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プリセールスからサービスまで。
国内で対応。

3年間保証
70か国以上に広がるローデ・シュワルツのネットワークが、高
度な知識と能力を備えたエキスパートによる最適な現地サポ
ートを保証します。 
プロジェクトの全段階で、ユーザーのリスクを最小限に抑えま
す。

 ► ソリューションの選定／購入
 ► 技術的な立ち上げ、アプリケーション開発、統合
 ► トレーニング
 ► 操作／校正／修理

R&S®LegacyPro：テクノロジーの更新
古い信号発生器の下取り
旧式のテストシステムには、古いテスト装置の保守に関する課
題が付き物です。個々の構成機器がATEシステム全体よりも早
期に老朽化した場合、老朽化した機器の定期的な校正／修理
は高価で非常に時間がかかるものになります。旧式のテスト
装置は最先端の同等機器に簡単に置き換えることができ、ハ
ードウェアおよびソフトウェアの変更も最小限で済むようにす
る必要があります。実際には、それは必ずしも簡単な作業では
ありません。

R&S®LegacyProコードエミュレーションを使用すればこれが
簡単な作業になり、作業負荷が減少してリスクが排除されま
す。R&S®LegacyProを使用すれば、新しい信号発生器は高い
信頼性で、キーサイト、アジレント、ヒューレット・パッカード、ア
ンリツ、ローデ・シュワルツなどのメーカーのさまざまな旧式
の発生器をエミュレートできるようになります。これにより、新
しい信号発生器はソフトウェアの大きな変更なしで従来のシ
ステムに導入でき、アップタイムの延長、維持コストの削減、テ
ストシステムの寿命の延長といった効果が得られます。



WinIQSIM2 WinIQSIM2 WinIQSIM2

ベクトル アナログ 放送
R&S®SMW200A R&S®SMM100A R&S®SMBV100B R&S®SGT100A R&S®SMCV100B R&S®SGS100A/SGU100A R&S®SGS100A R&S®SMA100B R&S®SMB100B R&S®SMB100A R&S®SMC100A R&S®SGS100A/SGU100A R&S®SGS100A R&S®CLGD R&S®SFD

高性能ベクトル信号発生器 ミッドレンジの再定義 最先端のベクトル信号発生器 ベクトルRF信号発生器、 
高速かつコンパクト

ベクトルRF信号発生器 ベクトルマイクロ波信号発生器、高
速かつコンパクト

ベクトルRF信号発生器、 
高速かつコンパクト

高性能RF/マイクロ波信号発生器 RF信号発生器、 
優れた性能と使いやすさを 
コンパクトなサイズで実現

マイクロ波信号発生器、 
汎用的かつコンパクト

信号発生器、最小サイズで最高のコ
ストパフォーマンスを実現

アナログマイクロ波信号発生器、
高速かつコンパクト

アナログRF信号発生器、 
高速かつコンパクト

DOCSISマルチチャネル信号発
生器 

DOCSISシングルチャネル信号
発生器

性能 ●●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●

主な特長  ► フェージングシミュレータ内蔵
 ► 第2 RF経路
 ► 複数の測定器と優れたパフォーマン

スで同期

 ► 非常に優れたRF性能 
 ► コストパフォーマンスの高い 

ミリ波ソリューション

 ► 超高出力パワー
 ► 優れたEVM/ACPR性能

 ► 最高速の周波数／レベルス
イッチング

 ► 最小のスタンドアロン 
ベクトル信号発生器 

 ► 優れたRF性能
 ► 高出力パワー
 ► RF DACデザイン

 ► マイクロ波レンジまで非常に優れた
RFパフォーマンスを実現

 ► 優れたコストパフォーマンスでコンパ
クトながら周波数を拡張

 ► コンパクト形状で非常に優れたRFパ
フォーマンスを実現

 ► 摩耗しない電子式アッテネータ

 ► 優れたSSB位相雑音 
 ► 超高出力パワー

 ► 超低SSB位相雑音
 ► 超高出力パワー

 ► 広い周波数レンジ
 ► 高出力パワー

 ► 高出力レベル
 ► 維持コストの最小化

 ► マイクロ波レンジまで非常に優れ
たRFパフォーマンスを実現

 ► コンパクト形状

 ► コンパクト形状で非常に優れたRF
パフォーマンスを実現

 ► 摩耗しない電子式アッテネータ

 ► DOCSIS 3.1/3.0、 
J.83/A/B/C、およびアナログTV
に対応

 ► 最大8倍の192 MHz信号帯域幅

 ► DOCSIS 3.1/3.0、 
J.83/A/B/C、およびアナログTV
に対応

 ► 最大192 MHzの信号帯域幅

周波数レンジ 100 kHz～3/6/7.5/12.75/
20/31.8/40/44 GHz

100 kHz～ 
6/7.5/12.75/ 
20/31.8/44 GHz

8 kHz～3/6 GHz 1 MHz～3/6 GHz 4 kHz～ 
3/6/7.125 GHz

80 MHz～20/40 GHz 80 MHz～6/12.75 GHz 8 kHz～3/6/12.75/20/
31.8/40/50/67 GHz

8 kHz～1/3/6 GHz 100 kHz～12.75/20/ 31.8/40 GHz 9 kHz～1.1/3.2 GHz 10 MHz～20/40 GHz 1 MHz～6/12.75 GHz アップストリーム： 
5 MHz～204 MHz
ダウンストリーム： 
47 MHz～1794 MHz

アップストリーム： 
5 MHz～204 MHz
ダウンストリーム： 
47 MHz～1794 MHz

I/Q変調帯域幅 最大2 GHz 
（内部／外部）

最大1 GHz（内部）
最大2 GHz（外部）

最大500 MHz（内部）、
最大2 GHz（外部）

最大240 MHz（内部）、
最大1 GHz（外部）

最大240 MHz（内部） 最大2 GHz（外部） 最大1 GHz（外部） – – – – – – 最大8 × 200 MHz（内部） 200 MHz（内部）

ピーク・エンベロープ・ 
パワー（PEP） 
（1 GHz/10 GHz）

＋18 dBm/＋18 dBm ＋18 dBm/＋18 dBm ＋25 dBm/該当なし ＋17 dBm/該当なし ＋20 dBm/該当なし ＋15 dBm/＋15 dBm ＋15 dBm/＋15 dBm ＋30 dBm/＋27 dBm ＋26 dBm/該当なし ＋19 dBm/＋19 dBm ＋13 dBm/該当なし ＋15 dBm/＋15 dBm ＋15 dBm/＋15 dBm ＋62 dBmV/該当なし ＋62 dBmV/該当なし

SSB位相雑音 
（1 GHz、1 Hz測定帯域
幅、20 kHzオフセット）

＜－137 dBc ＜－129 dBc ＜－126 dBc ＜－126 dBc ＜－125 dBc ＜－126 dBc ＜－126 dBc ＜－147 dBc ＜－126 dBc ＜－122 dBc ＜－105 dBc ＜－126 dBc ＜－126 dBc – –

高調波（1 GHz） ＜－30 dBc 
（レベル＜＋10 dBm）、

＜－55 dBc（f＞3.5 GHz）

＜－30 dBc 
（レベル＜＋10 dBm）、 

＜－55 dBc（f＞3.5 GHz）

＜－30 dBc
（レベル≦＋13 dBm）

＜－30 dBc
（レベル≦＋8 dBm）

＜－30 dBc 
（レベル≦＋13 dBm）

＜－30 dBc
（f＞12 GHz、レベル≦＋8 dBm）

＜－30 dBc
（レベル≦＋8 dBm）

＜－60 dBc
（レベル＝＋18 dBm）

＜－30 dBc
（レベル≦＋13 dBm）

＜－58 dBc
（レベル≦＋10 dBm）

＜－30 dBc
（レベル≦＋8 dBm）

＜－30 dBc
（f＞12 GHz、レベル≦＋8 dBm）

＜－30 dBc
（レベル≦＋8 dBm）

– –

非高調波（1 GHz、 
キャリアからのオフセットは
＞10 kHz）

＜－90 dBc
（レベル＞－10 dBm）

＜－85 dBc ＜－76 dBc
（レベル＞＋10 dBm）

＜－76 dBc
（レベル＞－10 dBm）

＜－52 dBc、－60 dBc（代表値）
（レベル＞＋10 dBm）

＜－56 dBc（実測値）
（レベル＞－10 dBm、
12 GHz＜f≦20 GHz）

＜－76 dBc
（レベル＞－10 dBm）

＜－100 dBc
（レベル＝＋10 dBm）

＜－76 dBc
（レベル＞＋10 dBm）

＜－70 dBc
（レベル＞－10 dBm）

＜－60 dBc
（レベル＞－10 dBm）

＜－56 dBc（実測値）
（レベル＞－10 dBm、
12 GHz＜f≦20 GHz）

＜－76 dBc
（レベル＞－10 dBm）

＜－63 dBc ＜－63 dBc

寸法（幅×高さ×奥行き） 435×192×460 mm 
（171.3×75.6×181.1インチ）

435×192×460 mm 
（171.3×75.6×181.1インチ）

344×153×372 mm 
（135.4×60.2×146.5インチ）

246×52.5×401 mm 
（96.9×20.7×157.9インチ）

222×97×366 mm 
（87.4×38.2×144.1インチ）

250×105×401 mm 
（98.4×41.3×157.9インチ）

250×52.5×401 mm 
（98.4×20.7×157.9インチ）

460×107×503 mmまたは 
460×151×503 mm 

（181.1×42.1×198.0インチまたは
181.1×59.5×198.0インチ）

344×108×372 mm 
（135.4×60.2×146.5インチ）

344×112×418 mm 
（135.4×44.1×164.6インチ）

236×112×368 mm 
（92.9×44.1×144.9インチ）

250×105×401 mm 
（98.4×41.3×157.9インチ）

250×52.5×401 mm 
（98.4×20.7×157.9インチ）

462×105×406 mm 
（181.9×41.3×159.8インチ）

233×107×372 mm 
（91.7×42.1×146.5インチ）

特に記載されていない場合、すべての値は仕様値です。
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WinIQSIM2  発生器は、R&S®WinIQSIM2シミュレーションソフトウェアによりデジタルI/Q信号の出力をサポートしています。

●	 	ポイント数が増えるほど、性能は高くなります。



WinIQSIM2 WinIQSIM2

ベクトル アナログ 放送
R&S®SMW200A R&S®SMM100A R&S®SMBV100B R&S®SGT100A R&S®SMCV100B R&S®SGS100A/SGU100A R&S®SGS100A R&S®SMA100B R&S®SMB100B R&S®SMB100A R&S®SMC100A R&S®SGS100A/SGU100A R&S®SGS100A R&S®CLGD R&S®SFD

高性能ベクトル信号発生器 ミッドレンジの再定義 最先端のベクトル信号発生器 ベクトルRF信号発生器、 
高速かつコンパクト

ベクトルRF信号発生器 ベクトルマイクロ波信号発生器、高
速かつコンパクト

ベクトルRF信号発生器、 
高速かつコンパクト

高性能RF/マイクロ波信号発生器 RF信号発生器、 
優れた性能と使いやすさを 
コンパクトなサイズで実現

マイクロ波信号発生器、 
汎用的かつコンパクト

信号発生器、最小サイズで最高のコ
ストパフォーマンスを実現

アナログマイクロ波信号発生器、
高速かつコンパクト

アナログRF信号発生器、 
高速かつコンパクト

DOCSISマルチチャネル信号発
生器 

DOCSISシングルチャネル信号
発生器

性能 ●●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●

主な特長  ► フェージングシミュレータ内蔵
 ► 第2 RF経路
 ► 複数の測定器と優れたパフォーマン

スで同期

 ► 非常に優れたRF性能 
 ► コストパフォーマンスの高い 

ミリ波ソリューション

 ► 超高出力パワー
 ► 優れたEVM/ACPR性能

 ► 最高速の周波数／レベルス
イッチング

 ► 最小のスタンドアロン 
ベクトル信号発生器 

 ► 優れたRF性能
 ► 高出力パワー
 ► RF DACデザイン

 ► マイクロ波レンジまで非常に優れた
RFパフォーマンスを実現

 ► 優れたコストパフォーマンスでコンパ
クトながら周波数を拡張

 ► コンパクト形状で非常に優れたRFパ
フォーマンスを実現

 ► 摩耗しない電子式アッテネータ

 ► 優れたSSB位相雑音 
 ► 超高出力パワー

 ► 超低SSB位相雑音
 ► 超高出力パワー

 ► 広い周波数レンジ
 ► 高出力パワー

 ► 高出力レベル
 ► 維持コストの最小化

 ► マイクロ波レンジまで非常に優れ
たRFパフォーマンスを実現

 ► コンパクト形状

 ► コンパクト形状で非常に優れたRF
パフォーマンスを実現

 ► 摩耗しない電子式アッテネータ

 ► DOCSIS 3.1/3.0、 
J.83/A/B/C、およびアナログTV
に対応

 ► 最大8倍の192 MHz信号帯域幅

 ► DOCSIS 3.1/3.0、 
J.83/A/B/C、およびアナログTV
に対応

 ► 最大192 MHzの信号帯域幅

周波数レンジ 100 kHz～3/6/7.5/12.75/
20/31.8/40/44 GHz

100 kHz～ 
6/7.5/12.75/ 
20/31.8/44 GHz

8 kHz～3/6 GHz 1 MHz～3/6 GHz 4 kHz～ 
3/6/7.125 GHz

80 MHz～20/40 GHz 80 MHz～6/12.75 GHz 8 kHz～3/6/12.75/20/
31.8/40/50/67 GHz

8 kHz～1/3/6 GHz 100 kHz～12.75/20/ 31.8/40 GHz 9 kHz～1.1/3.2 GHz 10 MHz～20/40 GHz 1 MHz～6/12.75 GHz アップストリーム： 
5 MHz～204 MHz
ダウンストリーム： 
47 MHz～1794 MHz

アップストリーム： 
5 MHz～204 MHz
ダウンストリーム： 
47 MHz～1794 MHz

I/Q変調帯域幅 最大2 GHz 
（内部／外部）

最大1 GHz（内部）
最大2 GHz（外部）

最大500 MHz（内部）、
最大2 GHz（外部）

最大240 MHz（内部）、
最大1 GHz（外部）

最大240 MHz（内部） 最大2 GHz（外部） 最大1 GHz（外部） – – – – – – 最大8 × 200 MHz（内部） 200 MHz（内部）

ピーク・エンベロープ・ 
パワー（PEP） 
（1 GHz/10 GHz）

＋18 dBm/＋18 dBm ＋18 dBm/＋18 dBm ＋25 dBm/該当なし ＋17 dBm/該当なし ＋20 dBm/該当なし ＋15 dBm/＋15 dBm ＋15 dBm/＋15 dBm ＋30 dBm/＋27 dBm ＋26 dBm/該当なし ＋19 dBm/＋19 dBm ＋13 dBm/該当なし ＋15 dBm/＋15 dBm ＋15 dBm/＋15 dBm ＋62 dBmV/該当なし ＋62 dBmV/該当なし

SSB位相雑音 
（1 GHz、1 Hz測定帯域
幅、20 kHzオフセット）

＜－137 dBc ＜－129 dBc ＜－126 dBc ＜－126 dBc ＜－125 dBc ＜－126 dBc ＜－126 dBc ＜－147 dBc ＜－126 dBc ＜－122 dBc ＜－105 dBc ＜－126 dBc ＜－126 dBc – –

高調波（1 GHz） ＜－30 dBc 
（レベル＜＋10 dBm）、

＜－55 dBc（f＞3.5 GHz）

＜－30 dBc 
（レベル＜＋10 dBm）、 

＜－55 dBc（f＞3.5 GHz）

＜－30 dBc
（レベル≦＋13 dBm）

＜－30 dBc
（レベル≦＋8 dBm）

＜－30 dBc 
（レベル≦＋13 dBm）

＜－30 dBc
（f＞12 GHz、レベル≦＋8 dBm）

＜－30 dBc
（レベル≦＋8 dBm）

＜－60 dBc
（レベル＝＋18 dBm）

＜－30 dBc
（レベル≦＋13 dBm）

＜－58 dBc
（レベル≦＋10 dBm）

＜－30 dBc
（レベル≦＋8 dBm）

＜－30 dBc
（f＞12 GHz、レベル≦＋8 dBm）

＜－30 dBc
（レベル≦＋8 dBm）

– –

非高調波（1 GHz、 
キャリアからのオフセットは
＞10 kHz）

＜－90 dBc
（レベル＞－10 dBm）

＜－85 dBc ＜－76 dBc
（レベル＞＋10 dBm）

＜－76 dBc
（レベル＞－10 dBm）

＜－52 dBc、－60 dBc（代表値）
（レベル＞＋10 dBm）

＜－56 dBc（実測値）
（レベル＞－10 dBm、
12 GHz＜f≦20 GHz）

＜－76 dBc
（レベル＞－10 dBm）

＜－100 dBc
（レベル＝＋10 dBm）

＜－76 dBc
（レベル＞＋10 dBm）

＜－70 dBc
（レベル＞－10 dBm）

＜－60 dBc
（レベル＞－10 dBm）

＜－56 dBc（実測値）
（レベル＞－10 dBm、
12 GHz＜f≦20 GHz）

＜－76 dBc
（レベル＞－10 dBm）

＜－63 dBc ＜－63 dBc

寸法（幅×高さ×奥行き） 435×192×460 mm 
（171.3×75.6×181.1インチ）

435×192×460 mm 
（171.3×75.6×181.1インチ）

344×153×372 mm 
（135.4×60.2×146.5インチ）

246×52.5×401 mm 
（96.9×20.7×157.9インチ）

222×97×366 mm 
（87.4×38.2×144.1インチ）

250×105×401 mm 
（98.4×41.3×157.9インチ）

250×52.5×401 mm 
（98.4×20.7×157.9インチ）

460×107×503 mmまたは 
460×151×503 mm 

（181.1×42.1×198.0インチまたは
181.1×59.5×198.0インチ）

344×108×372 mm 
（135.4×60.2×146.5インチ）

344×112×418 mm 
（135.4×44.1×164.6インチ）

236×112×368 mm 
（92.9×44.1×144.9インチ）

250×105×401 mm 
（98.4×41.3×157.9インチ）

250×52.5×401 mm 
（98.4×20.7×157.9インチ）

462×105×406 mm 
（181.9×41.3×159.8インチ）

233×107×372 mm 
（91.7×42.1×146.5インチ）

特に記載されていない場合、すべての値は仕様値です。

ローデ・シュワルツの信号発生器ポートフォリオは、製造および自動計測向けに超小型の
極めて高速なアナログ／ベクトル信号発生器から、電気通信、航空宇宙／防衛、半導体
セクターの研究開発向けに業界最先端のアナログ／ベクトル信号発生器まで、広範囲に
わたり提供しています。



ベクトル アナログ 放送
R&S®SMW200A R&S®SMM100A R&S®SMBV100B R&S®SGT100A R&S®SMCV100B R&S®SGS100A/SGU100A R&S®SGS100A R&S®SMA100B R&S®SMB100B R&S®SMB100A R&S®SMC100A R&S®SGS100A/SGU100A R&S®SGS100A R&S®CLGD R&S®SFD

高性能ベクトル信号発生器 ミッドレンジの再定義 最先端のベクトル信号発生器 ベクトルRF信号発生器、 
高速かつコンパクト

ベクトルRF信号発生器 ベクトルマイクロ波信号発生器、高
速かつコンパクト

ベクトルRF信号発生器、 
高速かつコンパクト

高性能RF/マイクロ波信号発生器 RF信号発生器、 
優れた性能と使いやすさを 
コンパクトなサイズで実現

マイクロ波信号発生器、 
汎用的かつコンパクト

信号発生器、最小サイズで最高のコ
ストパフォーマンスを実現

アナログマイクロ波信号発生器、
高速かつコンパクト

アナログRF信号発生器、 
高速かつコンパクト

DOCSISマルチチャネル信号発
生器 

DOCSISシングルチャネル信号
発生器

性能 ●●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●

主な特長  ► フェージングシミュレータ内蔵
 ► 第2 RF経路
 ► 複数の測定器と優れたパフォーマン

スで同期

 ► 非常に優れたRF性能 
 ► コストパフォーマンスの高い 

ミリ波ソリューション

 ► 超高出力パワー
 ► 優れたEVM/ACPR性能

 ► 最高速の周波数／レベルス
イッチング

 ► 最小のスタンドアロン 
ベクトル信号発生器 

 ► 優れたRF性能
 ► 高出力パワー
 ► RF DACデザイン

 ► マイクロ波レンジまで非常に優れた
RFパフォーマンスを実現

 ► 優れたコストパフォーマンスでコンパ
クトながら周波数を拡張

 ► コンパクト形状で非常に優れたRFパ
フォーマンスを実現

 ► 摩耗しない電子式アッテネータ

 ► 優れたSSB位相雑音 
 ► 超高出力パワー

 ► 超低SSB位相雑音
 ► 超高出力パワー

 ► 広い周波数レンジ
 ► 高出力パワー

 ► 高出力レベル
 ► 維持コストの最小化

 ► マイクロ波レンジまで非常に優れ
たRFパフォーマンスを実現

 ► コンパクト形状

 ► コンパクト形状で非常に優れたRF
パフォーマンスを実現

 ► 摩耗しない電子式アッテネータ

 ► DOCSIS 3.1/3.0、 
J.83/A/B/C、およびアナログTV
に対応

 ► 最大8倍の192 MHz信号帯域幅

 ► DOCSIS 3.1/3.0、 
J.83/A/B/C、およびアナログTV
に対応

 ► 最大192 MHzの信号帯域幅

周波数レンジ 100 kHz～3/6/7.5/12.75/
20/31.8/40/44 GHz

100 kHz～ 
6/7.5/12.75/ 
20/31.8/44 GHz

8 kHz～3/6 GHz 1 MHz～3/6 GHz 4 kHz～ 
3/6/7.125 GHz

80 MHz～20/40 GHz 80 MHz～6/12.75 GHz 8 kHz～3/6/12.75/20/
31.8/40/50/67 GHz

8 kHz～1/3/6 GHz 100 kHz～12.75/20/ 31.8/40 GHz 9 kHz～1.1/3.2 GHz 10 MHz～20/40 GHz 1 MHz～6/12.75 GHz アップストリーム： 
5 MHz～204 MHz
ダウンストリーム： 
47 MHz～1794 MHz

アップストリーム： 
5 MHz～204 MHz
ダウンストリーム： 
47 MHz～1794 MHz

I/Q変調帯域幅 最大2 GHz 
（内部／外部）

最大1 GHz（内部）
最大2 GHz（外部）

最大500 MHz（内部）、
最大2 GHz（外部）

最大240 MHz（内部）、
最大1 GHz（外部）

最大240 MHz（内部） 最大2 GHz（外部） 最大1 GHz（外部） – – – – – – 最大8 × 200 MHz（内部） 200 MHz（内部）

ピーク・エンベロープ・ 
パワー（PEP） 
（1 GHz/10 GHz）

＋18 dBm/＋18 dBm ＋18 dBm/＋18 dBm ＋25 dBm/該当なし ＋17 dBm/該当なし ＋20 dBm/該当なし ＋15 dBm/＋15 dBm ＋15 dBm/＋15 dBm ＋30 dBm/＋27 dBm ＋26 dBm/該当なし ＋19 dBm/＋19 dBm ＋13 dBm/該当なし ＋15 dBm/＋15 dBm ＋15 dBm/＋15 dBm ＋62 dBmV/該当なし ＋62 dBmV/該当なし

SSB位相雑音 
（1 GHz、1 Hz測定帯域
幅、20 kHzオフセット）

＜－137 dBc ＜－129 dBc ＜－126 dBc ＜－126 dBc ＜－125 dBc ＜－126 dBc ＜－126 dBc ＜－147 dBc ＜－126 dBc ＜－122 dBc ＜－105 dBc ＜－126 dBc ＜－126 dBc – –

高調波（1 GHz） ＜－30 dBc 
（レベル＜＋10 dBm）、

＜－55 dBc（f＞3.5 GHz）

＜－30 dBc 
（レベル＜＋10 dBm）、 

＜－55 dBc（f＞3.5 GHz）

＜－30 dBc
（レベル≦＋13 dBm）

＜－30 dBc
（レベル≦＋8 dBm）

＜－30 dBc 
（レベル≦＋13 dBm）

＜－30 dBc
（f＞12 GHz、レベル≦＋8 dBm）

＜－30 dBc
（レベル≦＋8 dBm）

＜－60 dBc
（レベル＝＋18 dBm）

＜－30 dBc
（レベル≦＋13 dBm）

＜－58 dBc
（レベル≦＋10 dBm）

＜－30 dBc
（レベル≦＋8 dBm）

＜－30 dBc
（f＞12 GHz、レベル≦＋8 dBm）

＜－30 dBc
（レベル≦＋8 dBm）

– –

非高調波（1 GHz、 
キャリアからのオフセットは
＞10 kHz）

＜－90 dBc
（レベル＞－10 dBm）

＜－85 dBc ＜－76 dBc
（レベル＞＋10 dBm）

＜－76 dBc
（レベル＞－10 dBm）

＜－52 dBc、－60 dBc（代表値）
（レベル＞＋10 dBm）

＜－56 dBc（実測値）
（レベル＞－10 dBm、
12 GHz＜f≦20 GHz）

＜－76 dBc
（レベル＞－10 dBm）

＜－100 dBc
（レベル＝＋10 dBm）

＜－76 dBc
（レベル＞＋10 dBm）

＜－70 dBc
（レベル＞－10 dBm）

＜－60 dBc
（レベル＞－10 dBm）

＜－56 dBc（実測値）
（レベル＞－10 dBm、
12 GHz＜f≦20 GHz）

＜－76 dBc
（レベル＞－10 dBm）

＜－63 dBc ＜－63 dBc

寸法（幅×高さ×奥行き） 435×192×460 mm 
（171.3×75.6×181.1インチ）

435×192×460 mm 
（171.3×75.6×181.1インチ）

344×153×372 mm 
（135.4×60.2×146.5インチ）

246×52.5×401 mm 
（96.9×20.7×157.9インチ）

222×97×366 mm 
（87.4×38.2×144.1インチ）

250×105×401 mm 
（98.4×41.3×157.9インチ）

250×52.5×401 mm 
（98.4×20.7×157.9インチ）

460×107×503 mmまたは 
460×151×503 mm 

（181.1×42.1×198.0インチまたは
181.1×59.5×198.0インチ）

344×108×372 mm 
（135.4×60.2×146.5インチ）

344×112×418 mm 
（135.4×44.1×164.6インチ）

236×112×368 mm 
（92.9×44.1×144.9インチ）

250×105×401 mm 
（98.4×41.3×157.9インチ）

250×52.5×401 mm 
（98.4×20.7×157.9インチ）

462×105×406 mm 
（181.9×41.3×159.8インチ）

233×107×372 mm 
（91.7×42.1×146.5インチ）

特に記載されていない場合、すべての値は仕様値です。
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ベクトル アナログ 放送
R&S®SMW200A R&S®SMM100A R&S®SMBV100B R&S®SGT100A R&S®SMCV100B R&S®SGS100A/SGU100A R&S®SGS100A R&S®SMA100B R&S®SMB100B R&S®SMB100A R&S®SMC100A R&S®SGS100A/SGU100A R&S®SGS100A R&S®CLGD R&S®SFD

高性能ベクトル信号発生器 ミッドレンジの再定義 最先端のベクトル信号発生器 ベクトルRF信号発生器、 
高速かつコンパクト

ベクトルRF信号発生器 ベクトルマイクロ波信号発生器、高
速かつコンパクト

ベクトルRF信号発生器、 
高速かつコンパクト

高性能RF/マイクロ波信号発生器 RF信号発生器、 
優れた性能と使いやすさを 
コンパクトなサイズで実現

マイクロ波信号発生器、 
汎用的かつコンパクト

信号発生器、最小サイズで最高のコ
ストパフォーマンスを実現

アナログマイクロ波信号発生器、
高速かつコンパクト

アナログRF信号発生器、 
高速かつコンパクト

DOCSISマルチチャネル信号発
生器 

DOCSISシングルチャネル信号
発生器

性能 ●●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●

主な特長  ► フェージングシミュレータ内蔵
 ► 第2 RF経路
 ► 複数の測定器と優れたパフォーマン

スで同期

 ► 非常に優れたRF性能 
 ► コストパフォーマンスの高い 

ミリ波ソリューション

 ► 超高出力パワー
 ► 優れたEVM/ACPR性能

 ► 最高速の周波数／レベルス
イッチング

 ► 最小のスタンドアロン 
ベクトル信号発生器 

 ► 優れたRF性能
 ► 高出力パワー
 ► RF DACデザイン

 ► マイクロ波レンジまで非常に優れた
RFパフォーマンスを実現

 ► 優れたコストパフォーマンスでコンパ
クトながら周波数を拡張

 ► コンパクト形状で非常に優れたRFパ
フォーマンスを実現

 ► 摩耗しない電子式アッテネータ

 ► 優れたSSB位相雑音 
 ► 超高出力パワー

 ► 超低SSB位相雑音
 ► 超高出力パワー

 ► 広い周波数レンジ
 ► 高出力パワー

 ► 高出力レベル
 ► 維持コストの最小化

 ► マイクロ波レンジまで非常に優れ
たRFパフォーマンスを実現

 ► コンパクト形状

 ► コンパクト形状で非常に優れたRF
パフォーマンスを実現

 ► 摩耗しない電子式アッテネータ

 ► DOCSIS 3.1/3.0、 
J.83/A/B/C、およびアナログTV
に対応

 ► 最大8倍の192 MHz信号帯域幅

 ► DOCSIS 3.1/3.0、 
J.83/A/B/C、およびアナログTV
に対応

 ► 最大192 MHzの信号帯域幅

周波数レンジ 100 kHz～3/6/7.5/12.75/
20/31.8/40/44 GHz

100 kHz～ 
6/7.5/12.75/ 
20/31.8/44 GHz

8 kHz～3/6 GHz 1 MHz～3/6 GHz 4 kHz～ 
3/6/7.125 GHz

80 MHz～20/40 GHz 80 MHz～6/12.75 GHz 8 kHz～3/6/12.75/20/
31.8/40/50/67 GHz

8 kHz～1/3/6 GHz 100 kHz～12.75/20/ 31.8/40 GHz 9 kHz～1.1/3.2 GHz 10 MHz～20/40 GHz 1 MHz～6/12.75 GHz アップストリーム： 
5 MHz～204 MHz
ダウンストリーム： 
47 MHz～1794 MHz

アップストリーム： 
5 MHz～204 MHz
ダウンストリーム： 
47 MHz～1794 MHz

I/Q変調帯域幅 最大2 GHz 
（内部／外部）

最大1 GHz（内部）
最大2 GHz（外部）

最大500 MHz（内部）、
最大2 GHz（外部）

最大240 MHz（内部）、
最大1 GHz（外部）

最大240 MHz（内部） 最大2 GHz（外部） 最大1 GHz（外部） – – – – – – 最大8 × 200 MHz（内部） 200 MHz（内部）

ピーク・エンベロープ・ 
パワー（PEP） 
（1 GHz/10 GHz）

＋18 dBm/＋18 dBm ＋18 dBm/＋18 dBm ＋25 dBm/該当なし ＋17 dBm/該当なし ＋20 dBm/該当なし ＋15 dBm/＋15 dBm ＋15 dBm/＋15 dBm ＋30 dBm/＋27 dBm ＋26 dBm/該当なし ＋19 dBm/＋19 dBm ＋13 dBm/該当なし ＋15 dBm/＋15 dBm ＋15 dBm/＋15 dBm ＋62 dBmV/該当なし ＋62 dBmV/該当なし

SSB位相雑音 
（1 GHz、1 Hz測定帯域
幅、20 kHzオフセット）

＜－137 dBc ＜－129 dBc ＜－126 dBc ＜－126 dBc ＜－125 dBc ＜－126 dBc ＜－126 dBc ＜－147 dBc ＜－126 dBc ＜－122 dBc ＜－105 dBc ＜－126 dBc ＜－126 dBc – –

高調波（1 GHz） ＜－30 dBc 
（レベル＜＋10 dBm）、

＜－55 dBc（f＞3.5 GHz）

＜－30 dBc 
（レベル＜＋10 dBm）、 

＜－55 dBc（f＞3.5 GHz）

＜－30 dBc
（レベル≦＋13 dBm）

＜－30 dBc
（レベル≦＋8 dBm）

＜－30 dBc 
（レベル≦＋13 dBm）

＜－30 dBc
（f＞12 GHz、レベル≦＋8 dBm）

＜－30 dBc
（レベル≦＋8 dBm）

＜－60 dBc
（レベル＝＋18 dBm）

＜－30 dBc
（レベル≦＋13 dBm）

＜－58 dBc
（レベル≦＋10 dBm）

＜－30 dBc
（レベル≦＋8 dBm）

＜－30 dBc
（f＞12 GHz、レベル≦＋8 dBm）

＜－30 dBc
（レベル≦＋8 dBm）

– –

非高調波（1 GHz、 
キャリアからのオフセットは
＞10 kHz）

＜－90 dBc
（レベル＞－10 dBm）

＜－85 dBc ＜－76 dBc
（レベル＞＋10 dBm）

＜－76 dBc
（レベル＞－10 dBm）

＜－52 dBc、－60 dBc（代表値）
（レベル＞＋10 dBm）

＜－56 dBc（実測値）
（レベル＞－10 dBm、
12 GHz＜f≦20 GHz）

＜－76 dBc
（レベル＞－10 dBm）

＜－100 dBc
（レベル＝＋10 dBm）

＜－76 dBc
（レベル＞＋10 dBm）

＜－70 dBc
（レベル＞－10 dBm）

＜－60 dBc
（レベル＞－10 dBm）

＜－56 dBc（実測値）
（レベル＞－10 dBm、
12 GHz＜f≦20 GHz）

＜－76 dBc
（レベル＞－10 dBm）

＜－63 dBc ＜－63 dBc

寸法（幅×高さ×奥行き） 435×192×460 mm 
（171.3×75.6×181.1インチ）

435×192×460 mm 
（171.3×75.6×181.1インチ）

344×153×372 mm 
（135.4×60.2×146.5インチ）

246×52.5×401 mm 
（96.9×20.7×157.9インチ）

222×97×366 mm 
（87.4×38.2×144.1インチ）

250×105×401 mm 
（98.4×41.3×157.9インチ）

250×52.5×401 mm 
（98.4×20.7×157.9インチ）

460×107×503 mmまたは 
460×151×503 mm 

（181.1×42.1×198.0インチまたは
181.1×59.5×198.0インチ）

344×108×372 mm 
（135.4×60.2×146.5インチ）

344×112×418 mm 
（135.4×44.1×164.6インチ）

236×112×368 mm 
（92.9×44.1×144.9インチ）

250×105×401 mm 
（98.4×41.3×157.9インチ）

250×52.5×401 mm 
（98.4×20.7×157.9インチ）

462×105×406 mm 
（181.9×41.3×159.8インチ）

233×107×372 mm 
（91.7×42.1×146.5インチ）

特に記載されていない場合、すべての値は仕様値です。
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周波数逓倍器およびアップコンバ
ーターのポートフォリオ

周波数逓倍器 I/Qアップコンバーター
R&S®SMZ R&S®SZU100A

マイクロ波／ミリ波周波数逓倍器 R&S®SMW200A用のI/Qアップコ
ンバーター

性能 ●●●●● ●●●●●

主な特長  ► 広い周波数レンジ
 ► 広いダイナミックレンジ

 ► フラットな周波数応答
 ► 高い信号純度と広いダイナミック

レンジ

周波数レンジ 50/60/75/110 GHz～ 
75/90/110/170 GHz

58.32 GHz～64.80 GHz

I/Q変調帯域幅 – 最大2 GHz（外部）

ピーク・エンベロープ・パワー
（PEP）

170 GHzモデル、＋8 dBm（代表値） ＋5 dBm 
（仕様周波数レンジ）

SSB位相雑音 
（1 GHz、1 Hz測定帯域
幅、20 kHzオフセット）

– ＜－93 dBc（60.48 GHz）

高調波（1 GHz） ＜－20 dBc（代表値） 
（仕様周波数レンジ）

＜－50 dBc 
（仕様周波数レンジ）

非高調波（1 GHz、 
キャリアからのオフセットは
＞10 kHz）

＜－20 dBc（代表値） 
（仕様周波数レンジ）

＜－50 dBc 
（仕様周波数レンジ）

寸法（幅×高さ×奥行き） 114×78×278 mm 
（44.9×30.7×109.5インチ）

125×90×300 mm 
（49.2×35.4×118.1インチ）

特に記載されていない場合、すべての値は仕様値です。



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
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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 

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

http://www.training.rohde-schwarz.com
https://www.rohde-schwarz.com/support
https://www.rohde-schwarz.com/support

