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LS3300 交流電力校正器
電圧 / 電流 / 周波数の簡易調整方法

本機器を調整する場合は、専門の技術者の責任において十分な精密さをもつ専門の設備にて行ってください。
本機器の調整機能で電圧 /電流 / 周波数の出力値を調整できます。調整値は設定の初期化をしても保持されま
すが、当社の工場で調整した場合には初期化される場合があります。調整範囲を超える場合や当社の工場での
校正・調整をご希望の場合は、お買い求め先にお申し付けください。

使用機器
・	 ディジタルパワーメータ	 WT3000E( 当社製品 ) または相当品
・	 周波数カウンタ	 	 TC110( 当社製品 ) または相当品
・	 電流センサ	 	 CT200( 当社製品 ) または相当品
ただし、各機器は校正され、十分な精度を維持していること。

調整方法・条件
・	 周囲温度は 23℃± 3℃、湿度 20%RH～ 80%RH、ウォームアップ時間 30 分以上。
・	 電源電圧変動許容範囲 :90VAC ～ 132VAC、180VAC ～ 264VAC、電源周波数変動許容範囲 :48Hz ～ 63Hz
・	 設定が指定されてない場合は、初期設定となります。
・	 LS3300 の LO	TO	EARTH を ONに設定した後に調整モードに切り替えてレンジを設定します。
・	 配線方法は解説をご覧ください。

偏差について
出力の調整は偏差で行います。調整後の出力は次式により算出されます。
調整後の出力値＝偏差 0％のときの出力値 /(1+ 偏差 )

操　　作

 警　　告
本機器の出力がON	のときは、端子や接続線には絶対に触れないでください。感電する恐れがあ
ります。

調整モードへ切り替え
1.	 トップメニューで UTILITY	のソフトキーを押すか、UTILITY キーを押します。
2.	 Maintenanceのソフトキーを押します。
3.	 Calibrationのソフトキーを押します。

パスワード入力画面が表示されます。

	 	 	 	

パスワードの設定

簡易調整

4.	 矢印キーとノブで、パスワードの 1111 を入力します。



2/7 IM LS3300-71JA

5.	 OKのソフトキーを押します。
簡易調整画面が表示されます。

	 	 	 	

電圧出力の偏差
電流出力の偏差

調整値を反映させないで終了

周波数出力の偏差

調整値を反映させて終了

レンジの選択 / 出力値の調整
6.	 Function のソフトキーを押します。

調整項目 ( 周波数、電圧、電流 ) を選択するメニューが表示されます。
7.	 Frequency、V、Iどれかのソフトキーを押します。

	 Frequency：	 周波数出力の調整へ
	 V：	 電圧出力の調整へ
	 I：	 電流出力の調整へ

	 	 	 	

電圧出力の調整

電流出力の調整

周波数出力の調整

電流センサー (AUX)

周波数出力の調整
8.	 OUTPUTキーを押します。

10V、1	kHz の信号が出力されます。
9.	 本機器に接続した周波数カウンターの測定値 ( 周波数カウンターの表示値を校正値で補正した値 ) が 1	

kHz になるように、偏差を設定します。
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電圧出力の調整
8.	 Rangeのソフトキーを押します。
9.	 調整するレンジのソフトキーを押します。
10.	 OUTPUTキーを押します。

設定したレンジの 100％の電圧が出力されます。
出力開始直後の出力値は安定していないため、出力をONにしてから 30 秒以上の時間をおいてから
LS3300 を調整してください。

11.	本機器に接続したWT3000E の校正値になるように、偏差を設定します。
偏差を大きくすると出力は小さくなります。

12.	他のレンジも調整する場合は、操作 8~11 を繰り返します。

電流出力の調整
8.	 Rangeのソフトキーを押します。
9.	 調整するレンジのソフトキーを押します。
10.	 OUTPUTキーを押します。

設定したレンジの 100％の電流が出力されます。
出力開始直後の出力値は安定していないため、出力をONにしてから 30 秒以上の時間をおいてから
LS3300 を調整してください。

11.	本機器に接続したWT3000E の校正値になるように、偏差を設定します。
偏差を大きくすると出力は小さくなります。
50A レンジの場合は、CT200 の校正された CT 比とWT3000E の校正値を使用して補正された値が 50A
となるように調整します。

12.	他のレンジも調整する場合は、操作 8~11 を繰り返します。

電流センサー出力 (AUX) の調整
8.	 Rangeのソフトキーを押します。
9.	 Ext Sensorのソフトキーを押して、調整するレンジのソフトキーを押します。
10.	 OUTPUTキーを押します。

出力信号に相当する電圧が AUX端子から出力されます。
出力開始直後の出力値は安定していないため、出力をONにしてから 30 秒以上の時間をおいてから
LS3300 を調整してください。

11.	本機器に接続したWT3000E の校正値になるように、偏差を設定します。
偏差を大きくすると出力は小さくなります。

12.	他のレンジも調整する場合は、操作 8~11 を繰り返します。

調整モードの終了
13.	 OKのソフトキーを押します。

調整値を保存して、トップ画面に戻ります。

調整のキャンセル
13.	調整値を破棄して調整を終了する場合は、Cancelのソフトキーを押します。

確認のメッセージが表示されます。
14.	 OKのソフトキーを押します。それまでの調整値を破棄して、トップ画面に戻ります。
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解　　説
電圧 / 電流 / 周波数出力
簡易調整時は次の信号を出力します。
・	 周波数出力 ( 出力電圧 10V)
	 1kHz
・	 電圧出力 ( 周波数 60Hz)
	 1	V/10	V/30	V/100	V/300	V/1000	V の各レンジの 100%出力
・	 電流出力 ( 周波数 60Hz)
	 30	mA/100	mA/1	A/10	A/50	A の各レンジの 100%出力
・	 AUX 出力 (60Hz)
	 500	mV/5	V の各レンジの 100%出力
レンジを変更すると、出力がOFF になります。

接続と調整方法
出力周波数
・	 LS3300 の電圧出力端子を周波数カウンタ TC110 に接続します。

	 	 	

CH

変換アダプタ(758924)
LS3300 TC110

HI

LO

BNC ケーブル

・	 LS3300 の LO	TO	EARTH を ONに設定した後に調整モードに切り替えてレンジを周波数にします。
・	 周波数カウンタ TC110 を GATE 時間 1秒、アッテネータ x10、ACカップル、フィルタONに設定します
・	 LS3300 の周波数を下表のように設定して出力をONしたときに TC110 の表示値を TC110 の校正値で補正
した値が 1kHz になるように調整します。
LS3300
レンジ ( 出力電圧 ) ( 周波数 )
周波数 10V 1kHz

交流電圧発生
・	 LS3300 の電圧出力端子をWT3000E に接続します。LS3300 の出力が 100V 以上の場合はUin 端子に、10V
以下の場合は EXT 端子に接続します。

	 	 	

U

±

出力が100V以上の場合

LS3300 WT3000E

HI

LO

　　
EXT
(電流外部
　センサ入力)

変換アダプタ(758924)

BNCケーブル

LS3300 WT3000E

HI

LO

出力が 10V 以下の場合

・	 LS3300 の LO	TO	EARTH を ONに設定した後に調整モードに切り替えてレンジを設定します。
・	 WT3000E の UPDATE	RATE を 500ms に設定します。
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・	 LS3300 の電圧レンジ、出力値とWT3000E の 2A エレメントの入力設定と測定条件を下表のように設定し
て出力をONしたとき、WT3000E の校正値となるように LS3300 を調整します。
LS3300 WT3000E
レンジ 出力値 レンジ 端子 アベレージ
1	V 1.00000	V 1	V Iin(EXT) 8
10	V 10.0000	V 10	V Iin(EXT) 8
30	V 30.0000	V 30	V Uin 8
100	V 100.000	V 100	V Uin 8
300	V 300.00	V 300	V Uin 8
1000	V 1000.00	V 1000	V Uin 8

交流電流発生
・	 LS3300 の電流出力端子をWT3000E に接続します。50A レンジ、50A 出力のときだけ LS3300 の電流出
力端子に接続されたケーブルを CT200 の一次側導体貫通穴に通して接続し、CT200 の 2 次側をWT3000E
の電流入力端子に接続します。

	 	 	

I

±

100ｍA、1A、10Aレンジの場合

2Aエレメント：100ｍA、1Aレンジのとき
30Aエレメント：10Aレンジのとき

LS3300 WT3000E

HI

LO

	 	 	

LS3300

HI

LO

2次側コネクタ

I
±

電源

－15V
OV(コモン)

＋15V

50Aレンジの場合
電流が流れる方向

CT200 WT3000E

負荷抵抗0
1
4
5
9

ケーブルはできるだけ貫通穴の中央を通してください

	 	 負荷抵抗：値付け校正時の抵抗値

・	 LS3300 の LO	TO	EARTH を ONに設定した後に調整モードに切り替えてレンジを設定します。
・	 WT3000E の UPDATE	RATE を 500ms に設定します。
・	 LS3300 の電流レンジ、出力値とWT3000E の 2A	エレメントと 30A エレメントの入力設定と測定条件を
下表のように設定して出力をONにしたときしたときWT3000E の校正値となるように LS3300 を調整し
ます。50A レンジの場合は、CT200 の校正された CT 比とWT3000E の校正値を使用して補正された値が
50A となるように調整します。
LS3300 WT3000E
レンジ 出力 レンジ 端子 ( エレメント ) アベレージ
30	mA 30.0000	mA 50	mA Iin(2A) 16
100	mA 100.000	mA 100	mA Iin(2A) 16
1	A 1.00000	A 1	A Iin(2A) 8
10	A 10.0000	A 10	A Iin(30A) 8
50	A 50.000	A 50	mA Iin(2A) 16
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電流センサー信号発生 (AUX)
・	 LS3300 の AUX 出力端子をWT3000E の Iin(EXT) 端子に接続します。

	 	 	

LS3300 WT3000E

EXT
(電流外部
　センサ入力)

AUX

・	 LS3300 の LO	TO	EARTH を ONに設定した後に調整モードに切り替えてレンジを設定します。
・	 WT3000E の UPDATE	RATE を 500ms に設定します。
・	 LS3300 の電圧レンジ、出力値とWT3000E の 2A エレメントの入力設定と測定条件を下表のように設定し
て出力をONしたとき、WT3000E の校正値となるように LS3300 を調整します。
LS3300 WT3000E
レンジ 出力値 レンジ 端子 アベレージ
Ext	Sensor	500	mV 500.00mV 500	mV Iin(EXT) 16
Ext	Sensor	5	V 5.0000	V 5	V Iin(EXT) 8
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通信コマンド
CALibrate グループ

:CALibrate:ADJust
機能	 キャリブレーション値を設定 /問い合わせしま

す。
構文 :CALibrate:ADJust <調整値 >

 :CALibrate:ADJust?

 <調整値 >

  = :CALibrate:FUNCtionコマンドで 
電圧または電流に設定時 
±2.0000%

  = :CALibrate:FUNCtionコマンドで 
周波数に設定時 
±0.2000%

例 :CALIBRATE:ADJUST 0.1000

 :CALIBRATE:ADJUST?

  -> :CALIBRATE:ADJUST 0.1000

解説	 調整範囲外の値が入力された場合は ｢222:Data	
out	of	range｣ のエラーになります。

:CALibrate:FUNCtion
機能	 キャリブレーション対象 ( 電圧 / 電流 / 周波数 )

を設定 /問い合わせします。
構文 :CALibrate:FUNCtion 

{VOLTage|CURRent|FREQuency}

 :CALibrate:FUNCtion?

	 VOLTage：電圧
	 CURRent：電流
	 FREQuency：周波数
例 :CALIBRATE:FUNCTION VOLTAGE

 :CALIBRATE:FUNCTION?

  -> :CALIBRATE:FUNCTION VOLTAGE

:CALibrate:INITialize
機能	 本機器のキャリブレーション値を初期化します。
構文 :CALibrate:INITialize

例 :CALIBRATE:INITIALIZE

:CALibrate:PASSword
機能	 キャリブレーションモードへ移行するためのパ

スワードを入力します。
構文 :CALibrate:PASSword {<文字列 >}

	 < 文字列 >：パスワード
例 :CALIBRATE:PASSWORD "1111"

解説	 CALibrate グループのコマンド操作にはパスワー
ドの入力が必要です。

	 パスワードは文字列で入力してください。
	 キャリブレーションモードの解除は ""（空の文字

列：ダブルクォーテーションを 2つ続けて入力）
を入力してください。

:CALibrate:RANGe
機能	 キャリブレーションするレンジを設定 /問い合わ

せします。
構文 :CALibrate:RANGe {<電圧 >|<電流 > 

|AUX,<電圧 >}

 :CALibrate:RANGe?

	 < 電圧 >=1、10、30、100、300、1000(V)
	 < 電流 >=30(mA)、100(mA)、1、10、50(A)
	 AUX,< 電圧 >=500 ｍ、5(V)
例 :CALIBRATE:RANGE 1V

 :CALIBRATE:RANGE? 

-> :CALIBRATE:RANGE 1.0E+00

	 30.0E-03	(30mAレンジ )
	 100.0E-03	(100mAレンジ )
	 500.0E-03	(AUX の 500mV レンジ )
	 1.0E+00	(1V レンジまたは	1A レンジ )
	 5.0E+00	(AUX の 5V レンジ )
	 10.0E+00	(10V レンジまたは	10A レンジ )
	 30.0E+00	(30V レンジ )
	 50.0E+00	(50A レンジ )
	 100.0E+00	(100V レンジ )
	 300.0E+00	(300V レンジ )
	 1.0000E+03	(1000V レンジ )
解説	 < 電圧 >を設定するには、事前

に :CALibrate:FUNCtionコマンドでキャリブ
レーション対象を電圧に設定してください。

	 < 電流 >を設定するには、事前
に :CALibrate:FUNCtionコマンドでキャリブ
レーション対象を電流に設定してください。

	 異なるキャリブレーションのレンジを設定した
場合は、｢131:Invalid	suffix｣ のエラーになります。

	 キャリブレーション対象が周波数に設定されて
いるときは、このコマンドは無視されます。

:CALibrate:STATe
機能	 キャリブレーションモード時のOUTPUT の ON/

OFF を設定 / 問い合わせします。
構文 :CALibrate:STATe <Boolean>

 :CALibrate:STATe?

	 ON|1：出力する
	 OFF|0：出力しない
例 :CALIBRATE:STATE ON

 :CALIBRATE:STATE? 

-> :CALIBRATE:STATE 1

解説	 :CALibrate:FUNCtionコマンドで電圧または
電流が設定されている場合は、OUTPUT を ONに
設定すると、:CALibrate:RANGeコマンドで設
定されたレンジの定格値を周波数 60Hz で出力し
ます。

	 :CALibrate:FUNCtionコマンドで周波数が設
定されている場合は、OUTPUT を ONに設定する
と、10V レンジの定格値を周波数 1kHz で出力し
ます。

:CALibrate:WRITe
機能	 調整値を本機器の内部メモリに書き込みます。
構文 :CALibrate:WRITe

例 :CALIBRATE:WRITE


