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WTViewerEによる表示例

波形データのストリーミング機能※1

通常の電力パラメータ測定と同期して、電力演算の元になる同
区間の電圧/電流波形データをデッドタイムなしで連続でPCに
取り込む機能です。両者を同時に解析することにより、波形上
のノイズや制御状態の変化が、波形の変化を通じて電力値や
各パラメータにどのように影響するかなど、より詳細な解析が
可能になります。

最高2MS/sで捕捉した電圧/電流等の 
波形データを取得/保存可能
WT5000が電力測定すると同時に、電圧/電流/トルク/回転速
度など、WT5000が捕捉した波形データをリアルタイムでPC
に取り込めます。
WTViewerE を使用すると、取り込んだ波形データの保存や、
必要なデータ範囲を指定してのCSV出力も可能です。波形デー
タのサンプルレートを10kS/sから2MS/sの範囲で設定できる
ため、波形データのファイルサイズの調整も可能です。

電力パラメータ（数値データ）と電圧/電流等の 
波形データを同期して解析可能
WT5000で捕捉した電圧/電流等の波形データと、波形デー
タに同期した電力パラメータを解析に利用できます。異常な測
定値が発生したときの波形データを観測できるので、異常現象
の解析に役立ちます。

WTViewerEによる表示例

WT5000用  
/DS オプション

回転数、トルクを組み合わせて試験する効率マップ作成におい
て、効率データはもちろん、電力値の演算結果に同期した波形
データを保存できます。また、評価レポートに求められることも
ある電圧/電流波形の元データを常にバックアップできます。

アプリケーションソフトウェア WTViewerE が 
カンタン操作をサポート
WTViewerE を使用すると、WT5000 本体の設定/制御、測
定データのモニター/収集/解析/保存を容易に行うことができま
す。すでにWTViewerEをお持ちのお客様は、バージョンを1.51
以降にアップグレードすることでデータストリーミング機能をご
利用いただけます。バージョンアップ用プログラムは、当社
Webページからダウンロードできます※2。
<https://tmi.yokogawa.com/jp/library/documents-
downloads/software/761941-wtviewere-upgrade-
version/>

※1   WTViewerE 761941を使用することでデータストリーミング機能をご利用
いただけます。また、専用の通信コマンドを用いることで、カスタムプログラ
ムを作成してデータストリーミング機能をご利用いただくこともできます。

※2   バージョンアップ用プログラムは近日対応予定です。その対応までの期間は、
体験版ソフトウェアをご利用いただけます。

主な仕様
データストリーミング
波形サンプルレート 10k、20k、50k、100k、200k、500k、1M、2MS/s
ストリーミング
対象波形データ

全入力（U、I、Motor、AUX）

保存対象数値データ 全数値データ（ノーマルデータ／高調波データ）
データ更新周期 1s
取得間隔 1s
取得時間 PCのディスク空き容量に依存

※�サンプルレートを最大（2MS/s）として波形1本を保存すると、時間当たりの
取得データサイズは以下の様になります。

取得波形データ �● 波形ストリーミングデータ
�● 1秒間の波形表示データ

データフォーマット �● �波形ストリーミングデータ／波形表示データ：�
� 32ビット単精度浮動小数点
�● 数値データ：32ビット単精度浮動小数点

波形本数上限

通信インタフェース USB3.0、Ethernet�1000BASE-T

※��PCの仕様（推奨）�
CPU：Intel�Core�i5-8250U�と同等以上、メモリー：4GB�RAM以上、ストレージ：SSD�空き容量1TB�以上。

時間 取得データサイズ
1秒 8.0MB
1分 480MB
1時間 28.8GB

USB3.0使用時 Gigabit Ethernet（VXI-11）使用時
サンプルレート 波形本数上限 サンプルレート 波形本数上限
2MS/s 2 2MS/s 2
1MS/s 6 1MS/s 4
500kS/s 14 500kS/s 6

10k～200kS/s 22 10k～200kS/s 22



主な仕様
IEC高調波測定（/G7オプション、および WT5000用 高調波/フリッカ測定ソフトウェアが必要）

対象エレメント 30A�高精度エレメント（760901）※、5A�高精度エレメント（760902）
※電流入力は、1次が約23Armsまで適合。

測定対象 各入力エレメントまたはΣ結線ユニットから1つを選択
方式 PLL同期方式
周波数範囲 PLLソースの基本周波数が45Hz～66Hzの範囲

PLLソース �● 入力エレメントの電圧または電流および外部クロックから選択
�● 入力レベル
クレストファクターCF3のとき、測定レンジの定格の50%以上
クレストファクターCF6/CF6Aのとき、測定レンジの定格の100%以上
�● 周波数フィルター（100Hz）をONにすること

FFTポイント数 32768
窓関数 レクタンギュラ
窓の間隔 ノーギャップ、ノーオーバーラップ
アンチエリアシングフィルター

ラインフィルターで設定
（バタワース�30kHz：Ed2.0/E2.0A1、同20kHz：Ed1.0）

中間高調波
測定

�● �グルーピング機能あり/なしを選択（IEC61000-4-7Ed2.0/2.0-amd1）
�● グルーピング機能なし（IEC61000-4-7Ed1.0）

サンプルレート（サンプリング周波数）、窓枠、測定次数上限値※

※��IECでは、高調波を測定するときの測定次数の最大値を40次としています。�
WT5000用高調波/フリッカ測定ソフトウェアでは40次まで測定可能です。

表示更新 PLLソースに依存
確度：±｛読み値誤差（% of reading）＋レンジ誤差（% of range）｝

電圧変動/フリッカ測定（/G7オプション、およびWT5000用高調波/フリッカ測定ソフトウェアが必要）

フリッカメータクラス F2
対応規格 IEC61000-4-15�Ed1.1/Ed2.0
通常の電圧変動/フリッカ測定モード
測定項目 dc、dmax、Tmax、Pst、Plt
1観測期間 30秒～15分
観測期間数 1～99

手動スイッチングdmax測定モード
測定項目 dmax（最大相対電圧変化）
1観測期間 1分
観測期間数 24

測定モード共通項目
対象電圧/周波数 230V/50Hz、230V/60Hz、120V/50Hz、120V/60Hz
測定対象入力 電圧（電流測定機能なし）
測定対象エレメント 30A�高精度エレメント（760901）、

5A�高精度エレメント（760902）
測定エレメント数 最大3エレメント
フリッカ目盛り 0.0001～6400P.U.（20%）を対数で1400に分割
表示更新 2秒（dc、dmax、Tmax）、1観測期間終了毎（Pst）
通信出力 dc、dmax、Tmax、Pst、Plt、瞬時フリッカ感（Pinst）、

累積確率関数（CPF）
外部ストレージ出力 画面イメージ
確度 dc、dmax：±4%（dmax＝4%において）

Pst：±5%（Pst＝1～3において）、±0.05（Pst＝0.2～1において）
※�上記確度の条件　周囲温度：23±1℃、�
ラインフィルター：オン（10kHz）、周波数フィルター：オン（1kHz）
※�周波数測定値は参考値

規格 PLLソースの
基本周波数（Hz）

サンプルレート
（S/s）

FFTデータ長に対する
窓幅（基本波の周波数）

測定次数
上限値

IEC61000-4-7�Ed.�2.0/�
2.0-amd1

45～55 f×3276.8 10波 200次

55～66 f×2730.67 12波 170次

IEC61000-4-7�Ed.�1.0 45～66 f×2048 16波 120次

周波数 電圧、電流 電力

45Hz≦f≦66Hz ±（0.2%�of�reading＋0.04%�of�range）±（0.4%�of�reading＋0.05%�of�range）

66Hz＜f≦440Hz ±（0.2%�of�reading＋0.05%�of�range）±（0.4%�of�reading＋0.1%�of�range）

440Hz＜f≦1kHz ±（0.2%�of�reading＋0.05%�of�range）±（0.4%�of�reading＋0.1%�of�range）

1kHz＜f≦2.5kHz ±（0.3%�of�reading＋0.05%�of�range）±（0.6%�of�reading＋0.1%�of�range）

2.5kHz＜f≦3.3kHz ±（0.4%�of�reading＋0.05%�of�range）±（0.8%�of�reading＋0.1%�of�range）

3.3kHz＜f≦10kHz ±（1%�of�reading＋0.05%�of�range） ±（2%�of�reading＋0.1%�of�range）
ただし
・ラインフィルター�バタワース30kHzONのとき��・クレストファクターの設定がCF3のとき　・λ（力率）＝1のとき
・�グルーピングOFFのとき��・入力された次数の周辺次数にサイドロープの影響が出ることがあります。�
n次成分入力のとき、電圧、電流のn＋m次とn－m次には、（n次の読み値）の{[n/（m＋1）]/50｝%を加算、電力
のn＋m次とn－m次には、（n次の読み値）の{[n/（m＋1）]/25｝%を加算。
・�クレストファクター�CF6/CF6Aのときの確度：レンジを2倍したときのクレストファクターCF3のレンジの確度と同じ
・周波数と電圧、電流による確度保証範囲は、通常測定の保証範囲と同じ　・周波数測定値は参考値
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※5

※6

ESシリーズ
リファレンス
インピーダンス
ネットワーク（RIN）※4

DPシリーズ
リファレンス
インピーダンス
ネットワーク（RIN）※4

高調波規格対応試験※1※2

WT5000（/G7オプション付）とWT5000用高調波/フリッカ
測定ソフトウェア※3を組み合わせて、測定データをPCに取り込
み、IECおよびJISに準拠した高調波試験ができます。電流セン
サーを使用すれば16A/相を超える機器の試験（IEC61000-3-
12）にも対応します。

電圧変動/フリッカ測定※1※2

IEC61000-3-3規格に準拠した電圧変動およびフリッカ測定
が可能です。WT5000本体（/G7オプション付）単体での測定
も可能ですが、WT5000用高調波/フリッカ測定ソフトウェア
を使えば判定経過のdcやdmax、Pinst（瞬時フリッカ感）のト
レンド表示、CPFグラフ表示、報告書の作成ができます。

※1   対応規格は次の通りです。
 ●  高調波 
EN61000-3-2、IEC61000-3-2、EN61000-3-12、IEC61000-3-12、
JIS C 61000-3-2
 ●  電圧変動/フリッカ 
EN61000-3-3、IEC61000-3-3、EN61000-3-11、IEC61000-3-11

※2   IEC高調波、電圧変動/フリッカ試験には、30A/5A 高精度エレメントをご使
用いただけます。

※3   WT5000用高調波/フリッカ測定ソフトウェアは、お客様へのサービスの向
上のため、有償のサブスクリプションサービスとして提供させていただく予定
です。その対応までの期間は無償にてご提供いたします。

※4   株式会社エヌエフ回路設計ブロック製
※5   株式会社エヌエフ回路設計ブロック製品電源を使用する場合は、GP-IBのみ

可能。
※6   GP-IB、イーサネット、USBが可能（WT5000はすべて標準装備）。

WT5000用  

/G7 オプション
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クランプオンプローブおよびAC/DC電流センサー
形名 品名 仕様 価格（￥）
720930 電流クランププローブ 40Hz～3.5kHz、AC50A 20,000
720931 電流クランププローブ 40Hz～3.5kHz、AC200A 20,000

CT2000A AC/DC電流センサー DC～40kHz、±（0.05% of reading＋ 30μA）、3000Apeak（2000Arms） 550,000

CT1000A AC/DC電流センサー DC～300kHz、±（0.04% of reading ＋30μA）、1500Apeak（1000Arms） 170,000

CT1000 AC/DC電流センサー DC～300kHz、±（0.05% of reading＋30μA）、1000Apeak 150,000

CT200 AC/DC電流センサー DC～500kHz、±（0.05% of reading＋30μA）、200Apeak 100,000

CT60 AC/DC電流センサー DC～800kHz、±（0.05% of reading＋30μA）、60Apeak 100,000

※仕様の詳細は、電力計用アクセサリカタログBulletin CT1000-00をご覧ください。

アクセサリ
形名 品名 記事欄 価格（￥）
366924※ BNCケーブル 同期測定用、ケーブル長１ｍ 3,000
366925※ BNCケーブル 同期測定用、ケーブル長２ｍ 4,000
701902 安全BNCケーブル /MTR1、/MTR2用、ケーブル長約1m 5,000
701903 安全BNCケーブル /MTR1、/MTR2用、ケーブル長約2m 6,000
758917 測定リード ケーブル長75cm、赤黒2本で1単位 5,500

758922 ワニグチアダプタ（小） 安全端子-ワニグチ変換 赤黒2個で
1単位。定格300V CAT II 2,200

758929 ワニグチアダプタ（大） 安全端子-ワニグチ変換 赤黒2個で
1単位。定格1000V CAT II 3,500

758923 安全端子アダプタ バネ押さえタイプ 赤黒2個で1単位 2,800
758931 安全端子アダプタ ネジ締めタイプ 赤黒2個で1単位 2,000
758924 変換アダプタ BNC（オス）-バインディングポスト変換 6,600
��製品の特性上金属部分に触れることができますので感電する恐れがあります。十分に注意してご使用ください。

※42V以下の低電圧回路にてご使用ください。

ラックマウント
形名 品名 仕様 価格（￥）
751542-E4 ラックマウント用キット EIA単装用 20,000
751542-J4 ラックマウント用キット JIS単装用 20,000

アプリケーションソフトウェア
形名 品名 記事欄 価格（￥）
761941 WTViewerE ソフトウェア データ収集ソフト（数値、波形表示など） 70,000

オプション追加ライセンス※1

形名 仕様コード 記事欄 価格（¥）
760991 -DS※2 データストリーミング 250,000

-G7※2 IEC高調波/フリッカ測定 250,000
※1  本体購入後にお客様ご自身でオプション追加するためのライセンス商品です。
※2  いずれかを選択してください。

●本製品を正しく安全にご使用いただくため、「取扱説明書」をよくお読みください。

ご注意

ベストコンディションプラン（BCP）
■いつもWT5000を最適な状態でお使いいただくためのサービス商品です。ご加入期間中、 
故障修理、校正、予防保全などのサービスが受けられます。ユーザー様責任が明確な場合を
除き、修理を無償対応いたします。

【予防保全の内容】
・内部清掃 ：ホコリ除去、コネクタ等の嵌合チェック
・FAN ：動作を確認し、劣化している場合は部品交換
・LCD ：輝度を確認し、劣化している場合は部品交換

・キー、端子 ：破損等を確認し、損傷があれば部品交換
・バックアップ電池 ： 電圧をチェックし、劣化している場合

は部品交換

詳細につきましてはお問い合わせください。

●製品はISO 14001の認証を受けている事業所で開発・生産されています。
●地球環境を守るために横河電機株式会社が定める「環境調和型製品設計ガイドライン」 
および 「製品設計アセスメント基準」に基づいて設計されています。

地球環境保全への取組み

上記3種の標準付属品を追加でご使用になる場合には、アクセサリ製品となる758931、761951、761953
を手配してください。

安全端子アダプタセット
B9317WB/B9317WC

大電流用安全端子アダプタセット
A1650JZ/A1651JZ

電流用安全端子アダプタセット
B8213YA/B8213YB

本紙に記載のない仕様につきましては、WT5000カタログ（Bulletin WT5000-01JA）に
てご確認ください。

形名および仕様コード
形名 仕様コード 記事欄 価格（￥）
WT5000 プレシジションパワーアナライザ 750,000
言語メニュー -HJ 日本語/英語メニュー —
電源コード -D UL/CSA規格、PSE適合 —
オプション /M1 32GB　内蔵メモリー ＋150,000

/MTR1 モーター評価機能1 ＋150,000
/DA20※ 20チャネル　D/A出力 ＋150,000
/MTR2※ モーター評価機能2 ＋200,000
/DS データストリーミング ＋250,000
/G7 IEC高調波/フリッカ測定 ＋250,000

※  選択する場合には、いずれか一つを指定してください。また/MTR2を選択する場合には、/MTR1が選択
されている必要があります。

形名 仕様コード 記事欄 価格（￥）
760901 30A 高精度エレメント 400,000
760902 5A 高精度エレメント 400,000

標準付属品
【WT5000】電源コード、脚用ゴム（４個）、カバーパネルB8216JA 7枚、取扱説
明書一式、D/A用コネクタ（/DA20搭載時）

【760901/760902】安全端子アダプタB9317WB/B9317WC（赤黒2個で
1セット×入力エレメント数）、大電流用安全端子アダプタA1650JZ/A1651JZ
（赤黒2個で1セット×30A入力エレメント数）、電流用安全端子アダプタ
B8213YA/B8213YB（赤黒2個で1セット×5A入力エレメント数）
※ 電流外部センサー入力用ケーブルB9284LK（水色）は別売です。

お問い合わせは

YMI-KS-MI-M06

本　社 〒180-8750 東京都武蔵野市中町2-9-32
  TEL：0422-52-5544　FAX：0422-52-6462
 ホームページ https://www.yokogawa.com/jp-ymi/

製品の取り扱い、仕様、機種選定、応用上の問題などについては、
カスタマサポートセンター　  0120-137-046 までお問い合わせください。
E-mail ：tmi-cs@csv.yokogawa.co.jp
受付時間 ：祝祭日を除く、月～金曜日／9:00～12:00､ 13:00～17:00

記載内容は2020年3月6日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。価格には別途消費税が加算されます。
All Rights Reserved. Copyright © 2020, Yokogawa Test & Measurement Corporation [Ed:01/b] Printed in Japan, 003(KP)


