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  Shielded toroidal cores for small mutual induc-

   tance and minimal eff ect from external fi elds
  Sealed against moisture for long-term stability
  Excellent as a moderately precise standard of

   inductance
 High-Q, 200 and above

High Accuracy
 All-Purpose  Decade Inductor

Electronic cat/1482/09-15-03

The 1491 Decade  Inductor is an assembly of several De-
cade- Inductor Units in a single metal cabinet. The units 
have no electrical connection to the panel, but a separate 
ground terminal is provided, which can be connected to the 
adjacent low terminal, leading to the smallest decade.

Model 1491 Precision Inductor

Figure 1: Percentage change in normal  and incre-
mental inductance with ac and bias current. Incremen-
tal curve is limited to and ac excitation less than I1.
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Figure 2: Variation of inductance with frequency 
for the 1491 Decade Inductors. Figure 3: Variation to Q for the maximum inductance 

at low excitation levels. Dashed curves correspond to 
use with chassis fl oating.

These inductance decades are convenient elements for use in wave 
fi lters, equalizers, and tuned circuits throughout the range of audio 
and low radio frequencies. As components in oscillators, analyz-
ers, and similar equipment, they are especially useful during the 
preliminary design period, when you need to vary circuit elements 

over relatively wide ranges to determine optimum operating values. 
As moderately precise standards of inductance they have values of 
low-frequency storage factor, Q, that are much larger than those of 
air-core coils.

Electronic cat/1482 p1/07-09-04

Electronic cat/1491 p1/07-09-04

Hideo　Kobo
テキストボックス
高確度可変インダクタンス

Hideo　Kobo
テキストボックス
1491可変インダクタンスは複数の可変インダクタンスユニットを一つの金属キャビネットに納めた製品です。ユニットとパネルは電気的に接続されていませんが、各ユニットに接地端子が備わっており、隣接するローターミナルに接続し、最下桁のユニットのローターミナルまで接続できます。

Hideo　Kobo
テキストボックス
トロイダルコアはシールドされているので、相互インダクタンスは小さく、外部からの磁場の影響は最小限

Hideo　Kobo
テキストボックス
湿気を防ぐために密封されているので長期間安定

Hideo　Kobo
テキストボックス
中精度の標準インダクタンスとして最適

Hideo　Kobo
テキストボックス
200以上の高いQ値

Hideo　Kobo
テキストボックス
1491可変インダクタンスは波形フィルター、等価器、音声からラジオの領域の周波数共振回路用として便利な要素です。　設計初期の段階では相対的に広いレンジにわたる最適な動作値を決めるために回路の要素を変えてみる必要があり、そうした場合に発振器、分析器等の部品として、特に役立つ装置です。

Hideo　Kobo
テキストボックス
　

Hideo　Kobo
テキストボックス
図１:  ＡＣとバイアス電流に伴うインダクタンスのノーマル及び増分の百分率変化。　増加曲線はI1で制限され、AC励起もI1以下です。

Hideo　Kobo
テキストボックス
図２: 1491可変インダクタンスの周波数に対するインダクタンスの変化

Hideo　Kobo
テキストボックス
図3: 低励振レベルでの最大インダクタンスのQ値変化。破線はフローティング筐体使用時。



ORDERING INFORMATION
                                                       
1491-9704 1491-D, Decade Inductor,   11.11 H,    1 mH/Step 1491-9707 1491-G , Decade Inductor, 11.111 H,  100 μH/Step

SPECIFICATIONS 

Frequency Characteristics: Percentage increase in eff ective 
series inductance (above the zero-frequency value, Lo) may be 
obtained by interpolation in accompanying graph (see Figure 2) for 
any setting to the highest-value decade used, when LOW terminal 
is grounded to cabinet.

Zero Inductance: Approximately 1 μH 

Maximum Voltage: 500V rms. Switch will break circuit at 500V if 
turned rapidly, but voltages above 150V may cause destructive arc-
ing with switch between detent positions.

Accuracy (Low Frequency, Low Signal Level):                                                                                             

Inductance Per Step

Model 100 μH 1 mH 10 mH 100  mH  1 H
1491-9704 N/A  ±2% ±1.6%  ±0.8%  ±0.8%
1491-9707 ±2%  ±2% ±1.6%  ±0.8%  ±0.8%

Change in Inductance with Current: Fractional change in initial 
inductance with AC current for each type of toroid is shown in the 
normal curves, Figure 1, in terms of the ratio of the operating cur-
rent, I, to I1 the current for 0.25% change, solid line (0.1%, broken 
line). For ratios below unity, inductance change is directly propor-
tional to current. Values of I1, listed below, are approximate and are 
based on the largest inductor in the circuit for each setting.

Storage Factor Q: See Figure 3.

dc Resistance:  Approximately 45 Ω per Henry.

   

Incremental Inductance: DC bias current IB will reduce the initial 
inductance as shown in the incremental curves, Figure 1.

Storage Factor Q: See Figure 3.

DC Resistance:  Approximately 45 Ω per Henry.

Temperature Coeffi  cient: Approximately -25 ppm/°C between 16° 
and 32° C.     

Terminals: Binding posts on ¾-in centers; separate ground termi-
nal provided.

Mechanical: Lab-bench cabinet.

Dimensions: 22.3 cm H x 43.2 cm W x 16.6 cm D                    
(8.75" x 17" x 6.5 ").

RMS I1 (mA)

Switch Setting 0.1% 

Increase 

0.25% Increase 

 100 μH
Inductance per Step                      
 10 mH           100 mH     1 H 

1 141 17 5.4 1.7 .54

2,3,4 100 12 3.8 1.2 .38 

5,6,7,8,9,10  63 8 2.4 0.8 .24

Maximum I 4 A 1.5 A 500 mA 150 mA 50 mA
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High Accuracy
 All-Purpose  Decade Inductor

Electronic cat/1491 p2/05-26-05

Hideo　Kobo
テキストボックス
高確度可変インダクタンス

Hideo　Kobo
テキストボックス
仕　様

Hideo　Kobo
テキストボックス
オーダー情報

Hideo　Kobo
テキストボックス
周波数特性: ローターミナルがケースの接地に接続されている場合、使用されている最上位桁ディケード（設定値が幾つであれ）の有効な直列インダクタンス（周波数０以上でのLo）の百分率増加は、図２のグラフを補間する事で得られます。

Hideo　Kobo
テキストボックス
ゼロインダクタンス: 約1μH

Hideo　Kobo
テキストボックス
最大電圧: 500V（実効値）500Vでスイッチを速く切り替えると回路が切れますが、約150V以上の電圧ではスイッチの切り替え途中の位置でスイッチを壊す放電が発生する場合があります。

Hideo　Kobo
テキストボックス
確度（低周波数、低信号レベル）：

Hideo　Kobo
テキストボックス
インダクタンス/ステップ

Hideo　Kobo
テキストボックス
電流によるインダクタンス変化:  各トロイドタイプのAC電流に対する初期インダクタンスのわずかな変化が図１のノーマル曲線で示されています。印加電流のＩに対する比率は、実線のI1は0.25%の変化を示しています。（破線は0.1%を示しています。）ユニティ以下の比率はインダクタンスの変化は電流に直接比例しています。下記に示されている値I1は各インダクタンスを最も大きい値にセットした場合の近似値です。

Hideo　Kobo
テキストボックス
ストレージファクターQ: 　図３参照

Hideo　Kobo
テキストボックス
直流抵抗値:  約45Ω/H

Hideo　Kobo
テキストボックス
ストレージファクターQ: 図３を参照

Hideo　Kobo
テキストボックス
直流抵抗値:  約45Ω/H

Hideo　Kobo
テキストボックス
温度係数:  約-25ppm/℃（16℃～32℃間）
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テキストボックス
端子: 

Hideo　Kobo
テキストボックス
ラボベンチ用筐体

Hideo　Kobo
テキストボックス
大きさ:
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