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ユーザー登録のお願い
今後の製品情報などを確実にお届けするため、お客様にユーザー登録をお願いして
おります。当社Webサイトからご登録ください。

 https://tmi.yokogawa.com/jp/support/

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、当社製品の取り扱い、仕様、
機種選定、および応用に関するご相談を承っております。当社Webサイトのお問い
合わせフォームをご利用ください。あるいは、直接カスタマサポートセンターでも
受け付けております（Eメール、フリーダイヤル、FAX）。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。

 https://tmi.yokogawa.com/jp/contact/

横河計測株式会社　カスタマサポートセンター

 Email : tmi-cs@csv.yokogawa.co.jp

	 FAX
ファクシミリ

042-690-88270120-137046
フリーダイヤル

受付：平日 9:00～12:00、13:00～17:00

PIM 106-15



 

はじめに
このたびは、AQ2200 シリーズマルチアプリケーションテストシステムをお買い上げい
ただきましてありがとうございます。AQ2200 シリーズマルチアプリケーションテスト
システムは、AQ2211/AQ2212 フレームコントローラと複数の測定モジュールから構成
されています。 フレームコントローラは、フレームコントローラに装着された測定モ
ジュールを制御できます。
このユーザーズマニュアルは、AQ2200 シリーズ製品の機能、操作方法、取り扱い上の
注意などを説明したものです。ご使用前にこのマニュアルをよくお読みいただき、正し
くお使いください。お読みになったあとは大切に保管してください。ご使用中に操作が
わからなくなったときなどにきっとお役に立ちます。
なお、AQ2200 シリーズ製品のマニュアルとして、このマニュアルを含め、次のものが
あります。あわせてお読みください。

マニュアル名 マニュアル No. 内容
AQ2200 シリーズ
マルチアプリケーションテストシステム
ユーザーズマニュアル
[ スタートアップ編 ]

IM 735101-01JA 本書です。付属の CD に pdf データが
収められています。AQ2200 シリーズ
製品の取り扱い上の注意や各部の名称
/ 働き、ソフトウエアのアップグレー
ドの操作について説明しています。

AQ2200 シリーズ
マルチアプリケーションテストシステム
ユーザーズマニュアル
[ フレーム / モジュール編 ]

IM 735101-03JA 付属の CD に pdf データが収められて
います。AQ2200 シリーズ製品のアプ
リケーション機能および通信機能の一
部を除く、全機能とその操作方法につ
いて説明しています。

AQ2200 シリーズ
マルチアプリケーションテストシステム
ユーザーズマニュアル
[ アプリケーション編 ]

IM 735101-04JA 付属の CD に pdf データが収められて
います。AQ2200 シリーズ製品のアプ
リケーション機能とその操作方法につ
いて説明しています。

AQ2200 シリーズ
マルチアプリケーションテストシステム
通信インタフェース
ユーザーズマニュアル

IM 735101-17JA 付属の CD に pdf データが収められて
います。AQ2200 シリーズ製品の通信
インタフェース機能とその操作方法に
ついて説明しています。

64Mbit プログラムパターンオプション
ユーザーズマニュアル

IM 810518801-61 AQ2200-601 10Gbit/s BERT モジュール
の /M オプションのプログラムパター
ン作成の操作方法について説明してい
ます。

SDH/SONET Frame オプション
ユーザーズマニュアル

IM 810518801-62 AQ2200-601 10Gbit/s BERT モジュール
の /P1オプションの SDH/SONET パター
ン作成の操作方法について説明してい
ます。

AQ2200 シリーズモジュール
梱包内容の確認 / モジュールの 
取り扱い上の注意

IM 810518901-04 AQ2200 シリーズ製品のモジュールに
添付されています。モジュールの取り
扱い上の注意や梱包内容について説明
しています。

多心ファイバ用コネクタアダプタ 
ユーザーズマニュアル

IM AQ9340-01JA コネクタアダプタの取り扱い上の注意
とその使用方法について説明していま
す。

Safety Instruction Manual IM 00C01C01-01Z1 安全マニュアル ( 欧州の言語 )
マニュアル No. の ｢JA｣ は言語コードです。

各国や地域の当社営業拠点の連絡先は、下記のシートに記載されています。
マニュアル No. 内容
PIM113-01Z2 国内海外の連絡先一覧

18th Edition: March 2023 (YMI)
All Rights Reserved, Copyright © 2009, Yokogawa Electric Corporation
All Rights Reserved, Copyright © 2010, Yokogawa Test & Measurement Corporation
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ご注意
・ 本書の内容は、性能・機能の向上などにより、予告なしに変更することがあります。

最新のマニュアルは、当社 Web サイトにてご確認ください。
・ 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
• Adobe および Acrobat は、アドビシステムズ社の登録商標または商標です。
• Microsoft、MS-DOS、Windows、Windows 10 および Windows 11 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。
• 本文中の各社の登録商標または商標には、®、TM マーク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。

ファームウェアの更新について
本機器の機能や操作性を向上するため、最新のファームウェアに更新することをおすす
めします。最新のファームウェアは、当社 Web サイトからダウンロードするか、お買
い求め先、当社支社・支店・営業所までお問い合わせください。
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履歴
• 2009 年 8 月 初版発行
• 2009 年 11 月 2 版発行
• 2010 年 1 月 3 版発行
• 2010 年 3 月 4 版発行
• 2012 年 11 月 5 版発行
• 2014 年 9 月 6 版発行
• 2015 年 5 月 7 版発行
• 2015 年 11 月 8 版発行
• 2017 年 5 月 9 版発行
• 2017 年 10 月 10 版発行
• 2018 年 2 月 11 版発行
• 2018 年 9 月 12 版発行
• 2019 年 2 月 13 版発行
• 2019 年 8 月 14 版発行
• 2020 年 9 月 15 版発行
• 2021 年 4 月 16 版発行
• 2021 年 12 月 17 版発行
• 2023 年 3 月 18 版発行
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梱包内容の確認

梱包箱を開けたら、ご使用前に以下のことを確認してください。
万一、お届けした製品の間違いや品不足、または外観に異常が認められる場合には、お
買い求め先にご連絡ください。また、お買い求め先にご連絡いただく際には、No.( 計器
番号 ) もご連絡ください。
また、モジュール側面の形名銘板に記載されている MODEL( 形名 ) と SUFFIX( 仕様コード )
がご注文どおりであることを確認してください。

  

IN

OUT

REMOTE TRIGGER
INTERLOCK

100-240 V AC
170 VA MAX 50/60 Hz

LINK/ACT

USB ETHERNET

100 LINK

GP-IB
(IEEE488)

WARNING
Do not operate without reading
the safety precautions in the
user's manual.

DATE OF
MANUFACTURE

□□□□   □□    □□

MODEL

SUFFIX

NO

Made in Japan

AQ2211フレームコントローラ AQ2212フレームコントローラ
IN

OUT

REMOTE TRIGGER
INTERLOCK

100-240 V AC
580 VA MAX 50/60 Hz

LINK/ACT

USB ETHERNET

100 LINK

GP-IB
(IEEE488)

WARNING
Do not operate without reading the
safety precautions in the user's manual.

DATE OF
MANUFACTURE

□□□□    □□    □□

MODEL

SUFFIX

NO

Made in Japan

——

——

AQ2211/AQ2212 フレームコントローラ

MODEL( 形名 ) 仕様コード *1 仕様内容
735101 AQ2211 フレームコントローラ (3 スロットタイプ )
735102 AQ2212 フレームコントローラ (9 スロットタイプ )
電源コード *2 -M UL/CSA 規格、PSE 適合、3 極 -2 極変換アダプタ付き、

最大定格電圧：125V
-D UL/CSA 規格、PSE 適合、最大定格電圧：125V
-F VDE 規格、韓国規格、最大定格電圧：250V
-R オーストラリア規格、最大定格電圧：250V
-Q BS 規格、最大定格電圧：250V
-H 中国規格、最大定格電圧：250V
-N ブラジル規格、最大定格電圧：250V
-T 台湾規格、最大定格電圧：125V
-B インド規格、最大定格電圧：250V
-U IEC プラグ Type B、最大定格電圧：250V
-Y 電源コードなし *3

*1  仕様コードに ｢Z｣ が記載されている製品には、専用のマニュアルが添付されている場合があり
ます。標準のマニュアルと併せてお読みください。

*2  付属の電源コードが、電源コードを使用する国や地域で指定している規格に適合していること
を確認してください。

*3 本機器を使用する国や地域で指定されている規格に適合した電源コードをご用意ください。

No.( 計器番号 )
お買い求め先にご連絡いただく際には、この番号もご連絡ください。
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付属品
次の付属品が添付されています。品不足や損傷がないことを確認してください。

 

M、 D F R

U

H

N T

Q

B

UL/CSA規格、PSE
A1006WD

IECプラグ Type B
A1102WD

VDE規格、韓国規格
A1009WD

オーストラリア規格
A1024WD

中国規格
A1064WD

ブラジル規格
A1088WD

台湾規格
A1100WD

BS規格
A1054WD

インド規格
A1101WD

電源コード ( 仕様コードに合わせ、 1 本付属します。)*1

インタロックショートプラグ
A1288JA   1個

マニュアル一式*3

・ マニュアルCD

底面脚用ゴム
A9088ZM   1セット

・ 冊子
3極-2極変換アダプタ*1、*2

A1253JZ   1個
(日本国内でのみ使用可)

付属品は本機器の保証範囲に含まれません。

*1  付属の電源コードが、電源コードを使用する国や地域で指定している規格に適合していることを
確認してください。仕様コードが -Y の場合、電源コードと 3 極 -2 極変換アダプタは付属されま
せん。

*2 電源コードの仕様 -M に付属
*3 マニュアル一式

品名 形名 / 部品番号 数量 仕様 / 備考
冊子 IM 735101-01JA 1 スタートアップ編 ( 本書 )

PIM 113-01Z2 1 国内海外の連絡先一覧
IM 810518801-61 1 AQ2200-601 10Gbit/s BERT モジュールの /M オプ

ションのときに付属
IM 810518801-62 1 AQ2200-601 10Gbit/s BERT モジュールの /P1 オプ

ションのときに付属
IM 810518901-04 1 モジュール用のユーザーズマニュアル
IM 735101-92Z1 1 AQ2211 用中国向け文書
IM 735102-92Z1 1 AQ2212 用中国向け文書
IM 00C01C01-01Z1 1 安全マニュアル ( 欧州の言語 )

マニュアル CD B8085NZ 1 ユーザーズマニュアルの pdf データを収納 ( 収録
されているマニュアルの種類については、次ペー
ジをご覧ください。)
冊子のマニュアルをご購入いただけます。最寄り
の担当営業または代理店にご連絡ください。

アクセサリ ( 別売 )
別売アクセサリとして、次のものがあります。アクセサリについてのお問い合わせやご
注文は、お買い求め先までご連絡ください。

品名 型名 / 部品番号 仕様
AQ2200-901 ブランクパネル AQ2200901 1 スロットサイズ
AQ2211 用ラックマウントキット 735182-03 EIA 単装用。AQ2211 の左側実装用
AQ2212 用ラックマウントキット 735182-09 EIA 単装用。AQ2212 の実装用
アクセサリ ( 別売 ) は本機器の保証範囲に含まれません。

梱包内容の確認
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マニュアル CD
マニュアル CD の Japanese フォルダには、次のユーザーズマニュアルの pdf データが
収録されています。マニュアル CD には英語のマニュアルも収録されています。
保証書が CD 内に収録されています。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。

マニュアル名 マニュアル No.
AQ2200 シリーズ マルチアプリケーションテストシステム 
ユーザーズマニュアル [ フレーム / モジュール編 ]

IM 735101-03JA

AQ2200 シリーズ マルチアプリケーションテストシステム 
ユーザーズマニュアル [ アプリケーション編 ]

IM 735101-04JA

AQ2200 シリーズ マルチアプリケーションテストシステム 
通信インタフェース ユーザーズマニュアル 

IM 735101-17JA

保証書 .pdf －

上記の pdf データを閲覧するには、Adobe Reader が必要です。

 警　　告
マニュアルCDを一般オーディオCDプレーヤーでは絶対に再生しないでください。
大音量による聴覚障害やスピーカ破損の恐れがあります。

梱包内容の確認

vi IM 735101-01JA



本機器を安全にご使用いただくために
本機器は、専門知識のある方がご使用いただくことを前提に開発された製品です。
本機器は IEC 規格保護クラス I ( 保護接地端子付き ) の製品です。
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。このマニュアル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。
このマニュアルは製品の一部として重要な内容を含んでいます。本機器を廃棄するまで、
本機器を使用するときにすぐご覧になれるところに、このマニュアルを大切に保存してく
ださい。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。

本機器には、次のようなシンボルマークを使用しています。
 “ 取扱注意 ”( 人体および機器を保護するために、ユーザーズマニュアルやサービ

スマニュアルを参照する必要がある場所に付いています。)

 交流

 ON( 電源 ) の状態

 OFF( 電源 ) の状態

 レーザ放射注意

 ON( 電源 )

 OFF( 電源 )

次の注意事項をお守りください。取扱者の生命や身体への危険や機器損傷の恐れがあ
ります。

 警　　告
本機器の用途
本機器は光の特性を測定してその性能を評価するための光測定器です。光測定器
としての用途以外には使用しないでください。

外観の確認
外観に異常が認められる場合は、本機器を使用しないでください。

電源
供給電源の電圧が、本機器の定格電源電圧に合っていて、使用する電源コードの
最大定格電圧以下であることを確認したうえで、電源コードを接続してください。

電源コードとプラグ
感電や火災防止のため、電源コードおよび 3	極 -2	極変換アダプタ ( 日本国内での
み使用可 ) は、本機器用のものを必ずご使用ください。主電源プラグは、保護接地
端子を備えた電源コンセントにだけ接続してください。保護接地線を備えていな
い延長用コードを使用すると、保護動作が無効になります。また、本機器用の電
源コードを他の機器に使用しないでください。
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保護接地
感電防止のため、フレームコントローラの電源を入れる前には、必ず保護接地を
してください。フレームコントローラで使用できる電源コードは接地線のある 3
極電源コードです。したがって、保護接地端子のある 3	極電源コンセントを使用
してください。また、3	極 -2	極変換アダプタ ( 日本国内でのみ使用可 ) を使用する
場合には、保護接地端子に変換アダプタの接地線を確実に接続してください。

保護接地の必要性
フレームコントローラの内部または外部の保護接地線を切断したり、保護接地端
子の結線を外さないでください。いずれの場合も本機器が危険な状態になります。

保護機能の欠陥
保護接地およびヒューズなどの保護機能に欠陥があると思われるときは、フレー
ムコントローラを動作させないでください。またフレームコントローラを動作さ
せる前には、保護機能に欠陥がないか確認するようにしてください。

ガス中での使用
可燃性、爆発性のガスまたは蒸気のある場所では、本機器を動作させないでくだ
さい。そのような環境下で本機器を使用することは大変危険です。

ケースの取り外し・分解・改造の禁止
当社のサービスマン以外は本機器のケースの取り外し，分解，または改造しない
でください。フレームコントローラ内には高電圧の箇所があり、危険です。

外部接続
確実に保護接地をしてから、測定対象や外部制御回路への接続をしてください。
また、回路に手を触れる場合は、その回路の電源を切って、電圧が発生していな
いことを確認してください。

モジュールの使用にあたって
最大入力電圧 /耐電圧 / 許容サージ電圧を超えた過大入力電圧を入力しないでくだ
さい。
感電を防ぐために、2スロットサイズおよび 3スロットサイズのモジュールの前面
パネルの下部にあるねじは、必ず締めてください。ねじを締めないと、電気的保
護機能 /機械的保護機能が有効になりません。
許容サージ電圧以上の電圧が発生する可能性のある環境での常時接続は、避けて
ください。

廃棄にあたって
本機器を廃棄する場合は、火中に投げ入れないでください。爆発して火災・やけ
どの原因となることがあります。
本機器で使用しているデバイスには、ガリウムヒ素 (GaAs)、リン化インジウム (InP)
が含まれています。廃棄する際は、一般産業廃棄物や、家庭用ゴミから分別し、
関係法令に従ってください。
また、GaAs の粉末や蒸気は危険です。焼却、破壊、切断、粉砕や化学的な分解を
行わないでください。

設置または使用する場所
・	 屋外、または雨や水にあたる場所に本機器を設置しないでください。また、そ
のような場所で本機器を使用しないでください。

・	 本機器が異常または危険な状態になったときに、直ちに電源コードを外せるよ
うに設置してください。

本機器を安全にご使用いただくために

viii IM 735101-01JA



 注　　意
使用環境の制限
本製品はクラス A( 工業環境用 ) の製品です。家庭環境においては、無線妨害を生
ずることがあり、その場合には使用者が適切な対策を講ずることが必要となるこ
とがあります。

レーザ製品を安全にご使用いただくために
本機器はレーザ光源を使用しています。本機器は IEC 60825-1:2007 Safety of Laser 
Products-Part 1: Equipment Classification and Requirements の Class 1M laser product に
あたります。また、2007 年 6 月 24 日付けの Laser Notice No.50 に準ずることにより生
じた逸脱する点を除き、21CFR1040.10 および 1040.11 に準拠しています。

AQ2200-112、AQ2200-131、AQ2200-132 モジュール

 
レーザクラス 1M ラベル

レーザクラス 1 ラベル

一部の光学的手段 ( ルーペ、拡大鏡、顕微鏡
など ) を用いてレーザ出力を観察すると目に
危険を及ぼす場合があります。
双眼鏡または望遠鏡の使用者に露光しないで
ください。
開口近傍での皮膚露光は火傷を生じる可能性
があります。

MODEL クラス レーザ 
タイプ *1

中心波長 最大出力
パワー *2

モード 
フィールド直径

ビーム広がり角
( 全角＠ 1/e2)

パルス持続時間お
よび繰返し周波数

AQ2200112 1、 1M DFB-Laser 1310 ～ 1650nm 40mW 9µm 11.5° CW
AQ2200131 1、 1M ITLA 1527.60 ～ 1608.76nm 63mW 9µm 11.5° CW
AQ2200132 1、 1M ITLA 1527.60 ～ 1608.76nm 63mW 9µm 11.5° CW
*1 Class 1: EN 60825-1:2014+A11:2021
 Class 1M: IEC 60825-1:2007, GB 7247.1-2012
*2 単一故障条件において

Note
レーザクラスは規格番号や年号によって異なります。
機器を使用する国または地域の規格に対応したレーザクラスに準拠した安全対策を行ってくだ
さい。

本機器を安全にご使用いただくために
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AQ2200-111、AQ2200-141、AQ2200-142、AQ2200-136 モジュール

  

レーザクラス 1Mラベル

CLASS 1 LASER PRODUCT
       (IEC 60825-1:2007)

レーザクラス 1ラベル

一部の光学的手段 (ルーペ、拡大鏡、顕微鏡など )
を用いてレーザ出力を観察すると目に危険を及
ぼす場合があります。
双眼鏡または望遠鏡の使用者に露光しないでく
ださい。
開口近傍での皮膚露光は火傷を生じる可能性が
あります。

MODEL クラス レーザ 
タイプ

中心波長 最大出力
パワー *

モードフィール
ド直径

ビーム広がり角
( 全角＠ 1/e2)

パルス持続時間お
よび繰返し周波数

810518901 1M DFB-Laser 1310 ～ 1650nm 40mW 9µm 11.5° CW
810518902 1 FP-Laser 1310/1550nm 10mW 9µm 11.5° CW
810518903 1 FP-Laser 1310/1550nm 10mW 9µm 11.5° CW
810518904 1M EC-Laser 1440 ～ 1640nm 50.2mW 9µm 11.5° CW
* 単一故障条件において

Note
・ AQ2200-641 XFP インタフェースモジュールに実装される市販の XFP トランシーバは、保

証の対象外です。
・ レーザ安全性に関する取り扱いは、XFP トランシーバに添付されている取扱説明書に従っ

てください。

本機器を安全にご使用いただくために
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各国や地域での販売について

廃電気電子機器
 (EU WEEE 指令は EEA* で、 UK WEEE 規則は UK で有効です。)

 この製品は WEEE 指令マーキング要求に準拠します。このマークは、この電気電
子製品を各国内の一般家庭廃棄物として廃棄してはならないことを示します。 
EEA または UK で製品を廃棄する場合はお近くの横河オフィスまでご連絡くださ
い。

 * EEA: European Economic Area

電池と廃電池
 (EU 電池指令 / 規則は EEA で、 UK 電池規則は UK で有効です。)

  この製品には電池が使用されています。このマークは、EU 電池指令 / 規則と UK
電池規則に規定されているとおり、分別収集が義務付けられていることを意味し
ています。

 電池の種別：リチウム電池

  電池の交換が必要な場合は、EEA または UK にあるお近くの横河オフィスまでご
連絡ください。

EEA 内の認定代理人 (AR)
横河ヨーロッパ・オフィスは EEA 内で本製品の当社認定代理人 (AR) を務めます。横河
ヨーロッパ・オフィスの住所については別紙のお問い合わせ先 (PIM 113-01Z2) をご覧く
ださい。

環境規格について
本機器は、欧州 RoHS 指令に適合していますが、この規格に適合していないモジュール
を装着すると、適合しません。
欧州 RoHS 指令に適合していないモジュールについては、5.1 節をご覧ください。

關於在台灣銷售
ここの説明は台湾でのみ有効です。
關於在台灣所販賣的符合其相關規定的電源線 A1100WD 的限用物質含量信息，請至下麵

的網址進行查詢

http://tmi.yokogawa.com/gs/service-support/product-compliance/
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このマニュアルで使用している記号

注記
このマニュアルでは、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  本機器を取り扱う上で重要な情報が記載されています。

文字の表記法
操作説明のところで、太字の英数字は、操作対象のパネル上のキーやソフトキーに対応
して画面上のメニューに表示される文字を示します。
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モジュールの形名、仕様コード、およびアクセサリ

AQ2200-111 DFB-LD モジュール
MODEL( 形名 ) 仕様コード *1 仕様内容
810518901 －
波長 -M □□□□ 5.2 節の対応波長一覧参照

-W1310 1310nm
-W1490 1490nm

光コネクタ -FCA FC/Angled PC コネクタ
光出力レベル -P10 10mW 光出力

-P20 20mW 光出力
光ファイバ -SMF SM ファイバ

-PMF PM ファイバ
外部変調 -MODN 外部変調なし

-MODS 外部 Sine 変調
-MODC 外部 CHOP 変調

 *1  仕様コードに ｢Z｣ が記載されている製品には、専用のマニュアルが添付されている場合が
あります。標準のマニュアルと併せてお読みください。

 付属品
 次の付属品が添付されています。

品名 形名 / 部品番号 数量 注記
保護キャップ * － 1 緑
保護キャップ * － 1 白 ( 外部変調オプション対応時 )
ユーザーズマニュアル IM 810518901-04 1 ご使用いただく前に

* モジュールに実装済み

AQ2200-112 光源モジュール ( ファームウエアバージョン 3.08 以降有効 )

MODEL( 形名 ) 仕様コード *1 仕様内容
AQ2200112 －
波長 -D300 DFB-LD、1310nm

-D500 DFB-LD、1550nm
-D600 DFB-LD、1625nm
-D700 DFB-LD、1650nm
-D3D3 DFB-LD、Ch1: 1310nm、Ch2: 1310nm
-D3D5 DFB-LD、Ch1: 1310nm、Ch2: 1550nm
-D3D6 DFB-LD、Ch1: 1310nm、Ch2: 1625nm
-D3D7 DFB-LD、Ch1: 1310nm、Ch2: 1650nm
-D5D5 DFB-LD、Ch1: 1550nm、Ch2: 1550nm
-D5D6 DFB-LD、Ch1: 1550nm、Ch2: 1625nm
-D5D7 DFB-LD、Ch1: 1550nm、Ch2: 1650nm
-D6D6 DFB-LD、Ch1: 1625nm、Ch2: 1625nm
-D6D7 DFB-LD、Ch1: 1625nm、Ch2: 1650nm
-D7D7 DFB-LD、Ch1: 1650nm、Ch2: 1650nm

 *1  仕様コードに ｢Z｣ が記載されている製品には、専用のマニュアルが添付されている場合が
あります。標準のマニュアルと併せてお読みください。

 付属品
 次の付属品が添付されています。

品名 形名 / 部品番号 数量 注記
保護キャップ * － 1 1 チャネルモデル (-D300、 -D500、 

-D600、 -D700）
2 2 チャネルモデル (-D3D3、 -D3D5、 

-D3D6、 -D3D7、 -D5D5、 -D5D6、 
-D5D7、 -D6D6、 -D6D7、 -D7D7)

ユーザーズマニュアル IM 810518901-04 1 ご使用いただく前に

* モジュールに実装済み
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AQ2200-141 FP-LD モジュール
MODEL( 形名 ) 仕様コード *1 仕様内容
810518902 －
波長 -W1310 1310nm

-W1550 1550nm
光コネクタ /FCC AQ9441 (FC) ユニバーサルアダプタ

/SCC AQ9441 (SC) ユニバーサルアダプタ

 *1  仕様コードに ｢Z｣ が記載されている製品には、専用のマニュアルが添付されている場合が
あります。標準のマニュアルと併せてお読みください。

 付属品
 次の付属品が添付されています。

品名 形名 / 部品番号 数量 注記
保護キャップ * － 1
ユーザーズマニュアル IM 810518901-04 1 ご使用いただく前に

* モジュールに実装済み

 アクセサリ
 別売アクセサリとして、次のものがあります。

品名 形名 注記
AQ9441 (FC) ユニバーサルアダプタ 813917321-FCC FC コネクタ
AQ9441 (SC) ユニバーサルアダプタ 813917321-SCC SC コネクタ

AQ2200-142 DUAL FP-LD モジュール
MODEL( 形名 ) 仕様コード *1 仕様内容
810518903 －
波長 -W135D 1310/1550nm
光コネクタ /FCC AQ9441 (FC) ユニバーサルアダプタ

/SCC AQ9441 (SC) ユニバーサルアダプタ

 *1  仕様コードに ｢Z｣ が記載されている製品には、専用のマニュアルが添付されている場合が
あります。標準のマニュアルと併せてお読みください。

 付属品
 次の付属品が添付されています。

品名 形名 / 部品番号 数量 注記
保護キャップ * － 1
ユーザーズマニュアル IM 810518901-04 1 ご使用いただく前に

* モジュールに実装済み

 アクセサリ
 別売アクセサリとして、次のものがあります。

品名 形名 注記
AQ9441 (FC) ユニバーサルアダプタ 813917321-FCC FC コネクタ
AQ9441 (SC) ユニバーサルアダプタ 813917321-SCC SC コネクタ

モジュールの形名、仕様コード、およびアクセサリ
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AQ2200-131 Grid TLS モジュール  (-T2、-T4：ファームウエアバージョン 3.00 以降有効 )
  (-T6：ファームウエアバージョン 3.05 以降有効 )

MODEL( 形名 ) 仕様コード *1 仕様内容
AQ2200131 －
波長帯 -C C-Band

-L L-Band
LD タイプ -T4 標準タイプ

-T2 高機能タイプ ( 微調整 )
-T6 高機能タイプ ( 微調整 )

光ファイバ -PA PM ファイバ
光コネクタ -FCC FC/PC コネクタ

-FCA FC/Angled PC コネクタ

 *1  仕様コードに ｢Z｣ が記載されている製品には、専用のマニュアルが添付されている場合が
あります。標準のマニュアルと併せてお読みください。

 付属品
 次の付属品が添付されています。

品名 形名 / 部品番号 数量 注記
保護キャップ * － 1
ユーザーズマニュアル IM 810518901-04 1 ご使用いただく前に

* モジュールに実装済み

AQ2200-132 Grid TLS モジュール  (-T2、-T4：ファームウエアバージョン 3.00 以降有効 )
  (-T6：ファームウエアバージョン 3.05 以降有効 )

MODEL( 形名 ) 仕様コード *1 仕様内容
AQ2200132 －
波長帯 -CC CH1: C-Band、CH2: C-Band

-LL CH1: L-Band、CH2: L-Band
-CL CH1: C-Band、CH2: L-Band

LD タイプ -T4 標準タイプ
-T2 高機能タイプ ( 微調整 )
-T6 高機能タイプ ( 微調整 )

光ファイバ -PA PM ファイバ
光コネクタ -FCC FC/PC コネクタ

-FCA FC/Angled PC コネクタ

 *1  仕様コードに ｢Z｣ が記載されている製品には、専用のマニュアルが添付されている場合が
あります。標準のマニュアルと併せてお読みください。

 付属品
 次の付属品が添付されています。

品名 形名 / 部品番号 数量 注記
保護キャップ * － 2
ユーザーズマニュアル IM 810518901-04 1 ご使用いただく前に

* モジュールに実装済み

モジュールの形名、仕様コード、およびアクセサリ

xviiIM 735101-01JA



AQ2200-136 TLS モジュール
MODEL( 形名 ) 仕様コード *1 仕様内容
810518904 －
光コネクタ -FCA FC/Angled PC コネクタ
光ファイバ -SMF SM ファイバ
波長 -WLSTD 可変波長

 *1  仕様コードに ｢Z｣ が記載されている製品には、専用のマニュアルが添付されている場合が
あります。標準のマニュアルと併せてお読みください。

 付属品
 次の付属品が添付されています。

品名 形名 / 部品番号 数量 注記
保護キャップ ( 小 )* － 2 緑
保護キャップ ( 大 )* － 1
ユーザーズマニュアル IM 810518901-04 1 ご使用いただく前に

* モジュールに実装済み

AQ2200-201 インタフェースモジュール
MODEL( 形名 ) 仕様コード *1 仕様内容
810518905 －

 *1  仕様コードに ｢Z｣ が記載されている製品には、専用のマニュアルが添付されている場合が
あります。標準のマニュアルと併せてお読みください。

 付属品
 次の付属品が添付されています。

品名 形名 / 部品番号 数量 注記
アナログアウト用プラグ 955-230002662 1
光センサヘッド用接続ケーブル 955-850002026 1
ユーザーズマニュアル IM 810518901-04 1 ご使用いただく前に

   

光センサヘッド用接続ケーブルアナログアウト用プラグ
955-230002662 955-850002026

 アクセサリ
 別売アクセサリとして、次のものがあります。

品名 部品番号 注記
アナログアウト用プラグ 955-230002662

AQ2200-202 インタフェースモジュール  ( ファームウエアバージョン 3.05 以降有効 )

MODEL( 形名 ) 仕様コード *1 仕様内容
AQ2200202 －

 *1  仕様コードに ｢Z｣ が記載されている製品には、専用のマニュアルが添付されている場合が
あります。標準のマニュアルと併せてお読みください。

 付属品
 次の付属品が添付されています。

品名 形名 / 部品番号 数量 注記
ユーザーズマニュアル IM 810518901-04 1 ご使用いただく前に

モジュールの形名、仕様コード、およびアクセサリ
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AQ2200-231 光センサヘッド
MODEL( 形名 ) 仕様コード *1 仕様内容
810518906 大口径、長波長
コネクタアダプタ /FCC AQ9355C (FC) コネクタアダプタ ( 遮光キャップ付 )

/SCC AQ9335C (SC) コネクタアダプタ ( 遮光キャップ付 )
/STC AQ9335C (ST) コネクタアダプタ ( 遮光キャップ付 )

 *1  仕様コードに ｢Z｣ が記載されている製品には、専用のマニュアルが添付されている場合が
あります。標準のマニュアルと併せてお読みください。

 付属品
 次の付属品が添付されています。

品名 形名 / 部品番号 数量 注記
保護キャップ * － 1
リング * － 1
ユーザーズマニュアル IM 810518901-04 1 ご使用いただく前に

* モジュールに実装済み

 アクセサリ
 別売アクセサリとして、次のものがあります。

品名 形名 / 部品番号 注記
AQ9335C (FC) コネクタアダプタ 810518909-FCC FC コネクタ
AQ9335C (SC) コネクタアダプタ 810518910-SCC SC コネクタ
AQ9335C (ST) コネクタアダプタ 810518911-STC ST コネクタ
AQ9335C (LC) コネクタアダプタ M3407JD LC コネクタ、防塵キャップ付
AQ9335C (MU) コネクタアダプタ M3407JE MU コネクタ、防塵キャップ付
遮光キャップ (FC) 810518912-FCC FC コネクタ用遮光キャップ
遮光キャップ (SC) 810518913-SCC SC コネクタ用遮光キャップ
遮光キャップ (ST) 810518914-STC ST コネクタ用遮光キャップ
AQ9346 テープファイバアダプタ 810517917
AQ9302 (125) 裸ファイバアダプタ 819705500-0125
AQ9440B MT コネクタ 810517921-B 2、4、8、12 芯対応
防塵キャップ (LC) M3407HD LC コネクタ用防塵キャップ
防塵キャップ (MU) M3407HE MU コネクタ用防塵キャップ

モジュールの形名、仕様コード、およびアクセサリ

xixIM 735101-01JA



AQ2200-232 光センサヘッド  ( ファームウエアバージョン 3.05 以降有効 )

MODEL( 形名 ) 仕様コード *1 仕様内容
AQ2200232 大口径、長波長
接続ケーブル -L1 長さ 1m

-L4 長さ 4m
コネクタアダプタ /FCC AQ9335C (FC) コネクタアダプタ ( 遮光キャップ付 )

/SCC AQ9335C (SC) コネクタアダプタ ( 遮光キャップ付 )
/LCC AQ9335C (LC) コネクタアダプタ ( 防塵キャップ付 )
/MUC AQ9335C (MU) コネクタアダプタ ( 防塵キャップ付 )

 *1  仕様コードに ｢Z｣ が記載されている製品には、専用のマニュアルが添付されている場合が
あります。標準のマニュアルと併せてお読みください。

 付属品
 次の付属品が添付されています。

品名 形名 / 部品番号 数量 注記
保護キャップ * － 1
リング * － 1
接続ケーブル A1638WL 1 -L1 のとき ( 長さ 1m)

A1639WL 1 -L4 のとき ( 長さ 4m)
ユーザーズマニュアル IM 810518901-04 1 ご使用いただく前に

* モジュールに実装済み

 アクセサリ
 別売アクセサリとして、次のものがあります。

品名 形名 / 部品番号 注記
AQ9335C (FC) コネクタアダプタ AQ9335C-FCC FC コネクタ
AQ9335C (SC) コネクタアダプタ AQ9335C-SCC SC コネクタ
AQ9335C (LC) コネクタアダプタ AQ9335C-LCC LC コネクタ、防塵キャップ付
AQ9335C (MU) コネクタアダプタ AQ9335C-MUC MU コネクタ、防塵キャップ付
遮光キャップ (FC) M3407HA FC コネクタ用遮光キャップ
遮光キャップ (SC) M3407HB SC コネクタ用遮光キャップ
光センサヘッド用接続ケーブル A1638WL 1m
光センサヘッド用接続ケーブル A1639WL 4m
防塵キャップ (LC) M3407HD LC コネクタ用防塵キャップ
防塵キャップ (MU) M3407HE MU コネクタ用防塵キャップ

モジュールの形名、仕様コード、およびアクセサリ
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AQ2200-241 光センサヘッド
MODEL( 形名 ) 仕様コード *1 仕様内容
810518907 大口径、短波長
コネクタアダプタ /FCC AQ9355C (FC) コネクタアダプタ ( 遮光キャップ付 )

/SCC AQ9335C (SC) コネクタアダプタ ( 遮光キャップ付 )
/STC AQ9335C (ST) コネクタアダプタ ( 遮光キャップ付 )

 *1  仕様コードに ｢Z｣ が記載されている製品には、専用のマニュアルが添付されている場合が
あります。標準のマニュアルと併せてお読みください。

 付属品
 次の付属品が添付されています。

品名 形名 / 部品番号 数量 注記
保護キャップ * － 1
リング * － 1
ユーザーズマニュアル IM 810518901-04 1 ご使用いただく前に

* モジュールに実装済み

 アクセサリ
 別売アクセサリとして、次のものがあります。

品名 形名 / 部品番号 注記
AQ9335C (FC) コネクタアダプタ 810518909-FCC FC コネクタ
AQ9335C (SC) コネクタアダプタ 810518910-SCC SC コネクタ
AQ9335C (ST) コネクタアダプタ 810518911-STC ST コネクタ
AQ9335C (LC) コネクタアダプタ M3407JD LC コネクタ、防塵キャップ付
AQ9335C (MU) コネクタアダプタ M3407JE MU コネクタ、防塵キャップ付
遮光キャップ (FC) 810518912-FCC FC コネクタ用遮光キャップ
遮光キャップ (SC) 810518913-SCC SC コネクタ用遮光キャップ
遮光キャップ (ST) 810518914-STC ST コネクタ用遮光キャップ
AQ9346 テープファイバアダプタ 810517917
AQ9302 (125) 裸ファイバアダプタ 819705500-0125
AQ9440B MT コネクタ 810517921-B 2、4、8、12 芯対応
防塵キャップ (LC) M3407HD LC コネクタ用防塵キャップ
防塵キャップ (MU) M3407HE MU コネクタ用防塵キャップ

モジュールの形名、仕様コード、およびアクセサリ

xxiIM 735101-01JA



AQ2200-242 光センサヘッド  ( ファームウエアバージョン 3.06 以降有効 )

MODEL( 形名 ) 仕様コード *1 仕様内容
AQ2200242 大口径、短波長
接続ケーブル -L1 長さ 1m

-L4 長さ 4m
コネクタアダプタ /FCC AQ9335C (FC) コネクタアダプタ ( 遮光キャップ付 )

/SCC AQ9335C (SC) コネクタアダプタ ( 遮光キャップ付 )
/LCC AQ9335C (LC) コネクタアダプタ ( 防塵キャップ付 )
/MUC AQ9335C (MU) コネクタアダプタ ( 防塵キャップ付 )

 *1  仕様コードに ｢Z｣ が記載されている製品には、専用のマニュアルが添付されている場合が
あります。標準のマニュアルと併せてお読みください。

 付属品
 次の付属品が添付されています。

品名 形名 / 部品番号 数量 注記
保護キャップ * － 1
リング * － 1
接続ケーブル A1638WL 1 -L1 のとき ( 長さ 1m)

A1639WL 1 -L4 のとき ( 長さ 4m)
ユーザーズマニュアル IM 810518901-04 1 ご使用いただく前に

* モジュールに実装済み

 アクセサリ
 別売アクセサリとして、次のものがあります。

品名 形名 / 部品番号 注記
AQ9335C (FC) コネクタアダプタ AQ9335C-FCC FC コネクタ
AQ9335C (SC) コネクタアダプタ AQ9335C-SCC SC コネクタ
AQ9335C (LC) コネクタアダプタ AQ9335C-LCC LC コネクタ、防塵キャップ付
AQ9335C (MU) コネクタアダプタ AQ9335C-MUC MU コネクタ、防塵キャップ付
遮光キャップ (FC) M3407HA FC コネクタ用遮光キャップ
遮光キャップ (SC) M3407HB SC コネクタ用遮光キャップ
光センサヘッド用接続ケーブル A1638WL 1m
光センサヘッド用接続ケーブル A1639WL 4m
防塵キャップ (LC) M3407HD LC コネクタ用防塵キャップ
防塵キャップ (MU) M3407HE MU コネクタ用防塵キャップ

モジュールの形名、仕様コード、およびアクセサリ
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AQ2200-211 センサモジュール
MODEL( 形名 ) 仕様コード *1 仕様内容
810518908 高感度、長波長
コネクタアダプタ /FCC AQ9447 (FC) コネクタアダプタ ( 遮光キャップ付 )

/SCC AQ9447 (SC) コネクタアダプタ ( 遮光キャップ付 )
/STC AQ9447 (ST) コネクタアダプタ ( 遮光キャップ付 )

 *1  仕様コードに ｢Z｣ が記載されている製品には、専用のマニュアルが添付されている場合が
あります。標準のマニュアルと併せてお読みください。

 付属品
 次の付属品が添付されています。

品名 形名 / 部品番号 数量 注記
保護キャップ * － 1
アナログアウト用プラグ 955-230002662 1
ユーザーズマニュアル IM 810518901-04 1 ご使用いただく前に

* モジュールに実装済み

   

アナログアウト用プラグ
　955-230002662

 アクセサリ
 別売アクセサリとして、次のものがあります。

品名 形名 / 部品番号 注記
AQ9447 (FC) コネクタアダプタ 810804602-FCC FC コネクタ
AQ9447 (SC) コネクタアダプタ 810804602-SCC SC コネクタ
AQ9447 (ST) コネクタアダプタ 810804602-STC ST コネクタ
遮光キャップ (FC) 810518912-FCC FC コネクタ用遮光キャップ
遮光キャップ (SC) 810518913-SCC SC コネクタ用遮光キャップ
遮光キャップ (ST) 810518914-STC ST コネクタ用遮光キャップ
AQ9346 テープファイバアダプタ 810517917
AQ9302 (125) 裸ファイバアダプタ 819705500-0125
AQ9440B MT コネクタ 810517921-B 2、4、8、12 芯対応
アナログアウト用プラグ 955-230002662

モジュールの形名、仕様コード、およびアクセサリ
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AQ2200-215 センサモジュール
MODEL( 形名 ) 仕様コード *1 仕様内容
735125 ハイパワー対応
コネクタアダプタ -NON コネクタアダプタなし
 -FCC AQ9335C (FC) コネクタアダプタ ( 遮光キャップ付 )

-SCC AQ9335C (SC) コネクタアダプタ ( 遮光キャップ付 )
-STC AQ9335C (ST) コネクタアダプタ ( 遮光キャップ付 )
-LCC AQ9335C (LC) コネクタアダプタ ( 防塵キャップ付 )
-MUC AQ9335C (MU) コネクタアダプタ ( 防塵キャップ付 )

 *1  仕様コードに ｢Z｣ が記載されている製品には、専用のマニュアルが添付されている場合が
あります。標準のマニュアルと併せてお読みください。

 付属品
 次の付属品が添付されています。

品名 形名 / 部品番号 数量 注記
リング * － 1
保護カバー * － 1
ユーザーズマニュアル IM 810518901-04 1 ご使用いただく前に

* モジュールに実装済み

 アクセサリ
 別売アクセサリとして、次のものがあります。

品名 形名 / 部品番号 注記
AQ9335C (FC) コネクタアダプタ AQ9335C-FCC FC コネクタ
AQ9335C (SC) コネクタアダプタ AQ9335C-SCC SC コネクタ用
AQ9335C (LC) コネクタアダプタ AQ9335C-LCC LC コネクタ、防塵キャップ付
AQ9335C (MU) コネクタアダプタ AQ9335C-MUC MU コネクタ、防塵キャップ付
遮光キャップ (FC) M3407HA FC コネクタ用遮光キャップ
遮光キャップ (SC) M3407HB SC コネクタ用遮光キャップ
防塵キャップ (LC) M3407HD LC コネクタ用防塵キャップ
防塵キャップ (MU) M3407HE MU コネクタ用防塵キャップ

モジュールの形名、仕様コード、およびアクセサリ
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AQ2200-221 センサモジュール
MODEL( 形名 ) 仕様コード *1 仕様内容
735122 2ch、長波長
コネクタアダプタ -NON コネクタアダプタなし

-FCC AQ9335C (FC) コネクタアダプタ ( 遮光キャップ付 )
-SCC AQ9335C (SC) コネクタアダプタ ( 遮光キャップ付 )
-STC AQ9335C (ST) コネクタアダプタ ( 遮光キャップ付 )
-LCC AQ9335C (LC) コネクタアダプタ ( 防塵キャップ付 )
-MUC AQ9335C (MU) コネクタアダプタ ( 防塵キャップ付 )

 *1  仕様コードに ｢Z｣ が記載されている製品には、専用のマニュアルが添付されている場合が
あります。標準のマニュアルと併せてお読みください。

 付属品
 次の付属品が添付されています。

品名 形名 / 部品番号 数量 注記
リング * － 2
保護カバー * － 2
ユーザーズマニュアル IM 810518901-04 1 ご使用いただく前に

* モジュールに実装済み

 アクセサリ
 別売アクセサリとして、次のものがあります。

品名 形名 / 部品番号 注記
AQ9335C (FC) コネクタアダプタ AQ9335C-FCC FC コネクタ
AQ9335C (SC) コネクタアダプタ AQ9335C-SCC SC コネクタ
AQ9335C (LC) コネクタアダプタ AQ9335C-LCC LC コネクタ、防塵キャップ付
AQ9335C (MU) コネクタアダプタ AQ9335C-MUC MU コネクタ、防塵キャップ付
遮光キャップ (FC) M3407HA FC コネクタ用遮光キャップ
遮光キャップ (SC) M3407HB SC コネクタ用遮光キャップ
防塵キャップ (LC) M3407HD LC コネクタ用防塵キャップ
防塵キャップ (MU) M3407HE MU コネクタ用防塵キャップ

モジュールの形名、仕様コード、およびアクセサリ
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AQ2200-212 センサモジュール ( ファームウエアバージョン 3.10 以降有効 )

MODEL( 形名 ) 仕様コード *1 仕様内容
AQ2200212 長波長、アナログ出力
コネクタアダプタ /FCC AQ9335C (FC) コネクタアダプタ ( 遮光キャップ付 )

/SCC AQ9335C (SC) コネクタアダプタ ( 遮光キャップ付 )
/LCC AQ9335C (LC) コネクタアダプタ ( 防塵キャップ付 )
/MUC AQ9335C (MU) コネクタアダプタ ( 防塵キャップ付 )

 *1  仕様コードに ｢Z｣ が記載されている製品には、専用のマニュアルが添付されている場合が
あります。標準のマニュアルと併せてお読みください。

 付属品
 次の付属品が添付されています。

品名 形名 / 部品番号 数量 注記
リング * － 1
保護カバー * － 1
ユーザーズマニュアル IM 810518901-04 1 ご使用いただく前に

* モジュールに実装済み

 アクセサリ
 別売アクセサリとして、次のものがあります。

品名 形名 / 部品番号 注記
AQ9335C (FC) コネクタアダプタ AQ9335C-FCC FC コネクタ
AQ9335C (SC) コネクタアダプタ AQ9335C-SCC SC コネクタ
AQ9335C (LC) コネクタアダプタ AQ9335C-LCC LC コネクタ、防塵キャップ付
AQ9335C (MU) コネクタアダプタ AQ9335C-MUC MU コネクタ、防塵キャップ付
遮光キャップ (FC) M3407HA FC コネクタ用遮光キャップ
遮光キャップ (SC) M3407HB SC コネクタ用遮光キャップ
防塵キャップ (LC) M3407HD LC コネクタ用防塵キャップ
防塵キャップ (MU) M3407HE MU コネクタ用防塵キャップ

モジュールの形名、仕様コード、およびアクセサリ
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AQ2200-222 デュアルセンサモジュール ( ファームウエアバージョン 3.10 以降有効 )

MODEL( 形名 ) 仕様コード *1 仕様内容
AQ2200222 2ch、長波長
コネクタアダプタ /FCC AQ9335C (FC) コネクタアダプタ ( 遮光キャップ付 )

/SCC AQ9335C (SC) コネクタアダプタ ( 遮光キャップ付 )
/LCC AQ9335C (LC) コネクタアダプタ ( 防塵キャップ付 )
/MUC AQ9335C (MU) コネクタアダプタ ( 防塵キャップ付 )

 *1  仕様コードに ｢Z｣ が記載されている製品には、専用のマニュアルが添付されている場合が
あります。標準のマニュアルと併せてお読みください。

 付属品
 次の付属品が添付されています。

品名 形名 / 部品番号 数量 注記
リング * － 2
保護カバー * － 2
ユーザーズマニュアル IM 810518901-04 1 ご使用いただく前に

* モジュールに実装済み

 アクセサリ
 別売アクセサリとして、次のものがあります。

品名 形名 / 部品番号 注記
AQ9335C (FC) コネクタアダプタ AQ9335C-FCC FC コネクタ
AQ9335C (SC) コネクタアダプタ AQ9335C-SCC SC コネクタ
AQ9335C (LC) コネクタアダプタ AQ9335C-LCC LC コネクタ、防塵キャップ付
AQ9335C (MU) コネクタアダプタ AQ9335C-MUC MU コネクタ、防塵キャップ付
遮光キャップ (FC) M3407HA FC コネクタ用遮光キャップ
遮光キャップ (SC) M3407HB SC コネクタ用遮光キャップ
防塵キャップ (LC) M3407HD LC コネクタ用防塵キャップ
防塵キャップ (MU) M3407HE MU コネクタ用防塵キャップ

AQ2200-271 ORL モジュール
MODEL( 形名 ) 仕様コード *1 仕様内容
735185 －
光ファイバ -SA SMF (10/125)

 *1  仕様コードに ｢Z｣ が記載されている製品には、専用のマニュアルが添付されている場合が
あります。標準のマニュアルと併せてお読みください。

 付属品
 次の付属品が添付されています。

品名 形名 / 部品番号 数量 注記
保護キャップ * － 3
ユーザーズマニュアル IM 810518901-04 1 ご使用いただく前に

* モジュールに実装済み

 アクセサリ
 別売アクセサリとして、次のものがあります。

品名 部品番号 注記
ORL 用マスターコード 955-300001169 FC コネクタ
ORL 用マスターコード 955-300001170 SC コネクタ
ORL 用マスターコード 955-300900506 オープン

モジュールの形名、仕様コード、およびアクセサリ
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AQ2200-311 ATTN モジュール
MODEL( 形名 ) 仕様コード *1 仕様内容
810518915 －
光コネクタ -FCC FC/PC コネクタ

-SCC SC/PC コネクタ
-FCA FC/Angled PC コネクタ
-SCA SC/Angled PC コネクタ

モニタポートオプション /MON モニタポート付

 *1  仕様コードに ｢Z｣ が記載されている製品には、専用のマニュアルが添付されている場合が
あります。標準のマニュアルと併せてお読みください。

 付属品
 次の付属品が添付されています。

品名 形名 / 部品番号 数量 注記
保護キャップ * － 2

－ 3 モニタポート (/MON) 付きのとき
ユーザーズマニュアル IM 810518901-04 1 ご使用いただく前に

* モジュールに実装済み

AQ2200-311A ATTN モジュール
MODEL( 形名 ) 仕様コード *1 仕様内容
735131 －
光ファイバ -SA SMF

-G5 MMF (GI 50/125)
-G6 MMF (GI 62.5/125)

光コネクタ -FCC FC/PC コネクタ
-SCC SC/PC コネクタ

モニタポートオプション /MON モニタポート付

 *1  仕様コードに ｢Z｣ が記載されている製品には、専用のマニュアルが添付されている場合が
あります。標準のマニュアルと併せてお読みください。

 付属品
 次の付属品が添付されています。

品名 形名 / 部品番号 数量 注記
保護キャップ * － 2

－ 3 モニタポート (/MON) 付きのとき
ユーザーズマニュアル IM 810518901-04 1 ご使用いただく前に

* モジュールに実装済み

AQ2200-312 ATTN モジュール  ( ファームウエアバージョン 3.04 以降有効 )
MODEL( 形名 ) 仕様コード *1 仕様内容
AQ2200312 －
光ファイバ -SA SMF

-G5 MMF (GI 50/125)
-G6 MMF (GI 62.5/125)

光コネクタ -FCC FC/PC コネクタ
-SCC SC/PC コネクタ

モニタポートオプション /MON モニタポート付

 *1  仕様コードに ｢Z｣ が記載されている製品には、専用のマニュアルが添付されている場合が
あります。標準のマニュアルと併せてお読みください。

 付属品
 次の付属品が添付されています。

品名 形名 / 部品番号 数量 注記
保護キャップ * － 2

－ 3 モニタポート (/MON) 付きのとき
ユーザーズマニュアル IM 810518901-04 1 ご使用いただく前に

* モジュールに実装済み

モジュールの形名、仕様コード、およびアクセサリ
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AQ2200-331 ATTN モジュール
MODEL( 形名 ) 仕様コード *1 仕様内容
735133 モニタパワーメータ内蔵
光ファイバ -SA SMF

-G5 MMF (GI 50/125)
-G6 MMF (GI 62.5/125)

光コネクタ -FCC FC/PC コネクタ
-SCC SC/PC コネクタ

 *1  仕様コードに ｢Z｣ が記載されている製品には、専用のマニュアルが添付されている場合が
あります。標準のマニュアルと併せてお読みください。

 付属品
 次の付属品が添付されています。

品名 形名 / 部品番号 数量 注記
保護キャップ * － 2
ユーザーズマニュアル IM 810518901-04 1 ご使用いただく前に

* モジュールに実装済み

AQ2200-332 ATTN モジュール  ( ファームウエアバージョン 3.04 以降有効 )
MODEL( 形名 ) 仕様コード *1 仕様内容
AQ2200332 モニタパワーメータ内蔵
光ファイバ -SA SMF

-G5 MMF (GI 50/125)
-G6 MMF (GI 62.5/125)

光コネクタ -FCC FC/PC コネクタ
-SCC SC/PC コネクタ

 *1  仕様コードに ｢Z｣ が記載されている製品には、専用のマニュアルが添付されている場合が
あります。標準のマニュアルと併せてお読みください。

 付属品
 次の付属品が添付されています。

品名 形名 / 部品番号 数量 注記
保護キャップ * － 2
ユーザーズマニュアル IM 810518901-04 1 ご使用いただく前に

* モジュールに実装済み

AQ2200-342 DUAL ATTN モジュール  ( ファームウエアバージョン 3.01 以降有効 )
MODEL( 形名 ) 仕様コード *1 仕様内容
AQ2200342 モニタパワーメータ内蔵
光ファイバ -SA SMF
光コネクタ -FCC FC/PC コネクタ

-FCA FC/Angled PC コネクタ

 *1  仕様コードに ｢Z｣ が記載されている製品には、専用のマニュアルが添付されている場合が
あります。標準のマニュアルと併せてお読みください。

 付属品
 次の付属品が添付されています。

品名 形名 / 部品番号 数量 注記
保護キャップ * － 4 端子に実装済み
ユーザーズマニュアル IM 810518901-04 1 ご使用いただく前に

* モジュールに実装済み

モジュールの形名、仕様コード、およびアクセサリ
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モジュールの形名、仕様コード、およびアクセサリ

AQ2200-411 OSW モジュール
MODEL( 形名 ) 仕様コード *1 仕様内容
735141 1 × 4 または 1 × 8
ポート構成 -04 1 × 4

-08 1 × 8
光ファイバ -SA SMF

-G5 MMF (GI 50/125)
-G6 MMF (GI 62.5/125)

光コネクタ -FCC FC/PC コネクタ
-SCC SC/PC コネクタ

 *1  仕様コードに ｢Z｣ が記載されている製品には、専用のマニュアルが添付されている場合が
あります。標準のマニュアルと併せてお読みください。

 付属品
 次の付属品が添付されています。

品名 形名 / 部品番号 数量 注記
保護キャップ * － 5 ポート構成が 1 × 4 のとき

－ 9 ポート構成が 1 × 8 のとき
ユーザーズマニュアル IM 810518901-04 1 ご使用いただく前に

* モジュールに実装済み

AQ2200-412 OSW モジュール
MODEL( 形名 ) 仕様コード *1 仕様内容
735143 1 × 16
ポート構成 -16 1 × 16
光ファイバ -SA SMF

-G5 MMF (GI 50/125)
光コネクタ -FCC FC/PC コネクタ

-SCC SC/PC コネクタ

 *1  仕様コードに ｢Z｣ が記載されている製品には、専用のマニュアルが添付されている場合が
あります。標準のマニュアルと併せてお読みください。

 付属品
 次の付属品が添付されています。

品名 形名 / 部品番号 数量 注記
保護キャップ * － 17
ユーザーズマニュアル IM 810518901-04 1 ご使用いただく前に

* モジュールに実装済み

AQ2200-421 OSW モジュール
MODEL( 形名 ) 仕様コード *1 仕様内容
735142 1 × 2 または 2 × 2
ポート構成 -21 1 × 2

-22 2 × 2
光ファイバ -SA SMF

-G5 MMF (GI 50/125)
-G6 MMF (GI 62.5/125)

光コネクタ -FCC FC/PC コネクタ
-SCC SC/PC コネクタ

 *1  仕様コードに ｢Z｣ が記載されている製品には、専用のマニュアルが添付されている場合が
あります。標準のマニュアルと併せてお読みください。

 付属品
 次の付属品が添付されています。

品名 形名 / 部品番号 数量 注記
保護キャップ * － 6 ポート構成が 1 × 2 のとき

－ 8 ポート構成が 2 × 2 のとき
ユーザーズマニュアル IM 810518901-04 1 ご使用いただく前に

* モジュールに実装済み
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AQ2200-601 10Gbit/s BERT モジュール
MODEL( 形名 ) 仕様コード *1 仕様内容
810518801 －
オプション /M 64Mbit プログラムパターン作成用 PC ソフトウエア

/P1 SDH/SONET フレームパターン作成用 PC ソフトウエア

 *1  仕様コードに ｢Z｣ が記載されている製品には、専用のマニュアルが添付されている場合が
あります。標準のマニュアルと併せてお読みください。

 付属品
 次の付属品が添付されています。

品名 形名 / 部品番号 数量 注記
保護キャップ * － 5
回路保護用終端器 * － 6
ユーザーズマニュアル IM 810518901-04 1 ご使用いただく前に

* モジュールに実装済み

AQ2200-621 10Gbit/s オプティカルモジュレータ
MODEL( 形名 ) 仕様コード *1 仕様内容
810518802 1.55µm
LN 結晶カット -A X-cut

-B Z-cut
光コネクタ -S SC コネクタ

-F FC コネクタ
ケーブル /P 接続用 PMF(FC-SC)1.5µm 用

/U U リンク同軸ケーブル

 *1  仕様コードに ｢Z｣ が記載されている製品には、専用のマニュアルが添付されている場合が
あります。標準のマニュアルと併せてお読みください。

 付属品
 次の付属品が添付されています。

品名 形名 / 部品番号 数量 注記
保護キャップ * － 2
回路保護用終端器 * － 1
ユーザーズマニュアル IM 810518901-04 1 ご使用いただく前に

* モジュールに実装済み

AQ2200-622 10Gbit/s オプティカルモジュレータ
MODEL( 形名 ) 仕様コード *1 仕様内容
810518804 1.31µm
LN 結晶カット -A X-cut

-B Z-cut
光コネクタ -S SC コネクタ

-F FC コネクタ
ケーブル /P 接続用 PMF(FC-SC)1.3µm 用

/U U リンク同軸ケーブル

 *1  仕様コードに ｢Z｣ が記載されている製品には、専用のマニュアルが添付されている場合が
あります。標準のマニュアルと併せてお読みください。

 付属品
 次の付属品が添付されています。

品名 形名 / 部品番号 数量 注記
保護キャップ * － 2
回路保護用終端器 * － 1
ユーザーズマニュアル IM 810518901-04 1 ご使用いただく前に

* モジュールに実装済み

モジュールの形名、仕様コード、およびアクセサリ
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AQ2200-631 10Gbit/s オプティカルレシーバ
MODEL( 形名 ) 仕様コード *1 仕様内容
810518803 1.31/1.55µm
光コネクタ -S SC コネクタ

-F FC コネクタ
ケーブル /U U リンク同軸ケーブル

 *1  仕様コードに ｢Z｣ が記載されている製品には、専用のマニュアルが添付されている場合が
あります。標準のマニュアルと併せてお読みください。

 付属品
 次の付属品が添付されています。

品名 形名 / 部品番号 数量 注記
保護キャップ * － 1
回路保護用終端器 * － 1
ユーザーズマニュアル IM 810518901-04 1 ご使用いただく前に

* モジュールに実装済み

AQ2200-641 XFP インタフェースモジュール
MODEL( 形名 ) 仕様コード *1 仕様内容
735161 －

 *1  仕様コードに ｢Z｣ が記載されている製品には、専用のマニュアルが添付されている場合が
あります。標準のマニュアルと併せてお読みください。

 付属品
 次の付属品が添付されています。

品名 形名 / 部品番号 数量 注記
保護キャップ * － 3
回路保護用終端器 * － 2
ユーザーズマニュアル IM 810518901-04 1 ご使用いただく前に

* モジュールに実装済み

AQ2200-642 トランシーバ I/F モジュール
MODEL( 形名 ) 仕様コード *1 仕様内容
735162 －

 *1  仕様コードに ｢Z｣ が記載されている製品には、専用のマニュアルが添付されている場合が
あります。標準のマニュアルと併せてお読みください。

 付属品
 次の付属品が添付されています。

品名 形名 / 部品番号 数量 注記
ユーザーズマニュアル IM 810518901-04 1 ご使用いただく前に

AQ2200-651 SG モジュール
MODEL( 形名 ) 仕様コード *1 仕様内容
735163 －

 *1  仕様コードに ｢Z｣ が記載されている製品には、専用のマニュアルが添付されている場合が
あります。標準のマニュアルと併せてお読みください。

 付属品
 次の付属品が添付されています。

品名 形名 / 部品番号 数量 注記
保護キャップ * － 1
回路保護用終端器 * － 6
ユーザーズマニュアル IM 810518901-04 1 ご使用いただく前に

* モジュールに実装済み

モジュールの形名、仕様コード、およびアクセサリ
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1.1 フレームコントローラ

3 スロットタイプ
前面

  

表示画面
　設定内容、測定結果
　を表示します。

ソフトキー
　フレーム、モジュール
　の制御をします。

ハードキー 電源スイッチ

AQ2211 FRAME    CONTROLLER 

7 8 9 

4 5 6 

1 2 3 

0 

DETAIL SLOT SLOT 

SUMMARY HOLD APPLI 

FILE MACRO SYSTEM 

PRTSC PRESET SHIFT 

CANCEL ENTER 

POWER USB 

1 2 3 

USB インタフェースコネクタ
(TypeA)
　USB メモリを接続するとき
　に使用します。

モジュール実装用スロット
AQ2200 シリーズのモジュール
を実装できます。

背面

  

IN 

OUT 

REMOTE TRIGGER 
INTERLOCK 

100-240 V AC 
170 VA MAX 50/60 Hz 

LINK/ACT 

USB ETHERNET 

100 LINK 

GP-IB 
(IEEE488) 

WARNING 警告
Do not operate without reading 
the safety precautions in the 
user` s manual. 
安全にご使用していただくために、
取扱説明書に記載の注意事項を
必ずお守りください。

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx
xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx
xxxxx xxxxxx xxx xxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 
Xxxx XX, XXXX
X-X-XX Xxxxxxxx, 
Xxxxxxx-xxx, Xxxxxx,
XXX-XXXX, Xxxxx

DATE OF
MANUFACTURE

□□□□－□□－□□

MODEL

SUFFIX

NO

Made in Japan

GP-IB コネクタ
　リモート制御をするとき
　に使用します。

TRIGGER-OUT コネクタ
　(3.1 節参照 )

TRIGGER-IN コネクタ
　(3.1 節参照 )

REMOTE INTERLOCK コネクタ
　(3.1 節参照 )

電源インレット
　電源コネクタです。

イーサネットポート
　リモート制御をするときに使用します。

USB インタフェースコネクタ (TypeB)
　リモート制御をするときに
　使用します。

第 1 章 各部の名称と働き
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9 スロットタイプ
前面

  

AQ2212 FRAME    CONTROLLER 

7 8 9 

4 5 6 

1 2 3 

0 

DETAIL SLOT SLOT 

SUMMARY HOLD APPLI 

FILE MACRO SYSTEM 

PRTSC PRESET SHIFT 

CANCEL ENTER CANCEL ENTER 

POWER USB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

モジュール実装用スロット
　AQ2200 シリーズのモジュールを実装できます。

表示画面
　設定内容、測定結果を表示します。

ソフトキー
　フレーム、モジュールの制御をします。

ハードキー

電源スイッチ
USB インタフェースコネクタ (TypeA)
　USB メモリを接続するときに使用します。

背面

  

IN 

OUT 

REMOTE TRIGGER 
INTERLOCK 

100-240 V AC 
580 VA MAX 50/60 Hz 

LINK/ACT 

USB ETHERNET 

100 LINK 

GP-IB 
(IEEE488) 

WARNING 警告
Do not operate without reading the 
safety precautions in the user` s manual. 
安全にご使用していただくために、取扱説明書
に記載の注意事項を必ずお守りください。

DATE OF 
MANUFACTURE 

□□□□－□□－□□

MODEL

SUFFIX

NO

Made in Japan

Xxxxxxxx xxxx XX XXX XXXX.XX xx XXXX.XX xxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx Xxxx Xxxxx Xx.XX, xxxxx Xxxx XX, XXXX
X-X-XX Xxxxxx, Xxxxxxxx-xxx, Xxxxx,XXX-XXXX, Xxxxx

GP-IB コネクタ
　リモート制御をするときに使用します。電源インレット

　電源コネクタです。

USB インタフェースコネクタ (TypeB)
　リモート制御をするときに使用します。

イーサネットポート
　リモート制御をするときに使用します。

TRIGGER-OUT コネクタ
　(3.1 節参照 )

TRIGGER-IN コネクタ
　(3.1 節参照 )

REMOTE INTERLOCK コネクタ
　(3.1 節参照 )

1.1　フレームコントローラ
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ディスプレイおよびキー操作部

ハードキー

ソフトキー
　ディスプレイに表示されている
　項目の選択、実行をします。

カーソルキー
　◄►は、数値入力桁位置の変更
　およびテンキーモードでのバッ
　クスペースに使用します。
　▲▼は、制御対象モジュールの
　切り替え、カーソルの移動、数
　値の変更などに使用します。

CANCEL キー
　操作の中止に使用します。

電源スイッチ
　電源ON/OFF に使用します。

USB コネクタ (TypeA)
　USB メモリを接続するときに
　使用します。

AQ2211 FRAME    CONTROLLER 

7 8 9 

4 5 6 

1 2 3 

0 

DETAIL SLOT SLOT 

SUMMARY HOLD APPLI 

FILE MACRO SYSTEM 

PRTSC PRESET SHIFT 

CANCEL ENTER 

POWER USB 

ディスプレイ
　測定値、設定値、状態などを表示します。

ENTER キー
　選択項目および入力値の決定に
　使用します。

ハードキー
キーの名称 説明
DETAIL ディスプレイの表示を DETAIL 画面 ( 詳細画面 ) に切り替えます。

テンキーモードでは ｢7｣ となります。
SLOT
◄

制御対象モジュールを切り替えます。押すたびに前のスロットの制御対象モジュー
ルに切り替わります。テンキーモードでは ｢8｣ となります。

SLOT
►

制御対象モジュールを切り替えます。押すたびに次のスロットの制御対象モジュー
ルに切り替わります。テンキーモードでは ｢9｣ となります。

SUMMARY ディスプレイの表示を SUMMARY 画面 ( 概要画面 ) に切り替えます。
テンキーモードでは ｢4｣ となります。

HOLD 画面表示の更新を停止します。再度押すまたは他のキーを押すと解除します。
テンキーモードでは ｢5｣ となります。

APPLI アプリケーション選択画面を表示します。テンキーモードでは ｢6｣ となります。
FILE ファイルリスト画面を表示します。テンキーモードでは ｢1｣ となります。
MACRO マクロ画面を表示します。テンキーモードでは ｢2｣ となります。
SYSTEM システム設定画面を表示します。テンキーモードでは ｢3｣ となります。
PRTSC ディスプレイに表示されている画面をファイルに保存します。テンキーモードで

は ｢0｣ となります。
PRESET フレームおよび実装されているモジュールのパラメータを初期化します。

テンキーモードでは ｢.｣ となります。
SHIFT 拡張用のキーです。テンキーモードでは ｢－｣ となります。

1.1　フレームコントローラ
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SUMMARY 画面
SUMMARY 画面では、実装されているすべてのモジュールの情報が一括表示されます。
主要パラメータの表示、および全パラメータの確認、変更ができます。

・ カレントモジュール： 表示背景が青色のモジュール
         パラメータ変更が可能で、ソフトキーとして変更可能なパラ

メータが表示されます。
・ カレントパラメータ： 表示背景が水色のパラメータ

モジュールが実装されていない
スロットでは、｢NO MODULE｣を
表示します。

カレントパラメータ

カレントモジュール

Note
起動直後の上記画面にて、Error No.1014 が表示される場合があります。
このエラーは、モジュールのソフトウエアとフレームコントローラのソフトウエアのリリース
時期の違いにより、ソフトウエアの不整合が生じ、一部動作において不具合が起きる可能性を
示しています。
ソフトウェアをアップグレードしてください。

DETAIL 画面
DETAIL 画面では、実装されているモジュールの中から選択した、１つのモジュール ( カ
レントモジュール ) の詳細情報が表示されます。
カレントモジュールの全パラメータの表示、確認、および変更ができます。

   

カレントモジュールとなったスロットのタブが前面に表示されます。

1.1　フレームコントローラ
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1.2 光源モジュール

AQ2200-111 DFB-LD モジュール

  

CHOP O  N

C  W OFF

OPTCHOP
C W

ANGLED
PC  ONLY E X T-CHOP

(TTL)

AQ2200-111
DFB-LD
MODULE

PMF+13dBm

着脱レバー
モジュールの実装 /取り外しに
使用します。

レーザ出力表示ランプ
レーザ出力がONのときに点灯
します。
OPT キー
レーザ出力をON/OFF します。

外部変調端子
変調用信号を入力します。
(/MODSまたは/MODCオプション時)

着脱用ロックボタン
着脱レバーの固定を解除します。

レーザ出力部
レーザが出力されます。

変調表示ランプ
レーザ出力が CHOP のときに点灯
します。

CW/CHOP キー
レーザ出力の変調を切り替えます。
CHOP 設定時は現在設定されてい
る周波数の変調になります。
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1.2　光源モジュール

AQ2200-112 光源モジュール
ファームウエアバージョン 3.08 以降有効

1 チャネルモデル

    
OUTPUT 1 キー
OUTPUT1 のレーザ出力を
ON/OFF します。

着脱レバー 
モジュールの実装 /取り外しに
使用します。

着脱用ロックボタン
着脱レバーの固定を解除
します。

レーザ出力部
レーザが出力されます。

2 チャネルモデル

    
OUTPUT 2 キー
OUTPUT2 のレーザ出力を
ON/OFF します。

着脱レバー
モジュールの実装 /取り外しに
使用します。

OUTPUT 1 キー
OUTPUT1 のレーザ出力を
ON/OFF します。

着脱用ロックボタン
着脱レバーの固定を解除
します。

レーザ出力部 (OUTPUT 1)
レーザが出力されます。

レーザ出力部 (OUTPUT 2)
レーザが出力されます。
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AQ2200-141 FP-LD モジュール

  

AQ2200-141
FP-LD
MODULE

CHOP

C  W

O  N

OFF

OPT  OUT

着脱用ロックボタン
着脱レバーの固定を解除します。

着脱レバー
モジュールの実装 /取り外しに
使用します。

レーザ出力表示ランプ
レーザ出力がONのときに点灯
します。

OPT キー
レーザ出力をON/OFF します。

レーザ出力部
レーザが出力されます。
光ファイバを接続するときは、
AQ9441 ユニバーサルアダプタを
実装します。(2.6 節参照 )

変調表示ランプ
レーザ出力が CHOP のときに点灯
します。

CW/CHOP キー
レーザ出力の変調を切り替えます。
CHOP 設定時は現在設定されてい
る周波数の変調になります。

AQ2200-142 DUAL FP-LD モジュール

  

AQ2200-142
DUAL  FP-LD
MODULE

CHOP

C  W

1.31 1.55

OUT  PUT

着脱レバー
モジュールの実装 / 取り外しに使用
します。

レーザ出力表示ランプ
波長 1310nm のレーザ出力が ON のとき
に、1.31 のランプが点灯します。
波長 1550nm のレーザ出力が ON のとき
に、1.55 のランプが点灯します。
両方の波長のランプ が点灯しているとき
は、両波長のレーザ出力が ON になって
います。

OPT キー
レーザ出力を ON/OFF します。

着脱用ロックボタン
着脱レバーの固定を解除します。

レーザ出力部
レーザが出力されます。
光ファイバを接続するときは、
AQ9441 ユニバーサルアダプタを
実装します。(2.6 節参照 )

変調表示ランプ
レーザ出力が CHOP のときに点灯
します。

CW/CHOP キー
レーザ出力の変調を切り替えます。
CHOP 設定時は現在設定されてい
る周波数の変調になります。

1.2　光源モジュール
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AQ2200-131 Grid TLS モジュール
-T2、-T4：ファームウエアバージョン 3.00 以降有効

 -T6：ファームウエアバージョン 3.05 以降有効

  
OUTPUT 1 キー
OUTPUT1 のレーザ出力を
ON/OFF します。

着脱レバー
モジュールの実装 /取り外しに
使用します。

着脱用ロックボタン
着脱レバーの固定を解除
します。

レーザ出力部
レーザが出力されます。

AQ2200-132 Grid TLS モジュール
-T2、-T4：ファームウエアバージョン 3.00 以降有効

 -T6：ファームウエアバージョン 3.05 以降有効

  
OUTPUT 2 キー
OUTPUT2 のレーザ出力を
ON/OFF します。

レーザ出力部 (OUTPUT 2)
レーザが出力されます。

着脱レバー
モジュールの実装 /取り外しに
使用します。

OUTPUT 1 キー
OUTPUT1 のレーザ出力を
ON/OFF します。

着脱用ロックボタン
着脱レバーの固定を解除
します。

レーザ出力部 (OUTPUT 1)
レーザが出力されます。

1.2　光源モジュール
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1.2　光源モジュール

AQ2200-136 TLS モジュール

  

AQ2200-136
TLS MODULE

CONTROL

ANGLED  PC
ONLY

MONITOR

ANGLED  PC
ONLY

OUTPUT

OPT

着脱用ロックボタン
着脱レバーの固定を解除します。

着脱レバー
モジュールの実装/取り外しに使用します。

レーザ出力表示ランプ
レーザ出力がONのときに点灯します。

OPT キー
レーザ出力をON/OFF します。

レーザ出力部
レーザが出力されます。

波長モニタ出力部
波長モニタ用のレーザが出力されます。

固定用ネジ
モジュールを実装したときに、ネジを締めて固定します。
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1.3 光センサモジュール

AQ2200-201　インタフェースモジュール

  

AQ2200-201
INTERFACE
MODULE

CHOP

C  W ANALOG  OUT

HEAD

着脱レバー
モジュールの実装 /取り外しに使用
します。

アナログ信号出力端子
アナログ出力の設定により、入力光
に応じた電圧を出力します。

ZERO キー
ゼロセットを実行します。

着脱用ロックボタン
着脱レバーの固定を解除します。

光センサヘッド接続部
光センサヘッド接続用のケーブル
を接続します。(2.5 節参照 )

変調表示ランプ
変調がCHOPのときに点灯します。

CW/CHOP キー
光の変調を切り替えます。
CHOP 設定時は現在設定されてい
る周波数の変調になります。

AQ2200-202　インタフェースモジュール
ファームウエアバージョン 3.05 以降有効

  

AQ2200-202
INTERFACE
MODULE

HEAD 2

ANALOG OUT 2

HEAD 1

ANALOG OUT 1

着脱レバー
モジュールの実装 /取り外しに使用
します。

アナログ信号出力端子 1
アナログ出力の設定により、入力光
に応じた電圧を出力します。

アナログ信号出力端子 2
アナログ出力の設定により、入力光
に応じた電圧を出力します。

着脱用ロックボタン
着脱レバーの固定を解除します。

光センサヘッド接続部 2
光センサヘッド接続用のケーブル
を接続します。(2.5 節参照 )

光センサヘッド接続部 1
光センサヘッド接続用のケーブル
を接続します。(2.5 節参照 )
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AQ2200-231/241　光センサヘッド

  

取り付け用溝
　本体の固定ができます。
　M6、深さ 5mm のネジが使用できます。

光入力部
 光信号が入力されます。
 光ファイバを接続するときは

AQ9335C コネクタアダプタを
実装します。(2.6 節参照 )

インタフェースモジュール接続部
接続ケーブルを接続することで、AQ2200-201
インタフェースモジュールと接続できます。

AQ2200-232/242　光センサヘッド
-232：ファームウエアバージョン 3.05 以降有効
-242： ファームウエアバージョン 3.06 以降、 AQ2200-202 のファームウエアバージョン 2.00 以降有効

  

インタフェースモジュール接続部
接続ケーブルを接続することで、AQ2200-202
インタフェースモジュールと接続できます。

取り付け用ねじ穴
本体の固定ができます。
M6、深さ 5mm のネジが使用できます。

光入力部
光信号が入力されます。
光ファイバを接続するときはコネクタ
アダプタ AQ9335C または AQ9340 を
実装します。(2.6 節参照 )

取り付け用ねじ穴（4個所）
本体の固定ができます。
M4、深さ 7mm のネジが使用
できます。

1.3　光センサモジュール
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AQ2200-211　センサモジュール ( 高感度タイプ )

  

AQ2200-211
SENSOR
MODULE 着脱レバー

モジュールの実装 /取り外しに使用
します。

アナログ信号出力端子
アナログ出力の設定により、入力光
に応じた電圧を出力します。

ZERO キー
ゼロセットを実行します。

着脱用ロックボタン
着脱レバーの固定を解除します。

光入力部
光信号を入力します。
光ファイバを接続するときは、
AQ9447 コネクタアダプタを実装
します。(2.6 節参照 )

変調表示ランプ
変調がCHOPのときに点灯します。

CW/CHOP キー
光の変調を切り替えます。
CHOP 設定時は現在設定されてい
る周波数の変調になります。

AQ2200-215　センサモジュール ( ハイパワータイプ )

  

AQ2200-215
SENSOR
MODULE 着脱レバー

モジュールの実装 /取り外しに使用
します。

アナログ信号出力端子
アナログ出力の設定により、入力光
に応じた電圧を出力します。

ZERO キー
ゼロセットを実行します。

着脱用ロックボタン
着脱レバーの固定を解除します。

光入力部
光信号を入力します。
光ファイバを接続するときは、
AQ9335C コネクタアダプタを実装
します。(2.6 節参照 )

1.3　光センサモジュール
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AQ2200-221　センサモジュール (Dual)

  

AQ2200-221
SENSOR
MODULE 着脱レバー

モジュールの実装 /取り外しに
使用します。

着脱用ロックボタン
着脱レバーの固定を解除します。

光入力部 (デバイス 1)
光信号を入力します。
光ファイバを接続するときは、
AQ9335C コネクタアダプタを実装
します。(2.6 節参照 )

光入力部 (デバイス 2)
光信号を入力します。
光ファイバを接続するときは、
AQ9335C コネクタアダプタを実装
します。(2.6 節参照 )

1.3　光センサモジュール
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AQ2200-212　センサモジュール
ファームウエアバージョン 3.10 以降有効

  

着脱レバー
モジュールの実装 /取り外しに使用
します。

アナログ信号出力端子
アナログ出力の設定により、入力光
に応じた電圧を出力します。

着脱用ロックボタン
着脱レバーの固定を解除します。

光入力部
光信号を入力します。
光ファイバを接続するときは、
AQ9335C コネクタアダプタを実装
します。(2.6 節参照 )

AQ2200-222　デュアルセンサモジュール
ファームウエアバージョン 3.10 以降有効

  

着脱レバー
モジュールの実装 /取り外しに
使用します。

着脱用ロックボタン
着脱レバーの固定を解除します。

光入力部 (デバイス 1)
光信号を入力します。
光ファイバを接続するときは、
AQ9335C コネクタアダプタを実装
します。(2.6 節参照 )

光入力部 (デバイス 2)
光信号を入力します。
光ファイバを接続するときは、
AQ9335C コネクタアダプタを実装
します。(2.6 節参照 )

1.3　光センサモジュール
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1.4 ORL モジュール

AQ2200-271　ORL モジュール

  

MEAS

ORL
MODULE

OPT*IN OPT*OUT

ANGLED
PC*ONLY

AQ2200-271

OPT*IN
OPT*OUT MEAS

光測定部
反射減衰量を測定する
DUT*1 を接続します。

着脱レバー
モジュールの実装 /取り外しに
使用します。

反射光出力部
反射光が出力されます。

着脱用ロックボタン
着脱レバーの固定を解除
します。

レーザ入力部
レーザを入力します。

*1 DUT: Device Under Test。被試験デバイス。
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1.5 アッテネータモジュール

AQ2200-311　ATTN モジュール

  

MONITOR

AQ2200-311

DISABLE

ENABLE

OUTPUTINPUT

MODULE
ATTN

OUTPUT/MONITOR
95%/5%

着脱レバー
モジュールの実装 /取り外しに
使用します。

ENABLE/DISABLE キー
光出力をON/OFF します。

光出力表示ランプ
光出力がONのときに点灯します。

光出力部
減衰した光信号が出力されます。

モニタ用光信号出力部
減衰した光信号のモニタ出力です。
　(/MONオプション時 )

着脱用ロックボタン
着脱レバーの固定を解除
します。

光入力部
光信号を入力します。

AQ2200-311A　ATTN モジュール

  

MONITOR

OUTPUT/MONITOR
95%/5%

AQ2200-311A

DISABLE

ENABLE

OUTPUTINPUT

MODULE
ATTN

OUTPUT/MONITOR

着脱レバー
モジュールの実装 /取り外しに
使用します。

ENABLE/DISABLE キー
光出力をON/OFF します。

光出力表示ランプ
光出力がONのときに点灯します。

光出力部
減衰した光信号が出力されます。

モニタ用光出力部
減衰した光信号のモニタ出力です。
　(/MONオプション時 )

着脱用ロックボタン
着脱レバーの固定を解除
します。

光入力部
光信号を入力します。
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AQ2200-312　ATTN モジュール
ファームウエアバージョン 3.04 以降有効

  

MONITOR

OUTPUT/MONITOR
95%/5%

AQ2200-312

OUTPUT

OUTPUTINPUT

MODULE
ATTN

着脱レバー
モジュールの実装 /取り外しに
使用します。

OUTPUT キー
光出力をON/OFF します。
光出力がONのときに、キーが
点灯します。

光出力部
減衰した光信号が出力されます。

モニタ用光出力部
減衰した光信号のモニタ出力です。
　(/MONオプション時 )

着脱用ロックボタン
着脱レバーの固定を解除
します。

光入力部
光信号を入力します。

AQ2200-331　ATTN モジュール ( モニタパワーメータ内蔵 )

  

DISABLE

ENABLE

AQ2200-331

MODULE
ATTN

OUTPUTINPUT

着脱レバー
モジュールの実装 /取り外しに
使用します。

ENABLE/DISABLE キー
光出力をON/OFF します。

光出力表示ランプ
光出力がONのときに点灯します。

光出力部
減衰した光信号が出力されます。

着脱用ロックボタン
着脱レバーの固定を解除
します。

光入力部
光信号を入力します。

1.5　アッテネータモジュール
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AQ2200-332　ATTN モジュール ( モニタパワーメータ内蔵 )
ファームウエアバージョン 3.04 以降有効

  

OUTPUT

OUTPUT

AQ2200-332

MODULE
ATTN

INPUT

着脱レバー
モジュールの実装 /取り外しに
使用します。

OUTPUT キー
光出力をON/OFF します。
光出力がONのときに、キーが
点灯します。

光出力部
減衰した光信号が出力されます。

着脱用ロックボタン
着脱レバーの固定を解除
します。

光入力部
光信号を入力します。

AQ2200-342　DUAL ATTN モジュール ( モニタパワーメータ内蔵 )
ファームウエアバージョン 3.01 以降有効

  
INPUT  1 INPUT  2

OUTPUT  1 OUTPUT  2

AQ2200-342

MODULE
DUAL ATTN

OUTPUT  1 OUTPUT  2

着脱レバー
モジュールの実装 /取り外しに
使用します。

OUTPUT キー
光出力をON/OFF します。
光出力がONのときに、キーが
点灯します。

着脱用ロックボタン
着脱レバーの固定を解除
します。

光入力部
光信号を入力します。

光出力部
減衰した光信号が出力
されます。

1.5　アッテネータモジュール
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1.6 光スイッチモジュール

AQ2200-411　OSW モジュール
1 × 4 タイプ

  

AQ2200-411
OSW
MODULE

・

3

4

1

2

A

A
1

4・

コモンポート (A)
1 ～ 4 のセレクトポート
のなかから選択された
ポートが接続されます。

セレクトポート (1 ～ 4)
選択されたポートが
コモンポートに接続
されます。

着脱レバー
モジュールの実装 /取り外しに
使用します。

着脱用ロックボタン
着脱レバーの固定を解除
します。

1 × 8 タイプ

  

AQ2200-411
OSW
MODULE

・

3
4

1
2

7
8

5
6

A

A
1

8・

コモンポート (A)
1 ～ 8 のセレクトポート
のなかから選択された
ポートが接続されます。

セレクトポート (1 ～ 8)
選択されたポートが
コモンポートに接続
されます。

着脱レバー
モジュールの実装 /取り外しに
使用します。

着脱用ロックボタン
着脱レバーの固定を解除
します。
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AQ2200-412　OSW モジュール
1 × 16 タイプ

  

11
12

9
10

15
16

13
14

AQ2200-412
OSW
MODULE

・

3
4

1
2

7
8

5
6

A

A
1

16・

着脱レバー
モジュールの実装 /取り外し
に使用します。

着脱用ロックボタン
着脱レバーの固定を解除
します。

コモンポート (A)
1 ～ 16 のセレクトポート
のなかから選択された
ポートが接続されます。

セレクトポート (1 ～ 16)
選択されたポートが
コモンポートに接続
されます。

固定用ネジ
モジュールを実装したときに、
ネジを締めて固定します。

1.6　光スイッチモジュール
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AQ2200-421　OSW モジュール
1 × 2 タイプ

  

AQ2200-421
OSW
MODULE

A A

1
2

1
2

DVC1 DVC2

A
1

2

コモンポート (A)
デバイス 1
デバイス 1の 1～ 2のセレクト
ポートのなかから選択された
ポートが接続されます。

コモンポート (A)
デバイス 2
デバイス 2の 1～ 2のセレクト
ポートのなかから選択された
ポートが接続されます。

セレクトポート (1 ～ 2)
デバイス 1
選択されたポートがデバイス 1
のコモンポートに接続されます。

セレクトポート (1 ～ 2)
デバイス 2
選択されたポートがデバイス 2
のコモンポートに接続されま
す。

着脱レバー
モジュールの実装 /取り外しに
使用します。

着脱用ロックボタン
着脱レバーの固定を解除します。

2 × 2 タイプ

  

AQ2200-421
OSW
MODULE

1
2

A
DVC1

A 1

2

B
1
2

A
DVC2

B

B

コモンポート (A ～ B)
デバイス 2
選択されたポートがデバイス 2
の 1～ 2のセレクトポートのな
かから選択されたポートに接続
されます。

セレクトポート (1 ～ 2)
デバイス 2
選択されたポートがデバイス 2
の A～ Bポートのなかから選択
されたポートに接続されます。

着脱レバー
モジュールの実装 /取り外しに
使用します。

コモンポート (A ～ B)
デバイス 1
選択されたポートがデバイス 1
の 1～ 2のセレクトポートのな
かから選択されたポートに接続
されます。

セレクトポート (1 ～ 2)
デバイス 1
選択されたポートがデバイス 1
の A～ Bポートのなかから選択
されたポートに接続されます。

着脱用ロックボタン
着脱レバーの固定を解除します。

1.6　光スイッチモジュール
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1.7 BERT モジュール

AQ2200-601　10Gbit/s BERT モジュール

固定用ネジ

着脱レバー
モジュールの実装 / 取り外しに
使用します。

データ入力 1端子
ED のデータ入力端子です。
CDR (クロック & データリカバリ) を
内蔵しています。クロック信号の入力
は不要です。

データ入力 2端子
ED のデータ入力端子です。
クロック信号入力端子に、クロック
信号入力が必要です。
クロック信号入力端子

ED のクロック信号の入力端子です。
データ入力 2 端子に信号を入力する
ときは、クロック信号入力端子にク
ロック信号を入力します。
外部の位相シフタ等で位相を調整し
てください。

トリガ信号出力端子
以下から選択されたトリガ信号が出
力されます。
(IM735101-03JA の 1.6 節参照 )
 ・ クロックトリガ (1/16 または 1/64)
 ・ パターントリガ
 ・ エラートリガ

外部クロック信号入力端子
BERT モジュール内部の SG を用いずに、
10Gbit/s レートの外部クロック信号で動作
させる場合に、10Gbit/s レートのクロック
信号を入力します。
このクロックは PPG だけでなく、ED の
CDR 機能を動作させるための基準クロック
信号としても使用されます。

着脱用ロックボタン
着脱レバーの固定を解除します。

固定用ネジ
モジュールを実装したときに、
ネジを締めて固定します。

信号出力表示ランプ
PPG の信号出力状態を示すランプです。
出力が ON のときに点灯します。

信号出力ON/OFF キー
PPG の出力端子を一斉に ON/OFF します。
押す毎に ON と OFF を繰り返します。

データ ( 光変調器用 ) 出力端子
非反転データ出力端子です。
光変調モジュールと組み合わ
せる場合に使用します。

反転データ出力端子
出力を ONにすると10Gbit/s の
反転データが出力される端子
です。

非反転データ出力端子
出力を ONにすると10Gbit/s の
非反転データが出力される端
子です。

反転クロック信号出力端子
10GHz の反転クロック信号の
出力端子です。出力を ONに
すると10GHz 帯の反転クロッ
ク信号が出力されます。

非反転クロック信号出力端子
10GHz の非反転クロック信号
の出力端子です。出力を ON に
す る と10GHz帯 の 非 反 転 ク
ロック信号が出力されます。
外部同期信号入力端子

BERT モジュール内部の SG を用
いずに、外部のクロック信号と
同期させて PPG 信号を発生させ
る場合に、10Gbit/s レートの 1/16
または 1/64 の周波数の基準信号
を入力します。
このクロックは PPG だけでなく、
ED の CDR 機能を動作させるた
めのクロック信号としても使用
されます。

Note
・ 外部同期入力端子とデータ入力 1 端子を使用する場合
 ED の「データ入力 1 端子」の入力信号が PPG と非同期の場合には、「外部同期信号入力端

子」に入力される基準信号の周波数を 16 倍または 64 倍にした値が入力データレートに対し、
± 100ppm 以内になるように設定してください。

・ 「外部クロック入力端子」と「データ入力 1 端子」を使用する場合
 ED の「データ入力 1 端子」の入力信号が PPG と非同期の場合には、「外部クロック信号入

力端子」に入力される基準信号の周波数の値が入力データレートに対し、± 100ppm 以内
になるように設定してください。

1-22 IM 735101-01JA



1.8 光変調モジュール

AQ2200-621　10Gbit/s オプティカルモジュレータ ( 波長：1.55µm)

  
レーザ入力端子

光源を接続します。
光源に AQ2200-111 (PMF 仕様 ) を
使用する場合は、PANDA ファイバ
(/P オプション ) を使用して接続し
ます。その他の光源を使用する場
合は、コネクタキーの位置に偏波
の Slow 軸を合わせてください。

着脱レバー
モジュールの実装 / 取り外しに
使用します。

着脱用ロックボタン
着脱レバーの固定を解除します。

光出力端子
光強度変調された光信号が
出力されます。

データ入力端子
データ入力端子です。
BERT モジュールの PPG の DATA
OUT (TO OPTICAL MODULATOR)
端子と、 U リンク (/U オプション )
または同軸ケーブルを使用して
接続します。

AQ2200-622　10Gbit/s オプティカルモジュレータ ( 波長：1.31µm)

  
レーザ入力端子

光源を接続します。
光源に AQ2200-111 (PMF 仕様 ) を
使用する場合は、PANDA ファイバ
(/P オプション ) を使用して接続し
ます。その他の光源を使用する場
合は、コネクタキーの位置に偏波
の Slow 軸を合わせてください。

着脱レバー
モジュールの実装 / 取り外しに
使用します。

着脱用ロックボタン
着脱レバーの固定を解除します。

光出力端子
光強度変調された光信号が
出力されます。

データ入力端子
データ入力端子です。
BERT モジュールの PPG の DATA
OUT (TO OPTICAL MODULATOR)
端子と、 U リンク (/U オプション )
または同軸ケーブルを使用して
接続します。

Note
消光比の性能安定度が必要な場合は、電源 ON 後、約 100 分のウォームアップ時間経過後の使
用を推奨します。
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1.9 光復調モジュール

AQ2200-631　10Gbit/s オプティカルレシーバ

 注　　意
光入力端子 (OPT	IN) に入力する10Gbit/s の光信号の入力レベルが、最大入力パワー
(6dBm) を超える恐れのある場合は、光 ATT を使用して保護してください。

  パワーモニタランプ (LOS)
受信光の平均パワーをモニタし、
LOS レベルを下まわっているとき
に点灯します。

着脱レバー
モジュールの実装 / 取り外しに
使用します。

着脱用ロックボタン
着脱レバーの固定を解除します。

光入力端子
10Gbit/s の光信号を入力
します。

データ出力端子
BERT モジュールの ED の DATA IN 
1 (CDR) 端子と、U リンク (/U オプ
ション ) または同軸ケーブルを使
用して接続します。

パワーモニタランプ (OVER)
受信光の平均パワーをモニタし、
OVERLOAD レベルを上まわって
いるときに点灯します。

Note
・ OVER、LOS のランプは受信光のレベルを検出するもので、点灯時に必ずしも受信データに

ビットエラーが発生しているわけではありません。
・ 最小受光感度の性能安定度が必要な場合は、電源 ON 後、約 30 分のウォームアップ時間経

過後の使用を推奨します。
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1.10 XFP インタフェースモジュール

AQ2200-641　XFP インタフェースモジュール

 注　　意
XFP トランシーバが実装されていない場合は、DATA	 IN、DATA	 IN の入力端子に付
属品の保護キャップを実装してください。

AQ2200-641
XFP INTERFACE MODULE

REF CLOCK IN

(FROM TRIGGER OUT)

DATA OUT

(TO DATA IN 1)

DATA IN

(FROM DATA OUT)

DATA OUT

DATA IN

(FROM DATA OUT)

XFP Tx Rx

XFP トランシーバ実装スロット

着脱レバー
モジュールの実装 / 取り外しに
使用します。

反転データ出力端子
10Gbit/s レートの反転データが
出力されます。

反転データ入力端子
10Gbit/s レートの反転データを
入力します。

信号出力ON/OFF キー
トランシーバの光信号 (TX) を
ON/OFF します。
押す毎に ON と OFF を繰り返します。

信号出力表示ランプ
トランシーバの信号出力状態を
示すランプです。出力が ON の
ときに点灯します。

着脱用ロックボタン
着脱レバーの固定を解除します。

外部同期信号入力端子
外部のクロック信号と同期さ
せてトランシーバを動作させ
る場合に、10Gbit/s レートの
1/64 の周波数の基準信号を
入力します。

非反転データ出力端子
10Gbit/s レートの非反転
データが出力されます。

非反転データ入力端子
10Gbit/s レートの非反転
データを入力します。

固定用ネジ
モジュールを実装したときに、
ネジを締めて固定します。
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1.11 トランシーバ I/F モジュール

AQ2200-642　トランシーバ I/F モジュール

TRANSCEIVER I/F MODULE
AQ2200-642

SIGNAL

28W MAX

OUTPUT

POWER SUPPLY

着脱レバー
モジュールの実装 / 取り外しに
使用します。

制御 /モニタ信号ポート
トランシーバの制御信号を設定、
および、電源電圧 / モニタ信号
を監視します。

着脱用ロックボタン
着脱レバーの固定を解除します。

信号出力表示ランプ
トランシーバへの電源の供給
状態を示すランプです。出力
が ON のときに点灯します。

信号出力ON/OFF キー
トランシーバへの電源供給を
ON/OFF します。押す毎に ON
と OFF を繰り返します。

電源供給ポート
トランシーバへの電源を
供給します。

固定用ネジ
モジュールを実装したときに、
ネジを締めて固定します。
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1.12 SG モジュール

AQ2200-651　SG モジュール

SG MODULE
AQ2200-651

CH1

CH3

CH4

CH5

OUTPUT

CH2

RF OUT

10MHz REF OUT10MHz REF IN

ALL PORTS
1.5Vp-p MAX

着脱レバー
モジュールの実装 / 取り外しに
使用します。

外部同期信号出力端子
外部信号をクロック信号 (RF OUT)
と同期させる場合に、10MHz の基準
信号を出力します。

外部同期信号入力端子
外部信号と同期させてクロック信号
(RF OUT) を出力させる場合に、
10MHz の基準信号を入力します。

着脱用ロックボタン
着脱レバーの固定を解除します。

信号出力表示ランプ
クロック信号 (RF OUT) 出力状態を
示すランプです。出力が ON のとき
に点灯します。

信号出力ON/OFF キー
クロック信号 (RF OUT) を ON/OFF
します。押す毎に ON と OFF を繰り
返します。

クロック信号出力端子 (CH1 ～ CH5)
1/1 レートでは、620MHz 帯のクロッ
ク信号を出力します。
1/4 レートでは、155MHz 帯のクロッ
ク信号を出力します。

固定用ネジ
モジュールを実装したときに、
ネジを締めて固定します。
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2.1 使用上の注意

安全にご使用いただくための注意
初めてご使用になるときは、必ず vii ～ ix ページに記載の「本機器を安全にご使用いた
だくために」をお読みください。

ケースを外さないでください
フレームコントローラのケースを外さないでください。内部には高電圧部があり、たい
へん危険です。内部の点検および調整は、お買い求め先にお申しつけください。

異常の場合には
本体から煙が出ていたり変な臭いがするなど、異常な状態になったときは、直ちに電源
スイッチを OFF にするとともに、電源コードをコンセントから抜いてください。異常な
状態になったときは、お買い求め先までご連絡ください。

電源コードについて
電源コードの上に物を載せたり、電源コードが発熱物に触れないように注意してくださ
い。また、電源コードの差し込みプラグをコンセントから抜くときは、コードを引っ張
らずに必ずプラグを持って引き抜いてください。電源コードが損傷した場合、または電
源の規格が異なる場所で使用する場合は、ご使用の地域の規格に合った電源コードをお
買い求めください。

使用環境、使用条件について
本機器は、特定の使用環境および使用条件において EMC 規格に適合しています。設置
方法や配線方法などが異なると、EMC 規格の適合条件を満たさない場合があります。そ
の場合は、使用者による適切な対策が必要になることがあります。

取り扱い上の一般的注意
上に物を置かないでください
本機器の上に、他の機器や水の入った容器などを置かないでください。故障の原因にな
ります。

液晶画面を傷つけないでください
画面の液晶ディスプレイは非常に傷つきやすいので、先のとがったもので表面を傷つけ
ないように注意してください。また、絶対に振動や衝撃を与えないでください。

長時間使用しないときには
電源コードをコンセントから抜いておいてください。

第 2 章 測定の準備
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モジュールの取り扱い注意
• 過度の衝撃を与えないでください。
• カバーを外さないでください。
• モジュールのコネクタの金属端子部分には手を触れないでください。

 注　　意
AQ2211/AQ2212 フレームコントローラにモジュールを実装したままで持ち運びを
しないでください。

持ち運ぶときは
まず、電源コード、すべてのモジュール、接続ケーブルを外してください。持ち運ぶと
きは、下図のように取っ手を持つか、両手で持って、慎重に移動してください。

  

AQ2211 フレームコントローラの例

汚れを取るときには
ケースや操作パネルの汚れを取るときは、電源コードをコンセントから抜いてから、柔
らかく乾いたきれいな布で軽く拭き取ってください。ベンジンやシンナーなどの薬品を
使用しないでください。変色や変形の原因になります。

2.1　使用上の注意
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2.2 本機器の設置

設置条件
次の条件に合う場所に設置してください。

 警　　告
・	 屋外、または雨や水にあたる場所に本機器を設置しないでください。
・	 本機器を設置する場合は、本機器が危険な状態になったときに電源ケーブルが
外せるような場所に設置してください。

 注　　意
本機器の右側面と底面の吸気口および背面の排気口をふさぐと機器が高温になり
故障する恐れがあります。

風通しのよい場所
本機器の右側面と底面には吸気口があります。また、背面には冷却用ファンの排気口が
あります。内部の温度上昇を防ぐため、下図に従って周囲に十分なスペースをとり、こ
れらの排気口および吸気口をふさがないようにしてください。

  5cm 以上

  5cm 以上

  10cm 以上

各種ケーブルを接続するときは、上図のスペースの他に、操作に必要な十分なスペース
をとってください。
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周囲温度および周囲湿度
周囲温度 5 ～ 40℃
周囲湿度 20 ～ 80%RH( 結露しないこと )

平坦で水平な場所
正しい向きで、安定な場所に、左右前後とも水平を保って設置してください。水平に設
置したときに、後方の底面脚にすべり止め用のゴムを付けることができます。1 セット (2
つ ) の底面脚用ゴムが付属品として付いてます。

     

底面脚用ゴム
　A9088ZM

後方の底面脚

ラックマウント
ラックにマウントするときは、別売りのラックマウント用キットをご使用ください。
品名 形名
AQ2211 用ラックマウントキット (EIA 単装用 ) 735182-03
AQ2212 用ラックマウントキット (EIA 単装用 ) 735182-09

以下に取り付け手順の概略を記載します。取り付け手順の詳細は、ラックマウント用キッ
トに添付されている取扱説明書をご覧ください。

1.  本体両側面にある取っ手を外します。(AQ2211 の場合は左側面 )
2.  本体底面にある 4 つの脚を外します。
3.  本体両側面の手前にある 4 箇所のラックマウント取り付け穴のシールをはがします。
4.  取っ手の取り付け穴と、底面脚の穴にシールを貼ります。
5.  ラックマウント用キットを取り付けます。
6.  本体をラックに取り付けます。

     

取っ手カバーの外し方

Note
・ ラックに取り付けるときは、内部の温度上昇を抑えるため、吸気口や排気口と設置面との

距離は、10cm 以上空けてください。
・ 必ず下からの支えを施してください。このとき、本機器の吸気口や排気口を塞がないよう

にしてください。
・ 取り外した部品は大切に保存してください。
・ ラックに取り付けるときに、背面の脚がラックにぶつかって取り付けられない場合は、背

面の脚を取り外してください。本体をラックに取り付けた後に、再度、背面の脚を本体に
取り付けてください。
この場合、必ずブラケットを本体に取り付けてから、背面の脚を取り外してください。

 ラックに取り付けるときに、本体のカバーが外れて落下する原因になります。

2.2　本機器の設置
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AQ2211 フレームコントローラへの取り付け

   目隠しシール

目隠しシール

目隠しシール

ブラケット

バインド小ねじ

ブラケット

バインド小ねじ

AQ2212 フレームコントローラへの取り付け

   

ブラケット

ブラケット

目隠しシール

目隠しシール

目隠しシール

バインド小ねじ

バインド小ねじ

次のような場所には設置しないでください
・ 直射日光の当たる場所や熱発生源の近く
・ 強電磁界発生源の近く
・ 静電気が発生しやすい場所
・ 高電圧機器や動力線の近く
・ 油煙、湯気、ほこり、腐食性ガスなどの多い場所
・ 機械的振動の多い場所
・ 不安定な場所

保管場所
できるだけ、5 ～ 40℃、20 ～ 80％ RH の環境で保管されることをおすすめします。
本機器を保管するときは、次のような場所を避けてください。

・ 直射日光があたる場所
・ 60℃以上の高温度な場所
・ 相対湿度が 80％以上の高湿度な場所
・ 高温度熱源のそば
・ 振動が激しい場所
・ 腐食性ガス、可燃性ガスがある場所
・ ちり、ごみ、塩分、鉄粉が多い場所
・ 水、油、薬品などの飛沫がある場所
・ 屋外、または雨や水にあたる場所

2.2　本機器の設置
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2.3 ブランクパネルの着脱

 警　　告
感電防止と、仕様を満たして使うために、使用しないスロットには、別売のブラ
ンクパネルを必ず取り付けてください。
ブランクパネルを取り付けないで使用すると、ほこりの侵入や機器内部の温度上
昇により、故障する恐れがあります。

フレームコントローラにモジュールを実装するときは、ブランクパネルを取り外してく
ださい。

取り外し方
1.  ブランクパネルの下部にあるねじをゆるめてください。
2.  ブランクパネル下部のねじをつまみ、手前に引きます。
3.  ブランクパネルを下へずらします。ブランクパネルが外れます。

Note
ブランクパネルのねじは落ちない構造になっています。

取り付け方
1.  ブランクパネルの上部突起部を、フレームコントローラのスロット上部へ引っか

かるように合わせます。

2.  フレームコントローラのスロット下部にあるねじ穴に、ブランクパネルのねじで
止めてください。

    

AQ2200-901
ブランクパネル

ねじ穴

ねじ

上部突起部

    

ブランクパネル

フレームコントローラ
( 側面からの透視図 )
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2.4 モジュールの着脱

 警　　告
・	 最大入力電圧 / 耐電圧 / 許容サージ電圧を超えた過大入力電圧を入力しないで
ください。

・	 2 スロットサイズおよび 3スロットサイズのモジュールの、前面パネルの下部
にあるねじは必ず締めてください。ねじを締めないと、機械的保護機能が有効
になりません。

・	 許容サージ電圧以上の電圧が発生する可能性のある環境での常時接続は、避け
てください。

モジュール実装用スロット
AQ2211 フレームコントローラは最大３モジュール、AQ2212 フレームコントローラは
最大 9 モジュールを実装できます。スロット番号は向かって左側より 1、2、3 番・・に
なります。

  

1 2 3

スロット番号
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モジュールの実装
1.  モジュールパネル面のボタンを押しながらレバーを引き上げてください。

     

レバー

ボタン

Note
モジュールを実装するときは、モジュールの上下を必ず確認してください。

2.  モジュールの下面の窪みを、フレームの実装したいスロット部のガイドに合わせ、
ゆっくりと挿入してください。

     

ガイド

3.  モジュールを挿入して突き当たったら、ボタンから「カチッ」と音がするまで、
ゆっくり力を込めてレバーを押し込んでください。

     

Note
2 スロットサイズおよび 3 スロットサイズのモジュールを実装したときは、ねじを締めて固定
してください。

2.4　モジュールの着脱
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モジュールの取り外し
1.  固定用ねじをゆるめます (2 スロットサイズおよび 3 スロットサイズの場合だけ )。

Note
固定用ねじが落ちない構造になっています。

2.  ボタンを押しながら、レバーのロックが外れるまでレバーを軽く押し上げてくだ
さい。

     

レバー

ボタン

3.  モジュールが 1cm 程度フレームから飛び出るまで、レバーをゆっくり引き上げ
てください。

     

4.  フレームスロット部から、モジュールをゆっくり抜き出してください。

     

2.4　モジュールの着脱
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2.5 ケーブルの接続

光センサヘッドとインタフェースモジュールの接続方法
取り付け方

1.  インタフェース (IF) モジュールのパネル面にあるコネクタのガイドと、ケーブル
コネクタ部の溝の位置が合うように挿入し、ねじを回して接続してください。

     ガイド
ネジ

溝

光センサヘッド

2.  同様に光センサヘッド背面のコネクタにケーブルを接続してください。

     

 注　　意
インタフェースモジュールをフレームコントローラに実装している場合、フレー
ムコントローラの電源をOFF にするか、インタフェースモジュールをフレームコ
ントローラから取り外してから上記の操作をしてください。
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BER 測定におけるケーブルの接続方法

 注　　意
・	 使用しない出力端子は、必ず終端器を取り付けてください。
	 終端器は工場出荷時に、モジュールの端子に取り付けられています。
・	 入出力端子との接続作業を行う場合には、アースリスト等を用いて静電気が帯
電されないようにしてください。

	 また、接続ケーブルに静電気が帯電していると故障の原因になりますので、放
電させてから接続してください。

電気インタフェースで CDR 機能を使用する
被試験デバイス (DUT) が電気インタフェースで、BERT モジュールの CDR 機能を使用す
る場合は下図のように接続します。

DUT 

DATA IN 

CLOCK IN 

DATA  OUT 

CLOCK  OUT 

DATA  

DATA  OUT 
同軸ケーブル

*2 
フェーズ
シフタ

CLOCK OUT 

同軸ケーブル

DATA IN1(CDR)

*1

*1 被試験デバイス (DUT) に CLOCK が必要な場合は、CLOCK OUT 端子を接続します。
*2 フェーズシフタで、被試験デバイス (DUT) の入力に適した位相に調整してください。

Note
10Gbit/s レートのデータ入出力端子 (DATA IN、DATA OUT) には、周波数特性に優れた 3.5mm
コネクタを使用しています。接続する同軸ケーブルも 3.5mm コネクタタイプで、低損失で、
長さが短いものをご使用ください。

2.5　ケーブルの接続
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電気インタフェースで CDR 機能を使用しない
被試験デバイス (DUT) が電気インタフェースで、BERT モジュールの CDR 機能を使用し
ない場合は下図のように接続します。

DUT 

CLOCK IN 

DATA  

CLOCK  OUT 

DATA IN 2  

CLOCK IN 

DATA  OUT 

CLOCK  OUT 

フェーズ
シフタ

シフタ
同軸
ケーブル

OUT 

*2 

DATA IN  
同軸
ケーブル

フェーズ
シフタ

*1 

*3

*1 被試験デバイス (DUT) に CLOCK が必要な場合は、CLOCK OUT 端子を接続します。
*2 フェーズシフタで、被試験デバイス (DUT) の入力に適した位相に調整してください。
*3 ED の CLOCK IN 端子には位相調整機能がないため、外部のフェーズシフタで ED の入

力に適した位相に調整してください。

2.5　ケーブルの接続
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光インタフェースを使用する
被試験デバイス (DUT) が光インタフェースを持ち、BERT モジュール (BERT)*1 と AQ2200
シリーズの光源モジュール (LS)*2、光変調モジュール (EO)*3、光復調モジュール (OE)*4
を組み合わせて使用する場合は、下図のように接続します。

OPT  IN 

DATA  OUT 

DATA IN 1(CDR) 

OPT OUT 
OPT  IN 

DATA  OUT 
T O OPTICAL 

 MODULATOR 

IN 

DUT 

OPT OUT 

光ファイバ

PANDA ファイバ *

OEEOLS
Uリンク(同軸)*

BERT
Uリンク(同軸)*

LD IN 

DATA IN 

光ファイバOPT  OUT 

光ATT
*

*2 *3 *1 *4

*1 AQ2200-601 10Gbit/s BERT モジュール
*2 AQ2200-111 DFB-LD モジュール (-PMF 仕様 )
*3 AQ2200-621 10Gbit/s オプティカルモジュレータ (1550nm)
 AQ2200-622 10Gbit/s オプティカルモジュレータ (1310nm)
*4 AQ2200-631 10Gbit/s オプティカルレシーバ
* Note をご参照ください。

Note
・ U リンクは、EO または OE の /U オプション ( 別売 ) のものをご使用ください。
・ PANDA ファイバは、EO の /P オプション ( 別売 ) のものをご使用ください。
・ 被試験デバイス (DUT) 保護のため、必要に応じて光アッテネータを挿入してください。

2.5　ケーブルの接続
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外部 SG を使用する
外部 SG( 信号発生器 ) を使用する場合は下図のように接続します。
なお被試験デバイス (DUT) との接続は、「電気インタフェースで CDR 機能を使用する」、

「電気インタフェースで CDR 機能を使用しない」、「光インタフェースを使用する」を参
照ください。

  
同軸ケーブル*1 

外部SG

*1 Bitrate の 1/16 または 1/64 の周波数の外部 SG( 信号発生器 ) を使用する場合は、BERT
モジュールの REF CLOCK IN に接続します。

 10GHz 帯の外部 SG( 信号発生器 ) を使用する場合は、BERT モジュールの EXT CLOCK 
IN に接続します。

Note
REF CLOCK を使用する場合、外部 SG( 信号発生器 ) の信号は必ず矩形波をご使用ください。

2.5　ケーブルの接続
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トリガ端子を使用する
• 波形観測用のトリガ信号として使用
 トリガ端子を使用し、オシロスコープを使用する場合は、下図のように接続します。

TRIGGER  OUT 
オシロスコープ

DUT 

DATA IN 

CLOCK IN 

DATA  OUT 

CLOCK  OU T  

DATA  OUT 

同軸ケーブル

フェーズ
シフタ

同軸ケーブル

*1

*2

*1 被試験デバイス (DUT) に CLOCK が必要な場合は、CLOCK OUT 端子を接続します。
*2 フェーズシフタで、被試験デバイス (DUT) の入力に適した位相に調整してください。

2.5　ケーブルの接続
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光トランシーバのリファレンスクロックとして使用
トリガ端子を使用し、光トランシーバのリファレンスクロックとして使用する場合は、
下図のように接続します。

OPT 
IN 

DATA  OUT 

DATA IN 1(CDR) 

OPT 
OUT 
T 

OPT OUT 
OPT  IN 

DATA IN 

DATA  OUT 
T O OPTICAL 

 MODULATOR 

LD IN 

OPT OUT 

光ファイバ

PANDA ファイバ * 
光ATT *

光トランシーバ

折り返し

REF 
CLK  IN 

TRIGGER 
OUT 

同軸ケーブル

TEST FIXTURE 

*

光ファイバ
光ATT

OEEOLS
Uリンク(同軸)*

BERT
Uリンク(同軸)*

*2 *3 *1 *4

*1 AQ2200-601 10Gbit/s BERT モジュール
*2 AQ2200-111 DFB-LD モジュール (-PMF 仕様 )
*3 AQ2200-621 10Gbit/s オプティカルモジュレータ (1550nm)
 AQ2200-622 10Gbit/s オプティカルモジュレータ (1310nm)
*4 AQ2200-631 10Gbit/s オプティカルレシーバ
* Note をご参照ください。

Note
・ U リンクは、EO または OE の /U オプション ( 別売 ) のものをご使用ください。
・ PANDA ファイバは、EO の /P オプション ( 別売 ) のものをご使用ください。
・ 被試験デバイス (DUT) 保護のため、必要に応じて光アッテネータを挿入してください。

2.5　ケーブルの接続
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本機器を複数台同期化する場合の基準クロックとして使用
トリガ端子を使用し本機器を複数台同期化する場合は、下図のように接続します。

  

MASTER SLAVE 

TRIGGER  OUT 

REF CLK IN

同軸ケーブル

XFP インタフェースを使用する
XFP 光トランシーバを被試験デバイス (DUT) にするときは、BERT と XFP インタフェース
を下図のように接続します。

AQ2200-641 
XFP INTERFACE MODULE 

REF CLOCK IN 

(FROM TRIGGER OUT) 

DATA OUT 

(TO DATA IN 1) 

DATA IN 

(FROM DATA OUT) 

DATA OUT 

DATA IN 

(FROM DATA OUT) 

XFP Tx Rx 

BERT XFP INTERFACE

同軸ケーブル

Note
XFP トランシーバを着脱するときは、接続されている AQ2200-601 の出力を OFF にしてくだ
さい。

2.5　ケーブルの接続
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ケーブルを接続する
本機器を被試験デバイス (DUT)、または他のモジュールや測定器と接続ケーブルで接続
する際は、静電気からの保護に十分注意してください。

 注　　意
本機器のコネクタにケーブルや終端器を取り付けたり、外したりする際は、必ず
アースをとるか、作業者とメインフレームの金属部を接続して、静電気を防止し
てください。
静電気が帯電していると故障の原因になる場合があります。

コネクタ
・ 本機器を使用しない場合には、同軸コネクタには終端器を、光コネクタには保護キャッ

プを取り付けてください。
・ コネクタにケーブル等を接続する際には、必ず信号発生器または光源の出力を OFF

状態にしてから実施してください。
・ 同軸コネクタの締め付けには必ずトルクレンチを使用してください。締め付けトルク

は 0.9N-m です。過度のトルクはコネクタ破損の原因となります。

 注　　意
コネクタに Uリンクケーブル、または接続ケーブルで接続する際には、本機器の
コネクタとケーブル端のコネクタの種類を合わせ、正しく接続してください。規
定外のコネクタを接続しようとすると、コネクタが破損する場合があります。

2.5　ケーブルの接続
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2.6 コネクタアダプタの着脱

光源モジュール (AQ2200-141、AQ2200-142) やセンサモジュールは、コネクタアダプタ
を交換することで、各種光コネクタと接続できます。

AQ9447 コネクタアダプタの着脱方法
AQ9447 コネクタアダプタは、AQ2200-211 センサモジュールにて使用できます。

取り付け方
1.  コネクタアダプタのガイドピンを、リアシェルのガイドホールが勘合するように

差し込みます。

     

AQ9447 コネクタアダプタ

リアシェル

ガイドホール

ガイドピン

2.  着脱レバーを「カチッ」と音がするまで下げてロックします。

     
着脱レバー

取り外し方
1.  AQ9447 コネクタアダプタの着脱レバーを上に引き上げ、ロックを解除します。

     
着脱レバー

AQ9447 コネクタアダプタ

2.  着脱レバーを手前に引き、リアシェルからコネクタアダプタを取り外します。

     

AQ9447 コネクタアダプタ

リアシェル
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AQ9441 ユニバーサルアダプタの着脱方法
AQ9441 ユニバーサルアダプタは、AQ2200-141 FP-LD モジュールと AQ2200-142 DUAL 
FP-LD モジュールにて使用できます。

取り付け方
1.  ユニバーサルアダプタのガイドピンを、リアシェルのガイドホールが勘合するよ

うに差し込みます。このとき、リアシェルから出ているフェルールの端面に、ユ
ニバーサルアダプタが当たらないようにしてください。

     

AQ9441 ユニバーサルアダプタ

リアシェル

ガイドホール

ガイドピン
フェルール

2.  着脱レバーを「カチッ」と音がするまで下げてロックします。

     着脱レバー

取り外し方
1.  ユニバーサルアダプタの着脱レバーを上に引き上げ、ロックを解除します。

     
着脱レバー

AQ9441 ユニバーサルアダプタ

2.  着脱レバーを手前に引き、リアシェルからユニバーサルアダプタをゆっくり引き
抜きます。

     

AQ9441 ユニバーサルアダプタ

リアシェル

2.6　コネクタアダプタの着脱

2-20 IM 735101-01JA



AQ9335C コネクタアダプタの着脱方法
AQ9335C コネクタアダプタは、AQ2200-231 光センサヘッド、AQ2200-232 光センサヘッ
ド、AQ2200-241 光センサヘッド、AQ2200-242 光センサヘッド、AQ2200-215 センサ
モジュール、AQ2200-221 センサモジュール、AQ2200-212 センサモジュール、および
AQ2200-222 デュアルセンサモジュールにて使用できます。

取り付け方
1.  コネクタアダプタのガイドホールとリアシェルのガイドピンが勘合するように差

し込みます。

2.  コネクタアダプタのリングをねじ込み、固定してください。

取り外し方
1.  リングを回して外すとコネクタアダプが取り外せます。

     

AQ9335C コネクタアダプタ

リング

リアシェル
ガイドホール

ガイドピン

光センサヘッド

 光センサヘッドとコネクタアダプタの取り付け方法

     

AQ9335C 
コネクタアダプタ

リング

リアシェル

ガイドホール
ガイドピン

光センサモジュール

 センサモジュールとコネクタアダプタの取り付け方法

2.6　コネクタアダプタの着脱
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2.7 光ファイバケーブルの接続

 注　　意
「ANGLED	PC	ONLY」の光コネクタに、Angled-physical-contact タイプ以外の光ファ
イバを接続しないでください。コネクタのフェルールの端面が傷つく可能性があ
ります。

測定する光ファイバケーブルのコネクタ端面を清掃してから、本機器に接続してくださ
い。ほこりがコネクタ端面に付着していると本機器の光コネクタ部を傷つけてしまい、
正確な測定ができなくなります。

1.  光ファイバケーブルのコネクタ端面を、クリーナの清掃面に強く押し当てます。
2.  端面を押し当てた状態で回転します。
3.  端面を押し当てた状態で移動します。
4.  クリーナの清掃面を変えて、再度 1 ～ 3 の手順を繰り返します。

     

Note
・ 光ファイバケーブルのコネクタ端面の押し当て方が弱いと、きれいに清掃できない場合が

あります。
・ 光ファイバケーブルの専用クリーナとして、NTT-AT 社製の OPTICAL FIBER CONNECTOR 

CLEANER があります。
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2.8 電源の接続

電源を接続する前に
電源を接続する前に、次の警告をお守りください。感電の危険や機器を損傷する恐れが
あります。

 警　　告
・	 供給電源の電圧が、本機器の定格電源電圧に合っていて、使用する電源コードの
最大定格電圧以下であることを確認したうえで、電源コードを接続してください。

・	 フレームコントローラの電源スイッチがOFFになっていることを確認してから、
電源コードを接続してください。

・	 感電や火災防止のため、電源コードおよび 3極 -2 極変換アダプタ ( 日本国内で
のみ使用可 ) は、本機器用のものをご使用ください。

・	 感電防止のため必ず保護接地をしてください。フレームコントローラの電源コー
ドは、保護接地端子のある3極電源コンセントに接続してください。やむを得ず、
2極電源コンセントに接続するときは、付属の 3極 -2 極変換アダプタ ( 日本国
内でのみ使用可 ) を使用して、電源コンセントの保護接地端子に変換アダプタ
の接地線を確実に接続してください。

・	 保護接地線のない延長用コードは使用しないでください。保護動作が無効にな
ります。

・	 使用する電源コードに適合した電源コンセントを使用できず、保護接地ができ
ない場合は、フレームコントローラを使用しないでください。

電源コードの接続
1.  電源スイッチが OFF であることを確認します。
2.  リアパネルの電源コネクタに、電源コードのプラグを接続します。
3.  次の条件を満たす電源コンセントに、電源コードのもう一方のプラグを接続しま

す。電源コンセントは保護接地端子を備えた 3 極コンセントを使用してください。
やむを得ず 2 極コンセントを使用するときは、付属品の 3 極 -2 極変換アダプタ ( 日
本国内でのみ使用可 ) を使用して、アダプタから出ている接地用端子を必ず電源
コンセントの保護接地端子に接続してください。

定格電源電圧 * 100 ～ 240VAC( 自動切換え )
定格電源周波数 50/60Hz
最大消費電力 170VA(AQ2211 の場合 )、580VA(AQ2212 の場合 )　実装モジュール含む

* 本機器は、100V 系と 200V 系のどちらの電源電圧でも使用できます。電源コードは、種類によっ
て最大定格電圧が異なります。本機器に供給される電源電圧が使用する電源コードの最大定
格電圧以下であることを確認のうえ、ご使用ください。

AQ2211/AQ2212

電源コード

3極コンセント

保護接地端子

3極 -2 極変換アダプタ
( 付属品：日本国内
でのみ使用可 )
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電源スイッチの ON
電源スイッチを ON する前に確認すること

・ 本機器が正しく設置されているか :「2.2　本機器の設置」参照
・ 電源コードが正しく接続されているか : 前ページ参照

電源スイッチの ON
1.  フロントパネルにある電源スイッチを押します。

     

電源スイッチの OFF

 注　　意
・	 データ保存中に電源スイッチをOFF にしたり、電源コードを抜くと、保存先の
メディアが故障する恐れがあります。また、保存中のデータは保障されません。
電源スイッチは、データの保存が終了してから、OFF にしてください。

・	 電源をOFF にするときは、BERT モジュールの信号出力をOFF にしてください。
BERT モジュールが故障する恐れがあります。

電源スイッチの OFF
1.  フロントパネルにある電源スイッチを押します。

電源 ON 時の動作
電源スイッチを ON にすると、自動的にセルフテストが開始されます。正常に終了する
と SUMMARY 画面または DETAIL 画面になります。

Note
・ 電源を ON にしても上記の動作が行われないとき、または SUMMARY 画面 /DETAIL 画面に

ならないときは、電源スイッチを OFF にしてから、次のことを確認してください。
・ 電源コードが確実に接続されているか
・ 電源コンセントに正しい電圧が来ているか→前ページをご覧ください。

 確認後に電源スイッチを ON にしても変わらない場合は、お買い求め先まで修理をお申し
つけください。

・ 起動時間 ( 起動画面表示時間 ) は、フレームコントローラに実装済みのモジュールの種類、
数量によって、時間がかかる場合があります。

精度のよい測定を行うには
電源スイッチを ON にしてから、1 時間以上のウォーミングアップをしてください。

2.8　電源の接続
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2.9 レーザ出力ロック機能の解除

インタロックコネクタプラグの接続
レーザ出力安全装置としてインタロックコネクタが装備されています。この端子がオー
プン ( 接続されていない ) 状態では、OPT LOCK 状態となり、光源モジュールからレーザ
を出力できなくなります。付属品のインタロックコネクタプラグ (A1288JA) を本機器背
面の REMOTE INTERLOCK コネクタ端子に接続すると、インタロック状態が解除されます。
レーザ出力するためには、引き続き次の「レーザ出力ロックの解除」が必要です。

  

AQ2211/AQ2212

REMOTE INTERLOCK コネクタ

インタロック
コネクタプラグ
(A1288JA)

Note
インタロック端子がオープン状態の時は、光源モジュールおよび XFP インタフェースモジュー
ル (XFP トランシーバ実装 ) の Opt 欄に Lock と表示されます。

レーザ出力ロックの解除
本機器のインタロックコネクタ端子からインタロックコネクタプラグ (A1288JA) を外
すと、自動的にレーザ出力がロックの状態になります。レーザ出力ロックを解除する
ためには、上述したようにインタロックコネクタプラグをインタロックコネクタ端子
(REMOTE INTERLOCK) に接続してから、以下の操作が必要です。

1.  SYSTEM キーを押します。システム画面が表示されます。
2.  カーソルキーで Lock にカーソルを合わせ、Select のソフトキーまたは ENTER キー

を押します。Lock のポップアップが現れます。
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パスワードを入力する
3.  Password にカーソルを合わせ、ENTER キーを押します。Password 入力画面が表

示されます。

4.  テンキーで４桁数字のパスワードを入力し、ENTER キーを押します。

Note
出荷時のパスワードは「1234」に設定されています。パスワードの変更は、[ フレーム / モジュー
ル編 ](IM 735101-03JA) の「13.4 レーザ出力のロック」をご覧ください。

Lock を解除する
5.  Lock にカーソルを合わせ、ENTER キーを押します。Lock のポップアップが現れ

ます。

6.  Off に カ ー ソ ル を 合 わ せ、OK の ソ フ ト キ ー ま た は ENTER キ ー を 押 し ま す。 
Lock On から Lock Off に変わります。

Note
・ 次のモジュールを実装している場合、本パラメータ ( レーザ出力のロック ) が有効になりま

す。
形名 名称
AQ2200-111 DFB-LD モジュール
AQ2200-112 光源モジュール
AQ2200-141 FP-LD モジュール
AQ2200-142 DUAL FP-LD モジュール
AQ2200-131 Grid TLS モジュール
AQ2200-132 Grid TLS モジュール
AQ2200-136 TLS モジュール
AQ2200-641 XFP インタフェースモジュール

2.9　レーザ出力ロック機能の解除

2-26 IM 735101-01JA



3.1 フレームコントローラ

インタロック (REMOTE INTERLOCK)

 注　　意
仕様を満たさない信号は入力しないでください。本機器を損傷する恐れがありま
す。

インタロックコネクタ
レーザ出力安全装置としてインタロックコネクタが装備されています。この端子がオー
プンの ( 接続されていない ) 状態では、OPT LOCK 状態となり、光源モジュールからレー
ザを出力できなくなります。インタロックコネクタの使用方法は、2.9 節をご覧ください。

  

項目 仕様
コネクタ形式 BNC、接点入力

トリガイン (TRIGGER IN)

 注　　意
仕様を満たさない信号は入力しないでください。過大電圧などにより本機器を損
傷する恐れがあります。

外部トリガ入力端子
センサモジュールが測定を開始するための外部トリガ信号を入力します。

  

項目 仕様
コネクタ形式 BNC
入力レベル TTL レベル
入力パルス幅 50µs 以上
入力インピーダンス 約 5kΩ

第 3 章 外部入出力
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トリガアウト (TRIGGER OUT)

 注　　意
TRIG	OUT	端子に外部から電圧を加えないでください。本機器を損傷する恐れがあ
ります。

外部トリガ出力端子
センサモジュールの測定タイミングにあわせて、外部トリガ信号を出力します。

  

項目 仕様
コネクタ形式 BNC
出力レベル TTL レベル
出力パルス幅 約 50µs
出力インピーダンス 約 100Ω

3.1　フレームコントローラ
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3.2 光センサモジュール

アナログアウト (ANALOG OUT)
アナログ信号出力端子
センサに入力された光信号のレベルに応じた電圧レベルを出力します。
ケーブル長は 3 ｍ以内でご使用ください。
AQ2200-202、AQ2200-212 以外

  
ANALOG  OUT

項目 仕様
コネクタ形式 ミニプラグ
出力レベル

AUTO モード 各パワーレンジ毎で測定パワー (W) に比例し約 0 ～ 2V 出力
LINEAR モード 測定パワー (W) 設定範囲内に比例し約 0 ～ 2V 出力
LOG モード 測定パワー (dBm) 設定範囲内に比例し約 0 ～ 2V 出力

出力インピーダンス 約 1kΩ

AQ2200-202、AQ2200-212

  
ANALOG OUT 1 ANALOG OUT 2

項目 仕様
コネクタ形式 BNC コネクタ
出力レベル

AUTO POWER モード 各パワーレンジ毎で測定パワー (W) に比例し約 0 ～ 2V または約 0
～ 5V 出力

LINEAR POWER モード 測定パワー (W) 設定範囲内に比例し約 0 ～ 2V または約 0 ～ 5V 出
力

LOG POWER モード 測定パワー (dBm) 設定範囲内に比例し約 0 ～ 2V または約 0 ～ 5V
出力

TRIGGER モード 0V/2V または 0V/5V のパルス出力
出力インピーダンス 約 100Ω
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3.3 BERT モジュール

 注　　意
本機器は 10Gbit/s レートの高速信号を取り扱う精密な測定器です。次の注意事項
をお守りいただけない場合は、性能仕様を満たすことができません。故障の原因
になる場合があります。

・	 フレームコントローラからモジュールを抜くときは、出力をOFF にしてくださ
い。

・	 フレームコントローラの電源をOFF にするときは、出力をOFF にしてください。
・	 入出力端子に接続ケーブルを着脱するときには、出力をOFF にしてください。
・	 入出力端子と接続ケーブルの接続には、トルクレンチを用いて規定のトルクで
コネクタを締め付けてください。

・	 DATA	OUT、DATA	OUT、CLOCK	OUT、CLOCK	OUT の出力端子は開放せず、
50Ω負荷 ( 添付の終端器など ) で終端してください。また出力端子に接続した
ケーブル端も同様に、50Ω負荷で終端してください。

・	 入力端子には、規定された最大入力電圧以上の信号を入力しないでください。
・	 入出力端子にケーブルを接続する場合は、アースリストを用いて静電気が帯電
しないようにしてください。

	 また、ケーブルに静電気が帯電していると故障の原因になります。静電気を放
電してから接続してください。

・	 DUT*1 と接続する場合は、必ず出力をOFF にしてください。
・	 フレームコントローラを電源に接続するときは、3線式電源コンセントを使用
するか、接地線を使用して確実に接地してください。

・	 本モジュールの入出力端子に接続するコネクタは、規格に適合したコネクタを
ご使用ください。規格外のコネクタを接続すると、入出力端子およびコネクタ
が破損する場合があります。

・	 入出力端子にコネクタを接続するときは、入出力端子とコネクタが斜めになら
ないように、まっすぐ接続してください。斜めに接続すると、入出力端子やコ
ネクタの芯線が破損することがあります。

・	 出力端子には外部から電圧を加えないでください。

*1	DUT：Device	Under	Test。被試験デバイス。

光変調器用データ出力端子 (DATA OUT TO OPTICAL MODULATOR)
非反転データ出力端子です。光変調モジュールと組み合わせる場合に使用します。

  

項目 仕様
コネクタ形式 3.5mm-Femail
出力レベル 0.50 ± 0.1Vpp
オフセット電圧 0V 固定
クロスポイント 50%( 公称値 )
出力終端条件 50ΩAC 終端
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データ出力端子 (DATA OUT、DATA OUT)
10Gbit/s レートの非反転 / 反転データを出力します。

  

項目 仕様
コネクタ形式 3.5mm-Femail
出力レベル 0.5 ～ 2.0Vpp(10mV ステップ )
オフセット電圧 － 2 ～ +3V(10mV ステップ )
クロスポイント 30 ～ 70%(1% ステップ )
出力終端条件 50ΩAC 終端 /DC 終端どちらでも可能
ビットレート 9.95 ～ 11.32Gbit/s
データ形式 NRZ
Tr/Tf(20%-80%) 25ps 以下

クロック信号出力端子 (CLOCK OUT、CLOCK OUT)
10GHz の非反転 / 反転クロック信号を出力します。

  

項目 仕様
コネクタ形式 SMA-Femail
出力レベル 0.6Vpp(Typ.)AC 結合
オフセット電圧 － 2 ～ +3V(10mV ステップ )
出力終端条件 50ΩAC 終端 /DC 終端どちらでも可能
Tr/Tf(20%-80%) 25ps 以下
デューティ 50% ± 10%

データ入力端子 (DATA IN 1 (CDR))
ED にデータを入力します (CDR 内蔵 )。

  

項目 仕様
コネクタ形式 3.5mm-Femail
入力レベル 0.1 ～ 0.7Vpp
最小入力感度 100mVpp 以下
スレッショルド電圧 ± 0.35V(1mV ステップ )
入力終端条件 50ΩAC 結合
ビットレート 9.95 ～ 11.32Gbit/s
ビットレート許容範囲 PPG の動作ビットレートに対して± 100ppm
データ形式 NRZ

3.3　BERT モジュール
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データ入力端子 (DATA IN 2)
10Gbit/s レートのデータを入力します。

  

項目 仕様
コネクタ形式 3.5mm-Femail
入力レベル 0.1 ～ 0.6Vpp
最小入力感度 100mVpp 以下
スレッショルド電圧 ± 0.3V(1mV ステップ )
入力終端条件 50ΩAC 結合
ビットレート 9.95 ～ 10.71Gbit/s

クロック信号入力端子 (CLOCK IN)
10Gbit/s レートのクロック信号を入力します。

  

項目 仕様
コネクタ形式 SMA-Femail
入力レベル 0.2 ～ 0.6Vpp
入力終端条件 50ΩAC 結合
周波数 データ入力 (DATA IN2) に同期した同じ周波数

外部クロック信号入力端子 (EXT CLOCK IN)
BERT モジュール内部の SG を用いずに、10GHz の外部クロック信号で動作させる場合に、
10GHz のクロック信号を入力します。

  

項目 仕様
コネクタ形式 SMA-Femail
入力レベル 0.4 ～ 1.0Vpp
入力終端条件 50ΩAC 結合 /DC 結合どちらでも可能
周波数 ビットレートの 1/1( 同一の周波数 )
デューティ 50%( 公称値 )

外部同期信号入力端子 (REF CLOCK IN)
BERT モジュール内部の SG を用いずに、外部のクロック信号と同期させる場合に、
10Gbit/s レートの 1/16 または 1/64 の周波数の基準信号を入力します。

  

項目 仕様
コネクタ形式 SMA-Femail
入力レベル 0.4 ～ 1.0Vpp
入力終端条件 50ΩAC 結合
周波数 ビットレートの 1/16 または 1/64
デューティ 50%( 公称値 ) の矩形波

3.3　BERT モジュール
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トリガ出力信号端子 (TRIGGER OUT)
選択されたトリガ信号 ( クロック、パターン、エラー ) を出力します。

  

項目 仕様
コネクタ形式 SMA-Femail
出力レベル 0.6Vpp ± 0.3V
出力終端条件 50ΩAC 終端 /DC 終端どちらでも可能

3.3　BERT モジュール
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3.4 光変調モジュール

 注　　意
・	 データ入力端子にケーブルを接続する場合は、アースリストを用いて静電気が
帯電しないようにしてください。また、ケーブルに静電気が帯電していると故
障の原因になります。静電気を放電してから接続してください。

・	 コネクタに Uリンクケーブル、または接続ケーブルで接続する際には、本機器
のコネクタとケーブル端のコネクタの種類を合わせ、正しく接続してください。
規定外のコネクタを接続しようとすると、コネクタが破損する場合があります。

・	 データ入力端子には、最大入力レベルを超える電圧を加えないでください。

データ入力端子 (DATA IN)
BERT モジュールの PPG の DATA OUT(TO OPTICAL MODULATOR) 端子と、U リンク ( オ
プション ) または同軸ケーブルを使用して接続します。

  

項目 仕様
コネクタ形式 3.5mm(Jack) 相当
入力レベル 0.5 ± 0.1Vpp(AC 結合 )
絶対最大入力レベル 1.2Vpp(AC 結合 )
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3.5 光復調モジュール

 注　　意
・	 データ出力端子にケーブルを接続する場合は、アースリスト等を用いて静電気
が帯電されないようにしてください。また、接続ケーブルに静電気が帯電して
いると故障の原因になりますので、放電させてから接続してください。

・	 コネクタに Uリンクケーブル、または接続ケーブルで接続する際には、本機器
のコネクタとケーブル端のコネクタの種類を合わせ、正しく接続してください。
規定外のコネクタを接続しようとすると、コネクタが破損する場合があります。

・	 データ出力端子に外部から電圧を加えないでください。本機器を損傷する恐れ
があります。

データ出力端子
BERT モジュールの ED の DATA IN 端子と、U リンク ( オプション ) または同軸ケーブル
を使用して接続します。

  

項目 仕様
コネクタ形式 3.5mm(Jack) 相当
飽和出力レベル 0.3Vpp 以上 (AC 結合 )

3-9IM 735101-01JA
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3.6 XFP インタフェースモジュール

 注　　意
・	 入出力端子に接続ケーブルを着脱するときには、出力をOFF にしてください。
・	 入出力端子と接続ケーブルの接続には、トルクレンチを用いて規定のトルクで
コネクタを締め付けてください。

・	 データ出力端子およびクロック出力端子は開放せず、50Ω負荷 ( 添付の終端器
など ) で終端してください。

	 また出力端子に接続したケーブル端も同様に、50Ω負荷で終端してください。
・	 入力端子には、規定された最大入力電圧以上の信号を入力しないでください。
・	 入出力端子にケーブルを接続する場合は、アースリストを用いて静電気が帯電
しないようにしてください。

	 また、ケーブルに静電気が帯電していると故障の原因になります。静電気を放
電してから接続してください。

・	 本モジュールの入出力端子に接続するコネクタは、規格に適合したコネクタを
ご使用ください。規格外のコネクタを接続すると、入出力端子およびコネクタ
が破損する場合があります。

・	 入出力端子にコネクタを接続するときは、入出力端子とコネクタが斜めになら
ないように、まっすぐ接続してください。斜めに接続すると、入出力端子やコ
ネクタの芯線が破損することがあります。

・	 出力端子には外部から電圧を加えないでください。

外部クロック入力端子 (REF CLOCK IN)
外部のクロック信号と同期させてトランシーバを動作させる場合に、10Gbit/s レートの
1/64 の周波数の基準信号を入力します。

  

REF CLOCK IN

(FROM TRIGGER OUT)

項目 仕様
コネクタ形式 SMA-Femail
入力レベル 0.6Vpp ± 0.3V
周波数 ビットレートの 1/64

データ出力端子 (DATA OUT、DATA OUT)
10Gbit/s の非反転 / 反転データが出力されます。

  

DATA OUT 

(TO DATA IN 1)

DATA OUT

項目 仕様
コネクタ形式 3.5mm-Femail
データ形式 NRZ
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データ入力端子 (DATA IN、DATA IN)
10Gbit/s の非反転 / 反転データを入力します。

  

DATA IN 

(FROM DATA OUT) 

DATA IN

(FROM DATA OUT)

項目 仕様
コネクタ形式 3.5mm-Femail
データ形式 NRZ

3.6　XFP インタフェースモジュール
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3.7 トランシーバ I/F モジュール

 注　　意
・	 本モジュールのコネクタに接続するケーブルのコネクタは、規格に適合したコ
ネクタをご使用ください。規格外のコネクタを接続すると、入出力ピンおよび
コネクタが破損する場合があります。

・	 コネクタに接続ケーブルを着脱するときには、出力をOFF にしてください。
・	 SIGNAL コネクタの入力ピン (I/O 属性が I) には、規定された最大入力電圧以上
の信号を入力しないでください。

・	 POWER	SUPPLY コネクタの PS1 ～ PS5 の合計の最大消費電力は 28W以下でご
使用ください。

・	 POWER	SUPPLY コネクタは１A/pin 以下でご使用ください。

電源供給ポート (POWER SUPPLY)
トランシーバに電源を供給します。

  

D-Sub 25ピンレセプタクル

1

13

14

25

POWER SUPPLY

28W MAX

項目 仕様
コネクタ形式 D-SUB25 ピン
最大出力電力 28W

ピン No. 信号名 仕様 ピン No. 信号名 仕様
1 PS1 5.250V、1A/pin 14 GND 1A/pin
2 PS1 5.250V、1A/pin 15 GND 1A/pin
3 PS2 3.465V、1A/pin 16 GND 1A/pin
4 PS2 3.465V、1A/pin 17 GND 1A/pin
5 PS2 3.465V、1A/pin 18 GND 1A/pin
6 PS2 3.465V、1A/pin 19 GND 1A/pin
7 PS3 1.890V、1A/pin 20 GND 1A/pin
8 PS3 1.890V、1A/pin 21 GND 1A/pin
9 PS4 －5.460V、1A/pin 22 GND 1A/pin
10 PS4 －5.460V、1A/pin 23 GND 1A/pin
11 PS4 －5.460V、1A/pin 24 GND 1A/pin
12 PS5 5.0V、1A/pin

3.3V、1A/pin
25 GND 1A/pin

13 PS5 5.0V、1A/pin
3.3V、1A/pin
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制御 / モニタ信号ポート (SIGNAL)
トランシーバの制御信号を設定、および電源電圧 / ステータス信号を監視します。

  

VHDCI 68 ピンレセプタクル

1

34

35

68

SIGNAL

ピン No. 信号名 I/O 仕様 ピン No. 信号名 I/O 仕様
1 GND － － 35 CTRL17(3.3V) O 3.3V CMOS
2 MDC O 1.2V CMOS 36 GND － －
3 GND － － 37 CTRL16(3.3V) O 3.3V CMOS
4 MDIO I/O 1.2V CMOS 38 GND － －
5 GND － － 39 CTRL15(3.3V) O 3.3V CMOS
6 GND － － 40 GND － －
7 GND － － 41 CTRL14(3.3V) O 3.3V CMOS
8 SCL I/O 3.3V CMOS 42 GND － －
9 GND － － 43 CTRL13(3.3V) O 3.3V CMOS
10 SDA I/O 3.3V CMOS 44 GND － －
11 GND － － 45 CTRL12(3.3V) O 3.3V CMOS
12 CTRL11(3.3V) O 3.3V CMOS 46 GND － －
13 GND － － 47 CTRL10(3.3V) O 3.3V CMOS
14 CTRL09(3.3V) O 3.3V CMOS 48 GND － －
15 GND － － 49 CTRL08(3.3V) O 3.3V CMOS
16 CTRL07(1.2V) O 1.2V CMOS 50 GND － －
17 GND － － 51 CTRL06(1.2V) O 1.2V CMOS
18 CTRL05(1.2V) O 1.2V CMOS 52 GND － －
19 GND － － 53 CTRL04(1.2V) O 1.2V CMOS
20 CTRL03(1.2V) O 1.2V CMOS 54 GND － －
21 GND － － 55 CTRL02(1.2V) O 1.2V CMOS
22 CTRL01(1.2V) O 1.2V CMOS 56 GND － －
23 GND － － 57 AIN06 I －
24 AIN05 I － 58 GND － －
25 AIN COM － － 59 AIN04 I －
26 AIN03 I － 60 AIN COM － －
27 AIN COM － － 61 AIN02 － －
28 AIN01 I － 62 AIN COM － －
29 APS R1 I － 63 APS R1 COM I －
30 PS5 SENS I － 64 PS5 COM I －
31 PS4 SENS I － 65 PS$ COM I －
32 PS3 SENS I － 66 PS3 COM I －
33 PS2 SENS I － 67 PS2 COM I －
34 PS1 SENS I － 68 PS1 COM I －

項目 仕様
コネクタ形式 SFF-8441 VHDCI 68 ピン

3.7　トランシーバ I/F モジュール
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3.8 SG モジュール

 注　　意
・	 フレームコントローラからモジュールを抜くときは、出力をOFF にしてくださ
い。

・	 フレームコントローラの電源をOFF にするときは、出力をOFF にしてください。
・	 入出力端子に接続ケーブルを着脱するときには、出力をOFF にしてください。
・	 入出力端子と接続ケーブルの接続には、トルクレンチを用いて規定のトルクで
コネクタを締め付けてください。

・	 REF	OUT、10MHz	REF	OUTの出力端子は開放せず、50Ω負荷 (添付の終端器など )
で終端してください。また出力端子に接続したケーブル端も同様に、50Ω負荷
で終端してください。

・	 入力端子には、規定された最大入力電圧以上の信号を入力しないでください。
・	 DUT との接続を行う場合には、必ず出力をOFF にしてください。
・	 本モジュールの入出力端子に接続するコネクタは、規格に適合したコネクタを
ご使用ください。規格外のコネクタを接続すると、入出力端子およびコネクタ
が破損する場合があります。

・	 入出力端子にコネクタを接続するときは、入出力端子とコネクタが斜めになら
ないように、まっすぐ接続してください。斜めに接続すると、入出力端子やコ
ネクタの芯線が破損することがあります。

・	 出力端子には外部から電圧を加えないでください。

クロック信号出力 (RF OUT CH1 ～ CH5)
622MHz 帯 ( 出力レート：1/1) または、155MHz 帯 ( 出力レート：1/4) のクロック信号
が出力されます。

  

CH1

項目 仕様
コネクタ形式 SMA-Femail
振幅 0.8Vp-p ± 0.2Vp-p、1.3Vp-p ± 0.2Vp-p
周波数 620.0 ～ 720.0MHz（1/1 レート設定時）

155.0 ～ 180.0MHz（1/4 レート設定時）

外部同期信号入力 (10MHz REF IN)
外部信号と同期させてクロック信号 (RF OUT) を出力させる場合に、10MHz の基準信号
を入力します。

  

10MHz REF IN

1.5Vp-p MAX

項目 仕様
コネクタ形式 SMA-Femail
振幅 300mVp-p ～ 1200mVp-p
絶対最大定格 1.5Vp-p
周波数範囲 10MHz ± 2.0ppm
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外部同期信号出力 (10MHz REF OUT)
外部信号をクロック信号 (RF OUT) と同期させる場合に、10MHz の基準信号を出力します。

  

10MHz REF OUT

項目 仕様
コネクタ形式 SMA-Femail
振幅 800mVp-p ± 200mVp-p
周波数 10MHz ± 2.0ppm（内部発振器使用時）

10MHz REF IN に入力された信号に依存（外部リファレンス信号使用時）

3.8　SG モジュール
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4.1 故障かな？ちょっと調べてみてください

異常時の対処法
• 画面にメッセージが表示されているときは、次ページ以降をお読みください。
• サービスが必要なとき、または対処方法どおりにしても正常に動かないときは、お買

い求め先まで修理をお申しつけください。

内容 考えられる原因 対処方法 参照節
電源が入らない 電源が接続されていません。 フレームコントローラの電源ケーブルの接続を

確認し、ゆるんでいる場合は完全に接続してく
ださい。

2.8 節

パネル操作ができない リモート状態になっています。 ソフトキーに LOCAL 表示がある状態は、GP-IB
等のリモート状態です。パネル操作をする場合
は、リモートコントローラからのリモート状態
の解除、もしくは LOCAL を押し、ローカル状態
にしてください。

IM 735101-17JA
の 1.1、2.1、3.1
節

レーザ光が出力しない 
( 光源モジュール )

光出力がロックされています。 光出力がロックされている場合、画面表示の
Opt 欄に Lock と表示されます。システム設定で
レーザ出力のロックを解除してください。
解除できないときは、フレームコントローラ
背面のインタロックコネクタにインタロック
ショートプラグが実装されていない可能性があ
ります。プラグを実装した後、Lock を OFF に設
定してください。

2.9 節

パスワードがわからない 
( 光源モジュール )

初期値は 1234 です。変更したときは忘れないよ
うにしてください。

PPG-ED 折り返しで同期
がとれない 
(BERT モジュール )

ケーブルが接続されていません。 ケーブルの接続を確認し、ゆるんでいる場合は
完全に接続してください。

2.5 節

PPG の Interface 設定が Electric に
なっていません。

PPGIF の設定を確認し、Optic になっている場合
は Electric に設定を変更してください。

IM 735101-03JA
の 9.2 節、
IM 735101-04JA
の 7.4 節、
4-2 ページ

入力ポートの設定が違います。 ED の入力ポートの設定 (DATA IN 1、DATA IN 2)
と実際の接続を確認し、設定と接続が違ってい
る場合はあわせてください。

PPG 出力が ON になっていません。 Signal output を確認し、OFF の場合は出力を
ON にしてください。

PPG と ED の設定があっていませ
ん ( 設定：Pattern、PRBS length、
Program length、Logic 等 )

PPG と ED の DAT 設定を確認し、設定が異なる
場合はあわせてください。

データの振幅が小さいです。 Data amplitude の値を確認し、振幅が小さい場
合は変更してください。

データのしきい値がエラーが発生す
る値になっています。

Data threshold の値を確認し、しきい値が適正で
ない場合はあわせてください。

DATA IN 2 の場合、データとクロッ
クの位相があっていません。

DATA IN 2 を使用する場合、入力されるクロッ
クはフェーズシフタにより外部で位相調整する
必要があります。位相調整していない場合は、
フェーズシフタで調整してください。

PPG-ED 折り返しでエ
ラーが発生する 
(BERT モジュール )

PPG と ED でパターンがあっていま
せん。

PPG と ED の Pattern を確認し、設定が異なる場
合はあわせてください。

IM 735101-03JA
の 9.2 節、
IM 735101-04JA
の 7.4 節、
4-2 ページ

Error-add が ON になっています。 Error-add を確認し、ON になっている場合は
OFF にしてください。

データの振幅が小さいです。 Data amplitude の値を確認し、振幅が小さい場
合は変更してください。

データのしきい値があっていませ
ん。

Data threshold の値を確認し、しきい値が適正で
ない場合はあわせてください。

第 4 章 トラブルシューティングと保守・点検
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内容 考えられる原因 対処方法 参照節
出力波形がきたない 
(BERT モジュール )

ケーブルがしっかり接続されていま
せん。

ケーブルの接続を確認し、ゆるんでいる場合は
完全に接続してください。

2.5 節

未使用の出力端子が終端されていま
せん。

出力端子を確認し、オープンの場合は、添付の
終端器で終端してください。

2.5 節

ケーブルやコネクタは高周波特性の
良い物を使用していません。

ケーブルやコネクタを確認し、高周波特性の良
い物を使用していない場合は、高周波特性の良
い物に交換してください。

－

OE で LOS アラームが表
示される 
(10 Gbit/s オプティカル
モジュレータ )

光ファイバの端面が汚れてます。 光ファイバの端面を確認し、汚れている場合は
清掃してください。

2.7 節

光ファイバが接続されていません。 光ファイバの接続を確認し、ゆるんでいる場合
は完全に接続してください。

OE の受光パワーが最小受光感度以下
です。

入力信号の光パワーを確認し、最小受光感度以
下の場合は、光 AMP を挿入してください。

－

LD 光源の出力が OFF になっていま
す。

LD 光源の出力状態を確認し、OFF になっている
場合は ON にしてください。

－

LD 光源の出力パワー設定が低すぎま
す。

LD 光源の出力パワー設定を確認し、設定が低す
ぎる場合は、適正な値に設定してください。

－

OE の OVERLOAD アラー
ムが表示される 
(10 Gbit/s オプティカル
モジュレータ )

OE の受光パワーが過大です。 入力信号の光パワーを確認し、過大な場合は、
保護用光 ATT を挿入してください。

－

同期がとれないエラーが
発生する 
(10 Gbit/s オプティカル
モジュレータ / レシーバ )

PPG の Interface 設定が Optic になっ
ていません。

PPGIF の設定を確認し、Electric になっている場
合は Optic に設定変更してください。

IM 735101-03JA
の 9.2 節、
IM 735101-04JA
の 7.4 節

OE の出力が ON になっていません。 OE の Data output を確認し、OFF の場合は出力
を ON してください。

OE の受光パワーが受光範囲レベルに
ありません。

入力信号の光パワーを確認し、受光範囲レベル
にない場合は、受光範囲になるよう光 ATT また
は光 AMP 等を挿入してください。

－

LD の波長帯と EO の波長帯があって
いません。

LD の波長帯と EO の波長帯を確認し、あってい
ない場合は波長帯のあった機器を使用してくだ
さい。
EO の AQ2200-621 は 1.5µm 帯、AQ2200-622 は
1.3µm 帯で使用してください。

－

LD と EO を接続する PMF の偏波方
向があっていません。

/P オプションの PMF を使用してください。 2.5 節

PPG と ED の論理設定、EO の
ABCslope 設定が矛盾しています。

確認のため、一度すべて Positive に設定し直し
て動作を確認ください。

IM 735101-03JA
の 9.2 節、
IM 735101-04JA
の 7.4 節

OE のデータのしきい値の値があって
いません。

OE の Data threshold の値を確認し、しきい値が
適正でない場合はあわせてください。

BERT モジュールの点検
仕様の一部を試験し本モジュールの点検ができます。

推奨試験機器
パフォーマンス試験に必要な測定器を下表に示します。
代替機器は、下表の性能を上回る測定器であれば使用可能です。

推奨試験機器
品名 必要性能 推奨機器
ディジタルオシロスコープ Digital Communications Analyzer

Dual Channel 50GHz Electrical
Plug-In Module

Agilent 製 86100A
Agilent 製 83484A

フェーズシフタ 3.5mm コネクタタイプ ヒロセ電機製 HLS-JJ-13
アッテネータ 10dB(3.5mm コネクタタイプ )

20dB(3.5mm コネクタタイプ )
INMET 製 41KC-10
INMET 製 41KC-20

同軸ケーブル 3.5mm コネクタタイプ
SMA コネクタタイプ

4.1　故障かなちょっと調べてみてください
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BER 測定 ( クロックリカバリあり )
この試験は、PPG-ED を折り返して BER 測定をすることで、SG-PPG-ED(CDR) のモジュー
ルの正常性を点検します。

・ 手順
1.  AQ2200-601 10Gbit/s BERT モジュールの ED の DATA IN 1 端子 (CDR 内蔵 ) に

10dB のアッテネータを挿入して、PPG の DATA OUT 端子と同軸ケーブルで接続
します。

2.  AQ2200-601 10Gbit/s BERT モジュールの設定は、以下のとおりです。
PPGIF： Electric Setup： Couple
Data offset： 0.00 V Pattern： PRBS
Data cross point： 50% PRBS length： PRBS31
Clock source： Internal Error mode： Single
Bitrate： 11.32Gbit/s Logic： Positive
Bitrate offset： 0ppm Meas mode： Single
Clock offset： 0.00V Meas day： 0 day
Input select： DataIn 1(CDR) Meas time： 5 min
Data threshold： 0mV Disp mode： Current
Auto sync： ON

3.  本機器の Data amplitude を 0.5V に設定し、BER 測定をして、5 分間エラーフリー
であることを確認します。

4.  同様に Data amplitude を 2.0V に設定し、BER 測定をして、5 分間エラーフリー
であることを確認します。

・ 接続図

   

DATA  

IN 1(CDR) 

SF 104 /2x11PC3.5-42 700mm
同軸ケーブル

ATT10dB 
41KC-10 

DATA IN 1(CDR)

DATA OUT

ATT
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BER 測定 ( クロックリカバリなし )
この試験は、PPG-ED を折り返して BER 測定をすることで、SG-PPG-ED(CDR なし ) のモ
ジュールの正常性を点検します。

・ 手順
1.  本機器の ED の DATA IN 2 端子 (CDR なし ) に 10dB のアッテネータを挿入して、

PPG の DATA OUT 端子と同軸ケーブルで接続します。

2.  本機器の ED の CLOCK IN 端子にフェーズシフタを挿入して、PPG の CLOCK OUT
端子と同軸ケーブルで接続します。

3.  AQ2200-601 10GBERT モジュールの設定は、以下のとおりです。
PPGIF： Electric Setup： Couple
Data offset： 0.00V Pattern： PRBS
Data cross point： 50% PRBS length： PRBS31
Clock source： Internal Error mode： Single
Bitrate： 10.71Gbit/s Logic： Positive
Bitrate offset： 0ppm Meas mode： Single
Clock offset： 0.00V Meas day： 0 day
Input select： DataIn 2 Meas time： 5 min
Data threshold： 0mV Disp mode： Current
Auto sync： ON

4.  本機器の Data amplitude を 0.5V に設定し、BER 測定をして、5 分間エラーフリー
であることを確認します。

5.  同様に Data amplitude を 2.0V に設定し、BER 測定をして、5 分間エラーフリー
であることを確認します。

・ 接続図

   
T 

SF 104 /2x11PC3.5-42 700mm
同軸ケーブル

ATT10dB 
41KC-10 

DATA IN 2
DATA OUT 

フェーズ
シフタ

ATT 

T

CLOCK IN 

ATT 
CLOCK OUT 

ATT3dB 
41KC-3 
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解決できない場合
原因がわからないとき、元の状態に戻すことができない場合などは、お買い求め先まで
ご連絡ください。
なお、連絡の際には、次のことを事前にご確認ください。

機器名称
  フレームコントローラの場合は背面の銘板に、モジュールの場合は側面の銘板に記さ

れています。
本体のソフトウエアバージョン
  フレームコントローラのソフトウエアバージョンは、SYSTEM 画面のメニューの中の

Information にて確認してください。
各モジュールのソフトウエアバージョン
  各モジュールのソフトウエアバージョンは、Information のソフトキーにて確認して

ください。
現象

• どのような環境で使用したのか？
 屋内 / 屋内、温度、実装モジュールの種類
• 何をしているときに、どのようなことが起きたのか？
 例：パネル操作 / リモート制御でフリーズした
• 設定はどのようになっているか？
• 画面に表示されているメッセージ
 表示画面、エラーメッセージ

トラブル発生日時

4.1　故障かなちょっと調べてみてください
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4.2 エラーメッセージ

エラーメッセージ
本機器を使用中に、画面にメッセージが表示されることがあります。その意味と対処方
法を説明します。対処方法でサービスが必要なときは、お買い求め先にお問い合わせく
ださい。これら以外にも通信関連のエラーメッセージがあります。これらは通信インタ
フェース ユーザーズマニュアル (IM 735101-17JA) に記載されています。

フレームコントローラ
コード エラーメッセージ 内容 対処方法
600 File System Error ファイルシステムが異常です。 別の USB メモリで再確認してください。再度同じメッ

セージが表示される場合は、サービスが必要です。
649 Unknown file or 

folder
指定されたファイルまたはフォルダが見
つかりません。

ファイル名またはフォルダ名を確認してください。

678 USB memory can not 
be recognized

USB メモリが認識できません。 動作が確認されている USB メモリについては、最寄り
の営業所へお問い合わせください。

729 Module Not 
Implement

ファイルを読み込む ( ロード ) 対象のモ
ジュールが実装されていません。

ファイルを読み込む ( ロード ) 対象のモジュールを実装
してください。

730 File Sum Check Error ファイルが破損している可能性がありま
す。または、AQ2201/AQ2202 フレーム
コントローラで保存した設定ファイルが
読み込めませんでした。

読み込むファイルをもう一度用意してください。
AQ2201/AQ2202 フレームコントローラで保存した設
定ファイルは読み込めません。AQ2211/AQ2212 フレー
ムコントローラで設定ファイルを作成してください。

731 File Already Exist 同じファイルが存在します。 読み込むファイルを確認してください。間違いがなけ
れば、既にあるファイルを削除してください。

732 File Open Error ファイルが読み込めません。ファイルが
破損している可能性があります。

読み込むファイルをもう一度用意してください。

733 Module Type Error 読み込むファイルに保存されているモ
ジュールの種類と、実装されているモ
ジュールの種類が一致してません。

読み込むファイルに保存されているモジュールの種類
と、実装されているモジュールの種類を一致させてく
ださい。

734 Illegal Parameter 読み込むファイルに保存されているモ
ジュールの設定値が不正です。

モジュールの設定値が正しく保存されているファイル
を用意してください。

735 Product Error 読み込むファイルに保存されているモ
ジュールの製品名と、実装されているモ
ジュールの製品名が一致してません。

読み込むファイルに保存されているモジュールの製品
名と、実装されているモジュールの製品名を一致させ
てください。

736 Option Error 読み込むファイルに保存されているモ
ジュールのオプション情報と、実装され
ているモジュールのオプション情報が一
致してません。

読み込むファイルに保存されているモジュールのオプ
ション情報と、実装されているモジュールのオプショ
ン情報を一致させてください。

737 Software Version 
Error

読み込むファイルに保存されているモ
ジュールのソフトウエアのバージョン
と、実装されているモジュールのソフト
ウエアのバージョンが一致してません。

読み込むファイルに保存されているモジュールのソフ
トウエアのバージョンと、実装されているモジュール
のソフトウエアのバージョンを一致させてください。

738 File Size Error 読み込むファイルのデータ領域のサイズ
が不正です。

AQ2201/AQ2202 フレームコントローラで保存した設
定ファイルは読み込めません。AQ2211/AQ2212 フレー
ムコントローラで設定ファイルを作成してください。

741 Module Error 読み込むファイルに保存されているモ
ジュールの種類が不正です。

正しいモジュールの種類が保存されているファイルを
用意してください。

742 Format Version Error 読み込むファイルのフォーマット形式の
バージョンと、実装されているモジュー
ルのフォーマット形式のバージョンが一
致していません。

読み込むファイルのフォーマット形式のバージョンと、
実装されているモジュールのフォーマット形式のバー
ジョンを一致させてください。

743 SG Module Error ファイルを読み込む ( ロード ) 対象の SG
モジュールが実装されていません。

ファイルを読み込む ( ロード ) 対象の SG モジュールを
実装してください。

744 ATTN Module Error ファイルを読み込む ( ロード ) 対象の
ATTN モジュールが実装されていません。

ファイルを読み込む ( ロード ) 対象の ATTN モジュール
を実装してください。

745 Data Size Error データの容量が大きすぎて保存できませ
ん。

測定結果を CSV 形式で保存できるのは、1 つのファイ
ルで 65536 行分のデータ量です。このデータ量以下に
なるように、測定結果を分けて保存してください。

746 File Name Error 同じファイル名が存在します。 別のファイル名で保存してください。
747 File Delete Error ファイルが破損している可能性がありま

す。
別の USB メモリで再確認してください。再度同じメッ
セージが表示される場合は、サービスが必要です。
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コード エラーメッセージ 内容 対処方法
748 File Log File Error ファイル名を自動生成して保存したファ

イル数が 999 を超えました。
ファイル名を自動生成して保存できるファイルの数は
999 です。ロギングをするときは、このファイル数以
下になるように、ロギングデータを分けて保存してく
ださい。

919 Hardware failed, 
and needs to be 
repaired. Please 
contact Yokogawa's 
representatives.

システムが異常です。 サービスが必要です。

920 Incorrect date and 
time setting. Set the 
correct date and time

日付・時刻の設定が正しくありません。 正しく設定してください。

921 The writing 
processing to the 
EEPROM failed

システムが異常です。 サービスが必要です。

992 Cannot Operate 
During Measuring

測定中のため、操作できません。 測定が終了してから操作してください。

993 Cannot Operate 
During Zero Set

ゼロセット実行中のため、操作できませ
ん。

ゼロセットが終了してから操作してください。

994 Cannot Operate 
During Updating

アップデート中のため、操作できません。アップデートが終了してから操作してください。

995 Device Already In Use ORL アプリケーションで使用するモ
ジュールが正しく選択されていません。

使用するモジュールを確認してください。

997 Application Internal 
Error

システムが異常です。 サービスが必要です。

998 Sequence Conflict コマンド命令の実行中に次のコマンド命
令を受信しました。

コマンド命令が終了してから、次のコマンドを送信し
てください。

999 Command Not 
Found

システムが異常です。 サービスが必要です。

1000 FAN Alarm ファンが停止しました。 電源 OFF 後、再起動してください。
再度同じメッセージが表示される場合はサービスが必
要です。

1002 Password Error 入力されたパスワードが不一致です。 パスワードを確認後、再入力してください。
1003 Slot Empty 指定されたスロットが空です。 モジュールが指定スロットに実装されているか確認し

てください。
1006 Initialization Error 初期化に失敗しました。 電源 OFF 後、再起動してください。

再度同じメッセージが表示される場合はサービスが必
要です。

1007 Update Error ソフトウエアのアップデートに失敗しま
した。

電源 OFF 後、再起動してください。
再度同じメッセージが表示される場合はサービスが必
要です。

1008 Memory Check Error 起動時のメモリエラーチェックで異常が
発生しました。

電源 OFF 後、再起動させてください。
再度同じメッセージが表示される場合はサービスが必
要です。

1010 No Media メディア (USB メモリ ) が実装されてい
ません。

メディアを実装してください。

1011 Media Full メディア (USB メモリ ) の書込み容量が
足りません。

ファイルを削除して空き容量を増やす、またはメディ
アを交換してください。

1012 Corrupt Error メディア (USB メモリ ) が壊れている可
能性があります。または、ファイル数が
多すぎます。メディアのフォーマットが
FAT の場合は、ファイル数に制約があり
ます。

ファイルを削除してファイル数を減らす、またはメディ
アを交換してください。

1013 USB Host Error リモート制御用の PC が異常です。 リモート制御用の PC を交換してください。
1014 Soft Version Error フレームとモジュールのソフトウエア

バージョンの不整合があります。
フレームとモジュールのソフトウエアをアップデート
してください。最新のソフトウエアは最寄りの営業所
へお問い合わせください。

1015 Module Type Error フレームがモジュールを認識できませ
ん。

フレームのソフトウエアをアップデートしてください。
最新のソフトウエアは最寄りの営業所へお問い合わせ
ください。

Note
エラーコード 1020 ～ 1099 までは、リモートコマンドエラーとして、通信インタフェース	ユー
ザーズマニュアル (IM	735101-17JA) に記載されています。

4.2　エラーメッセージ
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DFB-LD モジュール、FP-LD モジュール、DUAL FP-LD モジュール
コード エラーメッセージ 内容 対処方法
1100 LS Lock レーザ出力がロックされていま

す。
フレームコントローラの背面に、インタロックコネクタを実装
してください。再度同じメッセージが表示される場合は、フレー
ムコントローラの SYSTEM 画面上で、Lock を Off に設定してく
ださい。

1101 Temperature Error モジュール内の温度が高温になっ
ています。

電源を OFF し、フレームコントローラの吸気口 / 排気口をふさ
いでいないか確認してください。しばらくたってから再起動し、
再度同じメッセージが表示される場合はサービスが必要です。

1102 Update Error ソフトウエアのアップデートの失
敗しました。

電源 OFF 後、再起動してください。
再度同じメッセージが表示される場合はサービスが必要です。

1104 Light Output Limit 
Operation1

光源 ( デバイス 1) の光出力が上
限値をオーバーしました。

電源 OFF 後、再起動してください。
再度同じメッセージが表示される場合はサービスが必要です。

1105 Memory Check 
Error

起動時のメモリチェックで異常が
見つかりました。

電源 OFF 後、再起動してください。
再度同じメッセージが表示される場合はサービスが必要です。

1106 Thermistor 
Temperature Error1

サーミスタが温度異常を検出しま
した。( レーザ光源１の場合 )

電源 OFF 後、再起動してください。
再度同じメッセージが表示される場合はサービスが必要です。

1107 Thermistor 
Temperature Error2

サーミスタが温度異常を検出しま
した。( レーザ光源２の場合 )

電源 OFF 後、再起動してください。
再度同じメッセージが表示される場合はサービスが必要です。

1108 PEL Over current 
Error1

ペルチェドライブ電流が異常で
す。( レーザ光源１の場合 )

電源 OFF 後、再起動してください。
再度同じメッセージが表示される場合はサービスが必要です。

1109 PEL Over current 
Error2

ペルチェドライブ電流が異常で
す。( レーザ光源２の場合 )

電源 OFF 後、再起動してください。
再度同じメッセージが表示される場合はサービスが必要です。

1110 Temperature Limit 
Error

内部温度が異常です。 電源を OFF し、フレームコントローラの吸気口 / 排気口をふさ
いでいないか確認してください。しばらくたってから再起動し、
再度同じメッセージが表示される場合はサービスが必要です。

1111 Opt Lock Error レーザ出力がロックされていま
す。光出力を ON できません。

レーザ出力のロックを OFF してください。
詳細は、「4.1 故障かな？ちょっと調べてみてください」を参照
してください。再度同じメッセージが表示される場合はサービ
スが必要です。

1112 Light Output Limit 
Operation 2

光源の光出力が上限値をオーバー
しています。

電源 OFF 後、再起動してください。
再度同じメッセージが表示される場合はサービスが必要です。

光源モジュール (AQ2200-112) ファームウエアバージョン 3.08 以降有効
コード エラーメッセージ 内容 対処方法
1100 LS Lock レーザ出力がロックされていま

す。
フレームコントローラの背面に、インタロックコネクタを実装
してください。再度同じメッセージが表示される場合は、フレー
ムコントローラの SYSTEM 画面上で、Lock を Off に設定してく
ださい。

1102 Update Error ソフトウエアのアップデートの失
敗しました。

電源 OFF 後、再起動してください。
再度同じメッセージが表示される場合はサービスが必要です。

1110 Temperature Limit 
Error

内部温度が異常です。 電源を OFF し、フレームコントローラの吸気口 / 排気口をふさ
いでいないか確認してください。しばらくたってから再起動し、
再度同じメッセージが表示される場合はサービスが必要です。

1111 Opt Lock Error レーザ出力がロックされていま
す。光出力を ON できません。

レーザ出力のロックを OFF してください。
詳細は、「4.1 故障かな？ちょっと調べてみてください」を参照
してください。再度同じメッセージが表示される場合はサービ
スが必要です。

1170 Module Execution 
Error

内蔵光モジュールが動作していま
せん。

電源 OFF 後、再起動してください。再度同じメッセージが表示
される場合はサービスが必要です。

1172 Module 
Temperature Error

内蔵光モジュールの温度が高温に
なっています。

電源 OFF 後、しばらくたってから再起動し、再度同じメッセー
ジが表示される場合はサービスが必要です。

1175 Module 
Communication 
Error

内蔵光モジュールとの通信エラー
です。

電源 OFF 後、再起動してください。再度同じメッセージが表示
される場合はサービスが必要です。

1179 Module Power Error 設定されているパワーの値と出力
されているパワーが異ります。

電源 OFF 後、再起動してください。再度同じメッセージが表示
される場合はサービスが必要です。

1180 Module Fatal Error 内蔵光モジュールの異常です。 電源 OFF 後、再起動してください。再度同じメッセージが表示
される場合はサービスが必要です。

1182 Module Voltage 
Error

内部の電圧値が異常です。 電源 OFF 後、再起動してください。再度同じメッセージが表示
される場合はサービスが必要です。

4.2　エラーメッセージ
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4.2　エラーメッセージ

Grid TLS モジュール ファームウエアバージョン 3.00 以降有効
コード エラーメッセージ 内容 対処方法
1111 Opt Lock Error レーザ出力がロックされていま

す。光出力を ON できません。
レーザ出力のロックを OFF してください。詳細は、「4.1 故障か
な？ちょっと調べてみてください」を参照してください。再度
同じメッセージが表示される場合はサービスが必要です。

1170 Module Execution 
Error

内蔵光モジュールが動作していま
せん。

電源 OFF 後、再起動してください。再度同じメッセージが表示
される場合はサービスが必要です。

1172 Module 
Temperature Error

内蔵光モジュールの温度が高温に
なっています。

電源 OFF 後、しばらくたってから再起動し、再度同じメッセー
ジが表示される場合はサービスが必要です。

1175 Module 
Communication 
Error

内蔵光モジュールとの通信エラー
です。

電源 OFF 後、再起動してください。再度同じメッセージが表示
される場合はサービスが必要です。

1177 Temperature Error モジュール内の温度が高温になっ
ています。

電源を OFF し、フレームコントローラの吸気口 / 排気口をふさ
いでいないか確認してください。しばらくたってから再起動し、
再度同じメッセージが表示される場合はサービスが必要です。

1178 Module Frequency 
Error

設定されている周波数の値と、出
力されているレーザの周波数が異
なります。

電源 OFF 後、再起動してください。再度同じメッセージが表示
される場合はサービスが必要です。

1179 Module Power Error 設定されているパワーの値と、出
力されているレーザのパワーが異
なります。

電源 OFF 後、再起動してください。再度同じメッセージが表示
される場合はサービスが必要です。

1180 Module Fatal Error 内蔵光モジュールの異常です。 電源 OFF 後、再起動してください。再度同じメッセージが表示
される場合はサービスが必要です。

1182 Module Voltage 
Error

内部の電圧値が異常です。 電源 OFF 後、再起動してください。再度同じメッセージが表示
される場合はサービスが必要です。

TLS モジュール
コード エラーメッセージ 内容 対処方法
1130 Temperature Error モジュール内の温度が高温になっ

ています。
電源を OFF し、フレームコントローラの吸気口 / 排気口をふさ
いでいないか確認してください。しばらくたってから再起動し、
再度同じメッセージが表示される場合はサービスが必要です。

1131 Update Error ソフトウエアのアップデートに失
敗しました

再起動しても再度同じメッセージが表示される場合はサービス
が必要です。

1133 TEC Temperature 
Error

サーミスタが温度異常を検出しま
した。

電源を OFF し、フレームコントローラの吸気口 / 排気口をふさ
いでいないか確認してください。しばらくたってから再起動し、
再度同じメッセージが表示される場合はサービスが必要です。

1134 TEC Over Current 
Error

サーミスタのドライブ電流が異常
です。

再起動しても再度同じメッセージが表示される場合はサービス
が必要です。

1135 TEC Driver 
Temperature Error

サーミスタドライバが温度異常を
検出しました。

再起動しても再度同じメッセージが表示される場合はサービス
が必要です。

1136 LD Over Current 
Error

LD のドライブ電流が異常です。 再起動しても再度同じメッセージが表示される場合はサービス
が必要です。

1137 TLS EL Error TLS エンドリミットエラーです。 再起動しても再度同じメッセージが表示される場合はサービス
が必要です。

1138 TLS Initialization 
Error

初期化に失敗しました。 再起動しても再度同じメッセージが表示される場合はサービス
が必要です。

1139 TLS WL Calibration 
Error

波長の校正に失敗しました。 30 分以上光出力を ON にして、ウォーミングアップしてくださ
い。それでも再度同じメッセージが表示される場合は再起動し
てください。再起動しても再度同じメッセージが表示される場
合はサービスが必要です。

1140 APC PD Feed Back 
Error

フォトダイオードの自動パワー制
御が異常です。

再起動しても再度同じメッセージが表示される場合はサービス
が必要です。

1141 Gas Cell PD Feed 
Back Error

内蔵ガスセルによる波長校正のシ
ステムが異常です。

再起動しても再度同じメッセージが表示される場合はサービス
が必要です。

1151 ATT EL Error 内蔵アッテネータが異常です。 再起動しても再度同じメッセージが表示される場合はサービス
が必要です。

1152 ATT Initialization 
Error

内蔵アッテネータの初期化に失敗
しました。

再起動しても再度同じメッセージが表示される場合はサービス
が必要です。

1153 OSW Switching 
Error

内蔵の光スイッチが異常です。 再起動しても再度同じメッセージが表示される場合はサービス
が必要です。

1154 External Serial 
Communication 
Error

外部シリアル通信エラー ケーブルが正しく接続されているか、または通信設定が正しい
かを確認してください。それでも再度同じメッセージが表示さ
れる場合はサービスが必要です。
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コード エラーメッセージ 内容 対処方法
1157 Wavelength Over 

Error
設定可能範囲外の波長が設定され
ました。

波長を確認して、設定可能範囲内の波長を設定してください。

1159 LD is inactive 光出力が active でない。 光出力を ON にしてください。
1160 Temperature Limit 

Error
モジュール内の温度が高温になっ
ています。

電源を OFF し、フレームコントローラの吸気口 / 排気口をふさ
いでいないか確認してください。しばらくたってから再起動し、
再度同じメッセージが表示される場合はサービスが必要です。

1161 Memory Check 
Error

内蔵のメモリが異常です。 再起動しても再度同じメッセージが表示される場合はサービス
が必要です。

1162 Opt Lock Error 光出力がロックしています。 光出力のロックを解除してください。
1163 Sweep Parameter 

Error1
設定しようとしている掃引開始波
長の値が、掃引終了波長の値より
大きいです。

掃引開始波長の値を確認して、再度設定してください。

1164 Sweep Parameter 
Error2

SWEPT アプリケーションにおい
て、掃引ステップ数が 20001 以上
に設定しようとしています。

掃引ステップ数を 20000 以下にして再度設定してください。

1165 Sweep Parameter 
Error3

掃引ができない掃引スピードが設
定されています。

値を確認して再度設定してください。

4.2　エラーメッセージ
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センサモジュール
コード エラーメッセージ 内容 対処方法
1200 Memory Check 

Error
メモリチェックで異常が発生しま
した。

電源 OFF 後、再起動してください。
再度同じメッセージが表示される場合はサービスが必要です。

1201 Flash Rom Write 
Error

フラッシュ ROM の書き込みに失
敗しました。

電源 OFF 後、再起動してください。
再度同じメッセージが表示される場合はサービスが必要です。

1202 Header Error センサヘッドの形名認識が正常に
できませんでした。

電源 OFF 後、再起動してください。
再度同じメッセージが表示される場合はサービスが必要です。

1203 Temperature Error 内部温度が高温となりました。 電源を OFF し、フレームコントローラの吸気口 / 排気口をふさ
いでいないか確認してください。しばらくたってから再起動し、
再度同じメッセージが表示される場合はサービスが必要です。

1204 Update Error ソフトウエアのアップデートに失
敗しました。

電源 OFF 後、再起動してください。
再度同じメッセージが表示される場合はサービスが必要です。

1206 No Head センサヘッドが接続されていませ
ん。

センサヘッドがしっかり接続されているか確認してください。

1207 Temperature Limit 
Error

内部温度が異常です。 電源を OFF し、フレームコントローラの吸気口 / 排気口をふさ
いでいないか確認してください。しばらくたってから再起動し、
再度同じメッセージが表示される場合はサービスが必要です。

1208 Head Voltage Error センサヘッドの電圧が異常です。 電源 OFF 後、再起動してください。
再度同じメッセージが表示される場合はサービスが必要です。

1209 Head 
Communicate Error

センサヘッドの通信エラー。 電源 OFF 後、再起動してください。
再度同じメッセージが表示される場合はサービスが必要です。

1210 Head Flash Read 
Error1

センサヘッドの Flash ROM 読み込
みエラー。

電源 OFF 後、再起動してください。
再度同じメッセージが表示される場合はサービスが必要です。

1211 Head Flash Read 
Error2

センサヘッドの Flash ROM 読み込
みエラー。

電源 OFF 後、再起動してください。
再度同じメッセージが表示される場合はサービスが必要です。

1212 Head Flash Read 
Error3

センサヘッドの Flash ROM 読み込
みエラー。

電源 OFF 後、再起動してください。
再度同じメッセージが表示される場合はサービスが必要です。

1213 Unknown Head 
Error

指定されたセンサヘッドが見つか
りません。

フレームのソフトウエアをアップデートしてください。アップ
デート後も同じメッセージが表示される場合はサービスが必要
です。
最新のソフトウエアは最寄りの営業所へお問い合わせくださ
い。

1260 PD Module Error1 ペルチェ温度が異常です。 電源を OFF し、フレームコントローラの吸気口 / 排気口をふさ
いでいないか確認してください。しばらくたってから再起動し、
再度同じメッセージが表示される場合はサービスが必要です。

1261 PD Module Error2 ペルチェドライブ電流が異常で
す。

電源を OFF し、フレームコントローラの吸気口 / 排気口をふさ
いでいないか確認してください。しばらくたってから再起動し、
再度同じメッセージが表示される場合はサービスが必要です。

1262 PD Module Error3 ペルチェ制御 IC の温度異常です。 電源を OFF し、フレームコントローラの吸気口 / 排気口をふさ
いでいないか確認してください。しばらくたってから再起動し、
再度同じメッセージが表示される場合はサービスが必要です。

1263 Zero set Error1 ゼロセット中に光の遮断ができて
いません。

光の遮断ができていることを確認のうえ、再度ゼロセットを
行ってください。

1264 Zero set Error2 ハードウェアが異常です。 再起動後、ゼロセットを実行してください。
再度同じメッセージが表示される場合はサービスが必要です。

1265 OPT Mode Error CHOP モードの周波数が設定と異
なる光信号が入力されました。

CHOP 周波数の設定を確認してください。

1266 Input Power Over 最大光入力レベルを超える光入力
がありました。

光入力パワーを最大光入力レベル以下にしてください。

1267 Range Over 測定レンジに対して、光入力レベ
ルが高いです。

フレームコントローラのセンサモジュールの Detail 画面上のレ
ンジバーが黒色になるように、測定レンジを調整してください。
Range Over 時は橙色で表示されます。

1268 A/D Read Error センサーモジュールのハードウエ
アが異常です。

電源 OFF 後、再起動してください。
再度、同じメッセージが表示される場合はサービスが必要です。

1269 Trigger Ignored トリガ入力モード時に、リモート
測定コマンドを受信しています。

測定モードを確認してください。

1270 Input Power Over 最大光入力レベルを超える光入力
がありました。

光入力パワーを最大光入力レベル以下にしてください。

4.2　エラーメッセージ
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OSW モジュール
コード エラーメッセージ 内容 対処方法
1401 Temperature Error 内部温度が高温となりました。 電源を OFF し、フレームコントローラの吸気口 / 排気口をふさ

いでいないか確認してください。しばらくたってから再起動し、
再度同じメッセージが表示される場合はサービスが必要です。

1402 Update Error ソフトウエアのアップデートに失
敗しました。

電源 OFF 後、再起動してください。
再度同じメッセージが表示される場合はサービスが必要です。

1405 Memory Check 
Error

メモリチェックで異常が発生しま
した。

電源 OFF 後、再起動してください。
再度同じメッセージが表示される場合はサービスが必要です。

1406 Temperature Limit 
Error

内部温度が高温となりました。 電源を OFF し、フレームコントローラの吸気口 / 排気口をふさ
いでいないか確認してください。しばらくたってから再起動し、
再度同じメッセージが表示される場合はサービスが必要です。

1407 Over Current Error モジュールの駆動電流に異常が発
生しました。

電源 OFF 後、再起動してください。
再度同じメッセージが表示される場合は、サービスが必要です。

ATTN モジュール
コード エラーメッセージ 内容 対処方法
1301 Temperature Error 内部温度が高温になりました。 電源を OFF し、フレームコントローラの吸気口 / 排気口をふさ

いでいないか確認してください。しばらくたってから再起動し、
再度同じメッセージが表示される場合はサービスが必要です。

1302 Update Error ソフトウエアのアップデートに失
敗しました。

電源 OFF 後、再起動してください。
再度同じメッセージが表示される場合はサービスが必要です。

1304 Initialization Error 初期化に失敗しました。 電源 OFF 後、再起動してください。
再度同じメッセージが表示される場合はサービスが必要です。

1305 Memory Check 
Error

メモリチェックで異常が発生しま
した。

電源 OFF 後、再起動してください。
再度同じメッセージが表示される場合はサービスが必要です。

1306 Temperature Limit 
Error

内部温度が異常です。 電源を OFF し、フレームコントローラの吸気口 / 排気口をふさ
いでいないか確認してください。しばらくたってから再起動し、
再度同じメッセージが表示される場合はサービスが必要です。

1307 Over Current Error モジュールの駆動電流異常です。 電源 OFF 後、再起動してください。
再度同じメッセージが表示される場合は、サービスが必要です。

1308 Module 
Temperature Error

可変光減衰器 (VOA) の温度が異常
です。

電源を OFF し、フレームコントローラの吸気口 / 排気口をふさ
いでいないか確認してください。しばらくたってから再起動し、
再度同じメッセージが表示される場合はサービスが必要です。

1311 ATTN Table Error ATTN テーブルが異常です。 電源 OFF 後、再起動してください。
再度同じメッセージが表示される場合は、サービスが必要です。

1312 OSW Control Error スイッチ制御が異常です。 電源 OFF 後、再起動してください。
再度同じメッセージが表示される場合は、サービスが必要です。

1363 Zero set Error1 ゼロセット中に光の遮断ができて
いません。

光の遮断ができていることを確認のうえ、再度ゼロセットを
行ってください。

1364 Zero set Error2 ハードウェアで異常が発生しまし
た。

再起動後、ゼロセットを実行してください。
再度同じメッセージが表示される場合はサービスが必要です。

1365 Input Power Over 最大光入力レベルを超える光入力
がありました。

光入力パワーを最大光入力レベル以下にしてください。

XFP インタフェースモジュール
コード エラーメッセージ 内容 対処方法
1600 Memory Check 

Error
起動時のメモリーチェックで異常
を検出しました。

電源 OFF 後、再起動してください。再度同じメッセージが表
示される場合はサービスが必要です。

1601 Flash Rom Write 
Error

Flash Rom の書き込みに失敗しま
した。

電源 OFF 後、再起動してください。再度同じメッセージが表
示される場合はサービスが必要です。

1603 Temperature Error 内部温度が高温となりました。 電源を OFF し、フレームコントローラの通風口をふさいでい
ないか確認してください。しばらくたってから再起動し、再度
同じメッセージが表示される場合はサービスが必要です。

1604 Update Error ソフトウエアのアップデートに失
敗しました。

電源 OFF 後、再起動してください。再度同じメッセージが表
示される場合はサービスが必要です。

1605 Not Running モジュール動作エラーです。 電源 OFF 後、再起動してください。再度同じメッセージが表
示される場合はサービスが必要です。

1607 Temperature Limit 
Error

内部温度が高温となりました。 電源を OFF し、フレームコントローラの通風口をふさいでい
ないか確認してください。しばらくたってから再起動し、再度
同じメッセージが表示される場合はサービスが必要です。

4.2　エラーメッセージ
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コード エラーメッセージ 内容 対処方法
1660 I2C 

Communication 
Error

XFP 光トランシーバとの通信時に
CRC/NAK エラーを検出しました。

XFP 光トランシーバが正しく実装されているかを確認してくだ
さい。それでも再度同じメッセージが表示される場合はサービ
スが必要です。

1661 No XFP Module XFP 光トランシーバが実装されて
いません。

XFP インタフェースモジュールに XFP 光トランシーバを実装し
てください。

1662 Opt Lock Error 光出力がロックされています。 光出力のロックを解除してください。
1663 XFP Power Voltage 

Error
XFP 光トランシーバに供給してい
る電源が異常です。

電源 OFF 後、再起動してください。再度同じメッセージが表
示される場合はサービスが必要です。

1664 Password Error 入力されたパスワードが不一致、
または選択不可能なページを指定
しました。

パスワードまたはページを確認後、再入力してください。

トランシーバ I/F モジュール
コード エラーメッセージ 内容 対処方法
1700 Temperature Error 内部温度が高温となりました。 電源を OFF し、フレームコントローラの通風口をふさいでい

ないか確認してください。しばらくたってから再起動し、再度
同じメッセージが表示される場合はサービスが必要です。

1701 Temperature Limit 
Error

内部温度が高温となりました。 電源を OFF し、フレームコントローラの通風口をふさいでい
ないか確認してください。しばらくたってから再起動し、再度
同じメッセージが表示される場合はサービスが必要です。

1702 I2C I/F Error I2C 通信モードが正しく設定され
ていません。

接続先の光トランシーバと、クロック設定の値をあわせてくだ
さい。

1703 TRN Invalid Cal 
Data

校正データが異常です。 電源 OFF 後、再起動してください。
再度同じメッセージが表示される場合はサービスが必要です。

1704 Flash Rom Write 
Error

フラッシュ ROM の書き込みに失
敗しました。

電源 OFF 後、再起動してください。
再度同じメッセージが表示される場合はサービスが必要です。

1705 Not Running モジュール動作エラーです。 電源 OFF 後、再起動してください。再度同じメッセージが表
示される場合はサービスが必要です。

1706 PS1 Overload PS1 の電源電流がリミット値を超
えました。

接続する光トランシーバの消費電流を確認して、再度電流リ
ミット値を設定してください。なお、PS1 ～ PS5 の合計の消費
電力値は 28W 以下にしてください。

1707 PS2 Overload PS2 の電源電流がリミット値を超
えました。

接続する光トランシーバの消費電流を確認して、再度電流リ
ミット値を設定してください。なお、PS1 ～ PS5 の合計の消費
電力値は 28W 以下にしてください。

1708 PS3 Overload PS3 の電源電流がリミット値を超
えました。

接続する光トランシーバの消費電流を確認して、再度電流リ
ミット値を設定してください。なお、PS1 ～ PS5 の合計の消費
電力値は 28W 以下にしてください。

1709 PS4 Overload PS4 の電源電流がリミット値を超
えました。

接続する光トランシーバの消費電流を確認して、再度電流リ
ミット値を設定してください。なお、PS1 ～ PS5 の合計の消費
電力値は 28W 以下にしてください。

1710 PS5 Overload PS5 の電源電流がリミット値を超
えました。

接続する光トランシーバの消費電流を確認して、再度電流リ
ミット値を設定してください。なお、PS1 ～ PS5 の合計の消費
電力値は 28W 以下にしてください。

1711 MDIO I/F Error MDIO の通信に失敗しました。 光トランシーバが正しく接続されているかを確認してくださ
い。

1712 Update Error ソフトウエアのアップデートに失
敗しました。

電源 OFF 後、再起動してください。
再度同じメッセージが表示される場合はサービスが必要です。

1713 Total Overload 光トランシーバの消費電流の合計
が上限値を超えています。

接続先の光トランシーバの消費電力にあわせて、リミット値を
再設定してください。なお、PS1 ～ PS5 の合計の消費電力値は
28W 以下にしてください。

SG モジュール
コード エラーメッセージ 内容 対処方法
1800 Temperature Error 内部温度が高温となりました。 電源を OFF し、フレームコントローラの通風口をふさいでい

ないか確認してください。しばらくたってから再起動し、再度
同じメッセージが表示される場合はサービスが必要です。

1801 Temperature Limit 
Error Please Restart 
System

内部温度が高温となりました。 電源を OFF し、フレームコントローラの通風口をふさいでい
ないか確認してください。しばらくたってから再起動し、再度
同じメッセージが表示される場合はサービスが必要です。

1802 Not Running モジュール動作エラーです。 電源 OFF 後、再起動してください。再度同じメッセージが表
示される場合はサービスが必要です。

4.2　エラーメッセージ

4-13IM 735101-01JA

ト
ラ
ブ
ル
シ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ
と
保
守
・
点
検

1

2

3

4

5

索



コード エラーメッセージ 内容 対処方法
1803 SG Invalid Cal Data 校正データが異常です。 電源 OFF 後、再起動してください。

再度同じメッセージが表示される場合はサービスが必要です。
1804 Update Error ソフトウエアのアップデートに失

敗しました。
電源 OFF 後、再起動してください。
再度同じメッセージが表示される場合はサービスが必要です。

10Gbit/s BERT モジュール
コード エラーメッセージ 内容 対処方法
2011 Command Error コマンドエラーです。 コマンドを確認し、再度送信してください。
2012 Range Error 設定範囲外の値が指定されまし

た。
値を確認して再度設定してください。

2013 RAM Write Error ソフトウエアのアップデートに失
敗しました。

電源 OFF 後、再起動してください。
再度同じメッセージが表示される場合はサービスが必要です。

2014 Serial Error シリアル通信エラーです。 電源 OFF 後、再起動してください。
再度同じメッセージが表示される場合はサービスが必要です。

2015 Parameter Error パラメータエラーです コマンドのパラメータを確認し、再度送信してください。
2016 Syntax Error 書式エラーです。 書式を確認し、再度送信してください。
2017 Temperature Error 内部温度が高温となりました。 電源を OFF し、フレームコントローラの通風口をふさいでい

ないか確認してください。しばらくたってから再起動し、再度
同じメッセージが表示される場合はサービスが必要です。

2018 Temperature Limit 
Error

内部温度が高温となりました。 電源を OFF し、フレームコントローラの通風口をふさいでい
ないか確認してください。しばらくたってから再起動し、再度
同じメッセージが表示される場合はサービスが必要です。

2021 Not Running モジュール動作エラーです。 電源 OFF 後、再起動してください。再度同じメッセージが表
示される場合はサービスが必要です。

2031 Invalid Update 
Memory

ソフトウエアのアップデート用
Memory が異常です。

ソフトウエアのアップデートを再度行ってください。

2032 Invalid ID 
information 
Memory

ソフトウエアのアップデート用
Memory が異常です。

ハードウエアの故障です。サービスが必要です。

2033 SG Initialize Unlock 起動時 Unlock エラーです。 ハードウエアの故障です。サービスが必要です。
2034 FPGA configuration 

error
FPGA のコンフィグレーションに
失敗しました。

ハードウエアの故障です。サービスが必要です。

2035 A/D Timeout Error A/D タイムアウトになりました。 電源 OFF 後、再起動してください。
再度同じメッセージが表示される場合はサービスが必要です。

2061 Fatal Error イレギュラーなコマンドです。 コマンドを確認し、再度送信してください。
2062 Hardware Missing このモジュールは、/M または /P1

オプションに対応していません。
オプションに対応したモジュールを使用してください。

2063 Measure State Error 以下のような、測定状態不一定に
よるエラーです。

・ 測定中に、:INIT:CONT ON、 
:TRIG:SOUR を受信したとき。

・ :INIT:CONT OFF で、 
:TRIG:IMM を受信したとき。

正しい状態でコマンドを送信してください。

2064 Program load Error プログラムのデータが読み込めま
せん。

読み込むファイルのパスを確認してください。
ファイル名は絶対パスで指定してください。また、先頭に "/
USB-0/" を付加してください。

2065 Module work in 
process

モジュールが他の処理を実行中で
す。

しばらくたってから、再度送信してください。

2066 Media Error メディアが破損している可能性が
あります。

別の USB メモリで再確認してください。再度同じメッセージ
が表示される場合は、サービスが必要です。

2067 Update Error ソフトウエアのアップデートに失
敗しました。

電源 OFF 後、再起動してください。
再度同じメッセージが表示される場合はサービスが必要です。

2068 File Not Found 指定されたファイルが存在しませ
ん。

正しいファイル名を指定してください。

2069 Invalid File 異常なファイルが選択されました ファイルの内容を確認してください。
2070 Setting Conflict デバイスがコマンドを実行できな

い状態です。
デバイスの状態を確認してください。

4.2　エラーメッセージ
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4.3 モジュールの交換

フレームコントローラの電源が ON のままでモジュールを着脱できます。

モジュールを抜き取る
実装されているモジュールは、電源が入ったまま抜き取ることができます。

1.  スロット 3 のモジュールを抜きます。

     

Note
詳細画面および概要画面以外のとき、モジュールを抜くと、現在表示されている画面を閉じて
詳細画面または概要画面に戻ります。
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モジュールを実装する
電源が入ったまま、モジュールを実装できます。
モジュールが実装されると、自動的にそのモジュールが認識されます。
モジュールが自動的に認識されない場合は、以下の手順で、本機器に実装モジュールを
認識させます。

１.  モジュールを空きスロットに実装します。

     

空きスロットの表示

２.  SYSTEM キーを押します。SYSTEM 画面が表示されます。
3.  カーソルキーで Insert Module にカーソルを合わせ、Select のソフトキーまたは

ENTER キーを押します。
モジュールの認識が始まり、画面上部に Executing の文字が表示されます。終了すると、
Executing の文字が消えます。

     

Executing

4.3　モジュールの交換
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モジュールの認識が終了すると、詳細画面または概要画面の表示に変わります。

     

モジュールが認識された状態

Note
・ モジュール認識直後の画面にて、エラーが表示される場合があります。
 このエラーは、モジュールのソフトウエアとフレームコントローラのソフトウエアのリリー

ス時期の違いにより、ソフトウエアに不整合が生じ、一部動作において不具合が起きる可
能性を示しています。ソフトウェアをアップデートしてください。

・ モジュールをフレームコントローラに実装してから自動認識されるまで約 5 秒かかります。
・ 詳細画面および概要画面以外のとき、モジュールを抜くと、現在表示されている画面を閉

じて詳細画面または概要画面に戻ります。

4.3　モジュールの交換
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4.4 ソフトウエアのアップデート

 注　　意
•	 アップデートした機器の設定はすべてデフォルト値になります。
	 必要に応じて、アップデートする前に設定情報を保存してください。
•	 次の注意事項をお守りください。再起動できなくなります。
・	 アップデート中に、電源スイッチのOFF や、モジュール /USB メモリを着脱
しないでください。

・	 アップデートファイルを解読、改造しないでください。
・	 アップデートする場合、常に最新のバージョンを用意してください。

操　　作
フレームコントローラのソフトウエアアップデート

アップデート手順
1.  フレームコントローラの電源スイッチを OFF にします。
2.  最新のソフトウエアを格納した USB メモリをフレームコントローラの前面に実

装します。

Note
・ USB メモリを接続するときは、USB ハブを介さずに直接接続してください。
・ アップデートファイルは、「aq221xlz.bin」というファイル名で、USB メモリのルート ( 最上

位 ) に配置してください。

3.  一番上の位置にあるソフトキーを押しながら、電源スイッチを ON にします。
アップデート画面が表示され、自動的にアップデートが始まります。

一番上の位置にあるソフトキー

<<  Update Firmware  >> 

Updating...

Boot Rev.     : 1.01-00
FPGA1 Rev. : 0.06-00
Progress         S . . . . . . . .  ->      E
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アップデートが正常に終了すると、画面の下部に Complete のメッセージが表示されます。
その後、自動的にフレームコントローラが再起動します。

     

<<  Update Firmware  >> 

Updating...

Boot Rev.     : 1.01-00
FPGA1 Rev. : 0.06-00
Progress         S . . . . . . . . . . . . . -> E
Flash (Firmware) Update Complete
You must reboot this machine

Note
フレームコントローラの起動画面が表示されたら、USB メモリを外しても構いません。

バージョン情報の表示
1.  SYSTEM キーを押します。SYSTEM 画面が表示されます。
2.  カーソルキーで Soft Version View にカーソルを合わせ、Select のソフトキーまた

は ENTER キーを押します。
バージョン情報画面が表示されます。フレームコントローラと実装されているスロットの
モジュールのバージョンが表示されます。

     

3.  Close のソフトキーを押して、情報画面を閉じます。

     

4.4　ソフトウエアのアップデート
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モジュールのソフトウエアアップデート

アップデート手順
1.  最新のソフトウエアを格納した USB メモリをフレームコントローラの前面に実

装します。

Note
・ USB メモリを接続するときは、USB ハブを介さずに直接接続してください。
・ アップデートファイルのファイル名は変更しないでください。
・ アップデートファイルは、USB メモリの「module」フォルダに配置してください。

2.  SYSTEM キーを押します。SYSTEM 画面が表示されます。
3.  カーソルキーで Update にカーソルを合わせ、Select のソフトキーまたは ENTER

キーを押します。
Module Update 画面が表示されます。下の説明は AQ2211 の画面表示です。AQ2212 では
9 スロット分のモジュールをスクロールして表示できます。

     

4.  カーソルキーでアップデートするモジュールにカーソルを合わせ、Select のソフ
トキーまたは ENTER キーを押します。
選択されたモジュールのチェックボックスが黒くなります。

モジュール選択画面 (AQ2211 の例 )

     

4.4　ソフトウエアのアップデート
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5.  Update Exec のソフトキーを押します。
モジュールのアップデートが実行されます。

     

Executing

Note
アップデートするモジュールを複数選択した場合は、実行中にモジュールごとに進捗の表示が
更新されます。進捗の表示には以下の 4種類があります。

・ Executing： アップデート実行中
・ File Not Found： アップデートするファイルが USB メモリに格納されていない
・ Failed：  アップデートが失敗した
・ Complete： アップデートが成功して完了した

6.  アップデートが完了すると、Please Restart System のメッセージが表示されます。
フレームコントローラの電源を OFF 後、再起動してください。

バージョン情報の表示
フレームコントローラと同じです。4-19 ページをご覧ください。

4.4　ソフトウエアのアップデート
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機器情報の表示

フレーム情報の表示
フレームコントローラのハードウエア、ソフトウエアの情報を表示します。
以下の手順で確認してください。

１.  SYSTEM キーを押してください。SYSTEM 画面が表示されます。
２.  カーソルキーで Information にカーソルを合わせ、Select のソフトキーまたは

ENTER キーを押してください。
フレームコントローラの情報が表示されます。

     

3.  確認後、Close のソフトキーを押します。

     

モジュールの機器情報を表示
実装されたモジュールの機器情報を表示します。

１.  SLOT キーを押して、機器情報を表示したいモジュールを選択します。
２.  Menu のソフトキーを押します。

モジュールコントロール用のソフトキーが表示されます。

     

Note
この操作によりモジュール情報が表示されるのは、AQ2200-1xx/-2xx/3xx/4xx のモジュールで
す。AQ2200-6xx は、この操作でモジュール情報は表示できません。

4.4　ソフトウエアのアップデート
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３.  Information のソフトキーを押します。
Module Information 画面が表示されます。
実装されているモジュールによって、若干表示が異なります。

     

インタフェースモジュールの
場合のソフトキーメニュー表示

Head
Info

Module
Info

・ インタフェースモジュールの機器情報を表示
4.  Module Info のソフトキーを押します。

Module Information 画面が表示されます。

     

AQ2200-201 
Interface Module 

Head
Info

Module
Info

・ センサヘッドの機器情報を表示
5.  Head Info のソフトキーを押します。

Head Information 画面が表示されます。

     

AQ2200-231 
SENSOR HEAD 

Head
Info

Module
Info

Note
センサヘッドが接続されていない場合は、Head	Info のソフトキーがグレーアウト表示になり、
操作できません。

６.  確認後、Close のソフトキーを押します。

4.4　ソフトウエアのアップデート
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解　　説
ソフトウエアのアップデート

本機器は、モジュールラインアップの拡充、機能追加および修正のため、ソフトウエア
のバージョンアップが必要な場合があります。

ソフトウエアの入手方法
常に最新のソフトウエアをアップデートしないと、正常に動作しない場合があります。
モジュールのソフトウエアをアップデートする場合や、新しくリリースされたモジュー
ルをご購入された場合は、必ずフレームコントローラのソフトウエアも合わせてアップ
デートしてください。

最新のソフトウエアは、ユーザー登録をしていただくと、当社 Web サイトからダウン
ロードできます。
当社 Web サイトにあるユーザー登録のページでご登録ください。
http://www.yokogawa.co.jp/tm/

Note
・ フレームコントローラのイーサネットポートを用いて、直接インターネットを経由したダ

ウンロードやアップデートはできません。
・ PC を経由したソフトウエアのアップデートはできません。

準備するもの
・ フレームコントローラ
・ アップデートしたいモジュール
・ USB メモリ ( 最新ソフトウエアを格納済み )
 最新のソフトウエアのプログラムファイルは必ず USB メモリのルートフォルダに格

納してください。( モジュールのプログラムファイルは、｢Module｣ のフォルダ内に
格納してください。)

 また、メモリ内に他のファイルやフォルダが格納されていても、正しくアップデート
できます。

4.4　ソフトウエアのアップデート
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モジュール選択画面と機能の説明
アップデートするモジュールを選択できます。

  

モジュール名 現在のソフトウエアバージョン

チェックボックス

スロット番号

表示 内容
チェックボックス アップデート対象モジュールの選択 / 非選択を表示します。

■は選択、□は非選択を意味し、選択 / 非選択は Select のソフトキーで設定
できます。

スロット番号 スロット番号を表示します。
モジュール名 実装モジュール名を表示します。実装されていない場合は、NO MODULE と

表示します。
現在ソフトウエア
バージョン

現在実装されているモジュールのソフトウエアのバージョンを表示します。

Select アップデート対象モジュールの選択 / 非選択を切り替えます。
Update Exec ソフトウエアのアップデートを実行します。
Close SYSTEM 画面に戻ります。

機器情報の表示
機器情報は、次のフォーマットで表示されます。内容は機器によって異なります。

フレームコントローラ
表示 内容 表示例
PRODUCT 製造会社 YOKOGAWA
MODEL CODE 形名 735101
SERIAL NO. シリアル番号 00001
OPTION オプション NONE
SPECIAL CODE 特殊コード 00000
BOOT VER. ブート用プログラムの版数 1.00-00
FIRM VER. ソフトウエアの版数 1.00-00
HARD VER. ハードウエアの版数 1.00-00
FPGA1 VER. ハードウエア部品の版数 1.00-00
FPGA2 VER. ハードウエア部品の版数 1.00-00
MAC ADDRESS Ethernet の MAC アドレス 01:02:03:04:05:06

モジュール
表示 内容 表示例
PRODUCT 製造会社 YOKOGAWA
MODULE NAME モジュールの名称 AQ2200-211 Sensor Module
SERIAL NO. シリアル番号 00001
ORDER CODE 手配コード 735125-FCC
SPECIAL CODE 特殊コード 00000
FIRM VER. モジュールのソフトウエアの版数 01.00
HARD VER. ハードウエアの版数 1.00-00
FPGA VER. ハードウエア部品の版数 1.00-00
OPTION オプション NONE
CONNECTOR 適合コネクタ FC
FIBER 適合ファイバー SM
WAVELENGTH 波長 1564.679
FREE WORD コメント NONE

4.4　ソフトウエアのアップデート
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4.5 日常のお手入れ

保管前の注意
本機器に付着したほこり、手あか、その他の汚れ、しみを布で拭き取ります。
本機器外装の清掃のしかたについては、後述の「本体、モジュールの清掃」を参照して
ください。
コンディションチェック (FAN アラーム ) とキーチェックで動作を確認し、本機器が正
常に動作することを確認します。詳細は、IM 735101-03JA の 10.7 節をご覧ください。

再使用する場合の注意
長期保管後、再使用する場合は、再び動作を確認し、正常に動作することを確認してか
ら使用してください。確認方法は、上記の保管前の注意と同じです。

本体、モジュールの清掃
本機器を末永くお使いいただくために、またトラブルや故障を未然に防ぐためにも、日
常のお手入れが必要です。

• ケースや操作パネルの汚れを取るときは、電源コードをコンセントから抜いてから、
柔らかく乾いたきれいな布で軽く拭き取ってください。

• 電気インタフェース部は、エアースプレーでほこりを飛ばし、未使用の端子には終端
器 ( 出力端子 ) またはキャップ ( 入力端子 ) をかぶせてください。

 注　　意
次の注意事項をお守りください。故障の原因になる場合があります。
・	 お手入れをする前は、電源スイッチをOFF にしてください。
・	 シンナーやベンジン、アルコールなどの薬品を使用しないでください。
	 変色、変質する原因となります。

光インタフェース部の清掃の必要性について
光コネクタ ( 光プラグ ) は、光ファイバ端面が外部に露出している唯一の光部品です。
その光学的性能は肉眼では判らないほどの端面の傷にも左右されます。光コネクタの不
適切な接続、ちりやほこりを取り除かないでのコネクタの接続、または不適切な清掃を
すると、光コネクタ端面を傷つける恐れがあります。
光コネクタを接続するときに、光コネクタのフェルールを互いに正確に突き合わせるこ
とが必要です。接続には光アダプタを使用しますが、フェルール側面や光アダプタのフェ
ルールのガイド ( スリーブ ) にちりやほこりが付着した状態で接続した場合、正確な突
き合わせができなくなる場合があります。この状態では、光パワーの損失、伝搬モード
の乱れ、接続点の光反射が増大などの原因となり、正確な測定ができなくなります。
これらを防ぐには、光コネクタを測定機器に接続したり、光コネクタ同士を接続すると
きに、適切な接続と清掃が必要です。
本機器を使用する上で、フェルールは接続ごとに、精密スリーブはコネクタの抜き差し
30 回ごとを最低頻度の目安として清掃してください。特に次ページのような光コネクタ
を使用する場合は、毎回の清掃をおすすめします。
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・ 金属製スリーブ挿入後の光コネクタ
→ 特にフェルール側面、端面に金属スリーブ磨耗粉が付着しやすい。

・ 金属フェルール、結晶化ガラスフェルール、磨耗しやすいフェルール材質の光コネクタ
→ 抜き差しでフェルール磨耗粉が発生しやすい。

・ プラスチックシェルタイプの光コネクタを繰り返し勘合させた光コネクタと精密ス
リーブ
→ シェル勘合のプラスチック磨耗粉が発生しやすい。

良品光コネクタ接続部の拡大写真 傷のついた光コネクタ接続部の拡大写真

  

正常な突き合わせ状態の光コネクタ

  ゴミによって、
中心軸がズレます。

中心軸 中心軸のズレ

ゴミにより、軸ズレをした状態の光コネクタ

4.5　日常のお手入れ
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清掃に必要な道具
光インタフェースの清掃には、以下のツールをご用意ください。

・ イソプロピルアルコール
・ クリーニングペーパー
・ スティックタイプクリーナー
・ エアースプレー
・ 光コネクタ端面拡大顕微鏡

 警　　告
レーザ発光中に、光コネクタや光アダプタなどを清掃しないでください。レーザ
光は目に見えません。目に当たると視力障害を起こす原因になることがあります。

光コネクタ清掃方法
1.  クリーニングペーパーにイソプロピルアルコールを浸し、クリーニングペーパー

で光フェルール側面を挟んで拭きます。

2.  別のクリーニングペーパーにイソプロピルアルコールを浸し、フェルール端面を
擦り取るようにして拭き取ります。

3.  別のクリーニングペーパーで湿り気を拭き取り、その後、エアースプレーで付着
したほこりを吹き飛ばします。

4.  光コネクタ端面拡大顕微鏡で端面の状態を確認します。まだ、汚れ、ゴミが付着
している場合、再度清掃します。

 注　　意
汚れたクリーニングペーパーを使用した場合、端面にキズをつける恐れがありま
す。常に新しいクリーニングペーパーをお使いください。

4.5　日常のお手入れ
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光コネクタアダプタ (AQ9441、AQ9335C) の清掃方法
１.  スティックタイプクリーナーにイソプロピルアルコールを浸し、光コネクタアダ

プタの精密スリーブ部にゆっくり挿入して、内壁を拭き取ります。

２.  別のスティックタイプクリーナーで湿り気を拭き取り、その後、エアースプレー
で付着したほこりを吹き飛ばします。

     

スティックタイプクリーナー

精密スリーブ部

光コネクタアダプタ (AQ9447) の清掃方法
ほこりを拭き取るか、エアースプレーで付着したほこりを吹き飛ばします。

各モジュールの光出力部の清掃方法
AQ2200-111 DFB-LD モジュール、AQ2200-112 光源モジュールの光出力部の清掃
方法

１.  スティックタイプクリーナーにイソプロピルアルコールを浸し、光出力部の精密
スリーブ部にゆっくり挿入して、軽く押し付けながらクリーナーを回します。

     

精密スリーブ部

スティックタイプクリーナー

4.5　日常のお手入れ
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AQ2200-141、AQ2200-142 FP-LD モジュールの光出力部の清掃方法
１.  クリーニングペーパーにイソプロピルアルコールを浸し、フェルール端面を擦り

取るようにして拭き取ります。

２.  別のクリーニングペーパーで湿り気を拭き取り、その後、エアースプレーで付着
したほこりを吹き飛ばします。

     

フェルール端面

AQ2200-211 センサモジュールの光入力部の清掃方法
１.  スティックタイプクリーナーにイソプロピルアルコールを浸し、光入力部の精密

スリーブ部にゆっくり挿入して、内壁および口元部を拭き取ります。

２.  別のスティックタイプクリーナーで湿り気を拭き取り、その後エアースプレーで
付着したほこりを吹き飛ばします。

     

精密スリーブ部

スティックタイプクリーナー

AQ2200-215 センサモジュールの光入力部の清掃方法
受光面は非常にデリケートなため、受光面の拭き取り清掃はしないでください。
軽い汚れの場合は、エアースプレーで付着したほこりを吹き飛ばしてください。

AQ2200-221、AQ2200-212、AQ2200-222 センサモジュールの光入力部の清掃方法
モジュールの受光面ガラスには、無反射コーティングがされています。何度か使用した
クリーナーや、しばらく放置したようなクリーナーの使用は、清掃時に表面をキズつけ
る原因になります。新しいクリーナーを用意してください。

１.  軽い汚れの場合、エアースプレーで付着したほこりを吹き飛ばします。
２.  エアースプレーでも取れないような固着した汚れは、クリーニングペーパーにイ

ソプロピルアルコールを浸し、受光面ガラスの表面を軽く拭き取ります。その後、
エアースプレーで糸くずを吹き飛ばします。

 注　　意
受光面ガラスを拭くとき、強く押し当てるとキズや部品の破損の元になります。

4.5　日常のお手入れ
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AQ2200-131/132 Grid TLS モジュールの光出力部の清掃方法
AQ2200-136 TLS モジュールの光入出力部の清掃方法

「AQ2200-111 DFB-LD モジュール、AQ2200-112 光源モジュールの光出力部の清掃方法」
をご覧ください。

AQ2200-231/232/242 光センサヘッドの光入力部の清掃方法
「AQ2200-221 センサモジュールの光入力部の清掃方法」をご覧ください。

AQ2200-241 光センサヘッドの光入力部の清掃方法
受光面は非常にデリケートなため、受光面の拭き取り清掃は行わないでください。
軽い汚れの場合は、エアースプレーで付着したほこりなどを吹き飛ばしてください。

AQ2200-271 ORL モジュールの光入出力部の清掃方法
AQ2200-311 ATTN モジュールの光入出力部の清掃方法
AQ2200-311A/312 ATTN モジュールの光入出力部の清掃方法
AQ2200-331/332 ATTN モジュールの光入出力部の清掃方法
AQ2200-342 DUAL ATTN モジュールの光入出力部の清掃方法
AQ2200-411/412 OSW モジュールの光入出力部の清掃方法
AQ2200-421 OSW モジュールの光入出力部の清掃方法
AQ2200-621/622 10Gbit/s オプティカルモジュレータの光入出力部の清掃方法
AQ2200-631 10Gbit/s オプティカルレシーバの光入力部の清掃方法

「AQ2200-111 DFB-LD モジュール、AQ2200-112 光源モジュールの光出力部の清掃方法」
をご覧ください。

日常の注意点
光インタフェース部の保護のために、日常から以下の点に気をつけてください。
• ほこりの付着を防ぐため、光コネクタや機器光インタフェース部の防塵キャップを外

したまま放置しないでください。
• コネクタ端面に汚れや傷が付かないように、光インタフェース部には、どんなものも

触れないようにしてください。( 調整、清掃時は除く )
• 光コネクタを接続するとき、コネクタ端面が接続アダプタや周辺パネル、部品などに

当たらないようにまっすぐ挿入してください。

4.5　日常のお手入れ
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4.6 交換推奨部品

以下の部品は消耗部品です。下記の周期での交換を推奨します。部品交換は、お買い求
め先までお申し付けください。

部品名称 推奨交換周期 備考
冷却ファン 40000 時間
電池 ( リチウムバッテリ ) 3 年 電源 OFF の状態
ATTN モジュールシャッター 15 万回 AQ2200-311/311A/312/331/332 ATTN モジュール

部品名称 寿命 備考
液晶バックライト 30000 時間 * 連続使用状態。輝度半減時間

* ディスプレイ調整値の “Back Light” 値が 5 ( デフォルト ) に設定されている場合の時間
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4.7 校正

定期校正は、機器の性能を正常な状態で長時間にわたって維持し、故障を早期発見する
ために有効な手段です。
本製品については、１年に１回以上の割合で定期校正することを推奨します。

・ AQ2200-111 の校正について
 本機器は、使用している半導体 ( 半導体レーザ ) の特性上、設定波長に対する実際の

波長が、経時的に変化する場合があります。
 性能を継続的に維持するために半年間隔での校正、および、調整を実施してください。
 当社にて校正を実施する場合は、ご要望に応じて調整作業も可能です。
 お客様自身にて校正を実施する場合は、校正で得られた補正値を機器の持つ CAL_

Offset で入力することにより調整が可能です。

4.8 本機器の廃棄方法
本機器を廃棄するときは、廃棄する国、地域の法令に従って廃棄してください。
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5.1 AQ2211/AQ2212 フレームコントローラ

性能 / 機能仕様
項目 仕様
スロット数 AQ2211：3

AQ2212：9
表示器 カラー LCD、320 × 240 ドット
ストレージ

USB ストレージ USB Mass Storage Class のフラッシュメモリ。USB( 周辺機器接続用 ) 参照
出力形式

設定パラメータ 専用フォーマット
測定データ ロギングデータ：csv

スタビリティデータ：csv
波長掃引データ：csv
BERT ロギングデータ：txt
画面データ：bmp、jpg、png

インタフェース
GP-IB 電気的・機械的仕様 IEEE488 に準拠 *1

機能的仕様 SH1、AH1、T6、L4、SR1、RL1、PP0、DC1、DT0、C0
プロトコル IEEE488.2 に準拠
使用コード ISO(ASCII) コード
モード アドレッサブルモード
アドレス 0 ～ 30
リモート状態解除 LOCAL のソフトキーにてリモート状態の解除可能 (Local Lockout 時を除く )

Ethernet ポート数 1
コネクタ形状 RJ-45 コネクタ
電気的・機械的仕様 IEEE802.3 に準拠 *1

伝送方式 Ethernet (100BASE-Tx)
伝送速度 最大 100Mbps
通信プロトコル TCP/IP
対応サービス DHCP、リモートコントロール：最大 5 ユーザー
ポート 0 ～ 65535　ただし、10001 は TMCTL プロトコル専用

USB
(PC 接続用 )

ポート数 １
コネクタ形状 USB typeB コネクタ ( レセプタクル )
電気・機械的仕様 USB Rev1.1 に準拠 *1

転送速度 最大 12Mbps
対応プロトコル USB-TMC
対応サービス リモートコントロール
対応システム環境 USB ポートが標準装備されている機種 *2

USB
( 周辺機器
接続用 )

ポート数 １
コネクタ形状 USB typeA コネクタ ( レセプタクル )
電気・機械的仕様 USB Rev2.0 に準拠 *1

転送速度 最大 480Mbps
対応デバイス USB Mass Storage Class のフラッシュメモリ
接続可能デバイス数 1
供給電源 5V、500mA
最大使用可能容量 2TB

　パーティション形式：MBR、フォーマット形式：FAT32/FAT16
トリガ部 コネクタ形状 BNC コネクタ *1

トリガ ･ イン TTL レベル入力
入力パルス幅　50µs 以上
入力インピーダンス　約 5kΩ

トリガ ･ アウト TTL レベル出力
出力パルス幅　約 50µs
出力インピーダンス　約 100Ω

インタロック 
コネクタ部

コネクタ形状 BNC コネクタ *1

接点入力

*1 使用するケーブルは 3m 以下のものとする。
*2 別途ドライバ (YKMUSB、TMCTL) が必要。

第 5 章 仕様
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一般仕様
項目 仕様
動作環境 周囲温度：5 ～ 40℃

周囲湿度：20 ～ 80%RH( 結露しないこと )
高度：2000m 以下

保存環境 周囲温度：－20 ～ 60℃
周囲湿度：20 ～ 80%RH( 結露しないこと )
高度：3000m 以下

設置場所 屋内使用
推奨校正周期 1 年 ( 実装モジュール含む )
定格電源電圧 100 ～ 240VAC
定格電源周波数 50/60Hz
電源電圧変動許容範囲 90VAC ～ 264VAC
最大消費電力 AQ2211：170VA( 実装モジュール含む )

AQ2212：580VA( 実装モジュール含む )
耐電圧 ( 電源 - ケース間 ) 1.5kVAC、1 分間
絶縁抵抗 ( 電源 - ケース間 ) 500VDC、10MΩ 以上
外形寸法 AQ2211：212(W) × 132.5(H) × 400(D) mm　( 突起部含まず )

AQ2212：425(W) × 132.5(H) × 500(D) mm　( 突起部含まず )
質量 AQ2211：約 6kg( 実装モジュール含まず )

AQ2212：約 11kg ( 実装モジュール含まず )
安全規格 適合規格 EN 61010-1

過電圧カテゴリⅡ *1

汚染度 2*2
EN 60825-1( レーザ安全 )
EN IEC 61010-2-030

エミッション 適合規格 EN 61326-1 ClassA
EN 55011 ClassA、Group1
オーストラリア、ニュージーランドの EMC 規制 EN 55011 ClassA、Group1
韓国電磁波適合性基準 ( 한국 전자파적합성기준 )
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
本製品はクラス A( 工業環境用 ) の製品です。家庭環境においては、無線妨害を生ずることがあり、
その場合には使用者が適切な対策を講ずることが必要となることがあります。

ケーブル条件 ・ インタロックコネクタ (REMOTE INTERLOCK)
長さ 3m 以下の BNC 同軸ケーブルを使用してください。

・ 外部トリガ入力端子 (TRIGGER IN)
長さ 3m 以下の BNC 同軸ケーブルを使用してください。

・ 外部トリガ出力端子 (TRIGGER OUT)
長さ 3m 以下の BNC 同軸ケーブルを使用してください。

・ USB コネクタ (TypeA)
長さ 3m 以下の USB シールドケーブルを使用してください。

・ USB コネクタ (TypeB)
長さ 3m 以下の USB シールドケーブルを使用してください。

・ イーサネットポート
長さ 3m 以下でカテゴリー 7 のイーサネットケーブルを使用してください。

イミュニティ 適合規格 EN61326-1　Table2( 工業立地用 )
ケーブル条件 エミッションのケーブル条件と同じ。

環境規格 欧州 RoHS 指令適合 *3、*4

*1 過電圧カテゴリは、過渡的な過電圧を定義する数値であり、インパルス耐電圧の規定を含みます。過電圧カテゴリ II は配電盤
などの固定設備から給電される電気機器に適用されます。

*2 汚染度とは、耐電圧または表面抵抗率を低下させる固体、液体、気体の付着の程度に関するものです。汚染度 2 は通常の室
内雰囲気 ( 非導通性汚染 ) のみに適用されます。

5.1　AQ2211/AQ2212 フレームコントローラ
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*3 本機器に次のモジュールを挿入した場合、本機器は欧州 RoHS 指令には適合しません。
MODEL モジュール名 / アプリケーション名
810518901 AQ2200-111 DFB-LD モジュール
AQ2200131-T2 AQ2200-131 Grid TLS モジュールのデバイスタイプが高機能タイプ (-T2)
AQ2200132-T2 AQ2200-132 Grid TLS モジュールのデバイスタイプが高機能タイプ (-T2)
AQ2200131-T4 AQ2200-131 Grid TLS モジュールのデバイスタイプが標準タイプ (-T4)
AQ2200132-T4 AQ2200-132 Grid TLS モジュールのデバイスタイプが標準タイプ (-T4)
810518902 AQ2200-141 FP-LD モジュール
810518903 AQ2200-142 DUAL FP-LD モジュール
810518904 AQ2200-136 TLS モジュール
810518905 AQ2200-201 インタフェースモジュール
810518906 AQ2200-231 光センサヘッド ( 長波長用 )
810518907 AQ2200-241 光センサヘッド ( 短波長用 )
810518908 AQ2200-211 センサモジュール ( 高感度用 )
735185 AQ2200-271 ORL モジュール
810518915 AQ2200-311 ATTN モジュール
810518801 AQ2200-601 10Gbit/s BERT モジュール
810518802 AQ2200-621 10Gbit/s オプティカルモジュレータ ( 波長 1550nm)
810518804 AQ2200-622 10Gbit/s オプティカルモジュレータ ( 波長 1310nm)
810518803 AQ2200-631 10Gbit/s オプティカルレシーバ
735161 AQ2200-641 XFP インタフェースモジュール
735122 AQ2200-221 センサモジュール
735131 AQ2200-311A ATTN モジュール
735133 AQ2200-331 ATTN モジュール
735163 AQ2200-651 SG モジュール
AQ2200342 AQ2200-342 DUAL ATTN モジュール

*4 欧州圏以外の環境規制 / 規格の適合については、お近くの横河オフィスまでお問合せください (PIM 113-01Z2)。

5.1　AQ2211/AQ2212 フレームコントローラ
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5.2 AQ2200-111 DFB-LD モジュール

性能 / 機能仕様
項目 仕様
中心波長 1310nm、1490nm：± 10nm

1524.111 ～ 1620.500nm：波長対応表による
波長指定範囲 1310nm、1490nm、1524.111 ～ 1620.500nm*1
波長確度 *2、*17 1310nm、1490nm：± 0.05nm 以内

1524.111nm ～ 1620.500nm：± 0.02nm 以内
波長設定分解能 0.001nm
適合光ファイバ SM(ITU-T G.652)
スペクトル線幅 *3 NARROW：5MHz (typ.)

WIDE：100MHz (typ.)
光出力レベル *2、*4 10mW 以上
SMSR*3 1310nm、1490nm：30dB 以上

1524.111 ～ 1620.500nm：45dB (typ.)
光出力レベル安定度 *5 15 分：± 0.005dB 以内

24 時間：± 0.03dB 以内
波長安定度 *2 15 分：± 0.005nm 以内

24 時間：± 0.01nm 以内
波長調整幅 *2、*6 1.6nm 以上
光減衰幅 10dB(0.01dB ステップ )
RIN*3、*7 －145dB/Hz (typ.)
光出力変調　内部 CHOP 変調

変調周波数：100Hz ～ 300kHz
適合光コネクタ *8 FC/Angled PC

オプション仕様
項目 仕様
高出力化オプション *2

光出力 *4、*16 20mW 以上
PMF オプション

偏波消光比 *9 20dB 以上
外部 sine 変調オプション *10、*16

変調周波数 100Hz ～ 300kHz
入力コネクタ SMA*12
入力インピーダンス 約 50Ω
最大入力電圧 2Vp-p

外部 CHOP 変調オプション *10、*16

変調周波数 100Hz ～ 300kHz
外部変調光パルス遅延時間 1µs (typ.)*13、*14
外部変調光パルス立ち上り時間 1µs 以下 *13、*15

外部変調光パルス立ち下がり時間 1µs (typ.)*13、*15
入力コネクタ SMA*12
入力インピーダンス 約 2kΩ
入力レベル TTL レベル
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一般仕様
項目 仕様
動作条件 フレームコントローラの動作環境に準ずる
保存温度 周囲温度：－20 ～ ＋60℃

周囲湿度：20 ～ 80%RH( 結露しないこと )
外形寸法 31(W) × 117(H) × 321.5(D) mm( 突起部含まず、1 スロット )
質量 約 0.9kg
安全規格 EN 60825-1 クラス 1M

* 全ての仕様についてウォームアップ時間は 1 時間とする。
*1 指定波長範囲は ITU-T グリッドに準拠
*2 周囲温度 23 ± 2℃ ( 温度一定 )、CW 光、減衰量 0.0dB、中心波長、接続ファイバ出射点 (FC/Angled PC-FC/SPC、2m、

SMF)、スペクトル線幅：NARROW にて
*3 CW 光、減衰量 0.0dB、中心波長にて
*4 マスターコード使用時
*5 周囲温度 23 ± 2℃ ( 温度一定 )、CW 光、減衰量 0.0dB、中心波長、接続ファイバ出射点 (FC/Angled PC-FC/SPC、2m、

SMF)、スペクトル線幅：WIDE にて
*6 設定分解能：0.001nm、基準波長± 0.4nm 以上
*7 スペクトル線幅：NARROW、周波数：100kHz ～ 2.5GHz にて
*8 精工技研製 Angled PC または準拠品 ( ステップタイプ )
*9 CW 光、減衰量 0.0dB、スペクトル線幅 “NARROW”、パネル装着光コネクタ出射端にて
*10 外部 sine 変調オプションと外部 CHOP 変調オプションは同時に選ぶことはできません。
*11 入力変調信号 2Vp-p 以下
*12 外部変調入力コネクタに接続するコードは、3m 以下の 50Ω 同軸ケーブルを使用。
*13 変調信号 100Hz、減衰量 0.0dB、スペクトル線幅 “NARROW” にて
*14 入力変調信号に対しての変調された光出力の遅れ時間とする。
*15 光出力信号の立ち上がり / 立ち下がり 10% ～ 90% の時間とする
*16 波長 1490nm については、高出力化オプションと外部変調オプションを選ぶことはできません。
*17 出荷時 ( 経時変化を含みません )

5.2　AQ2200-111 DFB-LD モジュール
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DFB-LD モジュール 波長対応表
光周波数：THz、 波長： nm

波長コード 光周波数 波長 波長コード 光周波数 波長 波長コード 光周波数 波長
M0290 191.60 1564.679 M0085 193.55 1548.915 M0480 195.50 1533.465 
M0275 191.65 1564.271 M0100 193.60 1548.515 M0485 195.55 1533.073 
M0270 191.70 1563.863 M0105 193.65 1548.115 M0500 195.60 1532.681 
M0255 191.75 1563.455 M0120 193.70 1547.715 M0505 195.65 1532.290 
M0250 191.80 1563.047 M0125 193.75 1547.316 M0520 195.70 1531.898 
M0235 191.85 1562.640 M0140 193.80 1546.917 M0525 195.75 1531.507 
M0230 191.90 1562.233 M0145 193.85 1546.518 M0540 195.80 1531.116 
M0215 191.95 1561.826 M0160 193.90 1546.119 M0545 195.85 1530.725 
M0210 192.00 1561.419 M0165 193.95 1545.720 M0560 195.90 1530.334 
M0195 192.05 1561.013 M0180 194.00 1545.322 W1310 228.85　 1310.000
M0190 192.10 1560.606 M0185 194.05 1544.924 W1490 201.203 1490.000
M0175 192.15 1560.200 M0200 194.10 1544.526 
M0170 192.20 1559.794 M0205 194.15 1544.128 
M0155 192.25 1559.389 M0220 194.20 1543.730 
M0150 192.30 1558.983 M0225 194.25 1543.333 
M0135 192.35 1558.578 M0240 194.30 1542.936 
M0130 192.40 1558.173 M0245 194.35 1542.539 
M0115 192.45 1557.768 M0260 194.40 1542.142 
M0110 192.50 1557.363 M0265 194.45 1541.746 
M0095 192.55 1556.959 M0280 194.50 1541.349 
M0090 192.60 1556.555 M0285 194.55 1540.953 
M0075 192.65 1556.151 M0300 194.60 1540.557 
M0070 192.70 1555.747 M0305 194.65 1540.162 
M0055 192.75 1555.343 M0320 194.70 1539.766 
M0050 192.80 1554.940 M0325 194.75 1539.371 
M0035 192.85 1554.537 M0340 194.80 1538.976 
M0030 192.90 1554.134 M0345 194.85 1538.581 
M0015 192.95 1553.731 M0360 194.90 1538.186 
M0010 193.00 1553.329 M0365 194.95 1537.792 
M0005 193.05 1552.926 M0380 195.00 1537.397 
M0000 193.10 1552.524 M0385 195.05 1537.003 
M000H 193.15 1552.122 M0400 195.10 1536.609 
M0020 193.20 1551.721 M0405 195.15 1536.216 
M0025 193.25 1551.319 M0420 195.20 1535.822 
M0040 193.30 1550.918 M0425 195.25 1535.429 
M0045 193.35 1550.517 M0440 195.30 1535.036 
M0060 193.40 1550.116 M0445 195.35 1534.643 
M0065 193.45 1549.715 M0460 195.40 1534.250 
M0080 193.50 1549.315 M0465 195.45 1533.858 

5.2　AQ2200-111 DFB-LD モジュール
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5.3 AQ2200-112 光源モジュール
ファームウエアバージョン 3.08 以降有効

性能 / 機能仕様
項目 仕様
チャネル数 1 または 2
デバイスタイプ DFB-LD
中心波長 *1、*2、*3、*5 1310nm ± 5nm 1550nm ± 5nm 1625nm ± 5nm 1650nm ± 5nm
光出力 *1、*2、*3、*6 +10dBm 以上
光出力安定度 (5 分 )*1、*2、*3、*6 ± 0.005dB
スペクトル線幅 *1、*2、*7 Narrow：10MHz (typ.)

Wide：100MHz (typ.)
SMSR *1、*2、*3、*5 35dB 以上
RIN *1、*2、*3、*5、*7 －135dB/Hz (typ.)
光出力減衰量設定範囲 *1、*4、*6 6dB (resolution 0.01dB (typ.))
ファイバタイプ SMF (ITU-T G.652)
適合光コネクタ FC/Angled PC

一般仕様
項目 仕様
動作条件 フレームコントローラの動作環境に準ずる
保存温度 周囲温度：－20 ～ ＋60℃

周囲湿度：20 ～ 80%RH( 結露しないこと )
外形寸法 31(W) × 117(H) × 321.5(D) mm( 突起部含まず、1 スロット )
質量 約 0.8kg
レーザー安全クラス Class 1M (IEC 60825-1:2007、GB 7247.1-2012 )

Class 1 (EN 60825-1:2014+A11:2021)

* 全ての仕様についてウォームアップ時間は 30 分とする。
* 環境条件はフレームコントローラの仕様に準ずる。
*1 SMF 接続時
*2 最大出力時
*3 温度範囲　23 ± 2℃
*4 温度一定　± 0.5℃
*5 線幅：Narrow
*6 線幅：Wide
*7 保証値ではありません。
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5.4 AQ2200-141/142 FP-LD モジュール

性能 / 機能仕様
項目 仕様

AQ2200-141 AQ2200-142
中心波長 *1.*2 1310nm ± 20nm (1310nm 指定の場合 ) 1310nm ± 20nm、1550nm ± 20nm

1550nm ± 20nm (1550nm 指定の場合 )
適合光ファイバ SM (ITU-T G.652)
スペクトル幅 *1、*2、*3 5nm 以下 (1310nm 指定の場合 ) 5nm 以下 (1310nm 設定の場合 )

10nm 以下 (1550nm 指定の場合 ) 10nm 以下 (1550nm 設定の場合 )
光出力レベル *2 ＋0dBm 以上 －1dBm 以上
光出力レベル安定度

温度安定度 *2、*4 0.2dBp-p 以下 0.3dBp-p 以下
時間安定度 *2

15 分間 *5 ± 0.003dB 以内 ± 0.005dB 以内
24 時間 *6 ± 0.03dB 以内

光減衰幅 6dB(0.01dB ステップ )
光出力変調

内部 CHOP 変調周波数 270Hz、1KHz、2KHz
適合光コネクタ *7 AQ9441 ユニバーサルアダプタ

一般仕様
項目 仕様
動作条件 フレームコントローラの動作環境に準ずる
保存温度 周囲温度：－20 ～＋60℃

周囲湿度：20 ～ 80%RH( 結露しないこと )
外形寸法 31(W) × 117(H) × 321.5(D) mm( 突起部含まず、1 スロット )
質量 約 0.95kg
安全規格 EN 60825-1 クラス 1

* 全ての仕様についてウォームアップ時間は 1 時間とする。
*1 周囲温度 23 ± 2℃
*2 CW 光、減衰量 0.0dB、接続ファイバ出射点 (FC/SPC-FC/SPC、2m、SMF)
*3 RMS(2 σ、－ 20dB)
*4 5 ～ 40℃ (8 時間 )
*5 温度一定 (20 ～ 30℃内の一点 )
*6 5 ～ 40℃内± 1℃
*7 FC、SC のどれかを選択
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5.5 AQ2200-131/132 Grid TLS モジュール
-T2/-T4：ファームウエアバージョン 3.00 以降有効

-T6：ファームウエアバージョン 3.05 以降有効
性能 / 機能仕様
項目 仕様

仕様コード　-T2、-T6 仕様コード　-T4
チャネル数 C、L バンド 1 (AQ2200-131)、2 (AQ2200-132)
デバイスタイプ C、L バンド 高機能タイプ 標準タイプ
周波数 ( 波長 ) 設定範囲 C バンド 196.25THz ～ 191.50THz

(1527.60nm ～ 1565.50nm)
196.10THz ～ 191.70THz
(1528.77nm ～ 1563.86nm)

L バンド 190.95THz ～ 186.35THz
(1570.01nm ～ 1608.76nm)

190.90THz ～ 186.50THz
(1570.42nm ～ 1607.47nm)

グリッド間隔 C、L バンド 100GHz、50GHz、25GHz
および、Manual(min. 0.1GHz) 100GHz、50GHz

周波数 ( 波長 ) 設定分解能 C バンド 0.1GHz (0.8pm@1550nm) －L バンド 0.1GHz (0.8pm@1590nm)
周波数 ( 波長 ) 微調整範囲 C バンド Typ. ± 6GHz ( ±

48pm@1550nm) －
L バンド Typ. ± 6GHz ( ±

51pm@1590nm)
周波数 ( 波長 ) 微調整分解能 C バンド Typ. 1MHz (8fm@1550nm) －L バンド Typ. 1MHz (8fm@1590nm)
周波数 ( 波長 ) 確度 *1、*2、*3、*4 C バンド ± 2.5GHz ( ± 20pm@1550nm) ± 2.5GHz ( ± 20pm@1550nm)

L バンド ± 2.5GHz ( ± 21pm@1590nm) ± 2.5GHz ( ± 21pm@1590nm)
周波数 ( 波長 ) 可変時間 *5 C バンド 30 秒以下L バンド
周波数 ( 波長 )
安定度 (24 時間 )*1、*2、*4、*6 C バンド Typ. ± 0.3GHz( ±

2.4pm@1550nm) Typ. ± 0.3GHz( ± 2.4pm@1550nm)

L バンド Typ. ± 0.3GHz( ±
2.5pm@1590nm) Typ. ± 0.3GHz( ± 2.5pm@1590nm)

光出力 *1、*2、*3、*4 C バンド ≧＋ 12.5dBm ≧＋ 12.0dBm
L バンド ≧＋ 12.5dBm ≧＋ 9.0dBm

光出力減衰量設定範囲 C、L バンド 6dB(resolution Typ. 0.01) 4dB(resolution Typ. 0.1)
光出力安定度 (24 時間 )*1、*2、*4、*6 C、L バンド Typ. ± 0.03dB Typ. ± 0.03dB
スペクトル線幅 *4、*7 C、L バンド Typ. 100kHz Typ. 3MHz
SMSR *4、*7 C、L バンド Typ. 45dB Typ. 45dB
RIN *4、*7、*8 C バンド Typ. － 145dB/Hz Typ. － 135dB/Hz

L バンド Typ. － 145dB/Hz Typ. － 130dB/Hz
ファイバタイプ C、L バンド PANDA PMF　Slow axis, in line with connector key
光コネクタ *9、*10 C、L バンド FC/PC*9 または FC/Angled PC*10 のどちらかを選択
Dither 機能：SBS 抑圧周波数 *11 C、L バンド -T2：20.8kHz、-T6：－ －
Dither 機能：FM 変調幅 *11 C、L バンド -T2：0 ～ 1000MHz、-T6：－ －
外形寸法 C、L バンド 31(W) × 117(H) × 321.5(D) mm ( 突起部含まず、1 スロット )
質量 C、L バンド 約 0.8kg
レーザー安全クラス C、L バンド Class 1M (IEC 60825-1:2007、GB 7247.1-2012）

Class 1 (EN 60825-1:2014+A11:2021)

一般仕様
項目 仕様
動作環境 周囲温度：5 ～ 40℃、周囲湿度：20 ～ 80%RH( 結露しないこと )
保存環境 周囲温度：－ 20 ～ 60℃、周囲湿度：20 ～ 80%RH( 結露しないこと )

5-9IM 735101-01JA

仕
様

1

2

3

4

5

索



* 全ての仕様についてウォームアップ時間は 30 分とする。
* 環境条件はフレームコントローラの仕様に準ずる。
*1 PMF 接続時
*2 高機能タイプ：グリッドモード ON、グリッド間隔がマニュアル設定以外
*3 周囲温度 23 ± 5℃
*4 最大出力時
*5 周波数 ( 波長 ) 微調整機能による設定を除く (-T6 のみ）
*6 温度一定 ± 0.5℃
*7 Dither 機能 OFF
*8 20MHz ～ 10GHz
*9 反射減衰量：40dB 以上
*10 ステップタイプ、ナローキー
*11 保証値ではありません。

5.5　AQ2200-131/132 Grid TLS モジュール
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5.6 AQ2200-136 TLS モジュール

性能 / 機能仕様
項目 仕様
波長可変幅 1440nm ～ 1640nm
波長設定分解能 1pm
絶対波長確度 ≦± 100pm*1、*2
相対波長確度 ≦± 50pm*1、*2
波長安定度 ( 対時間 ) ± 5pm/h*4、*8、*10
スペクトル線幅

NARROW ≦ 1MHz*3、*4、*12
WIDE ≧ 50MHz*2、*4、*12

光出力
最大出力波長 ≧＋7dBm*2、*12
1520 ～ 1610nm ≧＋5dBm*2、*12
1475 ～ 1625nm ≧＋1dBm*2、*12
全波長範囲 ≧－8dBm*2、*12

光出力安定度
5 分間 ≦± 0.01dB*2、*6、*7、*10、*12
1 時間 ≦± 0.05dB*2、*6、*7、*10、*12
24 時間 ≦± 0.1dB*2、*6、*7、*10、*12

光出力再現性 ( 対波長 ) ≦± 0.04dB*2、*6、*7、*10、*12
光出力可変幅 ≧ 4dB*5、*9、*12
MONITOR 出力

最大光出力 ≦＋5dBm*11
最小光出力 ≧－25dBm

波長掃引速度 50nm/sec ( 最高速 )
適合光ファイバ SM(ITU-T G.652)
適合光コネクタ FC/Angled PC*13

一般仕様
項目 仕様
動作温度範囲 ＋10 ～＋35℃ *14

保存温度範囲 －10 ～＋50℃
湿度条件 20 ～ 80%RH ( 結露しないこと )
外形寸法 62.5(W) × 117(H) × 321.5(D) mm( 突起部含まず、2 スロット )
質量 約 2kg
安全規格 EN 60825-1 クラス 1M

特記なき項目は、基準動作条件 *15　2m SMF 出力点、OPT ON 1 時間経過以降 CAL 実施後

*1 ± 2 σ、線幅 NARROW
*2 光出力最大時
*3 光出力最小時
*4 波長 1590nm
*5 波長 1560nm ～ 1610nm
*6 波長 1460nm ～ 1620nm
*7 線幅 WIDE
*8 線幅 NARROW
*9 0.1dB ステップ
*10 温度一定
*11 MONITOR コネクタ使用時
*12 OUTPUT コネクタ使用時
*13 精工技研製 Angled/PC または準拠品 ( ステップタイプ )
*14 フレームコントローラの動作保証温度は +5 ～ 40℃ですが、本機器実装時には、この動作温度範囲に制約されます。
*15 周囲温度 23 ± 2℃、温度変化率 1℃ /10min かつ 3℃ /h、湿度 50 ± 5%
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5.7 AQ2200-201 インタフェースモジュール

性能 / 機能仕様
項目 仕様
チャネル数 AQ2200-231 または AQ2200-241 を 1 台接続可能
アナログ出力

出力電圧範囲 約 0 ～ 2V
出力インピーダンス 約 1k Ω
コネクタ形状 ミニプラグ

一般仕様
項目 仕様
動作条件 フレームコントローラの動作環境に準ずる
保存温度 周囲温度：－20 ～ ＋60℃

周囲湿度：20 ～ 80%RH( 結露しないこと )
外形寸法 31(W) × 117(H) × 321.5(D) mm ( 突起部含まず、1 スロット )
質量 約 0.8kg
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5.8 AQ2200-202 インタフェースモジュール

性能 / 機能仕様
項目 仕様
チャネル数 AQ2200-232 または AQ2200-242 を 2 台まで接続可能

・ AQ2200-232 を接続時：フレームコントローラのファームウェアバージョン 3.05 以降有効
・ AQ2200-242 を接続時： フレームコントローラのファームウェアバージョン 3.06 以降、および

AQ2200-202 のファームウェアバージョン 2.00 以降有効
アナログ出力

出力電圧範囲 約 0 ～ 2V/ 約 0 ～ 5V
出力インピーダンス 約 100 Ω
コネクタ形状 BNC コネクタ

一般仕様
項目 仕様
動作条件 フレームコントローラの動作環境に準ずる
保存温度 周囲温度：－20 ～ ＋60℃

周囲湿度：20 ～ 80%RH( 結露しないこと )
外形寸法 31(W) × 117(H) × 321.5(D) mm ( 突起部含まず、1 スロット )
質量 約 0.5kg
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5.9 AQ2200-231/241 光センサヘッド

性能 / 機能仕様
項目 仕様

AQ2200-231 AQ2200-241
受光素子 InGaAs　φ5mm Si　φ10mm
測定波長範囲 800nm ～ 1700nm 400nm ～ 1100nm
パワーレンジ CW 光：－90 ～ ＋10dBm

CHOP 光：－90 ～ ＋7dBm
最小表示分解能 1/10000
適合光ファイバ *1 ≦ 100/140µm(SI)、NA ≦ 0.3 ≦ 200/230µm(SI)、NA ≦ 0.5
基準条件における不確かさ ± 2% *2 ± 2.5% *3
全不確かさ ± 3.5% ± 50pW *4 ± 5% ± 50pW *5
偏波依存性 0.025dBp-p 以下 *6

非直線性 ± 0.015dB ± 50pW *7 ± 0.05dB ± 50pW *8
ノイズレベル *9、	*10

CW 光 50pW 以下
CHOP 光 50pW 以下

アベレージング時間 ( 最小 ) 100µs
アナログ出力

AUTO モード 各パワーレンジ毎で測定パワー (W) に比例し約 0 ～ 2V 出力
LINEAR モード 測定パワー (W) 設定範囲内に比例し約 0 ～ 2V 出力
LOG モード 測定パワー (dBm) 設定範囲内に比例し約 0 ～ 2V 出力
コネクタ形状 ミニプラグ
出力インピーダンス 約 1kΩ

光コネクタ *11 AQ9335C コネクタアダプタ
ロギング測定

測定パワーレンジ 固定
最小データサンプリング間隔 100µs
最大サンプリングデータ数 20000 データ

スタビリティ測定
最小データサンプリング間隔 100ms
最大サンプリングデータ数 20000 データ
最大測定時間 99 日

一般仕様
項目 仕様
動作条件 フレームコントローラの動作環境に準ずる
保存温度

周囲温度 －20 ～ ＋60℃
周囲湿度 20 ～ 80%RH( 結露しないこと )

外形寸法 61(W) × 42(H) × 100(D) mm( 突起部含まず )
質量 約 0.3kg

* 全ての仕様についてウォームアップ時間は 1 時間とする。
*1 AQ9335C(*) コネクタアダプタとセンサ受光径による。コネクタアダプタを取り外すことで空間光測定も可能。
*2 基準条件
 • パワーレベル：100µW( －10dBm)、CW 光
 • 波長：1310nm ± 20nm
 • 光源のスペクトル幅：10nm 以下
 • 周囲温度：23 ± 2℃
 • 光ファイバ：SM (ITU-T G.652)
 • 光コネクタ：FC/PC
 • 波長設定誤差：0.5nm 以内
 • 測定器の経年変化は含まない ( 校正後 1 年につき 0.5% 追加 )
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*3 基準条件
 • パワーレベル：100µW (－10dBm)、CW 光
 • 波長：850nm ± 10nm
 • 光源のスペクトル幅：10nm 以下
 • 周囲温度：23 ± 2℃
 • 光ファイバ：SM (ITU-T G.652)
 • 光コネクタ：FC/PC
 • 波長設定誤差：0.5nm 以内
 • 測定器の経年変化は含まない ( 校正後 1 年につき 0.5% 追加 )
*4 使用条件
 • パワーレベル： 1nW ～ 10mW (－60dBm ～ ＋10dBm)、CW 光
 •  波長範囲：1200nm ～ 1600nm (1200nm 未満は± 3% 追加、1600 ～ 1650nm は± 30pW 追加 )
 • 光ファイバ：≦ GI 50µm、NA ≦ 0.2 (SI 100µm、NA ≦ 0.3 の場合は、± 1.5% 追加 )
 • レンジ：オートレンジ
 • アベレージング：1sec
 • その他基準条件は注 2 基準条件と同じ
*5 使用条件
 • パワーレベル： 1nW ～ 10mW (－60dBm ～ ＋10dBm)、CW 光
 •  波長範囲：500nm ～ 900nm (500nm 未満および 900nm を超える場合は± 2% ± 100pW 追加 )
 • 光ファイバ：≦ GI 50µm、NA ≦ 0.2 (SI 200µm、NA ≦ 0.5 の場合は、± 1.5% 追加 )
 • レンジ：オートレンジ
 • アベレージング：1sec
 • その他の条件は注 3 基準条件と同じ
*6 条件
 • 波長範囲：1550nm
 • 周囲温度：23℃± 2℃
 • 光ファイバ：SM (ITU-T G.652)
 • 光コネクタ：FC/PC
*7 条件
 • パワーレベル： 1nW ～ 10mW (－60dBm ～ ＋10dBm)、CW 光
 • 波長範囲：1200nm ～ 1600nm (1600nm ～ 1650nm は± 30pW 追加 )
 • 周囲温度：23 ± 2℃ ( 温度一定 )
 • 光ファイバ：SM(ITU-T G.652)
 • レンジ：オートレンジ
 • アベレージング：1sec
*8 条件
 • パワーレベル：1nW ～ 10mW(－60dBm ～ ＋10dBm)、CW 光
 •  波長範囲：500nm ～ 900nm(500nm 未満および 900nm を超える場合は± 2% ± 100pW 追加 )
 • 周囲温度：23 ± 2℃ ( 温度一定 )
 • 光ファイバ：SM (ITU-T G.652)
 • レンジ：オートレンジ
 • アベレージング：1sec
*9 条件 (AQ2200-231 の場合 )
 • 波長範囲：1200nm ～ 1600nm(1600nm ～ 1650nm は± 30pW 追加 )
 • 周囲温度：23℃± 2℃ ( 温度一定 )
 • アベレージング：1sec
*10 条件 (AQ2200-241 の場合 )
 • 波長範囲：500nm ～ 900nm (500nm 未満および 900nm を超える場合は± 100pW 追加 )
 • 周囲温度：23℃± 2℃ ( 温度一定 )
 • アベレージング：1sec
*11 FC、SC、ST のどれかを選択

5.9　AQ2200-231/241 光センサヘッド
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5.10 AQ2200-232/242 光センサヘッド

性能 / 機能仕様
項目 仕様

AQ2200-232 AQ2200-242
チャネル数 1
受光素子 InGaAs　φ5mm Si　5.8mm × 5.8mm
波長範囲 800nm ～ 1700nm 400nm ～ 1100nm
パワーレンジ －90 ～ ＋15dBm *1、	*2 －90 ～ ＋10dBm
最小表示分解能 1/10000
適合光ファイバ *3 SMF (ITU-T G.652)

MMF (GI 50/125) (ITU-T G.651.1)
MMF (GI 62.5/125) (IEC 60793-2)

SMF
MMF (GI 50/125) (ITU-T G.651.1)
MMF (GI 62.5/125) (IEC 60793-2)

基準条件における不確かさ ± 1.8% *4 ± 2.5% *5
全不確かさ *6、*7 ± 5% ± 5pW
偏波依存性 Typ. 0.025dB *8 規定なし
直線性 ± 0.015 dB ± 5pW *9、	*10 ± 0.04 dB ± 5pW (850nm) *11、	*12
ノイズレベル *13、*14 5pW (－83dBm) 以下
アベレージング時間 ( 最小 ) 100μs
光コネクタ *15 AQ9335C コネクタアダプタ
推奨校正周期 1 年
ウォームアップ時間 1 時間

一般仕様
項目 仕様
動作条件 フレームコントローラの動作環境に準ずる
保存温度

周囲温度 －20 ～＋ 60℃
周囲湿度 20 ～ 80%RH( 結露しないこと )

外形寸法 61(W) × 46(H) × 100(D) mm( 突起部含まず )
質量 約 0.3kg

* 全ての仕様についてウォームアップ時間は 1 時間とする。
*1 1310nm におけるパワー表示範囲。
*2 オートレンジ設定では最大 +11dBm まで、ホールドレンジ設定では最大 +15dBm まで表示可能。
*3 AQ9335C(*) コネクタアダプタ使用時。コネクタアダプタを取り外すことで空間光測定も可能。
*4 基準条件
 • パワーレベル：100µW(－10dBm)、CW 光
 • 波長：1310nm ± 20nm
 • 光ファイバ：SMF (ITU-T G.652)　NA=0.1
 • 光コネクタ：FC/PC
 • 光源のスペクトル幅：10nm 以下
 • アベレージング：1s
 • 周囲温度：23 ± 2℃
 • 偏光依存性 (PDL)：含めない
 • 波長設定誤差：0.5nm 以内
 • 測定器の経年変化は含まない ( 校正後 1 年以上 2 年未満：0.4％追加、2 年以上：0.8％追加 )
*5 基準条件
 • パワーレベル：100µW(－10dBm)、CW 光
 • 波長：850nm ± 15nm
 • 光ファイバ：850nm 用 SMF( モードフィールド径 5.0 ± 0.5µm@850nm、NA：0.14(typ.))
 • 光コネクタ：FC/PC
 • 光源のスペクトル幅：10nm 以下
 • アベレージング：1s
 • 周囲温度：23 ± 2℃
 • 偏光依存性 (PDL)：規定なし
 • 波長設定誤差：0.5nm 以内
 • 測定器の経年変化は含まない ( 校正後 1 年以上 2 年未満：0.4％追加、2 年以上：0.8％追加 )
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*6 使用条件 (AQ2200-232 の場合 )
 • パワーレベル：1nW ～ 10mW (－60dBm ～ ＋10dBm)、CW 光
 • 波長範囲：1000nm ～ 1630nm
 • 光ファイバ： ≦ GI  50µm、NA ≦ 0.2 (GI 62.5µm、NA ≦ 0.275 の場合、± 1％追加 )
 • レンジ：オートレンジ
 • 周囲温度：23 ± 5℃
 • その他基準条件は注 4 基準条件と同じ
*7 使用条件 (AQ2200-242 の場合 )
 • パワーレベル：1nW ～ 10mW (－60dBm ～ ＋10dBm)、CW 光
 • 波長範囲：500nm ～ 900nm
 • 光ファイバ： ≦ GI  50µm、NA ≦ 0.2 
 • 周囲温度：23 ± 5℃
 • 条件変更時の不確かさ加算： MMF (GI 62.5/125)、NA ≦ 0.275　± 1.0% 加算
      900nm ～ 1000nm　± 2.0% 加算
 • その他基準条件は注 5 基準条件と同じ
*8 条件
 • 波長：1550nm
 • 周囲温度：23℃± 2℃
 • 光ファイバ：SM (ITU-T G.652)
 • 光コネクタ：FC/PC
*9 空間光を入射して使用する場合、受光面のパワー密度が高いと、フォトダイオードの飽和により実際に入力されたパワーよ

り小さい値が表示されることがあります。また、故障の原因にもなりますので、受光面のパワー密度が 30mW/mm2 以下に
なるようにご使用ください。

*10 条件
 • パワーレベル： 1nW ～ 10mW (－60dBm ～ ＋10dBm)、CW 光
 • 波長範囲：1000nm ～ 1630nm 
 • 周囲温度：23 ± 2℃ ( 温度一定 )
 • 光ファイバ：SMF(ITU-T G.652)
 • レンジ：オートレンジ
 • アベレージング：1s
 ・ 光コネクタ：FC/PC
*11 空間光を入射して使用する場合、受光面のパワー密度が高いと、フォトダイオードの飽和により実際に入力されたパワーよ

り小さい値が表示されることがあります。また、故障の原因にもなりますので、受光面のパワー密度が 5mW/mm2 以下に
なるようにご使用ください。

*12 条件
 • パワーレベル： 1nW ～ 10mW (－60dBm ～ ＋10dBm)、CW 光
 • 波長範囲：500nm ～ 900nm 
 • 周囲温度：23 ± 2℃ ( 温度一定 )
 • 光ファイバ： 850nm 用 SMF( モードフィールド径 5.0 ± 0.5µm@850nm、NA ＝ 0.14(typ.)) 

MMF(GI 50/125) (ITU-T G.651.1)、NA ＝ 0.2(typ.) 
MMF(GI 62.5/125) (IEC 60793-2)、NA ＝ 0.275(typ.)

 • レンジ：オートレンジ
 • アベレージング：1s
 ・ 光コネクタ：FC/PC
*13 条件 (AQ2200-232 の場合 )
 •  波長範囲：1000nm ～ 1630nm
 • 周囲温度：23 ± 2℃ ( 温度一定 )
 • アベレージング：1s
 ・ ゼロセット実行後 5 分以内
*14 条件 (AQ2200-242 の場合 )
 •  波長範囲：500nm ～ 900nm
 • 周囲温度：23 ± 2℃ ( 温度一定 )
 • アベレージング：1s
 ・ ゼロセット実行後 5 分以内
*15 FC、SC、LC、MU のどれかを選択

5.10　AQ2200-232/242 光センサヘッド
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5.11 AQ2200-211 センサモジュール

性能 / 機能仕様
項目 仕様
受光素子 InGaAs
測定波長範囲 700nm ～ 1700nm
パワーレンジ

CW 光 －110 ～ ＋10dBm
CHOP 光 －110 ～ ＋7dBm

最小表示分解能 1/10000
適合光ファイバ ≦ 62.5/125µm(GI)、NA ≦ 0.275
基準条件における不確かさ *1 ± 2%
全不確かさ *2 ± 3.5% ± 0.5pW
偏波依存性 *3 0.005dBp-p 以下
非直線性 *4 ± 0.015dB ± 0.2pW
ノイズレベル *5

CW 光 0.2pW 以下
CHOP 光 0.2pW 以下

アベレージング時間 ( 最小 ) 100µs
アナログ出力 *6

AUTO モード 各パワーレンジ毎で測定パワー (W) に比例し約 0 ～ 2V 出力
LINEAR モード 測定パワー (W) 設定範囲内に比例し約 0 ～ 2V 出力
LOG モード 測定パワー (dBm) 設定範囲内に比例し約 0 ～ 2V 出力
コネクタ形状 ミニプラグ
出力インピーダンス 約 1KΩ

光コネクタ *7 AQ9447(*) コネクタアダプタ
ロギング測定

測定パワーレンジ 固定
最小データサンプリング間隔 100µs
最大サンプリングデータ数 20000 データ

スタビリティ測定
最小データサンプリング間隔 100ms
最大サンプリングデータ数 20000 データ
最大測定時間 99 日

一般仕様
項目 仕様
動作条件 フレームコントローラの動作環境に準ずる
保存温度 周囲温度：－20 ～ ＋60℃

周囲湿度：20 ～ 80%RH( 結露しないこと )
外形寸法 31(W) × 117(H) × 321.5(D) mm( 突起部含まず、1 スロット )
質量 約 0.8kg
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* 全ての仕様についてウォームアップ時間は 1 時間とする。
*1 基準条件
 • パワーレベル：100µW (－10dBm)、CW 光
 • 波長：1310nm ± 20nm
 • 光源のスペクトル幅：10nm 以下
 • 周囲温度：23 ± 2℃
 • 光ファイバ：SM (ITU-T G.652)
 • 光コネクタ：FC/PC
 • 波長設定誤差：0.5nm 以内
 • 測定器の経年変化は含まない ( 校正後 1 年につき 0.5% 追加 )
*2 使用条件
 • パワーレベル：10mW ～ 100pW (－70dBm ～ ＋10dBm)、CW 光
 •  波長範囲：1200nm ～ 1600nm (1200nm 未満は± 3% 追加、1600nm ～ 1650nm は± 0.3pW 追加 )
 • 光ファイバ：≦ GI 50µm、NA ≦ 0.2 (GI 62.5µm、NA ≦ 0.275 の場合± 1.5% 追加 )
 • レンジ：オートレンジ
 • アベレージング：1sec
 • その他の条件は基準条件と同じ
*3 条件
 • 波長範囲：1550nm ± 30nm
 • 周囲温度：23℃± 2℃
 • 光ファイバ：SM (ITU-T G6.52)
 • 光コネクタ：FC/PC
*4 条件
 • パワーレベル：10mW ～ 100pW (－70dBm ～ ＋10dBm)、CW 光
 • 波長範囲：1200nm ～ 1600nm (1600nm ～ 1650nm は± 0.3pW 追加 )
 • 周囲温度：23 ± 2℃ ( 温度一定 )
 • 光ファイバ：SM (ITU-T G.652)
 • レンジ：オートレンジ
 • アベレージング：1sec
*5 条件
 • 波長範囲：1200nm ～ 1600nm (1600nm ～ 1650nm は± 0.3pW 追加 )
 • 周囲温度：23℃± 2℃ ( 温度一定 )
 • アベレージング：1sec
*6 出力インピーダンス　約 1kΩ
*7 FC、SC、ST のどれかを選択

5.11　AQ2200-211 センサモジュール
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5.12 AQ2200-215 センサモジュール

性能 / 機能仕様
項目 仕様
受光素子 InGaAs
測定波長範囲 970nm ～ 1660nm
パワーレンジ －70 ～ +30dBm
最小表示分解能 1/10000
適合光ファイバ ≦ 62.5/125µm (GI)、NA ≦ 0.275
基準条件における不確かさ * １ ± 3%
全不確かさ * ２、*7 ± 5% ± 2nW
偏波依存性 * ３ 0.03dBp-p (typ.)
非直線性 *4、*7 ± 0.05dB ± 2nW
ノイズレベル * ５ 2nW 以下
アベレージング時間 ( 最小 ) 100µs
アナログ出力

AUTO モード 各パワーレンジ毎で測定パワー (W) に比例し約 0 ～ 2V 出力
LINEAR モード 測定パワー (W) 設定範囲内に比例し約 0 ～ 2V 出力
LOG モード 測定パワー (dBm) 設定範囲内に比例し約 0 ～ 2V 出力
コネクタ形状 ミニプラグ
出力インピーダンス 約 1kΩ

光コネクタ * ６ AQ9335C(*) コネクタアダプタ
ロギング測定

測定パワーレンジ 固定
最小データサンプリング間隔 100µs
最大サンプリングデータ数 20000 データ

スタビリティ測定
最小データサンプリング間隔 100ms
最大サンプリングデータ数 20000 データ
最大測定時間 99 日

一般仕様
項目 仕様
動作条件 フレームコントローラの動作環境に準ずる
保存温度

周囲温度 －20 ～ +60℃
周囲湿度 20 ～ 80%RH( 結露しないこと )

外形寸法 31(W) × 117(H) × 321.5(D) mm ( 突起部含まず、1 スロット )
質量 約 0.7Kg
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* 全ての仕様についてウォームアップ時間は１時間とする。
*1 基準条件
 • パワーレベル：100µW (－10dBm)、CW 光
 • 波長：1310nm ± 20nm
 • 光源のスペクトル幅：10nm 以下
 • 周囲温度：23 ± 2℃
 • 光ファイバ：SM (ITU-T G.652)
 • 光コネクタ：FC/PC
 • 波長設定誤差：0.5nm 以内
 • 測定器の経年変化は含まない ( 校正後 1 年につき 0.5% 追加 )
*2 使用条件
 • パワーレベル：1µW ～ 1W (－30dBm ～ ＋30dBm)、CW 光
 • 波長範囲：1260nm ～ 1620nm
 • 光ファイバ：≦ GI 50µm、NA ≦ 0.2(GI 62.5µm、NA ≦ 0.275 ± 2% 追加 )
 • レンジ：オートレンジ
 • アベレージング：1sec
 • その他の条件は基準条件と同じ
*3 条件
 • 波長範囲：1550nm ± 30nm
 • 周囲温度：23℃± 2℃
 • 光ファイバ：SM (ITU-T G.652)
 • 光コネクタ：FC/PC
*4 条件
 • パワーレベル：1µW ～ 1W (－30dBm ～ ＋30dBm)、CW 光
 • 波長範囲：1260nm ～ 1620nm
 • 周囲温度：23 ± 2℃ ( 温度一定 )
 • 光ファイバ：SM (ITU-T G.652)
 • レンジ：オートレンジ
 • アベレージング：1sec
*5 条件
 • 波長範囲：1260nm ～ 1620nm
 • 周囲温度：23℃± 2℃ ( 温度一定 )
 • アベレージング：1sec
*6 FC、SC、ST、LC、MU のどれかを選択
*7 入力パワーが >10mW の場合、0.001dB/mW ( 代表値 ) を追加

5.12　AQ2200-215 センサモジュール
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5.13 AQ2200-221 センサモジュール

性能 / 機能仕様
項目 仕様
受光素子 InGaAs　φ3mm
測定波長範囲 800nm ～ 1700nm
パワーレンジ －70 ～ +10dBm
最小表示分解能 1/10000
適合光ファイバ ≦ 62.5/125µm (GI)、NA ≦ 0.275
基準条件における不確かさ *1 ± 3%
全不確かさ *2 ± 5% ± 50pW
偏波依存性 *3 0.02dBp-p (typ.)
非直線性 *4 ± 0.02dB ± 50pW
ノイズレベル *5 50pW 以下
アベレージング時間 ( 最小 ) 200µs
光コネクタ *6 AQ9335C コネクタアダプタ
ロギング測定

測定パワーレンジ 固定
最小データサンプリング間隔 200µs
最大サンプリングデータ数 10000 データ /ch

スタビリティ測定
最小データサンプリング間隔 100ms
最大サンプリングデータ数 10000 データ /ch
最大測定時間 99 日

一般仕様
項目 仕様
動作条件 フレームコントローラの動作環境に準ずる
保存温度

周囲温度 －20 ～ +60℃
周囲湿度 20 ～ 80%RH( 結露しないこと )

外形寸法 31(W) × 117(H) × 321.5(D) mm( 突起部含まず、1 スロット )
質量 約 0.9Kg
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* 全ての仕様についてウォームアップ時間は１時間とする。
*1 基準条件
 • パワーレベル：100µW(－10dBm)、CW 光
 • 波長：1310nm ± 20nm
 • 光源のスペクトル幅：10nm 以下
 • 周囲温度：23 ± 1℃
 • 光ファイバ：SM (ITU-T G.652)
 • 光コネクタ：FC/PC
 • 波長設定誤差：0.5nm 以内
 • 測定器の経年変化は含まない ( 校正後 1 年につき 0.5% 追加 )
*2 使用条件
 • パワーレベル：100nW ～ 10mW (－40dBm ～ +10dBm)、CW 光
 •  波長範囲：1200nm ～ 1600nm (1200nm 未満は± 3% 追加、1600 ～ 1650nm は± 30pW 追加 )
 • 光ファイバ：≦ GI 50µm、NA ≦ 0.2(GI 62.5µm、NA ≦ 0.275 ± 2% 追加 )
 • レンジ：オートレンジ
 • アベレージング：1sec
 • その他の条件は基準条件と同じ
*3 条件
 • 波長範囲：1550nm ± 30nm
 • 周囲温度：23℃± 1℃
 • 光ファイバ：SM (ITU-T G.652)
 • 光コネクタ：FC/PC
*4 条件
 • パワーレベル：100nW ～ 10mW (－40dBm ～ +10dBm)、CW 光
 • 波長範囲：1200nm ～ 1600nm　(1600nm ～ 1650nm は± 30pW 追加 )
 • 周囲温度：23 ± 1℃ ( 温度一定 )
 • 光ファイバ：SM(ITU-T G.652)
 • レンジ：オートレンジ
 • アベレージング：1sec
*5 条件
 • 波長範囲：1200nm ～ 1600nm (1600nm ～ 1650nm は± 30pW 追加 )
 • 周囲温度：23℃± 1℃ ( 温度一定 )
 • アベレージング：1sec
*6 FC、SC、ST、LC、MU のどれかを選択

5.13　AQ2200-221 センサモジュール
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5.14 AQ2200-212/222 センサモジュール
ファームウエアバージョン 3.10 以降有効

性能 / 機能仕様
項目 仕様

AQ2200-212 AQ2200-222
チャネル数 1 2
受光素子 InGaAs　φ3mm
測定波長範囲 800nm ～ 1700nm
パワーレンジ *7、*8 –90 ～ +15dBm
最小表示分解能 1/10000
適合光ファイバ *9 SMF (ITU-T G.652) 

MMF (GI 50/125) (ITU-T G.651.1) 
MMF (GI 62.5/125) (IEC 60793-2)

基準条件における不確かさ *1 ± 2.5%
全不確かさ *2 ± 5% ± 5pW
偏波依存性 *3 0.02dBp-p (typ.)
直線性 *4 ± 0.02dB ± 5pW
ノイズレベル *5、*10 5pW 以下
アベレージング時間 ( 最小 ) 100µs
光コネクタ *6 AQ9335C コネクタアダプタ
推奨校正周期 1 年
ウォームアップ時間 1 時間
アナログ出力 有り (1) 無し
ロギング測定

測定パワーレンジ 固定
最小データサンプリング間隔 100µs
最大サンプリングデータ数 20000 データ /ch

スタビリティ測定
最小データサンプリング間隔 100ms
最大サンプリングデータ数 20000 データ /ch
最大測定時間 99 日

一般仕様
項目 仕様

AQ2200-212 AQ2200-222
動作条件 フレームコントローラの動作環境に準ずる
保存温度

周囲温度 –20 ～ +60℃
周囲湿度 20 ～ 80%RH( 結露しないこと )

外形寸法 31(W) × 117(H) × 321.5(D) mm( 突起部含まず、1 スロット )
質量 約 0.8kg 約 0.9kg
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* 全ての仕様についてウォームアップ時間は１時間とする。
*1 基準条件
 • パワーレベル：100µW(–10dBm)、CW 光
 • 波長：1310nm ± 20nm
 • 光源のスペクトル幅：10nm 以下
 • 周囲温度：23 ± 1℃
 • 光ファイバ：SMF (ITU-T G.652) NA = 0.1
 • 光コネクタ：FC/PC
 • 波長設定誤差：0.5nm 以内
 • 測定器の経年変化は含まない ( 校正後 1 年以上 2 年未満：0.5% 追加、2 年以上：1.0% 追加 )
 • アベレージング：1sec
 • 偏波依存性 (PDL)：含まない
*2 使用条件
 • パワーレベル：100nW ～ 10mW (–40dBm ～ +10dBm)、CW 光
 •  波長範囲：1200nm ～ 1600nm
 • 光ファイバ：SMF (ITU-T G.652) (MMF (GI 50/125) は± 1% 追加、MMF (GI 62.5/125) は± 9% 追加 )
 • レンジ：オートレンジ
 • アベレージング：1sec
 • その他の条件は基準条件と同じ
*3 条件
 • 波長範囲：1550nm ± 30nm
 • 周囲温度：23℃± 1℃
 • 光ファイバ：SM (ITU-T G.652)
 • 光コネクタ：FC/PC
*4 条件
 • パワーレベル：100nW ～ 10mW (–40dBm ～ +10dBm)、CW 光
 • 波長範囲：1200nm ～ 1600nm
 • 周囲温度：23 ± 1℃ ( 温度一定 )
 • 光ファイバ：SM(ITU-T G.652) NA = 0.1
 • 光コネクタ：FC/PC
 • レンジ：オートレンジ
 • アベレージング：1sec
*5 条件
 • 波長範囲：1200nm ～ 1600nm
 • 周囲温度：23℃± 1℃ ( 温度一定 )
 • アベレージング：1sec
*6 FC、SC、LC、MU のどれかを選択
*7 1310nm におけるパワー表示範囲
*8 オートレンジ設定では最大 +11dBm まで、ホールドレンジ設定では最大 +15dBm まで表示可能。
*9 AQ9335C コネクタアダプタ使用時
*10 ゼロセット実行後 5 分以内

5.14　AQ2200-212/222 センサモジュール
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5.15 AQ2200-271 ORL モジュール

性能 / 機能仕様
項目 仕様
波長範囲 1310nm ± 30nm、1550nm ± 30nm
ダイレクティビティ 68dB 以上
適合光ファイバ SMF
適合光測定コネクタ SC/Angled PC
適合光源・センサコネクタ FC/PC

一般仕様
項目 仕様
動作条件 フレームコントローラの動作環境に準ずる
保存温度

周囲温度 －20 ～＋ 60℃
周囲湿度 20 ～ 80%RH( 結露しないこと )

外形寸法 31(W) × 117(H) × 321.5(D) mm ( 突起部含まず、1 スロット )
質量 約 0.7kg

反射減衰量測定仕様
項目 仕様
システム構成

使用光源 AQ2200-141 または AQ2200-142
使用センサ AQ2200-211 AQ2200-221

波長範囲 *1 1310nm ± 30nm、1550nm ± 30nm
測定ダイナミックレンジ *2 65dB 以上 55dB 以上
相対測定不確かさ *2、*3

RL ≦ 50dB ± 0.3dB ± 0.7dB
RL ≦ 60dB ± 0.6dB －

適合光ファイバ SMF
適合光源接続端コネクタ FC/PC
適合測定端コネクタ AC/Angled PC

*1 使用光源の波長による
*2 23 ± 2℃、フレネル反射基準において
 当社指定のマスタコード、基準反射器を使用時
 使用時校正の実施後
*3 ± 2 σ
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5.16 AQ2200-311 ATTN モジュール

性能 / 機能仕様
項目 仕様
波長範囲 1200nm ～ 1700nm
挿入損失 1.0dB (typ.)*1、*2、*3、*4　1.6dB 以下 *1、*2、*3

最大減衰量 60dB
減衰量確度 ± 0.1dB 以内 *2、*3、*5、*6

再現性 ± 0.01dB 以内 *1、*2、*7、*12

表示分解能 0.001dB
光反射減衰量

PC 45dB 以上 *3、*5、*8

Angled PC 60dB 以上 *3、*5、*9

偏波依存性 0.08dBp-p 以下 *3、*5

最大入力パワー ＋23dBm
シャッターアイソレーション 90dB 以上
適合光ファイバ SM (ITU-T G.652)
適合光コネクタ FC/PC、SC/PC、FC/Angled PC、SC/Angled PC

オプション仕様
項目 仕様
モニターポートオプション

モニターポート出力 *10 －13dB (typ.)
挿入損失 (Output 出力 ) 2.3dB 以下 *1、*2、*3

光反射減衰量 *11 50dB 以上 *3、*5

偏波依存性 (Output 出力 ) 0.1dBp-p 以下 *3、*5

一般仕様
項目 仕様
動作条件 フレームコントローラの動作環境に準ずる
保存温度

周囲温度 －20 ～ ＋60℃
周囲湿度 20 ～ 80%RH ( 結露しないこと )

外形寸法 31(W) × 117(H) × 321.5(D) mm ( 突起部含まず、1 スロット )
質量 約 0.9kg

* 全ての仕様についてウォームアップ時間は 1 時間とする。コネクタ注記に無い場合は、全てコネクタを含むで規定
*1 波長 1550nm ± 15nm、1310nm ± 15nm
*2 周囲温度 23 ± 2℃ ( 温度一定 )
*3 マスターコード使用
*4 コネクタ含まず
*5 波長 1550nm ± 15nm
*6 波長 1310nm ± 15nm 時、0.15dB (typ.)
*7 2σ
*8 コネクタ端 PC ( 光反射減衰量 48dB 以上 ) 使用時
*9 コネクタ端 Angled PC ( 光反射減衰量 63dB 以上 ) 使用時
*10 Output 出力比
*11 コネクタ端 Angled PC の場合
*12 偏波依存性含まず
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5.17 AQ2200-311A/312 ATTN モジュール
AQ2200-312 は、ファームウエアバージョン 3.04 以降有効

性能 / 機能仕様
項目 仕様
光ファイバ仕様 -SA -G5 -G6
波長範囲 1200nm ～ 1700nm 800nm ～ 1370nm
挿入損失 *2 1.0dB(typ.)*1、*3、*4

1.6dB 以下 *1、*3、*12
1.0dB(typ.)*4
1.6dB 以下 *9

最大減衰量 60dB 45dB
減衰量確度 *2 ± 0.1dB 以内 *3、*5、*6 ± 0.1dB 以内 *8

再現性 *2 ± 0.01dB 以内 *1、*7 ± 0.01dB 以内 *7、*8

表示分解能 0.001dB
光反射減衰量 45dB 以上 *3、*5、*10 20dB 以上 *8

偏波依存性 0.08dBp-p 以下 *3、*5 －
最大入力パワー ＋23dBm －
シャッターアイソレーション 90dB 以上
適合光ファイバ SMF(ITU-T G.652) MMF (GI 50/125)

(ITU-T G651.1)
MMF (GI 62.5/125)
(IEC 60793-2)

光コネクタ FC/PC( 光コネクタ仕様：-FCC)
SC/PC( 光コネクタ仕様：-SCC)

オプション仕様
項目 仕様
光ファイバ仕様 -SA -G5 -G6
モニターポートオプション

モニターポート出力 *2、*11 －13dB(typ.)*1、*3 －13dB(typ.)*8
挿入損失 *2 2.3dB 以下 *1、*3 2.3dB 以下 *9

偏波依存性 0.1dBp-p 以下 *3、*5 －

一般仕様
項目 仕様
動作条件 フレームコントローラの動作環境に準ずる
保存温度

周囲温度 －20 ～ ＋60℃
周囲湿度 20 ～ 80%RH ( 結露しないこと )

外形寸法 31(W) × 117(H) × 321.5(D) mm ( 突起部含まず、1 スロット )
質量 約 0.9kg

・ 全ての仕様についてウォームアップ時間は 1 時間とする。特記なき場合は、全てコネクタを含む。
・ MMF 仕様品は、定常モード励振された光源にて保証
*1 波長 1550nm ± 15nm、1310 ± 15nm
*2 周囲温度 23 ± 2℃ ( 温度一定 )
*3 弊社標準マスターコード使用 (SMF 時 )
*4 コネクタ含まず
*5 波長 1550nm ± 15nm
*6 波長 1310nm ± 15nm 時、0.15dB 以内
*7 2σ
*8 波長 850nm、1310nm
*9 波長 850nm、1310nm 場合は＋ 0.5dB を加算
*10 PC コネクタ ( 光反射減衰量 48dB 以上 ) 使用時
*11 Output 出力比
*12 コネクタ含む
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5.18 AQ2200-331/332 ATTN モジュール
AQ2200-332 は、ファームウエアバージョン 3.04 以降有効

性能 / 機能仕様
項目 仕様
光ファイバ仕様 -SA -G5 -G6
波長範囲 1200nm ～ 1700nm 800nm ～ 1370nm
挿入損失 *2 1.9dB (typ.)*1、*3、*4 1.9dB (typ.)*4、*10
最大減衰量 60dB 45dB
減衰量確度 *2 ± 0.1dB 以内 *3、*5、*6 ± 0.1dB 以内 *8

再現性 *2 ± 0.01dB 以内 *1、*7 ± 0.01dB 以内 *7、*8

表示分解能 0.001dB
出力モニタ確度 ± 5% 以内 *2、*9、*11、*13 ± 5% 以内 *2、*13、*14

光反射減衰量 45dB 以上 *3、*5、*12 20dB 以上 *8

偏波依存性 0.1dBp-p 以下 *3、*5 －
最大入力パワー ＋ 23dBm －
シャッターアイソレーション 90dB 以上
適合光ファイバ SMF (ITU-T G.652) MMF (GI 50/125)

(ITU-T G651.1)
MMF (GI 62.5/125)
(IEC 60793-2)

光コネクタ FC/PC( 光コネクタ仕様：-FCC)
SC/PC( 光コネクタ仕様：-SCC)

一般仕様
項目 仕様
動作条件 フレームコントローラの動作環境に準ずる。
保存温度

周囲温度 －20 ～ +60℃
周囲湿度 20 ～ 80%RH ( 結露しないこと )

外形寸法 31(W) × 117(H) × 321.5(D)mm ( 突起部含まず、1 スロット )
質量 約 0.9kg

・ 全ての仕様についてウォームアップ時間は 1 時間とする。特記なき場合は、全てコネクタを含む。
・ MMF 仕様品は、定常モード励振された光源にて保証
*1 波長 1310nm ± 15nm、1550nm ± 15nm
*2 周囲温度 23 ± 2℃ ( 温度一定 )
*3 弊社標準マスターコード使用 (SMF 時 )
*4 コネクタ含まず。コネクタを含む場合、2.3dB 以下
*5 波長 1550nm ± 15nm
*6 波長 1310nm ± 15nm 時、± 0.15dB 以内
*7 2σ
*8 波長 850nm、1310nm
*9 偏波依存性は除く
*10 波長 850nm。1310nm の場合は 0.5dB を加算
*11 波長 1310nm ± 15nm、1550nm ± 15nm 以内の任意の１点
*12 PC コネクタ ( 光反射減衰量 48dB 以上 ) 使用時
*13 出力パワー：－ 10dBm
*14 波長 850nm
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5.19 AQ2200-342 DUAL ATTN モジュール
ファームウエアバージョン 3.01 以降有効

性能 / 機能仕様
項目 仕様
チャネル数 2
波長範囲 1260nm ～ 1640nm
挿入損失 *1、*2、*3、*4、*8 1.8dB (typ.)  2.4dB 以下
最大設定減衰量 *1 40dB
設定分解能 0.01dB
減衰量確度 *1、*2、*3、*4、*5、*6 ± 0.15dB typ. ( 減衰量設定 0 ～ 10dB 時 )

± 0.20dB typ. ( 減衰量設定 10 ～ 20dB 時 )
± 0.45dB typ. ( 減衰量設定 20 ～ 40dB 時 )

減衰量再現性 *1、*2、*3、*4、*5、*6、*12 ± 0.10dB typ. ( 減衰量設定 0 ～ 20dB 時 )
± 0.15dB typ. ( 減衰量設定 20 ～ 40dB 時 )

偏波依存性 *1、*2、*3 0.3dBp-p ( 減衰量設定 0 ～ 10dB 時 )
0.4dBp-p ( 減衰量設定 10 ～ 20dB 時 )
0.6dBp-p typ. ( 減衰量設定 20 ～ 40dB 時 )

出力モニタ確度 *1、*2、*3、*4、*6、*7、*9、*10 ± 5%
出力パワー設定範囲 －50dBm ～ ＋20dBm
光反射減衰量 *1、*2、*3、*4 40dB 以上
最大入力パワー +23dBm
シャッターアイソレーション 70dB 以上
シャッター寿命 1000 万サイクル (typ)
セトリング時間 *11 100ms (typ)
適用光ファイバ SM(ITU-T G.652)
光コネクタ FC/PC または FC/Angled PC

一般仕様
項目 仕様
動作条件 フレームコントローラの動作環境に準ずる。
保存温度

周囲温度 －20 ～ +60℃
周囲湿度 20 ～ 80%RH( 結露しないこと )

外形寸法 31(W) × 117(H) × 321.5(D)mm( 突起部含まず、1 スロット )
質量 約 0.8kg

・ 全ての仕様についてウォームアップ時間は 1 時間とする。
*1 波長 1550nm ± 15nm
*2 周囲温度 23 ± 2℃ ( 温度一定 )
*3 当社標準マスターコード使用
*4 偏波依存性は除く
*5 減衰量設定 1 分経過後
*6 2σ
*7 コネクタ再現性含まず。コネクタの再現性を含む場合は、± 5％を加算
*8 コネクタ含まず。コネクタを含む場合、2.2 dB (typical) 3.0 dB 以下
*9 減衰量設定：0dB
*10 出力パワー：－10dBm
*11 0dB から 20dB の減衰量設定時
*12 ステップ動作時 (0、10、20、30、40dB)

5-30 IM 735101-01JA



5.20 AQ2200-411/412 OSW モジュール

性能 / 機能仕様
項目 仕様
光ファイバ仕様 -SA -G5 -G6 (AQ2200-411 のみ対応 )
ポート構成 1 × 4、1 × 8：AQ2200-411

1 × 16：AQ2200-412
スイッチ搭載台数 1
波長 1310nm/1550nm 850nm/1310nm
挿入損失 *3、*5 1.0dB (typ.)*1、*4 1.0dB (typ.)*2
再現性 *3、*6 ± 0.01dB 以内 *1 ± 0.01dB 以内 *2

クロストーク －60dB 以下 *1、*4 －50dB 以下 *2

光反射減衰量 45dB 以上 *1、*4、*7 20dB 以上 *2

最大入力パワー +23dBm －
偏波依存性 0.08dBp-p 以下 *1、*4 －
適合光ファイバ SMF (ITU-T G.652) MMF (GI 50/125)

(ITU-T G651.1)
MMF (GI 62.5/125)
(IEC 60793-2)

光コネクタ FC/PC ( 光コネクタ仕様：-FCC)
SC/PC ( 光コネクタ仕様：-SCC)

一般仕様
項目 仕様
動作条件 フレームコントローラの動作環境に準ずる。
保存温度

周囲温度 －20 ～ +60℃
周囲湿度 20 ～ 80%RH ( 結露しないこと )

外形寸法
( ポート構成 1 × 4、1 × 8) 31(W) × 117(H) × 321.5(D)mm ( 突起部含まず、1 スロット )
( ポート構成 1 × 16) 62.5(W) × 117(H) × 321.5(D)mm ( 突起部含まず、2 スロット )

質量
( ポート構成 1 × 4、1 × 8) 約 0.8kg
( ポート構成 1 × 16) 約 1.5kg

・ 全ての仕様についてウォームアップ時間は 1 時間とする。特記なき場合は、全てコネクタを含む。
・ MMF 仕様品は、定常モード励振された光源にて保証
*1 波長 1310nm ± 15nm、1550nm ± 15nm
*2 波長 850nm、1310nm
*3 周囲温度 23 ± 2℃ ( 温度一定 )
*4 弊社標準マスターコード使用 (SMF 時 )
*5 コネクタ含まず。コネクタを含む場合、1.4dB 以下
*6 2σ
*7 PC コネクタ ( 光反射減衰量 48dB 以上 ) 使用時
*8 波長 1550nm ± 15nm
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5.21 AQ2200-421 OSW モジュール

性能 / 機能仕様
項目 仕様
光ファイバ仕様 -SA -G5 -G6
ポート構成 1 × 2 ( ポート構成仕様：21)

2 × 2 ( ポート構成仕様：22)
スイッチ搭載台数 2
波長 1310nm/1550nm 850nm/1310nm
挿入損失 *3、*5 1.0dB (typ.)*1、*4 1.0dB (typ.)*2
再現性 *3、*6 ± 0.01dB 以内 *1 ± 0.01dB 以内 *2

クロストーク －50dB 以下 *1、*4 －50dB 以下 *2

光反射減衰量 45dB 以上 *1、*4、*7 20dB 以上 *2

偏波依存性 0.08dBp-p 以下 *4、*8 －
適合光ファイバ SMF (ITU-T G.652) MMF(GI 50/125)

(ITU-T G651.1)
MMF(GI 62.5/125)
(IEC 60793-2)

光コネクタ FC/PC ( 光コネクタ仕様：-FCC)
SC/PC ( 光コネクタ仕様：-SCC)

一般仕様
項目 仕様
動作条件 フレームコントローラの動作環境に準ずる。
保存温度

周囲温度 －20 ～ +60℃
周囲湿度 20 ～ 80%RH( 結露しないこと )

外形寸法 31(W) × 117(H) × 321.5(D)mm ( 突起部含まず、1 スロット )
質量 約 0.7kg

・ 全ての仕様についてウォームアップ時間は 1 時間とする。特記なき場合は、全てコネクタを含む。
・ MMF 仕様品は、定常モード励振された光源にて保証
*1 波長 1310nm ± 15nm、1550 ± 15nm
*2 波長 850nm、1310nm
*3 周囲温度 23 ± 2℃ ( 温度一定 )
*4 弊社標準マスターコード使用 (SMF)
*5 コネクタ含まず。コネクタを含む場合、1.4dB 以下
*6 2σ
*7 PC コネクタ ( 光反射減衰量 48dB 以上 ) 使用時
*8 波長 1550nm ± 15nm
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5.22 AQ2200-601 10Gbit/s BERT モジュール

性能 / 機能仕様
項目 仕様
Pulse Pattern Generator Interface

データ出力
(DATA OUT
 DATA OUT)

ビットレート 9.95 ～ 11.32Gbit/s
データ形式 NRZ
出力振幅 0.5 ～ 2.0Vpp (10mV ステップ )
Tr / Tf (20%-80%) 25ps 以下
オフセット電圧 －2 ～ +3V (10mV ステップ )
クロスポイント 30 ～ 70% (1% ステップ )
出力数 2( 正論理、負論理 )
コネクタ 3.5mm-Female
出力終端条件 50Ω AC 終端 / DC 終端どちらでも可能
反転機能 正 / 負 論理反転
出力制御 ON/OFF 機能 (OFF 時 GND レベル )

データ出力
(DATA OUT 
TO OPTICAL 
MODULATOR)

出力振幅 0.50 ± 0.1Vpp
オフセット電圧 0V 固定
クロスポイント 50% ( 公称値 )
出力数 1
コネクタ 3.5mm-Female
出力終端条件 50Ω AC 終端
反転機能 正 / 負 論理反転
出力制御 ON/OFF 機能 (OFF 時 GND レベル )

クロック出力
(CLOCK OUT
CLOCK OUT)

出力振幅 0.6Vpp (Typ.)  AC 結合
デューティ 50% ± 10%
Tr / Tf (20%-80%) 25ps 以下
オフセット －2 ～ +3V (10mV ステップ )
出力数 2 ( 正論理、負論理 )
コネクタ SMA-Female
出力終端条件 50Ω AC 終端 / DC 終端どちらでも可能
出力制御 ON/OFF 機能 (OFF 時 GND レベル )

Error Detector Interface
データ入力
(DATA IN 1 (CDR))

ビットレート 9.95 ～ 11.32Gbit/s
ビットレート許容範囲 PPG の動作ビットレートに対して± 100ppm
入力振幅範囲 0.1 ～ 0.7Vpp
最小入力感度 100mVpp 以下 *1

スレッショルド電圧 ± 0.35V (1mV ステップ )
データ形式 NRZ
反転機能 正 / 負 論理反転
コネクタ 3.5mm-Female
入力終端条件 50Ω AC 結合

データ入力
(DATA IN 2)

ビットレート 9.95 ～ 10.71Gbit/s
入力振幅範囲 0.1 ～ 0.6Vpp
最小入力感度 100mVpp 以下 *1

スレッショルド電圧 ± 0.3V (1mV ステップ )
反転機能 正 / 負 論理反転
コネクタ 3.5mm-Female
入力終端条件 50Ω AC 結合

クロック入力
(CLOCK IN)

周波数 データ入力 (DATA IN2) に同期した同じレート周波数
入力振幅範囲 0.2 ～ 0.6Vpp
コネクタ SMA-Female
入力終端条件 50Ω AC 結合
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項目 仕様
Clock & Common Interface

動作クロック クロックモード 内部クロック (Internal)、外部リファレンスクロック (REF Clk)、
外部クロック (EXT Clk)

内部クロック 周波数範囲 9.95 ～ 11.32GHz
設定分解能 1kHz

外部リファレンス 
クロック
(REF CLOCK IN)

入力周波数 ビットレートの 1/16 または 1/64
入力振幅 0.4 ～ 1.0Vpp
デューティ 50% ( 公称値 ) の矩形波
コネクタ SMA-Female
入力終端条件 50Ω AC 結合

外部クロック
(EXT CLOCK IN)

入力周波数 ビットレートの 1/1 ( 同一の周波数 )
入力振幅 0.4 ～ 1.0Vpp
デューティ 50% ( 公称値 )
コネクタ SMA-Female
入力終端条件 50Ω AC 結合 / DC 結合どちらでも可能

トリガ出力
(TRIGGER OUT)

トリガ種類 クロックトリガ、パターントリガ、エラートリガ
クロックトリガ TX1/16、TX1/64、RX1/16、RX1/64

クロック周波数の 1/16 または 1/64 の周波数
パターントリガ TXPatt、RXPatt

・ PRBS
PRBS パターンの 128 倍周期毎に High パルスを出力

・ Program(16 ～ 256bit)：
パターン長の 128 倍周期毎に High パルスを出力

・ Program(256 ～ 67108864bit)：
パターン長毎に High パルスを出力

・ SDH/SONET：
1 フレーム (1244160bit) 周期毎に High パルスを出力

エラートリガ TXERR、RXERR
PPG でエラーが付加された場合、ED でエラーが検出された場合に High パルスを出力

出力レベル 0.6Vpp ± 0.3V
コネクタ SMA-Female
出力終端条件 50Ω AC 終端 / DC 終端どちらでも可能

Pulse Pattern Generator Data
送信パターン PRBS 2n-1 (n：7、 9、 10、 11、 15、 23、 31)

PROGRAM 標準：16 ～ 256bit (1bit ステップ )
オプション：256 ～ 67108864bit (128bit ステップ )

SDH/SONET オプション
スクランブル：ON 固定。
オーバーヘッド：プログラム可能。B1、 B2Byte はプログラムデータ
( 演算パリティはのりません )
ペイロード：PRBS 2n-1 (n：9、 10、 11、 15、 23、 31)

エラー付加 SINGLE 操作する度に 1bit エラーを付加
RATE 1.0E-n (n：3 ～ 12、1 ステップ )

Error Detector Data
受信パターン PRBS 2n-1 (n：7、 9、 10、 11、 15、 23、 31)

PROGRAM 標準：16 ～ 256bit、1bit ステップ
オプション：256 ～ 67108864bit (128bit ステップ )

SDH/SONET オプション
デスクランブル：ON 固定
オーバーヘッド：プログラム可能。B1、 B2Byte はプログラムデータ
( 演算パリティはのりません )
ペイロード：PRBS 2n-1 (n：9、 10、 11、 15、 23、 31)

AUTO SYNC ON、OFF
測定機能 測定モード Manual： Measure Start で測定を開始してから、Measure Stop で測定を停止する

まで測定 (10 日を越えた場合は自動停止 )
Single：ユーザが設定した時間での 1 回測定 ( 自動停止 )
Repeat：ユーザが設定した時間で繰り返し測定

測定時間 最大 10 日
測定結果 Current、100ms、Last
測定項目 Sync loss、Error count、Error rate、Overhead error count、

Overhead error rate、TX bitrate、RX bitrate、Receive opt pwr*2、
ATT Power mon*3

エラーログ 有り

5.22　AQ2200-601 10Gbit/s BERT モジュール
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一般仕様
項目 仕様
動作条件 フレームコントローラの動作環境に準ずる。
保存温度 周囲温度 －10℃ ～ +50℃

周囲湿度 20 ～ 80%RH( 結露しないこと )
寸法・質量 寸法 94(W) × 117(H) × 321.5(D) mm( 突起物含まず、3 スロット )

質量 約 2.6kg

・ 全ての仕様についてウォームアップ時間は 1 時間とする。
*1 PRBS31、データクロスポイント 50％の条件において、PPG、ED の折り返し測定にて規定
*2 光変調モジュール (AQ2200-621/AQ2200-622)、光受信モジュール (AQ2200-631) を併用した場合にのみ選択可能
*3 ATTN モジュール (AQ2200-331) を併用した場合にのみ選択可能

5.22　AQ2200-601 10Gbit/s BERT モジュール
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5.23 AQ2200-621/622 10Gbit/s オプティカルモジュレータ

性能 / 機能仕様
項目 仕様
波長範囲 *1 AQ2200-621：1530 ～ 1570nm

AQ2200-622：1290 ～ 1330nm
波長変動 AQ2200-111 DFB-LD MODULE 仕様による
光パワー変動 AQ2200-111 DFB-LD MODULE 仕様による
LN Cut タイプ *1 X-cut または Z-cut
光挿入損失 *2 7dB (typ)、10 dB 以下
最大光入力 16 dBm
性能保証光入力範囲 *3、*5 9 ～ 13dBm
消光比 *3、*4、*6 AQ2200-621：12dB 以上 @1550nm

AQ2200-622：12dB 以上 @1310nm
Tr/Tf(20-80%) *3、*4 25ps 以下
電気入力振幅 *3 500 ± 100mVpp (AC 結合 )
絶対最大入力振幅 1200 mVpp (AC 結合 )
適合電気コネクタ 3.5mm (Jack) 相当
適合光コネクタ (LD IN) SC/PC
適合光コネクタ SC/PC または FC/PC
(OPTICAL DATA OUT) *1
適合光ファイバ モジュール内部は PMF(Key aligned slow axis.) を使用

(OPTICAL DATAOUT には、PMF または SMF が接続できます )

一般仕様
項目 仕様
動作条件 フレームコントローラの動作環境に準ずる。
保存温度 －10℃～ +50℃
保存湿度 20 ～ 80%RH( 結露しないこと )
外形寸法 31(W) × 117(H) × 321.5(D)mm( 突起部含まず、1 スロット )
質量 約 1.0kg

*1 どちらかを選択
*2 NRZ 符号による変調損失込み ( マーク率 50%)
*3  AQ2200-601 BERT MODULE の optical modulator 用 Data Out 出力、AQ2200-111 DFB-LD MODULE (Option PMF) を使用して

ください。モジュール間の接続には指定の U リンク ( オプション ) と PMF( オプション ) を使用してください。波形観測用の
トリガは 10GHz CLOCK Out を使用。光波形観測の際は 1m 以下の SMF を使用してください。

*4 性能保証温度範囲 ： 23℃± 5℃
*5 Auto-Bias Control が安定に動作する範囲です。
*6 性能保証光入力範囲において
特に指定がない限り、NRZ、PRBS31( マーク率 50%) 符号に対しての規定です。
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5.24 AQ2200-631 10Gbit/s オプティカルレシーバ

性能 / 機能仕様
項目 仕様
波長範囲 1290nm ～ 1330nm 、1530nm ～ 1570nm
最小受光感度 *1、*2 < －15dBm  ＠ 1550nm、Ex=12dB、 9.953Gbit/s、 PRBS31

< －14dBm  ＠ 1310nm、Ex=12dB、 9.953Gbit/s、 PRBS31
最大光入力 6dBm peak、 3dBm ave.
Overload *1、*2 －1dBm 以上
飽和出力振幅 *1 300mVpp 以上 (AC 結合 )
電気コネクタ 3.5mm(Jack) 相当
光コネクタ *3 SC/PC または FC/PC
光ファイバ SMF

一般仕様
項目 仕様
動作条件 フレームコントローラの動作環境に準ずる。
保存温度 －10℃～ +50℃
保存湿度 20 ～ 80%RH ( 結露しないこと )
外形寸法 31(W) × 117(H) × 321.5(D)mm ( 突起部含まず、1 スロット )
質量 約 1.0kg

*1  AQ2200-601 BERT MODULE の optical modulator 用 Data Out (PPG 側 ) と Data in (ED 側 )、AQ2200-111 DFB-LD MODULE (Option 
PMF) 、AQ2200-621/622 OPTICAL MODULATOR を使用してください。

  モジュール間の接続には指定の U リンク ( オプション ) と PMF( オプション ) を使用してください。1m 以下の SMF で折返し
接続してください。

*2 性能保証温度範囲 ： 23℃± 5℃
*3 どちらかを選択
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5.25 AQ2200-641 XFP インタフェースモジュール

性能 / 機能仕様
項目 仕様
データ入力
(DATA IN DATA IN)*1

データ形式 NRZ
コネクタ 3.5mm-Female

データ出力
(DATA OUT DATA OUT)*2

データ形式 NRZ
コネクタ 3.5mm-Female

リファレンスクロック入力 入力レベル 0.6Vp-p ± 0.3V
入力周波数 ビットレートの 1/64
コネクタ SMA-Female

トランシーバ挿抜許容回数 200 回

一般仕様
項目 仕様
動作条件 フレームコントローラの動作環境に準ずる。
保存温度 －20℃～ +60℃
保存湿度 20 ～ 80%RH ( 結露しないこと )
寸法・質量 寸法 62.5(W) × 117(H) × 321.5(D)mm ( 突起部含まず、2 スロット )

質量 約 1.0kg

*1 XFP 光トランシーバに直接入力
*2 XFP 光トランシーバより直接出力

5-38 IM 735101-01JA



5.26 AQ2200-642 トランシーバ I/F モジュール

モニタ関連仕様
名称 定格 測定範囲 確度 *1

上限 下限 上限 下限 分解能
電源電圧モニタ PS1 +7.5V －0.5V +6V +2V 1mV ± (0.2% of reading+1mV)

PS2 +7.5V －0.5V +4V +2V
PS3 +7.5V －0.5V +2.5V +0.5V
PS4 －7.5V +0.5V －2V －6V
PS5 +7.5V － 0.5V +6V +2V

電源電流モニタ PS1 － － 1.8A 0A 1mA ± (1% of reading+2mA)
PS2 3A 0A
PS3 1.8A 0A
PS4 3A 0A
PS5 2A 0A

ステータス信号モニタ AIN1 +7.5V －0.5V +6V +0V 0.01V ± (1% of reading+20mV)
AIN2
AIN3
AIN4
AIN5
AIN6

抵抗値モニタ R1 － － 10000Ω 0Ω 1Ω ± (0.5% of reading+2Ω)
消費電力モニタ PSPOWER － － 28W 0W 0.1W 電圧・電流モニタ参照

電源供給仕様
名称 電圧設定範囲 電流リミット設定範囲
PS1 +4.750V ～ +5.250V 0.10A ～ 1.80A
PS2 +3.135V ～ +3.465V 0.10A ～ 3.00A
PS3 +0.800V ～ +1.890V 0.10A ～ 1.80A
PS4 －5.460V ～－4.940V 0.10A ～ 3.00A
PS5 5.0V/3.3V 選択 0.10A ～ 1.00A (5.0V 選択時 )

0.10A ～ 2.00A (3.3V 選択時 )

コントロール信号発生仕様
項目 仕様
DC 特性 CTRL01(1.2V) ～

CTRL07(1.2V)
VOL max 0.2V (100µA)、0.3V (1mA)
VOH min 1.0V (100µA)、0.9V (1mA)
IOL max +1mA
IOH min －1mA

CTRL08(3.3V) ～
CTRL17(3.3V)

VOL max 0.5V (3mA)
VOH min 2.5V (3mA)
IOL max +3mA
IOH min －3mA
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I2C バス信号仕様
項目 仕様
信号レート 100kHz/400kHz
DC 特性 SDA VOL max 0.5V

VOH min －(Open Drain)
IOL max +3mA
IOH max －(Open Drain)
VIL max 0.7V
VIH max 1.7V

SCL VOL max 0.5V
VOH min －(Open Drain)
IOL max +3mA
IOH max －(Open Drain)
VIL max 0.7V
VIH max 1.7V

MDIO バス信号仕様
項目 仕様
信号レート 625kHz/1.25MHz/2.5MHz
DC 特性 MDIO VOL max 0.35V

VOH min －(Open Drain)
IOL max +3mA
IOH max －(Open Drain)
VIL max 0.2V
VIH max 1.0V

MDC VOL max 0.35V
VOH min 0.85V(3mA)
IOL max +3mA
IOH max +3mA
VIL max －
VIH max －

一般仕様
項目 仕様
動作条件 フレームコントローラの動作環境に準ずる。
保存温度 －20℃～ +60℃
保存湿度 20 ～ 80%RH ( 結露しないこと )
寸法・質量 寸法 62.5(W) × 117(H) × 321.5(D)mm ( 突起部含まず、2 スロット )

質量 約 1.5kg
安全規格 適合規格 EN IEC 61010-2-030

*1 周囲温度：23 ± 2℃、ウォームアップ時間は 20 分とする。

5.26　AQ2200-642 トランシーバ I/F モジュール
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5.27 AQ2200-651 SG モジュール

性能 / 機能仕様
項目 仕様
RF OUT(CH1-CH5) 周波数設定範囲 620.0 ～ 720.0MHz (1/1 レート設定時 )

155.0 ～ 180.0MHz (1/4 レート設定時 )
周波数設定分解能 1Hz
周波数確度 ± 2.0ppm ( 内部発振器使用時 )

10MHz REF IN に入力された信号に依存 ( 外部リファレンス信号使用時 )
出力 振幅 0.8Vp-p ± 0.2Vp-p

1.3Vp-p ± 0.2Vp-p
波形 矩形波
デューティ 50％± 10％
終端条件 50Ω/AC 結合

コネクタ SMA Female
10MHz REF IN 入力 周波数範囲 10MHz ± 2.0ppm

振幅 0.3Vp-p ～ 1.2Vp-p
デューティ 50％± 10％
絶対最大定格 1.5Vp-p
終端条件 50Ω/AC 結合

コネクタ SMA Female
10MHz REF OUT 出力 周波数範囲 10MHz ± 2.0ppm ( 内部発振器使用時 )

10MHz REF IN に入力された信号に依存 ( 外部リファレンス信号使用時 )
振幅 0.8Vp-p ± 0.2Vp-p
終端条件 50Ω/AC 結合

コネクタ SMA Female

一般仕様
項目 仕様
動作条件 フレームコントローラの動作環境に準ずる。
保存温度 －20℃～ +60℃
保存湿度 20 ～ 80%RH ( 結露しないこと )
寸法・質量 寸法 62.5(W) × 117(H) × 321.5(D) mm ( 突起部含まず、2 スロット )

質量 約 1.5kg
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5.28 外形図

  単位：mm
  指定なき寸法公差は± 3%( ただし 10mm 未満は± 0.3mm) とする。

AQ2211 フレームコントローラ
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AQ2212 フレームコントローラ
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AQ2200-231/241　光センサヘッド
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AQ2200 シリーズ　3スロットサイズモジュール
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