


※使用する前にこの取扱説明書を最後まで読んでください。

日
この計器は、直流電圧、交流電圧、直流磁 航 バッテリおよびデシベルを
測定するための計器です。計器は 85%未満の相対湿度で 0てから50て の周囲
温度で動作 します。

目
感電または人身事故を避けるために、下記のガイ ドラインに従つてください。

a.計器が損傷している場合使わないでください。計器を使う前に、ケースを点検

してください。特にコネクタに巻いた絶緑体に注意をしてください。

b.テストリー ド線に損傷 した絶縁または剥き出しの金属がないか点検してください。

テストリー ド線の導通をチェックしてください。辞器を使用する前に損傷 している

テス トリー ド線を取り換えてください。

c.計器が異常な動作をする場合、使わ F.‐いでください。保護が損なわれる場合が

あります。

d.爆発性ガス、蒸気または埃の周りで計器を操作しないでください。

e.選択範囲の上限より高い電圧または電滝を端子日に加えないでください。

f.使用する前に、どれかの騒知の電圧をヨ定 して計器の動作を検証 してください。

9.電流を測定するとき、回路への電源を切った後で計番を回路に繋いでください。

必ず計器を回路に直列につないでくださし、

h.AC30V rms、 最大 AC42■ または DC60V以上で作彙する坦合、注意 してください。

そのような電圧は感電の危険を生じます。

L探針を使うとき、指を探針のフィンガーガードの手前に置tヽたままにしてください。

j.赤いテストリード線を撃ぐ前に黒いテストリー目聾智撃いでください。

テストリード線の接続を切る場合、まず赤いテストリード線を切つてください。

k.テ ストリード線を除去した後で、電池力′t―またはケースを開いてください。

L電池カバーやケースの部分が取り外されたり優んだりした状態で計器を操作

しないでください。
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::被試験機器への損傷を避けるために下 記のガイ ドラインに従って

a.抵抗を試験する前に、回路の電源の接続を切り、全部のコンデンサを放電 して
ください。

b.測定には適切な機能と範囲を使用してください。

c,電流を測定する前に、回路への電源を切つた後で計器を回路に繋いでください。
d.セ レクタスィッチを回して機能を変更する前に、被試験回路からテス トリー ド線
の接続を切つてください。

e.電池カバーまたはメータケースを開く前に、計器からテス トリー ド線を除去して
ください。

びモリあ碑」じま500
Ω xlk

(メ モリの中央は 5k Ω)

電 池 テ ス ト

-20から+22

(～22+14～ 22+28～ 22+34dB)

20000/V直流および交流

113x70x34mm

約 1409(バ ッテリを含む)

単三型、1.5Vバ ッテリ
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2ゼロ設定コン トロール

3.OΩ調整ノブ     2
4セ レクタスイッチ

5。「―」i自込口      3

・
「 +J迅 口      4
7.目盛

&テス トリー ド線 (黒 /赤 )

…

5つの目盛があります :

①目盛「Ω」:抵読測定

○目盛「■mA」 :直流竜圧、交流電圧 (交流電圧10V●目を除く)

および直流電流の測定

○目盛 rAC10V」 :交流置圧10V範囲のみの電圧ヨ定

○目盛 rdB」 :デシベル (騒音)渕定

○目壼「BATT」 :電池テスト用

3

…※使用前の注意点

1.測定する前に、指針をチェックして指針が正確に「0」 位置にあるかどうか見て

ください。「0」 位置にない場合、ゼロ設定コントロ
=ルで指針を調整 してください。

2.赤いテス トリー ド線を「 +」 差込口に、黒いテス トリー ド線を「―」差込口に

差 し込みます。

3.測定対象の電圧または電流の大きさが事前に分からない場合、常にセレクタ

スイッチを最高範囲にセッ トし、それから計器への損傷を避けるために

適切な範囲に次第に下げてください。

4.感電を避けるためにどの導体にも手や皮膚を触れないでください。

1直流電流の測定
|

1.セ レクタスイッチを「mA==」 範囲にセットします。

2.測定対象の回路への電源を切 りま丸 すべてのコンデンサを放電 してください。

3.測定対象の回路パスを開路にし、開路の「 +」 側に赤いテス トリー ド線を、

開路の「―」側に黒いテス トリー ド線を繋ぎます。

4.回路への電源を入れます。

5.直流電流測定の読取値のガイ ドとして下記のチャー トを使用 してください :



直流電圧 の測定

1.セ レクタスイッチを「V...」 範囲にセットします。

2テス トリー ド線を被試験回路に繋ぎます。

※注意 :黒いテス トリー ド線を回路の「―」電圧に、赤いテス トリー ド線を回路の

「+」 電圧に接続 してください。

3.直流電圧測定の読取値へのガイ ドとして 卜記のチヤー トを使用してください :

交流電圧の測定

1.セ レクタスイッチを「V～」範囲にセットします。

2テス トリー ド線を被試験回路に繋ぎます。

3.セ レクタスイッチが 10V範囲にある場合、読取値は③目盛「ACV 10V」 を

見てください。セレクタスイッチが50た 250Vまたは500Vにある場合、

護取値は②目盛「V.mAJを見てください。(【 目盛りの説明】を参照。)

4.交流電圧測定の読取値へのガイドとして下記のチヤートを使用してください :

抵抗 の測定

1.セ レクタスイッチを「Ω」範囲にセットします。

2.赤 と黒のテス トリー ド線を短絡させ、指針が上部目盛の「0」 位置にくるまで

00調 整ノブを回します。

※注意 :指針を「0」 位置に調整することができない場合、電池を交換してください。

3.テス トリー ド線を測定対象の負荷に繋ぎます。

4.読取値は①目盛を見てください。 (【目盛りの説明】を参照。)正 しい抵抗値を得る

ために、選択範囲に指定される値を読取値に掛けてください。たとえば、「X10」

範囲を使うとすれば、読取値に 10を掛けると、その結果がテス トされた負荷の

抵抗値です。

デシベルの測定

デシベルは交流電圧の測定と同じ方法で測定し、代わりにdB目盛を読み取ります。
ACV 10V範囲の測定では、dB目盛 (-20から+22)は直接読み取ります。

読取値が +22dBよ り高い場合、50V、 250Vまたは 500Vを使用 し、下記のように

dBの数値をそれぞれの読取値に加えてください :

・ 交流電圧 50V範囲の場合、読取値に 14dBを加える。

・ 交流電圧 250V範囲の場合、読取値に 28dBをカロえる。

・ 交流電圧 500V範囲の場合、読取値に 34dBを加える。

※注意:直流電流を含む信号を測定する場合、500V以 上の耐電圧の0.lμ Fプロック型

コンデンサを直列に繋いでください。
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ノプで指針を上細盛の働に

Ili鮮職鐘灘 手弓I:配与ti警徴。
ヒユーズの交換方法

電池カバーを外し、中央部にあるねじを外せば本体の後ろ蓋が取り外せます。
ヒユーズを指定された定格の新しい商品と交換してくださし、後ろ蓋、電池カバー、
および全部のねじを再度正しく取り付けます。
※ヒユーズ:F500mA L250V
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