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Turn your signals into success.
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優れたオシロスコープ性能
最大16ビットの垂直軸分解能

低雑音フロントエンドと10 GSa/sのシングルコアADCを
搭載することにより、高い測定確度と広いダイナミックレ
ンジを実現しています。高分解能モード（HDモード）で
は、A/Dコンバーターの後の信号に対してローパスフィル
タを設定することにより、垂直分解能が最大16ビットに増
加します。フィルタによって量子化ノイズが軽減されるの
で、信号の詳細な解析がおこなえます。

表示されている信号は、トリガで確実に捕捉

ローデ・シュワルツ独自のデジタルトリガ・システムで
は、トリガ・システムの入力データが表示される信号と等
しくなるように、捕捉パス内のA/Dコンバーターのサンプ
リングポイントが使用されます。その結果、後処理で補正
する必要のない最小限のトリガジッタと、HDモードで最
大16ビットに拡張可能な高い感度を実現しているため、ど
んなに小さい信号でも確実に特定できます。

50 psのオーバーシュート
に対する正確な幅トリガ

スペクトラム解析機能を搭載

100万波形／秒による素早い信号異常の検出

スペクトラム・アナライザと同様に、最大4個のアナロ
グ信号に対して、中心周波数、スパン、および分解能帯
域幅の設定が可能です。RF開発における長年の経験によ
り、R&S®RTO オシロスコープは優れたダイナミックレン
ジを実現します。FFTベースのスペクトラム・アナライザ
はきわめて高速なので、散発的な不具合信号の捕捉には
最適です。R&S®RTO オシロスコープは、スペクトラムお
よび関連する信号経路を同時に表示し、イベントの相関性
を確認することができます。スペクトログラムモードで
は、MAX HOLDなどのさまざまな検波器が使用できるだけ
でなく、マスク試験を使用してさらなる解析を行うことが
できます。

R&S®RTO オシロスコープは、最大100万波形／秒の表示が
可能です。これを実現するために、ローデ・シュワルツは
信号処理が最適化されたASICを開発しました。本機を使用
すると、散発的な信号異常を素早く確実に検出することが
できます。ヒストグラム測定、マスク測定、またはカーソ
ル測定が有効になっている場合でも、高い波形更新速度を
実現しています。

通常の波形捕
捉速度

R&S®RTO：
100 万波形／秒

タイムドメインで
のマスクテスト

周波数ドメインで
のマスクテスト
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豊富な解析機能を搭載

高品
❙
❙

R&S®RTO オシロスコープには標準で、チャネルあたり
50 M サンプルのデータ捕捉メモリが搭載されています。
ロングパルスやプロトコル・シーケンスをシームレスに捕
捉するといった用途では、さらに多くのメモリが必要にな
ることがあります。R&S®RTOの捕捉メモリは、2 Gサンプ
ルまで拡張できます。ASIC 内で信号処理を行うことで、
大容量メモリを使用する場合でもスムーズに操作を行うこ
とができます。

❙

R&S®RTOと従来のオシロスコープの比較

❙
❙

メモリ長 (4チャネル)

業界をリードする 2 G サンプルの大容量メモリ

4000倍高速

1 kサンプル

100 kサンプル 100倍高速

1 Mサンプル 50倍高速

10 Mサンプル 50倍高速
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¸RTO

一般的なオシロスコープ

R&S®RTOは大容量メモリを使用する場合でもスムーズに操作するこ
とができます。

時間と周波数ドメインにおける業界初のゾーントリガ

R&S®RTO オシロスコープのゾーントリガを使用すれば、
イベントをグラフィカルに分離できます。任意の形状のゾ
ーンを8つまで定義し、複数のチャネル、または演算機能
を使用して論理的に結合できます。ゾーンの定義方法に応
じて、信号がゾーンを通過する、しないといった条件でト
リガ信号が起動します。これにより、タイムドメインのメ
モリ・インタフェースからリード／ライトシーケンスを分
離することができます。

過去の捕捉データ解析 – ヒストリ・バッファから、デ
ータの呼び出しがいつでも可能

R&S®RTO オシロスコープのヒストリ機能を使用すると、
メモリに保存された過去の波形にいつでも確実にアクセス
できます。トリガ・タイムスタンプを使用すると、時間相
関が可能になります。保存されたすべての信号を参照し、
ズーム機能、測定機能、演算機能、スペクトラム解析機能
などのツールで解析することができます。

タイムドメインおよび周波数ドメインのコン
ボが可能な、業界最初のゾーントリガ

信号解析のための豊富なツールセット

R&S®RTO オシロスコープには、90 種類を超える測定機能
が搭載されています。これらの機能は、振幅と時間測定、
ジッタ測定、アイ測定、ヒストグラム測定、スペクトラム
測定として分類されます。統計、ヒストグラム、トレン
ド／トラック機能により、測定結果の詳細な解析が容易
となります。測定結果は演算機能で使用することもできま
す。

過去の収集の解析のため
のヒストリープレーヤー

ヒストグラム

統計データ
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世界
各地
個別
妥協
長期

計

高度なユーザ・インタフェース

容易にカスタマイズできる R&S®SmartGrid
技術による波形表示

解析機能を短時間でセッ

❙❙R&S®SmartGridによる表示の設定
❙❙複数のタブによるウィンドウの重ね合わせ
❙❙すべての軸上にスケールラベルを表示

トアップできるアプリケ
ーション・コックピット

❙❙すべての解析機能に直接アク
セス
❙❙ユーザーアプリケーションを簡
単に追加
❙❙プロトコルのデコードを数秒で
実行
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使用頻度の高いツールへの高速アクセス

❙❙各機能に素早くアクセスするツールバー
❙❙測定を簡単に設定できるサイドバー

高解像度静電容量式タッチス
クリーンでピンチイン／アウ
トをサポート

❙❙鮮明な 12.1 インチ・スクリーン
❙❙静電容量式タッチスクリーン
❙❙ドラッグ・アンド・ドロップによる
信号配置
❙❙ピンチイン／アウトによるサイズ変
更が可能

色分けされたわかりやすい配
列

❙❙現在選択されているチャネルを示す
色分けされたボタン
❙❙トリガ・ソースの色分け
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マルチドメイン解析に対応した設計
ニーズ

最新の組み込み設計をテストすると、新たな課題が見つか
ることがよくあります。電源、プロセッサ、センサ技術、
デジタル I/O、無線インタフェースなどのさまざまな機
能ユニットが IC レベルまたは基板レベルで相互に接続さ
れ、相互干渉の影響を受けやすくなっています。デバッグ
では、電流、電圧、データテレグラム、基準クロック、セ
ンサ、無線データなどのさまざまな入力／出力信号を同期
する必要があります。これまで、タイムドメインの測定、
スペクトラム解析、ロジック解析、プロトコル解析、クロ
ック／データ発生には、専用の測定機器が使用されていま
した。

ローデ・シュワルツのソリューション

R&S®RTO オシロスコープは、強力な波形発生器を内蔵し
た初めてのオシロスコープです。本機には、周波数解析機
能、プロトコル解析機能、およびロジック解析機能を搭載
したマルチドメイン・テスト・ソリューションが組み込ま
れています。一貫性があり、すべての機能を簡単に操作
できる標準化されたユーザーインタフェースと、すべての
解析機能が同期されていることは、ユーザーにとって、解
析効率の飛躍的な向上につながります。以下の例は、その
効果をはっきりと示しています。内部電源による干渉は、
しばしば組み込み設計機能の散発的な障害の原因になりま
す。R&S®RTO オシロスコープは、プロセッサとインタフ
ェースの動作に基づいて、電源の品質をタイムドメインと
周波数ドメインで解析することができます。内蔵の波形発
生器を使用して、DUTをプログラムしたり、テスト用の信
号を供給したりできます。このワンボックス・ソリューシ
ョンを使用すると、複雑な設計においてもエラーを素早く
検出することができます。

完全なマルチドメイン・テスト・ソリューションを提供

アナログ
❙ デバッグ
❙ シグナルインテグリティー
❙ パワー解析
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ロジック
❙ デバッグ
❙ データ検証
❙ バスデコード

プロトコル
❙ プロトコルデコード
❙ プロトコルトリガ
❙ シンボルマッピング

周波数
❙ スペクトラム解析
❙ EMIデバッグ
❙ 信号解析

26.07.2017 17:42:18

主な仕様
主な仕様

垂直システム
チャネル数

R&S®RTO2002/2012/2022/2032

2

R&S®RTO2004/2014/2024/2034/2044/2064

4

アナログ帯域幅（–3 dB）と 50 Ω R&S®RTO2002 および R&S®RTO2004
での立ち上がり時間
R&S®RTO2012 および R&S®RTO2014

600 MHz

583 ps

1 GHz

350 ps

R&S®RTO2022 および R&S®RTO2024

2 GHz

175 ps

R&S®RTO2032 および R&S®RTO2034

3 GHz

116 ps

R&S®RTO2044

4 GHz

100 ps

R&S®RTO2064

4 チャネル：4 GHz、
2 チャネル：6 GHz

76 ps

いずれの機器も帯域幅を 6 GHz まで拡張できます。
インピーダンス

50 Ω ± 1.5 %、15 pF で 1 MΩ ± 1 %（実測）

入力感度

全範囲における最大帯域幅

A/D コンバータの有効ビット数
（ENOB）
データ捕捉システム

フルスケール正弦波、< –3 dB 周波数帯域幅

50 Ω：1 mV/div ～ 1 V/div、500 μV ～ 1 V（オプション）、
1 MΩ：1 mV/div ～ 10 V/div、500 μV ～ 10 V（オプション）
> 7 ビット（実測）

リアルタイム・サンプリング・
レート

R&S®RTO200x/201x/202x/203x

各チャネル最大 10 G サンプル／秒

R&S®RTO2044/2064

4 チャネルで最大 10 G サンプル／秒
2 チャネルで最大 20 G サンプル／秒
R&S®RTO 2 チャネル・モデル：50/100 M サンプル
R&S®RTO 4 チャネル・モデル：50/200 M サンプル
R&S®RTO 2 チャネル・モデル：1/2 G サンプル
R&S®RTO 4 チャネル・モデル：1/2 G サンプル

捕捉メモリ

最大収集レート

デシメーション・モード

標準構成、
1 チャネルあたり/1 チャネル使用時
最大アップグレード（R&S®RTO-B110 オプショ
ン）、
1 チャネルあたり/1 チャネル使用時
連続収集／表示、
10 G サンプル／秒、1 k サンプル
ウルトラ・セグメント・モード
1 チャネルあたり最大 3 波形のデシメーション・
モードと波形演算の任意の組み合わせ

1,000,000 波形／秒
< 300 ns ブラインド・タイム
サンプル、ピーク検出、高分解能、二乗平均

波形演算

オフ、エンベロープ、平均

補間モード

線形、sin(x)/x、サンプル・アンド・ホールド

水平軸システム
タイムベース範囲
確度

25 ps/div ～ 10,000 s/div
納入／校正後

±5 ppm

R&S®RTO-B4 オプション

±0.02 ppm

トリガのヒステリシスで決定

エッジ、グリッチ、幅、ラント、ウィンドウ、タイムアウト、
インターバル、スルー・レート、data2clock、パターン、ステ
ート、シリアル・パターン、TV/ビデオ、シリアル・バス・トリ
ガ（オプション）、ゾーン・トリガ（オプション）
最大 8 ポリゴンの論理的組み合わせ、
ソースと交差するまたは
交差しない：測定チャネル、スペクトラム、演算機能
自動または 0 div ～ 5 div の範囲で手動調整可能

W×H×D

427 mm×249 mm×204 mm （16.81 in×9.8 in×8.03 in）

トリガ
トリガ・タイプ

ゾーン・トリガ（オプション）

感度
一般仕様
寸法
重量

9.6 kg（21.2 lb）

スクリーン

12.1" LC TFT 静電容量式カラー・タッチ・スクリーン、1280 ×
800 ピクセル（XGA）
1 Gbps LAN、タイプ A：2 × USB 3.1、2 × USB 2.0、
タイプ B：1 × USB 3.1、GPIB（オプション）、外部モニタ用
の DVI ポートとディスプレイ・ポート、外部トリガ、トリガ
出力

インタフェース
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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

ローデ・シュワルツについて
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、そして無線モニタリング/無線ロケーショ
ン。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

Rohde & Schwarz training
www.training.rohde-schwarz.com
ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社
www.rohde-schwarz.co.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・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

R&S® は、ドイツRohde & Schwarz の商標または登録商標です。
PD 3607.2684.36 | Version 04.00 | 7月 2017 (sk)
Meeting your needs: R&S®RTO2000 デジタル・オシロスコープ
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。
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電話受付時間 9:00 ～ 18:00
(土・日・祝・弊社休業日を除く)

