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1  安全および法規制に関する情報
製品ドキュメントには、製品を安全かつ効率的に使用するための情報が記載され
ています。このページ、および 1.1,「安全注意事項」 (7 ページ)に記載され
た指示に従ってください。

本来の使用目的

製品は、産業環境、管理環境、ラボ環境での電子部品および電子機器の開発、製
造、検証に使用することを想定しています。製品は、指定された用途にのみ使用
してください。データシートに記載されている動作条件と性能制限に従ってくだ
さい。

安全情報はどこにありますか？

安全情報は、製品ドキュメントの一部です。安全情報には、潜在的な危険に対す
る注意と、危険な状況によって発生する怪我や損傷を防ぐ手順が示されています。
安全情報は、以下のように提供されています。

●  1.1,「安全注意事項」 (7 ページ)。同じ情報が、印刷版の「安全注意事
項」として多言語で提供されています。印刷版の「安全注意事項」は、製品に
付属しています。

● ドキュメント全体を通じて、セットアップや操作に注意が必要な個所には、安
全注意事項が記載されています。

1.1  安全注意事項

Rohde & Schwarz の製品は、 高の技術基準に従って製造されています。 製品を

安全にご使用いただくために、本書および製品ドキュメントに記載された注意事
項に従ってください。 製品ドキュメントを近くに保管し、他のユーザーが閲覧で
きるようにしてください。

製品は意図される使用目的および性能制限内でのみ使用してください。 意図さ
れる用途や制限事項については、データシート、マニュアル、印刷された安全の
手引きなどの製品ドキュメントに記載されています。 適切な使用目的がわから
ない場合は、Rohde & Schwarz のカスタマーサービスまでご連絡ください。

製品の使用には、専門家または専門の訓練を受けた要員が必要です。 この要員
は、ユーザーインターフェースおよび製品ドキュメントで使用される少なくとも
1つの言語に熟知している必要もあります。

安全注意事項
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製品に損傷したり故障したりしている部位がある場合、製品の使用を中止してく
ださい。 製品の筐体を開けないでください。 Rohde & Schwarz の認可を受けた

サービス担当者のみが、製品の修理を行なうことができます。 Rohde & Schwarz
のカスタマーサービス http://www.customersupport.rohde-schwarz.com までご
連絡ください。

製品の持ち上げと運搬

製品は重量があります。製品は、一人で移動したり、運搬したりしないでくださ
い。一人で安全に運べる 大重量は 18 kg です（年齢、性別、健康状態により異

なります）。データシートで 大重量を確認してください。製品を動かしたり運
んだりする際は製品ハンドルを使ってください。製品に取り付けられている付属
品を使って持ち上げないでください。付属品は製品を持ち上げるように設計され
ていません。

製品を安全に移動するためには、リフト付きトラックやフォークリフトなどの昇
降装置や移動装置を利用してください。装置メーカー提供の取扱説明書に従って
ください。

使用場所の選択

製品は屋内でのみ使用してください。 製品の筐体は防水ではありません。 浸水
すると筐体が帯電部と通電し、筐体に触れると感電して深刻な人身傷害および死
につながる可能性があります。 お手持ちの製品用のキャリーバッグが
Rohde & Schwarz から提供されている場合、製品を屋外で使用できます。

特に指定されないかぎり、製品の 大動作高度は海抜 2000 m です。 製品は、非

導電汚染が発生する可能性のある汚染度 2 の環境に適しています。 周辺温度お

よび湿度などの使用環境の条件の詳細は、データシートを参照してください。

製品の設定

製品は必ず製品底部を下向きにして、安定した水平面に置いてください。 製品が
異なる配置向けに設計されている場合、製品が倒れないように固定してください。

製品に折り畳み式の脚が付いている場合、確実に安定するよう、常に脚を完全に
広げるか、もしくは折り畳んでください。 脚が完全に広げられていない、または
製品を持ち上げずに動かした場合、脚が壊れることがあります。 折り畳み式の脚
は製品重量に耐えるよう設計されていますが、それ以上の重さに耐えるようには
設計されていません。

積み重ねられる場合、積み重ねられた製品が倒れて怪我につながる可能性があり
ますのでご注意ください。

安全注意事項

http://www.customersupport.rohde-schwarz.com
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製品をラックに取り付ける場合、ラックが十分な耐荷重量と安定性を備えている
ことを確認してください。 ラックメーカーの仕様を守ってください。 ラックが
安定して自立するように、製品は必ず下段から上段へと取り付けてください。 ラ
ックから落下しないように製品を固定してください。

電源への接続

本製品は過電圧カテゴリ II の製品であり、家電製品および同様の負荷などのエネ
ルギー消費機器への給電に使用される固定装置に接続する必要があります。 電
動製品は、感電、火災、怪我、さらには死亡事故などのリスクがあることに注意
してください。

安全のために以下の対策を取ってください：

● 製品の電源を入れる前に、製品に表示されている電圧と周波数が使用可能な電
源と一致していることを確認してください。 電源アダプタが自動的に調節さ
れない場合は、正しい値を設定してヒューズの定格をチェックしてください。

● 製品のヒューズが交換可能な場合、そのタイプと特性がヒューズホルダの隣に
示されています。 ヒューズを交換する前に、本器の電源を切り、電源から切
断してください。 ヒューズの交換方法は、製品ドキュメントに記載されてい
ます。

● 製品に同梱されている電源ケーブルのみを使用してください。 国で指定され
ている安全要件に準拠しています。 プラグは感電防止用アース端子の付いた
コンセントにのみ挿入してください。

● 必ず劣化のないケーブルを使用し、損傷しないように注意して引き回してくだ
さい。 電源ケーブルを定期的にチェックし、損傷していないことを確認して
ください。 また、たるんだケーブルに人がつまずかないようにしてください。

● 製品に外部電源が必要な場合は、製品に同梱されている電源、製品ドキュメン
トで推奨されている電源、または国固有の規則に適合している電源を使用して
ください。

● 製品は、 大 20 A のヒューズ保護の電源にのみ接続してください。

● 製品をいつでも電源から切断できるようにしてください。 製品を電源から切
断するには電源プラグを抜いてください。 電源プラグは簡単にアクセスでき
なければなりません。 製品がこれらの要件を満たさないシステムに組み込ま
れている場合、システムレベルで簡単にアクセスできるサーキットブレーカを
提供してください。

安全注意事項
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製品の掃除

柔らかく糸くずの出ない布を使用して製品を掃除してください。 掃除をする場
合は、筐体が防水仕様でないことに留意してください。 液体の洗浄剤を使用しな
いでください。

安全ラベルの意味

製品に貼られている安全ラべルは、潜在的な危険を警告するものです。

潜在的な危険

怪我や製品の損傷を避けるために、製品ドキュメントをお読みください。

重量のある製品

製品を持ち上げ、移動、運搬する場合は注意してください。 製品の運搬には、少なく
とも 2人の人員または運搬機器が必要です。

電気的な危険

帯電部を示しています。 感電、火災、怪我、さらに死の危険。

高温面

触れないようにしてください。 やけどの危険があります。 火災の危険があります。

PE 端子

この端子は、アース接続されている外部導線、もしくは感電防止用アースに接続して
ください。 電気的な問題が発生した場合に、感電から保護されます。

1.2  R&S SMW のラベル

外装に貼付されたラベルには、次の情報が示されています。

● 身体の安全については、「電源への接続」 (9 ページ)

● 製品および環境の安全については、表 1-1 を参照してください。

● 製品の識別情報。リアパネルのシリアル番号を参照。

表 1-1: R&S SMW および環境の安全に関するラベル

EN 50419 に基づく、不要になった電気／電子機器の処分方法に関するラベル。詳細に
ついては、製品ユーザ・マニュアルの「Disposal」の章を参照してください。

R&S SMW のラベル
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1.3  Korea Certification Class B

이 기기는 가정용(B급) 전자파 적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목
적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Korea Certification Class B
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Korea Certification Class B
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2  ドキュメントの概要
このセクションでは、R&S SMW ユーザーマニュアルの概要について説明します。特

に指定されていない場合、マニュアルは次の R&S SMW 製品ページにあります。

www.rohde-schwarz.com/manual/smw200a

2.1  クイック・ガイド・マニュアル

R&S SMW の概要と、製品をセットアップして使用を始める手順を説明します。基本

的な操作、代表的な測定例、一般的な情報（安全注意事項など）が含まれていま
す。印刷版は、本器に同梱されています。

2.2  ユーザ・マニュアルおよびヘルプ

本体のマニュアルとソフトウェアオプションのマニュアルは、個別にダウンロー
ドできます。

● 本体マニュアル
本器のすべてのモードと機能について説明しています。さらに、リモート制御
の概要と、プログラミング例を含めたリモート制御コマンドの詳細、およびメ
ンテナンス、本器のインタフェース、エラーメッセージに関する情報も記載さ
れています。クイック・ガイドのコンテンツも記載されています。

● ソフトウェアオプションのマニュアル
オプションの特定の機能について説明しています。R&S SMW の基本的な操作方

法については、説明されていません。

ユーザ・マニュアルの内容は、R&S SMW のヘルプでも確認できます。ヘルプを利用

すれば、本器とソフトウェアオプションの完全な情報をコンテキストに応じて即
座に表示することができます。

すべてのユーザ・マニュアルは、ダウンロードでも、インターネット上の直接表
示でも利用できます。

ユーザ・マニュアルおよびヘルプ

http://www.rohde-schwarz.com/manual/smw200a
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2.3  チュートリアル

R&S SMW では、本器の操作に関する例やデモンストレーションを対話形式で、チュ

ートリアルという形で提供します。一連のチュートリアルは、本器で直接利用で
きます。

2.4  サービス・マニュアル

定格仕様に適合していることを確認するための性能テスト、ファームウェアのア
ップデート、トラブルシューティング、調整、オプションのインストール、メン
テナンスについて説明します。

サービス・マニュアルは、グローバル Rohde & Schwarz 情報システム（GLORIS）に

登録済みのユーザーが利用できます。

https://gloris.rohde-schwarz.com

2.5  本器のセキュリティー手順

セキュリティー保護されたエリアで R&S SMW を用いて作業する場合のセキュリテ

ィー上の問題について解説しています。インターネット経由でダウンロードでき
ます。

2.6  安全注意事項に関する印刷物

安全情報を多言語で提供します。印刷されたドキュメントは、製品に同梱されて
います。

2.7  データシートおよびカタログ

データシートでは、R&S SMW の技術仕様について説明しています。また、オプショ

ンとその注文番号、および別売アクセサリの一覧も記載されています。

データシートおよびカタログ

https://gloris.rohde-schwarz.com
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カタログでは、本器の概要や固有の特性について説明しています。

www.rohde-schwarz.com/brochure-datasheet/smw200a を参照してください。

2.8  リリースノートとオープン・ソース・アクノリッジ

メント（OSA）

リリースノートでは、新機能、現在のファームウェアバージョンの改善点および
既知の問題、ファームウェアのインストールについて説明しています。

オープン・ソース・アクノリッジメント文書には、使用されているオープン・ソ
ース・ソフトウェアのライセンステキストがそのまま記載されています。

www.rohde-schwarz.com/firmware/smw200a を参照してください。

2.9  アプリケーションノート、アプリケーションカー

ド、ホワイトペーパーなど

以下の文書には、特定のトピックに関する特殊なアプリケーションや背景情報に
ついて記載されています。

www.rohde-schwarz.com/application/smw200a および www.rohde-schwarz.com/
manual/smw200a を参照してください。

アプリケーションノート、アプリケーションカード、ホワイトペーパーなど

http://www.rohde-schwarz.com/brochure-datasheet/smw200a
http://www.rohde-schwarz.com/firmware/smw200a
http://www.rohde-schwarz.com/application/smw200a
http://www.rohde-schwarz.com/manual/smw200a
http://www.rohde-schwarz.com/manual/smw200a
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アプリケーションノート、アプリケーションカード、ホワイトペーパーなど
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3  主な機能
R&S SMW は、お客様の厳しい要件に対応するため開発された、ローデ・シュワルツ

の新しい高性能信号発生器です。優れた信号特性と、わかりやすく直感的な操作
方法を特長としており、信号を迅速かつ容易に発生することができます。

R&S SMW の主な機能は、以下のとおりです。

● 100 kHz～44 GHz の周波数レンジ

● 可変周波数レンジを備えた第 2RF 経路（オプション）

● 内部ベースバンドで 高 2 GHz の I/Q 変調帯域幅（RF）

● 広帯域ベースバンド発生器とベクトル信号発生器を 1台で提供

● eMTC/NB-IoT を含む LTE、5G NR、無線 LAN IEEE 802.11a/b/g/n/j/p/ac/ax、
3GPP FDD/HSPA/HSPA+などの重要なすべてのデジタル規格をサポート

● レーダーモジュールやレシーバーのテストのための信号発生

● 汎用的な構成：シングルパス・ベクトル信号発生器やマルチチャネル MIMO 受
信機テスタなど

● 高 200 MHz の帯域幅のオプションの統合フェージングシミュレータ

● 大 8つの信号源と 大 64 のフェージングチャネルにより、MIMO、MSR、5G
NR、LTE-Advanced アプリケーションに 適

● 1 台の機器で 2x2、3x3、4x4、8x4、4x8、2x4x4 などの主要なすべての MIMO フ
ェージングシナリオを実装

● 周波数オフセットやレベルオフセットを使用しながら、ベースバンド信号をデ
ジタル処理で追加

● 優れた信号品質による高確度のスペクトラム測定と変調測定

● ブロック図を基本要素とする、タッチスクリーンを使用したわかりやすい操作

● シグナルフロー内の実質的にすべてのポイントでのグラフィカルな信号モニ
タリング

● SCPI マクロレコーダーおよびコードジェネレーターにより、手動操作ステッ
プから実行可能なリモート制御コードを発生（MATLAB®、CVI 用など）

詳細については、データシートを参照してください。
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4  使用準備
本章では、初めての測定器セットアップに関する基本情報を提供します。

4.1  持ち上げと運搬

► 警告！ R&S SMW は、フル装備の場合などは重くなります。リフト装置を使用し

てください。「製品の持ち上げと運搬」 (8 ページ)も参照してください。

サイドにあるキャリングハンドルを使用して、R&S SMW を持ち上げて運びます。

前面のハンドルは、ラックにマウントする際に押したり引いたりするためだけ
のものです。 4.4.2,「ラックへの R&S SMW の取り付け」 (21 ページ)を参照

してください。

4.2  パッケージ内容の確認

1. R&S SMW の梱包を注意深く開けます。

2. 元の梱包材料は保管してください。R&S SMW を後日運搬または発送する場合

に、梱包材を使用してコントロールエレメントやコネクタを保護します。
ユーザ・マニュアルの「Transporting」の章も参照してください。

3. 納品書に基づいて、本器の装備がすべて揃っていることを確認します。

4. 機器に損傷がないかどうか確認します。

不足品があるか、機器に損傷がある場合には、Rohde & Schwarz に連絡してく

ださい。

4.3  使用場所の選択

適切な動作を保証し、接続されているデバイスの損傷を防止するためには、指定
された動作条件が必要です。周囲温度や湿度などの環境条件については、データ
シートを参照してください。

使用場所の選択
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「使用場所の選択」 (8 ページ)も参照してください。

電磁両立性クラス

電磁両立性（EMC）クラスは、製品を使用できる場所を示します。製品の EMC クラ
スは、データシートの「一般仕様」の項に記されています。

● クラス B 機器は、以下の環境での使用に適しています。

– 居住環境

– 住居用建物に供給される低電圧電力網に直接接続された環境

● クラス A 機器は、産業環境での使用を目的としています。居住環境内で使用し

た場合、伝導妨害や放射妨害により、無線障害を引き起こす可能性がありま
す。このため、クラス B環境には適しません。
クラス A 機器によって無線障害が発生する場合、除去するための適切な手段を

取ってください。

4.4  R&S SMW のセットアップ

以下も参照してください。

● 「製品の設定」 (8 ページ)。

● 「本来の使用目的」 (7 ページ)。

4.4.1  R&S SMW のベンチトップへの設置

製品をベンチトップに設置する方法

1. 製品は、安定した平らな水平面に置いてください。表面が製品の重量を支えら
れることを確認してください。重量の情報については、データシートを参照し
てください。

2. 注意！ 脚部は折り畳むことができます。. 詳細については、「製品の設定」
(8 ページ)を参照してください。

脚部は必ず完全に畳むか完全に引き出してください。脚部を引き出した状態
では、製品の上または下に他のものを置かないでください。

3. 警告！ 製品を積み重ねる場合、倒れて人が怪我をするおそれがあります。.
製品を 4台以上積み重ねないでください。その場合はラックに取り付けてく
ださい。

R&S SMW のセットアップ
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積み重ねる場合は、以下のことに注意してください。

● 製品はすべて同じ寸法（幅と長さ）であるのが理想的です。
● 下段の製品にかかる総重量が 500 N を超えないようにしてください。

● 上に置かれる製品が下の製品よりも小さい場合には、再下段の製品にかか
る総重量が 250 N を超えないようにしてください。

Too many instruments

max. 500 N

Correct Different dimensions

max. 250 N

4. 注記！ 製品は、過熱により損傷される可能性があります。

過熱を防ぐため、以下のことに注意してください。

● 製品のファンの通気孔は、近くのものから 10 cm 以上離してください。

● ラジエーターなどの熱を発生する機器の近くに製品を置かないでくださ
い。

4.4.2  ラックへの R&S SMW の取り付け

ラックを準備する方法

1.「製品の設定」 (8 ページ)の要件と指示を守ってください。

2. 注記！ 通気が不十分な場合、過熱により、製品が損傷を受けるおそれがあり
ます。

ラックに対して効率的な通気方式を設計して実装してください。

R&S SMW をラックに取り付ける方法

1. R&S SMW の寸法に合ったアダプターキットを使用して、本器をラックに取り付

ける準備を使用します。寸法については、データシートを参照してください。

a) R&S SMW 用に設計されたラック・アダプターキットをオーダーします。オー

ダー番号は、データシートを参照してください。

R&S SMW のセットアップ
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b) アダプターキットを取り付けます。アダプターキットに付属の組立指示に
従います。

2. 警告！ R&S SMW は、フル装備の場合などは重くなります。リフト装置を使用し

てください。「製品の持ち上げと運搬」 (8 ページ)も参照してください。

R&S SMW を棚の高さまで持ち上げます。

3. 前面のハンドルをつかんで、R&S SMW を棚の中へと押し込み、ラックブラケッ

トがラックにぴったり合うようにします。

4. ラックブラケットのすべてのネジを 1.2 Nm のトルクで締め付けて、R&S SMW を
ラックに固定します。

R&S SMW をラックから取り外す方法

1. ラックブラケットのネジを緩めます。

2. 警告！ R&S SMW は、フル装備の場合などは重くなります。リフト装置を使用し

てください。「製品の持ち上げと運搬」 (8 ページ)も参照してください。

リフト装置を棚の高さまで上げます。

3. R&S SMW をラックから取り出します。

4. R&S SMW を再びベンチトップに設置する場合には、アダプターキットを R&S SMW
から取り外します。アダプターキットに付属の手順書に従います。

4.5  テストセットアップの重要な側面

ケーブルの選択と電磁妨害（EMI）

EMI（電磁妨害）が測定結果に影響を与える場合があります。

動作中の電磁放射を抑制する方法：

● 特に次のコネクタタイプには、高品質のシールド付きケーブルを使用してくだ
さい。

– BNC
2 重シールドの BNC ケーブル。

– USB
2 重シールドの USB ケーブル。
方法： 4.8,「USB デバイスの接続」 (25 ページ)。

テストセットアップの重要な側面



使用準備R&S®SMW200A

23クイック･ガイド 1412.9266.18 ─ 01

ユーザ・マニュアルの「Troubleshooting and Error Messages」の章も参
照してください。

– LAN
CAT6 STP 以上のケーブル。
方法： 4.7,「LAN への接続」 (24 ページ)

● 未接続のケーブル端末は必ず終端します。

● 接続する外部アクセサリが EMC 規制に準拠していることを確認します。

● 本器の I/Q および I/Q Bar インタフェースへの接続には、同じタイプの等しい
長さのケーブルを使用してください。
方法：ユーザ・マニュアルの「To connect instruments to the I/Q analog
interface」のセクションを参照してください。

● 本器のデジタル I/Q インタフェースへの接続には、R&S SMU-Z6 ケーブルを使

用します。このケーブルは、マテリアル番号 1415.0201.02 で入手できます。
方法：ユーザ・マニュアルの「To connect instruments to the I/Q digital
interface」のセクションを参照してください。

● 本器の HS DIG I/Q インタフェースへの接続には、R&S DIGIQ-HS ケーブルを使

用します。このケーブルは、マテリアル番号 3641.2948.03 で入手できます。
方法： 4.12,「HS DIG I/Q への接続」 (29 ページ)。

信号入力／出力レベル

信号レベルに関する情報は、データシートに記載されています。R&S SMW や接続さ

れた機器の損傷を防ぐため、信号レベルは仕様範囲内に抑えてください。

静電気放電（ESD）の防止

静電放電が も発生しやすいのは、DUT を接続するとき、あるいはそれを取り外
すときです。

► 注記！ 静電気放電の危険. 静電放電は、製品の電子部品および被試験デバイ
ス（DUT）が損傷する原因となります。

静電放電による損傷を防止するため、自身を接地してください。

a) 自身を接地するには、リストストラップとコードを使用してください。
b) 導電性フロアマットとヒールストラップの組み合わせを使用してくださ

い。

テストセットアップの重要な側面
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4.6  電源への接続

安全情報については、 「電源への接続」 (9 ページ)を参照してください。

1. 本器のリアパネルの AC 電源コネクタに AC 電源ケーブルを接続します。
R&S SMW に同梱されている AC 電源ケーブルのみを使用してください。

2. AC 電源ケーブルをグランド接点があるコンセントに接続します。

必須定格は、AC 電源コネクタの横に表示されているほか、データシートに記
載されています。

4.7  LAN への接続

ネットワーク環境

製品をローカル・エリア・ネットワーク（LAN）に接続する前に、次の内容を確認
してください。

● セキュリティーリスクを軽減するために、 新ファームウェアをインストール
してください。

● インターネットまたはリモートで利用するには、安全な接続を利用してくださ
い。

● ネットワーク設定が会社のセキュリティーポリシーに適合していることを確
認してください。製品を社内 LAN に接続する前に、ローカルシステム管理者ま
たは IT 部門に問い合わせてください。

● LAN に接続すると、製品はインターネットからアクセスされる可能性があり、
これがセキュリティーリスクになる場合があります。例えば、攻撃者が、製品
を誤動作させたり損傷させたりする恐れがあります。

LAN に接続する方法

コネクタは、リアパネルにあります。

► LAN ソケットを RJ-45 ケーブルで LAN に接続します。

デフォルトでは、R&S SMW は DHCP（ダイナミックホスト構成プロトコル）を使用

するように設定されており、静的 IP アドレスは設定されません。

LAN への接続
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電源がオンになり、LAN に接続されると、R&S SMW の画面にはアドレス情報が表示

されます。

図 4-1: 画面上の IP アドレス表示（例）

ユーザ・マニュアルの「Connecting the Instrument to the Network (LAN)」の
章も参照してください。

4.8  USB デバイスの接続

USB コネクタは、フロントパネルとリアパネルにあります。R&S SMW の動作中で

も、すべての USB デバイスの接続／取り外しが可能です。

USB ストレージデバイスを接続する方法

USB メモリなどの USB ストレージデバイスを使用すれば、R&S SMW との間で簡単に

データを転送できます。ファームウェアのアップデートに使用することもできま
す。

► USB ストレージデバイスを任意の USB コネクタに接続します。

USB デバイスを外部電源に接続する方法

1. 注記！ 外部電源にデバイスを接続すると、電流が USB インタフェースの 5 V
電源にフィードバックされ、R&S SMW が損傷する可能性があります。

電源の正極と USB インタフェースの＋ 5 V 電源ピン（VBUS）が接続されていな

いことを確認します。

2. USB ストレージデバイスを任意の USB コネクタに接続します。

キーボードを接続する方法

► キーボードを任意の USB コネクタに接続します。

接続すると、R&S SMW はキーボードを自動的に検出します。検出されたデフォル

トのキーボードレイアウト（入力言語）は米国英語です。

USB デバイスの接続
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マウスを接続する方法

► マウスを任意の USB コネクタに接続します。

接続すると、R&S SMW はマウスを自動的に検出します。

パワー・センサを接続する方法

R&S NRP ファミリーのパワー・センサは任意の USB コネクタに接続できます。

ユーザ・マニュアルの「Using Power Sensors」の章を参照してください。

4.9  RF A/RF B への接続

コネクタは、フロントパネルにあります。

本器にリア・パネル・コネクタ用のオプションを搭載した場合は、RF 出力コネク
タはリアパネルにあります。

"RF A/RF B" への接続の準備をする方法

1. 注記！ コネクタが破損していたり清潔でなかったりすると、RF 挿入損失や不
整合が生じるだけでなく、コネクタの摩耗が早まる可能性があります。

ポートに接続する前に、RF コネクタを目視検査して、コネクタが清潔で損傷
がないこと、また、機械的に互換性があることを確認してください。
RF ポートの取り扱いや保守の詳細については、1MA99 を参照して、測定偏差の

小化およびコネクタ寿命の確保にお役立てください。

2. 注記！ 本器の損傷の危険. 過剰な逆電力や DC 電圧を RF A/RF B コネクタに
与えると、測定器が損傷する可能性があります。

必ず、値がデータシートに記載されている逆電力や DC のリミットを超えない
ようにしてください。

3. R&S SMW の電源をオンにした場合は、RF ケーブルを RF A/RF B コネクタに接続

する前に、RF 出力をオフにします。
ブロック図で、ブロック "RF" > "RF Level" > "RF ON > Off" を選択します。

4. RF コネクタタイプに合った高品質の RF ケーブルを使用してください。
詳細については、「ケーブルの選択と電磁妨害（EMI）」 (22 ページ)を参照し
てください。

RF A/RF B への接続

https://www.rohde-schwarz.com/appnote/1MA99
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5. 2 種類のコネクタに接続することはできません。
● 「スクリューレスコネクタ（BNC）に接続する方法」 (27 ページ)
● 「スクリューコネクタに接続する方法」 (27 ページ)

スクリューレスコネクタ（BNC）に接続する方法

► RF ケーブルを "RF A/RF B" コネクタに接続するには、以下の手順に従ってく
ださい。

a) ケーブルのコネクタと "RF A/RF B" コネクタの位置を共通軸に沿って慎
重に合わせます。

b) ケーブルのコネクタのオスピンが "RF A/RF B" コネクタのメスソケット
にぴったりはまるまで、コネクタを共通軸に沿って接続します。

スクリューコネクタに接続する方法

1. コネクタタイプに合った高品質のケーブルを使用してください。
詳細については、「ケーブルの選択と電磁妨害（EMI）」 (22 ページ)を参照し
てください。

2. 注記！ 本器およびコネクタの損傷の危険. 締め過ぎると、ケーブルやコネク
タが損傷する可能性があります。ただし、コネクタを十分に締めないと、測定
結果が不正確になる可能性があります。

ケーブルをコネクタに接続するには、以下の手順に従ってください。

a) ケーブルのコネクタとコネクタの位置を共通軸に沿って慎重に合わせま
す。

b) 内側コネクタのオスピンが外側コネクタのメスソケットにぴったりはまる
まで、コネクタを共通軸に沿って接続します。

c) コネクタがしっかり結合されるまで、外側コネクタのナットを回します。
d) 校正済みトルクレンチを使用して、仕様限界までナットを締め付けます。

反対側のコネクタ部分をスパナで固定します。
も重要なコネクタタイプのトルクリミット値については、表 4-1 を参照

してください。

3. 校正済みトルクレンチを使用して、仕様限界までナットを締め付けます。反対
側のコネクタ部分をスパナで固定します。

詳細については、アプリケーションノート 1MA99 の「Handling」の章を参照して
ください。

本器にテスト・ポート・アダプターを搭載している場合は、アプリケーションノ
ート 1MA100 を参照してください。

RF A/RF B への接続

https://www.rohde-schwarz.com/appnote/1MA99
http://www.rohde-schwarz.com/appnote/1MA100
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以下の表に掲載されているコネクタタイプは、Rohde & Schwarz が提供している一

般的なコネクタのタイプです。これは一般的な情報とみなされているため、所有
の測定器には適用されないコネクタタイプが含まれている可能性があります。

参照先：「RF A/RF B」 (41 ページ)。

表 4-1: コネクタタイプとトルクリミット値

型番 トルクリミット値 ナット開口範囲

 lb-Inch Nm Inch mm

N 13.3 1.5 3/4 20

SMA 5 0.56 5/16 8

3.5 mm 8 0.9 5/16 8

2.92 mm 8 0.9 5/16 8

2.4 mm 8 0.9 5/16 8

1.85 mm 8 0.9 5/16 8

1.0 mm 3 0.34 0.236 6

RF 出力のスイッチオフを防止する方法

► 注記！ 負荷を測定器に接続しない状態で過剰な出力レベルを設定すると、逆
電力がリミットを超えてしまい、R&S SMW は RF 出力をオフにせざるを得なくな

る可能性があります。

データシートに示されている十分なリターンロスを備えた負荷を接続してく
ださい。

4.10  LO In/Out への接続

"LO In/Out" コネクタは、SMA（Subminiature Version A）コネクタです。

コネクタは、リアパネルにあります。

「スクリューコネクタに接続する方法」 (27 ページ)で説明する手順に従います。

ユーザ・マニュアルの「Local Oscillator Coupling」の章も参照してください。

LO In/Out への接続
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4.11  REF IN/REF OUT への接続

コネクタは、リアパネルにあります。

"REF IN"/"REF OUT"（リファレンス＜ 1 GHz）に接続する方法

R&S SMW には、接続用の BNC コネクタがあります。

►「スクリューレスコネクタ（BNC）に接続する方法」 (27 ページ)で説明する手
順に従います。

REF IN/REF OUT（リファレンス＝ 1 GHz）に接続する方法

R&S SMW には、接続用の SMA コネクタがあります。

►「スクリューコネクタに接続する方法」 (27 ページ)で説明する手順に従いま
す。

4.12  HS DIG I/Q への接続

HS DIG I/Q コネクタは、QSFP+ケージと QSFP+コネクタの 2つのコンポーネントか
ら成る、QSFP+（Quad Small Form-factor Pluggable）ソケットで構成されます。
QSFP+ケーブルには QSFP+プラグが搭載されています。

1 = QSFP+プラグ
2 = QSFP+ケージ
3 = QSFP+コネクタ

HS DIG I/Q への接続
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コネクタは、リアパネルにあります。

HS DIG I/Q インタフェースに接続する方法

1. 接続には、QSFP+ケーブル R&S DIGIQ-HS を使用します。

詳細については、「ケーブルの選択と電磁妨害（EMI）」 (22 ページ)を参照し
てください。

2. ケーブルの QSFP+プラグの平らな面を持ちます。

3. QSFP+ケーブルの向きを変えて、リリースタブが上を向くようにします。

4. QSFP+プラグを QSFP+ケージに差し込んで押し込みます。

HS DIG I/Q インタフェースから取り外す方法

1. 注記！ ケーブルを引っ張ると、ケーブルや HS DIG I/Q コネクタが損傷する
可能性があります。

リリースタブを引っ張ります。

2. QSFP+ケージから QSFP+プラグを引っ張り出します。

ユーザ・マニュアルの「Digital Baseband Input Settings」および「I/Q Digital
Output Settings」の章も参照してください。

4.13  起動または電源切断

下表に、電源ステートの概要、LED、電源スイッチの位置を示します。

表 4-2: 電源ステートの概要

状態 LED 電源スイッチの位置

オフ グレー [0]

スタンバイ 黄色 [I]

動作モード 緑 [I]

R&S SMW の起動方法

R&S SMW は起動していませんが、電源に接続されています。詳細については、 4.6,

「電源への接続」 (24 ページ)を参照してください。

1. 電源のスイッチを[I]位置に切り替えます。

起動または電源切断
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スイッチは、リアパネルにあります。

[オン／スタンバイ]キーの LED はオレンジ色です。

2. オーブン制御発振器（OCXO）の電源を入れ、ウォームアップが完了するまで待
ちます。ウォームアップ時間については、データシートを参照してください。

3. [オン／スタンバイ] キーを押します。
キーと LED は、フロントパネルにあります。

LED が緑に変わります。R&S SMW が起動します。

R&S SMW は、初めて起動した時にはデフォルト設定で起動します。本器を再起

動した場合は、設定はシャットダウン前の本器の設定によって異なります。
ユーザ・マニュアルの「Saving and Recalling Instrument Settings」の章を
参照してください。

本器は、電源をオンにすると、主な機能を自動的にモニターします。エラーのあ
る機能に対してクエリを実行できます。自動モニタリングに加えて、メンテナン
ス作業を実行することができます。

参照先：

● ユーザ・マニュアルの「Querying Error Messages」の章

● ユーザ・マニュアルの「Performing Maintenance Tasks」の章

製品をシャットダウンする方法

製品は動作状態にあります。

► [オン／スタンバイ] キーを押します。

オペレーティングシステムがシャットダウンします。LED がオレンジ色に変
わります。

スタンバイ状態では、電源スイッチ回路と OCXO は有効です。無効にするには、本
器を電源から取り外します。

電源から切断する方法

R&S SMW はスタンバイ状態にあります。

1. 注記！ データ損失の危険. 動作状態の製品を電源から切断すると、設定やデ
ータが失われる可能性があります。先にシャットダウンしてください。

電源の切り替えスイッチを[0]位置に設定します。

[オン／スタンバイ]キーの LED はオフになっています。

起動または電源切断
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2. R&S SMW を電源から切断します。

起動または電源切断



本器の詳細R&S®SMW200A

33クイック･ガイド 1412.9266.18 ─ 01

5  本器の詳細
本器を理解し、 初のステップを実行するには、以下のトピックが役立ちます。

● フロントパネル

● リアパネル

このセクションでは、正面図と背面図を使って R&S SMW の制御エレメントとコネ

クタについて説明します。インタフェースの仕様については、データシートを参
照してください。

R&S SMW のラベルの意味は、 1.2,「R&S SMW のラベル」 (10 ページ)で説明されて

います。

5.1  フロントパネル

このセクションでは、R&S SMW のフロントパネルにある制御エレメントとコネクタ

の概要を説明します。リアパネルには、ユニットのその他コネクタがさらにあり
ます。リモート PC ステーション上に、測定器を手動でリモート制御するためのユ
ーザーインタフェースが表示されます。

11

2

3

4

5 6 7

8 9

10

1

図 5-1: フロントパネルの外観

1 = タッチスクリーン。 5.1.1,「タッチスクリーン」 (34 ページ)を参照
2 = ユーティリティー・キー。 5.1.2.1,「ユーティリティー・キー」 (35 ページ)を参照
3 = [オン／スタンバイ]。 5.1.2.2,「オン／スタンバイ」 (36 ページ)を参照
4 = ファンクションキー。 5.1.2.3,「ファンクションキー」 (36 ページ)を参照

フロントパネル
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5 = キーパッド。 5.1.2.4,「キーパッド」 (37 ページ)を参照
6 = ナビゲーションコントロール。 5.1.2.5,「ナビゲーションコントロール」 (38 ページ)を

参照
7 = I/Q 入力コネクタ（BNC）。「I/Q, I/Q Bar」 (40 ページ)を参照
8 = USB コネクタ。「USB」 (40 ページ)を参照
9 = SENSOR コネクタ。「SENSOR」 (40 ページ)を参照
10 = USER x 入力／出力コネクタ。「USER x」 (40 ページ)を参照
11 = RF A/RF B 出力コネクタ。「RF A/RF B」 (41 ページ)を参照。

5.1.1  タッチスクリーン

ブロック図および も重要な設定が、フロントパネルの画面上に表示されます。
画面にはステータスや設定情報も表示されるので、シグナルフローを素早く再設
定できます。このスクリーンは指で触れて制御することもでき、ユーザーは素早
く容易に操作できるようになっています。

図 5-2: タッチスクリーンのエレメント

フロントパネル
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1 = ステータスバー（周波数／レベル表示）
2 = ブロック図
3 = タスクバー／ソフトキーバー

マウスポインターによるクリックに反応するユーザーインタフェース・エレメン
トは、スクリーン上のタップにも反応します。その逆も同様です。タッチスクリ
ーンを指でタップすることで実行できる作業の例を次に示します。

● 設定の変更

● 新規設定の選択

● パラメータリストのスクロール

● 設定の保存または呼出し

● シグナルフローのルーティング

● ダイアログのオープンおよびクローズ

以下も参照してください。

● タッチスクリーンの操作については、 8,「機器制御」 (101 ページ)。

● スクリーンのクリーニング手順については、ユーザ・マニュアルの
「Maintenance」。

5.1.2  キー

5.1.2.1  ユーティリティー・キー

ユーティリティー・キーでは、R&S SMW に定義済みの機器状態を呼び出したり、測

定器や支援に関する情報を表示することができます。

詳細については、ユーザ・マニュアルの「General Instrument Functions」の章
を参照してください。

表 5-1: ユーティリティー・キー

ユーティリティー・キー 割り当てられている機能

[PRESET] 本器を定義された状態に設定します。

[SAVE/RCL] 機器設定のセーブ／ロード

ファイルマネージャーへのアクセス

[LOCAL] リモート制御からローカル（手動）制御に切り替えます。

[SETUP] 一般的な機器設定にアクセスします。

フロントパネル
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ユーティリティー・キー 割り当てられている機能

[HCOPY] 現在の表示をファイルに保存するための "Hardcopy" ダイアログ
をオープンします。

[INFO] ステータスメッセージ、エラーメッセージ、警告メッセージを表示
します。

[HELP] コンテキスト依存ヘルプテキストを表示します。

5.1.2.2  オン／スタンバイ

[オン／スタンバイ] キーは、本器をスタンバイから動作状態に、またはその逆に
切り替えます。

[オン／スタンバイ] キーの上の LED は機器ステートを示します。 4.13,「起動ま
たは電源切断」 (30 ページ)を参照してください。

5.1.2.3  ファンクションキー

ファンクションキーは、 も一般的な信号発生器の設定と機能にアクセスするた
めに使用します。

各ファンクションキーの詳細な説明については、ユーザ・マニュアルを参照して
ください。

表 5-2: ファンクションキー

ファンクションキー 割り当てられている機能

[FREQ] 周波数入力をアクティブにします。1)

[LEVEL] レベル入力をアクティブにします。1)

[ダイアグラム] ブロック図を前面に移動します。アクティブなダイアログを
小化します。

[RF ON/OFF] RF 出力のオン／オフを切り替えます。2)

[MOD ON/OFF] 変調のオン／オフを切り替えます。2)

[USER] カスタマイズ可能な機能を備えたキーです。実行するアクショ
ンを定義できます。

機能の実行（ナビゲーションコントロール・エリア）

[ON/OFF TOGGLE] ● 強調表示したエレメントまたは機能ブロックのオン／オフを
切り替えます。

● 2 つ以上の設定（選択リストの項目など）間を切り替えます。
カーソルは、リストの 後に達すると、 初のエントリーに
再び戻ります。

フロントパネル
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1） 後にアクティブだった入力フィールドがアクティブになります。もう一度キ
ーを押すと、別の経路の入力フィールドがアクティブになります。

2）ステータスは、"ステータスバー"に表示されます。このキーにより、すべての
RF 信号／変調がオフになり、もう一度キーを押すと 後のアクティブステータス
が復元されます。

5.1.2.4  キーパッド

キーパッドは、対応する単位を含む英数字パラメータの入力に使用されます。以
下の表に示すキーが含まれます。

表 5-3: キーパッドのキー

キーの種類 説明

英数字キー 編集ダイアログボックスに数字や（特殊）文字を入力します。

小数点 小数点「.」をカーソル位置に挿入します。

符号キー 数値パラメータの正負符号を切り替えます。英数字パラメータ
の場合は、カーソル位置にマイナス符号「-」を挿入します。

単位キー

（G/n dBμV、M/μμV、k/m mV、
x1 dB（m））

入力した数値に選択した単位が付加され、入力を終了します。

dB 単位によるレベルの入力や単位のない数値の場合には、すべて
の単位の倍率は「1」になります。したがって、これらのキーは
[Enter]キーと同じ機能になります。

[INSERT] キー 挿入モードと上書きモードを切り替えます。

[ESC] キー 編集モード以外では、すべての種類のダイアログボックスを閉じ
ます。編集モードでは、編集モードを終了します。ダイアログボ
ックスに "Cancel" ボタンがある場合は、その機能を実行しま
す。

"Edit" ダイアログボックスでは、以下のように機能します。
● データの入力が始まっている場合は、元の値をそのまま有効

にし、ダイアログボックスを閉じます。
● データの入力が始まっていない、または完了している場合に

は、ダイアログボックスを閉じます。

フロントパネル
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キーの種類 説明

[バックスペース] キー 英数字の入力が始まっている場合は、カーソルの左の 1文字を削
除します。

[Enter] キー ロータリーノブを押した場合と同じ効力があります。

● 単位のない入力のエントリーを終了します。新しい値が確
定されます。

● それ以外の入力項目では、このキーをデフォルト単位キーの
代わりに使用できます。

● ダイアログボックスの中で、デフォルトのボタンまたはフォ
ーカスされているボタンを押します。

● 次のダイアログレベルを呼び出します。
● 開いている入力ウィンドウを確認して閉じます。

5.1.2.5  ナビゲーションコントロール

ナビゲーションコントロールには、ロータリーノブ、ナビゲーションキー、表示
キーがあります。これらのコントロールを使用して、ディスプレイ内やダイアロ
グボックス内をナビゲーション（移動）できます。

ロータリーノブ

ロータリーノブには、以下のような機能があります。

● 数値入力の際、本器のパラメータを指定されたステップ幅で増加（時計回り）
または減少（反時計回り）させます。

● 選択を、ブロック図内の機能ブロックなどに移動します。

● フォーカス領域（例えば、リスト）内で選択バーをシフトします。

● ロータリーノブを押すと、[Enter] キーのように動作します。

ナビゲーションキー

ナビゲーションキーをロータリーノブの代わりに使用して、ダイアログボックス、
ダイアグラム、テーブルの内部でナビゲーション（移動）できます。

フロントパネル
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表 5-4: ナビゲーションキー

キーの種類 説明

[戻る/下方向] キー [戻る] および [下方向] キーは以下を実行します。
● 数値入力のダイアログボックスでは、パラメータを増減しま

す。
● リストでは、項目間をスクロールします。
● テーブル（表）では、選択バーを垂直方向に移動します。
● 垂直スクロールバーを持つウィンドウまたはダイアログボ

ックスでは、スクロールバーを移動します。

[左/右] キー [左] および [右] キーは以下を実行します。
● 英数字変数ダイアログボックスでは、カーソルを移動しま

す。
● リストでは、項目間をスクロールします。
● テーブル（表）では、選択バーを水平方向に移動します。
● 水平スクロールバーを持つウィンドウまたはダイアログボ

ックスでは、スクロールバーを移動します。

表示キー

表示キーは、ディスプレイ上のさまざまなウィンドウを調整します。

表 5-5: 表示キー

表示キー 割り当てられている機能

[NEXT WINDOW] アクティブなダイアログを切り替えます。

[RESIZE WINDOW] アクティブなダイアログのサイズを調整して、ディスプレイ全体
の高さを使用するようにします。

[ESC] 編集モード以外では、すべての種類のダイアログボックスを閉じ
ます。編集モードでは、編集モードを終了します。ダイアログボ
ックスに "Cancel" ボタンがある場合は、その機能を実行しま
す。

"Edit" ダイアログボックスでは、以下のように機能します。
● データの入力が始まっている場合は、元の値をそのまま有効

にし、ダイアログボックスを閉じます。
● データの入力が始まっていない、または完了している場合に

は、ダイアログボックスを閉じます。

5.1.3  コネクタ

RF コネクタや I/Q コネクタなどのさまざまなインタフェースコネクタがフロン
トパネルにあります。

フロントパネル
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I/Q, I/Q Bar
アナログ変調用外部 I/Q 信号の入力用 BNC コネクタ。信号は、I/Q 変調器に直接
供給されます。

インストール済みの RF 経路ごとに、1ペアの I入力と Q入力を使用できます。

接続用のコネクタは、以下のように使用します。
● I/Q コネクタ：アナログ I/Q 信号の直接（シングルエンド）または正差動入力
● I/Q Bar コネクタ：アナログ I/Q 信号の負差動入力

方法：ユーザ・マニュアルの「How to Apply an External Digital Baseband
Signal」の章

USB
2 個のメス USB（ユニバーサル・シリアル・バス）タイプ A（ホスト USB）コネク
タがフロントパネルにあります。例えば、キーボード、マウス、USB メモリを接
続することができます。

さらに、USB タイプ A（ホスト USB）コネクタおよび USB タイプ B（USB デバイス）
をリアパネルで使用できます。

方法： 4.8,「USB デバイスの接続」 (25 ページ)。

SENSOR
R&S NRP センサ用のコネクタ。

オスコネクタを差し込んで、R&S SMW にパワー・センサを接続します。取り外すに

は、コネクタをスリーブで引っ張ります。ケーブルやコネクタの後部を引っ張る
だけではセンサを取り外すことはできません。

R&S SMW は、パワービュワーを含むさまざまな方法で R&S NRP パワー・センサを使

用する方法をサポートしています。

方法：ユーザ・マニュアルの「Using Power Sensors」の章

USER x
入力信号および出力信号を定義するための BNC 汎用コネクタ。

表 5-6 に、デフォルトの機器ステートで USER x コネクタに割り当てられている
信号を示します。

表 5-6: USER x コネクタのデフォルト設定

USER コネクタ 方向 デフォルトの割り当て信号

1 出力 Baseband A Marker 1

2 出力 Baseband A Marker 2

3 入力 Global Trigger 1

フロントパネル
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専用の LED インジケーターがコネクタステータスを示します。
● 緑色：入力コネクタ
● 黄色：出力コネクタ
● 点灯なし／灰色：コネクタはアクティブではない

ユーザ・マニュアルの「ローカル/グローバルコネクタ設定」の章も参照してくだ
さい。

RF A/RF B
経路 Aおよび経路 Bの RF 信号用出力。

コネクタタイプは、 大周波数 fmax に依存します。以下の表を参照してください。

表 5-7: 周波数オプションの RF コネクタタイプ

搭載されている RF 周波数
オプション

コネクタタイプ 周波数レンジ

RF A：R&S SMW-B1003/-
B1006/-B1007

RF B：R&S SMW-B2003/-
B2006/-B2007

N メス fmax ≤ 7.5 GHz

RF A：R&S SMW-B1012/-
B1020/-B1031/-B1040/-
B1040N

RF B：R&S SMW-B2020

PC 2.92 mm（メス）

測定器備え付けの交換可能な PC 2.92 mm テ
スト・ポート・アダプター。

fmax ≤ 40 GHz

RF A：R&S SMW-B1044/-
B1044N

PC 1.85 mm（メス）

測定器備え付けの PC 1.85 mm、交換可能なメ
ス/メス摩耗アダプター。

fmax ≤ 44 GHz

メモ： 繊細なコネクタを破損から保護するために、 大 44 GHz の 1.85 mm（オ

ス）コネクタには、保護用の 1.85 mm（メス）アダプターが付属します。

予備部品として購入可能なので、損傷した場合には交換することができます。詳
細については、Rohde & Schwarz サポートセンターに問い合わせるか、または

www.customersupport.rohdeschwarz.com をご覧ください。

方法： 4.9,「RF A/RF B への接続」 (26 ページ)。

5.2  リアパネル

このセクションでは、本器のリアパネルにあるコネクタの概要を説明します。コ
ネクタの技術データについては、データシートを参照してください。

リアパネル
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図 5-3: R&S SMW-B10 および R&S SMW-B13T（標準ベースバンド）を装備した機器のリアパネル外
観

1、2 = ラックで使用するコネクタ
3 = IEC 625/IEEE 488 コネクタ。「IEC 625/IEEE 488」 (44 ページ)を参照
4 = REF IN 1 GHz および REF OUT 1 GHz コネクタ（SMA）。「REF IN/REF OUT」 (44 ページ)

を参照
5 = REF IN/REF OUT コネクタ（BNC）
6 = INST TRIG x コネクタ（BNC）。「INST TRIG x」 (44 ページ)を参照
7 = USER x コネクタ（BNC）。「USER x」 (44 ページ)を参照
8 = EFC コネクタ（BNC）。「EFC」 (45 ページ)を参照
9 = LO IN/LO OUT コネクタ（SMA）。「LO IN/LO OUT」 (45 ページ)を参照
10 = HDD/SSD システムドライブ。「システムドライブ（HDD/SSD）」 (45 ページ)を参照
11、12 = Display Port、DVI コネクタ。「Display Port、DVI」 (45 ページ)を参照
13 = LAN コネクタ。「LAN」 (46 ページ)を参照
14 = USB/USB デバイスコネクタ。「USER x」 (44 ページ)を参照
15 = AC 電源コネクタと主電源スイッチ。「AC 電源コネクタとスイッチ」 (46 ページ)を参

照
16 = ボード識別（CODER、FADER、BBMM）
17 = T/M/C および T/M コネクタ（BNC）。「T/M/C」 (46 ページ)を参照
18a、b = デジタル I/Q コネクタ。「デジタル I/Q」 (47 ページ)を参照
19 = EXT x コネクタ（BNC）。「EXT x 1/2」 (47 ページ)を参照
20 = LF OUT x コネクタ（BNC）。「LF OUT x」 (48 ページ)を参照
21a、b = I/Q、I/Q Bar コネクタ（BNC）。「I/Q、I/Q Bar」 (48 ページ)を参照
22 = シリアル番号（6桁、文字列 1412.0000.02-<serial number>-<checksum>内）
23 = R&S SMW-B10、R&S SMW-B13T、R&S SMW-B14 のボード位置

搭載しているオプションが標準ベースバンドの場合と広帯域ベースバンドの場合
とでは、リアパネル外観がかなり異なります。図 5-4 に、リアパネルの詳細な外
観を示します。示されているのは、異なるボード部分のみです。

リアパネル
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図 5-4: R&S SMW-B9 および R&S SMW-B13XT（広帯域ベースバンド）を装備した機器の詳細なリア
パネル外観

1 = R&S SMW-B9、R&S SMW-B13XT、R&S SMW-B15 のボード位置

2 = ボード識別（CODER、BBMM、FADER）
3a、3b = デジタル I/Q コネクタ（FADER ボード上のコネクタは、将来の使用のために提供されて

います）。「デジタル I/Q」 (47 ページ)参照
4a、4b = HS DIG I/Q コネクタ（FADER ボード上のコネクタは、将来の使用のために提供されてい

ます）。「HS DIG I/Q」 (49 ページ)参照
5 = ADV DATA/CTRL コネクタ。「ADV DATA/CTRL」 (48 ページ)を参照
6 = T/M/C および T/M コネクタ（BNC）。「T/M/C」 (46 ページ)を参照
7 = ADV TRIG および ADV CLK コネクタ（BNC）。「ADV TRIG, ADV CLK」 (48 ページ)を参照
8 = EXT x コネクタ（BNC）。「EXT x 1/2」 (47 ページ)を参照
9 = I/Q、I/Q Bar コネクタ（BNC）。「I/Q、I/Q Bar」 (48 ページ)を参照

5.2.1  コネクタ

I/Q
リアパネル I/Q 入力コネクタ。19 インチラック内で使用する測定器に推奨され
ます。「I/Q, I/Q Bar」 (40 ページ)を参照してください。

方法：
●  4.4.2,「ラックへの R&S SMW の取り付け」 (21 ページ)

● ユーザ・マニュアルの「How to Apply an External Digital Baseband
Signal」の章

リアパネル
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RF A/RF B
第 1RF 経路（オプション R&S SMW-B81/-B83）用および第 2RF 経路（オプション

R&S SMW-B82/-B84）用のリアパネル RF 出力コネクタ。これらのオプションは、19

インチラック内で使用する測定器に推奨されます。

方法：
●  4.4.2,「ラックへの R&S SMW の取り付け」 (21 ページ)

●  4.9,「RF A/RF B への接続」 (26 ページ)

IEC 625/IEEE 488
本器のリモート制御用の汎用インタフェースバス（GPIB）インタフェース。この
インタフェースは、IEC 625、IEEE 488、SCPI 規格に準拠しています。

R&S SMW のリモート制御用の PC の接続には、このインタフェースを使用します。

接続のセットアップには、高品質のシールド付きケーブルを使用します。詳細に
ついては、「ケーブルの選択と電磁妨害（EMI）」 (22 ページ)を参照してくださ
い。

ユーザ・マニュアルの「Annex: Hardware Interfaces」 と「Network and Remote
Control」の章も参照してください。

REF IN/REF OUT
外部基準信号の入力／出力。

BNC コネクタ（1 MHz～100 MHz の基準信号用）。

SMA コネクタ（1 GHz の基準信号用）。

外部基準は両方の経路に使用されます。

方法： 4.11,「REF IN/REF OUT への接続」 (29 ページ)。

INST TRIG x
BNC コネクタ（外部トリガ信号の入力用）。信号によって掃引およびリストモード
が開始します。

ユーザ・マニュアルの「Signal Generation and Triggering in the Sweep and
List Modes」の章を参照してください。

USER x
入力信号および出力信号を定義するための BNC 汎用コネクタ。

表 5-8 に、デフォルトの機器ステートで USER x コネクタに割り当てられている
信号を示します。

リアパネル
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表 5-8: USER x コネクタのデフォルト設定

USER コネクタ 方向 デフォルトの割り当て信号

4 入力 Global Trigger 2

5 出力 Signal Valid A

6 未使用 なし

専用の LED インジケーターがコネクタステータスを示します。
● 緑色：入力コネクタ
● 黄色：出力コネクタ
● 点灯なし／灰色：コネクタはアクティブではない

ユーザ・マニュアルの「ローカル/グローバルコネクタ設定」の章も参照してくだ
さい。

EFC
内部基準周波数の電子調整のための EFC（外部周波数制御）信号入力用の BNC コ
ネクタ。

LO IN/LO OUT
オプション： R&S SMW-B90
位相コヒーレントな RF 信号の局部発振器入力／出力用 SMA コネクタ。
● LO IN：位相コヒーレント信号の入力
● LO OUT：位相コヒーレント信号の出力

方法： 4.10,「LO In/Out への接続」 (28 ページ)。

システムドライブ（HDD/SSD）
ハード・ディスク・ドライブ（HDD）またはソリッドステート・ドライブ（SSD）；
SSD にはオプション R&S SMW-B93 が必要です。

セキュリティー上の理由で、ハードディスクは特定の R&S SMW でしか使用できま

せん。ディスクを測定器から取り外すことはできますが、それを別の測定器で使
用することはできません。

ユーザ・マニュアルの「Removing the system drive from the R&S SMW」の章も

参照してください。

Display Port、DVI
将来使用するために提供されています。

リアパネル
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LAN
RJ-45 コネクタ（リモート制御、リモート操作、データ転送のための R&S SMW の
LAN への接続用）。

方法： 4.7,「LAN への接続」 (24 ページ)。

USB/USB デバイス
● 4 個のメス型 USB タイプ Aコネクタ（キーボード、マウス、USB メモリなどの

デバイスの接続用）、または R&S NRP-Z3/Z4 ケーブル（R&S NRP パワー・セン
サ用）

● メス型 USB デバイスコネクタ（USB タイプ B）、リモート制御など用。

方法： 4.8,「USB デバイスの接続」 (25 ページ)。

AC 電源コネクタとスイッチ
以下の作業を実行するための主電源スイッチ：
● 内部電源の電源への接続
● 電源からの内部電源の切断

方法： 4.6,「電源への接続」 (24 ページ)。

T/M/C
BNC 入力／出力／トリガ／マーカー／クロック汎用コネクタ。

コネクタの数は、搭載しているベースバンドオプションに依存します。
● 標準ベースバンド発生器（R&S SMW-B10）：

1ボード当たり、1個 T/M/C および 2個の T/M コネクタ。
● 広帯域ベースバンド発生器（R&S SMW-B9）：

1ボード当たり、1個 T/M/C および 1個の T/M コネクタ。

入力／出力信号は定義済みです。表 5-9 に、デフォルトの機器ステートでのロー
カルコネクタの設定を示します。

表 5-9: T/M/C コネクタのデフォルト設定（標準ベースバンド）

T/M/C コネクタ

（標準ベースバンド）

方向 デフォルトの割り当て信
号

注記

1、4 出力 クロック 特定のベースバンドのロ
ーカルクロック信号

2、5 入力 トリガ 特定のベースバンドのロ
ーカルトリガ信号

3、6 出力 マーカー 3 特定のベースバンドから
のマーカー出力信号

リアパネル
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表 5-10: T/M/C コネクタのデフォルト設定（広帯域ベースバンド）

T/M/C コネクタ 方向 デフォルトの割り当て信号

1 出力 シンボルクロック

2 入力 外部シリアルデータ

専用の LED インジケーターがコネクタステータスを示します。
● 緑色：入力コネクタ
● 黄色：出力コネクタ
● 点灯なし／灰色：コネクタはアクティブではない

ユーザ・マニュアルの以下の章も参照してください。
● 「Data, Clock and Control Signals and Sources in the Baseband」
● 「Local and Global Connectors」

デジタル I/Q

信号発生器、シグナル・アナライザ、R&S®IQW、R&S®CMW500 などの Rohde & Schwarz
測定器のデジタル I/Q 信号入出力用のコネクタ。

インタフェースには、表 5-11 に掲載されているオプションが必要です（詳細は
データシートを参照）。

表 5-11: デジタル I/Q インタフェースおよび必須オプションの概要

位置 種別 必須オプション

CODER ボード CODER 1/2 In R&S SMW-B10、標準ベースバンド発生器

R&S SMW-B9、広帯域ベースバンド発生器、"System
Config > Mode = Advanced" の場合

FADER ボード FADER 1/2/3/4
In/Out

R&S SMW-B14、フェージングシミュレータ

BBMM ボード BBMM 1/2 Out R&S SMW-B13/-B13T および

R&S SMW-K18、デジタルベースバンド出力

R&S SMW-B13XT および R&S SMW-K19、"System Config
> Mode = Advanced" の場合

専用の LED インジケーターがコネクタステータスを示します。
● 緑色：入力コネクタ
● 黄色：出力コネクタ
● 点灯なし／灰色：コネクタはアクティブではない

EXT x 1/2
外部アナログ変調信号用入力。

2つの入力のいずれも、経路 Aおよび経路 Bに使用できます。

リアパネル
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LF OUT x
オプション： R&S SMW-B13/-B13T
内蔵 LF 発生器信号用出力。

メモ： 内蔵 LF 発生器とアナログ I/Q 信号の出力は、同じ物理コネクタを使用し
ます。そのため、両方の信号を同時に出力できないことを考慮する必要がありま
す。

データシートおよびユーザ・マニュアルの「Analog Modulation」の章を参照して
ください。

I/Q、I/Q Bar
アナログ I/Q 信号の直接（シングルエンド）または正差動出力用の BNC コネクタ。

メモ： R&S SMW は、I出力コネクタに内蔵 LF 発生器の信号も割り当てています。

そのため、アナログ I/Q 信号と内蔵 LF 信号は同時に出力できないことを考慮する
必要があります。

接続用のコネクタは、以下のように使用します。
● I/Q コネクタ：アナログ I/Q 信号の直接（シングルエンド）または正差動出力
● I/Q Bar コネクタ：アナログ I/Q 信号の負差動出力

コネクタの数は、搭載しているベースバンドオプションに依存します。
● 標準ベースバンド（R&S SMW-B10、R&S SMW-B13T）

2 個のシングルエンドアナログ出力および 2個の差動出力。
差動信号の出力には、オプション R&S SMW-K16 が必要です。

● 広帯域ベースバンド（R&S SMW-B9、R&S SMW-B13XT）
2 個のシングルエンドアナログ出力または 1個の差動出力。差動信号とシン
グルエンド信号は、同時に出力できません。
差動信号の出力には、オプション R&S SMW-K17 が必要です。

方法：ユーザ・マニュアルの「How to Connect External Instruments and
Configure the Signal Flow」。

ADV DATA/CTRL
オプション： R&S SMW-B9/-B13XT および R&S SMW-K503/-K504
外部データと制御信号の交換用インタフェース。

ユーザ・マニュアル『R&S SMW-K501/-K502/-K503/-K504 Extended and Real-Time
Sequencing, Real-Time Control Interface』を参照してください。

ADV TRIG, ADV CLK
オプション： R&S SMW-B9/-B13XT
複数測定器のセットアップでの同期信号用入出力。

リアパネル
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ユーザ・マニュアルの「Multi-Instrument Setups」も参照してください。

HS DIG I/Q
オプション： R&S SMW-B9/-B13XT
Rohde & Schwarz 測定器などの高速デジタル I/Q 信号の入力／出力用コネクタ。

インタフェースには、表 5-12 に掲載されているオプションが必要です。

詳細については、データシートを参照してください。

表 5-12: HS DIG I/Q インタフェースおよび必須オプションの概要

インタフェースの位置 種別 必須オプション

CODER ボード CODER 1/2 In R&S SMW-B9、広帯域ベースバンド発生器

BBMM ボード BBMM 1/2 Out R&S SMW-B13XT、広帯域ベースバンド・メイン・モジ
ュール

R&S SMW-K19（デジタル信号の出力用）

インタフェースは QSFP+（Quad Small Form-factor Pluggable）モジュールです。
光アクティブケーブルにより、50 G サンプル／秒の 大帯域幅をサポートしま
す。

方法： 4.12,「HS DIG I/Q への接続」 (29 ページ)。

リアパネル
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6  基本的な操作
この章では、R&S SMW の主要な機能と設定について順を追って説明します。すべて

の機能の説明と使用方法については、R&S SMW ユーザ・マニュアルを参照してくだ

さい。本器の基本的なオペレーションについては、 8,「機器制御」 (101 ページ)
で説明します。

本章に記載されている作業をステップごとに実行することができます。または内
蔵チュートリアルを実行することもできます。以下を参照してください。

● 「チュートリアルを対話型ステップバイステップモードで開始する方法」
(115 ページ)

前提条件

● 本器がセットアップされ、電源への接続、起動が、 4,「使用準備」 (19 ページ)
の手順で行われていること。

● 説明中のベースユニットという用語は、オプション R&S SMW-B10、R&S SMW-
B13、R&S SMW-B1003 を搭載した R&S SMW を表しています。

測定器に付属しているすべてのオプションおよびライセンスを確認するには、ユ
ーザ・マニュアルの「Requesting Instrument Configuration and
Specifications」を参照してください。

ここで 初に説明する信号発生作業では、内部のベースバンド信号と基準信号を
使用します。別途、信号源を用意する必要はありません。ただし、より複雑な信
号を発生させる作業では、追加オプションを搭載した測定器や外部信号が必要に
なります。各作業の概要に、前提条件が記載されています。

概要のスクリーンショットに示されているのは、フル装備の測定器です。所
有の測定器に表示されるブロック図は、例で使用されているものと異なる可
能性があることを考慮する必要があります。

本器は、タッチスクリーンで手動で操作されます。以下の操作を紹介します。

● 非変調搬送波の発生................................................. 52
● デジタル変調信号の発生............................................. 55
● 外部信号による測定器のトリガ....................................... 57
● マーカー信号のオンおよび設定....................................... 64
● ベースバンド信号の出力へのルーティング............................. 65
● 発生信号の確認..................................................... 70
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● 設定の保存と呼出し................................................. 74
● EUTRA/LTE 信号の発生............................................... 77
● MIMO 設定の実現.................................................... 80

6.1  非変調搬送波の発生

簡単な非変調信号の発生から開始します。この例の R&S SMW には、 小構成のベ

ースユニットを使用できます。

1. R&S SMW のフロントパネルで、[PRESET] キーを押して、定義済みの機器設定で

開始します。

2. 周波数を設定します。

a) "Status Bar" で、"A Freq" フィールドをタップします。
b) オンスクリーン・キーパッドで、1.955 を入力し、"GHz" キーを押します。

オンスクリーン・キーパッドが閉じ、周波数値が表示されます。

3. "Status Bar" で、"Lev" フィールドをタップし、同様にレベルを入力します。

非変調搬送波の発生
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4. "Block Diagram > RF A Block > On" を選択して、発生させる非変調信号の出
力をオンにします。

図 6-1: ブロック図：非変調信号の発生

ヒント： 測定器機能にアクセスする別の方法：. 同じ作業を実施するために、
ブロック図の別のホットスポットを使用することができます。本機能は、"RF"
ブロックまたは機能フロント・パネル・キーの中にあります。
以下の操作を紹介します。
● "Status Bar" およびブロック図で、下線付きのラベル、 、 、 をタ

ップします。
または：

● "Block Diagram > RF A" ブロックを選択して、コンテキストメニューを移
動して、"Frequency" および "Level" ダイアログにある設定を使用しま
す。

非変調搬送波の発生
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信号発生をオンにするには、"RF On" をオンにします。
または：

● フロントパネルにある [FREQ]、[LEVEL]、[RF ON/OFF] キーを使用します。

 8,「機器制御」 (101 ページ)も参照してください。

1.95 GHz 信号が、R&S SMW のフロントパネルの RF A コネクタで出力されます。

R&S SMW の RF A をシグナル・アナライザ（例えば、R&S®FSW）に接続し、発

生した信号を表示します。

図 6-2: 簡素化されたテストセットアップ

シグナル・アナライザの必要な設定については、ユーザ・マニュアルまたは
オンラインヘルプを参照してください。

非変調搬送波の発生
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6.2  デジタル変調信号の発生

こちらの例では、"カスタムデジタル変調"機能を使用して、単純な WCDMA-3GPP
（QPSK 45°オフセット）を発生させる方法を示します。この例における R&S SMW
の 小要件は、ベースユニットです。

初期の状態は、測定器のプリセット状態ではなく、 6.1,「非変調搬送波の発生」
(52 ページ)に記述されている設定です。

1. ブロック図で、"Baseband A" を選択して、"Misc > Custom Digital Mod..."
セクションに移動します。

"Custom Digital Modulation" ダイアログが開きます。

2. "Custom Digital Modulation" ダイアログで、"General > Set acc to
standard > WCDMA-3GPP" を選択します。

3. "General > State > On" を選択して、信号発生をオンにします。

デジタル変調信号の発生
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4. "Modulation" タブを選択し、使用されている "Modulation Type" を表示させ
ます。

図 6-3: 使用されている変調方式の表示

測定器では自動的に "I/Q Mod A" がアクティブになっており、内部トリガと
クロック信号が使用され、QPSK 45°オフセット変調により変調されている
WCDMA-3GPP 信号が発生します。

デジタル変調信号の発生
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図 6-4: ブロック図：デジタル変調信号の発生

6.3  外部信号による測定器のトリガ

R&S SMW をスタンドアロン測定器として使用することは希なので、例の設定は理論

上のものです。通常、測定器は被試験デバイス（DUT）または別の測定機器に接続
されます。一般的に、テストセットアップに 2つ以上のデバイスが必要な場合に
は、必ず共通の基準周波数を供給します。一部のテストセットアップには、信号
発生の開始や正確な発生開始時間の制御が必要になります。例えば、内部的に、
または DUT から外部的に測定器をトリガすると、定義済みのトリガイベントによ
り信号発生が開始されます。

この例では、外部トリガの一般的な原理を示し、必要なトリガ信号とコネクタの
設定を構成することで、 6.2,「デジタル変調信号の発生」 (55 ページ)で実行し
た設定を拡張します。

外部信号による測定器のトリガ
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この例では、グローバル USER コネクタを使用します。別途、同じ設定をロ
ーカル T/M/C コネクタでも実現できます。

このテストセットアップには、追加機器として R&S®FSW のような 1台のシグナ
ル・アナライザが必要になります。

外部グローバルトリガ信号に同期して、Baseband A で信号発生を開始する手順

設定には、以下の目的を伴う 3つの主要な手順が必要です。

1. 現在のコネクタ設定を確認し、外部グローバルトリガ信号用の入力コネクタを
定義する。
「現在のコネクタ設定を確認する」 (58 ページ)を参照してください。

2. 外部グローバルトリガ信号をトリガソースとして使用するように、Baseband A
を設定する。
「トリガ設定を再設定する手順」 (61 ページ)を参照してください。

3. 測定器と外部トリガソースを接続する。
「測定器と外部トリガソースを接続する手順」 (62 ページ)を参照してくだ
さい。

現在のコネクタ設定を確認する

R&S SMW は、汎用双方向ローカル T/M/C コネクタとグローバル USER コネクタを備

えています。信号方向、入力または出力、信号マッピングは設定可能なので、配
線および測定器の追加設定を行う前に、現在の設定を確認することを推奨します。

1. コネクタに対する論理信号の現在のマッピングの概要を表示するには、以下の
いずれかを実行します。

● ブロック図で、"Baseband" ブロックの左側にある Trigger/Marker/Clock
ステータス LED を選択する。

● "Baseband > Trigger Marker Clock" を選択する。

外部信号による測定器のトリガ
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測定器は、自身の内部トリガとクロック信号、さらにマーカー信号とコネクタ
のデフォルトマッピングを使用します。

2. 関連するコネクタ設定にアクセスするには、以下のいずれかを実行します。

● "Global Connector Settings" を選択する。
● コネクタ名をタップする。例えば、"User 1, T/M 2" コネクタを選択する。

外部信号による測定器のトリガ
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図 6-5: グローバルコネクタに対する信号マッピング

"Global Connectors" ダイアログに、現在のコネクタ設定が表示されます。設
定は変更可能ですが、この例ではデフォルトマッピングを使用します。

3. 別途、次の手順も使用できます。"Block Diagram > Baseband > Misc >
Custom Digital Mod" を選択し、"> Trigger In" タブを選択して、"Local
Connector Settings" または "Global Connector Settings" を選択する。

現在のマッピングでは、フロントパネルの 3つの USER x グローバルコネクタ
は、次のように設定されています。
● "Marker 1/2" は、USER 1/2 コネクタでの出力。
● USER 3 コネクタは、"Global Trigger 1" 信号用の入力。

R&S SMW のフロントパネルを確認します。USER 1/2 LED は黄色、USER 3 LED は

緑色です。

各コネクタの物理的な位置の確認

内蔵の "Trigger Marker Clock > 表示 " 機能を使用すると、選択されたコ
ネクタの位置が表示されます。フロント／リアパネル上の点滅 LED も、選択
されているコネクタを示します。

外部信号による測定器のトリガ
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トリガ設定を再設定する手順

測定器が 6.2,「デジタル変調信号の発生」 (55 ページ)の記述どおりに設定され
ていること、デフォルトのコネクタマッピングが維持されていることを前提とし
ます（図 6-5 を参照）。

1. ブロック図で、"Baseband > Misc > Custom Digital Mod > Trigger In" を選
択します。

2. 次の設定を選択します。

a) "Mode > Armed Auto"
b) "Source > External Global Trigger 1".

測定器は、外部グローバル・トリガ・イベントを待ちます。現在の設定では
（図 6-5 を参照）、"Global Trigger 1" 信号を USER 3 入力コネクタに供給す
る必要があります。
ブロック図の Trigger/Marker/Clock ステータス LED により、外部トリガ信号
が選択されていることを確認できます。ただし、信号発生は停止しています。

外部信号による測定器のトリガ
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測定器と外部トリガソースを接続する手順

1. 適切なケーブルを使用して、外部トリガソースを R&S SMW の USER 3 コネクタ

に接続します（図 6-6 参照）。

RF 
INPUT

REF OUT
(Rear Panel)

REF IN

RF A

Reference

Signal

INPUT
TRIGGER

Global Trigger 1 External Trigger Source

USER 3

図 6-6: テストセットアップの簡易図**

** = 図には、一般的な理論としての配線が示されています。本テストセットアップには、同
時にすべての接続は必要ありません。

外部信号による測定器のトリガ
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図 6-6 にはコネクタの位置が示されており、理論としての接続が説明されて
います。実際には、「代用」アナライザが基地局（BS）などの DUT に置き換わ
ります。例以外に、DUT が基準信号用のソースになる場合があります。外部ト
リガソースの代わりに、DUT が例えばフレームトリガ信号などを R&S SMW に送

出する場合があります。この場合も、R&S SMW は信号源として動作します。

2. 適切なケーブルを使用して、R&S SMW の RF A/B および REF OUT コネクタをシグ

ナル・アナライザまたは DUT に接続します。

外部トリガ信号を受信すると、R&S SMW は信号発生を開始し、それ以降は連続

信号を発生します。"Arm"により、信号発生は停止します。次のトリガイベン
トにより、信号発生が再び開始します。

このトピックの詳細については、次を参照してください。

● ユーザ・マニュアルの「Baseband Trigger Signals」の章

● ユーザ・マニュアルの「Local and Global Connectors」の章

外部信号による測定器のトリガ
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6.4  マーカー信号のオンおよび設定

多くの場合、テストセットアップでは外部デバイスを発生データストリームに同
期させる必要があります。この目的のために、R&S SMW はマーカー信号（マーカ

ー）を発生信号に対して出力することができます。R&S SMW は、複数の通常マーカ

ー信号とファームウェアオプション固有のマーカー信号を出力できます。例えば
適切なマーカー設定により、スロットやフレームの境界をマークしたり、特定の
変調シンボルの開始をマークしたりできます。

この例では、 6.2,「デジタル変調信号の発生」 (55 ページ)で実行した設定をさ
らに拡張します。デフォルトのコネクタマッピングを前提とします（図 6-5 参
照）。

この例では、グローバル USER コネクタを使用します。別途、同じ設定をロ
ーカル T/M/C コネクタでも実現できます。

このテストセットアップには、追加機器として R&S®RTO のような 1台のオシロス
コープが必要になります。

1. ブロック図で、"Block Diagram > Baseband > Misc > Custom Digital Mod >
Marker" タブを選択します。

2. "Marker Mode > Marker 1 > Pulse" と "Divider = 32" を選択します。

マーカー周波数が 120 kHz の周期マーカーが発生します。信号は、R&S SMW の
USER 1 での出力になります（図 6-5 参照）。

3. 適切なケーブルを使用して、R&S SMW の USER 1 コネクタをモニタリング測定

器、例えば R&S®RTO などのオシロスコープに接続します（図 6-7 参照）。

マーカー信号のオンおよび設定
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USER 1 I OUT
(Rear Panel)

Marker 1
Signal

図 6-7: 信号モニタリング用テストセットアップの簡易図**

** = 図には、一般的な理論としての配線が示されています。

4. 適切なケーブルを使用して、R&S SMW の I OUT コネクタをモニタリング測定器

に接続します。

このトピックの詳細については、ユーザ・マニュアルの「Regular Marker
Output Signals」の章を参照してください。

6.5  ベースバンド信号の出力へのルーティング

この章では、測定器のデフォルト状態（標準システム構成モード）で信号をルー
ティングする機能に焦点を当てます。R&S SMW は、"I/Q Stream Mapper" 機能によ

り、各発生 I/Q 信号（ストリーム）を使用可能な任意の出力コネクタにルーティ
ングおよび分配することができます。

以下の例では、R&S SMW を使用して 2つのベースバンド信号を発生させ、ベースバ

ンド周波数シフトの適用、信号の重み付けと追加を行います。その後、発生スト
リームをルーティングして、出力コネクタを定義します。初期状態は、 6.3,「外
部信号による測定器のトリガ」 (57 ページ)に記述されている設定です。

この例における測定器の 小要件は、オプション R&S SMW-B10×2、R&S SMW-B13T、
R&S SMW-B1003/-B2003 を搭載した R&S SMW です。

構成済みベースバンド信号を設定する手順

1. 初のベースバンドで、 6.2,「デジタル変調信号の発生」 (55 ページ)に記
述されているとおりに WCDMA-3GPP 信号を発生する。

ベースバンド信号の出力へのルーティング
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2. "Baseband B" ブロックから第 1信号経路に信号をルーティングするには、以
下のいずれかの方法を使用します。

● ブロック図で、"Baseband B" を選択して、それを第 1経路（測定器の搭載
オプションにより、"Fading A" ブロックまたは "AWGN A" ブロック）にド
ラッグ・アンド・ドロップします。

"Fading B" ブロックを選択して、それを "Baseband B" ブロックにドラッ
グ・アンド・ドロップします。

● ブロック図で、"Baseband B" ブロックを選択して、コンテキストメニュー
で移動して、"Signal Routing > route to path A" を選択します。

ブロック図にルーティングが表示されます。

ベースバンド信号の出力へのルーティング
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3. ブロック図で、"Baseband B > Misc > Custom Digital Mod..." を選択して、
"Set acc. to standard > 3GPP FDD" を選択し、"Custom Digital Modulation

> State > On" をオンにします。

4. 信号に周波数オフセットとパワーオフセットを適用するために、"Baseband B
> Baseband Offsets" を選択します。

a) "Baseband A > Frequency Offset > 5 MHz" を入力します。

ベースバンド信号の出力へのルーティング
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b) "Baseband B > Frequency Offset > -5 MHz" を入力します。
c) "Baseband B > Path Gain > -30 dB" を入力します。
d) "Baseband Offsets" ダイアログを閉じます。

ブロック図の 記号と 記号により、両経路への信号追加には周波数オフセッ
トの重み付けがあること、経路 Bへの信号追加には経路利得の重み付けがある
ことがわかります。

図 6-8: ブロック図：構成済み信号の発生（ストリーム A）

両方のベースバンドで同時の信号発生を実現するために、R&S SMW は使用可能

なベースバンドのトリガ設定を結合します。"Baseband A" で有効なトリガ設
定が、自動的に "Baseband B" にも適用されます。
記号によって、共通のトリガ設定が適用されていることがわかります。

ベースバンド信号の出力へのルーティング
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I/Q ストリームをマッピングして、出力コネクタを定義する手順

ストリームという用語は、"I/Q Stream Mapper" の入力から測定器の出力コネク
タに至るまでの信号を指します。

1. ブロック図で、"I/Q Stream Mapper" を選択します。

"System Configuration > I/Q Stream Mapper" ダイアログに、現在（デフォ
ルト）の出力コネクタに対する I/Q ストリームの分配およびマッピングがマッ
ピングマトリクスとして表示されます。

ストリーム Aは、次の使用できるすべての出力コネクタにルーティングされま
す。アナログ RF A、I/Q（"I/Q OUT 1"）コネクタ、デジタル I/Q 出力コネク
タデジタル I/Q（"BBMM1"）。

2. マッピングを再設定するには、マトリクス入力をタップし、例えば、BBMM 1
インタフェース上のストリーム Aをオフにします。

"I/Q Stream Mapper" により、ストリームをルーティングします。ただし、必
ずしも出力がアクティブになるとは限りません。

ヒント： 入力／出力インタフェースの設定にアクセスするには、.  
概要を見やすくするために、ブロック図で入力／出力インタフェースに関連す
るブロックを折りたたむことができます。

ブロック図に "I/Q Analog" ブロックが表示されない場合は、該当するコネク
タアイコン（例："I/Q Out 1/2"）をタップしてその設定を折りたたんでくだ
さい。

ベースバンド信号の出力へのルーティング
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発生した構成済み信号（ストリーム A）はアナログ "RF A" コネクタでの出力
になり、"I/Q Out 1" コネクタにルーティングされます。ブロック図により、
このルーティングを確認できます。出力コネクタ記号の隣に"A"という文字が
表示されます。
ただし、I/Q コネクタが無効であることを考慮する必要があります。

すべてのルーティング機能を詳細に学習したい場合は、ユーザ・マニュアル
の「Signal Routing and System Configuration」の章を参照してください。

6.6  発生信号の確認

多くの場合、測定器の出力をオンにする前に設定信号のスペクトラムを確認する
ことが有用になります。

R&S SMW は、グラフィカル信号表示で発生信号を表示する機能を内蔵しています。

この機能を紹介するために、信号処理チェーンのある特定ポイントでの特性を示
します。実際には、さまざまなステージの信号特性を表示することができます。

この例では、グラフィカル表示を使用して、発生信号を確認する方法を示します。
使用する信号は、 6.5,「ベースバンド信号の出力へのルーティング」 (65 ページ)
で発生させたものです。

発生信号の確認
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グラフィカル信号表示機能意を利用する手順

► 次のいずれかを実行します。

a) "Taskbar > System Configuration > Graphics" を選択します。

b) "タスクバー"上で、波アイコンをタップします。

"Graphics Configuration" ダイアログが開きます。

加算信号を可視化する

1. "Graphics Configuration" ダイアログで、"Mode > Power Spectrum" を選択
します。

2. "Source > A Stream" を選択します。

3. "Add" を選択して、信号表示をオンにします。

発生信号の確認
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アクティブな図を示す新しいサムネイル（ 小化表示）が"タスクバー"に表示
されます。

4. サムネイルグラフィックを押します。

グラフィックが拡大され、図が通常のサイズで表示されます。

発生信号の確認
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"Power Spectrum" に 2 つの信号が表示されます。両方の 3GPP FDD 信号に周
波数シフトがあり、右側の信号には減衰もあります。

5. さらに情報を読み取るために、スペクトラムを拡大して、"Show Marker" を選
択し、2つの信号間の距離を測定します。
原則として、ズーム機能は、2本指でピンチングして携帯電話上の画像を拡大
するのと同様に動作します。

6. "Power Spectrum" ダイアログで、"Configure" を選択して "Graphics
Configuration" ダイアログに戻ります。
"Graphics Configuration" ダイアログを閉じます。

この操作は、設定済みのグラフィックには影響しませんが、ダイアログ自体に
は影響を及ぼします。

ブロック図に現在の信号ルーティングが表示されます。周波数オフセットと
パワーオフセットが有効になっていることが示され、"タスクバー"で 小化さ
れているリアルタイム図の収集ポイントが表示されます。

発生信号の確認
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6.7  設定の保存と呼出し

後で測定結果を復元するため、機器設定をファイルに保存します。

測定器設定をファイルに保存する手順

テスト設定は、 6.5,「ベースバンド信号の出力へのルーティング」 (65 ページ)
の説明に従っているものとします。

1. フロントパネルにある [SAVE/RCL] キーを押します。

2. "Save/Recall" ダイアログボックスで、"Operation Mode > Save" を選択しま
す。
"Filename" をタップし、オンスクリーンキーボードを使用して、MyTestSignal
と入力します。

設定の保存と呼出し
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3. "Save" ボタンをタップします。

MyTestSignal.savrcltxtファイルがデフォルトの/var/userディレク

トリーに保存されます。

保存した機器設定の読み込み

設定ファイルを使用して、いつでも設定を本器に復元できます。

1. [PRESET]ボタンを押して、デフォルトの機器設定を復元します。これにより、
保存されたユーザー設定が復元されたことを確認できます。

2. [SAVE/RCL] キーを押します。

3. "Save/Recall" ダイアログで、"Recall" 操作を選択します。

4. MyTestSignalファイルを保存したディレクトリーに移動して、ファイルを

選択します。

設定の保存と呼出し
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5. "Recall" ボタンをタップします。

本機の設定がすべて復元され、ディスプレイは図 6-8 のようになります。こ
れは、設定がセーブされる直前の本機のディスプレイ表示です。

プリセット値と異なる値を持つパラメータをすべて表示する方法

本器にファイルを読み込んだときに、変更された設定に関する十分な情報が
ない場合があります。こうした場合、デフォルト状態から変更されたパラメ
ータをすべて視覚化すると便利です。

以下の操作を紹介します。

● ブロック図で空白スペースをタップおよびホールドして、コンテキストメニュ
ーにアクセスします。

● "Mark all parameters changed from preset" を選択します。

● 変更されたすべてのパラメータが強調表示されます。

設定の保存と呼出し
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6.8  EUTRA/LTE 信号の発生

R&S SMW の主要なアプリケーション分野は、W-CDMA、EUTRA/LTE、無線 LAN などの

さまざまな電気通信規格や無線規格に関連するデジタル信号の発生です。この例
では、デジタル規格 EUTRA/LTE を使用して、測定器を利用して操作する方法を紹
介し、追加オプションにより提供される利点を体験します。

この例における R&S SMW の 小要件は、追加オプション R&S SMW-K55 EUTRA/LTE を
搭載したベースユニットです。

ダウンリンクテスト信号を発生する手順

以下の例の主眼は、R&S SMW の機能や、ファームウェアオプションが提供している

機能ではありません。この例の目的は、デジタル規格に共通した設定および構成
の原則に慣れていただくことです。

EUTRA/LTE 信号の発生
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内蔵されている EUTRA テストモデル（E-TM）の 1つを使用して、簡単な選択によ
りテスト信号を発生する方法を紹介します。

1. R&S SMW のフロントパネルで、[PRESET] キーを押して、定義済みの機器設定で

開始します。

2. ブロック図で、"Baseband > Beyond 3G Standards > EUTRA/LTE" を選択しま
す。

EUTRA/LTE ダイアログが表示され、デジタル規格向けに提供されている一般的
な設定が表示されます。

すべてのデジタル規格のユーザーインタフェースと同様に、"EUTRA/LTE" ダイ
アログは、複数タブに分割されています。"General" タブには、規格の主要設
定と、設定を保存／復元するための機能があります。さらに、"Filter" 設定
などの別の機能を利用することができます。"Trigger In" タブ、"Marker" タ
ブ、"Clock" タブには、該当する機能に関連する設定があります。

デジタル規格自体が複雑になるほど、ダイアログとタブの構造が包括的になり
ます。ただし、各デジタル規格の開始ダイアログは、"General"、"Trigger
In"、"Marker"、"Clock" のタブを含む繰り返しダイアログ構造に従います
（ 8.3.4,「追加の表示属性」 (108 ページ)も参照してください）。

ヒント： 大の高さでダイアログを表示するには、フロントパネルの[RESIZE
WINDOW]キーを押します。

3. "EUTRA/LTE General" タブで、"Test Models" を選択します。

このテストモデルは、さまざまな EUTRA テストモデル（E-TM）の中の 1つに
従って、簡単な選択および設定調整を行うための機能です。

標準の "File Select" 機能により、定義済みの設定が含まれるフォームファ
イルを選択することができます。

EUTRA/LTE 信号の発生
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ヒント： フロントパネルの[HELP]キーを押すと、現在の設定および定義済み
ファイルの内容に関する詳細な情報を確認できます。

4. ファイル、例えば E-TM1_1__10MHz（10 MHz チャネル帯域幅の E-TM1.1 テス

トモデル）に移動して、"Select" により確認します。

ダイアログが自動的に閉じます。選択したファイルの名前をユーザーインタ
フェースで確認します。

5. "EUTRA/LTE General" タブで、"State > On" を選択します。

ダイアログを閉じます。

6. "Status Bar" 上で、"Freq" フィールドと "Lev" フィールドをタップし、新
しい値、例えば 2.143 GHz と－20 dBm を入力します。

EUTRA/LTE 信号の発生
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"RF A > On" を選択します。

測定器が、選択されたチャネル帯域幅、周波数、レベルで、EUTRA/LTE テスト
信号を発生します。

以上の初めての手順により、提供されている機能の印象がわかります。

すべての機能の包括的な説明については、ユーザ・マニュアル 「EUTRA/LTE
Digital Standard for R&S SMW200A」を参照してください。

6.9  MIMO 設定の実現

R&S SMW は、汎用的な MIMO 設定をサポートしていて、使いやすい機能により、MIMO

テストセットアップの定義および信号ルーティングと、複数測定器を使用する場
合の設定を簡素化しています。複雑なルーティングシナリオのために、"System
Configuration" 機能は、 初の中心的な設定ポイントです。1つのダイアログ内
で、 大 8つの Tx および Rx アンテナ、または 大 2つのスタンドアロン 2x2

MIMO 設定の実現
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MIMO システムを使用した複雑な設定を構成できます（例：8x2 MIMO、または 2x2
MIMO による LTE-A キャリアアグリゲーション）。

この例では、すべての "System Configuration" 機能はカバーしていませんが、
トピックに関する考察を提供します。例では、2x2 MIMO 構成で EUTRA/LTE 信号を
発生するために、結合ベースバンド信号源を使用する方法と、適切なフェージン
グおよびベースバンドを設定する方法を示します。

"System Configuration" 機能が提供するすべての機能を詳細に学習したい
場合は、ユーザ・マニュアルの「Signal Routing and System
Configuration」の章を参照してください。

この例で使用する測定器は、2つの信号経路を備えた R&S SMW です。

● 2 つの標準ベースバンド発生器 R&S SMW-B10 オプションと 1つの R&S SMW-B13T
オプション

● 2 つのフェージングシミュレータ R&S SMW-B14 オプションと 1つのフェージン

グ MIMOR&S SMW-K74 オプション

● 周波数オプション（例：R&S SMW-B1003/-B2003）
● 2 つの R&S SMW-K55 EUTRA/LTE オプション

"System Configuration" 機能にアクセスする手順

1. 次のいずれかを実行します。

a) "タスクバー"上で、"System Config > System Configuration" を選択しま
す。

MIMO 設定の実現
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b) ブロック図で、"Fading > MIMO > System Configuration" を選択します。

c) ブロック図で、"I/Q Stream Mapper" を選択し、"Fading/Baseband
Configuration" タブを選択します。

"System Configuration > Fading/Baseband Configuration" ダイアログに、
現在の信号ルーティングが表示されます。測定器は、デフォルトの
"Standard" モードで動作します。

図 6-9: デフォルトのスタンダードモードのシステム設定

MIMO 設定の実現
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1 = スタンダードモードまたはアドバンスドモード；アドバンスドモードは複雑な LxMxN
MIMO シナリオの設定に必要です。

2 = 簡易プレビュー図に特定の設定に共通したアプリケーションに関する説明が付記されま
す。

2. "System Configuration > I/Q Stream Mapper" を開いて、出力コネクタに対
する I/Q ストリームの現在の分配とマッピングの概要を表示します（「I/Q ス
トリームをマッピングして、出力コネクタを定義する手順」 (69 ページ)も参
照してください）。

3. "System Configuration > External RF and I/Q Instruments" を開いて、現
在のセットアップに関する情報を表示します。

タブには、コネクタの構成、測定器への接続の確立、それらの測定器の制御な
ど、接続されている測定器の設定を簡素化するための追加設定があります。
このテストセットアップでは、別の測定器は接続されていません。

2x2 MIMO 設定（1x2x2 "Fading and Baseband Configuration"）を実現する手順

1. "System Configuration > Fading/Baseband Configuration" ダイアログで、
"Mode > Advanced" を選択して、次の設定を有効にします。

a) "Entities (Users, Cells) > 1"、"Basebands (Tx Antennas) > 2"、
"Streams (Rx Antennas) > 2"

b) "BB Source Config > Coupled Sources" を選択します。
c) プレビュー図に表示された信号ルーティングを確認します。想定されてい

る信号ルーティングに一致しているでしょうか？
d) "Apply" を選択して、設定を確認します。

図 6-10: アドバンスドモードのシステム設定（1x2x2 構成）

MIMO 設定の実現
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1 = アドバンスドモード：複雑な LxMxN MIMO シナリオの設定に必要
2 = 現在の信号ルーティング：2x2 MIMO 構成
3 = 個別および結合ベースバンド信号源
4 = 特定の設定の簡易プレビュー図

2. "I/Q Stream Mapper" の設定など、他のすべての設定はデフォルト値のままに
して、"System Configuration" ダイアログを閉じます。

ブロック図に選択された設定が表示されます。

2x2 MIMO シナリオで EUTRA/LTE 信号を発生する手順

1. ブロック図で、"Baseband > EUTRA/LTE" を選択し、"State > On" を選択し
て、ダイアログを閉じます。

結合ベースバンド信号源モードでは、R&S SMW は、ベースバンド信号設定を引

き継ぎます。測定器は、ベースバンドに対する送信アンテナのマッピングのよ
うなベースバンド設定を自動的に調整します。

2. ブロック図で、"Fading > On" を選択します。

デフォルトの "Standard Delay" フェージングプロファイルが適用されます。

3. "Status Bar" で、両方の経路に同じ周波数とレベルを設定します。

a) "A Freq = B Freq = 2.143 GHz"
b) "Lev (A) = Lev (B) = -20 dBm"

MIMO 設定の実現
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4. ブロック図で、"RF A > On" と "RF B > On" を選択します。

スケジュールされたデータなしでも、R&S SMW は、10 MHz チャネル帯域幅の実

際の EUTRA/LTE ダウンリンク信号を発生します。

スケジュールされたデータを発生するには別の設定が必要になりますが、そ
の設定は本説明では扱いません。

詳細については、ユーザ・マニュアル 「EUTRA/LTE Digital Standard for
R&S SMW」を参照してください。

MIMO 設定の実現
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7  システムの概要
この章は、R&S SMW を知るために役立ちます。可能性があるアプリケーション分野

のサンプルを用いて、測定器の一般的なコンセプトを紹介します。信号発生フロ
ーの主要ブロックも紹介します。

R&S SMW の使用および操作の詳細については、 8,「機器制御」 (101 ページ)を

参照してください。

7.1  測定器のコンセプトの概要

R&S SMW は、 大 2台の独立した信号発生器を 1台の測定器に統合していて、ユニ

バーサルな RF/ベースバンド特性を実現しています。本測定器はモジュール型の
設計なので、さまざまなアプリケーションの要件に 適に適用できます。両方の
RF 経路に、上限周波数が異なる周波数オプションの中の 1つを搭載できます。
R&S SMW のベースバンドセクションは完全にデジタルです。I/Q 信号をリアルタ

イムに発生および処理したり、任意波形発生器で信号を作成するためのハードウ
ェアが含まれています。

7.1.1  信号フローの概要

R&S SMW は大型のタッチスクリーンを備えており、それにブロック図が表示されま

す。ブロック図には、信号フローと、信号発生が通過する一般的なステージが示
されます。R&S SMW が搭載しているオプションにより、ブロック図の外観は変わり

ます。

以下の例は、すべてのケースをカバーしているわけではありませんが、ブロック
図にどのように搭載オプションが表示されるのかを紹介する目的で示していま
す。

● 1 つの信号経路を備えたベースユニットの例（R&S SMW-B10、R&S SMW-B13、
R&S SMW-B1003）

測定器のコンセプトの概要
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● 完全装備（標準ベースバンド）測定器の 2つの例
1つ目の例は、デフォルトの機器ステートを、2つ目の例は、より抽象的な表
現によって高度な設定を示しています。

– この「クラシックな」表現では、必要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適合しているすべてのブロックが、ブロック図に
表示されます。ブロック図には、信号フローがそのまま示されています。

図 7-1: 2 経路のフル装備測定器のブロック図（デフォルト）

測定器のコンセプトの概要
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– 結合ベースバンド信号源を使用している 4x4 MIMO シナリオを表示するブ
ロック図は、さらに抽象的な表現です。信号発生の各ステージは、ここで
も機能ブロックによって表されますが、信号ルーティングは概念的な方式
で表示されます。

図 7-2: 2 経路のフル装備測定器のブロック図（4x4 MIMO 構成）

別の例については、 7.2,「R&S SMW のアプリケーション例」 (93 ページ)も参

照してください。

搭載オプションと表示設定の相互参照

表 7-1 は、利用可能なオプションの抜粋で、ブロック図に機能ブロックを表示す
るために必要なオプションのみを掲載しています。この情報は、R&S SMW が標準ベ

ースバンド発生器 R&S SMW-B10 および R&S SMW-B13T を搭載していることを前提と

しています。

利用可能なオプション、 小要件、提供されるオプション間の相互依存性の正確
な情報については、R&S SMW データシートを参照してください。

表 7-1: 機能ブロックごとの必須オプション（抜粋）

機能ブロック 必須オプション

"Baseband A" R&S SMW-B10

"Baseband B" 第 2 オプション R&S SMW-B10

"BB Input A" R&S SMW-B10 に含まれる

測定器のコンセプトの概要
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機能ブロック 必須オプション

"BB Input B" 第 2 オプション R&S SMW-B10 に含まれる

"Fading A" R&S SMW-B14

"Fading B" 第 2 オプション R&S SMW-B14

"AWGN A"/"AWGN B" 1 つ以上のオプション R&S SMW-K62 が必要

"I/Q Stream Mapper" -

"I/Q Mod A" 例：R&S SMW-B1003

"I/Q Mod B" 例：R&S SMW-B2003

"I/Q Analog A" R&S SMW-B13

"I/Q Analog B" R&S SMW-B13T

"I/Q Digital A" R&S SMW-K18

"I/Q Digital B" 第 2 オプション R&S SMW-K18

"RF A" 例：R&S SMW-B1003

"RF B" 例：R&S SMW-B2003

7.1.2  内蔵ベースバンド信号源（"Baseband" ブロック）

"Baseband" ブロックは、ベースバンド信号（ベースバンド）の信号源を表しま
す。

この機能ブロックは、次の部分に対するアクセスポイントです。

● 内蔵ベースバンド発生器
ベースバンド発生器は、リアルタイム信号発生（カスタムデジタル変調）用の
モジュールと任意波形発生器で構成されています。
1台または 2台のベースバンド発生器を R&S SMW に収容でき、各々が個別に動

作することができます。

● 利用可能なデジタル規格
サポートされている規格に準拠したデジタル信号の発生には、追加ソフトウェ
アオプションが必要です。例えば、オプション R&S SMW-K55 は、EUTRA/LTE に

準拠した信号を発生します。

● 信号ルーティング（標準ベースバンド発生器の標準「クラシック」モード）
ベースバンド発生器からの信号は、使用可能な経路間でのルーティングと追加
が可能です（周波数、位相、パワーのオフセットを付加できます）。

測定器のコンセプトの概要
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7.1.3  デジタルベースバンド入力／出力（"BB Input"、"I/Q Digital"
ブロック）

"BB Input" および "I/Q Digital" ブロックは、デジタルインタフェースの設定
に対するアクセスポイントです。

R&S SMW は SW および HW オプションに応じて、デジタルベースバンド信号の受信と

出力が可能です。フル装備の標準ベースバンド測定器は、8つの設定可能なデジ
タルインタフェースを提供します。設定により、利用可能なデジタルインタフェ
ースを、 大 6個の入力または 大 6個の出力として使用できます。

デジタルベースバンド入力／出力は、信号発生器、シグナル・アナライザ、デジ

タルインタフェースモジュール R&S®IQW、R&S®CMW500 無線機テスタなどのローデ・
シュワルツの測定器と組み合わせて使用することができます。例えば、ローデ・
シュワルツの信号発生器は、2つ以上のベースバンド信号源が必要なテスト構成

の中でデジタル信号源として機能します。R&S®CMW500 無線機テスタを含むテス
トセットアップは、フェージング条件下のテストに適しています。

"BB Input" ブロックは、以下の設定に対するアクセスポイントです。

● 外部デジタル I/Q 信号
外部デジタル I/Q 信号は、ベースバンドセクションでさらに処理されます

（例：フェージング、ノイズの追加）

● 信号ルーティング（標準「クラシック」モード）
外部および内部ベースバンド信号は、ルーティングと追加が可能です（周波
数、位相、パワーのオフセットを付加できます）。

"I/Q Digital" ブロックは、以下の設定に対するアクセスポイントです。

● デジタル I/Q 出力信号

● デジタル I/Q 信号劣化

7.1.4  フェージングシミュレータ（"Fading"ブロック）

"Fading" ブロックは、オプション R&S SMW-B14/-B15 フェージングシミュレータ

を装備した測定器でのみ表示されます。このブロックは、フェージングモジュー
ルを制御し、スタンダードモードでは本モジュール出力での信号ルーティングを
制御します。

フェージングシミュレータ機能により、ベースバンド信号に影響するリアルタイ
ムフェージングをシミュレートすることができます。測定器に必要なオプション
が搭載されていれば、SISO（シングル入力シングル出力）モードでは 大 20 個の

測定器のコンセプトの概要
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動的フェージング経路を、MIMO モードでは MIMO チャネル当たり 大 20 個の経路
を同時に構成することができます。

フェージング拡張オプションでは、さらに多くの機能を利用することができます。
以下に例を示します。

● 第 2オプション R&S SMW-B14 では、2チャネルの RF キャリア間隔に関係のな

い、現実的な 2チャネルフェージングも利用できます。

● オプション R&S SMW-K71 では 3GPP 動的フェージング設定が可能です。伝搬と

Birth-Death 伝搬の移動や、遅延分解能の向上に役立つフェージング遅延の微
調整を利用できます。

● オプション R&S SMW-K72 は、統計機能を拡張します。追加のフェージングプロ

ファイルや一部の定義済みテストシナリオに必要です。

● オプション R&S SMW-K73 は、MIMO-OTA 拡張を提供します。アンテナ放射パター

ン、逆チャネル行列、幾何学ベース・チャネル・モデルのフルサポートに必要
です。

● オプション R&S SMW-K74 では、 大 8個の送信アンテナまたは 大 8個の受信

アンテナを使用する MIMO シナリオのシミュレーションが可能です。

● オプション R&S SMW-K75 高次 MIMO は、2x4x4 などの 大 32 チャネルを使用す

る高次 MIMO シナリオの設定に必要です。

● オプション R&S SMW-K821 MIMO は、高次 MIMO モードのサブセットです。

7.1.5  相加性白色ガウシアンノイズ（"AWGN" ブロック）

"AWGN" ブロックは、1つ以上のオプション R&S SMW-K62 を搭載した測定器でのみ

表示されます。このブロックは、相加性白色ガウシアンノイズ（AWGN）を制御し
ます。相加性白色ノイズは、携帯無線基地局の測定に必要です。

7.1.6  "I/Q Stream Mapper"ブロック

システム構成設定に対するアクセスポイントの 1つとして、"I/Q Stream Mapper"
は、使用可能な出力コネクタ、アナログ RF および I/Q 出力コネクタ、デジタル
I/Q 出力コネクタに対して発生 I/Q ストリームの分配およびマッピングを設定す
るためのダイレクトアクセスを提供します。

7.1.7  I/Q 変調器（"I/Q Mod" ブロック）

"I/Q Mod" ブロックは I/Q 変調器を表します。

測定器のコンセプトの概要
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これらの機能ブロックは、次の部分に対するアクセスポイントです。

● 内蔵ベースバンド信号の I/Q 変調

● 外部アナログ広帯域信号の I/Q 変調（シングルエンドまたは差動）

● アナログ I/Q 信号劣化

7.1.8  アナログ I/Q 出力（"I/Q Analog" ブロック）

"I/Q Analog" ブロックは、アナログ I/Q 出力コネクタを表します。

このブロックは、以下の設定に対するアクセスポイントです。

● アナログ I/Q 出力信号
発生信号は、シングルエンドまたは差動のアナログ信号として出力できます。

● アナログ I/Q 信号劣化

7.1.9  RF/アナログ変調（"RF" ブロック）

"RF" ブロックは、測定器の RF 設定を表します。

このブロックは、次の部分に対するアクセスポイントです。

● RF 周波数およびレベルの設定、基準周波数、局部発振器、ユーザー補正など

● アナログ変調

● リストモードおよび掃引モード

7.2  R&S SMW のアプリケーション例

R&S SMW はモジュール型の設計なので、さまざまなアプリケーションの要件に 適

に適用できます。

● デジタル変調信号の発生
R&S SMW の主要なアプリケーション分野は、デジタル変調信号の発生です。

R&S SMW は、内蔵ベースバンド発生器や外部デジタルベースバンド信号の使用、

またはアナログ広帯域 I/Q 動作によって、デジタル変調信号をさまざまな方法
で発生します。

● ダイバーシティーテストおよび MIMO シナリオのためのテスト信号の発生
R&S SMW により、かつては複数の信号発生器が必要だった汎用的な MIMO 設定で

テスト信号を発生することができます。

R&S SMW のアプリケーション例
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● レシーバーテスト用の必要信号と干渉信号の発生

● さまざまな規格のリアルタイム信号の追加。例：EUTRA/LTE や 3GPP FDD など

● 大 2 GHz 信号帯域幅の信号の発生。例：無線 LAN IEEE 802.11ad 信号など

● フェージングシナリオの作成。例：R&S SMW および R&S®CMW を使用したテスト

セットアップ向け

いくつかの例を以下に示します。

7.2.1  送信ダイバーシティーテスト（MISO シナリオ）

この例のブロック図には、両方の内蔵ベースバンド発生器と 1つの RF 出力（RF
A）を使用したテスト信号の発生が表示されています。

R&S SMW のアプリケーション例
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7.2.2  受信ダイバーシティーテスト（SIMO シナリオ）

この例のブロック図には、1つの内蔵ベースバンド発生器（"Baseband A"）を使
用して両方の RF 出力に信号を分配したテスト信号の発生が表示されています。

R&S SMW のアプリケーション例
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7.2.3  WCDMA ハンドオーバーのテストのための信号発生（2つのセル）

この例のブロック図には、両方の内蔵ベースバンド発生器と両方の RF 出力を使用
したテスト信号の発生が表示されています。ハンドオーバーテストの例です。
R&S SMW は、1台の測定器で 2つの独立した発生器として動作します。

R&S SMW のアプリケーション例



システムの概要R&S®SMW200A

97クイック･ガイド 1412.9266.18 ─ 01

7.2.4  UE テスト用の EUTRA/LTE 8x2 MIMO 信号の発生

この例のブロック図には、8x2 MIMO シナリオでの EUTRA/LTE テスト信号の発生が
表示されています。UE テストの例です。測定器は結合内蔵ベースバンド信号源
を使用して、すべての必要なベースバンド信号を発生します。

R&S SMW のアプリケーション例
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7.2.5  キャリアアグリゲーションと 2x2 MIMO の各コンポーネントキ
ャリアを含む LTE テスト信号の発生

この例のブロック図には、2つのコンポーネントキャリア（バンド内キャリアア
グリゲーション）と 2x2 MIMO フェージングを各々含む EUTRA/LTE 信号の発生が表
示されています。UE テストの例です。測定器は結合内蔵ベースバンド信号源と
両方の RF 出力を使用します。

R&S SMW のアプリケーション例
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7.2.6  1.76 GHz 帯域幅の無線 LAN 802.11ad 信号の発生

この例のブロック図には、1.76 GHz 帯域幅の無線 LAN802.11ad テスト信号の発生
が表示されています。測定器は 1つの 2 GHz 帯域幅の内蔵広帯域ベースバンド発
生器と 1つの RF 出力を使用します。

R&S SMW のアプリケーション例
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R&S SMW のアプリケーション例
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8  機器制御
この章では、R&S SMW の操作方法を概説します。

以下のトピックスがカバーされています。

● 本器を操作するための可能な方法.................................... 101
● インタラクティブな操作............................................ 102
● ディスプレイの情報................................................ 103
● 機能へのアクセス.................................................. 109
● データの入力...................................................... 111
● 情報とヘルプの入手方法............................................ 113
● リモート制御...................................................... 118
● VNC 経由でのリモート操作.......................................... 118

8.1  本器を操作するための可能な方法

R&S SMW には、以下の 3つの操作方法があります。

● マニュアル操作：
タッチスクリーン、ハードキー、ロータリーノブ、またはオプションのマウス
やキーボードを使用します。
本器を手動で操作する方法については、以下で説明しています。

● リモート制御：
繰り返し設定、テスト、測定を自動化するプログラムを作成します。このプロ
グラムを実行しているコンピューターに本機を接続します。
操作方法は、ユーザ・マニュアルの「Network and Remote Control
Operation」の章で説明しています。

● コンピューターからのリモートオペレーション：
接続されたコンピューターからの機器のリモートモニタリングと制御は、一般
的なクロスプラットフォームテクノロジー VNC（Virtual Network Computing）
に基づいています。リモートコンピューター上で、任意の標準ウェブブラウザ
ー（Java 対応）または専用 VNC クライアント（Ultr@VNC など）を使用できま
す。 8.8,「VNC 経由でのリモート操作」 (118 ページ)も参照してください。

本器を操作するための可能な方法
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8.2  インタラクティブな操作

R&S SMW の手動操作では、作業を実行する際に使用できる、いくつかの代替手段が

あります。

● タッチスクリーン：
タッチスクリーン操作は、 も直接的な手動操作方法です。画面上のほぼすべ
ての制御エレメントとアクションは、標準的なオペレーティングシステムのコ
ンセプトに基づいています。任意のユーザーインタフェース要素をタップす
ることで、ダイアログボックスでのパラメータの設定、データの入力、ダイア
ログ内でのスクロールなど、マウスポインターによる操作と同様の操作が行え
ます。

スクリーンのタッチはマウスボタンのクリック操作に相当します。

– すばやいタッチ＝クリック：パラメータを選択するか、アクションを呼び
起こします。

– タッチアンドホールド＝右クリック：コンテキストメニューを開きます。

– タッチアンドドラッグ＝ドラッグアンドドロップ：
画面上の別の場所にドラッグすることによって、ウィンドウ（ダイアログ
またはグラフィック）を移動したり、
ブロックを選択して移動先ブロックにドラッグすることによって、信号を
ルーティングしたり、
ウィンドウの端または隅を目的のサイズまでドラッグすることによって、
ウィンドウ（ダイアログまたはグラフィック）のサイズを変更します。

– タッチアンドスワイプ＝ドラッグ：リストやテーブルなど、画面より大き
な表示要素の内容をスクロールします。

– 2 本の指でスプレッドまたはピンチ＝ズームアウト、ズームイン：
携帯電話の場合と同じように、グラフィック表示の領域を拡大／縮小しま
す。

● ファンクションキーとロータリーノブ：
フロントパネルは、機器をタッチスクリーンなしで従来の方法で操作するため
の、ほぼすべての機能とコントロールを提供します。

● マウスとキーボード（オプション）
これらのデバイスは、PC から既知であるかのように動作します。フロントパ
ネルのナビゲーションキーは、キーボードのキーに対応しています。

このマニュアルでは、本器とのタッチスクリーンを使用した手動操作について説
明します。同じ操作を測定器上のキーやオンスクリーン・キーパッドを使用して
行う方法については、標準的な手順ではない場合にのみ記述します。タッチスク

インタラクティブな操作
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リーンとナビゲーションキーの使用方法については、 8.4,「機能へのアクセス」
(109 ページ)で説明します。

"" このマニュアル全体を通して「選択」とある場合、タッチスクリーン上の指、
ディスプレイ上のマウスポインター、測定器やキーボード上のキーのどれを使用
するかは、どの方法を説明しているかによって変わります。

8.3  ディスプレイの情報

R&S SMW のブロック図に、すべての主要な設定と発生器の状態が、3つの主要領域

に分かれて表示されます。

図 8-1: ブロック図

1 = ステータスバー
2 = ブロック図
3 = タスクバー／ソフトキーバー

ディスプレイの情報



機器制御R&S®SMW200A

104クイック･ガイド 1412.9266.18 ─ 01

● ステータスバー.................................................... 104
● ブロック図........................................................ 104
● タスクバー........................................................ 106
● 追加の表示属性.................................................... 108

8.3.1  ステータスバー

画面上部のステータスバーには、RF 周波数と DUT に供給される出力信号のレベル
が表示されます。両方のパラメータを、ここで直接設定することができます。

1 = 周波数表示
2 = ステータスボタン
3 = レベル表示

ステータスボタンは、出力信号に対して設定されている主要なパラメータを示し
ます。ほとんどのステータスボタンは、対応するメニューまたはダイアログを開
くためにすることが使用できる仮想キーです。

ステータスボタンとそれらの機能の概要は、ユーザ・マニュアルの付録に記載さ
れています。

8.3.2  ブロック図

ブロック図は、現在の構成と発生器内のシグナルフローを、機能ブロックを使用
して、信号線で結んで示しています。

下の図に、ブロック図に表示される可能性のあるほとんどすべての要素を示しま
す。ただし、有用な構成を表しているとは限りません。

ディスプレイの情報
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1 = ステータスインジケーター
2 = 機能ブロック
3a / 3b = 制御信号ブロック
4 = 信号線（デジタル）
5a / 5b = グラフィックスインジケーター
6 = 信号線（アナログ）
7a / 7b / 7c / 7d / 7e = コネクタアイコン（RF、アナログ、デジタル）
8 = ストリームインジケーター
9a / 9b = ストリーム・ステータス・インジケーター（オン／オフ）
10a / 10b = ストリームインジケーター（シングル、追加）

左から "I/Q Stream Mapper" まで。ベースバンド領域に示されている機能ブロ
ックを参照。ストリームマッパーの後のアナログセクションには、D/A 変換、RF
変調があります。

凡例 型番 説明

1 ステータスインジケータ
ー

信号の実行中かトリガ待ちかを示します。

2 機能ブロック 信号発生の基本的な作業を表します。

押しボタンを使用すれば、その作業を完了するためのさま
ざまな関連アクションにアクセスできます。

オン／オフ（チェックボックス）およびブロックラベル
は、基本的な作業をすばやくアクティブにします。

ディスプレイの情報
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凡例 型番 説明

3 制御信号ブロック 信号成分、入力、出力などの制御信号に関する情報を示
し、対応する設定ダイアログへの迅速なアクセスを提供し
ます。

各ベースバンドブロック（3a）と RF ブロック（3b）の専
用制御ブロックが表示されます。

4、6 信号線（デジタル、アナ
ログ）

現在設定されているシグナルフローを示します。
● 細線は、デジタル I/Q ストリームを表します。上の図

の（4）を参照
● 太線は、アナログ信号（6）を表します

5 グラフィックスインジケ
ーター

信号がグラフィック表示されていることを示します
（5a/5b）。

7 コネクタアイコン 信号入力／出力用インタフェースを表します。
● RF 信号コネクタ出力（7a）

アイコンは周波数によって異なります。
● アナログ I/Q 信号コネクタ入力（7b）
● アナログ I/Q 信号コネクタ出力（7c）
● デジタル I/Q 信号コネクタ入力（7d）
● デジタル I/Q 信号コネクタ出力（7e）

8 ストリームインジケータ
ー

I/Q ストリームマッパーの入力ストリームを示します。

9 ストリーム・ステータ
ス・インジケーター

ストリームのステータスを示します（オン／オフ）

10 ストリームインジケータ
ー

対応するコネクタにルーティングされる出力ストリーム、

それらのストリームの内部での処理方法を示します。

● シングル
1つのストリームがコネクタにマッピングされます
（9a）。

● 追加
複数のストリームがコネクタにルーティングされま
す（9b）。

8.3.3  タスクバー

"タスクバー"には、ラベル付きソフトキーと、アクティブなグラフィックおよび
ダイアログの 小化されたビュー（サムネイル）が表示されます。

初に、永続的に割り当てられているソフトキーが表示されます。正弦波が示さ
れたソフトキーは、グラフィック表示に対してアクティブになっている信号がな
いことを示します。

ディスプレイの情報
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図 8-2: デフォルト状態のタスクバー

設定またはグラフィックダイアログを開くと、"タスクバー"に自動的に割り当て
られます。下の図に示すソフトキーは、バリアントを表します。

図 8-3: フルに割り当てられたタスクバー

1 = システムの構成
2 = リモート制御接続
3 = R&S NRP パワー・センサ
4 = グラフィック
5 = ダイアログ
6 = ダイアグラム／さらに表示

1 SystemConfig セットアップ、表示、またはリモートなどの全般的
なシステム設定にアクセスできます。

警告シンボルは、永続的なエラーメッセージを意味
します。デフォルトシンボルに代わって表示されま
す（図 8-2 を参照）。

2 Remote（リモート） 本器がリモート制御されているときに確立されてい
るリモート接続を表示します。

ヒント：ステータスバーのインジケーターは、現在
のリモート制御状態を示します。

3 R&S NRP 接続されている外部パワー・センサを表示します。

センサがアクティブな場合は、ソフトウェアの背景
は青です。

4 グラフィック 信号がグラフィカルに表示されることを示します。

5 ダイアログ ダイアログのサムネイル表示。ダイアログ名、信号
チャネルの名前が表示されます。

6 ダイアグラム／さらに表示 図 8-2 に示すダイアグラムアイコンは、画面上に表
示されるすべてのダイアログを 小化します。ブロ
ック図は 前面に表示されます。

"More" ソフトキーは、タスクバーに表示可能か数以
上のダイアログが開いていることを示します。この
ソフトキーを使用して、残りのアクティブダイアロ
グを含む選択リスト、さらに "Diagram" 機能を開き
ます。

ディスプレイの情報
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8.3.4  追加の表示属性

次のセクションでは、一般的な画面の表示と、特定の操作モード、ダイアログ、
または設定で表示される、重要な要素について簡単に説明します。

● アクティブなエレメントの外観

– オン／オフスイッチ、状態ボタンなどのアクティブなエレメントの背景は
青色です。

– 選択されているエレメントは、オレンジ色で枠が付くか、強調表示されま
す。

– 非アクティブなエレメントは、グレーになります。

● オンスクリーン・キーパッド
外部キーボードを接続せずに本器とやりとりするための追加手段として、入力
フィールドをアクティブにすると、数字または英数字オンスクリーン・キーパ
ッドが表示されます（ 8.5,「データの入力」 (111 ページ)を参照してくだ
さい）。

● 情報ライン
"Info line" に、簡単なステータス情報とエラーメッセージが表示されます。
情報ラインは、イベントでメッセージが発生したときに現れます。

● タブのラベルに表示される主要パラメータ
ほとんどのダイアログは、論理的にグループ化されたパラメータを持つタブに
分割されています。タブラベルは、コンテンツを表し、ステータスインジケー
ターまたは主要パラメータの設定値を含めることもできます。

1 = ステータスインジケーター
2 = 主要パラメータ値

● スクロールバーのハンドル
スクロールバーをタッチすると表示される矢印アイコンは、ダイアログまたは
リストのスクロールに役立ちます。

● 進捗度インジケーター
ビシーアイコンは、現在実行中のプロセスを示します。処理にしばらく時間が
かかる場合、進捗度バーが現在の状態を示します。

● コンテキストメニュー

ディスプレイの情報
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単一のパラメータを含め、画面表示全体からコンテキストメニューにアクセス
し、いくつかの追加機能を利用することができます。

8.4  機能へのアクセス

すべての機能は、コンピュータープログラムから既知のダイアログボックス内で
提供されます。本機は、タッチスクリーンを使用して感覚的に分かりやすいコン
トロールをすることができます。このセクションでは、アクセス方法の概要につ
いて説明します。

本器の機能と設定にアクセスするには、以下のエレメントのいずれかを選択しま
す。

● 本器のフロントパネルにあるシステムキーとファンクションキー

● タッチスクリーンのタスクバー／ソフトキー

● タッチスクリーンの各エレメントに表示されるコンテキストメニュー

● タッチスクリーンのステータスバー上のエレメント

● タッチスクリーン上に表示される設定。これは、ブロック図とすべての設定が
ダイアログ内で使用可能なことを意味します。

機能へのアクセス



機器制御R&S®SMW200A

110クイック･ガイド 1412.9266.18 ─ 01

ダイアログボックスを開く

► 以下の操作のいずれかを実行します。

● 必要なブロックをタップし、メニューエントリーをタップします。
● タスクバーの 小化されたビュー（サムネイル）をタップします。

いくつかのユーティリティー・キーも専用ダイアログにアクセスします。

ダイアログボックスの 小化

► 右上の "Minimize" アイコンをタップします。

ダイアログボックスを閉じる

ダイアログボックスを閉じるためのコントロールは、タッチスクリーン付きのコ
ンピューターやデバイスで使用するコントロールと同じです。

► 以下の操作のいずれかを実行します。

● 右上の "Close" アイコンをタップします。
● フロントパネルにある [ESC] キーを押します。
● 小化されたダイアログをタスクバーからブロック図にドラッグアンドド

ロップします。

ダイアログボックスのオプションを選択

► 必要なオプションをタップします。

リストからオプションを選択

多くのオプションが使用可能な場合（トリガモードの場合など）、オプションは一
覧表示されます。現在選択されている項目がリストボタンに表示されます。

1. リスト内でタップします。

2. リスト内を移動する方法を以下に紹介します。
● マウスを使用してリスト内をスクロールし、必要なオプションをタップし

ます。
● ロータリーノブを使用します。
● [ON/OFF TOGGLE] キーを使用して次のオプションを選択します。
● フロント・パネル・キーを次のように使用します。

a) [左/右] 矢印キーを押してリストボタンに移動します。
b) [Enter] キーを押してリストを開きます。
c) [戻る/下方向] キーを押してリスト内の必要なオプションに移動します。

機能へのアクセス



機器制御R&S®SMW200A

111クイック･ガイド 1412.9266.18 ─ 01

d) [Enter] キーを押してマークしたオプションを選択します。

8.5  データの入力

フロントパネルに独自のキーを持つパラメータもあります。

ダイアログボックスにデータを入力する場合、数値や英数値を入力するためのオ
ンスクリーン・キーパッドが表示されます。したがって、タッチスクリーン、フ
ロントパネル、または外部キーボードを使用して、いつでもパラメータを設定で
きます。

入力の訂正

1. 矢印キーを使用して、削除したい箇所の右にカーソルを移動します。

2. [バックスペース] キーを押します。

3. カーソルの左にあるエントリーが削除されます。

4. 正しい文字を入力します。

入力の完了

► [Enter] キーまたはロータリーノブを押します。

入力の中止

► [ESC] キーを押します。
現在の設定を変更せずに、ダイアログボックスが閉じます。

8.5.1  数値パラメータの入力

オンスクリーン・キーパッドによる値の入力

数値設定では、テンキーが表示されます。指定された単位は、パラメータの単位
に対応します。

1. 数値を入力します。

ヒント： 簡単な入力のために、指数表現で値を入力できます。例：1e7 を
10000000 に使用。

データの入力
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2. 単位ボタンをタップすると、入力が終了します。

単位が入力に追加されます。

ヒント： 簡単な単位変更のために、ショートカットを入力できます。例：1e8h
を 100 MHz の周波数値に使用。
R&S SMW でサポートされているショートカットの概要については、ユーザ・マ

ニュアル付録の「Unit Shortcuts」の章を参照してください。

3. パラメータに単位が必要ない場合は、"Enter" キーを押して入力値を確定しま
す。

フロントパネルのコントロールを使用した値の入力

1. 現在使用されているパラメータ値を変更するには、ロータリーノブまたは [戻
る/下方向] キーを使用します。

2. パラメータに単位が必要ない場合は、[Enter] キーまたはいずれかの単位キー
を押して入力値を確定します。
本器は、入力を確定するため編集行を強調表示します。

テーブルの数値データを編集する場合、入力フィールドは編集モードでなければ
なりません。[Enter]またはロータリーノブを押して、編集モードをアクティブに
します。

8.5.2  英数字パラメータの入力

フィールドに英数字の入力が必要な場合は、オンスクリーンキーボードを使用し
てアルファベットと（特殊）文字を入力できます。

8.5.3  アクションのアンドゥ／リドゥ

コンテキストメニューからアクセスする場合、"Undo" を使用して本器で 1つ以上
のアクションを復元できます。利用可能メモリに応じて、"Undo" ステップによ
り、すべてのアクションを復元することができます。

"Redo" は、直前にアンドゥしたアクションを復元します。

データの入力
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8.6  情報とヘルプの入手方法

一部のダイアログボックスには、設定が機能に及ぼす影響を説明するためのグラ
フィックが含まれています。

さらに詳細な情報を入手するには、以下の情報源を利用できます。

● ツールチップにパラメータの値の範囲が示されます。

● コンテキストヘルプに、設定に関する機能説明が表示されます。

● 一般のヘルプには、ダイアログボックスの説明、操作方法、および一般的な情
報が含まれています。

● チュートリアルは、特定の作業の実行に関する例やデモンストレーションを対
話形式で紹介します。

チュートリアルにアクセスする方法

►  8.6.1,「チュートリアルの使用」 (115 ページ)で説明する手順に従います。

コンテキストヘルプの表示

► ヘルプトピックにアクセスするには、以下のいずれかを実行します。

a) 情報が必要なパラメータをタップしたまま、コンテキストメニューの
"Help" をタップします。

b) パラメータをタップし、[HELP] キーを押します。

"Help" ダイアログが開きます。ヘルプをブラウズしてさらに情報を入手する
ことができます。

情報とヘルプの入手方法
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ヘルプ・ダイアログ・ボックスの内容

ヘルプ・ダイアログ・ボックスには次の 2つの主要な領域があります。

● "Contents" - ヘルプの目次が表示されます。

● "Topic" - 特定のヘルプトピックが表示されます。

ヘルプシステムには、このほかに "Index"、"Find" 領域、および "Zoom" 機能
（対応するボタンからアクセス）があります。

一般のヘルプを開く

► フロントパネルにある黄色の [HELP] キーを押します。

ダイアログボックスが開いた場合、現在のタブのヘルプトピックが表示されま
す。それ以外の場合は、"Contents"（コンテンツ）ページが表示されます。

目次およびヘルプトピック内のナビゲーション

1. 表示されている目次のエントリーを移動するには、エントリーをタップしてス
クロールするか、接続マウスまたは [戻る/下方向] キーを使用します。
プラス符号付きのエントリーには、さらにエントリーが含まれています。

2. ヘルプトピックを表示するには、トピック名をタップするか、トピック名をダ
ブルクリックするか、[Enter] キーを押します。

情報とヘルプの入手方法
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3. 相互参照をたどるには、リンクテキストをタップします。

4. 前のページに戻るには、"Back" を選択します。
この機能は、前に実行したすべてのステップをスクロールバックします。

5. 表示されている目次の可視部分を変えるには、"スクロールバー" を使用しま
す。

6. "Topics" 領域を 大限に広げるには、"Hide Contents Tree" ボタンをタップ
し、目次ツリーを非表示にします。

索引の使用

1. "Index" ボタンを選択します。

2. 検索するトピックの 初の文字を入力します。

入力した文字で始まるエントリーが表示されます。

3. 索引エントリーをタップします。

対応するヘルプトピックが表示されます。

8.6.1  チュートリアルの使用

一連のチュートリアルは、ソフトウェアに組み込まれています。チュートリアル
は、特定の作業の実行に関する例やデモンストレーションを対話形式で紹介しま
す。

チュートリアルを対話型ステップバイステップモードで開始する方法

1. フロントパネルにある [SETUP] キーを押します。

2. リスト内を下にスクロールし、"Help" セクションをタップして展開し、
"Tutorials" をタップします。

"Tutorials" ダイアログが開きます。

情報とヘルプの入手方法
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3. "File > Load Predefined Tutorial" を選択します。

4. リストのチュートリアルをタップし、"Select" で確定します。

ファイルに概要が含まれている場合は、概要が表示されます。

情報とヘルプの入手方法
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5. デフォルトモード、"Execution Mode > Interactive" を使用します。

6. "Start" ボタンをタップします。

7. "Info" ライン（ディスプレイ下部）に表示される情報を確認してください。

1 = 実行されたアクションに関する情報
2 = プログレスバー
3 = "Next Step"：ステップの実行を確定
4 = "Stop"：チュートリアルを終了

8. 後続のステップを実行するには、"Next Step" ボタンを選択します。

点滅しているカーソルは、そのステップの影響を受けるブロックまたはパラメ
ータを示します。

本器は、設定を順次実行し、確定されるまで待ちます。ダイアログを開いたり
閉じたりします。変更されたパラメータはオレンジ色で強調表示されます。
追加情報が "Info" ラインに表示されます。

チュートリアルを停止する方法

デモンストレーションはいつでも終了できます。

► "Stop" ボタンを選択します。

デモンストレーションが停止します。

"Tutorials" ダイアログを再開し、別のファイルを起動するか、チュートリア
ルモードを終了します。

デモンストレーションモードを使用する方法

1.「チュートリアルを対話型ステップバイステップモードで開始する方法」
(115 ページ)の説明に従って、チュートリアルを開始します。

情報とヘルプの入手方法
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2. "Tutorials" ダイアログで、"Execution Mode > Auto (Looped) 3 sec" を選
択します。

設定が自動的に実行されます。対話形式で設定する必要はありません。
ダイアログを開いたり閉じたりします。変更されたパラメータはオレンジ色
で強調表示されます。追加情報が "Info" ラインに表示されます。

8.7  リモート制御

R&S SMW は、設置場所で直接操作するだけでなく、リモート PC から操作や制御を

することもできます。

R&S SMW は、さまざまなリモート制御方法をサポートしています。

● 本器を LAN に接続（ 4.7,「LAN への接続」 (24 ページ)を参照）

● LAN で LXI ブラウザーインタフェースを使用

● IEC-bus（IEEE 488）インタフェース経由で PC を接続

● USB インタフェースを用いてリモート制御

LAN または USB でのリモート制御には、R&S VISA（Virtual Instrument

Software Architecture）ライブラリを使用できます。Rohde & Schwarz のウ

ェブサイト https://www.rohde-schwarz.com/jp/rsvisa でダウンロードで
きます。

リモート制御インタフェースの設定方法は、ユーザ・マニュアルの「Network and
Remote Control Operation」の章で説明しています。

8.8  VNC 経由でのリモート操作

VNC は、リモートコンピューターから LAN 接続で本器にアクセスし、コントロー
ルすることができるアプリケーションです。本器が動作している間は、測定器画
面の内容がリモートコンピューターに表示され、VNC が、本器のすべてのアプリ
ケーション、ファイル、ネットワークリソースへのアクセスを提供します。これ
によって、本器のリモート制御が可能になります。

VNC 経由でのリモート操作

http://www.rohde-schwarz.com/rsvisa
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リモートコンピューターからの測定器制御

R&S SMW の基本的なユーティリティー機能にアクセスするには、ブロック図

を右マウスクリックし、"Key Emulation" を選択します。

ブロック図の右側にあるキーパネルから、フロントパネルのキーによって提
供されるユーティリティー機能にアクセスします。

VNC は、Linux/Unix オペレーティングシステムに含まれており、インターネット
から無料でダウンロードできるアドオンプログラムです。

詳細については、R&S SMW ユーザ・マニュアルの「How to Set Up Remote

Operation via VNC」の章を参照してください。

VNC 経由でのリモート操作
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VNC 経由でのリモート操作
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9  カスタマーサポートへの連絡
テクニカルサポート – 必要なときに必要な場所でサポートを提供

Rohde & Schwarz の製品に関して専門スタッフによる迅速なサポートが必要な場

合は、弊社のいずれかのカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。
優れたエンジニアのチームが電話でサポートを行い、Rohde & Schwarz の製品の操

作、プログラミング、アプリケーションなどのさまざまな側面から解決策を見つ
けるお手伝いをします。

連絡先情報

www.rohde-schwarz.com/support のカスタマーセンターに連絡するか、次の QR コ
ードに従ってください。

図 9-1: Rohde & Schwarz サポートページの QR コード

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