
入力信号　　

項　目 仕　　　様

種類 外部TS入力, 擬似ランダム信号, ヌルTSパケット
外部TS入力 パケット形式 再多重化後の MPEG2 TS

（204バイト／パケット）
ビットレート TSクロック出力に同期
形式 8ビットパラレル（DVB-SPI）
クロックエッジ 立ち上がりでデータを取り込む
レベル　 LVDS
コネクタ Dsub25（メス）

擬似ランダム信号 PN23（X23 + X18 + 1）、または、その反転信号を

各階層別に生成可能

出力信号

項　目 仕　　　様

放送方式 地上デジタルTV放送（ARIB-STD-B31 に準拠）
地上デジタル音声放送（ARIB-STD-B29 に準拠）
 　1セグメント形式
地上デジタル音声放送（ARIB-STD-B29 に準拠）
 　3セグメント形式

地上デジタル音声放送 1または3セグメントの変調信号に、総セグメント数が
連結送信模擬信号発生 7となるようにダミーセグメントを付加して連結送信信号
（対応予定） を生成。変調信号は7セグメントの出力信号の中央・

最下端・最上端に配置可能
変調 モード 内部（OFDM変調器）／外部
外部I/Q変調入力 定格入力 0.5Vrms

入力インピーダンス 50Ω
コネクタ BNC

RF出力 出力周波数 500kHz～3.2GHz
（分解能 0.1Hz）
OFDM変調信号の中心
周波数を設定

周波数オフセット  1/7 MHzの整数（0～41）倍
のオフセットを加算可能

出力レベル -115dBm～+6dBm
（分解能 0.1dBm）

出力インピーダンス 50Ω
コネクタ N

ベースバンド出力 形式　　 中心周波数が０MHzまたは（512/63）
MHzまたは-（512/63）MHzのI/Q信号

レベル　 平均出力　0.316Vrms（typ.）
出力インピ－ダンス 50Ω
コネクタ BNC

※ 変調を内部と設定した場合、ベースバンド出力はOFF
デジタル出力 形式 15ビット2の補数形式の

I/Qデータ
データレート 逆FFTサンプリングクロック
レベル TTL
コネクタ 68ピンハーフピッチ

TS クロック出力 種別 ビットクロックまたはバイトクロック
レベル TTL
コネクタ BNC
※ TSクロックは、変調がONの間、出力される

伝送パラメタ

項　目 仕　　　様

モード モード1, モード2, モード3
ガードインターバル比 1/32, 1/16, 1/8, 1/4
キャリア変調方式 DQPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM
符合化率 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
時間インターバル長 地上デジタルTV放送 地上デジタル音声放送

0, 4, 8, 16  （モード1） 0, 4, 8, 16, 32 （モード1）
0, 2, 4, 8    （モード2） 0, 2, 4, 8, 16    （モード2）　
0, 1, 2, 4    （モード3） 0, 1, 2, 4, 8     （モード3）

その他

項　目 仕　　　様

TMCC 伝送パラメタ設定から自動生成
AC スタッフィングビット（all 1）を挿入
部分受信設定 可
緊急警報起動フラグ設定 可
ノイズ付加 C/N 0 ～ 40dB （設定分解能 0.1dB）
出力セグメント選択 各セグメント毎に出力 ON/OFF を選択可
誤り訂正 外符号・エネルギー拡散・バイトインターリーブ・内符号・

ビットインターリーブ・周波数インターリーブ を個別に ON/
OFF可能

逆FFT 地上デジタルTV放送　（512/63）MHz
サンプルクロック 地上デジタル音声放送 1セグメント 非連結送信時（64/63）MHz
周波数 地上デジタル音声放送 3セグメント 非連結送信時（128/63）MHz

地上デジタル音声放送 1/3セグメント 連結送信時（256/63）MHz
基準周波数 エーシング 標準 1×10-6/年

高安定タイムベース 8×10-8/年（別売オプション）
温度特性 標準 1×10-6/年

高安定タイムベース 5×10-8/年（別売オプション）
内部基準信号出力 周波数 10MHz

レベル TTL
外部基準信号入力 周波数 10MHz±100Hz

レベル 1～5Vp-p
入力インピーダンス　1kΩ

外部基準クロック入力 周波数 10MHz
通信インターフェース シリアル、GP-IB （IEEE-488）
外形寸法 426mm（W）×176mm（H）×450mm（D）

（取っ手および突起部を除く）
質量 約23kg

オーダインフォメーション

形　名 仕様コード 記　事
703250 VG3100T本体

電源コード
-M 日本国内専用

付加仕様
/HS 高安定タイムベース
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