TST-40M-HC40
Test Station

TST-100M
High-Pressure Test Station
操作方法

はじめに
Fluke TST-40M-HC40 Test Station および TST-100M High-Pressure Test Station (以下「本製品」) は、試験対
象のデバイスを校正用の圧力コントローラーに接続するアクセサリーです。
• TST-40M-HC40 の動作圧力は最大 44 MPa (6,400 psi)。
• TST-100M の動作圧力は最大 110 MPa (16,000 psi)。

フルーク・キャリブレーションの連絡先
フルーク・キャリブレーションへお問い合わせいただくには、下記の番号へお電話ください：
• テクニカル・サポート 米国: 1-877-355-3225
• 校正/修理 米国: 1-877-355-3225
• カナダ: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
• ヨーロッパ: +31-40-2675-200
• 日本: 03-6714-3114
• シンガポール: +65-6799-5566
• 中国: +86-400-810-3435
• ブラジル: +55-11-3759-7600
• その他諸外国: +1-425-446-6110
製品情報と最新のマニュアルの追補については、フルーク・キャリブレーションの Web サイト
www.flukecal.com を参照してください。
製品を登録するには、http://flukecal.com/register-product ご利用ください。
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TST-40M-HC40/TST-100M

取扱説明書

安全に関する情報
「警告」は使用者に危険を及ぼすような条件や手順であることを示します。「注意」は、本製品や被測定器に
損傷を与える可能性がある条件や手順であることを示します。

W警告
人身への傷害を防ぐため、次の注意事項を厳守してください:
• 本製品を使用する前に、安全に関する情報をすべてお読みください。
• 保護眼鏡を着用してください。
• 本製品は指定された方法でのみ使用してください。指定外の方法で使用した場合、安全
性に問題が生じることがあります。
• すべての説明を注意深くお読みください。
• 本製品の動作に異常が見られる場合は使用しないでください。
• 本製品が改造されているか、損傷している場合は使用しないでください。
• 本製品が損傷した場合は、使用を禁止してください。
• 規定の圧力を超える圧力で本製品を操作しないでください。
• 本製品を操作する際は細心の注意を払ってください。本製品を落としたり、鋭利なもの
にぶつけないでください。
• 本システムが加圧された状態で、チューブを取り外さないでください。

記号
この取扱説明書または本製品では、表 1 に示された記号が使用されています。
表 1.記号
記号
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定義

W

警告、危険。



ユーザー・マニュアルをご確認ください。

)

北米安全規格については、CSA グループによって認証済み。

P

欧州共同体規格に準拠。



関連するオーストラリアの安全および EMC 規格に準拠。

~

本製品は WEEE 指令のマーキング要件に適合しています。添付されたラベルは、この電気/電子製
品を一般家庭廃棄物として廃棄できないことを示します。製品カテゴリー: WEEE 指令の付属書 I に
示されている機器タイプに準拠して、本製品はカテゴリー 9 の「監視および制御装置」製品に分類
されます。この製品は、一般廃棄物として処分しないでください。

Test Station / High-Pressure Test Station

梱包箱の内容

梱包箱の内容
本製品には以下のものが付属しています。
TST-40M-HC40:
• TST-40M-HC40 テスト端末
• ホース・アセンブリー、JIC #4 (AN4)
• ホース・アダプター継手: 1/4 NPT、1/4 BSP、
7/16-20 SAE
• PK-ADPTR-HC40 アダプター・セット
• 取扱説明書

TST-100M:
• TST-100M 高圧テスト端末
• 高圧ホース・アセンブリー、DH5 (コーンおよび
ねじ接続部がオートクレーブ F250C および HiP
HF4 に対応)
• グランド・ナット (2 個)
• カラー (2 個)
• 取扱説明書

TST-40M-HC40
注記
JIC #4 と AN4 は同じではありませんが、各製品の部品は交換可能です。
本製品の部品については、表 2 をご覧ください。
表 2.TST-40M-HC40 の機構と部品

Ifg.001.eps

番号






品目/機能
カラー
テスト・ポート・シール
ホース・アセンブリー
ホース・アダプター継手 1/4 NPT、1/4 BSP、または 7/16-20 SAE
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TST-40M-HC40/TST-100M

取扱説明書

TST-100M
本製品の部品については、表 3 をご覧ください。
表 3.TST-100M の機構と部品

Ifg.002 eps

番号
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品目/機能
DUT ポート
ホース
グランド・ナットとカラー

Test Station / High-Pressure Test Station

セットアップ

セットアップ
ここでは、製品のセットアップ法を説明します。

TST-40M-HC40
TST-40M-HC40 は、以下の手順でセットアップします。
1. 付属のホース・アダプター継手の 1 つを、圧力コントローラー背面のテスト・ポートに取り付けます。
NPT を使用している場合は、NPT スレッドに PTFE テープを巻き付けます。BSP または SAE を使用して
いる場合は、シールがアダプターの BSP または SAE 側にあることを確認してください。
2. ホースの片側を、手順 1 で取り付けたアダプター継手に接続します。レンチで締めます。バックアップ・
レンチを使用してアダプターをしっかりと保持してください。
3. ホースの反対側を本製品の継手に接続します。レンチで締めます。バックアップ・レンチを使用してアダ
プターをしっかりと保持してください。

TST-100M
TST-100M は、以下の手順で設定します。
1. ホースの片側を、圧力コントローラー背面のテスト・ポートに接続します。15 Nm のトルクで締め付けま
す。
2. ホースの反対側を本製品の継手に接続します。

操作
ここでは、製品の操作について説明します。

TST-40M-HC40
1. アダプター・セットから、DUT のねじ部に合った適切なアダプターを選びます。
2. アダプターを DUT にねじ込んで、DUT の底面とアダプター内側の O リングを密着させます。 手で締め
るだけでしっかり密封できます。

W警告
正しく密封できていないと危険が生じるおそれがあります。これを防ぐため、ねじ山用シー
ル・テープや他のシール法を DUT やアダプターに使用しないでください。
3. DUT/アダプター・アセンブリーをテスト端末に取り付けます。アダプターのカラーを反時計回りに回して
いき、アダプターとマウント部ポストの O リングをしっかりと密着させます。手で締めるだけでしっかり
密封できます。
4. DUT の位置を調整するには、アダプターを持ち、カラーを時計回りに 1/4 回転させます。
5. DUT が望ましい方向を向くよう位置を合わせて、カラーを反時計方向に回してもう一度密着させます。

TST-100M
DH500 接続を使用して、DUT を本製品の上部ポートに直接取り付けます。この接続は、オートクレーブ
F250C および HIP HF4 に対応します。
1. DUT の位置を調整するには、グランド・ナットを反時計回りに 1/4 回転させます。
2. DUT が望ましい方向を向くよう位置を合わせて、グランド・ナットを時計回りに回してもう一度密着させ
ます。
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TST-40M-HC40/TST-100M

取扱説明書

仕様
動作温度 .................................................. -20 °C ～ +50 °C
保管温度 .................................................. -20 °C ～ +70 °C
動作湿度 .................................................. 5 % ～ 95 % (相対湿度、結露なきこと)
接液面の材質
TEST-40M-HC40 ................................ ステンレス・スチール、ニトリル、ナイロン
TEST-100M ........................................ ステンレス・スチール、アセタール
TST-40M-HC40
圧力範囲 ............................................. 44 MPa (6,400 psi)
重量 .................................................... 1,170 g
寸法 .................................................... 270 mm x 205 mm x 110 mm
TST-100M
圧力範囲 ............................................. 110 Mpa (16,000 psi)
重量 .................................................... 900 g
寸法 .................................................... 70 mm x 205 mm x 60 mm
安全性
一般 .................................................... IEC 61010-1: 汚染度 2
保証および責任
このフルーク製品は、発送日から 1 年間材料および製造上の欠陥がないことを保証します。ヒューズ、使い捨て電池、また
は、使用上の取り扱いの誤り、改造、警告の無視や汚染、事故若しくは異常な作動や取り扱いによって損傷したとフルーク
が認めた製品は保証の対象になりません。フルーク認定の代理店は、規定外の保証または異なった保証をフルークに代り、
行う権限は所持していません。保証期間中にサービスをお受けになる必要が生じた時は、故障内容を本製品に添えて、フル
ークのサービスセンターへお送りください。
当書面の事項を遵守してください。明示または暗示に関わらず、特定の目的への規定外の対応など、その他の保証はありま
せん。当社は、なんらかの理由、理論に起因して生ずる、いかなる損傷又は損失に対し、責任を負うものではありません。
州 (米国) また国によっては、条例や法律によって保証の除外または制限を認めていない場合があります。この場合、該当す
る制約はお客様に適用されるものではありません。
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