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お断り：３機種の英語版取説を事情で１冊の
日本語版に集約しました。AA-2000 ZOOMの画
面映像は使っていません。必要に応じて英語版
取説を参照下さい。
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• 迅速なアンテナ検査
• アンテナ共振点の追込み調整
• 雨とか台風など大きな環境変化の前後で

のアンテナ特性の比較
• 同軸スタブ製作とそのパラメータ測定
• 同軸線検査と不良位置の特定、ケーブル

ロスとインピーダンスの測定
• キャパシタンスとインダクタンスの測定

11.. アンテナ端子
22.. カラーLCD
33.. キーパッド
44.. USB 端子
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概概　　要要

    RRiiggEExxppeerrtt  AAAA--665500//11550000//22000000  ZZOOOOMM 

アンテナ・ケーブル アナライザーをお
買い上げ頂きありがとうございます。当
社は本機を平易な使い勝手だが優れた機
能・性能を発揮するアナライザーに仕上
げました。100KHzから650MHzの周波
数範囲でアンテナ及びケーブルのリター
ンロス、 SWR、ケーブルロス、その他
パラメータを測定できます。

搭 載 の ZOOM機能はチャートの拡大縮
小に活用頂けます。また、TDR（時間領
域反射率計）機能により給電線の不良位
置を正確に特定できます。P C 、 タ ブ
レ ッ ト 、 ス マ ホ と は ブ ル ー
ツ ー ス 接 続 も 可 能 。

本本機機にによよりり次次のの作作業業はは簡簡単単にに行行ええまますす。。

1

2

3

4

個人用途以外の複製厳禁

写真はAA-650 ZOOM

RRiiggEExxppeerrtt AAAA--665500//11550000//22000000 ZZOOOOMM

メメイインンメメニニュューー
メインメニューで目的の測定項目

を選択します。十字キーの　　と
でメニューをスクロールして項

目を選択し 　（OK)キーで決定し
ます。バッテリーの状態は画面左上
部のアイコンに標示されます。　
USB電源を使用している場合は電池
アイコンの代わりにUSBアイコンが
表示されます。

アナライザーの電源は、20分ほどで自動的に切断されます。

ははじじめめにに
　３本の単三アルカリまたは
ニッケル水素 電池を、電池の
極性を合わせてアナライザー
のバッテリーケースに入れて下さい。又、USBケーブルによりPCのUSB端
子からアナライザーへの電源供給も可能です。
キーパッド右下の　　キーを押すと電源が入ります。起動時にファーム
ウェア・バージョンとアナライザー・シリアル番号が、続いてメインメ
ニューが表示されます。

素早く目的の項目を選択するにはホット・キー機能を使います。例え
ば　　（SWR)を押せばSWR測定画面が表示されます。

5

AAAA--665500//11550000//22000000 
ZZOOOOMMのの使使いい方方
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多多機機能能キキーー
　殆どのキーパッド・キーは複数の機能
を備えています。
例えば、右図の①は周波数ほかの数値入
力時に４として使い、②はホット・キー
名称でキーを押すとSWR測定用の画面
に変わる。③の画面にするには　　
（ファンクション・キー）とこのキーを
２重押しします。

　　(help)キーで、選択測定モードでのキー操作詳細が表示される。

アアンンテテナナ接接続続
アンテナ側とアナライザー側のM型端子の両者を正対させ、優しく丁寧
に接続ください。捻じったり、こじったり乱暴に取扱うと接触不良になり
す。

ご注意：ケーブル側のコネクターでアンテナ・コネクターを捻じったりこ
じったりするとアナライザー内部に損傷を与えることがあります。

6
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チチャャーートトののZZOOOOMM
　中心周波数および周波数範囲のの増減には矢印キーを使います。縦軸目
盛（スケール）の変更は、       と       または       キーを組合せて行いま
す。

SSWWRR チチャャーートト
アンテナをアナライザーに接続し
て、       （SWR)  キーを押すと左
図の様なSWR測定画面が現れま
す。   ここで        （OK)  キーを押
して暫く待つと結果がグラフとし
て表示されます。

　　と　　　の二重押しで繰返し
連続測定モードになります。

チャート下側の小さな△印は、SWR最小点（所謂ボトム）です。

測定開始時には毎回   (ok) キーを押してください。

と　　　の二重押しでハムバンド一覧表を表示できます。

7
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デデーータタ画画面面
　全てのチャートモードでデータ画
面を表示できます。  （data)  
キーを 押すと、測定対象のカーソル
位置のパラメータを表示します。

中中心心周周波波数数ととススイイーー
ププ幅幅　　　　　　　

周波数スイープの中心と幅を入力
するには、　（fq. range) キーを押
します。 　～　　でスイープ範囲
を設定し、　　(OK)キーで入力を
決定します。SWRメータと全パラ
メータでは幅の設定はありません。

リリタターーンンロロスス チチャャーートト
SSWWRRチチャャーートトに似ているリターンロス(RRLL)チャートを表示するには、メイ
ンメニューで　　　を押した状態で　　 (RL)を押します。

8

キーを押すと簡単にを押した状態で、　　又は　　　
ハムバンドを選択・設定できます。

RRiiggEExxppeerrtt AAAA--665500//11550000//22000000 ZZOOOOMM 

RR,,XX チチャャーートト

ススミミスス チチャャーートト
(polar)  キーを押すと、ス

ミスチャート上に反射係数がグラ
フで表示されます。

　操作可能ななキーの一覧は
(help)キーを押すと表示されます。

小さなマーカーが右上の周波数に相当します。

チャート下側の小さな△印は、中心周波数に最も
近いSWR最小点（所謂ボトム）です。

9

メメイインンメメニニュューーで　　( (R,X)
キーを押して RR,,XXチチャャーートト モード
にします。

リアクタンス成分 X の値が正の場
合は測定対象が L:インダクタンス
で、負の場合は C:キャパシタンス
です。

チャートはRRとLLが直列または並列
のどちらでも表示できます。
と　　 を二重押しすると直列と並
列が反転します。
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メメモモリリーー操操作作
チャートをメモリーに保存するには
（save)キーを押します。メモ
リー数は100スロットあります。
ヌモリーに保存したデータを呼出す
には、      （load)キーを押して希
望のスロット番号を選択して、
（ok)キーを押します。AA-2000 
ZOOMは250メモリースロット。

SSWWRR モモーードド
　単一周波数でSWRを測定するに
は、       （SWR) キーを押します。

測定開始・停止するには (OK) 
キーを押します。
周波数の変更をするには (fq-) 
か
は

(fq+)キーを使います。又
(fq. range) から新しい周

波数を入力します。

SWRを測定中は、画面左上隅のSWR アイコンが点滅します。AA-2000 
ZOOMでは、　  +       を押す毎にグラフ又はメーター標示になります。

メモリースロット名を変更するには　　 (ファンクション)キー
と (edit) キーの二重押しをします。

10 RRiiggEExxppeerrtt AAAA--665500//11550000//22000000 ZZOOOOMM 

全全パパララメメーータタ
　アンテナなど負荷の全パラメータ
を一画面に表示するには     （all) 
キーを押します。

負荷インピーダンスを並列または直列等価回路で表わす場合
のR,L,Cが表示されます。並列と直列を混同しない様ご注意！

負負荷荷イインンピピーーダダンンススをを並並列列ままたたはは直直列列等等価価回回路路でで表表わわすす
場場合合ののRR,,LL,,CCがが表表示示さされれまますす。。

11

• 直列モデルでは、インピーダンス
は抵抗とリアクタンスが直列接続
モデルと数式で取扱われます。

• 並列モデルでは、インピーダンス
は抵抗とリアクタンスの並列接続
モデルと数式で取扱われます。

R

X
Z = R + jX R XZ = R ||+ jX
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５５周周波波SSWWRRモモーードド
　　と     （multi)  キーの二重押し
で5周波SWRモードの画面（右図）
になります。このモードはマルチ
バンドアンテナの調整で効果を発
揮します。

 (r+) と  

12

　　　（r-)キーで調整対象の周波数を選択して、
(fq. range)キーで希望周波数を入力し、　　(ok)キーで変更を決定します。

RRiiggEExxppeerrtt AAAA--665500//11550000//22000000 ZZOOOOMM 

アアンンテテナナ
アアンンテテナナ検検査査

アンテナを送受信機に繋ぐ前にア
ンテナを検査する事をお勧めしま
す。アンテナ検査にはSSWWRRチチャャーー
トト モモーードドが最適です。

左の上図はモービル用VHFアンテナ
の SWR チャートです。実際の運用
周波数145.5MHzでのSWRは約
1.25で運用可能範囲です。

左の下図は別のモービル用ホイッ
プアンテナのSWRチャートです。
共振周波数は146.7MHz付近で、運
用周波数の145.5 MHzのSWRは2.7
と許容できない値となっているの
が分かる。

AA-2000 ZOOMの「Multe」モード
では、一度に17バンドのSWRを測
定できます。

13

応応 用用 編編
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アアンンテテナナ調調整整
アンテナの共振周波数が希望値から外れている場合は、アナライザーに

より簡単に調整できます。ダイポールのように単純なアンテナでは、実際
の共振周波数と希望の周波数がわかれば物理的な寸法を合わせ込めます。
複数の要素（コイル、フィルターなどを含む）アンテナでは各々の要素を
調整しなくてはならないので上の方法では問題を解決できません。その場
合は、SSWWRR単単周周波波、、全全パパララメメーータタ、、ススミミススチチャャーートトの各モードを活用しア
ンテナの各要素を変化させた時の結果を注意深く観察して下さい。

マルチバンドアンテナには、 55周周波波SSWWRR モードを使います。1つの調整要
素（キャパシター、コイル、アンテナの寸法の微調整）を変えると、異な
る5周波数で如何にSWRに影響するかを簡単に見られます。

同同軸軸ケケーーブブルル
開開放放端端とと短短絡絡端端ケケーーブブルル
◦同一ケーブルの端を開放（上図）
又は短落（下図）した場合のRとX
のグラフです。Xがゼロになる点が
共振周波数です。

◦開放端では共振周波数は左から
右へ1/4、3/4、5/4長、・・・・
になります。

◦短絡端では共振周波数は左から
右へ1/2、 1、 3/2波長・・・・と
なります。

14 RRiiggEExxppeerrtt AAAA--665500//11550000//22000000 ZZOOOOMM 

ケケーーブブルル長長のの測測定定
ケーブルの共振周波数はケーブル長と速度係数に依存します。

ケーブルの速度係数は真空中の電波伝播速度に比べてケーブル中の伝播が
どの位に遅くなるかという特性を示す係数です。真空中の電波あるいは光
の速度は電磁波定数、C=299,792,458 m/secとしてよく知られています。

ケーブルのタイプによって速度係数は異なります。例えば、RG-58 の係数
は0.66。このパラメータは製造工程とケーブル素材によって変わるという
ことにご注意ください。

物理的なケーブル長を計測するには；

1、RR,,XX チャート上に共振周波数を表示する

例：

開放端RG-58ケーブルの1/4波長
波長の共振周波数は4,100Khz

2、特定ケーブルの電磁定数と速度
係数を知り、ケーブル中の電磁波の
進行速度を求めます。

299,792,458 × 0.66  =  
197,863,022 m/s

- または-

983,571,056  × 0.66 =  

649,156,897 ft/s

15
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共振周波数とケーブル長が判れば、速度係数は簡単に計算できます。

3.上記の速度を共振周波数（Hz）で
割りケーブル長を計算し、その結果
にその共振周波数の位置に対応する
数値（1/4,  1/2,  3/4,  1,  5/4など)を掛け
ます。

速速度度係係数数のの測測定定

197,863,022 / 4,100,000 ×(1/4) =  
        12.06 m

- 又は-

649,156,897 / 4,100,000 ×(1/4) =  
        39.58 ft

例：5 m長の開放端ケーブルで1/4
入における共振周波数は9400 kHz
です。

2.ケーブル中の電磁波の伝播速度を
求めます。ケーブル長を1/4, 1/2, 3/4, 
etc. （共振周波数の位置による)で
割り、その周波数（Hz）を掛ける。

3.最後に速度係数を求めます。上
の速度を電磁定数で割るだけで
す。

5 / (1/4) × 9,400,000 =  
 188,000,000  m/s

- 又は-

16.4 / (1/4) × 9,400,000 =  
 616,640,000  ft/s

1. 前述の方法で共振周波数を見つ
けます。

188,000,000 / 299,792,458 = 0.63

- 又は -

616,640,000 / 983,571,056 = 0.63
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ケケーーブブルルのの欠欠陥陥位位置置

ケーブルの欠陥位置（不良個所）を見つけるには、ケーブル長計測と同じ
手法が使えます。リアクタンス成分（X）がゼロ付近になる周波数での振
る舞いに注目します。

•  X が －∞ から０に変化する場合、ケーブルは開放端です。

•  X が ０から＋∞ に変化する場合、ケーブルは短絡端です.。

17
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11//44入入・・11//22入入ほほかかのの同同軸軸ススタタブブ製製作作

長さが1.85 m （余裕： 10 cm)の
開放端ケーブル

28,200 kHz

 11 cm 切断

1. ケーブル長の計算
電磁定数を目的の周波数（Hz）で割
り、その結果にケーブルの速度係を
掛けてから、希望する比（λ比) を
掛けます。 

2. 上で求めた長さより若干長めの
ケーブルを切って、アナライザーに
繋ぎます。λ/4、λ3/4などのスタブ
では、ケーブルは開放端でなければ
なりません。また、λ/2、λ3/2など
のスタブでは短絡端でなければなり
ません。 

3. アナライザーを全全項項目目表表示示モモーードド
に切り替えます。周波数をスタブ設
計値に合わせます。

4. ケーブルの遠方端から少しずつ
（余裕長の1/10 ～1/5) 切って行
き、リアクタンス X 成分がゼロ
（又は符号が変化）になるまで続け
ます。切ったら再測定することを忘
れないようにして下さい。

299,792,458 / 28,200,000 × 0.66 × 
(1/4) =  1.75 m

- 又は-

983,571,056 / 28,200,000 × 0.66 × 
(1/4) =  5.75 ft

　同軸ケーブルはバラン、伝送路
トランス、あるいは遅延線として
しばしば用いられます。

予め決められた電気長のスタブを
製作する。

例：28.2 MHz用入/4スタブ、RG- 
58ケーブル （速度係数：0.66)
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イインンピピーーダダンンススのの測測定定

同軸ケーブルの主要パラメータの一つがインピーダンスです。普通、
製造会社はケーブル表面に特性を印刷していますが、ある特定の条件では
正確なインピーダンス特性が把握できないのが一般的です。

ケーブルのインピーダンス特性を測るには；

例１：50Ωケーブルを75Ωで終端

例２：特性不明ケーブルを50Ωで
　　　終端

1. 無誘導抵抗をケーブル端に接続
します。抵抗値はさほど重要ではあ
りませんが、お勧めは 50Ω 又は
100Ωの抵抗です。
2. RR,,XXチチャャーートトモードにして、十分
に大きな周波数範囲（例えば、0～
200 MHz）で測定します。

例１：
50Ωケーブル

例２：
特性不明ケーブル
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例1：30.00MHz -最小
　　  60.00 MHz - 最大

例2：41.00 MHz - 最大

例1：33.0 Ω – 最小 
　　  78.5 Ω – 最大
例2 ：99.2 Ω– 最大
　　   53.4 Ω ‒ 最小

3. 表示範囲を変え更にスキャンを
行い、R が最大と最小になる周波数
をそれぞれ見つけます。それぞれの
周波数で X がゼロクロスします。

4. （data)  キーを押してデータ
画面にします。前述の周波数にお
けるRの値を読取ります。

5. 最大値と最小値の積の平方根を
求めます。

例1：√33.0ｘ78.2＝50.7Ω

例2：√99.2ｘ53.4＝72.8Ω

20

ツール・メニュー（P26参照）には、同軸線関係の自動計算機能が
含まれています。
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高高周周波波素素子子のの測測定定
RigExpert AA-650/1500/2000 ZOOM はアンテナおよび給電線路を対象

に設計されているのだが、他のRF素子のパラメータの測定にも問題なく使
えます。

キキャャパパシシタタンンススととイインンダダククタタンンスス
アテナアナライザーは数pFから約1µFまでのコンデンサーおよび数nHか
ら約100µHまでのインダクターを測定できます。コイルとコンデンサー
の測定はRigExpertアナライザーの主用途ではありませんので、測定のコ
ツを掴む必要があります。

コンデンサーまたはインダクターはRFコネクターにできるだけ近くで接
続して測るようにして下さい。

1、RR,,XXチチャャーートトモードにして十分に大きな周波数範囲（下図参照）でス
キャンします。

例1：
不明コンデンサー

例2：
不明インダクター
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3、 キーを押してデータ画面にし、コンデンサーまたはコイルの値を
読み取ります。

例1：
不明コンデンサー

例２：

不明インダクター

2、左右の矢印キーで周波数を キャパシターの場合X が -25～-100 Qの範
囲で、インダクターの場合はX が 25～100 Qの範囲でスクロールします。
必要に応じてスキャン範囲を変えて再試行します。

トトラランンスス
アナライザーはRFトランスの検査用途にも使えます。1：1トランスでは

2次側に50Qの抵抗を接続して、SSWWRRチチャャーートト、、RR,,XXチチャャーートト、、ススミミスス
チチャャーートトの何れかのモードでトランスの周波数特性をチェックします。
1：1トランス以外では抵抗値を変えて同様に測定します。
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トトララッッププ
マルチバンド・アンテナに使われているトラップは普通L-Cの共振回路で

す。1ターン・コイルによりトラップの共振周波数を測定できます。

例：TVケーブルで作製した直径
　60 mm、5回巻の同軸トラップ
を測定

1ターン・コイルをアナライザー
のアンテナ端子に接続し、測定対
象のトラップから数cmの距離に
近づけて、SWRグラフ モードで
測定した結果が下図です。トラッ
プの共振周波数の17.4 MHz に明
らかなディップがあります。

23
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• 数値表示：1～100
• チャート表示：1～10

SSWWRR表表示示  ((数数値値ままたたははチチャャーートト表表示示））

• 数値：0～10KΩ/±10KΩ
• チャート： 0～1KΩ/ ±1KΩ

画画面面表表示示モモーードド
• SWR ＝単周波または5周波
• 単周波＝SWR/RL/R/X/Z/L/C 
• SWR チャート＝ 20 ～ 500点
• R, X チャート＝ 20 ～ 500 点
• スミスチャート＝20 ～ 500点
• RLチャート＝20 ～ 500点
• TDR チャート（時間軸反射計）
• ケーブル・ツール＝スタブ・
チューナー、同軸線長、速度係
数、ケーブルロス、インピーダン
ス特性の測定。AAAA--22000000  ZZOOOOMM
はは更更ににLLCCメメーータタ、、MMuullttee機機能能（（詳詳
細細はは英英文文取取説説をを参参照照））をを搭搭載載

開開放放-- 短短絡絡--負負荷荷法法にによよるる校校正正　　

RRFF  出出力力：：
• 端子形状  N
•
•  

出力波形   方形波
出力電力  -10 dBm /50Ω 

電電源源：：
• 単三アルカリ電池 x ３本
• 単四ニッケル水素電池 x ３本
• 連続計測時間　最大4時間
• 連続アイドリング時間　最大2日
•  USB電源（（注注））大大地地アアーーススがが必必須須

イインンタターーフフェェイイスス：：
• 320x240カラーTFT (AA-650)
• 320x240カラーTFT (AA-1500)
• 800x480カラー（AA-2000)
• 6x3 キーパッド
• 日本言語メニューとヘルプ
•  PCとUSB 接続可能

　　　（（注注））大大地地アアーーススがが必必須須
• ブルーツース v.4.2, LE

外外形形寸寸法法：：100 x 230 x 55 mm
環環境境温温度度：： 0～40℃
質質量量： 450 g

保保証証：：  購入日より2年

ウウククラライイナナ製製
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補補足足１１

仕仕様様
FF    範範囲囲：：0.1～650/1500/2000MHz
　　　注）最高Fはモデルによる

FF  入入力力：：1 KHz ステップ
特特性性  ZZ：：25/50/75/100/150/200/
　　　　300/450/600 Ω

SSWWRR測測定定範範囲囲：：

R/Xの範囲

AA-2000 ZOOMには１０通の
較正値をメモリーに保存可能。
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雷とか静電気で死に至る事があるので、雷が接近の場合
は絶絶対対にアナライザーをアンテナに繋がないで下さい。

落雷（直接雷・誘導雷）とか近接送信によりアナライ
ザーが破壊される恐れがあるので、使使用用後後はは必必ずずアナラ
イザーをアンテナから外して下さい。

直流電源または送信機出力をアナライザーに加えないで
ください。送信中のアンテナに隣接するアンテナにアナ
ライザーを接続しないでください。

アナライザーに同軸ケーブルを接続する際の静電気
ショックを回避するために、接続する前に同軸ケーブル
の芯線と外被を接地してください。

使用しない時は、アナライザーを動作させたまま、測定
モードで放置しないでください。近辺の受信機に妨害を
与える可能性があります。

PCと一緒に使う場合は、最初に測定対象のアンテナをア
ナライザーに接続してから、アナライザーをPCのUSB
ポートに接続します。こうすることで静電放電による障
害からアナライザーを防御します。PPCCののシシャャーーシシ、、UUSSBB
電電源源ののママイイナナスス端端子子はは必必ずず大大地地アアーーススををししてて下下ささいい。。
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遠方端が開放または短絡の同軸ケー
ブルをアナライザーに接続し、　　
(ok) キーを押します。

1/4λと1/2λの共振周波数が表示さ
れます。

ケーブルが長くなるにつれて
共振周波数は低くなります。

26

補補足足３３

ツツーールルメメニニュューー

ツールメニューを呼出すには、  　と
キーの二重押しをします。
　　　　　　　　　　
ススタタブブ調調整整器器
ススタタブブ調調整整器器はは、、11//44λλままたたはは

11//22λλのの同同軸軸ススタタブブのの製製作作・・検検査査にに　
威威力力をを発発揮揮ししまますす。。
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長長ささ・・速速度度係係数数
ケーブル速度係数が分かれば、
ケーブル長は簡単に計算できる。
　　 (r+) で速度係数を変更し、
　　 (ok)を押し測定開始します。

ケーブルの速度係数を知るには、
十字キーと数字キーを使ってケー
ブルの実際の長さを入力して、　T 

(ok)を押し測定開始します。

　　　速度係数は伝送線タイプで違います。　　　　
例えば、ポリエチレン絶縁体のRG-58のVFは0.66です。

27



取取扱扱説説明明書書

ケケーーブブルル ロロスス
ケーブルロスの測定は、開放端の
同軸ケーブルをアナライザーのア
ンテナ端子に接続して　　　(ok)
キーを押して測定を開始します。

次にケーブル端を短絡して、
（OK)キーを押して測定を続けま
す。

測定が終わると、ケーブルロスの
周波数特性チャート（右図）が表
示されます。       （fq-)  または

（fq+)キーで周波数を変える
と、その周波数に対応するケーブ
ルロスの値が画面左下にデシベル
表示されます。

　　（he|p)キーを押すと、各キー
に割振られた機能一覧が表示され
ます。
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ケケーーブブルル
イインンピピーーダダンンスス

ケーブルインピーダンスの測定は、
大よそ50cm長の開放端ケーブルを
アンテナ端子に接続して　　（OK)
キーを押します。

測定が終わったら、ケーブル端を
短絡して （OK) キーを押しま
す。

インピーダンスー周波数特性カー
ブが滑らかでないので、      （fq-)
または        （fq+) キーでチャート
の平坦部に周波数を合わせて下さ
い。測定結果は画面の左下に表示
されます。

+ (r+) か + 

(r-) キーの二重押しで縦軸の目盛を
変えられます。
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自自己己診診断断
AA-650/1500/2000 ZOOM は自己
診断ソフトを搭載しています。必
要に応じてアナライザーの動作を
チェック出来ます。

アナライザーのアンテナ端子に何も
繋がない状態で （OK) キーを押
して、最初に検出器テストを行いま
す。

検出器動作正常であれば「合格」
が表示されます。

2番目のテストは内蔵フィルターテ
ストです。3番目はアンテナ端子に
負荷抵抗50Qを接続して、2番目と
同じテストを行います。50Ω負荷
の詳細は３８ページを参照くださ
い。
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設定メニューへ移行するには、       
と 　　キーを二重押しします。

次の項目が設定メニューに網羅さ
れています。

• 言言語語 －希望言語の選択
• パパレレッットト － 画面色調の選択
• ババッッテテリリーー － 電源種類の選択
• ササウウンンドド － 音量の設定
• 基基準準ZZ － インピーダンスを25,
50, 75, 100Ωの中から選択

• 単単位位 － m か ft の選択
• ババンンドド － 該当地域を選択
• 速速度度係係数数 － TDRモードでは実物
のケーブル速度係数を使う

• 周周波波数数補補正正 － アナライザーの発
振周波数の校正

• デデーータタ数数 － チャートを構成する
データの数を入力

• リリセセッットト － 工場出荷状態に戻す
• チチャャーートトのの消消去去 － 保存済メモ
リーチャートデータの全消去
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短い幅のパルス信号を伝送ライン
に送り込むと反射されたパルスが
観測できます。その2つのパルスの
遅延時間、光の速度およびケーブ
ル速度係数が判ればDTF（不具合個
所までの距離）は計算できます。
反射されたパルスの振幅と波形か
ら不具合の種類を想定できます。

短いパルスの代わりに、ステップ
波形を使っても構わない。

32

補補足足５５

TTDDRR モモーードド

理理論論
時間軸反射計TDRメータは伝送路（ケーブル）の不具合個所を特定するのに
使われる電子計測器です。

電圧

時間遅れ

送信
パルス

受信
反射波

時間

電圧
時間遅れ

時間

受信
反射波

送信
ステップ波

RRiiggEExxppeerrtt AAAA--665500//11550000//22000000 ZZOOOOMM 

市販の多くの反射メータと違って、RigExpert AA-650/1500/2000 ZOOM 
はケーブルにパルスを送り込まない技術が使われています。最初に R と X  

（インピーダンスの実数部と虚数部)が全周波数領域（～650/1500/200
MHz）で計測されます。次に、そのデータにIFFT （逆FFT)を適用し、最終的
にインパルス応答とステップ応答を算出します。

この方法は「周波数領域反射率測定」と呼ばれますが、当冊子では
「TDR」という用語はを使っています。全ての計算は内部で行われ、ユー
ザーは最終結果しか確認出来ません。

グラフの縦軸は反射係数を表します。-1は短絡を、 0 はインピーダンス整
合を、 +1は開放を意味します。 ケーブルの速度係数が判れば横軸は長さ
の単位で表せます。これ等のグラフ上に単一個所あるいは複数個所の不連
続点を表示できます。インパルス応答グラフは距離計測に向いており、ス
テップ応答グラフは不具合の原因究明に役立ちます。
次ページの代表的なステップ応答グラフの例を参照ください。
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周波数

周波数 距離

距離

反射係数

反射係数

イインンパパルルスス応応答答

スステテッッププ応応答答



取取扱扱説説明明書書34

反射係数

反射係数

反射係数

反射係数

反射係数

反射係数

反射係数

反射係数

反射係数

反射係数

距離

距離

距離

距離

距離

距離

距離

距離

距離

距離

オオーーププンン回回路路

負負荷荷 ZZ ＞＞ 出出力力 ZZ

容容量量性性不不連連続続

容容量量性性シショョーートト

損損失失のの大大ききいいケケーーブブルル

シショョーートト回回路路

負負荷荷 ZZ ＜＜ 出出力力 ZZ

誘誘導導性性不不連連続続

誘誘導導性性シショョーートト

ケケーーブブルル ZZ ＞＞ 出出力力 ZZ
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実実　測測
と を押すと、下図のインパルス応答（IR)とステップ応答

（SR)の画面になります。

基準インピーダンス、同軸ケーブルの速度係数および単位（mまたはft)の
変更は設定メニューで行えます。ケーブル端にアンテナを繋いでも繋がな
くても構いません。アンテナの有無でグラフの様子が変わるのはケーブル
端の位置だけです。

(OK) キーで測定を開始します。測定にはおおよそ1分ほど掛かりま
す。左右の矢印キーでケーブル位置（△カーソル）を、上下キーで左右
キーの感度（m/ステップ）を変えられます。右上のバーグラフ全体が最大
計測長を、塗り潰し部分がグラフに相当しています。

(save) で測定を開始し結果は100メモリースロットの1つに保存さ
れます。 キーでデータを呼出せます。   と キーの二重押しで
メモリー名の変更が出来ます。 (data) で データ画面が開き、カーソル
カーソル位置のステップ・インパルス応答および予測インピーダンスZの
数値が表示されます。         (help)キーを押すと詳細キー操作が表示されま
す。
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補補足足６６
校校　正正

　RigExpert AA-650/1500/2000 ZOOM は校正しなくても精度の高い測定
ができるのだが、「開開放放--短短絡絡--負負荷荷」法による校正を行えばより精度の高い
測定ができるようになります。

校正に使われる3つの基準「開開放放--短短絡絡--負負荷荷」は高精度でなければなりませ
ん。特に100MHz以上ではこの要件が重要になってきます。通常、負荷と
して高精度の50Q抵抗が用いられます。3つの基準「開開放放--短短絡絡--負負荷荷」が接
続されるところを基準面と呼んでいます。もし、アナライザーから離れた
伝送路端で校正が行われると、アナライザーはアンテナなど被測定物の測
定結果から伝送路の影響を差し引いた、より真値に近い負荷パラメータを
表示します。

基準面

基準面

開放
短絡
負荷

開放
短絡
負荷
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「開放-短絡-負荷」法による校正を
行うには、メメイインンメメニニュューーで校校正正
を選択するか、      と      キーを二
重押しします。

画面の説明に従って、アナライ
ザー端子面での「開開放放--短短絡絡--負負荷荷」
法による校正を行います。

ケーブルの遠方端で校正を行えば
ケーブルの影響をキャンセルでき

ます。

校 正 結 果 を 適 用 す る に は 、
と 　キーを二重押ししま

す。画面左下に CCAALL マークが表
示される場合は校正値が適用され
ている状態です。
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Amphenol

202109-10

1 W 

終端プラグ
Low SWR

Bird 8201
500 W　油冷終端器　　　
High SWR

補補足足７７

ダダミミーーロローードド

50ΩダミーロードのF特はどれでも
同じではありません。

校正（32ページ参照）には、広帯
域・低SWRの低電力RF終端プラグ
が最適です。

長いケーブルで繋いだ高電力終端
器は、校正（32頁）と自己診断
（30頁）には不向きです。

個人用途以外の複製厳禁 RRiiggEExxppeerrtt  AAAA--665500//11550000//22000000  ZZOOOOMM  39

EC DECLARATION OF CONFORMITY

In accordance with EN ISO 17050-1: 2004

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and / or 

other normative documents:

We, Rig Expert Ukraine Ltd. of 2 Solomenska Ploscha, Kyiv, 03035, Ukraine

Declare under our sole responsibility that the product:

We hereby declare that the above named product is in conformity to all the applicable 

essential requirements of directive 2004/108/EC (the EMC Directive).

/Ashot Andrieiev/

Director

Equipment

Brand name

Model number

Antenna and cable analyser 

RigExpert

AA-650 ZOOM,,  AAAA--11550000  ZZOOOOMM

Reference No.:

IEC 61000-4-2

IEC 61000-4-3

Title:

Testing and measurement techniques -

Electrostatic discharge immunity test

Testing and measurement techniques -

Radiated, radio-frequency, 

electromagnetic field immunity test

Edition / Date:

2009

2006

The technical documentation relevant to the above equipment will be held at:

SEDAM Communications Limited

Old Mill Cottage, Shillington Rd, Gravenhurst, MK45 4JE, The United Kingdom

June 23, 2020
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For private households: Information on Disposal for Users of WEEE 

This symbol on the product(s) and / or accompanying documents means 
that used electrical and electronic equipment (WEEE) should not be mixed 
with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, 
please take this product(s) to designated collection points where it will be 
accepted free of charge.

Alternatively, in some countries, you may be able to return your products to your local retailer upon 
purchase of an equivalent new product. Disposing of this product correctly will help save valuable 
resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which 
could otherwise arise from inappropriate waste handling.

Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point. 
Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with your national 
legislation.

For professional users in the European Union
If you wish to discard electrical and electronic equipment (EEE), please contact your dealer or 
supplier for further information.

For disposal in countries outside of the European Union
This symbol is only valid in the European Union (EU). If you wish to discard this product,
please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.

注意：販売目的の複製厳禁！

日本語版版権：リグエキスパート ジャパン


