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はじめに
このたびは、AQ4280A/AQ4280B/AQ4280C LD 光源をお買い上げいただきましてありがとうございます。このユーザーズマニュアルは、
AQ4280A/AQ4280B/AQ4280C の取り扱い上の注意、操作方法、および仕様を説明したものです。
AQ4280A/AQ4280B/AQ4280C の取扱説明書には、このユーザーズマニュアルのほかに、「オペレーションガイド IM AQ4280-02JA」が
あります。このユーザーズマニュアルとあわせてご利用ください。

ご注意
・ 本書の内容は、性能・機能の向上などにより、将来予告なしに変更することがあります。また、実際の画面表示内容が本書に記載の

画面表示内容と多少異なることがあります。
・ 本書の内容に関しては万全を期していますが、万一ご不審の点や誤りなどお気づきのことがありましたら、お手数ですが、お買い求

め先か、当社支社・支店・営業所までご連絡ください。
・ 本書の内容の全部または一部を無断で転載、複製することは禁止されています。
・ 保証書が付いています。再発行はいたしません。よくお読みいただき、ご理解のうえ大切に保存してください。

商標
・ Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
・ Adobe、Acrobat、および PostScript は、アドビシステムズ社の登録商標または商標です。
・ 本文中の各社の登録商標または商標には、®マーク、TM は表示していません。
・ その他、本文中に使われている会社名・商品名は、各社の登録商標または商標です。

履歴
2012 年 10 月  初版発行
2013 年 4 月  2 版発行
2016 年 3 月  3 版発行
2017 年 10 月  4 版発行
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計測相談のご案内
当社では、お客様に正しい計測をしていただけるよう、当社計測器製品の仕様、機種の選定、および応用に関するご相談を下記 CS セ
ンターにて承っております。なお、価格や納期などの販売に関する内容については、最寄りの営業、代理店にお問い合わせください。

横河計測株式会社　カスタマサポートセンター

	 FAX 
ファクシミリ

0422-52-60130120-137046 
フリーダイヤル

tmi-cs@csv.yokogawa.co.jp 

【フリーダイヤル受付時間：祝祭日を除く月〜金曜日の 9：00 〜 12：00、13：00 〜 17：00】



IM AQ4280-01JA 3

本機器を安全にご使用いただくために
本機器を正しく安全に使用していただくため、本機器の操作にあたっては下記の安全注意事項を必ずお守りください。このガイドで指
定していない方法で使用すると、本機器の保護機能が損なわれることがあります。なお、これらの注意に反したご使用により生じた障
害については、YOKOGAWA は責任と保証を負いかねます。

次の注意事項をお守りください。使用者の生命や身体に危険が及ぶ恐れがあります。

 警　　告

・ 電池をショートさせないでください。過度の電流が流れると、発煙、感電、機器の損傷などにより、取扱者が負傷
する可能性があります。

・ 熱源の付近、高温の環境、ほこり / 湿気の多い環境、本器が結露している状態など、動作に支障をきたす可能性が
ある状況では、本器を操作しないでください。このような状況で本器を操作すると、感電、誤動作、性能の低下な
どが生じる可能性があります。

・ 2CH モデルの AQ4280C では、CH1 と CH2 から独立して発光できます。使用していないチャネルから発光したまま
の状態は危険です。使用していないチャネルの発光は停止してください。
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このユーザーズマニュアルで使用している記号と表記法
注記
本書では、注記を以下のようなシンボルで区別しています。

	 本機器で使用しているシンボルマークで、人体への危険や機器の損傷の恐れがあることを示すとともに、その内容に
ついてユーザーズマニュアルを参照する必要があることを示します。ユーザーズマニュアルでは、その参照ページに
目印として、	「警告」「注意」の用語と一緒に使用しています。

 警　　告 取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険があるときに、その危険を避けるための注意事項
が記載されています。

 注　　意 取り扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか、または物的損害のみが発生する危険があるときに、それを避
けるための注意事項が記載されています。

Note 	 本機器を取り扱ううえで重要な情報が記載されています。
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1.	 概要
LD 光源 AQ4280A/AQ4280B/AQ4280C は安定性と可搬性に優れ、正確な光ファイバテストに求められる、使いやすい機能を備えてい
ます。 
AQ4280A/AQ4280B/AQ4280C は、長距離ネットワークやローカルネットワークに用いられるシングルモード光ファイバのテストに利
用できます。また、光パワーメータと組み合わせることにより、光ファイバの損失測定にも対応できます。 

特徴
・ 使いやすい直感的な操作系 
・ 持ちやすいハンドヘルド型 
・ 暗い環境での操作に役立つ LCD バックライト
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2.	 操作の前に
梱包内容の確認
標準の付属品は以下のとおりです。
名称 数量
本体 1
単三型乾電池 2
コネクタアダプタ (FC、SC、ST) AQ4280A/AQ4280B：各 1

AQ4280C：各 2
キャリングケース 1
オペレーションガイド ( 印刷物 ) 1
ユーザーズマニュアル (CD) 1
プロテクタ 1
ストラップ 1

輸送中の損傷のチェック
輸送中の損傷がないかどうかチェックします。外箱が明らかに破損している場合には、本器も損傷している可能性があります。本器が
損傷していた場合は、お買い求め先にご連絡ください。損傷した状態で、許可なく本器の操作や修理を試みられた場合は、保証されま
せん。
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電池切れの場合 
画面には、電池残量を示すバッテリインジケータが表示されます。インジケータは、電池残量に応じてフル、残量 2、残量 1、空とい
う 4 段階で表示されます。空の表示は、ほぼ電池切れの状態を示しており、新しい電池と交換する必要があります。電池を交換するに
は、本器の背面にあるバッテリカバーを取り外してください。 

nm
 

nm
 

電池残量が極度に低下し、必要な電力を供給できなくなった場合、自動的に本機器の電源がオフになります。 

Note
液漏れを防止するため、本器を長時間使用しない場合は、電池を取り外してください。 
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3.	 仕様
光源
項目 AQ4280A AQ4280B AQ4280C
発光素子 レーザダイオード (LD)
適合ファイバ SM(ITU-T G.652)
中心波長 *1 1310/1550 ± 20nm 1310/1550 ± 20 nm

1490 ± 10 nm
1310/1550 ± 20 nm
1490/1625 ± 10 nm

スペクトル幅 *1、*2 <5 nm(1310 nm)
<10 nm(1550 nm)

<5nm (1310 nm,1490 nm)
<10 nm(1550 nm)

<5 nm(1310 nm,1490 nm,1625 nm)
<10 nm(1550 nm)

出力レベル *3 － 5 dBm ± 1 dB － 5 dBm ± 1 dB － 5 dBm ± 1 dB
出力レベル安定度 (15 分間 )*1、*3、*4 < ± 0.05 dB < ± 0.05 dB (1310/1550nm)

< ± 0.1 dB (1490 nm)
< ± 0.05 dB (1310/1550 nm)
< ± 0.1 dB (1490/1625 nm)

変調モード CW、CHOP(270Hz、1kHz、2kHz)
コネクタ FC、SC、ST

*1 変調モード：CW、環境温度：23 ± 2℃
*2 RMS (2σ、-20dB)
*3 2m の PC/FC コードを接続した場合
*4 23℃ ± 2℃ ( 温度一定 )　CW 光
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一般仕様
項目 AQ4280A AQ4280B AQ4280C
電源 単三形アルカリ乾電池

バッテリ寿命 *5 約 25 時間
パワーセーブ キー操作しなくなってから 10 分後、自動的に電源オフ ( この機能を無効にするこ

とも可能 )
バッテリチェック ローバッテリ表示

環境条件 使用温度：－ 10 ～ 50℃
使用湿度：20 ～ 80％ RH
保存温度：－ 20 ～ 70℃ ( 結露なきこと )
保存湿度：5 ～ 95％ RH ( 結露なきこと )

レーザークラス CLASS1(IEC60825-1)
外形寸法、質量 *6 外形寸法：約 76(W) × 153(H) × 43(D) mm、質量：約 300g
安全規格 適合規格：IEC 60825-1 Class1(Laser)、 FDA 21CFR1040.10(Laser)
EMC エミッション 適合規格：EN61326-1 classB、EN55011 ClassB  Group1

オーストラリア、ニュージーランドの EMC 規制　EN55011　Class A、Group1
韓国電磁波適合性基準 ( 한국 전자파적합성기준 )

イミュニティ 適合規格：EN61326-1 Table2 ( 工業立地用 )
環境規制規格 適合規格：EN50581　監視及び制御機器
*1：	 23℃	± 2℃で、アルカリ乾電池を使用して連続測定した場合
*2：	 プロテクタは除く

Note
特に記述のない仕様は 23℃± 2℃のとき 。光コネクタは FC/PC。
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4.	 操作
乾電池の装着
コインなどを使って、背面のねじを回してバッテリカバーを外します。単三形乾電池を装着します。ねじのロック / アンロックの位置は、
下図をご覧ください。

アンロック ロック

単三形乾電池 2 本を、極性を表示に合わせて装着します。電池を装着したあとは、必ずカバーを閉めてください。
画面に表示されるバッテリ残量が少なくなった場合は、直ちに電池を交換してください。アルカリ乾電池を使用した場合、約 25 時間 ( 使
用条件による ) 継続して使用できます。

 注　　意
・ 残量の少ない電池と新しい電池を混在して使用しないでください。
・ 乾電池は常温で湿度の低い環境で保管してください。
・ 乾電池を冷蔵保管すると、保管期間が短くなります。乾電池を冷蔵保管しないでください。
・ 高温の場所で乾電池を保管すると、乾電池の性能が劣化します。高温での保管はおやめください。
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Note
・ 電池は指定されたものを使用してください。
・ 電池を交換するときは、電池の端＋極、－極および、本機器の端子部を布などでこすり、汚れを落としてください。
・ 本機を長時間使用しない場合は、電池を取り外してください。
・ 電池が、本機器のプラス (+) とマイナス ( － ) 極に正しく装着されていることを確認してください。

コネクタアダプタの取り付け 
本機器に光コネクタを接続するには、専用のコネクタアダプタが必要です。ご使用の光コネクタに合った
コネクタアダプタを取り付けてください。本機のコネクタアダプタを取り付けるねじ部は、精密に作られ
ています。取り付けるときに傷つけないように注意してください。
光学入力部に、ほこりなどが付着しないように注意してください。光学入力部にほこりなどが付着すると、
測定結果に影響します。本機器を使用しないときは、光学入力部に保護キャップを被せてください。
1. 光学入力部の保護キャップを外します。
2. コネクタアダプタを取り付けます。
コネクタアダプタを本機の取り付け部の真上に持って行き、ねじ部が斜めにかみ合わないように、まっす
ぐに取り付けます。コネクタアダプタを回して固定します。
コネクタアダプタが斜めにならないように注意してください。コネクタアダプタが固定されたら、それ以
上強く締め付けないでください。強く締め付けると、ねじ部およびセンサーが損傷する場合があります。

Note
コネクタアダプタの内部を専用の綿棒、クリーナー、無水アルコールで清掃することをお勧めします。
光コネクタ清掃用の専用の綿棒として NTT-AT 社製「CLETOP Stick-Type」があります。　
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プロテクタの取り付け / 取り外し
本機を保護するために、プロテクタの装着をお薦めします  

1.	 本機の上部をプロテクタに挿入します。
2.	 本機の下部にプロテクタに挿入します。
取り外す場合は、上記と逆の手順で操作してください。

Note
プロテクタにひびが入ったり傷ついたりして劣化した場合は、プロテク
タを交換してください。

スタンドの使い方
	 	 	 	 	 	 	 	

背面のスタンドを、ストッパーに当たるまで引き出します。
安定した場所に本機を設置します。

Note
・ 本機を持ち運ぶときは、スタンドを持たないでください。
・ スタンドは、本機を立てかける以外の目的で使用しないでください。
・ スタンドを使って本機を立てかける場合は、本機が安定していること

を確認してください。
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操作キー
AQ4280A/AQ4280B/AQ4280C の操作キーには以下の機能が割り当てられています。

	 	

AUTO-OFF

270Hz
1kHz
2kHz

nm

SINGLE
TWIN

4
5
6

1

2

3

　	

1

2

3

5

6

ON
OFF

>2s PERM

No. キー 機能
本器の電源を ON/OFF します。電源を ON にするときに、2 秒以上長
押しすると、オートオフ機能が無効の状態で本器が ON になります。 
AQ4280C では、CH1 または CH2 のどちらかを選択します。CH1 と
CH2 から、個々に発光されます。使用していない CH からの発光は
停止してください。

SINGLE： 自動波長認識 (TWIN) 機能が OFF になります。
TWIN： 自動波長認識 (TWIN) 機能が ON になります。

バックライトを ON/OFF します。

4

変調波長と連続波長を切り替えます。

以下から出力波長を選択します。
AQ4280A:1310nm, 1550nm
AQ4280B:1310nm, 1490nm, 1550nm
AQ4280C:1310nm, 1550nm + 1490nm, 1625nm

shift

CW/Hz

TWIN
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画面

AUTO-OFF

270Hz
1kHz
2kHz

nm
date

SINGLE
TWIN

波長

オートオフ

バッテリ残量

単位 (dBm)

出力表示

自動波長認識

変調
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電源の ON/OFF 

            AUTO-OFF

nm

SINGLE

ON/OFF キーを短く押してください。本器の電源が ON になります ( 右図参照 )。電源が
ON にならない場合は、電池残量をチェックしてください。
再度、ON/OFF キーを短く押すと、電源が OFF になります。
オートオフ機能
10 分間、キー操作をしなかった場合に、電源を自動的に OFF する機能です。
2 秒以上、ON/OFF キーを押し続けると、オートオフ機能が無効な状態で本器の電源が ON
になります。 
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AQ4280A の波長設定と光出力
1. λキーを繰押して、波長を 1310nm、1550nm、---nm(OFF) から選択します。
 

            AUTO-OFF

 
nm

SINGLE

   出力表示は以下のとおりです。
 LO : 光出力 OFF
 -5.0dBm : 光出力 ON
 ( 表示される -5.0dBm は出力レベルの目安です )

AQ4280B の波長設定と光出力
1. λキーを繰押して、波長を 1310nm、1490nm、1550nm、---nm(OFF) から選択します。
 

            AUTO-OFF

 
nm

SINGLE

 出力表示は以下のとおりです。
 LO : 光出力 OFF
 -5.0dBm : 光出力 ON
 ( 表示される -5.0dBm は出力レベルの目安です )
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AQ4280C の波長設定と出力
AQ4280C では、CH1 と CH2 から、個別に発光できます。 

            AUTO-OFF

 
nm

SINGLE

 

 

 
1. λキーを押して、波長を 1310nm、1550nm、---nm(OFF) から選択します。
2.	 SHIFTキーを押して、設定対象を CH2 にします。
3. λキーを押して、波長を 1490nm、1625nm、---nm(OFF) から選択します。

 出力表示は以下のとおりです。
 LO : 光出力 OFF
 -5.0dBm : 光出力 ON
 ( 表示される -5.0dBm は出力レベルの目安です )

 警　　告

CH1 と CH2 から独立して発光できます。使用していないチャネルから発光したままの状態は危険です。使用していな
いチャネルの発光は停止してください。

周波数の設定 

SINGLE

1kHz 270Hz

2kHz

 
nm

            AUTO-OFF

CW
1

出力する光の周波数を設定します。初期値は CW です。CW に設定されてい
るときは、画面に周波数が表示されません。
1. CW/Hzキーを押して、出力周波数を 270Hz、1kHz、2kHz から選択します。

Note
「CW」は表示されません。
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自動波長認識
1.	 TWINキーを押して、自動波長認識機能をON/OFF します。

            AUTO-OFF
TWIN

 
nm

SINGLE

 表示は以下のとおりです。
 SINGLE : 自動波長認識機能 OFF
 TWIN : 自動波長認識機能 ON

Note
・ 自動波長認識 (TWIN) 機能が ON のときはレーザ出力は変調になります。
・ 自動波長認識機能を使用しない場合は、自動波長認識機能を OFF にすることをお勧めします。
・ 自動波長認識機能と変調機能は、同時に使用できません。自動波長認識機能を ON にすると、変調機能は自動的に OFF になります。
・ 本機を光パワーメータ AQ2180 シリーズに接続して使用する場合、AQ2180 の自動波長認識機能が ON になっていると、自動認識

した波長に従って、AQ2180 の波長設定が自動的に変更されます。ただし、本機で変調光 270Hz、1kHz、または 2kHz を出力した場合、
AQ2180 では、自動波長認識が動作しません。

 AQ2180 の操作については、AQ2180 の取扱説明書をご覧ください。
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光パワーメータとの接続
光パワーメータと組み合わせて使用すると、光ファイバの損失を測定できます。

                   

   

 

SINGLE
TWIN

AQ4280

AQ2180
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バックライトの ON/OFF
バックライトキーを押します。バックライトが ON になります。もう一度、バックライトキーを押します。バックライトが OFF になります。

AUTO-OFF

nm

AUTO-OFF

nm

SINGLESINGLE
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5.	 トラブルシューティング
症状 考えられる原因 対処方法 備考
電源が入らない バッテリの消耗 バッテリを交換してください。 11 ページ参照

バッテリの挿入方向違い バッテリを入れ直してください。 11 ページ参照
上記以外 修理が必要です。

表示が消える バッテリの残量低下 バッテリを交換してください。 11 ページ参照
測定値異常 コネクタの汚れ アルコールを染み込ませた細い綿

棒を使って清掃してください。
12 ページ参照

コネクタの接続不良 正しいコネクタを接続し直してく
ださい。

12 ページ参照

誤表示 高湿度の環境で使用 湿度の低いところでしばらく放置
したあと、再度、試してください。

-

磁気の近くで使用 磁気から遠ざけてください。 -
金属粉のある環境で使用 製品内部の電気回路が損傷してい

る可能性があります。
修理が必要です。
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6.	 交換推奨部品
保証書に記載の保証期間・保証規定に基づき、当社は本機器を保証しております。
保証規定により、下表に示す寿命がある部品や消耗部品は 3 年保証対象外です。部品交換やご購入は、お買い求め先までお申し付けく
ださい。
寿命がある部品
部品名称 寿命 備考
バッテリカバー ( カバーのロック ) 約 500 回 購入、交換
ユニバーサルアダプタ、コネクタアダプタ 約 1000 回 購入、交換
*	推奨交換周期については、使用環境、使用頻度によって大きく異なります。上表の値は目安です。

7.	 保守
・ 使用後は、保護用のダストキャップを装着してください。 
・ 使用中にコネクタや本機器が汚れた場合は、清掃してください。 光学機器用のクリーニングパッドや無水アルコールの使用をお勧

めします。洗浄剤が本器の内部に侵入しないよう、十分に注意してください。 
・ 測定精度を長期間維持するためや、早期に異常を発見するために、定期的な校正が有効です。
・ 1 年に 1 回、校正されることをお勧めします。 
・ 電池の液漏れや発火、および爆発を防ぐために、以下のことをお守りください。
・ 直射日光が当たる場所に、本器を放置しないでください。 
・ 電池を火に投げ込んだり、加熱したりしないでください。 
・ 電池を電池ケースに装着するときは、電池の向きが正しいことを確認してください。 
・ 本機を長期間使用しない場合は、電池を本機から取り外して、乾燥した場所で保管してください。
・ 光源を見つめないでください。
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8.	 外形
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9.	 コネクタアダプタ
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*IM AQ4280-01JA-041*


お手数ですが、お手元のユーザーズガイド IM AQ4280-01JA を次のように変更してお使いください。


10 ページ　「一般仕様」


項目 AQ4280A AQ4280B AQ4280C
････････ ････････････････
EMC ････････ ････････････････


････････ ････････････････
環境規格  欧州 RoHS 指令適合





