トランスミル社の新１０００シリーズ： 最先端のデ
ジタル及びアナログ技術を駆使した設計と最新の製造
技術の組み合わせにより、世界で初めてフル機能を備
えたウルトラポータブル校正器を作り出しました。
トランスミル社はベンチ用及び携帯用の校正器設計の
長年の専門知識を適用し、真にポータブルで直ぐに投
資効果の出る、この新世代の多機能校正器を生みだし
ました。

１０００シリーズにより、校正ラボを初めて容易に外
に持ち出すことが可能になりました。携帯性の著しい
改善により、校正を実施する場所と内容が変わりまし
た。現場での校正自体は新しい考えではありません
が、従来の設計での校正器は大きくて重たい計器でし
た。新１０００シリーズなら携帯は容易で、どこでも
素早くセットアップができ、ウォームアップ時間が短
いので直ぐに校正が始められます。

主な特色と機能
古いアナログ計器には電力を供給して校
正ができ、新しいデジタル計器も正確に
校正できる多機種用の多機能校正器とし
て設計されました。

現場での使用に特化
し、ウォームアップ時
間の短い、頑丈で携帯
に適した設計
多種類のテスター機能
を備え広範囲の校正が
可能
組込みのI-GUARD
システムにより出
力を完全に保護

１０００シリーズは軽量で携帯性に優れているだけで
はなく、伝統的なフルサイズの校正器に要求している
全ての機能を備えています。１０００シリーズは下記
の広範囲のフル機能と精度を標準装備しています。

AC/DC電圧は1000Vまで
AC/DC電流は10Aまで(コイル付きでは500Aまで)
抵抗値は100MΩまで
キャパシタンス
周波数
サーモカップルシミュレーション
PRTシミュレーション
圧力測定（トランスデューサー使用）
プロセスコントロール測定(mV/mA)
絶縁テスター校正

上記の機能と古いアナログ計器を校正するための高い
駆動能力により１０００シリーズは現場での校正に最
適な選択肢です。フル機能を備え、携帯に適した１０
００シリーズは、石油掘削、船舶、航空機、工場、鉄
道など全ての現場で使用できる理想的な携帯校正器で
す。

ベンチトップタ
イプもありま
す。

校正ソフトウェアのProCalは非常
に簡単に使用でき、1000シリーズ
を補完し、ラボでの校正と同じソ
リューションを提供します。
ProCalは複数の応用分野をサポートしている
ので校正の処理能力は最大限発揮されます。
ProCal-Trackにより、計器の入荷から出荷ま
での管理をダイナミックに行えるのでラボの
運営管理を合理化できます。

ポータブル
あるいはベンチトップ

コンパクトな卓上タイプ： 設置面積が小さいのでワークベンチの背部
あるいはラックベンチに組込むこともできます。
入力保護
組込

端子電圧
検知時の
出力オン防止

IP67規格の丈夫なケースは開け閉めも容易で、持ち運び用の取っ手付き。

高度なアダプターインターフェイスにより、mV、mR、圧力、
その他の測定機能を拡張できます。

数値キーの使用でテスト値のマニュアル入力が容易

明るいＬＥＤによるアクティブ端子の表示

デジタルコントロールによるレンジと出力の素早い選択

専用の熱電温度計出力ソケット

USBインターフェイスは標準で装備

LEDバックライト付グラフィックLCDディスプレイによる、
明るく明瞭な機能・設定表示

カバーを閉じて
の校正
・遠隔操作

温度勾配を防ぎ
高安定

スクリーン上のメニューとリンクした触知性のソフトキー

高度な
アダプター
インター
フェイス

パフォーマンス
の高い最新の
プロセッサー
技術を採用

アドオン
アダプター
による
拡張機能

高精度と
高機能を実現

寸法
重量

主な特色
精度８０ＰＰＭ
1000VまでのAC/DC電圧

アナログ式/可動指針メーター対応
高電流駆動能力を有しているので1000Aシリーズは可動指針
メーターを駆動可能： 多くの工業での現場にあるモニタース
テーション / コントロールパネル、そこでよく使用されている
可動指針のアナログメーターを駆動するには理想的
小型で軽量
・現場、工場
環境に理想的

10AまでのAC/DC電流
100MΩまでの2ワイヤー抵抗値
キャパシタンス
周波数
熱電温度計シミュレーション

究極の携帯性

PRTと絶縁テスト機能

寸法
重量
ケース規格

EA001A熱電温度計のシミュレーションと測定アダプター

EA022 プロセスコントロール校正アダプター
プロセスコントロール計器とトランスデューサーの校正をするために、1000シリーズはmV及びmAの信号源の測定を行
うために設計された専用アダプターを備えているので、別のメーターを必要としません。又、トランスデューサーの校
正での圧力モニターができる専用の圧力モジュール入力がアダプターの後部にあります。

1000シリーズは基本的な温度メータ用にフロントパネルのソケットか
らサーモカップルシミュレーションを提供します。より高精度のメー
タとサーモカップル用には、サーモカップルシミュレーション / 測定
に使用される電子回路を、UUTとの接続に可能な限り近い外付けソー
ス / 測定アダプターを設計しました。この外付けアダプターを使用す
ると温度勾配 / サーマルEMFは除去され、信号の電気ノイズによる影
響は可能な限り小さくなり、校正器周辺の電気・電子機器から発生さ
れる熱による誤差も減ります。

30VまでのmV測定
30mAまでのmA測定
トランスデューサー用の24Vループ供給
圧力モニター用の圧力モジュール入力

優れたサーモカップルシミュレーション / 測定
11タイプ内蔵
温度標準

仕様

- EN60584-1 (1996) : スケール - ITS90

機能

レンジ

精度

仕様

サーモカップル測定

電圧測定

中性（銅）サーモカップルプラグを使用
どのサーモカップルタイプのシミュレーション / 測定でも補償ケーブル
は不要なのでその分の誤差がない。
CJCセンサー内蔵サーモカップルプラグ - 究極の正確なCJC補償
ジャンクションに最も近い点で温度を測定

タイプ

レンジ

- コールド

コールドジャンクション補償
コールドジャンクション補償（サーモカップル校正に共通な誤差原因）には
特別な注意が払われています。コールドジャンクション補償(CJC)センサーが
サーモカップルプラグ / ソケットに組込まれています。計器の入力個所で
コールドジャンクションを測定することにより、補償ケーブルを使用しなく
ても、どんなタイプのサーモカップルもシミュレーション / 測定ができます。

電流測定

絶縁テスター校正機能
絶縁テスト機能で絶縁テスターとインストレーションテス
ター機能の両方を校正できます。更に役に立つ機能とし
て、1000シリーズに絶縁抵抗値シミュレーションとテスト
電圧測定機能のある絶縁テスター校正機能が加わりまし
た。

EA002 2 / 10 / 50回巻クランプコイルアダプター
出力は精密なシミュレーション技術により作られます。
つまり、1000シリーズの出力範囲内のどの抵抗値でも選
択することができます。

ACコイルと磁気フィールドホール効果の両方の校正用に設計されたトラ
ンスミル社の電流コイル、AC/DCクランプメータは丈夫な構造に組込ま
れた幾つかのユニークな特色を備え、容易に使用できるように調整テーブ
ルが付いています。

1MΩから1GΩの絶縁抵抗値
出力範囲内のどの抵抗値も選択可
テスト電圧測定
精度 0.8%

500Aまでのクランプメータの校正
2 / 10 / 50回巻コイル
高精度のAC/DCバランスのとれた設計

仕様
構成

タイプ
寸法（内部）
最大電流
デューティサイクル@20A
最大RMS電圧
周波数範囲

幅広いレンジのクランプサイズに対応

PRT温度シミュレーション
PRT温度シミュレーション機能により抵抗温度計の校正が
簡単にできます。単純にプローブの代りに接続し、キー
パッドあるいはデジタルコントロールを使って抵抗値を選
択します。校正器のシミュレーションされた値と温度計に
表示された温度を比較します。

繰り返し測定用の調整テーブルを含む

革新的な密封構造
３種類のコイルが一体となっているので口径10mmまでの小さなクラ
ンプから大きな電流クランプまで校正できる能力があります。低イン
ダクタンス、低抵抗なので校正器はコイルを容易に駆動でき、旧式の
クランプを校正する余力が十分にあります。コイルは丈夫でコンパク
トなプラスティック容器に完全に閉じ込められ、機械的な損傷を防い
でいます。この丈夫な設計は過酷な環境や現場でコイルを使用するに
は理想的です。

PRTシミュレーション機能とスクリーンのPRTメニューを
使って、その他のモードも利用できます。

プローブの２ワイヤシミュレーション

レンジ -200℃ レ 800℃
精度 0.3%

TPMインテリジェント圧力モジュール

主な仕様

1000シリーズは圧力の校正ができます。これらの圧力モジュールは25mBarから10000PSIの範
囲（差分は5PSI）をカバーしています。±1Bar真空モジュールも利用できます。

機能

レンジ

分解能

精度

機能
ＤＣ電圧
ＤＣ電流

圧力レンジ： 25mBar圧10000PSI（差分は5PSI・±1Bar真空）
オプションで手動ポンプあり（-0.95Barオ60Bar）
アダプターインターフェイスもしくはEA022アダプターに直接接続
直接フロントパネルで操作あるいはProCalソフトウェアを使って操作
多くの圧力ユニットに対応
接続することにより1000シリーズは自動的に圧力機能にスイッチされる

ＡＣ電圧
周波数レンジ
ＡＣ電流
周波数レンジ
抵抗値（シミュレーション）

EA003オプティカルタコメータ校正アダプター
高輝度LED光源を使用したオプティ
カルタコメータなので校正が即時に
容易に行えます。校正器のキーパッ
ドまたは自動校正の場合はProCalで
単にRPM値を入力します。
高輝度LED光源
直接キーボードからRPM値入力
レンジ: 60レ60,000RPM

抵抗値（パッシブディケード）
キャパシタンス（パッシブ）
絶縁抵抗値

仕様
光源
レンジ
負荷サイクル
精度

ＰＲＴ抵抗値
高輝度LED
60660,000RPM
20% ON / 80% OFF
50ppm

周波数
熱電温度計シミュレーション

外付アダプターの主な仕様
ProCal: 簡単に使用できる校正用ソフトウェア
トランスミルのProCalソフトウェアはテスターの各モデル毎にプリセッ
トのテストポイントを付けられるのでコントロールが容易です。
ユーザーはスクリーン上のプロンプトに単純に従って、測定を確認ある
いはテスターからの表示を入力すると、ソフトウェアは1000シリーズの
正しい機能と出力を設定します。

ProCalソフトウェアは簡単に使用できるパッケージです。単にドロップダウンボックス
から機能を選択すれば、現場での急ぎの作業、ワークショップあるいはラボでのテスト
にあった完全なソリューションを提供します。新しいユーザーでも操作の習得は容易な
ので早い投資効果が保証されています。

汎用校正ソフトウェア
1000シリーズ校正器の自動コントロール
迅速な手順作成 - 手順ウィザード
普通紙上に校正証書印刷
M3003 / GUM不確かさ
CRYSTALレポート対応
校正費用・料金計算

機能

レンジ

分解能

EA001A熱電温度計シミュレーション / 測定アダプター
シミュレーションと測定
EA002 2/10/50回巻クランプコイルアダプター
2/10/50回巻ｸﾗﾝﾌﾟｺｲﾙ
EA003 オプティカルタコメータ校正アダプター
ＲＰＭ

EA022プロセスコントロール校正アダプター
電圧測定

電流測定

一般仕様
ウォームアップ時間
インターフェイス
電源
大きさ
重さ
保証
安全規格
ＥＭＣ

前回使用時からの経過時間の倍（但し最長２０分）
USB装備

精度

注文ガイド

製品レンジ

校正のスペシャリスト
トランスミル社は数十年以上におよぶ校正及び計測器の設計製造の実績があります。製品は
世界中の民間そして軍のラボ、サービスセンター、製造設備で使用されています。当社の計
測器、ソフトウェア、サポート及ぶトレーニングを含めた完全なソリューションの革新性、
信頼性と価値に対する評価はどの他社よりも高いと自負しています。

