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はじめに 
キーサイトの車載レーダー用オートメーションプラットフォーム 
車載レーダーに革新的な変化が生じています。かつては高級車だけに搭載されていた機能が、
中級車の標準機能になってきています。OEMが自律自動車の開発を推し進めている今日の状況
では、レーダーテクノロジーは立ち止まっていられません。より高い周波数、より広い帯域、
より優れた分解能、より多くのターゲット識別へと進化し続けています。プロジェクトマネー
ジャーとして成功の1つの鍵は、チームが、車載レーダーシステムに関する難易度の高いテクノ
ロジー、進化する規格、最新のテスト要件に遅れを取らないように支援することです。 

レーダーモジュールを販売する各地域ごとの新しいレーダー規格向けにテストシステムおよび
テストシナリオをセットアップするためには、時間とコストがかかります。テスト規格は常に
変化しており、テストソフトウェアの書き直しは非効率的です。それに加えて、干渉テスト向
けの新たな要件も生まれてきています。また当然のことながら、ミリ波テクノロジーでは、テ
スト環境の調整が新たなエラーを生み出す原因になってしまうことがあります。 かつ、用いら
れる高性能測定器の校正には時間と手間がかかります。Keysight KS83200Aソフトウェアは、
これらすべての問題を支援できます。 

Keysight KS83200A 車載レーダー用オートメーションプラットフォームには、4つの重要なコ
ンポーネントがあります。 

● システム校正およびモジュールテスト向けの設定済みルーチン 

● 複雑なテスト手順を高速かつ効率的に自動化 

● 進化するテスト規格に追従できる定期的なアップデート 

● 測定器ドライバーのライブラリ  
 
 

実証済みの自動化アプリケーションを使用して、最新バージョンの各関連規格に対して、テストの設定、校正、実行、
レポートの一貫性を最大限に高めることができます。 

 

車載レーダー用オートメーションプラットフォームのアプリケーション 
ライセンスの種類 

● KS83200A 車載レーダー用オートメーションプラットフォーム - 基本機能、ループ／掃引を用いたテスト
シーケンス  

● KS83RT0A 車載レーダー用オートメーションプラットフォーム - Rxおよび干渉のテスト 

● KS83ST0A 車載レーダー用オートメーションプラットフォーム - ETSI規格に準拠したテスト 

ノードロック（1台のコンピューターで使用）またはトランスポータブル（コンピューター間で移動可能）のライセン
スが用意されます。選択した期間のサポート／アップデート契約が付属し、6/12/24/36か月ごとに更新することがで
きます。 

 

注記：本ソフトウェアはKeysight TAPにプラグインされます。詳細については、オーダー情報をご覧ください。 

 

 

あらゆる規格に 
対応  

ADAS
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特長 

Keysight KS83200A 車載レーダー用オートメーションプラットフォームを使用すれば、コンプライアンステストを大
幅に簡素化できます。このソフトウェアは必要なテスト機器をすべて自動接続／構成するので、全体のテスト時間を
短縮します。 

Keysight KS83200A 車載レーダー用オートメーション・プラットフォーム・ソフトウェアは、車載レーダーのデザイ
ン検証を容易にする以下の特長を備えています。 

 

● テスト設定およびシーケンス作成用のユーザーインタフェース 

● 特定の車載レーダー用のテスト・ケース・ライブラリ  

● ETSIを含む主要な規格のテストケースにすぐにアクセス可能。さらに、TELEC、FCC、ARIB、KCCなどの他の
規格も追加予定 

● トランスミッターテスト（信号解析など）およびレシーバーテスト（信号発生など）用の機能ブロック 

● 校正情報を含む、すべての必要な測定器の自動接続／設定 

● 実行済みテストの詳細情報表示 

● マージン解析を用いた包括的な合否判定のHTML形式の自動レポート作成  

 

KS83200Aソフトウェアによる時間の短縮 

KS83200A オートメーション・テスト・ソフトウェアは、標準的な信号解析／信号発生レーダーテストの自動実行環
境を提供し、検証時間を節約します。車載レーダーの送信コンプライアンステストを実行する上で間違いなく困難に
なるのは、ミリ波規格に必要な高周波測定器への適切な接続です。 接続、設定、正しい校正ファイルの読み込み、測
定値と測定規格値との比較検証も困難です。KS83200A オートメーションプラットフォームは、この大部分のタスク
を自動で行います。 

KS83200Aソフトウェアは、各テスト用に測定器を自動的に設定します。また、各規格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。 
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接続図 
各ハードウェア構成が正しくセットアップされていることを確認するため、測定値と一緒に図が表示されます。 

 

 

ハードウェア構成に存在しない測定器に接続する必要があ
る場合には、手順をガイドする簡単なセットアップウィザー
ドを使用できます。 
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テストルーチンのライブラリ 
すべての車載レーダートランスミッター／レシーバーテストに共通するテストルーチンのリストから、必要なルーチ
ンをただちに選択できます。これらのルーチンを使用すれば、内容を確認したり必要なしきい値を覚えたりする必要
がないので、時間を短縮できます。 

KS83200A 使用可能なテスト項目  

各テストケースは特定のテスト項目を提供します。KS83200A基本バージョンのテストは、信号解析、信号発生、信
号品質測定の3つのグループに分類されます。 

 

信号解析 

信号解析は、DUTの送信部が適正に動
作しているかどうかを確認するテスト
です。DUTからの信号を受信し、一定の
基準に対してそれらを測定します。 

● チャネルパワー  

● Occupied BW 

 

信号出力 

信号発生はDUTのレシーバー部を
テストするものです。特定の種類、
持続時間、変調の信号を発生して、
各々に対してDUTがどのように反
応するのかを確認します。 

● 連続波(CW) 

● カスタムFMチャープ信号 

● FMCWアップ／対称／ダウン 

● MFSK 

 

信号品質解析 

● FMCW信号品質 

 

  

KS83200Aのテストケース。信号解析、信号発生、信号品質解析から選択可能です。 
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KS83ST0A 使用可能なテスト項目  

KS83ST0Aソフトウェアは、選択オプションにETSIテストケースを追加します。ETSIプラグインは、トランスミッ
ター・コンフォーマンス・セクションとレシーバー・コンフォーマンス・セクションに分かれています。 

 

トランスミッターコンフォーマンス 

信号解析は、DUTの送信部が適正に動作しているかどうかを確認
するテストです。DUTからの信号を受信し、一定の基準に対して
それらを測定します。 

● 動作周波数レンジ 

● 平均パワー 

● ピークパワー 

● 不要な帯域外エミッション 

● スプリアスドメインの不要エミッション 

 

レシーバーコンフォーマンス 

信号発生はDUTのレシーバー部をテストするものです。特定の種
類、持続時間、変調の信号を発生して、各々に対してDUTがどの
ように反応するのかを確認します。 

● レシーバーのスプリアスエミッション 

● バンド内レシーバー 

● バンド外レシーバー 

● 遠方バンドレシーバー 

 

対応規格  

ETSI規格* 概要 

EN 301 091  76～77 GHzで動作するレーダー機器  
Part 1: Ground based vehicular radar 
Part 2: Fixed infrastructure radar equipment 
Part 3: Railway/Road Crossings obstacle detection  

EN 302 264 77～81 GHzで動作する短距離レーダー機器   

EN 302 858 24 GHzで動作するレーダー機器  
 
* 短距離用機器。トランスポート／トラフィックテレマティクス(TTT)。無線機器指令2014/53/EUのArticle 3.2の重要要件をカバーする 

整合規格 
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容易なテスト定義 
KS83200A テストソフトウェアは、電子計測メーカーに期待される使いやすさを実現しています。Keysight KS83200A 

車載レーダー用オートメーションプラットフォームが、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順を追って説明します。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。  

テストを選択してテストに追加されたときに表示される値は、規格で許容される値です。範囲は変更可能ですが、そ
のテストおよびハードウェア構成に適した条件内でのみ可能です。 

 

  

選択したチャネル・パワー・テストの追加。 

 測定値は、ハードウェア構成に対応する適切な範囲内で表示されます 
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例えば、ETSIテストケースの場合、テストステップを追加すると、テストステップ設定の下にオプションが表示
されます。そこで、ハードウェア構成とテストするETSI規格を選択して、テストに必要なパラメータを変更でき
ます。 

 

 

 
  

レシーバーのスプリアス・エミッション・テストの選択とセットアップ 
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補正および校正  
ETSIトランスミッター／レシーバー・テスト・ステップの設定では補正を使用できます。以下の補正係数を適用でき
ます。 

● ミキサー損失変換ファイル 

● ケーブル損失ファイル（スイッチとミキサー間） 

● スイッチング損失ファイル 

● ケーブル損失ファイル（スイッチとスペクトラム・アナライザ間） 

● フリースペース損失ファイル 

● アンテナ利得ファイル 

補正によって損失を補償できます。補正の対象になる損失は、ミキサー損失、ケーブル損失（ミキサーとスイッチ間、
スイッチとスペクトラム・アナライザ間）、フリースペース損失、アンテナ利得です。補正は信号確度と同程度の精
度しかないので、この補正手法が機能するには校正済みの測定システムが不可欠です。 
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レポートの作成 
KS83200A 車載レーダー用オートメーション・プラットフォーム・テスト・ソフトウェアは、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エクスポート可能なDOCXファイルで表示し
ます。各テストには、テストリミット、テストの詳細、該当する場合は波形を含む結果が表示されます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

右はテストレポート
のサンプルです。 

明確なラベル付きの
結果と貼り付けられ
たスクリーンキャプ
チャーにより、理解
しやすいレポートに
なっています。 
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オーダー情報 
本ソフトウェアはKeysight Test Automation PathWave(TAP)にプラグ
インされ、VSAソフトウェアのFMCWレーダー解析を使用して結果を
オシロスコープ上に表示します。Signal Studioは、信号発生ソリュー
ション用のカスタム波形を生成するために使用されます。 

車載レーダー用オートメーションソフトウェアには、3種類のプラグ
インがあります。他の2つのいずれかを使用するには、基本バージョン
が必要です。 

 
ソフトウェア要件 

型番  概要 備考  

89601B-200 基本VSAとハードウェア 
インタフェース 

VSAソフトウェアを使用してFMCW解析を 
表示します。オシロスコープを含む構成には
両オプションが必要です。 

www.keysight.co.jp/find/vsa  
89601B-BHP FMCWレーダー解析 

N7608A  Signal Studio 
こちらは信号発生に必要で、E8740A-070および
E8740A-080で使用されます。幅広いライセンス
オプションをご用意しています。 

www.keysight.co.jp/find/ss-custom  

KS8400A 
テスト・オートメーション・
プラットフォーム(TAP) 
デベロッパーズ・システム 

本ソフトウェアは、以下の車載レーダー 
プラグインを実行するために必要です。 www.keysight.co.jp/find/ks8400a-latest-downloads  

 

車載レーダー用オートメーションプラットフォーム  
型番  概要 備考 

KS83200A 車載レーダー用オートメーション 
プラットフォーム - ベーシック 

すべてのハードウェア構成に適用できます：E8740A-010、 
E8740A-020、E8740A-030、E8740A-040、E8740A-050、E8740A-060、
E8740A-070、E8740A-080、E8740A-090 

KS83RX0A 
車載レーダー用オートメーション 
プラットフォーム -  
レシーバーおよび干渉のテスト 

E8740A-070、E8740A-080に適用できます。 
KS83200AとN7608Cが必要です。 

KS83ST0A 
車載レーダー用オートメーション 
プラットフォーム - ETSI規格に 
準拠したテスト 

E8740A-010、E8740A-040、E8740A-050、E8740A-060、E8740A-070、
E8740A-080に適用できます。KS83200Aが必要です。スプリアス 
エミッションにはE8740A-090をオーダーしてください。 

www.keysight.co.jp/find/KS83200A 
www.keysight.co.jp/find/KS83RX0A 
www.keysight.co.jp/find/KS83ST0A 
 

オートメーションソフトウェア用のソフトウェア・ライセンス・タイプ 
ライセンスはノードロックまたはトランスポータブルのどちらかを使用できます。6/12/24/36か月のサポート期間を
選択して購入できます。 

ライセンスの定義 
● ノードロック：本ライセンスは、1台のコンピューターまたは測定器に付属しています。 
● トランスポータブル：本ライセンスは、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、

キーサイトのオンラインツール(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。 

30日間の無料試用版 
KS83200A/KS83ST0A/KS83RX0A  
車載レーダー用オートメーション 
ソフトウェアをダウンロードして 
30日間無料で試用できます。これを 
使用して既存の解析ハードウェアで 
測定を実行できます。 

www.keysight.co.jp/find/KS83200A 

http://www.keysight.co.jp/find/vsa
http://www.keysight.co.jp/find/ss-custom
http://www.keysight.co.jp/find/ks8400a-latest-downloads
http://www.keysight.co.jp/find/KS83200A
http://www.keysight.co.jp/find/KS83RX0A
http://www.keysight.co.jp/find/KS83ST0A
http://www.keysight.co.jp/find/KS83200A
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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 

 

互換性マトリクス 

 

詳細については、(http://www.keysight.co.jp/find/KS83200A)を参照してください。  

ソフトウェアコンポーネント E8740A 
010 

E8740A 
020 

E8740A 
030 

E8740A 
040 

E8740A 
050 

E8740A 
060 

E8740A 
070 

E8740A 
080 

E8740A 
090 
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オートメーション・プラットフォーム          

89601 VSA(200/BHP)          

N7608A Signal Studio          

KS83RX0A 車載レーダー用Rxおよび干渉
オートメーションプラットフォーム        

オプション 
 

オプション  

KS83ST0A 車載レーダー用ETSI規格準拠
オートメーションプラットフォーム 

 
オプション    

オプション 
 

オプション 
 

オプション 
 

オプション 
 

オプション 
 

オプション 
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