
実現間近のブレークスルーがあります。それはイノベーションへの確実な近道です。

5Gやヘルスケアなどの研究分野における 
新たなブレークスルーを求めて



キーサイトの学術研究向けソリューション

新しい科学上の発見、現実世界の問題に対する新たな
解決策、技術的なブレークスルーを加速するイノベー
ション、これらは研究なしには実現できません。仮説
を検証するために特性評価、シミュレーション、測定
を反復実行する際、最も重要となるのは、あらゆる測
定の信頼性です。

キーサイト・テクノロジーは、緊密な産学連携と、極
めて正確で信頼性の高い測定を実現する業界最高の測
定器を通じて、世界各国の研究を後押ししています。
無線周波数(RF)/マイクロ波や高速デジタル回路設計
の研究において、キーサイトの最先端の電子設計自動
化(EDA)ソフトウェアを用いたシミュレーションによ
り、開発時間を短縮し、コストのかかるプロトタイプ
の不具合を削減することもできます。

次に目指すブレークスルーが何であれ、キーサイトが
提供する各種の信頼性の高いテストソリューションと
エキスパートによるテクニカルサポートは皆様の心強
い味方になります。

このカタログでは、5G、生物医学、エネルギー、光／ 
フォトニクス、量子工学など、主要な産業分野での研
究に向けたキーサイトのソリューションを紹介しま
す。キーサイトは、次の分野におけるソリューション
も提供しています。

 • 先端材料科学およびエンジニアリング

 • RF、マイクロ波、ミリ波、テラヘルツデバイスの 
特性評価

キーサイトが研究者に提供できる支援の 
内容の詳細については、以下のページを 

参照してください。
www.keysight.co.jp/find/education
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5G通信
シナリオ
5Gは、超低遅延の、非常に信頼性の高い接続による、超高速ネットワークの
実現を約束します。5Gを実現するための課題の1つは、5Gネットワークで必
要となる大量マシンタイプ通信への対応です。300億の「モノ」が、信号を失
うことなく、干渉を最小限に抑えた状態で接続されていると考えてください。
5G製品の徹底的なテストは重要ですが、プロトタイプ試作前のシミュレーショ
ンによるデザイン検証と同様に重要です。

キーサイトは、リファレンスソリューションからエミュレーター、コンパクト・
アンテナ・テスト・レンジ(CATR)チャンバーに至るまで、業界初の5G用のソ
リューションを多数リリースし、世界中の研究者が最新かつ最高のソリュー
ションを使ってテストを行えるよう支援しています。また、次世代ワイヤレス
規格の開発においても関連機関と協働し、5G仕様の最新の要件に合わせて当
社ソリューションを更新しています。すなわち、キーサイトの機器とソフト
ウェアを使用すれば、皆様の製品を5Gに対応させることができます。



ケーススタディー： 
NTTドコモが柔軟なチャネル 
サウンディングによって 
5G市場にいち早く参入

5G波形の生成／解析テストベッド 
（リファレンスソリューション）

5Gの研究者が直面する最大の課題の1つは、研究対象とすべき波形、周波数、帯域
幅の数と種類の多さです。具体的には、測定の課題は6 GHz未満の周波数、および
マイクロ波／ミリ波周波数で発生し、これには広い帯域幅が関係する可能性があり
ます。考えられる多数のシナリオに対処するには、波形の作成と解析のための柔軟
なテスト環境が不可欠です。柔軟性は、5Gが進化する過程で優れた波形候補が現れ
たとき、迅速に対応する上でも欠かせません。

キーサイトの5G波形発生／解析用テストベッド・リファレンス・ソリューションでは、
ハードウェア、ソフトウェア、および測定の専門知識を組み合わせて、5Gにまつ
わる「what if？（もしかしたら）」の不確定要素に対応します。5G波形発生／解析
用テストベッドを使用すると、提案された波形をプロトタイプアルゴリズムとハード
ウェアによって評価できます。このリファレンスソリューションにより、周波数や帯
域幅を変えてさまざまな変調方式を試す、コンセプト段階での評価も可能になります。

5Gチャネルサウンディング 
（リファレンスソリューション）

Keysight 5G空間電波伝搬特性（チャネルサウンディング）リファレンスソリュー
ションを使用すると、シングル入力／シングル出力、マルチ入力／マルチ出力
(MIMO)を含むさまざまなシナリオで、超広帯域でのミリ波動作の特性評価が行え
ます。高速データ捕捉と、MIMOチャネ
ルのリアルタイム相関処理により、他の
方法に比べ短時間でより多くの情報を
表示することができます。システム全
体に対する校正機能、および正確なタ
イミング機能と同期機能が装備され、
測定結果の信頼性が高いため、5Gミ
リ波の研究加速に集中することができ
ます。

キーサイトの5G波形発生／解析用テストベッド・リファレンス・
ソリューション
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5Gネットワーク・エミュレーション・
ソリューション
キーサイトの5Gネットワーク・エミュレーショ
ン・ソリューションを使用すると、5Gデバイス
エコシステムの開発から配備までの期間を短縮
できます。当社のソリューションは、E7515B 
UXM 5Gワイヤレス・テスト・プラットフォー
ムをベースとしており、研究開発やデザイン検
証から規格適合性検証、通信事業者受け入れ、
製造に至るまでのデバイスワークフロー全体に
切れ目なく対応します。キーサイトの5Gプロト
コル研究開発ツールセットと5G RF DVTツール
セットにより、5Gデバイスのテスト／検証用の
包括的なツールスイートが得られます。

5Gチャネル・エミュレーション・
ソリューション
キーサイトのPROPSIM F64無線チャネルエミュレー
ターを使用すると、無線ネットワークシステム、モバ
イルデバイス、無線LAN、MESH/MANET無線、衛星、
RFセンサシステムのソフトウェア／ハードウェアテス
トの際、フィールドテスト条件を研究室でエミュレー
トできます。PROPSIM F64は、すべての5G NRの主
要な技術要件と、6 GHz未満のMIMOビームフォーミ
ングテストやミリ波無線(OTA)テストを含む、大容量
MIMOチャネルエミュレーションに対応します。
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5Gのミリ波OTAテスト
キーサイトは、3GPPにより承認された遠方界試験手法（Indirect Far Field試験手法）に
基づくキーサイトのCATR (Compact Antenna Test Range)などのチャンバーにネットワー
クエミュレーションと測定機能を組み合わせることで包括的なOTAテスト機能を提供し
ています。

5G物理層デザイン、5G信号作成、5G信号解析用の 
ソフトウェア

 • PathWave System Design(SystemVue)エレクトロニック・システム・レベル・デザイン・
ソフトウェアを使用し、境界を越えて物理層のイノベーションを行います。

 • カスタム変調用(N7608B)のPathWave Signal Generationを使って、さまざまな5G候補
波形のほか、カスタムOFDMおよびI/Q波形を作成し、非常に現実的な5G信号シナリ
オを作ります。

 • PathWaveベクトル信号解析ソフトウェアを使用して、I/Q信号をあらゆる角度から調
査し、最先端の5Gデザインを最適化します。

参考文献：ミリ波5G NRデバイス／システムのOTAテスト

さらに多くの5Gリソースを(www.keysight.co.jp/find/5G)でご覧いただけます
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生物医学と臨床診療の高度化
シナリオ
医療分野でのブレークスルーと高度化は日常生活の質の向上につながるため、
ヘルスケアを誰にとっても身近で利用しやすいものに変えるテクノロジーの研
究が絶えず行われています。マイクロ波センシング／イメージング(MSI)は、
画像処理技術（X線、超音波、MRIなど）を補完するものとして研究者が注目し
ている、新しいテクノロジーです。第一の目標は、一刻の猶予も許されない、
命に関わる用途向けの、よりポータブルで低コストの非侵襲的な医療用画像処
理システムを開発することです。これらの用途には、乳房腫瘍の検出、心拍と
肺水分量のモニター、脳卒中患者のクリティカルな脳診断等があります。MSIデ
バイスはクリティカルな状況で使用されるため、徹底的かつ正確なテストを実施
して、患者の命を危険にさらす恐れのあるミスを回避する必要があります。

キーサイトの広範囲にわたる高性能テストソリューションによって、設計とシ
ミュレーションから製造、検証、商品化まで、MSIやその他のヘルスケア関連製
品の開発ワークフローのあらゆる段階を網羅できます。



研究室紹介1

キーサイトの機器とEDAソフトウェアが、乳房イメージング代替技術のプロトタイ
プにどのように役立つかをご覧ください

研究室紹介2

ハワイ大学は、PNA-Xを使用して、異常なバイタルサインを早期に検出する低コス
トの方法として「マイクロ波聴診器」のプロトタイプを作成しました

ベクトル・ネットワーク・アナライザ

複数のポイントを同期させる必要があるラボのセッ
トアップには、コンパクトでスケーラブルなKeysight 
PXI VNA（9 kHz～90 GHz）が理想的な選択肢です。
M980xA PXIe VNAシリーズの場合、筐体1台につき
50ポートまで増設可能です。1台でマルチポート測定
が可能なため設置面積を抑えることができ、空いた
スペースを他の機器用に使うことができます。

Keysight PNA VNA（900 Hz～120 GHz）は、
感度、ダイナミックレンジ、信号源安定度
に優れているため、生物医学アプリケー
ションに最適です。
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3次元電磁シミュレーション 
ソフトウェア
MSIアプリケーションのマイクロ波アンテナ構造を設
計する場合、アンテナのデザイン、製作、プロトタイ
プ作成プロセス全体ですべての変数と結果をシミュ
レートできる高度な電磁界シミュレーションツールが
必要です。

PathWave EM Design（以前のEMPro）は、高速コン
ポーネントおよびRF/マイクロ波コンポーネントの
3D電磁界効果を解析するための、3次元モデリング／
シミュレーション環境です。業界最高のRF/マイクロ
波デザインおよび高速デザイン環境であるPathWave 
Advanced Design System(ADS)に統合されます。

ファンクション／任意波形発生器
Keysight Trueformシリーズ ファンクション／任意
波形発生器、33500Bおよび33600Aシリーズを使用
して、MSIデバイス用の信頼できるテスト信号（心電
図パターン、脈拍信号など）を作成します。特許取得
済みのTrueformテクノロジーは、クラス最高の信号忠
実度を提供します。

デジタルマルチメータ(DMM)
キーサイトの34465Aおよび34470A Truevolt DMM
を使用すると、電流分解能が高いため、測定結果に
対する理解が深まります。特許取得済みのTruevolt
テクノロジーにより、低ノイズで測定誤差の少ない
正確な測定が可能になります。
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エネルギー源の評価とエネルギー効率の 
最適化
シナリオ
再生可能エネルギーの本格的な利用を促進するためのパワーエレクトロニクスのデ
ザイン、家庭用エネルギー管理システムの電源供給への取り組み、どちらの作業に
おいても、エネルギーエコシステムのデザインパラメータとテストパラメータには
急速な変化が見られます。キーサイトには、画期的なエネルギーイノベーションを
より迅速かつ安全に市場に投入するためのテストソリューションがあります。

高パワーテスト

N7900シリーズ アドバンスド・パワー・シス
テムは、高速なダイナミック電源供給と測定機
能が統合された、フル装備のDC電源です。

 • 最大パワー：1 kW～ 2 kW

 • 最大40 V/200 A

 • 標準システム電源より100倍高速のテスト
速度 

 • 正確なパワープロファイリングを実現する
高度な測定機能

 • 10 kWまでの並列供給

キーサイトのN8937APV/N8957APV 太陽電池アレイシ
ミュレータは、オートレンジ機能を搭載したプログラマ
ブルDC電源です。さまざまな環境条件（温度、放射照度、
経過時間、セルテクノロジーなど）でIV特性をすばやくシ
ミュレートできます。この機能により、ソーラーインバー
ターの最大パワー・ポイント・トラッキング(MPPT)アルゴ
リズムの開発および性能の検証と最適化を行うことができ
ます。

 • 最大パワー：15 kW

 • 最大1500 V/30 A

 • 90 kWまでの並列供給 

 • 電圧／電流測定機能内蔵

N8900シリーズ オートレンジDC電源も利用できます。
N8900シリーズには、電圧と電流をさまざまに組み合わ
せることで非常に柔軟な出力を可能にする、オートレン
ジ出力特性が備わっています。

 • 最大パワー：1 kW～ 15 kW

 • 最大1500 V/510 A

 • 100 kWを超える並列供給
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バッテリードレイン解析
Keysight CX3300シリーズ デバイス電流波形アナ
ライザは、小電流から大電流までの動的電流信号
の比類のない測定を実行します。自動電流／パワー
プロファイラー機能により、時間と電流だけでな
く、マイクロクーロン単位の消費総電荷も含めて、
パワーバジェット情報を迅速かつ詳細に理解する
ことができます。大型マルチタッチディスプレイ
で電流波形の任意の部分を拡大し、その「どこで
も」ズーム機能を使用すると、より詳しい表示が
可能です。

N6781AおよびN6785Aの2象限SMUは、N6705C 
DC電源／アナライザのメインフレームにきちん
と収まります。これらは、20 W～80 Wのバッテ
リー駆動デバイスのバッテリードレイン解析用に
設計されています。14585A 制御／解析ソフトウェ
アによってソリューションにCCDF統計解析など
の高度なバッテリードレイン機能を追加すると、
デバイスの消費電力に関するより多くの解析情報
を取得できます。
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光／フォトニクステスト
シナリオ
光コヒーレント伝送技術は、高次直交振幅変調シグナリングを使用したデータ
伝送速度の大幅な改善と、スペクトラム効率の向上に深く関わっています。光
トランシーバーでは、すべてのコンポーネントの仕様と性能マージンをより厳
しくした、高密度の電子‐フォトニック統合が必要です。光トランシーバーの
最適化を保証するには、徹底的なテストを行う必要があります。エラーベクト
ル振幅、I/Qオフセット、I/Q不平衡、直交誤差、スキューなどの一般的な測
定はコヒーレント光信号解析においては複雑になります。さまざまな複素波形
を光レシーバーに印加する（その際、他の変調方式や意図的な波形劣化を含む）
ことは、光デバイスの性能の正確な特性評価に役立ちます。

キーサイトでは、光トランシーバーを正確かつ効率的にテストできる高性能
ソリューションを提供しており、これらのソリューションが、次世代の高速
インターコネクトのデザインを可能にします。



コヒーレント光伝送および解析

AXIeモジュラー・ソリューション・プラットフォーム上
で、柔軟性に優れた小型のM8290A 光変調／高速デジ
タイザ・テスト・ソリューションを使用して、物理層で
のI/Q変調光信号の詳細な解析を行います。M8290A

には、400Gコヒーレントデバイスおよびトランスミッ
ターテスト用に、92 GSa/sモジュラー光変調アナラ
イザと92 GSa/s 4チャネルデジタイザが組み合わさ
れています。

光信号のI/Q変調には、N4391A 光変調アナライザも使
用できます。400G、600G、1 Tbpsの速度クラスを
サポートします。

I/Q変調光信号の合成には、以下の特長を持つキー
サイトのM8100シリーズ 任意波形発生器(AWG)を
使用します。

 • 最大120 GSa/sの高サンプリングレート

 • 優れた信号忠実度によって、複雑な回路でも 
信頼性の高いデバッグを実行 

 • クリーンな信号または歪みのある信号を簡単に
作成 

 • 小型のモジュール式AXIeシャーシにより 
システムの専有面積を削減

 • 要求の厳しい400GEおよび1テラビット 
アプリケーションの課題に対応できる、高速、
高精度の最新M8194A AWG

デジタル・コミュニケーション・
アナライザ・オシロスコープは光
トランシーバーの設計や製造テス
トにおいて高速デジタルを高精度
で測定します。
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https://www.keysight.com/en/pd-2853794-pn-M8290A/optical-modulation-and-high-speed-digitizer-test-solution
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https://www.keysight.com/us/en/products/arbitrary-waveform-generators/m8100-series-arbitrary-waveform-generators.html
https://www.keysight.com/en/pcx-x205184/digital-communication-analyzer-dca-oscilloscopes
https://www.keysight.com/en/pcx-x205184/digital-communication-analyzer-dca-oscilloscopes


キーサイトの光およびフォトニクスソリューションの詳細

波長可変レーザー光源に基づくスペクトラム解析
キーサイトの8160xxシリーズ モジュラー波長可変レーザー光源は、1240 nm～1650 nm 
の広範囲で動作します。81606A、81607A、81608A トップラインおよびバリュー・
ライン・モジュールは、最大200 nm/sの双方向掃引が可能です。81609A ベーシック・
ライン・モジュールでは、0.1 pmの分解能で波長を設定できます。光パワーセンサお
よび偏光コントローラと組み合わせると、低密度波長分割多重化／高密度波長分割多
重化とパッシブ・オプティカル・ネットワーク用の波長選択コンポーネントのスペク
トラム伝送を測定する際、4つの波長可変レーザー光源すべてでダイナミックレンジ
が最大化されます。

81602A ハイパワー波長可変レーザーは、＋18 dBmの出力パワーを備えており、特に
表面プローブが光Oバンドの広い波長範囲で動作する必要がある場合に問題となる、プ
ローブ結合効率の適用限界を克服します。

81950A コンパクト波長可変レーザーは、最新の伝送システムの現実的な負荷として
最適です。最大＋15 dBmの高出力、100 kHzの狭い線幅、オフセットグリッド微調整
機能などの特徴があります。

8160xx 波長可変レーザー光源は、8164B ライトウェーブ・メジャメント・システム・
メインフレームへの装着が可能です。
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https://www.keysight.com/us/en/solutions/optical-photonic.html
https://www.keysight.com/en/pc-2595386/tunable-laser-source-module
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量子研究とエンジニアリング
シナリオ
量子情報システムの研究においては、単一量子ビット(qubit)構造およびマルチ量子
ビット構造の性能を特定して改善する必要があります。この研究には、量子コヒー
レンス、クロストーク、量子ビットゲート、読み出し忠実度などの重要な量子ビッ
ト特性の調査が必要です。

キーサイトが提供する量子工学ツールキット(QET)ソリューションは、超デターミ
ニステックなタイミングと、ナノ秒の高精度によって研究者の単一およびマルチ量
子ビット実験を支援する、強力なシステムです。

 • M3601A ハードウェア・バーチャル・インスツルメンツ・テクノロジーにより、
複数のポート、複数のモジュール、複数の筐体にわたって同期した位相コヒーレ
ント信号を生成できます。

 • オープンなFPGAプログラマブルアーキテクチャーにより、カスタマイズされた
制御シーケンスと信号経路操作が可能です。または、ソリューションに内蔵ソ
フトウェア・プログラミング・ライブラリが含まれます。

 • モジュール式で、低コストのAWGおよびデジタイザPXIモジュールを使用するの
で、将来の研究ニーズに合わせて拡張できるほか、ラボでの占有面積も最小限に
抑えられます。

 • 450 nsの低遅延フィードバックループにより、量子誤差補正が高速化します。

参考文献：量子工学ツールキット(QET)
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エンジニアリングリーダーは、デザイン、シミュレーションから、
検証、製造まで、新しい電子製品を開発する際のあらゆるステッ
プが重要であることを認識しています。ところが、あるステップ
で得られた測定結果は、次のステップにシームレスに移行されま
せん。テストエンジニアは、デザインチームからの測定値の相関
性確認に時間を費やすことになります。ハードウェアとソフトウェ
アはそれぞれ異なる言語で制御されるため、ソフトウェアエンジ
ニアはそれを解決するソフトを作成する必要があります。ほとん
どの場合、デザイン、テスト、測定、監視には組織ごとに、単独
動作する製品を利用しています。この、組織の縦割り構造により、
ワークフローは、分断され、非効率化し、不満の主要な要因とな
ります。

連続性のある迅速な設計とテストは、電子システムの開発手法に
画期的変革をもたらします。この手法では、新しいソフトウェア、
新しいワークフロー、強力な自動化ツールを組み合わせて、従来
のプロセスを変革し、生産性と機器の使用効率を大幅に改善しま
す。製品開発ワークフロー全体でデザインと自動化ソフトウェア
を統合すれば、定型業務にかかる時間が短縮され、効率が高まり
ます。Keysight PathWaveソフトウェアは、デザインとテストを
つなぐシステム・エンジニアリング・プラットフォームであり、
共通のデータモデルとオープンな標準を提供することで、製品開
発を加速します。

詳細については、以下のページを 
参照してください。

www.keysight.co.jp/find/pathwave
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PathWave製品開発ソフトウェア
統合デザイン／テストでアイデアを現実に 

お客様のデザインの 
アイデアを実現

PathWave Designは、回路設計、 
電磁界解析、システムシミュレーションを 
つなぐエレクトロニック・デザイン・ 
オートメーション・ソフトウェア・ 

ツールの集合です。PathWave Designを
使用し、設計／シミュレーションに 
費やす時間を短縮すれば、製品開発を 

加速することが可能です。

テストの自動化、時間短縮、 
拡張性

PathWave Testは、エンジニアとテスト 
ステーションを結ぶテストソフトウェアの
集合です。PathWave Testは、単一の 
ユーザーからグローバル企業まで、 

さまざまな規模に対応しており、テスト
ワークフローの時間短縮を実現します。
ウェブブラウザーからのテストの 
共同作業と管理を可能にします。

分析によって意思決定を 
改善

PathWaveは、ビジネスに必要な知識の 
強化を目的としたビッグデータの検出、 
視覚化、確認に役立つ、強力な分析機能を 
提供します。PathWaveには、可視化 

ツール、リアルタイムの資産モニタリング、
高度なアルゴリズムが含まれており、 
アルゴリズムには、異常に備えることで、
プロセスの機能強化を促進し、生産性を 

向上させる機能があります。

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


校正／修理サービス 

適切な測定ソリューションを準備することは始まりに
すぎません。デザインエンジニアは作業グループ間で再
現性の高い結果を必要としています。矛盾が生じると、
開発サイクルタイム、市場投入の時期、予算に悪影響が
出るからです。

製造は生産目標を達成するために尽力しますが、不正確
な測定値は生産量と品質の低下に直結します。キーサイ
トの校正および修理サービスでは、測定機器が使用期間
中、保証された仕様通りに動作し、研究開発と製造で正
確かつ再現可能な測定を行えるようにいたします。

キーサイトとお客様のパートナーシップ
キーサイトは、お客様のあらゆるテスト機器ニーズに応
えるため、広範なサービスおよびサポートのポートフォ
リオを提供しています。

 • スタートアップアシスタンスとトレーニングを利用
すると、新しい機器を短時間で効果的に使用できる
ようになります。

 • 校正／保証プランにより、5年、7年、または10年間
の保証が受けられます。

 • 柔軟なサービス提供には、校正の所要時間を数日か
ら数時間に短縮できる、オンサイトのモバイルラボ
が含まれます。

 • Premium used（プレミアム再生品）は、新しいユニッ
トと同じ高性能を発揮し、3年間の標準保証が付いて
います。

 • トレードイン（下取り）プログラム（キーサイトの製品
と他社の製品共に利用可能）を利用して、必要に応じ
てキーサイトの最新テクノロジーにアップグレード
できます。
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キーサイト・サービス
教育ソリューションに関するパートナー

詳細については、以下のページを 
参照してください。

www.keysight.co.jp/find/services

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