
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CX380C 
CATVメンテナンスフィールドテスタ 

 
 

プラットフォームハイライト 

• 厳しい環境とテスト条件に対応する強力な機能を備えた堅牢

で軽量なシャーシ 

• 直観的な操作が可能なGUIでのタッチパネルオペレーション 

• 見やすい大画面(7インチ)で分かり易い日本語表示に対応 

• リモート制御、データ送受信のためのイーサネットポート 

• 付属のReVeal PCソフトウェアを使用した各種設定とチャンネ

ルテーブルの管理、測定結果の出力、テストレポートの生成 

• 交換可能なリチウムイオンバッテリによる長時間作業に対応 

• WiFi品質測定(InSSiDer SSID Analysis) * 

• デジタルファイバースコープ(USB接続)をサポート* 

• OPX-BOXe OTDR(Bluetooth接続)をサポート*

 

パワフルでコストパフォーマンスに優れたCATV保守ツール 

1.8GHz スペクトラムアナライザ, DOCSIS 3.1 OFDM,  ISDB-T, 

QAM, 高速全チャンネルテスト, SLM, TDR/DMM, 光テスト 

 
 

主な特徴 

• 高速掃引・低ノイズフロア(1dBuV)のスペクトラムアナライザ機能 

• VeCheck 全ch高速フルバンドスキャン(MER/BER/LEVEL) 

• チルト, シングルチャンネル測定など包括的レベルメータ 

• インサービス Sweepテスト* 

• DOCSIS 3.1 OFDM測定(CWE, MER, サブキャリアスキャン) 

• モデムエミュレーション試験(DOCSIS3.0, 3.1)  

• QAM/ISDB-T(地上波デジタル)のMER/BER/LEVELテスト 

• アドバンスデジタル測定(イコライザ, HUM, 周波数エラー,  

シンボルレートエラー, 周波数応答, 群遅延) 

• TDR及びDMMテスト* 

• 光パワーメータ* 

 
*Optional features 
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SLMの機能 

シングルチャンネル測定 

アナログキャリアとデジタルキャリアは、信号内容とパワー分布

が大きく異なるため、CX380Cでサポートされている高度なSLM技

術が必要です。 

 

アナログモードでは、ビデオレベルとオーディオレベル、V/A、

Gated C/N、隣接チャネル、HUMが測定されます。 

 
 

 
 

デジタルモードでは、パワー、MER、Pre/Post BER、エラー秒、

コンスタレーションが測定されます。MERは、最大45dBまでの測

定レンジを有しておりヘッドエンドなどにおける品質の高マージン

を確認することできます。また、ユーザーによるプログラム可能な

しきい値やテストポイント補正は、RF信号の合否診断を簡単にす

ばやく自動的にテストできる便利なユーティリティです。 

 

 

  
 

 

 

アドバンスデジタルチャンネル解析 

 デジタル信号は、許容できる品質と障害の間のマージンが非常に小さい

ため、デジタル画像は手遅れになるまでその兆候を示しません。そのた

め必要とされる品質マージンをとらえることが重要になります。 

 

コンスタレーション - ノイズの有無、フェーズジッタ、干渉、ゲイ

ン圧縮、レーザークリッピング、イングレスなど、信号品質全体

と変調エラー率（MER）に悪影響を与える要素の検出に役立つ便

利なツールです。 

 

適応型イコライザ - 内蔵イコライザはQAM信号のMER改善に大き

な役割を果たしますが、システム低下に対する最適なマージンを

確保するには、システムの動作を知ることも重要です。アクティ

ブなイコライザータップはグラフィカルに表示され、どのタップ

が障害(遅延波)を打ち消すために機能しているかについての情報を

提供します。 

 
周波数応答と群遅延は、強力な診断機能を提供します。不十分な

周波数応答と群遅延は、QAMシグナルの健全性に影響を与えます。

典型的な事例として限界的にバランスされた増幅器によるものな

どです。 

 

SLM 
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SLMの機能 cont’d 

ヒストグラム解析 

インパルスノイズにより、デジタルチャネルの障害が突然発生す

ることがあります。このような間欠障害の検出には、キャリアを

一定時間モニタリングしなければなりません。 
 

 
 

ヒストグラム機能により、レベル、MER、Pre BER、Post BER、   

エラー秒を1秒単位で最長60分間記録できます。結果はグラフに表

示されるため、いつどのような問題が起きたのかログ解析をする

ことでトラブルシュートに役立ちます。 

 

 

VeCheck 全チャンネル高速測定(CW, QAM, ISDB-T, D3.1) 

VeCheckは、最大1218MHzをカバーするフォワードパス用の高速

で強力なファーストスキャン機能です。高速に全QAMチャンネル

をスキャンして、レベル、変調タイプ、MER、BERなどの測定結

果をグラフ表示します。画面上側のカーソルを移動させると選択

したチャンネルの前後のチャンネルの測定結果が画面下のグラフ

に拡大表示されます。 

 
 

 
 

 

チルト測定 

周波数特性を特定するチルト測定により、HFCネットワークに対

して適正な等化または補正を適用することができます。各チャネ

ルテーブルには、DOCSISチャネルやアナログ信号およびデジタル

キャリアをあらかじめ定義し、チルト測定の際に選択できます。

チルト測定は、周波数が最も低いチャネルと最も高いチャネル間

に対してその差分を表示します。任意のチャネルに対してチルト

測定を実行する場合は、画面上の該当するバーに触れることで表

示されます。 

ISDB-T OFDM(地上波デジタル) 

地上波デジタルの受信状況を解析する機能として、OFDMオプショ

ンは、信号のレベル、MER、BER、コンスタレーション、TMCC、

レイヤ切り替えの機能を有します。測定は、チャンネル番号及び

周波数を入力するだけで自動的に開始されます。 

 

  

SLM 
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高速/高感度スペクトラムアナライザ 

CX380Cは、70dBのディスプレイレンジをサポートし、広帯域に

わたる瞬間的なイングレスをキャプチャする高度なテクノロジー

を組み込んだ高速で強力なスペクトラムアナライザを提供します。

調整可能なRBW、信号タイプ、及び掃引時間設定は、キャリアと

ノイズフロアの表示を最適化します。周波数範囲は5MHz〜1.8 

GHzで、DOCSIS 3.1 /4.0仕様を完全にサポートしています。 

 
大型の7インチ高解像度TFT LCDは、高速リフレッシュレートを特

長としており、識別しやすいスペクトラム波形を表示します。    

タッチスクリーン操作により、テストパラメータの直観的・迅速

な変更が可能になり、測定が簡素化されます。水平および垂直の

マーカーとMAX/Minホールドにより、測定値が即座に表示され、

時間の経過とともに信号パラメータが変化します。 

 
CF、スパン、RBW、マーカー位置などの設定を予めテストプロフ

ァイルとして保存して、ロードすることで繰り返し同一条件での

テストを即座にすることができます。波形ストレージにより、ユ

ーザーは、分割画面ビュー若しくは重ね合わせで、キャプチャさ

れた信号と現在のスペクトラム波形を比較することができます。 

 

レーザークリッピング 

チャネルボンディングを使用してリターンパスにキャリアが追加

されると、上りノードアンプへのパワーが増加します。増幅器入

力回路に過剰な電力レベルが与えられるとインパルスノイズなど

のレーザークリッピングが発生する可能性があります。上りトー

タルパワーのマネージメントは重要な課題です。 
 

CPD(コモンパス歪み) 

コモンパス歪み（CPD）は、ケーブルの接続不良、腐食、ねじれ、

亀裂により上り信号品質に深刻な影響を与える可能性のあるリタ

ーンパスの障害です。リターンパス全体でノイズフロアが上昇し、

6MHz間隔のビートが発生することを特徴としています。この状態

により、デジタル伝送でエラーが発生する可能性があります。 

 

 

アップストリームイングレス 

ケーブルテレビの上り周波数は無線送信などに使用されるためRF

干渉の影響を受けやすい帯域です。干渉はRF送信だけに限定され

ません。加入者構内の電気モーター、スイッチ、落雷、高圧送電線、

家庭用電化製品によって生成されるインパルスノイズは、データス

ループットを大幅に低下させる可能性があります。 

 
リターンデータパスは、上り方向のノイズが幹線に集まる流合雑音

と呼ばれる現象に対しても非常に脆弱です。加入者とケーブルプラ

ントの両方から発生するすべての不要なノイズ（ガウスノイズ、イ

ンパルスノイズ）の合計は、リターン伝送システムに影響を与える

ため、監視する必要があります。 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

  
 

スペクトラム解析 
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DOCSIS© 3.1/3.0 

DOCSIS 3.1/3.0 モデムエミュレーション 

32x8 DOCSIS 3.0/3.1ケーブルモデムを搭載したCX380Cを使用

して、モデムリンクアップテストを行うことができます。 

 
 

直観的な測定結果 

レンジングやレンジングプロセスのサマリー、ベースラインプラ

イバシー（BPI+）の暗号化状態、各接続パラメータの合否などを

一目で確認することができます。 

 

 
チャンネルパワーグラフ 

すべてのDOCSISダウンストリームキャリアおよびアクティブ

UCDの概要が、1つの画面に表示されチルトの解析を容易にします。 

 
 

 

下りチャンネルボンディングステータス 

チャンネルボンディングされたすべてのDOCSISダウンストリーム

およびアップストリームチャネルのライブリンクアップステータ

スを表示します。測定にはパワーレベル、SNR、およびPre/Post 

BERが含まれます。

 

 
DOCSISモデムエミュレーション機能(追記) 

• セキュリティの強化 – 高度暗号化標準（AES） 

• パススルーテスト – PC〜ネットワーク間のデータ転送を検証す

るモデムエミュレーション 

 

上りチャンネルボンディングステータス 

DOCSIS 3.0/3.1のチャネルボンディングにより、ケーブル通信事

業者は顧客向けの伝送帯域幅の拡大をしています。特にアップス

トリーム速度は、昨今のソーシャルネットワーキングサイトにア

ップロードされるビデオや写真などのコンテンツの急増により、

非常に切迫した状況です。 

 

RFレベルの確認 - アップストリームのチャネルボンディングによ

るトータルRFパワー負荷に十分な注意が必要です。同時に送信を

行う8 つのアップストリームDOCSISチャネルや DOCSSI3.1 

OFDMAチャネルは、従来システムより大きなチャネルパワーとな

ります。リターンパスの光ノードアンプに対する過入力を避け、レ

ーザークリッピングの可能性を低減するために、各チャネルのパワ

ーレベルをリンク測定タブで注意深く監視することが求められます。 

 
 

 
高度なトラブルシューティング法として、指定したUCD番号をタ

ップするとプリイコライゼーションアダプティブEQパラメータが

表示できます。 

 
 

DOCSIS® 3.1/3.0 
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DOCSIS 3.1 OFDMテストについて 

FECテクノロジーを進化させた低密度パリティチェック（LDPC）

を組み込んだOFDMは、DOCSIS 3.1伝送の基本になります。主な

DOCSIS 3.1の測定値はOFDM/LDPC方式で得ることができます。

OFDM/LDPC方式はPHYリンクチャネル（PLC）、ネクストコード

ワードポインタチャネル（NCP）、および変調プロファイルから

構成されています。 

 

PHYリンクチャネル（PLC）は、設置されたケーブルモデムをオン

ライン状態にするためのメッセージチャネルとして使用されます。

PLCには、OFDM信号のデコード方法に関する重要な情報が含まれ

ます。OFDMのPHYチャネルは、多重化された多数のサブキャリア

で構成されています。各サブキャリアの帯域は、25kHzまたは

50kHzです。たとえば1つの192MHz OFDMチャネルは、最大で

3840の50kHz帯域の副搬送波を含むことができます。 

コードワード（CW）がシンボル内のOFDMサブキャリアにマッ

ピングされるとき、データCWがどこで始まるかを識別するために

ポインタが必要です。これはネクストコードワードポインタ

（NCP）と呼ばれます。 

 

  変調プロファイルは、OFDMチャネル内のサブキャリアに対して使

用される各変調のリストです。 

• プロファイルAは、ケーブルモデムをCMTSで初期化して登録す

る と き に 、 最 初 に 受 信 す る ブ ー ト プ ロ フ ァ イ ル で す 。 

すべてのDOCSIS 3.1ケーブルモデムは、D3.1伝送の前提条件

として、ベースプロファイルAをサポートする必要があります。 

• プロファイルB、C、D：回線の状態は常に監視されています。

所定のOFDMサブキャリアに対して十分に高いSNRしきい値に

達したときに、より高い変調方式を使用して、より高いスペク

トラム効率を得ることができます。プロファイルは、各サブキ

ャリアの回線状況に応じて変更できます。 
 

パワフルなDOCSIS3.1 OFDMアナライザ 

⚫ 基本的なD3.1テストはPLCのロックが求められます。 

⚫ PLCの測定値には、レベル、MER性能、補正された

CW及び未補正のCWが含まれます。 

⚫ NCPベースのテストには、ロック状態、MER、補正さ

れたCW、および未補正のCWが含まれます。 

⚫ ブートプロファイルA及びより高い多値変調プロファ

イルに対する変調プロファイル解析は、ロック状態、

MER、訂正済みCWE、未訂正CWEのチェックを実行

します。 

⚫ 実際の帯域幅、サブキャリアの帯域幅、アクティブ状

態OFDMチャネルステータスを表示します。 

⚫ 平均MERを含む全体的なOFDMチャネルの性能評価、

およびMERパーセンタイル設定（任意設定可能）によ

る状態の悪いサブキャリアの検出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

OFDMチェック 

OFDMチェック機能は、ケーブルモデムモードでオンライン接続を行わ

ずに、OFDM信号解析を可能にします。DOCSISリンクアップがされな

い場合、どのポイントで問題が起きているか追跡する際にこのチェック

は非常に重要です。 

OFDMチェックでは、ダウンストリームのPLC信号でロックする必要が

あり、多くのOFDM測定値を得ることができます。 

 

 
 
 

「OFDM PLCサーチ」は、PHYリンクチャネルの周波数がわからな

い場合、その周波数を自動検出します。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCSIS® 3.1/OFDM 
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OFDMサブキャリアスキャン 

（特許No: 10,756,778）   

サブキャリアスキャンは直感的なグラフで表示されます。この機能

により詳細なDOCSIS3.1 OFDM分析ができます。 

 

 

OFDMサブキャリアパワースキャン  

より正確なOFDMパワーレベルは、パワースキャンを使用して   

測定します。OFDMチャネルは、6MHzスパンごとに区分され、そ 

の詳細が二画面に分かれて表示されています。カラーコーディング

で、QAM変調サブキャリア、PLCサブキャリア、およびパイロット

が明確に識別されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFDMサブキャリアMERスキャン 

MERスキャンは、すべてのサブキャリアに対し実行されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFDMサブキャリアノイズスキャン 

OFDMノイズフロアスキャンにより、実在するインバンド 

ノイズの状況を把握することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFDMチャネルのMER vs ノイズ検出 

MERおよびノイズスキャンは、MERおよびノイズ状況のグラフィック        

ビューにオーバーレイすることができ、影響を受けるプラントの障害問題、

OFDMチャネルの隠れたノイズの特定に役立ちます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

IPv6のサポートとネットワークの検証 

アップレンジングが正常に行われると、DOCSISモデムはケーブルモデム   

終端システム（CMTS）によって登録され、IPv4のアドレスより先に     

IPv6のアドレスの有無を確認し、ネットワークサーバー（DHCP、TFTP、

TOD、DNSなど）からIPアドレスを検出して明示します。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VeTestスループット 

VeTest機能は、VeTest HTTPサーバに対するファイルのダウンロード       

とアップロードを通して、ネットワークのHTTPプロトコルのパフォー       

マンスを検証します。サーバの仕様や制限に応じた、完全な回線レート      

のテストが可能です。テスト中には、サーバへの接続時間、データ転送      

時間、および回線速度スループット率が報告されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DOCSIS® 3.1/3.0 
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TDR & DMM 

デジタルマルチメータとTDR 

• デジタルマルチメータは、適切なアンプパワーを検証し、   

短絡などの障害を特定するために使用されます。 

• ドロップケーブルの長さやインピーダンス不整合箇所を確認す

るためのタイムドメインリフレクトメータ（TDR） 

 

基本的なRFケーブル要件の確認 

オプションのTDRは、高度な信号処理技術を適用して、1.5 kmま

での距離の同軸ケーブルで、オープン、ショート、スプライス、タ

ップ、水の浸入、およびその他インピーダンス不整合を検出します。

テスト対象のケーブルは数秒以内にスキャンされ、ユーザーは一画

面に表示された全体波形から障害をすばやく特定できます。 

*使用はオフライン回線に限ります 

 
画面の下部にある4つのタブだけを使用して、すべての主要な操作

および設定パラメータに簡単にアクセスできます。 

 

経験豊富な技術者は、選択可能なインピーダンス設定と調整可能な

伝播速度（VP）係数を利用して、さまざまなケーブルでさまざまな

テストを実行できます。 

 

 

WiFi InSSIDer 

WiFi InSSIDerは、WiFiネットワークの検出とパフォーマンスのト

ラブルシューティングに最適なツールを提供します。 InSSIDerは、

2.4GHzおよび5GHz帯域の802.11a / b / g / n / acワイヤレス用の

互換性のあるUSBWiFiアダプターを使用して、環境の明確な画像を

提供します。わかりやすいグラフや表で、チャネルの配置不良、 

信号強度の低下、干渉を特定するのに役立ちます。 

 
ネットワークスキャンの結果は、グラフィック形式または表形式になり

ます。リスト：ネットワーク名、BSSID、暗号化タイプ、チャネル割

り当て、信号強度、同一チャネル、重複チャンネル 

 
 

 
 

WiFi Wiz 
2.4GHzおよび5GHz帯域の802.11a/b/g/n/acワイヤレス用のUSB-

WiFiアダプターを接続することで、WiFi接続の問題のトラブルシュ

ーティングを行うことができます。利用可能なネットワークをスキャ

ンし、SSID、信号強度、チャネル割り当てとともに、すべてのアク

セスポイントの詳細情報を表示します。 WEP / WPAまたはWPA2暗

号化を使用してアクセスポイントに接続し、IP機能を確認して、ワイ

ヤレスネットワークが適切にインストールおよび構成されていること

を確認します。 IPテスト機能の完全なスイートがサポートされてい

ます（ping、トレース、Webブラウザーなど）。 

 
2.4GHzおよび5GHz帯域のa / b / g / n / acネットワーク用の互換   

性のあるUSB-WiFiアダプターが必要です。信号レベルとリンク品 

質測定によるアクセスポイントスキャン、IP接続テスト（Ping、 

トレースルート、ARP Wiz、Web）、テストセットのWiFI通信 

（VeExpress、R-Server、リモートコントロール、ReVeal PCソフ 

トウェア） 

 

 

 

TDR/DMM/WIFI 
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光パワーメータ 
オプションで光パワーメータを本体に実装することができます。 

• 複数波長対応(850/1300/1310/1490/1550/1625/1650 nm) 

• 測定結果の保存 

• ハイパワータイプ(+25dBm) 

• 測定単位: dB, dBm, mW, μW & nW 

• Wave ID付きVeEX光源との互換性 

 

 

 

光測定ツール 

デジタル光ファイバスコープ 
光ファイバーコネクタのよごれ・傷を確認することができます。

合否判定解析ソフトウェアは、自動的にフォーカスした画像をキ

ャプチャして、コネクタの状態を診断します。診断結果は、

IEC61300-3-35 Sect5.4標準に準拠した合否レポートが生成され

ます。

 
 

オートフォーカス及び自動判定 

端面画像に焦点が合うように自動的に調整し、画像をキャプチャし

て分析します。このプロセスは、複雑な機械駆動のオートフォーカ

スシステムよりも高速です。  

• IEC 61300-3-3準拠の自動解析 

• SMF及びMMFのテンプレイト(コア、クラッド、接着、コンタ

クト) 

• 汚れや傷の場所をドットやスクエアで自動表示 

• レポート機能 

 
*USB ファイバスコープ(DI-10000)が別途必要になります。 

 

 

OPX-BOXe OTDR 

VeEX OPX-BOXeは、CX380CとBluetooth若しくはUSB接続で測

定できるコンパクトなOTDRです。 OPX-BOXe OTDRに接続また

はペアリングされると、CX380Cの画面上にOTDRユーザーインタ

ーフェイスが表示されます。ファイバー関連の検証またはトラブ

ルシューティングするために測定器を別々に持っていく必要がな

く、また低コストで光測定器を準備することができます。

 
 
 

 

ファイバーテスト 

DI-1000 光ファイバスコープ  

 

OPX-BOX DTDR  

 



CX380C 10  

 

ReVeal CX300 PCソフトウェア 

ReVeal CX300 PCソフトウェアは、各CXテストセットに標準で添付

されています。チャネルテーブル、しきい値などの設置値は、PCで

作成および編集して、USB、LANを介してテストセットにアップロ

ードできます。テスト結果をダウンロードしてPCに保存すると、テ

ストデータの管理とレポートの生成を実行できます。 

 
 
 
 
 
 

 
 

VeSion R-サーバーシステム 
1日あたり数百のインストールを調整し、請求/記録の目的でフィールドテスト結果を収集し、テストセットの大量の在庫を並行して維持するとい

う大きな課題に直面している、中規模から大規模のCATVオペレーター向けに特別に設計されたソフトウェアアプリケーション。このアプリケーシ

ョンをホームインストールプロセス（HIP）および署名パッド機能と組み合わせて使用すると、顧客からのコールバックおよび関連するトラックロ

ールを削減し、従業員の効率を最大化し、運用コストを削減する強力なツールになります。 
 

 

 

アドバンスマネージメント 

承認されたテストセットは、特定のVeSion R300サーバーに登録して、新しいチャネルテーブル、テストプロファイル、測定しきい値、および

ジョブカードをダウンロードします。テスト結果は、既存のRFネットワーク上で実行されているLANインターフェイスまたはDOCSIS接続を介し

てアップロードできます。署名パッドは、作業指示の完了時にテスト結果に自動的に追加される顧客の署名を電子的にキャプチャします。 

 

ベネフィット 

• テストプロファイル、ソフトウェアバージョン、および測定しきい値の集中ストレージ 

• 登録されたテストセットには、新しいテストプロファイル、ソフトウェアバージョン、およびチャネルテーブルが通知されます 

• テストセットのソフトウェアバージョンが維持され、同期されます 

• 技術者が現場にいる間に結果が電子的に収集されるため、請求トランザクションをより早く処理できます 

• オペレーターと請負業者が所有するテストセットで動作し、両方のアクティビティの運用統計を提供します 

• 盗難防止、テストセットのロックアウト、タイムロック、その他のセキュリティ機能を提供します 

REVEAL/VESION 
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仕様 

仕様 

入力インピーダンス: 75Ω 

入力電圧90VAC 

最大入力レベル: +65 dBmV トータルパワー 

 

スペクトラムアナライザ 

周波数レンジ: 5 MHz〜1.8 GHz 

分解能帯域幅: 3 MHz, 1 MHz, 300 kHz, 100 kHz 

ノイズレベル (感度): +1 dBuV @ 300 kHz RBW @ 500 MHz   

アッテネーション: 0〜50 dB (10 dBステップ) 

ダイナミックレンジ : 60dB 

表示レンジ: 70 dB 

縦軸目盛: 1, 2, 5, 7, 10 dB 

周波数基準: ± 10 ppm typical @ 25℃ 

最速掃引時間(下り帯域): 250 ms 

最速掃引時間(上り帯域): 35 ms 
 

アナログチャンネル 
 レベルレンジ: 10 dBuV〜120 dBuV  

レベル確度: ±1.5 dB 

レベル分解能: 0.1 dB 

規格: NTSC, PAL, SECAM 

チャンネル: ビ デ オ , 音 声 1, 音 声 2, FM V/A1, V/A2,  

隣接チャンネル, C/N, HUM 

 

デジタルチャンネル 
 レベルレンジ: 10dBuV〜120 dBuV 

レベル確度: ± 1.5 dB 

レベル分解能: 0.1 dB 

変調: QAM 64/256, Annex A/B/C  

シンボルレート: 1〜 7 MHz可変 

コンスタレーション: QAM 64/256 

最小ロックレベル: 38dBuV 

イコライザディスプレイ  

群遅延 

周波数応答 

 HUM 

シンボルエラー 

中心周波数エラー  

MERレンジ: 22 〜 45 dB 

隣接チャンネル 

Pre/Post BERレンジ: 0 to 9 x 10-3 

SES、エラー秒 

ヒストグラム:  最大60分間の測定値変動グラフ 

 

その他 

チルト測定: 最大8アナログ・デジタル 

ISDB-T OFDM測定: MER, BER, レベル 

上りSG機能 

チャンネルテーブル: 36セット 

テストポイント(補正値): 10セット 

 

ケーブルモデム DOCSIS 3.0/3.1 

ダウンストリーム 

周波数レンジ 

– 108〜1218 MHz (85 MHz Diplexer option) 

– 258〜1218 MHz (204 MHz Diplexer option) 

帯域幅 

– 6, 8 MHz(SC-QAM)及び25, 50 kHz OFDMサブキャリア 

チャンネルボンディング: 32 SC-QAM及び Dual 192 MHz 

 OFDMチャンネル 

最大スピード: 4 Gbps 

入力レベル: 45dBuV〜75 dBuV (typical) 

アップストリーム 

周波数レンジ 

– 5〜85 MHz (with 85 MHz Diplexer option) 

– 5〜204 MHz (with 204 MHz Diplexer option) 

チャンネルボンディング: 8 SC-QAM及び Dual 96 MHz OFDMA  

 Channels (with DOCSIS 3.1 option) 

最大スピード: 1 Gbps 

最大出力レベル: + 128dBuV  OFDM 

DOCIS3.1 OFDMチェック 

• 入力レンジ: 40 dBuV〜90 dBuV 

• OFDM MERレンジ: 20 dB〜45 dB 

• 帯域幅: 24 MHz〜192 MHz 

• FFT size 

– FFT size = 4k (50 kHz キャリアスペーシング) 

– FFT size = 8k (25 kHz キャリアスペーシング) 

• プロファイル:  5プロファイル(A〜E) 

IPv4 / v6 準拠 

セキュリティ: BPI+及びAES 

 

 

TDR (option) 
レンジ: 1.5 km 

確度: 1%(測定レンジ)若しくは 1m 

最小分解能: 2.5cm 

伝播速度: 99%まで可変 

パルス幅: 10 ns〜10 us (auto); 確度: 1 ns 

インピーダンス: 75Ω 
 

DMM (option) 
DC電圧レンジ: 300 V (確度 2%, +/- 1V) 

AC電圧レンジ: 250 V (確度 2%, +/- 1V)  

抵抗: 0Ω〜999 MΩ (確度 3%, +/- 1Ω) 

 

OPM(光パワーメータ) (option) 

レベルレンジ:  -50〜+25dBm 

 校正波長: 850/1300/1310/1490/1550/1625/1650 nm 
 

 
 

 

SPECIFICATIONS 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
The  Verif ication Experts  

 

  
 

 

 

一般仕様 

サイズ 290 x 140 x 66 mm (W x H x D)  

質量 2.5 kg以下 

バッテリ リチウムイオン  (フィールド交換可能) 

バッテリ駆動時間 >4時間連続測定 

>9時間アイドリング 

ACアダプタ Input: 100-240 VAC, 50-60 Hz Output: 

16 VDC, 5.5A 

動作温度 0˚C〜45˚C  

保管温度 -20˚C 〜70˚C  

 湿度 5%〜95% 結露なきこと 

ディスプレイ 7インチフルカラータッチ画面 

堅牢性 1mからの落下に耐えうる 

インターフェース USB 2.0, RJ45, 10/100 Base-T, Bluetooth 

2.0 (オプション) 

言語 日本語を含む多言語 

SPECIFICATIONS 

メインテクノロジー株式会社 

東京都港区北青山 2-7-24 3F 

TEL: 03-5772-3403  

FAX: 03-5770-4037 

Mail: info@maintechnology.co.jp 

http:www.maintechnology.co.jp 

 
 
お問い合わせ先  

 

VeEXはVeEX Inc.の登録商標です。性能、品質の向上にともない、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、あらかじめご了承ください。 
誤記または記載漏れについては一切責任を負いません。© 2021 VeEX Inc. 無断複製禁止  
 


