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基本的な安全指示 

以下の安全指示を常に確認して遵守してください。 

ローデ・シュワルツでは、弊社が提供する製品が常に最新の安全基準を満足し、お客様に対して最善の安

全性が提供できるよう、あらゆる努力をしております。弊社の製品およびそれらに必要な補助機器は、対

応する安全基準に従って設計され、試験されています。これらの安全基準に対する適合性は、弊社の品質

保証システムによって、常に確認されています。この製品は、EC Certificate of Conformity（ヨーロッ

パ共同体適合証明）に従って設計・検査され、安全基準に完全に合致した状態で弊社の工場から出荷され

ています。この状態を維持し、安全に動作させるためには、このマニュアルに示されているすべての指示

と注意事項を守ってください。安全指示についてご質問があれば、弊社の支店／営業所にお問い合わせく

ださい。 

さらに、使用者は、適切な方法で製品を使用しなければなりません。この製品は、産業環境やラボ環境、

または作業現場でのみ使用するよう設計されており、どのような場合であっても、個人の身体の安全や資

産を損なう可能性があるような方法で使用することはできません。指定されている目的を逸脱して製品を

使用したり、製造者の指示を守らなかったりした場合には、使用者が全責任を負うものとします。このよ

うな状態で製品が使用された場合には、製造者は一切の責任を負わないものとします。  

製品の資料に従い、処理能力の範囲内（データ・シート、資料、以下の安全指示参照）で製品が使用され

た場合には、製品は指定の目的で使用されたものとします。製品を使用するためには、技術的な能力が必

要とされ、英語が理解できなければなりません。したがって、製品は、適切な技術力を備えた専門の要員、

または必要な技術によって完璧な訓練を受けた要員によってのみ使用することが重要です。ローデ・シュ

ワルツの製品を使用するにあたり、個人の安全を確保するための器具が必要な場合には、製品の資料のそ

れぞれの箇所に説明してあります。安全な場所で基本的な安全指示および製品の資料を順守して、それら

を今後のユーザにも伝えてください。 

安全指示を守ることによって、危険な状態から生じる身体への傷害やあらゆる損傷を、できるかぎり回避

することができます。したがって、製品の操作を開始する前に、以下の安全指示をよく読み、厳守してく

ださい。また、資料の他の部分に示されている、身体の安全を確保するためのその他の安全指示にも、必

ず従ってください。これらの安全指示の中で、“製品”とは、計測器本体、システム、およびすべてのア

クセサリを含め、ローデ・シュワルツが販売し、提供しているすべての商品を示します。製品に関する詳

細情報については、データ・シートや製品の資料を参照して下さい。 
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マークおよび安全表示 

マーク 安全表示 マーク 安全表示 

 

注意、一般的な危険個所 

製品資料の遵守 

    
電源電圧のオン／オフ 

 

重い装置を扱う場合に注意 

 
スタンバイ状態の表示 

 

感電の危険  直流 (DC) 

 

警告！ 

高温面 

 交流 (AC) 

 

PE 端子 

外部導体への接続や、故障時に感電から保護す

るための端子、または保護用のアース端子を示

します。 

 直/交流 (DC/AC) 

 

（アース）接地 

 
クラス II装置 

クラス II装置（二重または絶縁強化により完

全に保護されている装置）の安全要件を満たす

装置を意味します。   

 

 

フレームまたはシャーシの接地端子 

 

電池および蓄電池に対するリサイクルマーク表

示（EU 指令） 

詳細情報については、「廃棄物処理／環境保

全」 項目 1 を参照ください。 

 

静電気に弱い装置を扱う場合に注意 

 

電気・電子機器の分別に対するリサイクルマー

ク表示（EU指令） 

詳細情報については、"廃棄物処理／環境保全" 

項目 2 を参照ください。 

 

警告！レーザ放射 

詳細情報については、「操作」 項目 7 を参照

ください。 
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タグと表示内容 

以下の警告表示は、リスクや危険を警告するために製品資料で使用されています。 

 

 回避しなければ、死亡または重傷を負う可能性がある危険な状態を示して

います。 

 

回避しなければ、死亡または重傷を負う可能性もある危険な状態を示してい

ます。 

 

回避しなければ、軽度または中程度の負傷を負う可能性もある危険な状態を

示しています。 

 

不適切な操作を行うと製品を損傷する可能性があることを示しています。製

品資料では、ATTENTION が同じ意味として使用されています。  

 

これらのタグは、欧州経済圏の一般市場で使用されている標準的な定義に従って表示されています。他の

経済圏または軍事的に利用する場合は、標準の定義とは異なることもあります。したがって、ここで説明

されているタグは、常に、対応する製品資料および対応する製品に関連してのみ使用されていることを確

認してください。対応していない製品や対応していない資料に当てはめてタグを使用すると、誤って解釈

し、その結果、身体の安全を損なったり、製品に損傷を与えたりすることがあります。 

操作状態と操作位置 

製品は、製造者によって指定された操作条件下で、指定の位置でのみ使用することができます。使用中は、

換気が妨げられないようにしなければなりません。製造者の仕様を遵守しないと、感電、火災、または重

傷や死亡を招く可能性があります。該当する地域または国内における安全指示および事故防止の規制をす

べての実施作業において遵守する必要があります。  

1. 別段の指定がないかぎり、ローデ・シュワルツの製品には、次の必要条件が適用されます。  

predefined 所定の動作位置では、必ず、ケースの底が下方に向いていること、IP 保護 2X、公害重

大度 2、過電圧カテゴリ 2、密閉された場所でのみ使用すること、最大動作高度は海抜 2000 m、最

大運搬高度は海抜 4500 m。公称電圧に対しては ±10 %、公称周波数に対しては ±5 % の許容範囲

が適用されるものとします。 

2. 重量や安定性の理由から製品の設置に適していない面、乗物、キャビネット、またはテーブルに製品

を置かないでください。製品を設置し、物体や構造物（壁、棚など）に固定するときには、必ず、製

造者の設置指示に従ってください。製品資料で説明されているとおりに設置しないと、身体への障害

または死亡の可能性があります。 

3. ラジエータやファンヒータなど、熱を発生する装置の上に製品を置かないでください。周囲温度が製

品資料またはデータ・シートで指定されている最高温度を超えることはできません。製品がオーバー

ヒートすると、感電、火災、または重傷や死亡を招く可能性があります。 
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電気保安 

電気保安情報の必要な範囲内すべてを遵守しないと、感電、火災、または身体への重度の傷害や死亡を招

く可能性があります。  

1. 製品の電源を入れる前に、製品の公称電圧の設定と、AC 電源ネットワークの公称電圧とが一致して

いるか確認しなければなりません。別の電圧を設定しなければならない場合には、それに対応して、

製品の電源ヒューズを交換する必要が生じることもあります。  

2. 取り外しのできる電源コードとコネクタのついた安全クラス I の製品の場合には、接地端子と PE 

接地のあるソケットでのみ、操作することができます。 

3. 給電ラインや製品本体の接地は、絶対に切断しないでください。接地を切断した場合、製品に感電す

る危険があります。延長コードやコネクタのストリップを使用している場合には、安全に使用できる

かどうか、定期的に点検しなければなりません。 

4. 製品に、主電源から切断するための電源スイッチがない場合には、接続ケーブルのプラグが切断装置

とみなされます。この場合には、電源プラグが簡単に手の届く位置にあり、いつでも操作できるよう

にしなければなりません。（接続ケーブルの長さは約 3 m です。）AC 電源ネットワークから切断す

る場合、機能的スイッチや電子式スイッチは適切ではありません。電源スイッチのついていない製品

をラックに取りつけたり、システムに組み込んだりする場合には、システムレベルで切断装置を準備

しなければなりません。 

5. 電源ケーブルが破損している場合には、絶対に製品を使用しないでください。正しい操作条件下にあ

るかどうか電源ケーブルを定期的に点検してください。適切な安全対策を講じ、慎重に電源ケーブル

を設置することによって、ケーブルが破損しないよう、また、ケーブルにつまずいたり、感電したり

してけがをすることがないようにしてください。  

6. 製品は、最大 16 A のヒューズが取りつけられた TN/TT 電源ネットワークからのみ、操作すること

ができます（大容量のヒューズについては、事前に弊社にご相談ください）。 

7. プラグをほこりがついていたり、汚れたりしているソケットに差し込まないでください。プラグは、

ソケットの奥までしっかりと差し込んでください。プラグが十分に差し込まれていないと、火花が出

たり、火災の原因になったり、けがをしたりすることがあります。  

8. ソケット、延長コード、またはコネクタのストリップをオーバロード状態にしないでください。火災

や感電の原因になる可能性があります。 

9. Vrms > 30 V の電圧の回路を測定する場合には、あらゆる危険を避けるために、適切な手段（適切な

計測器、ヒューズ、電流制限器、電気分離、絶縁など）を講じる必要があります。 

10. PC または他の産業用コンピュータなどの IT 機器との接続が、どの場合においても、標準規格 

IEC60950-1/EN 60950-1 または IEC61010-1/EN 61010-1 に準拠していることを確認してください。 

11. 製品を操作しているときには、絶対に、カバーをはずしたり、ケースの一部をはずしたりしないでく

ださい。回路や構成部品が露出し、けがをしたり、火災の原因になったり、製品が損傷したりするこ

とがあります。 

12. 固定位置に製品を設置する場合には、最初に設置場所の PE 端子と製品の PE コンダクタを接続し、

そのあとで他の接続を行わなければなりません。製品は、熟練の電気技師によってのみ、設置し、接

続することができます。 

13. ヒューズ、サーキット・ブレーカ（回路遮断器）、または同様の保護装置が組み込まれていない機器

を固定して設置する場合には、使用者や製品をけがや損傷から適切に保護できるような方法で、電源

回路を保護しなければなりません。 
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14. 適切な過電圧保護機能を使用し、雷雨によって生じるような過電圧が、製品に達しないようにしてく

ださい。高圧保護機能がないと、操作要員に感電の危険が及ぶ可能性があります。 

15. 設計が意図していないかぎり、どのような物もであっても、ケースの開口部に差し込まないでくださ

い。製品内部が短絡状態になり、感電したり、火災の原因になったり、けがをしたりすることがあり

ます。 

16. 別段の記載がないかぎり、製品は防水ではありません。（「操作状態と操作位置」セクションの項目 

0 も参照してください。したがって、機器を水滴の浸入から保護する必要があります。）必要な予防

策を取らないと、感電する危険が生じたり、製品に損傷を与えたり、その結果、身体への損傷を招く

可能性があります。 

17. 低温の環境から暖かい環境へと製品を移動した場合など、製品の内外に結露が生じている状態、ある

いは生じる可能性があるような条件下では、絶対に製品を使用しないでください。水の浸入は感電の

危険性が高くなります。 

18. 電源（AC 供給ネットワークまたはバッテリなど）と製品の接続を完全に外してから、製品を掃除し

てください。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。アルコール、アセト

ン、またはセルロースラッカー用の希釈剤などの化学洗剤を使用しなでください。 

操作 

1. 製品を操作するためには、専門的な訓練と高度な集中力が必要です。製品を使用する要員が、肉体的、

精神的、および情緒的見地から、製品の操作に適切かどうか確認してください。不適切な場合には、

けがまたは製品への損傷の可能性があります。製品の操作に適した要員を選択することは、雇用者/

運営担当者の責務です。 

2. 「輸送」セクションを確認して遵守しながら、製品の移動および輸送を行います。 

3. すべての工業製品同様、通常、ニッケルなど、アレルギー症状を引き起こす物質（アレルゲン）の使

用を避けることはできません。ローデ・シュワルツの製品を使用して皮膚に発疹ができたり、くしゃ

みが頻発したり、目が充血したり、または呼吸困難な状態など、アレルギー症状が現れた場合には、

すみやかに医者に相談し、原因を確認して、健康上の問題またはストレスを予防してください。  

4. 製品の機械的処理、熱処理、または解体前に、「廃棄物処理／環境保全」セクションの項目 1 を必

ず確認して注意を払ってください。 

5. RF 無線設備など、特定の製品の機能によっては、高レベルな電磁放射が生じる可能性があります。

胎児に対しては保護を強化する必要があるため、妊婦は適切な方法で保護する必要があります。また、

電磁放射は、ペースメーカを使用している人に対しても危険を及ぼす可能性があります。雇用者/運

用担当者は、電磁放射を被ばくする危険性の高い仕事場を調査し、必要に応じて、潜在的な危険を回

避するための方策を講じる必要があります。 

6. 火災が発生した場合には、健康に害を与える恐れのある有毒物質（気体、液体など）が製品から流出

する可能性があります。したがって、防護マスクや防護服の装着など、適切な対策を講じる必要があ

ります。 

7. ローデ・シュワルツの製品にレーザ製品（CD/DVD ドライブなど）が組み込まれている場合には、製

品資料で説明されている設定や機能以外は使用しないでください。これは身体への損傷（レーザ光線

などによる）を防ぐためです。 

8. EMC クラス（CISPR 11） 

クラス A：住宅地域（家庭環境）にて低電圧電源ネットワークに直接接続され、使用される製品 

クラス B：工業地域・環境（家庭環境以外）にて低電圧電源ネットワークに直接接続され、使用され

る製品 
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修理サービス 

1. 製品は、専門的訓練を受けた資格のある要員以外が開かないでください。製品に対して作業をする場

合、あるいは製品を開く場合には、事前に、製品を AC 供給ネットワークから切断しておかなければ

なりません。切断しておかないと、要員に感電の危険が及ぶ可能性があります。  

2. ローデ・シュワルツから許可された電気技師以外が、調整、部品の交換、保守、および修理を行うこ

とはできません。安全性に関わる部品（電源スイッチ、電源トランス、ヒューズなど）を交換する場

合には、オリジナルの部品以外を使用することはできません。安全性に関わる部品を交換した場合に

は、必ず、安全テスト（外観検査、PE コンダクタ・テスト、絶縁抵抗測定、漏えい電流測定、機能

テスト）を行わなければなりません。これにより製品の安全を引き続き確保します。  

バッテリと蓄電池 

バッテリと蓄電池に関する情報の必要な範囲内すべてを遵守しないと、破裂や火災の発生、または重傷や

死亡の可能性があります。アルカリ性のバッテリおよび蓄電池（リチウム電池など）は、標準規格 EN 

62133 に従って処理する必要があります。 

1. 電池を分解したり、または破壊したりしないでください。  

2. 電池またはバッテリを熱や火に近づけないでください。日光が直接当たる場所への保管を避けてくだ

さい。電池およびバッテリを清潔で乾いた状態で保管してください。乾いた清潔な布でコネクタの汚

れを取り除いてください。 

3. 電池またはバッテリを短絡させないでください。互いに短絡を起こしたり、他の伝導体により短絡が

引き起こされたりするため、電池またはバッテリを箱や引き出しに保管しないでください。電池およ

びバッテリを使用する時まで元の梱包から取り出さないでください。 

4. 許容範囲外の強い機械的衝撃を電池およびバッテリに与えてはいけません。 

5. 電池から液体が漏れている場合、その液体が皮膚または目に直接触れないようにしてください。触れ

てしまった場合には、十分な水でその部分を洗い、医者に相談してください。 

6. アルカリ性の蓄電池またはバッテリ（リチウム電池など）は正しく交換しないと、破裂する可能性が

あります。製品の安全性を確保するために、ローデ・シュワルツが指定する電池またはバッテリ（部

品リストを参照してください）とのみ交換してください。  

7. 電池およびバッテリをリサイクルして、残留廃棄物とは区別してください。鉛、水銀、およびカドミ

ウムを含む蓄電池および通常のバッテリは有害廃棄物です。廃棄物処理およびリサイクルに関する国

内の規則を遵守してください。 

8. リチウム電池をローデ・シュワルツ支社に返送する場合は、運送事業者の運輸規則（IATA-DGR、 

IMDGコード、ADR、RID）を遵守してください。 

輸送 

1. 製品は非常に重いため、慎重に扱う必要があります。一部では、背中や体のその他の部分の損傷を避

けるため、製品の持ち上げまたは移動には適切な方法（リフトトラックなど）が必要になります。  

2. 製品の取手は、操作要員が製品を運ぶ目的でのみ設計されています。したがって、クレーン、フォー

クリフト、自動車などの輸送手段に製品を固定するために取手を使用することはできません。輸送ま

たは持ち上げる際に製品をしっかりと固定する場合、使用者が責任を負います。輸送または持ち上げ

の際は、製造者の安全規則を遵守してください。規則に従わない場合には、身体または製品への損傷

を招く可能性があります。 
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3. 車中で製品を使用する場合には、車の安全な運転については、運転者が全責任を負うものとします。

事故や衝突については、製造者は一切の責任を負わないものとします。車の運転者の注意力が散漫に

なる可能性があるため、移動中の車の中では絶対に製品を使用しないでください。事故の際に身体ま

たはその他への損傷を避けるために、製品を車中で適切に固定してください。  

廃棄物処理／環境保全 

1. 電池や蓄電池を地方自治体の廃棄物と一緒に処分せず、分別して収集しなければならない電池や蓄電

池が使用された機器であることが明記されています。これらは、適切な処理施設またはローデ・シュ

ワルツのサービスセンターを経由して処分しなければなりません。 

2. 電気・電子機器は、一般廃棄物と一緒に処分せず、分別して収集する必要があります。 

Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG は、環境にやさしい廃棄物の処理およびリサイクルに関するコンセ

プトを策定しました。製品の廃棄処分については、ローデ・シュワルツのサービスセンターにご連絡

ください。 

3. 製品または構成部品に対して本来の使用目的を超えて機械的処理または熱処理を行うと、有害な物質

（鉛、ベリリウム、ニッケルなどの重金属粉）が放出されることがあります。このため、専門的訓練

を受けた要員以外が製品を解体することはできません。適切に解体しないと、健康に害を与えること

があります。各国の廃棄物処理規則を遵守しなければなりません。  

4. 特殊な方法で廃棄しなければならない有害物質や燃料、たとえば定期的な補給を必要とする冷却液や

エンジンオイルなどを生じる製品を取り扱う場合には、有害物質や燃料の製造者からの安全指示、お

よび、各地で適用されている廃棄物処理規則を遵守しなければなりません。また、製品資料に示され

ている安全規則も遵守してください。有害物質または燃料を適切に処理しないと、健康被害および環

境問題を引き起こす可能性があります。 

環境保護について詳しくは、ローデ・シュワルツの web サイトを参照ください。 
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Customer Support 
 

Technical support – where and when you need it 
For quick, expert help with any Rohde & Schwarz equipment, contact one of our Customer Support 
Centers. A team of highly qualified engineers provides telephone support and will work with you to find a 
solution to your query on any aspect of the operation, programming or applications of Rohde & Schwarz 
equipment. 
 

Up-to-date information and upgrades 
To keep your instrument up-to-date and to be informed about new application notes related to your 
instrument, please send an e-mail to the Customer Support Center stating your instrument and your wish. 
We will take care that you will get the right information. 
 

Europe, Africa, Middle East Phone +49 89 4129 12345 
customersupport@rohde-schwarz.com

North America Phone 1-888-TEST-RSA (1-888-837-8772) 
customer.support@rsa.rohde-schwarz.com

Latin America Phone +1-410-910-7988 
customersupport.la@rohde-schwarz.com

Asia/Pacific Phone +65 65 13 04 88 
customersupport.asia@rohde-schwarz.com

China Phone +86-800-810-8228 /  
 +86-400-650-5896 
customersupport.china@rohde-schwarz.com

mailto:customersupport.china@rohde-schwarz.com
mailto:customersupport.asia@rohde-schwarz.com
mailto:customersupport.la@rohde-schwarz.com
mailto:customer.support@rsa.rohde-schwarz.com
mailto:customersupport@rohde-schwarz.com


目次R&S®RTB2000

3クイック･ガイド 1333.1605.18 ─ 02

目次
1 はじめに.......................................................5

1.1 安全のために................................................................5

1.2 ドキュメントの概要..........................................................6

1.2.1 マニュアルおよび測定器ヘルプ................................................7

1.2.2 データシートおよびカタログ..................................................7

1.2.3 校正証明書..................................................................8

1.2.4 リリースノートとオープン・ソース・アクノリッジメント........................8

2 使用の準備.....................................................9

2.1 本器の開梱と確認............................................................9

2.2 本器の設置..................................................................9

2.3 本器の起動.................................................................10

2.3.1 電源の投入.................................................................10

2.3.2 電源のオン／オフ...........................................................11

2.3.3 電源の切断.................................................................12

2.4 ヒューズの交換.............................................................12

3 本器の詳細....................................................13

3.1 フロントパネル.............................................................13

3.1.1 入力コネクタ...............................................................14

3.1.2 フロントパネルのその他のコネクタ...........................................15

3.2 リアパネル.................................................................15



目次R&S®RTB2000

4クイック･ガイド 1333.1605.18 ─ 02



はじめにR&S®RTB2000

5クイック･ガイド 1333.1605.18 ─ 02

1 はじめに

1.1 安全のために

R&S RTB2000 は、主電源に間接的にのみ接続されているか、主電源に接続されていない

回路の測定を目的として設計されているオシロスコープです。本器は、どの測定カテゴ

リにも分類されません。

本器の操作担当者は、電気的測定の危険性についての知識を持っている必要がありま

す。該当する地域または国内における安全指示および事故防止の規制を遵守する必要が

あります。

安全情報は製品ドキュメントの一部です。その目的は、危険の可能性について警告し、

危険な状況から発生する怪我や損傷を防ぐ手順を示すことにあります。安全情報は以下

のように提供されています。

● 本器に同梱された印刷文書に、いくつかの言語による基本的な安全注意事項が記載

されています。

● 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。

怪我の危険性

感電事故、火災、怪我、損傷を防ぐために、本器は必ず適切な方法で使用してくださ

い。

● 本器の筐体は開けないでください。

● 本器の筐体や、ディスプレイ、プローブ、付属品などが損傷を受けている場合は、

本器を使用しないでください。何らかの損傷を発見した場合や、その疑いがある場

合は、本器や付属品の調査を、弊社のサービスセンターに依頼してください。

● 濡れたり湿っている環境や、爆発しやすい環境で本器を操作しないでください。入

力を接続する前に、本器、ケーブル、コネクタがよく乾燥していることを確認して

下さい。

● 3.1.1,「入力コネクタ」 (14 ページ)に記載されている電圧制限値を超えないよ

うにしてください。

 

 

安全のために
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本器の損傷の危険

動作場所またはテストセットアップが不適切である場合は、本器および接続したデバイ

スを損傷するおそれがあります。以下の動作条件を確認してから本器に電源を投入し

てください。

● 本器に同梱されている印刷文書に記載された基本的な安全注意事項を読み、記載内

容に従ってください。また、以下のセクションの安全注意事項を読み、記載内容に

従ってください。

● データシートで指定された動作条件に従ってください。一般的な安全注意事項に

は、動作条件についても記載しています。

● 本器は、以下のセクションの記述に従って設置してください。

ファンの開口部と通気孔が塞がれていないことを確認してください。壁面までの

距離は 10 cm 以上必要です。

● 入力コネクタから入力される信号レベルがすべて指定範囲内にあること。

● 信号出力が適切に接続され、過負荷がないこと。

静電放電（ESD）の危険

静電放電（ESD）は、本器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。ESD が最も発生しやすいのは、DUT またはテストフィクスチャと本器のテスト

ポートを接続するとき、あるいはそれらを取り外すときです。ESD を防止するために、

リストストラップとコードで自分の体を接地するか、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。

詳細については、本器に同梱された印刷文書に記載されている基本的な安全注意事項を

参照してください。

電磁妨害（EMI）が測定結果に影響を及ぼす場合があります。

電磁妨害（EMI）の発生を抑えるためには、以下の条件を守ってください。

● 二重シールドの RF ケーブルや LAN ケーブルなど、適切にシールドされたケーブ

ルを使用してください。

● 開放端のケーブルは、必ず終端させてください。

● データ・シートの EMC クラスの規格を満たすようにしてください。

1.2 ドキュメントの概要

このセクションでは、R&S RTB2000 ユーザードキュメントの概要について説明します。

 

ドキュメントの概要



はじめにR&S®RTB2000

7クイック･ガイド 1333.1605.18 ─ 02

1.2.1 マニュアルおよび測定器ヘルプ

マニュアルは次の製品ページにあります。

www.rohde-schwarz.com/manual/rtb2000

クイック・ガイド・マニュアル

R&S RTB2000 の概要と、製品のセットアップ方法を説明します。印刷された英語バージ

ョンの文書は、本器に同梱されています。

ユーザーマニュアル

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と本

器のインタフェースに関する情報も記載されています。クイック・ガイド・マニュアル

の内容も記載されています。

ユーザーマニュアルのオンライン・バージョンは、マニュアルのすべての内容を含み、

インターネット経由で即座に表示できます。

測定器ヘルプ

ヘルプを利用すれば、コンテキストに応じた機能の説明を、本器に直接即座に表示する

ことができます。

基本的な安全注意事項

安全注意事項や、操作条件などの重要な情報について説明しています。印刷された文書

は、本器に同梱されています。

測定器セキュリティ手順マニュアル

セキュリティ保護されたエリアで R&S RTB2000 を用いて作業する場合のセキュリティ

上の問題について扱っています。

サービスマニュアル

定格仕様を確認するための性能試験、モジュールの交換と修理、ファームウェアアップ

デート、トラブルシューティングと故障の回避についての説明と、機械図面およびスペ

ア部品のリストが記載されています。サービスマニュアルは、グローバル

Rohde & Schwarz 情報システム（GLORIS、https://gloris.rohde-schwarz.com）に登録

済みのユーザーが利用できます。

1.2.2 データシートおよびカタログ

データシートでは、R&S RTB2000 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オプションのアクセサリのリストも記載されています。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/rtb2000 を参照してください。

 

 

ドキュメントの概要

http://www.rohde-schwarz.com/manual/rtb2000
https://gloris.rohde-schwarz.com
http://www.rohde-schwarz.com/brochure-datasheet/rtb2000


はじめにR&S®RTB2000

8クイック･ガイド 1333.1605.18 ─ 02

1.2.3 校正証明書

校正証明書は、以下から入手できます。https://gloris.rohde-schwarz.com/calcert

本器のリアパネルのラベルに記載されているデバイス ID が必要です。

1.2.4 リリースノートとオープン・ソース・アクノリッジメント

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/rtb2000 を参照してください。オープン・ソース・

アクノリッジメント文書は本器で直接読むこともできます。
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2 使用の準備

2.1 本器の開梱と確認

1. 荷物に損傷がないかを点検します。

包装材料に無理な外力が加えられた様子がある場合は、運送業者に連絡して下さ

い。

2. 測定器とアクセサリを慎重に開梱します。

3. 本器の装備がすべて揃っていることを確認します。「荷物の内容」 (9 ページ)を

参照してください。

4. 機器に損傷がないかどうか確認します。

損傷や不足している付属品がある場合は、運送業者と販売店に連絡してください。

梱包ボックスや梱包材料は、必ず捨てないで保管しておいてください。

梱包材料

梱包材の保管をお勧めします。一度お使いになった後で、本機を他の場所に移動した

り、輸送する場合に、梱包材を使用してコントロール機能やコネクタが損傷しないよう

に保護することができます。

荷物の内容

梱包された荷物には、以下のものが同梱されています。

● R&S RTB2000 デジタルオシロスコープ

● R&S RT-ZP03 プローブ（R&S RTB2002 の場合は 2個、R&S RTB2004 の場合は 4個）

● 各国専用の電源コード

● 『クイックガイド』（印刷版）

● 『基本的な安全注意事項』（印刷版）

2.2 本器の設置

本器は、ラボ環境での使用を目的として設計されています。本器は、ベンチトップに設

置した状態またはラックに収容して使用することができます。

本器をスタンドアロンで操作する場合には、平らで均一な水平の面上に設置してくださ

い。本器は、水平位置で使用することも、底部の支持脚を伸ばして使用することもでき

ます。

本器は、ラック・マウント・キットを使用して 19 インチラックに取り付けることがで

きます。ラック・マウント・キットの注文番号については、データシートを参照してく

ださい。取付説明書はラック・マウント・キットに添付されています。

 

 

 

本器の設置
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けがの危険（スタンドを使用時）

スタンドを引き出したまま本機を移動すると、スタンドが折り畳まれてしまうことがあ

ります。けがや損傷の原因になります。

● スタンドは完全に引き出すか完全に折り畳んでください。スタンドを引き出した

まま本機を移動しないでください。

● スタンドを引き出して使用しているときは、本機の下で作業したり物を置かないで

ください。

● スタンドに過大な負荷がかかるとスタンドが破損する可能性があります。伸ばし

た状態で脚部にかかる総重量が、200 N を超えないようにしてください。

過熱による本器の損傷の危険

空気流が不十分である場合、R&S RTB2000 が過熱する可能性があります。これによって、

測定結果の誤りや誤動作、損傷が生じるおそれがあります。

● ファンの開口部と通風孔がふさがれていないことを確認してください。壁とは少

なくとも 10 cm の間隔を空けてください。

● 複数の機器を並べて配置する場合は、機器の間隔を少なくとも 20 cm 空けてくださ

い。隣の機器によって加熱された空気が本器に取り込まれないようにしてくださ

い。

● 本器をラックに組み込む場合は、ラック製造業者の指示に従い、十分な空気流を確

保し、過熱を防止してください。

2.3 本器の起動

2.3.1 電源の投入

R&S RTB2000 は各種の AC 電源電圧に自動的に対応して動作します。

 

 

本器の起動
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公称範囲は以下のとおりです。

● AC 100 V～240 V、50 Hz～60 Hz

● 0.95 A～0.5 A

● 最大 60 W

怪我の危険性

本器は必ずグランド接点があるコンセントに接続してください。

本器を AC 電源に接続する際に絶縁トランスを使用しないでください。

1. R&S RTB2000 のリアパネルの AC 電源コネクタに電源ケーブルを接続します。

2. コンセントに電源ケーブルを接続します。

3. リアパネルの主電源スイッチの I側を押します。

STANDBY キーが点灯します。キーは、フロントパネルの左下にあります。

主電源スイッチを常時オンにしておくと、直前の設定を保持することができます。電源

の接続を解除する場合は、本器の電源をオフします。

2.3.2 電源のオン／オフ

本器を起動するには

1. R&S RTB2000 が AC 電源に接続され、リアパネルの主電源スイッチが Iの位置にある

ことを確認します。

2. STANDBY キーを押します。キーは、フロントパネルの左下にあります。

はじめにシステム・チェックが実行され、その後ファームウェアが起動します。前

回使用時に正常終了した場合は、本器は前回の設定状態を保持して起動します。

表 2-1: STANDBY キーの色

緑 本器の電源がオン：ファームウェアが動作中

黄色 スタンバイ：本器の電源がオフ、主電源スイッチがオン

本器のウォームアップと準備

セルフアライメントと測定を実行する前に、本器を起動しウォームアップが完了してい

ることを確認してください。最小ウォームアップ時間は約 20 分です。

本器をシャットダウンしてスタンバイ状態にするには

► STANDBY キーを押します。

 

本器の起動
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現在の設定がすべて保存され、ソフトウェアはシャットダウンします。この状態

で、安全に本器の電源を遮断することができます。

2.3.3 電源の切断

本器のすべての電源を切断する必要がある場合のみ、主電源スイッチを切ります。

1. 本器の動作中に本器の電源をオフにするには、フロントパネルの STANDBY キーを押

します。

2. リアパネルの AC 電源スイッチの 0側を押します。

3. AC 電源から AC 電源ケーブルを取り外します。

データ損失の危険

本機の動作中にリア・パネルのスイッチを使用したり、電源コードを取り外して電源を

遮断した場合は、本機から現在の設定が失われます。さらに、プログラム・データも失

われる可能性があります。

必ず Standby キーを押して、アプリケーションを正しく終了してください。

2.4 ヒューズの交換

本器はヒューズによって保護されています。ヒューズの位置は、リアパネルの主電源ス

イッチと AC 電源の間です。

ヒューズのタイプ：サイズ 5×20 mm、250 V～、 T2.5H（遅延ヒューズ）、IEC60127-2/5

感電の危険

ヒューズを取り外す前に、電源を切り、本機が電源から完全に切断されていることを確

認してください。

ヒューズは、必ずローデ・シュワルツがスペア部品として提供しているヒューズを使用

してください。

1. リアパネルのスロットからヒューズホルダーを引き出します。

2. ヒューズを交換します。

3. ヒューズホルダーをスロットに戻し、留め具がかかるまで慎重に挿入します。

 

 

ヒューズの交換
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3 本器の詳細

3.1 フロントパネル

図 3-1 に R&S RTB2000 のフロントパネルを示します。ファンクションキーは、ディスプ

レイの右側にある機能ブロックにまとめて配置されています。

図 3-1: 4 つの入力チャネルを搭載した R&S RTB2004 のフロントパネル

1 = ディスプレイ

2 = 水平／垂直セットアップコントロール

3 = トリガ設定、アクション／解析コントロール

4 = アナログ入力チャネル（R&S RTB2002 の場合は 2チャネル、R&S RTB2004 の場合は 4チャネル）

5 = 外部トリガ入力

6 = ロジック・プローブ・コネクタ（オプション R&S RTB-B1）
7 = プローブ補正およびオプションのパターンジェネレーター用コネクタ（R&S RTB-B6）
8 = USB コネクタ

9 = Aux Out コネクタ

10 = STANDBY キー

 

 

フロントパネル
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3.1.1 入力コネクタ

BNC 入力（4、5）

R&S RTB2000 は、入力信号を接続するチャネル入力を 2つまたは 4つ備えています。外

部トリガ入力（5）は、測定を外部信号で制御する場合に使用します。トリガレベル

は、-5 V から 5 V に設定可能です。

すべての BNC 入力の入力インピーダンスは 1 MΩ です。

感電の危険 - 最大入力電圧

チャネル入力の最大入力電圧は、400 V （ピーク）および 300 V （RMS）を超えないよう

にする必要があります。

外部トリガ入力の最大入力電圧は 400 V （ピーク）および 300 V （RMS）です。

過渡電圧のピークは 400 V （ピーク）を超えないようにしてください。

30 V （RMS）または 42 V （ピーク）または 60 V DC を超える電圧は、人体に危険な電圧

と見なされます。人体に危険な電圧で作業する場合は、測定セットアップに直接接触し

ないように、適切な保護対策を講じてください。

● 必ず絶縁された電圧プローブ、テストリード、アダプタを使用してください。

● 30 V （RMS）または 42 V （ピーク）または 60 V DC を超える電圧には接触しないで

ください。

怪我および装置の損傷の危険

本器は、どの測定カテゴリにも分類されません。カテゴリ II、III、IV の過渡電圧が発

生する回路で測定を行う場合は、発生する過電圧が R&S RTB2000 の入力部に印加されな

いようにしてください。そのためには、DIN EN 61010-031 対応のプローブを使用して

ください。カテゴリ II、III、IV の回路を測定する場合は、必ず電圧を適切に減少させ

るプローブを挿入して、400 V （ピーク）を超える過渡電圧が本器に印加されないよう

にしてください。詳しい説明については、プローブメーカーのマニュアルと安全上の注

意を参照してください。

メモ：測定カテゴリに分類されない測定回路は、主電源系統に接続されない回路の測定

を目的とします（EN 61010-2-030 のセクション AA.2.4 を参照）。

 

フロントパネル
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ロジックプローブ（6）

ミックスド・シグナル・オプション R&S RTB-B1 がインストールされている場合、ロジ

ックチャネルのコネクタが使用できます。このオプションを使用すると、D0～D7 と D8

～D15 の各 8つのデジタルチャネルを持つ 2つのロジックプローブ用のコネクタを使

用することができます。

最大入力電圧は、入力インピーダンス 100 kΩで 40 V（ピーク）です。800 mV（Vpp）

の最小入力電圧スイングおよび中程度のヒステリシスの信号の最大入力周波数は 300

 MHz です。

3.1.2 フロントパネルのその他のコネクタ

PATTERN GENERATOR（7）

パターンジェネレーター用コネクタ P0、P1、P2、P3。

"デモ 1"信号はデモンストレーション用です。

PROBE COMP.（7）

オシロスコープのチャネルに合わせてパッシブプローブを調整するためのプローブ補

正端子です。

プローブ補正用の方形波信号。

プローブ用グランドコネクタ。

USB タイプ A（8）

USB 2.0 タイプ Aインタフェース。マウス、キーボード、USB フラッシュメモリなどを

接続して、本器の設定や測定データのセーブ／リロードおよびファームウェアのアップ

デートを行うことができます。

AUX OUT（9）

多目的 BNC 出力。合否判定／トリガ出力、10 MHz 正弦波出力、波形発生器（オプション

R&S RTB-B6）用に使用できます。

3.2 リアパネル

図 3-2 に、R&S RTB2000 のリアパネルとそのコネクタを示します。

 

 

リアパネル
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図 3-2: R&S RTB2000 のリアパネル図

1 = LAN コネクタ

2 = USB コネクタ、タイプ B

3 = AC 電源コネクタと主電源スイッチ

4 = 盗難防止用ケンジントン・ロック・スロット

5 = 盗難防止用ロックの固定用ループ

6 = 未使用

LAN（1）

本器をローカル・エリア・ネットワーク（LAN）に接続する際に使用する 8ピン RJ-45

コネクタ。最大 1 Mbps までサポートしています。

USB タイプ B（2）

タイプ B（デバイス USB）の USB 2.0 インタフェース。本器のリモート制御に使用しま

す。

メモ： EMI（電磁妨害）が測定結果に影響を与える場合があります。影響を避けるに

は、長さ 1 m 以内の USB 接続ケーブルを使用してください。

AC 電源：主電源コネクタと主電源スイッチ（3）

本器は広範囲の電源をサポートしています。印加された電圧に応じて正しい範囲に自

動的に調整されます。電源電圧セレクタはありません。

AC 主電源スイッチは、本器を AC 電源から完全に切り離すために使用します。

リアパネル
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