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車載イーサネット 
Txコンプライアンス・テスト・ 
ソフトウェア 
100 Mb/1000 Mb認証試験 

Keysight AE6910T 車載イーサネット Txコンプライアンス・テ
スト・ソフトウェアは、車載イーサネットデザインの検証／デ
バッグを簡単かつ正確に実行することができます。 
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はじめに 

自律自動車は、商用および自家用自動車交通を変革すると見なされています。このような新型自動車の設計は、
データ速度と帯域幅要件の増加という課題に直面していますが、車載イーサネットが高速データ通信を可能に
し、コネクテッドカーの要求に対応することができます。CANやLINのような低速バックプレーン回路と異な
り、1000BASE-T1車載イーサネットには厳格なコンプライアンステストが求められます。キーサイトの車載
イーサネットソリューションのフルスイートを活用すれば、100 Mb/sおよび1000 Mb/s車載イーサネットのTx、
Rx、リンクセグメント全体のテスト／検証を自動化することもできます。 

AE6910T 車載イーサネット Txコンプライアンス・テスト・ソフトウェアは、トランスミッターの物理層に対
し、IEEE 802.3bp規格適合の認証試験を自動実行し、結果をレポート形式で出力するソフトウェアです。レポー
トには、測定データの他に、どの程度のマージンでデバイスが各テストに合格／不合格になったかを示すマー
ジン解析も含まれています。 

AE6910Tは、1000BASE-T1規格を満たす上で必要な広範囲の電気的テストを実行します。製品が信号品質の要
件を満たすには、規格適合性試験に合格しなければなりません。デバイスの設計段階でAE6910Tによるテスト
を取り入れることで、自信を持って開発を進めることができます。 

AE6910Tには、以下が含まれています。 

• 1000BASE-T1 コンプライアンス・テスト・アプリケーション  

• 100BASE-T1 コンプライアンス・テスト・アプリケーション  

• 100BASE-T1 TC8 ECUテストアプリケーション 
 

注意：AE6910TはKeysight Infiniiumオシロスコープ上にインストールされて動作するソフトウェアです。ノー
ドロック、トランスポータブル、フローティング、USBドングルのライセンスタイプが用意されています。各
ライセンスと一緒に、6/12/24/36か月のサポート期間を選択して購入できます。 

特長 

AE6910T は必要なテスト機器をすべて自動構成することでコンプライアンステストをシンプルにし、テスト時
間の短縮を実現します。主な特徴として以下を提供します。 

• セットアップ、設定、テストを迅速かつ分かりやすく実行するセットアップウィザード 

• 100BASE-T1と1000BASE-T1の両方の規格適合を確認できる、広範囲のテスト項目 

• Keysight Infiniiumオシロスコープによる正確で再現性の高い結果 

• 実行済みテストの詳細情報表示 

• マージン解析を含む、合否判定のHTML形式の自動レポート作成 
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AE6910T テストの定義 
車載イーサネットのテストを実行する上で困難なのは、オシロスコープへの適切な接続、正しいセットアップ
ファイルの読み込み、測定値と規格値との比較検証です。AE6910Tは、この大部分のタスクを自動で行い、特
定のテストアサーションに対してどの程度のマージンで合格／不合格したかを示すマージン解析を含むレポー
トも出力します。 

3つの規格団体と、各団体により設定された規格適合テストがあります。以下の表では、テストケース間の異な
るテスト要件を比較しています。 

テスト名 IEEE 100BASE-T1 OPEN Alliance ECU IEEE 1000BASE-T1 

トランスミッター出力のドループ 96.5.4.1 2.2 OABR_PMA_TX_01 97.5.3.1 

トランスミッターの歪み 96.5.4.2 2.2 OABR_PMA_TX_08 97.5.3.1 

トランスミッターのタイミングジッタ 
（マスターとスレーブ） 

96.5.4.3/ 96.5.4.5 2.2 OABR_PMA_TX_02 97.5.3.3 

トランスミッターパワー 
スペクトラム密度 

96.5.4.4 2.2 OABR_PMA_TX_04 97.5.3.4 

トランスミッターピーク差動 
96.5.6 

（IEEEテストのみ） 
－ 97.5.3.5 

送信クロック周波数 96.5.4.5 2.2 OABR_PMA_TX_03 
97.5.3.6 
97.5.2 

MDIリターンロス 96.8.2.2 2.2 OABR_PMA_TX_05 97.7.2.1 

MDIモード変換 － 2.2 OABR_PMA_TX_06 － 

MDIコモンモードエミッション － 2.2 OABR_PMA_TX_07 － 

 

上記のテストには、主なテストツールとしてオシロスコープを使用します。MDIリターンロスやパワースペクト
ラム密度のテストには、さらに追加の測定器が必要になります。すべてのテストにオシロスコープが必要で、
MDIリターンロステストにはネットワーク・アナライザを使用します。トランスミッター歪みのテストには、任
意波形発生器も必要です。 

テスト名 100BASE-T1 OABR ECU 1000BASE-T1 測定器  

トランスミッター出力のドループ 96.5.4.1 2.2 _01 97.5.3.1 オシロスコープ、2.5 GHz 1 以上  

トランスミッターの歪み 96.5.4.2 2.2 _08 97.5.3.1 
オシロスコープ＋ファンクション 

ジェネレーター 2 

 
1 2.5GHzのオシロスコープですべての規格に対応できます。100 Mbのみが必要な場合は、1 GHzのオシロスコープを使用できます。 
2 1 Gの妨害信号には、ファンクションジェネレーターから125 MHzの信号を出力する必要があります。100 Mb専用です。 
 



www.keysight.co.jp  5 

トランスミッターのタイミングジッタ 
（マスターとスレーブ） 

96.5.4.3/ 
96.5.4.5 

2.2 _02 97.5.3.3 オシロスコープ、2.5 GHz以上 

トランスミッターパワー 
スペクトラム密度 

96.5.4.4 2.2 _04 97.5.3.4 オシロスコープ、2.5 GHz以上 

トランスミッターピーク差動 
96.5.6 

（IEEEテスト 
のみ） 

－ 97.5.3.5 オシロスコープ、2.5 GHz以上 

送信クロック周波数 96.5.4.5 2.2 _03 
97.5.3.6 
97.5.2 

オシロスコープ、2.5 GHz以上 

MDIリターンロス 96.8.2.2 2.2 _05 97.7.2.1 
オシロスコープ＋ネットワーク・ 

アナライザ 

MDIモード変換 － 2.2 _06 － オシロスコープ、2.5 GHz以上 

MDIコモンモードエミッション － 2.2 _07 － オシロスコープ、2.5 GHz以上 

 
テスト項目の名称は規格ごとに若干の違いがあります。以下の表を比較して、1000BASE-T1、100BASE-T1、
Open Alliance TC8についてテストソフトウェアが実行した測定の完全なリストをご確認ください。これらすべ
ての規格に、AE6910Tだけで対応できます。 

1000BASE-T1 物理層トランシーバー規格（IEEE規格、1000 Mbデータレート） 

規格テスト番号 項目名 

97.5.3.1 トランスミッター出力の正ドループ 
97.5.3.1 トランスミッター出力の負ドループ 
97.5.3.2 トランスミッターの歪み 
97.5.3.3 トランスミッターのタイミングジッタ（マスターとスレーブ） 
97.5.3.3 トランスミッターのMDIジッタ 
97.5.3.4 トランスミッターのパワースペクトラム密度(PSD) 
97.7.2.1 MDIリターンロス 
97.5.3.6 送信クロック(TX_TCLK125)周波数 

AE6910Tが実行する1000BASE-T1のテスト（IEEE 802.3bpの記載）。 

100BASE-T1 車載イーサネットトランシーバー規格 

規格テスト番号 項目名 

5.4.1 トランスミッター出力のドループ 
5.1.1 トランスミッター出力の負ドループ 
5.4.2 トランスミッターの歪み 
5.4.3 トランスミッターのタイミングジッタ（マスターとスレーブ） 
5.4.4 トランスミッターパワースペクトラム密度 
5.4.5 送信クロック周波数（マスターとスレーブ） 
96.5.6 トランスミッターのピーク差動出力 

AE6910Tが実行する100BASE-T1のテスト（IEEE 802.3bwの記載）。 
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100BASE-T1 車載イーサネットトランシーバー規格（Open Alliance TC8 ECU規格） 

規格テスト番号 項目名 

IEEE 96.5.4.1 & 2.2 OABR_PMA_TX_01 トランスミッター出力のドループ 
IEEE 96.5.4.2 & 2.2 OABR_PMA_TX_08 トランスミッターの歪み 
IEEE 96.5.4.3/ 96.5.4.5 & 2.2 OABR_PMA_TX_02 トランスミッターのタイミングジッタ（マスターとスレーブ） 
IEEE 96.5.4.4 & 2.2 OABR_PMA_TX_04 トランスミッターパワースペクトラム密度 
IEEE 96.5.4.5 & 2.2 OABR_PMA_TX_03 送信クロック周波数 
IEEE 96.8.2.2 & 2.2 OABR_PMA_TX_05 MDIリターンロス 
2.2 OABR_PMA_TX_06 MDIモード変換 
2.2 OABR_PMA_TX_07 MDIコモンモードエミッション 

AE6910Tが実行する100BASE-T1のテスト（OABR TC8 ECUテスト規格の記載）。 
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容易なテストの定義 

AE6910Tは、キーサイトのInfiniiumオシロスコープの使いやすさを車載イーサネットデザインのテストに拡張
します。キーサイトの自動テストエンジンが、実行予定のテストの定義、テストのセットアップ、テストの実
行、結果の表示に必要な手順を詳しくガイドします。セットアップページでは、テストの選択と、関連する機
能の実行を行います。 

以下の手順で選択可能なテストは、セットアップページの選択内容に基づいてフィルターされます。テストをカ
テゴリ別に一括選択することも、個々のテストを指定することも可能です。テストと構成はプロジェクトファイ
ルとして保存し、後から呼び出して即座にテストを実行することや、前回テストの結果を確認することができま
す。操作メニューは分かりやすく、最小限のマウスクリックでテストを実行できます。 

 

図1. わかりやすいインタフェースで1000BASE-T1テストを選択できます 
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規格およびデータレートは、図2に示すように、一番上にある2つの選択リストのドロップ・ダウン・メニュー
から選択できます。 

 

図2. ドロップ・ダウン・メニューにより、テストする規格を選択します 

 

 

図3 ドロップ・ダウン・メニューにより、テストするデータレートを選択します 
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AE6910Tによる時間の短縮 

選択したテスト項目に含まれる全テストをGUI上で確認 

• セットアップ、設定、テストを迅速かつ分かりやすく実行するセットアップウィザード 

• 必要に応じて1つまたは複数のテストを実行 

• テスト項目を選択してハイライトすると、テストの詳細と合格／不合格のリミット値を表示 

• Keysight Infiniiumオシロスコープによる正確で再現性の高い結果 

• マージン解析を含む、HTML形式の自動レポート作成 

 

図4. キーサイトの自動テストエンジンが、テストの選択／設定、接続のセットアップ、テストの実行、 
結果の表示に必要な手順を詳しくガイドします。個別テストまたはテストグループを選択できます 
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構成の柔軟性と接続ガイド 

AE6910Tにより、テストセットアップの柔軟性が向上します。ソフトウェアが接続図を表示しながら、選択し
たテストに必要な接続方法をガイドします。ほとんどの場合、DUTとオシロスコープは、SMAケーブルと
Keysight AE6941A 車載イーサネットフィクスチャを介して接続されます。追加ハードウェアやケーブルを含む
テスト接続がわかりやすく表示されます。接続を変更する必要がある複数のテストを実行すると、ソフトウェ
アが適切な接続図を示してガイドします。さらに、接続セットアップには詳細な手順だけでなく予測される信
号も表示されるので、目的の測定値を取得していることを確認することができます。 

 

図5. ソフトウェアが、テストのセットアップ、テストするデバイスの定義、その構成、および 
オシロスコープの接続方法をガイドします 
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図6. 接続を変更する必要がある複数のテストを実行すると、ソフトウェアが接続図を示してガイドします。
接続セットアップに詳細な手順と予測される信号が表示され、テストセットアップを支援します 
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マージン解析付きのレポート 

測定結果の他に、特定のテストではリミットに対するマージンを示すレポートも出力します。 マージンテスト
のレポートパラメータを選択できるので、製品の動作状態が、1000BASE-T1規格で定義された公式のテストリ
ミットに近い場合に警告を発生させることもできます。テストの合否結果にどれだけマージンがあるかは、マー
ジンフィールドにパーセンテージで示されます。黄色または赤色で強調表示されている結果は、警告または不
合格が検出されたことを示しています。 

図7. テストソフトウェアの結果画面に、実行したテストのサマリー、合否ステータス、マージンが 
表示されます。特定のテストをクリックすると、必要に応じてテスト規格と測定波形も表示されます。 
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図8. HTMLレポートは、テスト項目、
合否判定ステータス、テスト仕様の 
範囲、測定値、どれだけマージンが 
あるかを表示します。テストリミット、
テストの概要、該当する場合は波形を 
含むテスト結果などの各テストの 
詳細を追加できます 
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測定器／アクセサリ要件 
ハードウェア 

AE6910Tは、Keysight Infiniiumクラスのオシロスコープにインストールされるソフトウェアです。各規格に準
拠したテストをすべて実行するには、追加ハードウェアが必要になります。 

オプション名 概要 可能なテスト 

AE6900T-150 81150A パルス／ファンクション／任意波形／ 
ノイズ発生器、2チャネル 

トランスミッターの歪みテスト 

AE6900T-622 33622A 任意波形発生器  トランスミッターの歪みテスト 

AE6900T-80B E5080B ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ、 
オプション440/181/182 

MDI Sパラメータ 

AE6900T-254 DSOS254A Infiniium Sシリーズ オシロスコープ、 
2.5 GHz、4アナログチャネル 

基本的なコンプライアンスの
セットアップに必要な最小限の
オシロスコープ 

 

  
81150A パルス／ファンクション／任意波形／ 
ノイズ発生器 

33622A 任意波形発生機 

 

 
 
 

 
 
DSOS254A Infiniium Sシリーズ オシロスコープ、 
2.5 GHz、4アナログチャネル 

 
E5080B ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ 
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アクセサリ 

オプション名 概要 対象テスト 

AE6900T-104 SMAケーブル：SMA（オス）- SMA（オス）×2 

基本的なコンプライアンス
テスト 

AE6900T-102 アダプター、BNC（オス）- SMA（メス）×2  

AE6900T-FXT AE6941A 車載イーサネット・テスト・フィクスチャ 

AE6900T-MOL AE6942A SMA‐Molex/Mini-50アダプターボード 

AE6900T-MAT AE6943A SMA‐MATEnetアダプターボード 

AE6900T-FDB AE6950A 周波数デバイダーボードPCB トランスミッターの歪み 
テスト 

AE6900T-103 N4431B RF電子校正モジュール(ECal)、 
9 kHz～13.5 GHz、N4431-010 

ネットワーク・アナライザ
の校正 

AE6900T-101 ケーブル、N型（オス）- 3.5 mm（オス） ネットワーク・アナライザ
への接続 

 

  

Keysight AE6941A 車載イーサネット・テスト・
フィクスチャは多くのテストに使用されます。 

車載イーサネット・テスト・フィクスチャで使用する
アダプターボード。AE6942A SMA‐Molex/Mini-50 
アダプターボードおよびAE6943A SMA‐MATEnet 
アダプターボード。 

 

 
Keysight AE6950A 周波数デバイダーボードは、妨害信号を用いる歪みテストに使用されます。 
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オーダー情報 

ソリューションセット AE6900Tのオプションとして、あるいはパーツ単品として購入できます。 

補足 概要 AE6900Tの 
オプション型番 パーツ単品型番 

 
車載イーサネット Txコンプライアンス・テスト・ 
ソフトウェア 

AE6910T 

オプション 周波数コンバーターボード AE6900T-FDB AE6950A 

 
車載イーサネット・コンプライアンス・テスト・
フィクスチャ 

AE6900T-FXT AE6941A 

いずれかを2個  
SMA‐Molex/Mini-50アダプターボード AE6900T-MOL AE6942A 

SMA‐MATEnetアダプターボード AE6900T-MAT AE6943A 

2本 SMAケーブル、SMA（オス）‐SMA（オス） AE6900T-104 8121-3118 

2個 BNC‐SMAアダプター  AE6900T-102 54855-67604 

2個 ケーブル、N型（オス）‐3.5 mm（オス） AE6900T-101 N4417AK20 

ENAを校正する 
ためのオプション 

ENAの校正に使用するEcal 4ポートおよびコネクタ AE6900T-103 
N4431B、 
オプション010 

 
Infiniium Sシリーズ オシロスコープ、2.5 GHz、 
4アナログチャネル（またはそれ以上） 

AE6900T-254 DSOS254A 

歪みテスト用に 
どれか1台  

33622A 任意波形発生器、2チャネル AE6900T-622 33622A 

81150A パルス／ファンクション／任意波形／ 
ノイズ発生器、2チャネル 

AE6900T-150 81150A 

81160A パルス／ファンクション／任意波形／ 
ノイズ発生器、2チャネル 

AE6900T-160 81160A 

MDIリターンロス用 
ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ、 
オプションTDR、4ポート・テスト・セット、 
9 kHz～4.5 GHz、バイアスティーなし 

AE6900T-80B 
E5080B、 
オプション
440/181/182 
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AE6910T ライセンス・タイプ 

キーサイトは、お客様のニーズとご予算に合わせて、幅広い柔軟なライセンスオプションをご用意しています。
ライセンス期間、ライセンスタイプ、KeysightCareソフトウェア・サポート・サブスクリプションを選択してく
ださい。 ライセンスはノードロック、トランスポータブル、USBポータブル、フローティングのいずれかを使
用できます。6/12/24/36か月のサポート期間を選択して購入できます。 

ライセンス期間 
永久ライセンス – 無期限に使用できます。（サポート保守契約の更新は有償です。） 
タイムベースライセンス – ライセンス期間中のみ使用できます（6/12/24/36か月）。 

ライセンスタイプ 
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
ます。  
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
ます。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です）。 
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ま
す。ただし、認証済みのUSBドングルを使用して、別の測定器／コン
ピューターに転送できます（Keysightパーツ番号E8900-D10で追加購
入可能です）。 
フローティング（シングルサイト） – ネットワーク接続された複数の測
定器／コンピューターが、1台のサーバーからライセンスに同時アクセ
スできます。同時に使用するために、複数ライセンスを購入できます。 

KeysightCareソフトウェア・サポート・サブスクリプション 
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。 
タイムベースライセンスには、ライセンス期間に相当するソフトウェアサポート保守契約が含まれています。 

 
  

KeysightCareソフトウェア・ 
サポート・サブスクリプションが、 
安心をお届けしてテクノロジーの
進化を支援します。 

• ソフトウェアを常に、最新の機能
拡張と測定規格に対応した最新
の状態に維持します。 

• 弊社のテクニカルエキスパート
のチームに直接アクセスして、お
客様の抱えている問題に関する
詳細情報を得ることができます。 

• サポートが必要な場合、優先的に
すぐに回答を入手できます。 
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ソリューション型番による構成例 

トランスミッターテストに必要な主なコンポーネント 

AE6910T 車載イーサーネット Txコンプライアンス・テスト・ソフトウェア×1 

AE6900T-FXT 車載イーサネット・テスト・フィクスチャ×1 

AE6900T-MOLまたはAE6900T-MATのどちらかのアダプターボード×2 

AE6900T-FDB 周波数デバイダーボード×1   

AE6900T-104 SMAケーブル×2  

AE6900T-102 BNC‐SMAアダプター×2  

AE6900T-254 Sシリーズ オシロスコープ×1 

AE6900T-622またはAE6900T-150またはAE6900T-160 波形発生器×1（トランスミッターの歪み用）  

AE6900T-80B ENA×1（MDIリターンロス用） 

AE6900T-103 Ecalモジュール×1（ENA校正用） 

AE6900T-101 N型‐3.5mmケーブル×2（ENA接続用） 

 

単品の製品／パーツ型番による構成例 

DSOS254A Infiniium Sシリーズ オシロスコープ、2.5 GHz×1 

AE6910T 車載イーサーネット Txコンプライアンス・テスト・ソフトウェア×1 

AE6941A 車載イーサネット・テスト・フィクスチャ×1 

AE6942AまたはAE6943Aのどちらかのアダプターボード×2 

8121-3118 SMA（オス）‐SMA（オス）ケーブル×2 

AE6950A クロック周波数デバイダーフィクスチャ×1 

33622Aまたは81150Aまたは81160A 波形発生器×1（トランスミッターの歪み用）  

54855-67604 BNC（オス）‐SMA（メス）アダプター×2  

E5080B ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ×1（MDIリターンロス用） 

オプション440×1 

オプション181×1 

オプション182×1 

N4431B Ecalモジュール×1（ENA校正用） 

オプション010 4ポート×1 

N4417AK20 N型‐3.5mmケーブル×2（ENA接続用） 

 



 

本書の情報は、予告なしに変更されることがあります。© Keysight Technologies, 2019, Published in Japan, June 19, 2019, 5992-2672JAJP 19 

詳細情報：www.keysight.co.jp 
キーサイト・テクノロジー株式会社 
本社〒192-8550東京都八王子市高倉町9-1 

計測お客様窓口 
受付時間 9:00-12:00 / 13:00-18:00（土・日・祭日を除く） 

TEL：0120-421-345 (042-656-7832)    |    Email：contact_japan@keysight.com 

以下にご注意ください。 

推奨ハードウェア 

Keysight Infiniium オシロスコープ 
（オペレーティングソフトウェアのリビジョンが
6.30以上）。 

それ以前のリビジョンのソフトウェアを搭載した 
オシロスコープには、次のサイトでソフトウェアの 
アップグレードをご利用いただけます：
www.keysight.co.jp/find/scope-apps-sw 

Keysight N9010B EXA 
（測定器ソフトウェアバージョンがA.21.04以上）。 

それ以前のリビジョンを搭載したN9010Bには、次の
サイトでソフトウェアのアップグレードをご利用 
いただけます：
www.keysight.co.jp/find/exa_software 

Keysight E5080B ENA 
（ファームウェアリビジョンがA.13.70.02以上）。 

それ以前のリビジョンを搭載したE5080Bには、次の
サイトでソフトウェアのアップグレードをご利用 
いただけます：E5080Bファームウェア  

 

 

http://www.keysight.co.jp/find/scope-apps-sw
http://www.keysight.co.jp/find/exa_software
https://www.keysight.com/main/software.jspx?ckey=3042723&lc=eng&cc=US&nid=-32496.1267192&id=3042723
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