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はじめに
このたびは、AQ7270 シリーズ OTDR(Optical Time Domain Reflectometer) をお買い上げいただきましてありがとうございます。
このオペレーションガイドは、AQ7270 シリーズ (AQ7270/AQ7275) を初めてお使いになる方がすぐに操作できるように、基本
的な操作を中心に説明したものです。
AQ7270 シリーズの取扱説明書には、このオペレーションガイドのほかに、すべての機能を説明した「ユーザーズマニュアル」
(IM735020-01、CD-ROM) と、通信機能だけを詳しく説明した「通信インタフェースユーザーズマニュアル」(IM735020-17、
CD-ROM) の 2 種類があります。このオペレーションガイドとあわせてご利用ください。

ご  注  意 
●  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。
●  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、

当社支社・支店・営業所までご連絡ください。

商　　標 
● fiber Xplorer は横河電機株式会社の登録商標です。
● Adobe、Acrobat、および PostScript は、アドビシステムズ社の商標または登録商標です。
● Compact-VJE は、ヤフー社の商標です。
● 本文中の各社の登録商標または商標には、® マーク、TM は表示していません。
● その他、本文中に使われている会社名・商品名は、各社の登録商標または商標です。
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付属品
次の付属品が添付されています。

AQ7270 シリーズ OTDR
ユーザーズマニュアル
B8070TH

AC アダプタ
739870-M

バッテリパック
739880

プリンタ用ロール紙
A9010ZP*1

ユニバーサルコネクタ
(SC) SU2005A-SCC*2

ユニバーサルコネクタ
(FC) SU2005A-FCC*3

電源コード *5

PSE 対応 L3055HD
ハンドベルト
B8070CX

*1 仕様コードが /PL のときに付属します。
*2 仕様コードが -USC のときに付属します。
*3 仕様コードが -UFC のときに付属します。
*4 仕様コードが /SB のときに付属します。
*5 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。

ショルダベルト *4

B8070CY
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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 記事
ソフトキャリングケース 739860  ソフトケース
エミュレーションソフト  735070   波形解析アプリケーション
プリンタ用ロール紙   A9010ZP   80mm 幅× 25m 巻き：10 巻 /1 単位
バッテリパック ( 予備 )  739880
外付け大容量バッテリ 739881  収容ケース、接続ケーブル付
AC アダプタ ( 予備 )   739870-M  PSE 対応 ( 日本国内のみ )
ショルダベルト  B8070CY
ユニバーサルアダプタ (SC) SU2005A-SCC SC タイプ
ユニバーサルアダプタ (FC) SU2005A-FCC FC タイプ

CD-ROM( 取扱説明書 ) の使い方
CD-ROM には以下の取扱説明書の PDF データが収録されています。

・ AQ7270 シリーズ　OTDR ユーザーズマニュアル
 IM 735020-01

・ AQ7270 シリーズ　OTDR 通信インタフェースユーザーズマニュアル
 IM 735020-17
上記取扱説明書を閲覧するには、Adobe Reader 5.0 以上が必要です。

  警　　告
本 CD-ROM 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。
大音量によって、耳に障害を被ったり、スピーカーを破損する恐れがあります。
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注意事項
本製品を安全にご使用いただくために、また機能を十分にご活用いただくために、下記の注意事項をお守りくださるようお願
いいたします。使用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 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 AC アダプタの定格電源電圧に合っていて、付属の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 /AC アダプタ
 本機器に付属の電源コード /AC アダプタ以外は使用しないでください。また、他の機器に使用しないでください。

・ バッテリパック
 本機器のバッテリパック以外は使用しないでください。また、他の機器に使用しないでください。本機器または

当社指定の充電器以外で充電しないでください。3 時間以上経過しても充電が完了しない場合は、すぐに充電を
止めてください。バッテリパック内部の電解液はアルカリ性のため、液漏れ、破裂などにより、衣服や皮膚に付
着すると、衣類や皮膚を痛める恐れがあります。特に電解液が目に入った場合、失明する恐れがありますので、
すぐにきれいな水で洗い、直ちに医師の治療を受けてください。感電、事故の危険があるので、交換時は必ず本
機器の電源スイッチを OFF にして、AC アダプタ電源を本機器から外してください。火中へ投入したり加熱しな
いでください。破裂や電解液の飛散の恐れがあり、危険です。

・ レーザ光
 保護用具を用いずにレーザの直接光、鏡面反射光、または間接光を見ないでください。また、レーザ光にさらさ

れないでください。失明または眼の障害の危険があります。未使用の光コネクタにはカバーを付けてください。
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・	 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、使用しないでください。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。
・	 光コネクタ (PORT1/PORT2)
 本機器の光コネクタには、－ 5dBm 以上の光を入れないでください。機器が破損する可能性があります。
・	 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。

注意事項
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 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。

 過放電について
本機器にバッテリパックを実装したまま、長期間使用しなかった場合、バッテリパックが過放電状態になる可能性があります。
バッテリパックの寿命を縮める原因になりますのでご注意ください。1 週間以上の長期間使用しない場合は、バッテリパック
を充電したあと、本機器から抜き取り、直射日光のあたらない 10 ～ 30℃の場所で保管してください。

記号説明
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。

Ni-MH

“ 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。)

直流

スタンバイ

リサイクル

二重絶縁または強化絶縁によって，
全体が保護されている機器

廃電気電子機器指令 (2002/96/EC)
( この指令は EU 圏内のみで有効です )

それぞれの項目の詳細については、  で示したユーザーズマニュアルの各章または各節をご覧ください。
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Memo
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各部の名称とはたらき各部の名称とはたらき
正面パネル

ユーザーズマニュアル「1.1　フロントパネル」

OPTICAL INPUT

MENU

F 1

F 2

F 3

F 4

F 5

ESC

FILE

SCALE

ENTER

SETUP

REAL
TIME AVG

CHARGE ON

プロテクタ
外部からの衝撃から
本体を守ります。

メニューキー
メインメニューに移動します

ソフトキー
表示画面の右端に表示される
ソフトメニューを選択します

ロータリノブ
カーソルの移動や設定条件を
変更します。
ノブを押すと、カーソル移動の
微調整/粗調整を切り替えます。

スケールキー
波形表示の拡大・縮小・移動
をします。

矢印キー/エンターキー
条件設定中は項目の選択、
設定をします。波形表示中は
スケールの変更をします。

セットアップキー
測定条件設定、システム設定
をします。

アベレージキー
平均化測定を開始/停止しま
す。

リアルタイムキー
リアルタイム測定を開始/停止します。

エスケープキー
設定操作の中断したり、
メニュー画面を閉じます。

ファイルキー
ファイルメニューを表示します。
波形を保存/読み出し/印刷します。
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上面部

ユーザーズマニュアル「1.3　サイドパネル」

プリンタ/LAN
(工場出荷時オプション)

イーサネットコネクタ
リモート制御で使用

プリンタ用紙フィード(紙送り)ボタン

バッテリパック実装部

付属のバッテリパック
を収納します。

内蔵プリンタ
波形やイベントリストを印刷します。

リリースレバー
プリンタカバーのロック
を解除します。

USB(Type B)
PCを接続してリモート制御
や内蔵メモリの読み書きを
します。

USB(Type A)
外部メモリや外部プ
リンタを接続します。

測定ポート

光パルス試験(OTDR)のとき
は光信号が出力されます。
パワーモニタのときは光信
号を入力します。

DC電源コネクタ

付属のACアダプタを
接続します。

各部の名称と働き
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側面部

ユーザーズマニュアル「1.3　サイドパネル」

ショルダベルト取付部

ハンドベルト取付部

ハンドベルト取付部

各部の名称と働き

・ ベルトの取り付け方法は 12 ページをご覧ください。

 Note
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表示画面 (OTDR)

波形表示

動作状態表示

ソフトキーメニュー表示

全体波形表示

測定結果表示測定条件表示

ユーザーズマニュアル「1.4　表示画面」

各部の名称と働き
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 準備をする準備をする
ベルトを取り付ける

ハンドベルトを取り付ける

1

2

3

4

機器側面下側のハンドベルト取
付部にハンドベルトを通します。

ハンドベルトカバーにハンドベ
ルトを通します。

機器側面の上から 2 つ目のベル
ト取付部にハンドベルトを通し
ます。

バックルにハンドベルトを通し、
ボタンをとめます。

1.

2.

3.

4.

ショルダベルトを取り付ける

本機器の左右の側面にあるショルダベルト取付部に取り付けます。ショルダベルト
取付部は本機器側面の上部に 2 箇所あります。図のように、機器側面両側の一番上
のベルト取付部にショルダベルトを通して確実に取り付け、バックルに通してくだ
さい。

再度ベルトをバックルに通して、ゆるまないようにします。

準備をする
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プリンタ用ロール紙を取り付ける

プリンタカバー

リリースレバー

プリンタ用紙フィードボタン

リリースレバーを矢印の方向に
押し、カバーをスライドさせます。

カバーを持ち上げて
取り外します。

ペーパーガイドの内側に
用紙を入れます。

カバーのツメがかからないように
かぶせます。カバーを矢印方向に
スライドさせて、ツメをツメの差し
込み穴に差し込みます。

ツメ

ペーパーガイド ツメの差し込み穴

準備をする
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電源を接続する

AC アダプタの使用

電源コード

ACアダプタ

電源を OFF の状態に
してから差し込む

本機器を安全にご使用いただくために電源を接続する前にユーザーズマニュアルの「3.1　電源の
接続」の警告を必ずお読みください。

準備をする
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バッテリパックの実装

バッテリパックカバーの
ロックを押し上げます。

バッテリパックカバーを
引き出します。

バッテリパックのひもを奥の
くぼみ部に収納します。

バッテリパックの向きを
確認して実装します。

バッテリパック
カバーを
かぶせます。

準備をする
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電源を入れる

本機器の正面にある電源スイッチを押します。正常に起動すると、POWER ランプが点灯し、トップ画面が表示されます。
トップ画面の表示内容については、ユーザーズマニュアル (IM 735020-01) の 1.4 節をご覧ください。

バッテリ残量表示

残りわずか ( 赤 )

充分あり ( 緑 )

半分くらい ( 黄 )

バッテリパックのバッテリ残量が少ないときには、Warning メッセージが表示されます。
その場合はバッテリパックを充電してください。バッテリ残量は画面の上部に表示されています。

POWERランプ

CHARGEランプ

緑：起動中
赤：バッテリ残量わずか

緑：急速充電中
緑(点滅)：急速充電が開始されない

電源ON時の動作が正常に終了しない場合
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。

・ AC アダプタが正しく接続されているか：14 ページ参照
・ バッテリパックが正しく実装されているか
・ 2 電源スイッチを２秒以上押しつづけているか
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。

準備をする
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光ファイバケーブルを接続する

1. 本機器の上面にある光コネクタカバー
　を開きます。
2. 光ファイバケーブルのコネクタの向きと
　光コネクタの向きを合わせて挿入します。

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1 回転します。
3. 端面を押し当てた状態で移動します。
4. 再度1 ～ 3 の手順を繰り返します。

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 CONECTOR
CLEANER があります。

光パルス出力インジケータ

・ 波長によって接続する光コネクタの位置が異なります。本機器の画面表示上側にあるインジケータが赤く光っている側のコネク
タに接続してください。

 Note

準備をする
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周辺機器の接続構成

イーサネットコネクタ ( リモート制御 )

PC

PC

USBコネクタ
( リモート制御、ストレージ )

USBプリンタ

USBコネクタ

USBメモリ

測定対象測定ポート 2( 波長 *1: 650/850/1300/1650nm)

測定ポート 1( 波長 *2: 1310/1490/1550/1625nm) 測定対象

ACアダプタ

( 工場オプション )

USB キーボード

*1  735021 では、1650nmは PORT1 から出力します。735029 では、850nm/1300nmは PORT1 から出力します。
      また、/PMオプションでは PORT1 だけ対応。PORT2(MMF) および 1650nmの波長は未対応です。
*2  735036 では、1625nmは PORT2 から出力します。

準備をする
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Memo
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 測定条件を設定する測定条件を設定する
簡易モードの設定をする

OTDR 1.　OTDRソフトキーを押します。

SETUP 2.　SETUPキーを押します。

簡易フルオートモード
を選択します。

測定する光信号の
波長を選択します。

フルオートでは、測定結果が
自動的に保存されます。
ファイル名やファイル形式な
どの保存条件を変更する場合
は FILEキーを押し、保存の設
定をしてください。

3.

4.

簡易 ( フルオート ) モードでは、波長を設定するだけで簡単に測定できます。
ユーザーズマニュアル「4.1　試験波長の選択」

測定条件を設定する
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詳細モードの設定をする

・ 手動での設定は、｢測定ウィザード｣、｢多波長｣ のモードでも同じくできます。測定ウィザードモードでは、条件の設定時に各設
定項目の説明画面が表示されます。

 Note

ユーザーズマニュアル「6.1　測定条件の設定」

測定条件を設定する

OTDR 1.　OTDRソフトキーを押します。

SETUP 2.　SETUPキーを押します。

詳細モードを
選択します。

3.
波長を選択します。

測定するファイバより、長いレンジを設定します。

波形の平均化回数、又は平均化時間を設定します。

サンプリング間隔を選択します。

平均化方法が高速に設定されているときだけ設
定できます。

反射減衰量や接続損失の自動測定を選択します。

測定結果の自動保存の保存条件を設定します。

設定内容を初期化します。

測定設定を
選択します。

4.

条件の値は、ロータリノブまたは矢印キーで
選択して、ENTERキーで確定します。

5. 設定する項目へカーソルを移動して ENTERキーを押します。

測定対象に合わせて、測定条件を詳細に設定できます。

反射減衰量を測定する場合や、約 20km以上の
長いファイバを測る場合高反射を選択してくだい。

距離レンジを変更すると、自動で設定されます。
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 測定する測定する
自動で測定する

AVE 1.　AVEキーを押します。
測定を開始します。平均化処理したあとに反射減衰量や接続損失を自動で検出し、検出したイベント
を画面に表示すると測定が終了します。波形の取り込み中に再度 AVEキーを押すとその時点で測定
が終了します。

画面の上部に平均化処理の進み具合が表示されます。
100%になると測定が終了します。
波形の取り込み中は、｢発光中｣が表示されます。

イベントリスト

最後に検出された
イベント：E

測定基準点を示す：S

イベントNo.1
イベントNo.2

イベントNo.
 波形上のイベント付近にイベントNo. が表示
 されます。左端から昇順で表示されます。

[ 画面例：波形+リスト ]

イベント種別
 検出したイベントの種類を示します。

： 融着接続点などの反射がないイベント

： 融着接続点などの反射がないイベント
  ( 負の接続損失 )
：コネクタ接続点などの反射があるイベント 

[18ページで設定モードを｢簡易｣に設定した場合、または 19ページでイベント検出を｢自動｣に設定した場合 ]
ユーザーズマニュアル「12.1　測定結果の見かた」

測定する
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平均化処理をして波形観測をする

AVE 1.　AVEキーを押します。
測定を開始します。平均化処理したあとに測定が終了します。波形の取り込み中に再度 AVEキーを押すとその
時点で測定が終了します。

画面の上部に平均化処理の進み具合が表示されます。
100%になると測定が終了します。
波形取り込み中は、｢発光中｣の文字が表示されます。

平均化処理された
波形が表示されます。

測定中は、マーカ操作とラベル
の編集だけができます。

測定を中止すると、OTDRのト
ップメニューが表示されます。

取り込んだ波形の中から、
イベントを検出します。

[19ページでイベント検出を｢マニュアル｣に設定した場合 ]

ユーザーズマニュアル「7.2　平均化測定」

測定する
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リアルタイムで波形観測をする

ユーザーズマニュアル「7.1　リアルタイム測定」

REAL TIME 1.　REAL TIMEキーを押します。
測定が始まります。再度 REAL TIMEキーを押すと測定が終了します。

波形取り込み中は、発光中の文字を表示します。

測定中、波形を
常時更新します。

測定中に測定条件の変更ができます。

測定を中止すると、OTDRのト
ップメニューが表示されます。

取り込んだ波形の中から、
イベントを検出します。

測定する
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リアルタイムで高分解能波形観測をする

ユーザーズマニュアル「7.4　選択した箇所の高分解能測定」

測定する

測定範囲変更 2.　測定範囲変更ソフトキーを押します。( ソフトキーメニューの 2/2ページ )
画面に表示されたマーカを中心に、選択したサンプリング間隔 ( 最大 50,000ポイント ) で
波形を取り込みます。

3.　詳細に波形を観測する箇所にマーカを移動します。
サンプリング間隔を短くして、
細かく波形を取り込みます。

4.

オーバービュー画面で、全体
波形のどの部分を表示してい
るかを確認します。

サンプリング間隔を短くした場合は、サンプリング間隔×最大 50,000
ポイントの範囲が画面に表示されます。

REAL TIME 1.　REAL TIMEキーを押します。

* 簡易 ( フルオート ) モードでは使用できません。
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2 点間の距離と損失を測定する

ユーザーズマニュアル「10.1　測定器からの距離測定」

マーカ 1.　マーカソフトキーを押します。
2.　2点法のソフトキーを押します。
3.　ロータリノブを右へ回してカーソルを表示します。

4.

2 点法

マーカ
距離測定の開始ポイントにカーソルを移動して、
①ソフトキーを押します。
距離測定の終了ポイントにカーソルを移動して、
②ソフトキーを押します。

①-②マーカ間の距離と損失の測定結果が表示されます ( 囲み中の上側が損失、下側が距離 )

損失測定をする場合、①-②間にイベント (接続点 )
がある場合、マーカの近似法は TPAを使用して
ください。

*

マーカの近似法の設定は、詳細設定モードの解析
設定の｢近似法 ( マーカ )｣で変更できます。

測定する
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反射減衰量を測定する

ユーザーズマニュアル「11.4　反射減衰量 / 反射量の測定」

マーカ 1.　マーカソフトキーを押します。
2.　2点法のソフトキーを押します。
3.　ロータリノブを右へ回してカーソルを表示します。

4.

2 点法

カーソル

マーカ
イベントの開始ポイントにカーソルを移動して、
①ソフトキーを押します。
イベントの立ち下りポイントにカーソルを移動して、
②ソフトキーを押します。

イベントの開始
イベントの立ち下り

①-②マーカ間の反射減衰量の測定結果が表示されます。

②マーカは、波形のピーク値よりも右側に設定して
ください。
*

ピーク値

測定する
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接続損失を測定する

ユーザーズマニュアル「11.2　接続損失の測定」

マーカ 1.　マーカソフトキーを押します。
2.　4点法のソフトキーを押します。
3.　ロータリノブを右へ回してカーソルを表示します。

4 点法

カーソル
測定開始ポイントにカーソルを移動して
①ソフトキーを押します。

各マーカの測定結果から計算された接続損失の値が表示されます。

接続損失が始まるポイントにカーソルを
移動して②ソフトキーを押します。

接続損失が終わるポイントにカーソルを
移動して Y2ソフトキーを押します。

測定終了ポイントにカーソルを移動して
③ソフトキーを押します。

①、②、Y2、③を一括で置きます。
カーソルの位置にマーカ②を置きます。

測定する
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ワンボタンで測定する

ユーザーズマニュアル「9.4　マクロの実行」

MENU 1.　MENUキーを押します。
2.　ワンボタンのソフトキーを押します。ワンボタン測定

測定条件に該当するマクロ 1～ 3の
どれかソフトキーを押します。
ソフトキーを押すと測定を開始します。

ワンボタン測定は、事前に測定条件の登録 ( マクロ定義 ) が必要です。
設定方法は、ユーザーズマニュアル｢9.1　測定条件の作成 ( マクロ条件の定義 )｣をご覧ください。

測定する
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多心ファイバを測定する

ユーザーズマニュアル「7.5　多心ファイバ測定」

測定する

MENU 1.　MENUキーを押します。
2.　多心ファイバ測定のソフトキーを押します。多心ファイバ測定

多心ファイバ測定は、事前にプロジェクト ( 多心ファイバの測定条件 ) の作成、または読み込みが必要です。
設定方法の詳細は、ユーザーズマニュアル｢7.5　多心ファイバ測定｣をご覧ください。

3.　プロジェクトのファイルを選択します ( 新規作成 /前回のプロジェクト /ファイル読み込み )。

4.　新規作成のソフトキーを押します。
　   プロジェクト設定画面で、次の項目
        を設定します。
　　　・プロジェクト名
　　　・保存先のドライブ
　　　・保存先のフォルダ

新規作成

5.　「次へ」のソフトキーを押します。
　　心線情報画面で、測定する多心
         ファイバの心線番号の範囲と測定
         心線数を設定します。

6.　「次へ」のソフトキーを押します。
　　波長画面で、測定するファイバに対して、
         どの波長で測定するかを設定します。

7.　「次へ」のソフトキーを押します。
　　ファイル設定画面で、保存するファイル
         名を設定します。

8.　「次へ」のソフトキーを押します。
　　測定条件の詳細設定を「する /しない」
         を設定します。
         詳細設定をする場合は、ユーザーズマニュアル
　　｢7.5　多心ファイバ測定｣をご覧ください。
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詳細設定をしない場合の設定は、次のとおりです。
　距離レンジ：自動、パルス幅：自動、平均化方法：高反射、平均化単位：時間、平均化時間：自動、イベント検出：自動、
　自動保存：ON、プラグチェック：OFF、現用光確認アラーム：ON

 Note

 
測定する

プロジェクトを新規作成します。

測定波形を確認します。マーカ、
イベント位置の変更ができます。

プロジェクトの内容を表示します。

チェックマークをはずします。
このセルのデータを削除します。
チェックマークのない心線番号にカーソルを
移動したときは「スキップ」になります。

測定が完了した心線数を表示します。
測定結果保存済み ( 測定完了 ) を示すチェックマークです。

プレビューエリア
カーソルが置いてあるセルの情報を表示します。

多波長測定のとき、
測定する波長を選択します。

メインビュー画面
　　プロジェクトの内容を一覧表示したものがメインビュー画面です。メインビュー画面で測定したい心線番号を選択して、
        リアルタイム測定または平均化測定をします。リアルタイム測定機能と平均化測定機能は、通常のOTDR モードと同様です。
        詳細はユーザーズマニュアル｢7.5　多心ファイバ測定｣をご覧ください。
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 波形を拡大する/表示領域を移動する波形を拡大する/表示領域を移動する
ユーザーズマニュアル「8.1　表示の拡大・縮小」

波形を拡大する / 表示領域を移動する

SCALE 1.　SCALEキーを押します。

3.　ロータリノブを回して、拡大したい波形のポイントにカーソルを移動します。
拡大・縮小 2.　拡大・縮小ソフトキーを押します。

通常のスケール 拡大スケール

オーバービュー画面で波形の
拡大箇所が確認できます。

↓： 縦方向に波形が拡大　　↑： 縦方向に波形が縮小
←： 横方向に波形が拡大　　→： 横方向に波形が縮小

4.　矢印キーで波形を拡大・縮小します。

3.　ロータリノブを回して、移動したい波形のポイントにカーソルを
　　移動します。

縦軸・横軸シフト 2.　縦軸・横軸シフトソフトキーを押します。

↓： 画面表示領域を下に移動　　↑： 画面表示領域を上に移動
←： 画面表示領域を左に移動　　→： 画面表示領域を右に移動

4.　矢印キーで波形を移動します。

全体画面のなかで、波形表示
領域 ( 四角で囲まれた部分 )
 が移動します。

拡大

表示領域移動
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波形を印刷/保存する波形を印刷/保存する
印刷する 保存する 

FILE 1.　FILEキーを押します。

ファイル操作 2.　ファイル操作ソフトキーを押
　　します。
3.　項目一覧の画面から、印刷を
　　選択します。

実行 5.　実行ソフトキーを押して印刷します。

画面のイベントリスト表示も印刷する場合は、
イベントリストの設定を ONにしてください。

印刷設定 4.　内蔵プリンタか外部プリンタのどれ
　　かを選択します。

FILE 1.　FILEキーを押します。

ファイル操作 2.　ファイル操作ソフトキーを押
　　します。
3.　項目一覧の画面から、保存を
　　選択します。

保存 7.　保存ソフトキーを押して、保存
　　します。

ドライブ選択 5.　保存先を内蔵メモリか USBメ
　　モリのどれかを選択します。

4.　データの保存方法に合わせて、
　　形式を選択します。

ファイルタイプ

ファイル一覧表示画面

ファイル名設定 6.　必要に応じてファイル名を設定
　　します。

ユーザーズマニュアル「18.1　波形の保存 / 読み込み」ユーザーズマニュアル「18.5　波形の印刷」

波形を印刷 / 保存する



�� IM 735020-02

 文字を入力する文字を入力する
測定した波形などを保存する場合に、下図の文字入力画面が表示され、ファイル名やコメントなどを入力できます。

文字入力画面

ユーザーズマニュアル「18.6　文字の入力」

カーソルを前の文字へ移動

カーソルを後の文字へ移動

前の文字を削除

キーボードの文字キーを
英語 /日本語から選択

入力した文字を決定

文字キー

編集文字表示画面

ロータリノブまたは矢印キーで選択する文字
までカーソルを移動して ENTERを押します。

文字を入力する
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日本語で入力する

・ 英数字およびスペース文字は半角入力だけできます。
・ 長文は一度に変換ができません。単語単位で変換してください。
・ 本機器にはヤフー社の Compact-VJE.3.0 の単語変換版が搭載されています。
・ USB キーボードでの入力もできます。

 Note

文字を入力する

漢字選択画面
ロータリノブまたは矢印キーで選択

1.　入力モードのソフトキーを押します。入力モード
2.　日本語を選択します。
3.　文字を入力した後、変換のソフトキーを押します。変換
漢字選択画面が表示されますので、
該当する漢字を選択してください。
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 測定のための予備知識測定のための予備知識
光パルス測定波形の見かた

入射光 後方散乱光 融着接続点 コネクタ接続点 曲げ

開放端

近端反射

融着による接続損失

近似直線

コネクタ接続による反射

曲げによる損失

開放端の反射 ( フレネル反射 )

ダイナミックレンジ (SNR=1)

測定のための予備知識
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用語解説

近端反射
本機器と光ファイバケーブルを接続するコネクタのすき間で反射します。この反射が検出されている区間では接続点の損失や反射
が検出できません。この区間をデッドゾーンといいます。

後方散乱光
光ファイバケーブルの中を光が伝わっていくと、波長の単位よりも小さな物質の密度や成分の不均一によってレイリー散乱という
現象が発生します。この散乱のうち光の進行方向とは反対方向に伝わる光を後方散乱光と呼びます。

融着による接続損失
融着部分では主に軸ずれ、角度ずれにより、接続損失が発生します。

コネクタ接続による反射
コネクタ接続は融着と異なり、接続部分に僅かなすき間ができます。このすき間では群屈折率が変わるため、反射して損失が発生
します。

光ファイバ遠端のフレネル反射
光ファイバケーブルに光を入射したとき、光ファイバケーブルが破断している箇所や光ファイバケーブルの終端などの群屈折率
が変化する箇所 ( ガラス - 空気 ) で発生する反射です。光ファイバケーブルの端面が垂直のとき、入射した光パワーの約 3.4％ ( －
14.7[dB]) を反射します。

ダイナミックレンジ
近端の後方散乱光レベルと、ノイズ (RMS=1) の差をダイナミックレンジと称します。

デッドゾーン
フレネル反射や、コネクタの接続点などの影響で測定ができない範囲です。

測定のための予備知識
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 仕　　様
MODEL( 形名 )
AQ7270
MODEL  仕様コード 仕様内容
735020    1550nm、32dB
735021    1650nm、30dB
735022    1310/1550nm、34/32dB
735023    1310/1550nm、40/38dB
735024    1550/1625nm、38/35dB
735025    1310/1490/1550nm、34/30/32dB
735026    1310/1550/1625nm、34/32/28dB
735027    1310/1550/1650nm、34/32/30dB
735028    1310/1550/1625nm、40/38/35dB
735029    850/1300nm、22.5/24dB(GI(62.5/125µm))
735030    850/1300、22.5/24dB(GI(62.5/125µm))
     1310/1550nm、34/32dB

AQ7275
MODEL  仕様コード 仕様内容
735031    1650nm、30dB( /PN オプション付加のときは 15dB)
735032    1310/1550nm、34/32dB( /DR オプション付加のときは 36/34dB)
735033    1310/1550nm、40/38dB( /PN オプション付加のときは 23/21dB)
735034    1310/1550nm、43/41dB
735035    1310/1490/1550nm、34/30/32dB
735036    1310/1550/1625nm、40/38/33dB( /PN オプション付加のときは 23/21/16dB)
735037    1310/1550/1650nm、40/38/30dB
735038    1310/1550/1625nm、40/38/36dB( /PN オプション付加のときは 23/21/16dB)
735040    850/1300、22.5/24dB(GI(62.5/125µm))
     1310/1550nm、40/38dB
735041    850/1300nm、21.5/23dB(GI(50/125µm))、22.5/24dB(GI(62.5/125µm))
     1310/1550nm、40/38dB
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AQ7270/AQ7275
項目  仕様コード 仕様内容
光コネクタ  -SCC  SC コネクタ固定
   -FCC  FC コネクタ固定
   -ASC  アングル PC SC コネクタ *1
   -NON  ユニバーサルアダプタなし
   -USC  SC ユニバーサルアダプタ
   -UFC  FC ユニバーサルアダプタ
言語  -HJ  日本語 / 英語
電源コード  -M   PSE 対応　最大定格電圧 125V
付加仕様  /PM  光パワーモニタ機能 *2

   /SLS  安定化光源機能 *3

   /LS  光源機能 *4

   /VLS  可視光源機能 *5

   /PL  内蔵プリンタ、LAN( イーサネットインタフェース )
   /DF  ダミーファイバ (SMF)*6

   /SB  ショルダベルト
   /DR  ダイナミックレンジ拡大 (2dB)*7

   /PN  PON 測定対応 *8

*1 735031、735032、735033、735034、735035、735036、735037、735038、735040、735041 の SMF 用ポートおよび 735031、735032、735033、735034、 
 735035、735038 の可視光源出力用ポートに対応
*2 735021、735029、735031 と 735030、735040、735041 の MMF は対象外
*3 735020 ～ 735030、735040 は対象外
*4 735029、735032、735033、735037 と 735030、735040 の MMF は対象外
*5 735031、735032、735033、735034、735035、735038 にだけ対応
*6 735029、735030、735040、735041 は対象外
*7 735032 にだけ対応
*8 735031、735033、735036、735038 にだけ対応

仕様
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光学仕様
MODEL: 735020 
中心波長    ：1550nm ± 25nm
測定ファイバ   ：SM(ITU-T G.652)
イベントデッドゾーン *5,11  ：0.8m(Max)
アッテネーションデッドゾーン *6,11 ：8m(Typ)
ダイナミックレンジ (Min)*4  ：32dB
光源 ( 光出力 )   ：－ 5dBm 以上 (/LS オプション )
光パワーモニタ ( 入力レベル ) ：－ 50dBm ～－ 5dBm(/PM オプション )
光パワーモニタ ( 確度 )*3  ：± 0.5dB(/PM オプション )

MODEL: 735021/735031
中心波長    ：1650nm ± 5nm*1、1650nm ± 10nm*2

測定パルス光出力   ：≦ 15dBm(Max)(735031 /PN オプションを除く )
測定ファイバ   ：SM(ITU-T G.652)
イベントデッドゾーン *5,11  ：0.8m(Max)(735031 /PN オプション付加のときは 0.8m(Typ))
アッテネーションデッドゾーン *6,11 ：12m(Typ)
ダイナミックレンジ (Min)*4,10 ：30dB(735031 /PN オプション付加のときは 15dB)*15

光源 ( 光出力 )   ：－ 5dBm 以上 (735021 /LS オプション、735031 /SLS オプション )
光源 ( 出力レベル時間安定度 ) ：± 0.15dB(735031 /SLS オプション )

MODEL: 735022/735032
中心波長    ：1310nm ± 25nm、1550nm ± 25nm
測定ファイバ   ：SM(ITU-T G.652)
イベントデッドゾーン *5,11  ：0.8m(Max)
アッテネーションデッドゾーン *6,11 ：7m(Typ)@1310nm、8m(Typ)@1550nm
ダイナミックレンジ (Min)*4  ：34dB@1310nm、32dB@1550nm
    ：36dB@1310nm、34dB@1550nm(735032 /DR オプション )
光源 ( 光出力 )   ：－ 5dBm 以上 (735022 /LS オプション、735032 /SLS オプション )
光源 ( 出力レベル時間安定度 ) ：± 0.1dB(735032 /SLS オプション )
光パワーモニタ ( 入力レベル ) ：－ 50dBm ～－ 5dBm(/PM オプション )
光パワーモニタ ( 確度 )*3  ：± 0.5dB(/PM オプション )

仕様
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MODEL: 735023/735033
中心波長    ：1310nm ± 25nm、1550nm ± 25nm
測定ファイバ   ：SM(ITU-T G.652)
イベントデッドゾーン *5,11  ：0.8m(Max)(735033 /PN オプション付加のときは 0.8m(Typ))
アッテネーションデッドゾーン *6,11 ：7m(Typ)@1310nm、8m(Typ)@1550nm
ダイナミックレンジ (Min)*4  ：40dB@1310nm、38dB@1550nm、23dB@1310nm(735033 /PN オプション )*15

    　21dB@1550nm(735033 /PN オプション )*15

光源 ( 光出力 )   ：－ 5dBm 以上 (735023 /LS オプション、735033 /SLS オプション )
光源 ( 出力レベル時間安定度 ) ：± 0.1dB(735033 /SLS オプション )
光パワーモニタ ( 入力レベル ) ：－ 50dBm ～－ 5dBm(/PM オプション )
光パワーモニタ ( 確度 )*3  ：± 0.5dB(/PM オプション )

MODEL: 735024/735034
中心波長    ：1550nm ± 25nm(735024)、1625nm ± 25nm(735024)
    　1310nm ± 25nm(735034)、1550nm ± 25nm(735034)
測定ファイバ   ：SM(ITU-T G.652)
イベントデッドゾーン *5,11  ：0.8m(Max)
アッテネーションデッドゾーン *6,11 ：8m(Typ)@1550nm(735024)、12m(Typ)@1625nm(735024)
    　7m(Typ)@1310nm(735034)、8m(Typ)@1550nm(735034)
ダイナミックレンジ (Min)*4  ：38dB@1550nm(735024)、35dB@1625nm(735024)
    　43dB@1310nm(735034)、41dB@1550nm(735034)
光源 ( 光出力 )   ：－ 5dBm 以上 (735024 /LS オプション、735034 /SLS オプション )
光源 ( 出力レベル時間安定度 ) ：± 0.1dB(735034 /SLS オプション )
光パワーモニタ ( 入力レベル ) ：－ 50dBm ～－ 5dBm@1310/1550nm(/PM オプション )
光パワーモニタ ( 確度 )*3  ：± 0.5dB@1310/1550nm(/PM オプション )

仕様
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MODEL: 735025/735035
中心波長    ：1310nm ± 25nm、1490nm ± 25nm、1550nm ± 25nm
測定ファイバ   ：SM(ITU-T G.652)
イベントデッドゾーン *5,11  ：0.8m(Max)
アッテネーションデッドゾーン *6,11 ：7m(Typ)@1310nm、8m(Typ)@1490/1550nm
ダイナミックレンジ (Min)*4  ：34dB@1310nm、30dB@1490nm、32dB@1550nm
光源 ( 光出力 )   ：－ 5dBm 以上 (735025 /LS オプション、735035 /SLS オプション )
光源 ( 出力レベル時間安定度 ) ：± 0.1dB(735035 /SLS オプション )
光パワーモニタ ( 入力レベル ) ：－ 50dBm ～－ 5dBm(/PM オプション )
光パワーモニタ ( 確度 )*3  ：± 0.5dB(/PM オプション )

MODEL: 735026/735036
中心波長    ：1310nm ± 25nm、1550nm ± 25nm、1625nm ± 25nm
測定パルス光出力   ：≦ 15dBm(Max)@1625nm(735036 /PN オプションを除く )
測定ファイバ   ：SM(ITU-T G.652)
イベントデッドゾーン *5,11  ：0.8m(Max)(735036 /PN オプション付加のときは 0.8m(Typ))
アッテネーションデッドゾーン *6,11 ：7m(Typ)@1310nm、8m(Typ)@1550nm、12m(Typ)@1625nm
ダイナミックレンジ (Min)*4  ：34dB@1310nm(735026)、32dB@1550nm(735026)、28dB@1625nm(735026)
    　40dB@1310nm(735036)、38dB@1550nm(735036)、33dB@1625nm(735036)
    　23dB@1310nm(735036 /PN オプション )*15、21dB@1550nm(735036 /PN オプション )*15

    　16dB@1625nm(735036 /PN オプション )*15

光源 ( 光出力 )   ：－ 5dBm 以上 (735026 /LS オプション、735036 /SLS オプション )
光源 ( 出力レベル時間安定度 ) ：± 0.1dB(735036 /SLS オプション )
光パワーモニタ ( 入力レベル ) ：－ 50dBm ～－ 5dBm@1310/1550nm(/PM オプション )
光パワーモニタ ( 確度 )*3  ：± 0.5dB@1310/1550nm(/PM オプション )

仕様
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MODEL: 735027/735037
中心波長    ：1310nm ± 25nm、1550nm ± 25nm、1650nm ± 5nm*1、1650nm ± 10nm*2

測定パルス光出力   ：≦ 15dBm(Max)@1650nm
測定ファイバ   ：SM(ITU-T G.652)
イベントデッドゾーン *5,11  ：0.8m(Max)
アッテネーションデッドゾーン *6,11 ：7m(Typ)@1310nm、8m(Typ)@1550nm、12m(Typ)@1650nm
ダイナミックレンジ (Min)*4、10 ：34dB@1310nm(735027)、32dB@1550nm(735027)、30dB@1650nm(735027)   
    　40dB@1310nm(735037)、38dB@1550nm(735037)、30dB@1650nm(735037)
光源 ( 光出力 )   ：－ 5dBm 以上 (735027/LS オプション、735037/SLS オプション )
光源 ( 出力レベル時間安定度 ) ：± 0.1dB@1310/1550nm(735037 /SLS オプション )
    　± 0.15dB@1650nm(735037 /SLS オプション )
光パワーモニタ ( 入力レベル ) ：－ 50dBm ～－ 5dBm@1310/1550nm(/PM オプション )
光パワーモニタ ( 確度 )*3  ：± 0.5dB@1310/1550nm(/PM オプション )

MODEL: 735028/735038
中心波長    ：1310nm ± 25nm、1550nm ± 25nm、1625nm ± 25nm
測定ファイバ   ：SM(ITU-T G.652)
イベントデッドゾーン *5,11  ：0.8m(Max)(735038 /PN オプション付加のときは 0.8m(Typ))
アッテネーションデッドゾーン *6,11 ：7m(Typ)@1310nm、8m(Typ)@1550nm、12m(Typ)@1625nm
ダイナミックレンジ (Min)*4  ：40dB@1310nm、38dB@1550nm、35/36dB@1625nm(735028/735038)
    　23dB@1310nm(735038 /PN オプション )*15、21dB@1550nm(735038 /PN オプション )*15

    　16dB@1625nm(735038 /PN オプション )*15

光源 ( 光出力 )   ：－ 5dBm 以上 (735028 /LS オプション、735038 /SLS オプション )
光源 ( 出力レベル時間安定度 ) ：± 0.1dB(735038 /SLS オプション )
光パワーモニタ ( 入力レベル ) ：－ 50dBm ～－ 5dBm@1310/1550nm(/PM オプション )
光パワーモニタ ( 確度 )*3  ：± 0.5dB@1310/1550nm(/PM オプション )

MODEL: 735029 
中心波長     ：850nm ± 30nm、1300nm ± 30nm
測定ファイバ    ：GI(62.5/125µm)
イベントデッドゾーン *9,11,12   ：2m(Typ)
アッテネーションデッドゾーン *6,11,12,13 ：7m(Typ)@850nm、10m(Typ)@1300nm
ダイナミックレンジ (Min)*8,12  ：22.5dB@850nm、24dB@1300nm

仕様
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MODEL: 735030/735040/735041
中心波長    ：850nm ± 30nm、1300nm ± 30nm、1310nm ± 25nm、1550nm ± 25nm
測定ファイバ   ：SM(ITU-T G.652) SMF ポート使用のとき
    　GI(50/125µm) MMF ポート使用のとき (735041)
    　GI(62.5/125µm) MMF ポート使用のとき
イベントデッドゾーン  ：2m(Typ)@850nm/1300m(735030/735050)*9,11,12、1m(Typ)@850/1300nm(735041)*5,11,14、  
    　0.8m@1310/1550nm*5,11

アッテネーションデッドゾーン *6,11,13：7m(Typ)@850nm(735030/735040)、6m(Typ)@850nm(735041)、10m(Typ)@1300nm、  
    　7m(Typ)@1310nm、8m(Typ)@1550nm
ダイナミックレンジ (Min)*4、8 ：22.5dB@850nm(735030)、24dB@1300nm(735030)、34dB@1310nm(735030)、
    　32dB@1550nm(735030)、
    　22.5dB@850nm(735040)、24dB@1300nm(735040)、
    　21.5dB@850nm(735041/GI(50µm))、22.5dB@850nm(735041/GI(62.5µm))、
    　23dB@1300nm(735041/GI(50µm))、24dB@1300nm(735041/GI(62.5µm))
    　40dB@1310nm(735040/735041)、38dB@1550nm(735040/735041)
光源 ( 光出力 )   ：－ 5dBm 以上 @1310/1550nm(735030 /LS オプション、735040 /LS オプション、
    　735041 /SLS オプション )
光源 ( 出力レベル時間安定度 ) ：± 0.1dB@1310/1550nm(735041 /SLS オプション )
光パワーモニタ ( 入力レベル ) ：－ 50dBm ～－ 5dBm@1310/1550n(/PM オプション )
光パワーモニタ ( 確度 )*3  ：± 0.5dB@1310/1550nm(/PM オプション )
*1 ± 5nm：パルス光出力のピーク値から－ 20dB のポイント *2 ± 10nm：パルス光出力のピーク値から－ 60dB のポイント
*3 λ＝ 1310nm、-10dBm 入力時にて   
*4 パルス幅 20µs、距離レンジ 200km、サンプリング分解能 32m、平均化時間 3 分間にて
*5 パルス幅 3ns、反射減衰量 45dB 以上、飽和してない状態のピーク値から 1.5dB 下のポイント
*6 パルス幅 10ns、反射減衰量 45dB 以上、後方散乱光レベルが定常値の 0.5dB 以内になるポイントにて
*8 パルス幅 500ns(850nm)/1µs(1300nm)、平均化時間 3 分間、サンプリング分解能 4m にて
*9  パルス幅 10ns、反射減衰量 40dB 以上、後方散乱光レベルが定常値の 1.5dB 以内になるポイントにて
*10 1.65µm のとき：背景光あり (1550nm ± 75nm、－ 19dBm、CW 光 )
*11 群屈折率 1.5 にて
*12 GI(62.5/125µm) を測定
*13 パルス幅 10ns、反射減衰量 40dB 以上、後方散乱光レベルが定常値の 0.5dB 以内になるポイントにて
*14 パルス幅 3ns、反射減衰量 40dB 以上、後方散乱光レベルが定常値の 1.5dB 以内になるポイントにて
*15 パルス幅 100ns にて

・ダミーファイバーオプション時のダイナミックレンジの値は、上記の値より 0.5dB 小さくなります。
・Typical 値は代表的または平均的な値です。厳密に保証するものではありません。
・光学仕様で、各値の後に記されている＠記号は、各値が記号直後の波長に該当することを表しています。
・GI(50/125µm) を使用時の性能については、別途お問い合わせください。

仕様
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一般仕様
項目    仕様
表示    8.4inch カラー TFT(640 × 480 ドット )
距離レンジ    500m、1km、2km、5km、10km、20km、50km、100km、200km、300km、400km、512km*1

    *1　この距離レンジは、ファームウエアバージョン 3.01 以降に対応しています。

読み取り分解能   最小 1cm
サンプリング分解能  5cm、10cm、20cm、50cm、1m、2m、4m、8m、16m、32m
サンプルデータ数   最大 50000 ポイント
群屈折率    1.30000 ～ 1.79999(0.00001 ステップ )
距離単位    km　英語表示のみ mile、kf
パルス幅    3ns、10ns、20ns、50ns、100ns、200ns、500ns、1µs、2µs、5µs、10µs、20µs
    *1　850nm(GI) は 5µs まで
    *2　735029、735030 および 735040 の 850/1300nm(GI) は 3ns を除く

距離測定確度   ± 1 ＋測定距離×２× 10-5 ±サンプリング分解能
内蔵メモリ    最大 1000 波形保存
USB(1.1)    TypeA( プリンタ、外部メモリ、キーボード )
    TypeB( リモート、ストレージ )
LAN( オプション )   10/100BASE-T
内蔵プリンタ ( オプション )  576 ドット / ラインサーマルプリンタ、記録紙幅：80mm
AC 電源    100 ～ 240VAC　50/60Hz
バッテリパック   持続時間：6 時間 ( 所定の使用条件による )、充電時間：5 時間 ( 環境温度 23℃、電源 OFF 時 )
重量 ( オプション含まず )  約 2.8kg
寸法 ( 突起物含まず )  287(W) × 197(H) × 85(D)
    287(W) × 197(H) × 135(D)(/PL オプション時 )
温度範囲    使用時：　0℃～ 45℃
    保存時：　－ 20℃～ 60℃
    プリンタ使用時 ：0℃～ 35℃　80% RH 以下
    バッテリパック充電時：0℃～ 35℃
最大相対湿度   85% RH 以下 ( 結露なきこと )
保存高度    3000m 以下
使用高度    2000m 以下
地球環境対応   鉛フリーはんだを使用

仕様
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項目  仕様
エミッション

適合規格 EN61326-1 ClassA
 EN55011 Class A、Group 1
 オーストラリア、ニュージーランドの EMC 規制 EN 55011 Class A, Group 1
 韓国電磁波適合性基準 ( 한국 전자파적합성기준 )
 EN61000-3-2
 EN61000-3-3
 本機器はクラス 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 ・USB
 シールドケーブルをご使用ください。ケーブルの長さは 3m 以下で、本体側にフェライトコア
 (TDK：ZCAT2035-0930A、当社部品番号：A1190MN) を 2 巻きして取り付けてください ( 下図参照 )。

  ・イーサネット (ETHERNET) インタフェース用コネクタ
  長さが 30m 以下のイーサネット通信ケーブルを使用し、ケーブルの片端 ( 本体側 ) にフェライトコア
  (TDK：ZCAT2035-0930A、当社部品番号：A1190MN) を 2 巻きして取り付けてください ( 下図参照 )。

USBケーブル(Type A) USBケーブル(Type B) イーサネットケーブル

イミュニティ
適合規格 EN61326-1 Table 2( 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。

安全規格
適合規格 EN61010-1
 EN60825-1( レーザ安全 )

仕様
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レーザ安全情報
本 機 器 は レ ー ザ 光 源 を 使 用 し て い ま す。 本 機 器 は IEC60825-1 Safety of Laser Products-Part 1: Equipment Classification, 
Requirements and User's Guide 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 に準拠しています。

INVISIBLE LASER RADIATION
DO NOT VIEW DIRECTY WITH
OPTICAL INSTRUMENTS
CLASS 1M LASER PRODUCT
(IEC 60825-1:2007)

VISIBLE LASER RADIATION
AVOID DIRECT EYE EXPOSURE
CLASS 3R LASER PRODUCT
(IEC 60825-1:2007)
MAX OUTPUT    WAVELENGTH
         5mW              650 ± 20nm

レーザクラス 1Mラベル レーザクラス 3Rラベル

MODEL クラス 中心波長  出力パワー
735020 1M 1550nm  CW：≦ 5mW@1550nm
     PULSE：≦ 200mW@1550nm
     PULSE 幅：≦ 20us@1550nm(duty：≦ 2.5% )
735021 1M 1650nm  CW：≦ 5mW@1650nm
     PULSE：≦ 32mW@1650nm
     PULSE 幅：≦ 20us@1650nm(duty：≦ 2.5% )
735022 1M 1310/1550nm  CW：≦ 5mW@1310/1550nm
     PULSE：≦ 200mW@1310/1550nm
     PULSE 幅：≦ 20us@1310/1550nm(duty：≦ 2.5% )
735023 1M 1310/1550nm  CW：≦ 5mW@1310/1550nm
     PULSE：≦ 200mW@1310/1550nm
     PULSE 幅：≦ 20us@1310/1550nm(duty：≦ 2.5% )
735024 1M 1550/1625nm  CW：≦ 5mW@1550/1625nm
     PULSE：≦ 200mW@1550/1625nm
     PULSE 幅：≦ 20us@1550/1625nm(duty：≦ 2.5% )

仕様
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MODEL クラス 中心波長  出力パワー
735025 1M 1310/1490/1550nm CW：≦ 5mW@1310/1490/1550nm
     PULSE：≦ 200mW@1310/1490/1550nm
     PULSE 幅：≦ 20us@1310/1490/1550nm(duty：≦ 2.5% )
735026 1M 1310/1550/1625nm CW：≦ 5mW@1310/1550/1625nm
     PULSE：≦ 200mW@1310/1550/1625nm
     PULSE 幅：≦ 20us@1310/1550/1625nm(duty：≦ 2.5% )
735027 1M 1310/1550/1650nm CW：≦ 5mW@1310/1550/1650nm
     PULSE：≦ 200mW@1310/1550nm、PULSE：≦ 32mW@1650nm
     PULSE 幅：≦ 20us@1310/1550/1650nm(duty：≦ 2.5% )
735028 1M 1310/1550/1625nm CW：≦ 5mW@1310/1550/1625nm
     PULSE：≦ 200mW@1310/1550/1625nm
     PULSE 幅：≦ 20us@1310/1550/1625nm(duty：≦ 2.5% )
735029 1M 850/1300nm  PULSE：≦ 50mW@850nm、PULSE：≦ 100mW@1300nm
     PULSE 幅：≦ 1us@850nm(duty：≦ 5% )
     ≦ 5us@1300nm(duty：≦ 0.6% )
735030 1M 850/1300nm  PULSE：≦ 50mW@850nm、PULSE：≦ 100mW@1300nm
     PULSE 幅：≦ 1us@850nm(duty：≦ 5% )、≦ 5us@1300nm(duty：≦ 0.6% )
  1310/1550nm  CW：≦ 5mW@1310/1550nm
     PULSE：≦ 200mW@1310/1550nm
     PULSE 幅：≦ 20us@1310/1550nm(duty：≦ 2.5% )
735031 1M 1650nm  CW：≦ 5mW@1650nm
     PULSE：≦ 32mW@1650nm
     PULSE 幅： ≦ 20us@1650nm(duty：≦ 2.5% )
 3R 650nm   CW：≦ 5mW@650nm
735032 1M 1310/1550nm  CW：≦ 5mW@1310/1550nm
     PULSE：≦ 200mW@1310/1550nm
     PULSE 幅：≦ 20us@1310/1550nm(duty：≦ 2.5% )
 3R 650nm   CW：≦ 5mW@650nm
735033 1M 1310/1550nm  CW：≦ 5mW@1310/1550nm
     PULSE：≦ 200mW@1310/1550nm
     PULSE 幅：≦ 20us@1310/1550nm(duty：≦ 2.5% )
 3R 650nm   CW：≦ 5mW@650nm

仕様
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MODEL クラス 中心波長  出力パワー
735034 1M 1310/1550nm  CW：≦ 5mW@1310/1550nm
     PULSE：≦ 200mW@1310/1550nm
     PULSE 幅：≦ 20us@1310/1550nm(duty：≦ 2.5% )
 3R 650nm   CW：≦ 5mW@650nm
735035 1M 1310/1490/1550nm CW：≦ 5mW@1310/1490/1550nm
     PULSE：≦ 200mW@1310/1490/1550nm
     PULSE 幅≦ 20us@1310/1490/1550nm(duty：≦ 2.5% )
 3R 650nm   CW：≦ 5mW@650nm
735036 1M 1310/1550/1625nm CW：≦ 5mW@1310/1550/1625nm
     PULSE：≦ 200mW@1310/1550/1625nm
     PULSE 幅：≦ 20us@1310/1550/1625nm(duty：≦ 2.5% )
735037 1M 1310/1550/1650nm CW：≦ 5mW@1310/1550/1650nm
     PULSE：≦ 200mW@1310/1550nm
     PULSE：≦ 32mW@1650nm
     PULSE 幅：≦ 20us@1310/1550/1650nm(duty：≦ 2.5% )
735038 1M 1310/1550/1625nm CW：≦ 5mW@1310/1550/1625nm
     PULSE：≦ 200mW@1310/1550/1625nm
     PULSE 幅：≦ 20us@1310/1550/1625nm(duty：≦ 2.5% )
 3R 650nm   CW：≦ 5mW@650nm
735040 1M 850/1300nm  PULSE：≦ 50mW@850nm、PULSE：≦ 100mW@1300nm
     PULSE 幅：≦ 1us@850nm(duty：≦ 5% )
     ≦ 5us@1300nm(duty：≦ 0.6% )
  1310/1550nm  CW：≦ 5mW@1310/1550nm
     PULSE：≦ 200mW@1310/1550nm
     PULSE 幅：≦ 20us@1310/1550nm(duty：≦ 2.5% )
735041 1M 850/1300nm  PULSE：≦ 50mW@850nm、PULSE：≦ 100mW@1300nm
     PULSE 幅：≦ 1us@850nm(duty：≦ 5% )
     ≦ 5us@1300nm(duty：≦ 0.6% )
  1310/1550nm  CW：≦ 5mW@1310/1550nm
     PULSE：≦ 200mW@1310/1550nm
     PULSE 幅：≦ 20us@1310/1550nm(duty：≦ 2.5% )

仕様
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外形図

指示なき寸法公差は±3％
(ただし、10mm未満は±0.3mmとする)

単位 : ｍｍ

付加仕様(オプション)　/PL：LAN、内蔵プリンタ付
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