9190A 超低温用
フィールド・メトロロジー・ウエル
クラス最高の安定度の超低温用均熱ブロック

9190A 超低温用
フィールド・メトロロジー・ウエル
クラス最高の確度と安定度
フルーク・キャリブレーションの9190A 超低温用フィールド・メトロロジー・ウ
エルは正確で安定度の高い低温用均熱ブロックです。厳しい品質管理やプ
ロセス規格への準拠が求められるようなアプリケーションに最適です。医療
用のフリーザーやラボ用の冷却装置、低温室、血液バンク、滅菌器（オートク
レーブ）、凍結乾燥機などで使用される測温抵抗体や熱電対、温度計、セン
サーの現場での検証、校正もこれに含まれます。
クリーンルームに最適
最も安定度が高く、均一な熱源は温度校正用バスですが、バスはサイズ的に持ち運
びが難しく、中の液体がこぼれたり蒸気が発生する恐れがあるため、クリーンルーム
での使用には向いていません。その点9190A 超低温用フィールド・メトロロジー・ウ
エルはバスの代替として最適です。温度レンジが広く、製薬、バイオメディカル、食品
加工等様々なアプリケーションでご利用いただけます。小型軽量で持ち運びも簡単
です。温度媒体として液体を使用しないため、周りを汚す心配もありません。バスよ
りも短時間で加熱冷却が可能なため、校正作業の効率が上がります。
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広い温度レンジ
-95 ℃ ～ 140 ℃

製造プロセスにおける計測の信頼性の維持には、
正確な熱源が重要です。
製造プロセスにおける計測結果の信頼性が低いと、製品の品質低
下、リコール、罰金のリスク、無駄なコスト、利益の損失と、ビジネス
に大きな損害をもたらします。結局のところ、計測器の校正に使用
された熱源の正確さよりも正確な測定結果は得られないのです。
9190A超低温用フィールド・メトロロジー・ウエルには、フルー
クがドライブロックの開発で培った長年の知識、経験が活かされ
ています。また、EURAMETの温度ブロック校正器のガイドライン
cg-13に準拠していますので、9190Aの確度、安定度、軸方向（垂
直方向）均一度、放射方向（ウエル間）均一度、負荷効果、ヒステリ
シスなどの仕様は慎重に評価された上で定義されていることを保
証いたします。9190Aは市販の超低温用ドライブロックとしては最
も正確で安定度の高い温度校正器と言え、お客さまのビジネスに
プラスの影響をもたらします。

校正装置の確度、
安定度

より小さな校正
の不確かさ

高い確度
内蔵の基準温度表示器を使用した場合の確度：
全温度レンジで±0.05 ℃
表示確度：全温度レンジで±0.2 ℃
クラス最高の安定度
全温度レンジで±0.015 ℃
高速冷却
23 ℃ から -90 ℃まで：80分
23 ℃ から -95 ℃まで：90分
140 ℃ から 23 ℃まで：60分
ポータブル
わずか16 kg
本体前後にハンドルがあり両手で持ち運び可能
最良の温度測定のために
温度校正器の校正についてのガイドライン
EURAMET cg-13に準拠

プロセス制御
の改善

測定の信頼性
が向上

業績アップ

校正装置の確度や安定度は業績にも影響します。
（品質、効率、無駄の削減）
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9190Aの特長

デュアル・ゾーン温度制御
デュアル・ゾーン温度制御
により、均一な温度を実現
優れた軸方向均一度

両手での持ち運びに
便利なハンドル付き
操作は全て正面パネ
ルから可能

温度設定
最 大で8 ポイントの温 度
が設定可能；各設定温度
まで自動的に加熱、冷却
して安定
安定時間、サイクル数、温
度変化の向きなどを指定

安定度インジケーター
ブロック温度が、設定
した温度範囲内で安定
したかどうかを表示
高速かつコンパクト
小型で 効 率的なピ
ストン 式 の冷 却 技
術を採用（FSPC）

リモート操作
USB-RS232通信
インターフェース搭載
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プロセス校正オプションの特長

基準センサーによる温度制御
設定温度を、内部センサーで
はなく外部基 準の白金抵抗
温度計でコントロール
測定温度とウエル内のポジシ
ョンを元に、ウエルの温度を
制御
これにより、短いセンサーを
校正する際の温度差の影響
を軽減

4-20 mA コネクター
9190Aから4-20 mA
トランスミッターに電源を供給
24 V DCループ電源

基準温度計入力端子
フルーク・キャリブレーション
のINFO-CON コネクターから
情報を自動的に読み取り可能
-95 ℃で確度± 0.01 ℃
（表示器の確度のみ）

4線白金抵抗温度計/測温
抵抗体入力端子
4線、3線、2線の白金抵抗
温度計/測温抵抗体を測定
確度±0.02 ℃

4-20 mA 回路ヒューズ

熱電対入力端子
一般的な熱電対に対応
（ミニ・プラグで接続）
タイプ：J、K、T、E、R、
S、M、L、U、N、C
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仕様
ベース・ユニットの仕様
23 ℃での温度レンジ

-95 ℃ ～ 140 ℃

表示確度

全温度レンジで±0.2 ℃

外部基準温度プローブとの組み合わせ確度[3]

全温度レンジで±0.05 ℃

安定度

全温度レンジで±0.015 ℃

40mmでの軸方向均一度

全温度レンジで±0.05 ℃

放射方向均一度

全温度レンジで±0.01 ℃

負荷効果

（6.35mmの基準温度プローブ1本と6.35mmのプローブ3本の場合）
全温度レンジで±0.006 ℃
（6.35mmの基準温度プローブとディスプレイ表示確度との場合）
-95 ℃で± 0.25 ℃
140 ℃で± 0.10 ℃

動作条件

0 ℃ ～ 35 ℃、0 % ～ 90 % RH（結露なきこと）、
高度< 2000 m

温度レンジを除く全仕様に対する環境条件

13 ℃ ～ 33 ℃

浸没度（ウエルの深さ）

160 mm

ウエルの直径

30 mm

加熱時間 [1]

-95 ℃ から 140 ℃まで：40 分

冷却時間 [1]

23 ℃ から -90 ℃まで：80 分
23 ℃ から -95 ℃まで：90 分
140 ℃ から 23 ℃まで：60 分

安定待時間 [2]

15 分

分解能

0.01 °

ディスプレイ

液晶ディスプレイ、℃表示

寸法（H x W x D）

480 mm x 205 mm x 380 mm

重量

16 kg

電源

100 V ～ 115 V（±10 %）、50/60 Hz、575 W
200 V ～ 230 V（±10 %）、50/60 Hz、575 W

システムのヒューズ定格

115 V：6.3 A T 250 V
230 V：3.15 A T 250 V

4-20mAヒューズ（プロセス校正オプションのみ）

50 mA F 250 V

コンピューター・インターフェース

RS-232、USBシリアル、温度校正 ソフトウェア interface-it
9930

安全性

IEC 61010-1、設置カテゴリー II、汚染度 2

電磁環境

IEC 61326-1：Basic

冷媒

R32（ジフルオロメタン）
< 20 g、ASHRAE 安全等級 A2L
R704（ヘリウム）
< 20 g、ASHRAE 安全等級 A1
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プロセス校正オプション仕様
内蔵基準温度指示計器確度
（4線式基準温度プローブ）[3]

-95 ℃で± 0.010 ℃
-25 ℃で± 0.013 ℃
0 ℃で± 0.015 ℃
50 ℃で± 0.020 ℃
140 ℃で± 0.025 ℃

基準温度計抵抗レンジ

0 Ω ～ 400 Ω

基準温度計抵抗確度 [4]

0 Ω ～ 42 Ω：± 0.0025 Ω
42 Ω ～ 400 Ω：読み値の± 60 ppm

基準温度計の特性

ITS-90、CVD、IEC-751、抵抗

基準温度計接続方式

4線

基準温度計接続

6ピンDIN（INFO-CONテクノロジーにより校正定数を記録す
るメモリー・チップ内蔵）

内蔵測温抵抗体指示計器確度

Ni-120：0 ℃で± 0.015 ℃
Pt-100 (385)：0 ℃で± 0.02 ℃
Pt-100 (3926)：0 ℃で± 0.02 ℃
Pt-100（JIS）：0 ℃で± 0.02 ℃

測温抵抗体抵抗レンジ

0 Ω ～ 400 Ω

抵抗確度 [4]

0 Ω ～ 25 Ω：± 0.002 Ω
25 Ω ～ 400 Ω：読み値の± 80 ppm

測温抵抗体特性

Pt-100（385）、
（JIS）、
（3926）、Ni-120、抵抗

測温抵抗体接続方式

4線、3線、2線（ジャンパーにより）

測温抵抗体接続

4端子

内蔵熱電対指示計器確度 [5]

タイプJ：140 ℃で± 0.70 ℃
タイプK：140 ℃で± 0.75 ℃
タイプT：140 ℃で± 0.60 ℃
タイプE：140 ℃で± 0.60 ℃
タイプR：140 ℃で± 1.60 ℃
タイプS：140 ℃で± 1.60 ℃
タイプM：140 ℃で± 0.65 ℃
タイプL：140 ℃で± 0.65 ℃
タイプU：140 ℃で± 0.70 ℃
タイプN：140 ℃で± 0.75 ℃
タイプC：140 ℃で± 1.00 ℃

熱電対電圧レンジ

-10 mV ～ 75 mV

電圧確度

読み値の0.025 % + 0.01 mV

内部冷接点補償確度

± 0.35 ℃（環境温度13 ℃ ～ 33 ℃）

熱電対接続

ミニ・コネクター（ASTM E1684）

内蔵電流測定確度

読み値の0.02 % + 0.002 mA

電流レンジ

校正範囲 4-22 mA、測定範囲 4-24 mA

mA接続（トランスミッター）

2端子

ループ電源機能

24 V DCループ電源

内蔵温度計の温度係数
（0 ℃ ～ 13 ℃、33 ℃ ～ 50 ℃）

レンジの± 0.005 %/℃

注記：

[1] 環境温度23 ℃において
[2] SETPOINTに到達してから安定度が仕様範囲内に収まるまでの時間
[3] 温度レンジは指示計器に接続されている基準温度プローブによって制限を受けることがあります。
内蔵基準温度計確度は温度プローブの確度を含みません。温度プローブの不確かさや製品の特性による誤差も含みません。
[4] 測定確度仕様は動作範囲内でのみ適用され、4線式白金抵抗温度計の場合の値となります。
3線式測温抵抗体の場合は、測定確度に0.05 Ωとリード線間の抵抗値の差の最大値を加えてください。
[5] 熱電対指示計器は500 MHzから700 MHｚの周波数の電磁場の影響を受けます。
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オーダー 情報
9190A 超低温用フィールド・メトロロジー・ウエル
型式

説明

9190A-X

超低温用フィールド・メトロロジー・ウエル、-95 ℃ ～ 140 ℃、9190-INSX付属

9190A-X-P

超低温用フィールド・メトロロジー・ウエル、-95 ℃ ～ 140 ℃、9190-INSX付属、プロセス
校正オプション付き

上記型式内の”X” には、付属のインサートに応じてA、B、C、D、E、Fのいずれかが入ります。
下記のインサートのイラストをご参照ください。

推奨アクセサリー
型式

説明

9190-INSA

9190A用インサート“A”、インチ・サイズ多目的ウエル

9190-INSB

9190A用インサート“B”、インチ・サイズ比較用ウエル

9190-INSC

9190A用インサート“C”、0.25インチ・ホール

9190-INSD

9190A用インサート“D”、ミリ・サイズ比較用ウエル

9190-INSE

9190A用インサート“E”、多目的ミリ・サイズ・ウエル、ホール・サイズ0.25インチ

9190-INSF

9190A用インサート“F”、比較用多目的ミリ・サイズ・ウエル、ホール・サイズ0.25インチ

9190-INSY1

カスタム・インサートおよびブランク・インシュレーター（ユーザーによるインシュレーターの
加工が必要となります。）

9190-INSY2

カスタム・インサートおよびブランク・インシュレーター（インシュレーターにはインサートと
同じ配置の穴があります。）

9190-INSZ

9190A用インサート“Z”、ブランク
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