
技術データ

7615シリーズ
Ruska 液圧式
圧力コントローラ

特徴

• 0.01％までの精密さ

• 40000psi（275MPa）までの
圧力レンジ

• 一つの計器で六種類の圧力レンジ
が使用可能

• 高速コントロールによる自動的な循環
および疲労試験

• 高圧試験と校正を自動化

　7615シリーズ液圧式圧力コントローラは、
高圧トランスデューサ、センサ、計器の自動
試験への新たなアプローチを紹介します。 
7615シリーズは、過去10年間に開発された複
合技術の成果です。パルス幅変動バルブ
（7250シリーズで使用されているものと同
じ）を利用して、シンプルで、自動化された
40000psi（275MPa）までの圧力の高圧コント
ロールを可能にする、独自の空気－液圧増幅
器が開発されました。

　7615シリーズは、負荷容量50ccへコント
ロールしている場合でも、圧力設定値にすば
やく到達するような、迅速、正確な圧力コ
ントロールを提供します。このような、速
さ、圧力レンジ、そしてほとんどすべての
液体媒体との適合性の組み合わせは、7615シ
リーズ固有のものです。

7615シリーズは、下記のような用途におい
て、ハンドポンプやデッドウェイトテスターを
用いてこれまで手動で実行されていた圧力校正
を自動化するには、優れた選択です。

• ディーゼル燃料流路センサやトランスデュー
サといった、高容量トランスデューサの製造

• ブレーキシステムに使用されるような、高圧
の自動車用トランスデューサ

• 石油やガスのための掘削孔用器具に使用され
る圧力センサ

• スロットル本体の圧力センサ
• 安全性、適合性、又はその他の事情のために

液体媒体を使用する、高圧試験又は校正に関
連する用途

　7615シリーズは、スループットを向上させ、
性能を犠牲にすることなくスピード化と自動化
によりコストを下げます。
　7615シリーズは、完全に自動化された解決法
のためにIEEE 488とRS-232のデジタルインター
フェースを持ち、40000psi（275MPa）までのさ
まざまな圧力レンジを提供します。リモート
通信のシンタックスは、SCPIフォーマットを使
用しており、7000シリーズの圧力測定器および
コントローラと互換性があります。
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圧力制御

　モデル7615の制御パラメータは、最小のオー
バーシュートで圧力変化の最大速度を提供する
ために最適化されています。試験終了時には、
圧力は急速減圧のためにリザーバにベントする
か、又は制御下で減らすことが可能です。最小
の設定圧力値に到達する前にピストンが移動の
終点に達した場合は、その後、自動再充電サイ
クルとなります。実際の時間は、媒体の選
択、システム容量、配置、試験される装置に
よって変わります。容量50立方センチおよび制
御安定性の仕様内の10％ステップへの一般的な
制御時間は90秒です。

高圧試験および校正の自動化

　モデル7615は、明快でシンプルな操作のため
に、使いやすい、メニュー形式のユーザーイン
ターフェースを特徴としています。

ステップアップ／ダウン：増分が一定間隔の
校正には、ユーザが定義したステップ値を入力
してください。コントローラは一つのキー操作
でそのステップ値の量に従い圧力を増加又は減
少させます。プログラムのための長いシーケン
スの打ち込みはもう必要ありません。

　スウィープ試験：単純な動作のルーチンに
は、ダイヤルゲージを用い、スタート値、ス
トップ値、そしてサイクルを繰り返す回数を入
力してください。コントローラは、校正の稼動
に先立って、自動的に装置の試験を実行しま
す。

　搭載プログラム：頻繁に利用される又は長
い校正には、コントローラは、合計最大1000の
ステップを持つユーザが定義したプログラム
やプロファイルを20まで内蔵メモリに記録する
ことができます。

コンピュータ・インターフェース：どのコ
ントローラもRS-232とIEEE-488の両方のイン
ターフェースを備えており、コントローラのシ
ンタックスは、簡易なプログラミングのために
SCPIプロトコルに従っています。LabVIEW®ドラ
イバもまた使用可能です。

　圧力ソフトウェアのためのCOMPASS®：全自動
の圧力校正を提供します。閉ループの校正を行
う他の装置に加えて、Fluke Calibrationの圧
力コントローラすべてと連携している、すぐに
使えるソフトウェアパッケージです。COMPASS
はまた、校正結果の印刷と性能分析を行うこ
とで校正管理方法を提供し、そして過去の
データを蓄積します。

　圧力単位／スケール：ユーザ定義によるプロ
グラム可能な二つの測定単位、そして以下の12
種類の標準単位を特徴としています：0℃での
inHg、60℃でのinHg、kPa、bar、psi、4℃での
inH2O、20℃でのinH2O、60°FでのinH2O、kg/c2、 
0℃でのmmHg、4℃でのcmH2O

ヘッド圧力：与えられたヘッド圧力差に対
する自動補正を行います。

試験される装置の保護：試験される装置の
保護を保証するために、圧力の上限と下限を設
定します。

　7615シリーズはまた、以下の付加的な操作
モードを備えています：

循環モード

　疲労試験又は拡張保証圧力循環には理想的で
す。最初に、循環のために希望する最大圧力値
をユーザが設定します。7615シリーズは、最大
圧力を制御し、いちど到達すると、循環の最小
圧力値を確立するために、ポンプをホーム又は
開始位置へ移動させます。得られる最小値は試
験される装置の容量と媒体によって変わりま
す。したがって、このモードではオペレータに
よる定義はできません（低い圧力値が定義され
なければならない場合は、スウィープ操作をご
参照ください）。圧力はそれから最大と最小の
圧力値の間で循環されます。7615シリーズは、
オペレータによってあらかじめセットされた
循環数に到達するまで、最大と最小の圧力の
間を循環します。循環のプロフィール（最大
および最小圧力値での、圧力変化率と滞留時
間）も定義可能です。

スウィープモード

　スウィープモードで低圧ポイントも制御さ
れることを除いては、循環モードと同様で
す。
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　7615シリーズ液圧式
圧力コントローラは、
様々な媒体との適合性
を特徴としています。
ほとんどすべての液体
を圧力媒体として使用
することができます。
7615シリーズで使用
可能な液体には、下記
が含まれます：セバシン酸ジオクチル(DOS)
オイル、Monoplex DOSオイル、シリコンオイ
ルDOW 210H高温、作動油MIL-H-5606又はMIL-
H-83282C、SKYDROL 500B-4-1、自動車用トラ
ンスミッション液、Fluorinert FC-77又は
FC-70、その他の媒体も利用可能。用途につ
いては工場へご相談ください。

　7615シリーズは、コンパクトであり、ベン
チトップに置くか、又は19インチ(483mm)の
EIA計器ラックに据え付けることができま
す。7615シリーズは、下記を含む様々な用途
に適しています：自動車（燃料流路センサ、
ブレーキシステム、スロットル本体センサ試
験）、航空宇宙（制御システム、表面調整シ
ステム、ロケットモーターセンサ）、工業
（トランスデューサ／トランスミッタ試験、
自動試験設備、圧力／温度センサ特性化）、
その他多くの用途

仕　様

性能

測定 精密さ* 安定性 トータル
不確かさ**

20000psia(140MPa)
までのレンジ

レンジの0.01％ レンジの0.01％
／年

レンジの0.015％
／年

20000psia(140MPa)
を超えるレンジ

レンジの0.02％ レンジの0.02％
／年

レンジの0.028％
／年

制御 20000psia(140MPa)までのレンジ：最高0.01％フルスケール（FS） 
20000psia(140MPa)を超えるレンジ：最高0.02％FS

低圧制御
ポイント

高圧から低圧まで制御している場合、低圧制御ポイントは400psig(2.7MPa)で
す。ユニットは0psig(0MPa)までベント可能です。

* 精密さは、動作温度レンジ0°F～122°F（-18℃～50℃）全体での直線性、繰返し性、ヒステリシ
ス、および温度影響の複合的な影響として定義されます。

**   精度（不確かさ）の表現は、ISOの計測における不確かさの表現のガイドの推奨に準拠しており、
精密さのRSS、安定性、温度影響、2sigma(95％)までの校正標準を含みます。

圧力レンジ

次のレンジ
は7615シ
リーズで
利用可能で
す。

6 000 psia (40 MPa)
10 000 psia (70 MPa)
15 000 psia (100 MPa)
20 000 psia (140 MPa)
30 000 psia (200 MPa)
40 000 psia (275 MPa)

風袋モードはゲージモードでの操作を可能にします。
上記のレンジは全て、トリプルスケールオプションで提供可能です（下表参照）。

オプション

デュアルセ
ンサオプ
ション

7615シリーズは、デュアルセンサ構成で供給可能です。高いセンサには、上記
から任意のレンジを選択してください。低いセンサには、上記から30000psia 
(200MPa)、40000psia(275MPa)を除く任意のレンジを選択してください。

トリプルレ
ンジオプ
ション

上記のレンジは全て、一つのセンサ構成で三つのレンジを、また、デュアル
センサ構成で六つのレンジを提供するために、トリプルスケールオプション
で供給可能です。選択されたセンサそれぞれについて、性能は20000psig 
(1400bar)までの各レンジの0.01％、30000psig(2070bar)と40000psig(2750 
bar)では0.02％となります。

トリプルスケールレンジ

フルスケール 低 中 高

6 000 (40 MPa) 2 000 (14 MPa) 4 000 (28 MPa) 6 000 (40 MPa)

10 000 (70 MPa) 3 000 (20 MPa) 6 000 (40 MPa) 10 000 (70 MPa)

15 000 (100 MPa) 5 000 (30 MPa) 10 000 (60 MPa) 15 000 (100 MPa)

20 000 (140 MPa) 6 000 (40 MPa) 12 000 (80 MPa) 20 000 (140 MPa)

30 000 (200 MPa) 10 000 (70 MPa) 20 000 (140 MPa) 30 000 (200 MPa)

40 000 (275 MPa) 12 000 (80 MPa) 25 000 (180 MPa) 40 000 (275 MPa)

一般

電気 110/220 V ac, 50/60 Hz

温度 動作：-18℃～50℃ (0°F～122°F) 
保管：-20℃～50℃ (-4°F～122°F)

湿度 5％～95％ RH、結露無きこと

寸法 (高さ×幅×奥行) 35.5cm×43cm×66cm (14in×17in×26in)

重量 68kg (150lb)

圧力供給 100psig～110psig (6.9bar～7.5bar)乾燥した
空気 @ 5SCFMピーク(150SCLM)

試験ポート接続 オートクレーブ F250C

供給圧力接続 1/4 in NPTメス

ディスプレイ 真空蛍光、グラフィカル

風袋モード ゲージ校正のために風袋モードを搭載 

校正

NVLAP認定(ISO17025)の校正報告が各計器に付属します。

アクセサリ
7615-EXV 3882774 
7615-106 3882366 
7615-900 3882756 
7000-METDRV 

外部プライミングベントバルブ
ラックマウントキット
回線・継手キット 
MET/CALプロシージャ3891089 
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