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IoTワイヤレス設計と 
テスト課題の解決
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モノのインターネット(IoT)は今後も急速に進化し、広がり続けると予想されています。Gartner 1 

の予測によれば、エンドポイントデバイスの増加率は31 %で、2020年には204億台に達すると

見られます。IoTは私たちの生活に大きな影響を与えようとしています。世界はより住みやすい

場所となり、人々の健康は改善され、ビジネスと日々の活動は効率化されるでしょう。この成

長の基盤となるのは、これらすべてのIoTデバイスの背後にある接続性です。このため、想定し

ている動作環境下で、接続機能が確実に保証されるかを確認する適切なテストが必要です。

多数の無線規格ならびにテクノロジーが出現し、多種多用なIoTアプリケーションをサポートし

ています。これらは、Bluetooth®で携帯電話に接続されるシンプルなウェアラブルデバイスか

ら、継続的で信頼性が高くセキュアな接続を必要とするミッションクリティカルなサービスま

で多岐にわたります。スマートフォンを中心にしたウェアラブルアプリケーションやスマート

ホームアプリケーションでは、Bluetooth、ZigBee®、Z-Waveが多く用いられます。これらの

規格は、信頼性の高い低消費電力のメッシュネットワークを構築します。LPWAN(Low Power 

Wide Area Network)は、さらに多くの接続デバイスを、さらに長い距離で、きわめて小さい

消費電力でサポートするように進化しています。LoRa®、NB-IoT、Cat-M1といったLPWAN

テクノロジーは、スマートシティーや産業用IoTなど、広い範囲内にある多数のデバイスやセン

サを、高いコストパフォーマンスで接続する必要があるアプリケーションに最適です。
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1. 出典：Gartner（2017年1月）



課題：テストコストを低く維持しながら、IoTデバイスの 
無線性能を保証する
何十億台ものデバイスが多数の異なる新しい無線テクノロジーで接続されつつあるため、製造

メーカーは常時さまざまな課題に直面しています。これらの課題の例としては、製品の性能と

相互運用性の保証、スループット、消費電力／到達距離要件の達成、そして、大量生産と市場

からのコスト引き下げのプレッシャーの下で、必要なテストを短時間でコストを掛けずに実行

することなどが挙げられます。多くの無線テクノロジーがライセンス不要の同じバンドを使用

しているため、同一チャネルおよび隣接チャネル干渉が、デバイスの性能に悪影響を与えてい

ないかどうかの検証も必要です。

これは設計者にとっても課題となります。デバイスのデザインとテストの複雑さ、時間、コス

トが増加するからです。要件を満たすテストソリューションを選ぶことが重要です。高いコス

トパフォーマンスを維持しながらデバイスの品質と信頼性を確保するには、テストする必要が

あるものと手頃な価格でテストできるもののトレードオフが必要です。

無線コネクティビティーのデザインとテストの課題

パフォーマンス 干渉 テストコスト 市場導入までの時間

製品がスループット、 
消費電力、到達距離の 
要件を満たすことを 
確認する方法

高密度な信号環境で 
デバイスが正しく 
動作することを 
確認する方法

必要なテストセットを 
短時間でコストを 
掛けずに実行する方法

新しい無線テクノロジーの
デザイン検証と 
コンプライアンステストを
高速化する方法
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IoTデバイステストのさらなる効率化
キーサイトがお手伝いします。75年以上前にヒューレットとパッカードのガレージで創業して

以来、当社は世界中のエンジニアの複雑な測定課題の解決に一貫して取り組んできました。キー

サイトは、コストパフォーマンスの高いベンチソリューションから、包括的な周波数ドメイン／ 

タイムドメイン／変調解析が可能な高性能の信号発生器／シグナル・アナライザまで、さまざ

まな無線テストソリューションを提供しています。キーサイトの無線コネクティビティーソ

リューションは、研究開発からデザイン検証、コンプライアンステスト、大量生産まで、あら

ゆるテストニーズに応えます。

ベンチトップ モジュラー ワイヤレステストセット

基本無線テスト

Xシリーズ シグナル・
アナライザ

Xシリーズ信号発生器 M9421A/M9410A/M9411A VXT PXIe 
ベクトルトランシーバー

E6640A EXM ワイヤレステストセット

Signal Studio

低コストのスペクトラム・
アナライザ

Xシリーズ測定アプリケーション 89600 VSAソフトウェア

RF信号発生器と
波形ジェネレーター

•  設計と検証テストのための、最先端の
 信号発生器とシグナル・アナライザ
 ソリューション

•  製造テストの高度スループット
•  PXIeモジュールで高度なテスト密度と
 占領面積の削減

•  非常に優れた拡張性とポート密度
•  製造テスト用の高いスループットと
 歩留まり

• ベクトル信号の生成
• 特定的かつ柔軟なフォーマット 
• Bluetooth、ZigBee、WLAN、Z-Wave、WiSUN、
 LoRA、NB-IoT/eMTC、V2X など。

• ワンボタンでセットアップ
• 特定的かつ柔軟なフォーマット
• Bluetooth、WLAN、ZigBee、Z-Wave、
 Wi-SUN、LoRA、NB-IoT/eMTC、V2X 
 など。

• 業界最高の性能
• 数多くの変調方式をサポート
• 変調とスペクトラム解析

•  ASK/FSK、Bluetooth、ZigBee 用外部 I/Q 入力
•  Bluetooth、WLAN、WiSUN FSK/OFDM、ZigBee、Z-Wave、LoRA、
 および CXA シグナル・アナライザ付きNB-IoT/eMTC

•  TXパワーとRX PERテストをものの数秒で完了
•  定量測定でデバイス品質を確認
•  OTAテストで製造テストを効率化

コストパフォーマンスの高い無線テストソリューション

高性能マルチ・フォーマット無線テストソリューション

X8711A IoTデバイス・ファンクション・テスト・ソリューション

OTAシグナリング試験



セレクションガイド
IoT信号規格別のキーサイトの推奨無線テストソリューションについては、下の表を参照してください。

キーサイトのBluetoothテストソリューション

タイプ ハードウェア ソフトウェア

信号発生器 
（RXテスト用）

Xシリーズ信号発生器 
（MXGまたはEXG）

＋ N7606EMBC Signal Studio 
for Bluetooth(BR/EDR/
LE4.0/4.2/BT5)

シグナル・アナライザ 
（TXテスト用）

Xシリーズ シグナル・アナライザ 
（PXA、MXA、EXA、CXA）

＋ N9081EM0E Bluetooth測定
アプリケーション 
(BR/EDR/LE4.0/4.2/BT5)

ワンボックステスター 
（量産環境でのTXおよび 
RXテスト用）

E6640A EXM ＋ Y9081EM0E Bluetooth測定
アプリケーション(BR/EDR/
LE4.0/4.2/BT5)

無線シグナリング試験  
（ファンクションテスト用）

X8711A/ZA0060A IoTデバイス・
ファンクション・テスト・ 
ソリューション

＋ KS83301A/B BLE 
シグナリング測定スイート 
（BLE 4.2または5）
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タイプ ハードウェア ソフトウェア

信号発生器 
（RXテスト用）

Xシリーズ信号発生器 
（MXGまたはEXG）

＋ N7617EMBC Signal Studio 
for WLAN 

シグナル・アナライザ 
（TXテスト用）

Xシリーズ シグナル・アナライザ 
（UXA、PXA、MXA、EXA、CXA）

＋ N9077EM0E/N9077EM1E 
無線LAN測定 
アプリケーション

ワンボックステスター 
（量産環境でのTXおよび 
RXテスト用）

E6640A EXM ＋ Y9077EM0E/Y9077EM1E  
無線LAN測定  
アプリケーション

PXI VSG/VSA 
（MIMOおよび 
ビームフォーミング 
テスト用）

M9381A/M9391A PXI VSG/VSA ＋ N7617EMBC Signal Studio 
for WLAN 
N9077EM0E/N9077EM1E 
無線LAN測定 
アプリケーション
89601B VSAソフトウェア

無線シグナリング試験  
（ファンクションテスト用）

X8711A IoTデバイス機能テスト 
ソリューション

＋ KS83302A/B 無線LAN 
シグナリング測定スイート
（802.11b/g/nのみ）

キーサイトの無線LANテストソリューション 
(802.11a/b/g/j/p/n/ac/ah/ax)



キーサイトのZigBee、Z-Wave、Wi-SUN、LoRaテストソリューション 

タイプ ハードウェア ソフトウェア

信号発生器 
（RXテスト用）

Xシリーズ信号発生器 
（MXGまたはEXG）

＋ N7610EMBC Signal Studio 
for IoT Signal Studio  
（ZigBee/Z-Wave/Wi-SUN/
LoRa用）

シグナル・アナライザ 
（TXテスト用）

Xシリーズ シグナル・アナライザ 
（PXA、MXA、EXA、CXA）

＋ N9084EM0E IoT測定 
アプリケーション  
（ZigBee/Z-Wave用）
N9054EM0E VMAベクトル  
信号解析（Wi-SUN FSK用）
N9054EM1E VMAベクトル
信号解析（Wi-SUN OFDM用）
N9063EM0E アナログ復調
（LoRa用）
89601B VSAソフトウェア  
オプションAYA

ワンボックステスター 
（量産環境でのTXおよび 
RXテスト用）

E6640A EXM ＋ V9064B VXA測定 
アプリケーション
（ZigBee、Z-Wave、 
Wi-SUN FSK用）
V9063B アナログ復調 
（LoRa用）

低コストのソリューション 
（TXおよびRXテスト用）

33600シリーズ ファンクション
ジェネレーター、N9010A 信号 
発生器、N9000B CXAアナライザ

＋ N9084EMBC IoT測定 
アプリケーション 
（ZigBee/Z-Wave用）
N9063EM0E アナログ復調 
（LoRa用）
N9054EM0E/N9054EM1E 
VMA（Wi-SUN FSKおよび
OFDM用）
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Keysight LTE NB-IoT、Cat-M1、C-V2Xテストソリューション
 

タイプ ハードウェア ソフトウェア

ネットワーク 
エミュレーション／ 
シグナリング試験

E7515A UXMワイヤレス 
テストセット

＋ S8890A 無線デバイス・ 
ファンクション・テスト・ 
リファレンス・ 
ソリューション（Keysight 
TAPソフトウェアに 
基づく自動テスト）

信号発生器 
（RXテスト用）

Xシリーズ信号発生器 
（MXGまたはEXG）

＋ N7624EMBC Signal 
Studio for LTE/LTE-A/
LTE-A Pro Signal Studio
（NB-IoTおよびeMTCを
含む）
N7626EMBC Signal 
Studio for V2X

シグナル・アナライザ 
（TXテスト用）

Xシリーズ シグナル・アナライザ 
（UXA、PXA、MXA、EXA、CXA）

＋ N9080EM0E LTE/
LTE-Advanced FDD測定
アプリケーション
N9080EM3E NB-IoT/
eMTC測定 
アプリケーション
N9080EM4E LTE V2X 
測定アプリケーション

ワンボックステスター 
（量産環境でのTXおよび 
RXテスト用）

E6640A EXM ＋ Y9080EM0E、Y9080B-
2FP LTE/LTE-Advanced
測定アプリケーション
Y9080EM0E NB-IoT/
eMTC測定 
アプリケーション
Y9080EM4E LTE V2X 
測定アプリケーション
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キーサイトのエンドツーエンドのIoTソリューション
キーサイトは、実環境の厳しい条件に耐えるIoT製品を実現するために必要な専門知識と最先端

のエンドツーエンドの製品を提供しています。お客様と協力して、「つながる安心の世界」の実

現を目指します。
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