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電源 On/Off ボタン 

 
バックライト On/Off ボタン 

 
数値 UP ボタン 

 
Run/Stop ボタン 

 
数値 Down ボタン 

 
テストモード選択ボタン 

 
キャリブレーション&ゼロセットボタン 

 
波長選択ボタン(不使用※) 

 
計測値保存ボタン 

※注：波長選択ボタンは WPM16 波長自動計測の為不使用 

 

 

 
“Power Meter Mode” 光パワーメータモードの表示 

    
“入射損失 IL”モードの表示 

 
波長表示 

 
波長表示単位 

 
バッテリー表示 

 
レーザ出力表示 

 
光レーザパワーの計測値及び保存された値の表示 

 
計測値単位 

 

製品 自動波長計付き光パワーメータ 

型名 PPI-WPM-16 操作マニュアル 
【警告及び注意事項】 

機器に適合したシールドケーブル及び AC アダプタを使用してください。火災の原因とな

ります。 

本マニュアル使用以外での使用はやめてください。故障の原因となります。 

【無償保障について】 

機器の無償保証期間は出荷後１年間です。 

お客様の対象機器に不具合が発生し、当該機器の故障であるとお客様にて判断された 

場合に電話、メール、ＦＡＸ等で弊社受付までご連絡ください。 

この時、機器の型番（モデル名）、製造番号（シリアルナンバー）、故障時の接続、 

具体的な症状をお伝えください。 

【問合せ先】 

データコントロルズ株式会社 

TEL：03-3836-5611 FAX:03-3836-5614 E-mail：support@dci.jp 

平日 9：00～17：00（弊社休日、土日、祝日及び年末年始を除く） 
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1. LCD 液晶表示パネル 

1)動作モードの表示例 

   

＜光パワーメータモード＞  ＜外部標準レーザを用いた入射損失計測モード＞ 

 

2)バッテリ残量表示 

バッテリ残量表示は下記の 3つのレベルに分かれて表示されます。バッテリ交換

時、表示は 1秒間隔で点滅します。 

フルバッテリ：  バッテリ残量少量： ： 要バッテリ交換：  

 

2. キーボタンの使い方 

１） On/Off ボタン 

-WPM ON ：LCD が表示されるまで ON/OFF ボタンを押す 

-WPM OFF ：ボタンを押し、その後 On/Off ボタンを離す 

２） LCD バックライトボタン 

-このボタンが押される度に LCD バックライトが On/Off する 

-夜間や暗い場所で LCD 画面が見えない時等この LCD バックライトは 

有効です。 

３） デバイスモードボタン 

-このボタンは光パワー計測モード(PM)と外部レーザによる入射損失モード

(PMIL)の切替に使用 

-押す度に動作モードが変わります PM⇒PMIL⇒PM 

 

４） 波長ボタン(λ) 

-不使用 

５） UP/Down ボタン 

保存された数値を確認する時に使用。8)保存ボタンを参照 

６） ゼロボタン 

次章３の操作手順を参照 

７） エンター＆メニューボタン 

データの保存と保存されたデータの確認 

８） 保存ボタン 

-“保存(Store)ボタン”を使って PM(光パワーメータ)、PMIL(入射損失 

メータ)の計測データを保存する 

-ボタンを押すと、計測値は保持され、下図右で示すように LCD 液晶部の 

ストアモード画面に表示されます。青い点線で囲われた表示値はその後 

点滅する。 

 ⇒  

-表示値が点滅している間、“Enter&Menu”ボタンを押すと、表示値は保存さ

れます。“Store ボタン”が押された場合、表示値は保存されずに LCD 画面

は計測モード画面に戻ります。 

 

-保存する値が点滅時に、Up／Down ボタンを押すと、前回保存した値が 

チェックできます。その際、計測された値は保存されません。 

 

-計測値を一度保存すると、Up/Down ボタンで確認できます。 
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-計測値を保存した後、Store ボタンを押すことで、LCD 画面は計測モード 

画面にもどります。 

-保存した値を削除する場合、保存モード画面で削除したい値を Up/Down で

表示させ、その後 Zero ボタンで削除。Zero ボタンを 2秒以上押すことで 

保存された値を一括削除することもできます。 

※保存モード画面の“波長表示(Wavelength Display)”で示される数値は 

保存された値の波長とシリアル番号を示します。 

-1000 桁と 100 桁は波長を示します 

-1～16 の番号は各波長を次の順に表します： 

1XX [1270nm], 2XX [1290nm], 3XX [1310nm], 4XX [1330nm], 5XX [1350nm], 

6XX [1410nm], 7XX [1430nm], 8XX [1450nm], 9XX [1470nm], 10XX [1490nm], 

11XX [1510nm], 12XX [1530nm], 13XX [1550nm], 14XX [1570nm],  

15XX [1590nm],16XX [1610nm] 

-10 桁と 1桁は<シリアル番号>：01～99(数値が大きい程後に保存された 

データとなります) 

 

-保存データのメモリーは波長毎に並べられていません。従って保存された

データは波長ごとに区分されることなく保存された順に表示されます。 

 

3. 操作手順 

1）PM：パワーメータ（光計測モード） 

計測方法 

a. テストパワーの承認方法。初期のモードは PM:光計測モード 

他のモードを使いたい時、PM モードからデバイスモードを押して他のモードを

選択 

b. PM モードを選択した場合、計測された入力パワーのデータが表示されます。 

-波長選択 

波長は自動的認識されます：1310/1490/1550/1625 μm 

-Zero セット 

計測値が読込まれた値と異なる場合、Zero ボタンを押してオフセットを 

制御する 

a.WPM と光源の間に参照コードを接続する 

b.レーザ光源を ON にする 

c.計測値が点滅している間ゼロボタンを押し、ゼロセットにする 

 

d.Up/Down ボタンでレーザ光源の示す実際値と同じ様にセット 

e.ゼロボタンを押してセット完了する 

 

-ゼロセットをデフォルト（工場出荷時）戻す 

a.ゼロボタンを 2秒以上長押し 

b.LCD 部に下記のように“RESET”が 1 秒程表示され、これによりゼロセット値

がデフォルトに戻り、通常の計測状態に戻ります。 

 

-保存方法 

２）キーボタン方法の 8)保存ボタンを参照してください。 
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2)PMIL(外部レーザによる入射損失計測) 

-操作方法 

a.デバイスモードで PMIL(外部レーザによる入射損失計測)モードを選択 

b.ケーブル又は被テストデバイス（DUT）を外部レーザ光源と WPM パワーメータ

の間に接続する 

c.Enter&Menu ボタンを押し、PMIL 計測を行う。ケーブルテストに先だってゼロ

セット(キャリブレーション)を行う 

 

-ゼロセット 

a.参照コードを外部レーザ光源と WPM の間に接続する 

b.Enter&Menu ボタンを押し、PMIL を行う 

c.計測値が安定したら、ゼロボタンを押す。この時計測値は点滅します。 

 

d.ゼロボタンを押し、終了。この時計測値は 0.00dB となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ゼロセットをデフォルト（工場出荷時）戻す 

a.ゼロボタンを 2秒以上長押し 

b.LCD 部に下記のように“RESET”が 1 秒程表示され、これによりゼロセット値

がデフォルトに戻り、通常の計測状態に戻ります。 

 

-保存方法 

２）キーボタン方法の 8)保存ボタンを参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


