキャパシタンス測定、 
ダイナミックテスターによって評価されるゲート電荷(Qg)測定に対応しています。

カーブトレーサー LCRメータ 

- IVカーブ - 容量測定（低電圧）

- ゲート電荷(Qg)- スイッチング
パラメータ、
パワー損失
（T,r、Tf、E、P）

B1506A
- パワー半導体／コンポーネントテストの
ターンキーソリューション
自動 IV/CVテスト
自動温度テスト
最大 3 kVの CV（Ciss、Crss、Coss、Cgs、Cds、Cgd）
パワー損失計算

- 
- 
- 
- 

動的テスター
オシロスコープ/PG

B1506A回路デザイン用パワーデバイス・アナライザ
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自動車パワー解析およびテスト

効率を最適化するための 
パワー解析

IntegraVision AC/DC電源／アナライザ 

 – PA2201A 2チャネル、単相
 – PA2203A 4チャネル、3相

IntegraVisionパワー・アナライザは、EV/

HEV/PHEVのパワートレインテスト用に設
計されています。タッチ方式のオシロスコー
プ表示を使用すると、正確な測定（0.05 %

の基本確度）によって高効率測定が可能で、
動的なパワー波形の捕捉と測定がサポート
されています。このアナライザは、以下に
使用できます。

 – バッテリーおよびバッテリー管理
 – ドライブトレインモーター制御シス 

テム
 – 電動モーター
 – DC：DCコンバーター

 

自動車エレクトロニクスの 
イミュニティーテスト用 
パワー過渡現象の発生

N6705B DC電源／アナライザ 
によるデザインテスト用の 
50～ 500 WのDCパワー

自動車のパワーシステムには、モーターや
ソレノイドからの過渡電圧やドロップアウ
トが発生します。自動車エレクトロニクス
には十分な電力トランジェント耐性が必要
であり、そのミッションクリティカルな特
性から、ECU、電気機械コンポーネント、
インフォテインメント、テレマティクスに
は徹底したテストが必要です。

N6705B DC電源／アナライザを使用すれ
ば、さまざまなDCトランジェントテストを
ベンチで実行するように設定できます。50

～ 500 W DCパワー出力のトランジェント
波形は、わかりやすいフロント・パネル・ディ
スプレイから、内蔵任意波形発生器を使用
して容易に作成できます。  

14585A制御／解析ソフトウェアによって
トランジェント波形の作成と変更が簡単に
行えます。内蔵／カスタム波形セグメント
のシーケンス設定、必要に応じたセグメン
トの反復、デザイン反復の過程での波形の
迅速な修正が可能です。 

IntegraVision AC/DC電源／アナライザ

ACとDCが混在する信号で効率的な測定を実行する
PA2201A

3相信号を測定するPA2203A

N6705Bで作成した電源リセットテスト波形プロファイ
ル。車載DCパワーシステムのエンジン・クランク・プ
ロファイルをデジタイジングオシロスコープで捕捉し、
N6705B DC電源／アナライザに簡単にロードして、DC
電源のトランジェント出力を定義できます。

ISO 16750-2:4.6.3 起動プロファイル（N6705Bおよび
14585Aにより作成）
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アドバンスド・パワー・システム
による500～ 2000 W DC 
パワー／トランジェントテスト

アドバンスド・パワー・システム・ファ
ミリーの高性能DC電源を使用すれば、最
大2000 Wまたは最大200 Aの入力信号を
印加して、困難なハイ・パワー・テスト・
アプリケーションを実行できます。超高
速のアップ／ダウンプログラミングによ
り、製造テストの生産性が向上します。 

APSを使用すると、過渡信号を生成して、
多くのエンジンクランキングおよびISO 

16750-2、ISO 7637-2、LV-124、LV-

148規格で求められるその他の過渡信号
をシミュレートすることができます。
14585A制御／解析ソフトウェアを使用し
て任意波形を定義し、簡単に変更できます。
APSと14585Aの組み合わせは、こうした
立ち上がり時間／立ち下がり時間が1 ms

の過渡信号を生成する、簡単で経済的な
方法です。

自動車パワー解析およびテスト

N6900/N7900アドバンスト・パワー・システム

ISO 7637-2:5.6.2 APSと14585Aによる 
テストパルス2bモーター過渡信号の生成 

LV 124/VW 80000 2013-06:E-05 APSによる 
オルタネーター負荷遮断

パラメータ 値
DUT動作モード ll.c

Vmin 13.5 V

Vmax 27 V（＋4 %、0 %）

tr ＜2 ms

t1 300 ms

tf ＜30 ms
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回生エネルギーまたはバック
EMFと電気機械式システムの 
テスト 

パワーステアリング、クラッチモーター
のような電気機械式システムは、ノーマ
ル動作中にエネルギーまたはバックEMF

を発生するサーボモーターを使用します。
こうしたシステムやモーターのテストで
は、ファンクションテスト中にこのエネ
ルギーを安全に吸収するための課題が発
生します。サーボモーターは、動力計スタ
ンド上でテストできます。ここでは、2番
目のモーターが、サーボモーターに対する
負荷またはブレーキとして作用します。 

テストシステムでは、アドバンスト・パ
ワー・システムのDC電源と電力消費ユ
ニットの組み合わせが、パワーのソース
と回生エネルギーのシンクの機能を備え
た自動車バッテリーとして機能します。 
2番目のAPSが負荷モーターに電力を供給
します。

APS電源と電力消費ユニットの組み合わ
せは、パワーソース／シンクに対する優
れた制御機能と、回生エネルギーを瞬時
に吸収する機能が得られるため、電子負
荷装置を備えた不連続電源より優れてい
ます。 

DCパワー EVトラクション 
モーターのテスト  

 – 電気自動車(EV)は、1次エネルギー源
としてバッテリーを使用します。  

 – 一部の大型EVは、ドライブトレイン
にACトラクションモーターを使用し
ます。 

 – インバーターおよびインバーターと
ACトラクションモーターの組み合わ
せのテストには、ハイパワー、高電
圧のDC電源が使用されます。

 – N8900シリーズ750V電源が、テスト
中、自動車のバッテリーの代わりに
使用されます。

自動車パワー解析およびテスト

APS DC電源＋電力消費ユニットがバッテリーに代わって
テスト環境でサーボモーターを駆動

APS DC電源がサーボモーターに対する負荷モーターの
負荷または抵抗を制御

テスト対象の
サーボモーター

負荷モーター

サーボ・モーター・テスト：電力消費ユニットが過度的なバックEMFを防止するために回生エネルギーを吸収します 

90 kWまでスケーラブルなKeysight N8900シリーズ5～ 15 kW DC電源 

N8900電源を 
自動車バッテリーの 
代わりに使用

ACトラクション
モーター

インバーター

DC AC
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電子負荷1

電子負荷2

電子負荷3

電子負荷22

電子負荷23

電子負荷24

モジュラー電子
負荷システム

DUT 1

DUT 2

DUT 3

DUT 22

DUT 23

DUT 24

環境室

電源
V+

V -

リモートセンス ＋

リモートセンス －

N3300シリーズの負荷を150～ 600 Wの負荷モジュールと構成できます

N8900シリーズのオートレンジDC電源は、最大1500 V/最大510 Aで5 kW～ 60 kWを提供します 

寿命／耐力テストのための 
DCパワー

寿命／耐力テストは、自動車システムの
信頼性にとって不可欠です。DC電源と電
子負荷は、生産性の高い有意な寿命テス
トのために基本的な役割を果たします。
キーサイトの50～ 60 kW DC電源が、寿
命テスト中、DUT用の信頼性が高く安定
した電力を供給します。モジュラー電子
負荷を使えば、各DUTの要件に合わせて
負荷を自由に組み合わせることができま
す。キーサイトの電子負荷は、負荷設定
のシーケンスの高速なステップ動作が可
能で、負荷電圧／電流の測定機能も備え
ています。

自動車パワー解析およびテスト
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高度なマルチチャネル自動車インフォテインメントシステムのテスト

U8903B高性能オーディオアナライザ

今日では、自動車用オーディオ機器のほと
んどが2チャネルを超えるチャネルを備え
ていて、サウンドアプリケーションの6チャ
ネル(5.1)から、16個以上のチャネルを備
えたものまで存在します。2チャネルの
オーディオアナライザで複数のチャネルを
テストするための従来のソリューションに
は、アドオンスイッチが必要になり、低速
で不正確という問題があります。一度に観
察できるのは1チャネルあるいは2チャネ
ルなので、チャネル間の相互作用は通常評
価されず、フルパワー出力テストの際の
チャネルの出力クリッピングや、位相およ
びクロストークの相互作用が見逃される
ことがあります。これは特に、すべての出
力チャネルが互いに相互作用する複雑な
状況で問題となります。さらに、現在およ
び将来のカー・ラジオ・インフォテインメ
ント・システムには、無線接続、GPS、ディ
スプレイなどの要素が追加されていくた
め、製造コストを抑えながらこれらすべて
のパラメータをテストするためには、さま
ざまな困難が予想されます。

U8903B オーディオアナライザを使用す
れば、マルチファンクションの高性能オー
ディオ測定を実行できます。新しい
U8903Bは、U8903Aの次の世代であり、
2チャネルの広帯域アナログ発生器および
アナライザ機能に加えて、POLQA機能を
備えています。残留ひずみが－110 dB未
満と小さいため、超低ひずみデバイスをテ
ストでき、U8903Bの広い測定帯域幅を利
用して、高調波とノイズを1.5 MHzの帯域
幅で正確に測定できます。U8903B オー
ディオアナライザを使用すれば、オーディ
オアプリケーションの固有のニーズに合
わせて構成されたオーディオ・テスト・ソ
リューションを実現できます。U8903B 

オーディオアナライザの主な特長として、
最大1.5 MHzの測定帯域幅でのアナログ・
オーディオ・テスト、2～ 8の構成可能な
アナログチャネル、110 dB未満の残留ひず
み、POLQA(Perceptual Objective Listening 

Quality Analysis)およびPESQ(Perceptual 

Evaluation of Speech Quality)に対応した
通話品質テスト、自動テストシーケンス、
USB制御インタフェース、記録／再生モー
ドがあります。
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PXIソリューションによる 
自動車ファンクション・テスト・
システム

自動車の電子制御モジュールには、十分
な測定確度、ハイパワー入力、ハイパワー
定格の負荷シミュレーションが必要で
す。自動車ECUテストを目的としたキー
サイトのTS-8989ワンボックス・システ
ム・ソリューションは、大電流スイッチ
／負荷、PXIコントローラー／測定シス
テム、TestExecソフトウェア、開発ツー
ルから構成されています。

このシステムは、最大104のテストポイ
ントと40 Aの電流を処理できるので、ピ
ン数がそれほど多くない自動車用製品向
けのコストパフォーマンスの高いソ
リューションを実現できます。

TS-8989のシンプルな 
ボディー制御モジュール(BCM)  

BCMは、自動車のボディーのさまざま
な電子的アクセサリの監視と制御を担当
します。パワーウィンドウ、ランプ、エ
アコン、セントラルロック、ワッシャー
モーターなど、さまざまな機能が制御対
象となります。特定のボディー制御をエ
ミュレートするには、TS8989ファミ
リーの負荷カードから適切な内部／外部
パッシブ負荷デバイスを選択できます。
例えば、パワー・ウィンドウ・モーター
の影響を再現するには、定格10 Aの抵抗
性負荷が必要です。機能チェックのため
の電圧／電流測定の後、負荷は高速高確
度のPXIデジタルマルチメータ(DMM)に
スイッチングマトリクス経由で接続され
ます。

一般的なシンプルな40ピンのBCMテスト
セットアップには、パワースイッチング
用の大電流30 A負荷カード、負荷スイッ
チング用のフライバック保護付きの7.5 A

負荷カード、I/Oスイッチング用の40×4

のマトリクス、抵抗／電圧／電流測定の
間の高速なモード変更のための高速DMM

が必要です。TS-8989は、これらすべて
をワンボックス環境で提供します。

自動車ファンクションテスト

TS-8989 PXIファンクション・テスト・システム

圧力センサ信号

CAN/LIN

フィードバック

フィードバック

トリガ

トリガ

トリガ

印加

印加

印加

印加

印加

ボディー／ 
安全制御 
モジュール

Vcc

アクチュエーター

ワイパ／ 
ワッシャーモーター

ドアロック、 
パワーウィンドウなど

カーゴランプ、 
キャビンランプなど

電動モーター

スイッチ

衝突センサ信号

位置センサ信号

ホイール・スピード・
センサ信号
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マルチファンクションスイッチ／測定ユニット

34980Aマルチファンクション 
スイッチ／測定システムによる 
自動車データ収集および 
電子ファンクションテスト  

34980Aは、内蔵DMMを備えた拡張可能で
再構成可能なメインフレームであり、21種
類のスイッチ／測定／制御モジュールが選
択可能です。その用途は広範囲に及びます
が、自動車アプリケーションでのATE/ファ
ンクション・テスト・システムにおいて、デー
タ収集および量産試験用に広く用いられて
います。

自動車エンジンテストでは、34980Aおよ
びマルチプレクサ・スイッチ・モジュール
を使用して、温度、油圧、燃料流量、
RPM、排気組成などのさまざまな物理パラ
メータを正確かつ迅速に測定できます。ま
た、34980Aではエンジン制御も可能で、
例えば危険なリミットに達したときのエン
ジンのシャットダウンを実行できます。
34980Aで収集したデータは、標準のコン
ピューターシステムで解析できます。

電子ブレーキ制御ユニット(EBCU)モジュー
ルはすべて、製造プロセス中のブレーキ故
障の可能性に備えて、電子的にテストされ
ます。34980Aを使えば、テストシステム
の集中的スイッチングが可能です。マトリ
クススイッチを使用して、さまざまな測定
器や負荷からの入力信号をEBCUモジュー
ルのテストポイントに接続し、これらの複
雑なテストの処理に必要な速度／柔軟性／
性能で結果を測定します。

自動車ファンクションテスト 
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自動車ECUのテスト

自動車ECUのテスト

自動車用電子制御ユニット(ECU)のテス
トには、適切な入力信号の印加と、精密
な出力の測定が必要です。キーサイトは、
最大100 Vの入力と最大250 Vの測定に対
応した適切なPXIモジュール製品群を用意
しています。これにより、ECUのアナロ
グ入力とデジタル入力のどちらに対して
も、シグナルコンディショニング用の外
部増幅回路を用意する必要がありません。

また、エンジン制御モジュールに対する
最も一般的で困難な測定は、フライバッ
ク回路を含むインジェクター出力を測定
することです。下の図に示すように、フ
ライバック電圧は200 Vまで急に変化す
る可能性があります。製造テストでは、
すべてのステージの電圧と、各電圧が発
生するまでの時間の両方を捕捉すること
が重要です。

キーサイトの自動車エレクトロニクステ
スト用PXIモジュールは、外部増幅回路を
使用せずに必要な電圧レベルを供給でき
る最適なソリューションです。

M91xxx ファミリー自動車用PXIテスト機器

このスパイクなどのECU出力信号をM9217Aデジタ
イザとM9216A高電圧データ収集モジュールで捕捉
できます。

DAC/VI信号源モジュール 特長
M9216A PXI高電圧データ 
収集モジュール

8～ 32チャネルの正の電圧（1 mV～ 100 Vの範囲）の同時測定
が可能

M9217A PXIデジタイザ シングルスロット、2個のアイソレートされた入力チャネル、
最大±256 V、20 MSa/sのサンプリングレート、16ビット分解
能をサポート

M9188A PXIダイナミック 
D/Aコンバーター

1スロットユニポーラD/Aコンバーター、高電圧で代表的な波
形を供給可能な16個のチャネル、4個のアイソレートバンク 
（1バンクあたり4チャネル）

M9185A PXIアイソレート 
D/Aコンバーター

完全に独立したアイソレートD/Aコンバーター、最大8個また
は16個のチャネルに並列に高レベル電圧を供給、最大 
±16 V（1チャネルあたり）を出力 

M9186A PXIアイソレート・ 
シングル・チャネル電圧／ 
電流源

結果の電流を測定、または電流を供給して結果の電圧を測定。
16 Vレンジの電圧と最大200 mAを供給できる「ロー」増幅器と、
100 Vレンジの電圧と最大20 mAを供給できる「ハイ」増幅器
を装備

アナログ出力
（DAC/VIソース）

M9188A
M9185A
M9186A

アナログ入力ピン
 – 酸素センサ
 – 温度センサ
 – 圧力センサ
 – オイルセンサ
 – 位置センサ

デジタル入力ピン
 – 速度センサ
 – クラッチスイッチ外部回路

リンギング
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自動車ECUのテスト

CX3300Aデバイス電流波形 
アナライザ  

自動車アプリケーションは排出量、燃料
／エネルギー消費量などの法案に適合す
る必要があるため、規制適合を達成する
ための電子制御装置(ECU)の役割の重要
性は、今後ますます増大します。 

自動車アプリケーションがさまざまな規
制ガイドラインに適合できるよう、ECU

は、高電圧バイアス下での低電流動作に
対応するよう設計されています。 

CX3300シリーズのデバイス電流波形ア
ナライザを使用すると、これまで測定／
検出することができなかった広帯域の低
レベル電流波形（100 pA～ 10 Aの範囲、
最大200 MHz帯域幅）を表示できます。

CX3300Aによるこれまで表示 
できなかった実際のECU電流 
波形の表示 

ECUは、元々、内燃機関、Eモーター、パ
ワー・ステアリング・アクチュエーター
など、自動車機能の制御に使用されてい
ました。しかし、今日、一般的な自動車
では、その他の機能のうち、パワートレ
イン、サスペンション、ボディー制御、
安全制御に使用される高機能ECUの数が
増加しています。ECUは、EV/HEVのパ
ワー制御（DC-DCインバーター）について
も重要な役割を果たします。 

ECUの開発とデバッグでは、電圧波形だ
けでなく、電流波形のチェックも必要で
す。電流波形によって得られるより多く
の情報を、広いダイナミックレンジを持
つ隠れた信号の検出に利用することで、
以前に電圧波形では検出できなかった問
題が明らかになるからです。

ECUなど、自動車の多くの電子部品はバッ
テリー動作で機能するため、消費電力を
低く抑える必要があります。正確な電流
波形測定を実行することが、優れた低消
費電力デザインを実現する重要な要素で
す。CX3300Aは、広いダイナミック測定
レンジ、非常に低いノイズフロア、最高 

1 GHzのサンプリングレートを備えてい
るため、これまで表示することができな
かった実際の電流波形を表示できます。

「どこでも」ズーム機能を使用すれば、波
形セグメントをすばやく拡張し、電流を
特定のタイムフレームに沿って詳細に表
示できます。

CX3300Aは、最新の高機能ECUをテストできるように設計されています。

CX3300Aにより、広いダイナミック測定レンジが得られ、これまで表示するこ
とができなかった実際の電流波形を表示できるため、機能上の問題の検出に役立
ちます。

電源

電流供給
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隣接チャネルでのクロストークなし 

i1000D小型インライン・インサーキット・
テスト・システム

自動車インサーキットテスト 

低信号損失

自動車ヒューズ・ボックス・ 
テスト

i1000D インサーキット・テスト・システム
は、デジタルPCF/VCLライブラリベースの
テスト、バウンダリスキャン、I2C/SPIシリ
アルプログラミングといった新機能を、シ
ンプルで低コストのテストフィクスチャに
導入しました。これにより、コストを増や
さずにテストカバレージを広げる絶好の機
会を提供しています。 

i1000Dのヒューズ・ボックス・テストは、
高電圧と大電流の両方の測定に適用できま
す。テスト手法は、標準のウィンドウベース
のプログラミングシーケンスに統合されてい
ます。最大1 Aのフィクスチャリレーに対す
る保護機能があり、テスト中に最大150 Vの
電圧のドライブが可能です。すべての保護
機能はシステムに内蔵され、プログラムで
自動制御できます。

キーサイトの最新のMini ICTには現在、小
型のECU回路基板をテストするための柔軟
なオプションが用意されているため、フル
サイズのICTシステムが不要になる可能性が
あります。 

 

さまざまなアプリケーションに統合して、
ファンクションテストとインサーキットテ
ストを組み合わせて実行すると、デバイス
またはピンレベルの不具合情報を取得でき
ます。

Keysight Mini ICT
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Keysight i3070 E9988ELインラインICT

アイランドモード配備の例

自動車インサーキットテスト 

i3070シリーズ5iインライン・ 
インサーキット・テスト・システム
による完全自動製造テスト

キーサイトは、自動車エレクトロニクスメー
カー向けに最も広範なインサーキット・テス
ト・ソリューションを提供しています。ICTを
自動化すると、感度の高い自動車PCBAに対す
るESDの衝撃のリスクが減り、費用とスペー
スを有効に利用できるようになります。 

完全に自動化されたi3070シリーズ 5iインライ
ンICTソリューションを使用すると、ECU回路
基板の電気プロセスのインテグリティーが強
化されます。このソリューションは、複数の
施設で製造テストを再現する際に、すべての
テストの可搬性、信頼性、安定性が高まるよ
うに設計されています。革新的なシステムデ
ザインにより、容易なメンテナンスとフィク
スチャ交換を実現しています。

最新のi3070シリーズ 5iが提供するコンパクト
なオプションはこれまで以上にスリムである
ため、以前のi3070スタンドアロンソリュー
ションと比較して、必要なフロアスペースが
56 %減少します。

ローダー 
（マガジン）

プッシャー 
コンベア

アンローダー 
（マガジン）

リジェクト

i3070シリーズ5i
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現在および将来のバウンダリ・ 
スキャン・ニーズへの対応

Keysight x1149 バウンダリ・スキャン・
アナライザは、IEEE 1149.1規格のテスト・
アクセス・ポート(TAP)とバウンダリ・ス
キャン・アーキテクチャーに準拠したプリ
ント基板テスターです。Keysight x1149

は、開発、デバッグ、製造用の使いやすい
ソフトウェアインタフェースを備えてい
ます。

最新のx1149ソフトウェアにより、テスト
やテストプローブを減らすデザイン、デザ
イン／プロトタイプ段階でのテストに対
する有用な機能を実現できます。 

量産段階では、データロギング、ベースラ
イン制御、その他の機能を使用すること
で、テストのスループットを向上させ、デ
バッグ時間を短縮できます。

x1149 バウンダリ・スキャン・アナライ
ザは、シンプルで使いやすく効率的なGUI

を備え、柔軟で便利な画面情報管理を実現
します。内蔵CAD変換ツールを備え、
i3070ボードファイルをテスト生成に使用
します。デバッグ済みのテストとライブラ
リは、製品ライフサイクル全体を通じて再
利用できます。利点として、TCK信号のス
ルーレートと電圧を調整できるため、テス
トの可搬性、再現性、安定性が実現されま
す。製造に適したピンレベルの障害レポー
トにより、診断の時間を節約できます。

CPLD/FPGAのプログラミングには、
STAPL、SVF、JAM、JBCが使用できます。 

インシステムプログラミングには、HEX、
Sレコード、バイナリーファイルを使用し
ます。

x1149 スキャン・パス・リンカーは、イ
ンターコネクトネットのカバレージを拡大
することで、維持コストを引き下げます。
これには、キーサイトのCover-Extendテ
クノロジーも搭載されています。これは、
バウンダリスキャンと容量性結合センシン
グテクノロジーを、VTEP(Vectorless Test 

Extended Performance)テクノロジーに
基づいて組み合わせたものです。

X1149バウンダリ・スキャン・アナライザおよびCover-Extendテクノロジー

自動車インサーキットテスト 

アダプター

110-240V

USB（PCへ）    
*USB 

*トリガ出力
LAN（PCへ）

* RS-232C
将来の使用のために予約*

CET

TAP 4

TAP 3

TAP 2

TAP 1

Cover-Extendテクノロジー (CET)によるベクタレステスト

VTEP
センサプレート

IC

VTEP 
センサプレート

バウンダリ・ 
スキャン・デバイス

ソケット コネクタ
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原子間力顕微鏡(AFM)、ナノインデンテー
ション、電界放出形走査電子顕微鏡(FE-

SEM)を使用すると、自動車部品の最終寿
命、信頼性、性能に影響を与える、ナノ
スケールで発生する物理プロセスを観察
し、理解することができます。

ナノスケールでの高度な自動車研究

自動車部品 AFM機能
燃料電池とGaNデバイス 電気特性評価
リチウム電池のカソード／アノード 腐食／劣化検査

バッテリーおよびその他のエナジー貯蔵機構 イオン輸送検査

バッテリーおよびその他のエナジー貯蔵機構 腐食研究（電気化学）

自動車部品 ナノインデンター機能
リチウム電池のカソード／アノード 機械的な信頼性／劣化テスト
金属およびその他の材料 摩耗および硬度テスト

塗装およびコーティング スクラッチテスト

自動車部品 小型、低電圧FE-SEM機能
燃料電池とリチウム電池 膜／セパレーターの高分解能イメージング
機械加工部品、めっき、コーティング 形態および成分評価

MEMSセンサーベースのシステム 
（エアバッグなど）

デバイス性能と障害解析

研磨された金属の表面のAFM腐食研究。自然電位（上）。 
6サイクル後（下）。

Express Testナノインデンテーショングリッド（上）と 
Express Test – Modulus [GPa]。
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デザインと開発  

キーサイトのデザインおよび開発ツールを使えば、プロトタイプができる前に自動車デバイスの検証を実行できます。進化する自動
車用デバイスのデザインと開発において、テスト機器のニーズが革新的製品の開発を決して妨げないようにすることが、キーサイト
の目標です。

統合と相互運用性

キーサイトでは、自動車用デバイスが他のデバイスと統合されて相互運用可能であることを検証するためのテスト機器を提供してい
ます。キーサイトではまた、認証の準備を効率化するためのツールとサービスも提供しています。これにより、モジュールの性能を
評価し、相互運用性を評価し、統合結果の製品が認証を通過できることを確証できます。

デザイン検証とコンフォーマンス 

キーサイトでは、当社のテストツールに基づくプリコンフォーマンス／デザイン検証テストシステムを提供しています。キーサイト
のテストソリューションを使えば、新製品が要件を満たすかどうかを検証し、自動車用製品が指定された地域での利用を許可される
かどうかを確認できます。

製造

キーサイトは、その専門知識を応用して、自動車用デバイスのデザインをより短時間で効率的に市場投入するためのスタンドアロン
製品とシステムソリューションを提供しています。

サービスとメンテナンス

キーサイトのツールを使えば、フィールドでより短時間により多くの作業を実行でき、今日世界中の自動車で使用されている自動車
用デバイスの中から干渉信号を発見して除去する作業を効率化できます。

その他の情報

自動車のデザインとテストを高速化する柔軟で高性能の 
プラットフォーム

www.keysight.co.jp/find/SA 
www.keysight.co.jp/find/SG
www.keysight.co.jp/find/SSA  
www.keysight.co.jp/find/Scope
www.keysight.co.jp/find/NA
www.keysight.co.jp/find/mmWave
www.keysight.co.jp/find/FieldFox
www.keysight.co.jp/find/HSA

www.keysight.co.jp/find/Modular 
www.keysight.co.jp/find/EXM
www.keysight.co.jp/find/EMI 
www.keysight.co.jp/find/Power
www.keysight.co.jp/find/ICT 
www.keysight.co.jp/find/AudioAnalyzer
www.keysight.co.jp/find/automotive 
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秘話通信と安全 

自動車はますますハイテク化しているため、測定品質の重要性が増しています。無線テクノ
ロジーとミリ波テクノロジーは、接続性、セキュリティー、安全性の向上を実現しますが、
その実現には、研究開発と製造での正確で再現性がある測定による裏付けが不可欠です。

ISO/TS 16949規格、および地域、国、または会社独自の規制には、サプライチェーン全体
に向けた品質管理システム、プロセス、ガイドラインが定義されています。キーサイトは、
こうした外部要件や社内要件に適合するために必要なサービスとサポートソリューション
を、ユーザーと連携して提供することができます。 

EMI/EMC

CISPR 16規格に、テスト機器の校正はISO 17025に従って認定されたラボが実施するよう
に規定されています。キーサイトは、ISO 17025認定サービスセンターのグローバルネット
ワークを保有し、さまざまな電子パラメータをカバーし、業界最高の測定の不確かさを提供
しています。品質保証準備と出荷検査のいずれの場合でも、機器が保証されている仕様を満
たし、CISPR規格に適合し続けることが保証されます。

インサーキットテスト

キーサイトは、3070/i3070シリーズ インサーキット・テスト・システムのオンサイトとリ
モートのサポートを提供します。システム・アップタイム・サポートを利用すると、可能な
限り高い数値のアップタイムを達成できます。テクニカルエキスパートにアクセスしてリ
モートアシスタンスを受けることも、カスタマーエンジニアにオンサイトでの修理、アップ
グレード、予防保守を依頼することもできます。キーサイトでは、共同サポートも提供して
います。共同サポートの場合、現場サポートを提供するためのトレーニングを受けた社内の
作業者が、キーサイトエンジニアのリモートおよびオンサイトのチームと連携して、クリティ
カルなシステムの迅速なトラブルシューティング、診断、修理にあたります。

ソリューションパートナーシップ

キーサイトは、テスト機器のあらゆるニーズに対応するため、サービスとサポートの広範な
ポートフォリオを提供します。

 – スタート・アップ・アシスタンスとトレーニングを利用すると、新しい機器を迅速か
つ効果的に使用可能

 – 校正と保証では、最長5年、7年、または10年の保証プランを用意
 – 校正のターンアラウンドタイムを日数から時間数の単位に短縮するオンサイト・モバ
イル・ラボなど、柔軟なサービスを提供

 – プレミアム再生品を、新品と同じ高い性能、および3年間の標準保証付きで提供
 – 下取りプログラム（キーサイトモデルでもキーサイト以外のモデルでも利用可能）で支
払われる高額の下取り査定額を利用して、最新のテクノロジーへアップグレード可能

サポート、サービス

適切な測定ソリューションを手に入
れることは、始まりに過ぎません。
デザインでは、開発期間、市場投入
までの期間、予算に影響を与える可
能性がある不一致をなくすために、
作業グループ全体で再現性のある結
果を利用できるようにする必要があ
ります。製造では、生産目標の達成
に取り組む際、不正確な測定が歩留
まりや製品の品質に影響を及ぼす可
能性があります。キーサイトフル校
正および修理サービスにより、測定
器を耐用年数が過ぎるまで、保証さ
れた仕様に適合した状態で操作し続
けることができるため、研究開発／
製造にわたって正確で再現性がある
測定が保証されます。
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