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http://multimic.com

マルチ計測器（株）

営業部

TEL 03‑3251‑7013

Bluetooth 内蔵測定器 蓄積したデータを活用して「働き方」を変えていこう
■概

■クランプリーカー

要

人手不足が深刻化する昨今、現場ではより効
率のよい保守管理が求められています。
マルチ計測器の Bluetooth 内蔵測定器はス

M‑1140X ／

M‑1140XR
CT 内径 φ40mm
最小分解能 0.01mA で最大 300A まで測定

マートフォン経由でサーバに測定データを保存

可能

することができるため、①手書き作業がなくな

MAX ホールド、フィルタスイッチ付

り作業時間の短縮やヒューマンエラーの防止に
繋がる、②過去のデータとの比較が容易になり
設備不良の早期発見や劣化診断の目安になる、
③社内でデータを共有し遠隔地から指示を出せ
る、など作業効率化や省人化に向けた取り組み
に活用することができます。
この度「Bluetooth 内蔵クランプ式接地抵抗
計

MET‑10X」が新たにラインナップに加わ

り、特に設備保守においての働き方改革を強力
にサポートします。
■クランプ式接地抵抗計

MET‑10X

接地棒の打ち込み作業が不要
接地線にクランプしてボタンを押すだけの簡
単操作
単３電池駆動で扱いやすさが向上

■大口径クランプリーカー

MCL‑800DX

／ MCL‑800DXR
CT 内径 74×80mm
最小分解能 0.01mA で最大 1 000A まで測
定可能
MAX ホールド、フィルタスイッチ付
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計測器

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）
試験の必要性と試験器の選択
■試験の目的

試験中の充電・漏洩電流については参考値程度

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

の扱いとなる。
又、近年では JESC E7001（2015）により、

れる法令試験である。通電以降の安全性を判断

生産工場における試験（AC22kV‑1 分間）の後

するために適切な絶縁耐電圧強度を有している

に、輸送・現地組立の最終確認として常規対地

かの事前確認を目的としている。

電圧での試験を行うことで同等の安全性能を確

■耐電圧試験と絶縁耐力試験

保できるものとしているが、本記事では一般的

電気設備を構成する個々の機器は、製造物生
産上の品質規格として JIS や下位の民間規格に
よって、
試験項目・方法・判定値等を定めている。

な絶縁耐力試験を行う為の機器を紹介とする。
■現場での運用に適した試験器の選定
一般的な 6kV 受電設備の絶縁耐力試験では、

メーカー側でのこれらの機器に対する性能評価

10 350V を試験電圧とし 10 分の試験時間に

では、
「どこまでの電圧に耐えられるのか？」
と

絶縁破壊しないことを確認する。交流での試験

いう『耐電圧試験』
を行い仕様化している。

では、絶縁性能が健全であっても対地静電容量

試験方法としては、サンプルへ印加する電圧
を上昇させて破壊した時点での電圧値を求める
方法となるが、ユーザー側でこれから使用する
機器に対し、この破壊試験を行うことは不可で
ある。

（

）

に比例した充電電流が生じることを考慮し、試
験器の定格容量を用意する必要がある。
今回紹介する「IP‑R1500（13kg+10kg）」
「ORT‑50MP（16.5kg）」と「R‑1115K」の組
み合わせでは、1.5kVA の耐電圧試験を行うこ

一般的なメンテナンスにおいて行われる

とが出来る。この組み合わせでは 10350V 試

耐電圧試験器は、
サンプル採取が可能な
「変

験時に約 136mA を定格電流とする為に CV ケ

圧器の絶縁油」
のみとなる。

ーブルに換算すると 38 mm・３線一括で約

□

一方で電気工作物として運用するにおいて

60m 程度までの試験が行えるので、一般的な

は、省令 第５条を基とする電気設備技術基準・

工場や店舗の引込みケーブルを含めた受電設備

解釈（第 13 条並びに第 15 条・第 16 条）によっ

の試験であれば十分な対応範囲となる。更に「耐

て『絶縁耐力試験』
を行うことが義務付けられて

電圧リアクトル」を接続することで、より大き

いる。絶縁耐力試験は、運用時における安全性

な現場への対応も可能となる。

の確認を目的とするもので、事故時に想定され

この度、耐電圧トランス「R‑1115K」が、従

る異常電圧を一定時間印加し、試験の前後にお

来の製品（約 22kg）に比較して 17kg と大幅に

ける異常がないことで確認する為に、この試験

軽量化されたので、長年課題とされている試験

は「非破壊」
であることが原則となる。尚、求め

装置の運搬についても、大きな負担の軽減とな

られる試験結果は「良＝通電しても良い」又は

る。

「不可＝通電させてはいけない」の二択なので、

① IP‑R1500 マルチリレーテスタ
特別企画 4

② ORT‑50MP
OCR・GR リレーテスタ

③ R‑1115K
耐電圧トランス
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https://www.keisokuki-land.co.jp

東洋計測器（株）

UTi260K‑J 型
■特

営業部

TEL 03‑3255‑8038

サーマル イメージャー
像度：256×192

長

UTi260K‑J 型サーマル イメージャーは、

温度測定範囲：30 〜 45℃（精度 ±0.5℃

高品質な計測器を開発・設計・製造するメーカ

体表面温度測定）

ーである中国の UNI‑T 社が日本計量法に準拠

画像保管：16G マイクロ SD カード

（℃）して製造した体表面温度測定用のコスト・

リアルタイム画像伝送
（標準の PC ソフトウ

パフォーマンスに優れた製品であり、UNI‑T

エアで解析画像表示）

社の日本総代理店である東洋計測器株式会社が

データ通信（タイプＣ USB）

入荷検査、品質管理を徹底して販売している製

バッテリー連続使用時間：≧６時間

品である。

充電時間：≦５時間

UTi260K‑J 型サーマル イメージャーの特
徴は以下の通り。
表示：2.8 インチ

1/4 インチ

三脚取付け穴

製品サイズ：236mm×75.5mm×86mm
TFT 液晶

標準アクセサリ：日本語取扱説明書、タイプ

最適な測定距離：１m、最短距離 15cm

C USB ケーブル、16GB マイクロ SD カード

温度測定応答時間：≦ 500ms（読取りの

標準総重量：800 グラム

95％）

電源：単一リチウムイオン電池

イメージモード：赤外線カメラ、可視カメラ、

3.7V/5 000mAh

画像ブレンド

標準価格：151,800 円の所、

可視カメラ解像度：640×480、赤外線解

特別価格：127,600 円（税込）にて提供中
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計測器

http://www.goodman-inc.co.jp

（株）グッドマン

営業部

地中配管・ケーブル探索のベストセラー

TEL 045‑701‑5680

RD5100

電線の地中化率は文明のバロメーターともい

目的のケーブルのみを AI 技術で自動的に選択

われ、国内においても無電柱化のプロジェクト

できる機能を持ち、大画面の LCD に表示され

はますます活況を帯びてきている。

るコンパス上の矢印が送信機から遠ざかる方向

いまや観光資源は重要でビジターによりよい
環境を提供するためのイノベーションが求めら

の指針を表示することで、ケーブルの識別を確
実なものとしている。

れる中、先進国である日本において、とりわ

さらに、掘削の際に重要となるケーブルの埋

け景観美を損ねている架空線の多さは世界各

設深度も逐一画面にわかりやすく表示されるた

地の観光客から疑問視されているところでも

め、オペレーターにとっても安心して確実な探

ある。そもそもヨーロッパの無電柱化はガス灯

索を行うことができる。輻輳するケーブルの中

の時代にガス配管が地中に埋設されていた流れ

で目的線をトレースする際の大きな障害となる

で現在の電気に移行していることもあり、ケー

大電流の動力線や、架空線からの電気誘導ノイ

ブルの敷設は
「埋設」
が基本となっている。従っ

ズの多い環境での使用を可能とした環境ノイズ

てガス
（主にメタン）
並びに埋設ケーブル探索機

カット機能もこの RD5100 ならではの特質さ

は 100 年以上の歴代製品を踏まえ開発がなさ

れる性能のひとつである。いつどこでも使用す

れている。株式会社グッドマンは幅広く埋設ケ

る必要性から、RD5100 の送信機・受信機と

ーブル探索機を取りそろえており、特に誰にで

も経済的なリチウム充電式であり、乾電池の廃

も簡単に取扱いができ、かつ長い歴史で培った

棄物を一切ださない環境に優しい探索機として

品質の高い製品をユーザーに提供している。今

の能力も発揮している。

回ご紹介する当社が国内総発売元を務める英国

探索されたデータは PC 接続用の USB 端子

レディオディテクション社の探索機も、世界の

からダウンロードでき、帳票の作成、データ管

65％のシェアを誇る信頼性の高い製品として

理が行える機能も備えている。このような高性

導入が可能となる。

能な機能を搭載し且つ低価格でコストパフォー

とりわけ RD5100 埋設ケーブル探索機につ
いては、探索の難易度の高い路側帯
（歩道）
にみ

マンスに優れており、利用者から好評を得てい
る。

られる多数の輻輳するケーブルや配管の中から
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計測器

https://www.kk-custom.co.jp/index.html

（株）カスタム

企画本部

商品企画部

TEL 03‑3255‑1117

防塵防水測定器シリーズ CDM‑2500WP/CDM‑3000WP、V‑20WP
■製品概要
電気工事の作業現場は時として劣悪な環境下
で行われる場合がある。
特に屋外の作業では天候に左右されやすい。

■ CDM‑2500WP/CDM‑3000WP
デジタルマルチメーターの CDM‑2500WP
と CDM‑3000WP は高い防塵防水効果を発揮
し、さらに高い耐衝撃性を備えたモデルだ。２

突然の雨や強風による粉塵や埃が舞う環境下で

m の落下衝撃に耐える設計構造を有し、作業中

作業を行うことも珍しくない。非防水タイプの

の不用意な落下や、障害物への接触による破損、

測定器に水が浸入すると内部の電気回路、電子

アクシデントを極力回避できる。

部品や LCD の動作不良の原因となりうる。また、

■ V‑20WP

粉塵や埃が測定器内部に付着すれば、電気回路
の短絡などにより動作不良を起こし、いわゆる
重大事故へ発展する可能性も考えられる。

IP67 準拠の防塵防水耐性に特化したペン型
タイプの非接触式 AC 検電器である。
粉塵による防塵はもちろん、急な雨や水没に

カスタムはその不安を払拭すべく、防塵防水

耐えられる防水構造を有している。また２m か

効果の高い IP65 または IP67 準拠の測定器を

らの落下衝撃に耐えられる設計構造なので不用

提供する。

意な落下や障害物への接触衝撃にも対応してい
る。
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共立電気計器（株）

国内営業部

東京営業グループ

現場用電気計測器仕事効率化アプリ
進化を続けている KEW Smart ＊について紹
介する。KEW Smart ＊は共立電気計器株式会
®

TEL 03‑3723‑7021

KEW Smart ＊

3441BT 等）であった名称を『KEW Smart ＊』
に変更した。情報処理の世界でいわゆるワイル

社製の電気計測器（Bluetooth 通信機能搭載

ドカードの意味を持つ『＊（アスタリスク）』をつ

の KEW Smart ＊対応製品）と連携可能な同社

け、万能の効力を持つことを表現している。

独自開発のアプリケーションソフトである。電

今冬のアップデートでは、スマートフォンや

気計測器と無線通信接続したスマートフォンや

タブレットに保存した画像やその場で撮った写

タブレットに、
測定結果をその場で瞬時に表示、

真データに直接、測定値を表示・記録できる機

保存する機能を持つ。iOS、Android に対応し

能の搭載が予定されている。簡便なアプリによ

ており無償でダウンロードできる。

るデータ管理と使いやすさを両立した各種測定

近年、
電気工事の現場では測定データや図面、
作業内容、現場写真等の情報をタブレットや

器を使用することで、現場での測定から報告ま
での全工程において工数削減が期待できる。

PC で管理する方法が急速に普及している。ま
た、保守・管理の現場においてもサーバーやク

【KEW Smart ＊対応機種】

ラウド上に顧客情報や過去の測定データを蓄積

アナログ絶縁抵抗計（KEW 3441BT）

したり、測定データをリアルタイムに集積した

デジタル絶縁抵抗計（KEW 3552BT）

りするなど、タブレットで顧客に提示できるシ

デジタル接地抵抗計（KEW 4105DLBT‑H）

ステムの導入が進められている。

リーククランプメータ（KEW 2433RBT）

同社では市場の動向を踏まえ、測定に付随す

簡易接地抵抗計（KEW 4300BT）

る作業に対し、アプリケーションソフトを活用

コンセントテスタ（KEW 4505BT）

した効率化について提案してきた。具体的に

照度計（KEW 5204BT）※11 月発売予定

はKEW Smart ＊と計測器を連携させることで、
測定結果の書き取りや転記、データ入力時に生
じるヒューマンエラーと工数を抑え、省力化に
貢献する。
KEW Smart ＊に連携可能な測定器は、電気
の現場で必需品である絶縁抵抗計（アナログ・
デジタル共）や接地抵抗計はもとより、真の実
効値測定のできるリーククランプメータ、接地
棒が不要なペン型の簡易接地抵抗計、測定箇所
の多い現場で活躍するコンセントテスタや照度
計と、年々ラインナップを拡充している。
また、KEW Smart ＊は対応する測定器ごと
に分かれていたアプリケーションソフトをユ
ーザーの利便性を高めるために統合したもの
である。これにより複数アプリの管理から解
放され、データを一括管理できるようになっ
た。アプリケーションソフトの統合に合わせ、
KEW Smart for 製品型番（KEW Smart for
特別企画 12
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https://www.sanwa-meter.co.jp/japan/

三和電気計器（株）

商品企画部

PM300BT デジタルマルチメータ
■開発の背景
保守点検現場では作業の正確さと効率化が求

TEL 03‑3253‑4871（代表）

Bluetooth 機能内蔵
低消費電力 BLE による測定値の無線出力が
可能

められている。昨今の人手不足で経験の浅い人

iPad/iPhone 専用アプリを使用して測定値

でも適切に作業をおこなう必要がある。点検作

の表示や記録が可能

業では作業計画書を作成し、計画書に沿った記

＊

録帳票を表計算ソフト等で作成する。それら計

を使用して帳票に測定値を直接入力可能

＊

エクセル用ソフト、 AutoCAD 用ソフト

画書や帳票を現場に持ち込み、複数人体制で確

Bluetooth 通信仕様の公開により、ユーザー

認作業や測定作業をおこなう。測定作業では測

が自社のアプリやシステムに測定値を取り込

定値を記録帳票に書き込んで記録し、事務所に

むことも可能

戻ってからデータ入力をおこなう。
この流れは作業工数がかかるうえ、測定値の
記入間違え、転記間違えの可能性もある。また

＊株式会社関電工測定記録支援システム BLuE
のソフトです。
■製品仕様

紙やインクの消費など環境への負荷が減らな

表示 6000 カウント、サンプルレート最大

い。このような課題をソフトウェアベンダーの

約５回秒、真の実効値、交流電圧周波数特性

各社が一気通貫な効率化システムを提案してい

45 〜 500Hz、CR2032（リチウム電池）× １、

る。そのシステムへの入力としてのデバイスに

電池寿命 Bluetooth 機能 OFF：約 150 時間：

Bluetooth 付き測定器が求められている。

Bluetooth 機能 ON：約 60 時間：Bluetooth

本 機 PM300BT は、 作 業 現 場 で 持 ち 運 び

連続通信時：約 30 時間、110（Ｈ）×56（Ｗ）×

や す い 小 型 軽 量 で BLE（Bluetooth Low

13（Ｄ）mm・約 84g（電池含む）、121（Ｈ）×

Energy）を使い測定値の出力できるデジタル

63（Ｗ）×28（Ｄ）
mm・約 135g（キャンリグケ

マルチメータである。小型ではあるが、ほと

ース収納時）、安全規格 CAT. Ⅳ 300V、CAT.

んどの現場に対応できる安全設計の CAT. Ⅳ

Ⅲ 600V

300V 適合製品である。

■測定機能

■製品概要

A C6.000V〜600.0V、D C600.0m V〜

低圧電気現場での工事、保守管理向けに適し

600.0V、600.0〜60.00MΩ、60nF〜600μF、

ている CAT. Ⅳ 300V のポケット型マルチ

99.99〜99.99kHz、ダイオードテスト、導通

メータ

チェック

Windows10 Pro 端末
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https://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 2012
年に「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。
「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
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http://www.hasegawa-elec.co.jp

長谷川電機工業（株）

営業本部

TEL 06‑6429‑6144

耐電圧試験や受変電設備の点検用 高低圧検電器・リストアラーム・低圧相回転計・充電式作業灯
■ AC/DC 高低圧検電器 HSN‑6A1 型

高圧 6.6kV（対地電圧 3.8kV）に 60cm まで

標準価格 38,500 円

接近した時、警報開始（弊社の試験状態）。

使用電圧範囲は、AC100V 〜 7kV、DC50V

充電部に近づくにつれ動作周期が短くなるの

〜 7kV（接地線を付けた状態）
。

で、充電部との距離を体感できる。

※ 高圧機器の耐電圧試験に限り AC10.5kV、
DC21kV まで使用可能。

■低圧相回転計 HPL‑200 型
標準価格 25,000 円
2

ケーブルに残留している DC 電圧を検出でき

の被覆上から相回転、
絶縁電線
（２〜100mm ）

る上、残留電荷の放電も可能。

同相異相のチェックが可能な非接触タイプ。

充 電 時 の 動 作 表 示 で AC/DC 判 別 が 可 能

充電状態やクリップ接続不良を判別する充電

（AC：赤色、DC：オレンジ色）
。

表示機能付

全 長 は、 縮 め て 277mm、 伸 ば し て 約

き。

840mm の伸縮絶縁棒。質量は約 290g。

本体裏面の

太陽光発電設備の検電は、弊社ウェブサイト

マグネット

「PV サイトにおける検電の注意点と漏電確

により、ハ

認について」
を御参照下さい。

ンズフリー
で確認可
能。
■充電式作業灯 EWL‑3 型
標準価格 14,000 円
（別売 バッテリー
6,000 円、AC アダプタ 1,800 円）
10m 先を視認可能なスポットライト付き。
耐衝撃／薬品性能の高い PEN ポリカ２種３

■ AC 高低圧検電器 HSS‑6B1 型

層構造のワークライトは、最大 15 時間連続

標準価格 18,900 円

点灯が可能（照度２段切替、点滅機能付き）。

使用電圧範囲は、AC80V 〜 7Kv（低圧検

マグネットが内蔵されたツバ部は可動式で、

電は、銘板部に触れながら使用）
。

ワークライト照射角度を自由に調整できる。

全 長 は、 縮 め て 215mm、 伸 ば し て 約

赤色カバー（標準価格 1,400 円）をワークラ

815mm の伸縮式絶縁棒。質量約 130g。

イトに装着す
れば、警告灯
に早変わり。
防 水 構 造
（IP44 相当）、

■リストアラーム HXW‑6 型
標準価格 12,600 円

質 量 480g
（バッテリー

充電部に接近した

含む）
、便利

時、発音・発光の

な肩掛けベル

警報動作で知らせ

ト、Ｓ字フッ

る感電防止の必需

ク付き。

品。
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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。
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