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AT2500RQ Plus（プラス）は、CATV 用測定器としては非常 
に完成度の高いスペクトラムアナライザです。AT2500RQ Plus 
は、優れたアナログ信号試験及び QAM解析やデジタルパフォー 
マンス検証を Web リモートアクセス経由でも実行できます。 

今日のブロードバンドネットワーク技術者は、「オールデジタル 
ケーブルプラント設計」が迫っており、それらを最大のパフォーマ

ンスにおいて稼働させる課題に直面しています。 
機能拡張された QAM パフォーマンスをもつ AT2500RQ Plus 

により技術者は、高い精度の MER テストを行い正確な結果を得 
ることが可能です。 AT2500RQPlus は、フィールド使用の厳しさ 
に耐えて、そしてヘッドエンド環境でも同様に機能するために作 
られた高性能かつ軽量・バッテリ駆動のスペクトラムアナライザ 
です。 

特徴
 CATV ユースに特化した⾼性能スペクトラムアナライザ   
 測定メニューのアイコン化やジョグダイヤルオペレーションに

よる直感的な操作性  
 QAM 復調能⼒向上により 43dB までの MER 測定能⼒及び 

1.00e-012 までの BER 測定パフォーマンスを実現  
 QAM 解析機能は Annex Ａ/Ｂ/Ｃに対応し、コンスタレーショ

ン、ヒストグラム機能、郡遅延、周波数特性試験に対応  
 ダイナミックレンジの拡張(70dB)及びオートフィルターによる

センシティブスペクトラム解析  
 調節可能なバンドパスフィルタを実装し、⾼ダイナミックレンジ

と共に低ノイズフロア設計を実現(-65dBmV)   
 CCN、CSO、CTB、ICR、HUM などの CATV 測定パフォーマン

ス試験が可能  
 No average / Average / Peak / Minimum トレースの同時表⽰

が可能で、マーカーはそれぞれのトレースに設定可能  
 POP 機能(Proof-of-performance)により、全チャンネルの⾃動

測定が WEB 上で可能。 測定結果の CSV 出⼒に対応 
 
 

アプリケーション/メリット 
  AT-WEB ブラウザ機能によりクライアントソフトウェアなど 

のライセンスなしにリアルタイム遠隔操作が可能  
 AT1602/01 RF スイッチとの組み合わせで、テストポイントを

遠隔にて切り替え可能  
   デジタルパフォーマンステストに加えて、 AT2500RQ PLUS は 

アナログ信号のパフォーマンステストを提供します。ワンボタン
での CCN、CSO、CTB 測定が可能 
 

  RealPOP 機能（オプション）は、測定結果をアップロードし、 
保存データをクラウドサーバに管理させることが可能  

  遠隔 IP 接続によるワンボタンでの全チャンネル⾃動テストが 
可能で、データ収集が容易に可能 

 
測定画⾯例  
AT-WEB 機能 –WEB ブラウザ遠隔操作機能 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POP(Proof of Performance)機能 –全チャンネル⾃動測定 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

⼀般仕様および環境仕様 
⼨法   304 x 177 x 355 mm (W × H × D) 
質量   8.6kg 
動作温度   0〜50 C 
保存温度   20〜55 C 
湿度   最⼤ 31 C で 80% 
消費電⼒   最⼤ 2.2A (DC12V で標準値 2A) 
電源 

バッテリ: 鉛蓄バッテリ、12V/7Ah 
充電時間: <4 時間 
動作時間: >2 時間 

測定仕様 
同調範囲  ............................... 0〜1500MHz 
指定周波数レンジ  .................... 5〜1500MHz 
周波数カウンタ確度 ................. 1ppm  :L 1 カウント 
周波数カウンタ分解能 .............. 10Hz 
最⼤スパン  ............................ 1500MHz 
可変スパン  ............................ 0.1〜1500MHz 

掃引時間 
範囲: 2ms、4ms、10ms、20ms、50ms、100ms、200ms、500ms、1000ms、 

2000ms、5000ms 
掃引モード: フリーラン､パワーロック､TV フレーム  

分解能帯域幅(RBW) 
範囲:1MHz、300kHz、30kHz、10MHz 

ビデオ帯域幅(VBW) 
範囲:1MHz､ 100MHz､ 10MHz 

振幅 
信号レベルレンジ  ................ 最⼩ -70dBmV､ 最⼤ +70dBmV 
最⼤安全⼊⼒ ...................... 68dBmV  AC/DC100V 
レベル確度  ......................... ±0.75dB (5〜1500MHz) 
感度  ................................. -65dBmV  
レベル分解能 ...................... 0.1dB 

その他⼀般 
⼊⼒インピーダンス .............. 75Ω(公称値) 
雑⾳指数(5〜1500MHz)  ........ 標準 8dB､最⼤ 11dB 
スプリアスなしのダイナミックレンジ ............ 70dB 
縦軸⽬盛  ............................ 10､5､2dB/div､ 
アッテネータ ....................... 0〜65dB (5dB ステップ) 

 バンドパスフィルタ，内蔵キャリブレータ 

QAM 16/64/256 デジタル測定仕様 
変調⽅式: 16/64/256 QAM ITU-T J.83 Annex A､ 

B､C 準拠(DVS､DVB､DOCSIS､EuroDOCSIS) 

デジタル搬送波のチャネルパワー測定 
振幅範囲: -30〜+65dBmv 
分解能: 0.1dB 
レベル確度: ±1.5dB 
測定範囲: 200kHz〜1500MHz 
変調エラー率 (MER) 

範囲: 22〜43dB 
エラーベクトルの⼤きさ(EVM): 0.436%〜4.1% 
ビットエラー率 (pre/post BER) 

範囲: 1.00x10-12〜1.00x10-4 
シンボルレート範囲: 1〜7MS/s 

CATV 測定機能 
HUM 

CW またはビデオ (運⽤中)  
範囲: 1〜10% 
確度: ±0.5% (1〜5%までの範囲)、±1% (5〜10%までの範囲) 
 

 
 

CCN 
最適信号範囲: 5dBmV〜10dBmV、ATT0dB 設定でノイズ測定 
CCN 範囲: 60dB (確度:±1dB)、65dB (確度:±3dB)  
分解能: 0.1dB 

CSO/CTB 
最適信号範囲: 0dBmV〜10dBmV、ATT0-5dB 設定でビート測定 
範囲: 70dB (確度:±1.5dB), 77dB (確度:±4dB)  
分解能: 0.1dB 

TDM 測定 
横軸時間: 50usec〜500msec (1、2、5 設定)  
帯域幅補正範囲: 10kHz〜 9.99MHz 
パルスレベル確度: ±0.75dB (5usec) 
トリガモード: フリーラン、連続、シングル 
トリガレベル範囲: -70dBmV〜+65dBmV 
トリガ遅延範囲: 0〜100msec (1usec ステップ)  
トリガホールドオフ範囲: 50usec〜100msec 

AT-WEB 測定 
ファームウェアバージョンアップ機能 
スペクトラムアナライザ機能(周波数、スパン、RVW、VBW、マーカー) 
デジタルチャネルパワー測定 
QAM アナライザ機能(コンスタレーション、イコライザ、郡遅延、 
ヒストグラム、QIA) 

    POP テスト（全チャンネル⾃動測定） 
   アナログ: レベル、V/A ⽐、C/N、CSO、CTB、HUM 
      デジタル: レベル、MER、BER、周波数エラー、HUM、郡遅延、EVM、 
       ENM、フェイズノイズ、周波数応答、マイクロリフレクション 
 
注: すべての仕様は、0 C〜+50 C の標準動作温度内の場合です。

AT2500RQ は、年 1 回の校正で、電源投⼊後 1 分以内にすべての仕様
を満たします。 

 
オーダー情報 
■AT2500RQ PLUS   1.5GHz スペクトラム/QAM アナライザ 
■AT2500RQv PLUS   1.5GHz スペクトラム/QAM/Video アナライザ 

(標準添付品) 
・キャリングケース 
・取り扱い説明書、校正証明書 
・AT-WEB リモートコントロール機能 
・WinCom II データ管理ソフト 
・バッテリパック、AC チャージャー・電源ケーブル 

■オプション 
AT42Q6-8           デュアルバンド(6/8MHz) 64/256QAM RQ+ 

 Euro/Annex A 
AT2Q-ASI           ASI OUTPUT(BNC) 
RealPOP             レポートジェネレータ(クラウド)機能 
■校正オプション 
AT-W32            3 年間校正プログラム 
AT-W30              保障期間延⻑プログラム(合計 3 年間)  
AT2-CCM             測定データ付き校正証明書(製品購⼊時)  
 
注)従来の AT2500RQ(USB ポートタイプ)をバージョンアップし、AT-WEB 

機能を搭載させることも可能です。詳しくは、別途お問い合わせ下さい。 

                                                お問い合わせ先     
〒107-0061 東京都港区北⻘⼭ 2-7-24 3F      
メインテクノロジー株式会社 
TEL: 03-5772-3403 FAX: 03-5770-4037 

 E-mail: info@maintechnology.co.jp 
 http://www.maintechnology.co.jp 
 

2013.4  性能、品質の向上等にともない、お断りなしに記載事項を変更させて頂くことがあり 
ますので、あらかじめご了承下さい。 

営業統括部
システムサポートグループ
〒107-0052　東京都港区赤坂1-4-1　赤坂KSビル4階
TEL:03-5575-7721 FAX:03-5575-7724
E-mail: info@netsave.co.jp
http://www.netsave.co.jp/
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