
マン・ポータブル 衛星端末 

クイック・ケース技術TM QCT-90 

 

必要な場所へ気軽に持ち運べる、 

可搬型衛星通信装置 
 
ニュース取材・緊急災害時の初動対応・ミリタリー用

途には、安定した回線接続が遠隔地からできる、超小

型で扱いやすい通信端末が必要です。DataPath社

は、そのようなニーズに対応する、マン・ポータブル

な端末装置、QCT-90を開発しました。安定した高性

能な衛星通信が実現するので、緊急なミッションに最

適です。 

DataPath QCT-90は、大成功をおさめた実績のある

SWE-DISH○R コミュニケース・テクノロジー(CCT)で使

用された、グレゴリアン・デュアル・オフセット型カー

ボンファイバー・アンテナと、モジュラー構造を採用し

ました。まさに究極の高性能と堅固な構造の両立です。

らくに持ち運べるよう軽量化に努めた小さいボディが、

最大限のスループットを引きだします。 

 

 

シンプルを追究したエンジニアリング  

使いやすさを最重要視して、QCT-90は、各ユニット間

のケーブル接続を極力少なくし、またツマミなどの小

さな部品が現場で紛失しないよう細心の注意を払って

設計しました。 

本体・リフレクタ一体型のアンテナ部分と、取り外

し可能な三脚は、組み立て簡単、持ち運びも楽々で

す。 

衛星の捕捉は手動ですが、内蔵のデュアルGPSコン

パスのガイドに沿って簡単な操作で行えます。２時

間程度の取り扱い練習で、どなたでもすぐ操作でき

ます。 

モジュラー構造による高い融通性 

トランシーバー･ユニットはモジュラー構造を採用し

ており、交換するとマルチバンドで使用できます。 

● トランシーバー・ユニットは、X, Ku, Ka バンド

に対応。Global Xpressに対応したモデムもあ

ります。  

● モデムは、iDirect 等いくつかの汎用モデルが内

蔵できます。              
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特 徴 

アンテナ部分と三脚部分を組むだけ。ケーブル接続は

不要です。 

正確な衛星捕捉(マニュアル捕捉）をサポートする、

充実の内蔵スクリーン。 

ケースから出して、５分で組み立て完了。 

IATA航空機に積み込み可能。 

電源部内蔵、DC及びAC運用可能 

 AC電源  85-265 VAC, 45-55Hz 

 DC電源  10-36VDC 

 

仕 様  
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  QCT-90 

動 作 環 境 16W X-Band 15W Ku-Band 8W Ka-Band Mil/Civ 

動作温度 -32°C to +55°C (-26°F to +131°F) 

保管温度 -40°C to +71°C (-40°F to +159°F) 

運用耐風速 Max 15m/s (33.5 mph), 20 m/s (44.7 mph) with integrated wind stays Max 10 m/s (22.3 mph), 20 m/s (44.7 
mph) with integrated wind stays 

機 構 仕 様       

偏  波 Circular, reversible Cross-pol linear Circular, reversible 

方位角レンジ 360°, adjustable fine-tuning ±20° 

仰角レンジ 10° to 90° 

重  量 20.6 kg (45.4 lb) terminal only, 24.5 kg (54 lb) including soft back-pack. 32 kg (70.5 lb) including hard transit case 

寸 法 76 x 36 x 27 cm (29.9 x 14.1 x 10.6 in) stowed; 128 x 99 x 104 cm (50.4 x 39.0 x 40.9 in) deployed 

アンテナ口径 0.9 x 0.59 m (35.4 x 23.2 in) Gregorian dual offset antenna 

衛星捕捉 Assisted manual pointing by GUI and hardware through GNSS, electronic compass and inclinometer 

適合規格 SkyNet, Eutelsat, Intelsat, Sicral, Athena Fidus, SES, and CE Certification according to 1999/5/EC R&TTE and MIL-STD-810 G 

性    能    

EIRP (min @ midband) 45.0 dBW @ Pmax lin 50.0 dBW @ P1dB 52.0 dBW @ Pmax lin 

送信周波数 (GHz) 7.9 to 8.4 13.75 to 14.5 30.0 to 31.0 / 29.0 to 30.0 

受信周波数 (GHz) 7.25 to 7.75 10.7 to 12.75 20.2 to 21.2 / 19.2 to 20.2 

G/T @ 20° elevation 12.0 dB/K (typ. @ midband) 16.0 dB/K (typ. @ midband) 18.5 dB/K (typ. '@midband) 

偏波角可変範囲 NA +105° to -125° NA 

送信XPD/軸比(AR )  AR < 1.0 dB XPD > 30 dB AR < 1.0 dB 
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