
テストラボのレベルアップを実現する

キーサイト・テクノロジーの 
電子戦テスト／評価ソリューション



Keysight Technologies
電子計測で世界をリードするキーサイト・テクノロジーは、電子戦(EW)システムをデ

ザイン、テスト、検証するための完全なエンドツーエンドソリューションを提供します。

キーサイトは、民間の協力企業として一歩前進し、将来にわたり長く成功するのに 

必要とされる、迅速に適応可能なソリューションを開発、提供します。また、お客様

のチームと協働して、テスト／評価のリアリティーの強化と信頼性の向上を実現します。
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概要
EWの脅威環境が進化し続ける中で、EWシステムの検証／確認の確実性および信頼性は、

テスト／評価プロセスの最新化および改善に大きく依存します。脅威は複雑化、多様化

しているため、レーダーの脅威を正確に特定して無力化することができるEWシステム

の必要性が高まっています。またそれと同様に重要なのは、適応的で認知的な対策に

よって対応できることです。高密度の電波環境を模擬、解析する必要があるためより

忠実度の高い複雑なエミッターを使用するEWテスト／評価の難易度は上がってい 

ます。電磁スペクトラム領域における優位性を確保するための戦いは、国防上の最優先

事項であり、EWテスト／評価のための機能、方法、ソリューションの飛躍的な進歩が

求められています。



マルチポート
EW被試験
システム

位相コヒーレントUXG
アジャイル信号源

信号源校正の
自動化

マルチチャネル信号解析
プラットフォーム

 
図1.　被試験マルチポートEWシステム

多くの場合、EWテスト／評価(T&E)には、大規模で複雑で高価なカスタムシステムが

用いられますが、EWデザインエンジニアが広く利用できるものではなく、最も現実的

な状況下のテストが行われていないため、誤差が生じる可能性があります。EWシステ

ムの開発、テスト、配備の過程で一貫性を確保するためには、いつどこで誤差が発生

したかを特定することが重要です。キーサイトではCOTS（市販品）の機能ブロックを 

幅広く取り揃えているため、信頼性の高いテストを実現でき、研究開発段階でのデジ

タルモデリングから、システム統合、フライトテスト、フル稼働中のシステムに至る

までの評価が可能です。優れたEWテスト／評価環境を構築、提供するため、キーサイ

トの個別のテスト／評価ブロックを利用するか、または我々のチームと協働して下さい。
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研究開発 
ラボテスト

シミュレーション済みの 
EW被試験システム(SUT)によるリスクの低減
最新のEWシステムは、アーキテクチャーが複雑で、非常に複合的なシステムです。

EW被試験システム(SUT)のハードウェア実装前のデジタルモデリングにより、開発 

期間や高いプログラムコストのリスクを低減できます。キーサイトのSystemVue

レーダー・モデリング・ライブラリでは、システムのデジタルモデルを作成し、環境

の影響（マルチパス反射、干渉、ジャミング、ターゲット、クラッターなど）に関す

るシミュレーションを実行することにより、EWシステムの処理能力、アルゴリズム、

対抗手段を検証／解析することができます。

システム全体の解析： 
動的飛行経路、マルチ 
エミッター、ジャミング、 
干渉など

モデル環境、RFハード 
ウェア、アンテナ、 
フェーズドアレイの影響

コストと時間の削減： 
シミュレーションによる 
フィールド・フライト・ 
テストで実現

研究開発ラボテスト



キーサイトの豊富な品揃えのCOTS電子計測器を使用すれば、ハードウェア・イン・ザ・

ループ(HIL)テストにおけるシステムのデジタルモデリングからハードウェアプロトタ

イプの作成まで、幅広いテストが可能です。さまざまな種類の信号作成用の任意波形

発生器およびアジャイルベクトル信号発生器、信号解析用のシグナル・アナライザ、

オシロスコープ、デジタイザの中からお選びいただけます。また、SystemVueをプラッ

トフォームとして使用することにより、ハードウェア・テスト・セットアップを制御

できます。

SystemVue
テストスケジュールの制御

高度な測定

基準レシーバー

SUT出力捕捉

SUT構成

アドバンス信号発生

測定器の構成

信号発生器 SUT シグナル・
アナライザ／スコープ
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システム統合／ 
検証ラボ

より現実的なシミュレーションが可能
レーダーの脅威やターゲットを正確にシミュレートするには、さまざまな周波数にお

いて、数百ナノ秒単位で周波数を切り替え、振幅を設定できるアジャイル信号発生器

が必要です。RF環境をシミュレートするソリューションをお探しの場合は、脅威とな

る周波数を十分にカバーできる変調帯域幅を備えた製品であることを確認する必要が

あります。

Keysight N5194A UXG Xシリーズ アジャイル・ 
ベクトル・アダプター（50 MHz～ 40 GHz）

Keysight N5193A UXGアジャイル信号発生器 
（10 MHz～ 40 GHz）

システム統合／検証ラボ
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システム統合／ 
検証ラボ

UXGアジャイル信号発生器は、位相の連続性と再現性のある高速周波数ホッピング 

機能を備えているので、40 GHzの信号発生器のフルレンジにわたって複雑な脅威環境

を効率的にシミュレートするために最適な信号源です。

 • 信号発生器が1つのエミッター周波数から別のエミッター周波数にホップする際に
元の位相を維持する、周波数の異なる複数のパルス・ドップラー・レーダー

 • 独自のアンテナスキャンによる数千のレーダー脅威エミッターおよび毎秒数百万
のパルスを含むEWシナリオ

 • 40 GHzレンジにわたる線形／非線形周波数変調チャープなど、UXGベクトルアダ
プターによるパルスのカスタムIQ変調（図4を参照）

 • UXGの数を増やすことによる高パルス密度環境では、パルス密度を高めて、パル
スオンパルスシミュレーションや、マルチポート到来角(AoA)シミュレーションを
実行できます。

 • 複数のUXGを用いて、さまざまなポート（異なるUXG）で再生した同じパルスの 
時間、位相、振幅、または3つすべてをずらすことによる、AoAシミュレーション 1

1 マルチソースキャリブレーション(MSC)ソフトウェアは、キーサイトのカスタム脅威シミュレーション 
 ソリューションの一部として提供されています。詳細については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

 
図4. UXG信号源からUXG信号源まで7 GHz離れた2つの1.5 GHz幅のLFMチャープ 
 エミッター
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システム統合／ 
検証ラボ

EW被試験
システム

Rx

Tx

パルス記述子ワード
ベースの操作
- 1 Mpps以上の1 GB LANまたはSSDストリーミング
- 10 Mpps以上の10 GB LANストリーミング

ユーザーRF校正をパルス
記述子ワードデータに適用
- 被試験システム入力ポートに適用

パルス計数をレポート
- 受信、再生、期限切れ、衝突

さまざまなインタフェースオプションを備えたUXGは、旧世代の信頼性の低いRF 

信号源の代わりに用いるには最適です。

N5193A

 • 下位互換性を実現するBCD入力端子

 • 最小遅延のHITLを実現する低電圧差動信号(LVDS)

N5193A/N5194A パルス記述子ワード(PDW)ストリーミング

 • フラッシュメモリ・ドライブ・ストリーミング(512 GB SSD)

 • 1 Gb LANストリーミング

 • 10 Gb LAN/光ファイバー（N5193AにオプションCC3搭載）
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システム統合／ 
検証ラボ

PDWでのシミュレーションの作成にかける時間を 
減らし、SUTのテストにかける時間を増やす

MESGソフトウェア

PDW発生

政府所有PDW

EW被試験
システム

UXGアジャイル信号発生器搭載の
脅威シミュレーションハードウェア

シナリオ作成方法

Rx

Tx

 
柔軟なアーキテクチャーを採用し、従来の脅威ライブラリインポート機能を備えたUXGは、

現在のRF信号源の代替として、または新しい脅威シミュレータへの統合に最適です。

すでに作成済みのパルス記述子ワード(PDW)ライブラリを使用することも、Excel、

Matlab、またはキーサイトのN7660C マルチエミッターシナリオ作成ソフトウェアや

Z9500A Simulation Viewソフトウェア 1などのさまざまなツールを使用して作成するこ

とも簡単にできます。

1 N7660CソフトウェアおよびZ9500Aソフトウェアは、米国のITAR輸出規制の対象です。詳細については、 
 計測お客様窓口までお問い合わせください。

 

図5.　高パルス密度環境の作成、タイムドメインでのシミュレーションの表示、AoAと 
キネマティクスの両方の計算。

ゲームボードでのリアルタイム・ナビゲーション・ 
データ入力

PDWレポートとSUTモニタリング

PDWレポートとSUTモニタリングによる自動RF検証 3次元表示ツール
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システム統合／ 
検証ラボ

事前にスクリプト化されたシナリオ用のN7660C マルチエミッターシナリオ作成

(MESG)ソフトウェアや、動的なリアルタイムシナリオ用のZ9500A Simulation View

ソフトウェアを使用して、UXGアジャイル信号発生器用の検証済みのEWシナリオを 

作成します。

表1.　N7660CとZ9500Aの機能の比較

N7660C Z9500A

AOAとキネマティクスの自動計算  
マルチエミッターに対応  
欠落パルスレポート  
従来のデータ変換  
シナリオ・ゲーム・ボード  
プラグイン・オープン・アーキテクチャー 
DISプロトコルを用いた戦闘シナリオ 
ナビゲーションデータ入力 
リアルタイムPDWストリーミング 
自動RF出力検証 
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システム統合／ 
検証ラボ

非常に複雑な信号環境の表示、捕捉、解析、理解

ポスト解析用ストリーミング

ライブ測定

リアルタイム解析

EW被試験
システム

シグナル・アナライザ、
オシロスコープ、デジタイザなどの

信号解析プラットフォーム

Rx

Tx データストレージ

高密度環境では広い帯域幅および複雑なパルス変調方式が用いられるため、EW信号や

電子攻撃リソースの解析とスコアリングが困難な場合があります。シグナル・アナラ

イザ、オシロスコープ、デジタイザなど、キーサイトの多様なCOTS解析ハードウェア

を用いれば、広い変調帯域幅で、110 GHzまでのEW環境を捕捉して評価することが

できます。

 
図6.　デュアルドメイン解析によるドップラーシフトおよびパルスPRIの検証



システム統合／ 
検証ラボ

Keysight N9067Cおよび89601B パルス解析ソフトウェアの機能は以下のとおり 

です。

 • 脅威の識別：パルス幅、PRI、変調方式（線形変調、非線形変調など）などの特性に
基づくパルススコアリングフィルターを使用

 • 長いシナリオの捕捉：メモリの効率的な使用による

 • 相関およびサイドローブ測定

 • デュアルドメイン解析：狭い帯域幅での周波数ドメイン解析および広い帯域幅で
のタイムドメイン解析

 • パルス類似性スコア：シーケンシャルパルスの比較によるレーダー出力波形の 
検証の支援 1

 • パルス列サーチ：レーダーモード変更が期待通りに発生するようにする 1

1 Keysight 89601Bにのみ含まれる機能

 
図7.　ラスタースキャンによるレーダーモード／パターンの表示



 14

システム統合／ 
検証ラボ

電子攻撃システムの出力の記録、スコアリング、解析
レーダーレコーダーは、パルスド信号をリアルタイムで記録／解析できるので、電子

攻撃システムの出力を体験／検証するために最適なマルチチャネルシステムです。キー

サイトのレーダーレコーダーは、リアルタイム測定とPDWスコアリングを使用して 

測定パルスをすばやく検証します。このため、テストに対する信頼性が高まると同時に、

レコーダーの拡張性、機能、サポートが大幅に向上します。

図8.　パルスデータ収集後の色分けされた 
スコアリング結果とパルス間隔属性

図9.　すべてのパルスのヒストグラム、短いパワーパルス、
簡単にフィルタリングできるパルス属性のテーブルで 
構成されるPDWブラウザー

キーサイトのZ2099Bシリーズの主な利点は以下のとおりです。

 • 広帯域、マルチチャネルデザインで、2チャネル同時に記録できるので、
入力と出力の両方の解析が可能です。

 • リアルタイム測定とPDWスコアリングにより、テストに対する信頼性
が高まると同時に、測定パルスの迅速な検証が実現します。

 • 高度な解析ソフトウェアを用いて、大量のPDWデータを簡単に表示／
解析することができます。

 • スタガ型チャネル捕捉により、同時記録、データのオフロード／解析
が可能です。

 • このシステムファミリーは、小型で持ち運び可能なものから充填シス
テムまで幅広いので、レーダーレコーダーを簡単に拡張できます。
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導入後システム 
試験設備

COTSのEW信号生成／ 
解析機能ブロック
キーサイトでは、EW脅威シミュレーション／解析システムを構築するた

めの市販の機能ブロックを提供しています。これには次のソリューショ

ンが含まれます。

 • N5193A/94A アジャイル信号発生器（マルチチャネル、マルチポート
脅威シミュレーション用）

 • 任意波形発生器（脅威シミュレーションによるベースバンド／広帯域
検証用）

 • オシロスコープ、シグナル・アナライザ、デジタイザ（広帯域信号 
解析用）

 • 柔軟性の高いFPGAツールおよびクローズドループシミュレーション
用のストレージ／ストリーミングオプション

PDW解析 PDW発生

EW被試験
システム

システム
コントローラー

信号出力信号解析

Rx

Tx

導入後システム試験設備
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導入後システム 
試験設備

柔軟なEW脅威シミュレーション 
および解析ソリューション
キーサイトには、測定／校正の分野で長い歴史があります。キーサイトのエキスパー

トチームと連携して、スケーラブルで柔軟性の高いEWテストシステムを構成／デザイ

ンしてください。キーサイトのソリューションにはシステムが完全に統合され、マル

チソースおよびシステムレベルの自動校正機能が搭載されています。

柔軟なマルチポート構成による、高密度のAoAシミュレーションの作成

 • 振幅、位相、時間の校正により、複数の信号源間でコヒーレンシーを確保

 • MESGソフトウェアまたはその他の動的なPDWベースのシナリオ作成システムと
互換性のある脅威シミュレータ

RF/処理済み信号のマルチチャネル、広帯域ストリーミング記録による、信号環境の 

捕捉

 • 信号選択、ダウンコンバート、デジタイズ、信号
処理、データ保存を実行するハードウェア、
ファームウェア、ソフトウェアを一体化したも
のを使用

 • RFテスト／信号処理記録にポストキャプチャー
解析ソフトウェアを適用

EWシステムは 
柔軟性が高く、 
プログラムまたは
テスト要件に 
応じて拡張可能。
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屋外
レンジテスト

リアルタイムシーケンス設定PDWファイル
多くの場合、EW信号の作成には、リアルタイムにシーケンスを設定するストリーミ

ングが必要です。これが有効である例の1つは、空間またはオープンレンジでの試験

で複数の地上配備型レーダーを模擬する場合です。UXG信号発生器は、PPS信号を

出力できるクロックモジュール（GPSなど）に同期します。複数台を同期させると、

同じユニバーサル・タイム・クロックでトリガされます。

オペレーターは以下のことが可能になります。

 • ある中心地からかなり離れた場所にある複数のUXGを制御
する

 • 初期のプロトタイプやシステム統合テストと同じPDWラ
イブラリおよび脅威シミュレーションファイルを使用し
て、飛行中／オペレーション中のレシーバー／プロセッ
サの有効性および安定度を検証する

 • さまざまなラボまたは場所で、対応するUTC（標準時刻 
基準）で同じファイルやシミュレーションを再生する

屋外レンジテスト
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動作検証

ミッション前の合否判定テスト
システムをフィールドに配備したら、場合によっては、ミッション前のテストを実行

して、作戦即応性を検証する必要があります。

キーサイトのFieldFoxハンドヘルドマイクロ波アナライザは、クリーンルームから 

砂漠、海、熱帯、極地など、さまざまな地域や極限の環境のフィールドでも、ベンチ 

トップと同等の性能を発揮します。以下のミッションクリティカルな測定で、絶対的

な信頼性が得られます。

 • レシーバーテスト

 –

 –

 • エミッター検証

 – 50 GHzまでのパワーメータ、スペクトラム・アナライザ、リアルタイム・
スペクトラム・アナライザによる信号出力および信号特性の検証

 – USBピーク・パワー・センサによる40 GHzまでのパルスプロファイリング

 • RF部全体または個々のコンポーネント、放射／閉ループの動作チェック

 – アンテナ、ケーブル、コンバーター、増幅器

 – 障害位置検出、タイム・ドメイン・リフレクトメトリー (TDR)

 • GPSの動作チェック：搬送波対雑音密度(C/N)および分布増幅器の評価

動作検証
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動作検証

 
図10.　FieldFoxによるフライトラインのパルス測定の作成

 
図11.　リアルタイムスペクトラム解析機能による各信号の捕捉

 
図12.　FieldFoxの高度なケーブル／アンテナ・テスト・アプリケーションに 
よる、システムの動作チェックの実行 
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サービス＆
サポート

最新のテストソリューションの導入を支援し、 
長期にわたるプログラムサポートを約束する、 
キーサイトのサービス
キーサイトサービスは、電子戦プログラムに携わるエンジニアの支援を目的とした 

サービスとサポートの広範なポートフォリオを提供しています。当社は、ミッション

を確実に成功させると同時に、予算とスケジュールの要件を満たすために、正確で 

再現性の高い測定をエンジニアが求めていることを知っています。不正確な測定値や

システムのダウンタイムは、歩留まりや、動作中にデバイスが不具合を起こす危険性

に影響を及ぼします。新しい特異な脅威の出現により、常に近代化の必要性が高まっ

ています。この問題に対処するために、以下のことを実行できます。

 • テクノロジー・リフレッシュ・サービスで最適な
移行戦略を実現し、アップグレードや下取りサー
ビスで利用可能になり次第、最新テクノロジーで
テスト機器を更新する

 • 19か国36か所のサービスセンターを持つキーサ
イトのグローバルネットワークを利用して、 
測定器が仕様どおりに動作していることを 
確認する

 • テストシステムの分解と再組み立てを回避し、 
システム校正サービスを利用して真の歩留まりを
高める

サービス＆サポート



サービス＆
サポート

業界における長年のトレンドの1つが、アップグレードのための予算が皆無かそれに近

い状態でありながら、時に数十年に及ぶプログラムに対しても、長期間にわたるサポー

トが必要なことです。この場合、以下のことが可能です。

 • 拡張サポートプランを利用して、旧世代の測定器の修理／校正手順に必要なパー
ツを確保する

 • コンサルティングサービスを利用して、テスト／維持計画に関するキーサイトの
専門知識を活用する

 • ワンストップ校正サービスを利用して、1つの窓口ですべてのテスト資産の校正に 
対応することでロジスティックの複雑さを低減し、コストを削減する

より優れた性能、より新しいテクノロジーへの要求がさらにデザインを複雑化させて

いるため、縮小するテストマージン、長くなるテスト時間、複数のベンダーの測定器

で構成される複雑なテストシステムを管理する必要があります。このような課題を 

解消するためには、以下の方法があります。

 • キーサイトのプロセス解析サービスによる、テスト時間の大幅な短縮、およびテ
ストシステムの効率の向上

 • キーサイト製および他社製の電子機器の認定および標準ラボ校正による、動作 
性能の向上と精度の常時確保

 • 貸し出しサービス、オンサイト校正、オンサイト・レジデント・プロフェッショ
ナルによるダウンタイムの管理

 • システム校正サービスを利用して、キーサイトが算出した測定値の不確かさに 
準拠したテストシステムの動作を保証することによる、リスクの最小化およびコ
ストの削減

EWに関するキーサイトのアプリケーション・エンジニアリング・サービス 1：

 • EWシミュレーション環境の構成に関するトレーニングおよびテクニカルサポート

 • 被試験システムへの入力信号に対する校正設定、自動化、検証

 • EW、レーダー、RFMWシミュレーション、理論および測定トレーニング

1 詳細については、計測お客様窓口までお問い合わせください
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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 / 13:00-17:00（土・日・祭日を除く）

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

備考
キーサイトの豊富なテスト／評価ソリューションを使用すれば、EW被試験システムの

ライフサイクル全体を通して高い信頼性が得られます。キーサイトのEWソリューショ

ンおよびサービスの詳細については、以下のウェブサイトをご覧ください：  

www.keysight.co.jp/find/ew

電子戦ソリューションのパートナー
キーサイト独自のハードウェア、ソフトウェア、サービス、スペシャリストが、 

お客様の次のブレークスルーを実現します。キーサイトのEWソリューションは、常に

業界と歩調を合わせて、技術の限界を押し広げ続けています。キーサイトが世界を 

安全にするための未来のテクノロジーを解明します。

http://www.keysight.co.jp/find/ew
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