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  A laboratory standard
  For calibrating working standards

 Working standard

  Capacitance measurement functions

 For substitution measurements  
 For calibrating instrumentation

 Stability: better than 0.02% full scale per year
  Settleable to 40 ppm

  Low temperature coeffi  cient, low losses

 Wide selection to suit needs

 3 diff erent models

Low-loss
 Variable Air Capacitors

Electronic cat/1482/09-15-03

The 1422 is a stable and precise variable air capaci-
tor intended for use as a continuously adjustable 
standard of capacitance. One of the most important 
applications is an AC bridge measurements, either as 
a built-in standard for substitution measurements. 
It is available in a variety of ranges, terminal confi g-
urations, and scale arrangements to permit selection 
of precisely the required characteristics.

Model 1422 Precision Capacitor

Two-terminal - The 1422-D is a dial-range, two-terminal capacitor, 
direct reading in total capacitance at the terminals.

Three-terminal - The 1422-CB and -CL are three-terminal ca-
pacitors with shielded coaxial terminals for use in three-terminal 
measurements. The calibrated direct capacitance is independent 
of terminal capacitance to ground, and losses are very low. The 
1422-CL has particularly low, constant terminal capacitance, mak-
ing it suitable for measurement circuits in which high capacitance to 
guard cannot be tolerated.

Construction - The capacitor assembly is mounted in a cast frame 
for rigidity. This frame and other critical parts are made of aluminum 
alloy selected to give the strength of brass with the lightness of 
aluminum. The plates of most models are also aluminum, so that all 
parts have the same temperature coeffi  cient of linear expansion.

A worm drive is used to obtain high precision of setting. To avoid 
eccentricity, the shaft and the worm are accurately machined as 
one piece. The worm and worm wheel are also lapped into each 
other to improve smoothness. The dial end of the worm shaft runs 
n a self-aligning ball bearing, while the other end is supported by 
an adjustable spring mounting, which gives positive longitudinal 
anchoring to the worm shaft through the use of a pair sealed, self-
lubricating, preloaded ball bearings. Similar pairs of preloaded ball 
bearings provide positive and invariant axial location for the main 
or rotor shaft. Electrical connection to the rotor is made by means 
of a silver-alloy brush bearing on a silver-overlay drum to assure a 
low-noise electrical contact.

Stator insulation in all models is a cross-linked thermosetting modi-
fi ed polystyrene having low dielectric losses and very high insula-
tion resistance. Rotor insulation, where used (Types 1422-CB and 
-CL), in grade L-4 steatite, silicone treated.

Accuracy - The errors tabulated in the specifi cations are possible 
errors, i.e., the sum of error contributions from setting, adjustment, 
calibration, interpolation, and standards. When the capacitor is in 
its normal position with the panel horizontal, the actual errors are 
almost always smaller. The accuracy is improved when the readings 
are corrected using the 12 calibrated values of capacitance given 
on the correction chart on the capacitor panel and interpolating 
linearly between calibrated points. Even better accuracy can be 
obtained from a precision calibration of approximately 100 points 
on the capacitor dial, which permits correction for sight residual 
eccentricities of the worm drive and requires interpolation over only 
short intervals. This precision calibration is available for the 1422-
CL model. A plastic-enclosed certifi cate of calibration is supplied, 
giving corrections to one more fi gure than the tabulated accuracy.

1422 Series1422 Series p. 1 of 2

Hideo　Kobo
テキストボックス
低損失可変エアキャパシタ

Hideo　Kobo
テキストボックス
1422はキャパシタンス標準値を連続的に変えられる、精密で安定した可変エアキャパシタです。最も重要なアプリケーションの一つはACブリッジ測定で、組込の標準として、あるいは置換測定の外部標準として使用できます。必要となる条件にぴったりと合うように幅広いレンジ、端子の種類、スケールの配置を選べます。
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テキストボックス
研究所用の標準
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テキストボックス
実用標準の校正
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実用標準
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テキストボックス
キャパシタンス測定機能
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テキストボックス
代替器の測定
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テキストボックス
機器校正用
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テキストボックス
安定度:  フルスケールで0.02%/年より良好
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テキストボックス
40ppmに安定可能
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低温度係数、低損失

Hideo　Kobo
テキストボックス
需要に応える幅広い選択
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３種類のモデル
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テキストボックス
1422Dはダイアルレンジ式の２端子キャパシタ－で、端子間の合計キャパシタンス値を直読できます。1422-CBと1422-CLは３端子キャパシタ－で３端子測定用のシールド付同軸端子が備わっています。校正されたダイレクトキャパシタンスは接地に対する端子キャパシタンスとは独立していて、損失は非常に低くなっています。1422-CLは特に低い、一定の端子キャパシタンス値を備えているので、接地に対する端子キャパシタンスが高いと問題がある場合の測定回路用に適しています。構造: キャパシタ－アセンブリーは鋳造フレームに取り付けられているので非常に堅牢です。フレーム及びその他の重要なパーツは特別なアルミ合金でできているので真鍮の強度とアルミの軽さを備えています。ほとんどのモデルのプレートもアルミ製なので全てのパーツは同じ温度係数・線膨張係数を持っています。精密なセッティングを可能とする為にウォームギア駆動方式を採用しています。シャフトとウォームギアは偏心を防ぐために一つの部品として加工され、ウォームギアとウォームホイールの動きがスムーズになるように組み合されています。ウォームシャフトのダイアル側の端は自動調心ベアリングで支えられ、一方、その反対側の端は調整可能なスプリングのマウンティングで支えられていて、シールされた一対の組込み自己潤滑式ボールベアリングがウォームシャフトを長手方向にしっかりと固定しています。同様の組込まれた一対のボールベアリングがメインシャフト/回転シャフトの軸をしっかりと固定しています。回転子との電気的接点は銀メッキされたドラムと銀合金のブラシの構造になっているので低ノイズの電気的接点になっています。
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全てのモデルの固定子の絶縁はクロスリンクの熱硬化性修飾ポリスチレンが使われているので、低誘電損失で非常に高い絶縁抵抗を備えています。回転子の絶縁は、シリコン処理が施されたL-4グレードのステアタイト（1422-CBと-CL)が使用されています。確度: 仕様書に表示されている誤差は可能誤差で、設定、調整、校正、補間、標準に起因する誤差の合計です。キャパシタ－が正常の位置にあり、パネルが水平であれば実際の誤差はほとんどの場合、この誤差より小さい値です。測定値の確度は、キャパシタ－パネル上の補正表と、校正点間をリニアに補間した１２の校正値を使用する事で改善されます。キャパシタ－ダイアル上の約１００個所を精密に校正する事でウォーム機構の偏心を起因とする目盛りのズレを補正し、補間補正の間隔が少なくなり、更に確度は良くなります。この精密な校正法はモデル1422-CLで利用できます。仕様表に示されている値より一桁良い値の校正証書が添付されます。



ORDERING INFORMATION

Accuracy: 1422 Precision Capacitors
Type 1422

Two-terminal
Type 1422-D  

     Three-terminal
       Type 1422-CB

Three-terminal
Type 1422-CL

Capacitance Range (Min/Max) 100/1150 pF    35/115 pF            50/1100 pF         10/110 pF

Scale, pF/Division 0.2                           0.2                  0.2           0.02

Initial Accuracy: Picofarads
Direct-Reading (Adjustment): Total Capacitance 1.5*                         0.3*

                       
                1.5            0.1

With Corrections from Calibration
Chart (supplied)                      Total Capacitance                                                       0.04

With Corrections from Precision
Calibration (extra charge)       Total Capacitance                                                                 0.01

Residuals (typical values):
Series Inductance, μH                                  
Series Resistance, Ω at 1 MHz                    

0.06                       0.10
0.04                         0.05

  
 0.14
0.1

          0.13
           0.1

Terminal Capacitance, pF, typical
high terminal to case
low terminal to case

min/max scale
min/max scale

36/35
58/53

         34/33
         58/55

* Total capacitance is the capacitance added when the capacitor is plugged into a 777-Q3 Adapter

SPECIFICATIONS 

Stability:  Capacitance change with time < 1 scale division (0.02% of 
full scale) per year                                                                               
              Long-term accuracy can be estimated from the stability and 
the initial accuracy.

Calibration:  Measured values (supplied) are obtained by compari-
son at 1 kHz, with working standards whose absolute values are 
known to and accuracy of ± (0.01% + 0.0001 pF). Each comparison 
is made to a precision better than ±0.01%. The values of the working 
standards are determined and maintained in terms of reference stan-
dards periodically calibrated by the National Institute of Standards 
and Technology. The indicated value of total capacitance of a two-
terminal capacitor is the capacitance added when 1422 Capacitor is 
plugged into a 777-Q3 Adapter *. The uncertainty of this method to 
connection is approximate ± 0.03 pF.

* Gilbert Engineering Part Number 0777-9703.     

Resolution: Dial can be read and set to 1/5 of a small division, i.e. to 
0.004% of full scale. BACKLASH: Negligible for any setting reached 
consistently from lower scale readings; <0.004% of full scale, for set-
tings reached from alternate directions.

Temperature Coeffi  cient: Approximately +20 ppm/°C, for small 
temperature changes.

Residual Parameters: See table above. Series resistance varies as 
√

−
fƒ for ƒ > 100 kHz; negligible, for ƒ < 100 kHz.

Frequency Characteristic: 2-terminal model, see Figure 1. 3-termi-
nal models: 20 and 40 MHz (approximately) resonant frequency for 
1422-CB and -CL (each section), respectively.

Dissipation Factor: 2-terminal, loss primarily in stator supports of 
low-loss polystyrene (the product DC = 10-14), 3-terminal, estimated 
D < 20 x 10-6.

Insulation Resistance: > 1012 Ω, under standard conditions 
(23°C, RH < 50%).

Maximum Voltage: 1000 V pk (all models)

Terminals: 2-terminal Model: Jack-top binding posts at standard 
(0.75 in) spacing. Rotor terminal connected to panel and shield.     
                   3-terminal Models: Locking G874 coaxial connectors.

Mechanical:  Lab-bench  cabinet.

Dimensions: 17.8 cm H x 24.2 cm W x 21.5 cm D                         
                      (7" x 9.5" x 8.5").

Weight:  (depending on model): 4.8 to 5.7 kg (10.5 to 12.5 lb.)net, 
7 kg (15 lb.) shipping.

Catalog No: Item Name Calibration

1422-9704 1422-D Precision Capacitor 12 points

1422-9916 1422-CB Precision Capacitor 12 points

1422-9933 1422-CL Precision Capacitor 12 points

1422-9508 1422-CLP Precision Capacitor ~100 
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Low-loss
 Variable Air Capacitors
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Electronic cat/1422 p2/02-26-06
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低損失可変エアキャパシタ
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仕　様
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　 確度
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1422精密キャパシタ－タイプ1422
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２-端子タイプ1422-D
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テキストボックス
３-端子タイプ1422-CB
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３-端子タイプ1422-CL
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キャパシタンス範囲(最小/最大)
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スケール　pF/目盛り
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初期確度: ピコファラッド　直読値(調整): 合計キャパシタンス
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校正表（添付）からの補正　合計キャパシタンス
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テキストボックス
校正表（別途有償）からの補正　合計キャパシタンス
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残留値（典型値）直列インダクタンス、μH 直列抵抗、1MHzでのΩ
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テキストボックス
端子キャパシタンス、pF、（典型値）ハイターミナル - ケース　ローターミナル - ケース
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テキストボックス
＊合計キャパシタンスはキャパシタ－が777-Q3アダプターに接続された時に加えられたキャパシタンスです。
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安定度: 　キャパシタンスの経年変化　＜1目盛（フルス　　　　　 ケールの0.02%）/年　長期確度は安定度と初期　　　 　確度から推定可能です。校正: 測定値（添付）は確度±(0.01%+0.0001pF)の既知の絶対値を持つ実用標準と1kHzでの比較した結果です。各比較は±0.01%以上の精密度で行われています。実用標準の値は、NISTにより定期的に校正されている常用参照標準により決められ、維持されています。上の表の２端子キャパシタ－の合計キャパシタンスは1422キャパシタ－が777-Q3アダプター＊に接続された時に加えられたキャパシタンス値です。この方法の確度は約±0.03pFです。
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＊ギルバートエンジニアリング・パーツ番号 0777-9703
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絶縁抵抗値: １０１２Ω（23℃、相対湿度＜50%の標準条件下）最大電圧: 1000Vピーク（全モデル）端子: ２端子モデル: ジャックトップバインディングポ      スト（標準間隔0.75インチ）ローターターミナル      はパネルとシールドに接続　　　 ３端子モデル: ロック式G874同軸コネクター　形状: 卓上型　大きさ: 17.8cm H x 24.2cm W x 21.5cm D(7” x 9.5” x 8.5”) 重さ（モデルによる）: 4.8～5.7kg (10.5～12.5ﾎﾟﾝﾄﾞ)正味、7kg (15ﾎﾟﾝﾄﾞ)搬送用梱包時
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分解能: ダイアルは１目盛りの1/5、すなわちフルスケール　   の0.004%まで読め、設定できます。バックラッシュ: 低　い値から上げて設定した場合はほとんど無視でき、高い　    値から下げて設定した場合はフルスケールの0.004%以下。温度係数: 約+20ppm/℃（小さな温度変化時）残留パラメータ: 上の表を参照。直列抵抗値はf>100kHzでは　    √fの関数として変り、f<100kHzでは無視できる。周波数特性: ２端子モデルは図1参照　　　　　　 ３端子モデルは1422-CBと-CLでそれぞれ約20MHz             と40MHzの共振周波数損失ファクター: ２端子: ステーターを支えている低損失ポリス   チレンが主原因のDC=10-14　               ３端子: およそ D<20x10-6
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オーダー情報


	IET_catalog和文 66
	IET_catalog和文 67



