MFJ‑259B
アンテナ アナライザー

取扱説明書

禁転 載

TJ‐ 259B IIIstruction l

anual

HF/VIIF SWRAnalyzer

目

0

2 ‑般 的な使 い方
3 周波数範囲
電源

2. 1

外部 電源

2.2
2.3
2.4
2. 5

内部電池の使用

0

５

1.

測 定精度 に 関す る説 明

４

1.

1

３

1.

3.

３

概要

0

2.

次

5
5

6
6

充電可能 な単 三 電 池の使 用

単三乾電池の使用
パ ワーセーブモー ド (ス リープモー ド)

7
7

メ イ ンメニ ュー と表示

3. 1

一般的な接続 ガイ ドライ ン

3. 2
3.3
3.4

起 動表 示
メ イ ンモー ドの 説 明
デ ィ ス プ レイ 警 告 「 VOLttAGE

8
8
8
9

LOW」

点滅

10

4.0 メイン (ま たは開始)モ ー ド ー…………………………………… lo
4.1 ‑般 的な接続ガイ ドライン …………………………………… 11
……………………………………………… 11
4.2 アンテナの SWR
4.3 同軸損失 ………………………………………………………… 13
4.4 キャパ シタンス ………………………………………………… 14
4.5 インダクタンス ー……………………………………………… 15
5.

…………………………………………… 16
ア ドバ ンス (上 級 )操 作
1 序説 ―…………………………………………………………… 17
2 ‑般 的な接続ガイ ドライ ン …………………………………… 18
3 インピーダンス (値 )モ ー ド ………………………………… 18
4 リター ンロスと反射係数モー ド ……………………………… 19
5 故障点までの距離モー ド ……………………………………… 19
6 共振モー ド ……………………………………………………… 21
7 送信電力効率 …………………………………………………… 22

6.0 単純なア ンテナの調整 ……………………………………………… 22
6.1 ダイポール ー…………………………………………………… 23
6.2 バーチカル ー‐‐‐―‐‐‐……………Ⅲ…………………………Ⅲ…Ⅲ…… 23
6.3 単純なア ンテナの同調 ………………………………………… 23

MF」 ‐
259B InstructicII Manual

HF/VHF SWRAnalyzer

…… …… … …………… ……………… 24
7.0 同調 ス タ ブと給 電線 の 調整
…… … … …… … …………………………… …… 24
7.1 ス タ ブの 試験
…… ………… …………………… ………… 25
7.2 給 電線 の 速 度係 数
……… 27
7.3 給 電線 また は ビパ レ ッジア ンテ ナの イ ン ピー ダ ンス
……… ……… …………………………… … 28
7.4 チ ュー ナー の 調 整
……… …………… ……… ………… 28
7.5 ア ンプの 整合 回路の調整
……… …… ……………………………… 29
7.6 RFト ラ ンスの 試験
…
7.7 バ ラ ンの 試験
― …… ………… … ……………………… … … 29
……………………………… …… ……… …… 30
7.8 チ ョー クの試験

8.0

技術 的支援

――― 一 … ………… …………………… …… ………… 31

MFJ‐ 259B Instruction bllallual

l.0
注重

IIF/VIIIF SWR Analyzer

概要

:

この製品を使用する前 に、 2.0章 を読んで下 さい。アンテナ端子へ間違 つた電源
供給電圧や過大な外部電圧を加えると、 この製品が故障する場合があります。

製品の説明

MF」 ‑259B RFア

ナライザーは、小型電池で動作する RFイ ンピー ダンスアナライザー

です 。 この製品は、 4つ の基本回路

:1.8‑170MHz信

号発生器、周波数カウンター、 5

0オ ーム RFブ リッジ、 8ビ ッ トマイク ロコン トロー ラーで構成 されています。多種多様のアン
テナに適用できるインピーダンス測定器です。また、本製品は同軸ケー ブルの伝送 ロスや、同軸
ケー ブルの開放点や短絡点までの距離の計測機能 も備えて います。

MF」 ‑259Bは

、主に 50オ ームのアンテナや給電線の解析用 として設計 されていますが、

数オームか ら数百オームの RFイ ンピーダンスの測定もできます。また、信号発生器や周波数 カ
ウンター としても利用できます。インピー ダンス測定の レンジは、 6つ の重複 したバ ン ドか らな
り、その周波数範囲は 1.8か ら 170MHzで す。

1.1

測定精度に関する説明

安価なイン ピー ダンスメーターには限界があ ります。 この限界に関するい くつかの共通の問題
と原因は次のとお りです。
測定誤差

計測値の誤差は、以下の 3つ の基本的な原因によるものです。
1.)外 部の RF信 号源か ら侵入する信号。一般的に、強力な AM放 送局。

2.)ダ イオー ド検波器 とA/D変 換器 の誤差。
3.)接 続端子のインピーダンス、端子の接続状態、 リー ド線の長 さ。
多 くの実用的な低 コス トインピーダンスメー ターは、広帯域検波器を使用 しています。実際 に
多 く使用 されているアナライザーに広帯域検波器が利用されている理由は経済性です。狭帯域検
波器 を使用するには、検波システムに少な くとも 1つ の選択性利得が ある安定 した受信機を備え
る必要があることか ら、非常に高価なものにな ります。狭帯域検波器 を使用すると、ア ンテナ・
アナライザーやインピーダンスアナライザーの価格 は、一般的なユーザーが欲する価格帯をはる
かに越えたものにな ります。
広帯域検波器は帯域外の外部電波にも高感度であり、 この帯域外の妨害波の問題 を解決するの
は簡単ではあ りません。 ローパスフィルターやバ ン ドパスフィルターは、異なった周波数上で変
化するイ ンピー ダンス を持 つ給電線のような振舞 いをする ことが よくあ ります。 ローパスまたは
バ ン ドパスフィルターは、給電線の区間を付け加えるように、イ ンピーダンスとSWRの 測定値
を変化 させます。 フィルターに起因するイ ンピーダンス変化は、 この製品を使用する上で大 きな
制約 とな ります。
この問題 の 1つ の解 (し ば しばユーザーに言及 され る)は 、内部発信器の電力を増加 させる こ
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とです。残念なが ら、高調波が出ない広帯域 VFOシ ステム をきれ いに動作させるための電力は、
電池の寿命を著 しく消耗 させます。高調波歪が少ないテス ト信号を発生させるために、 この製品
は トー タルの電池電流

(150mA)の 70%以 上で使用 して ください。

多 くの RF妨 害問題は、低 い周波数 での高出力 AM放 送波を大きなアンテナ (特 に、 160m
の垂直ア ンテナ)に 給電する ことによって起 こ ります。MFJは 、 1.8か ら30MHzの 間の
測定に影響を与えずに不要な周波数の信号を減衰するように調整 したフィルター を提供 していま
す。 この調整 されたフィルターを適切に使 うことによって、外部の妨害を減衰 させ、測定上の影
響 をな くして目的の測定 を行 うことがで きます。
部品の制約が誤差の別の原因とな ります。非常に小さい電圧でのダイオー ド検波は非線形にな
ります。MF」 ‑259Bの 正確性は、マッチング補償ダイオー ドを用 いた特殊なマイク ロ波ゼ
ロバ イアスシ ョッ トキー検波器によつて高め られて います。それぞれのユニ ッ トは、高低両方の
インピーダンスで可能な限 り直線性を得るために個 々に補償 し合い、主要な制約事項であるA/D
変換器の誤差 の 1/2パ ーセン トを改善 します。
接続線 の長 さも別の問題です。ブリッジやブリッジと出カ コネクタにおける部品間の接続線の
長さが、特 にインピーダンスが非常 に高 いか非常 に低 い場合、測定値を変化 させます。MFJ―

259Bは 、ほぼ長 さゼ ロの リー ド線長を用 いた表面実装低キャパ シタンスマイク ロ波部品を使
用する ことによって この問題を最小限に しています。
正確な数値 として信頼性の範囲外の読み値を表示する装置 とは異な り、MF」 ‑259Bは デ
ィスプレイに警告を表示 します。もし、ディスプレイに Z>650と 表示 されたな らば、イン
ピー ダンスは 650オ ームよ り大きいか、正確な測定範囲外にあることにな ります。

1.2 ‑般

的な使い方

MFJ‑259Bは
アンテナ

、次 の よ うな調整、試験 、計測 に利用す る ことが で きます。

SWR、

:

イ ン ピー ダ ンス 、 リアクタ ンス 、共振周波数 お

よび バ ン ド幅

アンテナチューナー :・ ・・・・・・
リニアアンプ :・ ・・・・・・・・・

SWR、

バ ン ド幅 および周波数

入 出力回路 、チ ョー ク、サ プ レッサ ー 、 トラ ップおよび
部品

同軸給電線

SWR、

:

線路長 、速度係数 (短 縮率 )、 概略の Qと 損失 、

共振周波数 およびイ ン ピー ダ ンス

フィルター

SWR、
SWR、

:

減衰 と周波数範 囲
概略の Q、 共振周波数 、バ ン ド幅 、イ ンピー ダ

ンス

トラップ

共振周 波 数 と概 略 の Q

:

同調回路
小型 コンデンサー

共振周 波数 と概 略 の Q

:

:

容 量 と 自己共振 周 波数

4
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RFチ ョークとインダクター :・
送信機 と発信器

:・

・・

・・・・・・・・

MFJ‑259Bは

自己共振周波数 、直列共振 と数値
周波数

、次の計測 と表示 ができます 。

ケー プル長 (feet)
ケー ブル ロス (dB)
キヤパ シタンス (pF)
インピーダンスまたは Z値

(Ω

(MHz)

インピーダンス位相 (度 )
インダクタンス (μ H)

共振

リアクタンスまたは Z(Ω )

信号周波数

)

抵抗または R(Ω

)

リター ン ロス

(dB)

(MHz)
SWR(50Ω を基準

)

MFJ‑259Bは

、非精密信号源 として使用できます。比較的低歪 (高 調波 が ‑25dB以
下)の 信号を 50オ ームの負荷 に約 3Vpp(約 20mW) で供給 します。 MFJ‑259Bの
内部信号源のインピー ダンスは 50オ ームです。
豊童

: MFJ‑259Bの

1.3

性能および正 しい測定方法についての さらなる解説については、測
したい
定
項 目に関する章を読んで ください。さま ざまな応用例 を目次に示 しています。

周波数範囲

周波数 ス イ ッチで次の周波数選択が できます。 (各 レンジはバ ン ド外 に少 し重複 して います。)

1. 8‑4MH2 4‑10MH210 27MH2 27‑114MHz l14‑170MHz

2.0

電源

この 製品 を いずれかの電源 に接続す る前 に 、 この 章 を読んで くだ さい 。不適切 な接続 や、 間違
つた 電圧 は、 この 製品 を故障 させ る ことが あ ります。

2.1

外部電源

MFJは 、外部か ら電源供給 で きるMF」 ‑1315を

オ プシ ョン電源 と して用意 しています 。

この 電源 を推奨 します 。
本製品 を使用、操作す る場合は、電源電圧 を 11ボ ル ト以上 、16ボ ル ト以下に して くだ さい 。
「 siOep modo」
や「 OFF」 の 時 の 電圧 (本 製 品へ 電源供給 が 少 な くな る時 )の 最高

値は、 18ボ ル トです。供給電源は適度に平滑化 されていることが必要です。供給電源のプラス
線は接地 しないで ください。

MFJ‑259Bは

‑1315 ACア ダプター を推奨)を 使用
する ことがで きます。理想的な供給電圧は、 DC14.5ボ ル トですが、 この製品は 11か ら 1
8ボ ル トの範囲で動作可能です。電流値は最大で 150mAで す。(電 池を使 う場合は、必ず電池
、外部の低圧 DC電 源 (MF」

装着 に関する記述を読んで ください。
)
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MF」 ‑259Bに は 、 RFコ ネ ク タの近 くに 凹型 2.lmmの 電源 ジ ヤ ックが あ ります 。
の ジ ャ ックに は 、「 POWER 12VDC」
の ラ ベ ル 表 示が あ ります 。
電源 ジ ヤ ックの 外側 の 導 体 は マ イナ ス で 、 中心 導 体 が プラス です 。

「 POWER

12VDC」

に電源 プラグ を挿入すると、内部電池か らは電源が供給 されな くな
ります。内部電池は、電源 プラグを挿入すると電源 として動作 しな くな りますが、 トリクル充電
は行われます。

警告 : 逆の極性または過大な電圧を加えると、MF」 ‑2598が 故障または破損すること
があります。決 して 18ボ ル ト以上の電圧印加やACま たはプラス接地の電源を使用
しないで ください。

2.2

内蔵電池の使用

最初 に電池を取 り付けるとき、内部の小 さな黒 いプラスチ ックのジャンパーが正 しい位置 に装
着 されているかチ ェックする必要があ ります。電池セ ッ ト用ジヤンパー は、装置の中の電源 コネ
クタとOFF‑ONス イッチ近 くの場所にあるプリン ト基板の上にあ ります。このジャンパーは、
MFJ‑259Bの 両側 の 8本 のね じを取 り外すと触れ る ことができます。カバー を止めている
ね じを外 した後に、裏面 カバー全体 を取 り外 して ください。黒いプラスチックのジャンパーは、
3本 隣接 しているピンの 2本 に差 し込まれています。 これ を、使用する電池のタイ プ (充 電式か
非充電式かのいずれか)の 正 しい位置に差 し込んで ください。
電池の交換 は、MF」 ‑259Bの 小さな裏パネルを外 して行 つて ください。電池カバー は、
2個 のフィリップヘ ッ ドね じで固定されています。

2.3
警告

充電可能な単三電池の使用

:

発電可能な電池が取 り付けられている場合は、 13ボ ル ト以下の外部電源の使用を避
けて ください。もし、外部か らの供給電圧が低すぎると充電が行われず、最終的に電
池が放電 して しまいます。電池を充電するには、MFJ‑259Bの

電源スイッチ を
切 つて、 フル充電するための十分な時間 (少 な くとも 10時 間)を 持 つことを推奨 し
ます。
充電可能電池を使用するとき、外部電源 は 14か ら 18ボ ル トで供給できるもの を使用 して く
ださい。内部の充電システム をとお して流れ る電池の充電電流は、 10〜 2 0rnAで す。MFJ

‑259Bの

電源 スイッチが OFFに な つていても、適切な外部電源 が供給 されておれば内部の
充電器 が内臓電池を トリクル充電 します。MF」 ‑1315は 、電源供給器 としての必要事項を
すべ て満た しています。
充電可能電池を使用するときは、カバー 内部にある黒いプラスチックのジャンパー (基 板の裏
側 にある外部電源 ジヤックの近 く)を 正 しい位置にセ ッ トしなければな りません。正 しい位置 に
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セ ッ トされ ていない場合は、電池 が 充電 され ません。電源 ジヤ ックの近 くにあるプ リン ト基板上
に ある充電用 ジャンパ ー を下図の よ うにセ ッ トして くだ さ い。

GHARGER
<

ON
2.4

Charger enabled

OFF

単 三 乾 電池の使用

高 品質 のアルカ リ電池 を使用す るよ うに して くだ さい。普通 の 乾電池で も良好に動作 しますが 、
高 品質のアルカ リ電池 は、液漏れ な ど装置 を故障 させ る リス クが少な く、長時間 使用で きます 。
どの よ うな非充電式 の乾電池で も、弱 くな つた らす ぐに交換 して くだ さい。この装置 を長期間 (1
ヶ月以上 )保 管す る場合は、電池 を取 り外 しておいて くだ さい。

警告 : 非充電式乾電池を使用する時は、充電システムが働かないよ うに しておいて ください。

非充電式電池を使用するとき、電源ジヤックの近 くにあるプリン ト基板の裏側にあるジャンパ
ー を以下のようにセッ トしてください。

GHARGER
<

OFF

ON
2.5

Charger enabled

′1ワ ー セー ブモー ド (ス リー プモー ド)

MF」 ‑259Bの

消費電流は、約 150mAで す。

内部の 「 Power

saving」
モー ドを使用する ことによ り、電池の寿命を延ばす こと
「 Sieeping」 状態での電池電流は、 15mA以 下です。もし、 2分 の間にモ
がで きます。
ー ドスイッチを切替えず、周波数を 50KHz以 上変えなか ったら、パ ワーセー プ (ス リー プ
モー ドに入 ります。ス リー プ状態 にな つた場合、下に示すように、ディスプレイの右下に「 SL
)

P」

の表示が点滅 します。

7. 1598MHz 3. 7
R=38 X=61 SLP
装 置 を パ ワ ー セ ー ブ モ ー ドか ら元 に 戻 す に は 、「 MODE」

ま た は 「 CATE」

ボ タ ン を 短 く押
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して ください。
パ ワーセー ブモー ドを無効 にするには、電源 を供給する前 (ま たは、
「 POWER」 ボタンを押
す前)に 、「MODE」 ボタンを押 したままに します。「MODE」 ボタンは、画面に著作権表示
が現れるまで押 し続ける必要があ ります。
パ ワーセー プモー ドを無効 にする ことに成功 した場合、「MODE」 ボタンを放す と暫 くの間、
次の表示が出ます。

Power Savlng OFF

3.0
警告

メ イ ンメ ニ ュー と表 示

:

この製品のアンテナ端子 には、決 して RFま たはその他の外部電圧を加えないで く
ださい。この製品には、ゼ ロバ イアスの検波ダイオー ドが使用 されて いるので、外
部電圧によって損傷を受ける ことが あ ります。

3.1 ‑般

的 な接 続 ガ イ ドラ イ ン

MFJ‑259Bの

上部のアンテナ端子 (SO‑239型 )は 、 RF計 測用出力端子です。 こ
の端子は、周波数カウ ンターモー ドを除 いて、 SWRま たはその他の RF計 測に使用 します 。
「 POWER」 端子 (2.lmm型 )に ついては、 2.0章 に記載 しています。間違 つた電源
を供給すると、 この製品が損傷する ことが あるので、 この製品を使用する前に 2.0章 を読んで
ください。
「 FREQUENCY

COUNTER INPUT」

端子

(BNC型 )は 、周 波数 カ ウ ンタ

ー のみ に 使 用 します 。
注意

: MF」 ‑259Bで

使 用 して い る起 動 時 の表 示 や初 期 メ ニ ュー は、 以下 の 説 明 を参 照 し

て くだ さ い 。 また 、 この 製 品 は応 用 利 用者 の ため に 4.0章 が あ ります 。

3.2

起動表示

「 POWER」

ス イ ッチ を入れ た後 、 また は 「 POWER」

ス イ ッチが入 つて い る時 に外 部 電

源を供給 した後、ディスプレイに連続 したメッセージが出ます。
最初のメッセージはプログラムのパー ジョンで、この「VER」 番号はソフ トウェアのパー ジ
ョンを指 します。

MFJ‑259B
Ver.2.00

MF」 ‐
259B Instnction Manual

HF/VHF SWRAnaly

r

2番 目のメッセージは、ソフ トウェアの著作年です。
MFJ Enterprises
(C) 1998

注意

:

「MODE」 ボタンを押 し著作
電源 を供給する前、または電源スイッチ をオ ンする前に、
権 メ ッセ ー ジが 表 示 され る ま で 「

R SAVING OFF」

POWER」

ボ タ ン を 押 し続 け る と 、 次 に 「

POWE

の メ ッセ ー ジ が 表 示 され ま す 。 こ の メ ッ セ ー ジ は 電 圧 チ ェ

ックの前に現れます。 このメッセージにより、パ ッテリーセープ
解除されたことが確認できます。

(ス

リープ)モ ー ドが

3番 目のメッセージは電圧チェックです。これは、電池の充電電圧または外部供給電源電圧の
表示です。

Voltage

Low

9.5V

Voitage

■

OK

14.7V

■■ ■■■■ ■■

最後の電源起動表示は、 3.2章

(イ

ンピー ダ ンス

R&X)以

下で説明す る測定の結 果です 。

2つ のパネルメーターは、
「ANTENNA」 端子 に接続 された負荷の SWRと インピーダンス
です。
「MODE」 を押す とモー ドが変わ ります。
「 MODE」 ボタ ン を放 した後 に、新 しいモー ドの
正 しいデータがディスプレィに表示されます。 5つ の メイ ン (ま たは開始 )メ ニ ューのモー ドは
以下で説明 します。

3.3

メインモー ドの説明

通常、 メ イ ン (ま たは開始 )モ ー ドが 動作 中に 「 MODE」 ボタ ン を押す と、 MFJ‑259
Bの 表示 モー ドが 変わ ります。 モー ドを変 える と、計 測 モー ドが数秒画面 に表示 され ます。 5つ
の 表示 モー ドを以下に説 明 します。

R&Xは 、電源 を入れたときの最初のモー ドです。このモー ドでは、MF」 一
259Bの LCD(液 晶ディスプレイ、数字 と文字 を表示)に 、MHzで の周波数、 SWR、 負
インピーダンス

荷イ ンピー ダンスの抵抗分 (R=)、 そ して負荷インピーダンスの リアクタンス分 (X=)が 表示
されます。インピーダンスメーターは、合成イ ンピー ダンス (Zオ ーム)、 そ して SWRメ ーター
には SWRを 表示 します。

IMPEDANCE
R&X
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「 MODE」 ボ タンを 1回 押す とこのモー ドにな ります 。液晶デ
同軸 ロス が 2番 目の モー ドで、

(LCD)に

は、試験周波数 と 50オ ームの 同軸 ケー ブル 、 50オ ームのア ッテネー
ター 、 50オ ー ムの トランス 、またはパ ラ ン (差 動電流のみ )の おおよその ロス を表示 します 。
ィス プ レイ

このモー ドにおいては 、試験 中の 50オ ーム機器 やケー ブルの 速端 を負荷抵抗 で終端 しないで下
さい 。 も し、試験 中の機器が終端 され ていると、測定 した ロス は実際 よ り大 き くな ります。

pFが 3番 目の モー ドです。 LCDに は、測定す る周波数 と リアクタ ンス (X
c=)が オームで 、キ ャパ シタ ンス (C=)が ピコ ファラ ッ ドまた は pFで 表示 され ます。イ ン
キ ャパ シタ ンス

ピー ダンス メー ター には、リアクタ ンスがオーム で、SWRメ ー ター には SWRが 表示 され ます。

インダクタンス μHが 4番 目のモー ドです。デ ジタルデ ィスプレイには、測定周波数、容量性
リアクタンス (XI=)が オームで、インダクタンス (L=)が マイク ロヘ ンリーまたは μHで
表示されます。
「 FREQUENCY
周 波数 カ ウ ン タ ー は 、5番 目の モー ドで メ イ ンモー ド最 後 の 機 能 です 。

OUNTER INPUT」

C

と表 示 され て い る BNC端 子 に 、測 定 した い RF源 を接続 して くだ さ

1.7MHzに て 10ミ リボル トか ら 180MHzに て 10
0ミ リボル トです 。周 波数 カ ウ ンター は lMHz以 下 で使 用 す るよ うに は設計 され て い ませ ん 。
「CATE」 ボタンは周波数カウンターのゲー ト時間を制御 します。ゲー ト時間を長 くすると、

い 。 この 測 定端 子 の 感度 の 範 囲 は 、

表示され る桁数が増え、カウンターの分解度が増加 します 。

Freq. Counter

14.15MHz O.01s
Freq. Counter

警告

3.4

:

21.324MHz O.ls
Freq. Counter

144.2389MHz ls
Freq. Counter

周波数 カウンターの BNC端 子には、 ピー ク電圧 2V以 上または DC電 圧などを決
して供給 しないで下さい。

デ ィス プ レイ 警 告 「 VOLTAGE

LOW」

も し、供給 電源 または電池の動作電圧が

点減

11ボ ル トよ りも低 けれ ば、「 VOLTAGE LOW」

「 MODE」 ボ タンを押す と警告 が無
の点滅 警告 が 表示 され ます 。低電圧 が 警告 され ている間に、
効 にな り、以下の よ うに低下電圧値 が表示 され ます 。 11ボ ル ト以下の供給電圧 で測定 した とき
は、測定値 の 信頼性 が 低 くなる ことが あ ります。

Voltage Low 9.5V

4.0

メイ ン (ま た は開始 )モ ー ド
10
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この製品のアンテナ端子 には、決 して RFま たはその他の外部電圧を加えないで く
ださい。 この製品には、ゼ ロバ イアスの検波ダイオー ドが使用 されてお り、数ボル
トを超える外部電圧 によ り簡単に破損 します。この製品を操作する前に、 2.0章
の記述に従 い供給電圧が適切であることを確認 して ください。

MF」 ‑259Bに

よ り提供 され る情報 を理解す るには、給 電線や ア ンテナの 動作 、用語の基

本 的な理解が非常 に重 要 です 。ARRLハ ン ドブ ックに これ らほ とん どの解説が用意 され てお り、
ア マ チ ュ アの利用 には十 分 です。 うわ さや未編集 、不完全 、 自己流の ハ ン ドブックまたは記事 に
たよるのは避 けて くだ さい。

4.1 ‑般

的な接続 ガイ ドライ ン

MFJ‑259Bの

上 部 にある「 ANTENNA」

端子 (SO‑239型 )は 、 RF測 定用の
この
出力端子 です 。
端子 は、周波数 カウンター モー ドを除 いて SWRや 他 の RFイ ン ピー ダンス
測定に使 用 します。

警告

:

アンテナ端子には、決 して外部電圧や RF信 号を加えないで ください。

適切な RF接 続を行 うことを忘れないで ください。50オ ームの同軸系以外の部品やシステム、
デバ イス を測定する ときは、可能な限 り短い リー ド線を使用 して ください。 50オ ームの同軸シ
ステムやアンテナ測定するとき、相互に接続する給電線 によってインピー ダンスや SWRに 変化
が あるかも しれません。測定誤差を避けるために品質の 良い 50オ ームの同軸ケー ブル を適切 に
使用 して ください。

4.2

アンテナの SWR

アンテナまたはアンテナチューナー入力の SWR測 定

:

a.)も し、直流接地の給電線を使用 していないアンテナであれば、瞬間的にアンテナ線のシール
ドと中心導体を短絡 して ください。これによ り、MFJ‑259Bの

ゼ ロバ イアス検波ダイ

オー ドが静電気で破壊するのを防止できます。

b.)す

ぐに ア ン テ ナ 線 を MF」

‑259Bの

「 ANTENNA」

端 子 に つ な ぎ ま す 。 (非 直 流 接

地 給 電線 の場 合 )

o.)「

FREQUENCY」

つ ま み を周 波 数 レン ジ に セ ッ トしま す 。

d.)デ ィ ス プ レイ を見 な が ら MF」 ‑259Bの 「 POWER」
圧表示が 11ボ ル ト以上 16ボ ル ト以下ならばOKで す。

11
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o.)メ インまたは開始モー ドの開始 メニュー として、 LCDに 周波数、SWR、 抵抗値そ して リ
アクタンスが表示 され、アナ ログメー ターに SWRと インピーダンスが表示 されます。この
モー ドでは、システムインピーダンスの抵抗値 (実 数部)と リアクタンス (虚 数部)が オー
ムで表示されます。

7.1598 ‖Hz
R=153 X=62

3.6
SWR

14.095 MHz
R(Z〉 650)

Z〉25
SWR

f.)目 的の周波数が表示されるか、もっとも小 さい SWRが 見 つか るまで、「 TUNE」 つまみ
を調整 して ください。
ア ドバ ンス (上 級)ア ンテナ測定モー ドは、 5.0章 に記載 されてお り利用可能ですが、これ
らを十分理解できなければア ドバ ンスモー ドの利用は避けた方が良いで しょう。ア ドバ ンス機能
の 多 くは、メインまたは開始モー ドメニューで提供 される基本情報 とは表示方法が異な ります。
アンテナの ヒン ト

:

ディスプレイの読みは、MF」

‑2598が

アンテナシステムに接続 されている点における S
WR、 インピーダンスと共振周波数 です。 この製品が接続 されている点のインピーダンスと共振
周波数 (リ アクタンスがゼ ロを横切る周波数 )は 、ア ンテナ 自体の共振周波数ではないかもしれ
ません。
この製品 (ま たは他のインピーダンス測定装置 でも)は 、ア ンテナ とMF」

‑259Bの

間の

給電線や他の部品が変換器の働 きを して変化する送信ラインのアンテナインピーダンス、 50オ
ーム SWR、 そ して共振周波数を表示 します。もし、給 電線が 50オ ームな らば、長 くて損失が
大きい給電線 において SWRが わずかに小さく表示 される場合を除き、この製品はア ンテナの真
の SWRを 表示 します。

1.)共 振周波数は リアクタンスがゼ ロオーム、または、MFJ‑2598の

表示がゼ ロオームに

近 いケースです。抵抗は共振 と何の関係もないので、共振周波数は最 も小さい値を示す SW

R(こ れ らは同 じであつてもよいが)の 点ではありません。最も望ま しい負荷は、 リアクタ
ンスが ない (共 振)点 である必要はな く、 SWRが 最低になる負荷です。

2.)50オ ームのインピーダンスは、抵抗 とリアクタンス成分によ り合成する ことがで きます。
もし、インピーダンスが 50オ ームであ っても、 リアクタンスがインピーダンスの一部また

は全部 を占めているよ うな場合、 SWRは

1.0に はな りません。よ くある

(し か し、間違

い)誤 解 に反 して合成インピーダンスが 50オ ームであ って も、負荷が リアクタンス性であ
れば、完全に 1:1の

SWRを 得ることはで きません。

50オ ー ム 負 荷 で す 。 イ ン ピー ダ ンス メー ター の 読 み が
50オ ー ム で あ って も 、 MF」 ‑259Bの LCDは 、 R=O X=50を
示 しま す 。 リア ク タ
ンス 性 50オ ー ム の イ ン ピー ダ ンス 負 荷 は 、 信 号 源 か らの 電 力 を全 く吸 収 しな いの で 、 SWR計
は オ ー パ ー フ ロー (SWR>25)し
、 ほ ぼ 無 限 大 の SWRに な りま す 。
良 い 例 は 、 ほ ぼ純 粋 な リア ク タ ンス の

12

J‐

259B Instruction

IIFハ引F

lanual

SWR Analyzer

『

3.)も

し、完全 な給電線が正確 に電気的半波長 またはその整数倍 にカ ッ トされ ているな ら、これ

は帯域 内にある周波数 における真 の 半波長 の整 数倍 です。わず かに異 な つた周波数 において 、

給電線はア ンテナの真の給電イ ンピーダンス を現 します。給電線が損失な く正確に 1/2波 長
の整数倍であればイ ンピーダンス透過です。波長に対 して長い給電線は、長 さにク リチカル
にな り、あま り正確な測定にはな りません。

4.)も し、給電線が正確に 1/4波 長の整数倍でないな ら、アンテナの共振周波数は給電線によ
つてよ り高 くまたはより低 くシフ トされる可能性があ ります。非整合の 1/4波 長の整数倍で
ない給電線は、ア ンテナが共振 していない周波数においてアンテナ リアクタンスを打ち消す
ことがで きるリアクタンス を付加 します。
アンテナの実際の共振周波数 と違 つた周波数で リアクタンスがゼ ロを横切る (共 振を示す)
ところにおいて、マルチアンテナ と給電線 を組み合わせた共振が通常ダイポールで起 こ りま
す。

5.)も し、給電線 が 50オ ームで輻射や平衡電流が な く、また、給電線の ロスが最小であれば、
給電線の別のポイ ン トに測定器 を移動 させても SWRの 読みは変化がないで しょう。インピ
ー ダンスと共振周波数は、給 電線の変換効果 により変化するかもしれませんが、 SWRは 変
化 しないで しょう。

6.)も し、同軸給電線の長 さ、設置場所、接地

(ア

ンテナか らの距離)に よ りSWRが 変化する

ならば、給電線 には次のい くつかの欠陥があ ります。
a.)給 電線 にコモンモー ド電流 と輻射がある。

b.)給 電線が 50オ ームでない。
c.)給 電線の ロスが大きい。

4.3

同軸損失

2番 目の メイ ン

(ま たは 開始 )モ ー ドは 「

Coax Loss」

です 。 MFJ‑259Bを

のモー ドに切 り替 える と、同軸損 失表示 のステ ップにな ります 。 このモー ドでは、 MF」

こ

‑25

9Bの LCDに は周波数 と同軸損失が dBで 表示 され ます 。 このモー ドでは、イ ン ピー ダンス メ
ー ター は動作 しません。 このモー ドでは 50オ ームのケー ブル を測定す るよ うに設計 され ていま
すが、 50オ ームのア ッテネー ターの損失だ けでな く、各種の 50オ ー ムの 給電線変換器 とチ ョ
ー クパ ラ ンの差 動 モー ドロス も測定で きます。

警告

: 50オ ーム以外のイ ンピーダンス を持 つ通常の変換器や滅衰器、そ して同軸ケー プル
の測定は行わないで ください。測定時には試験装置の反対側の端は開放回路、短絡回
路、または、純 リアクタ ンスの終端を しなければな りません。減衰による抵抗損失は
実際よ り悪 くな ります。
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:

.)MF」 ‑259Bに

測定 したい 50オ ームのケー ブル 、減衰器、バ ランタイプの給電線、変

換器を接続 して ください。必ず、試験 しようとする部品の速端には抵抗などで終端 しないで
ください。

2.)MFJ‑259Bの

電源を入れて ください。ディスプレイに測定開始機能が現れたなら、モ

ー ドスイ ッチを 1回 押 して ください。

3.)デ ィス プ レイには 、「 Coax Loss」

が 少 しの間 表示 され ます。

Coax Loss

4.)こ の装置がカバーする周波数での損失を dBで 読みます。
28.721 MHz
Coax Loss = 24dB

4.4

キ ヤ′くシタンス

付起

: MF」 ‑2598は

144.23 ‖Hz
Coax Loss = 0.6dB

リアクタンスを測定 して、 リアクタンス をキャパ シタンスに変換 し

ます。リアクタンスが実際に誘導性 か容量性 か をMFJ‑259Bで
は決定できません。
こ
通常、周波数を調整する とにより、リアクタンスの タイプを決定する ことができます。
も し、周波数を高 くしていつて リアクタンス (デ ィスプレイの Xま たはメーターのイン
ピーダンス)が 減少 していけば、負荷は測定周波数において容量性です 。もし、周波数
を低 くしていつて リアクタンスが減少 していけば、負荷は測定周波数において誘導性で
す。
「 capacitance

in pF」

が 3番 目のモー ドです。調整 した周波数 におけるキ
ヤパ シタンスの値が測定できます。通常の測定範囲は数 pFか ら数千 pFで す。キャパ シタンス
は測定 した リアクタンス (X)と 運用周波数を使 つて計算できます。

MF」 ‑259Bで

は、測定 した リアクタンスが フオーム以下、または、 650オ ーム以上で

あると測定値が不正確です。もし、装置の リアクタ ンスが不正確な範囲 になると、「 C(X<7)
[X]」 または「 C(Z>650)」 がディスプレイに表示されます。測定の確度 に問題 が あると
キヤパ シタンス値はディスプレイに表示されません。

15.814 MHz 51
C=197 pF
Xc

4.0456 MHz
C(Z〉 650)

4.0456 MHz
C(Xく 7)

Xc
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キヤ′1シ タンスの測定

:

1.)MFJ‑259Bの

itance in pF」

電源 を入れ 、「 Capac

がディスプレイ

に 表 示 され るまで モー ドス イ ッチ を押 します 。

Capacitance
in pF

2.)ア ンテナ端子 に、可能 な限 り短 くした リー

ド線 、または、実際 に使用す る回路 と同 じリー ド

線 で コンデ ンサー を接続 します 。

3.)レ ンジ警告 が出 な い範囲で、可能 な限 り使 用す る周波数に最 も近 い周波数 に合わせ ます 。 C
(Z>650)の
警 告 と C(X<7)の
警 告 で す 。 C(X=0)は
、 コ ン デ ン サ ー が MF」

‑259Bに

対 して完全に短絡 していることを示 します。

コンデンサー を測定 しているとき、ディスプレイの表示が試験周波数 とともにに変化する可能
性があ ります。 これは、 コンデンサーに直列に入 つているアンテナ端子への接続線のインダクタ
ンスによって起 こるものです。実効容量は周波数によって変化 しませんが 、 しば しば浮遊の Cの
値 と dc、 または、低い周波数で大変異なる ことが あ ります。高い周波数 で実効容量は増加 しま
す。 コンデンサー と浮遊インダクタンスが直列共振 したとき、無限大の容量にな ります。
コンデンサーのインピーダンスとコンデンサー を接続するリー ド線 によ り、(X=0)と なる周
波数が直列共振周波数です。バ イパスコンデンサーは、時 々意図的に直列または自己共振周波数
に近いところで動作 させますが、大抵の場合は直列共振周波数よ りはるかに低 い周波数で使用 し
ます。
インピーダンスメーターには、 コンデンサーの リアクタンスが、 (Xォ ーム)で 表示されます。

4.5
注意

インダクタンス

:

MF」 ‑259Bは

、 リアクタンスを測定 し、そ して、 リアクタンス をイ ンダクタン

スに変換 します。MFJ‑259Bは

、 リアクタンスが実際 に誘導性か容量性かは判
定できません。通常、周波数を調整す ることに よって リアクタンスのタイプを判定 し
ます。も し、周波数を高 くして リアクタ ンス (デ ィスプレイ上の Xま たはメーターの
インピー ダンス)が 4ヽ さくなれば、負荷は測定周波数において容量性です。もし、周
波数を低 くして リアクタンスが小 さくなれば、負荷は測定周波数において誘導性です。
「 Inductanco

in

μH」 が 3番 目のモー ドです 。調整する ことができる周波数
において、イ ンダクタンス をマイク ロヘ ン リー (μ H)で 測定できます。通常の測定範囲は、0.
lμ H以 上で最大 60μ Hま でです 。イ ンダクタンスは、測定 した リアクタンス (X)と 動作周
波数によ り計算 されます。
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… 259Bで は、測定 した リアクタンスが フオーム以下または 650オ ーム以上である

と、測定値が不正確にな ります。も し、装置の リアクタンスが不正確な範囲になれば、
「 L(X<

7)[X]」 または「 L(Z>650)」 が表示されます。
５

144.04 MHz
L(Z〉 650)

Ｘ

15.814 MHz
L=0.513μ H

イ ンダクタンスの 測定

L(Xく 7)

XI

4.0456 MHz

XI

L(X=0)

XI

:

1.)MF」 ‑259Bの
H」

3.5456 MHz

電源 を入れ 、次 にデ ィス プ レイに 「

Inductance

in

が現われるまでモー ドスイッチを押します。
lnductance
in μH

2.)で きる限 り短 い リー ド線、または、実際に使用する回路 と同 じ長さの リー ド線でインダクタ
ンス をア ンテナ端子に接続 します。

3.)レ ンジ警告が出ない範囲で可能な限 り使用する周波数に最 も近 い周波数 に合わせます。L(Z

>650)と

L(X<7)の

警告 です 。

L(X=0)は

、 イ ン ダ ク タ ー が MF」

‑2598

に対 しほぼ完全な短絡状態を示 し、測定するにはインダクターが小 さすぎるか周波数が低す
ぎることを示 します。
インダクター を測定するとき、試験周波数 によつて、表示 されたインダクタンス値が時々変化
するときがあ ります。 これは、インダクターやアンテナ端子への接続線の浮遊容量 によって起 こ
ります。ラジオ周波数においてインダクタンスは多 くの場合周波数 によって変化 し、また、多 く
の場合 dcま たは低い周波数の acの 値に誤差が出ます。
インピーダンスメーターは、インダクターの リアクタンス (Xオ ーム)を 表示 します。
注意

:

インダクターの設計 と同様に、 リー ド線の長さや設置位置は、インダクタンスの読みや
回路の動作 に影響 を与えます。周波数を高 くすると、インダクタンスは通常増加 します 。
ある周波数 において、イ ンダクターは しば しば リアクタンスが無限大にな り開放回路に
な ります。また、別の周波数では短絡状態にな ります。

5.0
警告

ア ドバ ンス (上 級 )操 作

:

本製 品の ア ンテナ 端子 には、 決 して RFま たはその他の外 部 電圧 を加 えないて下 さ
い 。本製 品 には 、ゼ ロバ イアス検 波 ダイオー ドを使 用 して い るの で、数 ボル トを超
える外部電圧に よ り簡単 に破損 します 。

16

MFJ‐ 259B Instruction Manual

/VIIF SWR Analyzer

ア ドバ ンス (上 級)モ ー ドには、ゲー トボタンとモー ドボタンを同時に数秒押す と移行できま
す。ボタンを離す とア ドバ ンスの表示が現れます。ア ドバ ンスメニ ューか らは、次のモー ドが利
用可能です。

SWR、
SWR、
SWR、
SWR、
SWR、

インピ一ダンス
リター ンロス と反射係 数
故障点までの距離
共振

インピーダンス、故障点までの距離
抵抗 とリアクタンス

インピーダンスと皮相電力の進行波電カパ
ーセンテージ

送信効率

5.1

インピーダンス値、イ ンピー ダンス位相角
リター ンロス、インピー ダンス、反射係数

序説

MF」 ‑259Bは
抵抗 、そ して定在波比

、ア ドバ ンスモー ドで故 障点ま での距 離 、イ ン ピー ダンス、リアクタ ンス 、

(SWR)を 測定で きます。

また、 SWRを 表現す るため によ く使われ る他の項 目も測定、表示で きます。 これ ら難解 な S

WRの 表現 には 、 リター ンロス 、反射係数 、そ して システムに おける皮相電 力の送信 電 カパ ー セ
ンテー ジも含 まれ ます 。 これ ら項 目の い くつか は、シス テ ムの 中で実際 に起 こつて い る こと を説
明す る必要が な い名称 なの で紛 らわ しいです 。特別 な モー ドで提 供 され た情報 に不慣れ な人が 、
これ らを使用 しないよ う強 く勧告 します。
SWR

58

●6

76 a395

12.0

1̀0200

REFLECr10N COEFFiCENT

POWER題 ビuCl■ D(%)

RETURN LOSS(dB)

POWERIRANSniIDく %)=MAl℃ HJギiCttNCY(%)

TRANSMISS10N:′ OSS(d3)
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MF」 ‑259Bに

は、プリッジの各辺を横切る電圧検波器が付いた 50オ ームブ リッジが含
まれています。 8ビ ッ トのマイク ロコン トロー ラーが これ らの電圧 を処理 し、電圧か ら有用な情
報 を導き出 して計算式に適用 します。基本的な計算処理は、抵抗、 リアクタ ンス、 SWRそ して
合成インピーダンスです。精度を競 うモー ドでは、システムが 自身を相互チ ェック し、最も信用
できる情報 の加重平均 を出力 します。システムは 8ビ ッ トの A― D変 換器 とデーター処理の制約
を受け、一部のデーターのジャンプは検出 した電圧の変換最下位 ビッ トのエ ッジで発生 します。
本製品が可能な限 り正確になるように、い くつかの計算式 には平方 と他の高次関数を取 り入れ
ています。検出器の分解能は約 1/2パ ーセン トです。そ して、可能な限 り最 も直接的な計算をし
ています。やは り、特定のインピー ダンス値で いくらかのエラーが出る ことは避けられませんb

MF」 ‑259Bが

提供する複雑な処理を理解するには、給電線 とアンテナの振る舞 いや技術
の基本の理解 が非常 に重要 です。 ARRLハ ン ドブ ックにおける多 くの解説は有用で、恐 らくア
マチュアの応用には十分で しょう。未編集や自己出版のアマチュアハン ドブック、文献は避け、
専門書 と対比 して ください。複雑な疑問や重要な情報については、専門技術者が書 いた本や レビ
ュー した本の利用を勧めます。

5.2 ‑般

的 な接 続 ガ イ ドラ イ ン

MF」 ‑259Bの

上部の「 ANTENNA」 端子 (SO‑239型 )は 、 RF測 定の出力端
子です。 この端子は、周波数 カウ ンターモー ドを除 いて、 SWRま たはその他の RFイ ンピー ダ
ンス測定に使用 します。「 ANTENNA」

5ボ ル トRMS)の

端子 には、 50オ ームにおいて約 +7 d Brn(〜 0.
出力があり、信号源の内部抵抗が 50オ ームです (開 放回路 〜 1ボ ル トRM

S)。 高周波は、MF」

‑259Bの

使用範囲 において 25dB以 下です。VFOは 安定化されて

いませんが、粗な信号源 として利用できます。
「 ANTENNA」

端子は負荷 と直流分離 されていないので、外部電圧が直接内部の検波器 に

加わ ります。
警告

:

決 してアンテナ端子に外部電圧または RF信 号 を加えないて ください。 この端子は

ESDか ら保護 して ください。
RF接 続は適切 に行 つて ください。部品や非 50オ ームのシステム を測定する場合は、可能な
限 リリー ド線 を短 くして ください。 50オ ームのシステム を測定するときは、接続用給電線がイ
ンピーダンスや SWRに 変化を与 えます。誤差 を避けるために、品質が既知の 50オ ーム同軸ケ
ー ブル を適切 に使用 して ください。

5.3

インピーダンス (値 )モ ー ド

ア ドバ ンスメニ ューの最初のモー ドはインピーダンスです。ディスプレイに開始の表示が次の
ように現れます。
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lMPEDANCE
Z=mag, θ=phase

‑2598の LCDに 周波数、イ ンピー ダンスまたは Zの 値 (オ ーム
とインピーダンスの位相角 (θ )を 表示 します。 メー ターには、 SWRと インピーダンスが表示
されます。最大のインピーダンス限界は 650オ ームにセ ッ トされてお り、ディスプレイに (Z
<650)が 表示されます。
このモー ドでは、MF」

)

28.814 MHz
3.6
Z=87Ω θ=53・ SWR

注意

:

4.0456 MHz

>25

(Z>650)

SWR

(4.4pF)は

端子 の 浮遊容量

、 60MHzよ

り高 い周波数 において、 650オ ーム

よ り低 くな ります。 この小 さな浮遊容量 は、高 い周波数 の 測定 に影響 はな く、 VHFに
お いて数百オ ーム 以下のイ ン ピー ダ ンス誤差 が 現れ る程度 です 。

5.4

リター ン ロス と反射係数 モー ド

リター ンロス と反射係数 モー ドは、ア ドバ ンスモー ドの 2番 目の モー ドです 。 このモー ドにす
るには、ア ドバ ンスモー ドに入 つた 後 に 、モー ドボ タンを一 度押 します。また、 どん な モー ドに
な っていて も、 リター ン ロス と反射係数がデ ィス プ レイに表示 され るまでモー ドボタ ン を押 し続
けると、ア ドバ ンスモー ドを経 由 して このモー ドにす る ことがで きます 。

Return Loss &
Refiection Coeff

リター ンロス と反射係数 モー ドでは、 リター ンロス を dBで 、電圧反射係数を%で 、 LCDに
測定値が表示されます。 メー ターには、 SWRと インピーダンスが表示 されます。
このモー ドの利用 においては、負荷 をア ンテナ端子 に接続 し周波数を目的の周波数 レンジに合
わせて、MF」 ‑259Bの LCDと パネル メー ターに表示される結果を読み取 ります。
９

Ｗ

Ｓ

Ｒ

Ｒ
・ Ｗ
Ｓ

・

144.23 ‖Hz
RL=9.6dB p=32

ｌ

ｌ

5.5

Ｏ

14.159 MHz
RL=48dB ρ=0

故障点 までの距離 モー ド

故障点までの距離 モー ドは、ア ドバ ンスモー ドの 3番 目の測定 モー ドです。 このモー ドは、ケ
ー ブルの 長 さを決定 した り、開放 または短絡 され た接続 点までの距離 を測定 した りす るの に有用
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です。このモー ドにするには、ア ドバ ンスモー ドに入つた後に、モー ドボタンを三度押 して離 し
ます。また、(他 のア ドバ ンスモー ドの状態で)デ ィスプレイ表示に「Distance to F
ault」 (ま たは他の目的の機能)が 現れるまでモー ドボタンを押 し続けると、ア ドバ ンスモー
ドを経由して このモー ドにすることができます。

Distance to
Fault in feet

平衡給電線を使用する場合は、MF」

‑259Bを

内蔵電池で動作 させて ください。MFJ一

259Bは 他の導体や地面か ら数 フィー ト離 し、他の導体

タブ以外)を この製品に接続 しな
いで ください。アンテナ端子のシール ドを片方の線 に接続 し、端子の中心 ピンをもう一方の線に
接続 して ください。 2線 式平衡給電線は、金属物や地面か ら数 フィー ト離 して直線 に引 き伸ばさ
(ス

なければな りません。
同軸線は、床に積み重ねた り巻 いて置 いた りすることができます 。MF」

‑2598は

、内蔵

または外部電源を使用する ことがで き、大きな金属物の上や傍に置いても悪影響はありません。
同軸給電線は、シール ドを接地 して並列に接続 して ください。
故障点までの距離モー ドでは、給電線 の故障点や誤終端箇所までの電気的距離を フィー トで計
測できます。電気的距離に、給電線の速度係数を乗 じることによって、物理的距離を得ることが
できます 。
このモー ドでは、誤終端または故障が周期的な周波数 に敏感でなければならないという 1つ の
制約があ ります。例 えば、このモー ドでは、すべ ての周波数 で短絡または開放が現れ るリモー ト
選択回路 (ア ンテナチューナーに結合 した標準的 リンクのように)に 対する距離を見つ け出せま
す。ただ し、フィルターで阻止 された帯域上での試験周波数無 しでは、 日―パスフィルターまで
の距離を確実に見つ け出せません。このモー ドでは、誤終端がほぼ実抵抗分であれば適切に動作
しますが、負荷の リアクタンス分が 多い場合は確実な動作を しません。
信頼性を確保するために、少な くとも 1オ クター ブ離れた異なるスター ト周波数において、 2
または これ以上の測定グルー プを作 つて ください。もし、計測距離が同 じで あれば、 これはほぼ
確実 に信頼性が非常 に高 くな ります。距離を確認するために使用するよ り多 くの基本周波数は、
距離が正 しいことをよ り多 く保証する ことにな ります。
故障点距離の測定

1.)イ

ン ピー ダ ンス メー タ ー の 振 れ が で き る限 り小 さ くな り、MFJ‑259Bの

LCDに

表示

され る リア ク タ ンス が 最 小 、 また は 、 リア ク タ ンス が ゼ ロ を横 切 る と こ ろに周 波 数 を合 わ せ
ます 。 リア ク タ ンス が ゼ ロ を横 切 る周 波 数 は 、 MF」

‑259Bが

よ り高 い 周 波 数 また は よ

り低 い 周 波数 に 調 整 され て い る と きに リア ク タ ンス が上 昇 す る周 波数 です 。
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21.324 MHz lst
DTF
X=0
2.)「 GATE」 ボタンを押 して ください。
「 lst」 の点滅が「 2nd」 の点滅に変わ ります。

21.324 MHz 2nd
D丁 F
X=0

39.756 MHz
DttF

2nd

X=202

3.)イ ンピー ダンス メー ターが 2番 目に最小となるインピーダンスと LCDに 表示 されるリアク
タンスがゼロを横切るか、または、可能な限 り最小 となるよ うにアナライザーの周波数を高
くした り低 くした りして調整 します。

68.51l MHz
DttF

2nd

X=1

4.)「 GATE」 ボタンを再び押すと、ディスプレイに距離がフィー トで表示されます。

Dist. to fault
10 ft x Vf
フィー ト距離にケー ブルの速度係数を掛けて ください。その結果が フィー トでの物理的距離で
す。

: MFJ‑259Bが

13フ ィー トを示 し、ケー ブルが速度係数 0.80の 標準発泡体ケ
ー ブルとする。 13掛 ける 0.80は 10.5フ ィー トとなる。結果は約 10.5フ ィ

例

ー ト先である。

5.6

共振 モー ド

Resonance mode
丁une for X=0
共振モー ドは、主に リアクタンスに着 目してイ ンピー ダンスメー ターに リアクタンス を表示 し
ます。 このモー ドでは、周波数、 SWR、 抵抗 (R=)、 そ して リアクタンス (X=)を 測定でき
ます。 リアクタンスがゼ ロのとき、システムが共振 していると言 います。

15.814 MHz 2.4
R=63 [X=51] SWR

付記

:

1.8950 MHz
Z>25
R[Z〉 650] [X] SWR

ゼ ロ リアクタンス または共振 は、 ア ンテナ が 実 際 に共 振 しな い周 波 数 で起 き る ことが あ
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ります。逆に、給電線 を通 して測定 したときに、アンテナが正 しく共振 している周波数
においても、 リアクタンスが含まれて現れ る場合があります。
完全に整合 されていないアンテナ と給電線 は、正確に 1/4波 長の整数倍 (0、 1/4、 1/2、
3/4等 )で ない給電線を使用 した場合、給電線によって リアクタンスが付加 されます。付加 され
た リアクタンスは、同時にアンテナの リアクタ ンス をキャンセル しシステム を共振 させます。も
し、給電線が最小の ロスで コモンモー ドの電流が流れない 50オ ームの給電線であれば、システ
ムの SWRは 、給電線の長 さを変えても変化 しません。これはまた、共振周波または リアクタン
ス を変えても同 じです。
このモー ドの機能 は、インピーダンスメーターで リアクタンスを測定する場合を除き、他の S

WRお よびインピーダンスモー ドと同 じです。 これによって、システムの リアクタ ンスがゼ ロを
横切る周波数を容易に見つ けることがで きます。
5。

7

送信電力効率

送信電力効率 モー ドは、ア ドバ ンスモー ドで利用可能な最後の測定モー ドです。 このモー ドに
は、(ア ドバ ンスモー ドメニ ューに入 つてか ら)モ ー ドボタンを 4回 押 して離す ことによ り到達で
きます。また、(他 のすべ てのア ドバ ンスモー ドのよ うに)デ ィスプレイに「% Transmi

tted Power(送

信電力効率)」 が表示され るまでモー ドボタンを押す ことによって、ア
ドバ ンスモー ドを経由 して このモー ドに到達できます。

% 丁ransmitted
Power
送信電力効率は、 SWRを 表現する別の方法です。これ は、不整合 ロス と同様 に 、 SWRデ ー
と して表現 され ます。
ターが 「% Tra nsmitted Powor」
注意

:

という名前は、 SWRや システム内の
『% Transmitted Power」
エネルギー転送に馴染みがないため戸惑いを与えるかも しれません。た とえ「% T

ransmitted PowerJが
送信 された電力のほぼゼ ロパーセン トと表示
されたとしても、
「 Transmitted」
電力または負荷へ転送 された電力がほぼ
100%に な り得ます。逆に、「96 Transmitted Power」
がほぼ 1
00%と 測定 されても、実際の送信電力は非常に小 さいかもしれません。
1.8963 MHz
Power= 74%

6.0

3.1
SWR

50.097 MHz
Power= 98%

l.3
SWR

単純なア ンテナの調整
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29.538 MHz
Power〈 15%

〉25
SWR
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ほとん どのアンテナは、素子の長 さを変化 させることによって調整できます。自作アンテナの
大半は簡単 に調整できる単純な垂直アンテナかダイポールです。

o.1

ダイポール

ダイポールは平衡ア ンテナなので、給電点にバ ランを置 くのがよいで しょう。バ ランは、同軸
ケー ブル を数イ ンチの直径で数回巻いた簡単なものや、フェライ トコアに多くの巻線を巻いた複
雑なものもあ ります。
ダイポールの高 さは、その周囲の環境 と同 じように、給電点インピーダンスや給電線の SWR
に影響 を与えます。 50オ ームの同軸ケー ブル を使用 した設備では、一般的な高 さで、 SWRは

1.5以 下か ら 1に な ります。

一般的に、ダイポールの調整は長 さだけで可能です。もし、ア ンテナが長すぎると共振周波数
は低 くな り、短すぎると共振が高 くな ります。
アンテナが給電線 と正確に同 じインピーダンスでないときに、給 電線の長 さが給電線に沿 つて
インピーダンス を変化 させる ことを覚えておいて ください。(給 電線を長 くするにつれて、SWR
が少 し低下する場合を除き)給 電線が高品質の 50オ ーム ケー ブルであるな ら、 SWRは 一定に
な ります。ある固定 した周波数で、給電線の長 さによって SwRが 変化するならば、給電線にア

ンテナか ら離調するコモンモー ド電流が流れて いるか、給電線が 50オ ームでない場合です。 コ
モンモー ド電流の発生の原因は、バ ランを付けていないか、または、他の設備の不良です。

6.2

バーチカル

バーチカルは通常不平衡アンテナです。多 くのアンテナメーカーは、間違 つて接地型パーチカ
ルでの良好なラジアルの必要性を重視 していません。良好な接地システムが あると、直接給電 1/

4波 長バーチカルの SWRは ほぼ 2〜 1で す。接地システム

(お

ても SWRを 改善する ことはで きます。

よび、この動作)が 十分でな く

パーチカルはダイポールのように同調 し、エ レメン トを長 くすると周波数が低 くな り、エ レメ
ン トを短 くすると周波数が高 くな ります。

0.0

単純なアンテナの同調

SWRを 表示するいずれかのモー ドを選択 します。 50オ ームの同軸ケー ブルで給電 している
基本的なアンテナの調整は、次の手順 で行います。

1.)給 電線の中心導体 とシール ド間を瞬間的に短絡 し、MF」

2.)MFJ‑259Bの

‑259Bに

周波数を目的の周波数に合わせます。

23

給電線を接続 します。
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3.)SWRを 読み、最小の SWR値 が見つかるまでMFJ‑259Bの

周波数を調整 します。

4.)測 定周波数を目的の周波数で割 ります。
5.)現 在のアンテナ長に、ステ ップ 4の 結果を掛けます。これが実際に必要 となるアンテナ長の
近似値です。

:

付記

この調整方法は、 ローデ ィングコイル、 トラップ、ス タブ、抵抗、キャパ シターまたは
キャパ シターハ ッ トを使用 しないフルサイズのパー チカルまたはダイポールアンテナの
みに適用で きます。これ らのアンテナは、 メーカーの取扱説明書に従 い、MF」

9Bで 試験 しなが ら目的の SWRが 得 られ るまで調整 して ください。

710
7.1

‑25

同ヨスタブと給電線の調整
ス タ プの 試験

任意 の イ ン ピー ダンスのスタ ブまたは給 電線 の共振周波数 を測定す る ことが で きます。 メイ ン

メニューで最初

(ま たは開始)の 測定モー ドを選択してください。

試 験 す る ス タ プ を MF」

付記

‑259Bの

: 1/4波 長の奇数倍 スタブ

「 ANTENNA」

端 子 に 接 続 して くだ さ い 。

3/4、 1‑1/4等 )は 給電線の遠端 を
開放 し、 1/2波 長の整数倍スタブ (同 様 に、 1/2、 1、 1‑1/2等 )は 遠端を短絡 し
て ください。
(す なわち、 1/4、

平衡給電線を使用するときは、MF」

‑259Bを

J‑259Bは

内蔵電池のみで動作 させて ください。MF

他の導体または大地か ら数 フィー ト離 し、本装置 にはいかなる線 (給 電線以外)
も接続 しないで ください。アンテナ端子のシール ド側 に一方の リー ド線を接続 し、中心 ピンに も
う一方の リー ド線を接続 して ください。 2線 平衡給 電線は、大部分 を直線 に延ば して金属物や接
地か ら数 フィー ト離 して 吊り下げて ください。
同軸給電線は、床の上に重ねて置いた り巻いた りして置 くことができます。MF」 ‑259B
は内蔵電池または外部電源のどちらでも使用可能で、また、大 きな金属物の近 くに置いて も悪い
影響はあ りません。同軸給電線のシール ドは通常接地 します。
ク リチカルなスタプの同調をとるときは、周波数を徐 々に調整 します。給電線またはスタプの
調整は次の方法で行ないます。

1.)目 的の周波数と給 電線またはスタプの理論長 を決定 します。

2.)ス タプを計算 した長 さよ り20パ ーセン ト長 くします。そ して、 1/2波 長 (ま たは、 1/
2波 長の整数倍 )の スタブまたは給電線 の速端を短絡 します。 1/4波 長または 1/4の 奇数
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倍の給電線 またはスタ プの 速端 を開放 したままに しておきます。

3.)最 も小さい抵抗値 とリアクタンスまたは最 も小 さいインピーダンスである周波数を測定 しま
「 X■ ?」 の表示のみを見ます。可能な限 り、 X=0ま たは X
す。うま く同調 させるために、

=0に 近 づ くように合わせます。計算 した長 さで計画 したとお りの動作をしていれば、周波

数は目的の周波数よ り約 20%低 くなっているはずです。

4.)測 定 した「 X」

最小の周波数を目的の周波数で割 ります。

5.)目 的の長さを見つけるために、その結果に給電線またはスタプの長さを掛けます。

6.)ス テ ップ 5で 計算 された長さにスタプを切 り、目的の周波数で最小の「 X」 である ことを確
認 します。

7.2

給電線の速度係数

MF」 ‑259Bは

どんな給電線の速度係数 も正確に決定することができます 。ア ドバ ンスモ
ニ
ー ドメ ューの 3番 目の測定モー ド、故障点までの距離 モー ドを選択 して ください。このモー ド
には、ア ドバ ンスモー ドメニューに入 つてか ら「MODE」 ボタ ンを 2度 押 して離 して ください。
また、(他 のア ドバ ンスモー ドと同様に)ア ド′ヽンスモー ドを経由して、ディスプレイに「 Dis

tanco to Fault in feet」

の表示が出るまで「MODE」 ボタンを押す

ことによつて到達できます。

Distance to
Fault in feet

もし、平衡給電線 を使用する場合は、MFJ‑259Bを
内蔵電池のみで動作 させます。MF
」‑259Bは 他の導体または大地か ら数 フィー ト離 し、本装置 にはいかなる線 (ス タブ以外の
もの)も 接続 しないで ください。アンテナ端子のシール ド線に一方の リー ド線を接続 し、中心 ピ
ンに もう一方の リー ド線を接続 します。 2線 平衡給電線は、直線に延ば して、金属物または接地
か ら数フィー ト離 して吊り下げる必要があ ります。
同軸給電線は、床の上に重ねた り巻 いた りした状態で置 くことがで きます。MFJ‑259B
は、内蔵電池または外部電源の どちらでも利用可能で、大きな金属物の上や近 くに置いても悪い
影響な く使用できます。同軸給電線のシール ドは通常接地 します。
故障点までの距離モー ドは、給電線の電気的長 さを測定 します。速度係数を得るためには、給
電線の物理的長 さを知る必要があ ります。も し、距離が 75フ ィー トと表示され、給電線の実際
の長 さが 49.5フ ィー トであれば、速度係数は 49.5を
な ります。
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75で 割 り、結果は 0.66vFと
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給電線の遠端は開放 しても短絡 してもかまいません。給電線には、開放 、短絡以外の ど
のよ うなイ ンピーダンスの ものも終端 しないで ください。

信頼性を確認するために、少な くとも 1オ クター プ離れた異なるスター ト周波数 で測定する 2
またはそれ以上のグルー プをつ くる必要があ ります。結果を確認するために使用する基本周波数
が 多ければ、結果が正 しいことに対するよ り多 くの確証が得 られます。
速度係数の測定

:

1.)イ ンピーダンスメーターが可能な限 り最小の振れ にな り、MFJ‑259Bの

LCDに 表示

される リアクタンスが最小になるか、 リアクタンスがゼ ロを横切る周波数を選択 します 。 リ
アクタンスがゼ ロを横切る (ま たは、 リアクタ ンスが最小の読みになる)点 は、MF」 ‑2

59Bを さらに高 いか さらに低 い周波数 に調整 したとき、リアクタ ンスが大きくなる点です。
21.324 MHz
DttF

lst

X=0

2.)「 CATE」 ボタンを押 して くだ さい。「 lST」 の点滅が「 2nd」 の点減に変わ ります。

21.324 MHz
DttF

2nd

39.756 MHz
2nd
DTF
X=202

X=0

3. )イ ンピー ダ ンス メー ターの読み が 最小 に近 くなるまで、そ して、 LCDに 表示 され る リアク
タンスが 再 びゼ ロを横切 る ところまで、アナ ライザ ーの 周波数 を高 くした り低 くした りして
調整 して くだ さい 。ゼ ロ以外で数オー ムの 最小値 であれ ば許容 され ます。

68.51l MHz
DTF
X=1
4.)「

GATE」

2 nd

ボタンを再び押 してください。距離がフィー トでディスプレイに表示されます。

Dist. to fault
10
ft x Vf
次の手順で利用 して ください

:

1.)給 電線の物理的長 さをフィー トで測 つて ください。

2.)デ ィスプレイの読み値 を実際 の給電線の長さで割 つて ください。
例

: 27フ ィー ト (物 理長)割 る 33.7フ
80ま たは 80%。

ィー ト (測 定長)は 、0. 80。 速度係数は、 0.

MF」 ‐
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給電線または ビバ レッジアンテナのインピーダンス

給電線イ ンピーダンスが数オームか ら650オ ームの間は、MF」 ‑2598で 直接測定でき
ます。高インピーダンスの給電線は、広帯域 トラ ンス または抵抗を使用することで、MFJ‑2

59Bの 測定範囲を拡げて測定できます 。抵抗 (R=)と

リアクタンス

(X=)を 表示する測定

モー ドを選択 します。
もし、平衡給電線を使用する場合は、MFJ‑259Bを
内蔵電池のみで動作 させます。MF
」‑259Bは 他の導体または大地か ら数 フィー ト離 し、本装置はいかなる線 (給 電線以外のも
の)を 接続 しないで ください。アンテナ端子のシール ド線 に一方の リー ド線を接続 し、中心 ピン
に もう一方の リー ド線を接続 します。 2線 平衡給電線は、かな りの部分を直線に延ば して、金属
または接地か ら数 フィー ト離 して吊り下げる必要が あ ります。
同軸給電線は、床の上に重ねた り巻いた りした状態で置 くことができます。MFJ‑259B
は、内蔵電池または外部電源のどちらでも使用可能で、大きな金属物の上や近 くに置いても悪い
影響な く使用できます。同軸給電線のシール ドは通常接地 します。
ビパ レッジアンテナは、直接 MF」
固定抵抗を使用する場合

‑259Bに

接続する必要があ ります。

:

1.)給 電線またはア ンテナ を予想 される値に近い無誘導抵抗 で終端 します。
2.)給 電線またはアンテナを直接 MFJ‑259Bの

「ANTENNA」

端子へ接続 します。最

も小さい抵抗値 と最 も小 さい リアクタンスが測定できるまで、周波数 (予 想される動作周波
数の近 く)を 調整 します。

3.)イ ンピーダンスの値を記録 します。

4.)最 も大きい抵抗値 と最 も小 さい リアクタンスが測定できるまで周波数を調整 します。
5.)最 大の抵抗値に最小の抵抗値 を掛けて、その結果の平方根を求めます。
例

:

最大抵抗値が 600オ ームで最小値が 400オ ーム 。 400x600=240,

240, 000の

平方根は 490。 インピーダンスは 490オ ーム。

可変抵抗器または抵抗ディケー ドボックス を利用する場合

1.)MFJ‑259Bを

000。

:

システムの一端に接続 します。 (こ の場合 、広帯域のマ ッチング トラ ン

ス を使用する ことがで きます。
)
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2.)周 波数を合わせて SWRの 変化のみに注 目します。
3.)動 作周波数の付近で、周波数を大きく変えても SWRが 可能な限 リー定になるように、終端
抵抗を調整 します。

4.)終 端抵抗の抵抗値がシステムの波動インピーダンスにな ります。

7, 4

チ ユーナーの調整

MF」 ‑259Bは

チューナーの調整 に使用 できます:MFJ259Bの
「 ANTENNA」
端子 に、チ ューナーの 50オ ーム入力を接続 し、目的のアンテナ を通常のチ ューナー出力に接続

して ください。 この接続 においては、端子の絶縁が 50dB以 上であるスイッチを使用すること
によって、手動の RFス イ ッチを迅速に切 り替えする ことができます。
董豊 : 常にチ ューナーにス イッチの共通端子 (回 転接点)を 接続 して ください。スイ ッチ
には、MFJ‑259Bま
たはチ ューナーヘの無線局機器の いずれかを接続 しなけ
ればな りません。送信装置 を決 してMFJ‑259Bに

接続 してはいけません。

1.)MF」 ‑259Bを

チューナーの入力に接続 します。

2.)MFJ‑259Bの

電源 を入れ、目的の周波数 に合わせます。

3.)SWRが 1(1:1)に
4.)MFJ‑259Bの
フ.5

なるようにチ ューナー を調整 します。

電源を切 つて、送信機 を再接続 します。

アンプの整合回路の調整

MF」 ‑259Bは

、 RFア ンプまたは他の整合回路を動作電圧 を供給する ことな く試験、調

整することがで きます。
真空管や他の部品を所定位置のままで、浮遊容量が変化 しないように接続 します。
入力回路を測定するために、各真空管の励振インピーダンスにほぼ等 しい無誘導抵抗を各真空管
の陰極 とシャーシの間 に取 り付けます。
タンク回路を測定するために、計算上の真空管の動作イ ンピー ダンスに等 しい抵抗を陽極か ら
シャーシに短い リー ド線で接続 します。
アンテナ リレー (内 蔵の場合)を 小 さな電力供給 で動作 させます。アンプの外部 RF入 力端子
と出力端子をア ンプの整合回路に接続 します。

ハ硼F
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この 適切 な回路 によ って調整 が可 能 です。動作周波数 において 、システムの Qに 対す る適切 な
キ ヤパ シタ ンス 容量 によ り、アナ ライザ ーが 50オ ーム と 1:1の

SWRを 示 した とき、 この 回

路 は動作 しています。

豊豊

:

多くのア ンプの動振インピー ダンスは、励振 レベルによって変化 します。MF」 ‑2
59Bの 低 い レベルの RF信 号で、真空管を使用 した入力回路の運用状態における調
整は行なわないで くだ さい。

7.6 RFト

ラ ンス の 試 験

巻線にて 25‑100オ ームの終端で動作するように設計 された RFト ランスは、MFJ‑2
59Bで 試験する ことがで きます。

25か ら 100オ ームの巻線は、非常に短い (1電 気角より短い)50オ ームのケー ブルでM
F」

‑259Bの

「ANTENNA」

端子 に接続 します。もう一方の巻線は、目的の負荷インピ

ーダンスに等 しい無誘導抵抗 で終端 します。MF」 ‑259Bは 、目的の トランスの周波数範囲
で掃引することができます。 RFト ランスのインピー ダンスと帯域幅が測定できます。
トランスの効率は、MF」

‑259Bか

らの信号源電圧 と負荷電圧 を比較 し、標準の電カ レベ

ル換算を利用する ことによって測定することがで きます。
フ.7

バ ラ ンの試験

‑2598の

「 ANTENNA」

端子 に 50オ ームの不平衡側 を接続する こ
とにより、試験する ことがで きます。バ ランは直列 に した 2つ の同 じ値の負荷抵抗で終端する必
要が あります。抵抗の組合せは、バ ラ ンのインピーダンスの合計 に等 しくなければな りません。
バ ランは、MF」

例えば、 4:1バ ラ ン

(50オ ーム入 力)の 2次 側 200オ ーム を適切 に試験するには、 100

オームのカーボン抵抗の対が必要です。
ジヤンパー 線 を「 A」 点か ら「 C」 点 へ 動 か しなが ら SWRを 測定 します。
︶Ａ

BALUN

Ｃ ︵

To the MF3‑259B's
"ANttENNA"
connector

VVV「
BI

、
AAA″

Clip Lead

適切 に設計 され た電流 バ ランは、電流 バ ラ ンス を保 つ のに最 も効果 を発揮 します。 これ は、ま
た、耐電力量が大 き く損失 も小 さい と言 えます。ク リップ付 リー ド線 を 3点 の どこに つ ないで も、

MF」 ‐
259B Instruction Manual
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バ ラ ン全 体 の 動作範囲 内で低 い SWRを 示 します。
正 しく設計 され た電圧 バ ラ ンは 、ク リップ付 リー ド線 を 「 B」 点に つ な いだ ときに、全 体の動
作範囲の 中で低 い SWRを 示 します 。ク リップ付 リー ド線 を 「 A」 点 と「 B」 点 につ ないだ とき
「 A」 点 または「 C」 点の どち らかに つ ないだ とき SWRは ほぼ同 じ
は SWRが 良 くあ りません。
値 に な ります。
電圧 バ ラ ンは 、 2つ の 抵抗 の外 側 の 接続 を外 して、各抵抗 を並列に接続 し試験 します。 も し、
電圧 バ ランが正 しく動作 して いれ ば、 接地 した抵抗 を出力端子の どち らに接続 して も SWRは 非
常 に低 くな ります 。

TO the MFJ‐ 259B's

"ANttENNA"
connector

71 8 RFチ

ョー クの試験

大 きな RFチ ョークは、通常、分布容量 とインダクタンスによる低いインピーダンスの直列共
振周波数を持 つています。 この直列共振は、チ ョークの L回 路が背中合わせで直列になったよう
に動作するために起 こ ります。 これ らは、 3つ の問題 を起 こします。
第 1に 、チ ョークの端か ら端までのインピー ダンスが非常 に低 くな ります。
第 2に 、共振点の中心電圧が非常 に高 くな り、 しば しば激 しい放電 を起 こ します。
第 3に 、巻線 の 電流 が 非常 に大 き くな り、 しば しば激 しい発熱 を起 こ します。

やつかいな直列共振は、運用場所にチ ョー クを取 り付け、そ して、短い 50オ ームのジャンパ
ーケーブル を通 した端にMFJ‑259Bの
みを接続することによ り見つ けられます。ゆ っくり
とチ ョークの利用周波数範囲 を掃引 し、インピーダンスのディップ点 を見つ ける ことによって、
低イ ンピー ダンスの直列共振周波数を見 つ ける ことがで きます。小さな絶縁 ドライバーの先をチ
ョークに沿つて動かす ことによ り、直列共振イ ンピーダンスが突然変化する点を見つ けられます。
これが高電圧の場所であり、この場所に小容量のキャパ シタンス を追加または減少 させてみると
大きな効果が得 られます。キャパ シタンス を減 らすために巻線 を外すか 、 この点に容量性 ス タブ
を追加することによつて、共振を目的の周波数範囲の外に移す ことがで きます。
インダクタンスを小さく変化させるよ りも、キャパ シタンス を少 し変化させる方がより大きな
効果が得 られます。何故な らば、 Lと Cの 比が非常に大きいか らです。

HF/VIIF SWRAnalyzer
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8.0

技 術 的支援

もし、本製品に問題が起きたなら、最初に本説明書の該当する章をチ ェックして ください。こ
れが説明書を参照することができない問題や、説明書 を読んでも解決できない問題であれば、M

FJの

技 術 サ ー ビス

601‑323‑0549、

ま た は MF」 の 工 場

601‑323‑5869

へ 電話 して くだ さい。MFJの 技術者 がたずね る質問に答 え られ るよ うに 、本製品 と取扱説明書 、
貴局 のす べ ての情報 を用意 して くだ さい。
また、質問 を MF」 に手 紙 で送 る こと も、 FAXで 送 ることも、電子 メールで送 る こ とも可能
です 。手紙 :MFJ Enterprises, inc., 300 1ndustrial Park Road, Starkvi‖

e, MS 39759 FA

X:601‑323‑6551 メール :techinfoい fjenterprises∞ m 問題の詳細 と本 製品 を どの様 に使用
しているかの正確 な説 明 と貴局 の 詳 しい情報 を送 つて くだ さい 。

Zγ ttF SttPん η レ γ
Moご θ
J yFJ‑259B

本取扱説明書 (訳 )は 、個人が私的に利用する目的で翻訳 したものです。誤訳等があるか
もしれませんので、これを利用する場合は自己責任で活用 して ください。また、本説明書 (訳 ):

:

は、MFJの 承認を得ていませんので転載は ご遠慮 ください。
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