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はじめに 
XW警告 

本器を使用する前に 「安全に関する情報」 をお
読みください。 

明記されている場合を除き、本マニュアルに記載されて

いる説明と指示は、モデル 27 および 28 シリーズⅡマル

チメーターの両方に関するものです (以下、「本器」 と
呼びます)。すべての図は、28Ⅱ を使用しています。 

モデル 27 II は平均値応答のデジタル・マルチメータで、 
28 II は 真の実効値デジタル・マルチメータです。 28 Ⅱ
は K 型熱電対を用いて温度を測定できます。 

フルークへの連絡先 
フルークにご連絡いただく場合は、次の電話番号をご利

用ください。 

テクニカルサポート 米国: 1-800-44-FLUKE (1-800-
443-5853) 

校正/修理 米国: 1-888-99-FLUKE (1-888-993-5853) 

カナダ:1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853) 

ヨーロッパ: +31 402-675-200 

日本: 03-3434-0181 

シンガポール: +65-738-5655 

その他の国: +1-425-446-5500 
または Fluke の Web サイト www.fluke.com (英語) をご

覧ください。日本語のサイトは、www.fluke.com/jp で 
す。 
製品の登録には、http://register.fluke.com  をご利用くだ

さい。 
新のマニュアルの補足を表示、印刷、あるいはダウン

ロードするには、 
http://us.fluke.com/usen/support/manuals をご利用くださ

い。 
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安全に関する情報 
本器は、次の規格に準拠しています。 

• ISA-82.02.01 
• CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04 
• IEC Standard No. 61010-1:2001 
• 測定カテゴリー III、1000V、汚染度 2 
• 測定カテゴリー IV、600 V、汚染度 2 

本書では、「警告」は使用者に危険を及ぼすような条件

や行為であることを示します。「注意」は本器または被

試験装置に損傷を与える可能性のある条件や行為である

ことを示します。  

本器および本書で使用されている記号を表 1 に示しま 
す。 

XW警告 
感電や人身事故を避けるため、次のガイドライ
ンを厳守して下さい。 
• 本器は本マニュアルの指示に従ってご利用

下さい。これを怠ると本器に装備された保
護機能が低下する場合があります。 

• 本器が破損している場合は絶対に使用しな
いで下さい。使用前にケースを調べ、ひび
割れやプラスチックの欠損がないことを確
認します。コネクター周辺の絶縁には特に
注意を払って下さい。 

• 本器を使う前に、電池収納部の蓋が閉まっ
て安全であること確認して下さい。 

• 電池低下表示 （b）が現れた場合、直ち
に電池を交換してください。 

• 本器の電池収納部の蓋を開ける前に、本器
からテスト･リードを取り外して下さい。 
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• テスト･リードに損傷がないか、金属部が露
出していないか点検して下さい。テスト･リ
ードの導通があることを確認して下さい。
テスト･リードが損傷している場合は本器を
使用する前に交換して下さい。 

• 本器に記載されている定格を超える電圧を
端子間に印加しないで下さい。又、いずれ
の端子も各端子と大地間に定格を超える電
圧を印加しないで下さい。 

• 本器のカバーを取り外した状態、または開
けた状態で使用しないで下さい。  

• 30 V AC RMS、42 V AC ピーク、または 
60 V DC を超える電圧を扱う時には、細心
の注意を払うようにして下さい。このよう
な高電圧は、感電する危険性があります。 

• ヒューズは本マニュアルで指定しているも
の以外は使わないで下さい。 

• 適切な端子、機能、測定レンジを使用して
下さい。 

• 1 人で作業することは避けて下さい。 
• 電流を測定するには、回路に本器を接続す

る前にその回路の電源を切って下さい。回
路に直列に接続して下さい。 

• テスト･リードは、低電位側コモン･テスト･
リード(黒)を接続してから高電位側リード(
赤)を接続して下さい。テスト･リードの接
続を取り外すときは、 初に高電位側リー
ド(赤)から取り外して下さい。 

• 作動具合に異常が見られる場合は絶対に使
用しないで下さい。保護機能が低下してい
る可能性があります。作動が疑わしい場合
は、本器の修理を依頼して下さい。 

• 爆発性のガス、蒸気の周り、または湿気の
多い湿った環境では本器を使用しないでく
ださい。  

• 本器の電源には、3 個の 1.5 V の単三電池
のみを使用し、本器内に正しくセットして
下さい。 
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• 本器を修理する場合は、必ず指定の交換部
品をご使用下さい。 

• プローブ使用時には、保護用ガードより先

端には指を出さないで下さい。 
• 危険な電圧の存在を確認するために、ロー･

パス･フィルターを使用しないで下さい。電
圧は表示されている読み値より大きい場合
があります。まずフィルターなしで電圧を
測定し、危険な電圧が存在するかどうかを
確認して下さい。その後でフィルタを追加
します。 

W注意 
本器またはテストしている機器への損傷を避け
るため、以下の事を守って下さい。 
• 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。 

• どの測定を行うにも適切な入力、機能、測
定レンジを使用して下さい。 

• 電流の測定前に本器のヒューズをテストし
て下さい。（「ヒューズのテスト」を参 
照）。 
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表 1. 記号 

B AC (交流) J アース 

F DC (直流) I ヒューズ 

X 危険な電圧 P 欧州共同体規格準拠 

W 危険性があります。重要な情報。マニュ

アルを参照。 ) Canadian Standards Association 関連規格準拠 

b 
電池。電池 この記号が表示された場合

は、バッテリー残量が低下していること

を意味します。 
T 二重絶縁 

R 導通テストまたは導通のビープ音。 E キャパシタンス 

CAT III 

IEC 過電圧カテゴリー III 
CAT IIIの機器は、配電パネル、電気供給

施設、分岐線、大規模なビルでの照明シ

ステムなどの固定設置された機器で、過

渡電圧に対する保護とるように設計され

ています。 

CAT IV

IEC 過電圧カテゴリー IV 
CAT IV のメーターは引込線 (架空部や地中部) に生じ

たトランジェントから保護されています。 

~ 
この製品は、産業廃棄物対象です。地域

のごみとして廃棄しないで下さい。リサ

イクルの情報については、Fluke の Web 
サイトをご覧ください。 

O ダイオード 

® TÜV Product Services による検査および

認可済み。 ; 関連するオーストラリアの規格に準拠。 
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機能 
表2-5は本器の特長を簡単に説明しています。 

表 2. 入力 

 
gaq112.eps

端子 説明 

A 0 A ～ 10 A の電流 （ 長 30 秒までは、20 A までの電流可）、電流の周波数、デューティー･サイ
クル測定入力。 

k 0 μA ～ 400 mA の 電流測定 ( 長 18 時間までは 600 ｍA までの電流可)、電流周波数、デューティ
ー・サイクルを入力。 

COM すべての測定に共通なコモン(戻り)端子。 

I 電圧、導通、抵抗、ダイオード、静電容量、周波数、温度 (28Ⅱのみ)、デューティー･サイクル測定
入力。 
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表 3. ロータリー･スイッチ 

スイッチ位置 機能 

OFF 以外 本器の電源が入ります。その際、本器のモデル番号がディスプレイに短時間表示されます。 

KK AC 電圧測定 

A (黄色) を押すと、ローパス・フィルタ (K) が選択されます (28 II のみ) 

L DC 電圧測定 

600 mV DC 電圧レンジ M 
A (黄色)を押すと温度 (d) が選択されます (28 II のみ) 

N 導通テストには、E を押します 

 e 抵抗測定  

 静電容量測定は A (黄色)を押します。 

O ダイオード試験 

P  0 mA ～ 10.00 A の AC 電流測定。 
0 mA ～ 10.00 A の DC 電流測定には、A (黄色)を押します。  

Q 0 μA ～ 6000 μA の AC 電流測定。 
0 μA ～ 6000 μA の DC 電流測定には、A (黄色)を押します。  
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表 4. 押しボタン 

ボタン スイッチ位

置 機能 

N 静電容量を選択します。 

M 温度を選択します (28 Ⅱのみ) 

J ＡＣ ロ ーパス・フィルタ機能を選択します (28 Ⅱのみ) 

P DC 電流と AC 電流を切り替えます。 

A 
(黄色)  

Q DC 電流と AC 電流を切り替えます。 

C 任意のスイ
ッチ位置 

選択されている機能で使用できるレンジを切り替えます。自動レンジ･モードに戻るには、ボタ
ンを 1 秒間長押ししてください。 

D 任意のスイ
ッチ位置 
MIN MAX 
記録 
周波数カウ
ンター 

自動ホールド(AutoHOLD) （旧称 TouchHold）機能が画面上の現在の読みを捕捉します。新た
に安定した読みが検出されると、本器はビープ音を発し、新規の読みを表示します。  
すでに記録されている値を消去することなく、記録を停止または再開します。 

周波数カウンターを停止または再開します。 
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表 4. 押しボタン 

ボタン スイッチ位

置 機能 

E 導通 
N 
MIN MAX 
記録 
Hz、デュ
ーティー･
サイクル 

導通ビープ音のオンとオフを切り替えます。 

ピーク (250 μs)、通常 (100 ms) の各応答時間を切り替えます。(28 Ⅱのみ) 

正または負のスロープでトリガーを切り替えます。 

H 任意のスイ

ッチ位置 
ボタンのバックライトとディスプレイのバックライトをオンにし、明るくして、オフにします。

モデル 28 の場合、H を 1 秒間押したままにすると、ＨｉＲｅｓ モードになります。ディスプ

レイに「HiRes」アイコンが表示されます。3-1/2 桁モードに戻るには、H を 1 秒間押し続けま

す。 

HiRes=19,999 カウント・モード 

B 任意のス
イッチ位
置 

小値と 大値の記録を開始します。MAX、MIN、AVG（平均） および現在の読み取り値を順
に切り替えます。MIN MAX をキャンセルするには、1 秒間押し続けます。 
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表 4. 押しボタン 

ボタン スイッチ位置 機能 

F 
（相対モ
ード） 

任意のスイッチ
位置 

現在の読み値を、その後の読み取りの基準として保存します。表示はゼロになり、保存
値がその後に続く全ての読み値から差引かれます。 

G ダイオード･テス
ト以外の任意の
スイッチ位置 

周波数測定には、G を押します。 

周波数カウンターを開始します。 
再度押すと、デューティー･サイクル･モードに入ります。 
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図 1. ディスプレイの内容 

表 5. ディスプレイの内容 

番号 表示 説明 

Y アナログ・バーグラフの極性表示 

A 
Trig± 

正または負のスロープは、Hz/デュー

ティー・サイクル・トリガーのイン

ジケーターです。 

B X 導通ビープ音機能が稼働中です。 

C W 相対 (REL) モードが稼動中です。 

D a スムージングが稼動中です。 

 

番号 表示 説明 

E - 負の読取り値、相対モードでは、現

在の入力が、保存されている基準値

より低いことを示します。 

F Z 

高電圧が入力に存在。入力電圧が 30 
V 以上 (ACまたはDC) あります。

またローパス・フィルタモードでも

表示されます。また、校正、Hz、デ

ューティー･サイクル･モードでも表

示されます。 

G RS AutoHOLD がオンになっています。 

H S ディスプレイ値がホールドされてい

ます。 

I p 
ピークの ＭＩＮ ＭＡＸ モードで、

応答時間は 250 μs です (28 IIのみ)。
. 

J 
€ 

MAX MIN 
AVG 

小‐ 大記録モード 

K K 
ローパス・フィルタ・モード (28 Ⅱ
のみ)。 ｢ローパス・フィルタ (28 Ⅱ)
｣ を参照。 
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表 5.ディスプレイの内容 (続き) 

番号 表示 説明 

L b 

電池電圧が低下しています。XW
警告: この表示が現れた場合、
感電や怪我につながる可能性の
ある誤った読みを避けるために
、直ちに電池を交換してくださ
い。 

M A, μA, mA アンペア、マイクロアンペア、ミリ

アンペア 
 V、mV ボルト、ミリボルト 

 μF, nF マイクロファラッド、ナノファラッ

ド 
 nS ナノジーメンス 

 % パーセント:デューティー･サイクル

の測定に使用。 
 Ω, MΩ, kΩ オーム、メグオーム、キロオーム 

 Hz、kHz ヘルツ、キロヘルツ 

O ダイオード試験モード 
 

AC DC 交流、直流 

 

 
番号 表示 説明 

N °C 摂氏、華氏 

O 610000 mV 選択したレンジ 

P HiRes 高分解能 (Hi Res) モード

HiRes=19,999 (28 II のみ) 

Auto オートレンジ・モード。 良の分解

能にレンジを自動的に選択します Q 
Manual  手動レンジ・モード 

R 

点灯のセグメント数は、選択されて

いるレンジのフルスケール値に関係

します。通常の操作では、0 （ゼロ

） が左になります。グラフの左側の

極性インジケーターが、入力の極性

を示します。グラフは静電容量、ま

たは周波数カウンタ機能では動作し

ません。詳しくは、｢バーグラフ」 
を参照してください。バーグラフに

は、また、「ズーム･モード」の項

で説明されているズーム機能もあり

ます。 
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表 5.ディスプレイの内容 (続き) 

番号 表示 説明 

-- 0L 過負荷状態が検出されました。 

エラー･メッセージ 

bAtt 電池を直ちに交換して下さい。 

di'c 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。 

CAL 
Err 校正データ無効。本器を校正してください。 

EEPr 
Err 

無効な EEPROM データ。本器の保守を依頼してく

ださい。 

0PEn 熱電対の断線が検出されました。 

F2_ 無効なモデルです。本器の保守を依頼してくださ 
い。 

LEAd 
W テスト･リード警告。テスト・リードが A または 
mA/μA 端子にあり、選択しているロータリー･スイ

ッチが使用する端子と合っていない位置にある場合

に表示されます。 

 

自動電源オフ 
本器は 30分間ロータリー･スイッチまたはボタンが操作
されない状態が続くと、自動的に電源がオフになります
。MIN MAX 記録が有効である場合は、自動電源オフは動
作しません。自動電源オフを無効にするには表6を参照し
てください。  

Input Alert™ 機能 
テストリードが mA/μＡ またはＡ端子にプラグインされ
ているが、ロータリ・スイッチが正しい電流位置に設定
されていないと、ビーパーが大きな音を発して警告し、
表示が点滅します｢LEAd｣、この警告はリードが電流端子
にプラグインされている時に、電圧、導通、抵抗、静電
容量、またはダイオードの測定をしないようにするため
です。 

W 注意 
リードを電流端子に差し込んでいる時に、通電
している回路にプローブを接触してしまった場
合、試験している回路に損傷を与え本器のヒュ
ーズが切断されることがあります。これは本器
の電流入力端子間の抵抗が非常に低いため、本
器が短絡回路のように作動することが原因で 
す。 

パワーアップ･オプション 
本器のロータリー･スイッチを回して電源をオンにする時
に、ボタンを押さえ続けると、パワーアップ･オプション
が有効になります。表 6 はパワーアップ・オプションを
説明しています。 
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表 6. パワーアップ・オプション 

ボタン パワーアップ・オプション 

A 
(黄色)  

自動電源オフ機能を無効にします （通常、本器は、30 分で電源がオフになります）。  
C を離すまで、PoFFが表示されます。  

B 
本器の校正モードを有効にし、パスワードを入力するように要求します。  
本器に「CAL” 」と表示され、校正モードになります。27 II/28 II 校正情報を参照。 

C 本器のスムーズ機能を有効にします。C を離すまで、'---Cが表示されます。  

D すべての LCD セグメントが点灯します。 

E すべての機能でビープ音が鳴らないようにします。を離すまで、bEEPEが表示されます。 

H 自動バックライトオフを無効にします (通常、バックライトは 2 分後にオフになります)。C を離すま 
で、LoFFHが表示されます。  

F 
（相対モード） 

バーグラフのズーム・モードを有効にします。C を離すまで、2rELFが表示されます。  

G DC mV機能を使用している場合は、本器の高インピーダンス･モードを有効にします。  
G を離すまで、Hi2Gが表示されます。(28 II のみ) 
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測定方法 
次に、本器を使用した測定方法について説明します。 

AC および DC 電圧の測定 
モデル 28Ⅱ では、真の 実効値の読み取りを使用し、こ

れは歪んだ正弦波、および方形波や三角波、階段波など

の他の波形 （DC オフセットなし） に対しては正確で 
す。 

本器の電圧レンジには、600.0 mV、6.000 V、60.00 V、
600.0 V、1000 V があります。DC 600.0 mV レンジを選

択するには、ロータリー･スイッチを mV の位置に回しま

す。 

ＡＣ または ＤＣ 電圧を測定するには図 2  を参照してく

ださい。 

 

+

V

V

mV

 
gbb102.eps 

図 2. ＡＣ および ＤＣ 電圧測定 
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電圧を測定する際には、本器は回路に並列のおよそ 10 
MΩ (10,000,000 Ω) インピーダンスのように機能しま 
す。この負荷作用により、高インピーダンス回路では、

計測誤差が生じることがあります。多くの場合、回路の

インピーダンスが 10 kΩ (10,000 Ω) 以下であれば、誤差

は無視できる（0.1 % 以下） 程度となります。 

AC 電圧中の DCオフセットを測定する際は、より高い確

度の測定をするためにまず AC 電圧を測定します。AC 電
圧レンジが何であるか覚えておき、次にその AC レンジ

に等しいかそれ以上の DC電圧レンジを手動で選択しま

す。この手順により、入力保護回路を作動させることな

く安全に、DC電圧測定の確度を上げることができます。 

真の実効値測定のゼロ入力時の動作 (28 Ⅱ) 
真の実効値 (RMS) 測定は、歪んだ波形を正確に測定でき

ますが、入力リードが AC 機能でお互いに短絡していて

も、1 ～ 30 カウントの残余読み取りが表示されます。テ

スト・リードが開放されている場合は、表示される読み

取り値は、干渉のために一定にならない可能性がありま

す。これらのオフセット読み値は、異常ではなく、指定

されている測定レンジ内での AC 測定確度に影響しませ

ん。 

確度仕様のない入力レベルは、次の通りです。 

• AC 電圧 ： AC 600 mV の 3 % 未満または AC 18 
mV未満 

• AC 電流 ： AC 60 mA の 3 % 未満または AC 1.8 mA 

• AC 電流 ： AC 600 μA の 3 % 未満、または AC 18
μA未満 

ローパス・フィルタ (28 II) 
28 Ⅱには AC ローパス・フィルタがあります。AC 電圧

または AC 周波数を測定する場合は、A を押してロ

ー･パス･フィルター･モード （K） を有効にします。選

択したモードで測定が続行されますが、1 kHz を超える

不要な電圧をブロックするフィルターを通して信号が除

去されます。図3 を参照してください。このとき、1ｋHz 
未満の周波数のみが通過し、確度は低下します。ロー･パ

ス･フィルターは、通常、インバーターや多様な周波数モ

ーター･ドライブによって生成される合成正弦波で測定性

能を向上させることができます。 
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XW警告 
感電や怪我を避けるため、危険電圧の存在を確
認する時には、ロー･パス･フィルターを使用し
ないで下さい。電圧は表示されている読み値よ
り大きい場合があります。まずフィルターなし
で電圧を測定し、危険な電圧が存在するかどう
かを確認して下さい。確認後にフィルターを選
択してください。 

注記 
ローパス・フィルタが選択されると、本器はマ
ニュアル・レンジ・モードになります。C 
を押して、レンジを選択してください。オート
レンジはローパス・フィルタで使用できませ 
ん。 

1 kHz

100 Hz

 
aom11f.eps 

図 3. ローパス・フィルタ 

温度測定 (28 Ⅱ) 
本器は、付属の K 型熱電対の温度を測定します。 

W注意 
本器やその他の機器に対する損傷を避けるた 
め、本器の定格は -200.0 °C ～ +1090.0 °Cです
が、付属の K 型熱電対の定格は 260 °Cまでで
す。このレンジ以外の温度では、より高い温度
定格の熱電対を使用してください。 

表示レンジは、-200.0 °C ～ +1090 °C です。このレンジ
外の読み取り値では、ディスプレイに「0L」と表示され
ます。熱電対を接続していない場合にも、読み取り値が 
0PEn になります。 

温度を測定するには、次の手順に従います。 

1. K 型熱電対を本器の COM および I 端子に接

続します。 

2. ロータリー・スイッチを M に合わせます。 

3. Aを押して、温度モードに移行します。 

4. Cを押して、摂氏または華氏を選択します。 
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導通テスト 

W注意 
本器または被試験装置を誤って損傷しないよ 
う、導通試験の前に、回路の電源を切り離し、
すべての高電圧コンデンサーを放電させてくだ
さい。 

導通試験にはビープ音機能が付いており、導通が正常で

ある場合、ビープ音が鳴ります。この機能により、表示

部を見なくてもすむため、導通試験を迅速に実行できま

す。 

導通を試験するには、本器を図 4に示すようにセットし

ます。 

導通ビープ音は、Eを押してオンとオフを切り替え

ます。 

導通試験機能は、 短 1 msまでの間欠的な開放や短絡も

検出します。瞬時の短絡に対しては、短いビープ音が鳴

ります。  
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gbb103.eps 

図 4. 導通テスト 
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抵抗測定 

W注意 
本器またはテストしている機器への損傷を避け
るため、抵抗を測定する前に、回路の電源を切
り、高電圧コンデンサーをすべて放電させて下
さい。 

本器は少量の電流を回路に流すことによって、抵抗を測

定します。この電流は、2本のプローブ間に存在するすべ

ての経路を流れるので、抵抗の読みは、プローブ間の全

経路にある抵抗の合計を表わすことになります。  

本器の抵抗レンジには、600.0 Ω、6.000 kΩ、60.00 kΩ、

600.0kΩ、6.000 MΩ、50.00 MΩ があります。 

抵抗測定は図 5 に示すように本器を設定します。 

以下は抵抗測定の際に役立つヒントです。 

• 回路内にある抵抗の測定値は、その抵抗の規定値と
は異なることがよくあります。 

• お使いになるテスト･リードにより、抵抗測定値に 
0.1 Ω～0.2 Ω の誤差が加わることがあります。テス
トリードを試験するには、プローブのチップを互い
に接触させ、テストリードの抵抗値を読み取りま 
す。必要に応じて、相対 (REL) モードを利用して、
この値を自動的に差引くことができます。 

• 抵抗測定機能では、順方向バイアス･シリコン･ダイ
オードまたはトランジスター接合部を導通させるほ
ど十分な電圧が発生することがあります。この疑い
がある場合は、Cを押して、次に高い測定レンジ
でより低い電流を適用します。値がより高い場合 
は、高い値を使用します。標準的な短絡電流は ｢仕様
｣ の項の入力特性を参照してください。 
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図 5. 抵抗測定  
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高抵抗または漏れ試験でのコンダクタンスの使用
法 
コンダクタンス (抵抗の逆数)は、回路を流れる電流の流

れやすさを示します。高いコンダクタンス値は、低い抵

抗値に相当します。 

本器の 60 nSレンジでは、コンダクタンスをナノジーメ

ンス（1 nS = 0.000000001 ジーメンス）単位で測定しま

す。このような小さいコンダクタンスは、極めて高い抵

抗値に対応するため、nS レンジでは構成部品の抵抗を、

100,000 MΩ (1/1 nS = 1,000 MΩ) まで判定できます。 

コンダクタンスを測定するには、本器を 「抵抗測定」 （
図 5） で示すようにセットします。それから nS インジ

ケーターが画面に現われるまで、C を押してくださ

い。 

以下はコンダクタンス測定の際に役立つヒントです。 

• 高抵抗の読みは、電気ノイズの影響を受けやすくな
ります。ノイズの多い読みをスムーズにするには、
MIN MAX 記録モードに入り、それから平均値 
(AVG) 読みを選びます。 

• 通常テスト･リードが開放になっている状態では、
残留コンダクタンスの読み値が表示されます。正確
な読みを確保するためには、相対 (REL) モードを使
用して残留値を差引いてください。 
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静電容量測定 

W注意 
本器またはテストしている機器への損傷を避け
るため、静電容量をテストする前に回路の電源
を切り高電圧コンデンサーをすべて放電させて
下さい。コンデンサーが放電されていることを
確認するには、DC 電圧機能を使用します。 

本器の静電容量レンジは、10.00 nF、100.0 nF、1.000 
μF、10.00 μF、100.0 μF、9999 μF です。 

静電容量を測定するには、本器を図 6 に示すようにセッ

トします。  

1000 nF に満たないような測定値の確度を向上させるに

は、相対 (REL) モードを利用して、本器およびテスト･

リードの残留静電容量を差引くようにします。 

注記 
テストするコンデンサーに電気量が多く存在す
ると、"diSC” が表示されます。 

+

+
+
+
+
+
+
+
+

 
gbb104.eps 

図 6. 静電容量測定  
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ダイオード  試験 
W注意 

本器または被試験装置を誤って損傷させないよ
う、ダイオード･テストを行なう前に、回路の電
源を切り離し、すべての高電圧コンデンサーを
放電させてください。 

ダイオード試験を使用して、ダイオード、トランジスタ

ー、シリコン制御の整流器 (SCR)、その他の半導体部品

をテストします。この機能では、電流を半導体の接合部

を通して流し、接合部の電圧降下を測定することによ 
り、半導体接合をテストします。良品のシリコン接合で

の電圧降下は、0.5 V から 0.8 V の間となります。 

ダイオード単体をテストするには、本器を図 7. に示すよ

うにセットします。に示すようにセットします。どのよ

うな半導体部品でも、順方向バイアス読み取りには、赤

のテスト･リードを部品の + 端子に黒のテスト･リードを

部品の - 端子にあてます。 

良品のダイオードは、回路内であっても、0.5 V ～ 0.8 V 
の順方向バイアスの読みを常に示すはずですが、逆方向

バイアス値は、2 本のテスト･リード間に存在する他の経

路の抵抗によって、変動することがあります。 

ダイオードが良好な場合 (< 0.85 V) は、短いビープ音が

鳴ります。読み取り値が ≤ 0.100 V である場合は、連続

したビープ音がなります。これは短絡を示します。ダイ

オードがオープンの場合、「OL」が表示されます。
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++
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図 7. ダイオード試験  
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AC または DC 電流測定 

XW警告 
感電や怪我を避けるため、アースに対する開路
電位が 1000 V を超えるような回路での電流測
定は、決して行わないようにしてください。そ
のような測定でヒューズが切断された場合、本
器を損傷したり、傷害を被ることがあります。 

W注意 
メーターまたは被試験装置の損傷を防ぐには: 
• 電流を測定する前に、本器のヒューズをチ

ェックしてください （「ヒューズのテスト
」を参照）。  

• どの測定を行うにも適切な入力、機能、測
定レンジを使用して下さい。  

• テスト･リードが電流端子に接続されている
際には、プローブで回路や部品をショート
してしまわないよう十分注意して下さい。 

電流を測定するには、試験する回路を切断して、本器を

回路に対して直列に入れる必要があります。 

本器の電流レンジは 600.0 μA、6000 μA、60.00 mA、
400.0 mA、6.000 A、10.00 Aです。  

電流を測定するには、図 8 を参考にして、以下の手順で

行います。 

1. 回路への電源を切ります。すべての高電圧コンデン
サーを放電させます。 

2. COM 端子に黒いリードを挿入します。0 mA から 
400 mA 間の電流では、赤のテスト･リードを 
mA/μA 端子に接続します。400 mA を超える電流で
は、赤のテスト･リードを A 端子に接続します。 

注記 
本器の 400 mA ヒューズの切断を避けるため、
mA/μA 端子は、電流が 連続で 400 mA 未満で
あるか、または 18 時間未満で 600 mA 以下で
あることが確かな場合にのみ使用するようにし
てください。 
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図 8. 電流測定  
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3. A 端子を使用する場合は、ロータリー･スイッチを  
mA/A にセットし ます。mA/μA 端子を使用する場合
は、6000 μA (6 mA) を下回る電流ではロータリー･
スイッチをQ  に、また、6000 μA を超える電流
では e にそれぞれセットします。 

4. DC 電流を測定するには、A を押します。 

5. テストする回路の経路を切断します。切断部の負極
側に黒のテスト･リードを、切断部の正極側に赤のテ
スト･リードをあてます。リードを逆にすると負の読
み値が表示されますが、本器に損傷を与えることは
ありません。 

6. 回路の電源を入れて、表示を読み取ります。画面の
右側に表示される単位 (μA、mA、A) によく注意し
てください。 

7. 回路の電源を切り、すべての高電圧コンデンサーを
放電させます。本器を回路から外し、回路を通常の
状態に戻します。 

以下は電流測定の際に役立つヒントです。 

• 電流の読みが 0 で、本器は正しくセットされている
場合には、「ヒューズのテスト」の項に説明のある
ように、本器のヒューズをテストしてください。 

• メーター自体で電圧降下が僅かに発生するため、被
テスト回路の作動に影響を与えることがあります。
入力特性表の仕様に記載されている数値を用いて、
このバードン電圧を計算することができます。 
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周波数測定 
本器は、1 秒ごとに信号がしきい値レベルを越える回数

を数えることにより、電圧または電流信号の周波数を測

定します。  

本器の電圧と電流機能の様々なレンジにおける、周波数

測定でのトリガー･レベルと適用対象を表 7 に示します。 

周波数を測定するには、本器を信号源に接続して、

G を押します。E を押すと、画面の左側の記号

が示すようにトリガー・スロープが ＋ と － で切り替わ

ります (｢デューティー・サイクルの下の図  9 を参照)。 
D を押すと、カウンターが停止または再開します。 

本器は、199.99 Hz、1999.9 Hz、19.999 kHz、199.99 
kHz、および 200 kHz を超える 5 つの周波数レンジのひ

とつに 自動設定されます。10 Hz より低い周波数では、

画面は、入力の周波数で更新されます。0.5 Hz 未満で 
は、ディスプレイ表示が不安定になる場合があります。

以下は周波数測定の際に役立つヒントです。 

• 読み値が 0 Hz になる、または安定しない場合は、入
力信号がトリガー･レベル未満またはトリガー･レベ
ルが十分なレベルでない可能性があります。通常、
このような問題は、低めのレンジを選択して、本器
の感度を上げることで修正できます。同様に DC 電
圧測定 L機能でも、レンジが低いほどトリガー･レベ
ルが低くなります。 

読み値が予想値の数倍になるような場合は、入力信号が

歪んでいる可能性があります。これは歪みにより周波数

カウンターが複数回トリガーされることが原因です。高

い電圧レンジを選択して、本器の感度を下げると、この

問題を解決できる場合があります。また、DCのレンジを

選択して、トリガー･レベルを引き上げることもできま 
す。一般に表示される も低い周波数が正しい値です。 
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表 7. 周波数測定の機能およびトリガー･レベル 

機能 レンジ 近似トリガー･

レベル 一般的適応 

K 6 V、60 V、
600 V、1000 V 

±スケールの± 5 
% 

大半の信号  

K 600 mV ±30 mV 高周波 5 V ロジック信号（L 機能の DC 結合は、高周波のロジック信号を弱め

トリガー作用を妨げるのに十分すぎる程その振幅を減少させます）。 

mL 600 mV 40 mV この表の後に続く測定のヒントの項を参照してください。 

L 6 V  1.7 V 5 V ロジック信号 (TTL)  

L 60 V 4 V 自動車用スイッチング信号 

L 600 V 40 V この表の後に続く測定のヒントの項を参照してください。 

L 1000 V 100 V  

R e E G これらの機能に対しては、周波数カウンターの特性は利用できないか、規定されていません。 

\  すべてのレン

ジ 
±スケールの ± 
5 % 

AC 電流信号 

μAF 600 μA, 6000 μA 30 μA , 300 μA この表の後に続く測定のヒントの項を参照してください。 

^ 60 mA、400 
mA 

3.0 mA、30 mA  

AF 6 A, 10 A 0.30 A、3.0 A  
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デューティー・サイクル測定 
デューティー・サイクル （またはデューティー・ファク

ター） とは、信号が 1 サイクルの間にトリガー･レベル

以上あるいは以下にある時間の比率です（図 9）。デュ

ーティー・サイクル･モードは、ロジック信号およびスイ

ッチング信号のオンまたはオフの時間測定用に 適で 
す。電子燃料注入システムやスイッチング電源システム

は、幅が変化するパルスにより制御されており、これを

確認するのにデューティー･サイクルを測定します。 

デューティー･サイクルを測定するには、周波数を測定す

るように本器をセットしてから、再度 Hz を押します。

周波数機能の場合と同様に、E を押すことで本器の

カウンターのスロープを変更できます。 

5 V ロジック信号には DC 6 V レンジを使用し、自動車用

の 12 V 開閉信号には DC 60 V レンジを使用します。正

弦波には、多重トリガーを引き起こさないような も低

いレンジを使用します（通常、歪みのない信号であれ 
ば、選択された電圧レンジの 大 10 倍の振幅まで利用

可能です）。 

デューティー･サイクルの読みが安定しない場合は、MIN 
MAX を押して、それから AVG （平均） 表示に移動して

ください。

 

100%
 

gbb3f.eps 

図 9. デューティー･サイクル測定 
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パルス幅の計算方法 
周期波形 （等時間間隔でパターンを繰り返す波形） で 
は、以下の手順にしたがって、信号が高または低にある

時間を測定できます。 

1. 信号の周波数を測定します。 

2. 再度Gを押して信号のデューティー･サイクルを

測定します。Eを押して、信号の正のパルスか

負のパルス （図  参照） の測定を選択します。 

3. 次の数式を用いてパルス幅を求めます。 

パルス幅 = 
% デューティー･サ

イクル÷100 
（秒単位）  周波数 

バーグラフ   
アナログ･バーグラフは、アナログ･メーターの針のよう

に作動します。ただし、オーバーシュートはありませ 
ん。バーグラフは毎秒 40 回更新されます。バー･グラフ

はデジタル表示に比べ 10 倍速く応答するので、ピーク

およびゼロ調整を行ったり、急速に変化する入力を観察

する場合に便利です。バーグラフは、静電容量、周波数

カウンター機能、温度、ピークMINMAXモードでは表示

されません。 

点灯するセグメントの数は、測定された値を示し、選択

したレンジのフルスケール値に比例しています。  

例えば、60 V のレンジでは、スケールの主要な分割単位

は、0、15、30、45、60 V となります。-30 V の入力で

は、負の記号とセグメントがスケールの中央に表示され

ます。 

バーグラフには、また、「ズーム･モード」の項で説明さ

れているズーム機能もあります。 
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ズーム･モード （パワー･アップ･オプションのみ） 
Rel ズーム・バーグラフを使用するには： 

1. 本器の電源を入れる際 F  を押します。ディス
プレイに “2rE と表示されます。L”. 

2. Fをもう一度押して、相対モードを選択しま 
す。 

3. すると、バーグラフの中心はゼロをを表し、バーグ
ラフの感度は 10 倍に増加します。格納されたリフ
ァレンスよりも負に測定された値はセグメントをセ
ンターよりも左に表示され、正の値はセンタの右に
表示されます。 

ズーム･モードの使用  
相対モードに、バーグラフの感度が強化されているズー

ム･モードを組み合わせると、素早く正確なゼロおよびピ

ーク調整が可能です。  

ゼロ調整では、本器を目的とする機能にセットし、2 本
のテスト･リードを短絡させて F を押し、それから

テスト･リードを被試験回路にあてます。回路に可変部品

（ボリューム抵抗など）がある場合には、それを調整し

て、画面がゼロを示すようにします。正確にゼロ点に調

整できたときは、ズームバーグラフの中心のセグメント

のみが点灯します。  

ピーク調整では、本器を目的とする機能にセットし、テ
スト･リードを被試験回路に接続し、それから F を

押します。画面はゼロを示します。正のピークないしは
負のピークを調整するに伴い、バーグラフの長さがゼロ
点の右ないし左に伸びます。レンジ超過の記号 （< >） 
が点灯する場合は、F を 2 回押して新規基準を設定
してから、調整作業を続行してください。 

HiRes モード (28 II) 
モデル 28 IIではH を 1 秒間押すと、高分解能  (HiRes) 
の 4-1/2 桁モードになります。 読み取り値は通常の分解

能の 10 倍で表示され、 高の表示は 19,999 カウントと

なります。HiRes モードは、静電容量、周波数カウンタ

ー機能、温度、250 μs （ピーク） MIN MAX モード以外

のすべてのモードで作動します。 

3-1/2 桁モードに戻るには、H を 1 秒間押し続けます。 
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MIN MAX 記録モード 
MIN MAX モードでは、 小と 大の入力値が記録されま

す。入力が、記録されている 小値より低く、または、

記録されている 大値より高くなると、本器はビープ音

を発し、新しい値を記録します。間欠的な読みを記録、

現場を離れている間に 大値を記録、または被試験装置

を操作しており本器を見ることができない場合に読みを

記録するときなどに、このモードを利用できます。MIN 
MAX モードは、MIN MAX モードが起動されてから取ら

れた全ての読みの平均を算出することもできます。MIN 
MAX モードを使用するには、表 8 の機能を参照してくだ

さい。 

応答時間は、新しい値が記録されるために、入力が留ま

っていなければならない時間の長さです。応答時間が短

いほど、短い事象が記録できますが、確度は下がりま 
す。応答時間を変更すると、それまで記録されていたす

べての読みの値が消去されます。モデル 27Ⅱ は 100 ミ
リ秒の応答時間、モデル 28 Ⅱは 100 ミリ秒および 
250 μs （ピーク） の応答時間を選択可能です。250 μs 
応答時間は、画面上ではpと表示されます。 

100 mS の応答時間は、電源のサージや突入電流を記録

したり、間欠的障害を見つけたりする際に 適です。 

表示される真の平均値 (AVG)は、記録が開始されてから

取得された全読み取り値の数学的積分値です (過負荷は含

まれません)。平均値は、不安定な入力を平滑化したり、

消費電力の計算をしたりあるいは回路の通電時間の割合

を測るのに便利です。 

Min Max は、100 ms より長く続く信号の極値を記録しま

す。  

ピークは、250 μs より長く続く信号の極値を記録しま

す。 

スムーズ機能 （パワー･アップ･オプショ
ンのみ） 
入力信号が急激に変わる場合は、「スムーズ」機能を使

って、ディスプレイでより安定した読み取り値を表示で

きます。  

スムーズ機能を使用するには、次の手順に従います。 

1. 本器の電源を入れる際 C を押します。'を離す
まで、---Cが表示されます。  

2. スムーズ機能のアイコン （a） がディスプレイ
の左側に表示され、スムーズ機能がオンになっ
ていることを示します。 
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表 8. MIN MAX 機能 

ボタン MIN MAX 機能 

B 
MIN MAX 記録モードに入ります。本器は MIN MAX モードに入る前に表示されていたレ

ンジに固定されます。（目的の測定機能およびレンジを、MIN MAX に入る前に選択して

ください。）新たに 小値または 大値が記録されるごとに、本器はビープ音を発しま

す。  

B 
（MIN MAX モード時） 大 (MAX)、 小 (MIN)、平均 (AVG)、現在の値を順に切り替えます。 

E 
PEAK MIN MAX 

モデル 28 Ⅱのみ: 100 ms または 250 μs の応答時間を選択します。（250 μs 応答時間

は、画面上では p と表示されます。）保存されていた値は消去されます。250 μs 
を選択したときは、現在の値と AVG （平均） 値は使用できません。 

D 記録されている値を消去することなく、記録を停止します。再度押すと、記録を再開し

ます。 

B 
 （1 秒押す） 

MIN MAX モードを終了します。保存されていた値は消去されます。本器は選択されてい

るレンジに留まります。 
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AutoHOLD モード 
XW警告 

感電または怪我を避けるため電力の有無を確認
するために、AutoHOLD モードを使用しないで
ください。AutoHOLD モードでは、不安定な読
みまたはノイズの多い読みは捕捉されません。 

AutoHOLD モードは、画面上の現在の読みを捕捉しま 
す。新たに安定した読みが検出されると、本器はビープ

音を発し、新規の読みを表示します。AutoHOLD モード

に入る、または終了するには、D を押します。 

相対モード 
相対モード （F） を選択すると、表示はゼロとな 
り、現在の読みがそれ以降の測定の基準値として保存さ

れます。本器は F を押したときに選択されていたレ

ンジに固定されます。このモードを終了するには、

F を再度押します。 

相対モードでは、表示される読みは、常に現在の読みと

保存されている基準値の差です。例えば、保存されてい

る基準値が 15.00 V であり、現在の読みが 14.10 V であ

る場合、画面には -0.90 V と示されます。 



 Digital Multimeters 
 保守 

37 

保守 
XW警告 

感電または怪我を避けるため、このマニュアル
に記載されていない修理や保守は、 27 Ⅱ/28 2 
Ⅱ較正情報に記載されているように、認定を受
けた担当者のみが行います。 

一般保守 
ケースは、水で軽く湿らせた布と弱中性洗剤を使用して

定期的に拭くようにして下さい。研磨剤や溶剤は使用し

ないで下さい。 

端子に汚れや湿気が付着すると、測定に影響を与え、入

力警告機能が誤って作動する場合があります。端子は次

の手順でクリーニングして下さい。 

1. 本器の電源をオフにし、端子から全てのテスト･リー
ドを外します。 

2. 端子の汚れを払い落します。 

3. 清潔な綿棒を弱中性洗剤と水に浸します。各端子の
周りを綿棒で拭きます。エアスプレーで各端子を乾
燥させ、水と洗剤を取り除きます。 

ヒューズの試験 
図 10 のように、本器を N 機能の状態にして、テ

スト･リードを w ジャックに差し込み、テスト･リード

の他端のプローブ先端を電流入力ジャックの金属部分に

接触させます。｢LEAd｣ が画面に現れるのは、プローブの

先端を電流の入力ジャックの中に深く差し込みすぎたか

らです。このメッセージが消えるまでリードを少しずつ

抜きます。すると OL または抵抗読み値が表示されま 
す。抵抗値は図 10に示されます。ヒューズ試験での読み 
が、ここに示す値と異なる場合には、本器を修理に出し

ていただく必要があります。 

XW警告 
感電や怪我を避けるため、電池やヒューズを交
換する前にはすべてのテスト･リードおよび信号
入力を取り除いて下さい。損害や傷害の予防の
ために、表 9 に示されている電流、電圧、溶断
速度の、指定交換ヒューズのみを使用してくだ
さい。 
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: 00.0 Ω to 
  00.5 Ω

: OL

: 0.995 kΩ  to
  1.005 kΩ

: OL

 
gbb105.eps 

図 10. 電流ヒューズ試験  

 電池の交換方法 
3 個の新しい単三電池 (NEDA 15A IEC LR6) と
交換します。 

XW警告 
感電や怪我につながる可能性のある誤った読み
を避けるために、b が表示された場合には、
直ちに電池を交換してください。ディスプレイ
にbattが表示された場合は、電池を交換するま
で本器が動作しなくなります。 

電池を交換するには、次の手順に従います （図 11 を参

照）。  

1. ロータリー・スイッチを OFF にし、端子からテスト
･リードを外します。 

2. 6 個のプラスネジをケースの底から外してバッテリ
・ドアを外します (A)。 

注記 
電池ドアを上げている間、ゴムのガスケットが
電池コンパートメント・バリアに接続されたま
まであるようにしてください。 

3. 3 個の電池を外して、すべて新品の単三のアルカリ
電池に交換してください (B)。 
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4. 電池のコンパートメント ガスケット (C) がバッテリ
・コンパートメント・バリアの外縁の周りに正しく
取り付けられていることを確認してください。 

5. バッテリのコンパートメントバリアを電池のコンパ
ートメントと合わせてバッテリ・ドアを取付ます。 

6. ドアを 6 個のプラスネジでしっかりと締めます。 

ヒューズの交換方法 
図 11を参照して、次の手順でヒューズを交換します。 

1. ロータリー・スイッチを OFF にし、端子からテスト
･リードを外します。 

2. 電池ドアを外すためには、上述の ｢電池の交換方法｣
のステップ 2 を参照してください。  

3. ヒューズ・コンパートメントからヒューズ・コンパ
ートメント・シール D を外します。 

4. ヒューズ・コンパートメントからヒューズ・コンパ
ートメント・ドア E をそっと持ち上げます。 

5. まずヒューズの片側をそっとテコで外し、次にブラ
ケットからヒューズをスライドさせて取り出しま 
す。F 

6. 表 9 に示す電流、電圧、溶断速度の指定された交換
ヒューズのみを取り付けます。440 mA のヒューズ
は10 Ａのヒューズよりも長さが短いです。各ヒュー
ズを正しく交換するには、各ヒューズに対応したプ
リント回路基板の表示を確認してください。 

7. ヒューズ・ドアの矢印をケースの底の矢印に合わせ
て、ドアをヒューズ・コンパートメントの中に下げ
て、ヒューズ・コンパートメント・ドアを取付ま 
す。  

8. シールのタブをケースの底の外縁に合わせてヒュー
ズ・コンパートメント・シールを交換します。シー
ル (D) が正しい位置に収まっていることを確認しま
す。. 

9. バッテリ・ドアを再取り付けするには、上述の ｢電
池の交換｣ の項にあるステップ 4 から 6 を参照して
ください。 

修理および部品 
故障だと判断される前に、電池とヒューズをチェックし

てください。また、本ユーザーズ・マニュアルを見直し

て、本器の正しい使い方を確認してください。 

交換部品および付属品を表 9、図 12 に示します。 

部品および付属品のご注文は ｢Ｆｌｕｋｅ にお問い合わ

せする方法｣ を参照してください。
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図 11. 電池およびヒューズの交換 
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表 9. 交換部品  

説明 数量 Fluke 部品またはモデ
ル番号 

単三電池 (1.5V) 3 376756 

0.440 A、1000 V 速断型ヒューズ  1 943121 

11 A、1000 V 速断型ヒューズ 1 803293 

ヒューズ保護カバー 1 3400480 

ネジ 6 2032792 

ガスケット、電池ドア 1 3439087 

ヒューズ・キャップ 1 3440546 

ホルスター 1 3321048 

電池コンパートメントの蓋 1 3321030 

アリゲーター･クリップ （黒） 1 

アリゲーター･クリップ （赤） 1 
AC72 

テスト・リード・セット 1 TL75 

DMM 用温度プローブ (28 Ⅱのみ) 1 80BK-A 

27 II / 28 II ユーザーズ・マニュアル CD 1 3368139 

27 II / 28 II スタート・マニュアル 1 3368142 

W安全を確保するため、記述の交換部品のみを使用して下さい。 
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図 12. 交換部品  
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表 10. 付属品 

項目 説明 

AC72 TL75 テスト･リード･セットと併用するアリゲーター･クリップ 

AC220 アリゲーター･クリップ 

TPAK  ToolPack 磁石ハンガー 

C25 ソフト･ケース  

TL71 プローブ付きのシリコン・リード試験セット 

TL220 工業用テスト･リード・セット  

TL224 テスト･リード･セット、耐熱シリコンモジュール 

TP1 テスト･プローブ、平面ブレード、スリム･リーチ 

TP4 テスト･プローブ (直径 4 mm)、スリム･リーチ 

 フルークのアクセサリーは、フルークの特約店からご購入いただけます。 
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一般仕様 
各端子とアース・グランド間の 大電圧 ...................... 1000V RMS 

W  mA 入力のヒューズ .................................................. 440 mA、1000 V 高速ヒューズ 

W  入力のヒューズ......................................................... 11A、1000V 高速ヒューズ 

ディスプレイ 
ディジタル .................................................................. 6000カウント、毎秒 4 回の更新 （28 Ⅱは高分解能モードで 、19,999 カウント） 

バーグラフ .................................................................. 33 セグメント。毎秒 40 回の更新 

高度 
動作............................................................................. 2,000 ｍ 

保存............................................................................. 10,000 ｍ 

温度 
作動............................................................................. -15 °Cから +55 °Cまで。20 °C の環境から持ち出して 20 分間までは-40 °C の環境

で使用可能 

保存.............................................................................‐55 °C ～ ＋85 °C (バッテリなし) 
 -55 °C ～ +60 °C (バッテリ付き) 

温度係数:  
28 Ⅱ ........................................................................... 0.05 x (仕様確度)/ °C (<18°C または > 28°Cの温度環境) 

27 Ⅱ ........................................................................... 0.1 x (仕様確度)/° C (<18°C または > 28°Cの温度環境) 
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電磁両立性 (EN 61326-1:1997) ......................................3 V/m の電磁場において確度は仕様確度+２０カウントです。（DC600μAを除 
く）。総合確度は仕様確度+60カウントです。温度は指定されていません。 

相対湿度 ..........................................................................0 %～95% (0°C～35°C) 
 0 % ～70 % (35°C～55°C） 

電池のタイプ...................................................................単三アルカリ電池 (NEDA 15A IEC LR3) 6 本 

電池寿命 ..........................................................................バックライトなしで 800 時間 (typ) (アルカリ) 

振動 .................................................................................クラス 2 計器用 MIL-PRF-28800 に準拠 

ショック ..........................................................................IEC 61010 による 1m 落下 (ホルスター付きで3m落下) 

寸法 (高さ x 幅 x 奥行き) ................................................4.57 cm x 10.0 cm x 21.33 cm  

ホルスターを装着した時の寸法 .....................................6.35 cm x 10.0 cm x 19.81 cm 

重量 .................................................................................517.1 g 

ホルスターと Flex-Stand 装着時の重量 ........................698.5 g 

安全性準拠 ......................................................................ANSI/ISA S82.01-2004、CAN/CSA C22.2 61010-1-04 の 600 V 測定カテゴリ Ⅳに

準拠。 TÜV から EN61010-1 の認可済み 

認証 .................................................................................CSA、TÜV、P、; (N10140)、GOST 

IP 保護等級......................................................................67 (塵埃および 15 cm ～ 1 m の浸水の影響から保護) 
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詳細仕様 
すべての詳細仕様には、次の条件が適用されます。 

確度は校正後 2 年間、作動温度 18 °C～ 28 °C、相対湿度 0 %～ 95 % の環境下での規定です。確度仕様は±([読み取り値の % ] + [ 下位桁

の数])の形式です。 28 Ⅱの 4 ½ 桁モードでは、 下位桁の数 （カウント数） を 10 倍してください。 

27 II のAC 電圧 
確度 

レンジ 分解能 
40 Hz – 2 kHz 2 kHz – 10 kHz 10 kHz – 30 kHz 

600.0 mV 0.1 mV 

6.000 V 0.001 V 

60.00 V 0.01 V 

±(4 % + 10) 

600.0 V 0.1 V 

±(0.5 % + 3) ±(2 % + 3) 

±(4 % + 10) [1] 

1000 V 1 V ±(1.0 % + 3) ±(3 % + 3) 規定せず 

[1] 大 300 V AC に対して規定 
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28 II AC 電圧 
AC 変換は、AC 結合され、レンジの 3 % から 100 % まで有効です。 

確度 
レンジ 分解能 

45 ～ 65 Hz 15 – 200 Hz 200 – 440 Hz 440 Hz – 1 kHz 1 – 5 kHz 5 – 20 kHz 

600.0 mV 0.1 mV 

6.000 V 0.001 V 
±(0.7 % + 4) ±(2 % + 4) ±(2 % + 20) [2]

60.00 V 0.01 V 規定せず 

600.0 V 0.1 V 
±(2 % + 4) [3] 

規定せず 

1000 V 1 V 

±(1.0 % + 4) [1] 

規定せず 規定せず 

ローパス・フィルタ 

±(0.7 % + 2) 

±(1.0 % + 4) [1] 
+1.0 % + 4 

-6.0 % - 4 [4] 
規定せず 規定せず 規定せず 

[1] 30 Hz 以下では、平滑機能を使用。 

[2] レンジの 10 % 未満では 12 カウントを加算します。 

[3] 周波数レンジ: 1 ～ 2.5 kHz 

[4] フィルタが使用された場合、仕様は 400Hzで -1 % から -6 % に増加します。 
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DC 電圧、コンダクタンス、抵抗 
機能 レンジ 分解能 確度 

 mV dc 600.0 mV 0.1 mV ± (0.1 % + 1) 

6.000 V 0.001 V 

60.00 V 0.01 V 

600.0 V 0.1 V 
 V DC 

1000 V 1 V 

± (0.05 % + 1) 

600.0 Ω 0.1 Ω ±(0.2 % + 2) [2] 

6.000 kΩ 0.001 kΩ 

60.00 kΩ 0.01 kΩ 

600.0 kΩ 0.1 kΩ 

6.000 MΩ 0.001 MΩ 

± (0.2 % + 1) Ω 

50.00 MΩ 0.01 MΩ ±(1.0 % + 1) [1] 

nS 60.00 nS 0.01 nS ±(1.0 % + 10) [1,2] 

[1] 50 MΩ レンジで 30 MΩ を上回る測定を行う場合は読み取り値の 0.5 %、および  60 nS レンジで 33 nS を下回る測定を行う場合

は20 カウントを加えます。 

[2] REL 機能を利用してオフセットを補正した場合。 
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温度 (28 Ⅱのみ) 
レンジ 分解能 確度 [1, 2] 

-200 °C～+1090 °C 0.1 °C ±(1.0 % + 10) 
[1] 熱電対プローブのエラーは含まれていません。 
[2] 確度の仕様は、環境温度が ± 1 °C で安定していることを前提としています。環境温度が ± 5 °C 変化する状態では、定格確度は 1 

時間後に適用されます。 

AC 電流測定 
確度 

機能 レンジ 分解能 バードン電圧 27 II [1, 2] 

 (40 Hz – 1 kHz) 
28 II [3] 

(45 Hz – 2 kHz) 

600.0 μA 0.1 μA 100 μV/ μA 
μA AC 

6000 μA 1 μA 100 μV/ μA 

60.00 mA 0.01 mA 1.8 mV/mA 
mA AC 

400.0 mA [4] 0.1 mA 1.8 mV/mA 

6.000 A 0.001 A 0.03 V/A 
AAC 

10.00 A [5] 0.01 A 0.03 V/A 

±(1.5 % + 2) ± (1.0 % + 2) 

[1] 27 Ⅱでの AC 変換は、AC 結合された正弦波入力の 実効値に対し校正されています。 
[2] レンジの 5 % 未満では、温度係数 0.15 x (仕様確度) / °C (>28 °C)です。 
[3] 28 II の AC 変換は AC 結合、真の実効値応答であり、400mA のレンジを除いて、レンジの 3 % ～100% に適用されます。. (レン

ジの 5 % ～100 %) および 10 A レンジ (レンジの15 % ～ 100 % )。 
[4] 400 mA 連続、 長 18 時間で 600 mA。 
[5] W35 °C まで連続 10 A。35 °C ～ 55 °C で測定時間20分以上かつ５分間の休止が必要。30 秒 大で10 ～ 20 A。> 10 A は確度を

規定せず。 
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DC電流測定 
確度 

機能 レンジ 分解能 バードン電圧 
27 II 28 II 

600.0 μA 0.1 μA 100 μV/ μA ± (0.2 % + 4) ± (0.2 % + 4) 
μA DC 

6000 μA 1 μA 100 μV/ μA ± (0.2 % + 2) ± (0.2 % + 2) 

60.00 mA 0.01 mA 1.8 mV/mA ± (0.2 % + 4) ± (0.2 % + 4) 
mA DC 

400.0 mA [1] 0.1 mA 1.8 mV/mA ± (0.2 % + 2) ± (0.2 % + 2) 

6.000 A 0.001 A 0.03 V/A ± (0.2 % + 4) ± (0.2 % + 4) 
A DC 

10.00 A [2] 0.01 A 0.03 V/A ± (0.2 % + 2) ± (0.2 % + 2) 
[1] 連続 400 mA 、 大 18 時間 600 mA。 
[2] W35 °C まで連続 10 A、35 °C ～ 55 °C で < 20 分オン、5 分オフ。30 秒 大で10～ 20 A。> 10 A は規定せず。 

キャパシタンス 
レンジ 分解能 確度 

10.00 nF 0.01 nF 

100.0 nF 0.1 nF 
±(1.0 % + 2) [1] 

1.000 μF 0.001 μF 

10.00 μF 0.01 μF 

100.0 μF 0.1 μF 

9999 μF 1 μF 

± (1.0 % + 2) 

[1] フィルム･コンデンサーまたはこれより良特性のもので、相対モード を用いて残留容量をゼロにした場合。 
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ダイオード 
レンジ 分解能 確度 

2.000 V 0.001 V ±(1.0 % + 1) 

周波数 
レンジ 分解能 確度 

199.99 Hz 0.01 Hz 

1999.9 Hz 0.1 Hz 

19.999 kHz 0.001 kHz 

199.99 kHz 0.01 kHz 

±(0.005 % + 1) [1] 

>200 kHz 0.1 kHz 規定せず 

[1] 0.5 Hz ～ 200 kHz でパルス幅が > 2 μs。 

周波数カウンターの感度およびトリガー･レベル 
小感度 （RMS正弦波） 

入力レンジ 
5 Hz – 20 kHz 0.5 Hz – 200 kHz 

おおよそのトリガー･レベル 
(DC 電圧機能) 

600 mV dc 70 mV (～ 400 Hz) 70 mV (～ 400 Hz) 40 mV 

600 mV ac 150 mV 150 mV - 

6 V 0.3 V 0.7 V 1.7 V 

60 V 3 V 7 V (≤140 kHz) 4 V 

600 V 30 V 70 V (≤14.0 kHz) 40 V 

1000 V 100 V 200 V (≤1.4 kHz) 100 V 
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デューティー・サイクル (V DC およびmV DC) 
レンジ 確度 

0.0 % ～ 99.9 % [1] 
立ち上がり時間 1 μs 未満で ± 0.2％、1kHz ごとに 0.1％ 

を加算 

[1] 0.5Hz ～ 200 kHz、> 2 μs のパルス幅。パルス幅のレンジは、信号周波数によって決定されます。 

入力特性 

機能 過負荷保護 
入力インピーダ

ンス （定格) 
コモン･モード除去比  

（1 kΩ 不均衡） 
標準モードの除去比 

L 1000 V rms 
DC、50 Hzまたは 60 

Hz で >120 dB 
50 Hzまたは 60 Hz で >60 dB 

 1000 V rms 

10 MΩ <100 pF 
DC、50 Hzまたは 60 

Hz で >120 dB 
50 Hzまたは 60 Hz で >60 dB 

K 1000 V rms 
10 MΩ < 100 pF 

(AC 結合) 
DCから60 Hz まで  

>60 dB 
 

  フルスケール電圧 短絡回路電流の代表値 

  
開回路テスト電

圧 6 MΩまで 
5 MΩ また

は 60 nS 600 Ω 6 kΩ 60 kΩ 600 kΩ 6 MΩ 50 MΩ 

Ω 1000 V rms < 2.8 V DC <850 mV DC < 1.3 V DC 500 μA 100 μA 10 μA 1 μA 0.2 μA 0.1 μA 

G 1000 V rms < 2.8 V DC 2.200 V DC 1.0 mA 
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MIN MAX 記録 
確度 公称応答 

27 II 28 II 

80％ に到達するのに 100 mｓ 
> 200 ms 持続する変化に対しては規定確度 ± 
12 カウント  
（AC でビープ音機能 ON では± 40 カウント） 

 

80％ に到達するのに 100 mｓ 
（DC 機能） 

 
200 ｍｓ 以上の変化に対しては規定

確度 ± 12 カウント 

80％ に到達するのに 120 ｍｓ 
（AC 機能） 

 
350ｍS 以上の変化およびレンジの 
25％ 以下の入力では、規定確度 ± 40 
カウント 

250 μs (ピーク) [1]  

250μｓ 以上の変化に対しては規定

確度 ± 100 カウント 
（6000 カウントを超える読み取りに

は ± 100 カウントを追加）  
（ロー･パス･フィルターでの読み取

りには ± 100 カウントを追加） 

 [1] 繰り返しピーク。単独のイベントで は 1 ms。 
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