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特別企画

現場で役立つ！

点検・試験用

計測器

http://www.testo.co.jp

（株）テストー

本社セールス

TEL 045‑476‑2288

垂直スライド式ジョーの AC/DC クランプメーター testo 770
■製品概要

用の無料アプリを使い、スマートフォン・モ

testo 770 は、2016 年５月に発売された電

バイル端末に測定値やトレンドグラフを表

気測定器シリーズの一つの、真の実効値型の

示。測定値の保存（Android のみ）や、メー

AC/DC クランプメーター。従来の左右に開く

ル送信も可能（testo 770‑3）

クランプメーターと異なり、垂直にスライドす

■その他のテストー・エレクトリカルシリーズ

るジョーを採用した画期的な製品である。ケー

testo 745 非接触検電器：LED ライト付。

ブルが密集した場所でも簡単にクランプでき

検電感度を２段階で切換え可能。

る。抵抗、静電容量、導通テスト、ダイオード

testo 755 フォークテスター：ボタン操作

測定や、モーター起動時の突入電流も実効値で

なしで測定機能を自動切換え。

測定可能。３タイプあり、上位モデルの testo

testo 760 デジタルマルチメーター：ロー

770‑3 は Bluetooth 通信機能を搭載しており、

タリースイッチでなくボタン式で操作性向
上。

さらに電力測定にも対応している。
■特

■キャンペーン情報

長

垂直スライド式ジョーで、わずかな隙間でも

2016 年 12 月末まで、テストーのサーモグ

簡単にクランプ可能

ラフィをご購入時に測定器がプレゼントされる

モーター起動時や溶接機などの突入電流を実

キャンペーンを実施しており、クランプメータ

行値で測定可能

ーを含めたエレクトリカルシリーズも景品対象

AC/DC 自動切換機能

として選ぶことができる。
（複数タイプあるも

最大・最小・平均値を表示

のは
「‑1」のみ）

温度測定、μA 測定が可能（testo 770‑2/

電気設備の保全や点検業務の中で、全体像を

770‑3）

サーモグラフィで確認し、温度の異常が検知さ

クランプとテストリードを使って電力測定が

れたら次に測定器で実測を行うなど、現場に即

可能（testo 770‑3）

した実用的な使い方ができるようになってい

Bluetooth 通信機能を搭載。Android/iOS

る。

テストー独自の垂直開閉式ジョー
（クランプ開口部は最大約30mm）

対応
（testo 770‑3）
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わずかな隙間でも簡単にクランプ可能
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http://www.multimic.com

マルチ計測器（株）

太陽光発電設備

営業部

TEL 03‑3251‑7013

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

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。

合、P‑N 相を短絡させずに測定する方法と短

また電圧を印加しない新しい測定方法（一般

絡させて測定する方法の２通りの測定方法があ

財団法人中部電気保安協会と共同特許取得済）

ります。

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

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

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。

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

■仕様

があります。

測定項目
測定項目

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
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：発電電圧、絶縁抵抗値（Ｐ相/
発電電圧、絶縁抵抗値
（Ｐ相 / Ｎ相
/ モジュール間）
Ｎ相/モジュール間）

測定範囲
測定範囲

：発電電圧DC0.01〜999.9V
DC0.01〜999.9V
発電電圧
絶縁抵抗値
0.01MΩ〜19.99MΩ
：絶縁抵抗値 0.01MΩ〜
その他機能 絶縁劣化区間判別機能 19.99MΩ

使用回路電圧 DC1000V 以下太陽光発電電路
使用回路電圧：DC1000V以下太陽光発電電路
単３アルカリ電池
×4 または AC
電
源
：単３アルカリ電池×４または
電
源
アダプタ（オプション）
ACアダプタ（オプション）
寸
法
W190×H140×D42mm
寸
法
：W190×H140×D42mm
重
量
重
量
標準価格
標準価格

約
600g
：約600g
¥195,000
（税別）
：￥195,000（税別）
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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

太陽光発電設備向けの継電器試験器について
■太陽光発電設備に設置される継電器の種類
太陽光を含む発電設備では、発電した電力を
電力会社の送電線に接続する必要がある。
これを系統連系と呼び、通常の受電設備では

全が保たれる。
また、これらの継電器では、制御電源として、
AC100V ではなく DC24V や 110V である継
電器も多く、試験を行う際には準備と注意を必

使用されない種類の継電器も設置されることか

要とする。

ら、竣工時や年次点検においては試験器もそれ

■対応する継電器試験器

らの継電器に対応した機種が必要となる。

①
「地絡過電圧継電器
（OVGR）」

①太陽光発電設備の場合、発電量が低下する夜
間では地絡事故が発生しても、地絡電流が微

一般的な DGR や単相の OVR・UVR が可能
な試験器での対応が可能。

小であるため事故の検出が困難となる。この

代表例として「GR・DGR・VR リレーテスタ

ことから、地絡に対しては通常設備の電流

GCR‑miniVS（写真左）
」が挙げられ、小型・

ではなく、不平衡電圧（Vo）を検知し「地絡過

軽量で前項に挙げた DC 制御電源への対応も可

電圧継電器（OVGR：Over Voltage Grand

能である。

Relay）」
で監視保護を行う。

②
「逆電力継電器
（RPR）」

②発電した電力をすべて構内で使用する設備の
場合は、逆潮流を防止させて電気を一方通行
させるために逆電力継電器（RPR：Reverse
Power Relay）を設置する。

一般的な DGR 試験が可能な試験器での対応
が可能。
しかしながら、逆電力に相当する試験出力を
発生させるために、電圧に対する電流位相角を

③パワーコンディショナーに内蔵される DC →

180 ないし ±150 で試験を行う手順が必要で

AC コンバータの不調により正しい周波数・

あり、分解能も高い仕様であるデジタル表示の

電圧に変換されないトラブルを回避するため

試験器の方が扱いやすいので、OVGR 試験の

に
「過周波数継電器
（OFR：Over Frequency

項目でも紹介した「GR・DGR・VR リレーテス

Relay）」
「不足周波数継電器（UFR：Under

」
が最適である。
タ GCR‑miniVS（写真左）

Frequency Relay）」で周波数の上昇及び下

③「過周波数継電器（OFR）
」
「不足周波数継電器

降、「過電圧継電器（OVR：Over Voltage
Relay）
」
「不足電圧継電器（UVR：Under
Voltage Relay）」で単相・三相電圧の上昇
及び下降の保護監視を行なう。
これらの継電器によって保護を行うことで、
トラブル発生時における発電設備側を隔離し単
独運転を防止することで、系統運用に対する安

GCR‑miniVS
GR・DGR リレーテスタ
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（UFR）」
「過電圧継電器（OVR）」「不足電圧継電器
（UVR）」
周波数や三相電圧を出力させることから、専
用の試験器が必要である。
例として「電圧・周波数リレーテスタ MVF‑1
（写真右）」
を挙げる。

MVF‑1
電圧・周波数リレーテスタ
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FLIR CM83･E4/C2･IM75
■開発の背景
来年４月の FIT 改定の施行に向けて、太陽光

■ FLIR E4/C2 ホットスポットチェッカによ
る発電不良個所発見

発電の長期安定発電のためにメンテナンスの必

発電異常個所を色で判別。太陽電池の不良個

要性が高まっております。電気試験に於けるシ

所がカラー表示で明確なります。発電不良個所

ステム点検には、稼働中試験と太陽電池とパワ

の他にバスバーの接続不良・バイパスダイオー

ーコンディショナーの接続を切る試験とがあり

ド動作などが確認できます。

ます。今回は、主に稼働中試験に、有効な測定

１．不良個所が色でわかります。

器について、ご紹介したいと思います。

発電異常個所は、赤く表示されます。

■CM 83パワークランプメータによる動作試験

自動温度スケールで、不良個所を見逃しま

太陽光発電システムの太陽電池は、直流です。
パワーコンディショナーの出力は交流です。
両方の電流・電圧測定を直流・交流とわず自
動切り替えで簡単に測定できます。
電流・電圧の同時測定機能により、発電所の
電力量を測定できます。
１．直流・交流自動切り替えです
パワーコンディショナーの変換効率測定も
できます。
２．最大 1000V・電流 600A

せん。
２．可視画像とサーモ画像を重ねて同時撮影し
記録できます。（MSX 機能）
可視画像とサーモ画像の同時記録により、
異常箇所が正確に判別出来ます。
３．温度計付きです。
スポット温度計で、不良個所の温度が測定
できます。
４．ハンディタイプ（E4）とポケットサイズ
（C2）を用意しております。

ストリング出力電圧（直流）・ストリング電
流（直流）
・接続箱出力電流
（直流）
集電箱
（交
流）各測定が、簡単に行えます。
３．電力測定ができます。
電流と電圧の同時測定ができます。
ストリングの発電量比較ができます。
４．作業照明ライト付きです。
太陽電池の下の作業や、接続箱など暗い場
所の作業に便利です。
５．ブルートゥースによる測定データ転送
携帯端末で測定値の表示・ロギングが可能
です。

ハンディタイプ

ポケットタイプ

■ IM 75 絶縁抵抗計による安全運転
太陽電池のフレームは、大地に接続されてい
ます。絶縁が劣化すると、発電した太陽電池の
電流がフレームに流れます。
１．絶縁抵抗が測定できます。
測定範囲は 4M から 20MΩ です。
２．試験電圧が広いです。
50、100、250、500、
1000V を選択できます。
３．デジタルマルチメータ付き
です。
電圧、電流、抵抗など基本
測定ができます。
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共立電気計器（株）

営業部 第二営業グループ 東京オフィス

TEL 03‑3723‑7021

太陽光発電システム総合試験器 KEW6024PV
■製品概要

■特

本製品は太陽光発電システムの保守点検・管
理で威力を発揮する総合試験器である。
太陽光発電システムを健全に運用するために
は、定期的にメンテナンスをおこなう必要があ

徴

PV 専用絶縁抵抗レンジ（500V/1000V）に
て、発電している電圧の影響を受けずに正確
な測定が可能、通常の絶縁抵抗測定３レンジ
（250V/500V/1000V）も搭載

り、測定項目の中で絶縁抵抗測定においては、

接地抵抗測定は精密測定と簡易測定をワンタ

基本的に測定対象物が電圧を発生していない状

ッチ切替

態での測定が前提とされている。その前提条件

AC/DC 電圧測定は PV システムの開放電圧

で設計された従来の絶縁抵抗計では、太陽光発

に対応した DC1000V まで測定可能

電システムが電圧を発生している状態において

保護等級 IP54 対応で雨天時でも測定可能な

正確に測定ができなかった。そのため発電をし

防塵・防滴構造

ない夜間での測定や、太陽光パネルの出力を短

データ記録・通信機能

絡して測定する方法が推奨されているが、保守

大 1000 件）を、USB 接続により PC へ転送

点検の現場では作業効率の見知から、日中の太

可能

保存した測定結果
（最

陽光発電システムが発電している状態でも簡単
に絶縁抵抗の測定をおこないた
いという要望が高まっている。
今回開発した製品は、これら
の要望に応え、発電中でも正し
い絶縁抵抗の測定を可能として
いる。また重要な測定項目であ
る絶縁抵抗・接地抵抗・電圧の
測定が 1 台でおこなうことがで
きる。

■仕

様
500V

PV 絶縁抵抗測定
絶縁抵抗測定

1000V
2000MΩ

250V

500V

1000V

2000MΩ

電圧測定

AC 5 〜 600V
（45 〜 65Hz）

接地抵抗測定

2000Ω（簡易・精密）

IP 保護等級

IP54（IEC60529）

適合規格

IEC61010‑1 CAT Ⅲ 600V、CAT Ⅳ 300V 汚染度 2
IEC61010‑031、
‑2‑030、IEC61557‑1、‑2、‑5、
‑10、IEC61326‑1、‑2‑2

使用電池

単３形乾電池６本

外形寸法 / 質量

84（L）
×184
（W）
×133
（D）
mm / 約 900g
（電池含む）
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DC ±5 〜 1000V
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（株）グッドマン

企画部

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

ノイズフリー探索

ナンスに絶大な力を発揮する探索機を専門に扱

非接触クランプ送信で現用のデータ回線や制

っている株式会社グッドマンでは、ケーブルの

御線にも安全

ルートや端末機器・ブレーカーの識別、さらに

受信機の信号音と送信機の LED 表示で活線

断線や短絡・など事故点検出をボタン一つの簡

／不活線の識別が行える

単操作で瞬時に行える優秀機として確かな評価

■定格および仕様

を得る「PTR 600」の最新機種として、大容量

電圧範囲

0V 〜 600VAC/DC

かつ 1 000 回を超える継ぎ足し充電が可能な

信号変調

キャリア周波数 33.3KHz× ４波

リチウムイオン充電池と、付属の専用アダプタ

デジタル重畳 PCM

ーで電池を毎回取り外すこと無く充電ができ充

動作表示

ビープ音と LED 列の点灯

電時間も短縮され経済性・利便性が更に向上し

給電確認

送信機の活線表示および受信機の

たケーブル・ブレーカー探索機【PTR 600RC】
を発売し大好評を頂いている。

ビープ音の相違による
回路状況

■用途
無電圧線から 600VAC 迄の活線の配線路と

識別方法

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）のピンポイ

／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

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選択

送 信 機

ント検出
壁／天井裏の配線路探索とラック／シャフト

送信機の LED 点灯による（開放・
短絡・活線）表示

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「PTR 600RC」
をお

非接触探索

客様に機器を使用して頂き、その実用性と能力

単線識別と相順（RST）
確認

を実際に確かめる事ができる無料のデモ機を用

撤去ケーブルの素早く確実な検出

意しており、お客様のご要望に応える最高の性

■特長
最大で距離７km・探索範囲３ｍと超高感度

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

のケーブル探索が可能

機器トラブルにも２年間の完全保証と即日修理

リチウムイオン充電池が標準装備で現場の即

で対応でき、購入後のアフターサービスも万全

応性と経済性に優れる

の体制を整えている。

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
特別企画 12

PTR 600RC

2016年12月号

資料請求 No.086

特別企画

現場で役立つ！

点検・試験用

計測器

http://www.sanwa-meter.co.jp/japan/

三和電気計器（株）

TEL 0120‑51‑3930

DCmA クランプロガー
■背

景

■特

太陽光発電システム、自動車の電気化、機器
の VVVF 化などエネルギー損失の軽減の観点
から直流電流の設備投資・導入が進んでおり、
そのような機器では絶縁状態の監視だけでなく
直流漏電の監視も必須となっている。
■コンセプト
現在計装等で使われている小さい径ではなく
大口径ケーブルにも対応しつつ、組み込み式で
はなく、持ち運びが比較的容易にでき、現場に
行ってすぐに使える DCmA 専用測定器として
開発した。

長

① PV 設備の漏れ電流測定に最適
② 計装、回路開発チェック時の直流微小電流
測定にも使用できる
③

クランプセンサー部はφ20mm（CL20MA

/S）と φ50mm
（CL50MA/S）の 2 タイプ
④

記録件数は最大 20000 件。記録済みデー

タを残したまま、次の記録ができるマルチセ
ッション機能も搭載
⑤

付属 USB ケーブルでパソコンにデータ転

送し、グラフ表示が可能
⑥ SD カードにも測定データを転送できる

回路切断することなく測定ができ、現場に行
ったらすぐに使える操作性
事前に機器に組み込む手間がいらない
持ち運びができる携帯性
CT で直流微小電流を高精度で測定、記録も
できる
制御盤で使われる大口径ケーブルを一括クラ
ンプすることができる
■測定対象
パワーコンディショナ（PCS）等での直流微
小電流測定
PV 設備の P‑N 間漏れ電流測定

データ収集やグラフ表示が可能なソフトウェア DCmA
Link 画面

回路設計時の消費微小電流測定
設備 GND 線に流れる直流漏洩電流測定の定
点記録
などを想定している。

GND 線の DCmA を測定

特別企画 14

PV 設備の DCmA 定点測定

2016年12月号

資料請求 No.087

特別企画

現場で役立つ！

点検・試験用

計測器

http://selns.com/tools.html

日本ソアー（株）

営業部

TEL 03‑3341‑3138

デジタルマルチメーター DSM101N
電気工事の現場では、工事内容に応じて計測

⑩ COM ジャック

器を複数台持ち歩くことが多い。しかし、現場

⑪ V/Hz/Ω 入力ジャック

によっては多くの資材や、工具を一人で運ばな

⑫ OFF 電源オフ

ければいけないケースも多く、運搬物はできる

⑬ SELECT ボタン

限り少ないことが望ましい。そのため、各社計

⑭ ℃ /℉切り替えスイッチ

測器では現場のニーズを受け、計器の小型化や

⑮ 湿度・温度センサ

機能の複合化を図っている。ここでは、電流・

⑯ 照度センサ

電圧、照度、温度など、さまざまな計測を一台

⑰ マイクロホン

※

で、
できるデジタルマルチメータ
「DSM101N 」
表１

（写真１）を紹介する。※ 米 DAWSON 社製
■特

徴

一台で AC/DC 電圧・電流、測定温度、電気
抵抗、キャパシタンス、周波数、デューティサ

測定精度一覧

測定項目

測定レンジ

AC/DC 電圧
最大測定電圧

〜 DC1000V、〜 AC750V

AC/DC 電流

〜 10A

イクル、ダイオードテスト、周囲温度、高温計

電気抵抗

40MΩ

測、相対湿度、照度、騒音（音響レベル）の計測

キャパシタンス

〜 100μΩ

が可能。１台で各種測定ができる汎用メーター

周波数

200kHz

なので、高価な専用測定器を別途購入しなくて

デューティサイクル 0.1 〜 99.9%

もさまざまな計測に対応できる。

ダイオードテスト

〜 1V

導通

〜 400Ω

寸 法 は、 縦 195× 横 92× 厚さ 55mm、重
量は、約 400g と現場の持ち歩きにも便利な軽
量・コンパクト設計。
表示画面には、LCD ディスプレイを採用し、

物体温度測定
− 20 〜 1000℃
（サーモカプル使用）
周囲温度測定
（内蔵センサ使用）

0 〜 40℃

バックライトも搭載。表示画面が明るく文字も

相対湿度

20 〜 95%

大きいので暗い室内でも見やすい。

照度

〜 40000 lux

■測定精度

騒音レベル

40 〜 100dB

各機能の測定精度は、表１の通りである。
■各操作部
各操作部は図１を参照の
こと。
① LCD（液晶画面
② レンジボタン
③ REL ボタン
④ HOLD/BL ボタン
⑤ Hz/Duty ボタン
⑥ パネル
⑦ ロータリースイッチ
⑧ 10A 入力ジャック
⑨ Ma/μA/温度ジャック
特別企画 16

写真１

DSM101N

図１

操作部の概要写真

2016年12月号

資料請求 No.088

特別企画

現場で役立つ！

点検・試験用

計測器

http://fluke.com/jp

フルーク

特約店営業部

TEL 03‑6714‑3114

あらゆる距離の対象も測定可能 現場用サーモグラフィーの決定版「Ti450」
一般的に遠距離から撮影可能なサーモグラフ

また、焦点はサーモグラフィーの最も重要な

ィーは高額で大掛かりなものが多く、効率が悪

機能の１つであり、焦点が合っていない画像

いため点検に使われることが少ないとされてい

は誤診につながるため、作業時間、費用で無

る。

駄なコストをもたらす。Ti450 搭載の新機能

フルークのサーモグラフィー「Ti450」は片

「MultiSharp ™ モード」では、完全にピンぼけ

手で操作可能なガンタイプのため、簡単な操作

の目標から開始した場合でも、視野全体に焦点

で４倍デジタルズームと４倍望遠レンズの組み

が合った画像が自動的に撮影される。これは、

合わせで 16 倍ズームを実現、50m 離れた場所

カメラによってフォーカスの距離が異なる複数

から５cm 角の対象の温度測定が可能である。

の画像が撮影 / 合成されているためで、遠近両

例えば、電柱の配電線路点検を実施する場合、

方に焦点が合った、鮮明かつ精細な画像が得る

Ti450 を利用すれば高所へ登る必要がなくな

ことができる。

ることから、高所作業車の手配が不要、導入コ
ストも従来よりも安価（173 万円）におさまる。
（価格は今後変更となる可能性あり。）

２ｍ落下試験合格の堅牢性、IEC 規格 IP54
（防塵、防水）により、屋外での測定時の急な雨
にも安心して利用可能である。現場測定用のサ
ーモグラフィーとして、最適な１台と言えるだ
ろう。

手動フォーカス：１つのモーターにのみ焦点を合わせ
る。

MultiSharp ™ フォーカス：正面モーターおよび背面
モーターに焦点を合わせる。

特別企画 18

2016年12月号

資料請求 No.089

特別企画

現場で役立つ！

点検・試験用

計測器

http://www.hioki.co.jp/

日置電機（株）

コールセンター

TEL 0120‑72‑0560

デジタルマルチメータ DT4223、DT4224
■製品概要

ストリードから離れた瞬間に入力インピーダ

DT4223、DT4224 は「プロの仕事をスピー
ディーに、停電させないマルチメータ」をコン

ンスを高く切り替えて安全性を確保する世界
初の機能である。

セプトに開発した製品である。高電圧を測定す

２．誤操作を画面とブザー音でお知らせ：導通

る際にテスタの設定を誤って抵抗レンジ等にし

チェック、抵抗、静電容量、ダイオード測定

てしまうと、漏電ブレーカ遮断による停電事故

レンジに設定した際に誤って電圧を入力した

や、火花の発生による火傷など電気事故の危険

場合、画面が赤色に点滅し、警告のブザー音

が伴う。本製品は世界初の電圧入力保護機能を

が鳴ることで、間違った使い方をしている場

搭載することで安全性を飛躍的に向上させ、使

合に、すぐに気がつくことができる。

用者が誤操作した際の電気事故を防止する。
■特

長

３．AUTO HOLD 機能搭載：測定値が安定す
ると、画面上の値を自動でホールドする機能。

１．世界初の電圧入力保護機能：従来のテスタ

これにより両手で２本のテストリードを持っ

で導通チェック、抵抗、静電容量、ダイオー

た状態で測定値をホールドさせ、後から測定

ド測定レンジに設定した際には、テスタの入

値を読み取ることができる。オプションのマ

力インピーダンスが低い状態になっている。

グネットストラップと組み合わせることで測

DT4223、DT4224 は導通チェック、抵抗、

定作業効率がさらに向上する。

静電容量、ダイオードの測定レンジに設定し

■価

た際でも、テストリードを通じて何が接続さ

デジタルマルチメータ DT4223（電気工事用

れているかを自動検知する設計によりテスタ

途向け）：17,000 円
（税抜き）

格

の入力インピーダンスが電圧測定並みに高

デジタルマルチメータ DT4224（多様な測定

い。抵抗などが接続された際には入力インピ

用途向け）：17,000 円
（税抜き）

ーダンスを低く切り替えて測定し、抵抗がテ

DT4223

特別企画 20

DT4224

2016年12月号

資料請求 No.090

特別企画

現場で役立つ！

点検・試験用

計測器

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）

■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）

使用電圧範囲は、AC100V 〜 7kV、DC50V

充電部に接近した時、警報表示（発音・発光）。

〜 7kV（接地線を付けた状態）
。

高圧 6.6kV（対地電圧 3.8kV）に 60cm まで

※ 高圧機器の耐電圧試験に限り AC10.5
kV、DC21kV まで使用可能。
DC7kV まで検電が可能なので、高圧系統の

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）
。

太陽光設備に使用できる。
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。

HXW‑6 型

■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、
HSN‑6A 型

■ AC 高・低圧用検電器 HSS‑6B 型
（標準価格 18,900 円）

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。

使用電圧範囲は、AC80V 〜 7kV（低圧検

防水構造（IP44 相当）、質量 480g（バッテ

電は、銘板部に触れながら使用）。

リー含む）、便利な肩掛けベルト、S 字フッ

全長は、縮めて 216mm、伸ばして 746mm

ク付き。

の伸縮式軽量タイプ（質量約 130g）
。

HSS‑6B 型
特別企画 22

EWL‑3 型
2016年12月号

資料請求 No.091

現場で役立つ！

特別企画

点検・試験用

計測器

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

横河メータ＆インスツルメンツ（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

61000‑4‑30 Class S に適合。

CW500 電源品質アナライザーは、電流クラ

高調波測定：50 次までの電圧・電流・電力、

ンプを使用する携帯型の電力計として、消費電

含有率と位相角を演算し一覧とバーグラフを

力測定と電源品質の測定機能を有し、測定対象

表示。

に応じた結線や多様な測定と記録の設定をナビ

波形測定：各 CH の電圧 / 電流波形を最大 10

ゲーション画面で強力にサポート。測定時には

波形または 12 波形表示し、拡大表示も可能。

表示画面を測定値一覧、ベクトル図、波形やト

３．ユーザーサポート

レンドグラフに切り替えるダイレクトキーが現

スタートナビ機能により測定前の確実な結線

場での確認作業を容易にする。また、標準付属

と本体設定が可能。

の PC ソフトウエア CW500Viewer は効率的

電流クランプ種類の誤設定防止や 結線状態

なデータ解析やレポート作成に貢献する。

の OK/NG 判定と対応方法を指示。

■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

CW500

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
特別企画 24

IEC

PC ソフトウエア CW500Viewer 画面例

2016年12月号

資料請求 No.092

現場で役立つ！

特別企画

点検・試験用

計測器

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

により、次の応用測定が可能になる。

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‑330 Ｃ形）
。

（１） 三相交流電流とその位相角の測定
（CT‑03BU）

首の部分を 90 曲げられるクランプ式 CT を

オプション CT‑03BU を接続することによ

使用し、カラー表示で視認性を向上させ、波形

り、基準電圧値と三相交流電流の電流値および

表示とベクトル表示機能を持つマルチメータで

電圧を基準とした位相角を測定し、ベクトル表

ある。

示できる。

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

（２） 電圧 / 電圧間の位相測定
（CAD‑230/240）
オプション CAD‑230/240 を入れるを接続
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

本電気測定を済ませることが可能である。

別製品である MCS‑5000 デジタル時間計の機

■機能拡張（オプション）

能が可能となる。３つの測定機能（インターバ

本体機能に加え、オプションを接続すること

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
特別企画 26

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

2016年12月号

資料請求 No.093

特別企画

現場で役立つ！

点検・試験用

計測器

http://www.jimbodenki.co.jp

神保電器（株）

ELCB トリップ式配線検査器

営業企画部

TEL 03‑5705‑7392

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）。
仕様
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℃
３MΩ以上（充電部−タッチ板）
絶縁抵抗
100MΩ以上（上記を除く充電部−外郭間）
耐電圧
AC1500V（充電部−外郭間）
適用電路

特別企画 28

2016年12月号

資料請求 No.094

特別企画

現場で役立つ！

点検・試験用

計測器

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

■特 徴
① 大きさのフレキシブル性

定することは、クランプ部分の口径が固定され

漏れ電流センサーを構成するピースの数を変

ているため困難となってきている。従来の漏れ

更することが可能であり、測定箇所に応じて口

電流センサーは、口径の大きいものでも 65 〜

径を自由に変更することができる（最小構成は

100φ 程度しかない。それ以上の口径では、精

８ピース）
。従来の漏れ電流センサーでは、ケ

度や CT の重さを支えるための機構部分で技術

ーブルが太く測定できない場所があると、その

的に困難なほか、価格でも大幅なコストアップ

場所はデータの取得ができずに終わっていた

となってしまうなど汎用で実用となる商品がな

が、フレキシブル CT ではつみ残しがなくなり、

かった。
また、現状の大きさでうまくクランプで

設備全体の漏れ電流を把握できる。

きたように見えても勘合部分にわずかな間隙が

② 形状のフレキシブル性

できたり、表示部分がケーブルなどの陰になり

各ピースの連結部分が屈曲するため、漏れ電

見えないことなどがあり、そのような場所での

流センサー自体の形状を変形することができ

測定は非常に困難で、測定できない場合が多い。

る。測定場所や電線の配列などに応じて形状を

そこで、測定箇所を選ばず、ケーブルをクラ

自在に変化させることが可能であり、決まった

ンプする口径が大きな漏れ電流センサーが望ま

形状ではないので他の障害物を避けてクランプ

れており、本製品
「フレキシブル CT」の開発に

させることができ、狭い場所でも測定できる。

至った。

③ 開口部のフレキシブル性

■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

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

CT から構成されており、このピースを複数個

フレキシブル CT 本体は３メートルのケーブ

つなぎ合せループ状にすることにより、漏れ電

ルで計測部につながっており、測定値を手元で

流センサーとなる。各ピースは着脱可能で、ピ

読み取ることができる。
現状の商品では、
センサ

ースの数を増減することにより、口径を自由に

ー部と表示部が一体となっているため、クラン

変更可能である。標準ピース数は 10 ピースで、

プしている箇所まで顔を近づけて測定値を読み

円形状にした場合には内径 φ130 となる。測

取らなければならないこともあり、測定場所に

定部の漏れ電流センサーとしては、フレキシブ

よっては危険を伴うこともあった。
また、一体構

ル CT のほかに、分電盤用として口径 φ25 の

造ではクランプするときに CT の支点にねじれ

小型のものや φ40、φ65 の大きさの漏れ電

などの応力がかかり、故障することも多かった。

流センサーを

表示部と漏れ

取り付けるこ

電流センサー

とができる構

部を分離する

成となってお

こ と に よ り、

り、測定場所

よ り 安 全 に、

に応じて使い

故障も少なく

分けることが

測定すること

できる。

ができる。

特別企画 30

2016年12月号

資料請求 No.095

特別企画

現場で役立つ！

点検・試験用

計測器

http://www.keisokuki-land.co.jp/index.php?main̲page=page&id=202

東洋計測器（株）

外販部

TEL 03‑3255‑8026

LAN と WiFi のエキスパートツール NETSCOUT
東洋計測器は 2016 年６月よりネットスカウ

■ AirCheck G2 WiFi テスター

トシステムズ（NETSCOUT）の日本国内総代理

好評の AirCheck が 802.11ac

店となった。これまでフルークネックワーク

にも対応した。現場測定に最適な

スで扱っていた、LinkRunner･AirCheck な

大型タッチパネル表示を採用し、

どのネットワークおよび WiFi のテスター類と

信 号 強 度・ チ ャ ン ネ ル 利 用 率・

WiFi 環境測定の AirMagnet ツール製品を東洋

S/N 比等を測定する。隣接チャ

計測器で取扱いを開始した。

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。
■ Onetouch AT G2 ネット
ワーク・アシスタント
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

■ LinkSprinter ネットワークテスター
軽量・小型のエンドトゥーエンド

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

のネットワーク接続性テストができ

用は 1TG2‑1500 と 1TG2‑10G の２機種で、

る手軽なツール。ボタン１つでパ

有線・無線両用は 1TG2‑3000 がある。

ワーオーバーイーサネット（PoE）
・

■ AirMagnet WiFi 環境測定ソフトウェアー

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

ツール
Survey‑PRO は、目で見えない WiFi 環境を

を実行でき現場での即戦力となる。さらに詳細

電波の強さやデータ転送速度で色分けして表す

なデータをスマートフォンに表示することもで

事が出来る。準備は簡単、建物の配置図など

きる。

を BMP や DWF などで読み込み、現地で測定

■ LinkRunner AT ネットワークオートテス

点毎に図上の位置をクリックするだけで測定完

ター

了。配置図の上に色分けしたヒートマップが出

自動テストでネットワーク接続

来る。電子レンジなどの干渉波を自動検出する

性確認に必要な一連のテストをわ

Spectrum‑XT や、近隣とのチャンネルの競合

ずか 10 秒で実行。オプションの

を確かめる Wi‑Fi Analyzer などもラインナッ

WIREVIEW を使用すると配線の

プしている。

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。
特別企画 32

2016年12月号

資料請求 No.096

特別企画

現場で役立つ！

点検・試験用

計測器

http://www.taiwadenki.co.jp/

泰和電気工業（株）

営業技術部

TEL 03‑3432‑2521

漏電火災警報器用試験器 RGR‑2 形
漏電火災警報器が設置されている設備では消
防法により総合点検（１年に１回、模擬電流を

ので、効率の良い試験作業が可能である。
出力リード線の接続は市販のバナナ端子なの

通電して動作することを確認する）が必要であ

で、着脱が容易である。

る。本試験器は下記特長を有し、総合点検に使

首にかけるストラップ付なので、両手がフリ

用できる。

ーになり高い作業性が確保できる。

付属品すべて含めて約 610g と軽量である。
横幅は 89mm なので片手でちょうど持ちや
すいサイズである。
衝撃吸収用保護カバー（シリコンラバー）が
付属しているので現場作業に便利である。
電池駆動（単３×４本）なので、停電時の作業
でも試験電源が不要である。
使用回数は約 400 回と長寿命である。
（１回
の試験時間、１分以内として）
出力電流制御はディジタル式で、粗調整・微
調整の２段階調整により作業性が良い。
プリセットした値から電流値の増減ができる

特別企画 34

資料請求 No.097

2016年12月号

