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概要

保護手段を講じるには、
まず脅威を検出する必要があります。
脅威に効果的に対処するには、
早期警告が鍵となります。
1分1秒が重要なのです。
R&S®ARDRONISは、商用ドローンの動作を検
知すると、
ドローン信号のタイプを自動的に分類し、
ドローンとその操縦者の方向を判定し、
（コ
マンド指示により）
ドローンと操縦者間の無線制御リンクを妨害することで、
ドローンが目標に
到達することを防ぎます。

R&S®ARDRONISは、脅威に関する情報を簡潔に表示し、
ドローン
とその操縦者の方向を地図上に継続的に表示します。脅威が検出
された際には、あらかじめ指定した連絡先にただちに通報するこ
とが可能です。
また、R&S®ARDRONISは、
リモート・コントローラー
（RC）信号を証拠として記録することも可能です。ローデ・シュワル
ツ独自のARDRONISコントロールセンター（ACC）
ソフトウェアは、
複数のリモートセンサからの結果を表示します。ACCを使用すれ
ば、セキュリティー部門は、脅威の位置を特定し、対策を発動し、不
法な操縦者を捕獲する可能性を高めることができます。
R&S®ARDRONISは、注目を集めるイベントやVIPの保護に何度も
使用されており、セキュリティーサービスの強い味方であることが
既に実証されています。ローデ・シュワルツは、
これらによりドロー
ン対策ソリューションの世界標準を打ち立てました。

R&S®ARDRONIS – RCドローンの検出、位置特定、妨害

商用のリモート制御ドローンのほとんどは、周波数ホッピング
スペクトラム拡散（FHSS）という高度な周波数アジャイル信号
（アップリンク：リモート・コントローラーからの信号）により制
御されています。
これとは別に、無線LAN（アップリンク）信号’
で制御されるタイプのドローンもあります。
ドローンから送信される信号（ダウンリンク）は、一般的に
FHSS、広帯域信号、
または無線LAN信号です。

状況認識

R&S®ARDRONISは、Rohde & Schwarzの最先端のセンサを組
み合わせることで、
あらかじめ指定した空域をドローンから保
護するための信頼性の高い高性能のソリューションを実現して
います。
リモート・コントローラー(RC)の信号は、超高感度のア
ンテナとモニタリングレシーバーによって
「収集」
されます。
理想的な条件下で1)商用オフザシェルフ
（COTS）製品のRCは
最大7 kmの距離まで、DJI Phantom 4のようなドローンは最
大5 kmまで検出できます。

FHSS制御型ドローンの場合：
► R&S®ARDRONISは、測定した信号を充実したドローンプロ
ファイルのライブラリと「比較」します。この「収集＆比較」
プロセスにより、カバレッジ領域内のあらゆる脅威に対して
信頼できる早期警告を実現します。
► R&S®ARDRONISの方向探知（DF）機能では、2種類の重要
なパラメータが得られます。操縦者の方向（RC信号DF）と、
ドローン自体の方向（テレメトリー信号またはビデオダウン
リンク信号DF）です。
► R&S®ARDRONISを使えば、効果的な脅威対策を開始でき
ます。内蔵のジャマー機能により、同じ周波数バンド内の他
の信号への影響を最小限に抑えて、ターゲットのドローン
のみを妨害できます。
1)

無限フレネルゾーン、低雑音環境、CE適合トランスミッターを使用。FHSSベースのRC
は最大7 km、Wi-FiベースのRCは最大4 km、ドローンダウンリンクは最大5 km、Wi-Fi
ドローンダウンリンクは最大3.5 km。

早期警告

対策

信号妨害
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相互運用性

オープンイン
タフェース、拡
張可能性、脅
威ライブラリ

データ記録

カスタマイズ可能性

後処理

証拠保全

検出、分類、位置特定

無線LAN制御型ドローンの場合：
► R&S®ARDRONISは、
ドローンを検出できます。
► R&S®ARDRONISは、オプションで無線LAN用アンテナを
使用することで、ドローンの方向を取得できます。
► R&S®ARDRONISを使えば、効果的な脅威対策を開始でき
ます。リモート・コントローラーとドローン間の無線LANリ
ンクを妨害できます。

R&S®ARDRONISの基本パッケージ

R&S®ARDRONISは、自動化されたワークフローにより、FHSS
制御型のドローン自体とそのリモート・コントローラーの検出、
位置特定、妨害を、数秒以内に高い信頼性で効果的に実行で
きます。
R&S®ARDRONISには、
ユーザーの技術的要件に応じ
て、4種類のパッケージが用意されています。
► R&S®ARDRONIS Detection（R&S®ARDRONIS-I）
► R&S®ARDRONIS Direction（R&S®ARDRONIS-D）
► R&S®ARDRONIS Disruption（R&S®ARDRONIS-R）
► R&S®ARDRONIS Protection（R&S®ARDRONIS-P）

すべての基本パッケージの利点
►
►
►
►
►
►
►
►
►

ドローン動作の早期警告
ドローンタイプの正確な分類
プロファイルとの比較に基づく脅威アラート
証拠保全のための信号の記録
受信した映像信号によるインテリジェンス
指定した担当者／チームへの脅威通知
フィールドで実証されたドローン対策システム
オープンインタフェースによるシステム統合
ACCによるマルチセンサ広域モニタリング

パッケージ追加による機能拡張
►
►
►
►

ドローンとその操縦者の方向探知
（R&S®ARDRONIS-DおよびR&S®ARDRONIS-P）
コマンドによるRCリンクの遮断
（R&S®ARDRONIS-RおよびR&S®ARDRONIS-P）
ACCによるドローンとその操縦者の位置特定
（R&S®ARDRONIS-DおよびR&S®ARDRONIS-P）
ACCによるリモートジャマーの集中制御
（複数のR&S®ARDRONIS-RおよびR&S®ARDRONIS-P）

無線LAN制御型ドローンへの対処のための追加オプショ
ン
R&S®ARDRONISの各基本パッケージは、
オプションで拡張す
ることにより、無線LANドローンの検出、
そのタイプの分類、無
線LANダウンリンクビデオの傍受、
ドローンが使用している無
線LANの妨害機能を追加でサポートできます。

特徴
►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

あらゆる脅威への対処には、早期警告が鍵となります。
R&S®ARDRONISは、ドローンが離陸する前からRC動作を
検出できます。早期警告だけでも、多くの場合にジャミン
グや操縦者の捕獲といった効果的な対策を取ることができ
ます。
FHSS制御型ドローンの方向探知（DF）
方向情報は、セキュリティー担当者にきわめて大きな戦術
的優位性をもたらします。方向探知と位置特定によって、ド
ローンと操縦者に対して効果的対応を迅速に取ることがで
きます。
FHSS制御型ドローンに対するアクティブな対策
ジャミングモードの選択により、単独の脅威にも複 数の脅
威にも適切に対処できます。
状況認識
広いカバレッジ領域内での関連するすべての周波数でのド
ローン動作の継続的報告により、状況認識が得られます。
FHSS制御型ドローンの自動分類
RC信号の信頼性の高い検出と測定の後で、RCパラメータ
が内蔵プロファイルライブラリと自動的に照合されます。
自動脅威アラート機能を備えたR&S®ARDRONISは、最小
限のトレーニングだけで使用できます。信号が脅威に分類
された場合、ユーザーインタフェースを通じてただちにオペ
レーターに警告が発せられます。
内蔵の即時通知は、手動または自動で起動できます。重要な
関係者に短時間で効率的に通知を送ることができ、オペレ
ーターは現在の状況から注意をそらす必要がありません。
ビデオ傍受
R&S®ARDRONISは、一般的なさまざまなフォーマットの傍
受と可視化が可能です。セキュリティー担当は、ドローン操
縦者が何を見ているかを確認できるので、ドローン関連の
インシデントの発生中にも発生後にも優位に立つことがで
きます。
証拠の保全
ビデオ信号のデコードと、ドローンのRC信号の記録によっ
て、セキュリティースタッフは、ドローンパイロットが違法行
為に携わっていたことを証明するための貴重な証拠を収集
できます。
広範囲の監視と保護
ACCには、リモートセンサからのすべての検出および方向
データの概要、地図を使用した脅威の位置特定、アクティ
ブな対策の即時実行といった機能が備わっており、広い範
囲を保護するために役立ちます。
無線LAN制御型ドローンの検出と妨害
R&S®ARDRONISパッケージは、オプションで拡張すること
により、無線LAN制御型ドローンに対処するためのセンサ
機器を追加できます。
R&S®ARDRONISは、オープンインタフェースにより、
マル
チベンダー／マルチセンサソリューションに統合できるの
で、インテグレーターにとっては特に便利です。
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早期警告

あらゆる脅威への対処には、早期警告が鍵と
なります。
これは、
できるだけ短い時間で信号
を検出するために不可欠です。
早期警告と、
ドローンとそのリモート・コントローラーの方
向／範囲に関する情報を組み合わせること
で、脅威を未然に防止し、
ドローン操縦者を捕
獲できる可能性が高まります。
RC動作をドローンの離陸前から探知可能

ドローンには、離陸の前の飛行前点検が必要です。
この
間には無線制御がアクティブになるので、探知が可能で
す。
R&S®ARDRONISは、
このようなRC信号を広い範囲から収
集することで、
ドローン動作に対する早期警告を実現できます。

レーダーなどのセンサには、
ドローンへの
「見通し」が必要で
す。
音響センサなど、
その他のタイプのセンサは、距離や環境条
件といった要因によって制限されます。
無線通信リンクに基づ
くモニタリングには、
ドローンのスイッチがオンにされた瞬間か
らそのRCを検出できるという、他の方法にはない利点がありま
す。
R&S®ARDRONISによる早期警告能力は、
あらゆるマルチセ
ンサドローン対策システムにとって重要な利点となります。

早期警告だけで多くの場合に効果的な対応が可能

早期警告は、対応までの時間短縮に直接寄与しま
す。
R&S®ARDRONISのオペレーターは、刑務所の封鎖、VIPの
避難開始、飛行機の操縦士への離陸中止指示、不法なドロー
ン操縦者を捕獲するセキュリティー担当の派遣といった指令を
出すことができます。

DFと組み合わせることで、FHSS制御型ドローン操縦者の
位置を特定した対応が可能になります。

ドローン操縦者の位置を把握した上でセキュリティー担当者
を派遣することで、操縦者を発見して捕獲できる可能性が高ま
ります。

無線LAN制御型ドローンの探知および方向を特定

無線LAN制御型ドローン向けの追加オプションには、
ドロー
ン検出の機能があります。
無線LAN用アンテナを使用すること
で、方向情報も入手できます。
これにより、
ドローンとその操縦
者を発見できる可能性が高まります。
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FHSS制御型ドロー
ンの方向探知

早期警告と効果的な方向探知（DF）の組み
合わせにより、高い確率で脅威を無効化でき
ます。
セキュリティー担当者は、
ドローンが接
近してくる方向を知ることができるので、
ドロ
ーン操縦者を発見できる可能性が高まりま
す。
R&S®ARDRONISによって得られる正確な方
向情報は、セキュリティー担当者にきわめて
大きな戦術的優位性をもたらします。

DFにより、セキュリティー担当者はドローン操縦者の位置
を特定して捕獲することが可能

R&S®ARDRONISでは、
ドローン操縦者の方向が地図上に方位
線で示されます。
ACCでは、2本以上の方位線の交点によって
操縦者の位置を特定できます。
この情報を利用して、セキュリテ
ィー担当者はドローン操縦者が存在する可能性が高い場所を
判定できます。
短時間でスタッフが出動できるので、操縦者を確
保できる可能性が高まります。

R&S®ARDRONISによるRCドローンの監視

ドローンが操縦者に信号（テレメトリーデータやビデオなど）を
送信している場合、R&S®ARDRONISを使用すれば、信号の方
向を特定して、地図上の方位線を継続的に更新できます。
RCド
ローンの方向を知ることで、セキュリティー担当者は、対策の発
動や標的となる人物の安全な避難など、適切な対応を行うこ
とができます。

デュアルチャネルDFによる高速で正確な結果

R&S®DDF550 広帯域方向探知機は、方向探知と信号解析を
同時に実行するので、複数のドローンやRCトランスミッターが
存在する状況に特に適しています。

DFパラメータの自動設定

RCドローンの方向判定のための最も効果的なセットアップを
実現するため、DFパラメータはすべてR&S®ARDRONISによっ
て自動的に設定されます。
この自動設定により、最適な結果が
得られ、
ユーザーは複雑な設定に煩わされなくなります。
ユー
ザーは、DFパラメータのチューニングでなく、本来のミッション
に集中できます。
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FHSS制御型ドローンに対するアクティブ
な対策
R&S®ARDRONISでのアクティブな対策とは、
スマートジャミング法を使用してドローンへのRC信
号を妨害することを指します。

スマートジャミング方式

ジャミングの目的は、RCリンクを妨害することで
す。
R&S®ARDRONISは、
ドローンのRC信号をジャミングして、
敵対的行動を阻止することができます。
ドローンのアップリンク
信号が妨害された場合、操縦者はドローンを制御できなくなる
ため、
ドローンはフェールセーフモードに切り替わり、着陸また
は出発点への帰還を試みます。
FHSSドローンは、周波数アジャ
イル型の短時間エミッション
（ホッパー信号）によって制御され
ます。
これらのバースト
（一般的にホップと呼ばれるもの）は、無
線LANやBluetooth®で用いられる信号と似ており、
これらの信
号と同じ周波数レンジで共存できます。

検出されたドローンのタイプと数に応じて、最適な方法で脅
威を無効化するため、
スマート・フォロワー・ジャミング・モー
ドまたはスマート広帯域掃引ジャミングモードが用いられま
す。
R&S®ARDRONISのスマートジャミング方式は、低出力のア
プローチを採っており、一般的な妨害ジャマーに比べてはるか
に小さい出力パワーしか必要としません。
効率がきわめて高い
ため、出力が小さくてもドローンへの影響は低下しません（ジャ
ミングパワーが脅威信号に集中されるため）。
デフォルトの無指
向性ジャミング方法は、脅威の数とその接近方向と無関係に、
即座に脅威に対処できます。

►

►

スマート・フォロワー・ジャミング：R&S®ARDRONISは、ド
ローンのリモート制御による無線バーストをシステマティッ
クに妨害することで、ドローンに無関係な信号への影響を
最小化できます。
スマート広帯域掃引ジャミング：R&S®ARDRONISは、複数
のドローンのリモート制御による無線バーストを妨害するた
めに、バンド全体をカバーする掃引信号を発生します。この
信号には、ドローンのレシーバーの感度を下げる効果があり
ます。これにより、ドローンはそれより弱いRC無線バースト
（操縦者からの信号）を受信できなくなります。

ジャミングが成功するためには、
ドローンが受信するRC信号を
妨害するのに十分なパワーをジャミング信号が持つ必要があ
ります。
これは、
アンテナの間の距離（およびアンテナの高さ）、
アンテナの向き
（特にRCアンテナ）、
「見通し」条件、当該領域内
での他の強い信号の存在、反射や屈折といった環境の影響な
ど、
さまざまな要因に依存します。

R&S®ARDRONISのジャマーは、他の種類のジャマーよりもは
るかに小さいパワーしか必要としません。
低出力のアプローチ
により、ジャミングが可能な距離は、良好な
「見通し」伝搬条件
の下で、
スマート・フォロワー・ジャミング・モードでは相手のRC
との距離の3分の2（下図参照）、
スマート広帯域掃引ジャミング
モードでは約40 %です。

ジャミング距離

1/3
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2/3

状況認識

R&S®ARDRONISは、広いカバレッジ領域内で関連するすべての周波数でのドローン動作を継続
的に報告することで、状況認識を実現します。
保護される空域の概要を常に把握できるように、
RC信号のタイプ、方向、脅威のステータスが表示されます。
RC信号に基づく方向探知による高い信頼性と低い誤警
報率

多くのセンサタイプの重要な弱点は、
あいまいさです。
すなわ
ち、探知結果が測定よりも解釈に基づいていることです。
無
線信号には特徴的なパラメータがあり、精密な測定が可能で
す。
FHSS制御型ドローンの場合、
これらのパラメータを既知
のドローンプロファイルのライブラリと照合することができま
す。
R&S®ARDRONISには大規模なプロファイルライブラリが内
蔵されており、高い確度でドローンを特定するプロファイルを
見つけることができます。
このため、RC信号に着目することで、
誤警報率を低くすることができます。
R&S®ARDRONISは、RCリンクを検出し、セキュリティー担当
者に潜在的脅威を警告します。
これにより、脅威が現実で危険
があると判断された場合には、
さらなる対策を取ることができ
ます。

スペクトラム全体の認識

R&S®ARDRONISは、選択した周波数レンジ内に検出されたす
べてのアクティブなRC信号の包括的リストを表示します。
ロー
デ・シュワルツの代表的なアンテナ／レシーバーの組み合わせ
は、20 MHz～6 GHzの周波数レンジに対応します。
このレンジ
内で、R&S®ARDRONISは、
オペレーターが選択した関連する
すべての周波数バンドをカバーして、RCドローンを監視します。
代表的な周波数バンドを以下に示します。
► 2.4 GHz、5.8 GHz
► 902 MHz～928 MHz
► 433 MHz～434 MHz

無線LAN制御型ドローンは、無線LAN設定を解析することによ
って検出されます。

R&S®ARDRONISのオペレータービュー：使いやすいGUIにより、運用ワークフローの効率が上がり、複数のリモート制御装置とドローンの分類と方向探知を、
高い信頼性で自動的に行えます。
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FHSS制御型ドローンの自動分類

ドローンは、
その機能に応じて、脅威と見なされる場合も見なされない場合もあります。
したが
って、検出されたドローンのタイプを正確に分類することが、
その後の意思決定プロセスにとっ
て重要です。
分類は、RC信号の信頼性の高い検出と測定から始まります。
個々の無線バースト
の自動測定と比較により、1つのRC信号のパラメータを定義できます。
これらは、内蔵のプロファ
イルライブラリと比較されます。
未知のRC信号のプロファイルを新規作成して、
ライブラリに追
加することも簡単にできます。
これにより、R&S®ARDRONISは、将来にわたってドローンの正確な
分類が可能です。
混雑した信号環境内でも信頼性の高い信号分類が可能

RCドローンは、周波数ホッピング方式により、無線周波数をシ
ステマティックに変更しています。
このような信号は分類が困難
ですが、R&S®ARDRONISは、
プロファイルに基づく信頼性の高
い自動分離アルゴリズムを使用して、選択したRCドローン信号
を他の信号から分離できます。
分離機能は、個々の無線バース
トを、
ホップ長、変調方式、
タイミングといった技術的パラメー
タに基づいて、
クラスターにまとめます。
ホップの各クラスター
に対して、
アルゴリズムはRCプロファイルによってホップパラメ
ータを自動的に対応付けます。
これは高速なプロセスであり、
これによってR&S®ARDRONISは、高密度の環境でもRC信号
を正確に照合できます。
例えば、無線LAN、Bluetooth®、車載用
キーレス・エントリー・システム、
アラーム信号などを含むISM
バンドの場合です。

広範なRCプロファイルライブラリによる受信信号の正確
な照合

R&S®ARDRONISは、RCプロファイルの大規模なライブラリに
基づいて、FHSS制御型ドローンを検出して分類します。
このラ
イブラリは、R&S®ARDRONISソフトウェアとともにインストー
ルされ、継続的に拡張されます。
多くの商用ドローンのプロファ
イルが、
すでにライブラリに記録されています。

プロファイルライブラリの継続的更新

ローデ・シュワルツは、新しいドローンタイプに関する情報を継
続的に収集しており、
これに基づいて、
プロファイルライブラリ
に新しいRCパラメータのセットを定期的に登録しています。
こ
れらの新しいプロファイルは、
サービス契約に基づき更新して
お客様に提供されます。
有効なサービス契約を結んでいるお客
様には、更新が利用可能になると自動的に通知が送られます。
更新ファイルは、
ローデ・シュワルツのカスタマー・サービス・ポ
ータルから入手できます。
更新ファイルをインストールすると、
ソフトウェアが更新され、
プロファイルライブラリが拡張されま
す。
お客様がライブラリに追加したプロファイルは、更新プロセ
スの影響を受けません。

お客様によるライブラリの拡張／変更

R&S®ARDRONISでは、
いくつかの方法でカスタムプロファイル
を作成できます。
未知のドローンには、“Unnamed”というプロ
ファイルが割り当てられます。
既存のドローンに類似した未知
のドローンが検出された場合、
ライブラリからプロファイルをコ
ピーして、手動で変更することにより、未知のRC信号に合わせ
ることができます。
また、
ユーザーインタフェースから簡単なコ
マンドを使用することで、結果リストのエントリーから新規プロ
ファイルを作成することもできます。
知識のある方なら、RC信
号を記録し、R&S®CA100IS 信号解析ソフトウェアなどを使用
して正確な測定を行うことで、
プロファイルを作成することが
できます。

RC信号

無線LAN、Bluetooth®、
ビデオ信号などが存在す

る高密度のISMバンドでの信頼性の高いRC信
号分類
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自動脅威アラート 内蔵の即時通知
自動アラート機能があるため、R&S®ARDRONIS
のオペレーターは、最小限のトレーニング
だけで、検出された脅威に迅速に対応でき
ます。
オペレーターは適切なシナリオを選択
して処理を開始するだけで、残りの作業は
R&S®ARDRONISが行ってくれます。
脅威が検出
されると、
ユーザーインタフェースを通じてオ
ペレーターにアラートが送られます。

脅威と定義されたプロファイルとの一致が見つかった場
合、
ユーザーインタフェースにアラームを表示

最初に、
オペレーターはシナリオを選択します。
例えば、定義済
みのISM 2.4 GHzシナリオなどです。
このシナリオには、
さまざ
まなプロファイルが含まれます。
これらのプロファイルの一部
は、脅威としてマークされています。

検出されたRC信号のパラメータが脅威プロファイルのパラメ
ータと一致した場合、R&S®ARDRONISは即座にユーザーイン
タフェースに視覚的警告を表示します。
その他のアクションとし
て、警告音、SMS通知、IPトリガなども設定できます。

脅威検出により即時対応が可能

ターゲットのタイプとドローン操縦者の意図に応じて、即時対
応を開始することができます。
アラートを見たオペレーターは、
信号の記録、上部への報告、セキュリティー担当者の派遣とい
った対策を開始できます。

R&S®ARDRONISには内蔵通知サービスが備わ
っており、自動的に起動することも、GUIからボ
タン1つで起動することもできます。
このシンプ
ルな機能によって、現在のイベントを重要な
関係者に短時間で効率的に知らせることがで
き、
オペレーターは現在の状況から注意をそ
らす必要がありません。
重要な情報フロー

脅威が発生した場合、上部の意思決定者、
アナリスト、セキュリ
ティー担当者などが通知に応答し、重要な情報を即座に入手
することができます。

意思決定のサポート

脅威の即時通知により、対策や他の手段の展開といった意思
決定を遅滞なく行うことができます。

組織的攻撃によって、複数の方向からドローンが接近している
場合、R&S®ARDRONISのGUIから直接脅威アラートを送信す
ることで、貴重な時間を節約できます。

アラートの配信

R&S®ARDRONISの通知機能はオンラインのショート・メッセー
ジ・サービスに基づいているので、脅威アラートメッセージを即
座に配信することで、迅速な対応を可能にします。
オンサイトの
セキュリティー担当向けのシンプルなアラートから、組織全体
への脅威警告まで、SMS通知を使用することで、情報を必要と
するすべての人にアラームを即座に届けることができます。

SMS通知

¸ARDRONIS alarm:
DJI Phantom 2 emitter detected
at 240 degrees (SW).
Time: 2017-02-15 12:24
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ビデオ傍受

証拠の保全

PAL、NTSC、無線LAN

ビデオ傍受から得られる重要な証拠

ドローンは、
プライバシーの侵害、産業スパ
ドローンから送信されるビデオ信号の傍受
は、セキュリティー担当者にとってさまざまな イ、DoS攻撃、物理的攻撃といったさまざまな
犯罪活動に利用されます。
ドローン操縦者の
利点があります。
R&S®ARDRONISは、一般的に
使用されているさまざまなビデオフォーマット ビデオ信号やRC信号をキャプチャーすること
の傍受と可視化が可能であり、今後も新しい で、違法行為を証明する貴重な証拠を確保で
きます。
規格が追加されていく予定です。
PAL、NTSC、無線LANは、
ライブビデオの送信に用いられる
一般的な規格です。
このため、多くのドローンがこれらの規
格をビデオダウンリンクに使用しています。
R&S®ARDRONIS
は、
これらのビデオダウンリンクを傍受できます。
アナログ
PALおよびNTSCビデオストリームの復調／デコード機能
は、R&S®ARDRONISのすべてのパッケージに含まれてい
ます。
無線LANのビデオストリームの復調／デコード機能
は、R&S®ARDN-WFDCオプションに含まれています
（無線LAN
受信用にR&S®ARDN-WFセンサが追加で必要）。

セキュリティー担当者にとっての利点

ビデオ信号のデコードにより、セキュリティー担当者は、
ドロー
ン操縦者と同じビデオを見ることができます。
これにより、以下
の利点が得られます。
► 周囲の映像からドローン操縦者の位置を迅速に特定でき
ます。
► 移動方向と操縦者の挙動は、
ドローンが脅威かどうかを判
定するための参考になります。
► プライバシーの侵害、産業スパイ、密輸といった目的の場
合、ターゲット領域の映像から操縦者の目的が明らかにな
ります。
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早期警告により、
デコード可能なドローンカメラがアクティブに
なると、即座に映像をデコードして表示できます。
この映像に
は、
ドローンの出発地、
ドローン操縦者の顔、近くの自動車のナ
ンバープレートなどが映っている可能性があります。
攻撃中に
キャプチャーされた映像は、犯罪の意図を実証し、対処行動を
正当化するために役立ちます。

記録したRC信号の解析と照合

RC信号の記録を解析することで、信号パラメータの詳細な記
述を作成できます。
これは（プロファイルライブラリなどで）特定
のRCタイプと照合でき、特徴的な属性が見つかった場合はトラ
ンスミッターを特定できる場合もあります。
ドローン操縦者を捕
獲した場合、
このような記録は、操縦者の違法行為の証拠とし
て利用できます。

広範囲の監視と
保護

ローデ・シュワルツのARDRONISコントロー
ルセンター（ACC）
ソフトウェアは、
リモート
R&S®ARDRONISシステムから検出データと方向
データを収集し、
すべてのサイトの概要をオペ
レーターに示すことで、広い範囲への対応を
可能にします。
複数のセンサによる広い領域への対応

ACCは、
すべてのR&S®ARDRONISセンサから利用可能な検出
データを収集し、
どれが脅威を表す可能性があるかを示しま
す。
リモートサイトに方向探知機能（DF）が備わっている場合、
検出されたFHSS信号の方向も可視化できます。
FHSS制御型
ドローンの場合、
オペレーターが検出結果を選択すると、ACC
はそれらの信号の方位線を表示します。
複数の方位線の交点
から、
オペレーターは脅威の位置を特定できます。

ACCは、特定の脅威をターゲットとして、
リモートサイトにある
ジャマーを個別に制御できます。
直感的なGUIは、脅威に関す
る情報をオペレーターに知らせ、信号のジャミングが可能かど
うかを示し、貴重な時間を無駄にせずに対策を発動するため
に役立ちます。
ACCの機能のまとめを以下に示します。
► 1つ以上のリモートR&S®ARDRONIS ステーションへの接続
► リモートステーションの位置の地図上への表示
► 検出されたすべてのドローン関連の信号（FHSSおよび無線
LAN制御型ドローンに関連するもの）のリスト表示
► 検出された信号のうち脅威を表すものの強調表示
► ユーザーによるリスト内の検出結果の選択
► 選択したFHSS制御型ドローンの検出結果に対応する方位
線の地図上への表示
► FHSS制御型ドローンに対応する方位線の交点による脅威
の位置特定
► 無線LAN制御型ドローンの方向情報の表示
► ユーザーによる妨害対策の開始

ACCは、
リモートセンサからのデータを継続的に収集し、わか
りやすいサマリーを中央のワークステーションに表示します。
最
大の利点は、1人のオペレーターが広い領域のドローン活動を
監視し、必要な場合は遅滞なく対策を開始できることです。

ACCに表示された方位線による脅威の位置特定
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無線LAN制御型ドローンの検出と妨害

R&S®ARDN-WFは、
すべてのR&S®ARDRONISパッケージに無線LANドローンのRC信号検出機能をオ
プションとして追加します。
R&S®ARDN-WF用の2つのオプションにより、無線LANビデオ傍受また
は無線LANドローン対策の機能を追加できます。
無線LAN制御型ドローンへの対応

FHSS制御型と無線LAN制御型のどちらのドローンも、
オペレ
ーターが不注意あるいは悪意を持っている場合、深刻な脅威
を引き起こします。
R&S®ARDRONISでは、無線LANによるリ
モート制御やビデオリンクを検出するオプションのソリューシ
ョンによって、
これらの脅威に対応できます。
これらの機能に
は、R&S®ARDN-WFオプションが必要です。
このオプションは、
1つのR&S®ARDRONIS基本パッケージに複数追加できます。
R&S®ARDN-WFには、以下の機能があります。
► ドローンの無線LAN RC信号の検出
► 定義済みの「ブラックリスト」に対する検出結果の照合
► 検出されたすべてのドローン無線LAN信号またはブラック
リストに一致したRC信号だけの表示
► 検出結果が脅威を表すかどうかの判定
► オペレーターは、
ドローンに無関係な無線LAN信号や既知
の無害なドローンを含む「ホワイトリスト」を作成すること
も可能
無線LANセクターアンテナを接続した1つ以上のR&S®ARDNWFボックスを使用することで、無線LAN制御型ドローンの方
向情報を得ることができます。
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無線LANビデオリンクの可視化（オプション）

無線LANビデオリンクの検出と可視化には、R&S®ARDNWFDCオプションが必要です。
詳細については、12ページの
「ビ
デオ傍受」を参照してください。

アクティブな対策（オプション）

表示された検出のタイプによっては、
オペレーターはさらなる
行動が必要と判断する場合があります。
例えば、R&S®ARDNWFCM 対策オプションを使用した、無線LANリモート・コント
ローラーとドローンの間の通信の妨害などです。

無線LANドローンのアップリンク信号が妨害された場合、
ドロ
ーンはフェールセーフモードに切り替わり、着陸または出発点
への帰還を試みます。
この場合、
ドローン操縦者はドローンを
制御できなくなります。

オープン
インタフェース

R&S®ARDRONISは、
オープンインタフェースの使
用により、
マルチベンダー／マルチセンサソリ
ューションに統合できるので、
インテグレータ
ーにとっては特に便利です。
マルチセンサソリューションでのR&S®ARDRONIS

マルチセンサシステムを使用することで、
インテグレーターは、
個々のセンサタイプの利点を活かしながら、
その欠点も補う
ことができます。
このため、多くのシステムには、
レシーバー、
方向探知機、音響アレイ、光センサ、
レーダーが含まれていま
す。
R&S®ARDRONISは、
オープンインタフェースを使用してい
るため、
このようなシステムに統合して、早期警告、
プロファイ
ル照合、方向探知、対策から得られるすべての利点を提供でき
ます。

マルチベンダーソリューションでのR&S®ARDRONIS

R&S®ARDRONIS内部で送信されるメッセージは、外部アプリ
ケーションで読み取って評価することができます。
このようなサ
ードパーティアプリケーションを使えば、
メッセージ内の情報
に基づいて、意思決定、情報の配信、行動の開始などを行うこ
とができます。
これにより、R&S®ARDRONISで提供されるさま
ざまな機能を、
マルチベンダーソリューションに容易に統合で
きます。

R&S®ARDRONISセンサを使用したマルチセンサソリューシ
ョンについては、GUARDIONソリューションを参照してくださ
1)
い。
1)

www.guardion.eu
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柔軟な導入

R&S®ARDRONISは、特定の領域をカバーする固定システム、一時的なカバレッジを実現する半移
動型ソリューション、
または臨時のセキュリティー確保のための完全ポータブルソリューション
として配備できます。
最新のデザインによりカスタムソリューションを容易に実現でき、特にポー
タブルシステムで利点があります。
強力でコンパクトでポータブルなセットアップ

R&S®ARDRONISは、完全なモジュール式の構成変更可能な
デザインにより、
ユーザーの個別の要件に正確に適合させるこ
とができます。

R&S®ARDRONIS-Iセットアップ

R&S®ARDRONIS-Iは、
ドローンの検出と分類、
すなわち特定の
領域内のドローン活動の監視を目的とするユーザーに最適で
す。
これは比較的小規模でコンパクトであり、短時間でセットア
ップできます。

ポータブル用途のために、R&S®ARDRONIS-Iアプリケーション
（アンテナ、
レシーバー、
ノートパソコン、
アクセサリ）用のコン
パートメントがついた輸送用ケースが付属しています。

詳細情報：
►
►

R&S®HE600 アクティブ無指向性受信アンテナ技術
情報（4094.9019.02）
R&S®EB500 モニタリングレシーバー製品カタ
ログ（PD 5214.3800.12）およびデータシート
（PD 5214.3800.22）

R&S®ARDRONIS-I輸送用ケース

R&S®ARDRONIS-Iの構成
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R&S®ARDRONIS-Dセットアップ

R&S®ARDRONIS-Dは、RC信号の方向を、可能な限り短い時
間で、効果的に高い信頼性で検出し、判定します。
R&S®ARDRONIS-Dは、R&S®ARDRONISソリューション全体
の鍵となるコンポーネントです。
信頼性の高い検出結果と、詳
細な現地地図上に重ね描きされる精密な方位線は、セキュリ
ティー担当者にとってさまざまな利点があります。

コンパクトなINCASボックスを使用可能で、輸送が容易です。
高耐候性のケース
（6 RU）なので、雨や埃、
さらに極端な温度に
さらされる場所への輸送および配備のために使用できます。

R&S®ARDRONIS-D用の耐候性輸送ソリューション

詳細情報：
►

►

►

R&S®ADDx マルチチャネルDFアンテナ製品カ
タログ（PD 0758.1106.12）およびデータシート
（PD 0758.1106.22）
R&S®DDF550 広帯域方向検出器製品カタ
ログ（PD 5214.5310.12）およびデータシート
（PD 5214.5310.22）
R&S®R&S®ARDN-DFC-T/R&S®ARDN-DFC-C 輸送ボ
ックス（6RU）／6RU用エアコンディションデータシー
ト（PD 3683.3971.22）

R&S®ARDRONIS-Dの構成
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アクティブアプローチ：R&S®ARDRONIS-Rセットアップ

R&S®ARDRONIS-Rには、RC信号の検出および分類のた
めに、R&S®WSE 広帯域スマート励振器が付属していま
す。
R&S®WSEに、R&S®SGT100A SGMA ベクトルRF信号
源、R&S®WSE-RTA RX/TXスイッチおよびアンプを組み合わせ
て使用すれば、商用ドローンで使用しているあらゆる周波数バ
ンドでドローン制御信号を妨害することができます。

コンパクトなINCASボックスを使用可能で、輸送が容易です。
高耐候性のケース
（8 RU）なので、雨や埃、
さらに極端な温度に
さらされる場所への輸送および配備のために使用できます。

詳細情報：
►

►

►

R&S®WSE 広帯域スマート励振器データシート
（PD 5215.1918.22）およびR&S®WSE-RTAデータシ
ート（PD 5215.1924.22）
R&S®SGT100A SGMAベクトルRF信号源製品カ
タログ（PD 3607.0217.12）およびデータシート
（PD 3607.0217.22）
R&S®ARDN-CMC-T/R&S®ARDN-CMC-C 輸送ボッ
クス（8RU）／8RU用エアコンディションデータシート
（PD 3683.3988.22）

R&S®ARDRONIS-Rの構成（RX/TX無指向性

または指向性アンテナによる構成が可能）
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R&S®ARDRONIS-R用の高耐候性輸送ソリューション

アクティブアプローチ：R&S®ARDRONIS-Pセットアップ

R&S®ARDRONIS-Pには、RC信号の検出、分類、妨害のため
に、R&S®WSE 広帯域スマート励振器が付属しています。
R&S®ARDRONIS-Pでは、RCドローンの分類、方向探知、対策
が可能です。
ドローン操縦者とドローンの方向を判定するため
の追加のR&S®DDF550が含まれています。

プラグ・アンド・プレイ方式

R&S®ARDRONISデバイスおよび構成は、
プラグ・アンド・プレイ
方式により、最小限の労力で配備できます。
機器とノートパソコ
ン
（オプション）は、
あらかじめ設定済み（IPアドレス、
ソフトウェ
ア／ファームウェアのインストール）で届けられます。

R&S®WSEに、R&S®SGT100A SGMA ベクトルRF信号源、
R&S®WSE-RTA RX/TXスイッチおよびアンプを組み合わせて
使用すれば、商用ドローンで使用しているあらゆる周波数バン
ドでドローン制御信号を妨害することができます。
一方、
R&S®DDF550は、他の周波数バンドで多くのRCドローン信号
を同時に検出します。
輸送および配備向けのオプションについては、
R&S®ARDRONIS-DおよびR&S®ARDRONIS-Rのセットアップ
を参照してください。

詳細情報：
►

►

►

►

R&S®WSE 広帯域スマート励振器データシート
（PD 5215.1918.22）およびR&S®WSE-RTAデータシ
ート（PD 5215.1924.22）
R&S®SGT100A SGMAベクトルRF信号源製品カ
タログ（PD 3607.0217.12）およびデータシート
（PD 3607.0217.22）
R&S®ADDx マルチチャネルDFアンテナ製品カ
タログ（PD 0758.1106.12）およびデータシート
（PD 0758.1106.22）
R&S®DDF550 広帯域方向検出器製品カタ
ログ（PD 5214.5310.12）およびデータシート
（PD 5214.5310.22）

R&S®ARDRONIS-Pの構成
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R&S®ARDRONIS-WFセットアップ

R&S®ARDN-WFに無線LANアンテナを接続することにより、無
線LANドローンのRC信号検出、無線LANビデオ傍受（オプショ
ン）、無線LANドローン対策（オプション）が可能になります。
► 複数のR&S®ARDN-WFボックスをR&S®ARDRONISの基本
パッケージに追加することで、必要な領域を対象とした無
線LANドローン検出と対策を実現できます。
► センター局のコンピューターで動作するACCソフトウェアに
よって、LANで接続されたすべてのR&S®ARDRONISリモー
トシステムが制御されます。詳細については、11ページの「
広範囲の監視と保護」を参照してください。

2

1

無線LAN受信のためのセンサ構成：

（1）R&S®ARDN-WF 屋外用PC、

（2）R&S®ANT-DDO 無指向性無線LANアンテナ
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トレーニングコース

R&S®ARDRONISトレーニングコースは、
教室での理論的講義と実践的な演習の組み合わせです。
ド
ローンによる脅威に効果的に対処するために理解する必要がある重要なトピックを扱います。

このコースでは、
ドローンによって発生するセキュリティー脅威
を理解するために必要な知識と、検出、方向探知、対策などの
主要機能の使用方法について説明します。
すべてのコースは、
講師を進行役とする対話型の形式をとっています。
講師は、質
疑応答セッション、継続評価、最終試験を組み合わせることで、
効果的な知識移転を達成します。

R&S®ARDRONISオペレータートレーニング
R&S®ARDRONIS-I、R&S®ARDRONIS-D、R&S®ARDRONISR、R&S®ARDRONIS-Pの各セットアップに合わせた4種類のオ
ペレーター・トレーニング・コースが用意されています。

参加者は、検出のためのさまざまな配備シナリオ、RCドローン
によって引き起こされる脅威について学びます。
配備シナリオ
によっては、無線伝搬の障害と検出に発生する可能性がある
問題についても学びます。

さらに、実習セッションでは、R&S®ARDRONISの設定と操作の
方法を学びます。

これらのコースの前提条件としては、商用ドローンの使用に関
する国家規制についての知識が必要です。

これらのコースでは、
ドローンとそのリモート制御に関する基
本理論を学びます。
参加者は、RCドローンで使用されている伝
送規格について、周波数バンド、
パワー、制御リンクの到達距離
の間の関係を理解します。

コースの概要
コース名

R&S®ARDRONIS-I
オペレータートレーニング
R&S®ARDRONIS-D
オペレータートレーニング
R&S®ARDRONIS-R
オペレータートレーニング
R&S®ARDRONIS-P
オペレータートレーニング

R&S®ARDRONIS
サイト選択トレーニング

対象者
R&S®ARDRONIS-Iシステムのオペレーター
R&S®ARDRONIS-Dシステムのオペレーター
R&S®ARDRONIS-Rシステムのオペレーター
R&S®ARDRONIS-Pシステムのオペレーター
モバイルまたは配備可能なR&S®ARDRONIS
システムをセットアップ／操作するユーザー

目的

所要時
間

参加者は、RCドローンの基本理論を学び、R&S®ARDRONIS-Dおよび
関連アプリケーションの設定／操作ができるようになります。

2日間

参加者は、RCドローンの基本理論を学び、R&S®ARDRONIS-Iおよび関
2日間
連アプリケーションの設定／操作ができるようになります。
参加者は、RCドローンの基本理論を学び、R&S®ARDRONIS-Rおよび
関連アプリケーションの設定／操作ができるようになります。
参加者は、RCドローンの基本理論を学び、R&S®ARDRONIS-Pおよび
関連アプリケーションの設定／操作ができるようになります。

参加者は、R&S®ARDRONISシステムの最適化カバレッジ条件のため
の適切なアンテナおよびアンテナサイトを選択できます。

参加者は、関連するRFトピックについて学び、R&S®ARDRONISエキス
CUAV信号解析の基礎トレ R&S®ARDRONISシステムの熟練したオペレー
パートコースに必要な波形伝搬の原理の詳細な理解を得ることがで
ーニング
ター、信号アナリスト、管理者
きます。

R&S®ARDRONIS-I
エキスパート・オペレータ
ー・トレーニング1）
R&S®ARDRONIS-D
エキスパート・オペレータ
ー・トレーニング1）
R&S®ARDRONIS-R
エキスパート・オペレータ
ー・トレーニング1）
R&S®ARDRONIS-P
エキスパート・オペレータ
ー・トレーニング1）

R&S®ARDRONIS-Iシステムの熟練したオペレ
ーター、信号アナリスト、管理者
R&S®ARDRONIS-Dシステムの熟練したオペ
レーター、信号アナリスト、管理者

1）

2日間
1日間
1日間

参加者は、R&S®ARDRONIS-Iのエキスパートビューについて学
び、R&S®ARDRONIS-Iシステムを手動で設定して、独自のドローン検出 1日間
プロファイルを作成できるようになります。
参加者は、R&S®ARDRONIS-Dのエキスパートビューについて学
び、R&S®ARDRONIS-Dシステムを手動で設定して、独自のドローン検
出プロファイルを作成できるようになります。

参加者は、R&S®ARDRONIS-Rのエキスパートビューについて学
R&S®ARDRONIS-Rシステムの熟練したオペレ
び、R&S®ARDRONIS-Rシステムを手動で設定して、独自のドローン検
ーター、信号アナリスト、管理者
出プロファイルを作成できるようになります。
参加者は、R&S®ARDRONIS-Pのエキスパートビューについて学
R&S®ARDRONIS-Pシステムの熟練したオペレ
び、R&S®ARDRONIS-Pシステムを手動で設定して、独自のドローン検
ーター、信号アナリスト、管理者
出プロファイルを作成できるようになります。

R&S®ARDRONIS無線LAN R&S®ARDRONIS-I/-D/-R/-Pシステムで無線
オペレータートレーニング LAN制御型ドローンに対処するオペレーター

2日間

参加者は、R&S®ARDN-WFを設定して操作することで、無線LANドロ
ーンのRC信号検出を行い、
オプションで無線LANビデオの傍受や無線
LANドローン対策を実行できます。

1日間

1日間

1日間

1日間

CUAV信号解析の基礎トレーニングと、対応するオペレータートレーニングが前提条件です。
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R&S®ARDRONISサイト選択トレーニング

DFエラーとDFカバレッジ領域は、DFアンテナサイトと周辺領
域の性質に大きく影響されます。
どんなDFシステムでも、必要
なDF精度と感度を実現するには、妨害のない電磁環境が必要
です。
DFアンテナ近くに障害物があると、
シャドーイングや反射
が生じます。
シャドーイングは、
カバレッジ領域が狭まる原因と
なります。
反射や干渉波は、必要な信号に重畳されて、DFエラ
ーの原因となります。

R&S®ARDRONISは、
ユーザーのアプリケーションに応じて、三
脚を使用したポータブルセットアップから、特定の建物への恒
久的な固定設置まで、
さまざまなプラットフォームに配備でき
ます。
サイトの選択にオペレーターがどの程度関与できるかは、
ケースによって異なります。
このため、
アンテナを設置する前に、
詳細なサイト選択解析を行うことが重要です。
アンテナの位置
と高さを最適化することで、近くの物体による影響を減らし、感
度と精度を最大化できます。

このコースでは、
アンテナ特性と無線波の伝搬についての理論
を学びます。
参加者は、
さまざまなシナリオでの各種アンテナ
の配置について調べます。
アンテナタイプとアンテナ配置の組
み合わせから生じる無線波の伝搬障害について学びます。
シナ
リオを理解することで、最適化されたアンテナ配置が可能にな
ります。
参加者は、
さまざまなシナリオを調べて、
アンテナに最適な位
置を選択します。
さまざまなアンテナタイプについても学びま
す。

このコースの前提条件としては、周波数バンドおよび最大許容
伝送パワーに関する当該国の法律規制についての知識が必要
です。

CUAV信号解析の基礎トレーニング

このコースでは、RF信号とその伝搬についての理論を学びま
す。
このトレーニングで説明するトピックは、R&S®ARDRONIS
エキスパート・オペレーター・トレーニングで扱われるRF理論
の前提条件となります。

RF信号の技術的パラメータ
（シンボルレート、
ホップ長、変調方
式など）の詳細な理論と、R&S®CA100ISによる信号測定とプロ
ファイル作成について扱います。
信号解析の基礎トレーニングには前提条件はありません。
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R&S®ARDRONISエキスパート・オペレーター・トレーニング

R&S®ARDRONIS-I、R&S®ARDRONIS-D、R&S®ARDRONISR、R&S®ARDRONIS-Pの各セットアップに合わせた4種類のエ
キスパート・オペレーター・トレーニング・コースが用意されて
います。

これらのコースでは、R&S®ARDRONISオペレータートレーニ
ングで扱った基本的な動作理論に関する知識を拡大していき
ます。
対象となる受講者は、熟練した信号アナリストまたは管
理者です。

実習では、RFレシーバー、ジャマー、方向探知機の手動設定を
扱います。

参加者は、実用的な練習で、検出およびエフェクターのプロフ
ァイルを設定し、設定を検証します。

R&S®ARDRONISシステムの設定について詳細に説明します。
システムのセットアップや実際のアプリケーションと配備に関
するさまざまな経験をお伝えします。
それに加えて、充実した実
習により学習したトピックの内容を身に付けます。

これらのコースの前提条件は、RF伝搬の基礎、RCドローンの
信号解析（CUAV信号解析の基礎トレーニングモジュールが必
須）、R&S®ARDRONISの基本操作に関する知識です。

R&S®ARDRONIS無線LANオペレータートレーニング

このコースでは、無線LANドローンとそのリモート制御に関す
る基本理論を学びます。
参加者は、無線LAN RCドローンで使
用されている伝送規格について調べ、周波数バンド、
パワー、制
御リンクの到達距離の間の関係を理解します。
参加者は、検出のためのさまざまな配備シナリオを調べ、無線
LAN RCドローンによって引き起こされる脅威について学びま
す。
配備シナリオによっては、無線伝搬の障害と検出に発生す
る可能性がある問題についても学びます。

実習セッションでは、R&S®ARDN-WFの設定と操作の方法を
学びます。
このコースの前提条件は、R&S®ARDRONISシステム
に関する知識です。

オーダー情報

R&S®ARDRONISソリューションを使用する際には、使用する場所の法律に従い、必要な場合は許可を取得してください。

R&S®ARDRONIS Detection
品名

型番

オーダー番号

R&S®ARDRONIS-I

4109.1206.02

USBドングルによるR&S®ARDRONIS ソフトウェアのライセンス

R&S®ARDN-U

4109.2031.02

ミニUSBドングルによるR&S®ARDRONIS ソフトウェアのライセンス

R&S®ARDN-S

4109.2048.02

R&S®ARDN-M

4109.2054.02

R&S®ARDN-ANT

4109.3650.02

自動無線制御ドローン識別ソリューション1）
FHSS制御型ドローンの分類。
構成：
► R&S®EB500 モニタリングレシーバー、
R&S®EB500-FE SHF周波数レンジ拡張、R&S®EB500-PS パノラマ・スキャン・オプション
► R&S®ARDN R&S®ARDRONIS 識別用ソフトウェア
► ローデ・シュワルツARDRONISコントロール・センター・ソフトウェア
► テストキット（FHSSドローンのリモート制御）

必須のライセンスオプション

SDカードドングルによるR&S®ARDRONIS ソフトウェアのライセンス

オプション

R&S®ARDRONIS用アンテナ：無指向性アンテナセット
（内容：R&S®HE600 アクティブ無指向性受信アンテ
ナ、R&S®IN600 バイアスユニット）

R&S®ARDRONIS用ノートパソコン：17インチディスプレイおよびSSDドライブ装備、R&S®ARDRONIS ソフト
R&S®ARDN-NB
ウェアを実行可能（電源コード、LANケーブルなどのアクセサリが付属）

4109.3709.02

R&S®ARDN-TC1

4109.3009.02

R&S®ARDRONIS無線LANソリューション：無線LANリンクで制御されるか、無線LAN経由でビデオストリー
R&S®ARDN-WF
ムを送信するドローンの検出

4109.2802.02

無線LANリンクで制御されるドローンへの対策。
R&S®ARDN-WFが必要

R&S®ARDN-WFDC

4109.2302.02

R&S®ARDN-WFCM

4109.2331.02

R&S®ARDRONIS用サービスパッケージ：ソフトウェアアップデートとRCドローン・プロファイル・データベー
スの拡張（1年間）

R&S®ARDN-SP

4109.1106.00

R&S®HE600 アクティブ無指向性受信アンテナ用木製三脚

R&S®HZ-1

0837.2310.02

プラグインマスト、長さ：6 m

R&S®KM011Z9

4095.0750.02

R&S®KM011

0273.9116.02

R&S®UMS12-H23

3035.1283.02

R&S®UMS12-H24

3035.1290.02

R&S®ARDN-WF用デュアルバンド／デュアル偏波無指向性アンテナ

R&S®ANT-DDO

4109.2748.02

R&S®ARDN-WF用デュアルバンド／デュアル偏波90 °セクターアンテナ

R&S®ANT-DDS90

4109.2725.02

R&S®ARDN-WFボックス用屋外用DC電源延長ケーブル

R&S®OC-DC-EXT

4109.3973.xx 2)

R&S®OC-LAN

4109.3980.xx 2)

R&S®CA100

4102.0004.02

R&S®CA100IS

4102.0210.02

R&S®ARDN-TRN-I

3652.6485.02

R&S®ARDN-TRN-S

3652.6540.02

R&S®ARDN-TRN-F

3652.6533.02

R&S®ARDN-TRNXI

3642.7389.02

R&S®ARDN-TRN-W

3642.7414.02

輸送用ケース
（以下の品目用のコンパートメントを装備）
：
► R&S®ARDRONIS-Iパッケージ
► R&S®ARDN-ANT 無指向性アンテナセット
► R&S®ARDN-NB ノートパソコン
► R&S®UMS12-H23 RG214 アンテナケーブル

無線LANリンクでブロードキャストされるビデオ信号のデコード。
R&S®ARDN-WFが必要

R&S®ARDRONIS用サービスパッケージ
推奨アクセサリ／関連製品

R&S®HE600 アクティブ無指向性受信アンテナ用マスト／三脚アダプター
RG214アンテナケーブル、長さ：5 m（2×N型オス）

RG214アンテナケーブル、長さ：10 m（2×N型オス）

屋外用LANケーブル（cat 7）
：片側は屋内用コネクタ、反対側はR&S®ARDN-WFボックスに接続できるIP67
コネクタ
PCベース信号解析および信号処理ソフトウェア

R&S®CA100用オフライン解析オプション
（ITU-R SM.1600準拠）

トレーニングコース

R&S®ARDRONIS-Iオペレータートレーニング
R&S®ARDRONISサイト選択トレーニング
CUAV信号解析の基礎トレーニング

R&S®ARDRONIS-Iエキスパート・オペレーター・トレーニング3）
R&S®ARDRONIS無線LANオペレータートレーニング

1）
2）
3）

R&S®ARDRONIS-Iにはアンテナが付属しません。R&S®ARDRONIS-Iと組み合わせて使用するには、R&S®ARDN-ANT 無指向性アンテナセットが推奨されます。
ケーブルにはさまざまな長さ（5 m、10 m、20 m）があり、オーダー番号の末尾2桁で表されます。
CUAV信号解析の基礎トレーニングと、R&S®ARDRONIS-Iオペレータートレーニングが前提条件です。
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R&S®ARDRONIS Direction
品名

型番

オーダー番号

R&S®ARDRONIS-D

4109.1306.02

USBドングルによるR&S®ARDRONIS ソフトウェアのライセンス

R&S®ARDN-U

4109.2031.02

ミニUSBドングルによるR&S®ARDRONIS ソフトウェアのライセンス

R&S®ARDN-S

4109.2048.02

R&S®ARDN-M

4109.2054.02

R&S®ARDRONIS用ノートパソコン：17インチディスプレイおよびSSDドライブ装備、R&S®ARDRONIS ソフトウェ
アを実行可能（電源コード、LANケーブルなどのアクセサリが付属）

R&S®ARDN-NB

4109.3709.02

INCASボックス
（6 RU）
：R&S®DDF550 広帯域方向探知機およびR&S®ARDN-NB ノートパソコン用

R&S®ARDN-PC

3071.1809.02

R&S®ARDN-TC2

4109.3109.02

R&S®ARDN-DFC-T

3071.1309.02

R&S®ARDN-DFC-C

3071.1409.02

R&S®ARDN-WF

4109.2802.02

R&S®ARDN-WFDC

4109.2302.02

R&S®ARDN-WFCM

4109.2331.02

R&S®ARDRONIS用サービスパッケージ：ソフトウェアアップデートとRCドローン・プロファイル・データベースの
拡張（1年間）

R&S®ARDN-SP

4109.1106.00

測定速度拡張（ドイツEMSオプション）、R&S®DDF550-IDが必要1）

R&S®DDF550-EMS

4074.1570.02

R&S®DDF550-EMS

4501.0504.02

EMS識別、R&S®DDF550-EMSに必要

R&S®DDF550-ID

4074.1206.02

R&S®ADD153SR

4071.6007.12

R&S®ADD-LP

4069.6010.02

R&S®ADD07X-LR

4098.4505.02

R&S®DDF5XZ

4064.6728.xx 2)

R&S®DDF3C-7

4098.4757.xx 2)

R&S®DDF3CX

4098.4763.10

R&S®ADD150A

4041.2655.02

R&S®ADD1XTP

4063.4409.02

R&S®ADD07XZT

4069.7200.02

R&S®ADD07XZB

4069.7300.02

R&S®DDF550-DCV

4074.1170.02

R&S®ARDN-WF用デュアルバンド／デュアル偏波無指向性アンテナ

R&S®ANT-DDO

4109.2748.02

R&S®ARDN-WF用デュアルバンド／デュアル偏波90 °セクターアンテナ

R&S®ANT-DDS90

4109.2725.02

R&S®ARDN-WFボックス用屋外用DC電源延長ケーブル

R&S®OC-DC-EXT

4109.3973.xx 3)

R&S®OC-LAN

4109.3980.xx 3)

R&S®CA100

4102.0004.02

R&S®CA100IS

4102.0210.02

R&S®ARDN-TRN-D

3652.6491.02

R&S®ARDN-TRN-S

3652.6540.02

R&S®ARDN-TRN-F

3652.6533.02

R&S®ARDN-TRNXD

3642.8156.02

R&S®ARDN-TRN-W

3642.7414.02

自動無線制御ドローン識別ソリューション
FHSS制御型ドローンの分類と方向探知。
構成：
► R&S®DDF550 広帯域方向探知機、R&S®DDF550-IGT 内蔵GPS時間同期オプション
► R&S®ADD078SR UHF/SHF SR DF アンテナ、1.3 GHz～6 GHz用
► R&S®ARDN R&S®ARDRONIS 識別用ソフトウェア
► R&S®ARDN-DF R&S®ARDRONIS 方向探知オプション用ソフトウェア
► ローデ・シュワルツARDRONISコントロール・センター・ソフトウェア
► テストキット（FHSSドローンのリモート制御）
► 電源コード、
マニュアルなどのアクセサリ

必須のライセンスオプション

SDカードドングルによるR&S®ARDRONIS ソフトウェアのライセンス

オプション

R&S®ARDRONIS用コンピューター、R&S®ARDN-DFC-TおよびR&S®ARDN-CMC-Tで使用可能
R&S®ARDRONIS-D（6 RU）用輸送ケース、高耐候性

6RU用エアコンディション、R&S®ARDN-DFC-Tで使用可能

R&S®ARDRONIS無線LANソリューション：無線LANリンクで制御されるか、無線LAN経由でビデオストリームを
送信するドローンの検出
無線LANリンクでブロードキャストされるビデオ信号のデコード。
R&S®ARDN-WFが必要
無線LANリンクで制御されるドローンへの対策。
R&S®ARDN-WFが必要

R&S®ARDRONIS用サービスパッケージ
推奨アクセサリ／関連製品

測定速度拡張（シンガポールEMSオプション）、R&S®DDF550-IDが必要1）
超高分解能VHF/UHF DFアンテナ、20 MHz～1.3 GHz用
雷保護強化、R&S®ADD153SR用

避雷針およびR&S®ADD078SR用避雷針アダプター

R&S®ADD153SR用VHF/UHF DFアンテナ・ケーブル・セット
DFアンテナ・ケーブル・セット、R&S®ADD078SR用

R&S®ADD078SRとR&S®ADD153SRの相互接続用アンテナ・ケーブル・セット

マストアダプター

三脚（アダプター付き）

R&S®ADD078SR用アンテナ・マスト・アダプター、上部
R&S®ADD078SR用アンテナ・マスト・アダプター、下部
校正値のドキュメント
（受信オプション）

屋外用LANケーブル（cat 7）
：片側は屋内用コネクタ、反対側はR&S®ARDN-WFボックスに接続できるIP67コネ
クタ
PCベース信号解析および信号処理ソフトウェア

R&S®CA100用オフライン解析オプション
（ITU-R SM.1600準拠）

トレーニングコース

R&S®ARDRONIS-Dオペレータートレーニング
R&S®ARDRONISサイト選択トレーニング
CUAV信号解析の基礎トレーニング

R&S®ARDRONIS-Dエキスパート・オペレーター・トレーニング4）
R&S®ARDRONIS無線LANオペレータートレーニング
1）
2）
3）
4）

R&S®DDF550-EMS オプションは輸出制限の対象です。このオプションは、バースト長＜1 msの場合に方位を判定するために必要です。
ケーブルセットにはさまざまな長さがあり、オーダー番号の末尾2桁で表されます。
ケーブルにはさまざまな長さ（5 m、10 m、20 m）があり、オーダー番号の末尾2桁で表されます。
CUAV信号解析の基礎トレーニングと、R&S®ARDRONIS-Dオペレータートレーニングが前提条件です。
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R&S®ARDRONIS Disruption
品名

型番

オーダー番号

R&S®ARDRONIS-R

4109.1406.02

USBドングルによるR&S®ARDRONIS ソフトウェアのライセンス

R&S®ARDN-U

4109.2031.02

ミニUSBドングルによるR&S®ARDRONIS ソフトウェアのライセンス

R&S®ARDN-S

4109.2048.02

R&S®ARDN-M

4109.2054.02

R&S®ARDRONIS用ノートパソコン：17インチディスプレイおよびSSDドライブ装備、R&S®ARDRONIS ソフ
トウェアを実行可能（電源コード、LANケーブルなどのアクセサリが付属）

R&S®ARDN-NB

4109.3709.02

INCASボックス
（6 RU）
：R&S®WSE、R&S®WSE-RTA、R&S®SGT100A、LANスイッチ、
ソケットストリップ用

R&S®ARDN-PC

3071.1809.02

R&S®ARDN-TC3

4109.3209.02

R&S®ARDN-CMC-T

3071.1609.02

R&S®ARDN-CMC-C

3071.1709.02

R&S®ARDN-WF

4109.2802.02

R&S®ARDN-WFDC

4109.2302.02

R&S®ARDN-WFCM

4109.2331.02

ソフトウェアアップデートとRCドローン・プロファイル・データベースの拡張（1年間）

R&S®ARDN-SP

4109.1106.00

コンパクトな広帯域アンテナ、800 MHz～8 GHz用

R&S®AD016MC

4091.6002.02

ログペリ広帯域アンテナ（指向性）、400 MHz～6 GHz用

R&S®KM011Z16

4109.2702.02

R&S®HL040E

4099.8004.02

R&S®HL025Z1

4053.4006.03

R&S®HZ-1

0837.2310.02

R&S®ARDN-CC

4109.3950.xx 1)

無指向性アンテナ、100 MHz～1.3 GHz用

R&S®HK014

0644.1514.02

R&S®HL223

4001.5501.02

R&S®ARDN-WF用デュアルバンド／デュアル偏波無指向性アンテナ

R&S®ANT-DDO

4109.2748.02

R&S®ARDN-WF用デュアルバンド／デュアル偏波90 °セクターアンテナ

R&S®ANT-DDS90

4109.2725.02

R&S®ARDN-2458

4109.3915.02

R&S®OC-DC-EXT

4109.3973.xx 2)

自動無線制御ドローン識別ソリューション
FHSS制御型ドローンの妨害と分類およびそれへの対策。
構成：
► R&S®WSE 広帯域スマート励振器（GPSモジュール内蔵）
► R&S®WSE-RTA RX/TXスイッチ／増幅器
► R&S®SGT100A SGMAベクトルRF信号源およびR&S®SGT-KB106、R&S®SGT-K18
► R&S®ARDN R&S®ARDRONIS 分類用ソフトウェア
► R&S®ARDN-CM R&S®ARDRONIS 対策オプション用ソフトウェア
► ローデ・シュワルツARDRONISコントロール・センター・ソフトウェア
► テストキット（FHSSドローンのリモート制御）

必須のライセンスオプション

SDカードドングルによるR&S®ARDRONIS ソフトウェアのライセンス

オプション

R&S®ARDRONIS用コンピューター、R&S®ARDN-DFC-TおよびR&S®ARDN-CMC-Tで使用可能
R&S®ARDRONIS-R（8 RU）用輸送ケース、高耐候性

8RU用エアコンディション、R&S®ARDN-CMC-Tで使用可能

R&S®ARDRONIS無線LANソリューション：無線LANリンクで制御されるか、無線LAN経由でビデオストリ
ームを送信するドローンの検出
無線LANリンクでブロードキャストされるビデオ信号のデコード。
R&S®ARDN-WFが必要
無線LANリンクで制御されるドローンへの対策。
R&S®ARDN-WFが必要

R&S®ARDRONIS用サービスパッケージ
推奨アクセサリ／関連製品

R&S®AD016MCとR&S®HZ-1三脚またはR&S®KM011マストの間のアダプター
R&S®HL040EとR&S®HZ-1三脚の間のアダプター
木製三脚

UltraFlex同軸ケーブル、N型コネクタ、長さ：5/10/20 m
（ジャミングアンテナとR&S®WSE-RTAの間の接続）
ログペリ広帯域アンテナ、200 MHz～1.3 GHz用

SMダイプレクサー、2.4 GHz/5.8 GHz用（屋内用）

R&S®ARDN-WFボックス用屋外用DC電源延長ケーブル

屋外用LANケーブル（cat 7）
：片側は屋内用コネクタ、反対側はR&S®ARDN-WFボックスに接続できるIP67
R&S®OC-LAN
コネクタ

PCベース信号解析および信号処理ソフトウェア
（必須ライセンスオプションのどれかが必要）

4109.3980.xx 2)

R&S®CA100

4102.0004.02

R&S®CA100用オフライン解析オプション
（ITU-R SM.1600準拠）

R&S®CA100IS

4102.0210.02

R&S®ARDRONIS-Rオペレータートレーニング

R&S®ARDN-TRN-R

3652.6504.02

R&S®ARDN-TRN-S

3652.6540.02

R&S®ARDN-TRN-F

3652.6533.02

R&S®ARDN-TRNXR

3643.2751.02

R&S®ARDN-TRN-W

3642.7414.02

トレーニングコース

R&S®ARDRONISサイト選択トレーニング
CUAV信号解析の基礎トレーニング

R&S®ARDRONIS-Rエキスパート・オペレーター・トレーニング3）
R&S®ARDRONIS無線LANオペレータートレーニング
1）
2）
3）

ケーブルセットにはさまざまな長さがあり、オーダー番号の末尾2桁で表されます。
ケーブルにはさまざまな長さ（5 m、10 m、20 m）があり、オーダー番号の末尾2桁で表されます。
CUAV信号解析の基礎トレーニングと、R&S®ARDRONIS-Rオペレータートレーニングが前提条件です。

Rohde & Schwarz R&S®ARDRONIS 23

R&S®ARDRONIS Protection
品名

型番

オーダー番号

R&S®ARDRONIS-P

4109.1506.02

USBドングルによるR&S®ARDRONIS ソフトウェアのライセンス

R&S®ARDN-U

4109.2031.02

ミニUSBドングルによるR&S®ARDRONIS ソフトウェアのライセンス

R&S®ARDN-S

4109.2048.02

R&S®ARDN-M

4109.2054.02

R&S®ARDRONIS用ノートパソコン：17インチディスプレイおよびSSDドライブ装備、R&S®ARDRONIS ソフ
トウェアを実行可能（電源コード、LANケーブルなどのアクセサリが付属）

R&S®ARDN-NB

4109.3709.02

INCASボックス
（6 HU）
：R&S®WSE、R&S®WSE-RTA、R&S®SGT100A、LANスイッチ、
ソケットストリップ用

R&S®ARDN-TC2

4109.3109.02

R&S®ARDN-TC3

4109.3209.02

自動無線制御ドローン識別ソリューション
FHSS制御型ドローンに対する保護、
その分類と方向探知、
およびそれへの対策。
構成：
► R&S®ADD078SR UHF/SHF DFアンテナ（1.3 GHz～6 GHz）
R&S®DDF550 デュアルチャネル広帯域方向探知機およびR&S®DDF550-IGT 内蔵GPS時間同期オプ
ション
► R&S®WSE 広帯域スマート励振器（GPSモジュール内蔵）
► R&S®WSE-RTA RX/TXスイッチ／増幅器
► R&S®SGT100A SGMAベクトルRF信号源およびR&S®SGT-KB106、R&S®SGT-K18
► R&S®ARDN R&S®ARDRONIS 分類用ソフトウェア
► R&S®ARDN-DF R&S®ARDRONIS 方向探知オプション用ソフトウェア
► R&S®ARDN-CM R&S®ARDRONIS 対策オプション用ソフトウェア
► ローデ・シュワルツARDRONISコントロール・センター・ソフトウェア
► テストキット（FHSSドローンのリモート制御）

必須のライセンスオプション

SDカードドングルによるR&S®ARDRONIS ソフトウェアのライセンス

オプション

INCASボックス
（6 HU）
：R&S®DDF550およびR&S®ARDN-NB ノートパソコン用

R&S®ARDRONIS無線LANソリューション：無線LANリンクで制御されるか、無線LAN経由でビデオストリー
R&S®ARDN-WF
ムを送信するドローンの検出
無線LANリンクでブロードキャストされるビデオ信号のデコード。
R&S®ARDN-WFが必要

4109.2802.02

R&S®ARDN-WFDC

4109.2302.02

R&S®ARDN-WFCM

4109.2331.02

ソフトウェアアップデートとRCドローン・プロファイル・データベースの拡張（1年間）

R&S®ARDN-SP

4109.1106.00

測定速度拡張（ドイツEMSオプション）、R&S®DDF550-IDが必要1）

R&S®DDF550-EMS

4074.1570.02

R&S®DDF550 デュアルチャネル広帯域方向探知機用EMS識別、R&S®DDF550-EMSに必要

R&S®DDF550-EMS

4501.0504.02

R&S®DDF550-ID

4074.1206.02

R&S®ADD153SR

4071.6007.12

R&S®ADD-LP

4069.6010.02

R&S®ADD07X-LR

4098.4505.02

R&S®DDF5XZ

4064.6728.xx 2)

R&S®DDF3C-7

4098.4757.xx 2)

R&S®DDF3CX

4098.4763.10

R&S®ADD150A

4041.2655.02

R&S®ADD1XTP

4063.4409.02

R&S®ADD07XZT

4069.7200.02

R&S®ADD07XZB

4069.7300.02

R&S®DDF550-DCV

4074.1170.02

R&S®AD016MC

4091.6002.02

R&S®KM011Z16

4109.2702.02

R&S®HL040E

4099.8004.02

R&S®HL025Z1

4053.4006.03

R&S®HZ-1

0837.2310.02

R&S®ARDN-CC

4109.3950.xx 2)

無指向性アンテナ、100 MHz～1.3 GHz用

R&S®HK014

0644.1514.02

R&S®HL223

4001.5501.02

R&S®ARDN-WF用デュアルバンド／デュアル偏波無指向性アンテナ

R&S®ANT-DDO

4109.2748.02

R&S®ARDN-WF用デュアルバンド／デュアル偏波90 °セクターアンテナ

R&S®ANT-DDS90

4109.2725.02

R&S®ARDN-2458

4109.3915.02

R&S®OC-DC-EXT

4109.3973.xx 3)

R&S®OC-LAN

4109.3980.xx 3)

無線LANリンクで制御されるドローンへの対策。
R&S®ARDN-WFが必要

R&S®ARDRONIS用サービスパッケージ
推奨アクセサリ／関連製品

測定速度拡張（シンガポールEMSオプション）、R&S®DDF550-IDが必要1）
超高分解能VHF/UHF DFアンテナ、20 MHz～1.3 GHz用
雷保護強化、R&S®ADD153SR用

避雷針およびR&S®ADD078SR用避雷針アダプター

VHF/UHF DFアンテナ・ケーブル・セット、5/10/20/30/40/50/80 m、R&S®ADD153SR用
DFアンテナ・ケーブル・セット、5/10/20/30 m、R&S®ADD078SR用

R&S®ADD078SRとR&S®ADD153SRの相互接続用アンテナ・ケーブル・セット

マストアダプター

三脚（アダプター付き）

R&S®ADD078SR用アンテナ・マスト・アダプター、上部
R&S®ADD078SR用アンテナ・マスト・アダプター、下部
校正値のドキュメント
（受信オプション）

コンパクトな広帯域アンテナ、800 MHz～8 GHz用

R&S®AD016MCとR&S®HZ-1三脚またはR&S®KM011マストの間のアダプター

ログペリ広帯域アンテナ（指向性）、400 MHz～6 GHz用
R&S®HL040EとR&S®HZ-1三脚の間のアダプター
木製三脚

UltraFlex同軸ケーブル、N型コネクタ、長さ：5/10/20 m
（ジャミングアンテナとR&S®WSE-RTAの間の接続）
ログペリ広帯域アンテナ、200 MHz～1.3 GHz用

SMダイプレクサー、2.4 GHz/5.8 GHz用（屋内用）

R&S®ARDN-WFボックス用屋外用DC電源延長ケーブル

屋外用LANケーブル（cat 7）
：片側は屋内用コネクタ、反対側はR&S®ARDN-WFボックスに接続できるIP67
コネクタ

Rohde & Schwarz R&S®ARDRONIS 24

品名

型番

オーダー番号

R&S®CA100用オフライン解析オプション
（ITU-R SM.1600準拠）

R&S®CA100IS

4102.0210.02

R&S®ARDRONIS-Pオペレータートレーニング

R&S®ARDN-TRN-P

3652.6510.02

R&S®ARDN-TRN-S

3652.6540.02

R&S®ARDN-TRN-F

3652.6533.02

R&S®ARDN-TRNXP

3652.6527.02

R&S®ARDN-TRN-W

3642.7414.02

PCベース信号解析および信号処理ソフトウェア
（必須ライセンスオプションのどれかが必要）

トレーニングコース

R&S®ARDRONISサイト選択トレーニング
CUAV信号解析の基礎トレーニング

R&S®ARDRONIS-Pエキスパート・オペレーター・トレーニング4）
R&S®ARDRONIS無線LANオペレータートレーニング
1）
2）
3）
4）

R&S®CA100

4102.0004.02

R&S®DDF550-EMS オプションは輸出制限の対象です。このオプションは、バースト長＜1 msの場合に方位を判定するために必要です。
ケーブルセットにはさまざまな長さがあり、オーダー番号の末尾2桁で表されます。
ケーブルにはさまざまな長さ（5 m、10 m、20 m）があり、オーダー番号の末尾2桁で表されます。
CUAV信号解析の基礎トレーニングと、R&S®ARDRONIS-Pオペレータートレーニングが前提条件です。

お客様が保有する既存の適切なローデ・シュワルツのデバイスを、適切なソフトウェアオプションを追加することで
R&S®ARDRONIS構成用に最適化できます。
解析ソフトウェアによってサポートされるレシーバーと方向探知機のリストを参照して
ください。
R&S®ARDRONISと組み合わせて使用する場合、
レシーバーまたは方向探知機には、
パノラマ・スキャン・オプションが含まれる必
要があります。

R&S®ARDRONISソフトウェア
品名

型番

オーダー番号

R&S®ARDN

4109.2002.02

R&S®ARDRONIS方向探知オプション

R&S®ARDN-DF

4109.2202.02

R&S®ARDRONIS対策オプション

R&S®ARDN-CM

4109.2402.02

USBドングルによるR&S®ARDRONIS ソフトウェアのライセンス

R&S®ARDN-U

4109.2031.02

ミニUSBドングルによるR&S®ARDRONIS ソフトウェアのライセンス

R&S®ARDN-S

4109.2048.02

R&S®ARDN-M

4109.2054.02

R&S®ARDRONIS分類用ソフトウェア（ローデ・シュワルツARDRONISコントロール・センター・ソフトウェア
を含む）

必須のライセンスオプション

SDカードドングルによるR&S®ARDRONIS ソフトウェアのライセンス

注記：ローデ・シュワルツのR&S®ARDRONIS用ライセンスは、
ドングルに記録されます。
ドングルの紛失や盗難の際の代替品の提供はいたしかねます。
紛失したデバ
イスに格納されていたライセンスは、正規の価格で再購入する必要があります。
万一、
ドングルが読み取れないか故障した場合、不具合のあるドングルをローデ・シ
ュワルツまで返送していただければ交換いたします。
代替品の製造と送付は有料です。

Bluetooth®の文字標章とロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、ローデ・シュワルツはライセンスの許諾を受けて、これらの商標を使用しています。
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ローデ・シュワルツ

ローデ・シュワルツはテクノロジーグループとして、電子計測、
テクノロジーシステム、
ネットワーク／サイバーセキュリティの
分野の最先端ソリューションを提供することで、安全でつなが
り合った世界の実現を先導する役割を果たしています。
創業か
ら85年を超えるこのグループは、全世界の産業界と政府機関
のお客様にとっての信頼できるパートナーです。
本社をドイツの
ミュンヘンに構え、独立した企業として、70か国以上で独自の
販売／サービスネットワークを展開しています。
www.rohde-schwarz.com/jp

世界に広がるサービス網
各地域に即した独自性
個別の要望に応える柔軟性
妥協のない品質
長期信頼性

►
►
►

環境適合性と環境負荷の低減
高エネルギー効率と低排出ガス
長寿命かつ所有コストの最適化

Certified Quality Management

ISO 9001

Certified Environmental Management

ISO 14001

ローデ・シュワルツ トレーニング

www.training.rohde-schwarz.com

ローデ・シュワルツ カスタマーサポート
www.rohde-schwarz.com/support

R&S® は、
ドイツRohde & Schwarz の商標または登録商標です。
PD 5214.7035.16 | Version 07.00 | 1月 2022 (sk)
R&S®ARDRONIS
掲載されている記事・図表などの無断転載を禁止します。
おことわりなしに掲載内容の一部を変更させていただくことがあります。
あらかじめご了承ください。
© 2016 - 2022 Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG | 81671 Munich, Germany

5214703516

►
►
►
►
►

永続性のある製品設計

5214.7035.16 07.00 PDP/PDW 1 ja

高付加価値のサービス

