圧力校正
用途とソリューション

はじめに

プロセス圧力装置は、プラントの制御システムを処理するための重要なプロセス測定情
報を提供します。プラントの稼働状況を最適化したり、安全システムを適切に機能させ
たりするのに、プロセス圧力機器のパフォーマンスが重要になることはよくあります。
プロセス圧力機器は厳しい稼働環境に取り付けられていることがよくあり、そのパ
フォーマンスは時間の経過に伴って推移したり、変化したりします。これらの装置が期
待される限度内で機能し続けるようにするには、定期的な検査、メンテナンス、および
校正が必要です。
圧力機器のメンテナンスを行うすべてのユーザーの要件を満たし、すべての圧力テス
ト・ツールに適合する単一のサイズのものは存在しません。本書では、一般に広く使用
されているプロセス圧力機器を校正およびテストするための多数の方法や特徴的なツー
ルを紹介します。
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「理想」
と記載されている製品は、その特定の作業に最も適合する製品です。
モデル 754 では、圧力テスト時に正しいレンジの 750P 圧力モジュールが必要です。
HART 装置の校正を行えるという点を除き、モデル 753 はモデル 754 と同じ用途に使用できます。
スイッチの文書化と通電接点テストを行えるという点を除き、モデル 725 と 726 は モデル 753 と同じ用途に使用できます。
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HART 高精度
圧力伝送器の校正
圧力伝送器メーカーは、これらの高精度圧力測定装置向けに設計
された精度と技術を改善してきました。従来型校正ツールの多く
は、これらの高精度圧力伝送器をテストおよび校正するには不適
切になったり、単に実行できなくなったりしてきています。より
良いテスト・ソリューションが必要です。
性能を検証して文書化し、HART 高精度圧力伝送器を調整す
るには、非常に多数のツールが必要になる可能性があります。
Fluke 754 のような HART 対応校正器を使用してこの作業を実行
すれば、作業が簡略化され、持ち運ばなければならないツールも
減らせます。
現場に行く前に : スレッド・シールを使用して、圧力モジュール・
アダプターをハンド・ポンプに取り付けます。このアダプターを
ポンプに適切に取り付けたら、モジュールをさまざまな圧力レン
ジに変更する作業は簡単に行えます。ツールは必要ありません。
必要な精度を確保するには : これらの新しい高精度伝送器をテス
トするには、圧力測定の標準レンジをテスト対象の装置と厳密に
一致させます。たとえば、100 psi レンジの伝送器を校正および
テストするには、100 psi 圧力モジュールを使用します。業界標
準では、測定標準として、テスト対象の装置よりも 4 倍から
10 倍の精度を推奨しているため、最高クラスの精度が必要にな
ります。
Fluke 754 は 750P シリーズの圧力モジュールを使用し、内蔵
型 HART 機能を使用して伝送器で高度なトリミングを行えます。
また、調整の前後に伝送器の精度を文書化し、合格 / 不合格エラー
を算出することもできます。

推奨テスト・ツール

Fluke 754 ドキュメン
ティング・プロセス
校正器 (HART 対応 )
23 ページを参照して
ください。
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Fluke 700G 精密圧力
ゲージ校正器

Fluke 750P シリー
ズ圧力モジュール

Fluke 700PTP-1 空圧
テスト・ポンプ

26 ページを参照し
てください。

23 ページを参照し
てください。

31 ページを参照し
てください。

圧力
モジュール

754

DOCUMENTING PROCESS CALIBRATOR

ハンド・
ポンプ

+ – –
PWR/
COMM
TEST

圧力入力

mA 値測定、24V ループ

テスト方法
ステップ

プロセスとワイヤーから伝送器を分離します。ダイオード全体の信号を
測定する場合、ワイヤーはそのままにしておきます。ただし、この方法
では最高の mA 測定精度は得られません。

ステップ

754 の mA 測定ジャックを伝送器に接続します。

ステップ

圧力モジュールのケーブルを 754 に接続し、ハンド・ポンプから伝送器
に伝送器テスト・ホースを接続します。

ステップ

校正器の [HART] ボタンを押して、伝送器の構成を確認します。

ステップ

もう一度 [HART] を押すと、校正器によってテストに適した測定 / 発生
の組み合わせが示されます。校正内容を文書化する場合は、[As-Found]
を押し、テスト許容量を入力して、表示されるメッセージに従います。
テスト・ポイントで測定された mA 信号が許容範囲内であれば、テスト
は完了です。範囲外であれば、調整が必要です。

ステップ

伝送器の圧力ゼロ、mA 出力信号、および入力センサーを調整およびト
リミングするように選択します。

ステップ

調整が終わったら [As-Left] を選択し、調整後の伝送器の状態を文書化し
ます。テストに合格したら作業は終了です。

1
2
3
4
5

6
7

その他のリソース

この用途に関するさらに詳細な情報につ
いては、Fluke が提供するこれらのビデ
オと使用上の注意を参照してください。

技術上の
ヒント

場合によって、伝送器の入力セ
ンサーを複数回トリミングする
必要が生じることがあります。
テストや調整を行う前に、圧力
モジュールをゼロに設定するこ
とが重要です。最適な調整を行
えるように、次を実行してくだ
さい。
• 圧力測定を行うために [Fetch]
を押した後、圧力測定値が変
わる前にトリミング・ボタン
をすばやく選択します。
• 最適な測定結果を得られるよ
うに、測定された mA と圧力
時間を設定します。
• ハンド・ポンプへの圧力モ
ジュール接続アダプターの取
り付けなど、現場に行く前に
必ず試験室で漏れが生じてい
ないか圧力テスト設定をデ
バッグします。
• 伝送器のフル・スケール値が
圧力モジュールのフル・ス
ケールの 25 % 未満である場
合、最適な結果を得るために、
レンジが低いほうの圧力モ
ジュールを選択します。
• 水圧ポンプを使用して比較的
高い圧力で校正を実行する場
合は、鉱油や純水など、適切
な液体を使用してください。
標準的な水道水にはポンプ内
の沈着物が残留しており、動
作が不安定になったり、漏れ
が生じたり、プライミングが
困難になったりします。
• 合格 / 不合格の精度が伝送器
の限界に設定されている場
合、誤差が上限の 25 % を上
回るときは伝送器を調整して
ください。
• 誤差が上限の 25 % 未満の場
合は、伝送器を調整すると精
度が下がる可能性があるた
め、調整しないほうがよい場
合があります。

高精度圧力校正に関するビデオ :
www.fluke.com/pressurevideo
HART 高精度伝送器校正の使用上の注意 :
www.fluke.com/smarttranappnote
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作業台での
圧力伝送器の校正
技術者は作業台で校正し、校正
が効果的に行われており、パ
フォーマンスの低下を招かない
ことを確認します。取り付け前
にすべての部品が正常に作動す
ることを確認し、部品の故障が
疑われる場合にはそれらを評価
します。作業台には校正用の安
定した作業環境が用意されてお
り、最高レベルの精度の機器を
使用することができます。また、
工場の状況による影響を受けず
に、圧力伝送器の試運転、テス
ト、および校正を行えます。

推奨テスト・ツール

Fluke 3130 携帯
型圧力校正器
24 ページを参照し
てください。
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Fluke 754 ドキュメ
ンティング・プロセス
校正器 (HART 対応)

Fluke 719Pro 電動
ポンプ内蔵圧力校
正器

23 ページを参照し
てください。

24 ページを参照し
てください。

P3000 液圧式デッド
ウェイト・テスター
29 ページを参照し
てください。

Fluke 700PTP-1
空圧テスト・
ポンプ
31 ページを参
照してください。
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• 精度の低い校正機器を使用
すると、伝送器の精度が下
がります。

16 V DC
5.6 A

• メーカーは最適な結果を
得るために、安定した作
業環境で正確な校正機器
を使用することを推奨し
ています。

テスト方法
ステップ

伝送器のテスト・ホースを校正器から伝送器に接続します

ステップ

校正器の mA 測定ジャックを伝送器に接続します

ステップ

適切に稼働するように、圧力 / 真空選択ノブを設定します。

ステップ

ベント・ノブを閉じ、測定バルブを提供します

ステップ

ポンプ・ボタンを押し下げ、必要な圧力に達したらボタンを放し、
ポンプからの圧力を増減します

ステップ

適切な圧力調整を行って圧力を加えます

ステップ

画面から伝送器の現在の出力と基準圧力を読み取ります

ステップ

すべてのテスト・ポイントに対して手順を繰り返します。テスト・ポイ
ントで測定された mA 信号が許容範囲内であれば、テストは完了です。
範囲外であれば、調整が必要です。
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その他のリソース

この用途に関するさらに詳細な情報につ
いては、Fluke が提供するこれらのビデ
オと使用上の注意を参照してください。

技術上の
ヒント

• 伝送器の電子機器を工場の
環境に晒す前に、セキュリ
ティ設定と故障モードに応
じた保護を設定できるよう
に、作業台で伝送器を作動
させます。

デッドウェイト・テスターの使用方法
Fluke 719 電動圧力校正器のデモンストレーション
Fluke 750 シリーズ DPC を使用した伝送器の校正
HART 伝送器の校正
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圧力スイッチのテスト
( 手動方式 )
圧力スイッチの正確な校正は、
プロセスの品質を確保し、機器
の安全な操作を実現するために
重要なステップです。このセッ
トアップは圧力ゲージ校正の場
合と似ていますが、一連のス
イッチ接点全体の電圧または導
通をデジタル・マルチメーター
(DMM) または校正器のいずれか
によって読み取る必要がある点
が異なります。校正の目的は、
圧力スイッチの設定点と不感帯
でのエラーを検出して収集する
ことです。校正器を使用すれば、
手順が削減され、現場に持ち込
まなくてはならない機器の量も
減らせるため、時間を節約でき
ます。適切な校正器を使用すれ
ば、プロセス全体を自動化でき
ます。

推奨テスト・ツール

Fluke 754 ドキュメン
ティング・プロセス
校正器 (HART 対応 )

Fluke 719Pro 電動
ポンプ内蔵圧力校
正器

23 ページを参照し
てください。

24 ページを参照し
てください。
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Fluke 3130-G2M
携帯型圧力校正器

Fluke 750P シリー
ズ圧力モジュール

24 ページを参照し
てください。

23 ページを参照し
てください。

Fluke 700PTP-1
空圧テスト・
ポンプ
31 ページを参照
してください。
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テスト方法

Fluke 754 または 3130 を使
用して圧力スイッチの校正
を自動化すると、設定点と再
設定点の間を行き来しなが
ら、適用される圧力がゆっく
りと変化します。画面には、
設定 / 再設定が変更されたこ
とが分かりやすく表示され、
実際の設定がログに記録さ
れます。

設定
ステップ

制御するプロセスから装置を安全に切り離します。

ステップ

校正器または DMM をスイッチの共通または通常開いている (NO) 出力端
末に接続します。導通を測定する場合、DMM または校正器によって「開
回路」が測定されます。V ac を測定する場合は、測定対象の電圧に対し
てツールが適切な定格であることを確認します。

ステップ

ゲージに接続されたハンド・ポンプなど、圧力スイッチを圧力ソースに
接続します。

1
2
3

圧力を上げる
ステップ

4

スイッチの状態が「開」から「閉」に変わるまで、スイッチの設定点へ
のソース圧力を増やします。DMM によって「閉回路」と示されたら、
圧力値を手動で記録します。校正器を使用している場合は、自動的に値
が記録されます。

圧力を下げる
ステップ

5

最大定格圧力になるまで、圧力を上げ続けます。スイッチの状態がもう
一度変わるまで圧力をゆっくりと下げ、「閉」から「開」に再設定して、
圧力を記録します。

計算
ステップ

6

設定点の圧力は、その圧力が高まった場合に記録されていました。不感
帯値は、上昇し続ける設定点の圧力と、下降し続ける圧力再設定点の間
の差異です。

その他のリソース

この用途に関するさらに詳細な情報につ
いては、Fluke が提供するこれらのビデ
オと使用上の注意を参照してください。

圧力スイッチのテスト・ビデオを参照 :
www.fluke.com/pressureswitch
DPC を使用した圧力スイッチの校正
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圧力スイッチ・テスト ( 文書化 )

圧力スイッチ・テストの従来の方式は、新しい
圧力テスト・ツールの導入によって使用されな
くなってきました。現在、大部分の圧力スイッ
チはポンプに取り付けられた圧力ゲージでテス
トされて圧力を供給および測定し、導通に設定
された DMM でテストされ、スイッチの開閉が
検証されます。テストを行う技術者または電気
技師は、スイッチの接点が閉じていることを示
す導電ベルが鳴ったら、スイッチに適用されて

いる圧力を確認する必要があります。実施可能
なソリューションとして、新しいツールによっ
て、この作業をより簡単に行えます。
最新式の校正器では、圧力スイッチが「開」
から「閉」に変わったり、「閉」から「開」に
変わったりすると、適用されている圧力を自動
的に記録できます。これを行うことで、スイッ
チの設定点と再設定点、および不感帯をより簡
単に判別できます。

推奨テスト・ツール

Fluke 754 ドキュメン Fluke 750P シリー
ティング・プロセス ズ圧力モジュール
校正器 (HART 対応 ) 23 ページを参照し
23 ページを参照し てください。
てください。
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Fluke 700PTP-1 空
圧テスト・ポンプ

Fluke 71X ホース・キッ
ト付属品

31 ページを参照
してください。

31 ページを参照して
ください。

圧力
ゲージ

技術上の
ヒント

ハンド・
ポンプ

圧力入力

テスト方法

最新のドキュメンティング校正器を使用して、ドライ接点がスイッチ上で開閉す
るかをテストできます。また、Fluke 753 または 754 を使用している場合、スイッ
チを通電電圧に接続された状態のままにしておくことができます。校正器によっ
て変動する AC 電圧が測定され、その情報が解釈されて、スイッチの開閉が行わ
れます。
注意点 : 回線は電圧が加えられていない状態でテストするのが安全ですが、常にこ
れが可能なわけではありません。また、300 V を超える AC 電圧は測定しないでく
ださい。これは 75X ファミリーの最大定格です。75X ファミリーでテストすると
きは、480 V AC 3 相電圧の電源を切り、スイッチから切断する必要があります。
ステップ

1

ステップ

2

ステップ

3

スイッチのテストを開始するために、上記のように接続します。この例
では、ドライ接点と導通をテストします。テスト用に導通を測定するた
めに、抵抗測定を選択します。次に、ソース画面モードに切り替え、ハ
ンド・ポンプによって生成され、圧力モジュールによって測定される圧
力が表示されるように圧力を選択します。校正モードから分割画面テス
ト・モードに進みます。
次のステップでは、スイッチを説明し、周囲気圧でそれが通常開いてい
るか、閉じているかを説明します。リラックス状態では、スイッチは再
設定状態になっています。スイッチが設定状態のときは、加圧または減
圧が適用されて変化している状態です。この例では、通常、スイッチは
開いており、適用される圧力が 10 psi を超えると閉じると想定されてい
ます。次に、スイッチ設定状態および不感帯サイズの許容圧力変動を定
義する必要があります。この例では、理想的なスイッチ設定値は 10 psi
であり、+/- 1 psi の偏差が許容されます。許容可能な再設定圧は、不感
帯許容で説明されています。この例では、再設定状態は検出設定圧未満
で 1 psi を超える必要があり、検出設定圧以上で 3 psi を超えてはなり
ません。
テスト許容値を完全に定義したら、テストを開始します。校正器が設定
された状態圧力値になるまで圧力を上げます。次に、再設定圧になるま
で圧力を下げます。設定および再設定圧の測定値で再現性が得られるか
を確認しながら、スイッチへの圧力を増減する作業を繰り返します。満
足な結果が得られたら、完了ボタンを押してスイッチの合格 / 不合格評
価を取得します。スイッチのテストが不合格であった場合、スイッチの
調整または取り替えが必要になる可能性があります。スイッチを調整し
た場合、テストを繰り返してスイッチの As-Left 状態を文書化してから、
運転を再開します。これで、テスト結果を文書化し、校正管理ソフトウェ
アにアップロードする準備が整います。

• 適切なスイッチ・テストを
行うための鍵は再現性で
す。再現性は、スイッチへ
の圧力をゆっくりと変え、
その設定圧力または再設定
圧力に近付く際に最適な状
態で実現されます。
• テストを実行するときは、
スイッチが設定されている
箇所を見つけ、テスト・ポ
ンプのバーニア / 微調整に
十分な調整機能があり、設
定点まで圧力を変えること
ができるかを確認します。
このようにすることで、圧
力をゆっくりと変え、正確
なスイッチ設定点の圧力に
設定できます。再設定点に
対しても、この手順を繰り
返します。
• 実践を重ねれば、設定点
および再設定点の圧力レ
ンジ内にポンプのバーニ
アを収め、テストを上手
く再現できるようになり
ます ( テスト対象のスイッ
チの制限内 )。

その他のリソース

この用途に関するさらに詳細な
情報については、Fluke が提供す
るこれらのビデオと使用上の注
意を参照してください。
圧力スイッチ・ビデオ

圧力スイッチの
使用上の注意
圧力校正器の使
用上の注意
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気体取引計量フロー
計算機校正
オリフィス板やその他の差圧流量装置など、流量
制限全体にわたって差圧を測定することでパイプ
ライン内の流量を計算する気体取引計量フロー計
算機では、最適な精度で特殊な校正を実行する必
要があります。気体フロー計算機は、体積流量 ( オ
リフィス板全体の圧力の差異 )、パイプライン内
の静圧、および気体温度という 3 つの主要な測
定値を行って流量を計算します。このデータを使
用して計算が実行され、パイプラインを通る気体
流量の実際の質量と体積が判別されます。
これらの校正は低圧、高圧、および温度校正と
いう 3 つの別個の校正器で実行できます。ある
いは、この特殊な作業専用に設計された多機能校
正ツールを使用することもできます。
Fluke 721 や 721Ex などは、この作業を目的と
して作成された校正器です。これらには、2 つの
組み込み圧力レンジがあり、温度を測定すること
ができます。最も一般的な校正では、低圧 (P1)
センサー側に 16 psi/1 bar、高圧 (P2) センサー側
に 1500/100 bar または 3000 psi/200 bar を設定
します。これは、精密な RTD 付属品を使用して
温度を測定し、必要な場合は 3 つすべての測定
値を一度に表示できます。

推奨テスト・ツール

Fluke 721 デュア
ル・レンジ精密圧
力校正器
25 ページを参照し
てください。
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Fluke 700G 精密圧
力ゲージ校正器
26 ページを参照し
てください。

Fluke 754 ドキュメン Fluke 750P シリー
ティング・プロセス ズ圧力モジュール
校正器 (HART 対応 ) 23 ページを参照し
23 ページを参照し てください。
てください。

721 PRESSURE
CALIBRATOR

F1

F2

F3

ZERO

V
mA

7.21psi

30V
24mA
MAX
COM

720TRD RTD
プローブ

ポンプ
バルブを
閉じる

バルブを
閉じる

2000 PSI
148 BAR

液体の
流れ

液体の
流れ

テスト方法
開始するには、フロー計算機をパイプラインから分離します。通常、こ
れは 5 本のバルブ連結管で取り付けられています。その場合、連結管の
パイプライン側のバルブを閉じると分離できます。この分離手順を行う
ときは、ローカル・ポリシーと安全手順に従ってください。721 の P1
センサーを設定して inH20 を測定し、P2 センサーで PSI を測定します。
さらに必要に応じて温度センサーで温度を摂氏または華氏で測定します。
ステップ

1

低圧差圧校正は、低圧側基準として大気圧を使用して実行します。フロー
計算機または圧力伝送器の低圧接続点をベントし、フロー計算機または
伝送器の高圧接続点を校正器の低圧ポート (P1) に接続します。
コンピューター (PC) をフロー計算機のシリアル・ポートまたは USB ポー
トに接続します。PC によって、フロー計算機または伝送器に 1 種類以
上のテスト圧を適用するように指示されます。たとえば、0、100、およ
び 200 inH20 などを適用します。ポンプを絞り、テスト圧に近づけて、
バーニアを使用するか圧力を微調整してダイヤルインします。

ステップ

通常、静圧校正はフロー計算機と同じ高圧ポート、または高圧と低圧の
両方のポートのいずれかに適用されます。詳細については、メーカーの
説明書を参照してください。高圧センサー入力端子 (P2) をフロー計算機
または伝送器の該当するポートに接続し、高圧テスト・ソースに接続し
ます。PC によって、ユーザーが圧力ソースから適用できる圧力が示さ
れます。

ステップ

フロー計算機での温度測定の温度校正は、パイプライン動作温度での単
一の温度点で実行されます。RTD プローブをテスト・サーモウェルに挿
入して、測定値が安定するまでの時間を確保します。
PC によって、校正器で測定された温度を入力するように求められます。
テスト・サーモウェルから RTD を取り外すと、校正は完了します。

ステップ

4 から 20 mA の入力を使用するフロー計算機 : 多くのフロー計算機は
低圧、静圧、および温度伝送器を使用して、測定したパラメーターを
4 から 20 mA の信号に変換します。この例では、テスト結果で満足な値
を得られなかった場合、これらの伝送器で個別の校正が必要になる可能
性があります ( 詳細については、HART 伝送器校正の使用上の注意また
はビデオを参照 )。この構成でエラーが生じるもう 1 つの原因は、フロー
計算機の入力 A/D カードです。これらは、ループ校正器の mA 信号ソー
スを使用して個別にテストできます。

2

3

4

技術上の
ヒント
• 圧力校正を開始する前に、
ハンド・ポンプのバーニア
を常に中央に設定しますこ
れにより、微調整を行うと
きに圧力を増減できます。
• 721 ソフト・ケースの内蔵
スロットなど、温度プロー
ブは保護ケースに保管して
ください。RTD プローブ
を機械的応力に晒すと、プ
ローブの測定精度が下がる
可能性があります。
• 高圧校正または測定を実行
するときに校正器の P1 低
圧側を接続しないように注
意してください。これを接
続すると、センサーが損傷
して危険な状態になり、破
裂する可能性があります。
• 多くの場合、圧力校正の前
に RTD プローブを挿入す
ると、安定した温度測定に
到達するまでの時間を十分
に取ることができます。

その他のリソース

この用途に関するさらに詳細な
情報については、Fluke が提供す
るこれらのビデオと使用上の注
意を参照してください。
HART 圧力および
HART 高精度 RTD 伝送
器 754 のビデオ
取引計量校正の使用上の
注意
HART 伝送器の校正
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プロセス・ゲージの検証
( アナログおよびデジタル )
アナログとデジタルの両方のプ
ロセス・ゲージを検証して、
ドリフト、環境、電気供給、出
力ループへのコンポーネント追
加、およびその他のプロセス変
更に関するエラーを検出する必
要があります。圧力ゲージは、
現場または作業台で検証できま
す。現場校正は時間を節約でき
る可能性があり、プロセス環境
でトラブルシューティングを行
えます。多機能校正器を使用し
て、1 つのツールでこれをより
簡単に行えます。また、ドキュ
メンティング校正器を使用する
ことで、より簡単に手順に従っ
て、データを取得し、結果を文
書化することができます。作業
台での校正では、可能な限り最
適な精度で基準条件に基づいた
状態で、ゲージを清潔に保ち、
検証、テスト、および保証でき
る環境で作業できます。

推奨テスト・ツール

従来の電動デッドウェイト・
テスター

P5514 または P5515 液体圧コ
ンパレーター

2700G シリーズ基準
圧ゲージ

Fluke 3130 携帯
型圧力校正器

29 ページから 30 ページを
参照してください。

30 ページを参照してください。 26 ページを参照して
ください。

24 ページを参照
してください。
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技術上の
ヒント

圧力
ゲージ

ハンド・
ポンプ

圧力入力

• 安全が最優先すべての付属
品、アダプター、および接
続チューブの規格が使用す
る圧力に適合していること
を確認します。
• 機械部分に摩擦が生じてい
る可能性があるため、アナ
ログ・ゲージの各ポイント
を軽くたたいてください。

テスト方法
ステップ

1

ステップ

2

バルブを使用するか、プロセスから圧力ゲージを取り外して、プロセス
からゲージを分離します。
校正器または基準ゲージにゲージを接続します。水圧ゲージの場合は、
システムをプライミングすることで、ゲージ、校正器、および接続部の
液体内に入り込んだ可能性のあるすべての気体を取り除くことが重要で
す。圧力を生成するときは、安定するまで少しの間待ちます。テスト対
象のゲージの測定値と、マスター・ゲージまたは校正器の測定値を比較
します。

• 清浄度の要件を満たすため
に気体が推奨されますが、
2,000 psi を超える圧力を
生成する場合は注意して使
用してください。
• 通常、業界標準ではテスト
対象の装置よりも精度が 4
倍から 10 倍高い校正機器
を使用することが推奨され
ています。
• 現場では、連結管、または
「T 字」コネクタを使用し
て圧力ゲージを接続します。

ステップ

水圧ゲージの場合は、システムをプライミングすることが重要です。こ
れにより、ゲージ、校正器、または接続部の液体内に入り込んだ可能性
のあるすべての気体が取り除かれます。

• 作業で多種多様なゲージを
校正する必要がある場合
は、アダプター付属品を使
用します。

ステップ

圧力を生成するときは、安定するまで少しの間待ちます。水圧ハンド・
ポンプをソースとして使用するときは、液体の熱力学効果により、圧力
が安定するまで数分間掛かる可能性があります。

ステップ

テスト対象のゲージの測定値と、マスター・ゲージまたは校正器の測定
値を比較します。

• 最初に、装置で使用されて
いる方向を検討し、作業台
で角度アダプターを使用し
て同様の方向になるように
します。

3
4
5

その他のリソース

この用途に関するさらに詳細な情報につ
いては、Fluke が提供するこれらのビデ
オと使用上の注意を参照してください。

• 液体間の分離器を使用し
て、水圧利用時に汚染が生
じないようにします。

デッドウェイト・テスターの使用方法
Fluke 719 電動圧力校正器のデモンストレーション
Fluke 750 シリーズ DPC を使用した伝送器の校正
HART 伝送器の校正
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デッドウェイト・テスターを使用した
作業台での校正
デッドウェイト・テスターは圧
力校正で実績のある方法の 1 つ
であり、通常、精度や信頼性が
最重要要件である場合に、作業
台で使用するために選択されま
す。校正は、作業しやすいよう
に作業台で行われ、基準条件が
維持されます。作業台は、必要
なすべての機器が使用可能な状
態になっており、清潔で、検査、
校正、および修理を行うのに便
利な場所です。基準条件は、テ
スト対象の装置の基準精度と校
正標準を満たすのに必要です。
必要なテスト不確実性率 (TUR)
を維持するために、基準精度が
必要になる場合があります。

推奨テスト・ツール
液体使用例

P3100、P3200、
または P3800
シリーズ液圧式デッ
ドウェイト・テスター
29 ページから 30 ページを参
照してください。
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気体使用例

6531、6532 電動デッド
ウェイト・テスター

P3000 シリーズ空気式デッド
ウェイト・テスター

30 ページを参照してくだ
さい。

29 ページを参照してください。

100%

0%

50%

技術上の
ヒント
• デッドウェイト・テスター
のウエイトは、各種圧力ユ
ニットと適合するように校
正されます。
• 検査場所の重力が精度に影
響を及ぼす最大の要因にな
ることはよくあります。
Fluke PRESSCAL ソフトウェ
アを使用して、+/- 0.008 %
の精度を確保します。

テスト方法
ステップ

圧力ゲージはプロセス内と同じ方向 ( 垂直または平行 ) に取り付ける必
要があります。

• 使用可能な設定点の数を増
やすには、増分ウエイト・
セットを使用します。

ステップ

校正レンジ全体にわたって、測定点は均一に分散させる必要があります。

ステップ

校正されたウエイトは測定点に対応する機器に配置されます。

• さまざまなサイズに適合す
るアダプターや、20,000 psi
までの漏れ止めシール付き
装置のタイプを使用して、
レンチや PTFE テープの使
用を控えます。

ステップ

ウエイトを支えているピストンが浮き上がり始めるまで、内部ポンプま
たはスクリュー・プレスを使用して圧力が加えられます。

ステップ

摩擦を最小限に抑えるために、
ピストンとウエイトは手動で回転させます。

ステップ

ピストンが浮き上がっている間、テスト対象の装置の読み取り値が、選
択したウエイトの合計に対応する圧力と比較されます。

1
2
3
4
5
6

• 安全が最優先機器のフル・
スケールを上回る圧力定格
の付属品、チューブ、およ
びシールを選択します。
• 2000 psi を超える圧力を
使用する場合は、安全性と
使いやすさの観点から、気
体システムより水圧システ
ムを使用することをお勧め
します。
• 媒体として蒸留水を使用し
て清潔さを保つか、気体で
はなく、Fluke の液体分離
器を使用することを検討し
てください。
• 可能な場合はオイルを使用
して潤滑することにより、
パフォーマンスが改善され
る場合があります。

その他のリソース

この用途に関するさらに詳細な情報につ
いては、Fluke が提供するこれらのビデ
オと使用上の注意を参照してください。

700G のビデオを参照してください。
700G データ・シート。
プロセス校正器の使用の解釈、使用上の注意
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圧力コンパレーターを使用した
作業台での校正
圧力コンパレーターは、作業台
での圧力校正向けの便利な機器
です。作業台校正器は、基準条
件を維持し、不確実性を可能な
限り低く抑えるように実行され
ます。作業台も、テスト対象の
装置を検査、調整、および修理
するのに便利な場所です。

推奨テスト・ツール
液体使用例

気体使用例

P5514 または P5515 液体圧コ
ンパレーター

P5510、または P5513 Gas
Pressure Comparator

30 ページを参照してください。

30 ページを参照してください。
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2700G シリーズ基準圧ゲージ
26 ページを参照してください。

100%

0%

50%

2000 PSI
148 BAR

技術上の
ヒント
• より精度の高い基準ゲージ
を使用して、より広範囲に
わたる圧力に対するテスト
不確実性率を満たします。
• さまざまなサイズに適
合するアダプターや、
20,000 psi までの漏れ止
めシール付き装置のタイ
プを使用して、レンチや
PTFE テープの使用を控え
ます。

テスト方法
ステップ

1

圧力ゲージはプロセス内と同じ方向 ( 垂直または平行 ) に取り付ける必
要があります。P5543 などの角度アダプターを使用できる可能性があり
ます。

ステップ

基準圧力ゲージ (2700G) を取り付けて、画面を容易に確認できるように
する必要があります。

ステップ

液体コンパレーターの場合は、プライミング・ポンプで液体をプライミ
ングし、泡を除去します。

ステップ

校正レンジ全体にわたって、測定点は均一に分散させる必要があります。
最大 300 psi までは、手動ポンプで圧力を手軽に加えることができます。
これを超える圧力を加えるには、外部圧力供給を使用します。

ステップ

気体コンパレーターの場合は、適切なニードル・バルブまたは適切な調
整スクリュー・プレスを使用して、圧力を正確に測定します。

ステップ

水圧モデルの場合は、スクリュー・プレスを使用して圧力を加え、適切
に圧力を調整します。

ステップ

ソース圧はテスト対象の装置で呼び圧力が読み取られるか、基準ゲージ
で呼び圧力が読み取られるまで調整できます。

2
3
4
5
6
7

その他のリソース

この用途に関するさらに詳細な情報につ
いては、Fluke が提供するこれらのビデ
オと使用上の注意を参照してください。

• 安全が最優先機器のフル・
スケールを上回る圧力定
格の付属品、チューブ、
およびシールを常に使用
します。
• より適切に潤滑できるよう
に、可能な場合はオイルを
使用します。
• 清潔さが増すように気体を
使用するか、Fluke の液体
分離器を使用します。
• 2000 psi を超える圧力を
使用する場合は、安全性と
使いやすさの観点から、気
体システムより水圧システ
ムを使用することをお勧め
します。

700G のビデオを参照してください。
700G データ・シート。
プロセス校正器の使用の解釈、使用上の注意
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現場での圧力テスト用ハンド・ポンプおよび
圧力テスト・ゲージの使用および選択
手元のテスト・アプリケーショ
ンと合致するように適切なポン
プとゲージを選択することが重
要です。テスト対象の装置より
も精度が 4 倍から 10 倍高いテ
スト装置を使用することをお勧
めします。これを行うには、実
行する測定を、テスト・ゲージ
のフル・スケール値に近づくよ
うに一致させます。これにより、
ゲージから最適な精度を得られ
ます。

推奨テスト・ツール

Fluke 700G 精密
圧力ゲージ校正器

Fluke 700PTPK2 空圧
テスト・キット

Fluke 700HTPK2 水圧
テスト・キット

26 ページを参照
してください。

31 ページを参照して
ください。

31 ページを参照して
ください。
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Fluke 700TTH 10K 伝
送器テスト・ホース
31 ページを参照して
ください。

テスト方法
ステップ

圧力ゲージはプロセス内と同じ方向 ( 垂直または平行 )
に取り付ける必要があります。

技術上の
ヒント

ステップ

基準圧ゲージ (2700G) は、垂直方向に取り付ける必要
があります。

ステップ

液体コンパレーターの場合は、プライミング・ポンプ
で液体をプライミングし、泡を除去します。

• ハンド・ポンプを使用する場合、空圧式か
水圧式かに関係なく、現場に行く前に試験
室でテスト設定を検査してデバッグするこ
とをお勧めします。圧力接続点の数を最小
限にすると、漏れが生じる可能性も最小限
に抑えられます。試験室でテスト・ゲージ
をテスト・ポンプに慎重に取り付けます。

ステップ

校正レンジ全体にわたって、測定点は均一に分散させ
る必要があります。最大 300 psi までは、手動ポンプで
圧力を手軽に加えることができます。これを超える圧
力を加えるには、外部圧力供給を使用します。

ステップ

気体コンパレーターの場合は、適切なニードル・バル
ブまたは適切な調整スクリュー・プレスを使用して、
圧力を正確に測定します。

ステップ

水圧モデルの場合は、スクリュー・プレスを使用して
圧力を加え、適切に圧力を調整します。

ステップ

ソース圧はテスト対象の装置で呼び圧力が読み取られ
るか、基準ゲージで呼び圧力が読み取られるまで調整
できます。

1
2
3
4

5
6
7

• ハンド・ポンプから装置に接続されている
ホースは、必ずテストしなければならない
ものであると見なしてください。この作業
を簡略化するために、テスト・ホースに接
続するために特別に設計されたさまざまな
「ツール不要な」コネクターがあります。
このようなコネクターを使用できない場合、
各種アダプター、レンチ、および PFTE シー
リング・テープでテスト・ホースから、テ
スト対象の装置の入力ポートに接続できる
かどうかを確認してください。
「押し込み式」
のホースを使用している場合、いずれは漏
れが生じる可能性が高くなります。押し込
み式ホースを接続するたびに、テスト・ホー
スに傷が付き、最終的にうまく密封されな
くなります。漏れを回避するには、テスト・
ホースの影響を受けた部分を切断し、きれ
いな表面で接続するようにします。このプ
ロセスは、使用中に繰り返して行う必要が
あります。
• 空圧ポンプから最大の圧力を得るには、バー
ニアを回せば圧力が上がるように、未調整
バーニアを停止位置まで下げます。希望す
る圧力に近づいたら、バーニアを使用して
目的の値まで圧力を上げます。

その他のリソース

この用途に関するさらに詳細な情報につ
いては、Fluke が提供するこれらのビデ
オと使用上の注意を参照してください。
700G のビデオを参照してください。
700G データ・シート。
プロセス校正器の使用の解釈、
使用上の注意

• 水圧ハンド・ポンプを使用している場合は、
熱力学効果に注意します。何らかの液体が
圧縮されると、温度が上がり、その液体は
膨張します。この現象は、水圧ポンプを使
用して目的の圧力までポンプを稼働させる
場合に顕著に表れます。目的の圧力に到達
した時点で、液体は膨張しています。液体
が冷却され、収縮すると、平衡温度に到達
するまで圧力は急激に下がりますが、これ
には 5 分以上掛かる場合があります。温
度変化が止まったら、バーニアのアジャス
ターを使用して目的の圧力にダイアルを戻
します。
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テスト・ツール
最適な圧力ツールの選択方法
圧力ツール選択ガイド
モデル
754

721/
721Ex

719
Pro

719

750P
を使用

5000
psi

300 psi

100 psi

718

717

700G

3130

2700G

デッドウェイト・
テスター

300 psi

•

•

300 psi

•

•

主な機能
10,000 psi/690Bar までの圧力の測定
真空から 30,000 psi/4,137 Bar までの圧
力の測定および生成

•

0.015 % の読み値確度での圧力の測定

•

内部手動ポンプでの圧力の生成

•

内部電動ポンプでの圧力の生成
mA の測定とループ電源の供給

•

mA 信号の発生とシミュレート

•

導通の測定 ( 圧力スイッチ接点 )

•

周波数の発生と測定

•

付属品 RTD または TC プローブを使用し
た温度測定

•

アップロードおよびダウンロードに対す
る文書化機能

•

HART 通信

•

測定値の記録

•

合格 / 不合格テストのエラー計算

•

電圧 DC の測定

•

電圧 DC の発生

•

通電電圧圧力スイッチ・テスト用の AC
電圧測定

•

温度テスト用熱電対 RTD のシミュレー
ション

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

721
のみ

•
•

•

•
•

•

•

•

•

721
のみ

•

•

P55XX 圧力コンパレーターを使用した
圧力生成
I.S. 分類エリアでのテスト用 Ex 定格モデル
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•
721Ex
のみ

•

•

Fluke 754 ドキュメンティング・
プロセス校正器 (HART 対応 )

Fluke 750P シリーズ
圧力モジュール

ウェアを追加します
• 3 年保証

用途の範囲
• 差圧モジュールで 0-1 inH2O から 15 psi、
2.5 mbar から 1 bar の差圧を測定
• ゲージ・モジュールで 30 から 2,000 psi、
2 から 140 bar のゲージ圧を測定
• 高圧モジュールで 3,000 から 10,000 psi、
200 から 700 bar の圧力を測定
• 絶対モジュールで、5 から 1,500 psia、
350 mbar から 100 bar の絶対圧を測定
• 真空モジュールで -5 psi から -15 psi、
-350 mbar から -1 bar のゲージ真空圧を測定
• デュアル・レンジ・モジュールで、-1 から +
1 psi、-15 から 300 psi、-70 から + 70 mbar、
-1 bar から 20 bar の圧力を測定
• 基準クラス確度のモジュールで、15 psi から
10,000 psi、1 bar から 700 bar を測定

750P シリーズ圧力モジュール
Fluke 754 ドキュメンティング・
では、Fluke の多機能およびド
プロセス校正器 (HART 対応 ) は、
キュメンティング・プロセス校
圧力、温度、電気信号の発生、
正器を使用して、ゲージ圧、差
シミュレーション、測定など、
圧、および絶対圧の測定が可能。
本来なら複数のツールで行う作
広範囲にわたる圧力関連作業に
業を堅牢で携帯可能な 1 台の機
対応した 50 の圧力モジュール。
器でこなします。HART 通信機能
クラス最高レベルの精度によ
が内蔵され、統合通信校正器と
り、信頼性の高い圧力測定を実
して使用できます。この堅牢で
行可能。
信頼性の高いツールは、HART 高
精度機器やその他のプロセス機
器を校正、保守、トラブルシュー Fluke 750P シリーズ・モジュールの機能
• 750、740 シリーズ DPC および 725、726 MPC
ティングするのに最適です。
との互換性あり
主な機能 :
• 0 から 1 inH20、10,000 psi まで (2.5 mbar から
• 1 つ以上の (50) 750P シリーズ圧力モジュール
690 bar) の圧力測定。
を追加して、754 をドキュメンティング圧力校
•
空圧接続アダプターを使用する場合、いったん
正器にします
アダプターをテスト・ポンプに取り付ければ、
• 同時発生 / 測定により、ほぼすべてのプロセス
接続にツールは不要
装置をテストできます
• 作業環境に合わせて、さまざまな温度レンジが
• HART 高精度通信により、754 は別個の通信機
指定済み
器を使用してほとんどすべての日常業務を実行
• 6 か月間で 0.015 % の基準クラス総不確実性。1 年
できます。
間で 0.045 % (0 から 50 ℃ ) の標準モジュール精度
• シームレス / ペーパーレス構成管理システムを
•
3 年保証
追加するには、Fluke DPCTrack2 構成管理ソフト

仕様概要
• 発生 : mA、DC 電圧、周波数、抵抗、熱電対、
RTD
• 測定 : mA、mA ( ループ電源使用 )、AC 電圧、
DC 電圧、周波数、熱電対、RTD
• CAT II 300V 過電圧保護、300 V AC まで測定
用途の範囲
• 圧力および温度伝送器の校正
• 圧力および温度スイッチのテストおよび校正
• I/P トランスデューサーおよび制御バルブのテス
トおよび校正
• mA および電圧の発生 / シミュレート / 測定を使
用したプロセス I/O の検証
• フル・ループ温度校正のための Fluke 校正ドラ
イ・ブロックの追加
• ペーパーレス校正管理用のアップロード / ダウ
ンロード結果のテスト
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Fluke 719Pro
電動ポンプ内蔵圧力校正器

3130 携帯型
圧力校正器

Fluke 719Pro 電動ポンプ内蔵圧力 作業台または現場で、正確で安定した圧力を提供
校正器には電動ポンプが搭載され し、テスト対象の装置の出力を読み取るために必
ており、ボタンにタッチするだけで
要なものがすべて揃っています。
簡単に圧力校正を行えます。719Pro
内部ポンプを使用して簡単に圧力を増減した
には、mA 信号の発生、
シミュレー
り、容量が多い場合には外
ト、測定を行う、すべての機能が整
部圧力供給装置に接続して
ったループ校正器も備わっていま
短時間で校正したりしま
す。
クラス最高レベルの確度によ
す。内蔵式電動測定機能と
り、719Pro は高い信頼性で高精度
頑丈なキャリー・ケースが
圧力伝送器をテストできる理想的
備わっているため、作業
なツールです。

主な機能:
• 独自の内蔵電動ポンプにより、片手で圧力を校正
可能
• 圧力スイッチを簡単にテストできる、使いやすいス
イッチ・テスト機能
• バックライト付きの大型画面には、3 種類の測定ま
たは発生パラメーターが同時に表示
– 内蔵または外部センサーの圧力測定値
– 発生/シミュレート、
または測定した mA 値
– オプションの RTD プローブで測定した温度
• 簡単に確度の高い圧力調整を行える精密なバーニア
• プログラム可能な圧力校正器のポンプ制限: 過度
な加圧を回避
• ポンプ清掃ポートにより、湿気や液体によるポンプ
の損傷を抑制
• リスクの高い用途での液体による損傷を軽減する
液体トラップを設置
• 3 年保証
仕様概要:
• 30 psi、150 psi、および 300 psi の圧力レンジ
• 6 か月間の総不確実性 0.025 %、1 年間で 0.035 %
• -50 から 150 °
C の温度測定 (オプションの
720 RTD プローブを使用)
用途の範囲:
• 高確度基準クラスの圧力伝送器
• 圧力スイッチ
• 圧力ゲージ
• I から P への変換器
• 4 から 20 mA の測定または生成
• 0 から 30 V DC の測定
• Fluke 750P シリーズ圧力モジュールとの互換性あり
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台や現場で圧力伝送
器や圧力スイッチの
校正を実行するのに
最適です。

主な機能 :
• ボタンを押して、内部ポンプで圧力を増減
• 圧力を微調整するための容量可変機能付き
• テスト対象の伝送器への電力供給には 24 V の内
部ループ電源を使用
• 4 から 20 mA の信号を測定または生成
• 0 から 30 V DC の測定
• 内部大容量 NiMH バッテリー搭載
• Fluke 700P および 750P シリーズ圧力モジュー
ルとの互換性あり
仕様概要
• -80 kPa まで減圧 (-12 psi、-0.8 bar)
• 2 MPa まで加圧 (300 psi、20 bar)
• 圧力測定の確度は読み取り値の 0.025 %
± 0.01 % FS
用途の範囲
• 圧力ゲージの校正
• 圧力伝送器の校正
• 圧力スイッチのテストおよび校正
各ユニットの付属品
校正ホース用の 1/8 インチ NPT クイック・コネク
ター 4 個、1/8 インチ O.D ホース ( 約 1 m) 2 個。
1/4 インチ NPT メス継手の 1/8 インチ NPT メス
1 個、1/8 インチ BSP メス継手 1 個、スレッド・シー
ル・テープ、テスト・ケーブル ( 赤 2 本、黒 2 本 )、
ユニバーサル電源、追跡可能な校正証明書、マニュ
アル

Fluke 717、718、719、
圧力校正器
Fluke 717 圧力校正器
は並外れた性能、耐久性、信頼性を誇り
ます。Fluke 717 圧力校正器は、簡単に
使用でき、
コンパクトで軽量です。

Fluke 718 圧力校正器には、伝送器、
ゲージ、およびスイッチをテストするた
めの、総合的な圧力校正ソリューション
が備わっています。
このコンパクトな圧
力校正ソリューションは、同種の機器の
約 3 分の 1 のサイズで、重さはわずか
1 kg です。
Fluke 719 電動ポンプ内蔵圧力校正器
では、内蔵式電動ポンプを使用して、す
ばやく簡単に圧力装置を校正およびテ
ストできます。
プログラム設定可能なポ
ンプ制限設定を使用して、予想外の過
度な加圧を回避できます。

主な機能:
• デュアル・ディスプレイに、測定された圧力と mA
値を同時に表示
• 簡単にスイッチをテストできる圧力スイッチ・テス
ト機能
• (50) 750P シリーズ圧力モジュールのいずれかを
使用することで、圧力測定レンジが拡大
• 独自の清掃ポート設計により、718 および 719 ポ
ンプの故障を低減
• 718Ex モデルに危険地域で使用可能な ATEx およ
び CSA レーティングを用意
• 24 V ループ電源 (718Ex には含まれていません)
• 3 年保証
仕様概要:
• 1 から 10,000 psi (70 mbar から 690 bar) までの
11 のレンジで使用可能な Fluke-717
• 1、30、100、および 300 psi (70 mbar から 20 bar)
の 4 つのレンジで使用可能な Fluke 718
• 30、100、および 300 psi (2 bar から 20 bar) の
3 つのレンジで使用可能な 718Ex (IS 定格)
• 30 および 100 psi (2 bar から 7 bar) の 2 のレン
ジで使用可能な Fluke 719
• 内部センサーで 0.025 % まで圧力を測定
• 0.015 % の確度で mA 値を測定
• 719 モデルでは 0.015 % の確度で mA を発生

Fluke 721 デュアル・レンジ精密
圧力校正器
独立した 2 つの圧力センサーが付
いた Fluke 721 精密圧力校正器は、
気体取引計量の用途に最適なツー
ルです。単一のツールで静圧と差
圧を同時に測定し、mA 値と温度
を計測します。

主な機能 :
• 気体流量校正 ( 取引計量 ) の用途に最適
• 2 つの独立したステンレス製圧力センサー ( 確度
0.025 %)
• オプションの 720RTD Pt100 プローブを使用し
た温度測定
• 4 から 20 mA 信号の測定
• DC 電圧を 30 V DC まで測定、24V 電源と 1 か
ら 5V 信号をチェック
• テスト対象の伝送器への電力供給には 24 V の内
部ループ電源を使用
• 750P シリーズ圧力モジュール (50 レンジ ) を外
部接続して、圧力測定レンジを拡大
• バックライト付きの大画面グラフィック・ディス
プレイに、最大 3 つの測定値を同時に表示可能
• 3 年保証
仕様概要
• 低圧センサー (P1) 16 psi (1.1 bar) または 36 psi
(2.48 bar)
• 高圧センサー (P2) 100、300、500、1000、
1500、3000、または 5000 psi (6.9、20、
24.5、69、103.4、200、345 bar)。
• 0.015 % の確度で mA 値を測定
• オプションの 720RTD プローブを使用して -40
から 150 ℃ の温度を測定
• 0.015 % の確度で V DC 値を 30V まで測定
用途
• 伝送器の校正
• フロー計算機の校正
• スイッチのテスト
• ゲージのテスト

25

Fluke 700G 精密
圧力ゲージ校正器
700G シリーズ圧力ゲージは、
高確度なデジタル圧力テス
ト・ゲージです。0.04 % FS
の精度を持つ 700G シリー
ズ・ゲージは、校正基準とし
ての用途、あるいは高確度の
圧力測定が求められる用途に
適しています。
主な機能 :
• ± 10 in H2O/20 mbar から 10,000 psi/690 bar
の精密圧力測定
• 15、30、100、300 psia レンジの絶対圧力測定
• 基準クラスのゲージ確度は読み値の 0.04 %
• 保護ホルスター付きの使いやすく、頑丈な設計
で信頼できる性能を確保
• 明るいバックライト・ディスプレイ
• 700PTPK2 または 700HTPK2 ポンプ・キットと
組み合わせることで、PTP-1 空気圧ポンプで最
大 600 psi (40 bar)、HTP-2 水圧ポンプでは最大
10,000 psi (690 bar) を測定可能な、総合的な圧
力テスト・ソリューションを実現
• 最大 8,493 の圧力測定値をメモリーに記録
(700G/TRACK ソフトウェアが必要 )
• 3 年保証
仕様概要
• フル・スケールの 0.04 % の確度
• IP-64 侵入保護
• CSA、クラス 1、区分 2、グループ A-D
レーティング
• ATEX レーティング : II 3 G Ex nA IIB T6
用途
• 伝送器の校正
• ゲージのテスト
• プロセス圧力の測定
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2700G シリーズ
基準圧力ゲージ

クラス最高のパフォーマンス
で、より少ない機器でより多く
のゲージを校正します。

2700G 基準圧力ゲージは、
クラス最高レベルの測定パ
フォーマンスを、頑丈で使い
やすく、手ごろな価格のパッ
ケージで実現できます。測定
確度がさらに改善されたた
め、より広範囲にわたる用途に使用できます。
700PTPK または 700HTPK ポンプ・キットと組
み合わせることで、PTP-1 空気圧ポンプでは最
大 600 psi、HTP-2 水圧ポンプでは最大 10,000 psi
を測定できる、持ち運び可能な総合的圧力テス
ト・ソリューションを使用できます。P5510、
P5513、P5514、または P5515 比較テスト用ポ
ンプと組み合わせることで、完全なベンチ・トッ
プ圧力校正ソリューションを得られます。
主な機能 :
• 使いやすく、堅牢な設計で高い信頼性を保証
• テスト・ポートは 1/4 NPT オス。
• 700G/Track ソフトウェアと互換性があり、簡単
に表示し、離れた場所で記録されたデータをエ
クスポート可能
仕様概要
• フル・スケールの 0.02 % の確度
• 100 kPa (15 psi、1 bar) から 70 MPa (10 000 psi、
700 bar) の精密圧力測定
用途の範囲
• 比較校正用マスター・ゲージ
• チェック標準
• データ・ロギング
各ユニットの付属品
USB 電源アダプター、単三アルカリ電池 3 本、
USB インターフェース・ケーブル、1/4 BSP およ
び M20 X 1.5 アダプター、保護カバー、マニュアル、
校正レポート

本質安全圧力校正器
725Ex は爆発性ガスが存在するこ
とが分かっている場所で使用する
ための本質的に安全な多機能プロ
セス校正器です。この校正ツール
はほぼすべてのプロセス・パラメー
ターを発生および測定します。い
ずれかの (8) 700PEx 圧力モジュー
ルを追加すれば、725Ex が圧力校
正器になります。
Fluke 718Ex は、爆発の危険性が
ある領域で使用できる、強力で本
質的に安全な、自己完結型ポータ
ブル圧力校正器です。伝送器、ゲー
ジ、およびスイッチに対する総合
的な圧力校正ソリューションが備
わっています。このコンパクトな
圧力校正ソリューションは、同種
の機器の約 3 分の 1 のサイズで、
重さはわずか 1 kg です。
ポンプは、
独自の構造により簡単に清掃でき
るため、ポンプの損傷を防ぐこと
ができます、また、現場でもポン
プを分解せずに手入れできます。
Fluke 700PEx シリーズ
圧力モジュールを使用して、
718Ex や 725Ex などの Fluke 製の
本質的に安全な校正器で圧力を測
定できます。圧力モジュールは内
部マイクロプロセッサを使用して
圧力を測定します。本質的に安全
な校正器から動作電力を受け取り、
デジタル情報を送信します。
Fluke-700G シリーズは、IS レーティングのテスト・
ゲージのテストも行います。これらのゲージの詳
細については、前のページを参照してください。
721Ex デュアル・レンジ圧力校
正器。

仕様概要 :

• 725Ex: ATEX II 1 G Ex ia IIB 171°C、
CSA クラス I、
区分 1 グループ B-D
• 標準の 721 と同じ確度の圧力
• 718Ex: ATEX II 1G Ex ia IIC T4、CSA クラス I、
測定および (14) レンジ
区分 1 グループ A-D
• 温度測定用に 720RTD 付属プ
•
700G: ATEX レーティング : II 3 G Ex nA IIB T6、
ローブを追加
CSA、クラス 1、区分 2、グループ A-D
• Ex レーティングを達成するた
めに、電圧測定、ループ電源、 • 721Ex: ATEX: Ex ia IIB T3 Gb (Ta= -10… +45 °C)
DEKRA 10 ATEX 0168X、IEC-Ex: Ex ia IIB T3 Gb
および圧力接続を除去。
(Ta= -10…+45 °C) II 2 G IECEX CSA 10.0013X
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デッドウェイト・テスター
最適なデッドウェイト・テスターの選択方法
デッドウェイト・テスター選択ガイド
空気式デッドウェイト・テスター
モデル

圧力レンジ

圧力レンジ (bar)

真空レンジ

内蔵ポンプ

最低圧力増分

最低真空増分

工学単位オプション

動作圧力の
精密増分

P3011

N/A

N/A

1 から 30 inHg

オプション

N/A

0.2 inHg

SI、bar、psi、kgf/cm²

×

P3012-P

5 から 400 inH2O

15 から 1000 mbar

N/A

標準

1 inH2O

N/A

SI、bar、psi、kgf/cm²

×

P3013-P

12 から 800 inH2O

30 から 2000 mbar

N/A

標準

2 inH2O

N/A

SI、bar、psi、kgf/cm²

×

P3014-P

3 から 150 psi

0.2 から 10 bar

N/A

標準

1 psi

N/A

SI、bar、psi、kgf/cm²

○

P3015

3 から 500 psi

0.2 から 35 bar

N/A

オプション

1 psi

N/A

SI、bar、psi、kgf/cm²

○

P3022

5 から 400 inH2O

15 から 1000 mbar

1 から 30 inHg

オプション

1 inH2O

0.2 inHg

SI、bar、psi、kgf/cm²

×

P3023

12 から 800 inH2O

30 から 2000 mbar

1 から 30 inHg

オプション

2 inH2O

0.2 inHg

SI、bar、psi、kgf/cm²

×

P3025

3 から 500 psi

0.2 から 35 bar

1 から 30 inHg

オプション

1 psi

0.2 inHg

SI、bar、psi、kgf/cm²

○

P3031

10 から 1000 psi

1 から 70 bar

N/A

N/A

1 psi

N/A

SI、bar、psi、kgf/cm²

×

P3032

10 から 2000 psi

1 から 140 bar

N/A

N/A

1 psi

N/A

SI、bar、psi、kgf/cm²

×

液圧式デッドウェイト・テスター
モデル

作動液

圧力レンジ (psi)

圧力レンジ (bar)

レンジ

最低圧力増分 :
高レンジ

最低圧力増分 :
低レンジ

工学単位オプション

P3123

オイル

10 から 5000 psi

1 から 350 bar

デュアル

10 psi

1 psi

SI、bar、psi、kgf/cm²

○

P3124

オイル

10 から 10,000 psi

1 から 700 bar

デュアル

20 psi

1 psi

SI、bar、psi、kgf/cm²

○

P3125

オイル

10 から 16,000 psi

1 から 1,200 bar

デュアル

20 psi

1 psi

SI、bar、psi、kgf/cm²

○

P3111

オイル

10 から 500 psi

1 から 35 bar

シングル

1 psi

N/A

SI、bar、psi、kgf/cm²

○

P3112

オイル

40 から 2000 psi

4 から 140 bar

シングル

1 psi

N/A

SI、bar、psi、kgf/cm²

×

P3113

オイル

100 から 5000 psi

10 から 350 bar

シングル

10 psi

N/A

SI、bar、psi、kgf/cm²

○

P3114

オイル

200 から 10,000 psi

20 から 700 bar

シングル

20 psi

N/A

SI、bar、psi、kgf/cm²

○

P3115

オイル

200 から 16,000 psi

20 から 1100 bar

シングル

20 psi

N/A

SI、bar、psi、kgf/cm²

○

P3116

オイル

200 から 20,000 psi

20 から 1400 bar

シングル

20 psi

N/A

SI、bar、psi、kgf/cm²

○

P3223

水

10 から 5000 psi

1 から 350 bar

デュアル

10 psi

1 psi

SI、bar、psi、kgf/cm²

○

P3224

水

10 から 10,000 psi

1 から 700 bar

デュアル

20 psi

1 psi

SI、bar、psi、kgf/cm²

○

P3211

水

10 から 500 psi

1 から 35 bar

シングル

1 psi

N/A

SI、bar、psi、kgf/cm²

○

P3212

水

40 から 2000 psi

4 から 140 bar

シングル

1 psi

N/A

SI、bar、psi、kgf/cm²

×

P3213

水

100 から 5000 psi

10 から 350 bar

シングル

10 psi

N/A

SI、bar、psi、kgf/cm²

○

P3214

水

200 から 10,000 psi

20 から 700 bar

シングル

20 psi

N/A

SI、bar、psi、kgf/cm²

○

P3830

オイル

500 から 30,000 psi

40 から 2,000 bar

シングル

20 psi

N/A

SI、bar、psi

×

P3840

オイル

500 から 40,000 psi

40 から 2,600 bar

シングル

20 psi

N/A

SI、bar、psi

×

P3860

オイル

500 から 60,000 psi

40 から 4,000 bar

シングル

20 psi

N/A

SI、bar、psi

×
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オプションの
精密増分

P3000 空気式
デッドウェイト・テスター

ガスで動作する ( 空気圧式 ) デッドウェイト・テス
ターにより、実績があり、追跡可能で、清潔かつ
簡単に圧力ゲージと計量標準の検証確度を実現で
きます。各計器には取り外し可能なふたが付いて
おり、コンパクトに整頓して簡単に持ち運べます。
重りは自動ロック機能付きの高品質ケースに保管
して、移動時に保護できます。
デュアル・ピストン・デッ
ドウェイト・テスターは、
1 つの機器で減圧と
加圧の両方に対応
します。psi、
bar、kgf/cm²、
および MPa な
ど、さまざまな圧
力単位で測定単位
を指定できます。
主な機能
• ピストン・フローテーション表示器
• 最適な制御を実現する高品質ニードル・バルブ
• 調整式脚付き水準器装備
• O リングを使用したテスト・ステーション設計
により、PTFE テープやレンチ不要

P3100 および P3200
液圧式デッドウェイト・テスター

油および水で動作する ( 液圧式 ) デッドウェイト・
テスターにより、実績があり、追跡可能で、清潔
かつ簡単に圧力ゲージと計量標準の確度を非常に
圧力が高い状況でも確認できます。P3100 および
P3200 モデルは、動作範囲を広くするためにシン
グル・ピストン形式とデュアル・ピストン形式を
選ぶことができます。圧力単位は、psi、bar、kgf/
cm²、および MPa に指定できます。これらの機器
は頑丈で、確度が高く、すばやく簡単に使用でき
ます。ユニットには、
大容量での用途に適
した内蔵始動ポン
プ、ピストン浮
揚インジケー
ター、精密な
圧力制御用の高
品質スクリュー・
プレスが装備され
ています。
主な機能
• 標準確度は読み値の 0.015 % ( オプション
0.008 %)
• P3100: 油圧

• フード用バネ付きラッチが装備された丈夫な
ケース

• P3200: 水圧

• 持ち運びが簡単な、蝶番式ふたとサイド・ハン
ドル付きの丈夫な重りボックス

• 調整式脚付き水準器装備

• 重りは地域の重力に従って無料で調整
仕様概要
• 読み値の 0.015 % を超える確度 (0.008 % のオ
プションで確度を増加 )
• 真空から 2 000 psi までの圧力レンジ (140 bar)
• 特定のモデルについては、デッドウェイト・テ
スター選択ページを参照
用途の範囲
これらの高性能ガス式デッドウェイト・テスターを
使用して、液体汚染のリスクを最小限に抑えながら、
変換器、伝送器、ゲージ、または圧力スイッチなど、
事実上すべての圧力感知装置を校正できます。

• 内蔵ハンド・ポンプ標準装備
• 重りは地域の重力に従って無料で調整
仕様概要
• 読み値の 0.015 % を超える確度 (0.008 % のオ
プションで確度を増加 )
• 20,000 psi (1400 bar) までの圧力レンジ
• 特定のモデルについては、デッドウェイト・テ
スター選択ページを参照
用途の範囲
これらの高性能液体式デッドウェイト・テスター
を使用して、変換器、伝送器、ゲージ、または圧
力スイッチなど、事実上すべての圧力感知装置を
非常に圧力が高い状況でも校正できます。

各ユニットの付属品 :
自動ロック機能付き高品質ケースに保管されたシ
各ユニットの付属品 :
シリーズ 3 非磁性オーステナイト・ステンレス・ リーズ 3 非磁性オーステナイト・ステンレス・ス
チール製重り、ステンレス・スチールおよび / ま
スチール製重り、ステンレス・スチールおよび /
たは固溶化熱処理アルミニウム製のオプション分
または固溶化熱処理アルミニウム製の真空重りお
よびオプションの分割重り、取り外し可能なふた、 割重り、取り外し可能なふた、高品質キャリー・
ケース、追跡可能な校正証明書、重りの詳細、1/8
高品質ケース、認定校正証明書、作動液 ( 該当す
る場合 )、スペア・シール、1/8 インチ、1/4 インチ、 インチ、1/4 インチ、3/8 インチ、および 1/2 イ
3/8 インチ、1/2 インチ NPT および BSP 用アダプ ンチ NPT または BSP メス・アダプター、作動液 ( 該
当する場合 )、およびスペア・シール。
ター、およびメトリック・アダプター (M20 およ
び M14)
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圧力コンパレーター

圧力コンパレーターは、2700G 基準圧力ゲージ
に対して圧力測定機器をテストし、完全な校正ソ
リューションを提供します。

6531 および 6532 電動
デッドウェイト・テスター

さまざまな作業に対応する、すべてを完備した強
力な油圧校正システムです。6531 と 6532 は、
ピストン・シリンダーと重りで構成される、機械
式デッドウェイト・テスターの後継器となるデジ
タル圧力校正器です。デッドウェイト・テスター
とは異なり軽量で使いやすく、標準室や計器試験
室だけでなく、現場での校正や試験に幅広く利用
できます。この液体圧校正のトータル・システム
では、連続的かつリアルタイムなデジタル圧力測
定を行えます。使い易さと高精度が両立されてお
り、オペレーターの操作で精度の高い加圧を簡単
に行えます。
主な機能
• 地域の重力や周辺温度による影響を受けない
• どのような測定単位でも重りの移動なしで圧力
値を直接設定および読み取り可能
• 内蔵式充填およびプライミング・システム
• 圧力の安定度に基づいた [Ready] インジケー
ション
• 電気出力により、校正ソフトウェアを使用して
自動的にデータを収集可能
• コンパクトで持ち運びに便利。現場で 8 時間動
作可能な充電式バッテリー・パック搭載
• 従来型の重り / ピストン・シリンダー・ベース
のデッドウェイト・テスターに代わり、米国空
軍が採用
仕様概要
• 0 MPa から 70 MPa (10 000 psi) のレンジ
• 大部分のモデルで 10 % から 100 % の範囲で
± 0.02 % の読み取り測定不確実性
用途の範囲
これらの液圧式電動デッドウェイト・テスターを
使用して、変換器、伝送器、ゲージ、または圧力
スイッチなど、事実上すべての圧力感知装置を非
常に圧力が高い状況でも校正できます。
各ユニットの付属品 :
液体充填キット、コード付き電源、テスト・ポー
ト・アダプター・セット、ユニットはドライ状態
で出荷、追跡可能な校正証明書
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P5510 空気
圧コンパレーター
• 二重圧力 / 真空機能
• ベンチ・マウント設計
• 圧力 / 真空ソースとして使用
可能な内蔵ハンド・ポンプ
• 優れた制御を実現する高品質
バルブ
• PTFE テープまたはレンチを必
要としないテスト・ポート・
アダプター
P5513 空気
圧コンパレーター
• 高気圧操作
• 精密圧力制御用スクリュー・
プレス
• 優れた制御を実現する高品質
ニードル・バルブ
• PTFE テープもレンチも必要と
しないテスト・ポート・アダ
プター
• ふた付きの頑丈なキャリング・
ケース
P5514 液体
圧コンパレーター
• 10,000 psi (700 bar) までの圧
力を発生
• ベンチ・マウント設計
• 多様な流体で動作
• 精密圧力制御用スクリュー・
プレス
P5515 液体
圧コンパレーター
• 20,000 psi (1400 bar) までの
圧力を発生
• 多様な流体で動作
• システムのプライミングと大
容積用途向けの内蔵ハンド・
ポンプ
• 精密圧力制御用高品質スク
リュー・プレス
• 液量と品質を確認しやすいア
クリル製容器
• 持ち運び可能

付属品
700HTP-2 油圧テスト・ポンプ
P5543 アングル・アダプター
700HTP-2 は、最大 10,000 psi/700
圧力接続が背面にあるゲージ ( パネ
bar の圧力を生成できるように設計
ル・マウント・ゲージなど ) を正しい
されています。Fluke 700PRV-1 調
作動位置で校正するには、アングル・
整可能な解放バルブで、1360 psi か
アダプターを使用する必要がありま
ら 5450 psi に圧力を制限します。700HTH-1 テス す。アングル・アダプターは標準のゲージ・アダプ
ト・ホースで、ポンプからテスト中の機器に接続 ターを使用し、ゲージを 90º に取り付けます。こ
します。
の機器の最大動作圧力は 10,000 psi (700 bar) です。
700PTP-1 空圧テスト・ポンプ
700PTP-1 は、最大 -11.6 psi/-0.8 bar
の負圧または 600 psi/40 bar の圧力
を生成できるように設計されたハン
ドヘルド圧力ポンプです。
700LTP-1 低圧力テスト・ポンプ
最大 -13 psi/-.90 bar の負圧または
100 psi/6.9 bar の圧力を生成できる
ように設計された手動式の圧力ポン
プです。正確な低圧が必要な低圧用
途に最適です。
BP7235 ニッケル水素バッテリー
74X 校正器用のスペア・バッテリー
です。校正器を 1 日中余裕を持っ
て使用できる容量を備えています。
BP7240 リチウムイオン・バッテリー
75X 校正器用のスペア・バッテリー
です。校正器を 1 日中余裕を持って
使用できる容量を備えています。
700ILF インライン・フィルター
大気、圧縮空気、計器用空気中の
微粒子を捕捉します。Fluke 713、
717、718 圧力校正器用です。最大
動作圧力は 100 psi です。
Fluke 71XTrap 718 および 719Pro
用液体 / 土ぼこりトラップ
718、719、および 719Pro 用液体 /
土ぼこりトラップ。校正器が誤って
液体や土ぼこりにさらされるのを防
ぎます。719Pro には標準装備されており、718 お
よび 719 にはオプションで装備できます。動作圧
は 300 psi です。

P5544 2 ゲージ・スタンド
このアダプターは校正器のテスト・
ポートに直接取り付けます。これに
よって一度に 2 台の機器を校正した
り、基準用の試験装置を接続したり
することができます。最大動作圧力は 10,000 psi
(700 bar) です。
P5551 ポインター・リムーバー / パンチ
このツールは、圧力ゲージのポイン
ターをすばやく取り外し、再び確実
に取り付けられるように設計されて
います。
700PTPK2 高品質空圧テスト・ポン
プ・キット 高品質ホース・キットを
標準 700PTPK に追加します。ゲージ
と接続部の両方を伝送器に接続する、
ツール不要で「手で締められる」コ
ネクターが含まれています。
700HTPK2 高品質油圧テスト・ポン
プ・キット 高品質ホース・キットを
標準 700HTPK を追加します。ゲージ
と接続部の両方を伝送器に接続する、
ツール不要で「手で締められる」コ
ネクターが含まれています。
700TTH 5K および 700TTH 10K
高品質伝送器テスト・ホース・キッ
ト。5,000 および 10,000 psi モデル。
校正器またはテスト・ポンプへの永
続的な取り付け用 1/8 インチ NPT コ
ネクション、および伝送器への接続用 1/4 インチ
NPT オス・コネクター ( ツール不要 ) 付属。
700M20TH
高品質 M20 テスト・ホース・キット。
5,000 psi レーティング。校正器また
はテスト・ポンプへの永続的な取り
付け用 1/8 インチ NPT コネクショ
ン、およびメス M20 コネクションへの接続用オス・
コネクター ( ツール不要 ) 付属。

Fluke 71X、ホース・キット付属品
Fluke 71X ホース・キットは、717
および 718 校正器 (100 PSI 以下 )
と互換性があります。半透明の付属
ホースを使用して、技術者はホース
内に油やその他の混入物質がないかを簡単に識別
700MTH
してから、校正器を操作できます。キットに含ま
高品質メトリック・テスト・ホース・
れている 3 本の 1 メートル半透明ホースは、校正
キット。5,000 psi レーティング。校
器とテスト対象デバイスの両方への押し込み式接
正器またはテスト・ポンプへの永続的
続コネクターと、1 つの 1/8 インチから 1/4 イン
な取り付け用 1/8 インチ NPT コネク
チ NPT メス / メス・アダプターに簡単に接続でき ション、および 1/4 インチ・メス・メトリック /BSP
ます。
への接続用オス・コネクター ( ツール不要 ) 付属。
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ソフトウェア

PressCal ソフトウェア
PressCal は、デッドウェイト・テスターを圧力ソー
スとして使用し、圧力の計算と証明書の生成を行
う、メニュー形式のソフトウェア・プログラムで
す。このソフトウェアは校正をすばやく、より簡
単かつ正確に行うための柔軟な作業ツールとして
開発されました。PressCal を使用して、ユーザー
は必要なすべての補正 ( 地域の重力、圧力水頭、
温度など ) を適用して、デッドウェイト・テスター
のパフォーマンスを高めることができます。校正
の詳細を保存したり、自動的に校正証明書に挿入
したりすることもできます。
• メニュー形式の使用しやすいソフトウェア
• 複数のデッドウェイト・テスター・ファイルを
保持
• すべての補正を適用した圧力等価計算
• 校正証明書の自動生成
700G/Track
機器や校正データを管理するための、使いやすい
• 事前にロードされる校正データ
ソフトウェア。
• 12 の圧力ユニット
• 700G シリーズ・ゲージを使用して、データ・ロ
グ構成のダウンロードおよびログ・データのアッ
プロードが可能
• ロギング・イベントの読み取りレート、時間、
測定単位を設定
• リモートで記録された測定値のアップロード、
測定値の表示 / エクスポートが可能
www.fluke.com/700Gsoftware

DPC/TRACK2 ™ ソフトウェア
DPC/TRACK2 は、計器の管理や、品質プログラム
と規制に関する文書化要件に対処するのに役立つ
専用の校正管理データベースです。DPC/TRACK2
と 754 DPC を使用して、次を行うことができます。
• タグや計器の一覧の管理、校正のスケジュール
• タグ固有の手順を指示とコメントで作成
• これらの手順を DPC にロードし、結果を後で PC
にアップロード
• 自動 As Found/As Left 手順を現場で選択して実
行し、結果を自動的に収集
• タグや計器の校正履歴を調査し、レポートを出力
• 計器のデータと手順を ASCII テキストでイン
ポートおよびエクスポート
• レガシー DPC/TRACK データベースのインポート
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