
Turn your signals into success.

粒子加速器の　　　　
高精度ソリューション
の優位性
 ❙ 電子計測器　
 ❙ 高出力アンプ



安全なインターロックシステム
さらに高いビームエネルギーと、より高い光度に対する必
要性により、安全要求はますます重要かつチャレンジング
なものになっています。加速器のわずかなビーム損失が機
械の真空破壊や双極子磁石の破損を引き起こし、修理コス
トの増大や、数週間のダウンタイムを余儀なくされます。
さらに、シンクロトロン光源の連続的な補充動作には、完
全に自動化された注入プロセスが必要です。
これらの要求は、制御システムの大きな変化をもたらし、
信頼性の高い安全なインターロックシステムの必要性を示
唆しています。R&S®RTO は、お客様の安全上の要求に対
応するためのシステム・ソリューションを提供しています。

RF 信号伝送と増幅における精度と効率
10 kHz ～ 50 GHz の周波数範囲と、10 kW ～ 2 MW の電
力範囲をカバーする高出力RF信号源は、真空管 (テトロ
ド、クライストロンなど)、高出力VHF / UHF送信機、およ
び増幅器を直列接続することで得られます。ローデ・シュ
ワルツの高性能送信機および広帯域アンプ・ファミリはこ
れらの課題を解決し、最高の振幅および位相安定性、低位
相雑音、高エネルギー効率、小型フットプリント、および
モジュール設計といった各種要求に対応します。

Your challenge …
 
粒子加速器は、基礎科学研究や材料科学、そして医学など
の応用分野を含む、最先端の研究分野において非常に重要
な技術です。
粒子加速器に求められる全ての技術要求、特に信号生成、
信号増幅、そして電子計測については、最高レベルの水準
を満たす必要があります。

中央ビーム監視 
加速器物理の実験では、パルスパラメータや2信号間のジ
ッタを精度良く測定することが重要です。例えば、加速器
のクライストロンまたは双極子磁石のいずれかの損傷を防
ぐために、RFパルスのパルス形状が連続的に監視されま
す。これには、すべてのシングルパルスを捕捉して、デー
タを連続的に記録する必要があります。最新のフリー・エ
レクトロン・レーザー (FEL) がパルス・レートを100 Hzに
増加することを考えると、困難な課題です。R&S®RTO を使
用すると、最大100 Hzのレートで波形を取得してPCにダウ
ンロードできるため1つのパルスも失いません。

この冊子では、粒子加速器の要求事項を満たす、ローデ・
シュワルツの計測器、装置、およびソリューションの概要
をご説明します。 また、ローデ・シュワルツは、研究アプ
リケーションを対象とした幅広い機器を提供しています。 
これらの製品の詳細については、以下のウェブサイトをご
参照ください:

www.rohde-schwarz.com/jp

ビーム同期タイミング
超低位相雑音マイクロ波および無線周波数 (RF) 信号源は、
あらゆる粒子加速器を効率的かつ効果的に動作させるた
めに不可欠な要素です。R&S®FSWP 位相雑音アナライザ
は、低損失加速、一定エネルギービーム生成、効率的な注
入 (直線から円形へ)、特定のビーム時間構造 (シングル、数
個、マルチバンチなど) の位相ノイズ測定と観測にきわめ
て高い感度を提供します。



アンプ・ファミリ 周波数レンジ Max. CW  
出力パワー

R&S®BBA150 9 kHz ～ 6 GHz 2.5 kW/200 W

R&S®BBL200 9 kHz ～ 250 MHz 10 kW

R&S®TxR9 87.5 MHz ～ 108 MHz 60 kW

R&S®TxV9 170 MHz ～ 254 MHz 32 kW

R&S®TxU9 470 MHz ～ 862 MHz 75 kW

高出力
送信機および
アンプ

位相雑音 
アナライザ

ローデ・シュワルツの高出力送信機および広帯域アンプ・ファミ
リは、最高の振幅および位相安定性、低位相雑音、高エネルギー
効率、小型フットプリント、およびモジュール設計により、さ
まざまなご要求に応えます。 R&S®BBA150 広帯域アンプ・ファ
ミリは、9 kHz ～ 6 GHzの周波数範囲をカバーします。 コンパク
トなアンプは頑丈で、高い柔軟性を備えています。R&S®BBL200 
広帯域アンプは、9 kHz ～ 250 MHz、最大10 kWの周波数範囲
で高いRFパワーを必要とするアプリケーションに最適です。
本来、最新の地上波の放送用途に対応するように設計された、水
冷式 R&S®Tx9 高出力送信機ファミリは、エネルギー効率と柔軟
性に優れています。

R&S®FSWP 位相雑音アナライザ/VCOテスタは、OCX-
O、DRO、VCOなどのシンセサイザとオシレータの高確度
な測定に最適なテスト・ソリューションです。 R&S®FSWP 
は、必要なアプリケーションのニーズに合わせて簡単に構
成でき、相互相関のある低ノイズな内蔵ローカル発振器を
最大限に活用することで、パルス信号でもボタンを押すだ
けで高確度な位相雑音測定を可能にしています。

R&S®RTO デジタル・オシロスコープ

R&S®FSWP 位相雑音アナライザ/VCOテスタ

主な特徴  
 ❙ 100 Hzでの連続ビーム品質監視
 ❙ 安全なインターロック機能
 ❙ RFパルスと加速度測定
 ❙ レーザパルスおよびシンクロトロン・アプリケーション
のジッタ測定

 ❙ トリガー分布精度測定

主な特徴  
 ❙ 100 % ミスマッチ耐性
 ❙ 振幅、周波数、位相、パルス変調に最適
 ❙ 世界中を網羅するサービスネットワークとスペアパーツ
のグローバルサポート

主な特徴 
 ❙ 周波数レンジ: 1 MHz ～ 8/26.5/50 GHz                   
(外部ミキサ使用で最高 500 GHz をカバー)

 ❙ 相互相関と極低ノイズの内部基準信号源により、位相
ノイズ測定の高感度を実現

 ■ Typ. –172 dBc (1 Hz)、1 GHz キャリア周波数、10 kHz 
オフセット

 ■ Typ. –153 dBc (1 Hz)、10 GHz キャリア周波数、10 kHz 
オフセット

 ❙ 振幅雑音と位相雑音の同時測定
 ❙ ボタンを押すだけで、パルス信号の位相雑音測定が可能
 ❙ パルス信号を含む付加的な位相ノイズを測定するため
の信号源を内蔵

 ❙ 表示平均雑音レベル (DANL) –156 dBm (1 Hz) (ノイズキ
ャンセルなし)と、typ. 25 dBmのTOIによりスペクトラ
ム解析に最適な高ダイナミックレンジを実現

 ❙ 80 MHz 信号解析帯域
 ❙ 総合測定不確かさ:

 ■ < 0.2 dB、 ～ 3.6 GHz
 ■ < 0.3 dB、 ～ 8 GHz

オシロスコープ
 
加速器物理学における実験で、例えば、シンクロトロンの
研究室では、パルスパラメータや2信号間のジッタを非常
に正確に測定する必要があります。このデータは、動作
中の連続監視と同様に、実験開始時や、機器の設定時にお
ける性能試験において測定する必要があります。監視時に
は、例えば100 Hzで動作するような自由電子レーザのあ
らゆるパルスを捕捉するために、高い更新レートでデータ
を保存してダウンロードできる必要があります。 研究者
は、R&S®RTO の優れた精度を高く評価しています。低ノイ
ズのフロントエンドと10 Gサンプル/秒のシングルコア・モ
ノリシックA/Dコンバータは、正確な測定データに対して 7 
以上の有効ビット数 (ENOB) を提供します。100 psのサン
プリング分解能により、高周波信号成分を検出することが
できます。 
さらに、 R&S®RTO のデジタルトリガ・アーキテクチ
ャにより 1 ps (RMS) の低トリガジッタを実現していま
す。R&S®RTO-B4 オーブン制御水晶発振器 (OCXO) オプ
ションは、タイムベース精度を0.2 ppmに改善します。
これは、長期間のドリフトを最小限に抑えるために重要
です。R&S®RTO は測定を高速に実行し、600,000 回のマ
スク・テストで信号の偏差を素早く検出します。このよう
に、R&S®RTO は、シンクロトロンや自由電子レーザーな
ど、多くの加速器物理実験室での正確な測定に最適です。

R&S®BBL200 

広帯域アンプ

はじめに
80年以上のビジネス経験を持ち、高出力RF信号生成、信号
増幅、そして最先端のテストおよび測定ソリューションを
高い信頼性でご提供しています。

世界中で70以上の子会社と各国の販売店を通じて、ロー
デ・シュワルツは、グローバルな研究機関との間で長期に
渡って協力関係を築いてきました。
技術革新と研究開発に対する探究心によって得られたノウ
ハウと、最先端のソリューションをパートナーに提供する
ことで、このような関係を常に強化しています。

当社のグローバルな知名度と、幅広いサービスとサポート
が、各国におけるオンサイト・サポートを提供する際にお
ける最大のメリットです。私たちのグローバルなネットワ
ークと技術  的な専門知識により、今日の国際プログラムと
世界的なプロジェクトにおいて信頼できるパートナーとし
て認知されています。

これから取り組もうとしているお客様のチャレンジが
❙ 素粒子研究
❙ 粒子治療アプリケーション
❙ 材料特性

あるいは、以下の分野におけるサービスなら
❙ 高エネルギー粒子加速
❙ 正確なビーム形成とモニタリング
❙ 信頼性の高い安全な粒子保管

ローデ・シュワルツは、こうした高度な要求をすべて満た
すことのできる、実証済みのソリューションを提供する信
頼できる長期的パートナーです。私たちがあなたのために
何ができるのか、是非この冊子でご確認下さい。

より詳細な情報については、以下の資料をご参照下さい
 ❙ R&S®RTO 製品フライヤ (PD 3607.0946.32)
 ❙ R&S®RTO デジタル・オシロスコープを使用した波形データ
の高速ダウンロード (PD 3607.2132.92)

 ❙ 加速物理学における R&S®RTO (PD 3606.9740.92)

より詳細な情報については、以下の資料をご参照下さい
 ❙ R&S®THR9 製品カタログ (PD 3606.8595.12)
 ❙ R&S®THU9/THV9 製品カタログ (PD 5214.5990.12)
 ❙ R&S®BBA150 製品カタログ (PD 3606.7247.12)
 ❙ R&S®BBL200 製品カタログ (PD 3606.9456.12)

より詳細な情報については、以下の資料をご参照下さい 
❙ ¸FSWP 製品カタログ (PD 3607.2090.12)
❙ ¸FSW-K30/¸FSWP-K30 雑音指数測定データシー
ト (PD 5214.6339.22)

R&S®RTO は、優れた信号再現性、高いアクイジション・レ
ート、業界初のリアルタイム・デジタルトリガ・システム
により、600 MHz ～ 4 GHz周波数帯域のアプリケーション
に最適な製品として世界中で使用されています。



3607439332

Service that adds value
❙ Worldwide  
❙ Local and personalized
❙ Customized and flexible
❙ Uncompromising quality 
❙ Long-term dependability  

高品質に裏打ちされたサービス
❙ 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  
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R&S® は、ドイツRohde & Schwarz の商標または登録商標です。 
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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 - 2017 Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG | 81671 Munich, Germany

Certified Environmental Management

ISO 14001
Certified Quality Management

ISO 9001

3607439336

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・仕様に関するお問い合わせ 
TEL：  0120-190-722 
E-mail : technical-support.japan@rohde-schwarz.com

 ❙ 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)

口ーデ・シュワルツ
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。

Rohde & Schwarz training
www.training.rohde-schwarz.com

口ーデ・シュワルツ・ジャパン株式会社
www.rohde-schwarz.co.jp

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


