
テクニカル・データ

Fluke-287
真の実効値トレンド･キャプチャー付電子機器用
ロギング･マルチメーター

新機能
・ 5000カウント、1/4 VGA（320
×240）解像度の白色バックライ
ト付ディスプレイ。複数の測定
情報を同時に一度に表示

・ トレンド･キャプチャー付ロギング
機能。現場での無人監視に有用。
PCがなくてもロギングされた測
定値を確認可能
・ Iボタン。測定機能のヘルプ表示
搭載
・ 名前をつけて測定値を保存でき、
現場で測定値を呼び出し可能
・ マルチ言語インターフェイス
・ ダウンロードなしで複数のセッ
ションを記録可能
・ DC基本確度0.025 ％

・ 100 kH ac帯域幅
・ 保存した測定値に自動で時刻を
スタンプする実時間時計
・ 歪んだ信号や複雑な信号も正確
に測定する真の実効値AC電圧
及び電流。100 kHまでのAC帯
域幅
・ 10 Aまでの測定（30秒間以内20 

Aまで測定可）
・100 mF静電容量レンジ
・ 温度測定機能
・ 低抵抗測定や低静電容量測定で
テスト･リードの影響を補正でき
る相対モード
・ 間欠的に生じる問題を250 μsで
記録するピーク値補足
・ プレミアム･テスト･リードとワニ
口クリップ標準装備
・ オプションのFlukeView Forms
で測定値や記録を解析、プロ仕
様の報告書を作成
・ オプションの磁石付ハンガーで
メーターを固定し、両手を自由
に使い作業に専念可
・ 制限付ライフタイム保証
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トレンド・キャプチャー
記録データをグラフィック表示
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プロフェッショナルの必需品トレンド･キャプチャー付
高確度ロギング･マルチメーター
Fluke-287真の実効値トレンド･キャプチャー付電子機器用ロギング･マルチメー
ターは現在の測定状況を図表示し、手早く記録します。この独自のロギング及び
グラフィック機能により、PCにダウンロードしなくてもトレンドを見ることができ
ます。Fluke-287 はこれまでにない高確度で便利なハンドヘルド･マルチメーター
です。
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仕様
機能 レンジ及び分解能 基本確度

DC電圧
AC電圧

50.000 mV,500.00 mV,5.0000 V,50.000 V,
500.00 V,1000.0 V

0.025 %
0.4 %（真の実効値）

DC 電流
AC 電流

500.00 μA,5000.0 μA,50.000 mA,400.00 mA,
5.0000 A,10.000 A

0.15 %
0.7%（真の実効値）

温度
（プローブは含まず）

-200.0 °C ～ 1350.0 °C 1.0 %

抵抗 500.00 Ω,5.0000 kΩ,50.000 kΩ,500.00 kΩ,5.0000 MΩ, 
50.00 MΩ,500.0 MΩ

0.05 %

静電容量 1.000 nF,10.00 nF,100.0 nF,1.000 μF,10.00 μF,
100.0 μF,1000 μF,10.00 mF,100.0 mF

1.0 %

周波数 99.999 Hz,999.99 Hz,9.9999 kHz,99.999 kHz,
999.99 kHz

0.005 %

追加機能/特長 Fluke 287

複数の測定値の表示 ●
真の実効値ac帯域幅 100 kHz

dBV/dBm ●
DCmV分解能 1 μV

メグオーム･レンジ 500 Mまで
コンダクタンス 50.00 nS

導通ビープ音 ●
バッテリー/ヒューズ バッテリー/ヒューズ
経過時間クロック ●
時刻機構 ●
最小/最大/平均値 ●
ピーク 250 μS

デューティー･サイクル 0.01 % ～ 99.99 %

パルス幅 0.025 ms,0.25 ms,2.5 ms,1250.0 ms

ホールド ●
光インターフェイス ●
自動/タッチホールド ●
測定値メモリー ●
PCへの記録 ●
インターバル/イベント･ロギング ●
ロギング･メモリー 10,000読み値まで

入力端子と大地間の最大電圧：1000 V
バッテリー･タイプ：単三アルカリ電池
バッテリー寿命： 100時間 

200時間（ロギングモード）
温度： 作動温度：-20 °C ～ 55 °C 

保管時温度：-40 °C ～ 60 °C
相対湿度： 0 ～ 90 % (0 ～ 37 °C) 

0 ～ 65 % (37 °C ～ 45 °C) 
0 ～ 45 % (45 °C ～ 55 °C)

電磁気適合性：EMC EN61326-1
振動：MIL-PRF-28800F Class 2
衝撃：IEC/EN 61010-1 2nd Edition
寸法：22.2 cm x 10.2 cm x 6 cm
重量：870.9 g

一般仕様

ご注文情報
287 真の実効値
 トレンド･キャプチャー付
 電子機器用
 ロギング･マルチメーター
Optional accessories
FVF-SC2 FlukeView® Forms
 ソフトウェア（ケーブル付）
80BK 温度プローブ
TLK287 テスト･ソード･セット
TPAK マグネット付ハンガー
C280 ソフト･ケース
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