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AQ1200 Multi Field Tester OTDR シリーズは，フィー
ルドで必要な機能を一台に集約した充実した機能と，上
位機種 AQ7275 から受け継ぐ優れた操作性を持つ小型で
多機能なハンドヘルド OTDR です。

ご好評いただいている既存モデル AQ1200A/B/C に加
え，今回新たに，用途に合わせた３波長の AQ1200E お
よび３波長＋高ダイナミックレンジの AQ1205E を追加
モデルとして発売いたしました。

【主な特徴】

1) ３波長の OTDR 光源
AQ1200E 及び AQ1205E は敷設用途の 1310/1550 nm
と保守用途の 1625 nm の，計３波長の発光中心波長の
光源を採用しました。保守用途の 1625 nm は現用通信
サービスが使用している波長から離れており，現用回線
に OTDR 波長カットフィルタを入れることで OTDR 測定
光が通信サービスへ与える影響を防ぐことができます。

2) 現用光カットフィルタ内蔵
1625 nm OTDR ポートは内部に現用光カットフィルタ
を内蔵しており，現用回線を測定する場合でも，現用
光の影響を受けずに OTDR 測定が可能です。

3) PON システム測定に最適化
FTTH (Fiber To The Home) に適用されるPON (Passive 
Optical Network) システムでは，スプリッタ分岐後の
ドロップケーブルで発生した障害をいかに素早く正確
に探索し，修復するかが重要になります。
AQ1200E と AQ1205E はスプリッタを含む PON 回線の
測定に最適化した「PON 測定モード」に対応しています。
また，AQ1205E は高いダイナミックレンジを持ち，多
分岐スプリッタでの大きな損失直後でもアンダーシュー
トを抑えた高品位な波形品質を確保しています。
分離分解能は最短 0.75 m のため，FTTx や屋内，局内
配線など近接するコネクタ接続点の検出が可能です。

4) フィールド測定に必要な各種機能
AQ1200A/B/C と同じく，フィールド測定に必要な各
種機能をオプションで用意しました。必要に応じて選
択できます。
�� 光源機能
�� ３種類（標準 /PON/ ハイパワー）の光パワーメータ
�� オートロステスト機能
�� 多心ロステスト機能
�� 可視光源
�� フォルトロケータ機能
�� IP 試験
�� 光ファイバ検査プローブ

【主な仕様】

OTDR 波長 ：1310/1550 ± 25 nm, 1625 ± 10 nm
測定ファイバ ：SM (ITU-T G. 652 )
ダイナミックレンジ

�� AQ1200E ： 32/30 dB, 30 dB
�� AQ1205E ：40/38 dB, 33 dB

イベントデッドゾーン ：0.75 m (typ)
アッテネーションデッドゾーン ：4/5, 7 m (typ)
パルス幅 ：3, 10, 20, 50, 100, 200, 500 ns,

1, 2, 5, 10, 20 ms
距離レンジ ：0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 

400, 512 ㎞
安定化光源機能 ：-3 ± 1 dBm (CW, 270 Hz/1 k/2 kHz)
光パワーメータ

�� 測定波長 ：850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625,
1650 nm ( 標準， ハイパワー )

  ：1310, 1490, 1550 nm (PON)
�� 波長設定 ：800 ～ 1700 nm, 1 nm ステップ

( 標準，ハイパワー )
�� 測定範囲 ：-70 ～ +10 dBm

 ( 標準，PON：1310/1490 nm)
  ：-50 ～ +27 dBm 

( ハイパワー，PON： 1550 nm)
可視光源 ：650 ± 20 nm, -3 dBm (2 Hz)
LAN  ：10BASE-T/100BASE-TX

IEEE802.3 準拠（RJ-45）
外形寸法 ：217.5 × 157 × 74 ㎜

( 突起物オプションを含まず )
質量 ： 約 1 kg
定格電源電圧 ：100 ～ 240 VAC
定格電源周波数 ：50 ～ 60 Hz
消費電力 ： 最大 70 W
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