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概要

R&S®CDS キャンパス・ダッシュボード・ソフトウ
ェアを使用すれば、複数のワークベンチを備
えたラボで学生グループを容易に指導できる
ようになります。
さらに、多くの測定器ファンク
ション、設定、
ファームウェアアップデート、
スク
リーンショットにアクセスすることができます。
電子計測研究室（ラボ）で大人数の学生グループを指導するの
は、管理が難しいことがあります。
特にラボに多くのワークベン
チとさまざまな測定器がある場合、同一の条件をすべての学生
に提供するのは極めて面倒です。
すべての学生から結果を回収
するのも、通常は非常に時間がかかる作業です。
定期的にファ
ームウェアをアップデートして、
すべての測定器を最新の状態
に維持する必要もあります。

R&S®CDSソフトウェアを使用すれば、
このようなタスクを複数
の測定器に対して同時に実施できます。
R&S®CDSを使えば、複
数の電子計測ベンチを備えたラボで、大人数の学生グループの
指導を容易に、
かつ時間的にも効率良く行えるようになります。

ソフトウェアは1台の中央コンピューターから操作でき、
ローカ
ルネットワーク内でサポートされる測定器に自動的に接続さ
れます。
ユーザーのラボレイアウトに合うようにカスタマイズし
た仮想ベンチ上に測定器を配置できます。
数回クリックするだ
けで、複数の測定器のファームウェアアップデートを同時に行
えます。

R&S®CDS キャンパス・ダッシュボード・ソフトウェアは、最大
300台までの個別の測定器（オシロスコープ、
スペクトラム・ア
ナライザ、
ネットワーク・アナライザ、電源）をリモートに制御で
きます。
講師は、
ソフトウェアを使用して、
すべてのワークベンチ
に同じ条件を設定でき、1台の測定器の設定を保存して、
それ
をすべての学生に共有できます。
また、
すべての学生の結果を
同時に回収できます。
これらの操作も、数回のクリックだけで
可能です。

講師は、
ソフトウェアインタフェースを使用して、
リモートで1台
の測定器を制御したり複数の測定ファンクションを実行したり
できます。
これによって、学生グループのラボでの同時トレーニ
ングを大幅に簡素化できます。
さらに、複数の測定器のファーム
ウェアアップデートを同時に実行できるので、
ワークベンチが
多いラボの複数の測定器に対する定期的なメンテナンスも簡
単になります。

R&S®CDSソフトウェアは、1台のコンピューターから大人数の
学生ラボを容易に管理／制御するのに最適なソリューションで
す。
ラボの管理者、指導教員、学生、教師は、以上のような優れ
たユーザビリティー、簡素化されたワークフロー、自動化機能
の利点を等しく利用できます。

主な特長

►► 大人数の学生ラボでの指導ルーチンを効率化

►► 最大300台の個別の電子計測器を1つのワークステーション

から制御可能

►► オシロスコープ、
スペクトラム・アナライザ、
ネットワーク・ア

ナライザおよび電源の、効率的な研修を学生に提供
►► すべてのワークベンチに同じ条件を設定可能
►► 1台の測定器の設定を保存して、
すべての学生に共有可能
►► クラスルーム全体のスナップショットを取得することで、
途切
れのない指導を実現
►► すべての学生から同時に結果を回収
►► さまざまな測定器ファンクション、
設定、
ファームウェアアッ
プデート、
スクリーンショットを制御可能

主な利点と
特長

複数の仮想ベンチにさまざまな測定器をグループ化して、
ソフ
トウェアインタフェースでラボの概観を明確に定義できます。
こ
れには、個別の測定器のステータスも含まれます。
自動検索に
より、
ローカルネットワーク内でサポートされるすべての測定器
を検出できます。
それとは別に、個別の測定器の.xmlリストをソ
フトウェアにロードできます。
ソフトウェアと実際のラボの配置
が合うようにベンチレイアウトをカスタマイズできます。

►► すべての学生から同時に結果を回収

►► ハードキーファンクションおよびソフトウェア機能へのダイレ

ラボでの学生グループの指導を効率化

►► すべてのワークベンチに同じ条件を設定可能

►► 1台の測定器の設定を保存して、
すべての学生に共有可能

►► ラボのレイアウトに合うように仮想ベンチをカスタマイズ可

能

複数の測定器に設定をロードして、
これらの測定器に同じ課題
をロードすることができます。
テストの後に数回クリックするだ
けで複数の測定器でスクリーンショットを取得してこれを回収
できるので、大人数の学生グループの指導／テストの効率が向
上します。

最大300台の個別の測定器のリモート制御が可能

リモート測定の実行

►► さまざまな測定器ファンクションのリモート制御

クトアクセス

►► ライブビューを介して容易に操作できるグラフィカル・ユー

ザー・インタフェース

R&S®CDS キャンパス・ダッシュボード・ソフトウェアを使用し
て、各構成測定器の測定ファンクションを実行できます。
選択
された測定器の制御レイアウトに適合したGUIを備えているの
で、
ソフトウェアを直観的に操作できます。
これにより測定作業
が簡素化され、個々の学生トレーニングが可能になります。

►► R&S®RTC1000、
R&S®RTB2000、R&S®RTM3000、

R&S®RTA4000 オシロスコープ

►► R&S®FSH、
R&S®FSC、R&S®FPH、R&S®FPC1000、

R&S®FPC1500 スペクトラム・アナライザ
ネットワーク・アナライザ
►► R&S®NGE100、
R&S®NGE100B 電源
►► R&S®ZVH、
R&S®ZPH

R&S®CDS キャンパス・ダッシュボード・ソフトウェアにより、
マルチユーザーの学生ラボで容易に、
かつ時間的効率の高い指導が可能になります。
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ソフトウェアレイアウトをラボの配

置に適合させて、個々のベンチに各

々最大4台までの測定器を割り当て

られます。

ローカルネットワーク内でサポート

されている測定器を検索して、測定
器を個々のベンチにドラッグ・アン

ド・ドロップできます。

R&S®CDS キャンパス・ダッシュボー

ド・ソフトウェアを使用すれば、
コン
ピューター上ですべての測定器を

1つのベンチに表示できます。
ソフト

ウェアは、各測定器のリモート制御
もサポートしています。
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スナップショットの保存／ロード

►► すべての測定器設定のスナップショットの保存
►► 次回のセッションで設定を再ロードして続行

スナップショットの保存／ロード
演習の作成／編集／ロード

►► 指導セッション用の測定器のセットアップ時間を短縮

1回クリックするだけで、
すべての測定器の現在の設定内容を
保存できます。
保存したクラスルーム全体の
「スナップショット」
は、同じ測定器が接続されている限り、
いつでも再ロードして
保存した設定内容に戻すことができます。
1つの課題を複数の
セッションに分けて行わなければならない場合でも、
この機能
を使用することで途切れのない指導が可能になります。

演習の作成／編集／ロード

►► カリキュラムに応じた新しい演習の作成

►► 指導方法の改善のための既存のレッスンの編集
►► 他の講師との協力と演習の共有

各測定器のファイルの削除、
アップロード、
ダウンロードがリ

モートで可能です。

さまざまなタイプの測定器に合わせた演習を準備することで、
学生のカリキュラム習得が容易になります。
接続されている測
定器の種類の数にかかわらず、演習機能を使用することで、必
要なすべての測定器に設定をロードできます。
自分の指導方法
に合わせて演習を準備することができます。
また、教室の大きさ
やレイアウトに関係なく、他の講師と協力したり、演習を共有し
たりすることもできます。

設定のロード／回収およびファームウェアアップデート
►► 同じ種類の複数の測定器を同時に設定
►► 学生グループに同じ指導手順を提供

►► 複数の測定器のファームウェアアップデートを同時に実行

複数の測定器を同時に設定できる機能が、学生グループに同
じ指導条件を提供するために不可欠です。
複数の測定器を同
時にアップデートすることで時間を節約し、効率を改善して、
ラ
ボ環境を最新に保つことができます。
ファイル転送機能により、
測定器のファイルの保存、
ダウンロード、削除が可能です。
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1回クリックするだけで、複数の測

定器のファームウェアアップデート

を同時に開始できます。

主な仕様
主な仕様

サポートされる測定器
オシロスコープ

R&S®RTC1000、R&S®RTB2000、R&S®RTM3000、R&S®RTA4000

ネットワーク・アナライザ

R&S®ZVH、R&S®ZPH

スペクトラム・アナライザ
電源

R&S®FSH、R&S®FSC、R&S®FPH、R&S®FPC1000、R&S®FPC1500
R&S®NGE100、R&S®NGE100B

その他の測定器は、
ご要望に応じてサポートします。

最小システム要件
HDD

RAM

オペレーティングシステム

300 Mバイト
3 Gバイト

Windows 7以降、64ビット版

オーダー情報

R&S®CDS キャンパス・ダッシュボード・ソフトウェアでは2種類のライセンスをご利用いただけます。
両方とも、操作にはハードウェ
アUSBドングルが必要です。
►► ローカルライセンスでは、
R&S®CDS-LL USBドングルを、R&S®CDS キャンパス・ダッシュボード・ソフトウェアを動作させるコン
ピューターに接続します。
この場合、
ソフトウェアはそのコンピューター上でだけ動作します。
►► フローティングライセンスでは、
R&S®CDS-FL USBドングルをローカルネットワークのサーバーに接続します。
この場合、
ライセ
ンスは複数のコンピューターで使用できますが、1回に使用できるコンピューターは1台だけです。
概要

型番

オーダー番号

キャンパスダッシュボード
（フローティングライセンス／ドングル）

R&S®CDS-LL
R&S®CDS-FL

1337.9817P03

キャンパスダッシュボード
（ローカルライセンス／ドングル）

1337.9817P02
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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

Rohde & Schwarz グループは、次の各ビジネス・フィールドに
おいて革新的なソリューションを提供し続けています：電子計
測器、放送機器、セキュリティ通信、
サイバーセキュリティ、
そし
てモニタリング & ネットワーク・テスティング。
創業80年を超え
るドイツ・ミュンヘンに本社を構えるプライベート・カンパニー
で、世界70カ国以上に拠点を持ち、大規模な販売・サービスネ
ットワークを展開している会社です。

永続性のある製品設計

►► 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・ジャパン株式会社
www.rohde-schwarz.com/jp

お客様窓口：
►►

►►

►►

ご購入に関するお問い合わせ
TEL：

0120-190-721| FAX : 03-5925-1285

E-mail : sales.japan@rohde-schwarz.com
技術ホットライン
TEL：

0120-190-722

E-mail : TAC.rsjp@rohde-schwarz.com

5216330816

►
►
►
►
►

修理・校正・サービスに関するお問い合わせ
TEL：

0120-138-065

E-mail : service.rsjp@rohde-schwarz.com

電話受付時間 9:00 ～ 18:00
(土・日・祝・弊社休業日を除く)
R&S® は、
ドイツRohde & Schwarz の商標または登録商標です。
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