CLARKE-HESS MODEL 8100

TRANSCONDUCTANCE AMPLIFIER
HIGHLY高精度
ACCURATE
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100 AMPERES
AT 100 kHz
100kHzで100Ａ

M

7 VOLT
COMPLIANCE
７Ｖ準拠

6レンジ：
200μA
6 100A
200µA to 100A
in six
ranges
100%のオーバーレンジ能力
100% over range capability
短期安定度：
50ppm
50ppm short term
stability
精度：
0.04%
及びac
0.10%
AC
0.04% dc
and DC
0.10%
accuracy
精度は負荷の影響を受けない
Accuracy independent of load
歪み：
-60dB以下
Distortion
below -60dB
フロントパネルで校正可能
Complete Front Panel Calibration
IEEE-488.2ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ標準
IEEE-488.2 Interface standard
誘導負荷に対して安定
Stable with inductive loads
高出力インピーダンス
High output impedance
パワーファクター補正
Power Factor corrected supplies
(100A出力でPF>0.98)
(PF>0.98 at 100A output)

WIDE CURRENT RANGE
/ EXTREMELY BROADBAND
幅広い電流レンジ
/ 超広帯域
The Model 8100 Transconductance Amplifier is a
モデル８１００相互ｺﾝﾀﾞｸﾀﾝｽｱﾝﾌﾟﾘﾌｧｲｱは精密、高安
precision, high stability, high accuracy instrument which
定、高精度の計器で、直流から100kHzまでの周波数
produces an output current which is directly proportional
レンジで入力電圧に直接比例した出力電流を発生しま
to the input voltage over the frequency range from dc to
す。オーバーラップする６レンジのフルスケールは
100kHz. Six overlapping ranges, with full scale values
2mA、20mA、0.2A、2A、20A、100Aで、200μAか
of 2mA, 20mA, 0.2A, 2A, 20A and 100A, provide low
ら100Aの歪みの少ない出力電流を発生します。
distortion output currents from 200µA to 100A. With the
1Vrmsの入力で100Armsの出力電流が取り出せる
exception of the 100A range, for which a 1V rms input
100Aレンジを除いて、他のレンジの相互コンダクタ
produces the 100Arms output current, the transンスは、2Vrmsの入力でフルスケールの出力電流が発
conductance of the other ranges is set such that a
生される様に設定されています。100Aレンジを除
2Vrms input produces the full scale output current. With
く、他の全てのレンジでは、パフォーマンスを劣化さ
the exception of the 100A range, all of the other ranges
may be operated to twice their full scale value without
せる事なく、それぞれのフルスケールの２倍の出力を
any deterioration in performance.
出す事が可能です。

from the transconductance amplifier. These loads may
抵抗、容量性あるいは誘導性成分を含む抵抗を負荷に
be resistive or resistive with capacitive or inductive
でき、出力電流に何らの不安定差を与えません。
components without causing a+ny instability in the
7Vを超過する場合には順守電圧オーバーのインディ
output current. An OVERCOMPLIANCE indicator is
ケーターが点灯します。
illuminated when the 7V has been exceeded.

合計高調波低歪み
LOW
TOTAL HARMONIC DISTORTION

Although
accuracy is not specified, the Model 8100 will
精度は仕様範囲内に収まりませんが、モデル８１００
normally
supply full scale currents up to at least 500kHz
は少なくとも500kHzまでフルスケールの電流を適切
into
suitable loads.
な負荷に正常に供給できます。

モデル8100相互ｺﾝﾀﾞｸﾀﾝｽｱﾝﾌﾟﾘﾌｧｲｱの合計高調波歪み
The total harmonic distortion introduced by the
transconductance amplifier is less than -60dB up to
は、全ての電流レンジについて10kHz（大体は
10kHz (typically 20kHz) and less than -40dB to 100kHz
20kHz）までは-60dB以下で、100kHzまでは-40dB以
for all current ranges.
下です。

十分な順守電圧
AMPLE
COMPLIANCE VOLTAGE
The maximum compliance voltage (the maximum
最大順守電圧（出力に接続されている負荷にかかる最
permissible voltage which can be developed across a
大許容電圧）は全てのレンジと周波数において少なく
load connected across the output) is at least 7Vrms (7V
とも7Vrms（直流では7V）あります。この高い制限電
for dc) for all ranges and all frequencies. This high
圧のために8100相互ｺﾝﾀﾞｸﾀﾝｽｱﾝﾌﾟﾘﾌｧｲｱに多くの種類
voltage limit permits a large variety of loads to be driven
の負荷を掛ける事が可能になります。

周波数と順守電圧の表示
FREQUENCY
AND COMPLIANCE VOLTAGE DISPLAYED
Both
the compliance
voltage (0.00V - 7.00V) and the
順守電圧（0.00V
順 7.00V）と入力電圧周波数
frequency
the input voltage drive (10Hz - 500kHz) are
（10Hz 順of500kHz）の両方が継続的に明るい７セグ
continuously
displayed by bright seven-segment LED
メントのLEDで表示されます。
displays.

HIGHER
FREQUENCY OUTPUTS AVAILABLE
仕様外の高周波数出力も可能

WIDE
RANGE OF APPLICATIONS
幅広い用途
モデル８１００は、正確な励起電流を必要とするどん
The
Model 8100 is ideally suited for calibration of any
な装置の校正にも合う理想的な計器です。これまで入
device
that requires a precision current excitation. High
current
and high frequency combinations are available
手する事が困難であった、高電流と高周波数の組合せ
that
have heretofore been difficult to obtain. The Model
が利用できる様になりました。モデル８１００は、電
8100
may be used to calibrate (or to develop) current
流トランス、シャント、電流メータ、V-A-Wメータの
transformers,
shunts, ammeters and V-A-W meters.
校正（あるいは開発）に使用する事ができます。順守
Whenever
the
compliance voltage limits will allow it,
電圧の制限内である限り、より大きな電流を得るため
units
may
be
paralleled
to obtain even higher currents
にモデル８１００を並列で使用する事も可能です。
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EASY TO CALIBRATE
容易な校正

recessed safety terminals.

The Model 8100 has a CALIBRATION PANEL on the
モデル８１００のフロントパネルには校正パネルが
front panel which allows the unit to be calibrated
あるので、上部や底部のカバーを外さずに校正をす
without having to remove either the top or bottom
る事ができます。CALキー上のシールを破り、小型
cover. The Calibration Mode is activated by breaking
のスクリュードライバーでキーを押すと校正モード
the seal over the CAL key and then depressing it with
が起動します。そこで各電流レンジの為にＤＣオフ
a small, narrow screwdriver. The dc offset and the
セットと相互コンダクタンス値を設定する事ができ
transconductance value may then be set for each
ます。再びＣＡＬキーを押すと、新しい校正ポイン
current range.
When the CAL key is again
トは内部の不揮発性メモーリーに保存されます。
depressed, the new calibration points are stored in an
internal non-volatile memory.

IEEE-488.2
BUS CONTROL
IEEE-488.2バスコントロール

COAXIAL
OUTPUT FOR HIGH CURRENTS
高電流用同軸出力
20Aと100Aの両方のレンジの為の電流出力が同軸の
To minimize the output inductance, the current output
for both the 20A and the 100A range is supplied
ＬＣコネクター経由で、出力インダクタンスを最小
through a coaxial LC connector. The output current for
にするために供給されます。インダクタンスがそれ
the lower current ranges, where inductance is not as
程問題にならない低電流レンジの場合は、出力電流
much of a problem, is supplied through a set of
はセーフティ端子経由で供給されます。

モデル８１００は、全ての共通コマンドとクエリ－
The Model 8100 is equipped with an IEEE-488.2
interface which incorporates all of the common
を組み込んだIEEE-488.2インターフェイスが備えて
commands and queries. Any function which can be
います。マニュアルで入力できる全ての機能は、全
entered manually can be sent by a bus controller to
てIEEEインターフェイス経由で、バスコントローラ
the Transconductance Amplifier over the IEEE
からモデル８１００相互コンダクタンスアンプリ
interface.
In addition, the frequency and the
ファイアに送る事ができます。更に、フロントパネ
compliance
voltage,
which are displayed on the front
ルに表示される周波数と順守電圧もコントローラに
panel,
can
be
queried
by the controller and returned to
よりクエリーでき、その応答はバス経由で返ってき
it
over
the
bus.
The
status and states (e.g. current
ます。相互コンダクタンスアンプリファイアのス
range, standby, etc.) of the Transconductance
テータスとステージ（電流レンジ、スタンドバイ
Amplifier can also be queried by the controller and
等々）もコントローラでクエリーでき、応答はバス
returned over the bus. The bus address is set from
経由で返ってきます。バスアドレスはフロントパネ
the front panel and is displayed both at turn on and
ルから設定でき、電源投入時とローカルキーを押し
when the LOCAL key is pressed. A REMOTE lamp
た時に表示されます。コントローラ－により、モデ
indicates that the Model 8100 has been placed in its
ル８１００がリモート状態になると、リモートラン
Remote state by the controller.
プが点灯します。

SPECIFICATIONS
仕 様
MODEL 8100 TRANSCONDUCTANCE AMPLIFIER
COMPLIANCE
VOLTAGE: 7Vrms for ac and 7V for dc. The
順守電圧: ACで7Vrms、DCで7V

RANGES AND TRANSCONDUCTANCE
レンジと相互コンダクタンス
レンジ
Range
100A
20A
2A
0.2A
20mA
2mA

出力電流
Output
Current
20A to 100A
2A to 40A
0.2A to 4A
20mA to 0.4A
2mA to 40mA
0.2mA to 4mA

相互コンダクタンス
Transconductance
100 Siemens
10 Siemens
1 Siemens
100 Millisiemens
10 Millisiemens
1 Millisiemens

10
MINUTE TRANSCONDUCTANCE STABILITY
10分間の相互コンダクタンス安定度
0%- 100% Full Scale
周波数
±(% Reading +%
Frequency
dc
±(0.002 + 0.002)
10Hz - 10kHz
±(0.005 + 0.005)
10kHz - 20kHz
±(0.010 + 0.010)
20kHz - 50kHz
±(0.015 + 0.015)
50kHz ±(0.030 + 0.030)

100%- 200% Full
% of Reading
±0.004
±0.010
±0.020
±0.030
±0.060

The
stability specification is valid after the Model 8100 has
安定度はモデル８１００を特定のコンフィギュレーションに少なく
とも２分間以上経過した後の値です。
been
in a particular configuration for at least 2 minutes.

相互コンダクタンス不確かさ（１年間）
TANSCONDUCTANCE
UNCERTAINTY (1 YEAR)
周波数
Frequency
dc
10Hz - 10kHz
10kHz - 20kHz
20kHz - 50kHz
50kHz -

0% - 100% Full Scale
±(% Reading+%
±(0.02 + 0.02)
±(0.05 + 0.05)
±(0.10 + 0.10)
±(0.15 + 0.15)
±(0.30 + 0.30)

100% - 200% Full
% Reading
±0.04
±0.10
±0.20
±0.30
±0.60

Specifications
are based on a resistive load. Appropriate
仕様は抵抗負荷に基づいています。誘導負荷成分の場合は適切な補
corrections
must be made for reactive load components.
正が必要です。ＤＣの不確かさは、正と負の入力での相互コンダク
タンスの平均値です。
The
dc uncertainty 100Aレンジを除きます。
is based on the average of the
transconductance obtained with a positive and a negative input.
1

Except 100A Range

表示の精度は±0.10V
accuracy of the
display is ±0.10V

TOTAL HARMONIC DISTORTION:
合計高調波歪み:

-60dB from 10Hz to 10kHz
-50dB to 50kHz
-40dB to 100kHz

DCD100kHzの帯域で電流レンジの0.05%
NOISE: 0.05%
of current range in a band from dc to 100kHz
ノイズ:
1mHまでの誘導負荷に対し発振なし。
誘導負荷:LOADS:
INDUCTIVE
Free from oscillations for inductive loads up to
1mH.

INPUT
IMPEDANCE: 500kΩ各差分入力端子からシャーシ接地まで
from each differential input terminal to
入力インピーダンス:
chassis ground.
測定値の0.01%
周波数測定の不確かさ:
FREQUENCY MEASUREMENT UNCERTAINTY:
0.01% of reading

IEEE-488.2
INTERFACE SUBSETS: SH1, AH1, T6, L4, SR1, RL1,
IEEE-488.2ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽｻﾌﾞｾｯﾄ:
PP0, DT0, DC1
DISPLAYS: Three
LED (10.9mm /0.43 inch high) Displays. One five
三つのLED表示（高さ10.9mm/0.43インチ）：
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ：
入力周波数用の５桁LED、順守電圧用の３桁LED、
digit display for
Input Frequency, one three digit display for
校正モード用の１桁LED
Compliance Voltage
and one two digit display for Calibration Mode.
LEDの表示は１秒間に１０回更新される。
The display is updated
10 times a second.

温度範囲: RANGE: Operating
TEMPERATURE
. . . . . . . . . 10EC to 35EC
稼働時
Within Specifications
仕様範囲 . 18EC to 28EC
Storage 保管時
. . . . . . . . . . . -20EC to 60EC
RELATIVE
相対湿度:HUMIDITY:

80%以下

Less than 80%

WARMUP
TIME:
Thirty minutes for all specifications
全ての仕様に対し３０分間
ウォームアップ時間:
必要電力:
POWER
REQUIREMENTS: 207V to 253V, 50Hz to 60Hz, 2500V-A,
Power
Factor Corrected
補正パワーファクター
PHYSICAL: Weight . . . . . . . . . . . . . 36.4 kilograms (80 pounds)
重さ:
Size
. . . . . . . . . . . 43.2cm x 40.0cm x 55.9cm (17" x 15.75" x 22")
サイズ:

