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点検・試験用 計測器現場で役立つ !
特別
企画

http://www.flir.jp
フリアーシステムズジャパン（株） テストアンドイクイップメント部　TEL 03-6721-9094

作業効率を高めるサーマルイメージ付計測ツール
■開発の背景
　フリアーシステムズは世界で初めてサーモグ
ラフィカメラを民生用に開発した会社として知
られている。サーモグラフィカメラは電気設備
の点検効率を飛躍的に向上させるツールとして
知られているが、高額製品でかつ小型化があま
り進んでいなかった。フリアーシステムズでは
近年極めて小型の赤外線素子の開発に成功し
た。検査の効率化、正確性の向上を狙い電気計
測ツールに赤外線素子を搭載した製品と弱電流
を正確に計測する機構を搭載したクランプメー
ター、低価格デジタルマルチメーターを紹介する。
■サーマルイメージ付クランプメーター
CM275　￥79,800

　従来のクランプメーターでは重点箇所のみ点
検対象としていたものを、あらかじめサーマル
イメージで視覚的に対象物の熱分布を見ること
ができる。電流の不均衡や発熱が発生している
箇所をもらさず、かつクランプすべき箇所を絞
り込んで効率的に計測することができる。
（電流電圧測定範囲　AC/DC　1000V・600A）
特　徴
１．160×120 熱解像度に
より小径の配線の電流不均
衡も十分に捉えることがで
きます。

２．視認性の高い2.4インチ
IPS液晶　耐落下衝撃性能

３．サーマルイメージ 100
点、電気計測値40,000点
の保存が可能（データログ取
得可能）
■FLIR DM285　サーマルイメージ付デジタ
ルマルチメーター　￥79,800

　CM275と同じ熱解像度をもち、熱電対温度
計測機能を搭載したデジタルマルチメーター。
（測定範囲　AC/DC 1000V・10A　K型熱電対
付属）

特　徴
●160×120
　熱解像度
●IP40
　耐衝撃性能
●K型熱電対
　（－40～
　400℃）
■FLIR CM46　ミニクランプメーター
　￥19,800
特　徴
　クランプ部の弱電流計測用の
溝により正確な測定値がえられ
る新しい構造。
　軽量コンパクトながらダブル
モールド構造で頑丈な構造。
仕　様
●弱電流を正確に測るAccuTip™
●耐落下衝撃性能2m
●AC/DC　600V・600A
■FLIR DM62　ミニデジタルマルチメーター
特　徴
低価格ながら耐衝撃性能、非接
触検電機能、TRMS を搭載し
たデジタルマルチメーター
仕　様
●耐落下衝撃性能2m　IP40
●AC/DC　600V・10A
■おわりに
　フリアーシステムズの電気計測器は従来の製
品にない＋αの機能を追加して検査効率の向上
を図っている。本体仕様では落としても壊れに
くい頑丈なダブルモールド構造や大型の TFT
液晶、IPS液晶、液晶バックライトなどを備え、
視認性が高い設計になっているので是非手にと
って試して頂きたい。
デモ機のお問合せは
tomoaki.ishikawa@flir.jp まで

http://www.flir.jp
mailto:tomoaki.ishikawa@flir.jp
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点検・試験用 計測器現場で役立つ !
特別
企画

http://www.multimic.com
マルチ計測器（株） 営業部　TEL 03-3251-7013

太陽光発電設備　直流回路絶縁診断装置　MSEI-200C
　太陽電池パネルは日中、常に発電しており絶
縁抵抗測定は発電状態での作業となります。
　従来の絶縁抵抗計で絶縁抵抗を測定する場
合、P-N相を短絡させずに測定する方法と短
絡させて測定する方法の２通りの測定方法があ
ります。

　P-N相を短絡させずに測定する方法では絶
縁劣化の箇所によっては正確に測定できない場
合があり、その際にＮ相側から測定を行うと健
全なセル・モジュールを破損させてしまう恐れ
があります。
　また絶縁抵抗計に発電電圧が印加され、絶縁
抵抗計本体が破損する可能性もあります。
　P-N相を短絡させて測定する方法では短絡
用開閉器を用意する必要があり、手順を誤ると
アークが発生する危険性があります。

　MSEI-200Cは上記の問題点を踏まえ開発し
ており、太陽電池パネルが発電中でもP-N相
を短絡する必要なく安全・正確に絶縁抵抗を測
定することが可能で、Ｐ相Ｎ相の絶縁抵抗測定

に加え絶縁劣化があった際にどの区間が悪いの
か表示する絶縁劣化区間判別機能がついていま
す。
　また電圧を印加しない新しい測定方法（一般
財団法人中部電気保安協会と共同特許取得済）
を採用しており、サージアブソーバを取り外さ
ずに測定することが可能で、作業時間を短縮で
き取り付け忘れなどのヒューマンエラーを防止
できます。

■仕　様
測定項目 ：発電電圧、絶縁抵抗値（Ｐ相/

Ｎ相/モジュール間）
測定範囲 ：発電電圧　DC0.01～999.9V
 ：絶縁抵抗値　0.01MΩ～　　

　　　　　　　　　19.99MΩ
使用回路電圧：DC1000V以下太陽光発電電路
電　　源 ：単３アルカリ電池×４または

ACアダプタ（オプション）
寸　　法 ：W190×H140×D42mm
重　　量 ：約600g
標準価格 ：￥195,000（税別）

測定項目 発電電圧、絶縁抵抗値（Ｐ相/Ｎ相
/モジュール間）

測定範囲 発電電圧　DC0.01～999.9V
絶縁抵抗値　0.01MΩ～19.99MΩ

その他機能 絶縁劣化区間判別機能
使用回路電圧 DC1000V以下太陽光発電電路

電　　源 単３アルカリ電池×4またはAC
アダプタ（オプション）

寸　　法 W190×H140×D42mm
重　　量 約600g
標準価格 ¥195,000（税別）

http://www.multimic.com
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http://www.musashi-in.co.jp/
（株）ムサシインテック 営業本部　TEL 04-2934-6034

絶縁耐力（耐電圧）試験・継電器試験の必要性と試験器の選択
■試験の目的と頻度
　絶縁耐力試験は、主に受電設備の竣工時や設
備の長期間休止後の再開、増設・改修時に行わ
れる。以降の通電が可能と判断出来る適切な絶
縁耐電圧強度を有しているかの事前確認を目的
としている。
　一方、継電器試験に関しては、竣工時はもと
より自家用電気工作物での年次等の定期点検で
行うこととなっており、両者ともに法定点検の
重要なファクターを担う試験となる。
■関連規格と作業安全性の確保
　「製造物の生産上の品質規格」として JIS 規
格があり、試験目的や対象物、試験項目（JESC 
E7001）・方法、判定値を記載している。「電気
工作物を製作する上での規定」は電気設備技術
基準に記され、運用に伴う保守メンテナンスで
は「高圧受電設備規程」「自家用電気工作物保安
管理規程」に準じることとなる。
　更に電気工事や、電気設備の保守メンテナン
スにおいて感電事故がそのまま労働災害となる
ことから、「労働安全衛生規則」に規定されてい
る。使用者側にも安全教育の義務、必要な知識
や適性を有していることやヒューマンエラーを
未然に防ぐために適切な試験機器による、安全
防具や器具の運用が必要になる。
■現場での運用に適した試験器の選定
　一般的な 6kV 受電設備の耐電圧試験では、
10350V が試験電圧となり 10分間の試験時
間に絶縁破壊しないことを確
認する。新たな電気工作物の
竣工においては、電源の確保
として携帯型の発電機や仮設
電源に限定される。同時に、
試験器自体も可搬型あること
が求められる。
　交流での電圧印加では絶縁
性能が健全であっても、対地
静電容量に比例した充電電流

が生じるために、試験器の定格容量には充電電
流を考慮する必要がある。
　今回紹介する「ORT-50MP」と「R-1115MH」
の組み合わせでは、シンプルな構成で1.5kVA
相当の耐電圧試験を行うことが出来る。
10350V試験時では約 136mAが定格電流と
なることからCVケーブルに換算すると 38□

mmで約 60m程度が上限となり、一般的な工
場や店舗の引込みケーブルを含めた受電設備の
試験であれば十分な対応範囲となる。更に「耐
電圧リアクトル」を接続することで、より大容
量の耐電圧試験が可能となる。
　又、「ORT-50MP」は継電器（リレー）試験器
としても運用できるために、竣工試験に伴う過
電流継電器（OCR）・地絡継電器（GR）の試験も、
行うことが出来る。
　当社では、マルチリレーテスタ「IP-R シリー
ズ」をラインナップすることで、竣工・定期の
両方の試験に対応しているが、電源抵抗部と計
器操作部の２ユニットに分かれていることから
屋上や敷地内の端で運用するのに更なるフット
ワークを求められた結果として、最小限の機
能に絞りコンパクトな一体型試験器が望まれ
ORT-50MPが開発された。
　ORT-50MPは、過電流継電器の試験時に目
安となる電流値に設定しておくことで適切な負
担抵抗を介した電流出力が得られる等の初心者
にもわかりやすい操作としている。

ORT-50MP
OCR・GRリレーテスタ

R-1115H／DR-1115MH
耐電圧トランス／耐電圧リアクトル

http://www.musashi-in.co.jp/
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点検・試験用 計測器現場で役立つ !
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http://www.kk-custom.co.jp/dth/THG-01.html
（株）カスタム 営業本部　TEL 03-3255-1117

サーモキャプチャー　THG-01
■製品概要
　測定対象から放出される赤外線エネルギーを
センサーにより検出・可視化する製品で、測定
対象に触れずに温度を測定出来る。
　従来の放射温度計の様に１点の温度を測定す
る物では無く画面上に映っている全ての温度分
布を色の違い或いは数値によって確認する事が
出来る製品である。
　対象物に触れない、且つ広範囲を一時に測定
するので、安全に、効率良く温度測定が可能と
なる。
■製品の特長
　熱画像の解像度は32×32＝1 024ピクセ
ル。その全てのピクセルに温度情報を持ってい
る為測定時や保存後に（BMP、JPG形式で保
存可能）画面上の温度分布を簡単に把握する事
が出来る。製品画面にはタッチパネルを採用し
ており、気になる個所をタッチするだけで、直
感的に温度測定が可能となっている。また、ア
ラームや放射率設定など様々な設定もタッチパ
ネル操作により迅速・簡単に行う事が可能にな
った。
　更に、熱画像だけでなく、可視画像用のカメ
ラ（0.2メガピクセル）も搭載されており、熱画
像と可視画像を重ね合わせる機能によって、問
題個所の特定がより分かり易く簡単に行う事が
出来る。更に対象物と本製品の角度によって生
じる熱画像と可視画像にズレについても製品本
体の方向キーを操作する事によってズレの調整
が簡単に行える。
（キャリブレーションモード）
■製品仕様
●センサー仕様：32×32赤外線温度センサー、
湿度センサー、CMOSセンサー

●測定温度範囲：－20℃～＋380℃
●確度：±2%rdgまたは±2℃の大きい方
●温度分解能：0.1℃
●環境湿度測定範囲：0～ 80%RH

●湿度分解能：1%
●測定視野角：33°×33°
●表示部：2.8インチカラー液晶パネル。タッ
チパネル機能付き。
●保存メモリ：本体／外部（microSDカード
64GBまで・別売り）
●電源：充電式リチウムイオン電池。フル充電
にて約６時間動作可能。
●付属品：取扱説明書、USBケーブル（充電及
びPCへのデータ転送）、キャリングケース

■使用用途
　メンテナンスの現場に於いて対象製品にトラ
ブルが発生した場合、問題となる個所に想定以
上の発熱が生じる事がある。こうした問題の解
決は目視だけでは判断のつかない事が多く、調
査しなければならない個所も広範囲に及ぶ為に
従来の放射温度計を使用した場合には、問題個
所の特定に至るまでに時間や経験を必要とす
る。こうしたメンテナンスを行う際に便利なの
がサーモキャプチャーである。サーキャプチャ
ーを使用する事によって広範囲に温度分布をチ
ェックする事が可能となるのでメンテナンスの
効率が飛躍的に向上する。

（左）カメラ側
（右）画面側

使用例：エアコン

使用例：太陽光パネル

http://www.kk-custom.co.jp/dth/THG-01.html
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点検・試験用 計測器現場で役立つ !
特別
企画

http://www.kew-ltd.co.jp
共立電気計器（株） 国内営業部　東京オフィス　TEL 03-3723-7021

Ior 漏電監視ロガー「KEW5050」
■製品概要
　本製品は、Ior 方式による漏れ電流の測定に
より活線状態での絶縁管理が可能なロガーであ
る。
　近年、省エネ機器の増加や長大な配線設備な
どの影響により、絶縁劣化に起因しない“容量
成分の漏れ電流”が増えてきている。従来の漏
れ電流測定（Io 方式）では、この“容量成分の漏
れ電流”も同時に検出してしまうため、絶縁が
良好にもかかわらず異常と判定される事例が増
加している。このような現場で絶縁劣化による
漏れ電流のみを測定できる Ior 方式の機器を使
用すれば、より正確な絶縁の保守点検が可能と
なる。
　常に漏れ電流が発生している現場では、瞬間
を測定するタイプの漏れ電流計でも良いが、負
荷や環境によって変化する漏れ電流も多い。特
に雨天時や特定の時間にだけ発生する漏れ電流
（間欠リーク）の原因調査をおこなう場合は、長
期間連続で測定する必要がある。さらに、漏電
の原因がどの電路か、どの機器かを特定するた
めには複数箇所を同時に測定する必要もある。
　現在市場では、より正確に、長期間、そして
多チャンネルで漏れ電流の測定をおこないたい
という要望が高くなっている。本製品はこのよ
うな市場の要望に応えるため、独自の Ior 演算
方式を用い絶縁管理に必要なデータを高確度で
記録でき、最大４箇所まで同時測定できる機能

を搭載した。さらに測定値が設定した値を超え
た場合に信号を出力する機能を搭載し、警報装
置や遮断器と連携することも可能で活線状態で
の絶縁管理に最適な製品となっている。
■特　長
● Ior 方式により正確に漏れ電流を測定
　　高速フーリエ変換（FFT）をすることによ
り、ノイズや高調波の影響を受けない高精度
な測定を実現。
●間欠リークが漏れなくキャッチできるロギン
グ機能（記録媒体SDカード）
　　各測定項目の最大・最小・平均・瞬時値を
最短200ms間隔でギャップなしで記録。
　　イベントトリガを設定し約 24.4μs 間の
瞬間最大値・最小値を記録。
●最大４箇所のリークを同時に記録し、系統ご
との調査が可能
　　単相２線式・単相３線式・三相３線式・三
相４線式の結線状態に対応。（異なる結線状態
の混合測定は不可）
● 600g のコンパクトボディに、背面マグネ
ットを標準装備
●結線図表示も可能な大型ドットマトリックス
ディスプレイ
●長時間記録のためにACアダプタを標準付属
●PCアプリケーションソフトでデータの解析
が容易にできる（USB接続）

http://www.kew-ltd.co.jp
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共立電気計器 検 索

お客様相談室　　  0120（62）1172

（消費税別）デジタル接地抵抗計　KEW 4105DL　標準価格 42,000円（消費税別）

デジタル接地抵抗計
P67防水であらゆる環境に適応IPP6767防水防水で水でであらゆるる環境境に適応!IP6767防水であらゆる環境に適応!!

定測地測地接地接にディーに接ディディーにに接ドリールルでスピーデドリールールルでルでスでスピピーデススコード型コード小小小型小小 接 測小 地 定型 定ド デ 測リ で に接ス 接接ルル ピ 接 定定定にコ小小 地 定定地測測接小 定測地型 接地接地ィ型 リ型 ーーーー型 測地接地型 地地地測ィ 地測デ 接で に接地接 定地接接 定型 ピピ 測接 定小型小型コードリーールルでルでスでスピーピーディディーに接地測定
IP67防水であらゆる環境に適応!

小型コードリールでスピーディーに接地測定

● 業界最速の応答速度2秒
　 ノイズに強い!
● 地電圧25Vまで測定可能
　 補助接地抵抗の大きな環境
　 でも正確に測定可能
● 10,000回の連続測定を実現
● A～D種（3極法）の測定
　 簡易測定（2極法）の測定にも
　 対応
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点検・試験用 計測器現場で役立つ !
特別
企画

http://www.goodman-inc.co.jp
グッドマン（株） 営業部　TEL 045-701-5680

大容量リチウム電池を搭載した高性能ケーブル・ブレーカー探索機【PTR600RC】新発売！
　電気・水道・通信などインフラ設備のメンテ
ナンスに絶大な威力を発揮する探索機を専門に
扱っている株式会社グッドマンでは、目的線の
確実な検出を始めケーブルの配線路探索や端末
機器・ブレーカーの識別、さらに断線や短絡・
地絡などの事故点検出を、ボタン一つの簡単操
作で瞬時に行える優秀機として確かな評価を得
ている「PTR600」の最新機種として、充電時
間も短縮され経済性・利便性が更に向上したケ
ーブル・ブレーカー探索機【PTR600RC】を新
発売し大好評を頂いている。
　搭載する電池は、大容量かつ 1000 回を超
える継ぎ足し充電が可能な高性能リチウムイオ
ン充電池。さらに付属の専用アダプターで電池
を毎回取り外すこと無く素早く充電が可能とな
っている。

■用　途
●無電圧線から600VAC迄の活線の配線路と
ブレーカーを含む端末機器の探索

●事故点（断線／短絡／地絡箇所等）の正確な検
出

●壁／天井裏の配線路探索とラック／シャフト
／トラフ内の目的ケーブルの識別

●現用のADSL/LANを含む通信線と制御線の
非接触探索

●単線識別と相順（RST）確認
●撤去ケーブルの素早く確実な検出

■特　長
●最大で距離７Km・探索範囲３mと超高感度
のケーブル探索が可能

●リチウムイオン充電池が標準装備で現場の即
応性と経済性に優れる

●無電圧線も片側のみの簡単接続で電圧の印加
や給電等の必要がない

●端末が開放・短絡・機器接続・給電中（最大
600VAC）でも探索可能

●壁・スラブ内及びケーブル被覆上から断線・
短絡・地絡箇所の検出が可能
●マイクロプロセッサー搭載の自動検出方式で
操作が非常に簡単
●インバーターや高調波の影響を受けない完全
ノイズフリー探索
●非接触クランプ送信で現用のデータ回線や制
御線にも安全
●受信機の信号音と送信機の LED表示で活線
／不活線の識別が行える

■定格および仕様
電圧範囲　　0V～ 600VAC/DC
信号変調　　キャリア周波数 33.3KHz×4波

デジタル重畳PCM
動作表示　　ビープ音と LED列の点灯
回路状況　　送信機の LED点灯による（開放・

短絡・活線）表示
識別方法　　マイクロプロセッサーのピークホ

ールド機能による自動識別
送 信 機　　116×68×25mm　205g　

006P型リチウムイオン充電池
受 信 機　　149×68×22mm　170g　

006P型リチウムイオン充電池

　株式会社グッドマンでは「PTR600RC」の実
用性を確認できる無料のデモ機を用意してお
り、お客様のご要望に応える最高の性能を是非
ご実感頂きたい。
　さらに機器使用方法のサポートや、万が一の
機器トラブルにも２年間の完全保証と即日修理
で対応でき、購入後のアフターサービスも万全
の体制を整えている。

http://www.goodman-inc.co.jp
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　2017年12月号14特別企画

点検・試験用 計測器現場で役立つ !
特別
企画

http://www.sanwa-meter.co.jp/japan/
三和電気計器（株） 　TEL 0120-51-3930

活線センサ　KDP10
■背　景
　電気設備の工事においてケーブル誤切断によ
る事故、設備損傷などの報告がある。
　このケーブル切断時の工程は
●切断するケーブルが含まれる電気設備のブレ
ーカー等で活線ではない状態にする。

●切断するケーブルが活線ではない状態を検電
器で確認する

●切断するケーブルが活線ではないことを確認
したケーブルを切断工具で切断する
となるが
ａ．ブレーカーを落としたつもりになっていた、
もしくは違う設備のブレーカーを落としてい
た

ｂ．検電器でチェックし忘れた、検電器を不適
切な状態で使用していた

ｃ．切断するケーブルを間違えた
などのヒューマンエラー（思い込みによるもの
が多数）がどんなに注意をしていても起きてし
まう事例があるのでそのリスクを低減するため
の器具を開発することが急務となっていた。
■測定対象
●シールドされていない活線状態のケーブル全
般

■コンセプト
●ケーブル切断をする時、作業者は「ケーブル
は活線状態ではない」と思い込んでいるので
検電器でチェックしたあとの工程でさらに危
険を知らせることができる

●絶縁手袋をしたままでも検知できる

●現場でよく使われる工具に装着でき、邪魔に
ならない形状

●電池寿命を長くし電池交換の手間をなるべく
少なくする

を重点課題とした
■特　長
①現場でよく使われる７インチ -８インチの手
動切断工具に取り付けができる
②現場環境、測定者で変わる容量差に対応でき
るよう感度調整ができる
③活線ケーブルと人体の電位差により検知し、
LEDによる発光とブザー鳴動
④電池寿命５ヶ月の低消費を実現
■製品概要
電圧範囲：約AC60-600 50Hz/60Hz
●７インチまたは８インチの手動切断工具グリ
ップ部に装着
表示方法：断続発音 /LED発光
対象電線：シールドされていない被覆線
電源：LR44×2

KDP10検知の仕組み

KDP10をペンチに装着

KDP10

http://www.sanwa-meter.co.jp/japan/
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　2017年12月号16特別企画

点検・試験用 計測器現場で役立つ !
特別
企画

http://www.keisokuki-land.co.jp/netscout/
東洋計測器（株） 外販部　TEL 03-3255-8026

LANとWi-Fi のエキスパートツール　NETSCOUT
　ネックワークの現場でおなじみのネットスカ
ウト製品（日本国内総代理店：東洋計測器）はグ
リーンツールとな
って新登場、Wi- 
Fi のAirMagnet
シリーズもさらに
バージョンアップ
した。

■ポケットに入るLANテスター
　LinkSprinter
　手のひらサイズのンドトゥーエンドのネット
ワーク接続性テストができる
手軽なツール。ボタン１つで
パワーオーバーイーサネット
（PoE）・リンク・DHCP・ゲ
ートウェー・インターネット接
続性の試験と診断を実行でき現
場での即戦力となる。さらに詳
細なデータをスマートフォンに
表示することもできる。
■メタルも光もおまかせ　LinkRunner AT
　自動テストでネットワーク接続性確認に必要
な一連のテストをわずか10秒で実行。オプシ
ョンのWIREVIEWを使用する
と配線の長さ・短絡・断線・対
交差などのチェックもできる。
　パワーオーバーイーサネット
（PoE）にも対応しネットワー
ク、カメラの配線確認にも便利
である。乾電池仕様のLRAT-
1000とリチウム電池仕様の
LRAT-2000がある。

■Wi-Fiアクセスポイントの設置はこれ1台
　AirCheck-G2
　好評のAirCheckが802.11acにも対応し
た。現場測定に最適な大型タッ
チパネル表示を採用し、信号強
度・チャンネル利用率・Ｓ／Ｎ
比等を測定する。隣接チャンネ
ルの干渉の検出も可能。リチウ
ム電池標準装備、オプションで
外付け指向性アンテナも用意さ
れている。
■有線LANもWi-Fiもネットワークの確認に
Onetouch AT G2
　従来PCで行っていたIPアドレスの重複・サ
ブネット・マスクの設定ミス・
複数のDHCPサーバーの検出・
パケットの異常など問題を検出
すると画面上にアイコン表示す
る。有線専用は1TG2-1500
と1TG2-10Gの２機種で、有
線・無線両用は1TG2-3000
がある。
■Wi-Fi環境測定なら定番のAirMagnet
　Survey-PROは、目で見えないWi-Fi環境
を電波の強さやデータ転送速度で色分けして表
す事が出来る。準備は簡単、建物の配置図など
をBMPやDWFなどで読み込み、現地で測定
点毎に図上の位置をクリックするだけで測定完
了。配置図の上に色分けしたヒートマップが出
来る。電子レンジなどの干渉波を自動検出す
るSpectrum-
XT や、 近 隣
とのチャンネ
ルの競合を確
か め る Wi-Fi 
Analyzerなど
もラインナップ
している。

http://www.keisokuki-land.co.jp/netscout/


資料請求 No.088



　2017年12月号18特別企画

点検・試験用 計測器現場で役立つ !
特別
企画

http://www.keisokuki-land.co.jp
東洋計測器（株） 市販部　TEL 03-3255-8038

　太陽光発電システムは、メンテナンスフリー
ではない。気付かれぬまま徐々に発電量が低下
したり、火災の原因となる発熱を引き起こした
り、人を感電から守る絶縁が低下し、接地抵抗
が増加したりする。これら「発電能力の低下」や
「安全性の問題」を発見するためには、太陽光発
電の点検・調査に適した計測機器を用いる。定
期的な点検によりデータを蓄積し過去のデータ
と比較すれば、将来発生する不具合すら予測で
きる。これら太陽光発電の点検・調査に使用す
る計測機器をご紹介する。

■I-Vカーブトレーサ　HIOKI FT4300
＜太陽光発電システムの発電能力を知る＞電流
計・電圧計・電子負荷から成り、太陽電池アレ
イやストリングに対し負荷を変化させ、電流を
縦軸に電圧を横軸にI-V特性カーブを描く。日
射計と温度計を併用しその値を入力すること
により、「STC：標準試験状態」に換算できる。
竣工時データまたは隣接するストリング、太陽
電池モジュールのデータ同士を比較する事によ
り、発生した
不具合、発生
しつつある不
具合を発見で
きる。

■バイパスダイオードテスタ　HIOKI FT4310
＜太陽電池を保護するダイオードの異常・正常
を検出する＞太陽光モジュールの一部分だけに
影がかかると、その部分が異常発熱する。それ
を防ぐのがバイパスダイオードの大事な働き
だ。ところがバイパスダイオード自身も故障す

る。オープン故障した場合、異常発熱を防げず
火災の危険がある。ショート故障した場合、発
電効率が下がる。FT4310は昼間でも遮光せ
ずに、バイパ
スダイオード
の異常を検出
できる。

■EL測定　日進商事 Solar EL Explorer
＜目に見えない太陽電池モジュールの不具合を
検知する＞架台に載せたままの太陽電池モジュ
ールに対し、電流を流し発光させ、赤外線カメ
ラで撮影する。結晶や電極に異常があれば、発
光強度が低下し不具合
箇所が明暗で表れる。
セルの割れ、配線不良、
断線など目に見えない
不具合を検出できる。
同時に撮影した複数の
太陽電池モジュール同
士で比較する。セルの
割れは、将来、発電不
良を起こす可能性があ
る。
■PV O&M 認証取得支援　PSEインフォメー
ションセンター PVグループ
　PV@pse-info.com
　FIT法が改正され保守点検・維持管理業務が
義務化された。PV O&M 認証を取得すれば、
事業者にとって大きなビジネスチャンスだ。当
センターにご相談を。初回ご相談は無料提供。

太陽光発電の点検・調査に使用する計測機器例

http://www.keisokuki-land.co.jp
mailto:PV@pse-info.com
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　2017年12月号20特別企画

点検・試験用 計測器現場で役立つ !
特別
企画

http://www.jimbodenki.co.jp
神保電器（株） 営業企画部　TEL 03-5705-7392

ELCBトリップ式配線検査器　コンテスター JCT-3
　近年、一般住宅に施設されるコンセントは接
地極付コンセントが増加している。平成24年
２月改訂の内線規程では極性付コンセントの正
しい極性配線、接地極付コンセントの正しい接
地配線が義務的事項となり、施工点検時にはそ
れに対応した検査器が要求されるようになって
きた。　神保電器では、その要求に応えて新た
に「コンテスターJCT-３」を開発した。
　配線器具メーカーである神保電器では、
1969 年に配線検査器の草分け的存在として
「コンテスター JCT-１」を販売。その後様々
な機能を付加・改良した「コンテスター JCT
－２」を1989年から販売している。
　今回新たになった「コンテスター JCT-３」
の特長としては、住宅用屋内電路など、主幹
ELCB（漏電遮断器）のあるコンセント回路の
自主検査／完成検査に特化した以下の検査項目
を迅速確実にチェックできる配線検査器であ
る。
●活線状態の電路にて、コンセントの通電・極
性・配線を一括して検査。

●接地極付／アースターミナル付コンセントに
あっては、中性線（Ｎ）と接地線（Ｅ）の誤
配線も検出。

●施設されている高感度形 ELCB（漏電遮断
器）の感度電流に合わせて試験電流 30mA
と 15mAが選択可能。

●電池レス設計により、乾電池も充電も不要。
　対象電路が本設電源を受電していれば、本器
のみでコンセントの配線検査が行える（仮設電
源による検査では、電源極性が正しくない場合
があります）。

適用電路 高感度形ELCBを備えた、対地電圧150V以下
の低圧電路

適用電気方式 単相２線式100V、単相３線式200V 50/60HZ
使用周囲温度 －10℃～40℃

絶縁抵抗 ３MΩ以上（充電部－タッチ板）
100MΩ以上（上記を除く充電部－外郭間）

耐電圧 AC1500V（充電部－外郭間）

仕様

http://www.jimbodenki.co.jp
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　2017年12月号22特別企画

点検・試験用 計測器現場で役立つ !
特別
企画

http://www.densokutechno.co.jp
デンソクテクノ（株） 営業部　TEL 03-6423-8122

カラー表示と測定を高速化した、CDM-330C形ベクトルマルチメータ
■製品概要
　従来の機能を受け継ぎ測定を高速化したベク
トルマルチメータ（CDM-330Ｃ形）。
　首の部分を90°曲げられるクランプ式CTを
使用し、カラー表示で視認性を向上させ、波形
表示とベクトル表示機能を持つマルチメータで
ある。
　本体だけで、電圧・電流・位相角・周波数・
電力・力率などの交流測定や直流測定（電圧・
電流・電力）ならびに電圧・電流波形表示およ
びベクトル図表示といった基本機能を持つ。さ
らに、交流電圧・電流波形の高調波分析と歪率
測定機能を備えており、この１台で現場での基
本電気測定を済ませることが可能である。
■機能拡張（オプション）
　本体機能に加え、オプションを接続すること

により、次の応用測定が可能になる。
（１）　三相交流電流とその位相角の測定
　　（CT-03BU）
　オプションCT-03BUを接続することによ
り、基準電圧値と三相交流電流の電流値および
電圧を基準とした位相角を測定し、ベクトル表
示できる。
（２）　電圧/電圧間の位相測定
　　（CAD-230/240）
　オプションCAD-230/240を接続すると、
電圧/電圧間の位相を測定できる。
（３）　時間計モジュール（MCS-330）
　オプションMCS-330を接続すると、同社
別製品であるMCS-5000デジタル時間計の機
能が可能となる。３つの測定機能（インターバ
ル、ワンショット、トレイン）を持ち、リレー
動作時間、復帰時間の測定に最適である。表示
はON/OFFのタイムチャートおよび時間であ
る。測定範囲は0.1ms～999.9sである。
インターバル：スタート入力からストップ入力
までの時間を測定する。
ワンショット：スタート入力のONからOFF 
またはOFFからONまでの時間を測定する。

トレイン：スタート入力信号が何度もON/OFF
　を繰り返す場合の積算測定を行う。
　デンソクテクノ（株）では、常に現場での使い
やすさを大切にする設計思想で開発を進めてお
り、「CDM-330C形ベクトルマルチメータは
機能が増しても使い勝手を損なうことのないよ
うに」と、同社の製品作りのコンセプトが十分
に生かされた測定器である。CDM-330C

三相ベクトル表示例 波形表示（V、I） 高調波分析（電圧）ヒストグラム表示 時間計モジュールを使用した時間測定

http://www.densokutechno.co.jp
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　2017年12月号24特別企画

点検・試験用 計測器現場で役立つ !
特別
企画

http://www.hasegawa-elec.co.jp
長谷川電機工業（株） 営業本部　TEL 06-6429-6144

太陽光発電や高圧受変電設備の点検用“高・低圧用検電器”“活線接近警報器”“充電式LED作業灯”
■AC/DC高・低圧用検電器HSN-6A型
　（標準価格34,500円）
●使用電圧範囲は、AC100V～7kV、DC50V
～7kV（接地線を付けた状態）。
※高圧機器の耐電圧試験の用途に限り
AC10.5kV、DC21kVまで使用可能。

●DC7kVまで検電が可能なので、高圧系統の
太陽光設備に対応できる。

●ケーブルに残留しているDC電圧を検出でき
る上、残留電荷の放電も可能。
●充電時の動作表示でAC/DC判別が可能
（AC：赤色、DC：オレンジ色）。
●全長は、縮めて278mm、伸ばして810mm
の伸縮タイプ。質量は約290gと携帯に便利。

■AC高・低圧用検電器HSS-6B型
　（標準価格18,900円）
●使用電圧範囲は、AC80V～7kV（低圧検電
は、銘板部に触れながら使用）。

●全長は、縮めて216mm、伸ばして746mm
の伸縮式の軽量タイプ（質量約130g）。

■高圧活線接近警報器リストアラームHXW-6
型（標準価格12,000円）

●充電部に接近した時、警報表示（発音・発光）
で知らせる感電防止の必需品。
●高圧6.6kV（対地電圧3.8kV）に60cmまで
接近した時、警報開始（弊社の試験状態）。
●充電部との距離感を体感できる動作周期（充
電部に近づくにつれ発音・発光動作が速くな
る）。

■充電式LED作業灯EWL-3型
　（標準価格18,000円　※バッテリー、ACア
ダプタは別売）
●10m先を視認可能なスポットライトが付い
た、耐衝撃・耐薬品のタフなプロフェショナ
ル仕様。

●ワークライトは、max15時間連続点灯可能
な照度２段切替と点滅機能付き。

●マグネットが内蔵されたツバ部は可動式で、
ワークライト照射角度を自由に調整できる。

●赤色カバー（標準価格1,800円）をワークラ
イトに装着すれば、警告灯に早変わり。

●防水構造（IP44
相 当 ）、 質 量
480g（バッテ
リー含む）、便
利な肩掛けベ
ルト、Ｓ字フッ
ク付き。

EWL-3型

HSN-6A型

HSS-6B型

HXW-6型

http://www.hasegawa-elec.co.jp
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　2017年12月号26特別企画

点検・試験用 計測器現場で役立つ !
特別
企画

http://www.hioki.co.jp/
日置電機（株） コールセンター　TEL 0268-28-0560

■製品概要
　I-VカーブトレーサFT4300は、太陽電池の
電流－電圧特性を測定し、得られた特性曲線か
ら発電の異常を見つけ出すことができる測定器
である。
■特　長
●ストリングにプロービングすると自動で測定
を開始、１ストリングのI-V曲線を１秒で描
くことができる。結果の表示は市販のタブレ
ット端末（AndroidTM）を使用し、各特性グラ
フを精細に確認できる。また、測定器本体と
表示が分離しているため読取りがスムーズで
ある。

●１カ所１秒の高速測定のため測定器本体の発
熱が少ない。冷却期間を設けず連続測定し作
業時間を大幅に短縮できる。

●各ストリングの測定結果を最大20ストリン
グ重ね書き表示で比較確認できる。そのた
め、異常のあるストリングの発見を容易に行
える。

●日射や温度測定には無線ロガーを採用してお
り、長い配線を引き回す必要がない。測定し
た日射と温度のデータをタブレットに無線送

信し、リアルタイムで補正演算を行う。ロガ
ーであるため、電波が届かなくなっても、再
び電波が届く範囲に入ったときにデータを回
収できる利点がある。
●測定データに対しボックス（接続箱）番号とス
トリング番号を自動でラベリングしデータの
記録を行う。そのため測定カ所と測定データ
の照合がスムーズである。
●測定したデータをパソコンに取り込み、I-V
カーブと測定値リストの表示が可能であ
る。データ表示には無償のパソコン専用ソフ
ト（弊社ホームページからダウンロード）と
Excel®ソフトを用いて行える。
■価　格
I-VカーブトレーサFT4300
420,000円（税抜き）

太陽光パネルの異常をすばやく発見、I-VカーブトレーサFT4300

http://www.hioki.co.jp/
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点検・試験用 計測器現場で役立つ !
特別
企画

http://www.fujikura-dia.co.jp
（株）フジクラ・ダイヤケーブル 東京本社　TEL 03-3543-8900

活線シース・シールド抵抗測定装置 LISSA-100
■高圧ケーブルの劣化現象
　高圧ケーブルの自然劣化のうち主な要因は水
トリー劣化と遮へい層銅テープ（シールド）の破
断です。
　水トリーは絶縁体に水が介在する状態で突起
やボイドがあるとそこを起点として劣化が進展
していき、絶縁体を貫通すると最終的に地絡事
故に至る現象です。また、通電電流による熱膨
張収縮やシュリンクバック現象、水による腐食
等により遮へい層銅テープが破断すると、破断
箇所で放電が発生し地絡事故やケーブル火災等
の重大事故につながる可能性があります。
　これらを防止するためには、シース絶縁抵抗
を測定して外部からの水の侵入の有無を監視す
ることやシールド抵抗を測定することで遮へい
層の健全性を確認することが重要です。
■製品の概要
　近年、停電実施の困難な線路が増加しており、
活線でケーブルの劣化状態を把握するニーズが
高まっています。そのため、EVT等の接地用
変圧器の中性点から低電圧を運転電圧に重畳し
て劣化信号を検出する活線絶縁診断装置があり
ますが、EVT等の存在が必須であり全てに交
流接地機構を取り付けるため、装置の構成は比
較的大がかりになる傾向があります。
　本装置LISSA-100は、高圧ケーブルのシー
ス絶縁抵抗とシールド断線の両方を活線状態で
検出できる装置です。測定対象をシースとシー
ルドに限定しているため、EVT等への交流接
地器の取り付けを必要とせず、構成はシンプル
であり活線診断装置として導入コ
ストの大幅な削減を実現します。
　バッテリーで動作し、軽量な可
搬構造であり、測定時間も短く、
簡単な操作でケーブルの劣化を活
線下で把握することが可能です。
■測定の仕組み
　シース抵抗をまず測定し、次い

でシールド抵抗を測定します。
　測定の切り替えは装置内部で行われ、端子を
接続し直す必要はありません。
１．シース絶縁抵抗測定
　片端の接地線路の３相一括接地地点に商用電
圧接地用コンデンサを挿入して、遮へい層に直
流電圧を印加し、基準抵抗とシース絶縁抵抗で
分圧された電圧を検出し絶縁抵抗を求め、表示
します。
２．シールド抵抗測定
　各相の遮へい層へ直流電圧を印加し、そのと
きの基準抵抗とシース絶縁抵抗で分圧された電
圧を検出しループ抵抗を求めます。
　３通りのループ抵抗を測定が終了しますと、
内部で各相の抵抗値へ自動計算し、結果を表示
します。
■製品の特長
●本装置でシース絶縁抵抗・シールド抵抗の両
方が活線で測定可能です。
●USBでPCに接続し測定データの保存・管
理ができます。
●バッテリーで動作するため、測定時AC100V
電源は不要です。

仕　様

LISSA-100外観
 

LISSA-100

※集中端子盤をご利用いただきますと
更に便利です。

被測定ケーブル接地
端子箱

遮へい層

遠端側端末測定側端末高圧ケーブル 高圧ケーブル

LISSA-100接続図

活線シース絶縁抵抗
測定機能

活線シールド抵抗
測定機能

測定範囲 0.1kΩ～99.9MΩ 1Ω～9.99kΩ
測定電圧 DC 48V DC 12V
分解能 0.1kΩ 1Ω
確度 ±2% of rdg±3dig. ±2% of rdg±3dig.
電源 ニッケル水素電池 単三形 ４本
寸法 424W×173H×340D（mm）
質量 約4.6kg

http://www.fujikura-dia.co.jp
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　2017年12月号30特別企画

点検・試験用 計測器現場で役立つ !
特別
企画

http://www.midori-em.com/
ミドリ安全（株） 電気計測事業部　TEL 03-5742-7211

太いケーブルの漏れ電流も正確に測定できる フレキシブルCT
　近年では、電気設備の大型化に伴いケーブ
ルなども太くなっており、電路の漏れ電流を測
定することは、クランプ部分の口径が固定され
ているため困難となってきている。従来の漏れ
電流センサーは、口径の大きいものでも65～
100φ程度しかない。それ以上の口径では、精
度やCTの重さを支えるための機構部分で技術
的に困難なほか、価格でも大幅なコストアップ
となってしまうなど汎用で実用となる商品がな
かった。また、現状の大きさでうまくクランプで
きたように見えても勘合部分にわずかな間隙が
できたり、表示部分がケーブルなどの陰になり
見えないことなどがあり、そのような場所での
測定は非常に困難で、測定できない場合が多い。
　そこで、測定箇所を選ばず、ケーブルをクラ
ンプする口径が大きな漏れ電流センサーが望ま
れており、本製品「フレキシブルCT」の開発に
至った。
■構　成
　フレキシブルCTは小型のコア（パーマロイ）
にコイルを巻いたひとつのピースと呼ばれる
CTから構成されており、このピースを複数個
つなぎ合せループ状にすることにより、漏れ電
流センサーとなる。各ピースは着脱可能で、ピ
ースの数を増減することにより、口径を自由に
変更可能である。標準ピース数は10ピースで、
円形状にした場合には内径φ130となる。測
定部の漏れ電流センサーとしては、フレキシブ
ルCTのほかに、分電盤用として口径φ25の
小型のものやφ40、φ65 の大きさの漏れ電
流センサーを
取り付けるこ
とができる構
成となってお
り、測定場所
に応じて使い
分けることが
できる。

■特　徴
① 大きさのフレキシブル性
　漏れ電流センサーを構成するピースの数を変
更することが可能であり、測定箇所に応じて口
径を自由に変更することができる（最小構成は
８ピース）。従来の漏れ電流センサーでは、ケ
ーブルが太く測定できない場所があると、その
場所はデータの取得ができずに終わっていた
が、フレキシブルCTではつみ残しがなくなり、
設備全体の漏れ電流を把握できる。
② 形状のフレキシブル性
　各ピースの連結部分が屈曲するため、漏れ電
流センサー自体の形状を変形することができ
る。測定場所や電線の配列などに応じて形状を
自在に変化させることが可能であり、決まった
形状ではないので他の障害物を避けてクランプ
させることができ、狭い場所でも測定できる。
③ 開口部のフレキシブル性
　各ピースの連結部分がクランプする開口部と
なるため、連結部すべてが開口部にできる。
④ 表示部のフレキシブル性
　フレキシブルCT本体は３メートルのケーブ
ルで計測部につながっており、測定値を手元で
読み取ることができる。現状の商品では、センサ
ー部と表示部が一体となっているため、クラン
プしている箇所まで顔を近づけて測定値を読み
取らなければならないこともあり、測定場所に
よっては危険を伴うこともあった。また、一体構
造ではクランプするときにCTの支点にねじれ
などの応力がかかり、故障することも多かった。

表示部と漏れ
電流センサー
部を分離する
ことにより、
より安全に、
故障も少なく
測定すること
ができる。

http://www.midori-em.com/
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点検・試験用 計測器現場で役立つ !
特別
企画

http://www.yokogawa.com/jp-ymi/
横河計測（株） カスタマサポートセンター　TEL 0120-137-046

電源品質アナライザーにより消費電力調査と電源品質調査を１台で実現
■製品概要
　CW500電源品質アナライザーは、電流クラ
ンプを使用する携帯型の電力計として、消費電
力測定と電源品質の測定機能を有し、測定対象
に応じた結線や多様な測定と記録の設定をナビ
ゲーション画面で強力にサポート。測定時には
表示画面を測定値一覧、ベクトル図、波形やト
レンドグラフに切り替えるダイレクトキーが現
場での確認作業を容易にする。また、標準付属
のPCソフトウエアCW500Viewerは効率的
なデータ解析やレポート作成に貢献する。
■特　長
１．電力測定
●単相２線から三相４線まで対
応、その他として、DCV信号
2CHを同時に測定して記録。

●各相の電圧/電流/電力/力率/
位相角/目標力率に対する進相
コンデンサ容量/DCV入力を瞬
時、最大、最小、平均のリスト
表示やトレンド表示に切替えが
可能。

●積算電力量は有効、皮相、無効
電力の消費と回生成分ごとに表
示。

●デマンドは、設定目標値（契約
電力）と電力使用状況のグラフ
化により簡易監視が可能。

２．電源品質測定
●機器の異常動作や破損を引き起
こす電源異常（電圧スウェル、
電圧ディップ、電圧瞬停、トラ
ンジェント・オーバー電圧、イ
ンラッシュカレント）を24μs
の高速サンプリングと実効値演
算により捕捉、同時にフリッカ
測定も可能。

●電源品質測定の国際規格　IEC 

61000-4-30 Class Sに適合。
●高調波測定：50次までの電圧・電流・電力、
含有率と位相角を演算し一覧とバーグラフを
表示。
●波形測定：各CHの電圧/電流波形を最大10
波形または12波形表示し、拡大表示も可能。
３．ユーザーサポート
●スタートナビ機能により測定前の確実な結線
と本体設定が可能。
●電流クランプ種類の誤設定防止や 結線状態
のOK/NG判定と対応方法を表示。

CW500

PCソフトウエア CW500Viewer画面例

http://www.yokogawa.com/jp-ymi/
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