
幅広い圧力レンジの圧力計 /圧力セ
ンサーに対応できるシンプルでメン
テナンスが容易なソリューション

6270A モジュラー圧力 
コントローラ /校正器
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低圧から 20MPa まで、幅広い圧力レンジの圧力計 /圧力センサー
の校正に対応できる、メンテナンスに優れた信頼性の高い校正器

6270A の主な機能
• 1 台で幅広い圧力レンジの圧力計 /圧力センサーに対応可能
• モジュラー・コンフィグレーションによりさまざまな用途に対応が可能な
経済的なソリューション

• 優れた操作性
• メンテナンスが容易
• 真空から 20 MPa (3,000 psi) まで幅広い測定圧力レンジに対応
• 性能と予算のニーズに合わせて 3 段階の精度クラスの測定モジュールの
選択が可能

• 高速かつ安定した圧力制御性能
• 9 か国語の表示選択が可能なグラフィカル・ユーザー・インタフェース
• COMPASS® for Pressure ソフトウェアにより、完全自動校正システムの構築が可能
• 圧力制御バルブなど内部をクリーンに保ち、汚濁を防ぐのに役立つ汚染防止シス
テム (CPS) オプション

6270A はベンチトッ
プだけでなく、ラックマ
ウントでもご使用にな
れます。

6270A は、システム・モードで
使用することにより、1台のフロント・
パネルから複数のコントローラを一
括操作できます。

Fluke Calibration の 6270A 圧力コ
ントローラ /校正器は、気体圧力校
正の作業を飛躍的に効率化できる
堅牢で信頼性の高いソリューション
です。柔軟性の高いモジュラー・デ
ザインの採用により、様々なニーズ
や予算に合わせて柔軟な構成が可
能なだけでなく、圧力レンジの拡張
や作業量の増加など、ニーズの変
化にも対応できる優れた柔軟性と拡
張性を備えています。 

6270A は、生産ラインのダウンタ
イムを最小限に抑えたいというニー

ズに対応し、速度と精度を合わせ
持つ高性能な圧力ソースを必要とし
ている圧力センサ・メーカーにとっ
て理想的な製品です。メンテナンス
が簡単なモジュラー・デザイン、幅
広い圧力レンジに対応した高速圧力
制御と優れた精度を備えており、業
務の効率化を実現できます。
校正用ラボや計測器の管理者お

よび技術者は、1台のキャリブレー
タで幅広い圧力範囲にわたってさま
ざまなデバイスを校正することがで
きる 6270Aキャリブレータの圧力制

御精度と測定精度を高く評価してい
ます。汚染リスクを防止するために
重要な安全対策を提供するオプショ
ンの汚染防止システム (CPS) もあり
ます。

6270Aは、グラフィカル・ユー
ザー・インタフェースと直感的なハー
ドウェア・デザインを備えているた
め、どなたでも簡単に操作すること
ができます。
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校正の幅広いニーズに－ 
― 早く、正確に、確実に 
6270A は、微差圧から 20 MPa まで
の圧力レンジに対応しているため、ほ
とんどの圧力計および圧力センサー
に対応できます。3 種類の精度クラ
ス (0.02 % FS、スパンの 50 % ～ 
100 % で読み値の 0.01 %、または
スパンの 30 % ～ 100 % で 0.01 %) 
から選択できるため、必要な校正機
能と予算に合わせて最適なシステム
を構成できます。 
モジュラー・デザインを採用して

いるため、6270A は 1 台のシャー
シに精度クラスの異なる複数の測定
モジュール組み込むこともできます。
必要に応じて最高レベルの精度のモ
ジュールを購入することも、あるいは
より経済的な標準レベルの精度のモ
ジュールを日常業務に使用することも
できます。

6270A の精度仕様は、測定の不確
かさの詳細を記述したテクニカルノー
トによって詳しくご覧いただくことがで
きます。テクニカルノートは Web サイ
ト (flukecal.com) からダウンロードで
きます。フルークの他のすべての計測
器と同様、これらの仕様は明確で信
頼性の高いものです。

レンジアビリティが広く、
幅広い校正作業に対応し
ます。
圧力制御モジュールは幅広い圧力レ
ンジに対応できます。 

6270A はパルス変調圧力制御方式
を採用しており、広いレンジアビリティ 
(高い精度で測定できる最小値と最大
値の比 ) を実現しています。広いレン
ジアビリティーにより、幅広い校正要
求に対応することができます。

作業者と計器を守るための
安全機能
それぞれの圧力測定モジュールと圧
力制御モジュールは、メイン・シャー

シと同様に、偶発的なオーバープレッ
シャーから計器や作業者を保護する
ための圧力安全弁を備えています。
6270A は、SEP (Sound Engineering 
Practices) を使用するように設計され
ています。内部の安全弁、ユーザー
設定可能な圧力上限値設定機能、非
常停止 (ABORT) ボタンなど、安全性
を最優先した設計を行っています。

汚染防止対策
作業環境に水、油、ガスなどの汚染
物質 を含むデバイスがある場合は、
それらの汚染物質がシステム内に浸
入することで汚染される危険性があり
ます。汚染は、校正器のバルブの詰
まりや部品の摩耗、圧力維持等の不
具合の原因となります。圧力センサー
が汚染されると、校正器の動作に影
響を与え、正しい測定ができなくなり
ます。汚染を防止する必要がある環境
で作業を行う場合は、校正器のバル
ブを清浄な状態に保ち、汚染物質が
付着しないようにするために、6270A 

用の汚染防止システム (CPS) オプショ
ンをご準備下さい

CPSは、コントローラから一方向の
流れを維持することで、卓越した汚染
防止機能を提供する重力サンプル・シ
ステムと二段階フィルタリング・シス
テムです。

重錘形圧力天びんの圧力
制御ユニットとして
6270A は単独の製品としても優れた
柔軟性、汎用性を備えていますが、ピ
ストン・ゲージ・システムの自動化の
最初のステップとして使用することも
できます。6270A を Fluke Calibration
の重錘形圧力天びん PG7601 または 
PG7202 共に使用することで、ピスト
ン位置の自動調整を行うことができま
す。さらに、PG7000-AMHオートマス
ハンドラーを PG7000ピストンゲージ
に取り付けることで、全自動重錘形圧
力天びんを構築することができます。

最大 5 台まで内蔵可能な 
圧力測定モジュール

Good: PM200 圧力測定モ
ジュール

Better: PM500 圧力測定モ
ジュール

Best: PM600 圧力測定モ
ジュール

• 0.02 % FS という優れた精度
を備えており、圧力ダイヤル・
ゲージ、低精度のトランスミッ
タ、または圧力スイッチなど
の校正やテストに最適

• 堅牢に設計されたシリコン圧
力センサーにより、高速な圧
力制御が可能

• コストを抑えながら効率的に
バックアップ用モジュールを
導入できるため、必要な校正
を確実に実施できる環境づく
りが可能

• 低コストでありながら正確
な圧力測定が可能な高度に
キャラクタライズ /リニアラ
イズされたシリコン圧力セン
サー

• ほとんどのレンジで 50 % 
～ 100 %の不確かさが 
0.01 % の読み値と優れた
精度を実現し、幅広い校正
作業に対応が可能

• わずかな差圧から 20 MPa 
まで、幅広いレンジに対応し
た 45 種類以上のモジュー
ルから選択可能。柔軟な
コンフィグレーションにより
様々なアプリケーションにご
使用頂けます

• フルークのクオーツ圧力ト
ランスデューサー (Q-RPT) 
テクノロジーによる高精度
測定と長期安定性

• モジュールのスパンの 
30 % ～ 100 % の不確か
さが 0.01 % の読み値と
優れており、あらゆる校
正作業に対応が可能

• 絶対圧モードのモジュー
ルにはオンボード・バロ
メータが内蔵されており、
絶対圧モードとゲージ圧
モードのいずれでも使用
可能

先進のテクノロジーとパフォーマンス
圧力測定モジュールには 3種類の測定精度があり、精度や価格のニーズに合
わせたシステム構成が可能です。
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6270A はメンテナンスが簡単にできる
ように設計されており、ランニングコス
トを大幅に抑えることに成功しました。
バルブや構成部品の交換方法について
詳細な手順を記載したサービス・校正
マニュアルを発行しております。オン
ボード・スクリーン・キャプチャにより、
トラブルシューティングの手順が示され
ています。
圧力制御モジュールと圧力測定モ

ジュールが分かれているため、すばや
く簡単に修理が行えます。それぞれの
モジュールを引き出して交換するだけ
で、自動調整も必要ありません。新し
いモジュールをインストールするか、場
合によっては、供給圧力を変更するこ
とで簡単に圧力レンジを変更すること
ができます。製品を弊社の認定サービ
スセンターまで返送していただく必要
はありません。
オプションの PMM 校正キットを使用

すれば、シャーシ内に装着された状態
でも、あるいは外部でも、モジュール

を校正することができます。一度
校正されれば、どの 6270A の
シャーシにインストールしても測
定の不確かさに影響なく使用可
能です。モジュールは簡単に移
動や交換が可能で、特殊な工
具は不要です。
システム内のすべての構成

部品は、フロ
ント・パネ

自由なシステム構成が可能
なモジュラー・コンフィグ
レーション
1台の 6270Aには、ご要望に最適な
組合せを得るため、最大 5つの圧力
測定モジュールを搭載することができ
ます。ご希望の校正作業に最適な圧力
レンジと要求仕様の組合せをお選びく
ださい。現在の校正内容に必要な圧
力レンジのモジュールのみをまずご購
入ください。校正内容や範囲を拡張又
は変更された場合はには、いつでもモ
ジュールを増設、変更することができ
ます。
モジュールは素早く簡単に脱着でき

ます。それぞれのモジュールを独自に
設計されたガイドレールに合わせて差
し込み、カチッと音がするまでノブを
締めて固定するだけです。クリック音
は、モジュールが安全に適切な位置に
あることを知らせます。ノブにある独自
の締めすぎ防止機能が過大トルクによ
る締めすぎを防止します。作業者は締
め過ぎや緩みを心配する必要はありま
せん。
モジュールはシャーシの前面から脱

着します。6270A がラックマウントに
設置されていたとしても、圧力測定モ
ジュールと圧力制御モジュールのどち
らも、シャーシ前面から簡単に脱着で
きます。
各々のモジュールでは、最大作動圧

の 3 倍の圧力でリーク試験された強化
フェイスシール・デザインを採用してい
ます。脱着を繰り返しても、圧力測定
及び制御能力に影響を及ぼす
ようなシステム内のリー
クを心配する必要はあ
りません。

約 20 秒でモジュー
ルの交換が可能

ルから後部の圧力コネクターに至るま
で、簡単にモジュール交換できるよう
に設計されています。
メイン CPU などの内部部品について

も簡単に交換できます。
6270 の背面にある圧力マニホール

ドは酸化皮膜アルミ製で、通常の使
用には十分耐えられる強度を備えてい
ます。ただし、ネジ山が傷付いたり、
金属製のコネクタが滑るような場合、
シャーシを開けなくても簡単にマニフォ
ルドブロックを取り外すことができま
す。作業としてはブロックを押さえてい
るネジを外し、引き出すだけです。ブ
ロックには特に付属部品がないため、
交換は単純で安価です。
取り外し可能な背面マニホールドに

より、6270A はラックマウント・シス
テムからも簡単に取り外すことができ
ます。テスト・ポートと供給ポートを大
気開放し、シャーシ後部からマニホー
ルド接続を外すだけです。テストポート
とサプライポートを大気開放し、筐体
背面のマニホールドに配管を繫げたま
まの状態でまた、マニホールドは一方
法にしか脱着できませんので、どの圧
力ラインがサプライポート用でどれがテ
ストポート用であるか心配する必要は
ありません。NPT、BSP (JISG)、7/16-
20 の 3 種類のマニホールドを利用でき
るため、さまざまな地域の規格に対応
できます。メイン・マニホールド上のア
イソレーション・バルブは、6270A の
シャーシ最上部から簡単に取り外すこ
とができます。

工場内でも簡単にメンテナンスが可能
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自動操作、トレーニング、 
サポート

校正品質の一貫性と
作業効率向上のため
の Automate with 
COMPASS® ソフトウェア
フルークキャリブレーションの
�COMPASS for Pressure� は圧力校正
用に特化して設計されたソフトウェア
です。このソフトウェアにより6270A
を自動制御することができ、1台又は
複数台の被校正機器（DUT） に対し
て完璧な圧力校正手順を実行できま
す。COMPASS ソフトウェアは、オン
ラインで自動化されたシステムにあり
がちな不明な要因を取り除くことがで
きます。
また、6270Aはにはお客様独自
のっそふとウェアや多のデータ収集シ
ステムと連携して使用できるよう、フ
ルリモートインターフェースを備えて
います。インタフェースの詳細につい
ては、6270A ユーザー・マニュアル
を参照してください。

万全のサポート体制
フルークキャリブレーションによる修
理・校正サービスは、お客様のニー
ズに適正価格で素早くお答えするこ
とに全力を尽くしており、同時に卓
越した品質を維持することが Fluke 
Calibrationのトレードマークです。
当社の圧力標準室は、ISO Guide 
17025 に準拠した認定校正標準室で
す。お客様が所有されているハード
ウェアを最高の使用状態に維持でき
るように、世界中に修理・校正セン
ター、認定サービスプロバイダを整
備しております。

ゴールド・ 
ケアプラン
年に 1 度の定期校正

ターンアラウンド期間保証付き 
無償修理
機器の返送は前払いの優先便

無償の製品アップデート

製品アップグレード割引

トレーニング受講料割引

Instrument CarePlan

Electrical Calibration Products

オーナーシップコスト 
のケアプラン
ケアプランによりダウンタイムの減少
やオーナーシップコストをコントロー
ルできます。フルークでは 1 年、3 年、
5 年のゴールド・ケアプランを用意し
ており、1 年ごとの一般校正または
認定校正を 6 営業日以内で対応し1、
さらには 10 営業日以内での無償修
理 (再校正を含む ) にも対応してい
ます。

豊富なトレーニング・ 
オプション
フルークキャリブレーションでは、圧
力校正及び気体流量校正に関する
様々なトレーニングコースを米国ア
リゾナ州フェニックスの施設で開催し
ております。また、日本国内のお客
様には認定サービスプロバイダであ
る（株）大手技研において圧力校正
トレーニングセミナーを提供していま
す。さらに、多種多様なテーマの圧
力校正 Web セミナーを、無償で定
期的に開催しています。.会社で保有
している圧力コントローラを適正に
維持するためにサービスやメンテナ
ンストレーニングが必要な場合には、
いつでも当社または認定サービスプ
ロバイダにご相談ください。

1 一部の国では社内 6 日のターンアラウンド・タイムが適用され
ません。詳細については、お近くのフルーク販売特約店にお問
い合わせください。優先作業の日数は国により異なります。
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6270Aの概要

4 回までのボタン操作で全ての
機能にアクセスが可能な、読
みやすく直観的なメニューで構
成された 10 か国語に対応した
タッチスクリーンディスプレイ

圧力の安定性や進
行状況が簡単に確
認できるリアルタイ
ム・グラフ

大切な情報が見やすく、編集しやすい
大型のメインディスプレイ

数値を素早く入力できるシンプ
ルな計算機スタイルのハード
ウェア・キーボード

アナログ・ダイヤル・ゲージ等
の校正時の圧力の微調整に便
利なジョグ・ホイール

非常時にすばやいベント
操作を可能にするフロン
ト・パネルの非常停止 
(ABORT) ボタン

フロント・パネルを開くだけで、測定モジュー
ル /制御モジュールに簡単にアクセスできます。
6270Aは、ラックに取付けられているときでも、
簡単にモジュールを交換できます。
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スイッチ・テスト端子 ― 圧力スイッチの状態を
読み取る機能を内蔵しており、圧力スイッチのク
ローズドループ試験が可能

システム・モード端子では、複数の 8270A および 8370A を 接続
して一括制御することにより、最高度のレンジアビリティを提供

完全に自動化されたカスタム・システムの構築やオプション
の CPS (汚染防止システム ) などのアクセサリの操作を可
能にする外付けバルブドライバー端子

イーサネット

USB 接続

GPIB RS-232

簡単に交換できるマニホールドブロック上に配置
された圧力接続ポート。コネクタは NPT、BSP、
7/16-20 SAE に対応しており、地域の規格に合わ
せて選択が可能

圧力の安定性や進行状況が簡単に確認でき
るリアルタイム・グラフ

システムのインテグリティを検証できる内蔵
リーク試験機能

ユーザによる表示言語選択

6270Aを 標準の 19 型
ラックに取付け可能にす
るオプションのラックマウ
ント・キット
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性能仕様には、本製品に関する測定の不確かさを詳細に記述しています。仕様には、関連する不確かさ要因 (直線性、ヒステリシス、繰り返し性、分解能、
上位標準の不確かさ、1 年間のドリフト、温度影響 ) がすべて含まれています。仕様は、信頼の水準 95 %、k=2、正規分布で記載されています精度には、
直線性、ヒステリシス、繰り返し性、分解能、温度影響が含まれています。 

性能仕様

一般仕様

電源仕様 100 V AC ～ 240 V AC、47 Hz ～ 63 Hz

ヒューズ T2A 250 V AC

最大消費電力 100 W

動作環境温度 15 °C ～ 35 °C

保管温度 -20 °C ～ 70 °C

相対湿度 作動時 : 30 °C までは <80 %、40 °C までは <70 %、50 °C までは <40 %

保管時 : <95 %、結露なし高温多湿状態で長期間保管した場合は、電源が安定するまで 4 日間かかるこ
とがあります。

耐振動 MIL-T-28800E

標高 (動作環境 ) <2000 m

保護等級 IEC 60529: IP20

安全性 IEC 61010-1、設置カテゴリー II、汚染度 2

重量 (シャーシのみ ) 13 kg 

外形寸法 高さ : 147 mm

幅 : 454 mm

奥行： 488 mm

ラック・マウント寸法 3U-19 インチ・ラック

ウォームアップ時間 機器が環境条件温度範囲内で保管されている場合は、電源投入後またはモジュール設置後 15 分

圧力制御仕様

制御精度 (ダイナミック・モード ) PM200-BG2.5K レンジ レンジの ± 0.005 %

PM500、レンジ <= 20 kPa (80 inH2O) レンジの ± 0.002 % 

他のすべてのレンジ レンジの ± 0.001 %

コントロール・ターンダウン 1 10：1 

最小圧力制御ポイント 1 kPa 絶対圧 

インタフェース /通信

プライマリ・リモート・インタフェース IEEE 488.2、Ethernet、RS232、USB

システム接続 2 または 3 システムの相互接続をサポート

スイッチ・テスト端子 標準 4 mm ジャック： 
公称値 24 V DC 絶縁駆動、 
最大値 30 V DC (シャーシをアースした状態で )

予備ドライバー 外部ソレノイド・ドライバー、4 系統 
駆動電圧 24 V DC (１ つのチャンネルに対し最大連続 6 W を駆動 )

1 コントロール仕様を満たすために、供給圧力は測定モジュールの範囲の 10 倍を超えないようにしてください。コントロール・ターンダウン比とは、所与の供給圧力とレンジに適した供給圧力の関係として定義されます。たとえば、7 MPa ～ 
700 kPa レンジの装置で、供給圧力が 7.7 MPa の場合、7 MPa は 700 kPa の 約 10 倍になるため、制御安定性は 0.001 % レンジになります。20 MPa ～ 700 kPa レンジのシステムで、供給圧力が 22 MPa の場合、20 MPa レンジの制
御精度は 0.001 % ですが、700 kPa レンジの制御精度は 0.003 % になります。低いレンジでの制御精度 0.001 % は、供給圧力を下げることで達成できます。
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PM500 モジュール
仕様は、15 °C ～ 35 °C の範囲で有効です。 

表 3: PM500 モジュールの測定仕様 

モデル レンジ (SI 単位 ) レンジ  
(ヤードポンド法 ) 

測定モード2 特に記載がない限り、1 年間
の測定不確かさ (読み値の % 
または % FS のいずれか大き
い方の値 )

1 年間の測定器の
ゼロ点ドリフト % 
FS と 1 年間の測
定不確かさの二乗
和平方根1

精度
(読み値の % または % FS のい
ずれか大きい方の値 )

PM500-G100K 0 kPa ～ 100 kPa 0 psi ～ 15 psi ゲージ圧 0.01 または 0.005 - 0.007 または 0.0035

PM500-G200K 0 kPa ～ 200 kPa 0 psi ～ 30 psi ゲージ圧 0.01 または 0.005 - 0.007 または 0.0035

PM500-G250K 0 kPa ～ 250 kPa 0 psi ～ 36 psi ゲージ圧 0.01 または 0.005 - 0.007 または 0.0035

PM500-G350K 0 kPa ～ 350 kPa 0 psi ～ 50 psi ゲージ圧 0.01 または 0.005 - 0.007 または 0.0035

PM500-G400K 0 kPa ～ 400 kPa 0 psi ～ 60 psi ゲージ圧 0.01 または 0.005 - 0.007 または 0.0035

PM500-G600K 0 kPa ～ 600 kPa 0 psi ～ 90 psi ゲージ圧 0.01 または 0.005 - 0.007 または 0.0035

PM500-G700K 0 kPa ～ 700 kPa 0 psi ～ 100 psi ゲージ圧 0.01 または 0.005 - 0.007 または 0.0035

PM500-BG1M -0.1 MPa ～ 1 MPa -15 psi ～ 150 psi 正負圧 0.01 または 0.005 - 0.007 または 0.0035

PM500-BG1.4M -0.1 MPa ～ 1.4 MPa -15 psi ～ 200 psi 正負圧 0.01 または 0.005 - 0.007 または 0.0035

PM200 モジュール
仕様は、18 °C ～ 28 °C の範囲で有効です。15 °C ～ 18 °C および 28 °C ～ 35 °C の範囲では、1 °C あたりフルスケールの 0.003 % の不確かさが
追加されます。

表 2: PM200 モジュール測定仕様

モデル レンジ (SI 単位 ) レンジ (ヤードポンド法 ) 測定モード1 1 年間の測定不確かさ (% FS) 精度 (% FS)

PM200-BG2.5K -2.5 kPa ～ 2.5 kPa -10 inH2O ～ 10 inH2O 正負圧 0.2 0.055

PM200-BG35K -35 kPa ～ 35 kPa -5 psi ～ 5 psi 正負圧 0.05 0.015

PM200-BG40K -40 kPa ～ 40 kPa -6 psi ～ 6 psi 正負圧 0.05 0.015

PM200-BG60K -60 kPa ～ 60 kPa -8.7 psi ～ 8.7 psi 正負圧 0.05 0.015

PM200-BG100K -100 kPa ～ 100 kPa -15 psi ～ 15 psi 正負圧 0.02 0.01

PM200-A100K 2 kPa ～ 100 kPa 0.3 psi ～ 15 psi 絶対圧 0.1 0.02

PM200-A200K 2 kPa ～ 200 kPa 0.3 psi ～ 30 psi 絶対圧 0.1  0.02

PM200-BG200K -100 kPa ～ 200 kPa -15 psi ～ 30 psi 正負圧 0.02 0.01

PM200-BG250K -100 kPa ～ 250 kPa -15 psi ～ 36 psi 正負圧 0.02 0.01

PM200-G400K 0 kPa ～ 400 kPa 0 psi ～ 60 psi ゲージ圧 0.02 0.01

PM200-G700K 0 kPa ～ 700 kPa 0 psi ～ 100 psi ゲージ圧 0.02 0.01

PM200-G1M 0 MPa ～ 1 MPa 0 psi ～ 150 psi ゲージ圧 0.02 0.01

PM200-G1.4M 0 MPa ～ 1.4 MPa 0 psi ～ 200 psi ゲージ圧 0.02 0.01

PM200-G2M 0 MPa ～ 2 MPa 0 psi ～ 300 psi ゲージ圧 0.02 0.01

PM200-G2.5M 0 MPa ～ 2.5 MPa 0 psi ～ 360 psi ゲージ圧 0.02 0.01

PM200-G3.5M 0 MPa ～ 3.5 MPa 0 psi ～ 500 psi ゲージ圧 0.02 0.01

PM200-G4M 0 MPa ～ 4 MPa 0 psi ～ 580 psi ゲージ圧 0.02 0.01

PM200-G7M 0 MPa ～ 7 MPa 0 psi ～ 1000 psi ゲージ圧 0.02 0.01

PM200-G10M 0 MPa ～ 10 MPa 0 psi ～ 1500 psi ゲージ圧 0.02 0.01

PM200-G14M 0 MPa ～ 14 MPa 0 psi ～ 2000 psi ゲージ圧 0.02 0.01

PM200-G20M 0 MPa ～ 20 MPa 0 psi ～ 3000 psi ゲージ圧 0.02 0.01

1 PM200 ゲージ圧モード・モジュールは、大気圧モジュールと共に使用するときに絶対圧モード測定をサポートします。ゲージ圧モジュールを大気圧モジュールによって絶対圧モードで使用する場合はの機器の不確かさは、ゲージ圧モジュー
ルの不確かさと大気圧モジュールの不確かさの二乗和の平方根で計算されます。ゲージ圧モードの不確かさは、シャーシに搭載した上でデフォルトの制御モードにおけるゼロ点の調整の実行を前提としています。絶対圧モジュールの不確か
さには、1 年間のゼロ点の安定性も含まれています。PM200 モジュールを定期的にゼロ点調整して、1 年間のゼロ点安定性要素を取り除くと、この仕様を 0.05% FS まで低減できます。
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PM500 モジュール
仕様は、15 °C ～ 35 °C の範囲で有効です。 

表 3: PM500 モジュールの測定仕様 (続き )

モデル レンジ (SI 単位 ) レンジ  
(ヤードポンド法 ) 

測定モード2 特に記載がない限り、1 年間
の測定不確かさ (読み値の % 
または % FS のいずれか大き
い方の値 )

1 年間の測定器の
ゼロ点ドリフト % 
FS と 1 年間の測
定不確かさの二乗
和平方根1

精度
(読み値の % または % FS のい
ずれか大きい方の値 )

PM500-BG2M -0.1 MPa ～ 2 MPa -15 psi ～ 300 psi 正負圧 0.01 または 0.005 - 0.007 または 0.0035

PM500-BG2.5M -0.1 MPa ～ 2.5 MPa -15 psi ～ 400 psi 正負圧 0.01 または 0.005 - 0.007 または 0.0035

PM500-BG3.5M -0.1 MPa ～ 3.5 MPa -15 psi ～ 500 psi 正負圧 0.01 または 0.005 - 0.007 または 0.0035

PM500-BG4M -0.1 MPa ～ 4 MPa -15 psi ～ 600 psi 正負圧 0.01 または 0.005 - 0.007 または 0.0035

PM500-BG7M -0.1 MPa ～ 7 MPa -15 psi ～ 1000 psi 正負圧 0.01 または 0.005 - 0.007 または 0.0035

PM500-BG10M -0.1 MPa ～ 10 MPa -15 psi ～ 1500 psi 正負圧 0.01 または 0.005 - 0.007 または 0.0035

PM500-BG14M -0.1 MPa ～ 14 MPa -15 psi ～ 2000 psi 正負圧 0.01 または 0.005 - 0.007 または 0.0035

PM500-BG20M -0.1 MPa ～ 20 MPa -15 psi ～ 3000 psi 正負圧 0.01 または 0.005 - 0.007 または 0.0035

PM500-BA120K 60 kPa ～ 120 kPa 8 psi ～ 17 psi 絶対圧 読み値の 0.01 % 0.05 読み値の 0.005 %

PM500-A120K 0.08 kPa ～ 120 kPa 0.01 psi ～ 16 psi 絶対圧 0.01 または 0.005 0.05 0.007 または 0.0035

PM500-A160K 0.08 kPa ～ 160 kPa 0.01 psi ～ 23 psi 絶対圧 0.01 または 0.005 0.05 0.007 または 0.0035

PM500-A200K 0.08 kPa ～ 200 kPa 0.01 psi ～ 30 psi 絶対圧 0.01 または 0.005 0.05 0.007 または 0.0035

PM500-A350K 0.08 kPa ～ 350 kPa 0.01 psi ～ 50 psi 絶対圧 0.01 または 0.005 0.03 0.007 または 0.0035

PM500-A700K 0.08 kPa ～ 700 kPa 0.01 psi ～ 100 psi 絶対圧 0.01 または 0.005 0.025 0.007 または 0.0035

PM500-A1.4M 0.035 MPa ～ 
1.4 MPa

5 psi ～ 200 psi 絶対圧 0.01 または 0.005 0.015 0.007 または 0.0035

PM500-A2M 0.07 MPa ～ 2 MPa 10 psi ～ 300 psi 絶対圧 0.01 または 0.005 0.015 0.007 または 0.0035

(% FS + 読み値の %) (% FS + 読み値の %)

PM500-G2.5K 0 kPa ～ 2.5 kPa 0 inH2O ～ 10 inH2O ゲージ圧 0.03 + 0.02 - 0.015 + 0.01

PM500-G7K 0 kPa ～ 7 kPa 0 inH2O ～ 30 inH2O ゲージ圧 0.01 + 0.01 - 0.005 + 0.005

PM500-G14K 0 kPa ～ 14 kPa 0 inH2O ～ 50 inH2O ゲージ圧 0.01 + 0.01 - 0.005 + 0.005

PM500-G20K 0 kPa ～ 20 kPa 0 inH2O ～ 80 inH2O ゲージ圧 0.01 + 0.01 - 0.005 + 0.005

PM500-G35K 0 kPa ～ 35 kPa 0 psi ～ 5 psi ゲージ圧 0.01 + 0.01 - 0.005 + 0.005

PM500-G70K 0 kPa ～ 70 kPa 0 psi ～ 10 psi ゲージ圧 0.01 + 0.01 - 0.005 + 0.005

PM500-NG100K -100 kPa ～ 0 kPa -15 psi ～ 0 psi 負圧 0.01 + 0.01 - 0.005 + 0.005

PM500-BG1.4K -1.4 kPa ～ 1.4 kPa -5 inH2O ～ 5 inH2O 正負圧 0.03 + 0.02 - 0.015 + 0.01

PM500-BG2.5K -2.5 kPa ～ 2.5 kPa -10 inH2O ～ 
10 inH2O

正負圧 0.03 + 0.02 - 0.015 + 0.01

PM500-BG3.5K -3.5 kPa ～ 3.5 kPa -15 inH2O ～ 
15 inH2O

正負圧 0.01 + 0.01 - 0.005 + 0.005

PM500-BG7K -7 kPa ～ 7 kPa -30 inH2O ～ 
30 inH2O

正負圧 0.01 + 0.01 - 0.005 + 0.005

PM500-BG14K -14 kPa ～ 14 kPa -50 inH2O ～ 
50 inH2O

正負圧 0.01 + 0.01 - 0.005 + 0.005

PM500-BG25K -25 kPa ～ 25 kPa -100 inH2O ～ 
100 inH2O

正負圧 0.01 + 0.01 - 0.005 + 0.005

PM500-BG40K -40 kPa ～ 40 kPa -6 psi ～ 6 psi 正負圧 0.01 + 0.01 - 0.005 + 0.005

PM500-BG60K -60 kPa ～ 60 kPa -9 psi ～ 9 psi 正負圧 0.01 + 0.01 - 0.005 + 0.005

(% FS + 読み値の %) (% FS + 読み値の %)

PM500-BG100K -100 kPa ～ 100 kPa -15 psi ～ 15 psi 正負圧 0.01 - 0.005

PM500-BG200K -100 kPa ～ 200 kPa -15 psi ～ 30 psi 正負圧 0.01 - 0.005

PM500-BG250K -100 kPa ～ 250 kPa -15 psi ～ 36 psi 正負圧 0.01 - 0.005

PM500-BG350K -100 kPa ～ 350 kPa -15 psi ～ 50 psi 正負圧 0.01 - 0.005

性能仕様
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表 3: PM500 モジュールの測定仕様 (続き )

モデル レンジ (SI 単位 ) レンジ  
(ヤードポンド法 ) 

測定モード2 特に記載がない限り、1 年間
の測定不確かさ (読み値の % 
または % FS のいずれか大き
い方の値 )

1 年間の測定器の
ゼロ点ドリフト % 
FS と 1 年間の測
定不確かさの二乗
和平方根1

精度
(読み値の % または % FS のい
ずれか大きい方の値 )

PM500-BG400K -100 kPa ～ 400 kPa -15 psi ～ 60 psi 正負圧 0.01 - 0.005

PM500-BG700K -100 kPa ～ 700 kPa -15 psi ～ 100 psi 正負圧 0.01 - 0.005

   1 1 年間の測定不確かさは、『オペレータ・マニュアル』のゼロ点の調整方法で指定されています。実施されない場合、1 年間の測定不確かさは次のようになります。

   2 PM500 ゲージまたは正負圧モード・モジュールは、大気圧モジュールと共に使用するときに絶対圧モード測定をサポートします。ゲージ圧モジュールを大気圧モジュールによって絶対圧モードで使用する場合はの機器の不確かさは、ゲー
ジ圧モジュールの不確かさと大気圧モジュールの不確かさの二乗和の平方根で計算されます。ゲージ圧モジュールの不確かさはゼロ調整を行うことを前提としています。これはシャーシで使用する場合の既定の動作モードです。

1 年間のゼ
ロ点ドリフト√( () )1 年間の測定不確かさ

2 1.73
× 2+

2 2

PM600 モジュール
仕様は、15 °C ～ 35 °C の範囲で有効です。 

表 1: PM600 モジュールの測定仕様

モデル 絶対圧モード・レンジ
(SI 単位 )

絶対圧モード・レンジ 
(ヤードポンド法 )

ゲージ圧モード・ 
レンジ 3 (SI 単位 )

ゲージ圧モード・
レンジ
(ヤードポンド法 )

1 年間の測定不確かさ
(% of rdg. または % FS のい
ずれか大きい方の値 )

精度
(% of rdg. または % 
FS のいずれか大きい方
の値 )

BRM600-BA100K 70 kPa ～ 110 kPa 10 psi ～ 16 psi - - 読み値の 0.01 % 0.008 または 0.0024

PM600-BG15K - - -15 kPa ～ 15 kPa -60 inH2O ～ 
60 inH2O

0.01 または 0.003 0.008 または 0.0024

PM600-G100K - - 0 kPa ～ 100 kPa 0 psi ～ 15 psi 0.01 または 0.003 0.008 または 0.0024

PM600-G200K - - 0 kPa ～ 200 kPa 0 psi ～ 30 psi 0.01 または 0.003 0.008 または 0.0024

PM600-A100K 6 kPa ～ 100 kPa 0.9 psi ～ 15 psi -94 kPa ～ 0 kPa -13.8 psi ～ 0 psi 0.01 または 0.0031,3 0.008 または 0.0024

PM600-A200K 10 kPa ～ 200 kPa 1.5 psi ～ 30 psi -90 kPa ～ 
100 kPa

-13.2 psi ～ 15 psi 0.01 または 0.0031,3 0.008 または 0.0024

PM600-A350K 10 kPa ～ 350 kPa 1.5 psi ～ 50 psi -90 kPa ～ 
250 kPa

-13.2 psi ～ 35 psi 0.01 または 0.0031 0.008 または 0.0024

PM600-A700K 18 kPa ～ 700 kPa 2.6 psi ～ 100 psi -82 kPa ～ 
700 kPa

-12.1 psi ～ 
100 psi

0.01 または 0.0031 0.008 または 0.0024

PM600-A1.4M 0.035 MPa ～ 1.4 MPa 5 psi ～ 200 psi -0.065 MPa ～ 
1.4 MPa

-10 psi ～ 200 psi 0.01 または 0.0031 0.008 または 0.0024

PM600-A2M 0.07 MPa ～ 2 MPa 10 psi ～ 300 psi -0.03 MPa ～ 
2 MPa

-5 psi ～ 300 psi 0.01 または 0.0031 0.008 または 0.0024

PM600-A3.5M 0.07 MPa ～ 3.5 MPa 10 psi ～ 500 psi -0.03 MPa ～ 
3.5 MPa

-5 psi ～ 500 psi 0.01 または 0.0031 0.008 または 0.0024

PM600-A7M ATM2 ～ 7 MPa ATM2 ～ 1000 psi 0 MPa ～ 7 MPa 0 psi ～ 1000 psi 0.01 または 0.0031 0.008 または 0.0024

PM600-A10M ATM2 ～ 10 MPa ATM2 ～ 1500 psi 0 MPa ～ 10 MPa 0 psi ～ 1500 psi 0.01 または 0.0031 0.008 または 0.0024

PM600-A14M ATM2 ～ 14 MPa ATM2 ～ 2000 psi 0 MPa ～ 14 MPa 0 psi ～ 2000 psi 0.01 または 0.0031 0.008 または 0.0024

PM600-A20M ATM2 ～ 20 MPa ATM2 ～ 3000 psi 0 MPa ～ 20 MPa 0 psi ～ 3000 psi 0.01 または 0.0031 0.008 または 0.0024

1 PM600 絶対圧モード・モジュールが絶対圧モードで使用されるときは、フルスケールの 0.007% (3 の平方根で割り標準不確かさに ) との RSS (二乗和平方根 ) になります。 

 
2 ATM は 70 kPa ～ 110 kPa の範囲の任意の大気圧です。

3 ゲージ圧モードで絶対圧レンジが使用されている場合は、動的な大気圧補正を要因とする不確かさが ±7 Pa 追加されます。他の要因による不確かさが組み合わされると、PM600-A100K および PM600-A200K の不確かさは、それぞれス
パンの 0.008 % とスパンの 0.004 % になります。

0.007 % FS√( () )1 年間 
の測定不確かさ

2 1.73
× 2+

2 2



オーダー情報
モデル
6270A-NPT モジュラー圧力コントローラ・ 

シャーシ、NPT マニホールド
6270A-BSP モジュラー圧力コントローラ・ 

シャーシ、BSP マニホールド
6270A-7/16 モジュラー圧力コントローラ・ 

シャーシ、SAE 7/16-20 マニホールド

圧力制御モジュール
PCM-STD-20M 圧力制御モジュール、スタンダード・ 

ターンダウン

圧力測定モジュール
圧力測定モジュールの詳細については、仕様のセクションを参照し
てください。

フルーク・キャリブレーション製品やサービスのより詳しい
情報は www.flukecal.com をご覧ください。

アクセサリー
RMK-XX70  ラック・マウント・キット、19 インチ幅、3U 
CASE-6270  輸送用ケース、6270A 用 
CASE-PMM  輸送用ケース、PMM モジュール (3 台収納

可能 ) 
PK-6270-NPT  ライン・フィッティング・キット、6270A NPT 
PK-6270-BSP  ライン・フィッティング・キット、6270A BSP 
KIT-PMM-CAL-40M  圧力測定モジュール校正キット、40 MPa   
CPS-40M-HC40  汚染防止システム (CPS)、40 MPa、HC40 

テスト・ポート /手締めアダプターを使用 
TST-40M-HC40  テスト・ステーション、40 MPa、HC40 テス

ト・ポート /手締めアダプターを使用  
VA-PPC/MPC-REF-110  真空ポンプ・パッケージ、110 V
VA-PPC/MPC-REF-220  真空ポンプ・パッケージ、220 V
CDG-REF-1TORR PM500 モジュール (絶対圧モード ) のゼ

ロ調整用 CDG (Capacitance Diaphragm 
Gauge)

PK-PMM-ZERO PM500 モジュール (絶対圧モード ) のゼロ
調整用相互接続キット

Fluke Calibration 
PO Box 9090,  
Everett, WA 98206 U.S.A.

Fluke Europe B.V. 
PO Box 1186, 5602 BD  
Eindhoven, The Netherlands
Web access: http://www.flukecal.eu

お問い合わせ先:
フルーク
特約店営業部
TEL : 03-6714-3114
FAX : 03-6714-3115
URL : www.fluke.com/jp
©2014-2016, 2018 Fluke Corporation.
仕様は、予告なく変更される場合があります。
12/2018 6002251f-jp

世界で最も信頼されているツール

Fluke Calibration. Precision, performance, confidence.™

Electrical RF Temperature Humidity Pressure SoftwareFlow


