
 

PPC4 圧力コントローラ／校正器 
 

プレミアムな性能 

最高の汎用性 

抜群の信頼性 



 

 

世界最高のレンジアビリティーを提供する最高の圧力コントロール精度 

 
DHIの第５世代圧力コントローラ／校正器である PPC4は、最高級

の性能、多様な操作性、長期安定性というこれまでにない圧倒的な

パフォーマンスで、圧力コントローラの新境地を切り開きます。 

 

アプリケーションやご予算に合わせてローカル・ユーザー・イン

ターフェースを選択して頂く事ができます。ベンチトップユースで

は、11ヵ国語に対応したポイント＆クリック・ナビゲーションがつ

いた新しいグラフィック・ディスプレーが、圧力校正と試験タスク

の短縮に貢献します。PPC4をコンピュータと接続して使うことが多

い場合は、基本的なベーシック・フロントパネルを選択することで

コスト削減を実現します。ベーシック型 PPC4とアドバンス型ローカ

ル・ユーザー・インターフェースの PPC4-uiの双方とも、プラグ＆

プレイ機能の無料 PCコックピット・ソフトウェアと、標準リモー

ト・インターフェイスとしてフロントパネルに USBポートを装備し

ています。 

 

PPC4には、正確な圧力計測と制御のために、個々に識別可能なク

オーツ基準圧力トランスデューサ(Q-RPT) モジュールを搭載してい

ます。Q-RPTは機能と予算レベルから 3つの精度クラスを選ぶこと

ができ、圧倒的な精度のプレミアム・クラス、最もバランスのとれ

たスタンダードクラス、経済的なフルスケールクラスの中から最適

な仕様を選択下さい。 

 

オートレンジ機能は、ユーザーが任意に指定できる圧力レンジに

おいて、無限のレンジングとスピード、計測不確かさ、コントロー

ル限界と安全機能を素早く簡単に最適化することをサポートしま

す。 

 

PPC4は、不確かさの決定から推測作業を取り除きます。リアルタ

イムで計算し計測不確かさを示すことができます。 

 

 

特許のポジティブシャットオフ圧力コントロー

ル回路によるウルトラ・ハイパフォーマンス 
最高の操作性とワイドレンジを提供するユーザーイン

ターフェース,トランスデューサ 

校正や試験において、動的（アクティブ）制御が使われるとき、圧

力制御精度は、直接、圧力校正の正確性に影響を与えます。特に、こ

の精度はマルチプル・レンジ・コントローラの低圧側での動作時に重

要です。弊社の特許であるポジティブ・シャットオフ圧力制御は、％

フルスケール制御エラーをもつ一般的なコントローラと比較して、圧

倒的に広いレンジアビリティを誇り、50:1の圧力制御ターンダウンを

提供します。PPC4の圧力制御精度ターンダウン能力は究極の校正能力

を提供します。 
 

幅広いワークロード・カバレッジ 

お客様の指定されたアプリケーションの要求に適応するために

PPC4のオープン・アーキテクチャは、様々なシステムコンフィグレ

ーションを可能にします。PPC4は 1台で、幅広い圧力レンジに対し

て完璧な圧力校正ソリューションを提供します。 

信頼性と丈夫さ 

PPC4は PPCシリーズのもつ最高レベルの性能と堅牢性と信頼性を

統合するという伝統を受け継いでいます。このことによって、PPC4

は、校正ラボから自動テストベンチまで、圧力校正や試験の様々な

課題に対応するために必要な機能と特徴を提供します。 

11 か国語による完璧なユーザー 

インターフェイス・サポート 

PPC4の進化したユーザー・イ

ンターフェイスとコックピッ

ト・ソフトウェアによりユーザ

ーは、日本語、中国語（簡体字）、

中国語（繁体字）、チェコ語、英

語、フランス語、ドイツ語、イ

タリア語、ポルトガル語、ロシ

ア語、そして、スペイン語から

言語を選択可能。 

PPC4 圧力 

コントローラ／校正器 

 



 

Q-RPT クオーツ基準圧力トランスデューサは 

プレミアムな圧力計測性能を実現します 

PPC4の傑出した圧力計測の仕様方式は DHI専売のクオーツ基準圧力トランデュ

ーサ(Q-RPT)モジュールによって可能となります。 

 

Q-RPTは、圧力のストレスによるクオーツ(水晶)の自然振動周波数の変化を計測す

ることによって、圧力を計測します。Q-RPTモジュールの使用において質を確保す

るために、各トランスデューサは全自動重錘形圧力天びんを使用して個別に評価さ

れキャラクタライズられます。直線性、再現性、そして、安定性において要求され

たレベルを示すトランスデューサのみがそれを可能にします。数多くのクオーツ圧

力トランスデューサに対する 20年以上の経験から生まれた独自の補正モデルは、

圧力変換の特徴を最適化するのに応用されます。フルスケール(f)、標準(s)、そし

て、プレミアム(p) Q-RPT モジュールの中から必要な性能と予算を考慮して選ぶこ

とができます(参照 10ページ)。 

 

Q-RPTは、クオーツ・トランスデューサをベースに、計測精度に影響を与える接続

ストレスからエレメントを守る頑丈で標準化されたシャシーに組み込んだ独自の

圧力センサーモジュールです。モジュールは、オートゼロ、計測モード切替、アク

ティブ Q-RPTの切替をサポートするソレノイドバルブを含んでいます。 

 

Q-RPTとは独立に搭載された大気圧計を使用するダイナミック気圧補正機能によ

って、常に測定の不確かさに大きな影響を与えることなく、絶対圧、ゲージ圧、そ

して、双方向ゲージ圧のモードを瞬時に切替えることができます。この気圧計はゲ

ージモードの操作時における微小な気圧変化分のみを計測するのに使用されるた

め、それ自身の絶対値エラーや長時間のドリフトは計測の不確かさに影響を与えな

いので、定期的な校正を必要としません。単一の Q-RPTにおいて絶対圧とゲージ圧

モードの両方をサポートするための追加のハードウェアやオプションを必要とし

ません。 

インフィニット・レンジングとオートレンジ 

“読み値のパーセント”計測の不確かさを実現した圧力コントローラにより広

い圧力レンジのテストデバイスを一台で校正することができます。インフィニッ

ト・レンジングとオートレンジは、広範囲のユニットアンダーテスト(UUT)の校

正を補正無しに実現する大変重要で有用な機能す。 

 

オートレンジは、オペレータが判断することなく、正確にユーザーが指定するレ

ンジに合うように、すべての操作パラメータを自動的に調整し、偶発的な超過圧

力からの保護のために上限アラームをセットします。また、よく使われる操作上

のコンフィグレーション（ユニット、モード、レンジ）は前もってセットされ、

後で素早く再読込するために保存されます。PPC4は、設定されたレンジにおけ

る計測不確かさに加えて、試験や校正アプリケーションにおける本質的なレンジ

アビリティ実現のために必要とされる最高の圧力制御と計測能力により最適な

パフォーマンスを提供します。 

Q-RPT モジュールの利点 

優れた計測学上の特徴に加えて、頑丈な Q-RPT

モジュールは以下の利点を提供します： 

 

・ウォームアップ時間がほとんどありません. 

 

・ガスの種類に依存しません. 

 

・水晶振動子に直接圧力媒体が接触しません. 

 

・設置方向依存性が小さい. 

インフィニット・レンジングが PPC4 に

前例のない汎用性を提供する 

インフィニット・レンジングによって、PPC4は

広範囲の被試験デバイスに対応することができま

す。簡単に使用できるオートレンジ機能によって、

数個の単純なキーストロークまたは試験の最初に

ある一つのリモートコマンドは、ユーザー指定の

特定の範囲に最適化するためにコントローラのす

べての特徴を適合させます。最高圧力、計測モー

ド、必要なら UUTのフルスケール仕様を入力する

と、以下のようになります： 

 

・Q-RPTが選ばれる。PPC4に複数の Q-RPTが搭載

されている場合、必要なレンジに対して最適な

Q-RPTが自動的に認識され、選択されます. 

 

・計測単位がセットされます. 

 

・絶対圧, ゲージ圧または双方向ゲージ圧モード

がアクティブになります. 

 

・ディスプレー分解能が最適なレベルに調節され

ます. 

 

・圧力制御上限が操作レンジに合うようにセット

されます. 

 

・オーバープレッシャリミットが実際の操作レン

ジ用にユニットアンダーテストを保護するため

に自動的に調節されます. 

 

・計測不確かさは選択したレンジに比例して軽減

される（フルスケール標準とプレミアム・クラス

Q-RPTのみ対応）. 

 



 

一つのテクノロジー そして 多様なソリューション 
 

コンピュータ制御された環境におけるベーシッ

ク・ローカル・ユーザーインターフェイス. 

PCをもとにしたプラグ＆プレイ機能をフルに使

うために, PPC4の標準フロントパネルの USB接

続は簡易なアクセスと“コクピット”ソフトウェ

アを提供します. 

ベンチトップとコンピュータ制御アプリケーショ

ンのための PPC4 

操作性・適応性に優れたローカル・ユーザー・インターフェース 

PPC4では、お客様のアプリケーションに最適化するためにローカル・ユーザーインタ

ーフェースを選ぶことができます。ベンチ・トップユーザーのために、強力なアドバン

スド・ユーザーインターフェースは、ポイント＆クリック・ナビゲーションのあるカラ

ーグラフィック・ディスプレイを提供します。コンピュータ制御を前提としたり、頻繁

にマニュアル操作をしない場合用のベーシック・ユーザーインターフェースで予算を節

約できます。どちらにおいても、USBポートと無償提供される“コックピット”ソフト

ウェアを使用することによって、接続した PCはアドバンスド・ローカル・ユーザーイン

ターフェースとして機能します。 

システムの拡張性 

PPC4はどちらのインターフェースを選択しても、自動圧力校正システムにおいては、

同じ機能を提供します。PPC4コントローラは 1個、2個の内部 Q-RPTモジュールを設定

することができます。また、2個までの外部 Q-RPTをもつ RPM4基準圧力モニターをに

システムに統合することで、内部 Q-RPTを使用しなくてもオペレーション可能です。 

 

外部装置として RPM4使用する場合、RS-232を通して通信します。RPM4は 9-ピン・シリ

アルケーブルによって接続されます。RPM4の Q-RPTが PPC4システムと連携し、PPC4に

よって管理されますので、レンジ拡張の際、ユーザーが理解しやすくなります。デジタ

ル入出力インターフェースにより、外部のバルや多数のテストポートなどを PPC4から

制御することができます。この I/O制御は接続されるシステム全体を統合した一つの試

験接続と制御することができます。 

 
圧倒的なワイドレンジ 

PPC4は、特許のポジティブ・シャットオフ圧力制御により圧力を制御します。高い信

頼性、広範囲な動的レンジ、そして最小のガス消費性能により経費削減に寄与するため

にポジティブ・シャットオフ圧力制御は大変有効です。 

 

ポジティブ・シャットオフ圧力制御によって、PPC4圧力コントローラは、一つの圧力

供給ポートと一つの制御圧力出力ポートにおいて 50:1のターンダウンレシオで圧力レ

ンジを制御するためのスピードと精度を備えています。PPC4は、コントローラの最大

圧力の 2%まで、読み値の 0.002%の制御を提供します。このことより、他社のコントロ

ーラでみられる低圧側の供給圧力の不確かさを悪化させることなく、PPC4は極めてん

広い圧力レンジをカバーすることができます。 

 

超低動作周波数で 0.5mm以下の変位に対応するための特殊ソレノイドバルブを使用し

ていることで PPC4の圧力制御モジュールの信頼性を実現しています。 

 

また第 5世代のポジティブ・シャットオフ圧力制御は、改善された低い絶対圧領域の精

度を特徴付け、ゼロを示したときにより究極的な低絶対圧の制御を可能にするための能

力を提供します。 



 

PPC4 は、現代の最高水準の圧力コントローラに求められるすべての特徴と機能

を備えています 

・自動車での運搬や特別な梱包なしの標準的な船積みにも十分に耐

える堅牢性. 
 

・アドバンスド・ユーザーインターフェースにおいて 11か国語を

フルサポート. 
 

・超低圧を含む 1kPa(0.15psi)から 14MPa(2000psi)の絶対レンジと

ゲージ圧をカバーする. 

 

・±4ppm of Q-RPTレンジまでの制御精度、AutoRanged レンジの

±0.005%のデフォルト設定. 
 

・異なる性能要求に対応するために 3つの異なる Q-RPT計測クラス

から選択可能. 

 

・リアルタイムで計算され、リモートでもローカル・インターフェ

イスでも使用できる計測と供給圧力の不確かさ. 
 

・Q-RPTは外部 RPM4に取り付けることが可能で、その場合、再校

正のために PPC4を輸送したり、取り外す必要はない. 
 

・オートレンジ機能は、僅かなキー入力で、実行する校正のために、

計測、制御そして安全機能を最適化し設定する. 

 

・デフォルトまたはユーザー指定パラメータでの動的と静的な制

御. 

 

・PPC3等のレガシーモデルと共通のリモート・コマンド・プロト

コル. 

 

・PCベースのプラグ‐プレイ機能性をフルに使うためのフロント

パネル USB接続と無料のコックピット・ソフトウェア. 

 

・多様なリモート・インターフェースのオプション：RS232とフロ

ントパネル USBは含まれますが, IEEE-488.2またはイーサネッ

トと後部 USBはオプション. 

 

 

・追加のハードウェアまたは校正要求なしに、絶対圧, ゲージ圧, 

双方向ゲージ圧・モードの間での切替えが可能. 

 

・圧力の不連続性なしに制御と計測モードの切替えが可能. 

 

・ゲージ圧モードでの大気圧変化補正を行う自動化オートゼロイ

ング. 

 

・16個の SIと US圧力ユニットに対応するほか、ユーザー独自単

位の設定が可能（国内では例外を除いて SI単位をご使用下さい） 

 

・ユーザー調節クライテリアでのシンプルでオブジェクティブな

圧力“ready/not ready”インジケーター. 

 

・自動圧力ヘッド補正. 

 

・UUT耐性試験でのオンボードでプログラム可能な校正シーケン

ス. 

 

・自動リーク試験のルーチン化. 

 

・システム・デザインのためのバルブドライバーのオプション. 

 

・液体やコンタミネーションから保護する自動セルフ・パージン

グ・リキッド・トラップ (SPLT) アクセサリーが使用可能. 

 

・ソフトウェアのアップグレードのためのフラッシュメモリー. 

 

ベンチトップ環境のためのアドバンス型 

ローカル・インターフェイス 

リアルタイムで計測不確かさを計算 

ユーザーが指定することができる不確かさ構成要素を使用

することによって、計測または供給圧力における不確かさは

連続して計算されます。 

 



 

使いやすさを極めた高性能圧力 

PPC4-uiアドバンスド・ユーザー・インターフェースはポイント＆ク

リック・ナビゲーションのついた読みやすいカラーグラフィック・デ

ィスプレイを装備しています。直感的に素早く操作できます。オープ

ン・アーキテクチャと外部の基準装置はシステムの多様性と設定・再

設定の容易さを提供します。 

リモート・アクティビティ・インジケータ. 

コックピット・ソフトウェアを使用す

る PCにプラグ＆プレイ接続するため

の USB接続部. 

現圧力の不確かさのリアルタイム表示. 

ターゲットコントロール値からの現在の偏差. 

 

制御または計測圧力の値. 

圧力状態の表示：”Not Ready”（赤）、 

”Near Ready”（黄）、“Ready”（緑）. 

PPC4-uiのアドバンスド・ユーザー・インターフェースは

広いディスプレイ・スクリーンをもち,シンプルでクリア

なフロントパネルをもちます. PPC4は簡単にご使用いただ

くことができます. 

オープン・アーキテクチャ‐PPC4システムの構成例は 

・独立した“one box”コントローラ／校正器パッケージ

として動く 1個または 2個の組み込まれた Q-RPTのついた

PPC4. 

・内蔵 Q-RPTがなく, 基準圧力計測をコントローラから遠

い場所で計測するシステム設定のための外部 RPM4（1個ま

たは 2個の Q-RPTが付属）と共に使う PPC4. コントローラ

と試験計測の位置の間で起こりうる圧力相違が問題にな

るときや、コントローラが基準計測デバイスとは別に永久

にインストールされることが利点になるときに、このコン

フィギュレーションは理想的です。 



 

コントローラ／校正器 

回転＆クリック・ノブまたはカラーのカー

ソル・コントロールキーでユーザー・イン

ターフェースを操作します. 

以下を含みます。 

・様々な圧力校正と試験設定で使用する低経費自動圧

力設定・コントロール装置として働く, 内臓 Q-RPT（ユ

ーティリティ・センサーのみ）のない PPC4. 例えば, 

PG7000 ピストンゲージ・システム内の自動圧力コント

ロール装置として働きます. 

シンプルな設定や圧力をベンティング、

スルーイング、ジョッギングするための

ダイレクト圧力コントロールキー. 

僅かなエントリーによ

って, テストされてい

る特定レンジに対し

て, PPC4 のオートレ

ンジ特性は計測、制

御、そして、安全特性

を最適化します. 

PPC4 はセットアップ

と実行中の試験を素

早く走らせることをサ

ポートするため、リロ

ードと実行のために

複雑なテストパターン

を作成し保存します. 

PPC4 のアドバンス

ド・インターフェース

(ui)は、スクリーンセ

ーバー、キー操作

音、言語、安全アク

セス設定を含む、広

いユーザー・カスタマ

イズをサポートしま

す. 

オートレンジ 

オートテスト 

ユーザー設定 



 

オートメーションとサポート 

簡単なシステムインテグレーション 

PPC4 コマンド・インタープリター 

PPC4コマンド・インタープリターは, PPC4が

他の製造業者によって使われるコマンドを含む

カスタム・リモート・コマンドに反応して解釈

実行することを可能にします. この特徴によ

り、PPC4は第三者のコントローラをエミュレー

トすることができ, 他の製造業者のコントロー

ラのために書かれた試験ソフトウェアを使用す

ることができます. このコマンド・インタープ

リターのために, PPC４は現在使用しているシ

ステムにおいて経費がかかる修正を古いソフト

ウェアにすることなく性能を改善することがで

きます. 

PPC4 との多彩なオートメーション・オプション 

他に類を見ないオンボード校正ルーチンから、第三者のエミュレーションによ

り簡単に使用できるリモート・インターフェイス、アドバンス型校正ソフトウェ

アまで PPC4はオートメーション化を約束します。 

 

PPC4の高いレンジ・ターンダウン能力とオープン・アーキテクチャはとても広

いレンジを扱うために単一の自動化システムを設定するための仕事をシンプル

にします。フロントパネルの USBとリアパネルの RS-232インターフェースは、

リモート・コンピュータと通信するために備え付けられています。 

 

IEEE-488.2インターフェースはオプションであり、プラグ＆プレイ接続または

LANやインターネット接続で試験を制御してモニターすることを可能にするた

めに、イーサネットと後部 USBインターフェースもオプションで選べます。 

簡単に使用でき、よく文章化された完全なコマンド列によって、リモート操作は

サポートされています。 

 

希望しない、または、独自の PCベースのソフトウェアを開発する立場にない方

に対しては、圧力校正のための COMPASSソフトウェアにより容易に圧力校正ソリ

ューションの構築を提供します。 

 

COMPASSは、校正環境設定、データ取得、レポート作成などのすべての試験遂行

の面で、あらゆるレベルの考えられる試験をほぼ自動化するためのパワーと柔軟

性を備えており、ベンチトップ校正システムまたは完璧な多機能センサー試験ス

タンドのどちらに対しても有効です。 

 

また、私どもでは、移動式カートから小さな接地面積のラック・システムなどの

方法により、圧力の発生、制御、そして、データ取得ハードウェアを含む統合さ

れたすぐに使える校正システムを提供します。 

必要なときに、必要なサポート 

私たちの校正、試験、そして修理サービスは、トレードマークでもある他に

例をみない高品質を維持しながら、お客様のニーズに素早く対応し適正な価格

で提供するためにあります。FLUKEの校正実験室は ISO Guide 17025 に適応す

るために American Association for Laboratory Accreditation (A2LA)から認

定を受けています。 

 

Flukeカンパニーとして、私たちは貴社の機器を最高の状態に保つために、世

界中の校正と修理の施設にアクセスします。 

 

貴社のためにトレーニングを必要とする場合は、次にあるような幅広い講習を

提供しています：圧力校正の原理と実践、ピストンゲージの設定・使用と校正

はもちろん、計測不確かさの解析もあります。また、圧力校正のためのコンパ

ス・ソフトウェアの設定と操作、molbloc/molbox システムの操作とメンテナン

スなどの講習も提供しております。 

  

FLUKEのサポート業務は、ソフトウェア・ユーザーグループのミーティングや

カンファレンスへの招待、定期的な Eメール、そして、圧力と流量ニュースレ

ターなども特典として提供します。 

PPC4のリアーパネル 

RPM4 へ接続するた

めの接続ポート 

オプションのイーサ

ネットと後部 USB イ

ンターフェイス

(IEEE-488.2 も可能) 

リモートコンピ

ュータと接続す

るための標準

RS-232 インター

フェイス 



 

仕様のまとめ 

  

 

必要電力 

操作時の温度 
保管時の温度 

 
 
 

 

 

  
  
  
  

  

  

振動 
重さ 
寸法（高さ×幅×奥行） 

リモート接続 

インターフェイス 

可能言語 

（拡張型 UI と Cockpit ソフト） 

 
処理用媒体 

ユーティリティセンサー 

（もし現行なら） 

圧力限界 

圧力接続 
排出圧力 
供給圧力 

一般 
 
 
 
 
 

 
  

ウォームアップ 

時間 
分解能 
加速効果 
予測１年間 

安定性 

精度 
計測 

不確かさ 

圧力計測 

 
圧力制御、すべてのレンジ 

 

 

 

 

 
モードと準備インジケーション 

動的モード 
制御パラメータ 
制御性能 

 
制御精度 

 

 

動的モードでの最低制御圧力 

 

 

 

圧力レンジ 

操作時の温度範囲 

静的モード 
 

 
一般圧力設定準備時間 

 スルー時間 

 一般試験容量 

1 オートゼロ機能の定期的な使用を前提としている 1年間の予測 Q-RPT計測安定性限界(k=2).

絶対モードでの気圧計の基準との比較により、ベントされるときはいつでも、ゲージ・モード

でのオートゼロは自動的に起きる. オートゼロなしでの絶対モード予測 1 年安定性は±

(0.005% Q-RPT 範囲＋0.005% of reading). 
2 統合された直線性、ヒステリシス、再現性. オンボード気圧計の分解能と短期安定性に対し

て Axxx(絶対) Q-RPT により、ゲージ・モードで+1 Pa(0.00015 psi)を加える. 
3 ISO ”計測における不確かさ表現へのガイド”に従って、真の適応圧力の値からの Q-RPT 表

示の最大偏差は、精度、予測 1 年間安定性、温度効果と校正不確かさを統合し拡大したものを

含む (k=2). 
4 % of AutoRanged 範囲、しかし、Q-RPT 範囲の 30%より低くはない AutoRange 範囲 (BG15K と

G15K では 10%). 
5 Q-RPT 範囲の 30%から 100%までの±0.008% of reading. 30%以下; ±0.0024% of Q-RPT 範囲. 
6 Q-RPT 範囲の 30%から 100%までの±0.01% of reading. 30%以下; ±0.0030% of Q-RPT 範囲. 
7 最大 Q-RPT 範囲の 30%から 100%の間のすべての AutoRanged 範囲の 30%から 100%までの±

0.005% of reading. 30%以下; ±0.0015% of AutoRanged 範囲または±0.0015% of Q-RPT 範囲

（より大きい方） 
8 最大 Q-RPT 範囲の 30%から 100%の間のすべての AutoRanged 範囲の 30%から 100%までの±

0.008% of reading. 30%以下; ±0.0024% of AutoRanged 範囲または±0.0007% of Q-RPT 範囲

（より大きい方） 

 
注: DHI テクニカルノート 8050TN11は PPC4 Q-RPT 不確かさのより詳細な説明を提供します. 

一般 
必要電力 100V から 240V まで, 交流 50/60Hz, 70W  

  最高消費 

操作時の温度範囲 10℃から 40℃ 

保管時の温度 "-20℃から 70℃ 

振動 Meets MIL-T-28800D 

重さ 16.6kg 

寸法（高さ×幅×奥行） PPC4: 19 cm×3 5 cm×41 cm 

  (7.5 in×13.8 in×16.1 in) 

  PPC4-ui: 19 cm×3 5 cm×45cm 

  (7.5 in×13.8 in×17.7 in) 

リモート接続 RS-232 (COM1, COM2), USB（フロントパネル） 

インターフェイス オプション: IEEE-488.2 またはイーサネットと 

  USB（リアーパネル） 

可能言語 日本語, 中国語（簡体字と繁体字）, チェコ語、英

語, フランス語, ドイツ語, イタリア語, ポルトガル

語, ロシア語 そして スペイン語 

（アドバンス型 UI と 

Cockpit ソフト） 

圧力レンジ 真空から 14 Mpa (2000psi) 

処理用媒体 すべてのクリーンで腐食性のないガス 

供給圧力 最大必要セット圧力 + 70kPa (10 psi) 

排出圧力 5 psig (35 kPa ゲージ)以下の圧力に対して 

  空気または真空 

圧力接続 Test(+),Test(-): 1/8 in NPT F 

  供給: 1/8 in NPT F 

  排出: 3/8 in NPT F 

  ATM: 10-32 UNF 

圧力限界 最大作業試験圧力: 

  103% Hi Q-RPT 最大 

  損傷なしでの試験ポートでの最大圧力: 

  115% Hi Q-RPT 最大 

ユーティリティセンサー 分解: 範囲の 0.001%  

（現行なら） 精度: 範囲の 0.1% 

 

圧力計測 
ウォームアップ 冷たい状態での電源投入から最高の性能にもっていくためには 30 分間

の温度安定が推奨されます 
時間 

分解能 1ppm まで、ユーザー指定可能 

加速効果 ±0.008%/g 最大, 最悪軸. 顕著な効果なく基準場所から±20°での操

作が可能 

  
予測一年間 読み値の 0.005%                                                        

(オートゼロの定期的使用をともなうゲージモードまたは絶対モード） 
安定性 

  Q-RPT クラス (11 ページ参照） 

  フルスケール標準 (f) 標準 (s) プレミアム (p) 

精度 2 オートレンジ範囲の 読み値の 読み値の 

  ±0.01%4 ±0.008%5 ±0.005%7 

計測 オートレンジ範囲の 読み値の 読み値の 

不確かさ 3 ±0.015%４ ±0.0１%6 ±0.0１%８ 

 

 

圧力コントロール（すべてのレンジ） 

モードと準備インジケーション 

静的モード 

ホールド限界内でターゲットに圧力をセットし、閉じた試験容量内でコントロールを閉じる. ホールド限界内

で安定試験に適合したとき、圧力は"ready"になる. 

動的モード 

ホールド限界内でターゲットに圧力をセットし、続けてターゲット値に残るように圧力を調節する. ホールド限

界内のとき、圧力は"ready"になる. 

制御パラメータ ホールド限界, 安定限界（ユーザーによりデフォルト値を調節可能） 

制御パフォーマンス 

制御精度 active Q-RPT 範囲の±4ppm または Hi Q-RPT の±0.4%ppm (より大きい方） 

動的モードでの ゲージ 
自動ベンティングによりゼロにセットされる. 動的モードでのゼロ圧力上下の最低ポイントは Q-RPT の分解

能と制御精度により制限される. 最低制御圧力   

  絶対, 負ゲージ Q-RPT 範囲の±0.05%または 1 kPa (0.15psia), (より大きい方） 

究極圧力 低究極圧力オプションあり 一般的に 50Pa(0.5mbar, 0.007psia), 真空ポンプと接続に依存する. 

（絶対, 負ゲージ） 低究極圧力オプションなし 
200Pa から 700Pa(2mbar から 7mbar, 0.03psia から 0.1psia), 真空ポンプと接続に依存する. 

    
一般圧力セッティング準備時間（0.005% ホールド限界, 50 cc 試験容量） 15 秒から 35 秒 

スルー時間（ATM から FS, 50 cc (33 in) 試験容量 ３０秒 

一般試験容量 0Mpa から 2Mpa (0psi から 300psi) 0cc から 1000cc (613in) 

  3.5Mpa から 14 Mpa (500psi から 2000psi) 0cc から 500cc (313in) 

 



 

オーダリング・インフォメーション 

PPC4コントローラ／校正器の選定 

1. 必要な最大制御圧力を決めて下さい. 

(14 MPaまで) 

2. 決められた最大圧六に対しての Q-RPTまたはユーティ

リティセンサーを選んで、そのクラスを選んで下さい

（11ページ参照）. 

a. フルスケール標準 Q-RPT 

b. 標準 Q-RPT 

c. プレミアム Q-RPT 

d. ユーティリティセンサー 

3. 必要なら、Lo Q-RPTを選んで下さい. 

a. フルスケール標準 Q-RPT 

b. 標準 Q-RPT 

c. プレミアム Q-RPT 

4. ローカル・ユーザー・インターフェースのスタイル 

を選んで下さい. 

a. ベーシック PPC4  

(2 × 20 character, 10 key) 

b. アドバンスド PC4-ui 

(カラーディスプレー、フルキーパッド、ポイント

＆クリック・ノブ、多数の言語) 

5. コントローラ要素を組み立てて一つのモデル・デスクリ

プタにして下さい. 

例. PPC4, A7Mp/A700Ks, PPC4-ui A700Kf 

6. オプションを選んで下さい. 

a.  単位: SIまたは US nominal レンジ 

b. CEコンプライアンス 

c. リモート・インターフェイス：IEEE-488.2 

またはイーサネットと後部 USB 

d. 極限低圧力オプション 

 デュアルとシングル Q-RPTマニホールド. Fluke社が独占するクオー

ツ基準圧力トランスデューサ(Q-RPT)モジュールは, PPC4の計測性能

の心臓部です. 

 
PPC4 モデルの例 

 
オプション 

PPC4 モデルの例 

指示子 

 
Q-RPT 

 

ローカルユーザー 

  インターフェース 

  Hi Lo   

PPC4-ui A10Mp/A2Mp A10M, A2M, アドバンス型 

  プレミアム・クラス プレミアム・クラス   

PPC4-ui A350Ks A350K, なし アドバンス型 

  標準クラス     

PPC4 A700Ku/A200Kp なし A200K, ベーシック型 

  (A700Ku ユーティリティ プレミアム・クラス   

  センサー）     

A7Mu なし なし ベーシック型 

  (A7Mu ユーティリティ     

  センサー）     

 
オプション     
PPC4-IEEE 3343306 IEEE-488.2 デバイス・インターフェイス（リアーパネル） 

PPC4-TCP/IP and USB 3343314 イーサネットと後部 USB デバイス・インターフェイス 

    （このオプションか IEEE を選択可能、両方は無理） 

PPC4-LOW-UIT-P 3567250 極限低圧力オプションは, およそ 50Pa まで最低供給圧力（制 

    御不可）を減らす. 

 



 

Q-RPT 一覧表は PPC4 に搭載できる Q-RPT のリストを提供します. 

フルスケールクラス Q-RPT は、“フルスケールの％”の不確かさをもち、0.015%または以下の校正標準の不確かさを要求さ

れるときに、校正や試験をされるデバイスのアプリケーションのために開発されました。Q-RPTの最大レンジの 30%までのオ

ートレンジ化レンジダウンに対して同じ 0.015%のレンジ不確かさを FSQ-RPTがもつとき、単一の Q-RPTが UUTレンジの広範

囲をカバーすることができます。PPC4に対してフルスケールクラス Q-RPTは最も経済的な Q-RPTですが、PPC4のすべての優

れた特徴と類まれな圧力制御を兼ね備えています。フルスケール標準クラス Q-RPTは、Q-RPT指示子の次の”f”で表されま

す。（例えば、A7Mf） 

 
標準クラス Q-RPT は、与えられたレンジを定期的に超えるよりも不確かさが“読み値”の校正標準を使用するときに、校正

や試験をされるデバイスのアプリケーションのために開発されました。±0.01%の読み値計測の不確かさと 0.008%の読み値

精度において、すべてを校正や試験するために適任ですが、まさに最高性能の UUTです。標準クラス Q-RPTは Q-RPT指示子

の次の”s”で表されます（例えば、A10Ms）。 

 
プレミアム・クラス Q-RPT は、最先端の圧力校正能力を提供します。可能な限り最高の性能を要求するアプリケーション

のために開発されました。プレミアム・クラスは読み値の 0.005%の確度と 0.008%の一年間の計測不確かさを提供し、最大

で Q-RPTレンジの 9%までの不確かさをターンダウンできます。最大 Q-RPTレンジ以下のレンジで操作されるとき、単一の

Q-RPTは同じ優れた特性を提供します。プレミアム Q-RPTは、Q-RPT指示子の次の”p”で表されます（例えば、A700Kp）。 

SIバージョンにおいては、SI単位により圧力レンジは決められており、デフォルト・ユニットは kPaです。他のユニット

のレンジは kPaレンジと同等です。USバージョンでは、psiにより最大圧力レンジが決められており、デフォルト単位は psi

です。他のユニットのレンジは psiレンジと同等です。Q-RPT計測仕様には 3つのクラスがあり、ほとんどの PPC4 Q-RPTは

３つのクラスすべてで使用可能です（10ページ参照）。 

RPM4 基準圧力モニター 

RPM4は、1つまたは 2つの

外部 Q-RPTとして PPC4シス

テムに組み込むのに使うこ

とができ、レンジを広げ、

システムの拡張性を提供し

ます。 

Fluke コントローラのレンジ 

 

FLUKEの圧力コントローラ／校正器のラインは以下も含みま

す: 

 PPC4 クオーツ基準圧力トランスデューサー (Q-RPT) とレンジ 
 
付属品 

PPC4 クオーツ基準圧力トランスデューサ（Q-RPT)とレンジ 

Q-RPT 

指示子 

  

SI バージョン US バージョン 

最大レンジ 最大レンジ 最大レンジ 最大レンジ 

(kPa) 絶対 (kPa) ゲージ (psi) 絶対 (psi) ゲージ 

A14M1, u 14 000 14 000 2 000 2 000 

A10M1 10 000 10 000 1 500 1 500 

A7M1, u 7 000 7 000 1 000 1 000 

A3.5M1 3 500 3 500 500 500 

A2M1, u 2 000 2 000  300 300 

A1.4M1 1 400 1 400 200 200 

A700K1, u 700 700 100 100 

A350K1 350 250 50 35 

A200K1, u 200 100 30 15 

A160M1 160 60 23 8 

A100M1 110 10 16 1.5 

G200K2 - 200 - 30 

G100K2 - 100 - 15 

G15K2 - 15 - 2.2 

BG15K3 - 15 - 2.2 

BA100K4 70 から 110 - 10.2 から 16 - 

 

 付属品       
SPLT 3069823 PPC4 試験ポートのためのセルフ・

ポンピング液体トラップ 

RPM4 3072483 外部 Q-RPT and/or 絶対モード, 

オートゼロのための基準圧力モニタ

ー(RPM4 パンフレット, #3031143) 

Case 3338097 丈夫で何度も使える型に合わせて

作られた輸送ケース 

Rack Mount Kit 3338072 48 cm (19 in) ラックのためのラッ

ク・マウント・キット 

PK-PPC-BG-DVU 3070389 BG15K Q-RPT を使うためのデュア

ル・ボリューム・ユニット 

Reference vacuum kit, 220V 3584486 PPC 排出ポートのための真空ポン

プパッケージ（接続を含む） Reference vacuum kit, 110V 3584473 

RS-232 

Cable 

(Non CE) 2758335 PPC4 COM1 または PPC4 を RPM4

へ接続するための 9 pin, 2m (6.6ft) 
(CE バージョン) 3077381 

COMPASS 

for 

Pressure 

ENH-SNGL 3070175 自動試験, データ収集, レポート,そ

して, アセット・メネジメントのための

ソフトウェア 
BAS-SNGL 3071106 

ENH-MULTI 3072374 

BAS-SITE 3072407 

 

 
1. すべての Axxx Q-RPT とユーティリティー・センサーは, 絶対, ゲージ, 負ゲー

ジ計測モードをサポートする. 
2. すべての Gxxx Q-RPT とゲージ・モードのみ. 
3. BG15K は -5kPa から+15kPa (-2.2 から+2.2psi)までの双方向ゲージ. 
4. BA100K は気圧レンジ. 
4. ユーティリティ・センサーとして使用できるレンジ. A200K は 300kPa 絶対, 
200 kPa ゲージまで. 

PPC4は 14Mpa (2000 psi)までの空圧をカバーします。 

 PPCH-G: 100 Mpa (15 000 psi)までの気体圧力 
PPCH: 200 Mpa (30 000 psi)までの液体圧力 



 

校正におけるトータル・ソリューション 

2007年に DHIは Fluke Calibrationに加わりました。このエキサイティングな変化は、お客様に対して強化され

たサービスと一か所での買い物の便利さを提供する機会を与えました。Fluke Calibration は広範囲な校正器と標

準、ソフト、サービス、サポート、そして、電気、温度、圧力と流量校正におけるトレーニングを提供します。Fluke 

Calibrationのソリューションについてのより詳細な情報は以下を訪ねて下さい。 

www.fluke.com 

圧力校正 温度校正 流量校正 

電気校正 

圧力コントローラ／校正器, 基準圧

力モニタ, 自動質量操作ピストンゲ

ージ・システム (Fluke社の

DHInstruments部門) 

研究室と現場での温度のソース, 基準

と標準 (Fluke社の Hart Scientific

部門) 

molbox1+ガスフロー校正システム

(Fluke社の DHInstruments部門) 

Flukeの校正器, 標準器, ベンチ・デジタル式マルチメータ, 

そして, もっともっとあります. 

日本の客様には、私ども大手技研が FLUKE CALIBRATION の高

性能圧力校正機器部門の総代理店として、輸入・販売のみな

らず、メンテナンス、修理、校正等のアフターサービスまで、

国内にて一貫したサポートを提供いたします。 

nakayama
スタンプ




