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民生用ドローンの悪用を阻止するた
めのドローン監視システム

最新のボディ・スキャナが、乗客の利便性を損なうことなく 
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技術的に実現可能なことを実行すべきかどうかに関しては、
さまざまに意見が分かれます。個人の自由が公共の安全と
衝突する場合には、議論が感情的になります。例えば、犯
罪行為が記録される、または捜索対象の人物が映る可能性
がわずかにあるという理由で、自動顔認識システムまでを
も搭載した監視カメラを特定の地域全体に設置する必要は
あるでしょうか。当局が犯罪活動を容易に追跡できるよう
に、通信の秘密（EU では欧州人権条約によって保護されて
います）に対する制限を緩和すべきでしょうか。航空機の
安全性については、Bitkom（情報技術、電気通信、および
ニュー・メディアに関する連邦協会）の展示会で最近実施
された代表的な調査によると、この問題が論争の的になる
ことは少なくなります。調査対象者の大部分が、空港で最
先端のコントロール・テクノロジーを使用することに賛成
しています。これは近年世界で起きたことを考慮すると理
解できます。もちろん、セキュリティ・コントロールはで
きるだけ目立たず、できれば目に見えないほうが望ましい
ものです。ボディ・スキャン技術はまだそこまで至っては
いませんが、その方向を目指しています。ローデ・シュワ
ルツの R&S®QPS はこの方向のマイルストーンであり、危
険を伴うおそれがある物体を検知できる技術が新天地を切
り開きました。その結果は乗客にとって望ましいニュース
です。広いスキャン・エリアで、楽な姿勢から少し腕を動
かすだけで完了です。将来、多くの空港でこの利便性が評
価されることでしょう（40 ページ）。別の分野では、セ
キュリティの必要性はそれほど明白ではありません。現在、
小型ドローンが将来の配達トラックとして大きく取り上げ
られています。しかしながら、誰でもドローンを購入して
飛ばすことができるので、空港、イベント会場、私有地な
ど、機密性や安全性の理由で望ましくない場所にドローン
が入り込むことが増えています。解決策はあります。ドロ
ーン探知システムはこれらの厄介者について警告し、必要
に応じて侵入を阻止することもできます。ローデ・シュワ
ルツの R&S®ARDRONIS はこのようなドローン探知システ
ムであり、これによって保護されていたのは米国のオバマ
大統領だけではありません（58 ページ）。

表紙について
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読者の皆様へ

ローデ・シュワルツの技術マガジンではこれまで以上にお客様のご要件と関心事につ
いて取り組んでいきたいと考えています。そのためにはお客様のご協力が必要です。 

少し時間をいただいていくつかの質問にお答えいただき、NEWS の評価、使用方法、
および関心があるトピックについてお知らせいただければ幸いです。

以下の URL から簡単なアンケートにすぐご回答いただけます。 
www.rohde-schwarz.com/news/survey

お客様の
弊社にとって重要です !

ご意見は

概要
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スウェーデンのルンド
にある MAX IV などの
粒子加速器では、ロー
デ・シュワルツ製のソ
リッド・ステート高出
力アンプが使用されて
います（48 ページ）。

新しい R&S®THU9evo、 
R&S®TMU9compact、
および R&S®TLU9 TV 
送信機は世界市場にお
いても他に類がありま
せん（53 ページ）。

R&S®ARDRONIS は民生用ドローンの悪用防止に役
立ちます（58 ページ）。
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R&S®Scope Rider による CAN / LIN 信号の復号およびトリガ
新しい R&S®RTH-K3 ソフトウェア・オプ
ションを搭載すると、R&S®Scope Rider は 
CAN / LIN バス信号の復号が可能な市場
初のハンドヘルド・オシロスコープに変
わります。そのため、これらのバスのデ
バッグを容易にフィールドで直接行うこ
とができます。R&S®Scope Rider は、CAN 
DBC ファイル形式の便利なシンボリッ
ク・データ（エアバッグ・ステータス、
エンジン・データなど）でのトリガリン
グを含めた、ラボ用オシロスコープの快
適な機能を提供します。デコーディング
は、デジタル・チャネルとアナログ・チ
ャネルの両方で可能です。メモリはバス・
データ用に分離しているため、実行中の

信号捕捉がデコーディングによって悪影
響を受けることはありません。トリガリ
ングおよびデコーディングのサンプリン
グ・レートはタイム・ベース設定にかか
わらず、1.25 G サンプル／秒という速
さなので、どのような動作条件において
も安全なデータ収集が保証されます。ヒ
ストリ機能に関しては、最大 5000 波形
を保存して後から解析することができま
す。CAN / LIN オプションに加えて、トリ
ガリングおよびデコーディングのオプシ
ョンが I2C、SPI、および UART / RS-232 
/ RS-422 / RS-485 シリアル・バス・シス
テムに対して利用できます。

最大 40 GHz の初めてのミッドレンジ 4 ポート・ネットワーク・アナライザ
ミキサなど、RF エンジニアリングにおけ
る DUT の多くは 3 つ以上のポートを搭
載しています。つまり、これらの DUT の
特性評価を効率的に行うには、対応する
数のポートを搭載したネットワーク・ア
ナライザが必要です。これまでこの要件
を満たしていたのは、R&S®ZVA など、最
大 40 GHz のマイクロ波レンジに対応す
るハイエンド・アナライザだけでした。
しかしながら、多くの場合、ハイエンド・
アナライザの豊富な機能は必ずしも必要
ではありません。そのため、新しい 4 ポ
ート・アナライザ R&S®ZNB40 は多くのユ
ーザの関心を集めることでしょう。本機
は魅力的な価格で優れた RF パフォーマ
ンス・データを備えており、日常的な実

用性においてはトップクラスの機器をし
のいでいます。本機は静かで持ち運びが
容易であり、設置面積もわずかです。大
型の高解像度タッチスクリーンによって、
疲労のない作業が保証されます。指向性
素子に使用されるブリッジによって（通
常、方向性結合器は高いマイクロ波レン
ジに採用されます）、下限周波数は一般
的な 10 MHz ではなく 100 kHz です。つ
まり、追加の電子計測器がなくても低周
波測定が可能になります。最後にもう 1 
つ重要な点は、R&S®ZNB40 は長期的な
製品持続エンジニアリングの前提条件と
して、将来を見据えた最新のコンピュー
タ・プラットフォームを搭載しているこ
とです。

ケーブル・ネットワーク・コンポーネントでの試験のためのコンパクトな 
DOCSIS® ジェネレータ
DOCSIS（ケーブル・サービス・イン
タフェース上のデータ仕様）は、ケーブ
ル（TV）ネットワークの有力な放送規
格としての地位を世界的に確立しまし
た。DOCSIS では、電気通信プロバイ
ダの DSL ネットワークに挑戦するため
に、TV、電話通信、および高速インター
ネットからなる高パフォーマンス・サー
ビス・パッケージを作成するなど、多種
多様のアプリケーションにネットワーク
を使用できます。2013 年末に最新の発展
段階 3.1 が公表され、DOCSIS は最大 10 
Gbit/s のダウンストリーム速度を備えた
まったく新しいパフォーマンス・クラス
を実現しました。これは UHD TV および
その他の、データに貪欲なアプリケーシ
ョンに適しています。DOCSIS 3.1 専用
の電子計測器は長い間不足していました。
これは、コンポーネント・メーカおよび
ネットワーク事業者が放送機器に頼って

信号を生成しなければならなかったこと
を意味します。2015 年に、R&S®CLGD 
ケーブルテレビ・マルチチャネル信号
発生器がこの状況を打破しました。複
雑な DOCSIS シナリオをシミュレート
するため、こうしたマルチチャネル・デ
バイスを補完する製品として、単一チャ
ネルの R&S®SFD があります。R&S®SFD 
は、DOCSIS 3.1、3.0、または J.83 / A / 
B / C に沿った高品質のアップストリーム
またはダウンストリームの信号をリアル
タイムで生成します。また、アナログ TV 
信号（PAL、NTSC）にも対応します。レ
ベル、周波数、FEC、およびコンスタレ
ーションを設定できます。しばしば話題
となる、自動的に補充される冷蔵庫など
のような家庭用機器が、近い将来に登場
します。本機はウェブ・ブラウザを使用
して操作します。

DOCSIS® は CableLabs の商標です。
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キャリア検収テストのためのコンパクトな IoT 試験システム
しばしば話題となる、自動的に補充され
る冷蔵庫などのような家庭用機器が、近
い将来に登場します。これらはホーム 
WLAN を通じてインターネットに接続さ
れます。ただし、広域に分散したモバイ
ル・デバイス、機械、センサ、および機
器の場合は不可能です。このようなデバ
イスのネットワーク化には、セルラ方式
のインフラストラクチャを使用する必要
があります。必要とされるアプリケーシ
ョンは、データ転送が低速な低価格帯の
ものですが、電力消費と範囲に関しては
特別な要件があります。セルラ・ネット
ワークは、予測される IoT 無線モジュー
ルの絶対数に対応しなければなりません。
そのため、端末デバイスの無線プロパテ

ィを試験する必要があります。しかしなが
ら、一部のネットワーク事業者は、ネッ
トワーク内のユーザ・デバイスに特別な
要求を課しています。新しい R&S®TS290 
試験システムを使用すると、これらの要
求への適合性を試験することができます。
本機は、RF 特性、プロトコル、および
パフォーマンスについて、プロバイダに
依存した試験ケースを提供します。これ
らの試験ケースは、R&S®Contest 試験シー
ケンサで制御して、自動的に実行するこ
とができます。その結果、端末デバイス・
メーカおよびシステム・インテグレータ
は IoT 製品の検証を経済的に行うことが
できます。

複雑なマルチカメラ記録の管理
R&S®VENICE インジェストおよびプレ
イアウト・プラットフォームは、放送
局、TV スタジオ、および OB バン・プ
ロバイダのためのデータ・ハブとして動
作します。すべての記録が収集され、ま
たは伝送のために再生されます。新しい 
R&S®VENICE Control インジェスト・ソ

フトウェアによってワークフロー効率
が大幅に向上しており、すべての一般
的な形式および解像度で、最大 16 の独
立したチャネルの同時記録が可能になっ
ています。その結果、多数のカメラを使
用する大規模なイベントを最小限のリソ
ースで放送することができます。チャネ
ルはグループにまとめて、合同でまたは
個別に制御できます。記録に使用される
設定はすべてシナリオとして保存でき
ます。この機能を使用すると、定期的
に上演されるショーなど、繰り返し行

われるイベントを記録する際に時間を節
約できます。ファイルとフォルダの自
動命名も時間を節約するための機能で
す。ユーザが日付やチャネル名などのワ
イルドカード・パラメータのセットを作
成すると、記録時に値が自動的に入力
されます。クライアント・サーバ型の
アーキテクチャも R&S®VENICE Control 
ベースのワークフローの高い柔軟性に貢
献しています。このソフトウェアは任
意の数のクライアントにインストールで
き、すべてのインジェスト手順の冗長制
御が可能になります。クライアントが故
障した場合、別のソフトウェア・インス
タンスを使用し、中断することなく制御
を継続できます。R&S®VENICE Control 
は、Windows、Mac OS、および Linux で
使用できます。

EMC 測定時の自動 DUT モニタリング
電磁両立性（EMC）の規則は、電気製
品が電磁干渉（EMI）を放射しないこと
と、外部干渉に反応しないこと（電磁感
受性、EMS）を要求しています。これら
の反応は、検討する製品によってまった
く異なる場合があります。このような問
題が警告灯やステータス表示などによっ
て視覚的に表示が可能な場合に、自動検
出のソリューションが利用できるように
なりました。R&S®AdVISE 視覚モニタリン
グ・システムです。このシステムは、ソ
フトウェア、R&S®AtomixLT ビデオ・ボー
ド、および 1 ~ 2 台のビデオ・カメラで
構成されており、NVIDIA GPU を搭載
したワークステーションを必要とします。

通常、R&S®AdVISE は R&S®EMC32 EMC 
ソフトウェアの拡張として実行され、最
大 60 フレーム/秒で DUT（例えば、自動
車の測定の場合には計器盤）のカメラ画
像をリアルタイムで解析します。ユーザ
は関心領域（ROI）と呼ばれる範囲をカ
メラ画像ごとに 32 か所まで定義できま
す。ROI の状態は監視され、イベント・
メッセージにリンクされます。ROI の輝
度、色、彩度、および棒グラフの長さの
変化が検出されます。各 ROI は個別に
設定できます。複雑な反応を示す DUT 
も自動的に測定できます。R&S®AdVISE 
は、Lite から High Performance まで 3 つ
のモデルを利用できます。
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V2X 通信のための試験システム
将来、自動化車両は環境に無線でネットワーク接続され、それにより危険な状況にも予防的に対応できる
ようになります。劣悪な伝送状態でも安全に関わる情報を確実に受信できるようにするため、トランスミ
ッタおよびレシーバは最低限の基準を満たす必要があります。R&S®TS-ITS100 および R&S®TS8980 RF 試
験システムは、その状態であるかどうかを確認します。

自動化車両が道路を安全に走行できるの
は、環境と交通状況について正確な情報
がある場合に限られます。すでに多種多
様のセンサとカメラが、この情報の一部
を提供しています。新しい技術は、事故
のリスクをさらに軽減するために必要で
す。車両と交通インフラ、およびすべて
の道路利用者の間の情報交換（V2X 通
信）に加えて、車両間の無線情報交換
（V2V 通信）によって、危険な交通状況
を、発生する前に検知することができま
す。例えば、交差点に近付くすべての車
両が速度と方向についての情報を交換
する場合、衝突の危険性を検知して警告
を発し、早い段階で自律的な対応策を開
始できます。このため、車両間の情報
交換は伝送状態が劣悪で良好な通信がで
きない場合でも確実に行われなければな
りません。

安全性を損なうひずみ
無線リンクは、物理的な影響によって切
断されやすい傾向があります。フェージ
ングにはシャドーイングと、散乱、回折、
屈折、反射による干渉とが含まれます。
これらは信号のマルチパス伝搬の原因に
なります。つまり、同じ信号の複数のバ
ージョンが、異なる時点で、異なる信号

レベルおよびひずみを伴って受信アンテ
ナに到達します。この重ね合わせはひず
みや減衰の原因になり、信号が打ち消さ
れる場合もあります。

複雑化の別の要因は、道路利用者も継続
的に移動していることによる時間的なフ
ェージング・シナリオです。受信機が時
間的なフェージングに対処できなけれ
ば、信号を検出して処理することができ
ない場合があります。この損失は強力な
コーディングや特別なプロトコルで補正
することができず、特にドライバが V2X 
システムの警告に頼っている場合には相
当なリスクが生じます。

物理的伝送の試験
劣悪な伝送状態に起因する安全性リス
クを最小化するために、通信システム
の車載ユニット（OBU）と路側ユニッ
ト（RSU）内の RF トランスミッタお
よびレシーバには一定の特性が必要で
す。V2X コンポーネントをシステムに
組み込んだ開発者やユーザは、RF 試験
を使用してこれらの特性を検証できま
す。OSI モデル（図 1）の一番下の 2 層
は、メッセージの物理的伝送について責

図 1：OSI 階層モデル。

層 名称
7 アプリケーション
6 プレゼンテーション
5 セッション
4 トランスポート
3 ネットワーク
2 データ・リンク 論理リンク制御（LLC）

媒体アクセス制御（MAC）
1 物理

任があるため、これらの試験に直接的に
関連します。
 ❙ 物理層は伝送媒体を通じデータの物理
的な伝送を扱います。V2X 通信の場合、
この伝送は無線です。この層では、特
定の変調モード、キャリア周波数、お
よびビット・レートが使用されます。
しばしば、伝送チャネルの品質も考慮
されます。
 ❙ データ・リンク層は、RF セクション
（MAC）とプロトコル・セクション
（LLC）に分かれます。媒体アクセス
制御（MAC）層は、複数のユーザによ
る伝送媒体へのアクセスを制御します。
これは RF 測定に直接的に関連します。
論理リンク制御（LLC）層は、プロト
コル・レベルでのエラー検出と補正な
どのタスクを扱います。

RF 試験と対照的に、プロトコル・レベ
ル、つまり LLC 層からアプリケーション
層まででの試験は、RF 特性の検証には
適しません。これらの試験では、LLC 層
で受信した信号から生成されるビットス
トリームが正常に処理されることを確認
します。そのため、プロトコル・レベル
での試験は本質的に、信号を安全に受信
してチャネル・デコーダが補正できない
ようなビット・エラーが含まれていない、
正常なビットストリームに変換できるか
どうかに依存します。

OBU 内の RF モジュール（つま
り、MAC 層および物理層）は、パワ
ーと周波数精度、パケット・エラー率
（PER）などに関して、一定の最小要件
を満たす必要があります。加えて、送信
される信号は隣接周波数の伝送技術に干
渉してはなりません。
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RF モジュールの要件はどのように確認
し、送信したメッセージ / アクションが
実際に受信されたことをどのように保証
できるのでしょうか。無線通信業界を見
てみると、スマートフォンの検証および
認定には 3 種類の RF 試験を使用してい
ることが分かります。
 ❙ 規制試験では、例えば伝送信号がその
他の周波数に対して規定されたパワー
制限内に収まっているかどうかを確認
します。通常は国の規制当局がこれら
の値を指定しており、遵守することが
法律で定められています。この種の仕
様が V2X ユニットに対して使用できる
ようになりました。

 ❙ 適合試験では、スマートフォンがそれ
ぞれの無線規格の RF 仕様を満たしてい
るかどうかを確認します。例えば、ス
マートフォンは指定された最大パケッ
ト・エラー率または最大伝送出力を超え
てはなりません。個別の試験仕様には、
こうした試験の実施および評価の方法が
記載されています。

 ❙一部の無線サービス・プロバイダが必
要に応じてより厳しい試験または追加
試験を行い、伝送品質およびネットワ

ークの信頼性を向上することで競合他
社との差別化を図っています。このプ
ロバイダのネットワークでは、これら
特定の要件を満たすモバイル・デバイ
スのみが承認されます。

図 2：R&S®TS8980（左、LTE 用）
および R&S®TS-ITS100（WLAN 
802.11p 用）RF 試験システムは
開発段階で必要とされるすべての
有線試験を実施します。

ケーブル上の無線信号
自動車産業では、ラボだけではなく試験
場および路上でも自動車部品と電子制御
装置を試験します。無線通信の場合これ
はフィールド試験に相当し、RF 試験の
ために現実的な環境を提供します。ただ
し、天候など外部の影響によって無線リ
ンクの RF 特性に予測できない変化が生
じる場合があります。試験セットアップ
と試験シーケンスは関連する車両とアン
テナの位置によって変わり、相当な労力
を使わないと変更できな場合があります。

無線技術 | 試験システム



これは開発段階での試験としては現実的
ではありません。そのため、フィールド
試験の代替として有線試験が実施されま
す。有線試験では、R&S®TS-ITS100 また
は R&S®TS8980（図 2）などの RF 試験
システムが無線チャネル内の信号をシミ
ュレートし、ケーブルを通して被測定物
（DUT）に伝送します。これらの RF 試
験は、プロトタイプごとに実施すること
も、ソフトウェアまたはハードウェアを
変更するたびに実施することもできま
す。RF 試験には以下のように多数の利
点があります。
 ❙ 比較的低コストでいつでも試験を実施
できます。
 ❙ 試験条件が明確に定義され、外部の影
響を受けずに何度も変更できます。

 ❙ 同一の条件で定義された試験シーケン
スの結果を比較でき、トラブルシュー
ティングが容易になります。
 ❙フィールド試験とは異なり、フェージン
グ・プロファイルなどのパラメータを
容易に変更できます。

 ❙プロトタイプの信頼性を確認するため
の耐久試験など、複数の試験を組み合
わせて自動化することができます。

 ❙ 外部ソースからの制御できないノイズ
および干渉によってフィールド試験の
測定結果が変わるため、エラー・ベク
トル振幅（EVM）や RX 感度試験など
の RF 試験は有線試験としてのみ意味
を成します。

選択したシナリオに応じて、チャネ
ル・シミュレーションは無線リンクの
物理的特性を正確にシミュレートしま
す。R&S®TS-ITS100 RF 試験システムは
特別な V2X フェージング・プロファイ
ルをリアルタイムでシミュレートするこ
ともできます。

それでもなおフィールド試験は、特にア
ンテナ・パターンの決定やビーム形成試
験などのアンテナ測定には有用です。そ
のため、フィールド試験を完全に有線試
験に置き換えることはできません。

RF 問題の検出
V2X ユニットについてさまざまなバージ
ョンのハードウェアおよびソフトウェア
の試験結果を比較できるようにするため
に、すべての試験シーケンスを明確に定
義する必要があります。そのため、一部

図 3：OBU および RSU の特性を 
確認するための RF 試験の例

伝送特性
 ❙ 周波数精度
 ❙ 変調精度
 ❙ 帯域外放射
 ❙ 送信出力レベル
 ❙ スペクトラム・エミッション・マ
スク

 ❙ スプリアス放射

受信特性
 ❙ 隣接チャネル除去
 ❙ 非隣接チャネル除去
 ❙ 分散輻輳制御
 ❙ トランスミッタ・オフ時の帯域外
放射

 ❙ フェージングを伴うパフォーマン
ス（パケット・エラー率）

 ❙ 感度

の国では以下の 4 つのカテゴリの試験ケ
ースが含まれた V2X システムの試験仕様
が策定されています（図 3）。
 ❙ TX 帯域内：このグループの試験ケース
では、最大および最小伝送出力、周波
数精度、変調精度などのトランスミッ
タ（TX）特性を試験します。
 ❙ TX 帯域外：許可された周波数帯の外側
の不要な伝送出力が他の技術を妨害し
てはなりません。TX 帯域外試験ケース
ではこの伝送出力を測定し、許容限界
値と比較します。

 ❙ RX 帯域内：このカテゴリではレシー
バ（RX）を試験します。例えば、受信
信号を復号できる最小受信パワーを測
定したり、フェージングを伴うパフォ
ーマンス測定を使用したりします。図 
4 は、R&S®SMW200A ベクトル信号発
生器上に構成された V2X フェージン
グ・プロファイルを示します。
 ❙ RX 帯域外：特殊化した試験ケースによ
って、トランスミッタがオフになって
いる場合に、OBU または RSU が意図
せず他の周波数帯にパワーを放射する
かどうかを測定します。

さまざまな V2X プラグフェスト * によ
って、特に TX 帯域外試験とフェージン
グ試験で多数の DUT に問題が起こる
ことが分かりました（図 5）。R&S®TS-
ITS100 はこのような RF 問題を開発段
階で検出できます。

現在、V2X 通信を実装するために各種
の無線技術、特に WLAN 802.11p、LTE、
および 5G が検討されています。これら
は数年で利用できるようになる見込みで

す。使用される技術にかかわらず、ロー
デ・シュワルツはすでに V2X 測定に必
要な試験ソリューションを提供してい
ます。LTE ベースのソリューションは 
R&S®TS8980 RF 試験システム・シリーズ
を使用して試験できます。試験範囲は継
続的に LTE の発展に適応しており、V2X 
測定にも適しています。

WLAN 802.11p については、R&S®TS-
ITS100 RF 試験システムには以下のテ
ストケースの完全なパッケージが含まれ
ます。
 ❙ 欧州、5.9 GHz（ETSI EN 302 571）
 ❙ 米国、5.9 GHz（IEEE 802.11-2012）
 ❙日本、760 MHz（TELEC T257 および 
ARIB STD-T109）

帯域外試験については、試験システムに
よって最大 18 GHz の測定が許容され、
各地域で必要とされるさまざまなフィル
タを使用できます。システム・ハードウ
ェアはすでにダイバシティおよび多重入
出力（MIMO）に対応するようにセット
アップされています。802.11p ユニット
に対しては統一されたインタフェースが
定義されていないので、WLAN 802.11p 
試験には特別な課題が伴います。試験ケ

ース用にユニットを構成するために、試
験ソフトウェアは個別のコマンドをユニ
ットに送信する必要があります。このた
め、試験システムはすでに多数のユニッ

* 特定の基準に基づいて異なるメーカの製品の適合
性を試験するイベント
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図 6：R&S®TS-ITS100 
および R&S®TS8980 
RF 試験システム用の 
R&S®Contest ソフトウェ
ア。右側の小さいウィン
ドウにはユーザが構成可
能なパラメータ設定の一
部が表示されます。

図 4：R&S®SMW200A ベクトル信号発生器における 5.9 GHz での V2X のフェージング・プロファイル。

図 5：TX 帯域外試験：WLAN 802.11p ユニットの伝送出力（青）が、複数の点で許容限界（赤い線）を超過して
います。欧州と米国では、5855 MHz ～ 5925 MHz の周波数範囲は V2X のために確保されています。
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トに対する既製のプラグインが含まれて
おり、完全自動試験を実施できます。

R&S®Contest ソフトウェアを使用すると、
両方の試験システムを全自動で制御でき
ます（図 6）。試験計画の編集と結果の
評価に加えて、RF 試験を選択するため
のグラフィカル・インタフェースも提供
されます。このソフトウェアは長年にわ
たって無線通信業界で広く使用されてお
り、WLAN 802.11p 試験ケースを試験す
ることもできます。R&S®Contest のレポ
ートは検証および認定に使用できます。

サマリ
将来的には、路上の安全性を高めるため
に、自動車同士および車両と交通インフ
ラが無線で接続されるでしょう。安全
に関わる情報は、どのような外部状況
においても確実に交換する必要があり
ます。OBU と RSU が物理的な最小要
件を満たし、非常時に命を守ることが
できることを確認できるのは RF 試験だ
けです。R&S®TS-ITS100 試験システムは 
802.11p、R&S®TS8980 試験システムは 
LTE に対して RF 試験を提供します。

Dr. Thomas Brüggen
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単一の電子計測器による 
Bluetooth® コンポーネントの 
RF 試験および音声試験
昨今、新車のほぼ全てが Bluetooth ハンズフリー機器を搭載しています。スマートフォンとインフォテイ
ンメント・システムの間の Bluetooth 接続は、数多くある他のアプリケーションにも使用できます。各コ
ンポーネントの RF 試験および音声試験を実施して、ヘッドセット、スピーカ、インフォテインメント・
システム、およびスマートフォンのすべてが互いに円滑に機能することを確認する必要があります。

新しい無線コンポーネントの開発時には、複雑で費用がかさ
む試験が必要になる場合があります。これらの試験は、高速
かつ再現可能である必要があります。これらのコンポーネント
の使用や、市場での販売においては、正式に認可されたテス
ト・ハウスによる認定が必要になりますが、費用がかかること
も事実です。そのため、これらの事前認証試験を早い段階から
社内で行うことには意味があります。DUT に何らかの弱点が
発見された場合は、コンポーネントが公式の試験において高い
確率で合格することが試験で示されるまで、開発を継続する必
要があります。

ローデ・シュワルツの R&S®CMW ワイドバンド無線機テス
タはこのような事前認証試験のために設計され、Bluetooth 
SIG（Special Interest Group）に承認されています。一部のシ
ステムでは、テキスト・メッセージを音声として読み上げるこ
ともできます。

当初、Bluetooth（BT）は主に無線ヘッドセットをスマートフ
ォンに接続するために車内で使用されました。同時に、無線
規格を使用して、利用可能な情報がすべてインフォテインメ
ント・システムに伝送されます。ユーザは BT 接続経由で電話
をかけたり、連絡先リストをインフォテインメント・システム
にアップロードしたりすることができます。また、スマートフ
ォンから音楽またはポッドキャストを再生したり、自動車のス
ピーカを通して聴いたりすることもできます。一部のシステム
は、テキスト・メッセージを音声として読み上げることができ
ます。一部の自動車では、スマートフォンが自動車に接続され
るとすぐにナビゲーション、道路情報、天気予報、または周辺
の名所などのアプリにアクセスできます。

音声 BT 伝送は、Bluetooth SIG が発行した Bluetooth 
Classic 仕様に基づいています。Bluetooth Classic 技術
は、0.7 Mbit/s から約 
音声 BT 伝送は Bluetooth SIG が発行した Bluetooth Classic 仕
様に基づいています。Bluetooth Classic 技術は、0.7 Mbit/s か
ら約 2.1 Mbit/s の実効データ・スループットと、アダプティブ
周波数ホッピング（AFH）伝送方式を備えた最大 10 m の距離
に対応する短距離無線技術であり、雑音が多い環境でも安定し
ます。今日、一般的になっている Bluetooth Low Energy 技術
は、Bluetooth Smart とも呼ばれ、2010 年にBT 仕様 4.0 が公
開されてから使われてきました。しかしながら、現在は音声
伝送には使用されていません。2 つの BT 技術は、並行して継
続的に開発されています。

Bluetooth Classic は、音声伝送のための同期リンク（同期接
続指向、SCO）とデータ伝送のための非同期リンク（非同期
無接続リンク、ACL）によって動作します。同期リンクでは、
音声信号を異なる BT プロファイルで伝送できます。

ハンズフリー・ユニット用のハンズフリー・プロファイル
（HFP）では、例えばドライバの近くのマイクとスマートフ
ォンの間でインフォテインメント・システムを通して音声信
号を送受信します。HFP の音声伝送では、最大伝送速度が 64 
kbit/s の継続変数勾配デルタ変調（CVSD）音声コーデックが
使用されます。

BT インタフェースを通した音楽のステレオ再生には、高度オ
ーディオ配信プロファイル（A2DP）が使用されます。BT 規格
によると、A2DP ソースはライセンスの不要な低複雑度サブバ
ンド符号化（SBC）音声コーデックをサポートする必要があり
ます。スマートフォンからの SBC ベースの音楽伝送時、デバ
イスは最初に圧縮形式で保存された音楽を伸張してから、BT 
伝送のために SBC アルゴリズムを使用して圧縮します。SBC 
符号化で使用できる最大 345 kbit/s のビット・レートは良好な
音声品質を保証するのに十分です。SBC で符号化された音声
ストリームは ACL 経由でスマートフォンからインフォテイン
メント・システムに伝送されます。
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R&S®CMW500
To  音声コーデックおよびデジタル・アナライザへ

アナログ・ジェネレータから
DUT

Bluetooth®

16

音声測定の基準
音声情報の BT 伝送では、ノイズまたはドロップアウトを伴わ
ずに可能な限り高品質で音を再現することが非常に重要です。
これを保証するには、送信チェーンのすべてのコンポーネン
ト、つまり、無線リンク全体と個々の音声コンポーネントの両
方を別々に試験します。

音声信号の品質は、周波数応答、全高調波ひずみ、S/N 比など
の基準に基づいて判断できます。可聴範囲の周波数が低いた
め、フィルタのセトリング時間が重要になります。そのため、
測定をできるだけ速く実行できるように、電子計測器は試験
信号の周波数に適応できる必要があります。これは、全高調
波ひずみ＋ノイズ（THD+N）などの複雑な解析だけでなく、
レベル測定にも適用されます。

BT 電子計測器は、SCO リンクまたは ACL リンクを通して 
DUT に対する完全な BT 接続を確立できなければなりません。
テスタはまた、すべての音声伝送について関連するコーデック
およびプロファイルもサポートする必要があります。現在、こ
れらはハンズフリー・プロファイルの狭帯域 CVSD コーデック
および広帯域 mSBC コーデックと、A2DP プロファイルの広

帯域 SBC コーデックです。正確な音声解析を行うために、テ
スタにはマイクとスピーカのレベルを設定するコマンドを送信
する機能も必要です。これらのレベル設定は、Bluetooth SIG 
音声ビデオ・リモート制御プロファイル（AVRCP）で指定さ
れています。これらはすべて Bluetooth SIG が承認した電子計
測器を使用して検証できます。

開発者向けの音声試験
R&S®CMW500 では、内蔵の 2 チャネル・オーディオ・ジェネレ

ータを使用して BT 音声品質をチェックします。本機はさまざ
まな測定手順を提供しています。マルチトーン・モードでは、
開発者は音声チャネル（レベルおよび周波数）ごとに最大 20 
音を定義して、関連付けられた周波数応答を測定できます。

単一トーン・モードでは、正弦波信号に対して、音声レベ
ル、周波数、S/N 比、ひずみ（SINAD）率、全高調波ひずみ
（THD）、および THD ＋ノイズ（THD+N）の各パラメータを
指定できます。また、音声測定のために選択できるフィルタも
複数あります。

Bluetooth ヘッドセットのマイクの試験には、ヘッドセットの音声入力アンプと A/D コンバータの試験も必要です。BT テスタのオーディオ・ジェネレー
タで生成された音声信号は、基準スピーカを通して試験対象のマイクに送信されます。次に、マイクは Bluetooth リンクを通してこの音声信号をテスタの
オーディオ・アナライザに送信します。信号はオーディオ・アナライザで測定され、最初に送信した信号と比較されます。

無線技術 | テスタ



スピーカおよびステレオ・テスト

デジタル・ジェネレータから BT 音声コーデックへ

アナログ・アナライザへ

ストリーミング

DUT

ステレオ

Bluetooth®

R&S®CMW500

音楽のステレオ伝送
音楽のステレオ伝送は A2DP プロファイルと SBC 符号化を
用いて実行されます。データ伝送には広帯域非同期リンク
（ACL）が使用されます。A2DP をサポートする BT デバイス
は、SBC コーデックからの信号を適切に処理する必要があり
ます。ACL に基づいて SBC で符号化された信号を用いた試験
では、DUT が非常に長いパケットを正常に伝送するかどうか
も明らかになります。BT テスタがデュアル、モノ、ステレオ、
ジョイント・ステレオ（高品質伝送用デュアル・モード）な
ど、すべての SBC コーデック・モードを解析および再生でき
る場合にも実用的です。

開発者向けの RF 試験
BT インタフェースを搭載したデバイスを開発する場合は、機
能性試験、相互運用性試験、およびレンジが関係します。レ
シーバ感度とコンポーネントの伝送特性はレンジにとって非
常に重要です。BT コンポーネントの伝送特性を測定するため
に、開発者はパワー、スペクトラム、周波数精度、周波数ドリ
フト、周波数偏差、およびこれらの値から計算される変調イン
デックスなどの特性値を再現可能な方法で決定できなければな
りません。このレシーバ感度は、BT テスタが生成する、人為
的に損なわれた信号を使用して測定します（ダーティ・トラン
スミッタ）。

ヘッドセット・スピーカの試験には、ヘッドセット内の D/A コンバータと出力アンプも必要です。BT テスタのオーディオ・ジェネレータは音声信号を
生成し、BT リンクを通してヘッドセットに送信します。そこで音声信号が増幅され、サウンド・コンバータによって音響信号に変換されます。この信号
は基準マイクによって収集され、基準アンプを通してテスタのオーディオ・アナライザに送信され、オーディオ・アナライザで表示および評価されます。
インフォテインメント・システムの BT モジュールの音声試験も同様に実行されます。

Bluetooth モジュール・レシーバ試験を実施するには、正確な
ジェネレータからレシーバに高精度でデータを送信します。デ
ータは、レシーバにビット・シーケンスを返させるか、解析用
の外部制御 PC を使用して解析します。

新しく開発された BT コンポーネントが Bluetooth SIG の認
定を受けるまでには、その他にも多数の RF 信号試験およ
びスペクトラム測定が必要です。R&S®CMW テスタは、これ
らの音声試験に加えて、現在定義されている 38 件の RF 信
号試験のすべての試験ケースをサポートします。時間のかか
るスペクトラム測定も Bluetooth 認定試験に含まれています
が、R&S®CMW は最初の試験結果を 1 秒未満で提供します。こ
れは市販されている他の BT テスタでは行なえません。パラ
メトリック試験コンセプトによって、すべてのパラメータを
ユーザが設定できます。ユーザは、Bluetooth コア仕様 2.0
、2.1+EDR、3.0+HS、4.0、4.1、4.2、および 5 に準拠した 
Bluetooth 基本レート、高速データ・レート、および Low 
Energy の自動事前認証試験を実施するためのコンパクトなソ
リューションを手に入れました。使いやすい R&S®CMWrun シー
ケンサ・ソフトウェアも有用です。
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R&S®CMW は、分かり
やすく整理された単一
のページに、すべての
試験結果を出力でき
ます。上は音声測定、
下は Bluetooth RF 試験
結果が表示された画
面です。

無線技術 | テスタ



R&S®CMW500  アプリケーション

LTE / LTE-A GSM

RFRF 音声
Classic

WCDMA

WCDMA

Bluetooth®

Low Energy

WLAN
a/b/g/n
ac, p

特に生産で使用するために、R&S®CMW プラットフォームには
多数のハードウェア・オプションおよびソフトウェア・オプシ
ョンが提供されており、現場での測定要件に合わせてテスタを
カスタマイズできます。R&S®CMWrun シーケンサ・ソフトウェ
アを使用すると製造試験を自動化できます。このソフトウェア
を使用すると、テスタを包括的な試験システムに組み込むこと
もできます。このプラットフォームでは、すべての必要な測定
を優れた価格性能比で行うことができます。

Bluetooth® とその他の無線技術
ユーザは R&S®CMW による試験を拡張してその他の無線技
術を含めることができます。デバイスの多くは Bluetooth 
だけをサポートするのではなく、WLAN、GPS、および 
LTE、WCDMA、GSM などの各種セルラ技術もサポートして
います。WLAN と BT コンポーネントが同じアンテナを使用す
る場合、開発者は 1 つの試験構成で両方の無線技術を試験でき
ます。R&S®CMW に適切なハードウェア・オプションおよびソ
フトウェア・オプションが搭載されている場合は、コンポーネ
ントに内蔵されたすべての無線モジュールの事前認証試験まで
を行うことができます。これによって開発者は、個々の無線モ
ジュールが別の無線モジュールに影響するかどうか、およびど
の程度影響するかも確認できます（共存テスト）。

サマリ
Bluetooth はスマートフォンと自動車内のインフォテインメン
ト・システムの間の通信のための短距離無線規格としての地位
を確立しました。BTコンポートのエラーフリーな機能性、およ
び Bluetooth SIG 仕様に沿った認定を行なうためには、規格に
準拠した RF 試験が必要になります。音声プロファイルを使用
する BT 製品について、信頼性のある可聴周波数試験を行うこ
とも理にかなっています。どちらの試験タスクも、R&S®CMW 
シリーズのテスタを使用して容易に実行できます。市場におい
て、この製品は単一の機器と、単一の試験セットアップで、す
べてのセルラ規格および非セルラ規格を試験できる唯一のテス
タです。

Dieter Mahnken、Ute Philipp

R&S®CMW 試験プラットフォームは、
数多くの異なる無線技術をサポート
します。モジュール式のアプローチ
によって、無線コンポーネントの
開発、製造、および修理のための
個別の構成が可能になります。
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図 1：R&S®SWM200A は新しい広帯域通信システムの開発に最適なジェネレータです。左：ジェネレータは FBMC、UFMC、GFDM、f-OFDM などの 5G 
エア・インタフェース候補の信号を生成します。右：26.8 GHz での 816 MHz GFDM 信号の例。

R&S®SMW200A：帯域幅が 2 GHz  
の初めてのベクトル信号発生器
新しいオプションによって、R&S®SMW200A ハイエンド・ベクトル信号発生器に最大 40 GHz の出力周
波数で 2 GHz の内部変調帯域幅が実装されました。市場において、こうした機能を備えた唯一のワンボ
ックス・ソリューションであり、将来に渡って、全ての高性能無線およびレーダ・アプリケーションに対
応できる最適な製品です。
LTE の 20 MHz の帯域幅に対して 
LTE-Advanced の 100 MHz、802.11n 
の 40 MHz に対して WLAN 802.11ac 
の 160 MHz など、近年新しく開発さ
れた無線通信システムの多くで帯域
幅が先行技術よりも大幅に向上してい
ます。この傾向は続いており、WLAN 
IEEE 802.11ad は 1.76 GHz の帯域幅を
必要とします。また、将来の 5G 無線規
格では 800 MHz が検討されています。

これらの将来のシステムの開発に使用
される信号源は、帯域幅と周波数範囲に
関して足並みをそろえる必要があります
が、R&S®SMW200A ベクトル信号発生
器はその最先端にあります。新しく開
発された R&S®SMW-B9 広帯域ベースバ
ンド信号発生器は本機の内部変調帯域
幅を 2 GHz に拡張して、初めて完全に
校正された最大 40 GHz の広帯域ソリ
ューションをワンボックスで提供しま
す。R&S®SZU100A I/Q アップコンバータ
とともに使用すると、R&S®SMW200A 

は、この帯域幅で最大 65 GHz の周波数
を生成します（23 ページの記事を参照）
。この発生器は 5G およびその他の将来
の広帯域通信システムの開発に最適なツ
ールであるだけでなく、高度なレーダ・
システムの開発者は広い帯域幅および優
れた信号品質の恩恵も受けます。

現在および将来の 
技術のために
R&S®SMW200A は、6 GHz 未満で最
大 400 MHz、28 GHz および 39 GHz で
最大 800 MHz という現在有望な 5G 規
格の帯域幅要件を満たしています。加
えて、生成する信号を設定する際には便
利なソフトウェア・オプションが役に
立ちます。例えば、R&S®SMW-K114 5G 
エア・インタフェース候補オプション
は、5G モバイル・ネットワークにアク
セスするための技術への取り組みをサポ
ートします。FBMC、UFMC、GFDM、f-
OFDM などの関連する信号波形は本

機で直接生成されます（図 1）。ま
た、R&S®SMW200A はすでに Verizon 
5G 公開試験仕様（V5G）に基づいた 5G 
信号を生成することができます。

確立された規格が無視されたことはあ
りません。発生器はリリース 12 までの 
LTE 信号をリリース 12 も含めて生成
し、4G 信号および 5G 信号をワンボック
スで提供します。間もなく、3GPP FDD 
WCDMA や GSM などの他の規格が広
帯域版の発生器でも利用できるようにな
ります。R&S®WinIQSIM2 PC ソフトウェ
アを使用すると、すべての重要なデジタ
ル規格の信号を適切に生成することがで
きます。

優れた変調特性
完全に校正されたワンボックス・ソリュ
ーションである R&S®SMW200A は、広
帯域信号を優れた変調特性で生成します。
例えば、1.76 GHz WLAN 802.11ad 信号

無線技術 | 信号の生成と解析



（15 GHz の IF で MCS 12）を –34 dB の
測定 EVM で生成します。新しい通信規
格の帯域幅は非常に広いため、周波数応
答効果は狭帯域システムの場合と比べて
相当に目立ちます。望ましくない信号の
ひずみを最小化するために、ベクトル信
号発生器の変調周波数応答はできるだけ
フラットである必要があります（コラム
を参照）。R&S®SMW200A は、2 GHz の
帯域幅全体で 0.4 dB 未満の値を達成し
ています（図 4）。これに近いパフォー
マンスを実現するには、既存のマルチボ
ックス・ソリューションは時間のかかる
校正を別途必要とします。

新しいベースバンド・セクションの中
心は R&S®SMW-B9 ベースバンド信号発
生器です。リアルタイム信号生成用コ
ーダに加えて任意波形発生器が含まれて
おり、特定の要件に合わせてさまざま
なソフトウェア・オプションを構成で
きます。最大信号帯域幅は、基本構成
では 500 MHz、フル構成では 2 GHz で
す。ARB メモリ長にも 256 M サンプル
と 2 G サンプルの 2 つの構成がありま
す。前述のデジタル規格以外にも、新し
いベースバンド信号発生器はユーザ定義
のデジタル変調信号を最大 600 M シン
ボル/秒のシンボル・レートでリアルタイ
ムで生成できます。また、衛星システム

なぜ平坦な I/Q 変調周波数応答が重要なのか
最大 2 GHz までの 数百 MHz の信号シナリオを生成するに
は、I/Q 変調周波数応答をできるだけ平坦にする必要があり
ます。そうしないと信号のひずみが発生し、測定結果が著
しく損なわれる場合があります。以下に例を示します。
 ❙コンポーネント試験でしばしば使用されるマルチキャリ
ア CW 信号の場合に、変調周波数応答が平坦であれば周
波数応答が低くなり、画像抑圧度が改善されます（図 2 
および図 3）。この種の測定では DUT によって発生する
信号のひずみが解析されます。これがジェネレータで生
成される信号をできるだけ理想に近付ける必要がある理
由です。

 ❙ 5G または IEEE 802.11ad で生成される広帯域のデジタル
変調信号では、I/Q 変調周波数応答は EVM パフォーマン
スに直接影響します。
 ❙ レーダ試験では広帯域チャープ信号がしばしば使用されま
す。平坦な変調周波数応答の場合は線形性が向上します。
 ❙ 総合帯域幅が大きい変調マルチキャリア・シナリオが生
成される場合、大きい変調周波数応答はキャリアの相対レ
ベル比の著しいひずみの原因になることがあります。

図 2：R&S®SMW200A は、中心周波数に対して非対称の信号でも、
高品質の広帯域信号を生成します。図は 2 GHz にわたる非対称の
マルチキャリア CW シナリオを示します（キャリアの右半分はオフ
になっています）。

の簡単なレシーバ試験でしばしば必要に
なる高次直交振幅変調（QAM）形式を
含めて、多数の形式がサポートされます。

単一機器に最大 2 台の R&S®SMW-B9 ベ
ースバンド信号発生器を搭載することが
可能であり、R&S®SMW200A は希望の
変調タイプで最大 20 GHz の独立した広
帯域信号を 2 つ生成できます。従来は、
この種のセットアップには信号源 1 つあ
たり 1 台のベクトル信号発生器と個別の
広帯域任意波形発生器が必要でした。つ
まり、1 台の R&S®SMW200A は 4 台の
機器の代わりになります（図 5）。複雑
なレーダー・シナリオや必要な信号構成、

図 3：これは、図 2 に示したシナリオを、R&S®SMW200A の優れた変
調周波数応答を備えていない従来のジェネレータで生成した場合を表
します。生成されるキャリアの周波数応答と右側の望ましくない画像が
はっきりと見えます。
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図 4：R&S®SMW-B9 ベースバンド信号発生器オプションを用いて測定した I/Q 変調周波数応答。R&S®SMW200A は 2 GHz の帯域幅全体で 0.4 dB 未満の
値を達成しています。

干渉信号構成などをシミュレートするた
めに、A&D および無線通信の高度なアプ
リケーションのためのコンパクトな試験
セットアップが可能になりました。

サマリ
新しい R&S®SMW-B9 広帯域ベースバン
ド信号発生器によって R&S®SMW200A 
がアップグレードされ、最大 40 GHz の
周波数範囲で 2 GHz の内部変調帯域幅
を備えた初めてのベクトル信号発生器に
なります。特に、高度なレーダ・システ
ムと、5G や WLAN IEEE 802.11ad など
の新しい通信規格を開発するための、最
高品質の広帯域幅信号を必要とする要求
の厳しいアプリケーションに最適です。

Dr. René Desquiotz

図 5：2 つの内蔵
ベースバンド信号
発生器を搭載した 
R&S®SMW200A は、
希望の変調タイプで最
大 20 GHz の独立した
広帯域信号を 2 つ生
成できます。従来は、
これには 4 台の機器が
必要でした。
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WLAN 802.11ad レシーバを試験するために、最大 65 GHz の広帯域信号を生成することは大きなチャ
レンジです。R&S®SMW200A ベクトル信号発生器と新しい R&S®SZU100A IQ アップコンバータを組み
合わせると、このタスクに習熟し、レシーバのパフォーマンスを客観的に評価できます。

R&S®SMW200A ベクトル信号発生器：
最大 65 GHz の WLAN 802.11ad の試験

今日の無線通信シナリオでは、ギガビッ
トの範囲にまで達する高いデータ転送速
度が要求されます。クラウド・ストレー
ジで大量のデータが管理され、いつでも
すばやく利用できるようにする必要があ
ります。将来の無線デバイスでは、携
帯端末はマルチメディア・ライブラリと
すばやく同期でき、ラップトップは無
線ドックで外部ハード・ディスク、サー
バ、TV セット、またはプロジェクタを
使用して 4K 品質の大容量ビデオ・デー
タを交換できるようになります。

このようなアプリケーションを開発する
ための信号発生器には、従来の範囲を超
えた変調帯域幅および周波数範囲が必要
です。要求仕様には、高出力パワーと優
れた信号品質を備えた 2 GHz の RF 帯域
幅に加えて、最大 60 GHz 範囲の広帯域
信号の生成が含まれます。ここでは、特
に WLAN 802.11ad アプリケーションの
ために、新しい R&S®SZU100A IQ アップ
コンバータによって R&S®SMW200A ベ
クトル信号発生器の機能を最大 65 GHz 
に拡張する方法を説明します。

65 GHz – 電子計測のチャレンジ
これまでは、ミリ波レシーバでの再現
可能な試験は非常に複雑でした。最近
は、R&S®SMW200A などのベクトル信
号発生器によって、最大 40 GHz 範囲の
広帯域試験信号を直接生成するのが容
易になりました。しかしながら、最大 
60 GHz 範囲の信号（WLAN 802.11ad 
のレシーバ試験用など）は、57.32 GHz 
から 65.80 GHz の目標周波数を達成す
るために追加の RF ミキサが必要でした。
ただし、これらの従来のミキサ・セット
アップにはいくつかの欠点があります。
例えば、現実的な理由により、60 GHz 
帯域へのアップコンバージョンはしば

しば 
複数段で実行されます。これによって、
オペレーショナル・バンド内に、ローカ
ル・オシレータ（LO）のミキシング成
分が生じます。さらに、ミキシング時に
発生する望ましくない側波帯を抑制する
ために、追加のフィルタを使用する必要
があります。

従来のミキシング・コンセプトも RF 特
性の変動の影響を受けます。通常、セッ
トアップの周波数応答は周波数とレベル
に応じて変わります。これに対処するた
め、外部の計測器を使用して実際の周波
数応答を記録し、補正し続ける必要があ
ります。ただし、この補正は 1 つのレベ
ルおよび周波数に対してのみ有効です。
実用上は、それぞれの測定の前に再校正
を行う必要があり、その結果測定時間が
著しく長くなります。

ミリ波の伝搬の減衰は 6 GHz 未満の周
波数と比較して著しく大きいため、問
題はさらに複雑になります。有線試験セ
ットアップでは、1 メートルあたり 7 dB 
から 10 dB の減衰を期待できます。た
だし、アンテナ・アレイと RF フロント
エンドは、モジュールとしてインテグレ
ートされているため、WLAN 802.11ad 
レシーバは通常、有線で接続すること
ができません。その結果として、一般に 
WLAN 802.11ad の試験はエア・インタ

フェースを介してのみ可能です。

通常の OTA 試験セットアップでは、発
生器の信号が、例えば 23 dBi のゲイン
で送信用ホーン・アンテナに送られ、試
験対象レシーバは、例えば 1 メートルの
距離に設置されます。60 GHz では、自
由空間の減衰は 68 dB/m です。つま
り、これらの試験には出力パワーが相対
的に高い信号発生器が必要です。MCS 

12 信号に対して –53 dBm の WLAN 
802.11ad レシーバ感度制限を満たすに
は、信号発生器は少なくとも –8 dBm の
伝送出力で信号を生成する必要がありま
す。スイッチ、アダプタ、またはフィー
ド・ケーブルによって発生する試験セッ
トアップ内の損失のために、必要なパワ
ーは 0 dBm 以上に上昇します。WLAN 
レシーバを上限まで試験する場合は、同
じ変調品質、特に、良好な S/N 比で非常
に低いレベルの信号を生成することも必
要です。これは従来の試験セットアップ
では大きなチャンレンジです。

65 GHz の 
ベクトル信号発生器
この測定のための他に類がないソリ
ューションが、新しい R&S®SZU100A 
IQ アップコンバータです。本機は 
R&S®SMW200A ベクトル信号発生器
を 57.32 GHz から 65.80 GHz の範囲
に拡張します（図 1 および図 2）。発
生器の広帯域ベースバンド・オプシ
ョン（R&S®SMW-B9）によって、要
求される 1.76 GHz のシンボル・レー
トで内部 WLAN 802.11ad 信号が生
成されます。変調、符号化、パケッ
ト・サイズ、MAC ヘッダなど、すべ
ての WLAN 固有のパラメータを必要
に応じて設定できます。この約 2 GHz 
のベースバンド信号がアナログ I/Q 入
力を通して R&S®SZU100A に入力さ
れ、R&S®SMW 200A の高性能 RF 合成モ
ジュールの LO 信号を使用して 60 GHz 
帯域にアップコンバートされます。IQ ア
ップコンバータは USB 経由で制御さ
れ、R&S®SMW 200A の操作コンセプト
にシームレスに統合されます。周波数と
レベルは、通常どおり信号発生器のグラ
フィカル・ユーザ・インタフェースを用
いて調整されます。ユーザは、ローデ・
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 測定のための試験セットアップ

fLO

USB 制御

   アナログ I/Q
（非対称または差動）

レベル検波器付
き導波管コネクタ

R&S®SMW200A 
 ベクトル信号発生器
3 GHz RF、2 GHz 帯域幅

R&S®SZU100A 
 アップコンバータ
57.32 ～ 65.80 GHz

角型アンテナ
付きシールド・
ボックス 

DUT
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シュワルツのスタンドアロン・ベクトル
信号発生器と同様にセットアップを簡単
に操作できます。

高出力パワー
R&S®SZU100A はリモート・ミリ波ヘッ
ドとして設計されており、調整可能なス
タンドおよびさまざまな取り付け箇所を
用いて、DUT の近くに柔軟に配置でき
ます。ホーン・アンテナは追加のアダプ
タを使用せずに、導波管出力（WR15）
に直接取り付けることができます。I/Q 
アップコンバータには、独自の出力アン
プ、アッテネータ、および導波管出力に
直接統合されたレベル検波器が搭載され
ています。これによって、ダイナミック・
レンジ全体で優れた線形性を持ち、S/N 
比がほぼ一定の –80 dBm から +5 dBm 
のレベルを正確に設定できます。通常
は、+10 dBm を超える出力レベルも使
用できます。高機能なシンセシス・コ
ンセプトによって、スプリアスおよびイ
メージが抑制されることが保証され、望
ましくない挿入損失を伴う外部フィルタ
が不要になります。これらの測定すべ
てが試験セットアップの損失を最小化
し、DUT を試験するための高出力パワー
を保証します。

リアルタイムの周波数応答補正
ローデ・シュワルツは生産における IQ 
アップコンバータのすべての特性を評価
し、EEPROM に周波数応答補正データ
を保存しています。R&S®SMW200A は
動作時にこれらの値を使用して、周波数
応答をリアルタイムで補正します（図 3

）。これによって、レベル、周波数、お
よび信号タイプにかかわらずフラットな
周波数応答が保証され、測定のたびに費
用のかかる外部の校正ハードウェアを
使用してセットアップを補正する必要
がなくなります。これはハードウェアの
コストを削減するだけでなく、操作時の

図 1：R&S®SZU100A IQ アップコンバータは、WLAN 802.11ad レシーバ測定のために 
R&S®SMW 200A を 57.32 GHz から 65.80 GHz の範囲に拡張します。

無線技術 | 信号の生成と解析



周波数応答
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余分な校正サイクルも省かれ、全体の
測定時間が大幅に短縮されます。周波
数応答補正は伝送信号とは独立してい
るため、試験セットアップごとにあらか
じめひずませたさまざまな波形を管理
する必要はなくなります。異なる測定ス
テーションで同一の信号を処理すること
ができるので、波形ライブラリの管理に
必要な労力が軽減され、透明性のある結
果が得られます。周波数応答のリアルタ
イム補正によって、R&S®SMW200A と 
R&S®SZU100A の組み合わせは指定され
た –31 dB の優れた EVM 値を実現でき
ます。通常は、–32 dB か、さらに優れ
た値を実現できます（図 4）。

サマリ
R&S®SZU100A IQ アップコンバータと 
R&S®SMW200A ベクトル信号発生器
は、60 GHz 帯域の WLAN 802.11ad 測
定のための強力な組み合わせです。この
セットアップは、コンポーネント、モジ
ュール、および無線デバイスを試験する
ための規格に準拠した PHY 信号を、優
れた信号品質およびダイナミック・レン
ジで生成します。内部のリアルタイム周
波数応答補正によって信号は常に正確

です。測定のたびに追加機器による特別
な校正を行う必要はありません。このセ
ットアップは発生器を用いて排他的に動
作し、すぐに必要な設定を行い測定を開
始できます。これによって高速で簡単
なワークフローが保証され、ユーザは測
定タスクを最短時間で実行することがで
きます。

Simon Ache

図 4：60.48 GHz で R&S®SZU100A、および R&S®SMW200A によって生成される WLAN 802.11ad 信
号（MCS 12）の EVM の測定。

図 3：64.80 GHz の搬送波周波数および +0 dBm の出力レベルで、 R&S®SZU100A と組み合わせた 
R&S®SMW200A の周波数応答の測定。

図 2：R&S®SZU100A IQ アップコンバータ
は、R&S®SMW200A の操作コンセプトにシー
ムレスに適合します。
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R&S®RTO オシロスコープによる 
MIPI® インタフェースの試験
今日のスマートフォン内部では、MIPI® アライアンスが標準化したインタフェースを用いて多くのコン
ポーネントが互いに通信します。R&S®RTO オシロスコープは、これらのインタフェースのシグナル・イ
ンテグリティ、およびデータ・コンテンツを最大限の効率で解析して、エラーの場所をすばやく特定する
ことができます。

MIPI® 規格のエコシステム
今日の携帯電話は世代ごとに、追加のセンサ、高いディスプレ
イ解像度、搭載範囲の拡大などの新機能とともに市場に登場
します。これらのデバイスの内部では、スムーズな機能を提
供するために、多数のコンポーネントが共通インタフェース
を通じて高速かつ効率的に通信しています。携帯電話内のハ
ードウェアおよびソフトウェアのインタフェースで最も広く使
用されている規格は、非営利の MIPI® アライアンスのもので
す。MIPI® アライアンスは 280 社を超える加盟企業から構成さ
れます。MIPI® アライアンスによると、すべての最新スマート
フォンと旧来の携帯電話の約 90 % で MIPI® アライアンスの規
格が少なくとも 1 つ実装されています。MIPI® 規格は絶えず発

展しており、タブレットやデジタル・カメラに加えて、自動
車部門および医療部門向けの製品でも使用されています。図 2 
に現在の状況を示します。

規格のフレームワークでは、D-PHY、C-PHY、および M-PHY® 
の 3 つの物理層が定義されます（図 3）。これらの物理層は、
低消費電力（LP）を維持しながら、高速（HS）データ伝送の
ために最適化されています。この最適化のために、開発時の
試験機器には特別な要求が課されます。ここでは、MIPI® プロ
トコル実装のために R&S®RTO オシロスコープ（図 1）が提供す
るさまざまなデバッグ機能に加えて、オシロスコープのパラメ
ータとの相互作用について説明します。

図 1：R&S®RTO オシロスコープの抜群の RF 特性と MIPI® イ
ンタフェース用の各種デバッグ機能によって、開発時に時間
を節約できます。

汎用測定器 | オシロスコープ



モバイル・デバイス向けの MIPI® 仕様

M-PHY® / D-PHY / C-PHY チップ間 / IPC マルチメディア 制御およびデータ

M-PHY®
D-PHY
C-PHY デバッグおよ

びトレース

パワー・アンプ

スイッチ

アンテナ・
チューナ

マイク

スピーカ

音声ブリ
ッジ

音声ブリ
ッジ

Bluetooth®、GNSS、
FM 無線、NFC

DSI

CSI

UFS

VGI

RFFE

eTrak

SoundWire

SLIMbus®

SoundWire XL

DigRF

専用デバッグおよび
トレース・コネクタ

SD コネクタ

アプリケーション・
プロセッサ（ホスト）

マスストレージ

カメラ／イ
メージング

音声コーデック

センサ・ハブ

センサ

コンパニオン
またはブリッジ
・チップ

セルラ・
モデム

ETPS

I3C

VGI

LLI/M-PCIe
UniPort-M/SSIC

IoT 接続モデム

無線 LAN 
モデム

RFIC 電源管理 バッテリ

SPMI

BIF

USB-C / USB2 / 
USB3 コネクタ

HTI、
IEEE 1149.7

MIPI NIDnT：PHY / ピン・オーバーレイ

SD、HDMI、または 
DP コネクタ

HTI、PTI、
IEEE 1149.7

PTI、
IEEE 1149.7

HTI

ネットワーク接続
（TCP、UDP。有線／無線）

IP ソケット用 
GbD（GbT、SPP）

ネイティブ・プロトコルによる機能インタフェース

USB-C / USB2 / USB3
connector

USB 用 GdD
（GbT、SPP）

ディスプレイ

MIPI、DigRF、M-PHY、SLIMbus、および SoundWire は MIPI® アライアンスの登録済みサービス・マークです。その他の MIPI® 仕様の名称は 
MIPI® アライアンスのサービス・マークです。他のすべての商標はそれらの個々の所有者の財産です。

物理層 – 仕様および使用方法
最も一般的に使用されている仕様の D-PHY は、カメラおよび
ディスプレイ・アプリケーションをサポートします。最近公開
された C-PHY の仕様は、低速の帯域内逆チャネルを使用した
効率的な一方向ストリーミング・インタフェースについて記
述しています。C-PHY は将来、高速要件のために D-PHY に取

って代わります。3 つ目の仕様 M-PHY® は、ディスプレイ、カ
メラ、オーディオ、ビデオ、メモリ、電源管理、およびベース
バンド・チップと RF 用チップの間などのチップ間通信のた

図 2：MIPI® 仕様のエコシステムの概要（出典：MIPI® アライアンス）。

めのインタフェースを含めて、より広い範囲のアプリケーシ
ョンをサポートします。加えて、モバイル PCIe（M-PCIe）や 
SuperSpeed Inter-Chip（SSIC）USB など、MIPI® エコシステ
ムの外部のプロトコルのための物理層として採用されました。

物理層ごとに複数の高次のプロトコルが指定されます（図 3）
。現在、C-PHY に基づくバリアントはほとんど使用されていま
せん。統合プロトコル（UniPro）仕様によって、モバイル・デ
バイス内のコンポーネントを相互に接続するための M-PHY® 
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MIPI® アライアンス仕様
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ストレージ
UFS

カメラ
CSI

D-PHY

C-PHY

M-PHY®
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M-PHY® M-PHY® M-PHY® M-PHY®

標準 D-PHY

 HS 信号レベル
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図 3：MIPI® 規格のアプリケーション層、プロトコル層、および物理層（出典：MIPI® アライアンス）。

物理層
トリガリングおよび
復号

コンプライアンス・
テスト

CMOS I/O R&S®RTO-K40
 ❙ RFFE（V. 1.1）

D-PHY R&S®RTO-K42
 ❙ D-PHY （V. 1.2）
 ❙ CSI-2 （V. 1.2）
 ❙ DSI （V. 1.3）

R&S®RTO-K26
（D-PHY V1.1 のため
の MIPI CTS）

M-PHY® R&S®RTO-K44
 ❙ M-PHY 4.0
 ❙ UniPro 1.6 

図 4：R&S®RTO オシロスコープの解析オプションでカバーされる MIPI® 
規格の概要。

に基づいた高次階層プロトコルの類似点を使用することが可
能になります。この仕様は、制御信号、ユーザ・データ伝送、
およびパケット化されたストリーミングを含めた各種のデー
タ・トラフィックだけでなく、アプリケーション・プロセッ
サ、コプロセッサ、およびモデムを含めた広範なコンポーネン
トに適しています。

R&S®RTO は、MIPI® ベースのプロトコルおよびそれぞれの物
理層を解析するためのさまざまなソフトウェア・オプションを
提供します（図 4）。以下のセクションでは、R&S®RTO を使
用して効率的に MIPI® 規格のすべての電子計測要件に対応する
方法を説明します。D-PHY および M-PHY® MIPI® 規格はいず
れも例として挙げたものですが、これは R&S®RTO が提供する
その他の MIPI® オプションにも適用できます。

図 5：MIPI® D-PHY 信号の電圧レベル。

汎用測定器 | オシロスコープ



感度対帯域幅
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物理層の詳細解析による 
DUT の許容差範囲の拡大
物理層を解析する場合は、DUT のシグナル・インテグリティ
と試験機器の信号忠実度を区別する必要があります。重要なオ
シロスコープのパラメータには、ノイズ、ジッタ、DC 精度、
および高い増幅率での帯域幅限界が含まれます。LP シーケン
スと HS シーケンスは信号レベルがまったく異なり、連続した
捕捉は特に困難です。特に HS コンポーネントについては、信
号品質を測定するために高いシグナル・インテグリティが必要
です。図 5 にそれぞれの電圧レベルを示します。

手元の電子計測器の性能が向上すれば、DUT の許容差範囲
も拡大し、コスト削減、スクラップ率の低下、および測定
の効率化につながります。以下の例でも示すように、これが 
R&S®RTO の優れている点です。

200 mV および 1.2 V 
の電圧の同時捕捉
物理層の特性を評価する場合、LP 信号を捕捉するため
にフルスケールの 1.4 V が使用されます。ほとんどのオ
シロスコープで使用される 8 ビット A/D コンバータは 
5.5 mV/ビットのフルスケール分解能を提供します。 これは理
論的には（理想的な A/D コンバータを想定すれば）200 mV 
信号の測定に十分ですが、付加的な影響によって不十分になる
場合もあります。実際には、A/D コンバータの有効ビット数
（ENOB）は、オフセット誤差、ゲイン誤差、非線形誤差、お
よび静的ノイズなどの影響によって減少します。R&S®RTO オ
シロスコープは低ノイズ・フロントエンドと精密 A/D コンバ
ータの恩恵を受けます。コンバータはこれまでにない 7 ビット
（ENOB）を超えるダイナミック・レンジを提供し、4 GHz の
機器帯域幅全体で利用できます。

加えて、R&S®RTO オシロスコープの低ノイズ性能によって、
測定時のノイズ・フロアの影響が減少します。例えば、選択さ
れたフルスケールの 1.4 V（つまり、140 mV/div）での実際の 
RMS ノイズはわずか 5.0 mV に過ぎません。これが他のオシ
ロスコープであれば大幅に高い値となります。R&S®RTO の高
いダイナミック・レンジと低い内部ノイズによって測定精度が
向上し、DUT の不合格率が低下します。

フロントエンドのオーバーロードの適切な回避策
HS 信号測定におけるオシロスコープの影響を軽減する回避策
の 1 つが、より高い増幅率を使用することです。例えば、フル
スケールの 300 mV を使用すると分解能が 1.2 mV/ビットに上
昇し、RMS ノイズは 1.1 mV に低下します。このアプローチ
の欠点は、A/D コンバータの正面のアンプが指定の範囲外で
動作する場合に回復時間が必要になることです。この期間中
はアンプに貯蔵されたエネルギーによって信号のひずみが発
生し、結果が役に立たなくなります。このアプローチが有効
なのは、LP 状態から HS 状態への移行のかなり後に対象の信
号が発生する場合のみです。通常、メーカはこのために必要な
時間を正確に指定してはいませんが、一般的には数ナノ秒の
範囲です。

多くのオシロスコープで高増幅率の帯域幅を制限してノイズを
軽減しているため、オーバーロード状態のアンプが対象領域
に影響しない場合でも問題が発生する可能性があります。こ
れらの制限はしばしば厳格なものであり、最高増幅率の場合
は 500 MHz まで低下する可能性があります。D-PHY 規格では 
100 ps の範囲で立ち上がり時間および立ち下がり時間の測定
が必要なので、少なくとも 3.5 GHz の帯域幅を備えたオシロ
スコープが必要です。フロントエンドは 30 mV/div の入力感度
と 10 :1 の減衰比の典型的なアクティブ・プローブを備えてお
り、200 mV の差動信号の全範囲を捕捉するために 3 mV/div 
に設定する必要があります。この値に設定する場合、ほとんど
のオシロスコープは帯域幅が不足します。R&S®RTO オシロス
コープは、低ノイズ・フロントエンドと強力な A/D コンバー
タによって 1 mV/div までの機器全体の帯域幅を利用でき、コ
ンプライアンス測定のために最も高いダイナミック・レンジを
提供します（図 6）。

コンプライアンス測定を実施する場合は、これらの技術的
詳細に加えて、すぐに結果が得られる直感的なワークフロ

ーが重要です。R&S®ScopeSuite（図 7）およびそれぞれの 

図 6：R&S®RTO オシロスコープは、1 mV/div を含めたすべての入力感度で、
すべての測定帯域幅を提供します。
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図 7：R&S®ScopeSuite のメイン画面に利用可能なコンプライアンス・テス
トが表示されます。

R&S®RTO-K26 コンプライアンス・テスト・オプシ
ョンはすぐに結果を提供します。段階的な指示と分
かりやすい写真があるため、1 回目で測定が成功す
ることが保証されます。加えて、R&S®RTO-K26 コ
ンプライアンス・テスト・オプションではオシロス
コープのデジタル・トリガ・システム機能が使用さ
れ、適切な信号をすばやく分離して測定時間を短
縮します。

コンポーネント間の 
データ通信の解析
シグナル・インテグリティを検証した後、設計開発
の次の段階は異なるコンポーネント間の通信を解析
してデバッグすることです。R&S®RTO（図 4）用な
どのシリアル通信プロトコルのために MIPI® トリガ
リングおよびデコーディング・オプションを搭載し
たオシロスコープを使用すると、これらの測定が大
幅に簡略化されます。

例えば、R&S®RTO-K44 オプションは、上位の Uni-
Pro ベースのプロトコル層に加えて、一番下の物
理層 M-PHY® での直接デバッグをサポートしま
す。4 GHz の R&S®RTO2044 は HS 伝送モード・ギ
ア 2（HS-G2、2.9 Gbit/s）までの UniPro 1.6 をカ
バーし、CSI-3、UFS、UniPort-M などのプロトコ
ルのデバッグが可能になります。

2 レーン M-PHY® 信号の復号をセットアップするに
は、2 つの差動プローブ（R&S®RT-ZD40）をチャネ
ル 1 および 2 に接続します。ダイアログ・ボック
スがユーザによる設定を誘導します（図 8）。ユー
ザは M-PHY® または UniPro のいずれかを選択し、
レーンの数を設定するだけです。レーンは 4 つまで
サポートされます。連結したしきい値と、個別のし
きい値の両方を使用できます。

復号するデータ形式と階層は、 2 つ目の手順で設
定します。階層を選択できるのは、エッジ遷移から
ビットとシンボル、上位の UniPro プロトコル層ま
で、 異なるプロトコル・レベルでエラーをデバッグ
するのに便利です（図 9）。

図 10 では、セットアップとアクティブになったデ
コーディングが、データおよびマーカ（MK0、MK1
、MK2）の異なるバーストを示しています。デコー
ディング・テーブルにはバーストの概要が表示され
ます。2 つ目のテーブルには、個別のバーストの高

図 8：M-PHY® / UniPro プロトコル復号の設定。

図 9：復号された階層の選択。
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図 10：ズームおよ
びテーブルととも
に、結果を復号する 
M-PHY® 層にフレー
ムとバーストの詳細が
表示されます。

図 11：M-PHY® / Uni-
Pro プロトコル復号セ
ットアップ。

度な解析を行うためのデータの詳細（デコーディン
グ結果詳細 1）が表示されます。R&S®RTO-K44 オプ
ションのプロトコルに依存したトリガリングによっ
て、それぞれのデータ電文が区別されます（図 11）
。高速かつ正確なデジタル・トリガを追加のソフト
ウェアと組み合わせて使用すると、極めて高性能な
ワークフローを実現できます。

サマリ
R&S®RTO オシロスコープは、トリガリングおよびデ
コーディング・オプションならびにコンプライアン
ス・テスト・オプションを搭載することで、MIPI® 
規格に沿ったすべての測定をカバーします。抜群
の RF 特性と便利な操作性を備えているため、開発
エンジニアは短時間で優れた成果を上げることがで
きます。

Dr. Philipp Weigell
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最大 20 GHz の真のマルチポート・
ベクトル・ネットワーク解析
新しい R&S®ZNBT20 マルチポート・ネットワーク・アナライザを使用すると、内蔵された最大 16 のテ
スト・ポートで最高 20 GHz の同時計測が可能になります。本機は高速かつ高精度であり、開発および生
産における複雑なマルチポート DUT の測定において数多くのメリットがあります。

図 1：R&S®ZNBT20 は、最大 16 のテスト・ポートと 20 GHz の上限周波
数でベクトル・ネットワーク・アナライザの製品範囲を補完します。

マルチポート・ベクトル・ネットワーク・アナライザ・ポート
フォリオは、増大するマルチポート測定の要件を満たすために
拡張されました。R&S®ZNBT8（最大 24 ポート / 8.5 GHz）お
よび R&S®ZN-Z84 / R&S®ZN-Z85 スイッチ・マトリクスに加え
て、R&S®ZNBT20 ベクトル・ネットワーク・アナライザが 100 
kHz ～ 20 GHz の周波数範囲で利用できるようになりました（
図 1）。後から 12 ポートまたは 16 ポートに拡張可能な 8 つ
のテスト・ポートを備えており、開発および生産のアプリケー
ション全般に使用できます。多数のポートが搭載されているの
で、データ・ケーブルなどでのシグナル・インテグリティ測定
にも最適です。

市場で最も優れたマルチポート性能
スイッチ・マトリクス技術に基づいたソリューションとは異な
り、R&S®ZNBT20 はすべてのテスト・ポートに測定レシーバと
基準レシーバを各 1 台づつ搭載しています（図 2）。そのた
め、並列モードではすべてのポートで同時に測定でき、マトリ
クス・ベースのマルチポート・ソリューションと比較して決定
的な速度の優位性があります（図 3）。16 ポートを搭載した
場合でも、テスト・ポート間のスイッチ・マトリクスで提供
されるスイッチと本体のレシーバは必要ないので、本機はすべ
てのポートで比較可能な 2 ポート・デバイスの優れたパフォー
マンス・データを提供します。R&S®ZNBT20 はすべてのポート
間で最大 130 dB のダイナミック・レンジと –60 dBm ～ +12 
dBm の出力レベル範囲を備えており、最大 20 GHz の周波数
範囲における市場で最も優れたマルチポート・パフォーマンス
を提供します。
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自動測定と高スループット
外部モニタとキーボード、または外部タッチスクリーンを接
続して操作できます。R&S®ZNB ベクトル・ネットワーク・ア
ナライザですでに採用されている直感的なユーザ・インタフェ
ースを搭載しており、R&S®ZNBT20 を容易に設定できます。各
種ウィザードが測定タスクをサポートします。

リモート制御は生産ラインで使用するために重要な機能で
す。R&S®ZNBT20 は、GPIB、USB、または LAN 経由で制御で
きます。本機はハンドラ I/O インタフェースを使用して自動試
験システムと直接対話し、外部部品ハンドラおよび試験シーケ
ンスの制御と、定義された基準に基づいた DUT の自動選択を
行います。

自動校正ユニットによって時間が節約され、コスト効率の高
い方法で高い測定精度を実現します。各テスト・ポートを校
正ユニットに一度しか接続する必要がないため、必要なねじ
接続の数、およびシステマテック測定誤差が最小化されま
す。R&S®ZNBT20 のファームウェアはローデ・シュワルツのす
べての校正ユニットをサポートしており、ユーザによる校正を
ステップ・バイ・ステップでガイドします。

図 2：R&S®ZNBT20 ネットワーク・アナライザのマルチポート・アーキテ
クチャは優れた RF 特性を保証します。

図 3：R&S®ZNBT8 / 
R&S®ZNBT20 とスイッ
チ・マトリクスに基づ
いたマルチポート・ソ
リューションの測定時
間の比較。
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例：時間的に最適化されたデータ・ケーブルでのシグナ
ル・インテグリティ測定
一般に、データ・ケーブルは複数のツイスト・ペア・ケーブル
から構成されており、同時に試験して、クロストーク、スキ
ュー、立ち上がり時間などのパラメータを測定する必要があり
ます。R&S®ZNBT20 はマルチポート・アーキテクチャと差動シ
ステムの測定機能を備えており、これらのタスクに最適です。
さらにタイム・ドメイン解析のための R&S®ZNBT-K2 および 
R&S®ZNBT-K20 ソフトウェア・オプションを使用すると、こ
れらの DUT の総合的な特性評価が可能です。こうした評価に
おいては、ネットワーク・アナライザが周波数ドメインで測
定したデータをタイム・ドメインに変換して、アイ・ダイアグ
ラムとして表示が可能です（図 4）。その結果、タイム・ドメ
イン測定と同様の方法で DUT の伝送特性を簡単に解析できま
す。高性能トレース解析機能によって、機能範囲が完全になり
ます。周波数ドメイン測定、タイム・ドメイン測定、およびア
イ・ダイアグラムの同時表示によって異なる試験セットアップ
間での複雑な切り替えが回避され、関連するすべての解析パラ
メータの概略が表示されます。このため、すばやく簡単に設定
を行うことができます。

R&S®ZNBT20 のディエンベディング / エンベディング機能を使
用した場合も、DUT の特性のみが得られるように、試験セッ
トアップからテスト・フィクスチャの特性を数学的に除去する
ことができます。そのために広範なネットワーク・モデルとタ
ッチストーン・データを使用できます。ネットワーク・アナラ
イザが提供するのは同軸テスト・ポートだけなので、これはツ
イスト・ペア・ケーブルの測定に極めて重要です。これらの測
定オプションは、USB、HDMI、または DVI 規格用ケーブルの
測定などで実績があります。

サマリ
R&S®ZNBT20 は、最大 16 ポートが内蔵された最大 20 GHz の
真のマルチポート・ベクトル・ネットワーク・アナライザで
す。高機能なアーキテクチャを搭載し、すべてのテスト・ポ
ートを同時に測定できるので、スイッチ・マトリクスに基づ
いたソリューションと比較して大幅に測定時間が短縮されま
す。優れたパフォーマンス・データを備え、開発および生産
のアプリケーションに使用できます。複数のケーブルを同時に
測定できるので、マルチポート構成はケーブルのシグナル・イ
ンテグリティ測定に有利です。DUT を総合的に解析するため
に、タイム・ドメイン表示に加えてアイ・ダイアグラムも使
用できます。

Anja Paula

図 4：周波数ドメイン
測定およびタイム・ド
メイン測定に加えてア
イ・ダイアグラムが同
時に表示されます。
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5G および無線ギガビット・コン
ポーネントに向けた、初めての 
OTA パワー測定ソリューション
R&S®NRPM は、無線信号のパワーについて方向に依存した測定をアンテナで直接行うた
めの新しいソリューションです。ユーザは、開発および生産において、マイクロ波レン
ジで DUT の出力パワーの校正や、DUT のビーム形成機能などの試験が行なえます。

次世代モバイル通信と WLAN の基地局、ア
クセス・ポイント、無線デバイス、および無
線モジュールでは、フェーズド・アレイ・ア
ンテナが使用されます。レシーバでのパワー・
レベルを最大化するために、ビーム形成を使
用して送信アンテナの放射の方向が制御され
ます。これらのアンテナは集積度が高いため、
ケーブルを通して直接接続することができま
せん。そのため、OTA インタフェースを使用
して測定を実施します。R&S®NRPM センサ・シ
ステムはこれらの測定のために開発されまし
た。27.5 GHz ～ 75 GHz の周波数範囲で動
作し、IEEE 802.11ad および IEEE 802.11ay 
ギガビット WLAN システムで使用されている 
55 GHz ～ 66 GHz 帯域に加えて、現在 5G に
検討されている 28 GHz 帯域をカバーします。

–70 dBm 未満までの極めて低いパワー・レベ
ルを測定する場合、線路損が大きすぎるた
め、ケーブルを通してパワー・センサをアン
テナに接続することができません。そのた
め、R&S®NRPM システムは 2 つに分けて配置
します。信号処理用の電子機器は従来のパワ

ー・センサの形状をした別のモジュールに収
納されますが、RF フロントエンド（ダイオー
ド検波器）はアンテナ・モジュールに直接組
み込まれます。センサ・モジュールには 3 つ
のチャネルがあり、単一偏波 Vivaldi アンテナ
を 3 つまで接続できます。なお二重偏波アン
テナは準備中です。アンテナにダイオード検
波器を組み込んだことには、電力損失の防止
に加えて、ダイオード検波器を搭載したアン
テナ・モジュールの周波数応答を工場で校正
できるという利点もあります。これによって
精度が向上し、測定手順が簡素化されるので、
ユーザがこの点を心配する必要はありません。

例えば、ユーザは単一のアンテナ・モジュー
ルで DUT の出力パワーを校正できます。空
間的に分散した複数のアンテナ・モジュール
を使用して DUT のビーム形成機能を試験する
ことができます。試験セットアップに 4 つ以
上のアンテナが必要な場合、ユーザは任意の
数のセンサ・モジュールを並列で操作できま
す。このように測定ポイントを増やすことで
ビーム形成試験時の分解能が向上し、2D マト

リクスのセットアップでアンテナ・ビームを 
2 つの軸について旋回させることができます。

測定したデータの評価と処理に、無料の 
R&S®Power Viewer Plus PC ソフトウェアを使
用できます。現在、このソフトウェアを使用
すると最大 12 チャネルで測定したデータの
監視と表示が可能で、平均パワーなどを測定
することができます。

再現可能な結果を得るためにシールド・テ
スト環境で信号を捕捉しようとするユーザ
は、R&S®TS7124 19 インチの シールド RF テ
スト・ボックスを使用できます。このソリュ
ーションでは、アンテナを柔軟に取り付ける
ために、誘電的に中性のプラスチック構造に
加えて、シールドおよびフィルタされたケー
ブル・フィードスルーを使用できます。

R&S®NRPM は、ダイオード検波器が組み込まれた
少なくとも 1 つのアンテナと、空間的に分散し
た電子機器モジュール（センサ・モジュール）か
ら構成されます。シールド・チャンバで使用する
ための測定用アクセサリも利用できます。
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ボタンを押すだけの 
VCO 測定
電圧制御発振器（VCO）は、ほぼすべての RF アプリケーションで見られ、その技術的パラメータは使
用されているコンポーネントの品質に大きく影響します。R&S®FSWP 位相雑音アナライザ / VCO テスタ
は、ボタンを押すだけで VCO を総合的に試験できます。

モバイル通信など、ほぼすべての RF アプリケーションにおい
て、中心的なコンポーネントは電圧制御発振器（VCO）です。
電圧制御発振器は、印加電圧が変わると発振周波数が変わりま
す。使用可能な電圧範囲は、VCO が対象の周波数帯を十分に
カバーできるものである必要があります。測定する必要がある 
VCO の重要な品質特性は、スペクトラム品質、カバーする周
波数範囲、出力パワーと電流消費（特にモバイル・アプリケー
ションの場合）、およびスムーズなセトリングにかかわる同
調勾配です。

これらすべての VCO 測定を、ボタンを押すだけで実行でき
るようにしたものが、R&S®FSWP 位相雑音アナライザ / VCO 
テスタ（図 1）です。ファームウェア・リリース 1.30 で
は、R&S®FSWP は追加オプションなしで VCO を測定できます。
ユーザが電源電圧、同調電圧範囲、および測定ポイントの数を

調整するだけで、R&S®FSWP は必要なすべての特性をすぐに
測定します。測定ポイントごとに数ミリ秒しかかかりません。
結果的に、合計測定時間は主に VCO のセトリング時間に依存
します。セトリング時間は、測定を開始する前に R&S®FSWP 
が待機するように指定することもできます。

図 2 は、すべての特性が並列に表示される典型的な測定で
す。テーブル内の特定の同調電圧についてすべての重要なパ
ラメータを収集するために、異なるウィンドウを使用してマ
ーカを連結できます。外部電源は必要ありません。R&S®FSWP 
のボードには低ノイズ電源が搭載されています（図 3）。
同調電圧は –10 V ～ 28 V の範囲で変更でき、最大ノイズ電
圧は 10 kHz で 1 nV/√Hz です。市場のすべての発振器に十
分対応できる、16 V、最大電流消費 2000 mA の動作電源も
利用できます。本機は電流源として使用することもできま

図 1：R&S®FSWP は VCO および位相雑音測定が一目で分かる概要を提供
します。上部ペインには VCO 特性、下部ペインには 2 GHz で測定された
位相雑音が表示されます。

汎用測定器 | 信号の生成と解析



す。R&S®FSWP の 3 つ目の電源は、追加の電圧（負電圧も含
む）を必要とする VCO の測定に便利です。R&S®FSWP は動作
電圧を調整することもできます。これは、減衰したバッテリ
を搭載したトランスミッタの動作確認に便利です。

トランスミッタの伝送品質および隣接チャネル・パワーには位相
雑音も重要であり、測定する必要があります。この R&S®FSWP 
は、今日市販されている最も高速で感度が高い位相雑音テス
タです（NEWS 214 の 37 ページを参照）。これらの測定で
は、R&S®FSWP のマルチチャネル・コンセプトによって、特定の
動作電圧での位相雑音を VCO の特性と同時に表示することができ
ます（図 1）。したがって、1 つのスクリーンショットで、すべて
の主要パラメータが完全に文書化されます。

サマリ
R&S®FSWP 位相雑音アナライザ / VCO テスタは、ボタンを押
すだけで VCO の総合的な特性評価を行う機能を新しく搭載し、
その名前以上の性能を持っています。本機には低ノイズ電源が
内蔵されているので、測定には外部電源は不要です。

Dr. Wolfgang Wendler

図 2：典型的な VCO 測定。周波数、パワー、感度（同調勾配）、電流消費などの重要パラメータが同調電圧と比較して測定されます。

図 3：R&S®FSWP の内蔵電源の設定メニュー。
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周波数ホッピングおよび極めて短
い干渉信号の 
リアルタイム・スペクトラム解析
R&S®FSW シグナル・スペクトラム・アナライザに新しいオプションを搭載すると、512 MHz のリアルタイ
ム帯域幅で周波数アジャイル・システムの特性を評価し、極めて短い干渉信号でも確実に検出できます。

ヘッドセットや自動車内のハンズフリー機器などの無線通信
システムでは、干渉信号または同じ周波数範囲内の他のアプリ
ケーションの影響を受けにくくするために、しばしば周波数ホ
ッピングが使用されます。戦術通信システムおよびレーダ・ア
プリケーションでは、周波数ホッピングを使用して盗聴に対す
る保護を強化し、必要な干渉の影響を最小限にします。この種
の周波数アジャイル・システムを解析するには、信号をリアル
タイムで正確、迅速、なおかつシームレスに表示する必要があ
ります。これは、望ましくない短い信号を詳細に解析する唯一
の方法です。

これまでは、これらのタスクには R&S®FSW シグナル・スペ
クトラム・アナライザに R&S®FSW-B160R オプションを搭載
していました。新しい R&S®FSW-B512R オプションを使用す
ると、512 MHz のリアルタイム帯域幅で測定し、1 秒あたり
最大 110 万のスペクトラムを計算できるようになります。こ
のオプションは 3 倍を超えるリアルタイム帯域幅をカバーし、
測定速度が倍になります（図 1）。傍受確率（POI）が 100 % 
のアナライザは、わずか 0.91 µs の期間の信号を正確に検出し、
わずか数ナノ秒の期間の信号も捕捉します。ただし、レベル
確度は低下します。人間の目は 1 秒あたり約 30 の画像を処理
することしかできないので、このオプションは周波数ドメイン
とタイム・ドメインのイベントを詳細に調査するためにさまざ
まなディスプレイ・モードおよび機能を提供し、多数のスペク
トラムに含まれる情報にアクセスできるようにしています。従
来のリアルタイム・ディスプレイでは、検波器は最大値のスペ
クトラムを形成する何千ものトレースを解析します。ディスプ
レイには、イベントが数ナノ秒しか持続しない場合でも信号ま
たは干渉が存在するかどうかが表示されます。すべてのスペク

トラムが水平ラインに色分けされた信号レベルで表示されるス
ペクトログラム・ディスプレイによって、ユーザは時間に伴う
周波数ドメインでの振る舞いを確認できます。周波数ホッピン
グは、中断することなく表示されます。図 2 には、ISM 帯で
も検出される WLAN 信号（右下）に加えて、Bluetooth® トラ
ンスミッタのホップ・シーケンスも表示されます。最小時間分
解能は 55 µs です。ユーザが連続記録を停止した場合は、スペ
クトラム表示の後処理でズーム機能を使用して 20 ns の時間分
解能を実現できます。これによって、WLAN 信号の変調詳細
に加えてプリアンブルを容易に解決できます（図 3）。

残光表示スペクトラムでは、アナライザは利用可能なすべて
のトレースを重ね、出現確率に従って色分けします。例えば、
頻繁に出現する信号は赤、低頻度の信号は青で表示されます。
信号が出現しなくなった場合は一定時間後に残光表示スペクト
ラムから消えます（図 2 上）。残光表示スペクトラムからは、
周波数アジャイル・システムのダイナミック・レンジの概要が
分かります。Bluetooth® 信号と WLAN 信号が衝突してデータ
転送速度が低下する ISM 帯に出現するような周波数ホップを
正確に解析でき、より適切な周波数ホッピング・アルゴリズム
が見つかります。このアナライザは、従来のスペクトラム・ア
ナライザでは検出が困難だった極めて短い干渉または隠れた信
号の検出にも役立ちます。

周波数マスク・トリガ（FMT）
周波数マスク・トリガを使用する必要があるのは、特定の信号 
1 つだけ（例えば、スペクトログラムまたは残光表示で検出さ
れた信号、あるいは周波数が分かっている信号）が対象の場合
です。ユーザが周波数ドメインのマスクを定義すると、アナラ
イザはこのマスクを 1 秒あたり最大 110 万のスペクトラムと
比較します。信号がマスクに違反する場合、アナライザはリア
ルタイム解析を停止して信号を記録します。信号を記録する前
（プリトリガ）および後（ポストトリガ）の時間を設定できま
す。ユーザは、記録後も解析が自動的に継続されるようにする
かどうかを設定することもできます。解析を継続すると、特定
の信号が出現する頻度と、毎回同様の振る舞いをするかどうか
の概要が分かります。

リアルタイム解析の重要パラメータ
R&S®FSW-B512R R&S®FSW-B160R

FFT 長 1024 ～ 32k 1024 ～ 16k

最大リアルタイム解析帯域幅 512 MHz 160 MHz

最大 FFT レート 1,171,875 585,938

POI 0.91 µs 1.87 µs

スパン/RBW 比のユーザ設定可能
な分解能帯域幅（RBW） 6.25 ～ 6400 6.35 ～ 3200

図 1：R&S®FSW シグナル・スペクトラム・アナライザのリアルタイム解析
オプションの比較。
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ISM band at 2.4 GHz

Bluetooth® signals

WLAN signal

3G signals at 2.1 GHz

マルチスタンダード・リアルタイム（MSRT）解析によって、
記録されたデータはアナログ変調解析またはベクトル信号解
析（R&S®FSW-K7 / R&S®FSW-K70 オプション）などの他のア
プリケーションで使用することもできます。これによって、必
要な信号の変調特性への干渉の影響などが明らかになりま
す。R&S®FSW-K6 オプションは、パルス信号の詳細な解析に使
用します。R&S®FSW-K60 / -K60H オプションは、ホップ・シ
ーケンスの自動解析に使用します。

サマリ
R&S®FSW ハイエンド・シグナル・スペクトラム・アナライザ
に新しいオプションを搭載すると、広いリアルタイム帯域幅で
周波数アジャイル・システムの特性を評価できます。これによ
って、極めて短い干渉を検出できます。これは、レーダ・アプ
リケーションまたは通信アプリケーションの開発者にとっては
貴重な追加機能です。開発者は本機を使用してアプリケーショ
ンのすべての RF パラメータを正確に測定することもできます。

Dr. Wolfgang Wendler

図 2：R&S®FSW-
B512R オプションを
使用して 2.1 GHz の 
3G 信号と ISM 帯の 
Bluetooth® / WLAN 信
号を同時に解析できま
す（上：残光表示スペ
クトラム、下：スペク
トログラム）。

図 3：ズーム機能を使
用すると後処理の時間
分解能を大幅に増やせ
ます。これによって、
周波数ホッピング・シ
ステムをすばやく解析
したり、変調詳細を検
出したりすることがで
きます。
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テクノロジーを通じたセ
キュリティ
どうすれば乗客を煩わせることなく何重ものチェックで空港のセキュリティ
を強化できるでしょうか。革新的なボディ・スキャナがその方法を示します。

一般的な空港利用者は、セキュリティに対して相反するイメー
ジを抱いています。Bitkom（情報技術、電気通信、およびニュ
ー・メディアに関するドイツ連邦協会）の代表的な調査による
と、乗客の大半はボディ・スキャナを含めたセキュリティ技術
を空港で幅広く使用することに賛成しています。同時に、機内
持ち込み手荷物の制限から、セキュリティ・チェック時に身に
着けている各種の物品を取り外す必要があること、従来のボデ

ィ・スキャナでは不自然な姿勢を要求されること、警備員によ
る身体検査まで、さまざまな不便に不満を持っています。さら
に、これらの不満は保安検査場で長時間待たされることで増大
します。セキュリティ基準がすぐに緩和される可能性は低いの

で、セキュリティのさらなる厳格化を前にしてこの板挟みに対
する答えを見つけることはテクノロジーに委ねられています。
目標は、乗客の利便性を可能な限り保護しながら、最高水準
のセキュリティを維持することです。新しい R&S®QPS ボディ・
スキャナ（図 1）は、こうした要求に対する大きな一歩です。

製品カテゴリの具体化
最初のボディ・スキャナは、まだ大きな市場が存在しない 
1990 年代初めに開発されました。これらの X 線範囲で動作す
る後方散乱デバイスが空港で使用されることはほとんどありま

図 1：2 枚のパネルを用いる R&S®QPS200 スキャナは、主に空港での使用を想定しています。仕切りを作らずに、さまざまなゲート構造に組み込むこと
ができます。R&S®QPS100 モデル（写真なし）にはパネルが 1 枚しかありません。被験者はスキャンを完了するために 180° 回ります。
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せんでした。数年後、マイクロ波範囲で動作するデバイスが後
に続きますが、需要は限定的なままでした。9/11 の劇的な事
件の後、セキュリティ機器の市場が大きく発展することは明白
になりました。その結果、ローデ・シュワルツは 2007 年、こ
の部門の開拓者である米国製品に対して、欧州の代替製品を提
供するためのプロジェクトに取り組むコンソーシアムに参加す
ることを決定しました。3 年間の研究開発段階の結果、コンソ
ーシアムの方針を確立するコンセプトが立証されました。しか
しながら、シリーズのプロダクション・モデルにおける構想の
不一致によって、参加した業界パートナーは別々に独自の方針
を作りました。ローデ・シュワルツが開始し、ドイツ教育研究
省が資金援助する後続プロジェクト QPASS の一環として、ロ
ーデ・シュワルツはエルランゲン・ニュルンベルク大学（ドイ
ツ）のマイクロ波および光通信学研究所と連携して、新しい 
EU 要件が更なる課題をもたらすような状況においても、すべ
ての期待に応える可能性を示す試作品を開発しました。

以前のデバイスは、人間の警備員が確認できる画像を生成する
ように設計されていました。ごく私的な部分まで可視化される
という事実は公開討論で感情的な議論を呼び、米国および欧州
の当局は承認法令を変更することを余儀なくされました。現

在、検査場で写真のような画像を表示することは禁止されてい
ます。これは単純な規制のように見えますが、技術的には極め
て重大な結末です。新しい課題は、不審な物体を完全に自動的
に検出する方法を策定することでした。このためには、測定さ
れたデータから確実に異常をフィルタリングしてアバター上に
表示できる高速画像処理システムを用いて、ミリ波テクノロジ
ーを拡張する必要がありました（図 2）。このタスクのために
召集された開発チームは急速な進展を成し遂げ、シリーズのプ
ロダクション・モデル R&S®QPS100 を 2014 年までに導入する
準備が整いました。R&S®QPS プラットフォームは、現実的な
条件で試験され、継続的に改良され、該当するすべての認定を
受け、拡張されて R&S®QPS200 モデルが加わりました。今日
では、空港だけでなく、高度なセキュリティと立ち入り制限が
要求されるすべての環境に対して、革新的なセキュリティ・ソ
リューションとして使用されています。需要は拡大していま
す。ドイツなどの諸国が、2010 年からすべての空港にスキャ
ナを設置している米国の例に続いています。2016 年 7 月のド
イツ連邦内務省とローデ・シュワルツの間の 300 台を提供する
枠組み合意によって、R&S®QPS200 はドイツの空港でよく見か
けるようになりつつあります。

空港のセキュリティの歴史は、少なくとも攻撃からの保護に関す
る限り、一連の重大事件、およびそれらへの対応と密接な関係があ
ります。商用航空の最初の数十年間、飛行は裕福な顧客に限定さ
れた冒険であり、保護対策を必要とする凶悪犯罪の舞台ではなかっ
たので、空港のセキュリティは実質的に存在しませんでした。主
に政治的な動機によるハイジャックが流行したときでさえ（1969 
年には史上最高となる 82 件のハイジャックが発生しました）、当

局は大がかりな対応策の必要性を認識しませんでした。乗客に金属探
知器が使用されたのは疑いがある場合だけでした。地上での乗客チェ
ックが段階的に増加し、探知犬が導入されたのは、特に米国が麻薬と
の戦いを激化させた 1980 年代になってからでした。1988 年のロッカ
ビー爆破事件によって、欧州で無作為の手荷物スキャンが行われるよ
うになりました。しかしながら、手荷物の全数検査が EU 規制によっ
て必須となったのは 2003 年になってからでした。

セキュリティ・ポリシーの観点から見ると、さまざまな意味で 2001 
年の 9/11 テロ攻撃が「開始時刻」を指し示しています。当局は、国
境を越えた広範囲な乗客データの調整から航空警官の配置、爪やすり
などのとがった物体、または鋭利な物体の機内持ち込み禁止、操縦
室への装甲ドアの設置（会社の計算書によると、装甲ドアの設置にか
かった費用はルフトハンザだけで 3000 万ユーロを超えています）に
至るまで、繰り返される攻撃を回避するために、考えられるすべての
レベルにおいてあらゆる可能なことを実施しました。事前搭乗セキュ
リティ・チェックもその時点から急速に変わりました。2001 年 12 月
に Richard Reid が靴底に隠した爆発物を起爆しようとした事件は未遂
に終わりましたが、米国およびその他数か国は乗客に靴を脱がせて検
査するという対応を取りました。液状化学薬品を攻撃に用いる計画が
英国で露見すると、2006 年に大量の液体の持ち込みが禁止されまし
た。2009 年のクリスマスには攻撃者の創造性は下着にまで及び、ある
ナイジェリア国籍の者がデトロイトに着陸する直前に下着に隠し持っ
た爆発物を起爆しようとしました（「下着爆弾犯」）。9/11 を受けて
米国で設立された運輸保安庁（TSA）は、この未遂事件を機に国中の
空港に全身スキャナを導入しました。1990 年代に開発された全身ス
キャナの設置は米国とアムステルダムなどの空港で 2007 年に始まっ
ていましたが、広く使用されるようになったのは 2010 年になってか
らでした。この第 1 世代のスキャナは X 線技術に基づいており、危
険を伴うおそれがある物体だけでなく身体のごく私的な部分まで可視

空港でのセキュリティ・チェックの歴史概略
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図 2：スキャン結果は中性的なグラフィック（ア
バター）上に表示されます。個人的な詳細は表
示されず、個人情報も保存されません。

化されるため、人々の激しい批判にさらされました。また、X 線はイ
オン化効果も持っているため、細胞を傷付けます。当局は装置からの
照射を低レベルに抑えて健康への危険性を排除しましたが（乗客がほ
んの数分間宇宙線にさらされた場合とほぼ同等の水準であることが測
定で示されています）、これらの後方散乱デバイスの大部分は市場か
ら消え、現在では多数の国で禁止されています。TSA も方針を転換
し、2012 年の秋から 2013 年 5 月にかけて第 1 世代のデバイスをすべ
て撤去し、ミリ波デバイスの代替技術に置き換えました。ただし、そ
の動きは健康への懸念から行われたのではなく、デバイスメーカがス
キャン結果を非個人化するソフトウェア更新を予定どおりに実施する
ことができなかったためです。一般市民からの激しい抗議に応えて、
米国当局は 2012 年の FAA 近代化および改革法に、ボディ・スキャナ
によって生成される裸の画像を全被験者共通の記号的な体のグラフィ
ックに置き換える必要があるとする条項を含めました。

健康への懸念から、欧州連合は 2011 年 11 月に発令された規制で、X 
線スキャナおよび電離放射線を使用するすべての技術を禁止しました。
個人情報と権利の保護も必須です。ドイツは 2010 年にハンブルクの
空港で第 1 世代ミリ波スキャナの最初の実地試験を行いました。実地
試験はドイツ連邦警察の研究センタが科学的支援を行って実施されま
した。ドイツの内務大臣 de Maizière を含めて 800,000 人の志願者が
スキャンされることに同意しました。この大規模な試験の目的は、現
実的な条件でデバイスがどのように動作するかの判断、問題箇所の
特定、および一般的な試験の最適な実施方法を明らかにすることでし
た。国内当局は航空輸送に関する認可の責任を負う欧州民間航空会議
（ECAC）と直接連携しています。ハンブルクの試験は先駆的な役割を
果たしました。誤警報が高い割合で含まれた試験結果から、ドイツ連
邦政府は現在市場にあるデバイスはまだ一般的な使用には適さないと
いう結論を下しました。それ以来、メーカは信頼性を向上するために
努力を重ねています。

ローデ・シュワルツの R&S®QPS など、最新世代のスキャナは先行
機種よりはるかに成熟しており、制限のない広範な使用に適して
います。規制機関も、セキュリティ・チェックを遅らせるのでは
なく、高速化するスキャナを要求しています。現在利用可能な高
速デバイスがこれを可能にします。自動防犯設備の使用が増える
ことで、将来的には乗客が感じる負担は我慢できる程度に軽減さ
れるでしょう。この方向の第一歩が、2014 年に EU 全体で大量の
液体の機内持ち込み禁止が解除されたことです（ただし、医薬品、
特別食、および空港の免税店で購入した製品に限られます）。こ
れを可能にしたのは、液状爆発物を検出できる新しいテクノロジー
です。スキャン技術の進歩によって、まもなく厚手の衣類を通した
検査が可能になります。そうなれば乗客はコートやジャケットを
脱ぐ必要がなくなります。舞台裏で動作する、つまり、乗客がセ
キュリティ・チェックを受けたことすら気付かないようなソリュー
ションがすでに登場しようとしています。理想は空港利用者が呼
び止められることなく搭乗できることです。保冷剤が爆発物に似て
いると思われたために、ラスベガスでクリスマス・ケーキを押収さ
れた女性のようなことがないように。
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新しい方針
R&S®QPS は、外見、動作、およびスキャンの方法が競合製品
と異なっています。ブース型ソリューションに付き物の狭い
空間は過去のものです。見た目にも魅力的な省スペースの平
面パネルを、仕切りを作らずに検査場に組み込むことができ
ます（図 1）。オープンな設計のため、保安要員は遮られるこ
となく検査場全体を見渡すことができます。従来の機器のス
キャン手順は、警官に呼び止められたかのように両手を上げ
ることを要求されたため、乗客にとって不愉快なものと考え
られていました。現在のスキャン手順はずっと快適です。身
体に障害がある人にも無理のない自然な姿勢で両腕をわずか
に広げるだけで検査を受けられるため、文化を超えて倫理的
にも適切であると考えられています。

R&S®QPS は、完全に電子化された、可動部品のない低ノイズ・
ソリューションです。本機はレーダ技術でよく知られたマルチ
スタティック原理に基づいた市場で唯一のデバイスです。本機
では、反射された伝送信号が多数の受信アンテナに同時に印加
されます（図 3）。これによってスキャン対象者の照射が改善
され、検出品質が向上します。

6 か月ごとの校正チェックを別にすると、このシステムはほ
ぼ保守不要です。もちろん、校正チェックは現場で行います。
時間のかかる準備作業はすべて工場で実施されるため、セット
アップと試運転には 1 時間もかかりません。

R&S®QPS の背景技術
従来のマイクロ波スキャナは 30 GHz 未満の周波数で物体を
照射します。一方、R&S®QPS は 70 GHz ～ 80 GHz のミリ波
周波数帯で動作し、より高い空間分解能を実現します。この
帯域は自動車の駐車センサでも使用されます。約 1 mW では、
ピーク伝送出力は携帯電話の放射よりも 3 桁ほど小さく、ス
キャン対象者の位置ではほとんど検出できません。

スキャン体積は 1.9 mm × 1.9 mm × 5.7 mm 画素の高い粒度
であり、これは高い周波数帯だけではなく、マルチスタティッ
ク動作原理によって、実現します。これを実装した高分解能の
近距離スキャナにすることは、決して簡単な仕事ではありま
せんでした。マルチスタティック・ミリ波スキャナを実現する
には、表面を完全にアンテナで覆う必要があります。言い換
えると、R&S®QPS のサイズのスキャナでは、パネル 1 枚あた

図 3：マルチスタティ
ック動作原理：パネル
内で一度にアクティブ
になるトランスミッタ
は 3008 個のうち 1 つ
だけですが、受信アン
テナは 3008 個すべて
が反射した信号を受信
します。すべてのトラ
ンスミッタが、次のト
ランスミッタが送信を
開始するまでに 128 
段階の周波数を高速
に送信するので、各ス
キャン・サイクルでパ
ネルごとに 10 億を超
える（!）複素数（振
幅および位相）が提
供されます。すべてが
わずか 32 ms で行わ
れます。

フォーカス | ボディ・スキャナ



R&S®QPS パネルの構造

それぞれ 47 アンテナの伝送（垂直）
および受信（水平）行のクラスタ

IF モジュール
集中型基板

中央処理装置（IPC）
PC アダプタ

クラスタ

図 4：R&S®QPS はモジュール式の設計です。RF フロントエンドは市松模
様の 32 個のクラスタに分散しています。

り 25 万個のアンテナが必要です。アンテナの数を無理のない
水準に減らすための努力には何年もの基礎研究を要し、複数
の博士論文の基盤になりました。その結果は、市松模様の各パ
ネル上の 32 個のクラスタに分散した 3008 個のトランスミッ
タと 3008 個のレシーバからなる構造です（図 4）。トランス
ミッタおよびレシーバに加えて、クラスタには周波数処理およ
び変換に必要な電子機器が含まれます。受信信号は 25 MHz IF 
にダウンコンバートされ、4 つのクラスタそれぞれの信号は背
後にある合計 8 つの IF モジュールのいずれかで捕捉されます。
次に IF モジュールでアナログ・デジタル変換が行われ、生の

「画像」データに処理されます。最後の手順では、データが 2 
つの集中型基板と PC アダプタを通して内蔵のプロセス間通信
（IPC）モジュールに転送され、最終的なデータ解析が実行さ
れます。危険を伴うおそれがある物体は自動的に検出され、計
算に基づいて正確な位置が表示されます。各パネルには、電
源、信号分配、インタフェース・ポート、ディスプレイ要素な
どの補助コンポーネントに加えて、信号生成用の合成ジェネレ
ータも格納されています。

R&S®QPS200 は、パネル 1 枚あたりわずか 32 ms でフルスキ
ャンを実行するように設計されています。現在、コンピュータ
解析には数秒かかります。この時間は、将来、より強力なデ

ータ処理テクノロジーによって大幅に短縮されると考えられま
す。グラフィック・カード業界が大規模並列処理のために最適
化した高性能のグラフィック処理ユニット（GPU）では、リア
ルタイム解析の実装に向けた新しいオプションが導入されま
す。これは将来の通り抜け型ソリューションのための前提条件
でもあります。

自動検出の課題
表面上、ボディ・スキャナの動作は従来のパスポート写真ブー
スとほとんど同じです。対象者を照射し、反射した光を媒体に
（スキャナの場合は紙ではなくデータに）複製し、スキャナ・
ソフトウェアを用いて現像します。ただし、全自動スキャナは
人間が見るための写真を生成することを目的としてはいませ
ん。その代わりに、画像の分析、評価を行うのが目的です。こ
れははるかに困難な作業です。

この作業は、人間が持ち運ぶ、または衣類に入っているすべて
の危険を伴うおそれがある物体を、種類、大きさ、位置、およ
び材料組成にかかわらず検出するという単純ながら困難な課
題です。1)この課題の範囲は網羅的であるため、すぐに陽性検
証、つまり、パターンとの比較による具体的な物体の検出は
失敗する運命にあるという結論に至ります。銃やナイフなどに
使用できる物質および形状は多すぎるのです。スキャナには、
形状、材料、または形態にかかわらず、特性および目的に基
づいて「物体それ自体」を認識する機能が要求されますが、こ
れは絶望的な目標です。そのため、スキャンの目標は、物体を
識別することではなく、解析ソフトウェアによる評価において
疑わしくない標準的な形態から著しく逸脱した部位を特定する
ことです。開発者の仕事は、疑わしくないと考えられるものを
ソフトウェアに教えることでした。しかしながら、無害な組み
合わせの「ホワイト・リスト」に基づいてこれを行う試みもま

た上記と同じ理由で徒労です。男性の衣類のような簡単だと思
われる例でもばらつきが大きすぎるのです。被験者が着ている
のはセーターでしょうか、ワイシャツでしょうか。素材は羊毛
でしょうか、合成繊維でしょうか。閉じるのはジッパーでしょ
うか、ボタンでしょうか。またそれはどのくらいの大きさで、
素材はプラスチック、金属、それとも真珠層でしょうか。開き
があるのは中央でしょうか、わきでしょうか。スキャナの前に
立っているのはやせ気味の若者でしょうか、身長 2 メートルの
たくましい男性でしょうか。スキャナはこれよりも多くの人物
を評価し、正常に通過させなければなりません。この難問を解
決するにはまったく新しいアプローチが必要であることは明ら
かでした。画像処理、機械学習、そして特に、人工知能を作る
ための最先端の手法であるディープ・ラーニングの方法論を併
せたアプローチです。

各スキャン・サイクルで、解析の基礎として使用できる 3D ス
キャン・ボリュームから振幅と位相の値の巨大なデータ・セッ
トが生成されます。スキャナはベクトル・ネットワーク・アナ
ライザと同様に動作します。受信信号の振幅および位相を送信
信号と比較すると、その差異値に被験者に関して必要な情報
がすべて含まれています。課題は適切なモデリングを通してこ
の情報を解釈することにあります。つまり、物理的データを
具体的な物体の特性および属性に対応付けることです。これ
らの属性の例には、信号強度、表面粗度、多重反射の強度が含
まれます。実際、1000 種類以上の属性を定義して、高次元の
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識別子を用いた物体特性の測定データのマッピング
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属性空間に連結することができます。不審な物体または素材
は、この空間内に、特定の属性のサブセット（= 属性の組み合
わせ）を特定の方法で明示するという特徴的な「指紋」を残
します。識別子はこれらのサブセットのモデル化に使用されま
す（図 5）。

図 6 では、信号強度と表面粗度の属性を使用する識別子に基
づいてこの原理を説明します。この 2 次元の属性空間では、疑
わしくない体の部位を、例えば黒色火薬の代用品を衣類の下に
隠し持った部位とはっきりと区別できます。決定境界が明確で
あることは、使用可能な識別子の必須条件です。

R&S®QPS の開発が開始された時点では、適切な属性および識
別子を手動で定義してパラメータ化する必要がありました（
特徴工学）。しかしながら、過去数年間で機械学習、特にデ
ィープ・ラーニングの分野において非常に大きい進展があり
ました。最新版の R&S®QPS の検出ソフトウェアには、ディー
プ・ラーニング・アルゴリズムを使用したトレーニングも行わ
れています。

ディープ・ラーニングの手法は、アプリケーションの多くの分
野で従来の機械学習アルゴリズムを置き換えました。Google 
の Android 音声認識、Facebook の顔認識、および Skype の
ボイス・チェンジャはディープ・ラーニングに基づいてい
ます。2016 年初め、Google のコンピュータ・プログラム 
AlphaGo は世界レベルの囲碁棋士を複数名破ったことで世界

中の注目を集めました。このことは、これまで不可能と考えら
れていた偉業です。ソフトウェアの棋力は、ディープ・ラーニ
ングを使用してニューラル・ネットワークから生成されたアル
ゴリズムと解析規則に集約されます。

ニューラル・ネットワークは、パターン認識に関して驚異的
な結果を出すことができます。例えば、畳み込みニューラル・
ネットワークと呼ばれる画像処理に特に適したネットワーク
は、交通標識の認識などの課題で人間をもしのいでいます。ニ
ューラル・ネットワークが課題を完了するには、トポロジーと
ニューロン切り替え機能を完璧に調律する必要があります。そ
のため、R&S®QPS のソフトウェアの背後にあるネットワーク
は社内で多大な労力と費用をかけて開発されました。ネット
ワークが意図したとおりに機能するかどうかを確認するため
に、最初に高品質なデータを使用して十分なトレーニングを
行う必要があります。2)この場合、何千人もの被験者をスキャ
ンして得られたラベル付きのトレーニング・データがソフトウ
ェアに入力されました。3)ラベルは、問題となる部分が被験者
にある場合にそれを示すために使用されます。問題の種類（ナ
イフ、爆発物など）は問いません。膨大な数のサンプルを処理
することで、ソフトウェアは警告を必要とするパターンを独自
に学習します。ディープ・ラーニング・アルゴリズムは、何
百万ものパラメータが変化する極めてプロセッサ集約型の最適
化プロセスを経てデータベースを処理し、危険な事例を識別
するために最適な属性および識別子を見つけます。こうして得
られたソリューションは R&S®QPS のファームウェアに実装さ

図 5：基本的な物理情報（振幅および位相）から属性が抽出され、n 次元の識別子に連結されます。それぞれが特定の物体特性または物体クラスに対応し
ます。この例では 3 つの識別子があり、それぞれ 2 つの属性を持っています。最終的な検出結果は、すべての識別子の重ね合わせ（融合）によって得ら
れます。
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識別子の原理
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図 6：特定の物体特性を検出するための 2 つの属性を持つ識別子の例。属
性は明確な決定境界を定義できるように選択する必要があります。ここで
は可能な境界を 2 つ示します。

1) ミリ波は皮膚の表面で反射するので、ミリ波スキャナは皮膚の下側、すなわ
ち体内を見ることはできません。より正確には、皮膚の中の水分で反射しま
す。これが健康への影響を無視できる理由の 1 つです。

2) ネットワークは事前に承認されたデータを用いてトレーニングされます。そ
のため、この種の機械学習は教師あり学習とも呼ばれます。

3) これらのスキャンは、工場においてローデ・シュワルツの管理下で行われま
す。設置場所で通常動作時に取得されたデータが使用されることは決してあ
りません。

れています。学習とアプリケーションのサイクル全体は、必要
となる時間から見ると極めて均衡を欠いています。長時間の学
習段階（GPU クラスタでの長時間の演算実行）によって、実
際の使用時には数秒で判断することができるプログラムが生
成されます。

ディープ・ラーニングは、スキャナ・ソフトウェアの開発にお
いて決定的なメリットをもたらします。この手法は、高品質検
出を可能にするだけでなく、ソリューションが自動的に生成
されることも魅力的です。ソフトウェアは開発におけるパート
ナーとなり、エンジニアを単調な日常業務から解放します。そ
の代わりにエンジニアは、ニューラル・ネットワークとディー
プ・ラーニング・アルゴリズムを完璧なものにすることに時間
を使い、検出結果をさらに改善することができます。

サマリと将来の動向
R&S®QPS シリーズのボディ・スキャナによって、ローデ・シ
ュワルツはこうしたデバイス部門と、航空セキュリティ両方の
新しい扉を開きました。革新的なハードウェアおよびソフトウ
ェア・ソリューションは、乗客の期待に最大限応えながら、空
港のセキュリティの責任を負う事業者の要求を満たしていま
す。事業者は仕切りを作らずに省スペース型のデバイスを検査
場に組み込み、乗客の高スループットを実現できます。乗客
は差別的な扱いを一切受けることなく、快適にスキャン手順
を終えます。R&S®QPS の技術的設計には、将来の要件を満た
す新しいモデルを開発する余地があります。中期的には、特に
大規模並列処理の分野での急速な進歩によって、通り抜け型ス
キャナが市場に登場します。通り抜け型スキャナは防犯設備で
あると認識されないだけでなく、乗客の移動も妨げないものと
なるでしょう。

Volker Bach

参考資料
 ❙ QPASS プロジェクト。ドイツ教育研究省のカタログ「Quick Personnel Auto-
matic Safe Screening (QPASS)」： 
http://www.sifo.de/de/qpass-quick-personnel-automatic-safe-screening-1847.
html

 ❙ R&S®QPS の原理と技術的背景の詳細： 
http://ieeexplore.ieee.org/document/6305002/ 
および

 ❙ 「A Novel Fully Electronic Active Real-Time Imager Based on a Planar Multi-
static Sparse Array」IEEE Microwave Theory Tech.、vol. 59、3567 ～ 3576 
ページ、2011 年 12 月： 
https://www.mtt.org/sites/default/files/content/AWARDS_media/Microwave_
Prize_Papers/microwave_prize_2013.pdf

 ❙ 「Electronic Microwave Imaging with Planar Multistatic Arrays」Sherif S. 
Ahmed 著、エルランゲン・ニュルンベルク大学、エルランゲン、ドイ
ツ、2013 年。

NEWS 216/16 47



48

粒子加速器用 RF アンプ
RF 高出力アンプは、粒子加速器で粒子が最終速度に到達する
ために必要です。過去には真空管アンプが使用されました。こ
れらは現在では多くの利点があるソリッド・ステート・アンプ
に置き換えることができます。

粒子加速器の仕組み
粒子加速器は全世界で研究開発、医療用途、および
工業用途に使用されています。一般的に、加速器は
電子を加速して光子（すなわち光。紫外線または X 
線）、陽子、およびその他のイオンを生成します。
陽子を適切な目標に衝突させることで中性子を生
成することもできます。粒子加速器の詳細について
は、[1] を参照してください。

すべての加速器が粒子源（Q）に粒子を生じさせま
す。粒子は線形加速器（LINAC）（W）内を押し進
められます。施設に応じて、LINAC の出力で実験ま
たは応用が行われます。または、粒子はさらに加速
するためにブースタ・リング（E）に注入されます。
次に、粒子線が貯蔵リング（R）に入ります。貯蔵
リングでは粒子線の速度が維持されます。要件に応
じて、加速された粒子の進路をビームライン（T）
に向け、末端部（Z）で実験または応用を行います。

R
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粒子加速器内の 狭帯域高出力アンプ
狭帯域高出力アンプは、LINAC、ブースタ・リン
グ、または貯蔵リング内の粒子を加速します（図 1
）。これには数 10 kW からメガワットの範囲の RF 
パワーが必要です。この RF エネルギーがキャビテ
ィに注入され、通過する粒子線が適切な位相のエネ
ルギー・キックによって加速されます。

従来、これらの高出力アンプでは、四極真空管、速
度変調管、進行波管などの真空管が使用されまし
た。半導体技術の進歩によって製造されたソリッ
ド・ステート高出力アンプは、100 kW 以上の出力
パワーを供給し、真空管ベースのソリューションに
置き換わることができます。ソリッド・ステート・
アンプの効率は真空管アンプと同等ですが、真空管
アンプの欠点がありません。真空管に欠陥があると
アンプ全体が故障し、費用のかかる修理が必要にな
ります。ソリッド・ステート・アンプ内のパワー・
トランジスタはシンプルで、交換するのも安価で

す。これらのアンプのパワーを抑えて動作させる場
合は、半導体の電圧を調整することで高効率を達成
できます。これは真空管ベースのソリューションで
は不可能です。結果的に、低出力で動作するソリッ
ド・ステート・アンプが消費するエネルギーは、同
一モードの真空管アンプと比べて大幅に少なくなり
ます。ソリッド・ステート・アンプの動作には高電
圧は必要ないので、より安全に修理および保守を行
うことができます。

ローデ・シュワルツの放送送信機は、ソリッド・ス
テート・アンプをさまざまな出力パワーおよび周波
数範囲で使用します。これらの標準的な放送製品は 
R&S®THx9 トランスミッタ・シリーズ（図 2 および
図 7）に基づいており、わずかな変更だけで粒子加
速器内で最大限に活用することができます。MAX 
IV 粒子加速器（図 3）の事業者はこの世代のトラン
スミッタがもたらす利点に感銘を受け、液冷式の高
出力ソリッド・ステート・アンプを 8 つ発注しまし

ローデ・シュワルツは、 60 年以上にわたって 
RF アンプの開発と製造を続けています。
ローデ・シュワルツの高出力 RF アンプの開発
と製造には、長年にわたる伝統があります。
ローデ・シュワルツは欧州で最初の FM トラ
ンスミッタを製造し、1949 年に稼動させまし
た。1956 年には TV 送信機が製品ポートフォ
リオに加わりました。ローデ・シュワルツの製
品は過去も現在も常にテクノロジーの最前線に
あり、時流に同調しています。真空管ベースの
最初の放送アンプに続いて、1980 年代にトラ
ンジスタ・アンプが開発されました。当初は空
冷式でした。1999 年、ローデ・シュワルツは
水冷式の高出力放送アンプを導入した最初のメ
ーカになりました。その結果、ローデ・シュワ
ルツはより効率的でコンパクトなトランスミッ
タを提供することができました。

Q

W

E

Z

T

Q 粒子源
W 線形加速器（LINAC）
E ブースタ・リング
R 貯蔵リング
T ビームライン
Z 末端部

図 1：粒子加速器の基
本構造。
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た。それぞれの出力パワーは 100 MHz において 60 
kW です。事業者は堅牢で厳格に試験された設計の
放送アンプ、および欧州最先端の生産施設 [2] の 1 
つでの自動化された連続生産の恩恵を享受していま
す。これらの高出力アンプはトランジスタと電源が
故障した場合でも提供する出力パワーを維持するよ
うに設計されており、アンプ・ユニットはホット・
スワップ可能です。この機能は放送の世界から採用
され、これによってトランジスタまたは電源が故障
した場合にも中断せずに粒子加速器を動作させるの
が容易になります。

図 2：堅牢な 
R&S®THx9 放送送信機
はわずかな変更だけで
粒子加速器で使用で
きます。

図 3：現在世界で最も
強力なシンクロトロン
放射施設である MAX 
IV では、ローデ・シ
ュワルツの RF 高出
力アンプが使用されて
います。

3 GeV 貯蔵リング 1.5 GeV 貯蔵リング
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欠陥のあるコンポーネント
コンポーネントが故障した
場合の出力パワー

電力損失 1 dB あたりの故
障したコンポーネントの数

システム内の 
これらのコンポーネントの 
総数

アンプ・ユニット 97.2 kW / –0.120 dB 8 72
電源 99.1 kW / –0.039 dB 24 216
トランジスタ 99.8 kW / –0.015 dB 63 576

図 4：ソリッド・ステ
ート RF 高出力アンプ
は、複数のコンポーネ
ントが故障した場合で
も連続した動作を保証
します。

図 4 は、100 kW R&S®THx9 ソリッド・ステート・
アンプのコンポーネント障害が出力パワーにほとん
ど影響しないことを示します。最大アンプ・パワー
がアプリケーションに必要な量よりもいくらか高く
設定されている場合には、アンプの予備パワーを
利用してコンポーネント障害による電力損失を補償
することもできます。作業は通常どおりに継続でき、
予定された保守の日まで欠陥の生じたコンポーネン
トを交換する必要がありません。

需要がある 
広帯域 RF パワー・アンプ
粒子加速器では、広帯域パワー・アンプも貯蔵リン
グのフィードバック・ループ内で使用されます（図 
5）。リングで収集された信号は、広帯域アンプを
使用して増幅し、専用の位相角でリングの反対側に
返すことができます。フィードバック・ループは、
貯蔵リング内の粒子線のサイズおよびエネルギー分
布を軽減するのに役立ちます（図 6）。ローデ・シ

MAX IV 粒子加速器のアンプ
2016 年 6 月 21 日、スウェーデンのステファン・
ロベーン首相は、カール 16 世グスタフ国王の立ち
会いの下、MAX IV 粒子加速器の運用を開始しまし
た。MAX IV は現在世界で最も強力なシンクロトロ
ン放射施設 * であり [3] [4]、2 つの貯蔵リングを備
えた線形加速器から構成されます。円周 96 m の小
さいほうの貯蔵リングは紫外線の生成に最適化され
ており、1.5 GeV で動作します。円周 528 m の大
きいほうの貯蔵リングは高品質な X 線を生成し、3 
GeV で動作します。これら 2 つの貯蔵リングのた

めに、ローデ・シュワルツは合計 8 つの液冷式高出
力ソリッド・ステート・アンプを供給しました。そ
れぞれの出力パワーは 100 MHz において 60 kW 
です。

* 電子が光速に近い速度で方向を転換させられると、電磁波の形
のシンクロトロン放射としてエネルギーの一部を放射して、方
向の変化を「中和」します。
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ュワルツは、9 kHz ～ 6 GHz のいくつかの周波数範
囲をカバーし、最大 10 kW のパワーを生成する広
範な独自の広帯域アンプを提供します（図 7）。

サマリ
粒子加速器アプリケーションには狭帯域と広帯域両
方のパワー・アンプが必要です。半導体技術の進歩
によって、RF パワー・アンプ内の高価な真空管は
トランジスタに置き換えられました。ソリッド・ス
テート・アンプのコンポーネント障害によって引き
起こされるのはわずかな電力損失だけであり、加速
器システムの粒子線の可用性が向上しています。

ローデ・シュワルツは、放送アンプの範囲に基づい
て、効率的かつ堅牢なソリッド・ステート高出力ア
ンプを提供しています。広帯域アンプのポートフォ
リオは加速器アプリケーションにも最適です。

Dr. Wolfram Titze

図 5：フィードバッ
ク・ループでの広帯域 
RF パワー・アンプの
使用例。

図 6：フィードバッ
ク・ループの前（左）
と後の粒子パケット
の分布。

図 7：ローデ・シュワ
ルツの全 RF パワー・
アンプの概要。

アンプ・シリ
ーズ 周波数範囲

最大 CW
出力パワー

R&S®BBA150 9 kHz ～ 1 GHz 2.5 kW / 3 kW

R&S®BBA150 0.8 GHz ～6 GHz 800 W / 400 W

R&S®BBL200 9 kHz ～225 MHz 10 kW

R&S®THR9 87.5 MHz ～108 MHz 80 kW

R&S®THV9 170 MHz ～254 MHz 60 kW

R&S®THU9 470 MHz ～862 MHz 100 kW

 参考資料
[1] 加速器物理学委員会（KfB）：

「Beschleuniger für Teilchen, Wissen und Gesellschaft」 [粒
子、知識、および社会のための加速器] 2016 年 8 月 4 日（ド
イツ語のみ）。ダウンロード：
www.beschleunigerphysik.de

[2] ローデ・シュワルツのタイスナッハ工場が受賞した賞には以
下が含まれます。
– 2010 年、2014 年：ドイツ、Factory of the Year
– 2013 年：ヨーロッパ・インダストリアル・エクセレン
ス、Best Factory 賞
– 2014 年：Bavarian Quality Award

[3] ウェブサイト：https://www.maxiv.lu.se/
[4] Eriksson, Mikael および Einfeld, Dieter：「MAX IV paves the 

way for ultimate X-ray microscope」 CERN Courier、Volume 
56 Issue. 7、2016 年 9 月

ローデ・シュワルツのその他の
粒子加速器アプリケーション用ソリューション
加速器アプリケーション用の特別な機能が搭載されたオシロスコープ
や、R&S®FSWP 位相雑音アナライザ / VCO テスタなど、ローデ・シュワル
ツのその他の製品も粒子加速器の事業者に恩恵をもたらします。ダウンロー
ド可能な以下の 2 つのカタログで、該当製品の概要を説明します（検索用
語「粒子加速器」）。

「Excellence in precision solutions 
for particle accelerators」

「RF amplifiers from Rohde & Schwarz 
in accelerator physics」
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TV 送信機： 
別格の性能
ローデ・シュワルツの TV 送信機は、その集
約された機能によってすでに全世界で有力な
地位にありますが、今も更なる改善を続けて
います。

放送産業における 
急進的な変革
できるだけ多くの家庭に、高品質な放送
信号を提供するという主要事業の要求
がますます厳しくなっているため、地上
波放送ネットワーク事業者は大きな変
革を経験しています。高まるコスト圧力
はとりわけ衛星、ケーブル、IPTV など
の送信経路との競合によって引き起こさ
れ、コスト削減と最小限の職員での運営
を強いられます。加えて、従来のテレビ
は、YouTube、Netflix、Amazon Prime 
などのプロバイダが提供するカスタマイ
ズされた動画と視聴者および広告収入を
奪い合っています。これらのコストは、
別の分野で削減しなければなりません。
ネットワーク事業者にとってこれが意味
するのは、ひとつにはネットワークの信
頼性と信号品質経費の間で適切なバラン
スを取ることであり、もう一方では人員
削減と運用コストの最小化です。

競争での成功
ネットワーク事業者がこの困難な市場で
成功するには、経費削減のすべての可能
性を活用できる TV 送信機を使用する必
要があります。ローデ・シュワルツは
すでに有力な地位にある地上波 TV 送信
機をさらに改善して、このような費用
効果の高い送信機を提供します。新し
い R&S®THU9evo、R&S®TMU9compact、
および R&S®TLU9 送信機（図 1 および図 
5）は、多数の新機軸によって抜群の信
号品質と最大限の可用性を結び付けたも
ので、操作および保守が容易です。高い
効率性によって運用コストが最小化され、

新しい TV 送信規格に対応するなどのア
ップグレードが容易であるため将来に対
応できます。加えて、ハードウェアを
変更しなくても、離れた位置でボタンを
押すだけで周波数を変えることができま
す。これらは高い運用効率と最大限の柔
軟性を結合した市場で唯一の地上波 TV 
送信機です。

運用コストの削減
低エネルギー・コスト
エネルギー・コストはネットワーク
事業者にとって最大の支出の 1 つで
す。そのため、エネルギー・コストの
節約は非常に大きい影響力を持ちま
す。この理由により、ローデ・シュワ
ルツは 2012 年、R&S®Tx9 世代の送信
機に R&S®Multiband Doherty テクノロ
ジーを導入しました。この高効率アン
プ・テクノロジーは、全世界のネット
ワーク事業者にとってエネルギー・コ
スト削減の代名詞になりました。今日で
は、R&S®Multiband Doherty テクノロジ
ーを用いた何千ものアンプ・モジュール
が世界規模で使用されています。従来の
アンプ・テクノロジーと比較すると、こ
れらは毎日 400,000 kWh 以上の電力を
節約できます。これは欧州の中規模都市
の 1 日あたりの消費量です。

R&S®THU9evo、R&S®TMU9compact、お
よび R&S®TLU9 地上波 TV 送信機は、エ
ネルギー効率と出力密度においては並ぶ
ものがありません。これらは、冷却シス
テム * を含めて、送信機側で UHF 帯域 
IV / V において最大 40 %（COFDM）お
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よび 43 %（ATSC）のエネルギー効率を
達成します。加えて、送信機は出力パワ

ーが大幅に低下した場合でも、抜群のパ
フォーマンスと信号品質で優れた効率を
発揮します。

低インフラ・コスト
エネルギー・コスト以外にも、インフラ
ストラクチャは送信機システムのライフ
サイクルにおいて発生する費用の大部
分を占めます。ソリッド・ステート送
信機の市場において最高の出力密度を

持つローデ・シュワルツの送信機は、設
置面積も小さいためインフラ・コストが
削減されます。例えば、R&S®THU9evo 
は単一の 19 インチのラックから最
大 17.4 kW（COFDM）および最大 
19 kW（ATSC）の出力パワーを生成し
ます。先行機種 R&S®THU9 の高い出力
密度と比較しても、さらに 30 % 改善さ
れています。R&S®TMU9compact および 
R&S®TLU9 送信機も、それぞれの先行機
種と比較してスペース要件が少なくとも 
30 % 削減されています。

信号生成およびシステム制御のために高
度に統合されたコンポーネントによって、
新しい送信機は極限までコンパクトにな

っています。新しい共用 R&S®TCE901 励
振器プラットフォームは、送信機および
システム制御機能と同時に信号処理機能

も提供します。加えて励振器は、内蔵衛
星レシーバや N+1 構成のための統合シ
ステム・コンポーネントなど、多数の機
能およびオプションを提供します。その
ため、追加機器は必要ありません。これ
によって R&S®Tx9 システムのスペース要
件は、このパワー・クラスの従来の送信
機と比較して 50 % 以上削減されます。

効率的な修理のコンセプト
修理間隔および保守は送信機ネットワー
クの運用に大きく影響します。そのため、
新しい送信機は長い修理間隔と容易な保
守を念頭に置いて開発されました。モジ
ュール式の設計のおかげでほとんどのモ
ジュールは現場で直接交換することがで
き、修理時の技術面および資材配送面で
の複雑性は最小限になります（図 2）。 
個別のコンポーネントは R&S®Tx9 送信

図 1：上：出力パワー・レベルが 5 W ～ 200 W の R&S®TLU9 UHF 低出力 TV 送信機。下：R&S®TCE901 励振器および R&S®PMU905 アンプから構成さ
れ、3 HU または 6 HU で 400 W ～ 600 W の出力パワー・レベルを提供する空冷式 R&S®TMU9compact UHF 中出力 TV 送信機（この例では 400 W）。

* 2012 年にローデ・シュワルツが Doherty テクノ
ロジーを導入するまで、最大 COFDM 効率レベル
は 25 % が標準でした。

放送およびメディア | 送信システム



可用性を最大化するための冗長構成

アンプ B

TS 1 

TS 2 

RF 1 

RF 2 

Compact N+1

DVB-T / DVB-T2  

励振器 B

アンプ A1

DVB-T  

励振器 A1

アンプ A2

DVB-T2  

励振器 A2

TS 1 

TS 2 
RF 

BackupTx システム

アンプ A

励振器 A

アンプ B

励振器 B

機シリーズの全モデルで使用でき、ス
ペアパーツの取り扱いが簡素化されると
ともにスペア・パーツの保管費用が削減
されます。

絶対的な革新は、R&S®PMU905 アンプ
の ePaper ディスプレイです。これは、
アンプに電力がない場合でも選択された 
Doherty 範囲を表示します。アンプをオ
ンにしたり、筐体を開けたりする必要が
ないため、スペア・パーツの在庫管理が
簡素化されます。

最大限の放送時間
2011 年以降広く使用されている 
R&S®Tx9 世代の送信機は、極めて低い故
障率を特色としています。新しい TV 送
信機は、同じ設計原理に従い、十分に試
験されたコンポーネントに部分的に基づ
いており、信頼性と高い信号品質が保証
されます。例えば、R&S®TCE901 励振器
は FPGA および TX-DAC を使用してデジ
タル TV 信号を直接生成します。これに
よってアナログ I/Q 変調器が不要になり、
潜在的なエラーを回避できます。

新しく統合された温度と湿度の監視機
能によって、ネットワーク事業者は送
信機の動作条件を制御して寿命を最大化
し、ダウンタイムを最小限にすることが
できます。

最大限の堅牢性に加えて、新しい送信
機は電源電圧の遮断による悪影響を最
小化する独自の機能を備えています。電
圧が遮断されている間、統合された励振
器の予備バッテリが CPU および信号処
理コンポーネントに電力を供給し、遮
断後最大10 秒までは送信機の完全な再
起動につながらないようにします。これ
によって、フル機能を備えた無停電電源
（UPS）を必要とせずに放送中止時間を
短縮します。

Compact N+1 および BackupTx システ
ム（図 3）によって、送信機はシステム・
レベルで高機能な冗長性コンセプトを提
供します。Compact N+1 はよく知られ
た N+1 構成の強化版です。BackupTx シ
ステムでは、2 台の R&S®TLU9 送信機が
完全に対称な 1+1 構成で動作します。2 
台の送信機が互いを監視するため、シス
テムの監視および制御のための追加のハ

図 2：モジュールは現
場で交換できるため、
迅速かつ簡単に修理お
よび保守を行えます。

図 3：高機能な冗長性
コンセプト – 青色の
予備コンポーネント
がシステム制御の機
能を同時に引き継ぎ
ます。
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ードウェアは不要になります。統制を行
う独立した制御ユニットを廃することで、
単一障害点のリスクがなくなります。

送信機ネットワーク運用 –
できるだけシンプルに
新しい地上波 TV 送信機は、7 インチの
タッチスクリーン（図 4）またはウェブ・
インタフェースを用いて、R&S®Tx9 送信
機シリーズと同様に簡単に操作できます。

これによって、同じネットワーク内で複
数の送信機シリーズを使用する場合に操
作要員のトレーニングの労力が軽減され
ます。分かりやすい GUI に構造とシステ
ム・ステータスの概要が表示され、送信
機の設置、試運転、および運用時に必要
となる利便性をネットワーク事業者に提
供します。タッチスクリーン上で送信機
のコンポーネントにタッチすると、関連
するパラメータに直接アクセスできます。

さらに、 R&S®THU9evo、 
R&S®TMU9compact、および R&S®TLU9 
送信機は伝送を最適化するためのイン
テリジェント・テクノロジーを提供しま
す。これらはパワー・アジャイル効率を
特色とします。つまり、送信機の効率は
パワーが低下しても最適な状態を維持し
ます。かつてはこの最適化には専門的な
技術知識が必要であり、ローデ・シュワ
ルツのタイスナッハ工場でしか実施でき
ませんでした。

図 4：R&S®TLU9 低出
力 TV 送信機はオプシ
ョンの R&S®TDU901 
送信機ディスプレイ・
ユニットのタッチスク
リーンを用いて簡単に
操作、および設定がで
きます。

新しい送信機の概略

R&S®THU9evo
1 つから 6 つのラック内
で 1 kW ～ 106 kW の出
力パワー・レベルを提供
する、水冷式 UHF 高出
力 TV 送信機。
 ❙ あらゆるアプリケーシ
ョンに対して最小限の
運用コスト

 ❙ 小さいスペース要件
 ❙このクラス最高の出力
パワー

R&S®TMU9compact
3 HU または 6 HU で 400 W 

～ 600 W の出力パワー・レベ
ルを提供する、空冷式 UHF 
中出力 TV 送信機。
 ❙ 先行モデルより 50 % 少な
い運用コスト
❙スムーズな統合
 ❙ 最小限の修理費用
 ❙ 非常に高い可用性

R&S®TLU9
1 HU または 2 HU で 5 W ～ 
200 W の出力パワー・レベル
を提供する、UHF 低出力 TV 
送信機。
 ❙ 先行モデルより 25 % 少な
い運用コスト
❙ 非常に高い可用性
 ❙ 拡張性のある設計
 ❙ 最小限の修理費用
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新しく開発されたインテリジェントな 
R&S®Efficiency Optimization 機能は、送
信機のすべての動作条件でエネルギー経
済を最大化する潜在能力を保証します。
ボタンを押すだけでアンプのパラメータ
が最大効率となるように最適化され、チ
ャネル、信号品質、または送信機出力パ
ワーが変更されます。

課題： 
デジタル・デビデンド II
モバイル無線のための 700 MHz 帯域の
解放（デジタル・デビデンド II）によっ
て、TV 送信機ネットワーク事業者はネ
ットワークの一部を新しい周波数に切り
替える必要がありました。通常、これは
新しい送信機を調達せずに実施します。
単一周波数ネットワーク（SFN）のすべ
ての送信機を、フィルタ、結合器、アン
テナなどの副次的な RF コンポーネント
とともに交換するか、異なる周波数に切
り替える必要がある場合は、一定の期限
までに転換を実施しなければなりませ
ん。この場合、比較的短い期間に多くの
作業が必要です。このような状況では、
転換の労力を最小限にするための方策が
重要です。

R&S®Tx9 送信機は、GUI での単一の切り
替えコマンドによって、いともたやすく
適合させることができます。インテリジ
ェントな R&S®Multiband Doherty テクノ
ロジーの実装によって、Doherty 構成を
変更せずに周波数範囲全体で動作させる
ことができます。アンプでの Doherty 周
波数範囲の調整が必要になるのは、最大
効率を達成する場合のみです。したがっ
て、長期間にわたって、少ないリソース・
コストで後続措置として計画できます。
加えて、ローデ・シュワルツの Doherty 
送信機は、周波数範囲全体で最大効率を
提供できる市場で唯一の送信機です。シ
ステム・レベルで UHF 帯域の低いチャ
ネルに切り替える場合でも、38 % 以上
の効率レベルを達成できます。市場にあ
る他の競合製品は、すべてのチャネルで
の最大効率と柔軟性を同時に提供するこ
とはできません。

サマリ
新しい 
R&S®THU9evo、R&S®TMU9compact、
および R&S®TLU9 TV 送信機は他に例を
見ないほどコンパクトでエネルギー効率
が優れており、運用コストを最小化する
ことができます。抜群の製品品質と革新
的な冗長性コンセプトによって、ネット
ワーク事業者は高度な可用性の恩恵を受
けることができます。加えて、システム
全体に及ぶコンセプトによって、送信機
を既存のインフラストラクチャに容易に
組み込み、同様に操作することができま
す。このように、新しい送信機は世界市
場においても他に類がありません。

Maurice Uhlmann、Johannes Sinnhuber

図 5：1 つから 6 つのラック内で 1 kW ～ 
106 kW の出力パワー・レベルを提供する、水冷
式 R&S®THU9evo UHF 高出力 TV 送信機。
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小型の民生用ドローンの市場が急拡大しています。しかしながら、これらの
安価で容易に飛ばすことができるデバイスはセキュリティの問題も引き起こ
しています。R&S®ARDRONIS ドローン監視システムは、企業、政府機関、およ
び重要インフラにおける人員、および物品を守るのに役立ちます。

民生用ドローン：次なる目玉
市販されているドローンによる事件は、ほとんど毎日メディア
に登場します。空港の近く、さらには航空機の飛行経路上（
例：ヒースロー、ミュンヘン、ワルシャワ、台北）、発電所お
よび政府の建物上空（日本の首相官邸、ホワイトハウス南庭）
、政治行事（ドイツのドレスデンで行われたアンゲラ・メルケ
ル首相の選挙決起大会）、自動車試験路上空、またはパリ上空
などでドローンが使用されました。

現在、全世界で毎月 300,000 機を超えるドローンがオンライ
ン・ショップまたは実店舗で販売されています。米国だけで
も、2015 年のクリスマスまでの数週間で約 100 万機が販売さ
れました。2025 年までに民生用ドローン市場は 85 億ユーロ
を超えると推定されています。比較的安価で容易に操作できる
ドローンの爆発的急増は、公共の場および私有地の保護に対し
て新しい種類の課題を投げかけています。入手も飛行も容易な
ドローンは、悪用される可能性が大いにあります。最大で数
キログラムの荷重を運搬でき探知困難なドローンは、ますます
重要インフラ、公人、および公開イベントに対する脅威となっ
ています。警備会社、政府機関、および保護を必要とする民間
の組織と施設は、この脅威に対抗するための技術的アプローチ
が必要です。

最初の課題は、これらの小型飛行物体を探知することです。そ
のためにいくつかの方法を利用できます。探知した後は、対
策が必要かどうかを判断するために侵入機を分類する必要
があります。ローデ・シュワルツのソリューションは、目視
探知またはレーダ監視の代わりに、ドローンの無線制御リン
クを識別して方向を探知し、妨害します。ローデ・シュワル
ツの R&S®ARDRONIS 無線制御ドローン自動識別ソリューション
は、2015 年 6 月にバイエルン（ドイツ）のエルマウ城で開催
された G7 サミットや、2016 年に米国のバラク・オバマ大統
領がドイツを外遊した際のハノーファー見本市訪問など、最
高水準のセキュリティが要求される場面での実績があります（
図 2）。

民生用ドローンに関するいくつかの事実
無人航空機（UAV）は、小型ドローン、ミニドローン、また
はマイクロ UAV とも呼ばれる地上からリモート制御される航
空機ですが、ハイエンド・モデルにはあらかじめ定義された
経路を自立して飛行できる航空技術を付加的に搭載しているも
のもあります。一般に、UAV は個人用ドローン（玩具および
趣味）、商業用ドローン（空中写真、物流など）、および軍
事用ドローン（人工の標的、偵察、戦闘）のカテゴリに分類
されます。R&S®ARDRONIS の対象は商業用に限定されます。民
生用ドローンの情報処理能力の急激な向上（物流ドローンによ
る自動目標認識など）、ドローンの使用による全般的なコスト
削減、および民間部門の強い関心のすべてが結び付いて、民
生用ドローンの数は指数関数的に増加しています。ドローンの
基本タイプには、マルチコプタ・ドローンと固定翼ドローンの 
2 種類があります。固定翼ドローンの使用方法は限定されてい
ます。固定翼ドローンは範囲と高度において優れているため、
主に地図作成や地上マッピングなどの特別な作業に適していま
す。ドローンについてのメディアの報告は、ほとんどの場合マ
ルチコプタに関するものです。ドローンを分類するためのその
他の基準には、サイズ、搭載量、速度、耐久性、範囲、高度、
および制御方法が含まれます。R&S®ARDRONIS は制御信号を検
出するように設計されており、最後の基準に特に注目します。

図 1 は、市場で入手可能な各種の制御方法の概要です。全
ドローンの 90 % 以上が、商業的に使用可能な ISM（産
業、科学、医療）帯域で通信します。ISM 帯域は、WLAN 
および Bluetooth® 無線システムなどの電気通信でも使用
されます。2.4 GHz 帯域と 5.8 GHz 帯域が最もよく使用さ
れ、433 MHz 帯域が使用されることはあまりありません。

ドローンのリモート制御に最も一般的に使用される（80 % 以
上）無線技術は、独自の実装である周波数ホッピング・スペ
クトラム拡散（FHSS）および直接シーケンス・スペクトラム
拡散（DSSS）です。どちらの方式も、干渉への耐性を高め

独自の FHSS / DHSS 制御システム WLAN Bluetooth®
 ❙ 最も一般的（80 % 以上）
 ❙ 範囲： 
最大 100 mW の伝送出力で 1 km 未満 
パワー・アンプ使用時 3 km

 ❙ 一部の規格ではダウンリンクに遠隔測定デー
タが含まれます（例：Jeti、Graupner）

 ❙ 範囲： 
最大 100 m（標準） 
パワー・アンプ使用時最大 2 km

 ❙ 一部のモデルは一人称視点（FPV）または 
GPS ナビゲーション（あるいはその両方）
で制御できます

 ❙ 低コスト・モデル
 ❙ 最大 60 m の範囲

図 1：典型的なドローンのリモート制御システム。

NEWS 216/16 59



60

るために、信号の送信に実際に必要なものより広いスペクト
ラムを使用します。FHSS では、搬送波周波数を擬似乱数の
ホッピング・シーケンスで交互に入れ替えます。接続を維持
するためには、トランスミッタおよびレシーバを同期し、同
じホッピング・アルゴリズムを使用する必要があります。対
照的に、DSSS は固定された非常に広い帯域幅を占有します。
ただし、必要な信号がわずかにノイズ・フロアを上回る程度
にスペクトラム出力密度が低下し、正確に照合を行う復調器
を使用しないと信号を取得できません。2 つの方式は組み合
わせて使用されることもあります。これらは、利用頻度が高
く、多数のユーザおよび無線技術が共存しなければならない 
ISM 帯域に最適です。そのため、FHSS / DSSS はドローン制
御の準標準であると考えられ、ほとんどのメーカが使用してい
ます。ただし、スペクトラム内の FHSS / DSSS 無線リンクを
用いてかくれんぼが行われると、探知と妨害が困難になりま
す。R&S®ARDRONIS は、強力なオンライン・ホッパ解析に挑戦し
ており、ホップ長、シンボル・レート、変調タイプなどの技術
的無線パラメータを解析し、HOTT（Graupner）、FASST（フ
タバ）、M-Link（Multiplex）、DSMX（Spektrum）などの送
信方式を的確に分類することができます（図 4）。

無線モニタリング・ソリューションの利点
ドローン制御信号の傍受には、レーダ、光、音響などによる探
知方法に比べた場合、一定の利点があります。
 ❙ 誤警報がなく信頼性の高い探知

このシステムは、鳥、風船、凧などの飛行物体を誤認すること
がありません。 

 ❙可能な限り早期の探知
R&S®ARDRONIS は、リモート制御ユニットが送信を開始すると
同時に、つまり、ドローンが離陸する前に警告を発します。こ
れによって、遅延なく対策を実施できます。 

 ❙ドローン操縦者の方向探知 / 位置決定
R&S®ARDRONIS はダウンリンク信号によるドローンの探知と、
アップリンク信号によるリモート制御ユニットの探知の両方が
可能なので、ドローン操縦者の方位を直ちに判断できます。複
数の方位探知機を使用することで、操縦者の正確な位置を決
定することもできます（準備中）。 

図 2：ドローン監視および対策システムの典型的なアプリケーション：要人に関係するイベント（例：R&S®ARDRONIS は 2015 年にエルマウ城で G7 各国の
首脳を護衛しました）、非公開の試作車用試験路、重要インフラ、スポーツ・イベント、集会。
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R&S®ARDRONIS の主な特長と機能
後
処
理

ア
ー
カ
イ
ブ

対策

オープン・
インタフェー
ス、拡張可能な
ドローン・
ライブラリ

状況認識 早期警戒

カ
ス
タ
マ
イ
ズ
可
能

相
互
運
用
可
能

信号妨害

探知、識別、方向探知／位置決定

データ記録 

図 3：R&S®ARDRONIS は信頼性の高い包括的なシステムです。

 ❙ 状況認識
R&S®ARDRONIS は、広い監視対象範囲のすべてのドローンを探
知するだけでなく、多くの場合に無線シグニチャを解析してド
ローンの種類を示すこともできます。これによって、脅威の可
能性を評価することができます。ビデオ伝送が行われているか
どうかなど、ドローンのダウンリンク・アクティビティも追加
で登録されます。 

 ❙ 信号妨害
R&S®ARDRONIS システムをアップグレードして、ドローンへ
の無線リンクを効果的に妨害できるジャマーを搭載すること
ができます。ドローンは強制的にフェイルセーフ・モードに
移行し、直ちに着陸するか出発点に戻ります。妨害の分離
度が高いため、その他の無線アクティビティには影響しま
せん。R&S®ARDRONIS は探知したすべてのドローンの無線パ
ラメータ・セットを作成し、いつでも干渉できるようにしま
す。例えば、保護地域に侵入された場合に自動的に対応できま
す。R&S®WSE フォロワー・ジャマーの設定速度は非常に速く、
高速な FHSS 周波数ホッパも問題になりません。
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簡単な操作で信頼性の高い保護
R&S®ARDRONIS は、ローデ・シュワルツのアンテナ、方位探知
機、および信号解析ソリューションを使用しています。これら
の十分に試験されたハイテク・コンポーネントを強力な探知ア
ルゴリズムと組み合わせることで、高密度に占有された ISM 
周波数帯においてもわずか 350 マイクロ秒の持続時間の短い
信号を確実に傍受できます。最適な条件での範囲は、ドローン
とリモート制御の伝送出力および環境に応じて 1 ～ 3 キロメ
ートルです。不要な警告を回避するために、警告を保護地域へ
の侵入に関連付けることができます（図 5）。それぞれの伝送
の技術的パラメータが定義済みのプロファイルと比較され、一
致するドローンがブラック・リスト（潜在的な脅威など）、ホ
ワイト・リスト（自分のドローンなど）、および不特定（未
知のドローンなど）の 3 つのカテゴリに分類されます。探知
されたドローンとその重要パラメータの一覧が、分かりやすい
ユーザ・インタフェースに表示されます（図 4）。方向探知機
能または位置決定機能が実装されている場合（R&S®ARDRONIS-
D/P）、DF ビームまたは位置マーカを使用してマップ上に探
知結果が表示されます。無線アナリスト向けに、探知された
信号に関する詳細情報が含まれたエキスパート・ビューを使
用できます（図 6）。

R&S®ARDRONIS は、信頼性の高い包括的な自動監視システムと
して、データを記録することもできます。個別の探知結果でも 
RF シナリオ全体でも、システムが「見た」ものすべてをアー
カイブできます。

R&S®ARDRONIS は固定式アプリケーションにも移動式アプリケ
ーションにも適します。特に、警備会社はさまざまな会場でイ
ベントの警備を行う必要があります。そのため、ターンキー・
システムは容易に移動できるプラグ & プレイ仕様のソリューシ
ョンとして事前に設定されています（図 7）。

あらゆるアプリケーションに適した構成
R&S®ARDRONIS は異なる機能を持った 4 種類のパッケージから
発注できます（図 8）。R&S®ARDRONIS-I は、競技場や商業施
設の上空など、定義された範囲内のドローンの活動を探知し
たいお客様に最適なソリューションです。R&S®ARDRONIS-R は、
官庁街など、ある区間全体を常時監視および保護する場合に
適しています。保護地域内で侵入が探知された場合には、自
動的に対策が実施されます。ドローン操縦者を追跡または逮
捕する妥当な必要性がある場合には、R&S®ARDRONIS-D または 
R&S®ARDRONIS-P のパッケージを使用してください。

図 4：危機的な状況
では速さが最重要で
す。そのため、標準ユ
ーザ・インタフェース
には最も重要な情報と
制御ボタンしか表示さ
れません。

無線モニタリング／無線探知 | ドローン無線探知



R&S®ARDRONIS の保護地域および探知範囲

探知範囲

保護地域

ジャマー

~ 600 m

~ 900 m

図 5：R&S®ARDRONIS では保護地域を定義できます。ドローンが定義された地域に飛行した場合は自、動的にリモート制御無線リンクを妨害します。

図 6：エキスパート・ビューは無線の専門家にとって宝の山です。探知されたドローンのアップリンク信号およびダウンリンク信号を詳細に解析できます。
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図 7：R&S®ARDRONIS は少数
のコンポーネントで構成さ
れており、異なる場所に容
易に移動できます。一番下
の写真は R&S®ARDRONIS-D 
です。その他はすべて 
R&S®ARDRONIS-I です。

無線モニタリング / 無線探知 | ドローン無線探知



パッケージ 品名
機能

識別 方向探知／位置決定 対策
R&S®ARDRONIS Detection R&S®ARDRONIS-I • – –

R&S®ARDRONIS Direction R&S®ARDRONIS-D • • –

R&S®ARDRONIS Disruption R&S®ARDRONIS-R • – •
R&S®ARDRONIS Protection R&S®ARDRONIS-P • • •

図 8：R&S®ARDRONIS – あらゆるアプリケーションに適した構成（お求めの際はお問い合わせください）。

総合的なドローン監視および 
対策システムへの搭載
前述のとおり、無線信号の傍受に基づいたドローン識別システ
ムにはいくつかの利点があります。特に、早期の警告、誤警
報の防止、および犯人の特定は他の方式にはないセールスポ
イントです。しかしながら、R&S®ARDRONIS が文字どおりの意
味で目標の方向を示すことができない場合もあります。ドロ
ーンが「無言」のまま無線信号を放射しない場合は探知できま
せん。また、ドローンが規定の経路を飛行するようにプログラ
ムされていた場合、無線通信の妨害によって強制的に引き返
したり着陸したりさせることはできません。このような状況も
含めた総合的な保護を必要とするお客様は、レーダなど、他
の位置決定および保護コンポーネントが搭載されたシステムに 
R&S®ARDRONIS を組み込むことができます。R&S®ARDRONIS には、
このためのオープンなインタフェースが搭載されています。本
機は新機能によって継続的に更新されています。定期保守に
は、新型のドローンを追加するためのプロファイル・データベ
ースの更新が含まれます。計画されている新機能の 1 つに、ク
ロス方位法を用いた位置決定があります。

サマリ
民生用ドローンの急速な普及は、警備会社と民間組織の両方
に等しく問題を投げかけます。ドローンが悪用される可能性
の範囲は、プライバシの侵害から産業スパイなどのホワイト・
カラー犯罪、公人に対する危害、テロ攻撃などの極刑に値する
犯罪にまで及びます。ローデ・シュワルツは、R&S®ARDRONIS 
によって脅威を早期に探知するシステムを導入していま
す。R&S®ARDRONIS はリモート制御ユニットとドローンの間の
無線リンクを傍受し、それを使用してドローンとその操縦者の
両方を見つけ出します。これは他の方式では不可能です。探
知はドローンが離陸する前、リモート制御が開始された直後
に可能なので、早期に対応することができます。オープン・イ
ンタフェースを使用すると、レーダなどその他の位置決定法お
よび効果的な対策機能を備えた複雑なドローン防衛システムに 
R&S®ARDRONIS を組み込むことができます。

YingSin Phuan
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ペルーの運輸通信省（MTC）のために、ロー
デ・シュワルツは周波数スペクトラムを監視
するための全国的なシステムを設置しました。
ローデ・シュワルツの 1 つの固定式と 1 つの
移動式の測定および方向探知システムが、15 
都市で稼動しました。MTC は周波数スペクト
ラムを監視するための機器を使用して、無線
通信サービスの混信のない受信を保証します。
このシステムは、太平洋沿岸の砂漠地帯から
アンデス山地まで、ペルーの多様な気候帯で
使用するのに適しています。

国営放送局のオマーン TV は、現在 4 つのプ
ログラムがある送信機ネットワークをデジタ
ル TV に転換しています。このために、ロー
デ・シュワルツは全国的なターンキー DVB-
T2 ネットワークを提供しています。これは 
69 か所の送信基地があり、中東で最大のもの
の 1 つです。各種の電子計測器に加えて、高
出力送信機、ギャップ・フィラー、ヘッドエ
ンド、監視機器、衛星レシーバ、マルチビュ
ーア、ネットワーク管理システムなどの主要
コンポーネントはローデ・シュワルツ製です。
加えて、ローデ・シュワルツのプロジェクト・
チームが、他のメーカの多数のコンポーネン
トおよびデバイスを統合しました。新しいネ
ットワークは 2017 年 1 月から 2018 年 9 月
にかけて、段階的に稼動する予定です。

2016 年 9 月、ソウル放送システム（SBS）
の送信機ネットワーク事業者は、ソウル向け
次世代送信機ネットワークの構築をローデ・
シュワルツに委託しました。このネットワー
クは単一周波数ネットワーク（SFN）に基づ
き、新しい ATSC 3.0 TV 放送規格に準拠しま
す。SBS は、この種類の初めての全世界地上
波 TV ネットワークにより、2018 年の平昌冬

欧州サイバーセキュリティ機構（ECSO）は、
欧州内の市場を IT セキュリティ事件から保護
するため 2016 年 6 月に設立されました。ロー
デ・シュワルツ・サイバーセキュリティは、設
立メンバーとして欧州の革新的なセキュリテ
ィ技術の開発において ECSO をサポートしま
す。EU 機関、研究センタ、大学、関係国、お
よび IT セキュリティ企業が ECSO を通して互
いに協力しています。機構は 4 億 5000 万ユー
ロの研究資金の配分に関して EU に助言してい
ます。Günther Oettinger 欧州委員と Andrus 
Ansip 欧州委員会副委員長は、2016 年 7 月 5 
日にストラスブールで開催された調印式を主催
しました。Oettinger 委員は、世界的に重要な
デジタル EU 市場を作るための ECSO の重要
性を強調しました。

ペルーの規制当局、ローデ・シュワルツへ厚い信頼オマーン向け DVB-T2 ネットワーク

韓国初の世界的 ATSC 3.0 SFN 送信機ネットワーク

ローデ・シュワルツ・サイバーセキュリティは ECSO の設立メンバーです

調印式にて、 左か
ら Harald Reisinger 
（RadarServices）、 
Günther Oettinger 

（欧州委員）、Peter 
Rost（ローデ・シュワ
ルツ・サイバーセキュ
リティ）。

ペルーに設置されたシステムの中核は、コンパ
クトな R&S®UMS300 監視および無線探知シス
テムです。

オマーンの首都マスカットの Ruwi 区にある送信
基地は、ラジオ・テレビ公共局の主要局です。

季オリンピックを超高解像度（UHD）で放送
したいと考えています。ローデ・シュワルツ
のソリューションには、出力パワーが 5 kW 
および 2 kW の R&S®THU9 液冷式送信機が含
まれています。現在、ローデ・シュワルツは
すでに、これらおよびその他の既存の TV 送
信機に対して ATSC 3.0 アップグレードを提
供しています。

Newsgrams | International



2016 年 9 月、R&S®BBA シリーズの 1000 番
目の広帯域アンプがタイスナッハ工場から出
荷されました。ローデ・シュワルツは 7 年間
順調にアンプ・シリーズを製造し、機能を強
化し続けています。これらは市場で最も高機
能な製品であり続けています。近い将来、高
出力パワー・モデルがシリーズに追加され
ます。広帯域アンプは、電子部品、デバイ
ス、またはシステムの、電磁両立性（EMC）
の試験に必要です。R&S®BBA は、DUT 上で
シミュレートされたスプリアス放射として動
作する信号を増幅します。これまでのとこ
ろ、9 kHz ～ 6 GHz の周波数範囲と 15 W ～ 
3 kW の出力パワーに対応する機器が製造さ
れました。

2016 年 7 月、ドイツ連邦内務省の調達部門
はローデ・シュワルツとの 3 年間の枠組み
合意に署名しました。合意には、300 台の 
R&S®QPS200 セキュリティ・スキャナの納入
および保守が含まれます。ドイツ連邦警察は、
ドイツ全国の空港で乗客の検査にセキュリテ
ィ・スキャナを使用する予定です。スキャナ
は、省庁舎など、その他の場所でのセキュリ
ティ・アクセス制御に使用することもできま
す。この枠組み合意は、ローデ・シュワルツ
のセキュリティ・スキャナに対する、これま
でで最大の発注です。すでに他の国からも、
別の発注を受けています。スキャナについて
は、40 ページの記事を参照してください。

ドイツの業界誌「funkschau」の読者投票
で、R&S®Scope Rider デジタル・ハンドヘ
ルド・オシロスコープが電子計測器部門
で 2016 ICT 年間最優秀製品に選出されま
した。この開発用途のオシロスコープの
性能、および機能を備えた堅牢なバッテ
リ駆動型の機器は 、1000 票近くを獲得
しました。「funkschau」の読者賞は ICT 
部門で最大の B2B 調査の 1 つで、20 の
カテゴリに合計 113,000 票以上が投票さ
れました。

ローデ・シュワルツのタイスナッハ製造
工場は 2016 年の「Global Excellence in 
Operations」（GEO）賞の優勝者に選ば
れました。ドイツの経済誌「Produktion」
は 1992 年以降、コンサルティング会社 
A.T. Kearney とともに、革新的企業によ
る優れた業績を表彰するための賞を授与し
ています。審査団は、全工程にわたるバリ
ュー・ストリームの最適化と、結果として
達成された工場でのターンアラウンド時
間の短縮に特に感銘を受けました。また、
新しい生産技術の段階的導入と極めて高
い水準の社内生産にも敬意を表しました。
タイスナッハ工場は従業員の順応性も極め
て高く、低い欠勤率と、0 に近い離職率に
関しても追加得点を挙げています。

IEEE マイクロ波理論および技術部会
（MTT-S）は、低ノイズ発振器のパフォー
マンスの発展に対する多大な貢献をたた
え、Ulrich L. Rohde 博士に 2016 Micro-
wave Application Award を授与しました。
この賞はマイクロ波理論および技術の優
れた応用について個人またはチームを表
彰するもので、名目上 受賞まで10 年間の
実践に対するものです。授賞式は、2016 
年 5 月にサンフランシスコで開催された 
IEEE 国際マイクロ波シンポジウムで行わ
れました。

2016 年夏、ローデ・シュワルツは「一般
製造産業 OEM / グループ」カテゴリで 
Lean & Green Management Award を受賞し
ました。メミンゲン工場はとりわけ無駄の
ないリソース管理への統合アプローチで得
点を挙げました。コンサルティング会社の
Growtth Consulting Europe および Quad-
riga Consult はドイツでこの年 1 回の基準
評価を実施しています。評価は、作業場品
質、インフラストラクチャ、計画、統制、
および供給チェーン管理などのさまざまな
要素に基づいて行われます。審査団は、メ
ミンゲンが無駄のない要素とグリーン要素
をつなぎ、プロダクション・モデルの一部
として継続的に発展させていることに感銘
を受けました。

7 年間で 1000 台の
広帯域アンプを販売

ドイツ向けの 300 台の
セキュリティ・スキャナ

R&S®Scope Rider が
2016 ICT 年間最優秀製品
賞を受賞

タイスナッハ工場の受賞

Rohde 教授の受賞 メミンゲン工場の受賞

R&S®BBA の信号が、DUT がスプリアス信号にど
の程度まで耐えるか、またはさらにシールドする
必要があるかを試験します。

NEWS 216/16 67



サイバーセキュリティ

ドイツ製は
優秀です
当社製品の開発はドイツ国内で行われています。当社製品は設計
によって守られ、複雑な攻撃を積極的に防御します。ローデ・シュ
ワルツ・サイバーセキュリティの製品が提供し賞を受けた IT セキ
ュリティ・ソリューションは、世界中の会社や公的機関をスパイ活
動およびサイバー攻撃から守ります。

コンパクトでオールインワン型の製品から重要なインフラストラ
クチャに対応したカスタム・ソリューションに至る製品を提供する
ことで、
ローデ・シュワルツは以下を実現します。

❙	 安全なネットワーク
❙ 外部電源が不要の通信
❙ エンドポイント・セキュリティおよび信頼性の高い管理
❙ ネットワーク解析

Sirrix.	gateprotect.	ipoque.	
我々はローデ・シュワルツ・サイバーセキュリティです。

cybersecurity.rohde-schwarz.com




