


フロント㌧パネルの基本操作ガイド

オペレーション 測定機能の選択 �����ﾞﾈ��_ｸ��d��説　明 

機能ボタン（自）を押してください臼選択した機能はアナンシ工一夕 により、詭別できます。 ��c(6h4(5�7h8ﾈ48*ｩ5�9I(h��ｴ�Eﾈ7ｸ5�98/�咥+x,h��:�6h4(5�7h8ﾈ42�/�4�7H,�+X-ﾈ+x�"�

デュアル表示 ��c�6h4(5�7h8ﾈ48,���+X��D8�8,ﾉ�ｩ.斡�Eﾈ��-ﾈ+ﾘ,ﾘ��8(6h4(7H4�42�4��竸(�ﾞﾘｹ��ｨ/�����+X-ﾈ+x�)�c(6h4(5�7h8ﾈ48,���+X,H,ﾘ�ﾙ�(��/��咥+X�X鵁,����c(6h4(5�7h8ﾈ48,ﾈｴ�Eﾈ/�����+x.�+ﾘ-�,���ｴ�Eﾈ7ｸ5��98/�咥+X,H*ﾘ+�+8*(�"�第2ディスプレイには、機能モディファイアや手動レンジ・モード を選択することはできません。デュアル表示の利用法については、 表4－1を参照ください。 

任意の機能ボタンを押すと、第2ディスプレイをオフにし、その機 能を第1ディスプレイに選択します。 �-ﾈ+ﾘ,ﾘ��柯/�(ｷ(+x,h���c�6h4(5�7h8ﾈ48,�Xｻ�/�u�*h.�?��,h,�*ﾘ���c(6h4(5�7h8ﾈ48/�4�7H,�+x.�+�,h*ｨ,X*ｸ-ﾈ+x�"�

手動レンジや 自動レンジの選択 ��域�/�咥+x,h��詹:�8ﾈ985x,h齷:�8ﾈ985x/���.悪x*h-ﾈ+x�"�自動レンジ中は、「AUTO」が表示されます。手動レンジの表示は行 われません。 

上位レンジへの移行 俛�/�咥+X,H*ﾘ+�+8*#��第2ディスプレイには・手動レンジを選択することはできません。 

下位レンジへの移行 測定速度の変更 ��/�咥+X,H*ﾘ+�+8*(�"�

匝弓を押すと、下記3種類のスピードを順送りして、柏する速 度を設定することができます。 「S」（低速21／2読取り／秒） 「M」（中速5読取り／秒） 「F」（高速20読取り／秒） ��ﾉ7�,iZｨ��Eﾈ,ﾈｭhﾅx,ﾘ��岑ｴﾈ,ﾈ,h*�.�,X+x�"��U4ｦﾄ��H�s�4ｨ4X986r��Tﾘ�c3��C���4ｨ4X986r��Th�c8�3���4ｨ4X986r������ﾉ7�,ﾘ�Fy�H/��*ﾘ+x-x,H,ﾉ�ｩ.萎ﾘ����+X,I4ｹw�+8.ｨ-ﾈ+x�"�

相対値 ��ｸ�i�(��/�咥+x+�,h,�.h.���:�8(6h4(7H4�484�/��ﾙ.�8ｨ5ｨ6(6x+x.��「相対値」を選択すると、手動レンジ設定を選択したうえ、現在の レンジにセットし、「RELJを表示します。このモディファイアは、 第1ディスプレイだけに選択することができます。 基準値を変更する方法については、第3章の「数字エディタの借用」 を参照ください。 

モディファイア �+�,h*ｨ,X*ｸ-ﾈ+x�"��ｩ.�&ﾈ,ﾘ�Y�ｩ��&ﾈ/�����+x.����,���Uﾈ麌+8.ｨ,H*(+ﾘｮ顏�昇+�NHｧ"�+8.ｨ-ﾈ+x�"�

MN　MX ���h/�咥+X,I�����(ﾞﾘ��妤,hﾜY�Y&ﾈ,ﾉ�悪x*h,�.���:�7ｸ5�98/�咄�モディファイア選択後、洗み取った最小値および貴大価は、記憶さ れます。本モディファイアは、第1ディスプレイのみに選択するこ とができます。■ かJ、借、貴大俺モードでは、手動レンジが選択され、現在のレンジ に設定されるとともに、「M州」または「MAX」が表示されます。 

モディファイア �+X,H*ﾘ+�+8*(�#)V(咥+Y��*�.�,h8ｨ5ｨ6(6x+X-ﾈ+x�"�

d8への変換 �8ﾘﾌ�7ｸ5�98/�咥+x,h��6h5h7�8ｸ�X8(6h4(7H4�484�/�5ｨ6(6x��8ｨ5ｨ6"�dBは・第1ディスプレイに、電圧機能を選択した時にだけ選択可能 

dB基準抵抗の 設定 �6x+X-ﾈ+x�"�?ｩ+ﾈ�ﾈ��鵁,��ｸ�i���/�咥+X,H*ﾘ+�+8*(�(ﾙ�*册8ｩ��ｨ/�咥+x,hｯ2�eﾘ+x.�&ﾈ�物*�.s�����ﾉ?���x.�,X*ｸ-ﾈ+x�)O�ｧﾉ?�,ﾘ��/�咥+R�,H*ﾘ+�+8*(�"�で、第1ディスプレイだけに適用されます。 打ち切る場合には、回、囲、固以外の任意のボタンを 押してください。 

オーディオ・ 縫(ｮ顏�.�(/���(��H���-ﾈ+ﾘ,ﾓ�h4��ｸ8�,��ﾙ.�+X��8ﾘ8ﾘ/�)7��オーディオ・パワーをリセットするには、ロロまたは、任意の機 能ボタンを押してください。 

パワーの選択 ��+X,H*ﾘ+�+8*)<ｨ�X7�8��ｸ�h*ｩ�c(6h4(5�7h8ﾈ48,儷ﾈ麌+8.ｨ-ﾈ+x�"�

表不値のホールド （タッチーホールド） �5�6(6��X7ｨ��8ｸ6�,ﾉ?ﾉ|ﾘ,�,ﾘ��/�咥+X��ﾜI7��+x,i<x竧.�/�ﾕ���h+X��)V(咥+Y��*�.�,h8ｨ5ｨ6(6x+X-ﾈ+x�"�「HOLD」が第1ディスプレイに表示されます。メータは、選択され ているモード（自動、または手動レンジ）で、タッチ・ホールドに入 ります。 

タッチ・ホールドでは、安定値をあらたに検出するたびに、メータ から発信音が出ます。 �5�6(6��X7ｨ�ｸ8ｸ6�,ﾘ���c�6h4(5�7h8ﾈ48,�,ﾈ-ﾙ�����)Eﾈ,X+x�"���.羽ﾈ,ﾈ5�8ﾈ6(5h8X7ｨ�ｸ8ｸ6�/�¥��+x.�,�,ﾘ��柯/�咥+X��鵁,���ｸ柯/�咥+X,H岑*ｸ*(�(ｺx�ｨ.(傾/�諄*H,g&ﾈ�h�儖��ﾘ,��柮��S(�h���.��ｨ���S8�h�儖���.��ｨ/�����+x.�+�,h*ｨ,X*ｸ-ﾈ+x�(5�8ﾈ6(5h8R�7ｨ�ｸ8ｸ6�,ﾉ�ﾙ.�,�,ﾘ��ｹ�譏/�咥+X,H*ﾘ+�+8*(�)�X+���.��ｨﾘx,�,ﾒ�ｺx譏�Xﾙ�-ﾈ+ﾘ,ﾙ]闌愛�,ﾉD8�8,ﾈ7ｸ5�98/�咥+X,H*ﾘ+�+8*"�

パワーアップ構成 幽ﾋ�8ｩ?ﾈ鳧,ﾈﾕﾉ�ﾈ/���ﾋｸﾝﾘ,ﾈ8��ｸ5靱ﾉ�ﾈ,��ﾙ.�+x.�,�,ﾘ���ｸ�i�(�ﾈ/��咥+X,�*ｨ.xｹ�譏/�咥+Y��*�,H*ﾘ+�+8*(�(ﾔ��ｩ�ﾙ.�,ﾇHﾋ�8ｩ?ﾈ鳧ﾕﾂ��ﾈ/�ﾜHﾋｸ+x.�,�,ﾘ�X8��ｸ5�6Hﾋ�,ﾉ8ｩ?ﾈ鳧��ｹ�譏/�咥+Y��*�,H*ﾘ+��+8*#��儘��ｩ�ﾙ.易ﾉ�ﾈ,�,(*(,H,ﾘ��Uﾃ8�ﾃ�8/����*ﾘ+�+8*(�(�｢�電源をオフ・オンするたびに、メータはt源投入時構成になります。 

AC＋DC合計実効値 幽�8,ﾈ�ｨﾘx,�,ﾘ���ﾘ��,hｹ���/�:��,��+X,H*ﾘ+�+8*(�"�6Izﾈ,ﾈ�ｨﾘx,�,ﾘ���ｸ蕀?ｨｹ���/�:��,��+X,H*ﾘ+�+8*(�"� 

比載（COMP） 儂Hｧ(8(�ｸ6�����潔��,����6tﾄ�,ﾈﾌ�､Y&ﾈ/��ﾙ.�+X,H*ﾘ+�+8*(�"�NI����6�,ﾉ����ｹｨ�X-ﾈ+x��/��X鵁,弌���4���ｨ/�咥+X,B�HトLOの限界値設定方法については、第3iの「比較機能の使用」を 参照ください。 

ください0測定を行つと、第2ディスプレイに「【日、「LO」または 「PASS」が表示され3＝す。「HIJまたは「LO」の場合には、メ＿タ は、HトLOのアラームを発します。 儂Hｧ(8(�ｸ6�/�����+x.�,h��5�6(6��X7ｨ�ｸ8ｸ6�*ｨ齷:�4�,�����+8.ｨ-ﾂ�+x�)�域�/�)V(ｭH咥+Y��*�.�,h��5�6(6��X7ｨ�ｸ8ｸ6�/�8ｨ5ｨ6(6x+R�-ﾈ+s�+ﾘ+�+X��ﾙ�ｨ8(�ｸ6�/�8ｨ5ｨ6(6x+X,�*(.h*H,�+X,H*ﾘ+�+8*(�"�
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資料A

仕　　様

はじめに

本資料Aには、フルーク45デュアルディスプレイ・マルチメータの仕様が説明されています。なお、記載の

仕様は、下記を条件としています。

●校正サイクルは1年。

●使用温度は18℃～28℃。

●相対湿度は90％以下（結露なし）

確度は±（読取り値の％＋デジット）で表わきれます。

A－1



仕　　様

A－2

表示カウントと読取の速度

速度 �<x竧.��H�餬"�フル・レンジでの表示カウント 

低 �(�CR�99．999★ 

中 迭�30．000 

高 �#��3，000 

★抵抗のフル・レンジでは98′000カウントが代表値 

応答時間

詳細については、第4章を参照下さい。

DC電圧

レンジ 兒ｨ��Eﾂ�刳m度 
低速 �(i�ﾂ�高速 ��塗5�ﾈ��｢�ー‾（l年） 

300mV ��10〃∨ ����x����0．02％＋2 ���C�#X�8�"�

3V �100〟∨ ��ﾕb�0．02％十2 ���C�#X�8�ｳ"�

30V �1mV ���ﾕb�0．02％十2 ���C�#X�8�"�

300V �10mV ����ﾕb�0．02％十2 ���C�#X�8�"�

1000V �100mV ��b�0．02％十2 ���C�#X�8�ｳ"�

100mV ��x���� ��ﾂ�0．02％＋6 ���C�#X�8�b�

1000mV ����h�����0．02％＋6 ���C�#X�8�ｳb�

10V �����h����0．02％＋6 ���C�#X�8�ｳb�

100V ��ﾕb��0．02％＋6 ���C�#X�8�ｳb�

1000V ���ﾕb��0．02％＋6 ���C�#X�8�ｳb�

入力インピダンス

100pF以下と並列で10Mrl

表A RS－232及UIEEEL488読取り転送速度

測定速度 �<x竧.��H�餬"�内部トリガ動作時 丶�H6x8ｨ4ｹ:鞐ﾈ鰾�プリントモード動作時 

（トリガタイ7し：l） ���6x8ｨ4ｸ5�43x�X�ォ�｢�（プリントセット：l） 

低　速 �(�CR�1．5 �(�CR�

中　速 滴�CR�2．4 店�C��

高　遠 滴�CR�3．8 ��8�CR�



仕　　様

A－3

注　　意

デイアル・ディスプレイ・モードでAC、DC電圧機能を選択した場合、10ME）DC人力デバイダは1ME2AC

デバイダと並列になります。

ノーマルモード除去此

50【Zまたは60Hzにて80dB以上、中低速

周波数50－440Hzに対し54dB以上、中低速

50Hzにて60dB以上、高速

DC電圧測定におけるAC電圧、最大許容値

レンジ 刄sークAC電圧 最大許容値 �78�ｸ4��X6ﾘ�ｸ7ﾘ8ｸ�X8(�ｸ6��ﾘﾘb�

NMMR＊＞80dB† 比ﾕ%(�Cc�D(�R�

300mV ����ﾕb�20V ��Ub�15V 

3V �����ﾕb�20V ��Ub�15V 

30V ���b�1000V 鉄�b�300V 

300V ����b�1000V 鉄�b�300V 

1000V �����b�1000V �#��b�1000V 

＊NMMRはノーマル・モード除去比 

†50あるいは60Hz0．1％におけるノーマル・モード除去此 

コモン・モード除去比

DC、50Hzまf：は60Hzで90dB以上（＝くnアンバランス、中および低速度）

最大入力

すべてのレンジで、DCl000VまたはピークAC



仕　　様

A－4

真の実効値AC電圧、ACカップル

レンジ 兒ｨ��Eﾂ�
低速 �(i�ﾂ�高速 

300mV ��ﾂ�10〟∨ ����x����

3V ��ﾂ�100〟∨ ��ﾕb�

30V ��ﾂ�1mV ���ﾕb�

300V ��ﾂ�10mV ����ﾕb�

750V ��ﾂ�100mV ��b�

100mV ��x����－ ��ﾂ�

1000mV ���x����－ ��ﾂ�

10V ����x����－ ��ﾂ�

100V ��ﾕb�－ ��ﾂ�

750V ���ﾕb�－ ��ﾂ�

周波数 �8ｨ6ｨ4�����ｦﾙ7��囘B確度 刄pワー♯ ��8ﾌ��Fy�H,�*�*�.����ﾜY�Y?ﾉ|ﾒ�
低速 �(i�ﾂ�高速 �.���(b�高 

20－50Hz ���8�ｳ����1％十10 度�8�ｳ"�0．15 ���Cs"�2％＋10 都S�b�

50Hz－10kHZ ���C(�8�ｳ����0．2％＋10 ���CX�8�ｳ"�0．08 ���C�r�0．4％＋10 都S�b�

10－20kHz ���CX�8�ｳ����0．5％＋10 ���CX�8�ｳ"�0．11 ���C�r�1％＋10 都S�b�

20－50kHz �(�8�ｳ#���2％＋20 �(�8�ｳ2�0．29 ���C3B�4％＋20 鼎��b�

50－100kHz 店�8�ｳS���5％＋50 店�8�ｳb�0．70 ���Cs��10％十50 �#��b�

★パワー・モードにおけるエラーはリニア確度仕様の2倍を超えません。 

確度仕様は、読取速度に応じて、次の範囲内で適用されます。

低速読取り：15′000～99′999カウント（フル・レンジ）

中速読取り：l．500～30′000カウント（〝）

高速読取り：150〝3．000カウント（〝）

デシベル分解能

分解能 

低、中速 俘)�ﾂ�

0．01dB ���C�D"�



仕　　様

A－5

デシベル使用時の基準抵抗値

8000n 鉄����124n 宕��b�

1200rユ �3����110rユ 滴�vﾈ�b�

1000rl �#S�(8b�93n �&��b�

900rユ ��S���75r】 ��

800の ��3W&ﾂ�50Jl ��

600rZ■ ��#W)Eb�16rZ‡ ��

＊　ディフォルト抵抗値

‡ワット値での読取表示（パワー）

入力インピダンス

100pF以下と並列でIMn

注　　意

デュアル表示モード中に、AC電圧やDC電圧機能を選択すると、10ME2デバイダは、1MQACデバイダ

と並列になります。

最大クレストファクタ

3．0

コモン・モード除去比

50Hzまたは60Hz（lKrアンバランス中速）で、60dB以上

最大入力

750V実効値、1000Vピーク

任意のレンジ、ノーマル・モード入力で2×107電圧一周波数穣

任意のレンジ、コモン・モード入力でl X106電圧一周波数積

（AC＋DC）電圧確度

測定エラーは、AC電圧及びDC電圧それぞれの確度の合計値に表示値のlカウントを加えた数値を越えることはあり

ません。

交流電流測定中の入力交流電圧の長大周波数

デュアル・ディスプレイを使って、交流の電流や電圧を測定する場合、入力電圧の最大周波数は電流の最大周波数に

限定されます。たとえば、川Aレンジの交流電流の測定では入力電圧の最大周波数は2KHz以下となります。



仕　　様

A－6

レンジ 兒ｨ��Eﾂ�刳m度 �7��ｸ6�996H�8�｢�
低速 �(i�ﾂ�高速 

30mA ��ﾂ�1〟A ���x���0．05％＋3 ���CCUb�

100mA ��ﾂ�10〟A ����x���0．05％＋2 ���CEb�

10A ��ﾂ�1mA ���ﾔ��0．2％＋5 ���C#Ub�

10mA �������ー �0．05％＋15 ���C�Eb�

100mA ��x���－ �0．05％＋5 ���CEb�

10A ����x���－ ��ﾂ�0．2％十7 ���C#Ub�

★フル・レンジにおける代表値 

最大入力

保護された、低工ネルギ回路のみで使用。250Vまたは4800ボルト・アンペアを超えないようにして下さい。

（1EC664第2種取付）

mA DC300mAまたdはAC実効値。500mA、250V、IEC127－シートⅠ、速断ヒューズで保護

A DCl0Aまたは連続AC実効値、またはDC20Aか最高30秒のAC実効値。15A、250VLや断容量10，000A、速断ヒュ

ーズで保護

注　　意

COMバインディング・ポストとメータ内部の測定回路間の抵抗は約0．003‘1です。



仕　　様

A－7

レンジ 兒ｨ��Eﾂ�刄oードン電圧■ 
低速 �(i�ﾂ�高速 

10mA �������－ ��ﾂ�0．14V 

30mA ��ﾈ�ﾂ�1〟A ���筈��0．45V 

100mA ��x���10〃A �����d��1．4V 

10A �����d��1mA ���ﾔ��0．25V 

■　フル・レンジにおける代表値 

レンジ 假ﾉFy�B�確度 

低速 �(i�ﾂ�高速 

mA（TolOOmA） �#��ﾃS���2％＋100 �(�8�ｳ���7％＋2 

mA（TolOOmA） 鉄���ﾃ��ｴ��0．5明）＋100 ���CX�8�ｳ���0．8％＋2 

mArTolOOmA） ����ﾃ#�ｴ��2％＋200 �(�8�ｳ#��2％＋3 

A（1－10A） �#��ﾃS���2％＋100 �(�8�ｳ���7％＋2 

A（1－10A） 鉄���ﾃ&ｴ��1％＋100 ���8�ｳ���1．3％＋2 

A（0．5toIA） �#��ﾃS���2％＋300 �(�8�ｳ3��7％＋4 

A（0．5toIA） 鉄��C&ｴ��1％十300 ���8�ｳ3��1．3％十4 

mA確度仕様は、読取速度に応じて、次の範囲内で適用されます。

低速読取り：15．000～99月99カウント（フル・レンジ）

中速読取り：l，500”30．000カウント（フル・レンジ）

高速読取り：150”3，000カウント（フル・レンジ）

最大クレストファクタ

3．0

最大入力

保護された、低エネルギ回路のみで使用し、250〉または4800ボルトアンペアを超えないようにして下さい。（lEC664

第2種取付）

mA DC3DOmAまたはAC実効値。500mA、250V、IEC127－シートⅠ、速断ヒューズで保護

A DCl0Aまたは連続AC実効値または、DC20Aか、最高30秒のAC実効値。15A、250V、しや断容量JO，000A、速断

ヒューズで保護

注　　意

COMパインデイング・ポストと、メータ内部測定回路間の抵抗は、約0．003日です。



仕　様

A－8

レンジ 兒ｨ��Eﾂ�刳m度 �7H8ｸ�X5�5��ｸ8ｲ�6H�8,ﾉ�9Uﾉ&ﾂ�被測定抵抗に 流れる 最大電流 

低速 �(i�ﾂ�高速 

300n ��ﾂ�10mn ����ﾗ&ﾂ�0．05％＋2＋0．02n ���C#R�1mA 

3kr】 ��ﾂ�100mn ����0．05％十2 ���C#B�120〟A 

30kr】 ��ﾂ�1n �����0．05％＋2 ���3#��14〝A 

300kn ��ﾂ�10n ������0．05％＋2 ���C#��1．5〝A 

3Mn ��ﾂ�100rl ��ｶ��0．06％＋2 ���C2�150〟A 

30Mn ��ｲ�1kil ���ｶ��0，25％＋3 �(�C#R�320〟A 

300Mn★ ��ﾂ�100kr） ��ﾖ��2％ �(�C��320〟A 

100n ��ﾖ��－ ��ﾂ�0．05％＋8＋0．02r】 ���C���1mA 

1000n ���ﾖ��－ ��ﾂ�0．05％＋8＋0．02n ���C���120〟A 

10kn ����ﾖ��－ ��ﾂ�0．05％＋8 ���C���14JJA 

100kn ����－ ��ﾂ�0．05％＋8 ���C���1．5JJA 

1000kn �����－ ��ﾂ�0．06％＋8 ���C�"�150〝A 

10Mn ����&ﾂ�－ ��ﾂ�0．25％＋6 ���CR�150〝A 

100Mn★ ����ｶ��－ ��ﾂ�2％＋2 �(�CsR�320〟A 

＊抵抗を測定する方法が原因で、100メガ・オーム（低速）と300メガ・オームのレンジ（中、高速）では、それぞ 

れ3・2Mn以下と20Mn以下を測定することはできません。これらの抵抗値を測定すると、ディスプレイに「UL」（過 

少負荷）を表示し、コンピュータ・インタフェースは、「lE－9」を出力します。 

回路電圧

100r五、300‘1、30Mn、川OM‘1、300M‘lレンジでは、3．2ボルト、その他のレンジでは、すべて、最高はl．5ボルト

解放入力保護

すべてのレンジで、500V、DCまたはAC実効備



仕　様

A－9

ダイオード／導通テスト

測定速度 俐Y�Y<x竧.�&ﾂ�分解能 

低速 涛祷�C当ﾕb�10JJV 

中速 �(�CUb�100IJV 

高速 �(�CUb�1mV 

テスト電流

順方向バイアス・ジャンクションの測定では、約0・7mA。

可聴音

鵡通には連続音、順方向のバイアスのかかったダイオード、あるいは、半導体コンダクタの場合は短乱

開放回路電圧

最大3．2ボルト

導通捕獲時間

最大50匹、平均10匹

入力保護

500V、DCまf＝はAC実効値



仕　様

A－10

周波数

周波数レンジ

5HzからI MHHz以上

適用可能機能

AC電圧およびAC電流

レンジ 兒ｨ��Eﾂ�丿ﾙ7��

低速および中速 俘)�ﾂ�

1000Hz ��C����．1Hz ��X�C�X�8�ｳ"�

10kHz ��C���1Hz ��C�X�8�ｳ��

100kHz ����10Hz ��C�X�8�ｳ��

1000kHz �����100Hz ��C�X�8�ｳ��

1MHz★ ������1kHZ 倡y.�,�+R�

＊lMHHzまでと記載してありますが現実にはIMHz以上も測定します。 

AC電圧の感度

周波数 �8ﾈ7�8ｸ���8ﾋyFx�｢�

5Hz－100kHz �3�ﾕg&ﾗ2�

100kHz－300kHz ����ﾕg&ﾗ2�

300kHz－1MHz ��g&ﾗ2�

＞1MHz 倡y.�,�+R�

AC電流の感度レベル

周波数 �?ﾉ|ﾒ�レベル 

5Hz－20kHz ����ﾔ��＞3mArms 

45Hz－2kHZ �����＞3Arms 

注　　意

周波数測定にメータを設定しておいて入力信号がない場合（つまり入力端子がオープン）、メータはゼロで

なく約25kHZを示します。これは内部においてインバータのパワーが高インピーダンス入力回路にピックt

アップされるためにおこりますがソース・インピーダンスZkOでは周波数測定の確度、安定性には影響

を与えません。



仕　　様

A－11

環境条件

ウオームアップ時間

相対湿度（結露なし）

ー1位

コモン・モード電圧

寸法（高さ×幅×奥行）

重量

定格仕様に達するまではl時間、ウォームアップ時間がl時間未満の場合、すべての確度仕

様に0．005％を加算

0℃から18℃、28℃から50℃の場合、l度につき0．】×適用定格確度。

0℃から50℃

－40℃から＋70℃

温度が高い程、電池の消耗は早くなります。充電なしに保存できる最高日数は以下のとおりで

す。

20℃～25℃　　　　1000日

50℃　　　　　　　　　は0日

70℃　　　　　　　　　40日

0℃〝28℃までは90％以下

28℃叫35℃までは80％以下

35℃“50℃までは70％以下、ただしIMQ、3ME2、10MQ、30ME2、100ME2、300MQレンジ

については、0℃－50℃で70％

使用　　0〃3，048m

非借用　0〃12．192m

3G＠55Hz

MiJ－T－28800D、第3種E型式準拠

MiトT－28800D、第3種準拠

DCLOOOVまたは、任意の入力からアースまで、最高ACピーク

9．3cmX2l．6cmx286cm

正味重量

発送重量

4k

Zk

Ok

8k

（電池を含まない場合）

（電池を含む場合）

（電池を含まない場合）

（電池を含む場合）

AC90～264V（切り換え不要）、50または60Hz、最大15VA

IEC348、UL1244、CSAブリテン566B

EMC：FCC規格パートI5サブパート」、およびVDEO871

ポー・レート：300、600、IZOO、2400、4800、9600

奇数、偶数または、パリティなし

ワン・ストップ・ビット



仕　　様

A－12

オプション

電池（オプションーOIK）

種頬

動作時間

充電時間

IEEE－488（オプションYO5K）

能力コード

外部トリガ入力

入力スレッシュホールド

ヒステリシス

8V、釦蓄電池

（平均）8時間、残余時間が30分になると、Eヨァナンシエータが点灯。メータの仕様へ

の支障はありません。

メータ・オフにした状態で電源接続時16時間（平均）。メータをオンにした状態では充電でき

ません。

SHl、AHJ、T5、L4、SRl、RLl、PRO、DCl、DTl、El、TEO、LEOおよびCO

VlH　最小仁35V

VlL　最大l．25V

最小0．6V


