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重要：電源を⼊れる前に 

電源の準備 MFJ-259B は、10 本の単三型の電池、または外部電源を使

⽤できます。初めに、本体の両側⾯にある計 8 本のネジを外し、裏側左

上にある"CHARGER"ピンを確認します。乾電池を使⽤する場合は、OFF

側にセットし、充電池の場合は ON 側にします。ON のまま乾電池を使

⽤すると液漏れなど故障の原因となります。電池の交換は、本体裏の 2

本のネジを外して⾏います。乾電池はアルカリ電池が推奨されています。 

充電池を使⽤する場合、外部電源に 14V 程度を加えることで、⾃動的に

トリクル充電を⾏います。満充電するためには 10 時間以上が推奨され

ています。外部電源は、標準的な 2.1mmφのプラグを使⽤し、センター

がプラス（＋）、外側がマイナス（－）です。推奨使⽤電圧は、11~14V

で、18V を超えてはなりません。 

 
充電池を使⽤する場合(ON)   乾電池を使⽤する場合（OFF） 

 

I． 電源投⼊時のオプションと動作（スリープ解除） 

MFJ-259B はスリープモードを備えていて、モード変更や、⼤きな周波

数変更を 2 分以上⾏わないと、スリープに⼊り、LCD(液晶表⽰)に"SLP"

の⽂字が表⽰されます。復帰させるには、"MODE"か"GATE"ボタンを押

します。スリープしないようにするには、"MODE"ボタンを押しながら

電源を投⼊し、"Copy Right"が出たあとで放します。通常に電源を⼊れ

直すと、スリープモードが⾃動的に ON になります。 

II. 接続と周波数の設定 

本体上部の"ANTENNA"と書かれている M 型コネクターには、周波数カ

ウンター・モード以外の計測で、アンテナや、その他テスト対象となる

物を接続します。コネクターには、+7dBm(実⾏値で約 0.5V)の内部抵

抗 50Ωの RF が出⼒(開放時に実⾏値で約 1V)されます。この

"ANTENNA"コネクターには絶対外部電圧または⾼周波信号を加えない

でください。検出ダイオードが破損します。本機は、50Ωが基準となっ

ています。 

"FREQUECNY COUNTER INPUT"と書かれている BNC コネクターは、

周波数カウンター・モード時に⼊⼒として使⽤します。 

"POWER 12VDC"は、外部電源を使⽤する際に使⽤します。(電源の準

備の項を参照) 

←本体上部のコネクター 

測定周波数は、前⾯下部の"FREQUENCY MHz"と書かれたロータリース

イッチで範囲を決め、"TUNE"つまみで希望する周波数に合わせます。

この動作は、計測中に⾏います。 

III. 基本メニュー (Main Menu) 

電源を⼊れると、ファームウェアや、コピーライトそして電源電圧が表

⽰され、下記の 1.の計測モードになります。そして、"MODE"ボタンを

押すたびに下記の順にモードが変わってゆきます。 

1. IMPEDANCE R&X (インピーダンス R&X) 

2. Coax Loss (同軸ケーブルのロス) 

3. Capacitance in pF (キャパシタンス pF) 

4. Inductance in μH (インダクタンス μH) 

5. Freq. Counter (周波数カウンター) 

III-1. IMPEDANCE R&X (インピーダンス R&X) 

通常、電源を⼊れるとこの測定モードになります。"ANTENNA"に接続

されているアンテナなどのインピーダンスを純抵抗分とリアクタンス分

に分けて表⽰します。液晶には、測定中の周波数、抵抗分(R=)、リアク

タンス分(X=)そして SWR が表⽰されます。アナログ・メータの"SWR"

には、SWR 値が、 "INPEDANCE"には、R と X が合成されたインピー

ダンス値が指⽰されます。このモードの動作中に"GATE"ボタンを押すと、

押している間だけ、液晶表⽰が、極座標形式（Z, θ）で表⽰されます。

(IV-1.参照) 

III-2. Coax Loss (同軸ケーブルのロス) 

"MODE"ボタンを押し、"Coax Loss"を表⽰させます。少しすると液晶

表⽰は、上段に周波数、下段に"Coax Loss = xxdB"と表⽰します。

"ANTENNA"に計測したい 50Ωの同軸ケーブルを接続します。このとき、

同軸のもう⽚⽅には何もつけず OPEN の状態にしておきます。同軸ケー

ブル以外に、50Ωのアッテネーターや、伝送ライン・トランス、チョー

クバランのノーマル・モード(ディファレンシャル・モード)のロスも計

測できます。 



III-3. Capacitance in pF (キャパシタンス pF) 

"MODE"ボタンを押し、" Capacitance in pF を表⽰させます。少しす

ると液晶表⽰は、周波数(MHz)と C（pF）そして、Xc(Ω)が表⽰され、

"ANTENNA"に接続されている回路のリアクタンスから計算された、キ

ャパシタンスを pF で表⽰します。アナログ・メータの"INPEDANCE"

には、リアクタンス値が指⽰されます。 

※MFJ-259B は、"ANTENNA"に接続された回路のリアクタンス(X)を計

測しますが、それが、誘導性か容量性かの区別はできません。したがっ

て、周波数を変化させ、周波数を⾼くした場合にリアクタンス(X)も増加

すれば誘導性、減少すれば容量性であると判別できます。また、リアク

タンスが、7Ω以下あるいは 650Ω以上の場合、信頼性が低下するため、

その範囲になった場合、" (X<7)", "(Z>650) "と表⽰され、値を表⽰し

ません。(X=0)が表⽰された時は、"ANTENNA"が完全にショートに近

い状態であることを意味します。また、浮遊容量やリード線などの寄⽣

インダクタンスにより、⾃⼰共振などを起こし、測定周波数によって測

定値が異なることがあります。 

III-4. Inductance in μH (インダクタンス μH) 

"MODE"ボタンを押し、"Inductance in μH"を表⽰させます。少しする

と液晶表⽰は、周波数(MHz)と L（μH）そして、Xl(Ω)が表⽰され、

"ANTENNA"に接続されている回路のリアクタンスから計算された、イ

ンダクタンスをμH で表⽰します。III-3.の※以降もお読みください。 

III-5. Freq. Counter (周波数カウンター) 

"MODE"ボタンを押し、"Freq. Counter"を表⽰させます。少しすると液

晶表⽰は、周波数(MHz)とゲート・タイム(s)が表⽰されます。本体上部

の BNC コネクターに測定したい信号を⼊⼒します。測定可能な周波数と

感度の範囲は、1.7MHz 時で 10mV、180MHz で 100mV です。"GATE"

を押すことで、ゲート・タイムを変更することができます。ゲート・タ

イムと、測定最⼩桁は下記の関係になります。ゲート・タイムが⻑いほ

ど有効桁が増えます。 

ゲート・タイム(秒) 最⼩桁  

 0.01 10 kHz 

 0.1 1 kHz 

 1 100Hz 

IV. 拡張メニュー (Advanced Menu) 

拡張メニューは、メニュー内容の詳細を正しく理解している場合のみ使

⽤するよう推奨されています。 

周波数カウンター以外の基本メニュー時に、"GATE"と"MODE"ボタンを

同 時 に 押 す と 、 液 晶 に "Advanced" と 表 ⽰ さ れ 、 拡 張 メ ニ ュ ー 

(Advanced Menu)に⼊ります。 

そして、"MODE"ボタンを押すたびに順番にモードが変わってゆきます。 

1. IMPEDANCE Z=Mag. θ=Phase (インピーダンス Z=⼤きさ θ=

位相) 

2. Return Loss & Reflection Coeff (リターン・ロス&反射係数) 

3. Dist. To Fault in feet (フィート表⽰の開放短までの距離) 

4. Resonance Mode tune for X=0 (共振モード) 

5. Match Efficiency (整合効率) 

IV-1. IMPEDANCE Z=Mag. θ=Phase (インピーダンス Z=⼤きさ 

θ=位相) 

"ANTENNA"に接続されているアンテナなどのインピーダンスが⼤きさ

と、位相角（Z, θ）で表⽰されます。液晶には、測定中の周波数、イン

ピーダンスの⼤きさ(Z)、位相角(θ)そして SWR が表⽰されます。アナ

ログ・メータの"SWR"には、SWR 値が、 "INPEDANCE"には、R と X

が合成されたインピーダンス値が指⽰されます。 

IV-2. Return Loss & Reflection Coeff (リターン・ロス&反射係数) 

"ANTENNA"に接続されているアンテナなどのリターン・ロス(dB)、電

圧反射係数(ρ)と SWR が表⽰されます。アナログ・メータの"SWR"には、

SWR 値が、 "INPEDANCE"には、インピーダンスが指⽰されます。 

IV-3. Dist. To Fault in feet (フィート表⽰の開放短までの距離) 

このモードでは、接続された同軸ケーブルの電気⻑が表⽰されます。同

軸のもう⼀⽅は開放(OPEN)状態である必要があります。結果に同軸ケー

ブルの種類固有の短縮率をかけると、実際の同軸ケーブルの⻑さが求め

られます。また、実際の⻑さが分かっている場合は、結果の値を、実際

の⻑さで割ることで、短縮率を求めることがで

きます。 

拡 張 メ ニ ュ ー  (Advanced Menu) に ⼊ り

"MODE"ボタンを押し、"Dist. To Fault in 

feet"を表⽰させます。少しすると、 

左のような画⾯になり、"1st"が点滅します。

周波数を変化させ、X が 0 になる⼀番低い周

波数を探し、"GATE"ボタンを押します。液晶

の右上が"2nd"になり、点滅したら、周波数を

上げて⾏き、X=0 となる周波数で、"GATE"ボタンを押すと結果が表⽰

されます。3D2V や 5D2V の短縮率は、約 0.67 なので、左の実測例で

は、24.9ft x .67 = 16.7ft = 5.1m となります。また、同軸の実際の⻑

さが、5m(16.4ft)だった場合、短縮率は16.4/24.9 = 0.66となります。 

IV-4. Resonance Mode tune for X=0 (共振モード) 

拡張メニュー (Advanced Menu)に⼊り"MODE"ボタンを押し、

"Resonance Mode tune for X=0"を表⽰させます。表⽰される X が 0

になるように周波数を変化させます。このときの周波数が共振周波数と

なります。ただし、アンテナ系を測定した場合、X=0 の周波数が実際の

アンテナの共振周波数となりません。これは、給電線の⻑さと波⻑の関

係に因ります。 

IV-5. Match Efficiency (整合効率) 

拡張メニュー (Advanced Menu)に⼊り"MODE"ボタンを押し、"Match 

Efficiency"を表⽰させます。 

整合効率は SWR を表⽰する別の⽅法で、反射波に対する進⾏波の⽐率

を表します。 

======================================= 

本ガイドは、MFJ-259B ファームウェア Ver. 3.35 をベースに作成され

ています。他のバージョンでは異なる場合があります。本書中の⾚字は

禁⽌事項です。本書と正規のマニュアルで差異がある場合は正規のマニ

ュアルが優先されます。本書は、正規のマニュアルを補完する目的で作

成されており、誤記などが無いように注意していますが、操作は、正規

のマニュアルに従ってください。操作の結果発⽣した障害や、不具合な

どについて⼀切の責任を負いません。 
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