
3GHzSpeCtrumAnalizerGSP・830￥590，000

特徴

・周波数レンジ：9KHz～3GHz

・表示平均ノイズレベル：，152dBm／Hz（－172dBm／Hz；jIJアンプGAP－802使用時）

・高安定：±1ppm、0℃～50℃、±lppm／year

・クイック測定：ACPR、OCBW、チャンネルパワー、N－dB、位相ジッタ

●　Pass／Failテスト

●マーカ測定：5セット（デルタ・マーカ機能含む）、ピーク検索機能

・画面2分割機能（個別設定可能）
バッテリーX2個

・3電源方式：AC電源、DC電源（＋12V）、バッテリー

・インターフェース（標準装備）：USBホスト／デバイスポート、RS－232C、VGA出力

オプション：GPIB

．ォプション、アクセサリは、トラッキングジェネレータ、4種類のRBWモジュール　G！空InFr∈K

やプリアンプ、アンテナキットなど豊富に用意　　　　　　　　　　　　　MadetoMeasure



GSP－830は、高性能ながら操作が簡単で使いやすく、バッテリー駆動など便利な機能を低価格で実現した3GHzのスペクトラ

ムアナライザです。本器は、ノイズフロアレベル、－152dBm／Hzの微弱な信号まで測定でき、オプションのプリアンプ（GAP・801／802）

を使用することで－172dBm／Hz（GAP－802使用時）とさらに高感度を実現できます。

測定機能としてオートセット、スプリットウィンドウ、電力測定、パス／フェイル判定などがありすべてスペクトル分析に理想的な

ソリューションを提供します。さらに、オートシーケンス機能として、ユーザー定義マクロ（操作を20個記録）を10セットまで保存で

き測定の繰り返し、シングル実行などの実行モードと組合せることで、繰り返しの測定や定型の測定でキー操作を省略すること
ができます。

インタフェースは、USBホスト／デバイス、RS－232⊂、VGA、およびGPIB（オプション）があり、データ出力やリモートコントロール、

およびモニタリングが可能です。

さらに、オプションとしてトラッキングジェネレータ（Opt．Ol）、EMlオプション（Opt．05）やアクセサリとしてアンテナキット（GKT－006

）など様々なアプリケーションに対応できます。

b AUTOSETFUNCTlON
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オートセット機能は、特別な設定なしにRF信号を自動的にチェック

し、最適の表示設定を実行します。

q　電力測定機能
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マーカモードは、同時に、最大5つのマーカまたはデルタマーカを

オンにできます。マーカテーブルを使い、一覧表でマーカの測定

および編集ができピーク信号、センタ周波数、スタート／ストップ周

波数など様々な位置にマーカを自動的に移動させることができま

す。さらに、マーカ操作はピークサーチ機能でも利用できます。
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0CBW N－dBBW測定　　　　　　PhaseJitte潤J定

GSP－830には、自動測定機能があり頻繁に使用しかつ設定が煩雑なACPR、0CBW、およびチャネル電力、位相ジッタ、およびN－dB帯域

幅の電力測定を簡単に設定・測定できます。カラー表示されたチャネル帯域と同様に、2つの隣接チャネルが異なるカラーで表示され設

定を確認することが容易です。電力測定モードでは、画面は2分割され管面ディスプレイの上部には波形エリアを、下部に測定値を同時

に表示します。

Jb coRRECT．ONテーブル機能
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振幅補正機能は、指定した周波数のレベルを変更することで、

周波数特性を調整できます。アンテナなどの特性を補うのに便

利です。振幅補正は5セット（30ポイント）設定できます。

q AC，DC，バッテリーの3電源で動作
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■≡■　spLlT－WINDOW表示モード

2分割表示は、測定信号を2つの異なる設定で測定できます。
スプリットウインドウモードでも、リアルタイムに表示が更新され

ます。この機能は高調波を測定する時に特に便利です。

襲撃愚27仰
LHonバッテリーパック×2個　　ジャック／シガーライタープラグ付電源コード　　キャリー用ソフトケース

GSP－830には、AC電源（100～240V）、DC電源（12V）、およびバッテリー駆動の3電源方式が標準で装備され様々な測定環境

に対応できます。オブシ］ンのバッテリーパックを使用すると約3時間動作します。また、DC電源（12V）では、オブシ］ンケーブル（GTL．401）

を使用し自動車内でも使用できます。バッテリーの充電は、AC電源、DC電源使用中に行います。



■≡■　インターフェース

感雲

●標準インターフェース：

USBホスト：USBフラッシュメモリ

USBデバイス／RS－232⊂：PCとの接続☆

VCA出力：プロジェクタなどを接続

●オプションインターフェース：

GPIB：PCとの接続

叩⊂ソフトウェア”EagleShot”がホームページに

ございます。http：／／www．■nStek．co．jp

■■　オプションおよびアクセサリ

GSP－830オプション一覧、　　　】 剳W準価格 

Opt．01 �6x8�6(4ﾈ984�5x4h6ﾈ8ﾈ�ｸ5��儘��ｨ�捶鳧�｢�￥280，000 

Opt．02 汎��6�6(6X8ｨ�ｸ7�6(4蜒"�￥54，000 

Opt．04 �3���$%x8(5x8X�ｸ8ｸ�儘��ｨ�捶鳧�｢�￥79，500 

Opt．05 当ｴ��S�#�ｴ�$%x8(5x8X�ｸ8ｸ�儘��ｨ�捶鳧�｢�￥148，000 

Opt．06 ���ｴ��S���ｴ�$%x8(5x8X�ｸ8ｸ�儘��ｨ�捶鳧�｢�￥79，500 

Opt．07 ���ｴ��S���ｴ�$%x8(5x8X�ｸ8ｲ�￥296，000 

＋AM／FMデモジュレータ（工場出荷時） 

Opt・08 盃��(48985��ｸ7H4h�ｸ5��儘��ｨ�捶鳧�｢�￥45，000 

☆Opt．05，06，07はこのうち1種類のみ選択して装着可能

田　その他の機能

3トレース機能

多言語メニューの採用。

表示部下のアイコン表示により

動作状況が簡単にわかります。
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号も五艶　亨　確：恥

プリアンプGAト801／802 劔剪�

慧療 劔杯���ﾃ�������3������D%�&X�ﾄ�ﾗ�ﾆ�-ﾆW"�牟���dt��滅���6�ﾈ�｢�
GAP・gO2　￥90，000 …2已票舘岩；。a．） 

叫加・・屯記 

GAP－801 劔杯�6s��"�

パラメータ �1trm 俐X惲�下p　最大 剪P位 剄ﾅ小 �8G��最大 �%�犬�

周波数レンジ 冉o ���C����－ 澱�GHz �0．009 ��ﾂ�3 杯��

Gain 僭p 湯�11．5 ��ﾂ�dB �15 �#��－ 縫"�

0］tPutld8・〔ompresionpoint 儕ldB ��ｳ�2�＋14 ��ﾂ�dBm 凵{13．4 ��ｳ�h�CB�－ 縫&ﾒ�

Sbn 芳匁uv�fU&�F薬�SWR ��ﾂ�1．3：1 ���C��c��－ 凵�2：1 ��ﾂ�＜1，2：1 ��ﾂ�

3rdOderlnter【印tPoint 冤P3 偖ﾃ#��＋27 ��ﾂ�dBm 凵{24 ��ｳ3��－ 縫&ﾒ�

No 傍f殆W&R�NF ��ﾂ�6．g 度�C"�dB 凵| �8�CR�3．7 縫"�

De ��ﾆT7W'&觀蹌�lc 鼎"�45 鉄R�mA �76 塔��85 網��

ReturnLossBridge　RLBrOOl � 

FrequencyRange �10MHz～lGHz 

．ノ RLB－001￥50，000 リタ－ンロスブリッジ 10MHz－1GHz 認�&V7F庸宥��10MHz～100MHz：）48dB 

100MHz～1000MHz：）38dB 

InsertionLoss �6�&6WF���H�h*ﾓ��D"�

LoadtoCoupIer：く6dB 

ReturnLoss �6�&6U&WGW&菷�78�｣vD"�

LoadReturnLoss ��#��D"�

CouplerReturnLo �8�h�#�vD"�

特性インピーダンス 鉄���

コネクタ形状 碑ﾅ��

SourceandLoad：メス 

Couplerオス 

寸法・質量 刋蜒SE�3(�蒙ﾘ�ｨ�3#3�r�

ADP－001Adaptor ADP－002Adaptor ADP－101Adaptor ATN－100

BNC（J／F）50Q～　　SMA（J／F）～N（J／F）　BN⊂（J／F）75Q～　　10dBAttenuator

N（P／M）50くつ

GAK・001

50Qltrmination

N（P／M）

蘭
GTL・303　RFケーブル

SMA（P／M）

Rg316

600mm

BNC（P／M）50Q N（I／F）～N／P（P／M）

こ云甘恕　踪卦等

GTL－301RFケーブル　　GTL・302　RFケーブル

RG223

N（P／M）

280mm

GTL．304　RFケーブル　　GRA・404　￥27，000

RG223，N（P／M）－N（）／F）　　ラックマウントアダプタ、19”、4U2gOmmn●挙
：l碍；・・
■■　　　ニ

ー　　　ヤー、ノー嘗首釘．

アクセ屈王国 剳W準価格 

GAP－801 ���D(7h8ｨ4�987b�GSP・810／830 �����3����

GAP・802 �#�D(7h8ｨ4�987b�GSP・810伯30 �����3����

GKト001 儉Iw�4�4�5ｨ5H8ｨ5ｨ6(6r��E��ﾃ��%�(���D��ﾃ�����uDﾈ�ﾃ3�5�(��u48�ﾃ��'��GSト810舟30 ���3��3����

GKr002 ��ﾈx�%h4�4�5ｨ5H8ｨ5ｨ6(6r��E�D�翼(���E��ﾃ��ﾇ�"�uDﾃ3�E�"�u8�ﾈ�ﾃ��8�h�Eｸ5��ｸ5㊥ﾂ�GSP・810／830 ���h�3S���

GKト003 �$ﾄ(4�4�5ｨ5H8ｨ5ｨ6(6r�t�ｸ�ﾃ������t�ｸ�ﾃ��'��u48�ﾃ��G���uDﾈ�ﾃ3�%�"�GSP－810／830 ���3��3����

GKT∝I6 乃ﾖﾈ7h8ﾘ�ｸ7X5ｨ6(6r��薊�ﾄ�����薊�ﾃ�'���薊�ﾃ�7����(�ﾃ�7���E��T�����E��S�'��$�8����ｨ�ﾄ$�8����･$h5��ｸ7X8ｷ��4ﾔ�����ｨ�ﾅ4ﾔ�����･$h5��ｸ7X8ｷ��GSP・810／830 ���#���3����

GRA－404 �8�6(4�7ﾘ4X986yw�4ﾈ6(6r����h�h��H���GSP830 ���#x�3����

GS⊂－001 �4ﾈ888ｨ�ｹw�5ﾈ7H6x5��ｸ5��GSP－830 ���#x�3����

GTL401 妊96Hﾋ�5(�ｸ6��GSP－830 ����3C���

RLB・001 �8ｨ5��ｸ988ﾘ5�7X8ｨ6(5r�GSP・830 �����3����

GKT－006EMJProbeset 劔>�vR� 

Model Number ��&�&R�Primary 嚢�艷�"�Upper ��
1YPe �6V�6�"����R�占提ti。n �&W6��蹌�g&W�VV��ﾇ��

ANT－01 吐6ﾒ�ﾆ���H＿Field 鼎�D"�1GHz �����

ANT－02 �66ﾒ�ﾆ���H－Field �#縫"�1．5GHz ����h���

ANT・03 吐ﾖﾒ�7GV"�F���E－Field �3�D"�2．6GHz ������

PR・03 ���C��ﾖﾒ�E＿Field �#�D"�＜3GHz ������

何
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SPEC■F忙ATtO ��､�2� 

周波数 假ﾉFy�H8ﾈ985r�9kHz～3GHz 

エージングレート ��ﾓ���ﾘ�����S������ﾓ���ﾘ�逍V�"�

スパン範囲 �&ｴ���4t�冶6s(�ﾃX5�6X6(7h��7H8ｸ5�7�98��5ｸ8ﾘ5�7�92�

位相ノイズ ��S��D$8�艸ｨ�s�t���#�ｴ��g6WEG���6�ﾂ�

スイープ時間レンジ 鉄�ﾗ8��#X�CcR�

分解能 �$%x8ﾈ985r�3kHz、30kHz、300kHz、4MHz 

帯域 �$%xｦﾙ7��15％ 

ビデオ帯域レンジ �������ﾔ�悶��ﾃ8��5�6X6(7b�

振幅 ��ｩ.�8ﾈ985r�－103dBm～＋20dBm、IMHz～15MHz、RetLevel＠－30dBm 

－117dBm～＋20dBm、15MHz～1000MHz、Ref二Level≧－110dBm 

－114dBm～＋20dBm、1000MHz～3GHz、Re〔Levef≧・110dBm 

（Span＝50kHz，RBW＝3kHz） 

過負荷保護 俐Y�X���ｳ3�D&ﾘ��#UdD2�

リファレンスレベルレンジ ��S���D&ﾘ���ｳ#�D&ﾒ�

確度 ��ﾓ�D(�s���ﾔ��

周波数フラットネス ��ﾓ�D"�

ダイナミックレンジ 儷ﾈ麌8ﾈ985y+ﾉ�ﾉ�ｲ�Uﾈ麒[ﾘｼ�6ﾘ485�8ﾈ7�8ｲ�±1dBover70dB 

＜－135dBm±ldBm／Hz、1MHz～15MHz、Re仁Level＠・30dBm 

＜－149dBm／Hz、tyPical152dBm／Hz，15MHz～1000MHz、Ref．Level≧一110dBm 

＜－146dBm／Hz、tyPical－149dBm／Hz，1GHz～3GMHz，RefLeveI≧－110dBm 

3次高調波ひずみ ��8�Ss�D$5$fﾆ��WH�ﾘ�ﾃC�D&ﾘ��&Vh�DﾆWfT��x�ﾃ3�D&ﾒ�

全高調波ひずみ 非高調波スプリアス ��8�ﾃc�D&5$fﾆ��WH�8�ﾃC�D&ﾘ��&Y�ﾔﾆWfVﾈ�x�S3�D&ﾒ�

＜・93dBm，lMHz～15MHz，RefLevel≧・30dBm 

＜－107dBm，15MHz～1000MHz．RefLevel≧・110dBm 

＜－104dBm，1000MHz～3000MHz，RefLevel≧－110dBm 

（SPAN＝50kHz，RBW＝3kHz） 

その他 �6h4(5�7h8ﾈ42�枴l｣)ZｨｨB�640×480高解像度カラーTFT液晶 

アクティブウィンドウ：上、下、上下交互 

マーカ ���78�ｸ4�7ﾘ�ｸ4ｨ��X6ﾘ�ｸ7ﾘ8ｸ��6h8ｸ5�7ﾘ�ｸ4ｨ7�4���ｴ�Eﾈ�h6h8ｸ5���78�ｸ4���F�78�ｸ4���F�X抦���

ピークトラッキング、ピークテーブル、ピークソート 

トレースディテクション �8顥}�,ﾈ6x8ﾈ�ｸ5��h78�ｸ4���ﾖ��7ｨ�ｸ8ｸ6���7H8ｨ�ｸ5���4�7�8ﾈ�ｸ5x��6x8ﾈ�ｸ5�伜｢�

電力測定 ��5�(���4%x��6�88986ﾈ8ｸ7�8��ｸ��襯$%x�����6Tｦ宥FW"�

オートセット機能 豫��ｨ,�4ｸ+X+ﾙ�ﾙ.�,俾�:�+)���

トリガ �5(986h4(5h8x98�ef芳V���､�H�凛x�8.��ｳUh�ﾆﾅDﾈ､�I�ﾘﾘh�｢�

モード：ノーマル、シングル、連続 

シーケンス �8h�ｸ5X�ｹ.宛�7ﾘ4�8ﾘ,偖ﾘ,�,H齷:�6X5�6x����5h�ｸ5�985����5h�ｸ5�985��h7ﾘ4�8ﾓ��ﾌ(�｢�

コネクタ �$i?ﾉ|ﾒ�コネクタ形状：N型メス、50Q；RF入力VSWR＜2二l＠OdBmRetLevel 

外部リファレンス �5(6ﾈ4�5霹��8�d$�9%ｸ���

クロック入力 ��ﾘ��ﾈ�CSCDﾘ��(�C�C���Tﾘ����ﾘ�����C#Dﾘ���4ﾘ���X�C3dﾘ���X�CDﾘ�����C$ﾒ�

外部トリガ入力 �$�9%ｸ����?ﾉ|ﾘ8ﾈ7�8ｸ�h�ｵ5fﾅDﾈ8ﾈ7�8ｲ�

基準クロック出力 �$�9%ｸ������ﾔ��

DC入力 �5x886(4��店�CVﾖﾘ�ｨ���%b�

DC出力（プリアンプ用） �%ｸ��ﾆ��8�e4ﾔ(4�5����|ﾘ�h�ｳ鰭�����ﾔ�ﾖ���B�

インターフェース �%8�ﾃ#3(�ﾂ�D＿SUB　9ピン　メス 

USB 俵4(7ｨ5�6x7ﾈ�ｸ6x����ｨ7�6ﾈ8ｸ�ｨ�h5�487d��uU4(8�8(8ｩw���U4(6h6�485�7ﾈ9��僭ylｨ�ｨ�h5�487h7�6､(�u�9�ｩ��w��

VGA出力 �%ｸ��ﾆ��8�edt��X7898��8�5���Zｨ��Eﾈ�scC�イ3��

GP帽（オプション） �-乃SCヨ�3"�

電源 ��6ﾄ���#C�h��S��緜���

付属品 �6Hﾋ�5(�ｸ6����gｸ��竧戯��k顋������U4(5��ｸ7X8ｸ��5�487d��X7�6､(�ｨ���gｲ�

寸法、質量 �33��富�ｨ���s��蝿�ｨ��3C��禰�ｦﾖﾘ��o�fｶr�
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株式会社インステックジャパン
〒101－0032　東京都千代田区岩本町1－3－3

Te103－5823－5656　FaxO3－5823－5655

www．instek．C0．jp

E・maH：inb＠instek．⊂0．jp

△主意

●機器に関する仕様、デザインは改善のため、予告なく変更することがあります。
●安全にお使いいただくために、ご使用前は必ず「取扱説明書」をご覧ください。
●当社の製品は、十分な知識のある方の監督のもとで使用ください。
●当社の製品　は一般家庭、消費者向けに製造されたものではありません。
●表示価格には消費税が含まれて下りません。
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