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n 製品の特長

n ハンドヘルド、堅牢ボディ、軽量(0.7 kg)設計

n 長時間9時間のバッテリ駆動時間

n フルカラー5インチTFTタッチパネルディスプレイ

n 簡単ワンボタンOTDR測定・自動解析(V-Scout)

n 256Kのサンプリングポイントによる3cm分解能

n 光パワーメータ、光源、可視光源オプション

n VNCリモートコントロール機能

n ファイバスコープオプション

FX150+ mini OTDR
特徴
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測定ポートについて

FX150+ mini OTDR Product Overview 3

OTDR-Aux(1650,1300,850nm)

OTDR接続コネクタ / 光源出力

可視光源出力

光パワー入力

n 測定ポートは、通常OTDR(1310/1550nm)以外に
可視光源、光パワーメータ、OTDR-Aux(850/1300/1625/1650nm)
タイプを搭載できます。



電源のON/OFF

電源ボタン長押しで電源ON/OFFします
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画面右側のシフトボタン画面左側のシフトボタン



サイドメニューパネルの表示・非表示

本体左右のシフトボタンまたはディスプレイの左側・右側の矢印ボタンを押すことで、
メニューの拡大やアプリケーションメニューの表示をすることができます。
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ホームメニューへの戻りかた 1

[ホームボタン]または、

[ホームアイコン]を押すと、

アプリケーションを終了せず

にホームメニューに戻ること

ができます。

次回の操作時に素早く起動

することができます。

OTDR パワーメータ

ホームメニュー

or or
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ホームメニューへの戻りかた 2

ホームメニュー(サイドメニュー) > 環境設定 or ファイル

環境設定ファイル > Saved
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FX150+ホーム画面

電源起動後、ホーム画面が表示されます

3つのモードからOTDR測定を選択できます。
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FX150+ホーム画面

自動的に最適な距離レンジやパルス幅などを設定し、
光ファイバの総距離や総損失を求めます。

1波長当たり、設定の異なるOTDR測定を3回実施します。
その結果、近端から遠端までのイベントを自動的に検出し、
測定結果をアイコン線路図にて表示します。

3つの異なるOTDRモード

OTDR上級者向けの測定モード。
各種設定をマニュアルで選択できます。
また、リアルタイムモードの設定が可能です。
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EZ-OTDRモード

①EZ-OTDRを選択するとテスト設定画面に移動します。
②測定波長の選択で1310nm 、1490nm、1550nmを選択します
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ボタンを押します。測定が開始されます

測定中の画面

EZ-OTDR  自動モード
測定開始
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始点
終点

イベントポイント 1
スプライスロス

イベントポイント3
フレネル反射

スプライスロス点の距離とロスファイバー長

イベントタブを押します

EZ-OTDR  自動モード
測定結果 イベント・波形表示画面

トータルロス
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A/B ２本のマーカーが表示されます（表示がない場合は、マーカーボタンを押す）

を押すと波形表示部が広がります

測定タブを押します

を押すと戻ります

測定結果 画面操作
マーカー測定
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マーカーAの線の細い部分をタッチします。
選択されると が表示されます。

マーカーBの線の細い部分をタッチします。
選択されると が表示されます

カーソルはタッチペンで移動します。

マーカーの線の太い部
部をタッチして動かすと
、A, B両方のマーカーが

ピッチを変えずに移動し
ます。

測定結果 画面操作
マーカー測定



測定結果 波形のズーム
縦軸・横軸拡大・縮小（スワイプ）

拡大したい部分左上から右下にスワイプ

拡大表示

初期状態に戻す場合、
右下から左上にスワイプ



エリアズーム

＋を押すと横軸拡大

＋を押すと縦軸拡大

＋を押すと接続点（マーカーを中心として）の横
大

初期状態に戻る

接続ロス点

測定結果 波形のズーム
縦軸・横軸拡大・縮小(＋キー操作)

＋を押すと接続点の縦軸拡大



エキスパートOTDRモード

①エキスパートOTDRモードを選択するとテスト設定画面に移動します。
②測定波長の選択で1310nm または1550nmを選択します
③モード: 手動リアルタイム
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距離レンジの選択で20km を選択します
距離レンジは推定される測定距離の2倍以上を選択して下さい

エキスパートOTDRモード
距離レンジの選択

パルス幅で100nsを選択します
距離精度良く測定したい場合やデットゾーンを小さくしたい場合はパルス幅を狭く、
ロス測定の測定精度を良くしたい場合や長距離の場合はパルス幅を大きく設定して下さい
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ボタンを押します。測定が開始されます

エキスパートOTDRモード
測定開始
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測定結果の表示

停止ボタンを押すと測定結果が表示されます。
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その他の機能

4つの光測定モードを選択できます。
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ボタンを押すとレーザがONし発光します ボタンを押すと連続発光します

ボタンを押すと点滅（1Hz発光)
します

可視光源の機能
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波長を選択します ボタンを押すとレーザがONします

ボタンを押すと連続発光します

各ボタンを押すと、変調が切替
できます

光源の選択

OLSタブを押します
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光パワーメータのオフセット方法
①光パワー入力カバーを閉じて

光を遮光します

② ボタンを押すと、

ゼロオフセットを実施します

光パワーメータの選択
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測定する光の波長を選択します

光パワーメータ
波長選択
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光を入力するとパワーが表示されます

光源の変調を270Hｚに設定すると、
測定値が約3dBm低くなります
また、光源の変調光 （270Hz）を検出して表
示します

光パワーメータの測定
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付録：

OTDRの基礎知識



■OTDRについて

OTDR：Optical  Time Domain Reflectometer(光、時間、領域、反射計）

一般名称では光パルス試験器、光ファイバーアナライザ、ロケーター、
miniOTDR ど一般に言われています。光ファイバの建設・故障修理で
主に使われます。

■OTDRの測定原理

光パルス変調された光出力を被測定光ファイバに入力する。
光ファイバ内を伝搬する光パルスの一部（レイリー散乱光の後方散乱光、フレネル反射光）が
入力した光パルスの方向とは逆方向（測定器）に戻ります。その戻り光を解析処理して、
平均化処理を行い、測定画像を抽出して、損失、距離、障害点の測定等を行います。

方向性結合器

光ファイバセンシング振興協会様
ホームページ引用

OTDR基礎知識
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OTDR

融着接続点 コネクタ接続点

開放端

曲げ

OTDRのトレースについて

OTDR基礎知識

近端反射

反射

フレネル反射

融着ロス

コネクタロス

マイクロベンディングロス

ダイナミックレンジ(dB)

水平方向を距離、垂直方向を損失レベルとし、測定結果を平均化処理して波形表示します。
OTDRからの光パルスは、接続点、曲げ部、および開放端などで反射して損失が発生します。
波形上に検出された損失や反射をイベントといいます。
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OTDR基礎知識

測定のポイント: パルス幅設定

パルス幅は、OTDRが光を出射する時間のこと

パルス幅を短く設定すると分解能が上がり、デッドゾーン（測定不可区間）が短くなるため近接した
イベント点を検出可能ですが、長距離やロスの大きい場合にはダイナミックレンジが不足し測定が
できなくなります。パルス幅を長くすると、デッドゾーン（測定不可区間）は長くなりますが、
ダイナミックレンジが向上します。
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OTDR基礎知識

パルス幅：5ns   距離レンジ : 100m
6m 1Km

コネクタ接続

6m地点のイベント
を検出
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OTDR基礎知識

パルス幅：200ns   距離レンジ : 25km
6m 20km

コネクタ接続

近端デッドゾーンが大きくなり、
近端6m地点のイベントを検出で
きない。
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マニュアルダウンロードURL:

https://maintechnology.co.jp/download/FX150_CDROM.zip

マニュアル
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株式会社ネットセーブ
TEL:03-5575-7721(代表）

107-0052 東京都港区赤坂1-4-1赤坂KSビル4階

営業統括部 営業グループ 井ノ口洋輔

Email:  inoguchi@netsave.co.jp

お問い合わせ先


