
9kHz～3GHzGSP－930　′′・

特徴

周波数レンジ：9KHz～3GHz

・RBW（－3dB）10Hz～10kHz（l－3－10ステップ）、10kHz～lMHz（10％ステップ可変）

（－6dB）200Hz、9kHz、120kHz

・測定機能（内蔵）：チャンネルパワー、ACPR、OCBW、SEM、TOI、N－dB、

CNR、CSO、CTB、PhaseJitter、AM／FM復調と測定

・スペクトログラムとトポグラフィック表示モード：スペクトラムと同時表示可能

●表示平均ノイズレベル：－145dBm（プリアンプオン時）

・ゲートスイープ機能

・マーカ周波数カウンタ：分解能1Hz

・IF出力：886MHzのIF信号を出力します。

●プリアンプ内蔵：オン／オフ切り替え可能

・2電源方式：AClOOV～240Vまたはバッテリー（バッテリーパック別売：Opt．02二．＝　舶）

・シーケンス機能：5グループ（20項目／グループ）

・インターフェース：LAN（LXI）、RS－232C、USB、DVI出力、GP－IB（オプション）

・オプション：トラッキングジェネレータ（9k～3GHz）

・USBパワーセンサ（別売）：パワーメータモードで平均電力測定を画面に表示でき

設定時間間隔でデータの記録が可能
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最新の測定機能や表示機能を小型・軽量のボディーに搭載し
ベンチ測定からバッ リ駆動でフィールド測定まで活躍します！！

（弧ディスプレイ

④ファンクションキー

④メインキー

④コントロールキー

（勤ファイルキー

（むマーカキー

（∋電源スイッチ

（垂ステートキー

（車スクロールノブ

⑭矢印キー

⑪RF入力端子

⑭電源端子

⑭キーパッド

⑭TG出力

⑭マイクロSD

⑭USBフラッシュメモリ

：8．4インチSVGAカラーTFT液晶

：画面メニューを選択

：周波数、スパン、振幅の設定とAutosetを選択

：各種機能の選択キー

：ファイルの保存／呼出し

：マーカ表示と種頬を選択しまれ

：電源をオン／オフします

：プリセット、モードとシステムを選択しま■れ

：設定の変更をスクロールノブでしまも

：設定の変更を矢印キーでします。

：信号を入力しますも50r）、最大D⊂電圧：±50V

：オプション用DC電源；DC＋7V／最大500mA

：数値キー、BSキーとEnterキーで値を変更します⊃

：オプションのトラッキングジェネレータ出力端子

：マイクロSDまたはマイクロSDHCを挿入します。

：USBフラッシュメモリを挿入しますも

コンパクトボディー

GSP－930は、内部にダイキヤストボディを採用し小型・軽量化と安定した性能

を実現しました。
ダイキヤストボディーを放熱器として使用することで効率よく放熱効果をあげ

温度安定性能を向上させることができ、かつダイキヤスト内をブロック構造に
することで各ブロックのシールド性能を向上させました。
さらに、各ブロック基板間の線材による配線をなくし安定した性能を発揮しま

す。

トポグラフィック表示

トポグラフィック表示は、信号イベントの頻度を表示しています。
トポグラフィック表示は、より強い信号により隠れた小さな信号を観察した
り、断続的なイベントを監視するのに便利です。表示カラーは、イベントの

頻度を表し、青はほとんど発生しないイベントを表し、赤は発生頻度の高い
イベントを表します。
通常のスペクトラム表示とトポグラフィック表示を同時に表示できますも
マーカ機能をオンするとマーカ位置の情報が表示されます。（更新は停止）

豊富なマーカ機能

本器は、ノーマルマーカとデルタマーカと
2種類の基本マーカが用意されています。

ノーマルマーカ6個と6個のデルタマーカが

表示できます。また、10個のピークマーカが

表示できます。
さらにノイズマーカ機能や周波数カウンタ

機能などスペクトラム測定に便利な機能が
あります。

㊥USBデバイスポート

⑯LANポート

⑯冷却フアン

⑲ACインレット

⑪バッテリカバー

㊨GPIBコネクタ

⑳リファレンス入力端子

⑳リファレンス出力端子

⑳アラーム出力端子

⑳トリガ／ゲート入力端子

⑳オーディオ出力端子

⑳lF出力端子

⑳RS－232⊂ポート

⑳DVl－1端子

：PCコントロール用USBポート

：P⊂コントロール用LAN（LXl）ポート

：本体の冷却用フアンです。

：電源コードを挿入しまも

：バッテリパックのカバーです。

：GPIB（オプション）カバーで‾れ

：BN⊂端子、リファレンス信号を入力します。

：BNC端子、リファレンス信号を出力しま‾れ

：PASS／FAIL判定の信号を出力します⊃

：トリガゲート信号を入力しまも

：AM／FM復調信号を出力します。

：膵信号を出力します

：P⊂コントロール用R5－232⊂端子

：画面と同じ映像信号を出力しま‾れ

スペクトログラム表示

スペクトログラム表示は、周波数と時間ドメインの両方の信号を示しま‾丸
×軸は周波数を表し、Y軸は時間を表示し各ポイントの色は特定の周波数と

時間と振幅レベル（赤＝高い⇒ダークブルー＝低い）を表します。
新しいトレースは、画面下部に表示され古いトレースは画面上部に向かって
押し出されていきます。周波数の時間に関する変化、チャンネルの使用状況、
使用率などを見るのに便利です。通常のスペクトラム表示とトポグラフィック

表示を同時に表示することも可能です。
マーカ機能をオンするとマーカ位置の情報が表示されます。（更新は停止）

ユーザーアプリケーション

ユーザーが独自のアプリケーションを開発するのに便利な機能です。

スペクトラムアナライザが広帯域ダウンコンバータとして動作します。



無線機、携帯電話、Wi－F通信やCATVなど豊富な測定機能を搭載

GSP－930は、無線機、携帯電話、Wi－Fi通信やCAIVなどの測定が簡単にできる機能を持っています。隣接チャネル漏洩電力（ACPR）、占有帯域幅

（0⊂BW）、AM復調、FM復調、NdB測定、PhaseJitter、第3次相互変調歪（TOl）測定、多くの無線標準規格（3GPPJEEE－802．11g、802．1ln、802．11b

と802．16）の測定に対応したスペクトラム工ミッションマスク（SEM）測定、と⊂ATVシステムの測定をするための搬送波対雑音比（⊂NR）、複合2次歪み

（⊂SO）、複合3次歪み（CTB）と豊富な測定機能があり様々な規格の測定を素早く実行できます。

3GPPは、FDD（frequenCy－divisionduplexin：周波数分割二重化）およびTDD（time－divisionduplexing：時分割二重化）モードの両方

のためのBS（基地局）およびUE（ユーザ設備）の試験基準をサポートしています。また、ユーザー定義の工ミッションマスク・テストも可能です。

SEM測定　　　　　　　風∈PR測定　　　　　　◎開W測定　　　　　　AM解析　　　　　　　FM解析

GSP－930用オプション・アクセサリ

∈相即∈5倍・佗苛隠

型 仭9kﾂ�f　　名手 ��ﾂ� �>�vX����������������ﾂ�標準価手 冦ｦﾂ�l；テI詔 郵�｢�

Opt ��C���トラツキンク ��ジェネレータ 假ﾉFy�ILﾘ鈷�c���ｴ���4t����|ﾘ7�8��ｸ�h�ﾃS�D&ﾘ���&ﾘ����CVD(5�6X6(7b�￥28 ���B�000 ��

Opt ��C�"�バッテリパい ��ク 妊3���C��經#��ﾔ���經ev���ﾄ��(鴿6I'"�￥2 店�B�000 ��

Opt ��C�2�Gト旧インタ ��ーフェース 牝TTX�ﾃCヨ�C"�￥3 ���B�000 ��

GS⊂ ��ﾃ����キャリー用、 ��フトケース 盃5��ﾃ�3�5h8ｨ�ｸ5��￥1 �8�2�500 ��

PWS ��ﾃ�b�USB平均パ ��ーセンサ 假ﾉFy�ILﾘ鈷�fﾄﾘ��c#��ﾔ���5ｨ985H8ﾈ7�8ｸ�x�ﾃ3(���ｳ#�D&ﾒ�￥30 ���2�000 ��

仕様は、特に指定のない限り本器が200〔～300〔の温度で少なくとも電源を投入後、30分以上ウオームアップした状態のときに適用されます。

GSP胡0　仕様 �� 

周波数 �8ﾈ985r�9kHz～3．0GHz 

設定分解能 ��d��

周波数リファレンス 丿ﾙ7��±【（最終調整の周期×エージングレート）十温度の安定度＋供給電源安定度］ 
エージングレート 俐Y�X�ﾓ'��ﾘ�颯��

全温度範囲での周波数安定性 ��ﾓ��C�#W��ﾘ�����ﾈ��S���ﾂ�

周波数リードアウト確度 �5�5��ｸ6x��5�6x6(5�5ｨ985���7ﾘ�ｸ4｢�±（マーカ周波数表示×周波数リファレンス確度＋10％×RBW＋周波数分解能）［1】 
スイープポイント数 田��7ﾈ48986x��5�7�98�C��ｨ��h��c��7ﾈ48986x��5�7�98����｢�

マーカ周波数カウンタ 兒ｨ��Eﾂ�1Hz、10Hz、100Hz、1kHz 

確度 ��ﾘ��7ﾘ�ｸ4ｨ�Fy�IUﾈ麌�韵ﾉFy�H8ｨ7H4�8ﾈ985姶ﾙ7��ｸ4ｨ4X985饂ｨ��Eﾈ�ｨ��$%x��7�������C�(��ﾖｷ(8ﾈ7�8ｸ��D�菠�C3�D"�

周波数スパン 儉ﾘ股�OHz（ゼロスパン）、100Hz～3GHz 

分解能 ����

確度 ��ﾘ�Fy�IZｨ��Eﾈ�ﾓ��｢�

位相雑音 �4ﾈ888ｨ4��ﾘﾘh*�.x,ﾈ4�7H5ｨ6(6r�fc＝1GHz；RBW＝lkHz、VBW＝10Hz；平均≧40 

10kHz ��8�ﾃユD&8�艸ｩ�9Uﾉ&ﾈ�ﾓ(���

100kHz ��8�ﾃ天D$8�艸ｩ�9Uﾉ&ﾂ�

1MHz ��8�ﾃ��6D$8�艸ｩ�9Uﾉ&ﾂ�

スイープ時間 儉ﾘ股�22m5～10005（スパン＞OHz）、50〟S～10005（スパン＝OHz、最小分解能＝10〃S） 

スイープモード 刋����x5h984�8ｲ�

トリガソース �7H8ｨ�ｸ8�98��7(6h4���､�H6x8ｨ4ｲ�

トリガスロープ ��8-ﾈ+ﾘ,ﾙX�4x6(5x�������)Eﾂ�

分解能帯域幅フィルタ �7H4(8ｸ5���司Yﾘ���ﾃ6D(�｢�7H4(8ｸ5���司Yﾘ���ﾃfD(�｢�10Hz～3kHz、ト3－10ステツス6フィルタ 

10kHz～lMHz、10％ステツス最小RBW＝10kHz＠ゼロスパン、：49フィルタ 

200Hz、9kHz、120kHz 

確度 ��ﾓ��8�u$%x�csS�ｴ����ﾓX�8�u$%x�3sS�ｴ���ﾏh�&ﾈ��8���

シェープファクタ ��3H�CX�c���踟&ﾖ�ﾄ&�襾v萌F�&�F鑓�x�ﾃc�D(�h�ﾃ6D"�

ビデオ帯域幅フィルタ �7H4(8ｸ5���司Yﾘ���ﾃ6D(�｢�lHz～lMHz、ト3L10ステップ 

振幅範囲 ����ｴ����ﾔ��表示平均雑音レベル（DANL）～18dBm 

lMHz～10MHz 妊�菠��#�D&ﾒ�

10MHz～3GHz 妊�菠��3�D&ﾒ�

入力アツテネータ 儉ﾘ股�0～50dB、1dBステツス自動または手動設定可能 

RFプリアンプ（標準装備） �5�4892�18dB（lMHz～3GHz）、オン／オフ可能　公称値 

最大損傷入力レベル ��平均全パワー；≧＋33dBm（入力アツテネータ≧10dB）、D⊂電圧；最大±50V 

1dB利得圧縮 ��7Dﾖ螺W(,X,ﾉ�87�8��ｲ�＞OdBm（fc≧50MHz、プリアンプオフ）代表値 

プリアンプでの全パワー ��H�ﾃ#&D&ﾘ�貿8�cS�ﾔ���7h8ｨ4�987h4�98�ｩ�9Uﾉ&ﾂ�

ミキサ電力レベル（dBm）＝入力電力（dBm）一一アツテネータ（dB） 

表示平均ノイズレベル �7h8ｨ4�987h4�7B�アツテネータOdB、RBWlOHz、VBW10Hz、スパン500Hz、リファレンスレベル＝－60dBm、トレースの平均回数≧40 

（DANL） 当ｴ������ｴ��＜－93dBm　公称値 

100kHz～1MHz ��8�ﾃ��D&ﾘ�ﾃ8���貿蔬���ｦD(��ﾏh�&ﾂ�

lMHz～10MHz ��8�ﾃ�#&D&ﾘ��ﾏh�&ﾂ�

10MHz～3GHz ��8璽�#&D&ﾘ��ﾏh�&ﾂ�

プリアンプオン �4�686X6ﾈ�ｸ5蔕D(��$%s�����d%s�����5�7�93S�����8ｨ7H4�8ﾈ985�8ﾈ7�8ｸ��璽c�D&ﾘ��6x8ﾈ�ｸ5�,ﾉ[ﾘｼ���H�cC��

100kHz～lMHz ��8�ﾃ���&ﾘ�ﾃ8���防�����ｴ��ｦD(��ﾏh�&ﾂ�

1MHz～10MHz ��8�ﾃ�C&D&ﾘ��ﾏh�&ﾂ�

10MHz～3GHz ��8�ﾃ�CVD&ﾘ�ｳ8���防�貽t��ｦD(��ﾏh�&ﾂ�



GSP－930　仕様の続き ��

レベル表示範囲 �5�5��ｸ8ｲ�ロク＼リニア 

単位 縫&ﾘ��D&ﾕh��D$ﾄﾅh��h��r�

マーカレベル読み値 レベル表示モード ���C��D(��8ﾘ4�5�5��ｸ8ｸ�｢�

リファレンスレベルの0．01％（リニアスケール） 

トレース、トポログラフィック、スペクトログラム表示、単一または2分割画面 

トレース数 釘�

ディテクタ ��878�ｸ4���X�78�ｸ4���5H987h8ｸ��6ﾘ�ｸ7ﾘ8ｸ��$ﾕ8�匁�f芳V��ｨｦX6x8ﾈ�ｸ5栄�,��ﾙ.�)Eﾂ�

トレース機能 �4�8ｨ4��顋�*ｸﾙ�-ﾘ��ﾖ���葷冶7ｨ�ｸ8ｸ6���7(8X�ｸ��7X8�984���[ﾘｼ��

絶対振幅確度 �7h8ｨ4�987h4�7B�〔enter＝160MHz；RBW10kHz；VBWlkHz；スパン100kHz；ログスケール；ldB／div；ピーク検tEi；20～300〔：信号OdBm 

絶対ポイント 凵}0．3dB（Refレベル5dBm；RFアツテネータ10dB） 

リアンプオン ��ﾓ��CFD(��&Vh8ﾈ7�8ｳVD&ﾘ�u$h4�686X6ﾈ�ｸ5����(�｢�

周波数応答 �8ｨ4�987h4�7B�アツテネータ：10dB、リファレンス：160MHz、200⊂～300⊂ 

100kHz～2．0GHz ��ﾓ��CVD"�

2．0GHz～3．0GHz ��ﾓ��CvD"�

プリアンプオン �4�686X6ﾈ�ｸ5��c��D(��8ｨ7H4�8ﾈ985��c�c�ﾔ���#���ﾈ��3���ﾂ�

1MHz～2．0GHz ��ﾓ��CfD"�

2．0GHz～3．0GHz ��ﾓ��3�"�

アツテネータスイッチング �4�686X6ﾈ�ｸ5��ﾙ.��0～50dB、1dBステップ 

の不確かき 儻8ｦﾘ*�+2�±0．15dB（リファレンス；160MHz、アツテネータ10dB） 

RBWスイッチングの不確かさ ������ﾄﾔ��±0．15dB（リファレンス：RBW10kHz） 

レベル測定の不確かさ ��9�ﾈ,ﾉ�YYﾘｦﾙ7��±l．5dB（200⊂～300⊂、周波数＞1MHz、信号入力0～r50dBm、リファレンスレベル0～－50dBm、 

入力アツテネータ20dB、RBWlkHz、VBWlkHz、校正後、プリアンプオフ） 
±0．5dB　代表値 

スプリアス応答 �(鵁ﾘ)+)Fy�8-ﾒ�プリアンプオフ、信号入カー30dBm、アツテネータOdB 

＋35dBm（10MHz＜fC＜775MHz）代表値 

3次相互変調歪み 入力に関連したスプリアス ��ｳc�D&ﾘ�都sTﾔ��Vf8�6ﾈ�CTt��ｩ�9Uﾉ&ﾂ�プリアンプオフ、信号入カー30dBm、アツテネータ；OdB 
＞ldBm（300MHz～3GHz） 

＜－60dBC（lstmixerでの信号レペルー30dBm、20～300⊂） 

残留応答（固有） ��4ﾃ��D&ﾘ��?ﾉ|ﾘ�%ｸ���(4�686X6ﾈ�ｸ5���7h8ｨ4�987h4�7H�｢�
入出力 �$i?ﾉ|ﾙ%ｸ���コネクタ；N型メス、インピーダンス；50r）公称値 

リファレンス出力端子 �$�88�5����|ﾘ�Fy�H�s��ﾔ����|ﾙ�YYﾘ�s8�C5d4ﾔ�8���|ﾘ489878�ｸ5�985��sS���

リファレンス入力端子 �$�88�5���?ﾉ|ﾘ�Fy�H�s��ﾔ���?ﾉ|ﾙ�YYﾘ�x�ﾃVD&ﾘ���ｳ��D&ﾘ���Fy�H8ﾘ6(4餃ﾘ鈷�y?ﾉ|ﾘ�Fy�H,ﾈ�ﾓW��ﾘ潔>��

トリガ／ゲートスイープ入力 �$��ﾈ8�5���?ﾉ|ﾙ�YYﾘ�x�ﾄﾔ�38�C5h��5�486(6��xｴ�Eﾈ,�.h.一�:������

インターフェース 俵4(7ｨ5�6x��6h6�485�7ﾈ�ｸ6r�2．0／1．1、フル／ハイスピード対応 

R5－232⊂ 禰5H7S�7898��8�5��

LAN（LXl） �(�h�ﾃCX����&�6X�ﾅH�s���&�6X�5G��t�WF��ﾄﾔFﾅ���ﾅ��ﾆﾆ�78�ﾈ��ｹ"�

ビデオ出力 忍fﾈ�ﾆﾈ��4�5�7h5�/�櫁+X,Edt�-ﾈ+ﾘ,ﾔДﾘ,ﾙO丿�,h5(987�6�7X8ｲ�e､TSCヨ�C"�

GP－lB 

マイクロSD �7h8ﾘ6x5(8ｸ�u4Fﾈ�C���5H7ﾈ�ｸ6x4ｨ�ｸ6��vﾖ��ﾇ$�4H��ﾖ�7&�4D�8��ﾜY�S3$t"�

電源 �6Hﾋ�6H�2�A⊂100V～240V′50／60Hz、自動切換え 

バッテリパック（オプション） 塗5ｨ8ｸ��ﾆ��ﾆﾆ�(鴿6I'(��3S%���H�ﾃ���C��經#��ﾔ���經ev��o�cUr�

消費電力 

寸法（突起物を含まず） ��350（W）×210（H）×100mm 

質量 ��約4．5kq　フルオプション時（本体＋TG＋GPIB＋バッテリ） 

付属品　　　　　　　　l 凵ｼD（取扱説明書）、電源コード 

［1］周波数分解能＝スパン／（スイープポイント1）
［2］このデータシート上の代表値は、性能が温度範囲20℃～300〔、信頼レベル95％で製品の80％が示す性能を意味します。それらは製品保証の対象ではありません。

［3］公称値は、性能の期待値を示します。性能保証の対象ではない製品性能を示します。

⑳⑳⑳　芦
代⑬⑳⑬①　－
周波数レンジ：9kHz～3GHz

GSP－830￥590，000　　了だ

平均ノイズレベル＝，152dBm／Hz（Typ）．15MHz～1000MHz，Ref．Level≧－110dBm

高安定・±lppm、0～50℃、±lppm／year

クイック測定．ACPR、0CBW、N－dB、⊂hannelPower、PhaseJitter測定

マーカー測定・5個（△マーカー5個を含む）、ピークマーカ10個

QP（Quasトpeak；準尖頭値）検波に対応可能（Opt．05追加時）

A⊂／DC（12V）／バッテリー3電源方式

インターフェース．USBホスト、〕SBデバイス、R5－232〔（標準）、VGA出九GPIB（オプション）

P⊂ソフトウエア（EagleShot）

6．4インチカラーTFT液晶、解像度：640X480

外形寸法330（W）xl70（H）X340（D）mm、約6kg

付属品：電源コード、取扱説明書、USBケーブル

GSP－830オプション � 

Opt．01 �6x8�6(4ﾈ984�5x4h6ﾈ8ﾈ�ｸ5�����#���3����Opt．05：RBW（－6dB）9k．120Hz￥14乳000 

Opt．02 �6�6(6X8ｨ�ｸ7�6(4�������H�3����Opt．06：RBW（－3dB）10k，100Hz￥79，500 

Opt．04 �#�6s6D(�｣3�����������3S���Opt．08：GP一帖インターフェース　￥45，000 

G世HnST∈K

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ト3－3

Te103－5823－5656　FaxO3－5823－5655

WWW」instek．⊂0．jp

E・mail：inb＠instek．⊂0．jp

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。

△注意彗重義7芸義範滞謹撰監さいD
表示価格には消費税が含まれておりません。

代理店： 

」apan－05－2012GSP－930


