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車載機器開発のための 
設計／評価ソフトウェアソリューション
自動車業界は、車載機器の電子テクノロジー変革を加速しながら、クリーン・ 

エネルギー・エコシステムとの融合を進めています。eモビリティ、自動運転、 

コネクテッドカー、車載用エレクトロニクスの急速な発展により、現在われわれ

が驚嘆している機能は数年後にはあたりまえのものになっているかもしれません。

この章では、車載機器用の高性能な設計／評価ソフトウェアソリューションを 

使用した、迅速でよりよいイノベーションを創造する方法をご紹介します。

自動運転
キーサイトでは、テクノロジーリサーチ会社のDimensional Research社に委託 

して、自動車業界の意思決定者を対象とした独自のアンケート調査を実施しました。

以下は、コネクテッド自動運転の開発ロードマップのギャップを埋めるために彼ら

が特定した5つの焦点分野です：

 • 自動運転システムのテストアプローチの標準化

 • 自動運転車を安全に動作させるためのテスト技術の向上

 • 複数のネットワーク接続に関する問題の事前回避

 • 車載用サイバーセキュリティリスクの回避

 • リソースの増加による統合に関する課題の軽減
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PathWave Automotive Library

W4525E PathWave Automotive Library

パルスや変調ソース、ターゲット／チャネルのモデル、車載信号処理のコンポー 

ネントなどを用いて、車載レーダーシステムをシミュレートして検証を行います。

Keysight PathWave Automotive Libraryを使用すれば、システム設計者は短時間でレー

ダー製品に対する干渉信号の影響を解析することができます。このソフトウェアは、

PathWaveシステムデザイン(SystemVue)プラットフォームの一部で、車載レーダー

の開発／検証に必要な包括的なモデル、リニアな周波数変調連続波レーダーの 

ような実用的な例や、シミュレーションと測定データを比較するためのキーサイト

測定器へのハードウェアインタフェースが含まれます。

 • 技術概要：Ray Tracing in Radar System Simulation

 • 試用版のダウンロード：無料の試用版はこちら
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E8740A 車載レーダー信号解析／作成ソリューション用、 
KS83200A オートメーションプラットフォーム
レーダーのトランスミッターとレシーバーをテストし、主要な規格への適合を検証

します。

Keysight E8740A 車載レーダー信号解析／作成ソリューションは、24 GHz、77 GHz、

79 GHzのレーダーの全周波数範囲にわたって車載レーダー信号を解析／生成でき、

テスト要件に応じて2.5 GHz～ 5 GHzを超えるスケーラブルな解析帯域幅を選択 

できます。

KS83200Aソフトウェアは、E8740Aソリューション用オートメーションプラット

フォームです。プログラミング、カスタマイズおよびテストを簡素化するルーチン

を提供します。定期的にアップデートすることで最新の規格に対応することができ

ます。

 • 試用版のダウンロード：無料試用版はこちら

 • 見積の請求

E8740A 車載レーダー信号
解析／作成ソリューション
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PathWave信号生成ソフトウェア

PathWave信号生成ソフトウェア
車載用アプリケーションで必要とされる汎用的な信号から規格に準拠したものまで、 

さまざまな信号を作成できます。

PathWave信号生成ソフトウェアは、キーサイトの次世代信号作成ソフトウェアです。
研究開発から製造まで一貫して、最適化されたユーザー体験を提供します。統合型の 

アプリケーションですので、1つのアプリケーションで複数の無線方式をサポートし 

ます。暗号化された波形を生成し、ダウンロードもしくは再生用としてご利用いただけ

ます。
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コネクテッドカー
コネクテッドカーは、自動車、通信システム、モノのインターネット(IoT)を組み合わせたものです。現在の自動車に 

要求されるミッションクリティカルな安全性と、互換性のあるマルチベンダーのコンポーネントを確実に連携動作させ

るため、設計者はこれまで以上に多くの課題に直面していると言えます。

C-V2X(cellular vehicle-to-everything)の設計で性能を徹底的に検証するには、進化するC-V2X規格に応じた無線 

周波数、プロトコル、アプリケーション層のテストが必要です。
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AE6910T 車載イーサーネット Txコンプライアンス・テスト・ 
ソフトウェア
車載イーサネットの物理層の検証とデバッグを正確に実行します。

次世代の先進運転支援システム（ADAS）を実現するには、より高解像度のカメラやレー

ダーシステムが必要です。そしてスピードと帯域幅に対する新たな仕様要求も出てきて

います。車載イーサネットにおいても、さらなる高速データ通信を可能にする、トラン

スミッター (Tx)、レシーバー (Rx)、ハーネス／コネクタをカバーするテストケースを

用いた厳格なコンプライアンス検証が求められます。

キーサイトのソリューションを活用すれば、車載イーサネットデバイスのTx、Rx、 

および接続のテスト／検証を自動化することができます。Keysight AE6910T 車載イー
サネットTxコンプライアンス・テスト・ソフトウェアは、2つの規格と6つのデータレー

トをカバーしています：

 • IEEE 10BASE-T1S、100BASE-T1、1000BASE-T1、2.5GBASE-T1、5GBASE-T1

 • OPEN Alliance TC14、TC1、TC8、TC12、TC15

Keysight AE6900T 車載イーサネットTxコンプライアンスソリューションは、迅速な立
ち上げと実行に必要なハードウェアとアクセサリを提供します。

 • ビデオ：Overview of Keysight Automotive Ethernet Transmit Solution

 • 試用版のダウンロード：無料試用版はこちら

AE6910T 車載イーサネット 
Txコンプライアンス・テスト・ソフトウェア　
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D9020AUTP 高速車載用プロトコルデコード／トリガソフトウェア
車載イーサネットOABR(OPEN Alliance BroadR-Reach)規格およびIEEE(Institute of 

Electrical and Electronics Engineers)規格に使用するプロトコルレベルのトリガ条件

を実現します。

キーサイトの高速車載プロトコルデコード／トリガソフトウェアには、車載イーサネッ
トOABR規格およびIEEE規格に固有の、設定可能なプロトコルレベルのトリガ条件の 

スイートが含まれています。マルチタブ・プロトコル・ビュワーには、波形と選択した

パケットとの相関が表示され、時間相関トラッキングマーカーを使って、物理層とプロ

トコル層の両方の情報を迅速に読み取れます。

このアプリケーションは、Keysight Infiniiumオシロスコープにインストールされてい

るため、ダウンロードおよびインストールするソフトウェアはありません。

 • アプリケーションノート：車載イーサネットスイッチのレイテンシー

 • 試用版ライセンス：無料試用版はこちら

D9020AUTP 高速車載用 
プロトコルデコード／トリガソフトウェア
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バッテリーテスト

EP1150A バッテリーテスト用PathWave Lab Operations

バッテリーテストの運用計画をまとめて最適化しテストを加速します。

キーサイトのバッテリーテスト用PathWave Lab Operationsは、バッテリーテストの 

効率的な計画と運用をラボ全体を通じて実現します。テスト設備、テストシステム、

テスト対象や被測定デバイスなど、すべてのリソースを管理します。

この高度なソフトウェアスイートは、統合されたウェブベースのラボ管理プラット

フォームを使用しています。これにより、テストワークフローを最新化することが 

でき、従来の紙ベースのプロセスから脱却、データの整合性とトレーサビリティーを

向上することができます。本ツールを使用すれば、テスト要件を満たすために必要な

バッテリーセルやモジュール、パックのテストスループットが向上し、テスト資産の

使用率を最適化できます。

ビデオ：車載テスト用Keysight PathWave Lab Operations

データシート：バッテリーテスト用PathWave Lab Operations
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BT2192A 自己放電測定システムソフトウェア
30分という短い時間で安定的に自己放電電流を測定できます。

Keysight自己放電測定システムソフトウェアでは、正確な直流電流測定を実行する 

定電位測定法を採用。セルの自己放電電流の測定にかかる時間を大幅に短縮してい 

ます。

円筒形の18650や21700のような小型の電池の場合、安定した自己放電電流をセルの 

特性に応じて30分から2時間という短い時間で測定できます。大容量のパウチ型セル

（例：10～ 60 Ah）の場合は、測定に1～ 4時間かかります。

 • アプリケーションノート：Evaluate Self-Discharge of Lithium-Ion Cells in a Fraction 
of the Time Traditionally Required

 • 試用版のダウンロード：無料試用版はこちら

BT2192A 自己放電測定 
システムソフトウェア
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BT2155A 自己放電解析ソフトウェア
リチウムイオン電池の自己放電電流とセル電圧を測定して記録します。

キーサイトの自己放電解析ソフトウェアは、BT2152B 自己放電アナライザを制御して、

リチウムイオン電池の自己放電電流とセル電圧を測定および記録します。初期の 

電圧／電流マッチング、チャネルリミット、測定間隔、テスト期間など、アナライザ

のチャネル設定はソフトウェアで行います。

BT2155AソフトウェアとBT2152Bを組み合わせることで、電池の自己放電電流の 

測定に必要な時間を大幅に短縮することができます。

 • アプリケーションノート：Removing Noise in Lithium-Ion Battery  
Cell Self-Discharge

 • 試用版のダウンロード：無料試用版はこちら

BT2155A 自己放電解析 
ソフトウェア
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Eモビリティー
バッテリー性能の向上、パワートレインの改善、効率的な充電ステーションの普及、 

eモビリティーエコシステム全体の電力変換率の向上によって、ハイブリッド／電気 

自動車(EV)の走行距離が改善されています。

また、トラクションモーターやコンバータ、パワーコンバータ、バッテリーなどのパワー

トレインに必要な部品の正確な設計とテストは、安全で信頼性の高い次世代の車両を 

確保するために不可欠となっています。

Scienlab Charging Discoverテストソフトウェア
測定値の可視化、テストシーケンスの記録、信頼できる情報を提供するレポートの生成

が可能です。

キーサイトのScienlab Charging Discoverテストソフトウェアは、Scienlab Charging 

Discover Systemと連動して、EVおよびEV充電器(EVSE)充電システム用のモジュラーテ

ストの環境を提供します。充電技術用途の要件を満たしているので、このソフトウェア

を使用すれば充電インタフェースのテストを大幅に加速することができます。測定デー

タの可視化を促し、テストシーケンスを容易に記録、レポートを生成できます。
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ラボの管理

コネクティビティ用PathWave Lab Operations

ラボのワークフローを360度見渡せます。

キーサイトのコネクティビティ用PathWave Lab Operationsでは、ラボのワークフローを

360度見渡せる管理ツールです。このソリューションにより、テストの順組み、実行、

トラッキング、さらにデータ解析、保存、レポート作成まで、ラボのフル管理が可能に

なります。テストやラボの管理者は、ラボの業務についてさらに理解を深めることが 

できるでしょう。プラットフォームはモジュール式なので、ラボの管理に最適なオプ

ションを選択することができ、要件に基づいて柔軟に対応できます。

コネクティビティ用 
PathWave Lab Operations
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製造
自動車メーカーにとって、製造フロアの有効活用と製造コストの低減はとても重要な 

課題で、インダストリー 4.0による自動化がカギを握っています。

PathWave Manufacturing Analyticsソフトウェア
インダストリー 4.0のビッグデータ解析による実用的な考察に基づいて、製造品質の 

向上を実現します。

キーサイトのPathWave Manufacturing Analyticsソフトウェアは、電子計測の専門知識に、

データサイエンスとビッグデータエンジニアリングを融合することで、製造過程のあら

ゆるレベルに対して実用的な考察を提供します。歩留まりを向上し、再テストおよび 

ハンドリングの低減や品質低下に伴うコストの削減をビッグデータ解析により実現し 

ます。さらに、独自の革新的な分析により、投資収益率とビジネス成果の向上を加速し

ます。

 • ケーススタディー：Reducing Time to Market with PathWave Manufacturing Analytics
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InfiniiVisionオシロスコープ 
車載シリアルバス用ソフトウェア
キーサイトのInfiniiVisionデジタルオシロスコープは、世界中のエンジニアに選ばれてい
る測定器です。基本的なデバッグから詳細な解析まで、信頼できる測定を実行すること

ができます。InfiniiVisionオシロスコープは、業界最速の波形更新速度と直観的なユー

ザーインタフェースを備え、車載用シリアルバス・アプリケーション向けの最先端の 

ソフトウェアを提供しています。InfiniiVisionは、最大7つの測定機能を1台に統合、アッ

プグレード可能な帯域幅（50 MHz～ 6 GHz）、デジタルチャネル(MSO)、WaveGen 

内蔵ファンクション・ジェネレーター・オプション、およびアプリケーションに特化 

した専用ソフトウェアを備えています。そのため、車載アプリケーションをカバーする

オシロスコープの機能拡張はかつてないくらいに簡単になりました。

Keysight InfiniiVisionオシロスコープ　車載シリアルバス用ソフトウェアは、パワートレ
イン、ボディー制御／モニタリングに使用されている、一般的な幅広い車載用シリアル

バスのプロトコルトリガ／デコードを可能にします。本ソフトウェアでは、アイ・ダイ

アグラム・マスク・テストや周波数応答解析などの高度な解析機能を利用して、車載用

シリアルバスをテスト／デバッグすることができます。

InfiniiVision 4000 Xシリーズ
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InfiniiVision
オシロスコープ ライセンス 機能

2000 Xシリーズ D2000AUTB
 • 試用版のダウンロード：無料の試用版はこちら
 • 今すぐ購入

トリガ、デコード、マスクテスト機能を使用して、 
CANおよびLINの設計を短時間で簡単にテスト／ 
デバッグできます。

3000 Xシリーズ D3000AUTB
 • 試用版のダウンロード：無料の試用版はこちら
 • 今すぐ購入

CAN、CAN FD、LIN、FlexRay、SENT、PS15、 
CXPIのトリガ／デコード機能を3000 Xシリーズ  
オシロスコープで利用できます。さらに、マスクテスト
や高度演算機能なども提供します。DSOX3054AUT 
バンドルの一部として購入することもできます。

4000 Xシリーズ D4000AUTB
 • 試用版のダウンロード：無料の試用版はこちら
 • 今すぐ購入

CAN、CAN FD、LIN、FlexRay、SENT、PS15、 
ユーザー定義NRZのトリガ／デコード機能を利用 
できます。さらに、マスクテストや周波数応答解析 
も提供します。

6000 Xシリーズ D6000AUTB
 • 試用版のダウンロード：無料の試用版はこちら
 • 今すぐ購入

CAN、CAN FD、LIN、FlexRay、SENT、PS15、 
CXPI、ユーザー定義NRZのトリガ／デコード機能を 
利用できます。さらに、マスクテストや周波数応答 
解析も提供します。

InfiniiVisionオシロスコープをすでにお持ちの場合は、以下のソフトウェアライセンスから最適な

ものを選択して、オンラインで購入いただくか、または30日間の無料試用版をご利用ください。
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まだInfiniiVisionオシロスコープをお持ちでない場合は、InfiniiVision車載シリアルバス
解析用バンドルを約25 %引きで購入いただけます。バンドルには、InfiniiVisionオシロ

スコープと、車載用シリアルバスを短時間でテスト／デバッグするための厳選された 

ソフトウェア、アクセサリなどが含まれています。

バンドルモデル 
番号 構成

DSOX3054AUT 
(Betterバンドル)

 • DSOX3054T：4チャネル、500-MHz オシロスコープ
 • D3000AUTB：車載シリアルバス用ソフトウェアオプション
 • DSOX3WAVEGEN：ファンクション / 任意波形発生器機能オプション
 • N2818A 200 MHz差動アクティブプローブ
 • DSOXLAN：LAN/VGA モジュール

MSOX4154AUT  
(Best)

 • MSOX4154A：4＋16チャネル、1.5 GHzミックスド・シグナル・ 
オシロスコープ

 • D4000BDLB：アプリケーション・バンドル・オプション
 • DSOX4WAVEGEN2：2チャネルファンクション／任意発生器
 • N2818A 200 MHz差動アクティブプローブ
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車載機器テスト用 
ハードウェアソリューション
C-V2Xテストソリューション
進化する5Gテスト規格に応じた自動運転アプリケーション用のC-V2X

テストを提供

車載レーダー干渉／レシーバーテスト
車載レーダー用のモジュールテストを加速

eCall/ERA-GLONASSコンフォーマンステスト
次世代の eCall 緊急通報システムに対応

車載用イーサネット・コンプライアンス・ 
ソリューション
車載用イーサネットのチップセット／デバイスに向けた、エンドツー

エンドのファンクションテストと規格に対応したコンフォーマンステ

ストを提供

Scienlabバッテリー・テスト・システム
バッテリーセル、モジュール、パック、バッテリー管理システムに対

応した正確なテストを提供

Scienlab Charging Discovery System

EVとEV充電器(EVSE)の充電インタフェースのテスト

Automotive Solutions Catalog

車載機器開発のための基本測定器カタログ

自動車とエネルギー向けデザイン＆テストソリューション 
(eBook)

オンライン学習（Keysight University）：自動車とエネルギー

その他のリソース
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