
5522Aマルチプロダクト
校正器

堅牢な可搬型校正器  

幅広い計測器の校正が可能



校正室でも、現場でも

様々な計測器を校正
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5522Aの主な特徴

• 様々な電気計測器の校正が
可能

•  強固な保護回路が人為的なミ
スによる校正器の損傷を防止

•  ハンドル部分が改良され、持
ち運びが旧モデルよりも容易
に

•  頑丈なキャリング・ケースに
はハンドルとキャスターが付
いており、さらに正面/背面パ
ネル部分が取り外し可能なた
め、ケースに入れたまま、あら
ゆる環境で現場校正が可能



複数の校正機能が一台に

5522Aマルチプロダクト校正器は様々な計測器の
校正が可能です。内部/外部保護機能により校正
器を損傷から保護し、現場校正も簡単に行うこと
ができます。また、MET/CAL® Plus校正管理ソフト
ウェアにより5522Aを完全に自動化することができ
ます。様々な種類の電気機器を校正する必要の
ある校正担当者には、可搬型で費用対効果の高
い5522Aは最適な校正器です。
5522Aは直流電圧/電流、複数の波形および高
調波が重畳した交流電圧/電流を出力すること
ができます。電圧の2チャンネル同時出力および
電圧/電流同時出力による直流電力および位相
制御された交流電力のシミュレート、さらに抵抗、
静電容量、熱電対、測温抵抗体の出力も可能で
す。Fluke700シリーズの圧力モジュール29種類の
いずれかと併用すれば、熱電対の温度および圧
力を測定することもできます。オシロスコープ校正
オプションには2種類あり、600 MHzまで、または1.1 
GHzまでのオシロスコープを校正することができま
す。また、5520A-PQ電力品質オプションは、電力
品質機器をIECおよびその他の管理機関の規制
に従って校正することができます。

5522A校正器は、以下を始めとする多くの電気計測
器をカバーしています。
•  6½ 桁までのハンドヘルド/ベンチ・メーター

• 電流クランプおよびクランプ・メーター

• 熱電対およびRTD温度計

• プロセス校正器

• データ・ロガー

• ストリップ・レコーダーおよびチャート・レコーダー

• 電力計

• 電力高調波アナライザー

• パネル・メーター

• グラフィック・マルチメーター

• 電力品質アナライザー (要オプション)

• 600 MHzまたは1.1 GHzまでのアナログ/デジタル
のハンドヘルド/ベンチ・オシロスコープ

• 圧力ゲージ、トランスデューサー、三相電力計、

 その他
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内蔵保護回路が校正器をミス
から保護
5522Aには、逆電力保護機能、出力の即時遮断機
能および/または全機能における出力端子のヒュー
ズ保護が備わっています。これは±300 V ピークま
での電圧が外部から印加された場合に有効な保護
機能です。

輸送の安全と効率的な現場校
正を実現する頑丈なキャリング・
ケース
5522Aのアクセサリであるキャリング・ケースは、校
正室はもちろん現場での校正もこれまでより簡単に
行える、革新的な造りになっています。この衝撃吸
収型ケースにはハンドルとキャスターが付いており、
簡単かつ安全に校正器の運搬が可能です。
正面パネルと背面パネルへのアクセス・ドアは取り
外しが可能なため、校正器側面および上下のパネ
ルはケースで保護された状態のまま校正を行うこと
ができ、校正器をケースから出し入れする手間が省
けます。
キャリング・ハンドルは人間工学的に持ち運びがし
やすいように設計されており、校正室内での短い距
離の運搬も簡単です。

どこでも簡単に、

信頼できる校正が可能
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使いやすく強力な

校正ソリューション
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SPECメニューで現在の出力値の不確かさを表
示。

位相ロック機能で三相電力のシミュレーション
が容易に。高電流試験における電流の加算も
可能。

内部回路および過電流ヒューズが、校正器の
入力端子に誤って過負荷が印加されることに
より生じる損傷から校正器を保護。修理費用の
節約にも。

頑丈なキャリング・ケース。正面パネルおよび
背面パネル部分が取り外し可能で、ケースに
入れたまま現場校正が可能。

Fluke700シリーズ（圧力トランスデューサーおよ
び関連機器の校正のために高精度な測定を
行う圧力モジュール) 用のインターフェース。
0 ～ 10 inH2O (0 ～ 2.5 kPa) から、0 ～ 10,000 
psi（0 ～ 70,000 kPa）まで、幅広い圧力レンジ
に対応。 

温度測定モードでは、熱電対温度シ
ミュレーターを校正。品質規格で要
求される校正時の環境条件の記録
も可能。

バックライト付き液晶ディスプレイ。様
々な照明下で、どのアングルからでも
読み取りが容易。

人間工学的な観点から持ち運びがし
やすいように設計された丈夫なハン
ドル。

5522Aマルチプロダクト校正器を使え
ば、より多くの作業を簡単に行うことが
できます。
5522Aは不慣れな技術者でも直感的
に操作できるよう設計されており、マニ
ュアルを参照する時間が省けます。ほ
とんどのタスクは、左から右に自然な
流れに沿って手を動かせば実行でき
ますし、キーを押す回数も最少に抑え
られるよう、工夫されています。



7   5522A Multi-Product Calibrator

STBYキーと
OPRキーで
出力を制御。

電卓型のテンキー配
列で簡単に数値を入
力。

SCOPEキーを押して、必要
に応じてオシロスコープ校
正を実行（オプション）。

回転ノブから出力を編集可能。編集時に
は元の出力と変更後の出力の差を自動的
に計算してコントロール・ディスプレイに表
示。

コントロール・ディスプレイには各種ステー
タス・メッセージ、ソフトキー・メニュー、ステ
ータス、その他の補助的情報を表示。

MULT[X]およびDIV [÷] キーは出力設定を10倍あるいは10分
の1に。オシロスコープ校正では1-2-5シークエンスで次のレンジ
に移行。

ソフトキーを押してコントロール・ディスプレイ
に表示されるメニューにアクセスし、オフセッ
トや波形、位相、熱電対または測温抵抗体
の種類といったパラメーターを選択。PREV 
MENUキーを押すとひとつ前のメニューに。



自動化により処理能力と効率を
アップ
MET/CAL Plusは校正手順の作成/編集/テスト、
様々な機器の校正結果の収集/レポートのための
優れたツールです。MET/CAL Plusには業界トッ
プクラスの自動校正ソフトウェアであるMET/CAL®
、試験および測定資産の管理専用ソフトウェアで
あるMET/TEAM™Expressが含まれています。さら
に、MET/TEAM 標準版を選べば、本格的な校正資
産管理が可能となり、またオンサイト校正管理や取

引管理、顧客向けウェブ・ポータルモジュールを選
択することが可能です。MET/CAL Plus校正管理ソ
フトウェアを使えば、あらゆる品質基準へ対応可能
な文書化プロセスの手順に従い、レポート作成が容
易に行えます。MET/CAL ソフトウェアを用いた作業
の自動化により、校正業務処理量を増やし校正プ
ロセスの簡素化が可能です。 

校正および修理
フルークではお客様の長期的な満足を保証し、高
い投資効果が得られるよう、広範な校正サポートお
よびサービスをご提供しています。世界各地のサー
ビスセンターで行っている校正は、国家標準へのト
レーサビリティが保証されています。

投資効率を最大化

手動校正と自動校正の所要時間の比較
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機能とレンジ

直流電圧 0 ～ ± 1020 V

直流電流 0 ～ ± 20.5 A

交流電圧 1 mV ～ 1020 V   
10 Hz ～ 500 kHz 

V/Hz 1000 V@ 10 kHz/330 V@100 kHz 

交流電流 29 µA ～ 20.5 A  
10 Hz ～ 30 kHz 

波形 正弦波, 矩形波, 三角波, トランケイテッド正弦波

抵抗 0 MΩ ～ 1100 MΩ

静電容量 220 pF ～ 110 mF

電力 (虚負荷) 20.9 kW

位相制御 0.01°

熱電対(出力および測定温度) B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U
10 µV/°C 及び 1 mV/°C

測温抵抗体 (出力温度) Pt 385-100 Ω, Pt 3926-100 Ω, Pt 3916-100 Ω, Pt 385-200 Ω, Pt 385-500 Ω, P
385 1000 Ω, PtNi 385-120 Ω (Ni120), Cu 427 10 Ω 

インターフェース RS-232, IEEE 488

位相ロック 可

周波数不確かさ < 2.5 ppm

外部周波数基準 (10 MHz) 可

オシロスコープ校正 (オプション) 5 mV ～最大5.5 Vp-p, 周波数50 kHz ～ 600 MHz および最大3.5 Vp-p, 周波数1100 
MHzまでの定振幅正弦波；立ち上がり時間<300 ps, 複数トリガー機能, DC/矩形波/タイミ
ングの不確かさは最高水準

電力校正 (オプション) 合成高調波, フリッカーのシミュレーション, 

ディップ/スウェル・モード

主な仕様
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校正器のリーディング・カンパニーによる
イノベーション

フルークは、マルチプロダクト校正器という概念を考
案し、一台でできるだけ多くの電気計測器を校正で
きる校正器ファミリーを世に送り出しています。これ
らの校正器により、お客様がお持ちの計測器とご予
算に適した、シンプルでポータブル、かつコスト・パフ
ォーマンスが高いソリューションをご提供します。
さらにフルークはRF、電力、温度、圧力、プロセス校
正の分野の製品もご提供しています。校正器、標準
器からソフトウェア、サービス、サポート、トレーニング
まで、校正室で必要なものは全てフルークにご相談
ください。  

マルチプロダクト校正器ファミリー
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5502Aマルチプロダクト校正器

幅広い計測器をカバーする、低コスト校正ソリュー
ション
5502Aは多機能な校正器で、様々な種類の電気
計測器の校正を行うことができます。直流電圧/電
流、複数の波形および高調波を重畳させた交流電
圧/電流の出力に加え、2チャンネルの電圧を同時
に出力したり、電圧と電流を同時に出力したりする
ことができます。位相制御された電力や、抵抗、静電
容量、熱電対、測温抵抗体のシミュレーションも可
能です。5502Aのオシロスコープ校正オプションは
600 MHzまでのオシロスコープの校正が可能で、定
振幅正弦波・振幅信号の出力、高速エッジ、タイム・
マークといった機能を備えています。
 

5502Aは以下のような中級クラスの確度の電気計
測器の校正に最適です。
• ハンドヘルドおよびベンチ・タイプのマルチメーター

• オシロスコープおよびスコープメーター

• 電力計

• アナログの電圧/抵抗/電流/電力計

• 電気温度計

• データ・ロガー 

• ストリップ・チャート・レコーダー

• XYレコーダー

• 電力高調波アナライザー

• プロセス校正器 

• 電流クランプ

• その他関連機器

5080A高コンプライアンス・マルチプロダクト
校正器

アナログ、デジタルどちらの計測器も校正可能
5080Aマルチプロダクト校正器はアナログ、デジタル
どちらの計測器も正確に、低コストで校正すること
ができます。特にコンプライアンス電圧/電流がとも
に高く、アナログ計器の校正が簡単かつ正確に行
えます。また、内蔵の保護回路が過電圧による損傷
から校正器を保護します。

簡単な操作で、以下のような幅広い機器の校正が
可能です。
• アナログ・メーター 

• パネル・メーター

• デジタル・マルチメーター

• 電力計

• クランプ・メーター（要コイル・アクセサリ）

• 絶縁抵抗計(オプション)

• 200 MHzまでのオシロスコープ(オプション)

• その他

多機能ソフトウェアと組み合わせれば、校正結果の
ペーパーレスでの記録などが可能になります。

オプションおよびアクセサリでさらに幅広い機器が
校正可能に
オプションやアクセサリを追加していただくと、5080A
で校正可能な機器の幅が広がります。
•  クランプ・メーター：9100-200 10/50ターン・コイルお
よび5500A/COIL 50ターン電流コイルを併用すれ
ば、1000 Armsまでの一般的なクランプ・メーターの
校正が可能

•  オシロスコープ・オプション：200 MHzまでのオシロ
スコープが素早く簡単に、低コストで校正可能 

•  メグオーム・オプション：18 GΩまでの高電圧抵抗を
出力。高電圧出力の測定も可能。
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フルーク・キャリブレーション
校正器営業部
〒108-6106 東京都港区港南2-15-2
品川インターシティB棟6F
TEL 03-6714-3114／FAX 03-6714-3115

大阪営業所
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アクロス新大阪
TEL 06-6398-5144／FAX 06-6398-5145

サービスセンター
〒259-0132 神奈川県中郡二宮町緑が丘1-14-1
TEL 0463-70-5603／FAX 0463-70-5604
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オーダー情報

型式

5522A マルチプロダクト校正器

5522A/6 マルチプロダクト校正器, 600 MHz

 オシロスコープ校正オプション付き

5522A/1GHZ マルチプロダクト校正器, 1100 MHz

 オシロスコープ校正オプション付き

5522A-PQ マルチプロダクト校正器, 電力品質

 オプション付き

5522A-PQ/6 マルチプロダクト校正器, 電力品質

 オプションおよび600 MHzオシロス

 コープ校正オプション付き

5522A-PQ/1GHZ マルチプロダクト校正器, 電力品質

 オプションおよび1100 MHzオシロス

 コープ校正オプション付き

アクセサリ

5522A/ キャリング・ケース, 正面/背面パ
CARRYCASE  ネル部分取り外し可能

55XX/CASE キャスター付きトランジット・ケース

5520A-525A/ 熱電対およびテスト・リード・
LEADS セット

5500A/COIL 50ターン・コイル

5500A/HNDL サイド・ハンドル

Y5537 ラック・マウント・キット

ソフトウェア

MET/CAL MET/CAL Plus校正管理ソフトウェア

MET/TEAM MET/TEAM テスト機器

 資産管理ソフトウェア

その他の校正ソリューション
Fluke Calibrationは、電気、RF、温度、圧力および流量校正の分野
において、校正器、標準器、ソフトウェアの販売から修理、サポート、
トレーニングまで、校正作業をトータルにお手伝いします。


