静電気センサー
MODEL: ７１８ 取扱説明書
文書番号 TBJ-9016

DESCO JAPAN 株式会社

<はじめに>

この度は、静電気センサーをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本製品は、物体上の表面電圧および極性を表示します。約 2.5cm の距離で 0〜±1.999kV
または 0〜±19.99kV の範囲で測定でき、±5％の精度で表示されます。自動ゼロボタンを
使うことで、ネジやダイヤルを回すことなくゼロに調整することができ、ホールドボタンを使う
と表示された測定値を画面上に保持することができます。また、測定精度を高めるために
距離表示 LED が搭載されており、測定対象物から静電気センサーまでの適切な距離を保
つのに役立ちます。電池を節約するために、20 分間使用していない状態が続くと自動的に
電源が OFF になります。本製品は、NIST（米国標準技術研究所）に認可された手順と基準
に則って校正されています。

「物体に静電気が帯電すると、静電界ができます。
静電気に敏感なデバイスがこの静電界の中に置
かれると、デバイスに電圧が誘引される可能性が
あります。その後デバイスが瞬間的に接地される
と、デバイスからの電荷移動が CDM（デバイス帯
電モデル）イベントとして発生します。デバイスを
静電界から取り出し、再び接地すると、２度目の
CDM イベントが１度目とは逆の極性で発生しま
す。」
[ESD ハンドブック ESD TR20.20 2.7.5
フィールド誘引放電]

品番
718
770718
770719

品名
静電気センサー
電界電位測定セット
導電性プレート&チャージャーセット

ご注意
(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
(2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
(3) 本書の内容について万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれ
等お気づきの事がありましたら、ご連絡下さい。
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<梱包内容>

静電気センサー
9V アルカリ電池
校正証明書

1個
1個
1部

<各部の名称と説明>
A. 電源ボタン：
電源を ON/OFF する時に押しま
す。
B. RANGE/ZERO ボタン：
測定範囲を選択します。押し続
けると０にリセットされます。
C. アナログ出力ジャック：
測定結果を出力することができ
ます。電圧は、測定電圧の
1/1000(±2kV 設定時)もしくは
1/10000(±20kV 設定時)です。
D. HOLD ボタン：
表示された測定結果を画面上
に保持したい時に押します。測
定操作に戻るときはもう 1 度押
してください。
E. 電池カバー：
電池交換の際、下にスライドさ
せて開けます。

<操作>

注意：静電気センサーは導電性ケースに組み込まれており、ケース（および接地接続され
た、ケースを保持している人）とテスト対象物の表面との電位差を感知します。正確な測定
を行うために、センサーを使用する作業者がリストストラップを付け、しっかりと接地されて
いることを確認してください。
ローバッテリー表示
電池残量が少なくなると画面上に「BAT」と表示されるので、電池を交換してください。
CE に準拠するために、9V アルカリ電池もしくは同等の電池をご使用ください。
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ゼロ調整
「POWER」ボタンを押して本体の電源を入れます。「RANGE/ZERO」ボタンを押して 2kV(小
数点以下 3 桁表示)に設定します。静電気センサーの上部を接地された金属面に約 2.5cm
の場所から向けます。約 2.5cm の距離で正しい位置にある時、距離ガイドの赤 LED が１
点に集まります。画面の表示が「.000」になるまで「RANGE/ZERO」を押し続けてください。
測定方法
静電気センサーを測定対象物から約 2.5cm の場所に置きます。この距離は、静電気セン
サーの上端から測定対象物の表面までの距離です。センサーには kV/inch で読取値（0〜
±0.200 または 0〜±2.00）が表示されます。

注意：静電気センサーを測定対象物から適切な距離に置くために距離ガイドの赤 LED を使
用できます。測定対象物から静電気センサーの上端までの距離が 1 インチ（約 2.5cm）の
時、測定対象物の表面に赤 LED が１点に集中します。はじめは白い紙に当てて練習する
とわかりやすいです。
測定値が範囲を超えた場合は、画面に「1」もしくは「-1」と表示されます。本体の範囲設定
を変更する必要があります。20kV を超える場合は、静電気センサーを測定対象物から遠
ざけ、測定対象物からの距離（インチ）を掛け合わせます。ただし、測定精度は安定した接
地と 1 インチの測定距離に準じています。また、測定距離に測定対象物のサイズを関連付
ける「アスペクト比」にも準じます。

千の位
百の位
十の位

百の位
十の位
一の位

±2kV 設定時

±20kV 設定時

注意：制度を最大限にするためには、このアスペクト比を少なくとも 3 にする必要がありま
す。つまり、１インチ（約 2.5cm）の距離で測定する場合、対象物は少なくとも 3 インチの正
方形である必要があります。静電気センサーの範囲を測り、適切なアスペクト比を観察す
ることで、他の距離でも正確な測定を行うことができます。例えば、3 インチの測定距離で
静電気センサーの読取値に 3 を掛けて 0〜60kV の範囲を求めます。精度を
上げるために、この距離で測定する際の測定対象物は 9 インチ四方以上である必要があ
ります。
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HOLD 機能
測定対象物から 1 インチの距離で測定し「HOLD」ボタンを押します。画面上とアナログ出
力信号に表示された測定値を保持することができます。この機能を使うことで作業者は測
定後に静電気センサーを動かしても結果を見ることができ、後で参照にする為に保存する
こともできます。

注意：HOLD モードの間は、距離ガイドの赤 LED が消えます。電池を長持ちさせるために、
測定と測定の間は HOLD モードにすることをお勧めします。
アナログ出力
アナログ出力ジャックは静電気センサー正面の「OUT」と表記されており、2.5mm の標準フ
ォンプラグを使ってオシロスコープやチャートレコーダー、外部メーターと接続することがで
きます。電圧は、測定された電圧の 1/1,000(±2kV 設定時)もしくは 1/10,000(±20kV 設定
時)となります。詳細はカスタマーサービスまでお問い合わせください。

<メンテナンス>

本製品は工場で校正されており、メンテナンスの必要はありません。適切に機能していな
いと感じた時は、SCS カスタマーサービスまでお問い合わせください。
使用者様が修理できる部品はありません。承認されていない修理等を行なった場合は保
証対象外となり、追加の修理代金が発生します。
注意：本製品は精密機械なので、落下させると保証対象外になります。
電池の交換
静電気センサーは 9V のアルカリ電池を使用します。電池の寿命は通常の使用法で 50 時
間以上です。電池残量が 6.5V 以下になると画面に「BAT」と表示されます。電池を交換す
る際は、本体背面の電池カバーを下にスライドさせ、電池を取り出します。新しい電池を入
れ、カバーを元に戻します。静電気センサーを長期間使用しない場合は、電池を外して保
管してください。
チャージャーの電池は、年に一度、もしくは±1100V の電圧が得られなくなったら交換してく
ださい。

<クリーニング>

アダプタープレートの絶縁体を清潔に保ち、表面漏れの原因となる汚れを取り除くことが大
切です。アダプタープレートの性能をテストする為には、プレートを充電し、非イオン化エリ
アで放電率を記録します。自己放電率は元の電圧の 10%以下を 5 分以上継続するはずで
す。
ドリフトのない正確な測定値を得るためには、静電気センサーの開口部周辺を清潔に保つ
必要があります。開口部には決して触れないでください。埃等を除去するには、低圧の機
器用エアーをご使用ください。頑固な汚れには、工業用のイソプロピルアルコールを最小
限スプレーするか、サッと流してください。その後数時間は自然乾燥させてください。
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<校正>

再校正の頻度は、取り扱う ESD に敏感な製品の重要な性質と、ESD 保護機器及び材料の
不具合のリスクに基づくものです。一般的には、弊社は年１回の校正をお奨め致します。
必要機器

高電圧電源試験装置（10,000V）
電圧計(入力電気抵抗 50kΩ以上)
2.5mm 単一プラグと電圧計とのコネクター付きケーブル
試験装置
127mm x 127mm 以上の金属プレート
金属プレートから約 2.5cm 離れた場所に
静電気センサーを保持す流ための金属スタンド
高電圧電源装置と金属プレートを接続できるコネクター
金属スタンドを電気的接地するためのコネクター

1個
1個
1本

1個
1個
2個
1個

手順
1. 静電気センサーを金属スタンドに置き、センサー上端から金属プレートの中央までの距
離が 2.5cm になっているかどうかを確認します。
2. 金属スタンドを接地接続します。
3. 静電気センサーの電源を入れ、低い範囲（2kV）に設定します。
4. 金属プレートを接地し、静電気センサーの画面に「0」が表示されます。
5. 金属プレートの接地を外し、高電圧電源装置に接続します。
6. プレートに＋1,000V の電圧を加えます。
7. 静電気センサーには「1.000」と表示されます。
8. もしセンサーに「1.000」と表示されない場合は、電池カバーを外して、ドライバーを使っ
て電池ケース内部にある小さなネジを回し、画面に「1.000」と表示されるように調整しま
す。これで低い範囲の校正は完了です。
9. 同様に高い範囲（20kV）の範囲で 6〜8 の手順を繰り返し、5,000V になるように調整
し、校正を完了させてください。
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<仕様>
性能
測定範囲 (選択可)
低い範囲
高い範囲
測定正確度
電圧モニター出力
電圧表示
測定安定度
電圧モニター
出力
比率
低い範囲設定時
高い範囲設定時
正面パネルメーター
電圧表示
範囲
低
高
画面解像度
低い範囲設定時
高い範囲設定時
参考比率
特性
自動電源 OFF
距離ガイド
「Range/Zero」スイッチ
電池残量表示
「Hold」スイッチ
一般
寸法
重量
電圧モニター接続
先端
根元部分
使用条件
温度
相対湿度
標高
校正
必要電力
電源
電力
操作時間
電源スイッチ

0～±2kV/2.5cm
0～±20kV/2.5cm
±5％以内、10mV
±5％以内、±2 カウント
±10 カウント
最大 2V
測定電圧の 1/1000
測定電圧の 1/10000
3-1/2 LED 画面
0～±1.999kV/2.5cm
0～±19.99kV/2.5cm
1V/2.5cm
10V/2.5cm
3 データ/秒
最終動作から 20 分後
対象物に映る LED が 2.5 ㎝の距離を示します。
0 にリセットし、測定範囲を選択します。
電池残量が少なくなった時に LCD 画面にメッセージが表示されます。
押した時に LCD 画面に表示中の画面が保持されます。
24 ㎜ H×70 ㎜ W×126 ㎜ L
140ｇ (電池含む)
2.5 ㎜のモノフォーンジャック
信号
接地
10～30℃
80％以下、非結露
2000m 以下
UL、CE、RoHS3
9V のアルカリ電池 1 個
45mW
50 時間以上(21℃の環境下で使用時)
不意に電源が切れてしまうことを防ぐために薄膜スイッチ構造
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限定保証
弊社の保証規定に関する詳細は
http://www.descoasia.co.jp/Limited-Warranty.aspx
をご覧ください。

保証規定
本製品は、米国 DESCO Industries Inc. 社により製造され、日本国内の販売、保守、
サービスは、DESCO JAPAN 株式会社が担当するものです。
本製品が万一故障した場合は、製品購入後一年以内については無料で修理調整を
行います。ただし、以下の項目に該当する場合は、上記期間内でも
保証の対象とはなりません。
（１）
（２）
（３）
（４）

取扱説明書以外の誤操作、悪用、不注意によって生じた故障。
当社以外で行われた修理、改造等による故障。
火災、天災、地変等による故障。
使用環境、メンテナンスの不備による故障。

保証の対象となるのは、本体で付属品、部品等の消耗は、保証の対象とはなりませ
ん。
＊ 本保証は、上記保証規定により無料修理をお約束するもので、これによ りお客様の
法律上の権利を制限するものではありません。
＊ 本保証内容は、日本国内においてのみ有効です。
機器に明らかなる不良がある場合については、下記内容を当社にご連絡下さい。
１） 機種名または、品番
４）ご購入年月日
２） 製品シリアルナンバー
５）御社名、部署名、担当者名
３） 不良内容（できるだけ具体的に）
６）連絡先
以上の内容を検討致し返却取扱ナンバーを御社に連絡致します。製品を返却する場
合は、返却取扱ナンバーを製品に添付してご返却下さい。
返却ナンバーが表示されていない場合は、保証の対象とならない場合があります。

DESCO JAPAN 株式会社
〒289-1115
千葉県八街市八街ほ 661-1
Tel: 043-309-4470
http://www.descoasia.co.jp/
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