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■概

要

本装置は、永年慣用されてきた方法ではカバーしきれない現状の諸問題を解決するため、独自の機構による摩擦の
安定化と、エレクトロニクス技術の駆使によりデータ印字出力を実現した、摩擦帯電圧測定装置（JIS L1094 に
準拠）です。
布帛やフィルムの摩擦帯電特性は勿論のこと、放電特性も平易かつ正確に評価できるため、研究開発や試験検査等
に幅広くご活用戴けます。
■Outline
This is a frictional electrostatic voltage measuring system (conformable to JIS L1094) capable of stabilizing
friction with a unique mechanism and data printing with the use of electronic technologies, developed for the
purpose of solving various problems which cannot be fully covered with the conventional method for many
years. This system can be widely used for research and development, test, inspection, etc. because it can
evaluate easily and exactly not only the frictional electrostatic characteristics but also the discharge
characteristics of cloths and films.
■特

長

（１） 摩擦方式は一方向自動加圧摩擦方式を採用し、試料の表面状態にかかわらず安定摩擦を実現、且つ個人差
が少なく安定した計測を実現しました。
（２） 摩擦帯電圧の最高値及び減衰状態を、帯電体から電荷を吸収することなく電圧を計測することができます。
（３） 較正電源と較正電極を内蔵しているので、帯電圧の較正が簡単にできます。
（４） サンプルの着脱及び操作はワンタッチで極めて簡単です。摩擦布の交換も容易です。
（５） 従来型（EC−1）より低電圧域での帯電圧測定が可能となりました。
（６） 測定中のグラフ表示や帯電圧値をリアルタイムで確認でき、測定後データや統計値を画面表示します。
またプリントアウトもできます。
（７） 測定データやパラメータを保存する事ができるので、同一条件下での測定や過去のデータ呼び出しが簡単
にできます。
■Features
（１） Since one-way mechanical rubbing system, even if the measurement person replaced, variation and
the error were able to lesson.
（２） Because FRESVO ※ is sensed as it is without taking off electric charged sample, the maximum
FRESVO and its decay can be made clear in the passage of time.
（３） Since a standard calibration power source and standard calibration electrodes’ are incorporated,
charged electrostatic voltage can be measured correctly therewith.
（４） Extremely easy to operate and put sample on and take it off quickly and simply to replace frictional
cloth.
（５） Electrostatic voltage at lower voltage level compared with current model EC-1.
（６） Displaying value of frictional electrostatic voltage and the graphic chart simultaneously as they are
under measuring, and data & statistical value after measured, as well.
（７） As measured value & parameter being stored, simply to have another measuring at the same
condition and read the filed data.
※ N.B.

FRESVO (Frictional electrostatic voltage)

■データ印刷例
■Example of print out
・並列記録の印刷例

Example of printing of parallel record
[統計値の内容]
[Contents of statistics]
VP:ピーク値の平均
Mean value of the maximum FRESVO
CV:ピーク値の変動率
Fluctuation rate of the maximum FRESVO
V10:10 秒後の値の平均
Mean value of the FRESVO 10 seconds after
CV: 10 秒後の変動率
Fluctuation rate of the FRESVO 10 seconds after
V30:30 秒後の値の平均
Mean value of the FRESVO 30 seconds after
CV: 30 秒後の変動率
Fluctuation rate of the FRESVO 30 seconds after
V60:60 秒後の値の平均

・重複記録の印刷例

Example of printing of duplication record

Mean value of the FRESVO 60 seconds after
CV: 60 秒後の変動率
Fluctuation rate of the FRESVO 60 seconds after
T1/2:半減期の平均
Mean value the half decay of the FRESVO
CV:半減期の変動率
Fluctuation rate of the half decay of the FRESVO

※人体帯電圧測定も可能です。
※ Human body electrostatic voltage measurement is also possible.

■仕

様
型
式
測定範囲
精度
摩擦摺動回数
摩擦摺動速度
サンプル毎の測定時間
較正装置
ラビングクロス寸法
サンプル寸法
サンプル厚み
データ処理部
電源
設置スペース
全体重量

■Specification
Type
Measurable range
Measurement accuracy
Rubbing strokes
Rubbing rate
Time for measuring one sample
Calibration device
Dimension of rubbing cloth
Sample size
Sample thickness
Data-Processing unit
Power source
Setting space
Total weight

INTEC

ＥＳＴ−８
０〜±５、±１０、±２０ｋＶ（パソコン画面にて選択）
（但し、０〜±１、±５０ｋＶも参考値として測定可能）
フルスケールの２％±０．０５ｋＶ
１０〜１５回／サンプル（５〜１０，０００回の範囲で測定可能）
１２０回／分 ±１０％
１５，３０，６０ｓｅｃ、３，５，６，１０，２０，３０ｍｉｎ
−５ｋＶ 基準電源内蔵
約１６０ｍｍ×２００ｍｍ
約１００ｍｍ×１００ｍｍ（測定エリア φ７０ｍｍ）
約０〜１２ｍｍ
ノート型パーソナルコンピュータ（Ｗｉｎｄｏｗｓ版）
標準品 ＡＣ１００Ｖ±１０％ ５０／６０Ｈｚ 消費容量 約 300VA
約１６００Ｗ×５００Ｄ×４５０Ｈ（ｍｍ）
（摩擦摺動部、データ処理部、プリンタ）
約５０ｋｇ

ＥＳＴ−８
0〜±5、±10、±20kV （It select on personal computer screen.）
(The range,0〜±1,±50kV can also be used to roughly check FRESO.)
2％ of full scale ±0.05kV
10〜15 strokes／sample(possible strokes 5〜10,000)
120 strokes／min ±10％
15,30,60 sec, 3,5,6,10,20,30 min
Built-in standard -5kV power source
Approx. 160mm×200mm
Approx. 160mm×100mm(measuring area φ70mm)
Approx. 0〜12mm
Note type personal computer(the Windows version)
AC100V±10％(standard) 50／60Hz Approx. 300VA
Approx. 1600W×500D×450H (mm)
(Rubbing unit, Data-Processing unit, Printer)
Approx. 50kg
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