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製品寿命期間での保証と責任の限定について

cäìâÉ=OM、TM、UM、NTM=および=NUM=シリーズ=ajj=Eデジタル・マルチ・メーターF=は、製品の寿命期間内で材質上および製造上に欠陥は有
りません。ここで言う「寿命」とは、cäìâÉ=が製品の製造を停止した後=T=年とします。保証の期間は製品の購入日から少なくても=NM=年間
と定義します。この保証には、ヒューズ、使い捨て電池、不注意、使用上の間違い、汚染、改造、ajj=の仕様範囲外での使用による故障
を含む事故もしくは異常な操作や取り扱いによって損傷したと=cäìâÉ=が認めた製品、または機器部品の通常の摩耗および引裂は、この保証
の対象になりません。この保証は機器の最初の購入者に対する保証で、譲渡することはできません。

この保証は購入日から起算して=NM=年間、i`a=も保証の対象となります。それ以降=cäìâÉ=は、ajj=の寿命期間内で、その時点での部品購
入価格に基づいた料金で=i`a=をお取り替えいたします。

最初の購入者としての権利を立証し、購入日を証明するため、製品に同梱されている登録カードの必要事項を記入して返送していただくか、
cäìâÉ=のウェブサイト=ÜííéWLLïïïKÑäìâÉKÅçã=E英語F=で製品を登録してください。cäìâÉ=は独自の判断により、無料の修理、交換、または
cäìâÉ=認定販売代理店で適当な国際価格で購入された欠陥製品に対する購入価格の払い戻しをいたします。ある国で購入された製品が修理
のため他の国へ送られた場合、cäìâÉ=は、購入者に修理パーツL交換パーツの輸入費用を請求する権利を保有します。

製品に問題があると認められる場合は、最寄りの=cäìâÉ=認定サービス･センターへご連絡いただき、返送の許可情報を入手してください。
その後、問題個所の説明と共に製品を、送料および保険料前払いで、最寄りの=cäìâÉ=認定サービス･センターへご返送ください。cäìâÉ=は輸
送中の損傷には責任を負いません。cäìâÉ=は、この保証の規定によって修理または交換された製品の弊社からの返送料を負担いたします。
この保証によって規定されていない修理を行う場合、cäìâÉ=は製品の修理前に費用の見積もりを提出し、承認を得てから修理と送料の請求
書を送らせていただきます。

本保証は購入者の唯一の救済手段であり、ある特定の目的に対する商品性または適合性に関する黙示の保証をすべて含むがそれのみに限定
されない、明白なまたは黙示の他のすべての保証の代りになるものです。データの紛失を含む、あらゆる原因またはいかなる理論に起因す
る、特殊な、間接的、偶然的または必然的損害または損失に関して、それが保証の不履行、または、契約、不法行為、信用、若しくは他の
いかなる理論に基づいて発生したものであっても、cäìâÉ=は一切の責任を負いません。cäìâÉ=認定再販者は、より大きな保証または異なっ
た保証を cäìâÉ=に代わって行う権限を持っていません。ある国または州では、黙示の保証の除外制限、または、偶然的若しくは必然的損害
の除外または制限を認めていません。したがって、本保証の上記の制限および除外規定はある購入者には適用されない場合があります。本
保証の規定の一部が、管轄の裁判所またはその他の法的機関により無効または執行不能と見なされた場合においても、それは他の部分の規
定の有効性または執行性に影響を与えません。

cäìâÉ=`çêéçê~íáçå cäìâÉ=bìêçéÉ=_KsK
mKlK=_çñ=VMVM mKlK=_çñ=NNUS
bîÉêÉííI=t^==VUOMSJVMVM RSMO=_a=báåÇÜçîÉå
rKpK^K qÜÉ=kÉíÜÉêä~åÇë

フルーク･ウェブ･サイト:=ïïïKÑäìâÉKÅçã=E英語F=日本語サイトW=ïïïKÑäìâÉKÅçãLàé

ウェブサイトでの製品登録:==êÉÖáëíÉêKÑäìâÉKÅçã
OLMO

http://www.fluke.com
http://www.fluke.com
http://www.fluke.com/jp
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�� 警告。本器を使用する前にお読みくださいW

人的傷害事故を避けるため、以下の項目を厳守してください。

� 本器をこのマニュアルに記載されている以外の方法で使用すると、本器の安全装置が機能しなくなる場合があります。

� 本器またはテスト･リードが損傷している場合、本器が正しく動作していないように思える場合は、使用しないでください。疑わしい場
合は、本器を修理に出してください。

� つねに測定に合った正しい端子、スイッチ位置、およびレンジを使用してください。

� 既知の電圧を測定することにより、本器の動作を確認してください。

� 本器に記載されている定格以上の電圧を、いかなる端子およびアース間にも加えないようにしてください。

� PM=s=^`=êãë、QO=s=^`=ピーク、または==SM=s=a`=を超える電圧を扱う場合は、十分に注意してください。このような電圧には、感電の
危険性があります。

� 電池電圧低下表示=E=�=F=が画面に表示されたら、直ちに電池を交換してください。
� 抵抗、導通、ダイオード、または静電容量を試験する前に回路の電源を切断し、すべての高電圧コンデンサーを放電させてください。

� 爆発性のガスまたは蒸気のある環境で本器を使用しないでください。

� テスト･リードを使用する場合は、指を保護ガードの後ろに置くようにしてください。

� 本器のケースまたは電池収納ドアを開ける前に、テスト･リードを本器から取り外してください。

記号

� ^`=E交流電流F � ヒューズ

� a`=E直流電流F � bìêçéÉ~å=råáçå=規定に適合

�
�

a`L^` `~å~Çá~å=pí~åÇ~êÇë=^ëëçÅá~íáçå

� アース � 二重絶縁

�� 重要な情報。詳細は、本書を参照。 råÇÉêïêáíÉêë=i~Äçê~íçêáÉëI=fåÅK
fb`=SNMNMJNK=RQ`gに準拠したメーター

� 電池=E画面に表示された場合は、電池電圧が低くなっ
ています。F

�
kNMNQM

該当する=^ìëíê~áä~å=規格に適合

q§s=EqÉÅÜåáëÅÜÉê=§ÄÉêï~ÅÜìåÖë=sÉêÉáåF=mêçÇìÅí
pÉêîáÅÉë=による検査および認可済み。

sab=規格準拠



N

jçÇÉäë=NTRI=NTT=C=NTV
qêìÉ=ojp=jìäíáãÉíÉêë

E真の実行値マルチメーターF

cäìâÉ=NTR、NTT、および=NTV=は、電池駆動の真の実行値型マルチ
メーター=E以下、本器と呼びますF=で、SMMM=カウント、P=PLQ=桁の
表示とバーグラフ機能が付属しています。本書のすべての図は、
NTV=のものです。

本器は、次の測定またはテストを実行します。

これらのメーターは、`^q=fff=および=`^q=fs=fb`=SNMNM=規格に適
合しています。fb`= SNMNM=安全規格は、過渡電流のインパルスに
よる危険度の大きさによって= Q=種類の過負荷カテゴリー= E`^q= f
から=fsF=を定義しています。`^q=fff=は、配電レベルで固定設置さ
れた機器で過渡電流に対する保護が設計されているメーターで、
`^q= fs=は、メイン電源レベル= E地上または地下電気サービスF=か
ら保護されているメーターです。

本器は、次の測定またはテストを実行します。

� ^`=L=a`=電圧および電流 � ダイオード

� 抵抗 � 導通

� 電圧および電流周波数 � 静電容量

� 温度=ENTV=のみF

cäìâÉ=への連絡先

フルーク社へのお問い合わせは、次の番号までお願いします。

日本W=MPJPQPQJMNUN
米国: =HNJUUUJVVPJRURP
カナダW=NJUMMJPSPJRURP
ヨーロッパW=HPN=QMOJSTUJOMM
シンガポールW=HSRJTPUJRSRR
その他諸外国W=HNJQORJQQSJRRMM

フルーク･ウェブ･サイトW=ïïïKÑäìâÉKÅçã
ウェブサイトでの製品登録W=êÉÖáëíÉêKÑäìâÉKÅçã

警告および注意

「��警告」は、怪我や死を招くおそれのある危険な状態および
操作を示します。

「注意」は、本器や被試験器への損傷、またはデータの損失を招
くおそれのある状態および操作を示します。

危険な電圧

危険な電圧が存在することを警告するために、本器が �= PM= s=の
電圧や過負荷の電圧 EliF を検出した場合は、� が表示されます。

テスト･リードに関する警告

テスト･リードが正しい端子に接続されていることを確認するよう
ユーザーに警告するために、ロータリー･スイッチが ã^= から ^
に回されると、���� 

が瞬時表示されます。

��=警告

テスト･リードを間違った端子に接続して測定を行うと、ヒューズ
の切断、本器への損傷、および重大な怪我を招く可能性があり
ます。

http://www.fluke.com
http://register.fluke.com


jçÇÉäë=NTRI=NTT=C=NTV

ユーザーズ･マニュアル

O

電池節約機能 (スリープ･モード)

機能を変更しない、またはボタンを押さない状態が= OM=分間続く
と、本器が「スリープ･モード」に入り、画面が空白になります。
このスリープ･モードを無効にするには、黄色のボタンを押しなが
ら 、 本 器 の 電 源 を 入 れ ま す 。jfk 、j^u 、^sd 、 お よ び
^ìíçelia=モードでは、スリープ･モードは使用不可になります。

端子

^fhMNcKbmp

番号 説明

N 

^`=および=a`=ミリアンプから=QMM=ã^=E過負荷=SMM ã^
は最高=O=分までF=および周波数測定の入力端子。

O 

NM=^=まで E過負荷=OM=^=は=最高=PM=秒までF=の=^`=およ
び a`=電流および周波数測定用の入力端子。

P 

電圧、導通、抵抗、ダイオード、静電容量、周波数、
および温度 ENTV=のみF=測定用の入力端子。

Q 

すべての測定コモン E戻りF=端子

ロータリー･スイッチの位置

スイッチ位置 測定機能

�

eò

PMKM=ãs=から NMMM=s までの ^` 電圧。

O=eò=から VVKVV=âeò=までの周波数。

�
eò

N=ãs=から NMMM=s までの a`=電圧。

O=eò=から VVKVV=âeò=までの周波数。

ã�

�

MKN=ãs=から SMM=ãs=までの a`=ãs。

温度 �=QM=�`～�=QMM=�`
�=QM=�c～�=TRO=�c

�

�

MKN=�～RM=j�までの抵抗。

N=åc=から VVVV=�c=までの静電容量。

�
�

�OR=�=でビープ音発生、	ORM=�=で停止。

ダイオード試験。OKQ=s=以上で=li=を表示。

� 

�

ã^

eò

PKMM=ã^=から=QMM=ã^=までの=^`=ã^=E過負荷
SMM=ã^=は=最高 O=分までF。

MKMN=ã^=から=QMM=ã^=までの=a`=ã^=E過負荷
SMM=ã^=は最高=O=分までF。

O=eò=から=PM=âeòK=までの=^`=ã^=周波数。

�
�

^

eò

MKRM=^=から=NM=^=までの=^`=^=E過負荷=OM=^=は最
高=PM=秒までF。

MKMN=^=から=NM=^=までの=a`=^=E過負荷=OM=^=は最
高=PM=秒までF。

	NMKMM=では、表示が点滅。
	OM=^=では、li=が表示。

O=eò=から=PM=âeò=までの=^`=^=周波数

注記W=^`=電圧および=^`=電流は=^`=結合、真の実効値、N=âeò=まで。



表示画面

P

表示画面

^fhMOcKbmp

数字 記号 意味

N � 導通試験

O � ダイオード試験

P � 負の読みを示します。

Q � 危険な電圧。�= PM= s=の電圧または過負
荷 EliF=の電圧。

R �

��

表示の elia=EホールドFが使用可能。表
示が現在の読み取りで保持されます。

jfk=j^u= ^sd=モードでは、jfk=j^u
^sd=の記録が中断されます。

^ìíçelia=E自動ホールドF=が使用可能。
新しい安定した入力が検出されるまで、
現在の読み取りが保持されます。新しい
入力が検出されると、ビープ音が鳴り、
その読み取りが表示されます。

S �

j^u、jfk、̂ sd

jfk=j^u=^sd=使用中。
最大、最小、または平均の読み取りを表
示します。

数字 記号 意味

T å�=c、�c、�`

ãs^、jâ�、

âeò

測定の単位を示します。

U a`、̂ ` 直流、交流。

V � 電池電 圧が低下し てい ること を示 し
ます。電池を交換してください。

NM SNMMMM=ãs すべての可能なレンジ。

NN バー･グラフ アナログ表示部。

NO ^ìíç=o~åÖÉ

j~åì~ä=o~åÖÉ

本器がレンジを選択します。

ユーザーがレンジを選択します。

NP œ バー･グラフの極性。

NQ �� レンジ外の入力。

NR ���� ��テスト･リードに関する警告。

ロータリー･スイッチを = ã^= か = ^= へ
回す、または=ã^=か=^= から回した時に
表示されます。

エラー･メッセージ

Ä^íí 電池を直ちに交換してください。

Çáp` 静電容量機能で、測定対象のコンデンサーに蓄積

された電気量が多すぎることを表します。

bbmê
bêê

無効な=bbmolj=データ。本器の保守を依頼して

ください。

`^i
bêê

無効な校正データ。本器を校正してください。
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jfk=j^u=^sd=記録モード

jfk=j^u=^sd=記録モードでは、検出された入力の最小値と最大
値が補足、記録され、すべての読みの平均が算出されます。新し
い最大値または最小値が検出されると、ビープ音が鳴ります。

注記

a`=機能では、OTR=ãë=よりも長い期間での変更で測定機能
の=�=NO=カウントの確度が指定されています。

^`=機能では、NKO= ë=よりも長い期間での変更で測定機能の
�=QM=カウントの確度が指定されています。

jfk=j^u=^sd=記録を使用するには、次の手順に従います。


 希望の測定機能およびレンジが選択されていることを確認し
ます =Ejfk=j^u=^sd=モードでは、自動レンジ機能は使用不
可になりますF。


 jfk=j^u=を押して、jfk=j^u=^sd=モードを開始します。

�=および j^u=が点灯し、jfk=j^u=^sd=モードを開
始してから検出された最大値が表示されます。


 jfk=j^u=ボタンを押して、最小値= EjfkF、平均値= E^sdF、
現在の読みの各値の間を順番に移動します。


 保存した値を消去することなく jfk= j^u= ^sd= 記録を中
断するには、elia=を押します。� が表示されます。

jfk=j^u=^sd=記録を再開するには、elia=を再度押します。
�=が表示から消えます。


 このモードを終了し、保存された読み取り値を消去するには、
jfk=j^u=を N=秒間押すか、ロータリー･スイッチを回します。

elia表示および ^ìíçelia=モード

��警告

感電の危険を避けるため、回路に電源が供給されているか
どうかを判断するのに elia=表示または=^ìíçelia=モー
ドを使用しないでください。不安定またはノイズの多い読
み取り値は補足されません。

elia=表示モードでは、画面に読み取り値が保持されます。

^ìíçelia=モードでは、新しい安定した読み取り値が検出される
まで画面に読み取り値が保持されます。新しい入力が検出される
と、ビープ音が鳴り、その読み取りが表示されます。


 elia=を押して、elia=表示モードを開始します。�=が
点灯します。


 elia= を再度押して ^ìíçelia= モードを開始します。
�� が点灯します。


 elia=ボタンを再度押すと、通常の操作を再開できます。

通常の操作に戻るには、elia=を N=秒間押すか、ロータリー･ス
イッチを回します。

黄色いボタン

黄色いボタンを押して、ロータリー･スイッチ設定の拡張測定機能
を選択します。例えば、a`=ã^、a`=^、eò、温度 ENVT のみF、
静電容量、ダイオード試験などを選択します。

表示のバックライト ENTT=および=NTV=のみF

�=を押して、バックライトのオンとオフを切り替えます。バック
ライトは、O=分後自動的にオフになります。



手動レンジおよび自動レンジ

R

手動レンジおよび自動レンジ

手動レンジおよび自動レンジを必要に応じて選ぶことができます。


 自動レンジ･モードでは、本器により最適な分解能を持つレン
ジが選択されます。


 手動レンジ･モードでは、自動レンジで選択されたレンジを無
視してレンジを手動で選択します。

本器をオンにすると、デフォルトで自動レンジ･モードになり、
^ìíç=o~åÖÉ=が表示されます。

NK 手動レンジ･モードに入るには、o^kdb=を押します。

j~åì~ä=o~åÖÉ=が表示されます。

OK 手動レンジ･モードでは、o^kdb=を押すごとに上位レンジに
繰り上ります。最大のレンジに達すると、次は最小のレンジ
に戻ります。

注記

jfk=j^u=^sd、elia=表示、または ^ìíçelia=モードで
は、レンジを手動で変更することはできません。

jfk=j^u=^sd、elia=表示、または ^ìíçelia=モードで
o^kdb=を押すと、ビープ音が鳴り不正な操作であること
が示され、レンジは変更されません。

PK 手動レンジ･モードを終了するには、o^kdb=を N 秒間押すか、
ロータリー･スイッチを回します。

本器は自動レンジ･モードに戻り、^ìíç= o~åÖÉ= が表示され
ます。

パワーアップ･オプション

パワーアップ･オプションを選択するには、本器のロータリー･ス
イッチを= lcc=からいずれかの位置に回しながら、次の表に示さ
れているボタンを押し続けます。

パワーアップ･オプションは、本器の電源を切るとキャンセルされ
ます。

ボタン パワーアップ･オプション

^ìíçelia

�

すべての表示セグメントをオンにします。

elia=を放すと、表示がオフになり、ソフトウェ
アのバージョン番号が表示され、本器の通常の機
能が使用できるようになります。

� ビープ音を使用不可にします。

� 「スムージング」モードを使用可能にします。

デジタル･フィルターにより、高速に変化する入力
の表示ゆれを減少させます。

�
E黄色F

自動電源切断 E「スリープ･モード」F=を使用不可
にします。

スリープ･モードは、本器が、jfk=j^u=^sd=記録
または ^ìíçelia=モードである場合は、使用不可
になります。

� O=分間の自動バックライト時間切れ機能を使用不
可にします ENTT=および=NTV=のみF。
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基本的な測定を行う方法

以下に続く図に、基本的な測定を行う方法を示します。

テスト･リードを回路または被試験器に接続する場合は、接地側の
コモン= E`ljF=テスト･リードを接続してから、通電側のリードを
接続してください。

��警告

感電や怪我、本器への損傷を避けるため、抵抗や導通、ダ
イオード、静電容量を試験する前には、測定対象回路への
電源を切り、高電圧コンデンサーをすべて放電させてくだ
さい。

^` および a` 電圧の測定

_+ _+

RANGEHOLD MIN MAX RANGEHOLD MIN MAX RANGEHOLD MIN MAX

^fhMPcKbmp

抵抗の測定

5$1*(+2/' 0,1�0$;

^fhMQcKbmp

静電容量の測定

� B

�

5$1*(+2/' 0,1�0$;

^fhMRcKbmp



基本的な測定を行う方法

T

導通試験

5$1*(+2/' 0,1�0$; 5$1*(+2/' 0,1�0$;

^fhMScKbmp

温度の測定=ENTV=のみF

5$1*(+2/' 0,1�0$;

5$1*(

^fhNMcKbmp

��警告W=電圧の存在する回路に=UM_hN=を接続しないでくださ

い。

ダイオード試験

� B B�

B�B

&$7� �

�

5$1*(+2/' 0,1�0$; 5$1*(+2/' 0,1�0$;

5$1*(+2/' 0,1�0$; 5$1*(+2/' 0,1�0$;

^fhMTcKbmp
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^` または a` 電流の測定

��警告

怪我または本器への損傷を防ぐため、次の事項を厳守してく
ださい。

� アースに対して開放回路電圧が �=NMMM=s あると思われる
場合は、回路内の電流測定を行わないでください。

� 試験の前に本器のヒューズをチェックしてください
E「ヒューズの試験」を参照してくださいF。

� 測定に適した端子、スイッチ位置、レンジを使用してく
ださい。

� テスト･リードが本器の電流端子に接続されているときに
は、回路または部品にテスト･リードを並列に配置しない
ように注意してください。

本器の電源を切り、回路を分断して本器を回路に接続してから電
源をオンにします。

^fhMUcKbmp

真の=ojp=メーターの=^`=ゼロ入力動作について

純粋な正弦波の計測を行う場合にのみ正確な測定を行うことがで

きる平均値を算出するメーターとは異なり、真の= ojp=メーター

は、歪んだ波形を正確に測定します。真の= ojp=値の変換には、

測定を行うためにあるレベル以上の入力電圧が必要となります。

このため、^`=電圧と電流のレンジがレンジの=R=B=～NMM=B=で指

定されています。テスト･リードが開放または短絡している場合に、

真の= ojp=メーターにゼロでない数値が表示されるのは通常の動

作です。これらの数値により、レンジの=R=B=を超える指定=^`=確

度に影響を与えることはありません。

下限のレンジで未指定の入力レベルW

� ^`=電圧W=SMM=ãs=の=R=B未満=または=PM=ãs=^`

� ^`=電流W=SM=ã^=^`=の=R=B未満=または=P=ã^=^`



バー･グラフの使用

V

周波数の測定

��警告

感電を避けるため、[= N= âeò=の周波数のバー・グラフは無
視してください。測定された信号の周波数が=[= N= âeò=であ
る場合は、バー・グラフは特定されません。

本器は、信号の周波数を測定します。トリガー･レベルはすべての
レンジで、^`=M=s、M=^=です。

^fhMVcKbmp


 周波数測定モードを終了するには、黄色のボタンを押すか、
ロータリー･スイッチを回します。


 周波数測定では、バー･グラフは N= âeò までの ^`La`=電圧
または ^`=電流の確度を示します。


 安定した読みが得られない場合は、手動で徐々にロー･レン
ジ側に調整してみてください。

バー･グラフの使用

バー･グラフは、アナログ･メーターにおける針のようなものです。
右側に過負荷表示 E=�F、左側に極性表示 E�F=が示されます。

バー･グラフはデジタル表示よりも NM=倍速い毎秒= QM=回更新され
るため、ピークおよびゼロ補正および急速に変化する入力を監
視する際に便利です。

バー･グラフは、静電容量または温度を測定する時には使用不可に
なります。周波数測定では、バー･グラフの確度は N= âeò までの
電圧または電流を示します。

点灯のセグメント数が測定値を示し、選択されているレンジのフ
ルスケール値に関係します。

例えば E下図参照F、SM=s=レンジでは、スケールの主要部は M、NR、
PM、QR=および SM=s=を示します。�PM=s=の入力は負記号およびス
ケールの中央までのセグメントが点灯します。

^fhNNcKbmp
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クリーニング

ケースは、水で軽く湿らせた布と弱中性洗剤を使用して拭くよう
にします。研磨剤や溶剤は使用しないでください。端子部にゴミ
や水分があると、読みに影響をおよぼすことがあります。

ヒューズの試験

��警告

感電や怪我を避けるために、ヒューズを交換する前には、
テスト･リードを外し、全ての入力信号を取り除きます。

下図に示されているように、ヒューズの試験を行います。

^fhNOcKbmp

電池およびヒューズの交換

��警告

感電、怪我または本器への損傷を防ぐため、次の事項を厳
守してください。

� 指定されたアンペア数、遮断、電圧、および速度定格
を持つヒューズのみを使用してください。

� 電池電圧低下表示= E= ��F=が現れた場合、直ちに電池を
交換してください。

��

^fhNPcKbmp

cN=ヒューズ、QQM=ã^、NMMM=s、速断 cäìâÉ=mk=VQPNON

cO=ヒューズ、NN=^、NMMM=s、速断 cäìâÉ=mk=UMPOVP

_N=電池、V=s=アルカリ電池、
kba^=NSMQ=L=NSMQ^

cäìâÉ=mk=SNQQUT



仕様

NN

仕様

確度は校正後=N=年間、作動温度=NU=ø`～OU=ø`、相対湿度=M=B～VR=B=の環境下での規定です。確度仕様は下記の表式で記述されます。

� E=x=読み取り値の=Bz=H=x=カウント=z=F

任意の端子とアース間の最大電圧:      NMMM=s==a`=または ^`=ojp
サージ保護W fb`=SNMNM=による U=âs=ピーク
��=ã^=入力に対する
ヒューズ保護W

��=^=入力に対するヒューズ保護W

QQM=ã^、NMMM=s=速断型ヒューズ
NN=^、NMMM=s=速断型ヒューズ

表示W デジタルW=SMMM=カウント、更新毎秒=Q 回。バーグラフ:==PP=セグメント、
更新毎秒 QM=回。

周波数:=NMIMMM=カウント
静電容量:=NKMMM=カウント

高度 作動時W=OMMM=ã。保管時W=NOIMMM=ã
温度W 作動時:=�NM=ø`～HRM=ø`

保管時W=�PM=ø`～HSM=ø`
温度係数W MKN=ñ=E規定確度FL=ø`=EYNU=ø`=または=[OU=ø`F
電磁適合性:

Ebk=SNPOSJNWNVVTFW
総確度=Z=指定確度の=P=sLã=oc=フィールドにおいてW=�=R=ø`=EV=ø`F=を除く

相対湿度: 結露なし=EY=M=ø`F
M=B～VR=B=ENM=ø`～PM=ø`F
M=B～TR=B=EPM=ø`～QM=ø`F
M=B～QM=B=EQM=ø`～RM=ø`F

電池の寿命: アルカリ電池W=電池寿命の代表値
約=PMM=時間。

寸法 E高さ ñ 幅 ñ 長さFW QKP=Åã=ñ=V=Åã=ñ=NUKR=Åã
重量W QOM=Ö
安全性適合W ^kpfLfp^=pUOKMOKMN、`p^=`OOKOJNMNMKN、fb`=SNMNM=による NMMM=s=の過電圧カテゴリーⅢ、

SM =s=の過電圧カテゴリーⅣ
認証W `p^、q§s=EbkSNMNMF、ri、�、

�=EkNMNQMF、sab
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確度=œ=E=x=読み取り値の=Bz=H=x=カウント=z=F
機能 レンジ

N

分解能 NTR NTT NTV

^`=電圧 O、P SMMKM=ãs
SKMMM=s
SMKMM=s
SMMKM=s

MKN=ãs
MKMMN=s
MKMN=s
MKN=s

NKM=B=H=P
EQR=eò～RMM=eòF

NKM=B=H=P
EQR=eò～RMM=eòF

NKM=B=H=P
EQR=eò～RMM=eòF

NMMM=s N=s OKM=B=H=P
ERMM=eò～N=âeòF

OKM=B=H=P
ERMM=eò～N=âeòF

OKM=B=H=P
ERMM=eò～N=âeòF

a`=ãs SMMKM=ãs MKN=ãs MKNR=B=H=O MKMV=B=H=O MKMV=B=H=O
SKMMM=s
SMKMM=s
SMMKM=s

MKMMN=s
MKMN=s
MKN=s

MKNR=B=H=O MKMV=B=H=O MKMV=B=H=O
a`=電圧

NMMM=s N=s MKNR=B=H=O MKNR=B=H=O MKNR=B=H=O
導通 SMM=� N=� Y=OR=� でビープ音が鳴り、[=ORM=� でビープ音が=オフ。

ORM=�ë=またはそれ以上の開放や短絡を検出可能。

抵抗 SMMKM=�
SKMMM=â�
SMKMM=â�
SMMKM=â�
SKMMM=j�

RMKMM=j�

MKN=�
MKMMN=â�
MKMN=â�
MKN=â�
MKMMN=j�

MKMN=j�

MKV=B=H=O
MKV=B=H=N
MKV=B=H=N
MKV=B=H=N
MKV=B=H=N
NKR=B=H=P

MKV=B=H=O
MKV=B=H=N
MKV=B=H=N
MKV=B=H=N
MKV=B=H=N
NKR=B=H=P

MKV=B=H=O
MKV=B=H=N
MKV=B=H=N
MKV=B=H=N
MKV=B=H=N
NKR=B=H=P

ダイオード試験 OKQMM=s MKMMN=s N=B=H=O
静電容量 NMMM=åc

NMKMM=�c
NMMKM=�c
VVVV=�c=Q

N=åc
MKMN=�c
MKN=”c
N=”c

NKO=B=H=O
NKO=B=H=O
NKO=B=H=O
NM=B=代表値

NKO=B=H=O
NKO=B=H=O
NKO=B=H=O
NM=B=代表値

NKO=B=H=O
NKO=B=H=O
NKO=B=H=O
NM=B=代表値

^`=電流 R

E真の実効値F

EQR=eò～N=âeòF

SMKMM=ã^
QMM=ã^
SKMMM=^
NMKMM=^

MKMN=ã^
MKN=ã^
MKMMN=^
MKMN=^

NKR=B=H=P NKR=B=H=P NKR=B=H=P

NK すべての=^`=電圧および=^`=電流レンジは、レンジの=R=B=から=NMM=B=で指定されています。
OK RMM=s=までのフル･スケールでは=�=P=のクレスト･ファクター、NMMM=s=でクレスト･ファクターは=�=NKR=まで直線的に減少。
PK 正弦波以外の波形では、P までのクレスト･ファクターで代表値にJE読み取り値の OB=H=フルスケールの=O=BF=を加えてください。
QK NMMM=�c=までの測定でレンジが=VVVV=�c の場合、測定確度はすべてのモデルにおいて=NKO=B=H=O。
RK アンプ入力のバーデン電圧=E代表値FW=QMM=ã^=入力=O=ãsLã^、NM=^=入力=PT=ãsL。



仕様

NP

確度==E=œ=x=読み取り値の=Bz=H=x=カウント=z=F

機能 レンジ
N

分解能 NTR NTT NTV

a`=電流 Q SM=ã^
QMM=ã^
SKMMM=^
NMKMM=^

MKMN=ã^
MKN=ã^
MKMMN=^
MKMN=^

NKM=B=H=P NKM=B=H=P NKM=B=H=P

eò=E^`=または=a` 結合
s=または=^=O、P

入力F
VVKVV=eò
VVVKV=eò
VKVVV=âeò
VVKVV=âeò

MKMN=eò
MKN=eò
MKMMN=âeò
MKMN=âeò

MKN=B=H=N MKN=B=H=N MKN=B=H=N

温度 JQM=�`～HQMM=�`
JQM=�c～HTRO=�c

MKN=�`
MKN=�c 規定なし 規定なし

N=B=H=NMR

N=B=H=NUR

jfk=j^u=^sd a`=機能では、OTR=ãë=よりも長い期間での変更で測定機能の=�=NO=カウントの確度が指定されています。

^`=機能では、NKO=ë=よりも長い期間での変更で測定機能の=�=QM=カウントの確度が指定されています。

NK すべての=^`=電圧および=^`=電流レンジは、レンジの=R=B=から=NMM=B=で指定されています。

OK 周波数は、電圧では=O=eò～VVKVV=âeò、電流では O=eò～PM=âeò に指定されています。

PK O=eò=より低い周波数では、ゼロ=eò=が表示されます。

QK アンプ入力のバーデン電圧=E代表値FW=QMM=ã^=入力=O=ãsLã^、NM=^=入力=PT=ãsL。
RK 熱電対プローブの誤差は含みません。



jçÇÉäë=NTRI=NTT=C=NTV

ユーザーズ･マニュアル

NQ

機能 過負荷保護
N

入力インピーダンス
E公称値F

コモン･モード除去比
EN=â�=非バランスF ノーマル･モード除去比

^`=電圧 NMMM=s=ojp [=NM=j�=Y=NMM=éc a`、RM=eò=または=SM=eò=で=[=SM=Ç_

a`=電圧 NMMM=s=ojp [=NM=j�=YNMM=éc a`、RM=eò=または=SM=eò=で=[NOM=Ç_ RM=eò=または SM=eò=で
[=SM=Ç_

ãsL�� NMMM=s=ojpO [=NM=j�=YNMM=éc a`、RM=eò=または=SM=eò=で=[NOM=Ç_ RM=eò=または SM=eò=で
[=SM=Ç_

開放回路試験電圧
フルスケール電圧W

SMM=â� RM=j� 短絡回路電流

抵抗 NMMM=s=ojpO Y=UKM=s=a` Y=SMM=ãs=a` Y=QKS=s=a` Y=NKN=ã^

導通/
ダイオード試験

NMMM=s=ojpO Y=UKM=s=a` OKQ=s=a` Y=NKN=ã^

NK 最大=NM=T=sJeò。

OK 回路短絡電流=Y=MKP=^=の場合。大エネルギー回路では=SSM=s。

機能 過負荷保護 過負荷

ã^ ヒューズ付き、QQLNMM=^、NMMM=s=速断ヒューズ 過負荷=SMM=ã^=は最高=O=分まで

^ ヒューズ付き、NN=^、NMMM=s=速断ヒューズ 過負荷=OM=^=は=最高=PM=秒まで




