Ü TRANSMILLE :: THE CALIBRATION SPECIALISTS

COMPLETE TESTING

Transmille has over a decade’s experience in calibration and instrumentation
トランスミル社はキャリブレーション、計測器の設計・製造の十年以上の経験を
design & manufacture. Our products are in use throughout the world in both
有しています。当社の製品は世界中の軍及び民間の研究機関、サービスセン
commercial and military laboratories, service centers and production facilities.
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、
Our reputation for innovation, reliability & value is second to none with complete
トレーニングの革新性、信頼性、有用性に対する高い評価はどこにも引けを取り
solutions including instrumentation, software, support & training.
ません。
UKAS calibration is available for all Transmille products as a optional service.
トランスミル社の全ての製品はオプションサービスとしてUKAS校正が利用できます。

FUNCTION SUMMARY
ORDER DETAILS
SOFTWARE

SPECIFICATIONS & ORDERING

機能
FUNCTION
導通抵抗値ソース
CONTINUITY
RESISTANCE SOURCE
CONTINUITY
導通電流測定 CURRENT MEASUREMENT
絶縁抵抗ソース
INSULATION RESISTANCE SOURCE
INSULATION
TEST VOLTAGE MEASUREMENT
絶縁テスト電圧測定
電圧出力 OUTPUT
AC VOLTAGE
RCD テスト時間測定
TEST TIME MEASUREMENT
RCD テスト電流測定
TEST CURRENT MEASUREMENT
テスト持続測定
RCD TEST
DURATION MEASUREMENT
ループ抵抗ソース
LOOP
RESISTANCE SOURCE
PAT EARTH
BOND RESISTANCE
アースボンド抵抗値
アースボンド電流
PAT EARTH
BOND CURRENT
絶縁抵抗
PAT INSULATION
RESISTANCE
PAT 漏洩
LEAKAGE
PAT 漏洩テスト電圧
LEAKAGE TEST VOLTAGE
PAT LOAD
TESTING
負荷テスト
フラッシュ電圧テスト
PAT FLASH
VOLTAGE TESTING
PAT フラッシュ電流テスト
FLASH CURRENT TESTING
LINE VOLTAGE MEASUREMENT
電源電圧測定
BREAKDOWN VOLTAGE AND CURRENTS
ブレークダウン電圧と電流

コメント
COMMENTS
オプション有り
HIACC OPTION
AVAILABLE
テスターアダプターオプション
15kV TESTER
ADAPTER OPTION

16th & 17th EDITION COMPLIANT
連続モニター
CONTINUOUSLY
MONITORED
自動波形分析
AUTO
WAVEFORM ANALYSIS
自動ループオプション有り
AUTOLOOP
OPTION AVAILABLE

OPTIONAL
ADAPTER
アダプターのオプション
アダプターのオプション
OPTIONAL
ADAPTER
連続モニター
CONTINUOUSLY
MONITORED
6６電圧レンジ/４電流レンジ
VOLTAGE RANGES / 4 CURRENT RANGES

電気テスト装置キャリブレータ
ELECTRICAL
TEST EQUIPMENT CALIBRATOR
校正証書
UKAS CALIBRATION
CERTIFICATE
高精度絶縁抵抗オプション10GΩまでの拡張絶縁抵抗オプション
OPTION HIACC
HIGH ACCURACY INSULATION RESISTANCE OPTION
OPTION 10G
EXTENDED INSULATION RESISTANCE OPTION TO 10GOhms
自動ループ測定
OPTION AUTOLOOP ヨーロッパ方式フロントパネルソケット/電源プラグ
AUTOMATED LOOP (LINE-EARTH) MEASUREMENT
EXTERNAL
OPTIONS OPTION EURO
EUROPEAN FRONT PANEL SOCKET / LINE POWER PLUG
外付オプション
オーストラリア方式フロントパネルソケット/電源プラグ
OPTION AUST
AUSTRALIAN FRONT PANEL SOCKET / LINE POWER PLUG
カズタム定義
OPTION LINE
CUSTOMER SPECIFIED REGION SUPPORT
PAT フラッシュテストアダプター（クラス１とクラス２）
OPTION FLASH
PAT FLASH TEST ADAPTER (CLASS 1 & CLASS 2)
OPTION EXT15KV 15kV絶縁テスターアダプター
15kV INSULATION TESTER ADAPTER
高電位/ブレークダウンテスターアダプター
OPTION BDOWN
HIPOT / BREAKDOWN TESTER ADAPTER
外部12kV高電圧プローブ
OPTION PROBE
EXTERNAL 12kV HIGH VOLTAGE PROBE
GENERAL
ACCESSORIES
その他オプション
3200SCASE
SOFT
CARRY CASE
ソフトキャリーケース
3200TCASE
HARD
TRANSIT CASE
ハード搬送用ケース
MODEL 3200
CAL3200
INTERNAL
OPTIONS
内蔵オプション

PROCALソフトウェアによる自動校正
る 詳細はソフトウェアの資料を参照して下さい。
AUTOMATE CALIBRATION WITH PROCAL SOFTWARE
- SEE SOFTWARE BROCHURE FOR FULL DETAILS
3200校正コントロールパネルソフトウェア
3200CCP
3200 CALIBRATION CONTROL PANEL SOFTWARE
PROCALプロフェッショナル校正ソフトウェア
PC-SU
PROCAL
PROFESSIONAL CALIBRATION SOFTWARE
PROSITE
ON-SITE
DATABASE MANAGEMENT SOFTWARE FOR PROCAL
PROCAL用オンサイトデータベース管理ソフトウェア
PROWEB
WEB
SERVICE DATA EXPORTER FOR PROCAL
PROCAL用ウェブサービスデーターエクスポータ
PCT-SU
PROCAL-TRACK
LABORATORY MANAGEMENT SOFTWARE
PROCAL用ラボ管理ソフトウェア
全てのソフトウェアの評価版は
www.transmille.com
から入手できます。
EVALUATION
VERSIONS OF ALL
SOFTWARE PACKAGES
ARE AVAILABLE FROM www.transmille.com
UNIT 4 SELECT BUSINESS CENTRE,
LODGE ROAD, STAPLEHURST, KENT.
TN12 0QW. UNITED KINGDOM.
TEL : +44 (0) 1580 890700
FAX : +44 (0) 1580 890711
EMAIL : sales@transmille.com
WWW.TRANSMILLE.COM
Due to continuous development specifications are subject to change
Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation
All other product names mentioned herein may be trademarks of their respective companies
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THE MULTI FUNCTION ELECTRICAL TEST SOLUTION

THE COMPLETE ELECTRICAL TEST SOLUTION

3200 SERIES

3200 SERIES
速い、効率の良い電気校正
FAST,
EFFICIENT ELECTRICAL CALIBRATION
３２００シリーズは、ループ&RCDテ
The industry established 3200
スター、ＰＡＴ、絶縁テスターの校正
Series provides by far the fastest
に、業界で実証済みの最速のソリュー
solution for the calibration of Loop
ションです。また、高電位/絶縁破壊テ
& RCD Testers, PATs
and
スターの校正に最も安全なソリュー
Insulation Testers, and also one of
ションです。伝統的なテスト方法では
the safest solutions for calibrating
沢山のテスト機器を必要とし、危険な
Hi-Pot/Breakdown testers.
電圧にさらされる可能性もあり、典型
Traditional testing practices
的なマルチ機能テスターでの校正には
required many items of test
４５分もかかる場合があります。

生産性の向上 PRODUCTIVITY
INCREASED
REDUCED TEST TIMES = RAPID RETURN ON INVESTMENT

equipment and potential exposure
to hazardous voltages with a typical
multi function tester taking up to 45
minutes to calibrate.

Using the 3200 Series, calibration
３２００シリーズを使用すれば、典型
的な校正時間は１５分と激減し、安全
can be dramatically reduced to
で費用効果の高い校正が可能なので、
typically 15 minutes enabling safe,
投資に対する見返りも大です。
cost effective calibration to be put

３２００のフロントパネルにはループ、RCD&PATテスター専用のソケッ
Dedicated mains sockets for Loop, RCD & PAT testers on the 3200
トがあるので、4mmタイプのテストリードを使用して電源を接続する必要
front panel avoids the need to make connection of mains/line
はありません。この為に、電気ショックの危険性はなくなります。各国仕
voltages using 4mm type test leads. This important safety feature
様のソケットもあります。
eliminates any risk of shock to the engineer as connections are
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MULTI FUNCTION ELECTRICAL TESTING

RA
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þ ELIMINATES
THE RISK OF SHOCK TO THE OPERATOR
使用者が電気ショックを受ける危険を無くします。
þ REMOVES
THE POSSIBILITY OF INCORRECT
ＵＵＴに損害を与える誤った配線を防ぎます。
CONNECTION CAUSING UUT DAMAGE.
þ FASTER
CALIBRATION WITH EASIER CONNECTION,
使用者へのトレーニングは少なくて済み、
LESS
TRAINING
FOR OPERATORS.
容易な接続で校正が速くできる。
þ REDUCED
UNCERTAINTY WITH FEWER CONNECTIONS
ループインピーダンスの校正が少ない接続で行えるので、
FOR
LOOP
IMPEDANCE CALIBRATION.
不確かさも良い結果がでる。
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Loop
and RCD testers can simply be plugged directly into the
ループとRCDのテスターは単純にフロントパネルの電源ソケットに差し込
dedicated
front panel mains/line socket - the advantages of this are:
めばよく、この利点は：
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made with standard mains / line plugs - regional sockets available.

UK

MULTI FUNCTION TESTING

into practice offering fast return on
investment.

PAT
testers plug directly into the 3200 IEC inlet socket using the calibrated lead supplied. The earth
PATテスターのプラグは付属の校正用リードを使って、3200IECのソケットに直接差し込みます。接地線は接地
bond
lead clips on to the earth bond post. This terminal is electrically floating with respect to mains
端子に留めます。この端子は電源の接地とは電気的に分離されているので接地されている機器には使用されない
PATの校正が出来ます。
earth allowing calibration of PATs which cannot be used on earthed appliances.
For flash voltage measurement the
フラッシュ電圧測定の場合、PATからのHV
external adapter allows the HV probe
プローブを外付アダプターの測定ポイント
に差し込んで接続します。
from the PAT to be pushed down onto a

INSULATION
TESTERS

RCD / RCCB
TESTERS

LOOP
TESTERS

INSTALLATION
TESTERS

授賞製品 Products
Queen’s Award Winning

The 3200 complements the 3000 Series
3200は、3000シリーズのマルチプロダクトキャリブ
multi product calibrators, 8000 Series precision
レータ－、8000シリーズの精密マルチメータとProCal
multimeters and ProCal Calibration software. This
校正ソフトウェアを補完する製品です。Queen's
comprehensive range of Queen’s award winning
Award授賞の幅広い製品は研究所に完全なソリュー
products provides the complete laboratory solution.
ションを提供します。

PATs / EARTH
BOND TESTERS
TO 30A

HIPOT /
BREAKDOWN
TESTERS

HV
SOURCES

Ideal
for On-Site Calibration
現場での校正に理想的

n
n
n
n

Robust,
transportable design
頑丈で可搬型の設計
Lightweight
軽量(10kg) (10kgs)
Custom
soft carry case option
ソフトケースのオプション
Option
for local line
電源ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ補償ｵﾌﾟｼｮﾝ
Impedance compensation

measurement point on the adapter.
The
3200 has been designed from the
３２００は最初から、電気テスト機器のテ
ストの高精度の基準になるように設計され
outset
as a high accuracy reference for
ました。精密で反復性のあるテストに欠か
testing
of electrical test equipment. Its
せない4:1以上のスタンドオフレシオの精度
accuracy provides a superior stand-off
があります。
ratio
better than 4:1 - essential for
accurate, repeatable testing.

3200 SERIES

17th EDITION ELECTRICAL TEST EQUIPMENT CALIBRATOR
REAR INPUT
後部入力端子
TERMINALS
カスタム
OPTION
ループ値用
FOR CUSTOM
オプション
LOOP VALUES

CLEAR LED
アクティブな端子
INDICATION OF
をLEDで表示
ACTIVE TERMINALS

MULTI
各国対応
REGION
の設計
DESIGN

UK / EURO /
AUSTRALIAN
+ ADDITIONAL
REGIONS

TO TESTERS.

DIGITAL
レンジと出力
CONTROL
を素早く選択
FOR QUICK
できる
SELECTION
デジタル
OF RANGES
& OUTPUTS
コントロール

UK

NO TRIP
DESIGN

REGION SPECIFIC
各国の仕様に合
DEDICATED
わせた専用ソ
SOCKET BUILT
ケットがフロン
INTO FRONT
トパネルに内
PANEL FOR SAFE,
蔵、テスターと
CONVENIENT
CONNECTION
の接続が容易

接続は&
SAFE
安全で
EASY
TO
CONNECT
簡単

DIRECT
ソケットに
CONNECTION
直接接続
TO SOCKETS
安全な
FOR SAFE
MAINS
/ LINE
電源テスト
TESTING

1-CLICK
ワンクリック
FUNCTION
の機能選択
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SUITABLE
FOR RCD
PROTECTED
SUPPLIES

TACTILE SOFT-KEYS LINKED
スクリーン上の、機能に合わせた
TO ON-SCREEN FUNCTIONメニューにリンクしているので、
SPECIFIC MENUS FOR CLEAR,
操作が簡単なソフトキー
CONCISE USER OPERATION

INSULATION
絶縁テスター TESTERS
Provides
all the necessary
広範囲の絶縁テスター校正に
functionality
required to calibrate
必要な機能を有しています
a wide range of insulation
testers.

Resistance to 10GOhms

絶縁抵抗
10GΩ@1kVまで
Continuously
variable Insulation
resistance to 10GOhms @ 1kV.
切れ目なく可変
Resistance muliplier option to
オプションで10TΩ/15kV
10 TOhms / 15kV available
まで可能

Test Voltage Measurement

16th/17th
Edition準拠で絶
Measures insulation
test
voltage & current - with
縁テスト電圧と電流を測定
16th/17th Edition compliance

Continuity Resistance & Current

CLEAR, BRIGHT LCD FOR
選択機能、設定、測定結果
DISPLAY OF SELECTED
を表示する明るいＬＣＤ
FUNCTIONS, SETTINGS
AND MEASUREMENTS

PATS & EARTH BOND TESTERS
A rapid testing solution for
全てのPAT機能校正のための
calibrating all PAT functions.
高速テストソリューション
Also ideal for earth/ground bond
30Aまでのテスト電流での
testers up to 30A test current.
接地ボンドテスターに最適

Earth Bond Resistance & Current
10 precision
resistance
100mA
1 30Aでの
values with current
電流測定で１０の
measurement from 100mA
精密抵抗値
to 30A

Insulation Resistance

Adjustable resistance to
10GΩまでの可変抵抗値
10GOhms - ideal for
合否レベルのチェックに
checking pass/fail levels
最適

Flash Voltage & Leakage Current

31kΩまで３レンジ
ranges to 1kOhm (variable
from 0.1Ohm to 20Ohms) and
( 0.1Ωから 20Ωまで可変)
current measurement to
320mA(@1Ω)までの電流測定
320mA
(@1Ohm)

AC Voltage Output
5電圧レンジ校正用の50V·
AC voltage outputs at 50V•
100V•200V•230V•300V•400V
100V·200V·230V·300V·400V
for
calibrating
voltage ranges
での5
AC電圧出力

FULL RANGE CONTROL AND
フルレンジコントロール、
INDIVIDUAL DIGIT ADJUST VIA
出力コントロールセクション
OUTPUT CONTROL SECTION
での個別デジット調整

EASY MANUAL ENTRY OF
数値キー付きなのでテスト
TEST VALUES USING
値が簡単に入力できる
BUILT-IN NUMERIC KEYPAD

LOOP TESTERS

RCD TESTERS
Simply plug in the RCD tester
RCDテスターを単にRCDソケット
to the RCD test socket and
にプラグインし、校正を開始しま
start calibrating. Built-in UUT
す。UUT障害検知器内蔵
fault detection.

Calibrate these instruments
素早く安全に校正します。電源
quickly and safely. Auto loop
インピーダンスの正確な補正用
option for accurate correction
に自動ループオプション有り
of the supply line impedance.

Loop Resistance
RCD Current Measurement to 3A
RMS and peak current
デジタル波形キャプチャーと
measurements for all types of
波形分析を使用した、全タイ
tester using digital waveform
プのテスターのRMSとピーク
capture & analysis. Graphical
電流測定
Indication of phase start
位相開始のグラフィック表示

RCD Trip Time 20ms to 5s
Accurate & repeatable trip
キーボードから正確で反復
times entered simply via the
可能なトリップタイムが
keyboard provide easy
入力できるので校正が容易
calibration

Class 11&&22フラッシュ電圧
flash voltage &
クラス
current measurement plus 3
電流測定7mAまでの
leakage ranges to 7mA
3AC
AC漏洩レンジ

オープン/ショート回路と
Open circuit, short circuit and
0.13kVA load checks PAT
0.13kVA負荷チェック
operation / run tests
PATｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ/ﾃｽﾄ実行

10 precision resistance values incorporating line input
ライン入力インピーダンスを包含した１０の精密な抵抗
impedance
- either entered directly or obtained using the
値
－ 直接入力あるいは自動ループ測定オプションを
auto loop measurement option
使用して取得

BREAKDOWN / HIPOT TESTERS
ブレークダウン/高電位テスター
External adapter for calibration
の校正用外部アダプター
of breakdown / hipot testers.
12kVまでのACV/DCVと
Measures ACV/DCV to 12kV
20mAまでの出力を計測
and output current to 20mA

High Voltage Measurement to 12kV
The
3200 makes this normally
普通は困難な測定ですが、
difficult
measurement straight
３２００はこの測定専用の
forward
with this dedicated
機能を有しているので測定
function
は容易

各タイプの
DEDICATED
FUNCTION
テスター毎
KEYS FOR
の専用機能
EACH TYPE
キー
OF TESTER

OPTIONAL ADAPTERS
15kV INSULATION ADAPTER
15kVまでの校正
n CALIBRATE
UP TO 15kV
絶縁テスター TESTERS
INSULATION
２ＧΩ～200GΩ/10TΩ
n 2GOhm
to 200GOhms/10TOhm*
n CONNECTS
DIRECTLY TO 3200
３２００に直接接続
*

REQUIRES 10 GOhm OPTION FITTED (200 GOhms AS STANDARD)

PAT FLASH TEST ADAPTER
n クラス
CLASS 1:1.5kVテスト
1 : 1.5kV TESTING
n クラス2:3kVテスト
CLASS 2 : 3kV TESTING
n ３２００に直接接続
CONNECTS DIRECTLY TO 3200

BREAKDOWN / HIPOT ADAPTER
3kVと12kV
AC/DC
n 3kV
& 12kV
AC/DC
測定レンジ
MEASUREMENT
RANGES
20μ/2mA/20mA
n 200uA
/ 2mA / 20mA
CURRENT
電流レンジ RANGES
n CONNECTS
DIRECTLY TO 3200
３２００に直接接続

HIGH VOLTAGE PROBE

RCD Current Duration

Load Testing

INTUITIVE
INTERFACE 直感で分かる
DEDICATED BUTTONS
各機能専用のボタン
FOR EACH FUNCTION

4 Voltage ranges : AC/DC 3kV & 12kV
6 Current range : AC/DC 200uA, 2mA & 20mA
9 Load resistors for current measurements: 50kW (20mA)
to 20MW (20uA) @ 1kV

n
n
n

１２kVINPUT
入力
12kV
CONNECTS
DIRECTLY TO 3200
３２００に直接接続
IDEAL
FOR TESTING HV
高電圧源のテストに最適
SOURCES

INSULATION TESTER CALIBRATION
COMPREHENSIVE INSULATION TESTER CALIBRATION

10 GOhm : INSULATION RESISTANCE OPTION

CONTINUITY & INSULATION TESTERS
The 3200 provides all the necessary functionality required to
3200は広範囲の絶縁テスター校正に必要な機能を全てを
support calibration of a wide range of insulation testers.
備えています。

標準２ＧΩの抵抗レンジを２ＧΩ～１０ＧΩに拡張し、新世代の絶縁
Extends the resistance range of the standard 2 Gohms to
テスターに対応します。
10 GOhms to support the new generation of insulation testers

with extended insulation ranges.

後から組み込むことのできるアップグレードオプションにより、ユー
ザーの増加する作業負荷に対応できます。
This internally fitted option is retro-fittable to allow upgrade to

meet changing user workloads.

AC VOLTAGE OUTPUT

Safe, convenient connection to Insulation terminals

CONTINUITY RESISTANCE & CURRENT
Continuity resistance & current testing ranges include :
導通抵抗と電流テストレンジは以下を含みます：
0.02 Ohms (zero) test point
n 0.02Ω（ゼロ）テストポイント
0.20to20Ω（連続的に可変）
20 Ohms (continuously variable)
n 0.2
100 Ohms test point
n 100Ωテストポイント
1kOhm test point
n 1kΩテストポイント
Current measurement to 320mA @ 1Ohm
n 300mA@1Ωまでの電流測定
A high accuracy option (0.25%) is available to support the new
新世代の高精度絶縁テスター用に高精度オプション（0.25%）あり。
generation of higher accuracy insulation testers.

テスターのＡＣ測定機能チェック用に５ＡＶ電圧出力@
50V
· 100V ·•200V
·
5 AC voltage outputs @ 50V • 100V • 200V • 230V
• 300V
400V
230V
·
300V
·
400Vが利用できます。この出力はサプライからモニターでき、
are available for checking the AC measurement function on
測定値はリアルタイムで３２００上に表示されます。
testers. These outputs are monitored from the supply, with

the measured value displayed on 3200 in real-time.

ProCalソフトウェアと共に使用すると、モニター値は自動的に３２００から
インターフェイス経由で読み出されます。
When used with ProCal software, the monitored value is

automatically read back from the 3200 via the interface.

HIGH RESISTANCE INSULATION ADAPTER OPTION

INSULATION RESISTANCE TO 2GOhms (10GOhms / 1TOhm OPTIONS)

３２００用の高抵抗絶縁アダプターは、ある種の高電圧（約１kV）絶縁テスターの抵抗
The high resistance insulation adapter for the 3200 provides a low cost
値校正で、校正済みの高抵抗、高電圧抵抗が不要なので、低コストのソリューションを
solution for the resistance calibration of some makes of high voltage
提供します。
(above 1kV) insulation testers avoiding the problem of obtaining calibrated

Continuously variable Insulation resistance to 2GOhms @ 1000V.
２ＧΩ＠1000Vまで連続的に可変可能な絶縁抵抗
A high accuracy option (0.1%) is available to support the new
新世代の高精度絶縁テスター用に高精度オプション（0.1%）あり。
generation of higher accuracy insulation testers.
An extended 10GOhm option is available to support testers
高抵抗測定テスター用の10GΩ拡張オプションあり。
measuring higher resistance values. The high resistance adapter
高抵抗アダプターは、１ＴΩまで測定可能な15kVまでの高電圧テ
supports high voltage (to 15kV) testers with measurement
スターをサポートします。
capabilities up to 1TOhm.

TEST VOLTAGE MEASUREMENT (16TH/17TH EDITION COMPLIANCE)
With the introduction of 17th Edition regulations, the minimum
レギュレーション、第１７版の導入で最小絶縁抵抗値は第１６版から変わ
insulation resistance
values have been changed from the 16th
りました。
３２００は第１７版、第１６版のどちらのレギュレーション
Edition requirements. The 3200 provides compliance to both sets
にも、それぞれのモードのボタンを押す事で対応できます。
of regulations, with 16th and 17th Edition modes available at the
press of a button.

high value, high voltage resistors.
The adapter both increases the test voltage at which calibration can be performed*, and also
アダプターは校正時のテスト電圧を上げ、また３２００の抵抗値レンジを１００倍増加させます。この為に標準の
increases the resistance range of the 3200 by a factor of 100. This allows the standard 3200 to be
３２００で15kV@200GΩまでのテスターの抵抗値校正が可能になります。３２００用の10Gオプションを付けると
used for resistance calibration of testers up to 15kV at up to 200 GOhms. With the 10G option fitted to
１０ＴΩまでシミュレーションすることができます。
the 3200 values up to 10 TOhm can be simulated.

* Note : Adapter does not measure test voltage

３２００は電気テスト装置をテストする為の高精度の基準として最初から設計されてきました。完全で正確なテス
The 3200 has been designed from the outset as a high accuracy reference for testing of electrical test
トには必須の４：１以上の優れたスタンドオフレシオを備えています。
equipment. Its accuracy provides a superior stand-off ratio better than 4:1 - essential for complete and

accurate testing.

CONTINUITY
RESISTANCE
FUNCTION

1.0mA

INSULATION
RESISTANCE
INSULATION
TEST VOLTAGE

0mA
16th EDITION

é

LOAD CURRENT

アダプターはテスト電圧を測定しません。

SUPERIOR ACCURACY : COMPREHENSIVE TESTER SUPPORT

下記の第１７版、第１６版のセッテイングを使用して絶縁テスト電圧測定
Insulation test voltage measurement is performed using the
が実行されます。
following 16th & 17th Edition settings :

0.5mA

注：

20% è
20%

0%
50V

100V

17th EDITION

250V

500V

TEST VOLTAGE

1%

2%

ç HIGHER ACCURACY

1000V
3200

TYPICAL 17TH EDITION TESTER

3%
ACCURACY

4%

5%

LOWER ACCURACY è

RCD TESTER CALIBRATION

LOOP TESTER CALIBRATION

RCD TESTER CALIBRATION WITH DIGITAL WAVEFORM CAPTURE

LOOP TESTER CALIBRATION WITH LINE IMPEDANCE MEASUREMENT

ＲＣＤの概要
RCD OVERVIEW
現代の装置には、保護の為に、従
Increasingly in modern
来のヒューズとサーキットブレー
installations, earth leakage
カーの他に、保護の為の接地漏洩
circuit breakers are used to
サーキットブレーカーの設置がま
provide protection in addition
すます増えています。
to conventional fuses and
接地漏洩サーキットブレーカー
circuit breakers. These
は、ＲＣＤ（残留電流装置）、Ｒ
devices are referred to by a
ＣＣＢ（残留電流サーキットブ
variety of names including
レーカー）、ＥＬＣＢ（接地漏洩
RCD (Residual Current
サーキットブレーカー）、ＧＦＩ
Devices), RCCB (Residual
（グラウンドファールトインター
Current Circuit Breaker),
ラプト）など、様々な名称で呼ば
ELCB (Earth Leakage Circuit
れています。

Breaker) and GFI (Ground
Fault Interrupt).
The devices operate by
これらのブレーカーは、装置の位
sensing when the current in
相と中点の導体電流が同じで向き
が反対でない場合を感知すると動
the phase and neutral
作します。不均衡な場合は、電流
conductors within an
が流れる付加的な経路が存在す
installation are not equal and
る、すなわち過剰な漏洩そしてあ
opposite. Any imbalance
るいは不良な個所が必ずある事を
would imply that an additional
意味しています。
path existed for the current to
flow, invariably through the
earth due to excessive
leakage and/or fault situation.

単純にＲＣＤテスターをＲＣＤテストソケットに接続し、校正を
Simply plug in the RCD tester to the RCD test socket
スタートします。テスターからのプリトリップテストと電流ラン
and start calibrating. Pre-trip tests & current ramps from
プは自動的に検出されるので、正確な測定が迅速に行えます。
the tester are detected automatically allowing quick,

supply loop impedance.

Safe, convenient connection to LOOP test socket

Safe, convenient connection to RCD test socket

DIGITAL WAVEFORM CAPTURE
The 3200 incorporates digital waveform
３２００は入力信号をモニターし、デジタル波形
として捕捉、分析する機能を内蔵しています。テ
capture & analysis to monitor the input signal.
スターによってはスイッチオンにより発生するス
Certain testers may produce a switch on
パイクが、テスト対象のトリップ電流より大きい
'spike' which can be larger than the trip
ものがあります。大半の最新テスターは実際のト
current being tested. Most modern testers
リップテストが始まる前に事前にノー・トリップ
also perform a 'no-trip' pretest before the
テストを実行します。３２００はこれらのイベン
actual trip test begins. The 3200 seamlessly
トを途切れなく検出し、いつでも正確な測定が行
detects and handles these events to ensure
われるように処理します。
accurate measurements are
made every time.

RCD TESTER ‘TURN ON’ SPIKE
PRE-TEST
FULL TEST

RCD CURRENT MEASUREMENT TO 3A
デジタル波形として捕捉、分析
RMS and Peak current
する機能を使用した全てのタイ
measurements for all types of
プのテスターのＲＭＳとピーク
tester using digital waveform
電流測定
capture & analysis.

Graphical indication of phase
位相開始のグラフィック表示
start.
± 180° and DC test modes.

RCD TIME MEASUREMENT 20ms TO 5s
正確で反復性のあるトリップタイムをキー
Accurate & repeatable trip times entered
ボードから簡単に入力できるので校正が容易
simply via the keyboard provide easy

LOOP TESTING : 10 VALUES
n 10
precision resistance
ラインインピーダンス
values
incorporating line
を組み込んだ１０の精密
impedance
抵抗値
n マニュアル入力とライン
Supports manual entry
or auto measurement of
インピーダンスの自動測定
line impedance
（自動ループオプション）
(auto loop option)

AUTO LOOP IMPEDANCE CORRECTION OPTION
自動ループインピーダンス測定及び補正機能に
The
auto loop impedance measurement and
より、ループインピーダンスの測定が容易になり、
correction function provides an easy way to measure
３２００に保存されている校正抵抗値に加える
the
loop impedance and add this to the calibrated
ことができます。
resistance
values stored in the 3200.
At the press of a button, the 3200 measures the loop impedance of the
ボタンを押すと、３２００は接続されている電源のループイン
supply it is connected to and adds this measured value to the
ピーダンスを測定し、ループ抵抗が選択されている場合に表示さ
calibrated value displayed when a loop resistor is selected. For
れている校正値にその測定値を加えます。例えば、測定された
example a measured loop impedance of 0.15 Ohms will result in a
ループインピーダンスが0.15Ωだとすると、補正値は［校正値］＋
corrected value of the [calibrated value] + [0.15 Ohms]. This provides
［0.15Ω］となります。この機能により、現場での校正でも正確で
accurate and repeatable method for calibrating loop testers even
反復性のあるループテスターの校正手段を提供します。
when calibrating on-site.

calibration.
ItＲＣＤテスターは電流を発生し
is important to understand
that
an RCD tester does not
ませんが、不良電流をシミュ
レーションして電流を接地に流
generate
the current, but acts
す抵抗として機能するのを理解
as
a resistor allowing current
する事は重要です。３２００は
to
flow from the live to earth,
接地に流れる電流を測定し、設
simulating
a fault. The 3200
定された時間後に電源を切断
measures
the current flowing
し、テスターのトリップタイム
back
to earth taken by the
測定機能が検証されます。
tester
and at the set time
disconnects the supply
allowing the trip time
measurement function of the
tester to be verified.

RCD FAULT CURRENT DURATION
電流持続時間の測定は普通は難しいのですが、
The
3200 makes this normally difficult
３２００は専用の機能により、単純な測定にし
measurement
straight forward with this
ています。
dedicated function to support current
duration measurement.

LOOP OVERVIEW
Loop testers measure the
ループテスターは電源ソケッ
resistance in ohms of the
トの主電源の抵抗値をオーム
mains supply at a power
で測定します。多くのループ
socket. Most loop testers only
テスターは、位相と接地間の
measure the resistance of the
抵抗のみを測定します。テス
live (Phase) to earth
ターによっては位相とニュー
resistance, some testers can
トラル間の抵抗も測定できま
also measure the live to
す。
neutral circuit resistance.

accurate measurements.

RCD testers are designed to
ＲＣＤテスターは、限定的な持
続時間での不良電流のシミュ
simulate a range of fault
レーションを実行し、時間を計
currents, with restrictions on
測する様に設計されています。
the duration of the fault
これで、限定的な持続時間内
current,
and to time the
に、ＲＣＤが不良電流を遮断し
operation of the device. This
て、火災、損傷、感電死から保
will indicate the ability of the
護できる能力が分かります。
RCD to interrupt a particular
fault current within certain
time limits to ensure
protection against fire,
damage and electrocution.

Calibrate these instruments quickly
and safely - the
ループテスターを安全に迅速に校正
― 自動ループオプション
auto loop option ensures accurate correction for the
により電源のループインピーダンスの正確な補正ができます。

CUSTOM LOOP VALUE OPTION
The earth bond resistance function includes 10 precision resistance
接地ボンド抵抗値機能には、0.05Ωから1kΩまでの１０の精密な抵抗
values from 0.05 Ohms to 1kOhm. Additional values are supported
値が含まれています。その他の抵抗値も、ユーザー独自のカスタム
using the rear terminal option for connection of user’s own custom
ループ抵抗をリアターミナルオプションに接続する事で得られます。
loop resistors.

RCD / LOOP TESTER FAULT DETECTION
ＲＣＤ及びループテスターに良くある欠陥として、グラウンドとライブ回路間のショートサーキットがあります。この様な欠陥のあるテスターを直接
A
common fault with RCD and loop testers is to fail with short circuit between live and earth. Connection of such a faulty tester
メインの電源に接続するとヒューズを飛ばしたり、キャリブレータ－を破損する場合があります。この問題を取除くために、３２００はループイン
directly to mains power may result in blown fuses or calibrator damage. To overcome this problem the 3200 is designed with a built in
ピーダンスを下げ、不良のテスターを検出するとテストを中断する不良検出システムを内蔵した設計になっています。
fault
detection system which ramps the loop impedance down, aborting the test should a faulty tester be detected.

Loop testers can also display
ループテスターはＰＳＣＣ
the PSCC (Prospective Short
（保護ショート回路電流、
circuit current), sometimes
ＰＦＣ：保護不良電流とも言
called the PFC (Prospective
う）も表示する事ができま
fault current). Loop testers
す。ループテスターは、通常
work by applying a heavy load,
は２３Ａの重い負荷を短時間
usually 23 Amps, for a short
加え、負荷を加えた時の電圧
duration and measuring the
降下を測定し、オームの法則
drop in voltage when the load
を使ってループ抵抗値を表示
is applied, then using ohms
します。
law display the loop resistance.
ループテスターを校正するに
To calibrate a loop tester first
は最初に電源のループイン
the loop impedance of the
ピーダンスが分かっている必
supply must be known. Several
要があります。次に、幾つか
known values of resistance
の抵抗値をループ抵抗値を増
must then be inserted in the
やすために、ループに挿入す
loop to increase the loop
る必要があります。そうする
resistance so the tester can be
事でテスターは幾つかの点で
calibrated at several points.
校正する事ができます。
The
resistance can either be in
抵抗値はライブあるいはアー
the
live
or earth return (it is
スリターン内に置く事ができ
common
practice to place the
ます。（通常は安全の観点か
resistors
in
the earth return for
ら抵抗はアースリターン内に
safety reasons). The value
置きます）テスターに表示さ
displayed on the tester can
れる値は既知の抵抗値＋電源
then
be compared to that of
のループ抵抗値と比較されま
the
known value of the resistor.
す。the loop resistance of the
plus
supply.
The 3200 has 10 calibrated
３２００は、１０の耐２３Ａ、
resistance values which are
非誘導の校正済みの抵抗値を
non inductive and are able to
備えています。
withstand the 23 Amps
needed.

PORTABLE APPLIANCE TESTER CALIBRATION

PAT FLASH / HI-POT & BREAKDOWN TESTER CALIBRATION

COMPREHENSIVE SUPPORT WITH FLASH TESTING ADAPTER OPTION

PAT FLASH TEST ADAPTER • HIPOT-BREAKDOWN TESTER OPTION

FLASH VOLTAGE & CURRENT CALIBRATION (OPTION)

PORTABLE APPLIANCE TESTER CALIBRATION

A rapid testing solution for calibrating all PAT functions. Also ideal for
全てのＰＡＴ機能を校正する高速テストソリューション
earth/ground bond testers up to 30A test current.
３０Ａテスト電流までのアース/グラウンドボンドテスターにも最適

フラッシュテストオプションで、ＰＡＴフラッシュ電圧と電流
The flash test option provides a safe and easy method for
（クラス１とクラス２のセッテイング）が安全にかつ容易に測定
measuring PAT flash voltage and current at Class 1 and
できます。
Class 2 settings.

３２００は広範囲のポータブルアプラ
The 3200 combines all the necessary
functions to provide comprehensive
イアンステスターを校正するのに必要
portable appliance tester calibration.
な全ての機能を統合しています。

フラッシュテストアダプターは、ＰＡＴフラッシュプローブをア
The design of the flash test adapter allows direct connection
ダプターの電圧入力コネクターに、安全に直接接続できるよう設
of the PAT flash probe, holding it down safely on the voltage
計されています。
input connector of the adapter.

Before the availability of a combined
electrical test calibrator, techniques
統合的なキャリブレータが利用できる以前は、ＰＡＴを校正する
for calibrating PATs involved many
為の技術には、３０Ａまでの高電流メーター、フラッシュテスト
separate items of test equipment including high current meters to
機能の為の高電圧測定能力、危険な電圧が存在する高抵抗ボック
30A, high voltage measurement capabilities for flash test functions
スなど、多くの個別のテスト装置が必要でした。
and high resistance boxes with potentially lethal voltages present.
３２００は、高抵抗/低抵抗、３０Ａまでの電流メーター、フラッ
The 3200 packages all these elements into a single box solution
シュテスト電圧、電流測定など、これら全ての要素を一つのボック
including high / low resistances, current measurement to 30A and
スソリューションとして組込みました。これらの測定機能は３２０
flash test voltage and current measurement. These measurement
０のフロントパネル上の専用ターミナルへの接続を使い、安全で便
functions use dedicated terminal connections on the front panel of
the 3200, providing safe and convenient operation.
利な操作を提供しています。

FLASH TEST CURRENT

FLASH TEST VOLTAGE

INSULATION RESISTANCE

LOAD TESTING

２ＧΩ（１０ＧΩオプションあり）まで
Variable resistance to 2 GOhms
の可変抵抗値
－ 合否レベルのチェッ
(10 GOhms option)
- ideal for
クに最適
checking pass/fail levels. Connection
このタイプの測定専用のPAT
IECソケット
is made to the dedicated PAT
IEC
socket for this type of measurement.
に接続

EARTH BOND RESISTANCE
３２００は、フロントパネルに取り付けられたフローティングアースス
The 3200 provides easy connection for earth bond resistance tests
タッドを使用して、アースボンド抵抗値テストの為の接続が容易にできま
using a front panel mounted ‘floating’ earth stud. The 3200 is supplied
す。３２００は、最高の精度を出す為に、ＰＡＴのメインソケットに接続
with a calibrated PAT lead to connect to the PAT mains socket for the
する校正済みのＰＡＴリードを支給品として備えています。
best accuracy.

3200は、オープン回路、ショート回路の
The 3200 can connect from Live to
いずれでも、あるいは0.13kVA疑似負荷か
Neutral to either an open circuit, short
らテスト稼働/ランテスト機能でも、位相
circuit or a 0.13kVA simulated load to
から中性の接続ができます。
test operation / run test functions.

HIPOT / BREAKDOWN TESTER CALIBRATION (OPTION)

接地ボンド抵抗値機能には、0.05Ωから1kΩまでの１０の精密な抵
The earth bond resistance function includes 10 precision resistance
values from 0.05 Ohms to 1kOhm. Additional values are supported
抗値が含まれています。その他の抵抗値も、ユーザー独自のカスタ
using the rear terminal option for connection of user’s own custom
ムループ抵抗をリアターミナルオプションに接続する事で得られま
resistors.
す。
包括的なＰＡＴサポート
COMPREHENSIVE
PAT SUPPORT
The 3200 supports older portable appliance testers which cannot be
３２００は、接地にアースボンドリードが接続された状態では校正すること
calibrated with the earth bond lead connected to earth - the bond
が出来ない（ボンド抵抗はアースサプライ電流に対してフロートしていなけ
resistors must be floating with respect to the earth supply current.
ればならない）旧式のポータブル機器テスターもサポートしています。

EARTH BOND CURRENT MEASUREMENT
最も一般的なテスト電流、１００ｍＡ、１０Ａ、３０Ａの三つのレンジを完全に網羅し、３２００は３０％の
Fully featured with 3 ranges to match the most common test current, the 3200 includes 100mA, 10A
オーバーレンジには対応できます。接地ボンドテストで要求される、５秒間でのテスト電流測定ができ、測定
and 30A ranges with 30% over range capability. The test current is measured over the 5 second period
値は３２００に表示、保存されます。接地ボンド電流は20mΩあるいはＰＡＴ（ＵＵＴ）の仕様で要求される
as required for earth bond testing and the value stored and displayed on the 3200. Earth bond current
0.1Ωで測定されます。
can be measured into 20 mOhms or 0.1 Ohm as required by the specifications of the PAT (UUT).

LEAKAGE CURRENT
The 3200 provides preset leakage points enabling the
３２００は漏洩点をプリセットする機能があるのでＰＡＴ漏洩
3200 to test the PAT leakage function at three nominal
機能を３公称値でテストできます。
values.
３２００キャリブレーターとオプションのアダプターを使用し
て、完全なソリューションの接触漏洩もテストできます。
Using the optional adapter, touch leakage can also be

tested using the 3200 calibrator for the complete solution.

Ranges
2mA
4.7mA
7.7mA

4 VOLTAGE / 6 CURRENT RANGES
n 4 Voltage ranges : AC/DC 3kV & 12kV
n 6 Current range : AC/DC 200uA, 2mA & 20mA
n 9 Load resistors for current measurements
50kOhms (20mA) to 20MOhms (20uA) @ 1kV
高電位/ブレークダウン・テスターアダプターは、高電位/ブレークダウン・テスターでの出力電圧と漏洩電流測定の安全
The Hipot / Breakdown tester adapter offers a unique solution to the safe, fast calibration of both
で迅速な校正を可能にするユニークなソリューションを提供します。机上に平らに置け、ブレークダウンテスターの様に
voltage output and leakage current measurements on hipot & breakdown testers. Designed to sit flat on
ハンドルにスイッチが付き、高電圧プローブはアダプターの端子に、安全にプレスダウンできる様に設計されています。
the worktop the high voltage probes, with a switch in the handle often used with breakdown testers, can

be safely pressed down on the adapter terminals.
ブレークダウンアダプターは、ＡＣとＤＣのいずれも、3kVと12kVの
The breakdown adapter provides 3kV & 12kV voltage
電圧測定レンジを備えています。使用する端子はLEDの表示で示され
measurement ranges for both AC and DC. LED's indicate
ています。
which terminal should be used.
高電位/ブレークダウン・テスターの出力/漏洩電流表示を校正する為
To calibrate the output / leakage current display of the
に、アダプターは20mA
@1000Vまでの電流負荷を供給する９の高パ
hipot / breakdown tester
the adapter provides 9 high power
ワー抵抗を備えています。
他社のキャリブレータ－には無い機能で
resistors to provide current
loads of up to 20mA @1000V
す。
- a function not available on other calibrators.

AUTOMATED SOFTWARE CALIBRATION

CONDENSED SPECIFICATIONS

EFFICIENT, COST EFFECTIVE SOFTWARE CONTROLLED CALIBRATION

3200 SERIES ELECTRICAL TEST EQUIPMENT CALIBRATOR

CONTINUITY TESTING

EASY TO USE SOFTWARE FOR FAST & ACCURATE TESTING

導通抵抗値 Resistance
Continuity
導通可変レンジ
Continuity Variable Range :
Continuity
Fixed Outputs :
導通固定出力
Standard
:
標準精度 Accuracy
High
Accuracy (Option)
:
高精度（オプション）

トランスミル社のProCalソフトウェアは、各テスターのモデル毎にプリセットテストポイントを設
Transmille ProCal software provides easy control of the 3200, with pre-set test
定し、３２００を容易にコントロールできます。ソフトウェアは３２００の機能と出力を正しく
points for each model of tester. The software takes care of setting the 3200 to
設定します。ユーザーはスクリーンのプロンプトに従い単純に測定を確認し、あるいはテスター
the correct function and output - the user simply follows on-screen prompts and
の測定値を入力します。

confirms measurements or enters readings from the tester.

ProCalソフトウェアは、ドロップダウンボックスによる機能選択なので操作が
ProCal software provides an easy to use package, with simple
容易で、研究所やサービスセンターのための完全なソリューションを提供す
function select using drop down boxes and is focused on
る事に焦点を当てており、新しいユーザーの為に直ぐに習熟できる様に作ら
providing a complete solution for the laboratory or service
れているので、投資に対する見返りが直ぐに現れます。

center, with an easy learning curve for new users ensuring
rapid return on investment.

自社の保守サポートあるいは商業的な校正サービスの
The use of software is the key to realising
いずれにせよソフトウェアの利用は費用効果の高い、
a cost-effective electrical test solution,
電気テストソリューションのキーとなります。それぞ
whether it is for in-house / maintenance
れのタイプのテスターに対する操作手順は、組込みの
support or for commercial calibration
操作ガイド機能により、数分で作成されます。一般的
services. Built-in procedure wizards for each
なテスター用に手順ライブラリーも利用できます。

分解能
0.2W to 20W (0.01W Resolution)
100W : 1kW
1% ± 25mW
0.25% ± 25mW

Continuity Current Measurement (Into 1W)
導通電流測定
: 0 to 320mA (0.1mA Resolution)
Range
分解能
レンジ
Accuracy
: 1.3% ± 6 Counts
精度

INSULATION TESTING

ＰＡＴ漏洩テスト電圧
PAT
Leakage Test Voltage
: 100V to 300V RMS (0.1V Resolution)
Range
レンジ
: 1.5% ± 9 Counts
Accuracy
精度

:
:

5MW to 2GW 3% (1% Option)
10kW
1.1kV or 1 WATT (15kV Option)

電流測定Measurement :
Current
Accuracy
:
精度

(0.1V Best Resolution)
0.5mA, 1mA
1% ± 8 Counts

AC
Voltage Output
ＡＣ電圧出力
Range
:
レンジ
Accuracy
:
精度

100V, 200V, 230V, 300V, 400V
0.2% ± 1 Counts

Current
電流

PROCEDURE
WIZARDS

Range
レンジ
Accuracy
精度

: 20ms to 5s (10ms Resolution)
: ± 0.7ms

レンジ
Range
Resolution
分解能

: 3mA to 3A
: 0.01mA (to 200mA)
: 0.1mA (to 1A) • 1mA (to 3A)
Accuracy
: < 190ms 5% ± 20 Counts
精度
: up to 5s 1.2% ± 6 Counts
Timing Modes : Immediate & Zero Crossing
Current Modes : I, ½ I, 2I, & 5I
Display Modes : 0° and 180° Phase

Duration
持続時間 Range
レンジ
Resolution
分解能

: 10ms to 5s
: 0.1ms

LOOP TESTING

GRAPHICAL CALIBRATION

CERTIFICATE
PRINTING

PROCEDURE
MANAGEMENT

INSTRUMENT
CALIBRATION

PROCAL

SYSTEM
SETUP

0.05W, 0.1W, 0.22W, 0.33W, 0.5W, 1W, 5W, 10W, 100W, 1kW
: 0.1mW (to 10W) ; 1mW (to 1kW)
Resolution
分解能
Accuracy
: 0.5% ± 4mW
精度

Auto Loop (Option)
オートループ（オプション）
最大補償 Correction : 2W
Maximum
Resolution
: 100µW
分解能
Accuracy
: ±18mW
精度
: 4A
Measurement
Current
測定電流

負荷テスト
Load
Testing
Ranges
レンジ
Accuracy
精度

:
:

:
:

2mA, 4.7mA, 7.7mA (1uA Resolution)
1.5% ± 2 Counts

S/C, O/C & 0.13kVA
440W ± 5%

PAT TESTING : FLASH (OPTION)
Flash
Test Voltage
フラッシュテスト電圧
クラス１
Class
1
:
Load
Resistance
負荷抵抗値
Class
2
クラス２
Load
Resistance
負荷抵抗値
Accuracy
(Class 1&2)
精度

:
:
:
:

1kV to 1.8kV (1V Resolution)
600kW (2.5mA @ 1.5kV)
2kV to 3.6kV (1V Resolution)
1.2MW (2.5mA @ 3kV)
4% ± 10 Counts

フラッシュ電流測定
Flash
Current Measurement
: 1mA to 3mA
Range
レンジ
: 10uA
Resolution
分解能
: 5%
Accuracy
精度

BREAKDOWN TESTING (OPTION)
Voltage
電圧

レンジ
:
Range
:
Resolution
分解能
:
Accuracy
精度

3kV • 12kV
10V
0.5% ± 3 Counts

Current
電流

:
Range
レンジ
:
Resolution
分解能
:
Accuracy
精度

200uA • 2mA • 20mA
100nA • 1uA • 10uA
0.5% ± 4 Counts (200uA)

LINE VOLTAGE MEASUREMENT

Resistances
抵抗値
PROCAL PROGRAM SUITE

ＰＡＴ絶縁抵抗値
PAT
Insulation Resistance
: 30kW to 2GW (10kW Resolution)
Range
レンジ
: See Insulation Resistance
Accuracy
精度

分解能
Resolution
Max
Volt/Power
最大電圧/パワー

Time
時間

ユニバーサル校正ソフトウェア
UNIVERSAL CALIBRATION SOFTWARE
PROCEDURE CREATION
- PROCEDURE WIZARDS
FAST
迅速な操作手順作成
作 操作ガイドウィザード
CREATE
& PRINT CERTIFICATES ON PLAIN PAPER
普通紙に証明書の作成・印刷
M3003 / GUM UNCERTAINTIES
不確かさ
SUPPORTS
CRYSTAL REPORTS
CRYSTALレポートをサポート
CALIBRATION
PRICING SUPPORT
校正価格計算サポート

接地ボンド電流測定
Earth
Bond Current Measurements
レンジ
: 100mA, 10A, 30A
Ranges
: 1mA, 10mA, 10mA
Resolution
分解能
: 1.5% ± 6 Counts
Accuracy
精度

ＰＡＴ漏洩
PAT
Leakage
Ranges
レンジ
Accuracy
精度

RCD TESTING

PROCAL : MULTI DISCIPLINE CALIBRATION SOFTWARE

接地ボンド抵抗値
Earth
Bond Resistance
値
: See Loop Values
Values
: 0.5% ± 4mW
Accuracy
精度
: 0.1mW (to 10W) : 1mW (to 1kW)
Resolution
分解能

Insulation
絶縁抵抗値 Resistance
Range
: 10kW to 2GW (10GW Option : 5%)
レンジ
Accuracy
: 10kW to 5MW 0.3% (0.1% Option)
精度

Insulation
Test Voltage Measurement
絶縁テスト電圧測定
Ranges
: 50V, 100V, 250V, 500V, 1kV
レンジ

type of tester allow procedures to be created
in minutes, with a library of procedures also
available for popular testers.

>
>
>
>
>
>

PAT TESTING

レンジ
Range
分解能
Resolution
Accuracy
精度

:
:
:

200V to 260V
0.1V
0.8% ± 6 Counts

GENERAL SPECIFICATIONS

}

AUTOMATICALLY
自動的に電源
CORRECTS FOR
ﾙｰﾌﾟｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ
SUPPLY LOOP
を補正
IMPEDANCE.

電源 Power
:
Line
大きさ
:
Dimensions
ｳｫｰﾑｱｯﾌﾟ時間
Warm-up
Time :
:
Interface
ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ

230V/110V 50Hz /60Hz
45 x 44 x 14cm • Weight : 10kgs
Double the time last used to 20 minutes max.
RS232 • USB (Via Adapter)

