6003A

三相電力校正器
Compact, accurate three-phase power

三相電力が単一機器で使いやすく

校正ラボに最適な高確度、高性能
フルーク・キャリブレーションの6003A三相電力校
正器は、一台の機器で独立した三相の優れた確度およ
び性能を実現できる、最も費用効果がある方法を提供
します。これは、校正ラボ、電子機器製造会社、
電力メー
ター工場、および電力品質アナライザーや同等のツー
ルを製造、保守するその他の企業にとって理想的なソ
リューションです。
これまで、十分な確度を持つ三相発生器は高価で、
真の多相試験には手が届かなかったため、校正技術者
や作業者の多くが、単相を直並列に接続するテクニッ
クを使って三相機器を試験していました。6003Aによ
り、校正業務に携わる方は、三相の性能、確度および
使いやすさを手に入れることができるようになりまし
た。さらに重要なことは、実際の使用状況を反映した
条件で、多相メーターを試験できるようになったこと
です。

6003Aは、正確で独立した三相の電圧および電流を
提供するのに加えて、高調波、次数間高調波、フリッ
カ（変調）、およびディップ/スウェル変動などの電力
品質信号も供給します。
また6003Aは、電力およびエネルギー変換器からの
出力を測定するために、DC電圧、DC電流および周波
数の測定機能を持っています。
6003Aは単一機器であるため、複数ユニットより持
ち運びやすく、作業台やカート上でも場所を取りませ
ん。6003Aは、これらすべての機能を、理解し活用す
ることが非常に簡単なグラフィカル・ユーザー・イン
ターフェースで提供します。

6003A 三相電力校正器

主な特徴
校正器のパラメータを

特定の試験パラメータを簡単に
設定できる数字キー・パッド

素早く編集する回転ノブ
大きなグラフィカル・
ディスプレイ

ACやDCの出力モードはもちろん、
電力、エネルギー、電圧、電流の
機能を簡単に選べるファンクショ
ン・キー

付加機能や設定に簡単かつ
柔軟にアクセス可能な
ソフトキー

電力量計を試験する
ためのオプションの
1 MHzカ ウ ン タ ー
入力
フルーク・キャリブ
レ ー シ ョ ン の6100
シリーズ電力標準器
を使って四相システ
ムを作る同期入力

電力およびエネル
ギー変換器を試験
するためのマルチ
メーター入力

3つの独立した
電圧出力
3つの独立したフローティング
電流出力

• 三相が 1 台で実現

• 電力は375ppm、位相は0.01 の仕様

• すぐれた費用効果

• 450Vピークまで、電流出力はアースと分離可能

• 使いやすさ

• オプションのエネルギーおよび電力品質機能

• AC 600VとDC 280Vまでの電圧レンジと、各相30Aまた
は合成90Aの電流レンジで、DCまたはACの電力およびエ
ネルギーをシミュレート

• 変換器出力測定用の内蔵DCマルチメーター

• 電 圧 お よ び 電 流 チ ャ ン ネ ル 間 の 位 相 シ フ ト は、0 か ら
359.99 まで設定可能

• 30Aから90Aの電流を必要とする用途に大電流アダプター
を提供

製造現場で多目的に使える便利な機能
6003Aは、単相または多相を供給する用途の単一
機器によるソリューションで、電子機器製造会社や電
力メーター工場における多くのアプリケーションに最
適です。
これにより、多相試験法を使って電力変換器、変流
器、電力量計などの最終確認を効率的に実行できるよ
うになりました。また、単相または多相の電力計、電
力品質アナライザーおよび電力量計の試験や校正も可
能です。
6003Aをカート上に置くと、現場で試験作業を行
うために工場フロア内を簡単に動かすことができま
す。グラフィカル・ユーザー・インターフェースでセッ
トアップを簡単にできるため、容易に三相すべてを確
認試験に利用できます。

オプションおよびアクセサリで機能を追加
エネルギー・オプションは、6003Aにエネルギー・
パルス・カウンターとパルス出力の機能を追加し、エ
ネルギー測定装置の校正と試験が行えるようにしま
す。このオプションを使うことで、6003Aをエネル
ギーの参照標準器として使うことができます。発生し
たエネルギーは、被校正器（UUT）から受け取った
パルスと比較され、UUTのパーセント誤差が報告さ
れ ま す。 こ の 発 生 エ ネ ル ギ ー は ユ ー ザ ー が 決 め た
ウォームアップ期間（タイマーおよびカウンター・モー
ド）に加えて、一定の時間量（パケットまたはドース・
モード）として、または一定量のパルスまたは時間に
対して表されます。また、トラブルシューティングの
セットアップ用にフリーラン・モードもあります。
「電
圧信号の維持」機能は、連続した試験の後に引き続き
UUTへ電源を供給するので、電圧源から電源を取っ
ている電力量計を試験する時に便利です。
電力品質オプションは任意の電圧および電流出力、
またはそのすべてから多様な電力出力を発生させるこ
とにより、6003Aが電力品質機器を校正できるよう
にします。3チャンネル・6出力のうち任意、または
すべてに対する現象のタイプには、63次高調波まで
の同時出力、単一の次数間高調波、変調（フリッカ）
の適用および ディップとスウェルの印加が含まれます。
90Aアダプターおよび大電流リード・アクセサリ
は、最大90Aの単相電流を簡便に発生させ、大電流
機器の取り扱いを手助けします。また、
フルーク・キャ
リブレーションのコイル・アクセサリを使うことで、
最大4,500Aまでの測定を行う電流クランプの試験を
サポートできます。フルーク・キャリブレーション
52120Aトランスコンダクタンス増幅器は、各相につ
きAC 120Aまで増幅された電流を供給します。複数
の52120Aを使えば、多相での電流を増幅させること
ができます。

自動化による処理能力および効率の向上
品質規格は、校正プロセスおよび結果の文書化、報
告、および管理に厳格な要件を課しています。GPIB
およびUSBインターフェースは、このような試験プ
ロセスの自動制御を可能にします。独自の特別な試験
を実行するためにカスタム・プログラムを作成できま
す。MET/CAL® Plus 校正管理ソフトウェアのような
製品を使うとそれらの要件を簡単に満足する一方、処
理能力を向上させ、メーター校正プロセスを合理化す
るにも役立ちます。
MET/CAL Plus アプリケーションは、多様な機器
において校正手順を作成、編集および試験し、結果を
集計して報告するための強力なツールです。これには、
自動校正の業界リーダーであるMET/CAL®ソフト
ウェアと、試験および測定資産を管理する柔軟性のあ
るシステムであるMET/TEAM®ソフトウェアが含ま
れます。これは、校正の専門家が利用できる最も完全
なソフトウェア・ソリューションです。

校正および修理サービス
フルーク・キャリブレーションは、お客様の長期的
な満足度を高め、抵抗校正器、直流校正器、電流校正
器、電圧校正器およびその他の校正装置への投資に見
合った効果が得られるよう、広範囲の校正サポートお
よびサービスを提供しています。また当社校正セン
ターの世界的ネットワークにより、国家標準にトレー
サブルな認定校正を提供します。

仕様
標準機能の概要
AC電力 ………………………………………… 0.008VA〜18kVA（各チャンネル）;
1、2または3チャンネル
基本波AC周波数レンジ ……………………… 15Hz〜 1 kHz
DC電力 ………………………………………… 0.008VA〜8.4kVA（ 1 チャンネル）
AC電圧 ………………………………………… 1〜600V、3チャンネル
DC電圧 ………………………………………… 1〜280V
AC電流 ………………………………………… 0.008〜30A、3チャンネル
DC電流 ………………………………………… 0.008〜30A
大電流…………………………………………… 最大90Aまで、DCまたはAC、 1 チャンネル
電流端子からの電圧…………………………… DCおよび正弦波のみ
1 mV〜5V
AC 15Hz〜400Hz
マルチメーター機能
• 電圧 – 最大±12VのDC電圧
• 電流 – 最大±25mAのDC電流
• 周波数 – 最大15kHz
インターフェース：GPIBおよびUSB
電力品質オプション機能
• 高調波（最大63次）
• 次数間高調波
• フリッカ変調
• ディップ/スウェル
エネルギー・オプション
• 1MHzまでのパルス入力
• エネルギー・パルス出力
• トリガ、同期入力
• 最大1000時間までの試験時間

仕様（続き）
主な性能詳細
出力パラメータ

出力レンジ

1年の最良仕様

その他

各相のAC電圧

1V〜600V

0.012%

最大負荷300mA

各相のAC電流

0.008A〜30A

0.0175%

最大コンプライアンス
5.5V

基本波周波数レンジ

15Hz〜1kHz

0.005%

大電流レンジ（DCまたはAC） 90mA〜90A

0.0245%

ピーク・コンプライアンス
5V

DC電圧

1V〜280V

0.015%

最大負荷200mA

DC電流

0.008A〜30A

0.0175%

ピーク・コンプライアンス
8V

電流端子からの電圧

1mV〜5V

0.05%

15Hz〜400Hz

位相レンジ

0.0〜359.99°

0.01°

分解能0.01°

力率レンジ

−1〜＋1（進相、遅相）

分解能0.001

主な電力仕様
正弦波AC電力
3相、PF1

150W、10V、5A、40〜70Hz

0.037%

3相、PF0.8

120W、10V、5A、40〜70Hz

0.045%

3相、PF0.5

75W、10V、5A、40〜70Hz

0.071%

50W、10V、5A

0.038%

DC電圧

0V〜±12V

0.01%

DC電流

0mA〜±25mA

0.01%

周波数

1Hz〜15kHz

0.005%

DC電力
単相
マルチメーター機能

エネルギー・オプション
パルス入力

最大周波数 1MHz
最小パルス幅 500ns
最大カウント 5×109

パルス出力

0.02Hz〜1MHz

周波数仕様

出力の50ppm

時間レンジ

1〜1×108秒

時間分解能

0.1秒

時間間隔仕様

0.01%

試験時間

1000時間

電力品質オプション
電圧および電流変調（フリッカ）
変調深度

0〜30%

変調深度仕様

変調深度の0.2%

変調深度の設定分解能

0.001%

変調エンベロープ形状

矩形または正弦波

矩形変調のデューティ・サイクル

1%〜99%

変調周波数仕様

出力の50ppm

変調周波数レンジ

0.001Hz〜50Hz

RMS振幅仕様

レンジの0.2%

基本波周波数レンジ

15Hz〜1kHz

高調波および次数間高調波
適用可能な出力

電圧および/または電流、全チャンネル

基本波周波数レンジ

15Hz〜1kHz

振幅仕様

レンジの0.20%

高調波周波数レンジ

30Hz〜5kHz

電圧高調波の最大数

1 次（基本波周波数）を含めて出力当たり63次、最大3出力

電流高調波の最大数

1 次（基本波周波数）を含めて出力当たり63次、最大3出力

次数間高調波周波数レンジ

15Hz〜 1 kHz

独立した次数間高調波の生成数

出力当たり1、最大6出力

高調波の最大振幅

RMS出力値の30%

高調波（2次〜63次）位相仕様

5μs

ディップ/スウェル
AC電圧レンジ

0.1〜280V

AC電流レンジ

1mA〜30A

振幅確度

レンジの0.20%

周波数レンジ

15Hz〜1kHz

タイミング
トリガからディップ/スウェルの開始まで

0秒〜60秒

ディップ/スウェル開始の移行時間

0.1ミリ秒〜60秒

ディップ/スウェル時間

2ミリ秒〜60秒

ディップ/スウェル終了の移行時間

0.1ミリ秒〜60秒

ディップ/スウェル後の安定時間

0秒〜60秒

仕様（続き）
一般仕様
入力電源

環境

電圧………………… 選択可能 115Vまたは230V、
200V（日本）、±10%
周波数……………… 47Hz〜63Hz
最大消費電力……… 最大1875VA

動作温度………………………………… 5 C〜40 C
校正温度（Tcal）レンジ …………… 21 C〜25 C
保管温度………………………………… −10 C〜55 C
輸送温度………………………………… −15 C〜60 C
ウォームアップ時間…………………… 1 時間
安全動作最大相対湿度（結露なし）… ＜80%、5 C〜31 C
35 Cで50%まで直線的に減少
動作高度………………………………… 最高2,000m
保管高度………………………………… 最高12,000m
衝撃……………………………………… MIL-RRF-28800F クラス3
振動……………………………………… MIL-RRF-28800F クラス3
筐体……………………………………… MIL-RRF-28800F クラス3

寸法
高さ………………… 415mm
高さ（脚なし）…… 402mm
幅…………………… 430mm
奥行き……………… 640mm
重量………………… 62kg

オーダー情報
型式
6003A …………………
6003A/E ………………
6003A/PQ ……………
6003A/PQ/E …………

ソフトウェア
三相電力校正器
エネルギー・オプション付6003A
電力品質オプション付6003A
電力品質およびエネルギー・オプション付

MET/CAL Software … 自動校正ソフトウェア
MET/TEAM Software … 計測資産管理ソフトウェア

6003A

オプションおよびアクセサリー
6003A-90A……………
52120A/COIL3KA …
52120A/COIL6KA …
5500A/COIL …………

90Aアダプターおよび大電流リード
3000A用25ターンコイル
6000A用50ターンコイル
50ターン電流コイル
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