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航空宇宙および防衛計画の多くが、ローデ・シュワルツのソリュ
ーションの卓越したパフォーマンスと品質に期待しています。ロ
ーデ・シュワルツはすべての製造を社内で行っているため、品
質を厳密に管理できます。これは、設計と製造を同じ場所で行
わなければ不可能です。また、70か国以上に所在する施設では
包括的なサービスを提供し、あらゆるニーズにお応えする比類
のない水準のサポートを行っています。

革新の背景にある力 
ローデ・シュワルツは、1933年の最初の周波数メータに始ま
り、80年以上にわたり電子計測ソリューションを開発してきま
した。当社の開発の成果は、テクノロジーの水準を押し上げる
ために大きな役割を果たしています。その一例は、最先端のTOI
性能と8.3 GHzの解析帯域幅を備えた高性能スペクトラム・ア
ナライザです。ローデ・シュワルツの製品には、最大1.1 THzの
高確度ネットワーク解析機能、2つの内蔵ベースバンドモジュ
ールでの最大8つのベースバンド発生器を1台に備えた革新的
な信号発生器、毎秒100万波形で、最大16ビットの垂直分解能
を持つオシロスコープ、そしてLAN機能を搭載したパワー・セン
サなど、最先端のトレンドを生み出す広範かつ高度なテクノロ
ジーが組み込まれています。

ローデ・シュワルツのソリューションは、数十年にわたって各国
の軍および政府機関で使用されています。航空宇宙および衛
星通信事業者は、最先端のR&D、製造、運用サポート計画にお
いて当社の電子計測ソリューションを使用しています。当社は、
パフォーマンスのみならずサポートに関しても高く評価されて
います。

ローデ・シュワルツは、航空宇宙業界および衛星通信業界と連
携して、お客様の厳しい要件を満たすソリューションを提供して
います。今日、世界中で最新の防衛計画の多くにおいて、当社の
製品が必要不可欠なものとなっています。

ローデ・シュワルツは長期的な顧客関係を構築し、顧客に選ば
れるパートナーとなるべく努力を続けております。航空宇宙業
界における試験・測定ソリューションのパートナーとしてのロー
デ・シュワルツへの信頼は、過去10年間に各国で獲得した数々
の政府との直接契約および民間契約によって明らかです。

ローデ・シュワルツは、将来の課題に対する取り組みにおいて欠くことのできない役割を果た
しています。当社は、電子機器の試験および測定において世界をリードする革新的な企業の
一つです。

ローデ・シュワルツ – RFテスト／測定
のあらゆる分野で80年以上にわたっ
て品質、精度、および革新性を追求

電子計測技術は、電子装置が適切に動作するための鍵となります。
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通信衛星が目標軌道に到達したら、ペイロード内のトランスポンダのパフォーマンスを確認す
るために、いくつかのルーチンを実行する必要があります。実際の衛星の保守においては、軌道
上での測定も重要な部分です。本書では、重要な打ち上げ後の測定セットアップに焦点を合わ
せています。ローデ・シュワルツは、この測定セットアップのために、他に類を見ない測定器を提
供しています。SED Systemsは、ローデ・シュワルツのソリューションパートナーです。SED Systems
は、ローデ・シュワルツの機器を使用して衛星の機能を確認し、保守ルーチンを実行するため
のカスタマイズされたターンキー試験システムを提供しています。

ローデ・シュワルツの電子計測機器
ローデ・シュワルツの電子計測機器は、世界中で使用されてい
ます。厳しい試験要件を満たすために、プライムコントラクタ、サ
ブコントラクタ、あるいはミリタリーサービスかそうでないかの
区別なくローデ・シュワルツが選択されています。

 ► 4ページ

ダブル・イルミネーションのモニタリング
衛星リンクに意図しない干渉があると、保証されたQOSが低
下したり、最悪の場合、動作が中断する恐れがあります。干渉源
のモニタリングは、できる限り速やかに行うことが重要です。ロ
ーデ・シュワルツのシグナル・スペクトラム・アナライザは、リア
ルタイム・アナライザの機能をワンボックスに集約することがで
きます。

 ► 5ページ

衛星通信信号モニタリング・ソリュ
ーションにおける専門技術

軌道上EIRP測定
民間衛星通信の衛星リンクの受信パスのEIRP測定には、電子
計測機器に関して特別な課題があります。R&S®NRPxxS(N)  
3パス・ダイオード・パワー・センサは、地上局の独立したアンテ
ナシステムでEIRPを測定します。確度、速度、長期的温度安定
性に優れており、LAN経由でリモート制御できます。

 ► 6ページ

軌道上衛星のためにカスタマイズされた試験システムソ
リューション
SED Systemsは、ローデ・シュワルツの機器を使用したカスタ
ムソリューションおよびシステムを提供しています。ローデ・シュ
ワルツの試験機器をベースにしたSED Systemsの地上局試験
システムを使用すると、衛星通信システムが最高水準のパフォ
ーマンスで動作することを保証できます。

 ► 8ページ
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A&D用途に選ばれる 
ローデ・シュワルツ製品



R&S®FSWによるダブル・イルミネーション・モニタリング

搬送波周波数（fc）

搬送波周波数（fc）
との干渉信号

衛星から地上局への
ダウンリンク信号

衛星（軌道上）

低雑音増幅器（LNA）

信号検出

運転中の
地上局

干渉する
地上局

ディッシュ
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ダブル・イルミネーションのモニタリング

衛星リンクは、音声放送とTV放送、さらに電話やインターネッ
ト、移動無線による世界規模の通信に不可欠です。そのため、
特に商用システムにおいては、24時間の円滑な運用を保証す
る必要があります。

抜群のリアルタイム・パフォーマンス 
衛星リンクに意図しない干渉があると、保証されたQOSが低
下したり、最悪の場合、動作が中断する恐れがあります。干渉
源のモニタリングは、できる限り速やかに行うことが重要です。 
R&S®FSW スペクトラム・シグナル・アナライザにリアルタイム
測定オプションを搭載すると、すべての機能を備えたリアルタイ
ム・スペクトラム・アナライザになります。

これにより、R&S®FSWは、優れたRF性能を備えた高性能のシ
グナル・スペクトラム・アナライザと、従来のリアルタイム・アナ
ライザのような欠点のない、優れたリアルタイム性能をワンボ
ックスに集約しています。

R&S®FSW リアルタイム測定オプションは、160 MHz、512 MHz、 
または800 MHzのRFスペクトラムをリアルタイムかつシームレ
スに表示します。信号持続期間が0.46 μsに低下した場合は約
2 343 750 FFT/sであり、傍受確率（POI）は100 %です。

R&S®FSW リアルタイム測定オプションは、RF設計エンジニア
が散発的な短い干渉信号を検出し、その原因を特定するのに
役立ちます。R&S®FSWは、観測地上局に設置されます。

視覚的評価が容易に
視覚的評価を行うために、R&S®FSW‑K161R/-B512R/-B800R
オプションを搭載したR&S®FSWは、瞬間的なスペクトラムに加
えてリアルタイムスペクトログラムを提供します。持続モードで
は、信号振幅が発生頻度に応じて異なる色で表示されるリア
ルタイムスペクトラムを提供します（持続スペクトラム）。周波数
に依存したマスクを使用すると、スペクトラムがマスクに違反す
るたびにR&S®FSWのトリガが起動するので、ユーザーはスペ
クトラム内の散発的な信号を確実に検出できます。 
R&S®FSW-K161R/-B512R/-B800Rオプションによって、すべて
の機能を備えたR&S®FSW シグナル・スペクトラム・アナライザ
にリアルタイム解析機能が付加されます。

ローデ・シュワルツの製品
 ► R&S®FSW シグナル・スペクトラム・アナライザ
 ► R&S®FSW-K161R/-B512R/-B800R リアルタイム・ス
ペクトラム・アナライザ、160/512/800 MHz（エクスポ
ートライセンスが必要）

 ► R&S®FSW-B160/-B320/-B512/-B1200/-B2001/ 
-B4001/-B6001/-B8001 160/320/512/1200/ 
2000/4400/6400 MHzおよび独自の8.3 GHz解析帯
域幅オプション  



試験機器ラック

LAN

LNA

パイロット
信号入力

PRX

パイロット信号

パワー・
センサ

アンテナ・システム

受信／コントロール・センタ

距離に応じて USB、
LAN、または光ファ
イバのリンクを用いたデ
ータおよび制御用の接続

コントロール・センタ

基準信号
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軌道上EIRP測定

大気の影響による信号の劣化 
衛星は、ダウンリンクビームに焦点を絞り、できるだけ低いRF
レベルで送信するように設計しなければ、大きなソーラーパネ
ルが必要になります。しかしながら、地上局で受信する衛星信

号の電界強度が不十分である場合には、深刻な問題が発生す
る可能性があります。このことは、軌道上EIRP測定時に対処す
る課題です。ビットエラー率（BER）が急激に増加し、通信リンク
が使用できなくなる場合もあります。このような悪影響には、さ
まざまな原因が考えられます。大気の状態が電磁波の伝搬に
影響を与えることはよくあります。例えば、霧、雲、降水などによ
って信号が減衰され、Kuバンドや、特にKaバンドといった高い
周波数バンドでノイズが増加することがあります。

アンテナシステムの制約
アンテナ調整に誤差があると、利用可能なパワーの一部しか受
信できないことがあります。これは特に、大規模な指向性の高
いパラボラアンテナの場合に当てはまります。また、受信システ
ムを運用する場所の環境条件にも注意が必要です。多くの衛星
アンテナは屋外に設置されるので、湿度、高温/低温、風による
機械的応力などに耐える必要があります。これは信号品質に
も悪影響があり、経年劣化の影響によって更に悪化します。こ
の影響による伝送経路の減衰は、数dBに過ぎませんが、その影
響は、バックグラウンド補正アルゴリズムの能力を簡単に超え
る場合があります。これは、搬送波対雑音（C/N）比に関する性
能限界が比較的小さいからです。これは、計画上の誤りではな
く、経済的な考慮の結果です。これは決して方式の誤りではな
く、経済的な考慮の結果です。

安全マージンを高めるために、入力信号のレベル（アンテナ到
達時点で約－115 dBm）をわずか3 dB増やすだけでも、衛星
の送信パワーを2倍にするか、受信アンテナの直径を50 %増や
すことが必要になるからです。このため、現実的な方法として
は、既存の乏しいリソースを最大限に活用する適当な代替手法
の開発に力を注ぐ必要があります。その例として、徐々に起きる
システムの性能低下を防ぐために、受信パワーを連続的にモニ
ターする方法があります。

ローデ・シュワルツ機器による等価等方放射電力（EIRP）
測定
左の図は、衛星が目標軌道上にあるときのEIRP試験のため
の地上局セットアップを示しています。基準パイロット信号は、
既知のRFレベルを持ちます （パワーレベルは、パワー・セン
サで測定可能な程度に高く、低雑音増幅器（LNA）を非線形
領域にドライブしない程度に低いことが必要です）。測定点で
は、R&S®SMA100B マイクロ波信号発生器は、搬送波周波数
と信号帯域幅が衛星ダウンリンクで予想されるものと同じ基
準パイロット信号を入力します。

衛星が対象軌道上にあるときのEIRP試験のための地上
局セットアップ

ローデ・シュワルツの製品
 ► R&S®FSW シグナル・スペクトラム・アナライザ
 ► R&S®SMA100B マイクロ波信号発生器
 ► R&S®NRPxxS/R&S®NRPxxSN パワー・センサ



低雑音増幅器（LNA）

パイロット信号入力

パイロット信号
パワー・センサ

PRX
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パイロットRF信号は、衛星からの信号と同様に、受信伝送パス
の大部分を通って受信／コントロールセンターまで移動します。
ここでは、シグナル・スペクトラム・アナライザを使用して2つの
信号のレベル差が判定されます。どちらの信号も搬送波周波
数／スペクトラム形状がほとんど同じなので、伝送パス全体に
沿って同じ増幅および減衰を受けます。つまり、スペクトラム・ア
ナライザで測定されるレベル差には、基準点でのレベル差が
反映されます。このようにして、地上局アンテナ出力でのRF受
信レベルがわかります。ただし、パワー・センサは、パイロットRF
信号のレベルを基準点で直接測定するのではなく、一定の距
離離れて測定するため、パイロットレベルが高くなります。この
レベル差の原因は、中間の受動素子による減衰です。この減衰
は、長期的に安定していると見なしても差し支えないので、予
測されるダウンリンクチャネル毎にときどき測定するだけで済
みます。測定されたチャネル固有の値は、パワーメータの読み
値から減算されます。

常に校正されたパワー・センサ
R&S®NRPxxS(N) 3パス・ダイオード・パワー・センサは、レベル、
周波数、温度の全範囲で高確度な測定を行うために工場で校
正されています。このアプリケーションのケースでは、パワーレ
ベルが低く、センサのパワー仕様に記述された、－70 dBm～
＋23 dBm（33 GHz）の許容範囲内に収まるため、過負荷によ
るセンサの障害は、考慮する必要はありません。そのため、この
応用事例の低いパワーレベルは、ローデ・シュワルツのパワー・
センサで容易かつ正確に測定できます。

受信パワーの測定方法
右図は、アンテナシステムの最適な測定点を示しています。この
測定ポイントは、アンテナ出力と、一般的にアンテナにフランジ
取り付けされる1つ目の超低雑音増幅器（LNA）の入力の間に
配置されます。このポイントではRF信号レベルが最も低くなり
ますが、実現可能な測定確度は最高になります。受信／コント
ロールセンターでのチェーン内で後からパワーを測定すると、
不確実性の原因になります。これは、LNAの利得と、アンテナか
らの（非常に長い場合もある）受信フィードによる減衰の安定
性が十分でないからです。アンテナ出力でのRFレベルは非常に
低く、ダイオード・パワー・センサの測定限界を50 dB下回る場
合もあります。そのため、帯域を制限して、つまり、選択的アナラ
イザを使用して測定する必要があります。広帯域パワー・メータ
は、最高の確度を持っていますが、この確度をスペクトラム・ア
ナライザなどの選択的機器に移す間接的な測定が最適です。
そのため、2段階のアプローチが必要になります。

受信アンテナの特性に関わらず比較可能な受信パワー結果
を取得するために、衛星のEIRPを受信パワーから計算します。 
EIRPは、測定される受信パワーを取得するために衛星が放射
する必要があるパワーです。この計算では、等方性送信アンテ
ナを使用することを想定します。つまり、アンテナはすべての方
向に一様に放射します。

RX r 30
dBW dBm dB dB

= + + −
EIRP P G a

 
PRXは受信パワー、Grは受信アンテナのゲイン、aは200 dBのオ
ーダーの公称パス減衰です。このように取得したEIRP値を衛星
の指定されたEIRPと比較することで、無線リンクの現在の品質
指標が得られます。

3パス・ダイオード・パワー・センサは、測定限界が非常に低いこ
とに加えて、連続平均、バースト平均、タイムスロット平均、ゲー
ト平均、トレース測定をサポートするので、この事例を含めて多
数の用途に適しています。これらのパワー・センサは、抜群のパフ
ォーマンス、先例のない測定速度、および硬度を特徴とします。 
詳細な解析を行うために、センサには100 kHzのビデオ帯域幅
でのタイムスロットモードやトレースモードなどの追加の測定
機能が搭載されています。

便利なリモート制御インタフェース
R&S®NRPxxS(N) パワー・センサは最大67 GHzの周波数範囲
を備えており、衛星システムの地上局の設置、保守、およびリモ
ートモニタリングに最適な選択肢です。R&S®NRPxxSN LAN 
パワー・センサは、センサをシステム内の異なるポイントに配置
する必要がある衛星システムのリモートモニタリング用途に最
適です。Power over Ethernet（PoE）スイッチを使用してLANに
センサを接続すると、コントロール・センタからリモートでシス
テムをモニタリングすることができます。

アンテナシステムの最適な測定点



ローデ・シュワルツとSED Systemsの密接な連携
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軌道上衛星のためにカスタマイズされた
試験システムソリューション

ローデ・シュワルツの機器を使用したSED試験システムのブロック図

ローデ・シュワルツ製品 1)

 ► R&S®FSW/R&S®FSV3000/R&S®FSVA3000 シグナル・ス
ペクトラム・アナライザ

 ► R&S®FSWP 位相雑音アナライザ
 ► R&S®SMW200A/R&S®SMBV100A ベクトル信号発生器
 ► R&S®NRPxxS(N) 3パス・ダイオード・パワー・センサ
 ► R&S®ZNA/R&S®ZVT ベクトル・ネットワーク・アナライザ

SED製品
 ► カスタマイズされた試験システムおよび制御ソフトウェア

1) すべての製品が40 GHzまで使用可能です。



SED Systemsが開発した試験システ
ム制御ソフトウェア
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あらゆるレベルでのカスタマイズ
1つのサイズで、すべてに適合することはできません。とりわけ、
航空宇宙業界および衛星通信業界ではそうです。それぞれの
ユーザーに独自のパラメーターセットや要件があります。これ
に対応するために、ローデ・シュワルツはソリューションパート
ナーのSED Systemsと連携して、あらゆるレベルでカスタマイ
ズを提供しています。航空宇宙および衛星通信事業者は、生産
ラインに対する迅速で強固な品質保証のためにカスタム試験
システムを使用しています。ユーザー中心のソリューションは、
ユーザーが固有の課題に対する最適な解答を得られることを
保証します。

将来を見据えたモジュール式のシステム構成
SED Systemsの地上局試験システムは、オペレーターの介入を
最小限に抑えて衛星ペイロードのパフォーマンスを測定します。 
SED地上局試験システムは、UHF、L、C、Ku、またはKaの各帯
域で動作し、広範な衛星パラメータを自動的に測定およびモニ
タリングします。SEDによる自社開発のアルゴリズムによって、
正確な測定結果が迅速に得られます。軌道上試験システムの
設定と操作は、グラフィカル・ユーザーインタフェースによって
直感的で使いやすくなっています。

試験システムの重要な構成要素は、システムサーバー上で動
作するソフトウェアです。C++で記述されたサーバーコードが
Linuxオペレーティングシステム上で動作し、試験機器と通信し
て測定を実行します。ローデ・シュワルツ製信号発生器は、測定
のための純粋な試験キャリアを提供します。また、校正用ソース
として使用することもできます。必要に応じて2つ目のローデ・
シュワルツ製信号発生器を追加して、複数の試験キャリアを必
要とする測定を行うこともできます。多数の試験キャリアを必
要とする測定を行う場合は、ローデ・シュワルツ製のベクトル信
号発生器を追加します。

主要な測定機器は、周波数ドメインまたはタイム・ドメインの測
定を実行するローデ・シュワルツのシグナル・スペクトラム・アナ
ライザです。パルスジェネレータがシンセサイザとシグナル・ア
ナライザに対して、高速ステップの周波数測定およびパワー測
定をトリガします。アンテナハブでは、SEDが製造したハブスイ
ッチ筐体が送信される試験キャリアのパワーと周波数をモニタ
リングします。送信機能と受信機能の両方の切り替え、および
信号ルーティングがサポートされます。要件に応じて、ダブルイ
ルミネーションモニタリングなどのその他の機能を試験システ
ムに組み込むことができます。

最適化されたGUIと広範な自動化機能
オペレーターは、軌道上試験の準備として、グラフィカル・ユー
ザーインタフェースを使用して必要な測定シーケンス、測定の
パラメータテーブル、衛星データ、および公称校正データを入力
します。試験時には、指定された測定シーケンスが全自動モー
ドで実行されます。測定実行時には、測定結果と現在のシステ
ムステータスが表示されます。

定期的な校正は、完全に自動で実行されます。受動素子のみが
関係する1回限りの事象（送信モニターカップラの交換など）に
対応するため、手動校正を実施することができます。この1回限
りの校正の結果は、システムデータベースに入力されます。
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高付加価値のサービス
► 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

R&S®は、Rohde & Schwarz GmbH & Co. KGの登録商標です。 
商品名は、各所有者の商標です。 
PD 3607.4364.96 | バージョン03.01 | 4月2022 (fi) 
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©2016‑2022 Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG | 81671 Munich, Germany

ローデ・シュワルツ トレーニング
www.training.rohde-schwarz.com

Certified Environmental Management

ISO 14001
Certified Quality Management

ISO 9001

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

ローデ・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。

ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社
www.rohde-schwarz.com/jp

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