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CATV・VU・BS・CS デジタル レベルチェッカー
映像・音声確認機能付 取扱説明書

保証書付LCV3

CATV·VU·BS·CS DIGITAL LEVEL CHECKER
測定周波数　70～770MHz、 773～803MHz、
 950～2600MHz

主要項目一覧

ご使用の前に、 この 「取扱説明書」をよくお読みください。
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アンテナの方向調整をするときに行います。

信号
レベル C/NMER※ 映像確認項目

CATV
デジタル
信号

OFDM
CATV QAM
TC8PSK

各種放送の信号レベルや、信号品質（MER、C/N、BER、コンスタレーション）の測定、
また地上デジタル放送のマルチパス（スペクトラム測定、遅延プロファイル）を確認する
ときに行います。

※ユーザー設定により、項目名MERをC/Nと表示することができます。

地上デジタル放送
BSデジタル放送
110˚CSデジタル放送
スカパー!プレミアムサービス

説明ページ
p.22
p.24
p.24
p.26

項目

地上デジタル放送
ワンセグ放送
BSデジタル放送
110˚CSデジタル放送
スカパー!プレミアムサービス

マルチメディア放送
LTE（700MHz帯）

2600MHz対応

p.30
p.37
p.41
p.41
p.45
p.49
p.49
ー
p.59
ー

BER



2

目次

4

7

  8

  9

10

  11

  12

13

14

16

18

19

21

22

24

26
63

67

…………………………
………………………………

お使いになる前に

操作方法

　アンテナ方向調整
メニュー  一覧

　単チャンネル測定
29

30

37

41

45

49

　多チャンネル測定・簡易テスター

　データロガー
68

本器を安全に正しくご使用いただくために、  
ご使用の前に、  この「取扱説明書」をよく
お読みください。

56

59

62

20………………………………

基本操作 各部の名称と機能
………………

…………
…

……………………
…

……………………
……

…………………………………
…………………………………

…………………………
…………
…………

……

…………………………
…………

………………
…………

……
…

………………………………
…………………………………………

…………………………

…………
……

……………………

………………………………

　安全上のご注意
　使用上のご注意

乾電池・バッテリーパックの入れ方
カバーの開け方、イヤホンの使用方法
ACアダプターの使用方法、 バッテリーパックの充電方法
B-CASカードの挿入方法
飛出し防止ベルトの取付方法、入力端子の交換方法
SDカードの挿入・取出し
衛星アンテナ・ブースターへの電源供給方法

フロントパネル
表示部
MER・BERについて

単チャンネル測定
地上デジタルの単チャンネル測定
ワンセグの単チャンネル測定
BS・110°CSの単チャンネル測定
スカパー！プレミアムの単チャンネル測定
FM・VHF・UHF・CATVの単チャンネル測定

アンテナ方向調整
地上デジタルのアンテナ方向調整
BS・110°CSのアンテナ方向調整
スカパー！プレミアムのアンテナ方向調整

データロガー

多チャンネル測定
簡易テスター

その他の衛星の単チャンネル測定
マルチメディア放送の単チャンネル測定
LTEの単チャンネル測定

78

79

　データ保存・モードの登録
…………………………

…
測定データの保存
よく使う測定モードの登録方法・呼出方法



ユーザー設定
………………………

…………………
…………………………………

…………
…………………………
………………………

……………
…………………
……………………
……………………

…………………………
………………………
…………………………
……………………

………………………………

80

81

82

89

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

ユーザー設定メニュー
よく使う測定モードの消去
データ管理
測定チャンネルの登録・編集・消去
衛星/バンドの選択
局部発振周波数の設定
コンスタレーション表示の設定
ケーブル損失の補正の設定
オートパワーオフの設定
バックライトオフの設定
映像確認時間の設定
レベル変動音の切換え
キー操作音の切換え
映像確認時の音声の設定
更新時間の設定

……………
…………………

……………………………………
………………………
………………………
…………………………
……………………………
…………………………
………………………

…………………
…………………

………………………
……………………

………………………………

107

108

109

110

111

112

114

115

116

118

119

121

122

127

CATVチャンネル周波数の設定
B-CASカード情報の確認
日時の設定
日時の自動更新の設定
日時表示タイプの設定
ネットワークの設定
データ保存の設定
MER項目名の設定
バーグラフ表示の設定
チャンネル情報表示の設定
映像確認チャンネルの設定
バッテリー残量の確認
ソフトウェア更新の方法
初期化の方法

その他
………………

……………………………
…………………

……………………
………………………
……………………

128

138

140

141

143

144

ウェブブラウザーによる操作
外部制御について
衛星放送サービス参考資料
故障とお考えになる前に
エラーメッセージ一覧
映像確認でのメッセージ

目次 つづき

…………………
…………………………………

………………………………………
………………………………

…
…………

145

147

151

154

155

157

データロガー設定項目 一覧
初期値 一覧
規格表
付属品、別売品
周波数表（BS・CS・マルチメディア放送・LTE）
周波数表（BSパススルー）、 保証書

3



ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みください。
絵表示について
この「安全上のご注意」には、製品を安全に正しくご使用いただき、ご使用になる方や他の人への危害、財産
への損害を未然に防止するために、いろいろな表示がしてあります。その表示と意味は、次のとおりです。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される
内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、
および、物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

警告
注意

警告

●雷が鳴出したら、ただちに測定を中止し、レベルチェッカーやケーブルに触れないでください。感電
の原因となります。

お使いになる前に 安全上のご注意
安全上のご注意

●電池やバッテリーパックは、加熱したり、分解したり、火や水の中に入れないでください。電池の破裂・
液もれにより、火災・けがの原因となります。

●別売のバッテリーパックNBP1325の充電には、必ず別売のバッテリークイックチャージャー NBC1720を
お使いください。他の充電器を使用すると、バッテリーパックの破裂・液もれにより、火災・けがや
周囲を汚損する原因となります。

●レベルチェッカーの分解や改造をしないでください。けがや故障の原因となります。内部の点検・
修理は、販売店にご相談ください。

絵表示の例

　  記号は、注意（警告を
含む）が必要な内容がある
ことを示しています。

　 記号は、行為を強制
したり、指示したりする
内容を示しています。

　 記号は、禁止の行為を
示しています。

●キャリングケースに、レベルチェッカー以外の重いものを入れたり、振回したりしないでください。
ベルトが切れたり、レベルチェッカーが飛出して、けがの原因となります。

●ACアダプターは、不安定な場所に置いたり、取付けたりしないでください。
落下して、けがの原因となります。

●AC100V以外の電源電圧で使用しないでください。
火災・感電の原因となります。
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警告

お使いになる前に 安全上のご注意 つづき

●ACアダプターは、風通しの悪い場所で使用しないでください。風通しを悪くすると内部に熱が
こもり、火災の原因となります。
　・ 押入・天井裏など風通しの悪い狭いところに押込まないでください。
　・ テーブルクロスを掛けたり、布や布団でおおったり、包んだりしないでください。

●ACアダプターの内部に、金属類や燃えやすいものなど、異物を入れないでください。
火災・感電の原因となります。

●ACアダプターに水が入ったり、漏れたりしないようにしてください。風呂場で使用したり、ACアダ
プターの上に薬品や水の入った容器を置いたりしないでください。水や薬品が中に入った場合、
火災・感電の原因となります。
ペットなどの動物が、ACアダプターの上に乗らないようにご注意ください。尿や糞が中に入った場合、
火災・感電の原因となります。

●雷が鳴出したら、ACアダプターには触れないでください。感電の原因となります。

●万一、ACアダプターの内部に、異物や水が入った場合、ACアダプターをコンセントから抜いて
販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。特にお子様のいる
ご家庭ではご注意ください。

●ACアダプターのカバーを外したり、改造をしないでください。また、ACアダプターの内部には
触れないでください。火災・感電の原因となります。
内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。

●万一、ACアダプターを落としたり、ケース・カバーを破損した場合、ACアダプターをコンセント
から抜いて販売店にご連絡ください。
そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

●イヤホン使用時は、音量を上げすぎないようにしてください。
聴力が大きく損なわれる原因となります。

●万一、煙が出ている、変な臭いや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因と
なります。すぐにACアダプターをコンセントから抜き、煙が出なくなるのを確認して販売店に
修理をご依頼ください。
お客様による修理は危険ですから、絶対におやめください。

●ACコードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしない
でください。また、重いものを載せたり、物や扉などで挟んだり、熱器具に近付けたりしないでくだ
さい。ACコードが破損して、火災・感電の原因となります。ACコードが傷んだ場合（芯線の露出、
断線など）、販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
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お使いになる前に 　安全上のご注意 つづき
注意

●レベルチェッカーを長期間使用しない場合、必ず電池を取出してください。電池を入れた
まま放置すると、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

●電池やバッテリーパックの給電コードを傷つけたり、加工したりしないでください。また、
重いものをのせたり、加熱したり、引っ張ったりすると、機器が破損したり、
電池の破裂・液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

●電池を入れる場合、極性表示（プラス　とマイナス　の向き）に注意して、指定表示どおりに
入れてください。間違えると、電池の破裂・液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因
となることがあります。

●指定以外の電池は使用しないでください。また、新しい電池と古い電池や種類の異なる
電池をいっしょに使用しないでください。電池の破裂・液もれにより、火災・けがや周囲を
汚損する原因となることがあります。

●別売のバッテリーパックNBP1325に張ってあるビニールカバーは、絶対にはがさないでく
ださい。ショートして、電池の破裂・液もれを誘発し、火災・けがや周囲を汚損する原因と
なることがあります。

●万一、電池の液もれが起こったら、販売店にご相談ください。また、液が身体についたとき
は、水でよく洗い流して、すぐ医師にご相談ください。

●レベルチェッカーは、ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。
落下して、けがや故障の原因となることがあります。

●レベルチェッカーの充電専用端子や電池収容部に、ケーブルの銅線など金属片を入れない
でください。ショートして、電池の破裂・液もれを誘発し、火災・けがや周囲を汚損する原因
となることがあります。

●旅行などで長期間、ACアダプターを使用しないときは、安全のため必ずACアダプターを
コンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。

●濡れた手で、ACアダプターを抜差ししないでください。
感電の原因となることがあります。

●お手入れは、安全のため、必ずACアダプターをコンセントから抜いて行なってください。
感電の原因となることがあります。
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お使いになる前に 　安全上のご注意 つづき・使用上のご注意
注意

使用上のご注意
●レベルチェッカーの入力端子にAC30Vを超えた電圧を加えないでください。故障の原因となります。
●使用温度範囲（0～　40℃）で使用・保管してください。使用温度範囲外では、正常に作動しないことがあります。
●本器を起動中にACアダプター、給電コードのコネクターを抜かないでください。登録したデータなどが、
消去される可能性があります。

●本器を直射日光など強い紫外線のもとに放置しないでください。液晶画面が劣化する原因となります。
●本器を雨などで濡らさないでください。故障の原因となります。

●ACアダプターの電源プラグは、コンセントに根元までしっかりと差込んでください。
すき間があるとゴミがたまり、火災の原因となることがあります。また、ACアダプターは
定期的にコンセントから抜いて電源プラグを掃除してください。

●イヤホン接続前に音量を下げてください。
音量を上げた状態で接続すると、突然大きな音が出て耳を傷める原因となります。

●温室やサンルームなどの高温で湿度の高い所で使用しないでください。
火災・感電の原因となることがあります。

●ACアダプターは、本器以外には使用しないでください。
それ以外の機器にACアダプターを使用すると、火災の原因となることがあります。

●ACアダプターは、湿気やほこりの多い場合、調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気などが
当たるような場所で使用しないでください。
火災・感電の原因となることがあります。

●ACアダプターをコンセントから抜くときはコードを引っ張らないでください。
コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。
必ずACアダプター本体を持って抜いてください。

7



　

①裏ぶたを取外す。 ②乾電池・バッテリーパックを入れる。

ご注意

ストッパーを下に押しな
がら、手前に引きます。

乾電池ケースを取出します。

裏ぶたを取外します。2

ストッパー

裏ぶた

背面

裏ぶた

乾電池ケース 

給電
コード 

裏ぶたは、落とさないように
注意して取外してください。

ご注意
必ずアルカリ乾電池を使用してください。マンガン乾電池
では容量が少ないため、短時間しか使用できません。

基本操作 乾電池・バッテリーパックの入れ方

コネクターは、フックを
押すと外れます。  

電池を入れます。

乾電池の場合

別売のバッテリーパック
NBP1325と本器の給電コード
のコネクターを接続します。
バッテリーパックNBP1325の
向きと給電コードの配線を
右図のようにして、バッテリー
パックNBP1325を本器に入れ、
裏ぶたを取付けます。

バッテリーパックの場合
a

b

コネクター

給電コード

給電コード

裏ぶた

バッテリーパック
NBP1325（別売） 

フック 押す

コネクター

1

1

2

乾電池ケースに、市販の単2
形乾電池（10本）を乾電池ケース
に表示されている極性どおり、
プラス　とマイナス　を間違え
ないように入れます。
乾電池ケースを本器に入れ
ます。
乾電池ケースと本器の給電
コードのコネクターを接続
し、裏ぶたを取付けます。

a

b

c

乾電池ケース 

単2形乾電池
（10本、市販品） 

コネクター  

給電コード

給電コード

 

裏ぶた 
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イヤホンの使用方法

基本操作 カバーの開け方、イヤホンの使用方法

●イヤホン使用時は、音量を上げすぎないようにして
ください。聴力が大きく損なわれる原因となります。

●イヤホン使用前に、音量を下げてください。音量を上げ
すぎた状態でイヤホンを接続すると耳を傷める原因
となります。

市販のイヤホンを接続し、映像確認時の音声、レベル変動音を確認することができます。

カバーの開け方
DC12V端子、イヤホン端子、充電専用端子、LAN端子のカバーは下のように開けます。

ご注意

●カバーを開けるとき、大きな力をかけないでください。
破損の原因となります。

●プラグなどを接続しないときは、カバーを必ず奥まで
はめておいてください。

ご注意

① カバー上部を手前に引きます。

② カバー全体を開けます。

衛星/バンド
表示範囲/ボリューム 表示スケール/ページ

データ
保存

イヤホン端子
　カバーを開ける

イヤホン
（市販品）

プラグ
　イヤホン端子に
　接続します。
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衛星/バンド
表示範囲/ボリューム 表示スケール/ページ

衛星/バンド
表示範囲/ボリューム 表示スケール/ページ

データ
保存

　

バッテリーパックの充電方法

基本操作 ACアダプターの使用方法、バッテリーパックの充電方法

バッテリークイックチャージャー
NBC1720（別売）

充電方法は、別売のバッテリークイック
チャージャーNBC1720の取扱説明書を
ご覧ください。

ご注意
●充電中は、本器を使用できません。
●充電中は、本器のDC12V端子、入力端子にプラグやケーブルを接続
しないでください。

別売のバッテリーパックNBP1325を充電する場合、別売のバッテリークイックチャージャーNBC1720を
使用します。

ACプラグ

ACアダプターの使用方法

ACアダプター
（付属品）

AC100V

ACコンセント

プラグ
　DC12V端子に接続します。

使用しないときは、ACアダ
プターのプラグを本器から
取外してください。

本器は、付属のACアダプターを使用して作動させることができます。 ご注意

ACアダプターを接続すると、
ACアダプターでの作動が
優先されますから、乾電池や
バッテリーパックを取外す
必要はありません。DC12V端子

　カバーを開ける。

電源出力プラグ

DCプラグ
電源入力端子

充電器

AC100V

ACアダプター
（NBC1720に付属）

ACコンセント

ACコード
（NBC1720に付属）

充電専用端子
　カバーを開ける。

●充電専用端子に接続します。
●「カチッ」と音がするまで差込んで
  ください。
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裏ぶた

● B-CASカードを挿入する前に、B-CAS
カード台紙に記載の文面および「使用許
諾契約約款」をよくお読みください。

● 付属のB-CASカードは、本器でデジタル
放送の映像・音声を確認するために必要な
カードです。（ユーザー登録は不要です）

● B-CASカードは、本器のB-CASカード
挿入口に入れてご使用ください。
（下記「B-CASカードの挿入方法」参照）
● 破損、紛失した場合、ただちにB-CASカス
タマーセンターへご連絡ください。

B-CASカードについては、B-CASカス
タマーセンター（TEL 0570-000-250）
にお問合わせください。

0000 1234 0000 5678 0000

● 折曲げたり、傷つけたり、変形させたりしないでください。
● 重いものを置いたり、 踏みつけたりしないでください。
● 水をかけたり、 濡れた手で触れたりしないでください。
● IC（集積回路）部に手を触れないでください。
● 分解・加工を行わないでください。
● ご使用中は、 抜差ししないでください。視聴できなくなること
があります。

● B-CASカードを抜差しする場合、ゆっくりと抜差ししてくだ
さい。

● 裏向きや逆方向で挿入しないでください。挿入方向を間違え
るとB-CASカードは機能しません。

B-CASカードID（番号）

B-CASカード
（裏面）

IC（集積回路）部

B-CASカードについて B-CASカード取扱上のご注意

B-CASカードの挿入方法

本器で受信した信号の映像・音声を確認する場合、本器にB-CASカードを必ず挿入してください。
（B-CASカードを挿入しないと、映像・音声の確認ができません）

ストッパー

背面

B-CASカード
挿入口

B-CASカード
（付属品）

B-CASカードの向きを図のようにして、カード
が止まるまでゆっくりと挿入してください。

基本操作 B-CASカードの挿入方法

① ストッパーを下に押しながら、手前
に引き、裏ぶたを取外します。

② B-CASカード挿入口に、B-CASカードを挿入して、
裏ぶたを取付けます。
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飛出し防止ベルトの取付方法

付属のキャリングケースから本器が飛出さないようにするために、飛出し防止ベルトを必ず取付けて
ください。

ショルダー
ベルト

キャリングケース
（付属品）

本器両側に、飛出し
防止ベルトを取付け
てください。

飛出し防止ベルト

飛出し防止フック

入力端子の交換方法

入力端子が破損した場合、別売の中継コネクター FAと交換することができます。

①端子を取外す。
11mmのスパナを使用して、破損した中継コネ
クターFAを 左 に回して取外します。

②端子を取付ける。

基本操作 飛出し防止ベルトの取付方法、入力端子の交換方法

別売の中継コネクターFAを取付け、11mmの
スパナまたはトルクレンチを使用して、 右 に
回して指定のトルクで締付けます。
［締付トルク 2N･m（21kgf･cm）］

ご注意

●別売の中継コネクター FA以外を使用しないでくだ
さい。正しい測定結果が得られないことがあります。

●指定のトルクを超えるトルクで締付けないでくだ
さい。破損して、故障の原因となります。

入力端子を交換するとき、金属片が入らないようにしてください。
ショートして、火災・感電の原因となることがあります。

注意

表示
範囲
/ボリ
ュー
ム
表示
スケ
ール
/ペー

ジ

衛星
/バン

ド

入力端子

中継コネクター
FA（別売）

締付ける

取外す取外す
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衛星/バンド
表示範囲/ボリューム 表示スケール/ページ

データ
保存

カバーを開ける SDカードの挿入 SDカードの取出し
①SDカード挿入口にSDカード※を
挿入します。

①「カチッ」と音がするまで押込みます。

②SDカードを取出します。

③カバーをはめ込みます。

②「カチッ」と音がするまでしっかり
押込みます。

●SDカードへアクセス中は取出さないでください。
●SDカードは、まっすぐに差込んでください。傾けて差込むとコネクターを破損す
ることがあります。

●データのコピー、フォーマットなどの操作方法は「データ管理」（p.82 ～ 88）を
ご覧ください。
●SDロゴは商標です。

●市販のSDカードを、SDカード挿入口に挿入すると、
測定データなどを保存することができます。
●挿入中は、表示部に「SDカード表示」が表示されます。

ご注意

●SDカードのメーカーや種類によっては使用できないものがあります。
対応しているSDカードについては、下記当社ホームページを
ご覧ください。
http://www.maspro.co.jp/support/checker/sd/lcv3.html

●SDカードは、SDHCカード Class6以上のご使用を推奨します。
●本器は、SDXCカードには対応していません。

指を離すとカードが
手前に出てきます。

基本操作 SDカードの挿入・取出し

①カバーの左側を手前に引きます。

②カバーを開けます。

ご注意

SDカード
表示

③カバーをはめ込みます。

※データ書き込み禁止になって
いないことを確認してください。

表示面を
上にする

SDカード挿入口

カバー
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データ
保存

基本操作 衛星アンテナ・ブースターへの電源供給方法
本器から衛星アンテナまたはブースターへ電源を供給する

押す（入力端子から衛星アンテナやブースターに電源を供給します）
● 押すたびに電源供給のON/OFF、電源電圧が切換わります。（下表を参照）

本器から衛星アンテナ（DC11V 最大300mA　DC15V 最大400mA）またはブースター（DC15V  
最大400mA）へ電源を供給します。

過電流と判断して、「ERR1」と表示されることがあります。その場合、ブースターの電源部から電源を
供給してください。［「ブースターの電源部を使用する」（p.15）をご覧ください］

VHF・UHF・ワンセグ・マルチメディア放送・LTE・
BS・BSパススルー・110̊CS・CATV・
周波数（VU・CATV）・PILOT

スカパー プレミアム・その他の衛星・周波数（その他の衛星）

電源供給開始時に大きな電流（突入電流）が流れるブースターを使用した場合

OFFのとき

例）
給電を行うと、本器の
電源電圧が作動電源電圧
以下となり、メモリー
内容保護のため電源が
切れることがあります。

電池残量が少ない場合

！

●スカパー プレミアムは、スカパー プレミアムサービスの略です。
●オートのときは、測定状態を判断し、11Vまたは15Vを自動で切換えます。

！ ！

OFF 15V

OFF オート
固定11V 固定15V

オートのとき

固定15Vのとき

衛星・バンド 供給電圧
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衛星/バンド
表示範囲/ボリューム 表示スケール/ページ

データ
保存

衛星/バンド
表示範囲/ボリューム 表示スケール/ページ

データ
保存

ブースターの電源部を使用する

入力端子

基本操作 衛星アンテナ・ブースターへの電源供給方法  つづき

ブースターの電源部からブースターの増幅部に電源を供給する場合

UHFアンテナ

DC15V

DC15V
AC100V

ブースター
（電源部）

ブースター
（増幅部）

BS・110°CS
アンテナ

例）

出力端子

衛星アンテナやブースターへ電源を供給する

① 衛星アンテナの出力端子やブースターの増幅部の
出力端子と、本器の入力端子を接続します

② 　　   を押す
DC15V

入力端子

本器から、衛星アンテナやブースターの増幅部に電源を供給する場合

例） BS・110̊CSアンテナ

本器からの電源供給は、必ずOFFにして
ください。ブースター増幅部、電源部の
故障の原因となります。

ご注意

（本器の電源供給ON）

（本器の電源供給OFF）

出力測定端子

ブースター増幅部の出力測定端子、またはブースター電源部の出力端子と、本器の入力端子を接続します
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各部の名称と機能

衛星/バンド
表示範囲/ボリューム 表示スケール/ページ

データ
保存

衛星/バンド
表示範囲/ボリューム 表示スケール/ページ

局部発振

DC12V端子

データ保存

充電専用端子

SDカード挿入口

LAN端子

電源
●押すたびに電源がON/OFFします。
●入力レベルがないとき、または、入力レベルの変化が
ない場合、設定した時間操作しないと、オートパワー
オフ機能（p.100）が作動し、電源をOFFにします。
オートパワーオフ機能が作動したときは、電源を
入れ直してください。

●測定する衛星アンテナの局部
発振周波数を選択します。

●押すたびに

輝度
明るさを切換えるときに押し
ます。

11.3GHz
（11300MHz）

10.678GHz
（10678MHz）

ユーザー
設定値

11.2GHz
（11200MHz）

の順に切換わります。

付属のACアダプターを接続します。

測定データを保存するときに押します。
詳しくは「測定データの保存」（p.78）を
ご覧ください。

別売のバッテリークイックチャー
ジャーNBC1720を接続します。
詳しくは「バッテリーパックの
充電方法」（p.10）をご覧ください。

市販のSDカードを挿入
します。
詳しくは「SDカードの
挿入・取出し」（p.13）を
ご覧ください。

市販のLANケーブルを接続します。
詳しくは「ウェブブラウザーによる操作」
（p.128）をご覧ください。

シフト

　  を押しながら

　　　　 、　　、　   、　　　   を

押すと、各ボタンの機能が変わります。

市販のイヤホンを接続します。

フロントパネル

●本器から衛星アンテナまたはブースターに、
電源を供給するときに押します。

●押すたびに OFF

オート

固定 15V

固定 11V

の順に切換わります。

●測定する信号によって
切換わり方が異なり
ます。
●オートのときは、測定
状態を判断し、11Vま
たは15Vを自動で切換
えます。

（F型コネクター）
●CATV・VHF・UHF・BS・
CS・LTEの信号を入力し
ます。
●衛星アンテナまたはブー
スターに電源を供給でき
ます。

給電

入力端子

イヤホン端子

ご注意
入力端子に接続する測定用ケー
ブルのF型コネクターは、コン
タクトピン付のC15型をお使
いください。コンタクトピン無
しのコネクターを使用すると、
入力端子が破損して故障の原因
となることがあります。

詳しくは「イヤホンの使用方法」（p.9）を
ご覧ください。
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衛星/バンド
表示範囲/ボリューム 表示スケール/ページ

データ
保存
データ
保存

決定

メニュー

変調方式

●チャンネルを切換えます。（測定時）
●周波数を切換えます。（周波数モード）
●周波数帯を切換えます。
（マルチメディア放送モード）
●周波数帯、帯域幅を切換えます。
（LTEモード）
●項目を選択します。（ユーザー設定時）
●マーカーを動かします。
  （遅延プロファイル、多チャンネル測定のとき）
●　 を押しながら押すと、表示スケールを
切換えます。
  スペクトラム測定、遅延プロファイル、
  多チャンネル測定のとき。
●押しつづけると、早く切換わります。

●衛星・バンドを切換えます。（測定時）
●セグメント構成を切換えます。
（マルチメディア放送モード）
●「メニュー」画面で項目を選択します。
●　  を押しながら押すと、表示時間範囲の
移動、表示レベル範囲を切換えます。
（遅延プロファイル、多チャンネル測定のとき）
●　  を押しながら押すと、受信している映像・
音声のボリュームを切換えます。
（「映像確認」画面のとき）
●押しつづけると、早く切換わります。

各部の名称と機能 つづき

映像確認
●受信している信号の映像・音声を確認できます。
●押すたびに、映像・音声がON/OFFします。

●「よく使う測定モード」を呼出します。

●　   を押しながら　　　　　を押すと「よく使う測定モード」

　に登録できます。
詳しくは「よく使う測定モードの登録方法・呼出方法」
（p.79）をご覧ください。

●選択した項目を決定します。
●測定画面が切換わります。

「メニュー」画面を表示します。

OFDM

CATV QAM

無変調

FM

●変調方式を切換えます。
VHF・UHF・CATV・周波数の
単チャンネル測定、多チャン
ネル測定のとき。

●押すたびに

の順に切換わります。

周波数測定
のときのみ

戻る
1つ前の画面に戻ります。

●「単チャンネル測定」画面で地上デジタル放送とBS・110°CS

放送を測定しているとき、　   を押しながら　　     を

押すと「単チャンネル測定」画面に受信している映像が

表示されます。
●「多チャンネル測定」画面で　   を押しながら　　　 を

押すと、グラフ表示とリスト表示を切換えることができ

ます。

表示切換

登録／呼出
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各部の名称と機能 つづき

測定モード表示

SDカード表示 電池残量•ACアダプター表示
●市販の乾電池や別売のバッテリーパック

NBP1325の残量に応じてバーの本数が
減っていきます。

●ACアダプターを接続すると、　マーク
が表示されます。

●本器から衛星アンテナやブースターに
電源を供給すると、消費電流が多いため、
電池やバッテリーの電圧が下がり、残量
表示のバーが急に少なくなります。

現在の測定モードが表示され
ます。

残量最大 無し

日時時間表示
日付と時間を表示します。

SDカードが挿入されて
いるとき、表示されます。

給電表示
衛星アンテナ、ブースター
へ供給している電源電圧
を表示します。
給電していないときは給電
OFFと表示されます。

測定放送表示
測定中の放送名が表示
されます。

表示部

測定結果表示
測定結果を表示します。
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BERの値について
●2.00E-4（2.00×10-4）以下であれば受信可能な状態ですが、BERに余裕がないと、電波状況のわず
かな変化でも画像にブロックノイズ（モザイク状のノイズ）が出たり、画像が映らなくなったりします。
BERの値が「0.00」であることが、受信良好な状態の目安となります。
●エラーがないときは「0.00」と表示されます。
●「アンテナ方向調整」（p.21～28）はデータの更新速度優先、「単チャンネル測定」（p.29～62）はデータ
の精度優先のため、「単チャンネル測定」でのBERの値の更新速度は、「アンテナ方向調整」より遅く
なります。

BERの値の目安

E-2 E-3 2.00E-4 E-5 E-6……0.00（最良値）

受信可能
受信状態
BER

良い悪い
受信不安定

MER･BERについて

9.99…3.00…2.00…1.00
悪い 良い

●上記の数値は目安であり、電波状況により変わります。

●数値が大きいほど受信良好な状態です。
●地上デジタル放送では、MERが約20dB以下になると安定した受信ができません。
MERの値が「25dB以上」であることが、受信良好な状態の目安となります。

受信状態
MER

受信不安定

MERの値について

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27dB

受信可能 良い悪い 受信良好

MERの値の目安

●現行の地上デジタル放送（OFDM）において、12セグメント、64QAM変調、
符号化率3/4の場合。

●上記の数値は目安であり、電波状況により変わります。
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1. 地上デジタル

3. BS・110˚CS

4. スカパー！プレミアム

5. VU・CATV

6. その他の測定

1. CS(偏波：垂直)

3. VU･CATV

2. ワンセグ

2. BS･CS(偏波：水平/右旋)

①

②

多チャンネル測定メニュー（ｐ.63）

単チャンネル測定メニュー（ｐ.29）

p.30
p.37
p.41
p.45
p.49
p.56

p.64

③

1. アンテナ方向調整

3. 多チャンネル測定

5. データロガー

4. 簡易テスター

6. ユーザー設定

2. 単チャンネル測定

メニュー

p.67

p.80

アンテナ方向調整メニュー（ｐ.21）

p.22
p.24
p.26

2. BS・110˚CS

1. 地上デジタル

操作方法 メニュー 一覧

希望する測定項目を自動測定し、SDカード
に保存します。

　　を押すと「メニュー」画面を表示します。

　　 で、希望の項目を選び、  　 を押します。

各項目の詳しい測定方法は下記の各ページを
ご覧ください。

各衛星・バンドで伝送しているチャンネル
全ての信号レベルを、棒グラフまたは表で
一度に確認できます。

入力端子に入力された電源電圧を測定します。

データの消去、呼出し、各種設定を変更
するときに選択します。

アンテナの方向調整をするときに使用
します。

測定している放送の信号レベル、信号品質、
映像・音声を確認できます。

p.68

3. スカパー！プレミアム

●スカパー！プレミアムはスカパー！プレミアムサービスの略です。

メニュー画面の表示
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操作方法 アンテナ方向調整

① アンテナ方向調整の選択

② アンテナ方向調整メニューの表示

アンテナの方向調整をするときに使用します。

 押す

 で「1. アンテナ方向調整」を選び

 押す

  で方向調整する放送を選び

 押す
（「アンテナ方向調整」画面が表示されます）

方向調整できるアンテナ（放送）

ご注意

「アンテナ方向調整」はデータの更新速度優先のため、 「アンテナ方向調整」のMER、C/N、 BERの値は精度
優先の「単チャンネル測定」にくらべて安定しません。

●UHFアンテナ（地上デジタル放送）
●BS・110˚CSアンテナ（BSデジタル放送・110˚CSデジタル放送）
●CSアンテナ（スカパー！プレミアムサービス）

!

●スカパー！プレミアムはスカパー！プレミアムサービスの略です。

「1. 地上デジタル」 →ｐ.22へ
「2. BS・110˚CS」 →ｐ.24へ
「3. スカパー  プレミアム」 →ｐ.26へ!
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アンテナ方向調整画面の表示

アンテナ方向調整画面

アンテナ方向調整メニュー（p.21）で「1. 地上デジタル」を選び、       押す

操作方法 地上デジタルのアンテナ方向調整
UHF（地上デジタル放送用）アンテナの方向調整をします。

BER表示

MER表示

レベル表示

バンド名表示

レベルを表示します。

測定するバンド名を表示
します。

測定する放送局名を表示
します。

●ビット誤り率を表示します。
●2.00E-4以下であれば受信可能な状態です。
（「2.00 E-4」は2.00×10-4を表します）
●数値は小さいほど良い値です。
（最良値は0.00です)
●「BERの値について」（p.19）をご覧ください。

MERの値が22.0dB以上
かつBERの値が1.00E-5
以下の場合、表示されます。

登録したメモリー番号が
表示されます。

本器からブースターへの
電源供給を15V/OFFで
表示します。

●変調誤差比（デジタル変調信号の
変調誤差）を数値で表示します。

●数値は大きいほど良い（受信良好な）
状態です。

●「MERの値について」（p.19）をご覧
ください。

測定するチャンネルの
周波数を表示します。

測定するチャンネルを表示します。

チャンネル表示 周波数表示

ご注意

アンテナ方向調整後、受信確認マークが表示されても、テレビ端子までの配線によっては、
テレビが映らないことがあります。テレビ画面でもご確認ください。

給電表示

受信確認マーク表示

放送局名表示

よく使う測定モード表示
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電源供給
受信確認マーク

①　　  で測定するチャンネルに切換える

②　MERの値が22.0dB以上、かつBERの値が1.00E-5以下の場合、受信確認マーク　　 を表示します
③　レベルとMERの値が最大になるようにアンテナの方向を調整する

●MERの値の目安は25dB以上です。 
●BERの値が2.00E-4以下であれば受信可能な状態です。（最良値は0.00です）

    ●　　 押すと、 測定データを保存します。（p.78）

④ 　　　押し、 映像・音声を確認する
    ●再度、押すと「アンテナ方向調整」画面に切換わります。

： 映像を表示するチャンネルを切換えます。

操作方法 地上デジタルのアンテナ方向調整 つづき

調整方法

： バンド名（UHFとユーザー設定名）を切換えます。
●「測定チャンネルの登録」（p.89）をしていない場合、 切換わりません。

： ブースターへの電源供給（p.14）をON/OFFします。
●ブースターへ電源供給しないときは、 必ず 「OFF」にしてください。

アンテナ方向調整画面 映像確認画面

： 音声のボリュームを設定します。＋

： 静止画を保存します。（p.78）

信号レベル、信号品質（MER、BER）、受信確認
マークを表示します。

測定しているチャンネルの映像・音声を
確認します。

データ
保存

データ
保存

バンド名

BER

MER

レベル
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操作方法 BS･110˚CSのアンテナ方向調整

アンテナ方向調整画面の表示

アンテナ方向調整画面

BS・110˚CSアンテナの方向調整をします。

アンテナ方向調整メニュー（p.21）で「2. BS・110˚CS」を選び、　　 押す

ご注意
左旋円偏波の110˚CSは測定できません。

BER表示

C/N表示

レベル表示

衛星名表示

簡易C/Nを表示します。
（C/Nの目安です）

レベルを表示します。

測定する衛星名を表示
します。

測定する放送局名を表示
します。

●ビット誤り率を表示します。
●2.00E-4以下であれば受信可能な状態です。
（「2.00 E-4」は2.00×10-4を表します）
●数値は小さいほど良い値です。
（最良値は0.00です)
●「BERの値について」（p.19）をご覧ください。

デジタル放送の信号を受信
すると、表示されます。

よく使う測定モード表示
登録したメモリー番号が
表示されます。

受信確認マーク表示

偏波表示
測定するチャンネルの
偏波面を表示します。
右旋：右旋円偏波

チャンネル表示
測定するチャンネルを表示します。

ご注意

アンテナ方向調整後、受信確認マークが表示されても、テレビ端子までの配線によっては、
テレビが映らないことがあります。テレビ画面でもご確認ください。

給電表示
本器から衛星アンテナへ
の電源供給を15V/OFF
で表示します。放送局名表示

測定するチャンネルの
周波数を表示します。

周波数表示
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操作方法 BS･110˚CSのアンテナ方向調整 つづき

調整方法

ご注意
ケーブルを接続してからアンテナに電源供給してください。ショートした場合、過電流保護回路が
作動して測定できなくなります。[表示部にエラーメッセージ「ERR1」（p.143）が表示されます]

②         で測定するチャンネルに切換える

①         で測定する衛星に切換える

③　　　  押す［衛星アンテナへ電源供給（p.14）されます］
    ●電源供給しているときは 「15V」と表示されます。

④  信号を受信すると、 受信確認マーク　　 を表示します
⑤  C/Nの値が最大になるようにアンテナの方向を調整する

●C/Nの値の目安はBSデジタルの場合、17dB以上、110˚CSデジタルの場合、11dB以上です。 
●BERの値が2.00E-4以下であれば受信可能な状態です。（最良値は0.00です）

    ●　　　 押すと、 測定データを保存します。（p.78）

    ●           　　　   押すと、同じ周波数で放送されている放送局名を切換えます。

⑥ 　　　 押し、 映像・音声を確認する（有料放送は映像確認できません）
    ●再度、押すと「アンテナ方向調整」画面に切換わります。

電源供給

チャンネル 受信確認マーク

C/N

アンテナ方向調整画面 映像確認画面

信号レベル、信号品質（C/N、BER）、受信確認
マークを表示します。

測定しているチャンネルの映像・音声を
確認します。

： 映像を表示するチャンネルを切換えます。

： 音声のボリュームを設定します。＋

： 衛星を切換えます。

： 静止画を保存します。（p.78）データ
保存

データ
保存

衛星名

BER

レベル

＋
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操作方法 スカパー！プレミアムのアンテナ方向調整

アンテナ方向調整画面の表示

CS（スカパー！プレミアムサービス用）アンテナの方向調整をします。

アンテナ方向調整メニュー（p.21）で「3. スカパー！プレミアム」を選び、　　  押す

測定するチャンネルを
表示します。

測定するチャンネルの
偏波面を表示します。
垂直：垂直偏波
水平：水平偏波

測定する衛星名を表示
します。

測定する放送局名を表示
します。

レベルを表示します。

放送局名表示

チャンネル表示

局部発振周波数表示
測定するアンテナの局部
発振周波数を表示します。

BER表示
簡易C/Nを表示します。
（C/Nの目安です）

●ビット誤り率を表示します。
●2.00E-4以下であれば受信可能な状態です。
（「2.00 E-4」は2.00×10-4を表します）
●数値は小さいほど良い値です。（最良値は0.00です)
●「BERの値について」（p.19）をご覧ください。

ご注意

アンテナ方向調整後、受信確認マークが表示されても、テレビ端子までの配線によっては、
テレビが映らないことがあります。テレビ画面でもご確認ください。

信号を受信すると、表示
されます。

よく使う測定モード表示
登録したメモリー番号が
表示されます。

受信確認マーク表示

本器から衛星アンテナ
への電源供給をオート/
固定15V/固定11V/OFF
で表示します。

アンテナ方向調整画面

給電表示

測定するチャンネルの
周波数を表示します。

周波数表示

C/N表示

レベル表示

衛星名表示

偏波表示

●スカパー！プレミアムはスカパー！プレミアムサービスの略です。26



●電源供給しているときは「オート」、「固定15V」、「固定11V」のいずれかが
表示されます。

●　  　を押すたびに の順に切換わります。

●オートのときは、測定状態を判断し、11Vまたは15Vを自動で切換えます。

●通常は「オート」を選びます。

操作方法 スカパー！プレミアムのアンテナ方向調整 つづき

局部発振周波数周波数偏波 電源供給

チャンネル 受信確認マーク

アンテナ方向調整画面 映像確認画面

： 映像を表示する衛星を切換えます。
●プロモチャンネル（ch.J11・ch.J8）を表示します。

： 音声のボリュームを設定します。＋

調整方法

ご注意
ケーブルを接続してから
アンテナに電源供給して
ください。ショートした
場合、過電流保護回路が
作動して測定できなくなり
ます。[表示部にエラーメッ
セージ「ERR1」（p.143）が
表示されます]

①　　　で局部発振周波数をアンテナの局部発振周波数に合わせる

②         で測定するチャンネルに切換える

③　　　押す［衛星アンテナへ電源供給（p.14）されます］

OFF　オート　固定15V　 固定11V

●JCSAT-3A、 JCSAT-4Bのチャンネルが同時に切換わります。

： 静止画を保存します。（p.78）データ
保存

信号レベル、信号品質（C/N、BER）、受信確認
マークを表示します。

測定しているチャンネルの映像・音声を
確認します。

C/N

BER

レベル

●スカパー！プレミアムはスカパー！プレミアムサービスの略です。 27



東経124˚ 東経110˚
東経128˚

N-SAT-110
（スカパー!）
BSAT（BS）

西から南へ向きを変える

JCSAT-3A
（スカパー !プレミアムサービス） JCSAT-4B

（スカパー !プレミアムサービス）
南

西

●スカパー!プレミアムサービスのアンテナ方向調整機能を利用して、
1衛星受信用CSアンテナの方向調整をするときは、最初にアン
テナを西に向けてから、南方向へゆっくりと向きを変えていきます。
最初に　　マークが表示されて、C/N、BERが高くなった方向が
JCSAT-4Bです。その方向から南へ4˚回して再びC/Nが高くな
るときの方向がJCSAT-3Aです。

●アンテナの方向調整後、映像確認画面で映像・音声を確認してください。

スカパー !プレミアムサービスの1衛星受信用CSアンテナの方向調整

調整方法 つづき

⑥ 　　　 押し、 映像・音声を確認する[プロモチャンネル（ch.J11・ch.J8）のみ確認できます]
●再度、押すと「アンテナ方向調整」画面に切換わります。

●　    押すと、測定データを保存します。（p.78）

⑤  C/Nの値が最大になるようにアンテナの方向を調整する
（JCSAT-3A、JCSAT-4Bの値ができるだけそろうようにします）

●C/Nの値の目安は10dB以上です。
●BERの値が2.00E-4以下であれば受信可能な状態です。（最良値は0.00です）

操作方法 スカパー！プレミアムのアンテナ方向調整 つづき

④  信号を受信すると、 受信確認マーク　　 を表示します

ご注意
●JCSAT-3A、JCSAT-4B以外の衛星を受信しても受信確認マークが表示されることがあります。
他のチャンネルに切換えても受信確認マークが出ることを必ず確認してください。
●アンテナ方向調整が可能なチャンネルはJ1～J16です。その他のチャンネルは、単チャンネル
測定を使用してください。

データ
保存

●スカパー！プレミアムはスカパー！プレミアムサービスの略です。28



操作方法 単チャンネル測定

① 単チャンネル測定の選択

② 単チャンネル測定メニューの表示

測定している放送の信号レベル、 信号品質、 映像・音声を確認できます。

 押す

 で「2. 単チャンネル測定」を選び

 押す

 で測定する放送（信号）を選び

 押す
        （「単チャンネル測定」画面が表示されます）

測定できる放送（信号）

「1. 地上デジタル」 →ｐ.30へ
「2. ワンセグ」 →ｐ.37へ
「3. BS・110˚CS」 →ｐ.41へ
「4. スカパー！プレミアム」 →ｐ.45へ
「5. VU・CATV」 →ｐ.49へ
「6. その他の測定」 →ｐ.56へ

地上デジタル放送、ワンセグ放送、
BSデジタル放送、110˚CSデジタル放送、スカパー！プレミアムサービス、
FM、VHF、UHF、CATV、マルチメディア放送、LTE、その他衛星、BSパススルー、PILOT

●スカパー！プレミアムはスカパー！プレミアムサービスの略です。 29



操作方法 地上デジタルの単チャンネル測定
地上デジタル放送の信号レベルと信号品質を測定します。

地上デジタルの単チャンネル測定画面の表示

単チャンネル測定メニュー（p.29）で「1. 地上デジタル」を選び、       押す

●測定している信号の階層
を表示します。
●誤り訂正の強い階層から
順に、A階層、B階層、
C階層と呼びます。
主に、地上デジタル放送は
B階層です。

●最弱階層を測定します。

BER表示

測定する放送局名を表示
します。

測定するチャンネルの
周波数を表示します。

本器からブースターへの電
源供給を15V/OFFで表示
します。

レベルを表示します。

MER表示

バンド名表示
測定するバンド名を
表示します。

測定するチャンネルを
表示します。

よく使う測定モード表示
登録したメモリー番号が
表示されます。

変調方式表示
測定する信号の変調方式
を表示します。

周波数表示

放送局名表示

給電表示

階層表示チャンネル表示

単チャンネル測定画面

●ビット誤り率を表示します。
●2.00E-4以下であれば受信可能な状態です。
（「2.00 E-4」は2.00×10-4を表します）
●数値は小さいほど良い値です。
（最良値は0.00です)
●「BERの値について」（p.19）をご覧ください。

●変調誤差比（デジタル変調
信号の変調誤差）を数値で
表示します。

●数値は大きいほど良い（受信
良好な）状態です。

●「MERの値について」（p.19）
をご覧ください。

レベル表示
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操作方法 地上デジタルの単チャンネル測定 つづき

単チャンネル測定画面（p.32） コンスタレーション画面（p.33）

映像確認画面（p.32）

遅延プロファイル画面（p.35） スペクトラム測定画面（p.34）

画面の切換え

地上デジタル放送の単チャンネル測定では、信号レベル、信号品質（MER、BER）、コン
スタレーション、スペクトラム、遅延プロファイルが測定できます。また、受信状態を
映像・音声で確認することもできます。
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操作方法 地上デジタルの単チャンネル測定 つづき

信号レベル、信号品質（MER、BER）を測定します。 映像を確認しながら、信号レベル、信号品質
（MER、BER）を測定します。

測定しているチャンネルの映像・音声を確認
します。

単チャンネル測定画面 映像付き単チャンネル測定画面

映像確認画面

測定方法

　　 で測定するチャンネルに切換える

●「単チャンネル測定」画面のときのみ、切換えできます。バンド名

給電表示チャンネル

： バンド名 （UHFとユーザー設定名）を切換えます。
●「測定チャンネルの登録」（p.89）をしていない場合、 
切換わりません。

： ブースターへの電源供給（p.14）をON/OFFします。
●ブースターへ電源供給しないときは、 必ず 「OFF」に
してください。

： 測定データを保存します。（p.78）

： 映像確認画面に切換わります。

押す
（「コンスタレーション」画面に切換わります）

チャンネル

： 映像を表示するチャンネルを切換えます。
＋

＋

： 映像付き単チャンネル測定画面に切換わります。

： 音声のボリュームを設定します。＋

： 静止画を保存します。（p.78）データ
保存

データ
保存
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操作方法 地上デジタルの単チャンネル測定 つづき

コンスタレーションの表示には、 しばらく時間がかかります

信号品質を視覚的に表示します。（MERの値も表示します）

コンスタレーション画面

測定方法

　　 で測定するチャンネルに切換える

1000ポイント：約  4秒
2000ポイント：約  7秒
全て ：約12秒

表示更新時間
： ブースターへの電源供給（p.14）をON/OFFします。
     ●ブースターへ電源供給しないときは、 必ず 「OFF」にしてください。

： 測定データを保存します。（p.78）

： 映像確認画面（p.32）に切換わります。 ●「コンスタレーション表示の設定」（p.98）により
更新時間が変わります。

本器からブースターへの電源供給を
15V/OFFで表示します。

●変調誤差比（デジタル変調信号の変調誤差）を
数値で表示します。

●数値は大きいほど良い（受信良好な）状態です。
●「MERの値について」（p.19）をご覧ください。

給電表示

押す
（「スペクトラム測定」画面に切換わります）

●入力信号の品質を視覚的にとら
えることができます。
●信号点のバラツキが小さく中心
に密集しているほど良い（受信
良好な）状態です。

良い例 悪い例

MER表示

コンスタレーション表示

測定するチャンネルを表示します。

チャンネル表示

よく使う測定モード表示
登録したメモリー番号が
表示されます。

データ
保存
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操作方法 地上デジタルの単チャンネル測定 つづき

測定しているチャンネルの信号波形を表示します。

スペクトラム測定画面

測定方法

表示スケールは4段階に切換えることができます。

押す
（「遅延プロファイル」画面に切換わります）

： ブースターへの電源供給（p.14）をON/OFFします。
●ブースターへ電源供給しないときは、 必ず 「OFF」にしてください。

： 測定データを保存します。（p.78）

： 映像確認画面（p.32）に切換わります。

押しながら          押す  表示スケールの切換え  

＋

＋

マルチパスなし マルチパスあり

10

0

-10

10

0

10

10

0

-10

10

0

-10

●測定しているチャンネルの信号波形
を表示します。

●マルチパス（建物等による反射波）の
有無を視覚的にとらえることができます。

（表示例）

スペクトラム表示

＋

＋

スペクトラム表示には、しばらく時間がかかります

本器からブースターへの電源
供給を15V/OFFで表示します。

測定するチャンネルを表示します。

測定しているチャンネルの帯域
内のレベル差を表示します。

登録したメモリー番号が表示
されます。

給電表示

チャンネル表示

帯域内レベル差表示

よく使う測定モード表示

データ
保存
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操作方法 地上デジタルの単チャンネル測定 つづき

 測定している信号（主波）に対する遅延波の有無、 遅延時間、 レベル差を測定します。

遅延プロファイル画面

押す

： ブースターへの電源供給 （p.14）をON/OFFします。

（「単チャンネル測定」画面に切換わります）

   ●ブースターへ電源供給しないときは、 必ず 「OFF」にしてください。

●主波との遅延時間、レベル差が表示されます。
でマーカーを動かす

測定方法

： 映像確認画面（p.32）に切換わります。

： 測定データを保存します。（p.78）

波形の表示には、しばらく時間がかかります

本器からブースターへの電源供給を
15V/OFFで表示します。

測定している信号（主波）に対する
マーカー位置でのレベル差が表示
されます。

表示スケールを切換える場合（p.36）　 表示時間範囲を移動する場合（p.36）

押しながら       押す 押しながら       押す

測定している信号（主波）に対する
マーカー位置での遅延時間が表示
されます。

遅延波

主波

測定している信号（主波）に対する
遅延波や妨害波の有無を視覚的に
とらえることができます。

●ガードインターバルを表示します。
●この表示より右側は、ガードイン
ターバルを超える領域です。

（表示例）

遅延時間表示

データ
保存

マーカー

ガードインターバル表示

遅延プロファイル表示

給電表示

よく使う測定モード表示
登録したメモリー番号が表示
されます。

レベル差表示
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操作方法 地上デジタルの単チャンネル測定 つづき
押しながら          押す（表示スケールを拡大/縮小します）表示スケールの切換え  

押しながら          押す（表示時間範囲を移動します）表示時間範囲の移動  

＋

＋

＋

＋

＋

＋

＋

＋
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操作方法 ワンセグの単チャンネル測定
ワンセグ放送の信号レベルと信号品質を測定します。

ワンセグの単チャンネル測定画面の表示

単チャンネル測定メニュー（p.29）で「2. ワンセグ」を選び、       を押す

●測定している信号の階層
を表示します。
●誤り訂正の強い階層から
順に、A階層、B階層、
C階層と呼びます。主に、
ワンセグ放送はA階層
です。

●最弱階層を測定します。

BER表示

本器からブースターへの
電源供給を15V/OFFで表示
します。

レベル表示
レベルを表示します。

MER表示

バンド名表示
測定するバンド名を
表示します。

測定するチャンネルを
表示します。

給電表示

階層表示

●ビット誤り率を表示します。
●2.00E-4以下であれば受信可能な状態です。
（「2.00 E-4」は2.00×10-4を表します）
●数値は小さいほど良い値です。
（最良値は0.00です)
●「BERの値について」（p.19）をご覧ください。

●変調誤差比（デジタル変調
信号の変調誤差）を数値で
表示します。
●数値は大きいほど良い
（受信良好な）状態です。

測定する放送局名を表示
します。

測定するチャンネルの周波
数を表示します。

変調方式表示
測定する信号の変調方式
を表示します。

周波数表示

測定するチャンネルの形態
を表示します。

放送局名表示

形態表示

単チャンネル測定画面

チャンネル表示

よく使う測定モード表示
登録したメモリー番号が
表示されます。
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操作方法 ワンセグの単チャンネル測定 つづき

単チャンネル測定画面（p.39） コンスタレーション画面（p.40）

画面の切換え

ワンセグ放送の単チャンネル測定では、信号レベル、信号品質（MER、BER）、コンスタ
レーションが測定できます。また、受信状態を映像・音声で確認することもできます。

映像確認画面（p.39）
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操作方法

信号レベル、信号品質（MER、BER）を測定します。 測定しているチャンネルの映像・音声を
確認します。

測定方法

　　 で測定するチャンネルに切換える

バンド名

給電表示チャンネル

： バンド名 （UHFとユーザー設定名）を切換えます。
●「測定チャンネルの登録」（p.89）をしていない場合、 
切換わりません。

： ブースターへの電源供給（p.14）をON/OFFします。
●ブースターへ電源供給しないときは、 必ず 「OFF」に
してください。

： 測定データを保存します。（p.78）

： 映像確認画面に切換わります。

押す
（「コンスタレーション」画面に切換わります）

単チャンネル測定画面 映像確認画面

ワンセグの単チャンネル測定 つづき

： 映像を表示するチャンネルを切換えます。

： 音声のボリュームを設定します。＋

： 静止画を保存します。（p.78）データ
保存

データ
保存
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操作方法 ワンセグの単チャンネル測定 つづき

コンスタレーションの表示には、 しばらく時間がかかります

信号品質を視覚的に表示します。（MERの値も表示します）

コンスタレーション画面

測定方法

　　 で測定するチャンネルに切換える

ワンセグ ：約  2秒

表示更新時間
： ブースターへの電源供給（p.14）をON/OFFします。
     ●ブースターへ電源供給しないときは、 必ず 「OFF」にしてください。

： 測定データを保存します。（p.78）

： 映像確認画面（p.39）に切換わります。

測定するチャンネルを
表示します。

●変調誤差比（デジタル変調信号の変調誤差）を
数値で表示します。

●数値は大きいほど良い（受信良好な）状態です。

MER表示

チャンネル表示

本器からブースターへの電源供給を
15V/OFFで表示します。

給電表示

よく使う測定モード表示
登録したメモリー番号が表示され
ます。

押す
（「単チャンネル測定」画面に切換わります）

●入力信号の品質を視覚的に
とらえることができます。
●信号点のバラツキが小さく中心に
密集しているほど良い（受信良好な）
状態です。

良い例 悪い例

コンスタレーション表示

データ
保存
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操作方法 BS･110˚CSの単チャンネル測定
BSデジタル放送、 110˚CSデジタル放送の信号レベルと信号品質を測定します。

BS・110̊CSの単チャンネル測定画面の表示

ご注意
●ケーブルを接続してからアンテナに電源供給してください。ショートした場合、過電流保護回路
が作動して測定できなくなります。[表示部にエラーメッセージ「ERR1」（p.143）が表示されます]
●マンションなどの共同受信の壁面テレビ端子に接続する場合、電源供給をOFFにしてください。

  

① 単チャンネル測定メニュー（p.29）で「3. BS・110˚CS」を選び、        を押す

②　　　 押す ［衛星アンテナへ電源供給（p.14）されます］
●電源供給しているときは 「15V」と表示されます。

●C/Nを表示します。
●C/Nの値の目安は、
BS：17dB以上、
110°CS：11dB以上
です。

レベルを表示します。

測定する衛星名を表示
します。

衛星名表示

レベル表示

C/N表示

BER表示

放送局名表示

本器から衛星アンテナへ
の電源供給を15V/OFF
で表示します。

給電表示

●ビット誤り率を表示します。
●2.00E-4以下であれば受信可能な状態です。
（「2.00 E-4」は2.00×10-4を表します）
●数値は小さいほど良い値です。
（最良値は0.00です)
●「BERの値について」（p.19）をご覧ください。

測定するチャンネルの
周波数を表示します。

●測定するアンテナの局部
発振周波数を表示します。

●BS・110°CSの測定では
変更できません。

測定する信号の変調方式
を表示します。

測定する放送局名を表示
します。

局部発振周波数表示

周波数表示

変調方式表示

単チャンネル測定画面

登録したメモリー番号が表示されます。

測定するチャンネルを
表示します。

チャンネル表示
測定するチャンネルの
偏波面を表示します。
右旋：右旋円偏波

偏波表示

よく使う測定モード表示

41



操作方法 BS･110˚CSの単チャンネル測定 つづき

単チャンネル測定画面（p.43） コンスタレーション画面（p.44）

画面の切換え

BS・110̊CSの単チャンネル測定では、信号レベル、信号品質（C/N、BER）、コンスタ
レーションが測定できます。また、受信状態を映像・音声で確認することもできます。

映像確認画面（p.43）
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操作方法 BS・110˚CSの単チャンネル測定 つづき

： 測定データを保存します。（p.78）

給電表示チャンネル

衛星名

： 映像確認画面に切換わります。

： 衛星アンテナへの電源供給（p.14）をON/OFFします。

測定方法

①　　  で測定する衛星に切換える

②　　  で測定するチャンネルに切換える

映像付き単チャンネル測定画面

信号レベル、信号品質（C/N、BER）を測定します。 映像を確認しながら、信号レベル、信号品質
（C/N、BER）を測定します。

単チャンネル測定画面

押す
（「コンスタレーション」画面に切換わります）

●衛星アンテナへ電源供給しないときは、 必ず 「OFF」にして
ください。

＋

測定しているチャンネルの映像・音声を確認
します。

映像確認画面

： 映像を表示するチャンネルを切換えます。

： 音声のボリュームを設定します。＋

： 静止画を保存します。（p.78）データ
保存

●「単チャンネル測定」画面のときのみ、切換えできます。

： 同じ周波数で放送されている放送局名が切換ります。＋

＋ ： 映像付き単チャンネル測定画面に切換わります。
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操作方法 BS・110˚CSの単チャンネル測定 つづき

コンスタレーションの表示には、 しばらく時間がかかります

信号品質を視覚的に表示します。（C/Nの値も表示します）

コンスタレーション画面

②　　  で測定するチャンネルに切換える

： 衛星アンテナへの電源供給（p.14）をON/OFFします。
     ●衛星アンテナへ電源供給しないときは、 必ず 「OFF」にしてください。

： 測定データを保存します。（p.78）

： 映像確認画面（p.43）に切換わります。

①　　  で測定する衛星に切換える

測定する衛星名を表示します。

衛星名表示

測定するチャンネルを表示します。

本器から衛星アンテナへの電源供給
を15V/OFFで表示します。

給電表示

登録したメモリー番号が表示されます。

押す
（「単チャンネル測定」画面に切換わります）

●入力信号の品質を視覚的にとらえる
ことができます。
●信号点のバラツキが小さく中心に
密集しているほど良い（受信良好な）
状態です。

良い例 悪い例

コンスタレーション表示

データ
保存

よく使う測定モード表示

チャンネル表示

測定方法

●C/Nを表示します。
●C/Nの値の目安は、BS：17dB以上、
110°CS：11dB以上です。

C/N表示

： 同じ周波数で放送されている放送局名が切換ります。＋
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●電源供給しているときは「オート15V」、「オート11V」、「固定15V」、「固定11V」のいずれかが表示されます。

●　    を押すたびに 　 の順に切換わります。

●オートのときは、測定状態を判断し、11Vまたは15Vを自動で切換えます。
●通常は「オート」を選びます。

操作方法 スカパー！プレミアムの単チャンネル測定
スカパー！プレミアムサービスの信号レベルと信号品質を測定します。
スカパー！プレミアムの単チャンネル測定画面の表示

ご注意
ケーブルを接続してからアンテナに電源供給してください。ショートした場合、過電流保護回路が
作動して測定できなくなります。[表示部にエラーメッセージ「ERR1」（p.143）が表示されます]

OFF　オート　固定15V　 固定11V

① 単チャンネル測定メニュー（p.29）で「4. スカパー！プレミアム」を選び、        を押す

②　　　で局部発振周波数をアンテナの局部発振周波数に合わせる

③　　　 押す ［衛星アンテナへ電源供給（p.14）されます］

レベル表示
レベルを表示します。

測定する放送局名を表示
します。●C/Nを表示します。

●C/Nの値の目安は10dB
以上です。

測定する衛星名を表示します。

測定するチャンネルを表示
します。

チャンネル表示

C/N表示

BER表示
●ビット誤り率を表示します。
●2.00E-4以下であれば受信可能な状態です。
（「2.00 E-4」は2.00×10-4を表します）
●数値は小さいほど良い値です。
（最良値は0.00です)
●「BERの値について」（p.19）をご覧ください。

単チャンネル測定画面
本器から衛星アンテナへの
電源供給をオート/固定
15V/固定11V/OFFで表示
します。

測定するチャンネルの
周波数を表示します。

測定するアンテナの局部
発振周波数を表示します。

測定するチャンネルの
偏波面を表示します。
水平：水平偏波
垂直：垂直偏波

衛星名表示

登録したメモリー番号が表示
されます。

給電表示

偏波表示

放送局名表示

変調方式表示
測定する信号の変調方式
を表示します。

周波数表示

局部発振周波数表示よく使う測定モード表示

●スカパー！プレミアムはスカパー！プレミアムサービスの略です。 45



操作方法 スカパー！ プレミアムの単チャンネル測定 つづき
画面の切換え

スカパー！プレミアムの単チャンネル測定では、信号レベル、信号品質（C/N、BER）、
コンスタレーションが測定できます。また、受信状態を映像・音声で確認することもでき
ます。

単チャンネル測定画面（p.47） コンスタレーション画面（p.48）

映像確認画面（p.47）

●プロモチャンネル（ch.J11、ch.J8）の映像を表示します。

●スカパー！プレミアムはスカパー！プレミアムサービスの略です。46



操作方法 スカパー！ プレミアムの単チャンネル測定 つづき

測定方法

： 局部発振周波数を変更します。

： 衛星アンテナへの電源供給（p.14）のON/OFF、および
電源電圧を変更します。

： 測定データを保存します。（p.78）

： 映像確認画面に切換わります。

局部発振周波数

給電表示チャンネル

： 映像を表示するチャンネルを切換えます。

●プロモチャンネル（ch.J11、ch.J8）を表示します。

＋ ： 音声のボリュームを設定します。

押す
（「コンスタレーション」画面に切換わります）

： 静止画を保存します。（p.78）データ
保存

①　　　で測定する衛星に切換える

②         で測定するチャンネルに切換える

データ
保存

： 同じ周波数で放送されている放送局名が切換わります。＋

信号レベル、信号品質（C/N、BER）を測定します。 測定しているチャンネルの映像・音声を
確認します。

単チャンネル測定画面 映像確認画面

衛星名

●スカパー！プレミアムはスカパー！プレミアムサービスの略です。 47



操作方法 スカパー！ プレミアムの単チャンネル測定 つづき

測定方法

： 局部発振周波数を変更します。

： 衛星アンテナへの電源供給（p.14）のON/OFFおよび電源
電圧を変更します。

： 測定データを保存します。（p.78）

： 映像確認画面（p.47）に切換わります。

コンスタレーション表示
●入力信号の品質を視覚的にとらえる
ことができます。
●信号点のバラツキが小さく中心に
密集しているほど良い（受信良好な）
状態です。

押す
（「単チャンネル測定」画面に切換わります）

良い例 悪い例

本器から衛星アンテナへの電源供給
をオート/固定11V/固定15V/OFFで
表示します。

給電表示

登録したメモリー番号が表示されます。

測定するチャンネルを表示します。

測定するアンテナの局部発振周波数を
表示します。

C/N表示

チャンネル表示

局部発振周波数表示

よく使う測定モード表示

コンスタレーションの表示には、 しばらく時間がかかります

②　　  で測定するチャンネルに切換える

①　　  で測定する衛星に切換える

データ
保存

●C/Nを表示します。
●C/Nの値の目安は10dB以上です。

： 同じ周波数で放送されている放送局名が切換わります。＋

信号品質を視覚的に表示します。（C/Nの値も表示します）

コンスタレーション画面

●スカパー！プレミアムはスカパー！プレミアムサービスの略です。48



操作方法 FM･VHF･UHF･CATVの単チャンネル測定
FM、 VHF、 UHF、 CATV（ミッドバンド、 スーパーハイバンド）、 PILOT、 BSパススルーの
信号レベルと、信号品質を測定します。

VU・CATVの単チャンネル測定画面の表示

単チャンネル測定メニュー（p.29）で「５. VU・CATV」を選び、        押す

  

単チャンネル測定画面

●測定している信号の階層を表示します。
●誤り訂正の強い階層から順に、A階層、B階層、
C階層と呼びます。

●最弱階層を測定します。

測定する放送局名を表示
します。

測定するチャンネルの
周波数を表示します。

本器からブースターへの電源供給を
15V/OFFで表示します。

レベル表示
測定するレベルを表示
します。

バンド表示
測定するバンド名を表示
します。

測定するチャンネルを表示
します。

よく使う測定モード表示
登録したメモリー番号が
表示されます。

変調方式表示
測定する信号の変調方式
を表示します。

周波数表示

放送局名表示

給電表示階層表示

チャンネル表示

BER表示

MER表示

●ビット誤り率を表示します。
●2.00E-4以下であれば受信可能な状態です。
（「2.00 E-4」は2.00×10-4を表します）
●数値は小さいほど良い値です。
（最良値は0.00です)
●「BERの値について」（p.19）をご覧ください。

●変調誤差比（デジタル変調
信号の変調誤差）を数値で
表示します。

●数値は大きいほど良い
（受信良好な）状態です。
●「MERの値について」（p.19）
をご覧ください。

（測定するバンド、変調方式により、測定される項目、画面が異なります）

49



操作方法 FM･VHF･UHF･CATVの単チャンネル測定 つづき

単チャンネル測定画面（p.51） コンスタレーション画面（p.52）

映像確認画面

遅延プロファイル画面（p.54） スペクトラム測定画面（p.53）

●測定条件により表示

： 映像を表示するチャンネルを切換えます。

＋ ： 音声のボリュームを設定します。

： 静止画を保存します。（p.78）データ
保存

画面の切換え

FM、 VHF、 UHF、 CATVの単チャンネル測定では、信号レベル、信号品質（MER、BER）、
コンスタレーション、スペクトラム、遅延プロファイルが測定できます。また、受信状態
を映像・音声で確認することもできます。
● 測定するバンド、変調方式により、測定内容は異なります。
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操作方法 FM･VHF･UHF･CATVの単チャンネル測定 つづき

バンド名

周波数

PILOT

BSパススルー

CATV

UHF

VHF

チャンネル・周波数

A～N

C13～C63

13～62

1～12

70～  90MHz：0.1  MHzステップ（FM）
90～770MHz：0.25MHzステップ

※「測定チャンネルの登録」（p.89）がされていない場合、表示されません。

ユーザー設定名4

ユーザー設定名1

… … 「VU・CATV測定チャンネル登録」で設定した
名称が表示されます。※

70、 70.25、 73、 91.25、 109.25、 148、 246、 288、 
298、 300、 301.25、 349.25、 450、 451.25、495.25、 
747.25、 750、 753.25、 765.25、 771.25 MHz

 測定する信号に応じて変調方式を選択してください。

変調方式 測定信号

変調方式と測定信号

OFDM

CATV QAM
　

FM

TC8PSK

無変調

地上デジタル信号レベル（パススルー方式）

CATVデジタル信号レベル・ケーブルモデム下り信号
（地上･BS･110˚CSトランスモジュレーション方式）

FM信号レベル

BSデジタル信号レベル（BSパススルー方式）

無変調

バンド名とチャンネル

●　　　を押すたびに 　　　  の順に切換わります。

●バンド名が「PILOT」のときは「無変調」、｢BSパススルー」のときは「TC8PSK」
  に固定されます。
●バンド名が「周波数」のときのみ「FM」に設定ができます。

： ブースターへの電源供給（p.14）をON/OFFします。
     ●ブースターへ電源供給しないときは、必ず「OFF」にしてください。
： 測定データを保存します。（p.78）

： 映像確認画面（p.50）に切換わります。（測定条件による）

①         で測定するバンド名に切換える

②         でチャンネル、周波数を切換える

③          で変調方式を切換える （チャンネルごとに設定します）

無変調 FMOFDM CATV QAM

バンド名 変調方式

給電表示

チャンネル
バンド名が「周波数」のときは
何も表示しません。

測定方法

ご注意
測定対象のFM周波数の近くに、他の放送局や妨害波などが
あると、正しくレベルが表示されないことがあります。

データ
保存

信号レベル、信号品質（MER、BER）
を測定します。

単チャンネル測定画面
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FM･VHF･UHF･CATVの単チャンネル測定 つづき操作方法

コンスタレーションの表示には、しばらく時間がかかります

信号品質を視覚的に表示します。（MERの値も表示します）

コンスタレーション画面

1000ポイント ： 約  4秒
2000ポイント ： 約  7秒
全て ： 約12秒

表示更新時間

「コンスタレーション表示の設定」（p.98）に
より更新時間が変わります。

押す

： ブースターへの電源供給（p.14）をON/OFFします。
     ●ブースターへ電源供給しないときは、必ず「OFF」にしてください。

： 測定データを保存します。（p.78）

： 映像確認画面（p.50）に切換わります。（測定条件による）

で測定するチャンネルに切換える

測定方法

変調方式が「OFDM」の場合、
「スペクトラム測定」画面に切換わり
ます。
変調方式が「CATV QAM」の場合、
「単チャンネル測定」画面に切換わり
ます。

MER表示
●変調誤差比（デジタル変調信号の変調誤差）を
数値で表示します。

●数値は大きいほど良い（受信良好な）状態です。
●「MERの値について」（p.19）をご覧ください。

（OFDM、CATV QAMの場合）

コンスタレーション表示
●入力信号の品質を視覚的に
とらえることができます。
●信号点のバラツキが小さく
中心に密集しているほど良い
（受信良好な）状態です。

良い例 悪い例

測定するチャンネルを表示します。

本器からブースターへの電源供給を
15V/OFFで表示します。

登録したメモリー番号が表示され
ます。

給電表示

チャンネル表示

よく使う測定モード表示

データ
保存
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操作方法 FM･VHF･UHF･CATVの単チャンネル測定 つづき

： ブースターへの電源供給（p.14）をON/OFFします。
     ●ブースターへ電源供給しないときは、必ず「OFF」にしてください。

： 測定データを保存します。（p.78）

： 映像確認画面（p.50）に切換わります。（測定条件による）

測定しているチャンネルの信号波形を表示します。

スペクトラム測定画面

測定方法

測定するチャンネルを表示します。

測定しているチャンネルの帯域
内のレベル差を表示します。

押す
（「遅延プロファイル」画面に切換わります）

（OFDMのみ）

表示スケールは4段階に切換えることができます。

押しながら          押す  表示スケールの切換え  

＋

＋

＋

＋

給電表示
本器からブースターへの電源
供給を15V/OFFで表示します。

よく使う測定モード表示
登録したメモリー番号が表示
されます。

スペクトラムの表示には、しばらく時間がかかります

マルチパスなし マルチパスあり

10

0

-10

10

0

-10

10

0

-10

10

0

-10

●測定しているチャンネルの信号波形
を表示します。

●マルチパス（建物等による反射波）の
有無を視覚的にとらえることができます。

（表示例）

帯域内レベル差表示

データ
保存

スペクトラム表示

チャンネル表示
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測定している信号（主波）に対する遅延波の有無、遅延時間、レベル差を測定します。

遅延プロファイル画面

押す
（「単チャンネル測定」画面に切換わります）

表示スケールを切換える場合（p.55）　 表示時間範囲を移動する場合（p.55）

でマーカーを動かす
●主波との遅延時間、レベル差が表示されます。

操作方法 FM･VHF･UHF･CATVの単チャンネル測定 つづき

測定方法

： ブースターへの電源供給（p.14）をON/OFFします。
●ブースターへ電源供給しないときは、必ず 「OFF」にしてください。

： 測定データを保存します。（p.78）

： 映像確認画面（p.50）に切換わります。（測定条件による）

押しながら       押す 押しながら       押す

（OFDMのみ）

波形の表示には、しばらく時間がかかります

遅延波

主波

測定している信号（主波）に対する
遅延波や妨害波の有無を視覚的に
とらえることができます。

●ガードインターバルを表示します。
●この表示より右側は、ガードイン
ターバルを超える領域です。

（表示例）

マーカー

ガードインターバル表示

遅延プロファイル表示

遅延時間表示

レベル差表示

測定している信号（主波）に対する
マーカー位置での遅延時間が表示
されます。

測定している信号（主波）に対する
マーカー位置でのレベル差が表示
されます。

給電表示
本器からブースターへの電源供給を
15V/OFFで表示します。

よく使う測定モード表示
登録したメモリー番号が表示され
ます。

データ
保存
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操作方法

押しながら          押す（表示スケールを拡大/縮小します）表示スケールの切換え  

押しながら          押す（表示時間範囲を移動します）表示時間範囲の移動  

＋

＋

＋

＋

＋

＋

＋

＋

FM･VHF･UHF･CATVの単チャンネル測定 つづき
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操作方法 その他の衛星の単チャンネル測定
その他の衛星の単チャンネル測定では、いろいろな衛星放送サービスの信号レベルと、
信号品質を測定します。

単チャンネル測定画面の表示

単チャンネル測定画面

①単チャンネル測定メニュー（p.29）で「6. その他の測定」を選び、        を押す
ご注意

その他の衛星の測定モード
では、映像確認はできません。②その他の測定メニューで「1. その他の衛星」を選び、        を押す

レベル表示
レベルを表示します。

C/Nを表示します。

測定する衛星名を表示
します。

測定するチャンネルを表示
します。

チャンネル表示

衛星名表示

C/N表示 測定するチャンネルの
周波数を表示します。

測定するアンテナの局部
発振周波数を表示します。

測定するチャンネルの
偏波面を表示します。
垂直：垂直偏波
水平：水平偏波

偏波表示

給電表示
本器から衛星アンテナへ
の電源供給をオート/固定
15V/固定11V/OFFで
表示します。

よく使う測定モード表示
登録したメモリー番号が表示
されます。

周波数表示

局部発振周波数表示
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操作方法 その他の衛星の単チャンネル測定 つづき

衛星名

周波数
SCC-C2 ※2

SCC-B2 ※2

JCSAT-2A ※2

JCSAT-1B ※2

950～2600MHz
1～28
1～23
1～16
1～28 

チャンネル・周波数

① レベル測定画面の表示

偏波表示※1
垂直：垂直偏波
水平：水平偏波

衛星名 チャンネル※1 局部発振周波数※1

①         で測定する衛星名を切換える

②         でチャンネル、周波数を切換える

測定方法

※1  衛星名が｢周波数｣のときは何も表示しません。

※2  「衛星／バンド選択」（p.96）で設定したときのみ表示します。

衛星名とチャンネル

信号レベル、信号品質（C/N）を測定します。

単チャンネル測定画面
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操作方法 その他の衛星の単チャンネル測定 つづき
② 局部発振周波数の変更

ご注意
●ケーブルを接続してからアンテナに電源供給してください。ショートした場合、 過電流保護回路が作動
して測定できなくなります。 ［表示部にエラーメッセージ「ERR1」 （p.143）が表示されます］
●入力レベルが低く、 ノイズレベルが測定レベル範囲以下になると、 C/Nを表示しません。
●衛星アンテナと本器の間にブースター・ミキサーを使用すると、 C/Nが正しく表示されないことがあります。

局部発振周波数給電表示

④         押す［衛星アンテナへ電源供給（p.14）されます］

： 測定データを保存します。（p.78）

OFF　オート　 固定15V　 固定11V

③         で局部発振周波数を変更する
●衛星名が「周波数」のときは表示しません

●電源供給しているときは「オート15V」、「オート11V」、
「固定15V」、「固定11V」のいずれかが表示されます。

●　　  を押すたびに                                       の順に

  切換わります。
●オートのときは、測定状態を判断し、11Vまたは15V
を自動で切換えます。

●通常は「オート」を選びます。

データ
保存
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操作方法 

マルチメディア放送の信号レベルと信号品質を測定します。

マルチメディア放送の単チャンネル測定画面の表示

単チャンネル測定画面

BER表示

レベルを表示します。

●ビット誤り率を表示します。
●2.00E-4以下であれば受信可能な状態です。
（「2.00 E-4」は2.00×10-4を表します）
●数値は小さいほど良い値です。
（最良値は0.00です)
●「BERの値について」（p.19）をご覧ください。

●変調誤差比（デジタル変
調信号の変調誤差）を数値
で表示します。

●数値は大きいほど良い
（受信良好な）状態です。

●「MERの値について」
（p.19）をご覧ください。

測定するバンド名を表示
します。

本器からブースターへの
電源供給を15V/OFFで
表示します。

●測定している信号の
階層を表示します。
●誤り訂正の強い階層か
ら順に、A階層、B階層、
C階層と呼びます。
●最弱階層を測定します。

階層表示

測定している信号の変調
方式を表示します。

スーパーセグメント表示
スーパーセグメントを表示
します。

セグメント構成表示
測定している信号のセグ
メントの構成を表示します。

変調方式表示

マルチメディア放送の単チャンネル測定

①単チャンネル測定メニュー（p.29）で「6. その他の測定」を選び、        を押す

②その他の測定メニューで「2. マルチメディア放送」を選び、        を押す

給電表示

よく使う測定モード表示
登録したメモリー番号が表示
されます。

周波数帯表示
測定する周波数帯を表示
します。

バンド名表示

レベル表示

MER表示

帯域幅表示
測定する帯域幅を表示し
ます。

ご注意
V-Lowマルチメディア放送は測定できません。
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操作方法 マルチメディア放送の単チャンネル測定 つづき
画面の切換え

単チャンネル測定画面 コンスタレーション画面（p.61）

周波数帯 セグメント構成

給電表示
測定方法

信号レベル、信号品質（MER、BER）を測定します。

単チャンネル測定画面

押す
（「コンスタレーション」画面に切換わります）

： ブースターへの電源供給（p.14）をON/OFFします。
●ブースターへ電源供給しないときは、必ず 「OFF」にしてください。

： 測定データを保存します。（p.78）

マルチメディア放送の単チャンネル測定では、信号レベル、信号品質（MER、BER）、
コンスタレーションが測定できます。

データ
保存

①　　  で測定するセグメント構成に切換える

②　　  で測定する周波数帯に切換える
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操作方法 マルチメディア放送の単チャンネル測定 つづき

信号品質を視覚的に表示します。（MERの値も表示します）

コンスタレーション画面

押す
（「単チャンネル測定」画面に切換わります）

： セグメント構成を切換えます。

： ブースターへの電源供給（p.14）をON/OFFします。
●ブースターへ電源供給しないときは、必ず 「OFF」にしてください。

： 測定データを保存します。（p.78）

測定方法

コンスタレーションの表示には、しばらく時間がかかります

　　 で測定する周波数帯に切換える

MER表示
●変調誤差比（デジタル変調信号の変調誤差）を
数値で表示します。
●数値は大きいほど良い（受信良好な）状態です。
●「MERの値について」（p.19）をご覧ください。

本器からブースターへの電源
供給を15V/OFFで表示します。

周波数帯表示
測定する周波数帯を表示
します。

給電表示

よく使う測定モード表示
登録したメモリー番号が表示
されます。

●入力信号の品質を視覚的にとら
えることができます。
●信号点のバラツキが小さく中心
に密集しているほど良い（受信
良好な）状態です。

良い例 悪い例

コンスタレーション表示

データ
保存
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操作方法 LTEの単チャンネル測定
LTE（700MHz帯）の携帯電話の下り信号レベルを測定します。

単チャンネル測定画面の表示

単チャンネル測定画面

測定方法

で測定する周波数帯、帯域幅を切換える

： ブースターへの電源供給（p.14）をON/OFFします。
●ブースターへ電源供給しないときは、必ず 「OFF」にしてください。

： 測定データを保存します。（p.78）

： レベルの表示単位（dBμV/dBm）を切換えます。

①単チャンネル測定メニュー（p.29）で「6. その他の測定」を選び、        を押す

②その他の測定メニューで「3. LTE（700MHz帯）」を選び、        を押す

信号表示
測定信号（下り）を表示します。

周波数帯表示
測定する周波数帯を表示します。

レベル表示
レベルを表示します。

測定するバンドを表示します。

バンド表示

測定する信号の帯域幅を表示します。

帯域幅表示

よく使う測定モード表示
登録したメモリー番号が表示され
ます。

本器からブースターへの電源供給を
15V/OFFで表示します。

給電表示

データ
保存
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操作方法 多チャンネル測定

1. BS・CS
（偏波：垂直）
2. BS・CS
（偏波：水平/右旋）
3. VU・CATV

各衛星・バンドで伝送しているチャンネル全ての信号レベルを、棒グラフまたは表で一度に
確認できます。

① 多チャンネル測定の選択

② 多チャンネル測定メニューの表示

で測定する放送（衛星）を選び

押す

: CSの垂直偏波を測定します。
　
: CSの水平偏波、または、BS・CSの
右旋円偏波を測定します。
: VHF・UHF・CATV・BSパススルー・
PILOT（パイロット信号）を測定します。

「3. VU・CATV」の各バンドの変調方式は、「FM・VHF・UHF・
CATVの単チャンネル測定」（p.49）で設定した変調方式が
チャンネルごとに反映されます。

 押す

 で「3. 多チャンネル測定」を選び

 押す
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操作方法 多チャンネル測定 つづき

グラフ表示 リスト表示

多チャンネル測定画面の表示

表示切換

多チャンネル測定メニュー（p.63）で、測定する項目を選択し、　　を押す

多チャンネル測定画面

レベル表示
レベルを表示します。

測定する衛星名・バンドを
表示します。 

グラフ表示
各チャンネルのレベルを
グラフで表示します。

マーカー
選択しているチャンネル
を表わします。

変調方式表示
測定する信号の変調方式を
表示します。

測定するチャンネルを表示
します。

周波数帯表示
測定するチャンネルの周波数
を表示します。

測定結果のグラフ表示、リスト表示を切換えます。
リスト表示では、チャンネルの信号レベル、MER（C/N）、BERの値を表にして表示します。

バンド名表示

よく使う測定モード表示
登録したメモリー番号が表示
されます。

●BS・CS（垂直偏波）測定
のときは、本器からアン
テナへの給電をオート/
固定15V/固11V/OFFで
表示します。
●BS・CS（水平/右旋円偏波）
測定または、VU・CATV
測定のときは、本器から
アンテナ、ブースターへの
給電を、15V/OFFで表示
します。

チャンネル表示

給電表示

＋
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レベルを測定する場合

表示スケール・表示レベル範囲を切換える場合
「表示切換方法」（p.66）へ

で測定する衛星･バンド名を選ぶ

でマーカー「　」を動かしチャンネルを選ぶ
（グラフ表示のとき）

押す
（「　」が「　」に変わります）

押す
（「　」が消え、レベル測定に戻ります）

でマーカー「　」を動かしてレベル差を測定
するチャンネルを選ぶ
（　レベルと　レベルのレベル差が表示されます）

　　 を押しマーカー「　」を動かし基準となるチャン
ネルを選び

衛星・バンド名
変調方式

チャンネル
マーカー

レベル差表示レベル差を測定するチャンネル
基準となるチャンネル

操作方法 多チャンネル測定 つづき

：局部発振周波数を変更します。

：衛星アンテナまたは、ブースターへの電源供給（p.14）
をON/OFFします。

：測定データを保存します。（p.78）

：変調方式を切換えます。（チャンネルごと）

P1 :   70 MHz、 P2 :   70.25 MHz、 P3 :   73 MHz、 P4 :   91.25 MHz、
P5 : 109.25 MHz、 P6 : 148 MHz、 P7 : 246 MHz、 P8 : 288 MHz、
P9 : 298 MHz、 P10 : 300 MHz、 P11 : 301.25 MHz、 P12 : 349.25 MHz、
P13 : 450 MHz、 P14 : 451.25 MHz、 P15 : 495.25 MHz、 P16 : 747.25 MHz、
P17 : 750 MHz、 P18 : 753.25 MHz、 P19 : 765.25 MHz、 P20 : 771.25 MHz

衛星・バンド名をPILOTにしたときのチャンネルと周波数

レベルの測定

でチャンネルを切換える
（リスト表示のとき）

レベル差の測定

測定方法

測定方法

データ
保存
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操作方法 多チャンネル測定 つづき

表示範囲：20～ 52dBμV 表示範囲：36～ 68dBμV 表示範囲：52～ 84dBμV

スケール：8dB/div スケール：4dB/div

表示レベル範囲について

●表示スケール（1目盛の量）の切換え

●表示レベル範囲の切換え

レベル表示のスケール（dB/div）を切換えます。
を押しながら　　 を押す

UHFの例

表示する測定レベルの範囲を切換えます。

（表示スケール4dB/divのとき）UHFの例

● VU・CATV測定の場合、2dB/divスケールのときは12段階、4dB/divスケールのときは6段階、8dB/div
スケールのときは3段階に表示レベル範囲を切換えることができます。

● BS・CS測定の場合、2dB/divスケールのときは7段階、4dB/divスケールのときは3段階に表示レベル
範囲を切換えることができます。

● BS・CS測定の場合、8dB/divスケールのときは、表示レベル範囲を切換えることはできません。

を押しながら　　を押す

＋

＋

＋

＋

＋

＋

＋

＋

表示切換方法

スケール：2dB/div
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衛星/バンド
表示範囲/ボリューム 表示スケール/ページ

データ
保存

操作方法 簡易テスター
入力端子に入力された電源電圧を測定します。
テレビなどから衛星アンテナ、または、ブースターの電源部からブースターの増幅部へ
供給する電源電圧を測定するときに使用します。

測定できる電源電圧範囲について

接続例 テレビの場合
テレビ（背面）

DC15V

① 簡易テスターの選択

② 簡易テスター画面の表示

押す

で「4. 簡易テスター」を選び

押す

押す
（「メニュー」画面に戻ります）

簡易テスター画面が表示されます

●測定できる電源電圧は、DC5～ 20V、AC5～ 30V
です。
●市販のチューナーやテレビおよびブースターの電源
部以外の電圧は測定しないでください。
●測定できる電源電圧の範囲を超える電圧を入力する
と故障の原因となります。

入力端子

BS・110̊CS入力端子
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設定した時間で、信号レベル、信号品質などを測定し、SDカードに保存します。
●1つの設定ファイルに、最大10チャンネル登録できます。

●スカパー！プレミアムはスカパー！プレミアムサービスの略です。

操作方法 データロガー

データロガー測定項目対応表

スペクト
ラム測定

遅延プロ
ファイル

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

×

○

○

×

○

×

×

×

○

×

×

×

×

×

×

×

○

×

×

×

○

×

×

×

×

×

×

×

○

○

○

○

○

×

×

×

×

×

×

×

レベル MER・C/N 映像
（静止画）

VU・CATV

OFDM

CATV QAM

PILOT

BSパススルー

FM

●レベル、MER・C/N、BERはテキストデータ（CSV）で、それ以外の測定は静止画データ（PNG）で保存されます。

地上波デジタル

ワンセグ

BS・110˚CS

スカパー!プレミアム

その他衛星

マルチメディア放送

LTE（700MHz帯）

○

○

○

○

○

○

×

×

×

×

○

×

BER

ご注意
●あらかじめ、本器にSDカードを挿入してください。
SDカードの挿入方法は、「SDカードの挿入・取出し」（p.13）をご覧ください。
●必ずACアダプターを接続し、データロガーを開始してください。

コンスタ
レーション

○

○

○

○

○

○

×

×

×

×

○

×
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操作方法 データロガー つづき
設定ファイルの作成方法

① データロガーの選択

② 取得設定の選択

 で「1. 取得設定」を選び

 押す

 押す

 で「5. データロガー」を選び

 押す

③ 測定する放送の選択

 で「1. 放送」を選び

 で測定する放送を選択する

●選択した放送により、これ以降の設定項目、測定項目が
異なります。

●1つの設定ファイルに、同じチャンネルを複数登録でき
ません。

データロガーを行うための設定ファイルを作成します。
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データロガー

/

SD

決定選択 決定

データ取得の設定ファイルを作成します。 0 10

取得設定 0 1
0
1 :
/ 104
0

レベル・MER・BER測定
スペクトラム測定
コンスタレーション測定
遅延プロファイル測定
映像 

1.
2.
3.
4.
5.

すすするるる
すするる
すするる
すするる
すするる

しない
しない
しない
しない
しない

測定する項目を選択してください。

操作方法 データロガー つづき
④ 放送に関する各項目の設定

⑥ 測定する項目の選択

 で各項目を選び
（放送により選択できる項目が変わります）

 で内容を設定します。

給電をしない場合、　　 押す

 で測定する項目を選び

 で「する」または「しない」を選び

 押す

⑤ 給電の選択（衛星アンテナ、ブースターに給電する場合）

 「3. 給電」（地上デジタルの場合は3になります）
を選び

 で「する」を選び

 押す

●「選択」を選ぶと、衛星アンテナやブースターに電源を
供給します。

● 設定する項目は、「データロガー設定項目 一覧」
（p.145）をご覧ください。
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⑦ 他の測定条件を登録するかを選択

⑧ 設定ファイルの保存　　　　　

 で「1.続けて登録する。（最大10個まで）」を選び

 押す

●「③測定する放送の選択」（p.69）へ戻り、他の測定
条件を登録をします。

 で「2. 設定ファイルへ保存して登録を完了する。」
を選び

 押す

●1つの設定ファイルに、最大10個登録できます。

 で「はい」を選び

 押す
●ファイル名は自動で入力されます。
●設定ファイルは最大99個登録できます。
（「ファイル名確認」画面が表示されます）

 押す
（「データロガー」画面が表示されます）

操作方法 データロガー つづき

続けて他の測定条件を登録する場合

登録を完了する場合
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操作方法 データロガー つづき

② 設定ファイルの編集・削除の選択

③ 測定するバンド、項目などを設定する

「データロガー」画面（p.69）を表示し

 で「2. 設定ファイル管理」を選び

 押す

① 設定ファイル管理の選択

 で確認・編集・削除をする設定ファイルを選び

 で登録番号を選び

 押す
●カーソルが「ファイル操作」に移動します。

 で「編集」または「削除」を選び

 押す
●「削除」を選んだ場合、 「確認画面」表示で　　を押し
「はい」を選び　　を押す。

編集する場合、測定するバンド、チャンネル、測定

する項目などを再設定します。
●設定方法は、「設定ファイルの作成方法」の
「③測定する放送の選択」（p.69）以降と同じです。

設定ファイルの確認・編集・削除方法

データロガーの設定ファイルの確認、編集、削除をします。

72



操作方法 データロガー つづき

⑤ 設定を変更したファイルを保存する

④ 他の条件を編集するかを選択

 で「1. 続けて編集する。」を選び

 押す

 で「2. 設定ファイルへ保存して編集を完了する。」
を選び

 押す
●1つの設定ファイルに、最大10個まで登録できます。
●「1. 続けて編集する。（最大10個まで）」を選択した場合、
「③測定するバンド、項目などを設定する」（p.72）へ戻り、 
他の測定条件を編集します。

続けて他の条件を編集する場合

編集を完了する場合

 で「上書き保存」または「別名で保存」を選び

 押す
●ファイル名は自動で決定されます。
  （「ファイル名確認」画面が表示されます）

 押す
  （「データロガー」画面が表示されます）
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操作方法 データロガー つづき

② 設定ファイルを選択

③ 取得方法を選択

「データロガー」画面（p.69）を表示し

 で「3. データ取得開始」を選び

 押す

① データ取得開始の選択

 でデータ取得を開始するファイルを選び

 押す

 で「1. 取得開始する」を選び         押す
●取得を停止するまで、測定する項目を繰り返します。
●取得を停止する場合、本器のいずれかのボタンを押します。
「データロガー中止」画面が表示されますから、
　　 で「はい」を選び　　を押す

データロガー開始方法

すぐに取得を開始する場合

 で「2. 開始日時、終了日時を設定する」を選び

 押す

開始・終了日時を設定する場合

データロガーを開始します。
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操作方法 データロガー つづき

取得間隔について
●取得間隔は、連続、5分、15分、30分、60分、3時間、6時間、24時間のいずれかです。
●連続の場合、測定する項目を時間の間隔なしで繰返します。
取得を停止するか、終了日時になるまで停止しません。

 で「1. 開始日時」を選び

 押す

 　　で開始日時を設定し

 押す

 　　で終了日時を設定し

 押す

 で「2. 終了日時」を選び

 押す

④ 開始・終了日時を設定する

⑤ 取得間隔を設定する

 で「3. 取得間隔」を選び

 で取得間隔を設定し
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操作方法 データロガー つづき

●「データ取得開始」画面が表示され、データ取得が
開始されます。

（「メニュー」画面に切換わります）

⑥ データロガーを開始する

画面上に「データロガー作動中です。」と表示されているとき、

または、連続でデータロガーを作動させているときに、

本器のいずれかのボタンを押す

（「データロガー中止」画面が表示されます）

        で「はい」を選び

 押す

●データロガー中は、画面上に、「データロガー作動中です。」
と表示されます。

ご注意
●データロガー中は、本器の電源を切らないでください。
正しく、データが取得されないことがあります。
●データロガー終了後、自動で電源がOFFになります。

データロガー中止方法

 で「4. 取得開始する」を選び

 押す

データロガーを中止します。
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操作方法 データロガー つづき

② 「データ管理」画面の表示

「データロガー」画面（p.69）を表示し

 で「4. データ管理」を選び

 押す

① データ管理の選択

各種操作方法は、データ管理と同じです
操作方法については、「データ管理」（p.82）をご覧ください。

取得データ表示方法

データロガーで取得したデータを表示します。
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操作方法 測定データの保存
測定結果や、映像確認画面を本器または、市販のSDカードに保存できます。
●本器にSDカードが挿入されている場合はSDカードに、SDカードが挿入されていない
場合は、本器に測定データを保存します。

ご注意

｢簡易テスター」、各種設定
画面は保存できません。

データ名表示 カーソル

押す

押す

データ名を入力する

①

②

で英数字（0～9、A－Z、－、空白）を選び

を押し文字を入力する

●必ず入力してください。（16文字まで入力できます）

データ名入力後、　　　　 で「確定」を選び

●保存したデータは、「ユーザー設定」の「データ管理」で確認できます。（p.82）
●保存できるデータ形式は、画像データ（PNG）と、テキストデータ（CSV）です。
●保存するデータ形式は、「ユーザー設定」の「データ保存設定」で設定できます。（p.114）
●本器には、画像データ（PNG）、テキストデータ（CSV）をそれぞれ50個保存できます。

保存方法

●入力した文字を削除するときは、「削除」を選び、　　を押す。

●　　＋　　 でカーソルを移動できます。

データ
保存
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操作方法 よく使う測定モードの登録方法・呼出方法

よく使う測定モード
登録番号表示
●番号は自動的に登録されます
●最大20件登録できます

登録した測定モードの消去は、｢よく使う測定モードの消去｣（p.81）をご覧ください。

ひんぱんに使用する測定モードの衛星・バンド、チャンネル、局部発振周波数を登録して
おくと、簡単に呼出すことができます。（最大20件登録できます）

ご注意

①

②

③

① 登録したい測定モードにして、衛星・バンド、チャンネル、局部発振周波数などの測定条件を設定する

②　　を押しながら　　　  押す

（「よく使う測定モード登録」画面が表示され、登録されます）

押す

を押すごとに登録されている測定モードが順次、呼出されます

登録番号が表示され、登録されている測定モードに切換わります

 「測定チャンネルの登録」（p.89）の設定を変更すると、この「よく使う測定モードの登録」のデータは全て
消去されます。 必要な場合、再度、「よく使う測定モードの登録」を行なってください。

登録方法

呼出方法
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① 押し、　　で｢6. ユーザー設定｣を選び　　 を押す

②　　  で希望の項目にカーソルを合わせ　　 を押す

ユーザー設定メニュー

または

「よく使う測定モード」に登録
されている測定モードを消去す
るときに選択します。

2.データ管理 p.82
●データ保存ボタンで保存した
測定データの呼出し・消去・
コピーをするときに選択し
ます。
●SDカードのフォーマットを
するときに選択します。

3.測定チャンネル登録 p.89
●地上デジタル・VU・CATVで独
自のチャンネル配列を登録
するときに選択します。

4.衛星/バンド選択 p.96
測定する衛星、バンドを登録
するときに選択します。

5.局部発振周波数 p.97
新しく局部発振周波数を設定
するときに選択します。

コンスタレーションの表示
ポイント数を設定するときに
選択します。

8.画面表示設定 p.100
オートパワーオフ機能をON/
OFF、バックライトOFF、
映像確認時間を設定するとき
に選択します。

9.音量設定 p.103
●レベル変動音、キー操作音の音
量を切換えたり、OFFにした
りするときに選択します。

●映像確認時の音声出力の
ON/OFFとボリュームを設
定するときに選択します。

6.コンスタレーション表示 p.98

ユーザー設定

10.更新時間 p.106
単チャンネル測定（p.29）での
レベル、MER・C/N、BERの表示
更新時間を変更するときに
選択します。

ユーザー設定メニュー 1/4
1.よく使う測定モード消去 p.81

ユーザー設定メニュー 2/4
7.ケーブル損失補正 p.99
測定ケーブルの損失を設定
するときに選択します。

ユーザー設定メニュー 3/4

挿入されているB-CASカードの
IDなどを確認するときに選択
します。

12.B-CASカード情報 p.108

ch.C24～C27の中心周波数を
設定するときに選択します。

11.CATVチャンネル周波数 p.107

13.日時表示設定 p.109
日時を手動で設定するとき、
日時の自動更新、日時の表示
タイプを設定するときに選択
します。

14.ネットワーク設定 p.112
●IPアドレス、サブネットマスク、
デフォルトゲートウェイを
設定するときに選択します。

●LAN接続の有効、無効を切換
えるときに選択します。

15.データ保存設定 p.114
データの保存形式を設定する
ときに選択します。

16.MER項目名設定 p.115
MER項目名を設定するときに
選択します。

17.バーグラフ表示設定 p.116
バーグラフ表示のしきい値を
設定するときに選択します。

18.映像確認設定 p.118
映像確認画面表示時、保存時
にチャンネルなどを表示するか
選択します。

ユーザー設定メニュー 4/4

22.初期化 p.127
本器を初期化（工場出荷状態に
戻す）するときに選択します。

＋

または

＋

または

＋

または＋

21.ソフトウェア更新 p.122
ソフトウェアバージョンを
確認・更新するときに選択し
ます。

19.映像確認チャンネル設定 p.119
JCSAT-3A、JCSAT-4Bを測定
しているときに、「映像確認」
画面で表示されるチャンネル
のサーチ、削除をします。

20.バッテリー残量確認 p.121
現在のバッテリー残量を確認
します。
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　　 で消去したい項目を選び、　　 押す

（「消去確認」画面が表示されます）

　　 で「はい」を選び、　　 押す

選択した測定モードが消去されます
●消去された登録番号には、次の測定モードが順に繰上ります。
  （「よく使う測定モード消去」画面に戻ります）

よく使う測定モードの消去ユーザー設定

「よく使う測定モード」（p.79）に登録されている測定モードを消去するときに使用します。

① よく使う測定モード消去の選択

③ 個別消去する項目の選択

② 消去方法の選択

で「1. よく使う測定モード消去」を選び

押す

「ユーザー設定」画面（p.80）を表示し

全ての測定モードを消去する場合

個別に測定モードを消去する場合

　　 で「全消去」を選び、　　 押す

　（「消去確認」画面が表示されます）

　　 で「はい」を選び、　　 押す

全ての測定モードが消去されます

　　 で「個別消去」を選び、　　 押す

「③ 個別消去する項目の選択」へ
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データ名

SD

/1 2

シフト 決定選択 ページ送り 呼出し

データ管理

LCV3D_140401
LCV3D_140402
LCV3D_140403
LCV3D_140404
LCV3D_140405

1.
2.
3.
4.
5.

LCV3D_140401

プレビュー

データ管理ユーザー設定

データ保存ボタンで登録した測定データ（p.78）や、データロガーで取得した測定データの
呼出し・消去するときに使用します。

① データ管理の選択

③ 測定データの選択

② 保存データの呼出しの選択

「1. 保存データの呼出し」を選び

で「本体」（本器に保存されているデータ）または
「SD」（SDカードに保存されているデータ）を
選び

「ユーザー設定」画面（p.80）を表示し

　　 で「2. データ管理」を選び

　　 押す

測定データの呼出し・個別消去

押す

押す

で表示させたい測定データを選び
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データ管理 つづきユーザー設定

④ 測定データの表示
測定データを表示します

　　 　：表示している測定データを切換えます。

　　 　：ファイル名、操作方法の表示を切換えます。

　　 　：「測定データ選択」画面に切換わります。

　　 　：表示している測定データを消去します。

測定データの個別消去

測定データ表示中に

　　 を押す
　　 （「確認画面」に切換わります）

　　 で「はい」を選び

　　 を押す

表示している測定データが消去されます

（次のファイル名の測定データが表示されます）
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データ管理 つづきユーザー設定

測定データの全消去

本器または、SDカードに保存されている測定データを全て消去します。

　　 で「2. 保存データの全消去」を選び

　　 で「本体」（本器に保存されているデータ）
　　 または「SD」（SDカードに保存されている

データ）を選び

　　 押す
（「消去確認」画面が表示されます）

　　 で「はい」を選び

　　 押す

本器またはSDカードに保存されている全ての測定
データが消去されます

（「データ管理」画面へ戻ります）

「ユーザ設定」画面（p.80）を表示し

　　 で「2. データ管理」を選び

　　 押す

① データ管理の登録

② 保存場所の選択
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データ管理 つづきユーザー設定

ご注意

●SDカードを初めて使用する場合、必ずフォーマット(p.88)してください。
●NTFSでフォーマットしたSDカードは使用できません。（必ず本器でフォーマットしてください）

本器に保存されている全ての測定データを、SDカードにコピーします。

① データ管理の選択
SDカードを挿入する（p.13）

「ユーザー設定」画面（p.80）を表示し

　　 で「2. データ管理」を選び

 押す

② 保存データの全コピーの選択

　　 で「3. 保存データの全コピー」を選び

        押す

本器に保存されているデータの全コピー
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データ管理 つづきユーザー設定

全コピー完了しました。

③ フォルダ名の登録

④ SDカードにコピーされます

フォルダ名を登録します

押す

で英数字（0～9、A－Z、－、空白）を選び

押し文字を入力する

●必ず入力してください。（16文字まで入力できます）

●入力した文字を削除するときは、　　　　で

「削除」を選び、       押します。

フォルダ名入力後、　　　　 で「確定」を選び

＋

本器に保存されている測定データが、SDカードに
コピーされます
（「データ管理」画面へ戻ります）
●本器の測定データを消去したい場合、測定データの
全消去（p.84）で消去してください。

●　　  　　 でカーソルを移動できます。
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データ管理 つづきユーザー設定

SDカードに保存したデータは、Macintosh®コンピューターには対応していません。

ご注意

Macintosh®は、 米国アップル社（Apple Inc.)の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

DATA1

LCV3

LOGSET

データ格納場所

SDカード

フォルダ構成

LOGDATA

DATA

●LOGSET
 データロガーの設定ファイルが保存されます。
●LOGDATA
 データロガーの測定ファイルが保存されます。
●DATA
 データ保存時の測定ファイルが保存されます。
●DATA1
 本器からＳＤカードにコピーしたデータが保存
 されます。（フォルダ名はユーザーが登録した名称です）

本器に保存できる件数

衛星/バンド
表示範囲/ボリューム 表示スケール/ページ

データ
保存

…………………

……………

●画像データ（PNG） 最大50個
●テキストデータ（CSV） 最大50個

DATA2
　・
　・

測定したデータは、本器またはSDカードにCSV形式、PNG形式で保存します。
CSV形式の保存データを表計算ソフトで表示した例を以下に示します。

保存データ例

LCV3D_1404011
データ名

OFDM・64QAM
レベル(dBμV)

20 80.0単チャンネル測定
画面ID 測定種別

レベル・MER・BＥＲ測定
バンド名
ＵＨＦ

チャンネル 変調方式

レベル測定（LEVEL）の場合
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データ管理 つづきユーザー設定

SDカードをフォーマットしています。

データ管理 SD

　　で「4. SDカードのフォーマット」を選び、　　 押す

　　（「フォーマット確認」画面が表示されます）

　　で「はい」を選び、　　 押す

本器に挿入されているSDカードをフォーマット（初期化）します。

SDカードのフォーマット（初期化）

① データ管理の選択

② SDカードのフォーマットの選択

③ SDカードがフォーマットされます

SDカードを挿入する（p.13）

「ユーザー設定」画面（p.80）を表示し

　　 で「2. データ管理」を選び

 押す

本器に挿入されているSDカードがフォーマットされます
●FAT32でフォーマットされます。
（「データ管理」画面へ戻ります）
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① 測定チャンネル登録の選択

独自のチャンネル配列を登録しておくと、必要なチャンネルまたは自分だけのチャンネル
設定で使用できます。
●地上デジタル、ワンセグ、  VU・CATV測定のとき、登録したチャンネルを使用できます。
●地上デジタル、ワンセグは3つ、VU・CATVは4つまで登録することができます。

ご注意

測定チャンネルの登録・編集・消去ユーザー設定　

測定チャンネル登録をすると、「よく使う測定モード」に登録した測定モードは、全て消去されます。
必要な場合、再度、「よく使う測定モードの登録」（p.79）を行なってください。

② 測定バンドの選択

測定チャンネルの登録

｢ユーザー設定」画面（p.80）を表示し

　　で ｢3. 測定チャンネル登録｣を選び

 押す

：地上デジタル･ワンセグの測定で使用する
チャンネル配列を設定します。
1バンドあたり、15チャンネル登録できます。
：FM･VHF･UHF･CATV・BSパススルー・PILOT
の測定で使用するチャンネル配列を設定します。
1バンドあたり、60チャンネル登録できます。

　　で測定バンドを選び

 押す

地上デジタル

VU･CATV
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測定チャンネルの登録・編集・消去 つづきユーザー設定　

⑤ 測定するチャンネルの選択

④ 測定するバンドの選択 （地上デジタルを選択した場合、この画面は表示されません）

　　 測定したいバンドを選び

 押す

選択　 ：測定するときに　　でチャンネルが切換わります。
非選択 ：測定するときに　　でチャンネルが切換わりません。

　　 で測定するチャンネルを選び

　　 で「選択」または「非選択」を選ぶ
●「1. チャンネルサーチ」を選ぶと、測定可能なチャンネル
を自動で選択します。
●チャンネルサーチの対象は、OFDMまたはCATV
放送（OFDM）です。

●　　　を押すと、チャンネルサーチを中止できます。

●　　　を押しながら　　 を押すと、次ページを表示します。

押す

　　で登録するバンド名を選び
　　（地上デジタル：1～3、VU・CATV：1～4）

 押す

③ バンド名の選択
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測定チャンネルの登録・編集・消去 つづきユーザー設定　

⑦ 名称の入力
バンド名を入力します。
（7文字まで入力できます。）

●必ず入力してください。入力しないと次の項目に移りません

　　 　　  で英数字（0～ 9、A～ Z、－、空白）を選び

　　を押し文字を入力する

バンド名入力後、　　　　 で「確定」を選び

 押す

確認画面が表示され、測定チャンネルが登録されます

（「バンド名選択」画面へ戻ります）

⑥ 続けてチャンネルを登録するか選択 （地上デジタルを選択した場合、この画面は表示されません）

続けてチャンネルを登録する場合

　　 で「1. 続けて登録する（最大60チャンネルまで）」を選び

　　 押す
　　（「測定するバンド選択」画面に切換わります）
●1つのバンド名に、最大60チャンネル登録できます。
●1つのバンド名に、異なるバンドのチャンネル
  （例 UHFとCATVなど）を登録できます。

登録を完了する場合

　　 で「2. 登録を完了する」を選び

　　 押す

●入力した文字を削除するときは、　　　　で

「削除」を選び、       押します。

＋●　　  　　 でカーソルを移動できます。
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測定チャンネルの登録・編集・消去 つづきユーザー設定　

① 測定チャンネル登録の選択

② 編集･消去するバンドの選択

③ 編集･消去するバンド名の選択

測定チャンネルの編集・消去

｢ユーザー設定」画面（p.80）を表示し

　　 で ｢3. 測定チャンネル登録」を選び

 押す

　　 で修正または消去したいバンドを選び

 押す

　　 で修正または消去したいバンド名を選び

 押す
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測定チャンネルの登録・編集・消去 つづきユーザー設定　

④ 編集・削除を選択
編集する場合

削除する場合

　　 で「1. 編集する」を選び

　　　押す
（地上デジタルの場合、「チャンネル選択」画面に切換わります）
（VU・CATVの場合、「バンド選択」画面に切換わります）

　　 で「2. 登録を削除する」を選び

　　　 押す
（確認画面に切換わります）

　　 「はい」を選び

　　　 押す

登録されたユーザ番号が削除されます

⑤ 測定するバンドの選択 （地上デジタルを選択した場合、この画面は表示されません）

　　 測定したいバンドを選び

 押す
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測定チャンネルの登録・編集・消去 つづきユーザー設定　

編集
編集

選択　 ：測定するときに　　でチャンネルが切換わります。
非選択 ：測定するときに　　でチャンネルが切換わりません。

⑥ 測定するチャンネルの選択

⑦ 続けてチャンネルを編集するか選択（地上デジタルを選択した場合、この画面は表示されません）

　　 で測定するチャンネルを選び

　　 で「選択」または「非選択」を選ぶ
●「1. チャンネルサーチ」を選ぶと、測定可能な
チャンネルが自動で選択されます。
●　　　を押すと、チャンネルサーチを中止できます。

を押しながら　　 押す（次ページを表示します）

他のページも同様に設定し、設定が終了したら
押す

続けてチャンネルを編集する場合

　　 で「1. 続けて編集する」を選び

　　 押す
（測定するバンドの選択画面に切換わります）
●1つのバンド名に、最大60チャンネル登録できます。
●1つのバンド名に、異なるバンドのチャンネル
（UHFとCATVなど）を登録できます。

編集を完了する場合

　　 で「2. 編集を完了する」を選び

　　 押す
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測定チャンネルの登録・編集・消去 つづきユーザー設定　

⑧ バンド名の入力
バンド名を入力します。
（7文字まで入力できます。）

●必ず入力してください。入力しないと次の項目に移りません

　　 　　  で英数字（0～ 9、A～ Z、－、空白）を選び

　　を押し文字を入力する

バンド名入力後、　　　　 で「確定」を選び

 押す

確認画面が表示され、測定チャンネルが登録されます
（「バンド名選択」画面へ戻ります）

●入力した文字を削除するときは、　　　　で

「削除」を選び、       押します。

＋●　　  　　 でカーソルを移動できます。
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衛星/バンド選択をすると、「よく使う測定モード」に登録した測定モードは、全て消去されます。
必要な場合、再度、「よく使う測定モードの登録」（p.79）を行なってください。

② 選択する衛星/バンド名の設定

① 衛星/バンド選択の選択

ご注意

UHF、BS、N-SAT110、JCSAT-3A、
JCSAT-4Bは非選択にできません。

ご注意

衛星/バンドの選択 ユーザー設定　

「VU・CATVの単チャンネル測定」（p.49）、「その他の衛星の単チャンネル測定」（p.56）で、
設定した衛星名/バンド名のみ選択できるようになります。

「ユーザー設定」画面（p.80）を表示し

　　 で「4. 衛星/バンド選択」を選び

 押す

●「ユーザー設定」画面に戻ります。
●「よく使う測定モード」にデータが登録してある場合、
「よく使う測定モード」の消去確認画面が表示されます。
　　 で「はい」を選び　  を押してください。

　　 で設定する衛星/バンド名を選び

　　 で「選択」または「非選択」を選ぶ

 を押しながら　　  押す（次ページを表示します）

設定が終了したら

　　 押す

選択　 ：測定するときに　　で衛星/バンドに表示され選択できます。

非選択 ：測定するときに　　で衛星/バンドに表示されません。
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② 局部発振周波数の設定

① 局部発振周波数の選択

BSは設定できません。 

ご注意

　　で設定する衛星名を選び

　　で局部発振周波数を設定する

局部発振周波数の設定 ユーザー設定　

局部発振周波数が登録されていない衛星アンテナを使用するとき、新規の局部発振周波数を
設定しておくことができます。
「スカパー !プレミアムのアンテナ方向調整」（p.26）、「スカパー !プレミアムの単
チャンネル測定」（p.45）、「その他の衛星の単チャンネル測定」（p.56）「BS・CS（偏
波:垂直）、BS・CS（偏波:水平/右旋）の多チャンネル測定」（p.63）で使用することが
できます。

●このモードで設定された局部発振周波数は　　で選択できます。
 の順に切換わります。

未設定　　　10.000　　　　　   　　12.000〔GHｚ〕
1MHzステップで変わります

「ユーザー設定」画面（p.80）を表示し

　　で「5. 局部発振周波数」を選び

　　 押す

〔GHz〕

10.678　   11.200　  11.300　   設定値

 を押しながら　　を押し、次ページを表示する
 
設定が終了したら　　  押す
（｢ユーザー設定」画面に戻ります） 

●110°CSデジタル放送は「N-SAT-110」を選択します。
●スカパー !プレミアムはスカパー !プレミアムサービスの略です。
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コンスタレーション表示の設定ユーザー設定　

コンスタレーション画面での表示ポイント数を設定することができます。 
（ポイント数を増やすことで、より安定した測定ができますが、測定に時間がかかります）
●ワンセグの測定には反映されません。
●BS・110°ＣS、スカパー !プレミアム、CATV QAMは一定のポイント数を順次表示
  しますから、ポイント数を変更しても、更新時間は変わりません 。
●出荷時は「1000」に設定されています。

② 表示ポイント数の選択

① コンスタレーション表示の選択

　　で表示ポイント数を選び

　　 押す
　　 （｢ユーザー設定」画面に戻ります）

1000
2000
全て

：表示ポイント数を1000ポイントにします。
：表示ポイント数を2000ポイントにします。
：全てのポイントを表示します。

「ユーザー設定」画面（p.80）を表示し

　　で「6. コンスタレーション表示」を選び

　　 押す

地上デジタル
　1000ポイント ：約  4秒
　2000ポイント ：約  7秒
　全て ：約12秒

表示更新時間

●スカパー !プレミアムはスカパー !プレミアムサービスの略です。
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　　で「ON」を選び
　　　  ●「OFF」を選択すると補正値は「0dB」になります。

　　で設定する周波数項目を選び

　　でケーブル損失値を設定する
●0.1dBステップで設定できます。
●ケーブル損失は、「0～30.0dB」まで登録できます。

設定が終了したら

 押す
 （｢ユーザー設定」画面に戻ります）

●補正値が設定されていると、レベル表示右に「補正
あり」と表示され、測定値にケーブル損失を加えた
値が表示されます。

●FM･VHF･UHF･CATV帯域測定のとき
  70、770MHzを「0dB」にすると、「補正あり」表示が消え
ます。

●衛星測定のとき
950、2600MHzを「0dB」にすると、「補正あり」 表示が消えます。

② ケーブル損失の設定

① ケーブル損失補正の選択

ケーブル損失の補正の設定 ユーザー設定　

「ユーザー設定」画面（p.80）を表示し

　　で「7. ケーブル損失補正」を選び

 押す

2600MHz95077070 周波数

0.1

0.8

1.7
dB

ケーブル損失

ケーブル損失が上記のとき  （出荷時）

測定ケーブルの損失値を登録しておくと、測定値にケーブル損失を加えた値を表示します。
●出荷時は「OFF」に設定されており、付属の測定ケーブルの損失値が登録されています。

数値は、出荷時の値（付属の測定ケーブルの
損失値）です。
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② オートパワーオフの設定

① 画面表示設定の選択

　　で「1. オートパワーオフ」を選び

　　でオートパワーオフまでの時間を選び

 押す
 （「ユーザー設定」画面に戻ります）

オートパワーオフの設定ユーザー設定　

（ ）

設定時間 ：

OFF ：

ご注意
 ACアダプターで作動しているときは、オートパワーオフ機能は作動しません。

「ユーザー設定」画面（p.80）を表示し

　　で「8. 画面表示設定」を選び

　　 押す

オートパワーオフ機能をON/OFF、作動までの時間を設定します。
オートパワーオフ機能を設定すると、入力レベルがないとき、または、入力レベルの
変化がない場合、設定した時間操作しないと、自動で電源OFFになります。

●出荷時は「OFF」に設定されています。

入力レベルがないとき、または、入力レベル
の変化がない場合、設定した時間（5分、
15分、30分、60分）操作しないと、自動で
電源OFFになります。
オートパワーオフ機能は作動しません。
（常時電源ONになります）
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② バックライトオフの設定

① 画面表示設定の選択

　　で「2. バックライトオフ」を選び

　　でバックライトオフまでの時間を選び

 押す
 （「ユーザー設定」画面に戻ります）

●本器のいずれかのボタン（電源ボタン除く）
　を押すと、バックライトが点灯します。

バックライトオフの設定ユーザー設定　

「ユーザー設定」画面（p.80）を表示し

　　で「8. 画面表示設定」を選び

　　 押す

バックライトオフ機能をON/OFF、作動までの時間を設定します。
バックライトオフ機能を設定すると、設定した時間操作しないとバックライトが
暗くなります。

●出荷時は「OFF」に設定されています。

設定時間 ：

OFF  ：

キー操作がない場合、設定した時間（1分、
3分、5分、10分）になると、バックライトが
暗くなります。
バックライトオフ機能は作動しません。
（常時バックライトが点灯します）
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② 映像確認表示時間の設定

① 画面表示設定の選択

映像確認時間の設定 ユーザー設定　

「ユーザー設定」画面（p.80）を表示し

　　で「8. 画面表示設定」を選び

 押す

映像確認時に「映像確認」画面を表示する時間を設定します。
（映像確認時、 設定した時間を経過すると、 元の測定画面に戻ります）
●出荷時は「連続」に設定されています。

　　で「3. 映像確認表示時間」を選び

　　で映像確認の時間を選び

 押す
 （「ユーザー設定」画面に戻ります）

設定時間 ：

連続 ：

映像確認時、設定した時間（1分、3分、5分、
10分）を経過すると、元の測定画面に戻り
ます。
「映像確認」画面から、元の測定画面に
戻りません。
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レベル変動音の切換えユーザー設定　 

① 音量設定の選択

測定レベルが変化するときの音量を設定します。
●出荷時は「OFF」に設定されています。

② レベル変動音の設定

OFF
小
大

：レベル変動音がOFFになります。
：レベル変動音が小になります。
：レベル変動音が大になります。

「ユーザー設定」画面（p.80）を表示し

　　で「9. 音量設定」を選び

　　 押す

　　で「1. レベル変動音」を選び

　　でレベル変動音の音量を選び

　　 押す
　　 （「ユーザー設定」画面に戻ります）
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キー操作音の切換えユーザー設定　

① 音量設定の選択

キー操作時の操作音の音量を設定します。
●出荷時は「OFF」に設定されています。

② キー操作音の設定

OFF
小
大

：キー操作音がOFFになります。
：キー操作音が小になります。
：キー操作音が大になります。

「ユーザー設定」画面（p.80）を表示し

　　で「9. 音量設定」を選び

　　 を押す

　　で「2. キー操作音」を選び

　　でキー操作音の音量を選び

　　 押す
　　 （「ユーザー設定」画面に戻ります）

ご注意
 本器起動音、終了音はOFFや、音量は調整できません。
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② 映像確認時の音量の設定

① 音量設定の選択

　　で 「3. ボリューム」を選び

　　で映像確認時の音声のボリュームを選び

　　 押す

●「映像確認」画面を表示中、　　　　　でも音声の

ボリュームを調整できます。

（「ユーザ設定」画面に戻ります）

映像確認時の音声の設定 ユーザー設定　 

映像確認時に表示される「映像確認」画面の音声のボリュームを設定します。
●出荷時は「3」に設定されています。

OFF：
1～5：

映像確認時の音声がOFFになります。
映像確認時の音声のボリュームです。
値が大きいほど、音量が大きくなります。

「ユーザー設定」画面（p.80）を表示し

　　で 「9. 音量設定」を選び

　　 押す

＋
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更新時間の設定 ユーザー設定　

各放送の単チャンネル測定での、 信号レベル、 MER・C/N、BERの表示更新時間を設定
します。
●「遅い」に設定すると測定値は安定しますが、 瞬時の信号の変化は読みとれなくなります。
●出荷時は「標準」に設定されています。

② 更新時間の設定

① 更新時間の選択

　　で設定をする項目を選び

　　で更新時間を設定し
●「遅い」は「標準」に対して、測定サンプル数が
2倍になります。

 押す
（「ユーザ設定」画面に戻ります）

「ユーザー設定」画面（p.80）を表示し

　　で 「10. 更新時間」を選び

 押す

MERの設定について

「16. MER項目名の設定」（p.115）でC/Nに設定した場合も
このモードで設定したMERの更新時間が反映されます。
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設定1
C24  231MHz
C25  237MHz
C26  243MHz
C27  249MHz

設設定定設設設 22
CC2244  223333MMHHzz
CC2255  223399MMHHzz
C26  245MHz
CC2277  225511MMHHz

決定

ユーザー設定

選択 決定

SD

1. 2.

② CATVチャンネル周波数の選択

① CATVチャンネル周波数の選択

CATVチャンネル周波数の設定 ユーザー設定　

「ユーザー設定」画面（p.80）を表示し

　　で 「11. CATVチャンネル周波数」を選び

　　 押す

　　で 「設定1」または「設定2」を選び

 押す
 （「ユーザー設定」画面に戻ります）

C24
C25
C26
C27

設定１

231MHz

周波数

「FM・VHF・UHF・CATVの単チャンネル測定」（p.49）、「多チャンネル測定」（p.63）で、
 バンド名「CATV」のときの、 ch.C24 ～ C27の中心周波数を設定することができます。
●出荷時は「設定1」に設定されています。

設定2

233MHz
237MHz 239MHz
243MHz 245MHz
249MHz 251MHz

チャンネル
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B-CASカード情報の確認  ユーザー設定　 

挿入されているB-CASカードのカードIDなどを確認します。

② B-CASカード情報の表示

① B-CASカード情報の選択

B-CASカード情報が表示されます

 押す
 （「ユーザー設定」画面に戻ります）

「ユーザー設定」画面（p.80）を表示し

　　で「12. B-CASカード情報」を選び

 押す
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ユーザー設定 日時の設定

② 日時手動設定の選択

③ 日時の設定

① 日時表示設定の選択

本器の日時を設定します。

「ユーザー設定」画面（p.80）を表示し

　　で「13. 日時表示設定」を選び

 押す

　　で「1. 日時手動設定」を選び

 押す

　　で各項目を選び　　で値を設定する

設定が終了したら

 押す

（「ユーザー設定」画面に戻ります）

109



ユーザー設定 日時の自動更新の設定

② 自動更新の設定
　　で「2. 自動更新」を選び

　　で「ON」または「OFF」を選び

　　 押す
　　 （｢ユーザー設定」画面に戻ります）

放送波から時刻情報を取得し、本器の日時を自動で更新するように設定します。
●本器を電源ONにして、地上デジタル、BS、110°ＣＳ 、スカパー!  プレミアム、ワンセグ、
マルチメディア放送を受信したときに作動します。

●出荷時は「ON」に設定されています。

ON

OFF

：放送波から時刻情報を取得し、自動で日時を
更新します。
：自動で日時を更新しません。

① 日時表示設定の選択
「ユーザー設定」画面（p.80）を表示し

　　で「13. 日時表示設定」を選び

 押す

●スカパー !プレミアムはスカパー !プレミアムサービスの略です。
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ユーザー設定 日時表示タイプの設定 

③ 表示タイプの設定
　　で「3. 表示タイプ」を選び

　　で「タイプ1」または「タイプ2」を選び

　　 押す
　　 （「ユーザ設定」画面に戻ります）

画面右上に表示される日時の表示タイプを設定します。
●出荷時「タイプ1」に設定されています。

タイプ1
タイプ2

：日付と時刻が表示されます。
：西暦と日付が表示されます。

① 日時表示設定の選択
「ユーザー設定」画面（p.80）を表示し

　　で「13. 日時表示設定」を選び

 押す
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ユーザー設定 ネットワークの設定

② IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、
    の選択

　　で「1. IPアドレス」、「2. サブネットマスク」、

      「3. デフォルトゲートウェイ」のいずれかを選び

　　 押す

本器をネットワークに接続するための設定をします。
●出荷時は、IPアドレス「192.168.0.1」、サブネットマスク「255.255.255.000」、デフォルト
ゲートウェイ「0.0.0.0」、LAN接続「無効」に設定されています。

① ネットワーク設定の選択
「ユーザー設定」画面（p.80）を表示し

　　で「14. ネットワーク設定」を選び

 押す
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ユーザー設定 ネットワークの設定 つづき

④ＬＡＮ接続の選択

　　で「5. ＬＡＮ接続」を選び

　　 押す

　　（「ＬＡＮ接続設定」画面が表示されます）　  

　　で「有効」または「無効」を選ぶ

全て 押す

　　（「ネットワーク設定」画面に戻ります）

　　押す

　　（「ユーザ設定」画面に戻ります）

●LAN接続を有効にした場合、起動時間が長くなります。

③  IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイの設定

           で値を設定し

　　 押す

113



ユーザー設定 データ保存の設定

② 保存データ形式の設定 　　で「1. 画像データ（PNG）」または「2. テキスト

　　データ（CSV）」を選び

　　で「選択」または「非選択」を選び

　　 押す　（「ユーザー設定」画面に戻ります）
●画像データとテキストデータ両方を「非選択」にすること
はできません。

データ保存ボタンを押したときに保存される測定データの、データ形式を設定します。
●測定データは、画像データとテキストデータで保存できます。画像データは、PNGで、
テキストデータは、CSVで保存されます。

●データロガーの保存データ形式、「映像確認」画面の保存データ形式には反映されません。
●出荷時は、画像データは「選択」、テキストデータは「非選択」に設定されています。

① データ登録設定の選択
「ユーザー設定」画面（p.80）を表示し

　　で「15. データ保存設定」を選び

 押す

画像データ
テキストデータ

PNG CSV

選択 非選択

非選択 選択

選択 選択

：保存されます。
：保存されません。

画像データ
テキストデータ

：保存されません。
：保存されます。

画像データ
テキストデータ

：保存されます。
：保存されます。

保存

114



ユーザー設定 MER項目名の設定

② 項目名の選択

　　で「MER」または「C/N」を選び

 押す

（「ユーザ設定」画面に戻ります）

●地上デジタル、VU・CATV（OFDM、CATV QAM、
ワンセグ、マルチメディア放送）を測定時に設定
が反映されます。

各測定画面に表示されるMER項目の表記を設定します。
●「MER」、「C/N」のどちらに設定しても、測定値は同じになります。
●出荷時は、「MER」に設定されています。

① MER項目名設定の選択
「ユーザー設定」画面（p.80）を表示し

　　で「16. MER項目名設定」を選び

 押す
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ユーザー設定 バーグラフ表示の設定

/

シフト 決定選択 ページ送り 決定

ユーザー設定 SD

13.
14.
15.
16.
17.
18. 3 4

レベル、MER・C/N、
BERのバーグラフ表示
のしきい値を設定し
ます。

② 設定する項目の選択

バーグラフ表示設定 SD

レベル
MER･C/N
BER
設定を完了する

しきい値を設定してください。

1.
2.
3.
4.

安全 :
超過 :

dBμV以上

dBμV以上

４６
８９

決定選択 決定

20 30 40 50 60 70 80 90 100110120

超過安全

③ しきい値の設定

① バーグラフ表示設定の選択

レベル、MER・C/N、BERのバーグラフ表示の注意、安全、超過のしきい値を設定します。

「ユーザー設定」画面（p.80）を表示し

　　で「17. バーグラフ表示設定」を選び

 押す

　　で設定する項目を選び

 押す

●BS・110CS、スカパー !プレミアム、ＶＵ・ＣＡＴＶ の
  場合、衛星、変調方式の選択画面が表示されますから、
  各設定項目を選択してください。

　　で「レベル」、「MER・C/N」、「BER」のいずれか

を選び

 押す

●スカパー !プレミアムはスカパー !プレミアムサービスの略です。
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ユーザー設定 バーグラフ表示の設定 つづき

バーグラフ表示設定 SD

レベル
MER･C/N
BER
設定を完了する

しきい値を設定してください。

1.
2.
3.
4.

安全 :
超過 :

dBμV以上

dBμV以上

４６
８９

決定選択 決定

20 30 40 50 60 70 80 90 100110120

超過安全

④ 「安全」または「超過」のしきい値を設定

バーグラフ表示設定 SD

レベル
MER･C/N
BER
設定を完了する

しきい値を設定してください。

1.
2.
3.
4.

安全 :
超過 :

dBμV以上

dBμV以上

４６
８９

決定選択 決定

20 30 40 50 60 70 80 90 100110120

超過安全

⑤ 設定を完了する

　　 で「安全」または「超過」を選び

　　　　 で「安全」または「超過」のしきい値を設定し

　　 押す

再度　　  押す

●レベルのときは、「安全」、「超過」と表示されます。
MER・C/N、BERのときは、「注意」、「安全」と表示され
ます。

　　 で「4. 設定を完了する」を選び

　　 押す

　（「ユーザ設定」画面に戻ります）

測定項目 下側

レベル 安全

MER・C/N 注意

BER 注意

上側

超過

安全

安全
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ユーザー設定 チャンネル情報表示の設定

/

シフト 決定選択 ページ送り 決定

ユーザー設定 SD

13.
14.
15.
16.
17.
18. 3 4

映像確認時、保存時の
チャンネル情報の表示を
選択することができます。

SD

決定選択 決定

映像確認設定

チャンネル情報表示
チャンネル情報保存

1.
2.

選択
選択 非非選選択択

映像確認画面表示時の
チャンネル情報の表示を選択してください。

② 表示、非表示の設定

　　で項目を選び

　　で「選択」または「非選択」を選び

 押す

   （「ユーザ設定」画面に戻ります）

●「選択」を選択すると

　1.「チャンネル情報表示」を「選択」にした場合
　 「映像確認」画面の上部に、放送名、チャンネル
　番号、放送局名を表示します。

　２.「チャンネル情報保存」を「選択」にした場合
  「映像確認」画面を保存する静止画に､放送名、
チャンネル番号、放送局名を表示します。 　

映像確認時、保存時のチャンネル情報の表示・非表示を設定します。
●出荷時は、「選択」に設定されています。

① 映像確認設定の選択
「ユーザー設定」画面（p.80）を表示し

　　で「18. 映像確認設定」を選び

 押す
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ユーザー設定 映像確認チャンネルの設定

/

シフト 決定選択 ページ送り 決定

② チャンネルサーチ、削除の選択
　　で衛星を選び

　　で「サーチ」または「削除」を選び

 押す

●「サーチ」を選ぶと、チャンネルサーチが始まり
「映像確認」画面で表示できるチャンネルを検索
します。
●「削除」を選ぶと、登録されているチャンネルを削除
します。
確認画面が表示されますから、

　　 で「はい」を選び

　　  を押す

スカパー！プレミアムを測定しているときに「映像確認」画面で表示されるチャンネルの
登録と削除をします。
●出荷時は、「削除」に設定されています。

① 映像確認設定の選択
「ユーザー設定」画面（p.80）を表示し

　　で「19. 映像確認チャンネル設定」を選び

 押す

●スカパー !プレミアムはスカパー !プレミアムサービスの略です。
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ユーザー設定 映像確認チャンネルの設定 つづき

 つづき

チャンネルサーチしています。

映像確認チャンネル設定 SD

④ チャンネルの更新確認
チャンネルが更新されていることを確認し　

　　で「はい」を選び

 押す

（「ユーザー設定」画面に戻ります）

③ チャンネルサーチの実行
「映像確認」画面で表示可能なチャンネルが、自動
で選択されます
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ユーザー設定 バッテリー残量の確認

SD

④ バッテリー残量の確認
バッテリ―残量が表示されます　

　　 押す

（「ユーザー設定」画面に戻ります）

現在のバッテリー容量を表示します。

① バッテリー残量確認を選択します
「ユーザー設定」画面（p.80）を表示し

　　で「20. バッテリ―残量確認」を選び

 押す
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ユーザー設定 ソフトウェア更新の方法

② 現在のバージョンを確認するを選択

③ ソフトウェアバージョンの確認

① ソフトウェア更新を選択
あらかじめ、現在のソフトウェアバージョンを確認します。

「ユーザー設定」画面（p.80）を表示し

　　で「21. ソフトウェア更新」を選び

 押す

　　で「1. 現在のバージョンを確認する」を選び

 押す

現在のソフトウェアバージョンが表示されます

 押す

（「ユーザ設定」画面に戻ります）

ソフトウェアバージョンの確認の方法

SDカードに保存されているソフトウェア更新ファイルから、本器のソフトウェア
を更新するときに使用します。

●当社ホームページにて、最新のソフトウェア 
  バージョンをご確認ください。
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ユーザー設定 ソフトウェア更新の方法 つづき
最新のソフトウェア更新ファイルを、当社ホームページよりダウンロードして、本器
のソフトウェアを更新することができます。

ソフトウェア更新ファイルのダウンロード
① パソコンのデスクトップに「フォルダ」を新規作成する。
② 下記当社ホームページから最新のソフトウェア更新ファイルをダウンロードし、
デスクトップに作成した「フォルダ」に保存する。
http://www.maspro.co.jp/support/checker/index.html

③ ダウンロードした「LCV3xxx.exe（xxxはソフトウェアバージョン）」をダブルクリックする。
④ 作成された「LCV3xxx（xxxはソフトウェアバージョン）フォルダ」をダブルクリックする。
⑤ ソフトウェア更新ファイル「LCV3.IMG」が表示されます。
   ●デコーダー 1、デコーダー２のソフトウェア更新の場合も同じです。

SDカードで更新する場合　

SDカードのフォーマット（初期化）（p.124）
                  ↓
ソフトウェア更新ファイルのコピー  （p.125）
                  ↓
ソフトウェアの更新 （p.125）

下記の手順にしたがって、更新を行なってください。

ウェブブラウザーから更新する場合

ウェブブラウザーによる操作（p.136）を参照してください。

更新の方法

ソフトウェアの更新は、市販のSDカードまたは、ウェブブラウザーから行うことが
できます。
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ご注意

●SDカードは、SDHCカード、Class6以上のご
使用を推奨します。
●SDXCカードは使用できません。
●新品のSDカードも、必ずフォーマットして
ください。
●SDカードのフォーマットは、必ず本器で行なっ
てください。

① SDカードの挿入

本器のSDカード挿入口に、SDカードを
挿入する（p.13）
SDカードのライトプロテクトスイッチ
はOFFにしてください。

ユーザー設定 ソフトウェア更新の方法 つづき

② データ管理の選択

③ SDカードのフォーマットの選択

「ユーザー設定画面」（p.80）を表示し

　　 で「2. データ管理」を選び

　　 押す

　　 で「4. SDカードのフォーマット」を選び

　　 押す

　　（「フォーマット確認」画面が表示されます）

　　 で 「はい」を選び

　　 押す

　　（SDカードがフォーマットされます）

SDカードのフォーマット方法
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ご注意

●ソフトウェアの更新を行うときは、付属のACアダプターを接続して本器を作動させてください。
乾電池やバッテリーパックNBP1325で作動させると、ソフトウェアは更新できません。
●ソフトウェアの更新を行うと、現在本器に登録してあるデータ（ユーザー設定画面で設定したデータ、本器に
保存した測定データ、よく使う測定モードに登録したデータ）が消去されます。

① SDカードの挿入

② ソフトウェア更新を選択

本器のSDカード挿入口に、ソフトウェア更新
ファイルをコピーしたSDカードを挿入する
（p.13）

メインCPU、デコーダー１、
デコーダー２のソフトウェア
を更新します。

「ユーザー設定」画面（p.80）を表示し

　　で「21. ソフトウェア更新」を選び

 押す

ユーザー設定 ソフトウェア更新の方法 つづき

ソフトウェアの更新

ソフトウェア更新ファイルのコピー

① パソコンのSDカードスロットに、本器でフォーマットしたSDカードを挿入する。
●SDカードのライトプロテクトスイッチはOFFにしてください。
●パソコンにSDカードスロットがない場合、市販のSDカードリーダーを使用してください。

② ダウンロードしたソフトウェア更新ファイル「LCV3.IMG」をSDカードにコピーする。
③ コピーが終了したらSDカードを取出し、SDカードのライトプロテクトスイッチをON
にする。

④ パソコンにダウンロードしたソフトウェア更新ファイル「LCV3.IMG」を消去する。
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④ ソフトウェアの更新

⑤ ソフトウェアバージョンの確認
ソフトウェアの更新が終了すると、
「ソフトウェアの更新が完了しました。」と表示
されます
ソフトウェアのバージョンが更新されているこ
とを確認した後、電源をOFFにする

ご注意

●ソフトウェアの更新中は、本器を操作しないでくだ
さい。

●ソフトウェアの更新中は、ACアダプターの接続を外
さないでください。本器が作動しなくなる可能性が
あります。

ご注意

次回起動時から、更新後のソフトウェアバージョン
で作動します。

ユーザー設定 ソフトウェア更新の方法 つづき

　　で「はい」を選び

 押す

（更新中の画面が表示されます）

③ ソフトウェアを更新するを選択
　　で「2. ソフトウェアを更新する」を選び

 押す

126



初期化の方法ユーザー設定

本器を初期化（工場出荷状態に戻す）するとき使用します

① 初期化の選択

② 初期化の実行
で「はい」を選び

押す

「ユーザー設定」画面（p.80）を表示し

　　 で「22. 初期化」を選び

　　 押す

本器が初期化されます

●初期値は初期値一覧（p.147）をご覧ください。
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その他 ウェブブラウザーによる操作
本器とパソコンをLANケーブル（市販品）で接続することで、離れた場所から本器を操作
したり、本器のソフトウェアのバージョンアップをしたりすることができます。

本器に接続したパソコンのウェブブラウザーから、次のことができます。
●本器の遠隔操作 ：ウェブブラウザーを使用し、本器を操作できます。
●SDカードダウンロード   ：SDカードに保存されているデータをパソコンにダウンロードできます。
●プリントスクリーン ：表示されている測定画面などを保存できます。
●バージョン管理 ：ソフトウェアのバージョン表示や、バージョンアップをします。

ウェブブラウザーで操作できる項目

●LANケーブルを接続可能なパソコンが必要です。
●本器を接続するパソコンに以下の使用環境が必要です。
OS：WindowsXP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8
CPU：32bit、64bit 対応
ウェブブラウザー：Internet Explorer 8、9、10

使用環境

下のように本器のLAN端子とイーサーネットポートを、市販のLANケーブルで接続し、
パソコンと接続してください。

接続方法

ご注意

本器とパソコンをLANケーブルで接続する場合、
ユーザ設定の「14. ネットワーク設定」でLAN接続
を「有効」（p.112）にしてください。

衛星/バンド
表示範囲/ボリューム 表示スケール/ページ

データ
保存

LANケーブル（市販品）

LAN端子

Windows®は、 米国マイクロソフト社（Microsoft Corporation）の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
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その他 ウェブブラウザーによる操作 つづき

本器とパソコンを接続する場合、パソコンのIPアドレス、サブネットマスクを設定する
必要があります。
●本器のIPアドレス、サブネットマスクがわからない場合、「ネットワーク設定」（p.112）で、
IPアドレス、サブネットマスクを確認してください。
●出荷時では、IPアドレス「192.168.0.1」、サブネットマスク「255.255.255.0」です。

パソコンのネットワーク設定

Windows 7を使用したときの画面で説明します。

設定方法

① コントロールパネルを起動

② 「ネットワークと共有センター」画面を開く
「ネットワークとインターネット」の「ネット

ワークの状態とタスクの表示」をクリック

する

「スタート」から「コントロールパネル」を

クリックする
クリック

クリック
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その他 ウェブブラウザーによる操作 つづき
③ 「ローカルエリア接続の状態」画面を開く

④ 「ローカルエリア接続のプロパティ」画面を開く

⑤ 「インターネットプロトコルバージョン4（TCP/IP4）」のプロパティ画面を開く

「プロパティ（P）」をクリックする

「インターネットプロトコルバージョン4（TCP/IP 4）」

を選択し、「プロパティ（P）」をクリックする

「ローカルエリア接続」をクリックする

クリック

クリック

クリック

選択
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その他 ウェブブラウザーによる操作 つづき
⑥ IPアドレスを設定

⑦ 「ローカルエリア接続のプロパティ」画面と、「ローカルエリア接続の状態」画面を閉じる
「ローカルエリア接続のプロパティ」画面で「OK」を

クリックし、画面を閉じる

「ローカルエリア接続の状態」画面で「閉じる」を

クリックし、画面を閉じる

「次のIPアドレスを使う（S）：」を選択し

本器と同一ネットワークのIPアドレス、サブネットマスクを

入力する
●左の例は、本器のIPアドレスを初期値（192.168.0.1）で
使用するときのパソコンの設定例です。
●IPアドレスは他の機器と重複しないアドレスを入力して
ください。

「OK」をクリックして画面を閉じる

選択

クリック

クリック

⑧ 「ネットワークと共有センター」画面を閉じる
「ネットワークと共有センター」画面右上の×ボタンを

クリックし画面を閉じる
クリック

入力
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その他 ウェブブラウザーによる操作 つづき

ウェブブラウザーを使用し、本器に接続することができます。

ウェブブラウザーからの接続方法

① 本器に接続します。

② 「ユーザ名」、「パスワード」を入力します。

クリック

「custom」と入力する

「192.168.0.1」と入力する。

次の条件を満たしたとき、接続することができます。
●本器の電源が入っているとき
●データロガー機能が作動していないとき
●本器でのキー操作がないとき

「ユーザー名」、「パスワード」を入力し

「OK」をクリックする

●「ユーザー名」、「パスワード」はどちらも「custom」

です。

ウェブブラウザーを起動し

アドレスバーに、本器のIPアドレスを入力し

「Enter」キーを押す

●本器のIPアドレスが初期設定値の場合、

「192.168.0.1」と入力する。
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その他 ウェブブラウザーによる操作 つづき
③ ウェブブラウザーに本器が表示され、操作が可能になります。

ウェブブラウザーに本器が表示され、操作が可能に
なります。
各ボタンをクリックしてください。

ボタンの説明

● 機器操作 
ウェブブラウザーから本器を操作します。(p.134)

● ログアウト
本器からログアウトします。(p.134)

● ログアウトタイム 
本器から自動でログアウトする時間を設定します。(p.135)

● ＳＤカードダウンロード
ＳＤカードに保存されている測定データを接続されている
パソコンにダウンロードします。(p.135)

● プリントスクリーン
測定画面をプリントスクリーンします。(p.136)

● バージョン管理
ソフトウェアのバージョン表示やソフトウェアの
バージョンアップをします。(p.136)

画面上に表示される各ボタンの説明をします。

133



その他 ウェブブラウザーによる操作 つづき
機器操作

① 画面に表示されている、「機器操作」ボタンを
クリックする

② 実際に本器を操作するように、クリックしたい
ボタン にマウスポインターを合わせ、マウスを
クリックする

● 本器で、シフトを使った操作（例：　　+　　 ）は

画面上の　　をクリックし、選択状態にしてから

　　をクリックします。

ウェブブラウザーを使用し本器を操作します。

ログアウト

① 画面に表示されている「ログアウト」ボタンを
クリックする

② 確認画面が表示されますから、「OK」をクリック
する

③ 本器からログアウトされます

本器からログアウトします。

クリック

クリック
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その他 ウェブブラウザーによる操作 つづき
ログアウトタイム

本器から自動でログアウトする時間を設定します。

① 画面に表示されている「ログアウトタイム」　  
ボタンをクリックする

② 「自動ログアウトタイム」を選択し

③ 「設定」ボタンをクリックする

SDカードダウンロード

SDカードに保存されているデータをパソコンにダウンロードすることができます。

① 画面に表示されている「SDカードダウンロード」
ボタンをクリックする

② 「フォルダ選択」から対象の測定データファイル
が保存されているフォルダを選択する

③ 「取得」ボタンをクリックする

④ 「ファイル選択」からダウンロードするファイルを
選択する

⑤ 「読出し」ボタンをクリックする

⑥ ファイルの保存先を指定する

　対象のファイルをSDカードからダウンロードし
　ます。
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その他 ウェブブラウザーによる操作 つづき
プリントスクリーン
表示されされている測定画面などを保存できます。

① 画面に表示されている「プリントスクリーン」　 
ボタンをクリックする

②ファイルの保存先を設定する

バージョン管理

ソフトウェアのバージョン表示や、バージョンアップをします。

1. 画面に表示されている「バージョン管理」
ボタンをクリックする

2. 現在のソフトウェアを確認する

①ソフトウェアのバージョンを確認

1. 「参照」ボタンをクリックする

2. 「開く」画面が表示されますから、当社ホーム
ページからダウンロードしたソフトウェア
更新ファイル「LCV3_○○○.bin」を選択する

3. 「開く（Ｏ）」ボタンをクリックする

②対象ファイルを選択。

クリック

クリック

クリック
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その他 ウェブブラウザーによる操作 つづき
③バージョンアップを実行する

1.「実行」をクリックする
（確認画面が表示されます）
2.「OK」をクリックする
  ソフトウェアの更新が行われます
●ソフトウェアのバージョンアップには、約2分
必要です。
●バージョンアップ中は、本器の操作を行わない
でください。また、バージョンアップ終了後に
本器は自動で電源がOFFになります。
●バージョンアップ終了後は、本器起動画面
のバージョン情報で、正しくバージョン
アップされているか確認してください。

クリック
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その他 外部制御について 
●SNMP機能
本器はSNMPエージェントが搭載されていますから、LANケーブルで接続されたSNMP
マネージャーから本器の制御、測定データの取得ができます。

① 下記当社ホームページから、MIB定義ファイルをダウンロードします。

  http://www.maspro.co.jp/support/checker/index.html

②　任意のSNMPマネージャーでダウンロードしたMIB定義ファイルを読込みます。

③　SNMPマネージャーとなるパソコンと、本器をLANケーブルで接続します。

　　ネットワーク接続の方法は、「ウェブブラウザーによる操作」（p.128）を参照して

　　ください。

④　SNMPマネージャーにMIB取得の設定をします。

　　● SNMPモード：SNMPv1/v2c/v3（SHA認証 暗号化なし）

　　● コミュニティー：SnmpUser

　　● パスワード：SnmpUser

⑤　測定するチャンネルを対応するオブジェクトに書き込みます。

　  （例 地上デジタル　ch.20）

　　lcvDigitalTvRecvCH（OID: 1.3.6.1.4.1.3158.604.1.1.1.17）

⑥　情報を対応するオブジェクトから取得します。

　　（例 信号レベル）

　　lcvDigitalTvMeasLvl（OID: 1.3.6.1.4.1.3158.604.1.1.3.3）

使用方法

ご注意

タイムアウトの時間は、5秒以上にしてください。
データを取得できない場合があります。

（例 地上デジタル放送のレベルを取得）
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その他 外部制御について つづき
●FTP機能
本器はFTPサーバーが搭載されていますから、SDカードに保存されているファイルを、LAN
ケーブルでネットワーク接続されたパソコンにダウンロードしたり、ファイルをアップ
ロードしたりすることができます。
例えば、データロガーで測定した測定データを、離れた場所のパソコンでダウンロードする
ときに使用します。

① 本器とFTPクライアントとなるパソコンをLANケーブルでネットワーク接続します。

　 ネットワーク接続の方法は、「ウェブブラウザーによる操作」（p.128）を参照してくだ

　 さい。

② FTPクライアントから、本器にアクセスします。

　 ● ユーザー名：ftpuser

　 ● パスワード：ftpuser

③ FTPクライアントから、SDカードに保存されているファイルをパソコンにダウンロードしたり、   

　 ファイルをアップロードしたりします。

使用方法
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衛星放送サービス名

 

ページ

24、41

24、41

26、45

26、 45

56

南

西

東経124°

東経110°

東経128°

東経154°

JCSAT-3A
（スカパー !プレミアムサービス）JCSAT-2A

（ミュージックバード）

東

BS

N-SAT110

JCSAT-3A

JCSAT-4B

JCSAT-2A

本器の衛星表示名

図は中部地方の例です。
衛星の方向は地域によって多少変わります。

N-SAT-110
（110°CSデジタル）
BSAT（BSデジタル）

JCSAT-4B
（スカパー !プレミアムサービス）

BSデジタル放送
（NHK、民放各局、WOWOW、スターチャンネル）

110°CSデジタル放送
（スカパー ! ）

スカパー ! プレミアムサービス

スカパー ! プレミアムサービス

ミュージックバード

衛星放送サービス

衛星の位置

その他 衛星放送サービス参考資料（2014年4月）
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故障とお考えになる前に
症状 原因 処置

電源ボタンを押しても液晶
表示が出ない

使用中に液晶表示が消えた

液晶表示が黒くなる

液晶表示が見にくい

レベルを表示しない
（dBμVの表示をしない）

本器の乾電池ケースまたはバッテリー
パックのコネクターが外れている。

乾電池ケースまたはバッテリーパックの
コネクターを確実に差込んでください。

（p.8）

衛星アンテナまたはブースターに
電源が供給されていない。

B-CASカードが挿入されていない

●測定ケーブルが外れている。
●測定ケーブルが断線している。

測定ケーブルをチェックしてください。

B-CASカードを挿入してください。放送局名が表示されない

高温な場所で使用している。
使用温度範囲内（0～ 　40℃）で使用して
ください。

●　　  を押して、衛星アンテナまたは
ブースターに電源を供給してください。
（p.14）
●チューナーやテレビから電源を供給して
いる場合、チューナーやテレビのアン
テナ給電電圧を確認してください。
（p.67）

  を押して、画面の明るさを切換えて

ください。（p.16）

乾電池またはバッテリーパックが
消耗している。

輝度が小さくなっている。

オートパワーオフ機能が作動している。

全て新しい乾電池に交換してください。

バッテリーパックを充電してください。

電源を入れ直してください。

作動すれば正常です。（p.16、p.100）

その他
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症状 原因 処置

ノイズレベルをレベル測定範囲内
（45dBμV以上）にしてください。

測定する信号の変調方式が異なって
いる。

変調方式を確認してください。

その他衛星測定時

VU・CATV測定時

ケーブル補正値が正常でない。
ケーブル補正値を正常な値にしてくだ
さい。（p.99）

レベル測定

アンテナ方向調整

ノイズレベルが測れない。

衛星アンテナの局部発振周波数と
測定モードの局部発振周波数が合っ
ていない。

　　を押して、局部発振周波数を衛星
アンテナの局部発振周波数に合わせて
ください。（p.16）

電波の出ていないチャンネルを測定
している。

電波の出ているチャンネルにしてくだ
さい。

電波の出ているチャンネルにしてくだ
さい。

電波の出ていないチャンネルを測定
している。

衛星測定時
BS・CSの電波は、C/Nが10～20dBという低い値で伝送されているため、放送の
ないチャンネルでも雑音レベルを表示します。本器の故障ではありません。

衛星アンテナの方向を調整
してもレベル、C/N、BERが
変わらない

電波の出ていないチャンネル
でもレベルを表示する

C/Nを表示しない

レベルが正常に表示されない

レベルが正常に表示されない

レベル、MER、C/N、BERを
表示しない

故障とお考えになる前に つづきその他
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本器は、異常時に各種エラーメッセージを表示します。
下表は、表示されるエラーメッセージの説明です。

表示 エラー内容 説明

ＥＲＲ０１

ＥＲＲ０２

ＥＲＲ０３

ＥＲＲ０４

ＥＲＲ０５

過電流
ケーブルを確認してください。

アンテナ給電ケーブルがショートしている、または定格以上の電流が流れ

ています。原因を取除いてから　　  か 　　を押し直してください。

「よく使う測定モード」の登録データがいっぱいになっています。

「よく使う測定モード」の消去を消去してください。

「よく使う測定モードの消去」（p.81）をご覧ください。

簡易C/Nのノイズ測定周波数が測定帯域外になるため、簡易C/N表示が

できません。

ユーザー設定で局部発振周波数を変更した場合、測定チャンネルが測定

帯域外になっています。

（ＥＲＲ２が表示されないチャンネルで測定してください）

測定データの保存データがいっぱいになっています。登録データを、

SDカードにコピーしてからデータを削除してください。

測定データのデータ消去・コピーは、p.82 ～ 88をご覧ください。

その他 エラーメッセージ  一覧

保存データがいっぱいです。
ユーザー設定の「データ
管理」で保存データを確認
してください。

ＥＲＲ０７
データロガー動作中にSDカードの保存領域がなくなった場合に表示さ

れます。

SDカードの容量をご確認ください。

データを保存する空き容量
がなくなりました。
ＳＤカードを交換してくだ
さい。

データ取得中に
電源が切断されました。

SDカードのアクセスに
失敗しました。
SDカードを確認してくだ
さい。

ＥＲＲ０８
データロガー動作中に電源がOFFになった場合、電源再起動時に表示

されます。

登録データがいっぱいです。
ユーザー設定の「よく使う
測定モード消去」を実行して
ください。

ＥＲＲ０６

●SDカードがフォーマットされていません。本器でフォーマットしてくだ
さい。（p.88）
●本器に対応していないSDカードを使用している。
●SDカードが故障しています。
●SDカードがNTFS、exFATでフォーマットされている可能性があります。
本器でフォーマットしてください。

測定帯域外
局部周波数を確認してくだ
さい。

ノイズ測定帯域外
局部周波数を確認してくだ
さい。
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その他 映像確認でのメッセージ

表示内容 説明

信号が受信できません。

B-CASカードが挿入されていません。

このICカードは使用できません。

このチャンネルは契約されていません。

アンテナからのケーブルコネクターの接続を確認してください。

B-CASカードを挿入してください。（p.11）

B-CASカードを正しく装着してください。（p.11）

正しく装着しても改善されないときは、B-CASカスタマーセンター

（TEL 0570-000-250）にご連絡ください。

契約されていない番組を選局しています。

　　 でチャンネルを変更してください。

映像確認でのメッセージ

映像確認画面で表示されるメッセージの説明です。

契約されていない番組を選局しています。

　　 でチャンネルを変更してください。
契約期限が切れています。
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その他 データロガー設定項目　一覧
放送 設定項目

地上デジタル

1.放送

2.チャンネル

3.給電

1.放送

2.チャンネル

3.給電

1.放送

2.衛星/バンド

3.チャンネル

4.給電

1.放送

2.衛星/バンド

3.チャンネル

4.局部発振周波数

5.給電

1.放送

2.衛星/バンド

3.チャンネル

4.変調方式

5.給電

1.放送

2.衛星/バンド

3.周波数

4.変調方式

5.給電

BS・110°ＣＳ

ワンセグ

スカパー!プレミアム

VＵ・ＣＡＴＶ

VＵ・ＣＡＴＶ（周波数）

●スカパー !プレミアムはスカパー !プレミアムサービスの略です。
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その他 データロガー設定項目　一覧 つづき
放送 設定項目

その他の衛星

1.放送

2.衛星/バンド

3.チャンネル

4.局部発振周波数

5.給電

1.放送

2.衛星/バンド

3.周波数

4.給電

1.放送

2.周波数帯

3.給電

1.放送

2.セグメント構成

3.周波数帯

4.給電

その他の衛星（周波数）

LTE（700MHz帯）

マルチメディア放送
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その他 初期値　一覧
項目 項目詳細

よく使う測定モード消去

データ管理

測定チャンネル登録

衛星／バンド選択

局部発振周波数

保存データの呼出し

保存データの全消去

地上デジタル

VU・CATV

JCSAT-1B

JCSAT-2A

JCSAT-3A

JCSAT-4B

SCC-B2

SCC-C2

VHF

CATV

BSパススルー

PILOT

登録（地デジ1）

登録（地デジ2）

登録（地デジ3）

登録（VUCATV1）

登録（VUCATV2）

登録（VUCATV3）

登録（VUCATV4）

スカパー!プレミアム

JCSAT-1B

JCSAT-2A

JCSAT-3A

JCSAT-4B

初期値

全消去される

SD

SD

全消去される

全消去される

非選択

選択

選択

選択

選択

選択

選択

選択

選択

選択

非選択

非選択

非選択

非選択

非選択

非選択

非選択

未設定

未設定

未設定

未設定

未設定

●スカパー !プレミアムはスカパー !プレミアムサービスの略です。
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その他 初期値　一覧 つづき
項目 項目詳細

局部発振周波数

コンスタレーション表示

ケーブル損失補正

画面表示設定

音量設定

更新時間

CATVチャンネル周波数

B-CASカード情報

日時表示設定

ネットワーク設定

SCC-B2

SCC-C2

補正

70MHz

770MHz

950MHz

2600MHz

オートパワーオフ

バックライトオフ

映像確認表示時間

レベル変動音

キー操作音

ボリューム

レベル

MER・C/N

BER

日時手動設定

自動更新

表示タイプ

IPアドレス

サブネットマスク

デフォルトゲートウェイ

LAN接続

初期値

未設定

未設定

1000

OFF

0.1dB

0.8dB

0.8dB

1.7dB

OFF

OFF

連続

OFF

OFF

3

標準

標準

標準

設定1

なし

2010/1/1　0:00

ON

タイプ1

192.168.0.1

255.255.255.0

0.0.0.0

無効
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その他 初期値　一覧 つづき
項目 項目詳細

データ保存設定

MER項目名設定

バーグラフ表示設定

画像データ（PNG）

テキストデータ（CSV）

地上デジタル　レベル

地上デジタル　MER・C/N

地上デジタル　BER

ワンセグ　レベル

ワンセグ　MER・C/N

ワンセグ　BER

BSレベル

BS MER・C/N

BS BER

110̊CS　レベル

110̊CS　MER・C/N

110̊CS　BER

初期値

選択

非選択

MER

安全46dBμV 超過89dBμV

注意20dB 安全25dB

注意2.00E-4 安全1.00E-7

安全35dBμV 超過78dBμV

注意7dB 安全10dB

注意2.00E-4 安全1.00E-7

安全50dBμV 超過81dBμV

注意11dB 安全17dB

注意2.00E-4 安全1.00E-7

安全50dBμV 超過81dBμV

注意6dB 安全11dB

注意2.00E-４ 安全1.00E-7

スカパー!プレミアム　
レベル（QPSK）

スカパー!プレミアム　
MER・C/N（QPSK）

スカパー!プレミアム　
BER（QPSK）

安全50dBμV 超過81dBμV

注意6dB 安全10dB

注意2.00E-４ 安全1.00E-7

スカパー!プレミアム　
レベル（8PSK）

スカパー!プレミアム　
MER・C/N（8PSK）

スカパー!プレミアム　
BER（8PSK）

安全50dBμV 超過81dBμV

注意8dB 安全10dB

注意2.00E-４ 安全1.00E-7

●スカパー !プレミアムはスカパー !プレミアムサービスの略です。
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その他 初期値　一覧 つづき
項目 項目詳細 初期値

VU・CATV　
BER（OFDM 64QAM）

安全46dBμV 超過89dBμV

注意2.00E-４ 安全1.00E-7

VU・CATV 
レベル（OFDM 64QAM）

VU・CATV　
MER・C/N（OFDM 64QAM）

安全49dBμV 超過81dBμV

注意2.00E-４ 安全1.00E-7

VU・CATV 
レベル（CATV QAM 64QAM）

VU・CATV　
MER・C/N（CATV QAM 64QAM）

VU・CATV　
BER（CATV QAM 64QAM）

VU・CATV 
レベル（CATV QAM 256QAM）

VU・CATV　
MER・C/N（CATV QAM 256QAM）

VU・CATV　
BER（CATV QAM 256QAM）

安全57dBμV 超過81dBμV

注意2.00E-４ 安全1.00E-7

注意30dB 安全34dB

マルチメディア放送　レベル

マルチメディア放送　MER・C/N

マルチメディア放送　BER

安全35dBμV 超過88dBμV

注意2.00E-４ 安全1.00E-7

注意12dB 安全15dB

映像確認設定

映像確認チャンネル設定

チャンネル情報表示

チャンネル情報保存

JCSAT-3A

JCSAT-4B

選択

選択

J11

J8

バーグラフ表示設定 注意24dB 安全28dB

注意20dB 安全25dB
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規格表

規格表

VHF ：1～ 12
UHF ：13 ～ 62
CATV ：C13 ～ C63
BSパススルー ：A～ N
PILOT（MHz） ：70、 70.25、 73、 91.25、 109.25、 148、 246、 288、 
 298、 300、 301.25、 349.25、 450、 451.25、 495.25、 
 747.25、 750、 753.25、 765.25、 771.25
BS ：1、 3、 5、 7、 9、 11、 13、 15、 17、 19、 21、 23
N-SAT-110 ：2、 4、 6、 8、 10、 12、 14、 16、 18、 20、 22、 24
JCSAT-1B ：1～ 28
JCSAT-2A ：1～ 16
JCSAT-3A ：JD1 ～ JD28
JCSAT-4B ：JD1 ～ JD32
スーパーバードB2 ：1～ 23
スーパーバードC2 ：1～ 28
LTE ：773～803MHz　帯域幅10MHz、30MHz
マルチメディア放送 ：207.5～222MHz

 70 ～ 90MHz （ 0.1  MHz ステップ）
 90 ～ 770MHz （ 0.25MHz ステップ）
 950 ～ 2600MHz （ 1     MHz ステップ）

75Ω（F型コネクター）

VHF・UHF・CATV
  アナログ信号 ：30～ 120dBμV（3波）、30～ 107dBμV（74波）
  デジタル信号 ：35～ 120dBμV（3波）、35～ 107dBμV（74波）
  （OFDM、CATV QAM）

  デジタル信号 ：40～ 120dBμV（3波）、40～ 107dBμV（74波）
  （TC8PSK）

BS・CS ：43 ～ 105dBμV
LTE ：35 ～ 120dBμV
FM・PILOT ：20 ～ 120dBμV

規格

Specifications

項目
Items

Measurable Channels

Frequency Range

Measurable Level Range

Input/Output Impedance

その他

測定チャンネル

周波数範囲

入・出力インピーダンス

測定レベル範囲

製品向上のため 仕様･外観は変更することがあります。151



規格項目
Items

Indication Level Range

VHF・UHF・CATV
  デジタル信号（OFDM） 
　　　　　　　　　　：5～30dB（入力信号レベルが40～100dBμVの場合※２）
  デジタル信号（CATV 64QAM※１） 
                              ：22～34dB（入力信号レベルが50～100dBμVの場合）
  デジタル信号（CATV 256QAM※１） 
                              ：27～34dB（入力信号レベルが50～100dBμVの場合）
BS・110CS（スカパー! ※3）
　　　　　　　　　　：5～20dB（入力信号レベルが55～89dBμVの場合）
CS（スカパー! プレミアムサービス※3）
　　　　　　　　　　：6～20dB（入力信号レベルが55～89dBμVの場合）

伝送モード ：モード2、モード3
ガードインターバル ：1/4、1/8（モード2）
 ：1/4、1/8、1/16（モード3）
変調方式 ：QPSK、16QAM、64QAM
階層伝送パターン ：1、3

VHF・UHF・CATV 
  アナログ信号（FM・無変調） 　　　　　　　　：20～ 120dBμV
  デジタル信号（OFDM） 　　　　　　　  ：24 ～ 120dBμV
  デジタル信号（CATV 64QAM・256QAM※１） ：24～ 120dBμV
  デジタル信号（TC8PSK）                        ：32 ～ 120dBμV
BS・CS                        ：43 ～ 105dBμV
LTE                        ：35 ～ 120dBμV
●測定レベル範囲外のレベル表示は目安です。確度は保証しておりません。

±2.5dBLevel Measurement Accuracy

Measurable MER (C/N) Range

表示レベル範囲

レベル測定確度

Terrestrial Digital
Input Range Parameter

地上デジタル
入力信号パラメーター

測定MER（C/N）範囲

規格表 つづきその他

※１CATV 64QAMは、ITU-T J.83 annex B、Cを、CATV 256QAMは、ITU-T J.83 annex Bを測定できます
※２●チャンネル間レベル差が15dB以上ある場合、レベルが低いチャンネルのレベル、ＭＥＲ、C/N、ＢＥＲ、コンスタレーション、

スペクトラム、遅延プロファイルが正確に測定できないことがあります。
      ●全てのチャンネルにおいて最大レベルが100dBμVを超えないこと。
※3 20dBを超える値を表示することがありますが、参考値となります。
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規格表 つづき

DC15V 最大400mA
DC11V 最大300mA

DC15V　出力電流：最大400mA

DC10 ～ 17V

単2形アルカリ乾電池×10本、専用バッテリーパックNBP1325

118（H）×202（W）×174（D）mm

約2.1kg(乾電池ケース、単2形アルカリ乾電池10本使用時)
約1.5kg（乾電池ケース含む、乾電池除く）

Power Supply for Antenna

Power Supply for Booster

Power Requirements

Battery

Dimensions

Other Function

Weight

●データ保存機能（SDカード）
●「よく使う測定モード」登録機能（20件）
●イヤホン端子付
●LAN端子付
●データロガー機能

●ニッケル水素電池充電専用端子付
●ACアダプター（DC12V）端子付
●映像・音声確認機能
●衛星受信確認マーク表示機能
●地上デジタル受信確認マーク表示機能
●輝度調整機能

アンテナ電源

ブースター電源

電源

使用電池

外観寸法

質量（重量）

摘要・その他

その他

規格項目
Items

10.678、 11.2、 11.3GHz
（10～ 12GHzの範囲で、1MHzステップで任意の周波数を1つ追加設定が可能）

AC電圧　5～ 30V（50・60Hz）
DC電圧　5～ 20V

0 ～　40℃

Local Oscillator Frequency

Voltage Measurment Range

Temperature Range
+

アンテナ局部発振周波数

電圧測定範囲

使用温度範囲

5.57MHz（入力信号レベルが40～ 100dBμVの場合※）

⊖42～ 126μs（モード2）（入力信号レベルが40～ 100dBμVの場合※）
⊖84～ 252μs（モード3）（入力信号レベルが40～ 100dBμVの場合※）

Spectrum Bandwidth
スペクトラム帯域幅

Delay Profile Indicate Range
遅延プロファイル表示範囲

※   ●チャンネル間レベル差が15dB以上ある場合、レベルが低いチャンネルのレベル、ＭＥＲ、C/N、ＢＥＲ、コンスタレーション、
スペクトラム、遅延プロファイルが正確に測定できないことがあります。

      ●全てのチャンネルにおいて最大レベルが100dBμVを超えないこと。 153



その他 付属品、別売品

バッテリーパック

別売品

付属品

NBP1325

製品向上のため仕様･外観は変更することがあります。

バッテリーパックNBP1325専用の
急速充電器です。

公称電圧
公称容量
外観寸法
質量（重量）

DC13.2V
2500mAh
74（H）×144（W）×57（D）mm
約800g

ACアダプター 1個
B-CASカード 1枚
測定用ケーブル（2m） 1本

バッテリークイックチャージャー NBC1720

充電式のニッケル水素電池です。

……………………………
……………………………

…………………

キャリングケース 1個
乾電池ケース（本器に装着済） 1個

………………………
………

中継コネクター FA

入力端子・給電端子が破損した
ときの交換用コネクターです。

入力電圧
充電時間
外観寸法
質量（重量）

DC24V±5%
約1.5時間
29（H）×85（W）×120（D）mm
約150g
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その他 周波数表（BS・CS・マルチメディア放送・LTE）

衛星名

放送名 チャンネル配列 放送名 チャンネル配列

受信する放送

BSBSAT

JCSAT-3A

JCSAT-4B

衛星アンテナの局部発振周波数によって、出力される信号の周波数（中心周波数）は、表のようになります。

マルチメディア放送（V-High放送）

N-SAT-110 ！スカパー

JCSAT-3A

JCSAT-4B

スカパー  プレミアム
サービス
！

スカパー  プレミアム
サービス
！

スカパー  プレミアム
サービス
！

スカパー  プレミアム
サービス
！

受信システム

BSとCSを
混合して伝送

―

―

BSとCSを別の
ケーブルで伝送

衛星アンテナの
局部発振周波数
（GHz）

10.678

10.678

10.678

11.2

チャンネル配列偏波

右旋
円偏波

右旋
円偏波

左旋
円偏波

垂直
偏波

水平
偏波

垂直
偏波

水平
偏波

垂直
偏波

水平
偏波

垂直
偏波

水平
偏波

1
1049.48

3
1087.84

5
1126.20

7
1164.56

9
1202.92

11
1241.28

13
1279.64

15
1318.00

17
1356.36

19
1394.72

21
1433.08

23 ※
1471.44

1 3 5 7 9 11

1593 1633 1673 1713 1753 1793

13 15 17 19 21

1833 1873 1913 1953 1993
23

2033

4 6 88 1010 12 14 1616 1818 20 22 242422
1613 1653 1693 1733 1773 1813 1853 1893 1933 1973 2013 2053

K-2
[JD18]

K-4
[JD20]

K-6
[JD22]

K-8
[JD24]

K-10
[JD26]

K-12
[JD28]

K-14
[JD2]

K-16
[JD4]

K-18
[JD6]

K-20
[JD8]

K-22
[JD10]

K-24
[JD12]

K-26
[JD14]

K-28
[JD16]

K-1
[JD17]

K-3
[JD19]

K-5
[JD21]

K-7
[JD23]

K-9
[JD25]

K-11
[JD27]

K-13
[JD1]

K-15
[JD3]

K-17
[JD5]

K-19
[JD7]

K-21
[JD9]

K-23
[JD11]

K-25
[JD13]

K-27
[JD15]

K-18
[JD2]

K-20
[JD4]

K-22
[JD6]

K-24
[JD8]

K-26
[JD10]

28
[JD12]

30
[JD14]

32
[JD16]

K-2
[JD18]

K-4
[JD20]

K-6
[JD22]

K-8
[JD24]

K-10
[JD26]

K-12
[JD28]

K-14
[JD30]

K-16
[JD32]

K-17
[JD1]

K-19
[JD3]

K-21
[JD5]

K-23
[JD7]

K-25
[JD9]

K-27
[JD11]

K-29
[JD13]

K-31
[JD15]

K-1
[JD17]

K-3
[JD19]

K-5
[JD21]

K-7
[JD23]

K-9
[JD25]

K-11
[JD27]

K-13
[JD29]

K-15
[JD31]

1068 1108 1148 1188 1228 1268 1308 1338 1368 1398 1428 1458 1488 1518

1088 1128 1168 1208 1248 1288 1323 1353 1383 1413 1443 1473 1503 1533

1308 1338 1368 1398 1428 1458 1488 15181068 1098 1128 1158 1188 1218 1248 1278

1323 1353 1383 1413 1443 1473 1503 15331083 1113 1143 1173 1203 1233 1263 1293

1400 1450 1500 15501000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150
[MHz]

マルチメディア放送

207.5 213.2 218.7 222[MHz]

K-2
[JD18]

K-4
[JD20]

K-6
[JD22]

K-8
[JD24]

K-10
[JD26]

K-12
[JD28]

K-14
[JD2]

K-16
[JD4]

K-18
[JD6]

K-20
[JD8]

K-22
[JD10]

K-24
[JD12]

K-26
[JD14]

K-28
[JD16]

K-1
[JD17]

K-3
[JD19]

K-5
[JD21]

K-7
[JD23]

K-9
[JD25]

K-11
[JD27]

K-13
[JD1]

K-15
[JD3]

K-17
[JD5]

K-19
[JD7]

K-21
[JD9]

K-23
[JD11]

K-25
[JD13]

K-27
[JD15]

1610 1650 1690 1730 1770 1810 1845 1875 1905 1935 1965 1995 2025 2055

1590 1630 1670 1710 1750 1790 1830 1860 1890 1920 1950 1980 2010 2040

K-18
[JD2]

K-20
[JD4]

K-22
[JD6]

K-24
[JD8]

K-26
[JD10]

K-28
[JD12]

K-30
[JD14]

K-32
[JD16]

K-17
[JD1]

K-19
[JD3]

K-21
[JD5]

K-23
[JD7]

K-25
[JD9]

K-27
[JD11]

K-29
[JD13]

K-31
[JD15]

1845 1875 1905 1935 1965 1995 2025 20551605 1635 1665 1695 1725 1755 1785 1815

1830 1860 1890 1920 1950 1980 2010 20401590 1620 1650 1680 1710 1740 1770 1800

210.4 216.0 A B C D E F G

219.0
219.4
219.9

A
B
C

220.3
220.7
221.2

D
E
F

221.6G
[MHz]

●マルチメディア放送は、これ以外のチャンネル配列も存在します。

LTE（700MHz・下り帯域のみ）

LTE

773 783 793 803[MHz]

778 788 798

スーパーバードC2 ―

垂直
偏波

水平
偏波 1607

15
1637
16

1

1607
2

1637
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7 8 9 10 11 12 13 146

20
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5

19
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4

18

1190
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3

17

1150
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