
Wide-band Modulation Analyzer

VN7100広帯域変調アナライザ VN7100広帯域変調アナライザ VN7100

ユビキタス時代の新感覚アナライザ�

●入力周波数範囲 ： IQ入力-84MHz～84MHz�
 IF入力DC～84MHz�
 RF84MHz～6.2GHz�
●解析周波数帯域幅 ： IQ 168MHz  IF 84MHz  RF 168MHz�
●超ロングメモリ ： 128Mポイント/ch�
●IQ復調出力機能装備�
●Ethernet（10Base-T/100Base-TX）標準装備�

●時間軸解析 ： 波形表示、パワートレンド表示�
●周波数解析 ： スペクトラム解析、スペクトログラム�
●統計解析 ： CCDF解析�
●変調解析 ： BPSK  QPSK  π/4QPSK�
 OQPSK 8PSK 16QAM 64QAM 256QAM�
●変調精度 ： （EVM）解析 / アイパターン表示 �
 / コンスタレーション表示 / ビット誤り率（BER）�

入力部�
入力種類 IQ｜IF｜RF�
入力コネクタ IQ/IF入力 ：BNC�
 RF入力 ：N型�
交称インピーダンス 50Ω�
VSWR IQ/IF入力 ： 1.5:1以下（14dB）�
 RF入力 ： 2.5:1以下（7.3dB）（-25dBm～-15dBmレンジ）�
　　　　　　　             　　　              1.5:1以下（14dB）（-10dBm～+20dBmレンジ）�
入力結合 IQ/IF入力 ：DC結合/AC結合(fc≦30KHz(-3dB))�
 RF入力 ：DC結合�
DCオフセット IQ/IF入力�
 -1V～+1V（1mVステップ）（-24dBm～-12dBmレンジ）�
 -2V～+2V（10mVステップ）（-9dBm～0dBmレンジ）�
 -4V～+4V（10mVステップ）（+3dBm～+24dBmレンジ）�

周波数部�
入力周波数範囲 IQ入力 ：-84MHz～84MHz�
 IF入力 ：DC～84MHz�
 RF入力 ：84MHz～6.2GHz�
周波数スパン IQ入力 ：100Hz～168MHz�
 IF入力 ：100Hz～84MHz�
 RF入力 ：100Hz～168MHz�
中心周波数設定分解能 0.1Hz�
分解能帯域幅（RBW） 1Hz～10MHz�
信号純度 IQ/IF入力 ：<-120dBc/Hz（20KHzオフセット）�
    <-125dBc/Hz（100KHzオフセット）�
 RF入力 ：<-100dBc/Hz（20KHzオフセット）�
    <-112dBc/Hz（100KHzオフセット）�
内部周波数基準確度 初期 ：<±0.1ppm�
 長期安定度 ：<±0.08ppm/年�
 温度安定度 ：<±0.05ppm/5～40℃�
窓関数 Flattop¦Gaussian¦Hanning¦Rectangle¦Blackman-Harris

振幅部�
フルスケールレンジ IQ入力 ：-21dBm～+24dBm（3dBステップ）�
 IF入力 ：-24dBm～+24dBm（3dBステップ）�
 RF入力 ：-25dBm～+20dBm（5dBステップ）�
最大許容入力レベル IQ/IF入力 ：+24dBm，±5V DC（DC結合）�
    +24dBm，±35V DC（AC結合）�
（連続入力） RF入力 ：+20dBm， 0V DC（-25dBm～-15dBmレンジ）�
    +30dBm， 0V DC（-10dBm～+20dBmレンジ）�
ADCオーバーロード フルスケールレンジ +10dB（typical）�
フルスケール確度 IQ/IF入力 ：<±0.8dB�
（基準動作状態にて） RF入力     ：<±2.0dB�
レベル直線性 <±0.2dB（0～-40dBfs）�
帯域内平坦性 IQ/IF入力 ：0.3dBp-p（typical） （入力周波数範囲内）�
 RF入力 ：0.6dBp-p（typical） （中心周波数±60MHz）�
帯域内群遅延時間平坦性 IQ/IF入力 ：3nsp-p（typical）（入力周波数範囲内）�
 RF入力 ：5nsp-p（typical）（中心周波数±60MHz）�
3次相互変調歪※ <-65dBc（入力レベル=フルスケールレンジ）�
高調波※ IQ/IF入力 ：<-60dBc（入力レベル=フルスケールレンジ）�
スプリアス応答 IQ/IF入力 ：<-65dBc�
 RF入力 ：<-50dBc（84MHz～3GHz）�
    <-35dBm（3GHz～6.2GHz）�
残留応答 IQ/IF入力 ：<-100dBm（-15dBmレンジ）（0Hzを除く）�
 RF入力 ：<-75dBm（-20dBmレンジ）（中心周波数を除く）�
入力換算雑音レベル IQ入力 ：-145dBm/Hz（typical）（-15dBmレンジ）�
 IF入力 ：-143dBm/Hz（typical）（-18dBmレンジ）�
 RF入力 ：-140dBm/Hz（typical）（84MHz～6.2GHz，-20dBmレンジ）�

アクイジション部�
レコード長 10k ¦ 20k ¦ 50k ¦ 100k ¦ 200k ¦ 500k ¦ 1M ¦ 2M �
 5M ¦ 10M ¦ 20M ¦ 32M ¦ 64M ¦ 128M（ポイント）�
サンプリング周波数 100KHz～210MHz（0.1Hz分解能）�
トリガタイプ Single ¦ Continuous ¦ Sequence�
シーケンス回数 1～10000�
トリガモード Free Run ¦ IF ¦ External�
トリガスロープ Rise ¦ Fall�
トリガレベル レンジの0～100%（IFトリガ時）�
トリガポジション ≦±レコード長�
ヒストリ機能 2n≦（128M/レコード長）となる最大のnに対し、（2n－1）個のヒストリを記録（但し最大1023）�

IQ復調出力 出力レベル  ：－4dBm（typical）、（I+Q、フルスケール入力時）�
 出力インピーダンス ：50Ω（typical）�
 復調帯域幅  ：160MHz（typical）�
 通過域平坦性 ：3.0dBp-p（typical）�
 コネクタ形状 ：BNC×2�
プローブ用電源 電圧  ：±12V�
 最大電流  ：125mA（各コネクタ毎）�
 使用可能プローブ ：700939 FETプローブ（横河電機製）�
     701920 差動プローブ（横河電機製）�
 コネクタ形状 ：4ピン丸型×2個�

補助入出力部�
外部トリガ入力 入力レベル  ：TTL�
 入力インピーダンス ：1KΩ（typical）�
　　　　　　　　　　            非破壊入力レベル ：±5V�
 コネクタ形式 ：BNC�
外部トリガ出力 出力レベル  ：3.3V CMOS（無負荷時）�
 出力インピーダンス ：50Ω�
 コネクタ形状 ：BNC�
外部基準周波数入力 入力レベル  ：1～5Vp-p�
 入力インピーダンス ：50Ω（typical）�
 周波数範囲  ：1～30MHz�
 分解能  ：1KHz�
 非破壊入力レベル ：±5V�
 コネクタ形式 ：BNC�
基準周波数出力 公称出力周波数 ：10MHz�
 出力レベル  ：1Vp-p（無負荷時）�
 出力インピーダンス ：50Ω（typical）�
 コネクタ形式 ：BNC

インターフェース・記憶装置部�
LAN 規  格  ：10Base-T/100Base-TX自動切換え�
 コネクタ  ：RJ-45�
 通信プロトコル ：TCP/IP�
シリアル 規  格  ：EIA RS232準拠�
 コネクタ  ：9ピン D-sub（オス）�
 通信速度  ：9600～115.2kbps�
 通信方式  ：非同期・無手順�
USB 規  格  ：USB 1.1準拠 ホストポート�
 コネクタ  ：USB-A×2�
 接続可能デバイス ：キーボード,マウス,プリンタ�
     （接続可能なプリンタは別途規定）�
外部ディスプレイ 規  格  ：VISA�
 コネクタ  ：15ピン高密度D-sub�
 解像度  ：800×600ドット（SVGA）�
内蔵記憶装置 FDD  ：1.44MB 3.5インチ�
 HDD  ：30GB

一般仕様�
動作環境 周囲温度  ：5～40℃�
 周囲湿度  ：20～80%RH（結露しないこと）�
ウォーミングアップ時間 30分以上�
定格電源電圧 100～120VAC/220～240VAC�
電源周波数変動許容範囲 48～63Hz�
最大消費電力 200VA�
外形寸法 426（W）×176（H）×450（D）mm（取っ手及び突起部を除く）�
質量 約14kg（標準）�
 約19kg（/RFオプション付）�

形名および仕様コード�

VN7100仕様�

703260    広帯域変調アナライザ�

電源ケーブル -M   日本国内のみ使用可�

追加仕様  /RF  RF入力、IQベースバンド出力付�
  /EQ  等化フィルタ機能�
  /WLAN 無線LAN変調解析機能（802.11a,11b,11g）�

形　名 仕様コード 記　事 �

外部トリガ入出力 I/F
I/Q 復調出力 I/F
基準信号入出力 I/F

RS-232 シリアル I/F

プローブ用電源 I/F

USB I/F ×2

10BASE-T/100BASE-TX�
Ethernet I/F
外部ディスプレイ I/F

■VN7100ブロック図�■背面図�
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RF入力�
84M～6.2GHz

AC/DC
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DCオフセット�
調整�

VCXO�
＋PLL

RF/IQ�
切り換え�

Step�
ATT

210MHz�
生成�

Step�
ATT

RF周波数変換�
＆�

I/Q復調器�

リアルタイム�
信号処理�

A/D

基準クロック入力�

トリガ出力�

トリガ入力�

LAN（Ethernet）�

Serial

USB（2port）�

I/Q復調�
出力�

IQ/IF入力�

基準クロック出力�

Step�
ATT

A/D

D/A

D/A

データ収集�
制 御�

（トリガ制御）�

アクイシジョン�
メモリ�

HDD�
（30GB）�

カラーLCD�
（8.4"）�

FDD

キーボード�

CPU

※IQ入力時 ： －15～＋24dBmレンジにて  IE入力時 ： －18～＋24dBmレンジにて  RF入力時 ： －20～＋20dBmレンジにて�


