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Keysight BenchVueラボ  
管理／制御ソリューション 
教育関係者に効率的で一元化されたラボ制御を提供 
業界標準のベンチ測定器を実際に使用した実習は、大学や教育機関が学生に提供できる最も 
貴重な経験の1つであり、次世代のエンジニアが卒業して社会に出たときに使うのと同じ業界
標準の測定器を使用して、実践的な知識を身につけることができます。しかし、テストベンチ
は何十台もある上に、それぞれに複数の測定器が設置されているため、教育スタッフは、テス
トベンチのセットアップ、測定器のファームウェアの設定とアップデート、ラボ資産の校正と
修理のトラッキングといった手作業に多大な時間を費やしています。 

BV9111EDU BenchVueラボ管理／制御ソリューションを使用すれば、教育スタッフが手作 
業によるセットアップやトラッキングに費やす時間を減らし、本当に重要なこと、つまり質の
高い教育の提供に集中することができるようになります。本ソリューションはBenchVueソフ
トウェアプラットフォームをベースに構築されているので、プログラミングすることなく、簡
単な制御、データ捕捉、ロギング、レポート作成などの強みを発揮することができます。BenchVue
ラボ管理／制御ソリューションは、LANベースのBV011xB BenchVueラボアプリケーションと
BV9001B BenchVueエデュケーション・コントロール・コレクションから構成されており、教
育スタッフがラボ内のすべての測定器をシームレスに接続／監視できる集中制御を 
提供するだけでなく、教育ラボ用の高度な教育ツールとしても使用できるラボ管理ソリューショ
ンです。 
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測定器のラボ管理を簡素化 

 

 

BV9111EDUの各コンポーネントとラボセットアップの例 

 

BV9111EDU BenchVueラボ管理／制御ソリューションは、BV0110B BenchVueラボとBV9001B エデュケーション・
コントロール・コレクションで構成されています。 

• BV0110B BenchVueラボ  

• マネージャーアプリ：ラボ管理者のPCにインストールされ、集中制御、監視、管理を行うメインのソフ
トウェアアプリケーションとして動作します。 

• クライアントアプリ：テストベンチのPCで動作し、各テストベンチにあるすべての測定器を接続します。
このアプリは、マネージャーアプリに簡単にリンクします。 

 

• BV9001B エデュケーション・コントロール・コレクション 

• それぞれの測定器を制御するアプリケーションで構成されています。（データ収集、デジタルマルチ 
メータ、電子負荷、FieldFoxハンドヘルド・アナライザ、ファンクションジェネレーター、ネット 
ワーク・アナライザ、オシロスコープ、パワーメータ、電源、信号発生器、スペクトラム・アナライザ、
ユニバーサルカウンター）  

• テストフロー機能：ドラッグ・アンド・ドロップ・インタフェースにより、プログラミングすること 
なく、複数測定器の自動テスト・シーケンス・ブロックを構築することができます。 

• 豊富なデータトレースおよび測定ロギング機能、レポートの作成が可能です。 
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主な特長 
BenchVueラボ管理／制御ソリューションは、いくつかの主要なラボ機能を提供します。 

 

ラボの管理 

 

Lab Administratorタブでは、現在の測定器の接続状態を簡単に確認できるので、講師やラボの管理者はラボの状態を
監視することができます。この機能により、どのベンチのどの測定器が正しく接続されていないかを簡単に特定する
ことができます。 

 

ラボの構成 

 

Lab Configurationタブでは、教育スタッフが実際のラボレイアウトに合わせて、ラボのレイアウト、ベンチ数、測定
器のタイプ／数、ベンチの名前を設定することができます。テストベンチの上限は10行×10列で、合計100台まで 
使用可能です。ラボのレイアウトを構成するには、手作業と、CSVファイルのインポートの2つのオプションがあり 
ます。複数のラボレイアウトを保存可能で、しかも簡単に入れ替えられるので、ラボを共有する異なるクラスにも 
柔軟に対応できます。 
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資産のトラッキング 

 

BenchVueラボマネージャーのAsset Tracking タブは、直観的な管理ツールで、教育スタッフは、測定器、装置、アク
セサリなど、ラボにある多くの資産を簡単にトラッキングすることができます。資産のトラッキング機能は、測定器
の貸し出し、電子メールのリマインダー／アラートシステムによる測定器の校正スケジュールのトラッキングの管理、
および資産レポートの表示やエクスポートができるように設計されています。手作業、またはラボやCSVファイルか
らのインポートにより、資産トラッキングリストに項目の追加が可能です。 

 

ファームウェアの一括アップデート 

 

ファームウェアの一括アップデートは、教育スタッフが直観的な管理ツールを使用して、接続されているキーサイト
の測定器のファームウェアを簡単にアップデートすることができ、ワンクリックですべての測定器をアップデートで
きる便利な設計になっています。この機能を使用するには、現在のBV0110B マネージャーアプリに加えてアップデー
トをインストールする必要があります。 
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複数測定器の制御、データロギング、解析、および自動化 

     

BenchVueエデュケーション・コントロール・コレクションは、キーサイトの12種類の測定器ファミリーの専用アプリ
ケーションで、数百種類の測定器をサポートしており、サポート対象製品は今後も拡大予定です。これらのアプリケー
ションを使用すれば、数回クリックするだけで、データや画像をロギングし、エクスポートして迅速に解することが
でき、測定器に関する最低限の知識があれば、自動テストシーケンスも簡単に作成できます。データロギングとプリ
ントスクリーン機能もサポートされており、複数の測定器を同時に表示し自動化することができます。 

 

BenchVueラボ管理／制御ソリューションを使用するメリット 

• ラボの管理の合理化・簡素化により、管理者と教育関係者の手間を省き授業に専念  

BenchVueラボは、ウィジェットコントロールによりすべての測定器の接続状態をカスタマイズ可能なホーム画面
に表示します。管理者は、1台の管理用PCからすべての測定器の設定を一括して構成することができます。管理
者はこの1つのソフトウェアプラットフォームを使用して、計測設備資産の在庫を容易に追跡することもできます。
測定器が校正のために発送されたり貸し出しのために実験室から搬出されるなど、資産リストに変更があった 
場合は、ソフトウェアのラボ構成ステータスが自動的に更新されます。また、接続されているすべてのキーサイ
トの測定器のファームウェアを簡単にアップデートできる機能も備えています。 

• 学生実験の教育ソフトウェアプラットフォームとして本ソリューションを活用することにより、学生の学習 
経験を向上  

BenchVue測定器制御アプリケーションを使用して、簡単にBenchVueテストフローによるカスタム自動シーケン
スの制御、解析、構築が可能です。デスクトップとアプリケーションの完全な共有によって、学生実験で簡単に
リモートモニタリングと学生のサポートが行えるようになります。さらに、テストベンチのすべてのコンピュー
ターにBenchVueラボ・クライアント・アプリケーションをインストールすることで、学生は測定器の制御、 
データやスクリーンショットの記録、自動的にラボセッションに参加することができます。 

• 既存の学生実験のセットアップにソリューションを簡単に統合 

本ソリューションは、500以上のKeysightテスト / 測定機器をサポートしているだけでなく、VISA接続プロトコル
に準拠したキーサイト以外のテスト測定器に接続することもできます。BenchVueラボの直観的なGUIとCSV 
ファイルのインポート機能により、教育スタッフは大規模なラボを短時間でセットアップして構成することがで
きます。 
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• 投資を保護 

教育スタッフは、BenchVueエデュケーションラボ／コントロールコレクションを構成する以下のライセンスを 
利用することができます。 

• BenchVueラボ・マネージャー・アプリ・ライセンス×1  

• BenchVueラボ・クライアント・アプリ・ライセンス×50 

• BenchVueエデュケーション・コントロール・コレクション・ネットワーク・ライセンス×50  

• 1年間の無制限学生ライセンス。学生が個人のデバイス上でBenchVueエデュケーション・コントロール・
コレクション・アプリケーションを利用可能 

 

システムのインストール／要件 
 

システム要件 

コンピューター・オペレーティング・システム 

• Windows 10 ---- 32ビットおよび64ビット（Professional、Enterprise、Education、Home）  

• Windows 8 ---- 32ビットおよび64ビット（Professional、Enterprise、Core）  

• Windows 7 ---- SP1以降、32ビットおよび64ビット（Professional、Enterprise、Ultimate、Home Basic、Home Premium） 

コンピューターハードウェア要件 

• プロセッサ：1 GHz以上（2 GHz以上を推奨）  

• RAM：1 GB（32ビット用）または2 GB（64ビット用）（3 GB以上を推奨） 

• ディスプレイ解像度：シングル測定器表示の場合で最小1280×1024（マルチ測定器表示の場合は、さらに
高い解像度を推奨） 

 
注記：キーサイトのウェブサイトまたはFTPサイトからBenchVueアプリケーションをインストール／アップデートするには、
インターネット接続が必要です。DVDからインストールする場合は、インターネット接続は必要ありません。BenchVueをイン
ストールするには、管理者権限が必要です。 

データのエクスポート 

• Microsoft ExcelおよびMicrosoft Wordへのデータエクスポートのために、BenchVueはMicrosoft Office 2003以降を 
サポートしています。 

BV0110B BenchVueラボのセットアップ要件 

• マネージャーアプリが測定器の接続および設定、機器ステータスの監視を行うためには、すべての測定器
がLANによって直接またはベンチ用PC経由で管理者PCに接続されている必要があります。 

• テストベンチPC（または学生のラップトップ）にクライアントアプリをインストールすることを推奨し 
ます。機器ステータスのリモートモニタリング、機器ステートファイルの送信などの機能が使用できるよ
うになります。 

• テストベンチPCと測定器のUSB接続を推奨します。 

• ラボ構成機能も資産のトラッキング機能も、測定器が接続されていない状態でも動作を継続します。これ
らの機能は、他社の測定器も同様にサポートします。 

 
注記：一括ファームウェアアップデートの追加インストーラーファイルは、以下よりダウンロードすることができます。  
https://www.keysight.com/main/editorial.jspx?cc=US&lc=eng&ckey=3009369&nid=-11143.0.00&id=3009369 

https://www.keysight.com/main/editorial.jspx?cc=US&lc=eng&ckey=3009369&nid=-11143.0.00&id=3009369
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システム要件 

サポートされる測定器  
 
BV011XB BenchVueラボ 

• 最大100台のベンチ、1ベンチ当たり最大6台の測定器をサポート。 

• ステートファイルの送信でサポートされるキーサイト測定器ファミリー：オシロスコープ、電源、デジタ
ルマルチメータ、ファンクションジェネレーター 

• IEEE-488規格に準拠している他社の測定器の場合、測定器の接続ステータスのチェックや資産のトラッキ
ングは可能ですが、測定器にステートファイルを送信することはできません。 

 
BV9001B BenchVueエデュケーション・コントロール・コレクション  
 
注記：キーサイトの測定器については、以下のリンクを参照してサポートされている測定器のリストをご覧ください：
www.keysight.com/find/benchvueinstruments 

サポートされるインタフェース  
 
BV0110B BenchVueラボ 

• LAN接続（有線LAN推奨） 
 
BV9001B BenchVueエデュケーション・コントロール・コレクション  

• USB、LAN、GPIB、RS-232C（すべての測定器でサポートされているわけではありません）。Keysight IO Libraries 
Suite v16.0以降が必要です。 

 

 

 

 

http://www.keysight.com/find/benchvueinstruments
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オーダー情報 
 

ソリューション番号 概要 

BV9111EDU BenchVueラボ管理 / 制御ソリューション 

• 1×BV0110B BenchVueラボ・マネージャー・アプリケーション、トランスポータブ
ルライセンス 

• 50×BV0111B BenchVueラボ・クライアント・アプリケーション、ネットワーク /  
フローティングライセンス（BV9001Bに含まれる） 

• 1×BV9001B BenchVueコンプリート・コントロール・コレクション。コントロール・
コレクション・アプリケーションをカバーする50のネットワークライセンスで 
構成 

• BV9111EDUに、BV9001B/BV0111Bのネットワークライセンスを50個追加するアップ 
グレードオプション 

• 1年間の無制限学生ライセンス。学生が個人のデバイス上でBenchVueエデュケー 
ション・コントロール・コレクション・アプリケーションを利用可能 

 

注記：BV9111EDUには3種類のライセンス期間があります。 

• 12か月 
• 24か月 
• パーペチュアル 

 

BenchVueラボ管理／制御ソリューションを購入すると、以下の2つのライセンス証明書が発行されます。 

• BV0110B BenchVueラボ・マネージャー・アプリ 

• BV9001B BenchVueエデュケーション・コントロール・コレクション（この証明書には、BV0111B BenchVue
ラボ・クライアント・アプリが含まれます）  

 

詳細情報 
詳細についてはソリューションページをご覧ください：http://www.keysight.co.jp/find/lms 

ソリューションの詳細については、技術概要を参照してください：
https://www.keysight.com/my/en/assets/7018-06445/technical-overviews/5992-3559.pdf 

 

http://www.keysight.co.jp/find/lms
https://www.keysight.com/my/en/assets/7018-06445/technical-overviews/5992-3559.pdf
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