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Agenda

１.機器の構成と基本知識

2. 「回線試験」編

3. 「ＲＦＬ法探索」編

4. 「ＴＤＲ法探索」編

5. 「ループ確認」編



メタル線路故障位置探索器 FL-Xの構成
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バッテリー残量ランプ

・FL-X本体
ﾘﾁｳﾑ電池内臓（６時間充電/１０時間使用可能）

・充電器による充電可能

・測定用テストケーブル 各３m(黒・赤・緑・青・黄)

・ﾀﾌﾞﾚｯﾄとのWi-Fi接続（有線ケーブルも使用可能）

・生活防水仕様

操作部（タブレット）

測定部

・ＦＬーＸ専用タブレットWindows.（ｱﾝﾄﾞﾛｲﾄﾞ）

※他のアプリ等を入れてパソコン使用ができません

・ﾘﾁｳﾑ電池内臓（６時間充電/１３時間使用可能）
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故障の種類(一覧)

種類 内容

断線
（Ｄ ⇒Ｌ1-Ｌ2D／Ｌ1Ｄ、Ｌ2Ｄ）

電話回線等が電気的に導通不能の状態。

地気
（Ｅ ⇒Ｌ1-Ｌ2Ｅ／Ｌ1Ｅ、Ｌ2Ｅ）

電話回線等と大地が電気的に導通した状態。

絶縁不良
（ＩＮＳ⇒Ｍ-ｉｎｓ／Ｌ1ｉｎｓ、Ｌ2ｉｎｓ）

電話回線等の絶縁抵抗値が規格値未満。

電流故障
（Ｃ ⇒Ｌ1Ｃ、Ｌ2Ｃ）

他の現用回線から電流が流れ込む状態。

自己混線
（ＳＣ）

電話回線等で、L1線とL2線の導体間が
電気的に接触した状態。
他の回線と接触している場合は他混と呼ぶ。

雑音
（ザ）

電話回線に雑音が混入する現象。

漏話
（モレ）

電話回線等で一回線から他回線への
不要ｴﾈﾙｷﾞｰの伝達現象。



故障位置探索方法の特長

TDR（パルス方式）

概要

回線に送出したパルスの反射時間と伝搬速度との関係を
波形として表示。反射波形の向きと位置から不良位置距離
を推定する方法。
※断線・自己混線等の測定が可能

メリット

断線の測定が可能、測定可能距離は１２km。
ＭＤＦ（配線盤等）、電柱いずれもから測定が可能
※測定ケーブルの終端をストラップしなくてもよい

デメ
リット

ガスダムをパルス波が通りにくい所がある
マルチ分岐を一画面に表示し、故障の判断がしにくい

RFL（抵抗測定方式）

概要

ホイートストンブリッジの原理により、良線と不良線をｹｰﾌﾞﾙ
間でストラップ（ループ)し、故障位置までの抵抗値を測定、
測定した抵抗値から故障位置を推定する方法。

メリット
地気・絶縁不良測定に特にすぐれており、測定可能距離も
３５km。 色々な線径(抵抗値/km)に対応できる。
TDR測定と比べ絶縁抵抗が高い場合も測定可能。

デメ
リット

測定には良線が必要となる
断線測定は不可
測定を行うためには、終端ストラップのため
一度電柱へ移動する必要がある
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・下向きの波形が表示される故障
インピーダンスが低く変化する故障
ショート 、分岐、絶縁不良…等

TDR(パルス方式)とは

断線、終端開放

分岐

Time Dmain Reflection
→時間領域反射
故障の種類や設備によって表示される波形の向きが異なります。

・上向きの波形が表示される故障
インピーダンスが高く変化する故障
断線（両断、片断） 、終端開放、接続点…等

ショート

接続点

自己混線の波形



7

ＴＤＲ(パルス測定)での波形の見方

断線・自己混線・接続・分岐等が波形として表示されます。

左が測定器側で右がケーブル終端側となります。

上下に波形が変化する最初の部分にカーソルを合わせ、測定点からの

距離を表示します。

※マルチ分岐があっても、１つの波形で表示されます。

Ｍ
Ｄ
Ｆ

FL-X ↑マルチ分岐をなるべく避けると判断しやすくなる
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ＴＤＲ(パルス測定)での注意点

＜波形が見ずらい場合＞

①マルチ回線で故障位置がわかりずらい場合、不良線と同ルートの良線を

測定し波形を重ね合わせし比較する。

マルチ回線で故障位置がわかりずらい場合など

②距離レンジを変更すると波形が見やすくなる場合があります。

(例) 測定実長が300mの場合、500mレンジに変更して再測定する

③パルス波形が乱れるときは、外来電圧やノイズの影響を受けています。

＜波形が出ない時の対応＞

ガスダムの種類によりパルス波形が確認できない場合があります。

その場合は、立ち上がりや切り分け点からTDR測定をしてください。

波形同時表示 波形差分表示
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Resistive Fault Location

→抵抗故障点探索

ホイートストンブリッジの原理を
使用して線路抵抗を測定
故障点までの抵抗を距離に換算

RFL(抵抗測定方式)とは

接続と区間設定 測定結果画面



ＲＦＬ(抵抗測定)での注意点

１）測定する不良線と同ルートの良線が必要です。

◎ 良線がない場合は、程度の良い回線(10MΩ以上)を２本使用し測定します。

良線の絶縁抵抗が低いと測定結果の誤差が大きくなります。

２) 幹線から分岐線側にある故障点は、その接続点で故障位置を表示します。

＜測定の流れ＞

①. ループしたルート上に故障がある場合、直読で距離（②)が表示されます。

③分岐線側に故障がある場合は、接続点の距離が表示されます。

③でループしRFL測定した場合、④で結果表示（④から①の間に特定）

①にループ場所を変更して、再測定します。（ ②で結果表示）

Ｍ
Ｄ
Ｆ

FL-X

①

④

（〇〇m）

10
③

②

×
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現場環境での機器の対応と注意点

１）測定する回線は、空回線であり電圧が無いこと

ノイズや電圧は測定誤差の原因となります。

高電圧が印可されている場合は、測定器を破損する恐れがある。

２）区間により線種、線径が異なる場合

TDR(パルス方式) ・・・・ 線の種類により伝搬係数が異なります。

切り分けを行うことで誤差を少なくして

探索が可能です。

RFL(抵抗測定方式) ・・・・ 測定するケーブルの心線径毎の

線径と区間長を、

測定場所からストラップ点までを

順番に入力してください。



12

Agenda

１. 機器の構成と基本知識

2. 「回線試験」編

3. 「ＲＦＬ法探索」編

4. 「ＴＤＲ法探索」編

5. 「ループ確認」編



メイン画面 操作方法

接続方法の選択(有線)

無線で接続できない場合は、有線で接続を⾏ってください
本装置とタブレットを付属の有線接続ケーブルで接続します

接続方法の選択(無線)

通常の接続⽅法になります
FL-X本体とタブレットをWi-Fi による無線接続で接続します

電池残量
タブレットの電池残量を表示します
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メイン画面 操作方法

接続状態アイコン
接続状態を表示します

回線試験
測定対象となる回線の直流電圧、静電容量、絶縁抵抗を
測定します。測定内容から故障内容を判定し、故障内容に
適した試験方法を表示します

14



回線試験画面 操作方法

接続図
測定モードに即した接続方法が表示されます
接続図に従い、本装置と回線を接続してください

測定開始ボタン
回線試験を開始します

回線試験モード選択
回線試験の試験モードを選択します
・スピードモード…短い時間で試験を
行いたいときに有効なモードです
・高精度モード…高精度で試験を
行いたいときに有効なモードです
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回線試験画面 操作方法

黄色の項目は、
規格値ｵｰﾊﾞｰを示します

回線試験測定結果
回線試験の測定結果を表⽰します

項目をタップすることで個別の
測定も可能です

直流電圧(V)

電圧の測定結果を
表示します

回線試験判定結果
回線試験の測定結果から、
故障内容と故障位置特定に
適した測定方法を表示します

試験画面移動ボタン
タップすることで、
試験画面へ移動します絶縁抵抗(Ω)

絶縁抵抗の測定
結果を表示します

静電容量(μF)

静電容量の測定
結果を表示します
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回線試験画面 操作方法

戻る
メイン画面に
戻ります結果保存

試験結果を指定フォルダ及びUSBﾒﾓﾘｰ
へ保存します(CSV 形式)

結果読込
指定されたフォルダから、試験結果を読
み込みます

履歴読込
測定後、結果は自動で保存され
1000件まで参照することができます

コメント編集
試験した結果にコメントを追加します
コメントは履歴読込と結果読込時に
表示されます

17
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メイン画面 操作方法

RFL(抵抗測定方式)
ホイートストンブリッジの原理を使用して
線路抵抗を測定し、故障点までの抵抗を距離に換算して
故障位置を特定する手法です

地気・絶縁不良・自己混線の故障位置特定に有効です
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RFL測定のｹｰﾌﾞﾙ種別の設定方法

20

故障抵抗基準 0～1GΩ

ループ抵抗 0～100KΩ

👈設定値がない場合は、
独自に設定可能です



RFL(抵抗測定方式) 測定画面 操作方法

故障状態選択
故障状態を選択します
・L1-L2…L1-L2間に故障がある場合に使用します
・L1-E…L1-アース間に故障がある場合に使用します
・L2-E…L2-アース間に故障がある場合に使用します

測定モード選択
・良線一本法…良線1本、不良線1本、
※通常の探索方法です
・良線二本法…良線2本、不良線1本、
※測定用の良線がない場合に使用し
ます（Ｐ１２,参照）

距離入力欄
区間ごとの距離を設定します
測定結果の抵抗値と大きく異なる場合、
結果画面にて警告表示が表示されます

心線径入力欄
区間ごとの心線径を設定します
※設定値が、実際の心線径と異なっていた場合
太い線径で選択した･･･故障位置が近くに出る
細い線径で選択した･･･故障位置が遠くに出る

接続図
測定モードに即した接続方法が表示されます
接続図に従い、本装置と回線を接続してください

測定開始ボタン
RFL測定を開始します

21



RFL(抵抗測定方式) 測定結果画面 操作方法

測定結果
RFL の測定結果が表⽰されます

測定結果画面からでも、測定開始を
押して再度測定が可能です

故障区間は黄色で
表示されます

測定画面に戻ります

測定時に選択した
故障状態と測定
モードを表示します
設定を変更後、
再測定も可能です
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メイン画面 操作方法

TDR(パルス方式)
ケーブルにパルスを引加し、反射波形を観測することによって
故障位置を特定する手法です

断線・自己混線の故障位置特定に有効です

・上向きの波形が表示される故障
インピーダンスが高く変化する故障
断線(両断、片断)、接続等

・下向きの波形が表示される故障
インピーダンスが低く変化する故障
自己混線、分岐、等

自己混線の波形
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TDR(パルス方式) 測定画面 操作方法

測定モード選択
測定モードの選択を行います
・シングル測定…1つの回線について、
測定波形を表示します(ワニグチ黒–赤)

・比較測定…2つの回線について、
同時に測定波形を表示します(黒–赤・青-黄)

良線との比較等に使用できます距離レンジ
測定範囲を
選択します

伝播速度
ケーブルを伝わるパルスの速度を設定します
表示される距離と実際の位置が異なる場合、
伝播速度の設定により補正が可能です。

実際より手前に波形が表示される場合 0.66 → 0.65に
実際より後ろに波形が表示される場合 0.66 → 0.67に

パルス幅
出力するパルスの幅を指定します
距離が長い場合：減衰に耐えられるように
十分な幅の出力が必要
距離が短い場合：反射波と重ならないように短
い幅の指定が必要

利得
信号を増幅する
度合いを指定します
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TDR(パルス方式) 測定画面 操作方法

接続図
測定モードに即した接続方法が表示されます
接続図に従い、本装置と回線を接続してください

測定開始ボタン
TDR測定を開始します

リアルタイム測定ボタン
連続して波形の表示を行います。

短時間で、測定対象の状態が細
かく変化している場合に有効な測
定方法です。
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グラフ拡大画面への移動ボタン
グラフ拡大画面では、通常の操作に加えて表
示の切り替えや、メモリ比較機能、倍率選択な
ど故障点を見つけやすくする機能を
使用することが可能です



TDR(パルス方式) 測定画面 操作方法

bお
カーソル差分位置表示
CH1・CH2のカーソル位置の
差分距離を表示します

測定結果
測定結果の波形が
表示されます

bお
カーソル位置表示
CH1・CH2のカーソル位置の
距離を表示します
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TDR(パルス方式) グラフ拡大画面 操作方法

ズームボタン
グラフの選択範囲を
拡⼤して表⽰します

bおｔ
Y倍率ボタン
選択後、 をタップすると
波形を拡⼤・縮⼩できます

CH1・CH2ボタン
選択すると、距離測定用のカーソルが表示されます
(CH１：赤 CH2：青)

大きく波形が変化する位置にカーソルをあわせてください

ガイド点ズーム戻るボタン
ズームで行った拡大表示を
戻します

回線1・回線2ボタン
波形を表⽰する回線を指定します
(回線1：⾚回線2：⻘)

ガイドボタン
波形変化がある
位置にガイド点を
表示します
ガイド点にカーソル
を合わせ距離を
確認してください

測定開始ボタン
TDR測定を開始します

リアルタイム測定ボタン
リアルタイムに波形の表示を
行います。短時間で、測定対象の
状態が細かく変化している場合に
有効な測定方法です。

例：短絡、絶縁を繰り返して
いる状態など
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TDR(パルス方式) グラフ拡大画面 操作方法

メモリ表⽰ボタン
メモリ保存した波形
を表⽰します

メモリ保存ボタン
測定した波形を⼀時的に保存します
保存した波形の情報は、メモリ情報欄に表
⽰されます

同時表示ボタン
回線1・回線2 の波形
を同時に表示します

M1・M2メモリ情報欄
メモリ保存した波形の情報を表示します

差分表示ボタン
2 つの回線の差分波形を表示します。差分表⽰を
すると、波形が異なる部分を表示できます

使用例：良線と故障線を差分表示することにより、
故障線波形の特徴を抽出
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TDR(パルス方式) グラフ拡大画面 操作方法

Y軸倍率
表⽰されているグラフの縦⽅向の倍率を
変更することができます(dB 単位)

グラフ選択
グラフの種類を選択することができます。
強調…変化量のグラフを表⽰します(標準設定)

標準…測定データのグラフを表⽰します
最適…測定データを⾒やすくしたグラフを表⽰します

30
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メイン画面 操作方法

ループ確認
回線のループを確認できます
回線のL1-L2を終端でストラップし、測定を行います

32

戻る
メイン画面に
戻ります

ループ抵抗値



ループ確認 操作方法

接続図
測定モードに即した接続方法が表示されます
接続図に従い、本装置と回線を接続してください

ループ状態
回線ループ試験の
結果が表示されます

確認結果
L1-L2間でループが確認されると“〇”と
表示されループ音が鳴ります
ループ音の有無は設定により変更が可能です
L1ループが取れないと“×”が表示されます

測定開始ボタン
ループ試験を開始します

戻る
メイン画面に
戻ります
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