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はじめに 
本マニュアルは、IEC 高調波 / フリッカ測定ソフトウェア ( 形名：IS8011 または IS8012) の機能、
操作方法、取り扱い上の注意などを説明したものです。ご使用前にこのマニュアルをよくお読み
いただき、正しくお使いください。

IEC 高調波 /フリッカ測定ソフトウェアは、次のソフトウェアがセットになったものです。
・	 IEC	61000-3-2 高調波測定ソフトウェア
・	 IEC	61000-3-3 電圧変動 /フリッカ測定ソフトウェア
・	 IEC	61000-3-11 電圧変動 /フリッカ測定ソフトウェア
・	 IEC	61000-3-12 高調波測定ソフトウェア

IS8000 統合計測ソフトウェアプラットフォーム ( 以降、IS8000 ソフトウェアと略します ) のラン
チャーまたは起動画面から、本ソフトウェアの IEC ランチャーを起動して、上記の各ソフトウェア
を選択できます。
*	 本ソフトウェアのインストール、アクティベーションの方法については、インストールマニュアル
(IM	IS8000-04JA) をご覧ください。

お読みになったあとは大切に保存してください。ご使用中に操作がわからなくなったときなどに
きっとお役に立ちます。なお、本ソフトウェアを起動するために必要な IS8000 ソフトウェアには、
ユーザーズマニュアル (IM	IS8000-01JA) の「マニュアルの構成」に示す各種マニュアルがあります。
あわせてお読みください。
・	 本ソフトウェアのマニュアル ( 本書 ) は、ヘルプとして本ソフトウェアに組み込まれています。ヘルプ
機能の操作方法については、本書の 13.3 節をご覧ください。

・	 IS8000 ソフトウェアのランチャーとヘルプ [Help]メニューから、上記のマニュアルすべてにアクセス
できます。操作の詳細については、ユーザーズマニュアル (IM	IS8000-01JA) の 9.3 節をご覧ください。

各国や地域の当社営業拠点の連絡先は、次のシートに記載されています。
ドキュメント No. 内容
PIM	113-01Z2 国内海外の連絡先一覧

ご注意
・	 性能・機能の向上などにより、本書の内容を予告なしに変更することがあります。最新のマニュ
アルは、当社Webサイトでご確認ください。

・	 本書に記載の画面表示内容は実際のものと多少異なることがあります。
・	 本書の内容に関しては万全を期していますが、万一ご不審の点や誤りなどお気づきのことがあ
りましたら、お手数ですが、お買い求め先か、当社支社・支店・営業所までご連絡ください。

・	 本書の内容の全部または一部を無断で転載、複製することは禁止されています。
・	 このライセンシーアプリケーションのライセンス管理部分は、次の 1つ又はそれ以上の著作権
に基づいています。
Sentinel®	RMS	©	2005	SafeNet,	Inc.	All	rights	reserved.
Sentinel®	EMS	©	2009	SafeNet,	Inc.	All	rights	reserved.

 

6th Edition: February 2023 (YMI)
All Rights Reserved, Copyright © 2021 Yokogawa Test & Measurement Corporation
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商標
・	 Microsoft、Windows、Windows	10、およびWindows	11 は、米国Microsoft	Corporation の、
米国およびその他の国における登録商標または商標です。

・	 Adobe と Acrobat は、Adobe	Systems	 Incorporated( アドビシステムズ社 ) の登録商標または商
標です。

・	 Sentinel は SafeNet,	Inc. の登録商標です。
・	 本文中の各社の登録商標または商標には、®、TMマークは表示していません。
・	 その他、本文中に使われている会社名、商品名は、各社の登録商標または商標です。

　

履歴
・	 2021 年	 3 月	 初版発行
・	 2021 年	 7 月	 2 版発行
・	 2022 年	 1 月	 3 版発行
・	 2022 年	 3 月	 4 版発行
・	 2022 年	10 月	 5 版発行
・	 2023 年	 2 月	 6 版発行
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ご使用にあたっての注意

ソフトウェア使用上の注意事項
・	 測定器 (WT) に搭載されている USB インタフェースを介して PC と通信をする場合は、PC に
USB ドライバをインストールする必要があります。
USB ドライバは、次のWebページからダウンロードできます。
　https://tmi.yokogawa.com/jp/library/

・	 本ソフトウェアでコントロールできるWTは 1台だけです。また、複数の PCから同じWTに対
して、同時に接続することはできません。

・	 測定器本体と PCを接続して本ソフトウェアを使いコントロールをするとき、複数の種類の通信
インタフェースを同時に使用できません。

・	 本ソフトウェア使用中は、次の操作はしないでください。誤動作の原因になります。
	- 本ソフトウェア以外のソフトウェアでの操作
	- 測定器本体での操作

・	 PC に装備されているスタンバイモードやスリープモードなどに入ると、本ソフトウェアの動作
を継続できなくなるものがあります。スタンバイモードやスリープモードなどをオフにしてご
使用ください。

・	 測定器に接続中に接続エラーが出て接続できないときは、測定器本体の電源スイッチをOFF/ON
してください。
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このマニュアルの利用方法

このマニュアルの構成
このユーザーズマニュアルは、以下に示す第 1	章～第 14	章、および索引で構成されています。

章 タイトル 内容
1 製品概要

本ソフトウェアの機能と適用規格の詳細について説明しています。
2 使用する前の準備

WTと PCの接続方法について説明しています。
3 ソフトウェアの起動

本ソフトウェアの起動方法とメインウィンドウについて説明しています。
4 スタートと終了

試験メニューの選択方法と本ソフトウェアの終了方法について説明しています。
5 開く ( 設定情報や測定データを読み込む )

設定情報、測定データを読み込む方法について説明しています。
6 接続 (WT と PC の通信を設定する )

WTと PCの通信の設定方法について説明しています。
7 IEC 61000-3-2 高調波測定

IEC	61000-3-2 高調波測定ソフトウェアの設定、試験、解析の機能について説明しています。
設定 ( 測定条件、判定条件を設定する )
試験全般についての条件の設定方法について説明しています。

試験 ( 測定を実行する )
規格適合試験を実行する方法について説明しています。

解析 ( 判定結果や測定データを表示する )
判定結果や測定データを表示する方法について説明しています。

8 IEC 61000-3-3 電圧変動 / フリッカ測定
IEC	61000-3-3 電圧変動 /フリッカ測定ソフトウェアの設定、試験、解析の機能について 7章
と同様の構成で説明しています。

9 IEC 61000-3-11 電圧変動 / フリッカ測定
IEC	61000-3-11 電圧変動 /フリッカ測定ソフトウェアの設定、試験、解析の機能について 7
章と同様の構成で説明しています。。

10 IEC 61000-3-12 高調波測定
IEC	61000-3-12 高調波測定ソフトウェアの設定、試験、解析の機能について 7章と同様の構
成で説明しています。

11 印刷 ( 報告書を印刷する )
報告書を印刷する方法について説明しています。

12 保存 ( 設定情報 / 測定データを保存する )
設定情報、測定データを保存する方法について説明しています。

13 保守（トラブルシューティング）
各種エラーメッセージ、ヘルプ機能、本ソフトウェアのバージョンを確認する方法について
説明しています。

14 仕様 本ソフトウェアの仕様を記載しています。
索引 アルファベット、五十音順の索引を記載しています。
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このマニュアルで対応しているソフトウェアのバージョン
このマニュアルで対応している各ソフトウェアのバージョンは、以下のとおりです。最新バージョ
ンのソフトウェアで、このマニュアルに記載されているすべての機能をお使いいただけます。
ソフトウェア名 対応ソフトウェアバージョン
・ IEC	61000-3-2 高調波測定ソフトウェア 1.11 以降
・ IEC	61000-3-3 電圧変動 /フリッカ測定ソフトウェア 1.21 以降
・ IEC	61000-3-11 電圧変動 /フリッカ測定ソフトウェア 1.21 以降
・ IEC	61000-3-12 高調波測定ソフトウェア 1.11 以降

各ソフトウェアのバージョンは、メインウィンドウの右上部に表示されています。詳細について
は 3.2 節、13.4	節をご覧ください。

動作に必要なシステム環境については、1.2 節をご覧ください。

このマニュアルで使用している記号と表記法

接頭語のｋと K について
本書では、単位の前に使用される接頭語のｋとＫを、次のように区別して使用しています。
k‥‥‥1000 の意味です。	 使用例：100	kS/s( サンプルレート )
K‥‥‥1024 の意味です。	 使用例：720	K バイト ( ファイルの容量 )

表示文字
操作説明のところで、太字の英数字は、操作対象の画面上のメニューに表示される文字を示します。

注記
このマニュアルでは、注記を以下のようなシンボルで示します。

Note 	 本ソフトウェアを取り扱ううえで重要な情報が記載されています。
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第 1 章 

製品概要

1.1 機能説明

IEC 高調波 / フリッカ測定ソフトウェアは、IEC 規格 ( 概要は 1.3 節参照 ) に従い、電気機器の高調波 /
電圧変動フリッカを測定し、規格に沿った判定結果を表示 /保存できます。

また、システム構成にエヌエフ回路設計ブロック社製の電源 ( 以降、NF 電源と略します ) が含まれる
場合は、NF電源をコントロールできます。

本ソフトウェアが利用できる機器
測定器
本ソフトウェアは、当社のプレシジョンパワーアナライザWT5000 で利用できます。
WT5000 本体の取り扱い上の注意 /機能 / 操作方法については、WT5000 本体の取扱説明書を
ご覧ください。

電源、リファレンスインピーダンスネットワーク (RIN)
エヌエフ回路設計ブロック社製の以下の製品です。
ES シリーズ

電源 リファレンスインピーダンスネットワーク (RIN)
ES2000S ES4152
ES2000U ES4153

DP シリーズ
・ 電源
DP	□□□	□	(E)*3
	 *1	 *2
*1	 出力容量	015	(1.5	kVA)	～	480	(48	kVA)
*2	 出力形式	S/SL：単相、D：単相 3線、T：三相、M：マルチ相
*3	 CEE7( 欧州向け出力アウトレット ) をご指定の場合、形名末尾に「E」がつきます。
	 (DP240S/DP360S/D420LS/DP480LS 除く )

・ リファレンスインピーダンスネットワーク (RIN)
モデル 容量 結線
DP4162 20	A 単相 2線
DP4163 20	A 単相 2線 / 単相 3線 / 三相 3線 / 三相 4線
DP4164 30	A 単相 2線 / 単相 3線
DP4165 30	A 単相 2線 / 単相 3線 / 三相 3線 / 三相 4線
DP4166 50	A 単相 2線 / 単相 3線
DP4167 50	A 単相 2線 / 単相 3線 / 三相 3線 / 三相 4線
DP4168 75	A 単相 2線 / 単相 3線
DP4169 75	A 単相 2線 / 単相 3線 / 三相 3線 / 三相 4線
DP4164 ～ DP4169 は、本ソフトウェア上では次のように表示されます。
・	 単相：DP4162
・	 三相：DP4163



1-2 IM IS8000-63JA

1.1　機能説明

適用規格
適用規格については、1章節をご覧ください。

IEC ランチャー ( 右図 ) で、規格ごとに次のソフトウェアを選択で
きます。
・	 IEC	61000-3-2 高調波測定ソフトウェア
・	 IEC	61000-3-3 電圧変動 /フリッカ測定ソフトウェア
・	 IEC	61000-3-11 電圧変動 /フリッカ測定ソフトウェア
・	 IEC	61000-3-12 高調波測定ソフトウェア

試験メニューの設定
以下の機能から、実行したい機能を組み合わせた試験メニューを構成できます。

スタート 測定メニューを選択、編集します。

開く ファイルに保存された測定データ、WTや電源の設定情報を読み込みます。

接続 PC とWT、およびの PCと電源の通信接続を設定します。

設定 規格の判定条件や、WTの測定条件を設定します。
電源を接続した場合、電源の電圧、周波数などを設定します。

試験

測定を実行します。
電源を接続した場合、
・	 電源の出力をON/OFF することができます。
・	 電源出力をONにしたとき、出力される電源の電圧や周波数、電圧の全高調波
ひずみ率などをチェックします。( 電源品質チェック機能 )

解析 測定結果をバーグラフや、トレンドグラフなどで表示します。

印刷 報告書や画面イメージを印刷します。

保存 測定データ、WTや電源の設定情報を保存します。

終了
本ソフトウェアを終了します。
終了時は、接続中の電源出力がON/OFF の状態に関係なく、電源の出力をOFF に
します。
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1.1　機能説明

本ソフトウェアをスタートすると、構成したメニューに沿って、処理を進められます。目的に合
わせたメニューを構成することで、作業の流れが明確になります。また、測定作業を繰り返す場合、
構成されたメニューを選択すれば、作業の抜け、忘れを防止できます。

各機能の詳細は次のとおりです。

スタート

試験メニューを選択、編集します。スタンダードメニューとして、IEC	61000-3-2 では 5種類、
IEC	61000-3-3、IEC	61000-3-11、IEC	61000-3-12 では、4種類の試験メニューが用意されてい
ます。また、試験メニューを独自に選択、構成することもできます ( ユーザー設定機能 )。

開く

設定情報の読み込み
本ソフトウェアで設定した測定条件 *、判定条件、報告書 ( 測定データの判定結果をまとめた
報告シート ) のタイトル /コメントなど、ファイルに保存された設定情報を読み込むことがで
きます。
*	 電源を接続した場合、測定条件に電源の設定情報も含まれます。

測定データの読み込み
ファイルに保存された測定データ *、および設定情報を読み込むことができます。
*	 数値データ：高調波測定とフリッカ測定のどちらでも読み込み可能です。
波形データ：高調波測定のときに読み込み可能です。
CPF グラフ：通常の電圧変動 /フリッカ測定のときに読み込み可能です。

接続

USB、GP-IB、またはイーサネットインタフェースを使って、本ソフトウェアをインストール
した PCとWTを接続します。
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1.1　機能説明

設定

WT の測定条件の設定
測定レンジやラインフィルターなど、WT	の測定条件を設定できます。

NF 電源の測定条件の設定
出力電圧、周波数などのNF電源の測定条件を設定できます。

IEC 61000-3-2 高調波測定
規格・測定環境の設定
IEC	61000-3-2 または JIS	C	61000-3-2 で規定されている判定条件の設定ができます。

測定時間の設定
測定時間は、測定開始から測定終了までの時間です。1秒単位で、高調波を測定する時間
をあらかじめ設定できます。設定した時間だけ連続して高調波を測定できます。時間の経
過とともに発生する高調波に変動がある機器を測定するとき、または、機器を長時間稼働
させても、発生する高調波に変動がないことを確認するときなどに、測定時間を変えて測
定できます。

IEC 61000-3-2 または JIS C 61000-3-2 の版数の設定
IEC	61000-3-2 では高調波が規定されています。IEC または JIS の版数を以下から選択でき
ます。
IEC 61000-3-2 の版数 JIS C 61000-3-2 の版数
第 3.0 版	の A2 2011
第 4.0 版 ------
第 5.0 版 2019
第 5.0 版の A1 ------

IEC 61000-4-7 または JIS C 61000-4-7 の版数の設定
IEC	61000-4-7 または JIS	C	61000-4-7 では測定器に対する要求事項が規定されています。
IEC または JIS の版数を以下から選択できます。この設定によりWTの窓関数 ( 測定区間 )
が変化します。

IEC 61000-4-7 の版数 JIS C 61000-4-7 の版数 WT の窓関数 ( 測定区間 )
50 Hz 60 Hz

第 1.0 版 2007JA 16 周期 (320	ms) 16 周期 (267	ms)
第 2.0 版 2007 10 周期 (200	ms) 12 周期 (200	ms)
第 2.0 版の A1 ------ 10 周期 (200	ms) 12 周期 (200	ms)
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1.1　機能説明

IEC 61000-3-3 電圧変動 / フリッカ測定
規格・測定環境の設定
IEC	61000-3-3 で規定されている電圧変動 /フリッカ測定の判定条件を設定できます。

IEC 61000-3-3 の版数の設定
IEC	61000-3-3 では電圧変動 /フリッカが規定されています。IEC の版数を以下から選択で
きます。
・ 第 2.0 版 ・ 第 3.0 版
・ 第 3.0 版 Amd1 ・ 第 3.0 版 Amd2

Note
本書は、IEC	61000-3-3 の版数に第 3.0 版 Amd1 または第 3.0 版 Amd2 を選択した場合について
説明しています。第 2.0 版を選択した場合は、以降の説明にて「Tmax」を「d(t)」に置き換えて
お読みください。

IEC 61000-4-15 の版数の設定
IEC	61000-4-15 では測定器に対する要求事項が規定されています。IEC の版数を以下から
選択できます。この設定によりWTのフリッカ測定パラメータが変化します。

IEC 61000-4-15 の版数
WT のフリッカ測定パラメータ

50 Hz 60 Hz
230 V 120 V 120 V 230 V

第 1.1 版 ○ ─ ○ ─
第 2.0 版 ○ ○ ○ ○

IEC 61000-3-11 電圧変動 / フリッカ測定
規格・測定環境の設定
IEC	61000-3-11 で規定されている電圧変動 /フリッカ測定の判定条件を設定できます。

IEC 61000-3-11 の版数の設定
IEC	61000-3-11 では電圧変動 /フリッカが規定されています。IEC の版数を以下から選択
できます。
・	 第 1.0 版
・	 第 2.0 版

Note
本書は IEC	61000-3-11 の版数に第 2.0 版を選択した場合について説明しています。第 1.0 版を選
択した場合は、以降の説明にて「Tmax」を「d(t)」に置き換えてお読みください。

IEC 61000-4-15 の版数の設定
IEC	61000-4-15 では測定器に対する要求事項が規定されています。IEC の版数を以下から
選択できます。この設定によりWTのフリッカ測定パラメータが変化します。

IEC 61000-4-15 の版数
WT のフリッカ測定パラメータ

50 Hz 60 Hz
230 V 120 V 120 V 230 V

第 1.1 版 ○ ─ ○ ─
第 2.0 版 ○ ○ ○ ○
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1.1　機能説明

IEC 61000-3-12 高調波測定
規格・測定環境の設定
IEC	61000-3-12 で規定されている判定条件の設定ができます。

測定時間の設定
測定時間は、測定開始から測定終了までの時間です。1秒単位で、高調波を測定する時間
をあらかじめ設定できます。設定した時間だけ連続して高調波を測定できます。時間の経
過とともに発生する高調波に変動がある機器を測定するとき、または、機器を長時間稼働
させても、発生する高調波に変動がないことを確認するときなどに、測定時間を変えて測
定できます。

その他詳細については、14 章をご覧ください。

試験

IEC 61000-3-2 高調波測定
試験メニューには、規格適合試験、試験プレビューの 2つの測定モードがあります。測
定モードによって、取得するデータの種類や動作が異なります。

規格適合試験
• オンラインモードのとき
WTで高調波を測定しながら、IEC	61000-3-2 または JIS に適合した高調波の測定 /判定
ができます。

	

基本周波数の
10周期分(50Hzのとき)*
12周期分(60Hzのとき)*

基本周波数の
10周期分(50Hzのとき)*
12周期分(60Hzのとき)*

高調波を測定 高調波を測定

PCで測定データを取得し、
瞬時値として記憶

PCで測定データを取得し、
次の瞬時値として記憶

適用規格に従った測定条件
で高調波を測定します。

測定時間

200	ms(50	Hz のとき 10 周期、60	Hz のとき 12 周期 )* ごとの高調波の測定データが、
高調波測定 1回分の取得データ ( 本ソフトウェアでは瞬時値として扱う ) です。測定時
間内に取得した測定データの瞬時値、平均値および最大値が、規格の限度値内かを判
定できます。
*	 IEC	61000-4-7 の版数が第 2.0 版、または第 2.0 版の A1 の場合。IEC	61000-4-7 の版数が第 1.0
版の場合は 16 周期 (50	Hz のとき 320	ms、60	Hz のとき 267	ms)。

• オフラインモードのとき
読み込んだ測定データに対して、IEC	61000-3-2 または JIS に適合した判定ができます。
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1.1　機能説明

試験プレビュー
オンラインモードのときだけ選択できます。WTで高調波を測定しながら高調波の変動を
数値リストで観測できます。また、測定波形を観測できます。試験プレビューは、高調波
の状態を観測するためのもので、規格適合試験のように規格に適合しているかの判定はし
ていません。次の測定データが取得されると、前の測定データは更新され残りません。
• 数値プレビュー / リストプレビュー / バープレビュー

	

基本周波数の
10周期分(50Hzのとき)*
12周期分(60Hzのとき)*

基本周波数の
10周期分(50Hzのとき)*
12周期分(60Hzのとき)*

高調波を測定 高調波を測定
適用規格に従った測定
条件で高調波を測定し
ます。

PCで測定データを
取得し、数値リスト
を表示

PCで測定データを取得し、数値リストを表示
前の測定データは更新され残りません。

*	 IEC	61000-4-7 の版数が第 2.0 版、または第 2.0 版の A1 の場合。IEC	61000-4-7 の版数が第 1.0
版の場合は 16 周期 (50	Hz のとき 320	ms、60	Hz のとき 267	ms)。

• 波形プレビュー

	

基本周波数の
約2周期分

波形データの
サンプリング

基本周波数の
約2周期分

波形データの
サンプリング

前の波形データは更新され残りません。
PCで波形データを取得し、
波形を表示

PCで波形データを取得し、波形を表示

測定の開始 / 終了
オンラインモードのときに、PCからWT本体での高調波測定を開始できます。オフライ
ンモードでは開始できません。
• 規格適合試験のとき
PC からWT本体での高調波測定を開始すると、WTで測定した高調波の測定データは
PC側に取得され記憶されます。測定時間内に取得されたデータはすべて記憶されます。
設定した測定時間が経過すると、自動的に測定を終了し、データの取得も終了します。
設定した測定時間経過前に、PCから強制的に測定とデータの取得を終了することもで
きます。

• 試験プレビューのとき
PC からWT 本体での高調波測定を開始すると、WTで測定した高調波の測定データ、
または波形データは PC 側で取得されます。次のデータを取得すると前のデータは更
新され残りません。試験プレビューは、高調波や波形の状態を観測するためのもので、
規格適合試験のように規格に適合しているかの判定はしていません。
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1.1　機能説明

IEC 61000-3-3 電圧変動 / フリッカ測定
試験方法
電圧変動 /	フリッカの測定方法には次の 2	種類があります。
• 通常の電圧変動 / フリッカ測定
dc、dmax、Tmax、Pst、Plt のすべての電圧変動 /フリッカ値を算出し、あらかじめ設
定された限度値と比較して総合判定します。

• 手動スイッチング dmax 測定
手動で EUT( 被試験機器 ) のスイッチをオン / オフにしたときの最大相対電圧変化
dmax	を測定し、これを 24 回行ったときの平均値を限度値と比較して判定します。

測定項目
・	 電圧定格値Un
・	 電圧周波数 Freq
・	 相対定常電圧変化 dc
・	 最大相対電圧変化 dmax
・	 相対電圧変化がスレショルドレベルを超える時間 Tmax
・	 短期間フリッカ値 Pst
・	 長期間フリッカ値 Plt
・	 瞬時フリッカ感 IFS*
・	 累積確率関数 CPF
*	 トレンドグラフでは PF	と表示

測定の開始 / 終了
オンラインモードのときに、PCからWT本体での電圧変動/フリッカ測定を開始できます。
オフラインモードでは開始できません。

通常の電圧変動 / フリッカ測定のとき
PC から測定を開始すると、WTで測定した通常の電圧変動 /フリッカの測定データは PC
側に取得され記憶されます。1回の観測期間の測定が完了すると判定結果が表示され、次
の観測期間の測定が開始されます。設定した測定回数の測定が完了すると、自動的に測定
を終了し、データの取得も終了します。すべての観測期間で測定したデータ、および判定
結果から、総合的に判定結果を表示します。設定した測定回数以前に、PCから強制的に
測定を終了することもできます。

手動スイッチング dmax 測定のとき
PC から測定を開始したあと、手動で EUT( 被試験機器 ) のスイッチをオンにし観測期間 (1
分間 ) の測定が完了する前にオフにすると、WTで測定した手動スイッチング dmax の測
定データは PC側に取得され記憶されます。1回の観測期間の測定が完了すると待機状態
になります。再び PCから測定を開始すると、次の観測期間の測定が開始されます。
判定前であれば、選択した観測期間の再測定ができます。24 回の測定が完了し判定を実
行すると、判定結果を表示します。設定した測定回数以前に、PCから強制的に測定を終
了することもできます。ただしこの場合、それまで測定したデータや判定結果はすべて破
棄されます。
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1.1　機能説明

IEC 61000-3-11 電圧変動 / フリッカ測定
試験方法
電圧変動 /	フリッカの測定方法には次の 2種類があります。
• 通常の電圧変動 / フリッカ測定
dc、dmax、Tmax、Pst、Plt のすべての電圧変動 /フリッカ値を算出し、あらかじめ設
定された限度値と比較して総合判定します。

• 手動スイッチング dmax 測定
手動で EUT( 被試験機器 ) のスイッチをオン / オフにしたときの最大相対電圧変化
dmax を測定し、これを 24 回行ったときの平均値を限度値と比較して判定します。

測定項目
・	 電圧定格値Un
・	 電圧周波数 Freq
・	 相対定常電圧変化 dc
・	 最大相対電圧変化 dmax
・	 相対電圧変化がスレショルドレベルを超える時間 Tmax
・	 短期間フリッカ値 Pst
・	 長期間フリッカ値 Plt
・	 瞬時フリッカ感 IFS*
・	 累積確率関数 CPF
*	 トレンドグラフでは PF	と表示

測定の開始 / 終了
オンラインモードのときに、PC	からWT本体での電圧変動/フリッカ測定を開始できます。
オフラインモードでは開始できません。

通常の電圧変動 / フリッカ測定のとき
PC から測定を開始すると、WTで測定した通常の電圧変動 /フリッカの測定データは PC
側に取得され記憶されます。1回の観測期間の測定が完了すると判定結果が表示され、次
の観測期間の測定が開始されます。設定した測定回数の測定が完了すると、自動的に測定
を終了し、データの取得も終了します。すべての観測期間で測定したデータ、および判定
結果から、総合的に判定結果を表示します。設定した測定回数以前に、PCから強制的に
測定を終了することもできます。

手動スイッチング dmax 測定のとき
PC から測定を開始したあと、手動で EUT( 被試験機器 ) のスイッチをオンにし観測期間 (1
分間 ) の測定が完了する前にオフにすると、WTで測定した手動スイッチング dmax の測
定データは PC側に取得され記憶されます。1回の観測期間の測定が完了すると待機状態
になります。再び PCから測定を開始すると、次の観測期間の測定が開始されます。
判定前であれば、選択した観測期間の再測定ができます。24 回の測定が完了し判定を実
行すると、判定結果を表示します。設定した測定回数以前に、PCから強制的に測定を終
了することもできます。ただしこの場合、それまで測定したデータや判定結果はすべて破
棄されます。
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1.1　機能説明

IEC 61000-3-12 高調波測定
試験メニューには、規格適合試験、試験プレビューの 2つの測定モードがあります。測
定モードによって、取得するデータの種類や動作が異なります。

規格適合試験
• オンラインモードのとき
WTで高調波を測定しながら、IEC	61000-3-12 に適合した高調波の測定 /判定ができま
す。

	

基本周波数の
10周期分(50Hzのとき)
12周期分(60Hzのとき)

基本周波数の
10周期分(50Hzのとき)
12周期分(60Hzのとき)

高調波を測定 高調波を測定

PCで測定データを取得し、
瞬時値として記憶

PCで測定データを取得し、
次の瞬時値として記憶

適用規格に従った測定条件
で高調波を測定します。

測定時間

IEC	61000-4-7 第 2.0 版または第 2.0 版の A1 の場合 200	ms	(50	Hz のとき 10 波、60	Hz
のとき 12 波 ) ごとの高調波の測定データが、高調波測定 1回分の取得データ ( 本ソフ
トウェアでは瞬時値として扱う ) です。測定時間内に取得した測定データの瞬時値、平
均値および最大値が、規格の限度値内かを判定できます。

• オフラインモードのとき
読み込んだ測定データに対して、IEC	61000-3-12 に適合した判定ができます。

試験プレビュー
オンラインモードのときだけ選択できます。WTで高調波を測定しながら高調波の変動を
数値リストで観測できます。また、測定波形を観測できます。高調波プレビューは、高調
波の状態を観測するためのもので、規格適合試験のように規格に適合しているかの判定は
していません。次の測定データが取得されると、前の測定データは更新され残りません。
• 高調波プレビュー

	

基本周波数の
10周期分(50Hzのとき)
12周期分(60Hzのとき)

基本周波数の
10周期分(50Hzのとき)
12周期分(60Hzのとき)

高調波を測定 高調波を測定
適用規格に従った測定
条件で高調波を測定し
ます。

PCで測定データを
取得し、数値リスト
を表示

PCで測定データを取得し、数値リストを表示
前の測定データは更新され残りません。
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1.1　機能説明

• 波形プレビュー

	

基本周波数の
約2周期分

波形データの
サンプリング

基本周波数の
約2周期分

波形データの
サンプリング

前の波形データは更新され残りません。
PCで波形データを取得し、
波形を表示

PCで波形データを取得し、波形を表示

測定の開始 / 終了
オンラインモードのときに、PCからWT本体での高調波測定を開始できます。オフライ
ンモードでは開始できません。
• 規格適合試験のとき
PC からWT本体での高調波測定を開始すると、WTで測定した高調波の測定データは
PC側に取得され記憶されます。測定時間内に取得されたデータはすべて記憶されます。
設定した測定時間が経過すると、自動的に測定を終了し、データの取得も終了します。
設定した測定時間経過前に、PCから強制的に測定とデータの取得を終了することもで
きます。

• 試験プレビューのとき
PC からWT 本体での高調波測定を開始すると、WTで測定した高調波の測定データ、
または波形データは PC 側で取得されます。次のデータを取得すると前のデータは更
新され残りません。試験プレビューは、高調波や波形の状態を観測するためのもので、
規格適合試験のように規格に適合しているかの判定はしていません。

電源品質チェック機能
電源出力をONにするとき、出力される電源の電圧や周波数など、規格要求事項の電源に
関する項目をチェックします。
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1.1　機能説明

解析

IEC 61000-3-2 高調波測定
40 次までの高調波電流データが IEC または JIS の限度値内かの判定結果と、そのときの測
定データを表示できます。

全測定時間内の判定結果の表示
測定時間内のすべての高調波電流データに対して、「規格・測定環境の設定」( 前述 ) に従っ
て、限度値内かを判定し、その結果を一括表示できます。

高調波電流のリスト＆グラフ表示
次数ごとに、高調波の測定データと規格の限度値をリストとバーグラフで表示できます。
さらに高調波電流データに対して限度値内かを色別に表示できます。判定対象となる高調
波電流データは、測定した時間内での測定データの平均値、最大値、および瞬時値 ( 高調
波測定 1回分のデータ ) です。高調波電流と電圧についてWTの入力エレメントごとに表
示できます。

高調波電圧 / 電流 / 位相角のバーグラフ表示
次数ごとに、高調波の測定データをバーグラフ表示できます。表示される測定データは、
測定データの瞬時値 ( 高調波測定 1回分のデータ ) です。

高調波電圧 / 電流 / 位相角のリスト表示
次数ごとに、高調波の測定データをリスト表示できます。表示される測定データは、測定
データの瞬時値 ( 高調波測定 1回分のデータ ) です。

高調波測定データのトレンド表示
次数ごとに、時間経過に伴う高調波測定データの変動をトレンドグラフで表示できます。

電圧 / 電流の波形表示
測定終了直後の波形を表示できます。約 2周期分の波形を表示します。波形にカーソル
を当てて、瞬時値を読むことができます。

繰り返し性の表示
ファイルに保存された高調波の測定データ中の平均値を比較し、次数ごとに測定データの
差異をバーグラフと数値リストで表示できます。同一製品または同一モデルの製品の高
調波を測定したとき、同一の測定条件の元で測定されたデータ間の差異が、限度値の±
5	％の範囲内にあるか ( 再現性 ) を判定できます。

ファイル1

平均値：Mean1

ファイル2

平均値：Mean2

ファイル3

平均値：Mean3

ファイルN

平均値：MeanN

Mnmean 高調波の次数(2～40次)

Mnmax

Mnmin

限度値の＋5％のライン

限度値の－5％のライン
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1.1　機能説明

• Mnmean = (Mean1 + Mean2 + Mean3 + ･･････ + MeanN)/N
(Mnmean：ファイルごとの平均値 (Mean1、Mean2、Mean3、･･････、MeanN) を加算
し、それを加算した個数 (N) で除算した値です。次数ごとに求められます。)

• Mnmax = [Mean1、Mean2、Mean3、･･････、MeanN]max
(Mnmax：ファイルごとの平均値の中で最も大きい値です。次数ごとに求められます。)

• Mnmin = [Mean1、Mean2、Mean3、･･････、MeanN]min
(Mnmin：ファイルごとの平均値の中で最も小さい値です。次数ごとに求められます。)

• 限度値の +5% の判定

	
Mnmax － Mnmean

限度値
×100 ＜ 5   [%]

• 限度値の -5% の判定

	
Mnmin － Mnmean

限度値
×100 ＞ －5   [%]

簡易試験の判定結果の表示
簡易試験の測定データが限度値内かを判定し、その結果を一括表示できます。

IEC 61000-3-3 電圧変動 / フリッカ測定
数値判定表示
通常の電圧変動 /フリッカ測定、または手動スイッチング dmax	測定の測定データが、設
定した限度値内かの判定結果と、そのときの測定データを表示できます。WTのエレメン
トごとに、選択しているエレメントの判定結果を表示できます。

トレンドグラフ表示
通常の電圧変動 /	フリッカ測定のトレンドグラフを表示できます。パラメータとして、
dc、dmax、Tmax、idc、idmax、iTmax、PF が表示できます。

CPF グラフ表示
通常の電圧変動 /フリッカ測定の CPF グラフを表示できます。

IEC 61000-3-11 電圧変動 / フリッカ測定
数値判定表示
通常の電圧変動 /フリッカ測定、または手動スイッチング dmax 測定の測定データが、設
定した限度値内かの判定結果と、そのときの測定データを表示できます。WTのエレメン
トごとに、選択しているエレメントの判定結果を表示できます。

トレンドグラフ表示
通常の電圧変動 /	フリッカ測定のトレンドグラフを表示できます。パラメータとして、
dc、dmax、Tmax、idc、idmax、ITmax、PF が表示できます。

CPF グラフ表示
通常の電圧変動 /フリッカ測定の CPF グラフを表示できます。
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1.1　機能説明

IEC 61000-3-12 高調波測定
40 次までの高調波電流データが、IEC	61000-3-12 の限度値内かの判定結果と、そのとき
の測定データを表示できます。測定モードが高調波測定モードのときにだけ、次のような
各種表示ができます。

全測定時間内の判定結果の表示
測定時間内のすべての高調波電流データに対して、「規格・測定環境の設定」( 前述 ) に従っ
て、限度値内かを判定し、その結果を一括表示できます。

Ih/Iref のリスト & バーグラフ表示
次数ごとに、Ih/Iref の測定データと規格の限度値をリスト /バーグラフ表示できます。さ
らに測定データが限度値内かを色別に表示できます。判定対象となる測定データは、測定
した時間内での測定データの平均値、最大値、および瞬時値 ( 高調波測定 1回分のデータ )
です。

Rsce のリスト & バーグラフ表示
次数ごとに、Rsce の測定データと規格の限度値をリスト / バーグラフ表示できます。さ
らに測定データが限度値内かを色別に表示できます。判定対象となる測定データは、測定
した時間内での測定データの平均値、最大値です。

高調波電圧 / 電流 / 位相角のバーグラフ表示
次数ごとに、高調波の測定データをバーグラフ表示できます。表示される測定データは、
測定データの瞬時値 ( 高調波測定 1回分のデータ ) です。

高調波電圧 / 電流 / 位相角のリスト表示
次数ごとに、高調波の測定データをリスト表示できます。表示される測定データは、測定
データの瞬時値 ( 高調波測定 1回分のデータ ) です。

高調波測定データのトレンド表示
次数ごとに、時間経過に伴う高調波測定データの変動をトレンドグラフで表示できます。

電圧 / 電流の波形表示
測定終了直後の波形を表示できます。約 2周期分の波形を表示します。波形にカーソル
を当てて、瞬時値を読むことができます。

印刷

タイトルやコメントを付けて高調波または電圧変動 / フリッカの測定データのリストやバー
グラフを、報告書として PDF または BMP形式で保存したり印刷できます。
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1.1　機能説明

保存

設定情報の保存
本ソフトウェアで設定した測定条件 *、判定条件、報告書 ( 測定データの判定結果をまとめた
報告シート ) のタイトル /コメントなど、各種設定情報を .ini ファイルに保存できます。
*	 電源を接続した場合、測定条件に電源の設定情報も含まれます。

測定データの保存
WTから PCに取得した測定データ *を .fdt ファイルに保存できます。このとき、上記の設定
情報ファイル (.ini) も作成されます。
*	 数値データ：高調波測定とフリッカ測定のどちらでも保存可能です。
波形データ：高調波測定のときに保存可能です。
CPF グラフ：通常の電圧変動 /フリッカ測定のときに保存可能です。

CSV 形式での保存
本ソフトウェアを使って、WTからPCに取得した各種データ*を.csvファイルに保存できます。
*	 数値データ：高調波測定のときに保存可能です。
波形データ：高調波測定のときに保存可能です。
報告書データ：通常の電圧変動 /フリッカ測定のときに保存可能です。

ファイルに保存されたデータは、本ソフトウェアで読み込むことはできません。PCにインス
トールされている CSV 形式に対応したアプリケーションソフトを使って、PC上で開くことが
できます。

終了

本ソフトウェアを終了します。
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1.1　機能説明

オンラインモードとオフラインモード
オンラインモード
USB、GP-IB、またはイーサネットインタフェースを使って、PCとWTで通信をしている状態です。
WTで高調波または電圧変動 /フリッカを測定しながら、測定したデータを本ソフトウェア内に取
得するには、オンラインモードにする必要があります。接続メニューで設定します。また、PCか
らWTの設定を変更することもできます。

オフラインモード
過去に保存した測定データを、本ソフトウェアに読み込みます。読み込んだ測定データを使って、
設定を変更して解析をやり直したり、各種の数値やグラフを表示できます。
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1.2 動作に必要なシステム環境

PC 本体
CPU
Intel	Core	i5-2430Mと同等かそれ以上

メモリー
4	GB 以上推奨

ストレージ
空き容量 10	GB 以上

OS( オペレーティングシステム )
日本語版のWindows	10、Windows	11

通信インタフェース
測定器と PC 間
USB
USB	Rev.	1.1 以降の USB ポート

イーサネット (Ethernet)
10BASE-T、100BASE-TX、または 1000BASE-T 対応のイーサネットポート

GP-IB
・	 ドライバNI-488.2 のバージョン 15.5.0 以降
・	 NI( ナショナルインスツルメンツ ) 社製の次のボード
PCI-GPIB
PCI-GPIB+
PCIe-GPIB
PCIe-GPIB+
GPIB-USB-HS
GPIB-USB-HS+

NF 電源と PC 間
GP-IB
▶上記の「測定器と PC間」の「GP-IB」参照

ディスプレイ、マウス
ディスプレイの画像解像度
1366 × 768 ドット以上、拡大率 100	%

対応 OS
上記のOSに対応したもの。
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1.2　動作に必要なシステム環境

WT 本体
WT5000 のファームウェアバージョン
2.01 以降
*		3.41 以上の場合は、IEC	61000-3-2 第 5 版の A1 附属書 Cの C.3 項 (POHC) が使用可能です。

動作に必要な WT5000 のオプション機能
・	 IEC 高調波 / フリッカ測定機能 ( オプション：/G7)
・	 USB、GP-IB、またはイーサネットインタフェース ( 標準装備 )

選択できる IEC61000 の版数
WT5000 のファームウェアバージョン 2.01 以降で本ソフトウェアを使用時、以下の版数を選
択できます。

高調波測定
規格と版数 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-12

・	 第 3.0 版の A2
・	 第 4.0 版
・	 第 5.0 版
・	 第 5.0 版の A1*

・	 第 1.0 版
・	 第 2.0 版

参照されている
規格

IEC 61000-4-7
・	 第 1.0 版
・	 第 2.0 版
・	 第 2.0 版の A1

*	 WT5000 のファームウェアバージョン 3.41 以上で、附属書 Cの C.3 項 (POHC) を使用可能。

規格と版数 JIS C 61000-3-2
2011 2019

参照されている
規格

JIS C 61000-4-7 IEC 61000-4-7
・	 2007
・	 2007	JA

・	 第 2.0 版の A1

IEC	61000-4-7 や JIS	C	61000-4-7 では測定器に対する要求事項が規定されています。
詳細については、14 章をご覧ください。

電圧変動 / フリッカ測定
規格と版数 IEC 61000-3-3 IEC 61000-3-11

・	 第 2.0 版
・	 第 3.0 版
・	 第 3.0 版の A1
・	 第 3.0 版の A2

・	 第 1.0 版
・	 第 2.0 版

参照されている
規格

IEC 61000-4-15
・	 第 1.1 版
・	 第 2.0 版

IEC	61000-4-15 では測定器に対する要求事項が規定されています。
詳細については、14 章をご覧ください。
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1.3 システム構成

電源

電源装置

電力計
WT5000

RIN　

被試験器

制御/フィードバック

USB、GP-IB、またはイーサネットGP-IB

PC プリンタ

電源コントロール機能を使用する場合は、NF電源と PC間を GP-IB で接続します。

電源容量を大きくするときは、電源装置にブースタを追加接続します。
三相電源のときは、電源装置のマスターにスレーブを追加接続します。
各機器のケーブルの接続方法の詳細については、それぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。
高調波の規格によっては RIN を使用しない場合があります。詳細についてはそれぞれの規格をご
確認ください。
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1.4 高調波測定の適用規格について

本ソフトウェアでは、次のソフトウェアを選択できます。
・	 IEC	61000-3-2 高調波測定
・	 IEC	61000-3-12 高調波測定

IEC 61000-3-2 高調波測定
適用規格は、次のとおりです。

・	 IEC	61000-3-2	第 3.0 版 :2005/A1:2008/A2:2009、IEC	61000-3-2	第 4.0 版 :2014、	
IEC	61000-3-2	第 5.0 版 :2018/A1:2020

・	 EN	61000-3-2:2006/A1:2009/A2:2009、EN	61000-3-2:2014、EN	61000-3-2:2019、	
EN	61000-3-2:2021

・	 IEC	61000-4-7	第 1.0 版 :1991、第 2.0 版 :2002、第 2.0 版の A1:2008
・	 JIS	C	61000-3-2:2011、JIS	C	61000-3-2:2019
・	 JIS	C	61000-4-7:2007

適用範囲とクラス分け
高調波電流エミッション「IEC	61000-3-2」または JIS の限度値は、低電圧配電系統に接続さ
れる電気・電子機器で、機器への入力電流が一相あたり 16	A 以下 (JIS では 20	A 以下 ) のも
のに適用されます。機器によって、クラス分けされます。「IEC	61000-3-2	第 5.0 版の A1」では、
限度値が規定されていない機器があります。詳細は適用規格の文書をご覧ください。

機器への入力電流が一相あたり16 A以下の電気・電子機器

・ 平衡三相機器
・ 掃除機
・ 高圧洗浄機
・ 手持ち型電動工具を除く工具

( 手持ち型電動工具はクラス B になる )
・ 独立型位相制御調光器
・ オーディオ機器
・ 舞台スタジオ照明
・ 他の 3つのクラス (B、C、D) に

分類されない機器

クラスA
・ 手持ち型電動工具
・ 業務用ではないアーク

溶接機

クラスB

クラスD

 照明機器
クラスC

・ 600 W 以下のテレビ、パーソナルコンピュータ (PC)、
およびパソコン用モニタ

・ インバータ冷蔵庫＆冷凍庫
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限度値
限度値がクラスごとに規定されています。IEC	61000-3-2 は、相電圧 220	V、230	V および
240	V を想定して限度値を決めています。それ以外の機器の定格電圧では、換算する必要があ
るときがあります。換算式については、「限度値の換算」(1-24	ページ ) をご覧ください。JIS	
C	61000-3-2:2019 の限度値は、IEC	61000-3-2 と同等です。ただし、クラス Aの場合、有効電
力が 600	Wを超えるエアコンディショナについては、後述の限度値が適用されます。

クラス A の限度値
高調波の次数 n 最大許容高調波電流

[A]
奇数次高調波

3 2.30
5 1.14
7 0.77
9 0.40
11 0.33
13 0.21

15 ≦ n≦ 39 0.15 × (15/n)
偶数次高調波

2 1.08
4 0.43
6 0.30

8 ≦ n≦ 40 0.23 × (8/n)

JIS	C	61000-3-2:2019 では、有効電力が 600	Wを超えるエアコンディショナについては次の限
度値が適用されます。

高調波の次数 n 最大許容高調波電流
[A]

奇数次高調波
3 2.30 ＋ 0.00283(W-600)
5 1.14 ＋ 0.00070(W-600)
7 0.77 ＋ 0.00083(W-600)
9 0.40 ＋ 0.00033(W-600)
11 0.33 ＋ 0.00025(W-600)
13 0.21 ＋ 0.00022(W-600)

15 ≦ n≦ 39 (0.15 ＋ 0.00020(W-600)) × (15/n)
偶数次高調波

2 1.08 ＋ 0.00033(W-600)
4 0.43 ＋ 0.00017(W-600)
6 0.30 ＋ 0.00012(W-600)

8 ≦ n≦ 40 (0.23 ＋ 0.00009(W-600)) × (8/n)

クラス B の限度値
クラス A の限度値× 1.5
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クラス C の限度値
機器の有効電力によって、次のように区分されます。有効電力は、単相機器の場合は、その
単相分の有効電力で区分されます。多相機器の場合は、その相分 ( 三相の場合は三相分 ) を加
算した有効電力で区分されます。

・ 有効 ( 入力 ) 電力 25 W を超える機器
以下のクラス Cの限度値を超えないこと。

高調波の次数 n
基本波電流に対する 

最大許容高調波電流の比率 [％ ]
2 2
3 27 30 ×λ *
5 10
7 7
9 5

11 ≦ n≦ 39
( 奇数次だけ ) 3

*	 IEC	61000-3-2	第 5.0 版の A1 以前の規格の場合
	 λは力率 ( 回路力率 )。
	 基本波電流と力率は、対象機器の最大負荷のときの測定値を使用する。

調光、色変化などの制御手段を備えている機器は、以下の双方の条件で試験をしたとき、
最大有効入力電力 (Pmax) の条件でクラス Cの表を適用して算出される高調波電流の値を
超えないこと。
	- Pmax となる制御手段に設定する。
	- 有効入力電力が Pmin から Pmax の範囲で THCが最大となる制御手段に設定する。Pmin
は以下のとおり算出する。

Pmax が 50	W以下の場合、Pmin	=	5	W
Pmax が 50	Wを超え 250	W以下の場合、Pmin は Pmax の 10	％
Pmax が 250	W を超える場合、Pmin	=	25	W



1-23IM IS8000-63JA

1.4　高調波測定の適用規格について

・ 有効 ( 入力 ) 電力 25 W 以下の機器
5	W 以上 25	W 以下の照明機器は、以下の 3点のどれか１つの要求事項に適合する必要が
あります。

	- クラス D の電力比例限度値を超えない。

	- 3 次と 5 次の高調波が、下表の限度値を超えないこと。しかも供給される電圧の基本波
と入力電流波形の関係が下図のようになっていること。

高調波の次数 n 基本波電流に対する
最大許容高調波電流の比率 [％ ]

3 86
5 61

電圧の基本波のゼロクロス点を 0°(deg) として、供給される電圧の基本波と入力電流波
形の関係が、次のようになっていること。
•	 電流の流れ始め：60°以前に 5%電流しきい値に達する。
•	 電流のピーク値：65°以前
•	 電流の流れ終わり：90°以前に 5%電流しきい値まで低下しない。

ただし、5%電流しきい値は、最大絶対値ピーク値 (Ip(abs)) の 5%。

	 	

0°
60° 65° 90°

電圧

電流

Ip+

Ip-

+0.05 Ip(abs)

-0.05 Ip(abs)

Ip+ : 電流ピーク値(+)
Ip- : 電流ピーク値(-)
Ip(abs) : 最大絶対値電流ピーク値

	- THD が 70 ％を超えない。基本波に対する高調波の割合が以下を満たす。
2 次高調波が 5	％を超えない。
3次高調波が 35	％を超えない。
5次高調波が 25	% を超えない。
7次高調波が 30	％を超えない。
9次高調波が 20	％を超えない。
11 次高調波が 20	％を超えない。
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クラス D の限度値
次の表の 1	Wあたりの最大許容高調波電流 ( 電力比例限度値 ) と、最大許容高調波電流の両
方の限度値を満足することが規定されています。単相または多相機器の電力 ( 有効電力 ) の考
え方は、クラス Cと同じです。

高調波の次数 n 1 W あたりの最大許容高調波電流
[mA/W]

( 電力比例限度値 )

最大許容高調波電流
[A]

2 3.4 2.30
3 1.9 1.14
5 1.0 0.77
7 0.5 0.40
9 0.35 0.33

11 ≦ n≦ 39
( 奇数次だけ ) 3.85/n クラス Aと同じ

限度値の換算
IEC	61000-3-2 は、相電圧 220	V、230	V および 240	V を想定して限度値を決めています。それ
以外の機器の定格電圧では、換算する必要があるときがあります。すべてのクラスの限度値を、
次の式で換算して適用してください。ただし、相電圧 220	V や 240	V への換算は必要ありま
せん。

換算された限度値＝各クラスの限度値 ×
230

機器の定格電圧

相電圧の場合

換算された限度値＝各クラスの限度値 ×
400

機器の定格電圧

三相の線間電圧の場合

簡易試験
規格適合試験の結果が以下の条件を満たした機器は、その後更新したときに、簡易試験法で
試験することができます。
・	 高調波電流：	 	限度値の 60	% 未満
・	 入力電流の THD：	15	% 未満

簡易試験では、以下の要求事項を満たすと、その機器は限度値に適合するとみなされます。
・	 有効入力電力：	 	もともと試験した機器の± 20%以内
・	 入力電流の THD：	15	% 未満
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電源 / 測定器 / 試験条件 / 限度値の適用方法の規定
ここでは、項目だけを記載します。詳細な規定については、適用規格の文書をご覧ください。

電源
・	 供給電源の電圧や周波数の範囲
・	 供給電圧に含まれている高調波の許容範囲
・	 電圧ピークの値や、波形のゼロクロス点とピーク値の位相ずれ
・	 電源の内部インピーダンス
・	 三相電源の場合、相間の位相ずれ

測定器
・	 測定器の誤差
・	 測定器の入力インピーダンス
・	 高調波を測定するときの内部処理の時定数

試験条件
・	 テレビ /オーディオ機器や照明機器などの試験条件
・	 適用規格で規定されていない一般機器の試験条件
たとえば全高調波電流 (THC：Total	Harmonic	Current) が最大になる条件に機器を設定
して試験をする場合。

・	 測定結果の再現性の規定
・	 測定結果の再現性を期すための観測期間 ( 測定時間 ) の規定

限度値の適用方法
・	 クラス Cの基本波電流と力率 ( 回路力率 ) の求め方
・	 クラスDで使われる電力 ( 有効電力 ) の求め方
・	 次数ごとに、高調波電流の限度値と測定値を比較判定するときの規定
	- 規定されている限度値と、測定時間内の高調波電流の平均値とを比較し判定する。
	- 規定されている限度値の 1.5 倍の値と、測定時間内の高調波電流の最大値とを比較
し判定する。

・	 200	% 短時間緩和処置の条件
次数ごとに以下の条件をすべて満たす場合は、規定されている限度値の 200	% まで許
容される。
	- 対象試験機が高調波のクラス Aに属する。
	- 適用限度値の 150	% を超過する時間は、試験観測期間の 10	% と ( 試験観測期間内
の )10 分とを比較し、短い方の時間未満である。
	- 全試験観測期間にわたって得た高調波電流の平均値は、適用限度値の 90%未満であ
る。

・	 POHC 緩和処置の規定
21以上の部分的な奇数次の高調波電流(POHC：Partial	Odd	Harmonic	Current)の総和が、
規定されている限度値の POHC未満のときは、21 以上の奇数次高調波電流の平均値は、
規定されている限度値の 1.5 倍の値まで許容される。
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200 % 短時間緩和処置、POHC 緩和処置に関する判定処理

測定の実行

Fail

Pass

Yes(Class A)

No

Yes(＜90%)

Yes

No

Yes

No(≧90%)

No(>200%)

No

Pass Fail

規格の限度値を用いた判定

被試験機器はクラスA

POHC緩和処理に
該当している*1

平均値が限度値の
90%未満

最大値が限度値の
200%以下

150%超過時間*2
≦超過時間の限度値*3

Yes(≦200%)

*1	200	% 短時間緩和処置と、POHC緩和処置の両方を 1つの試験に適用することはできません。
*2	瞬時値が適用限度値の 150	% を超過する時間
*3	試験観測期間の 10%と ( 試験観測期間内の )10 分とを比較し、短い方の時間

WT の窓関数 ( 測定区間 )
窓関数の幅 ( 測定区間 ) は IEC	61000-4-7 で規定されています。詳細については 1-4	ページ、
または 14 章をご覧ください。
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IEC 61000-3-12 高調波測定
適用規格は、次のとおりです。

・	 IEC	61000-3-12:	第 1.0	版 :2004、第 2.0	版 :2011
・	 EN	61000-3-12:2005、EN	61000-3-12:2011
・	 IEC	61000-4-7:	第 2.0	版 :2002/A1:2008
・	 EN	61000-4-7:1993、EN	61000-4-7:2002/A1:2009
ここでは、規格の概要について説明します。さらに詳細な内容については、上記の適用規格の文
書をご覧ください。

適用範囲
高調波電流エミッション「IEC	61000-3-12」は、単相 230	V/50	Hz または三相 400	V/50	Hz の
公共低電圧交流配電系統に接続される機器で、機器の定格入力電流が一相あたり 16	A を超え
て 75	A 以下のものに適用されます。

限度値
IEC 61000-3-12 Ed2.0
次の 4種類の限度値があります。
・	 平衡三相機器以外の機器の限度値
・	 平衡三相機器の限度値
・	 指定条件 (a、b、c) の平衡三相機器の限度値
・	 指定条件 (d、e、f) の平衡三相機器の限度値

平衡三相機器以外の機器の限度値

最小
Rsce

許容される個別高調波電流 Ih/Iref*[%] 許容される高調波電流ひずみ率 [%]
I3 I5 I7 I9 I11 I13 THC/Iref PWHC/Iref

33 21.6 10.7 7.2 3.8 3.1 2 23 23
66 24 13 8 5 4 3 26 26

120 27 15 10 6 5 4 30 30
250 35 20 13 9 8 6 40 40

≧ 350 41 24 15 12 10 8 47 47

次数 12 までの偶数次高調波の相対値は、16/h[%] を超えてはならない。第 13 次以降の偶数次高
調波は、奇数次高調波と同じように THCおよび PWHCで考慮する。
	 両方の Rsce 値の間については、線形補間が許される。
	 *Iref ＝基準電流　；Ih ＝高調波電流成分

平衡三相機器の限度値

最小
Rsce

許容される個別高調波電流 Ih/Iref*[%] 許容される高調波電流ひずみ率 [%]
I5 I7 I11 I13 THC/Iref PWHC/Iref

33 10.7 7.2 3.1 2 13 22
66 14 9 5 3 16 25

120 19 12 7 4 22 26
250 31 20 12 7 37 38

≧ 350 40 25 15 10 48 46

次数 12 までの偶数次高調波の相対値は、16/h[%] を超えてはならない。第 13 次以降の偶数次高
調波は、奇数次高調波と同じように THCおよび PWHCで考慮する。
	 両方の Rsce 値の間については、線形補間が許される。
	 *Iref ＝基準電流　；Ih ＝高調波電流成分
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指定条件 (a､ b､ c) の平衡三相機器の限度値

最小
Rsce

許容される個別高調波電流 Ih/Iref [%] 許容される高調波電流ひずみ率 [%]
I5 I7 I11 I13 THC/Iref PWHC/Iref

33 10.7 7.2 3.1 2 13 22
≧ 120 40 25 15 10 48 46

次数 12 までの偶数次高調波の相対値は、16/h[%] を超えてはならない。第 13 次以降の偶数次高
調波は、奇数次高調波と同じように THCおよび PWHCで考慮する。
両方の Rsce 値の間については、線形補間が許される。
	 *Iref ＝基準電流　；Ih ＝高調波電流成分

指定条件 (d､ e､ f) の平衡三相機器の限度値

最小
Rsce

許容される個別高調波電流 Ih/Iref [%] 許容される高調波 
電流ひずみ率 [%]

I5 I7 I11 I13 I17 I19 I23 I25 I29 I31 I35 I37 THC/Iref PWHC/Iref
33 10.7 7.2 3.1 2 2 1.5 1.5 1.5 1 1 1 1 13 22

≧ 250 25 17.3 12.1 10.7 8.4 7.8 6.8 6.5 5.4 5.2 4.9 4.7 35 70

Rsce値が33に等しい場合、次数12までの偶数次高調波の相対値は、16/h[%]を超えてはならない。
上の表に示していない I14 ～ I40 のすべての高調波の相対値は、Iref の 1	％を超えてはならない。
Rsce 値が 250 に等しい場合、次数 12 までの偶数次高調波の相対値は、16/h[%] を超えてはなら
ない。上の表に示していない I14 ～ I40 のすべての高調波の相対値は、Iref の 3	％を超えてはな
らない。
	 両方の Rsce 値の間については、線形補間が許される。

Note
表中の用語は、規格の各版で使われている用語を用いています。

IEC 61000-3-12 Ed1.0
次の 3種類の限度値があります。
・	 平衡三相機器以外の機器の限度値
・	 平衡三相機器の限度値
・	 指定条件の平衡三相機器の限度値

平衡三相機器以外の機器の限度値

最小
Rsce

許容される個別高調波電流 In/I1 [%] 許容される高調波電流ひずみ率 [%]
I3 I5 I7 I9 I11 I13 THD PWHD

33 21.6 10.7 7.2 3.8 3.1 2 23 23
66 24 13 8 5 4 3 26 26

120 27 15 10 6 5 4 30 30
250 35 20 13 9 8 6 40 40

≧ 350 41 24 15 12 10 8 47 47

12 次までの偶数次高調波の相対値は 16/n[%] を超えないこと。
12 次を超える偶数次高調波と奇数次高調波は、THDと PWHDに含まれている。
備考　継続する Rsce 値の間の線形補間は認められる。
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平衡三相機器の機器の限度値

最小
Rsce

許容される個別高調波電流 In/I1 [%] 許容される高調波電流ひずみ率 [%]
I5 I7 I11 I13 THD PWHD

33 10.7 7.2 3.1 2 13 22
66 14 9 5 3 16 25

120 19 12 7 4 22 28
250 31 20 12 7 37 38

≧ 350 40 25 15 10 48 46

12 次までの偶数次高調波の相対値は 16/n[%] を超えないこと。
12 次を超える偶数次高調波と奇数次高調波は、THDと PWHDに含まれている。
備考　継続する Rsce 値の間の線形補間は認められる。

指定条件の平衡三相機器の限度値

最小
Rsce

許容される個別高調波電流 In/I1 [%] 許容される高調波電流ひずみ率 [%]
I5 I7 I11 I13 THD PWHD

33 10.7 7.2 3.1 2 13 22
≧ 120 40 25 15 10 48 46

12 次までの偶数次高調波の相対値は 16/n[%] を超えないこと。
12 次を超える偶数次高調波と奇数次高調波は、THDと PWHDに含まれている。
備考　継続する Rsce 値の間の線形補間は認められる。
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限度値の適用と指定条件
IEC 61000-3-12 Ed2.0

スタート

選択しない

いいえ

平衡三相機器

はい

はい

はいはい

いいえ

複合機器

はい

いいえはい

はい

いいえ

いいえ いいえ

状況b)
単相部や相間部から
平衡三相部を切り
分けられる

状況a)
最大3次高調波電流は
基準電流(Iref)の
5%未満

製造業者の
判断により状況a)またはb）の

適用を選択

状況a)選択 状況b)選択

指定条件a)、b)、c)の
どれかを満たす

いいえ

「指定条件(a､b､c)の平衡三相
機器」または「指定条件(d､e､f)
の平衡三相機器」の表を適用*

「指定条件(a､b､c)の
平衡三相機器」の表を
適用

「指定条件(d､e､f)の
平衡三相機器」の表
を適用

「平衡三相機器」
の表を適用

複合部分の各部分
に対応する表を適用

「平衡三相機器以外の
機器」の表を適用

* 本ソフトウェアの自動による限度値適用では、「指定条件(d､e､f)の平衡三相機器」の表を採用します。

指定条件d)、e)、f)の
どれかを満たす

指定条件d)、e)、f)の
どれかを満たす

指定条件には次の 6種類があります。
a)	 	試験観測期間全体にわたり、5次と 7次の高調波電流がどちらも基準電流の 5%未満
である。

b)	 	5 次高調波電流の位相が時間とともに変化し、区間 [0°、360°] のすべての値をとるよ
うに、機器が設計されている。

c)	 	試験観測期間全体にわたり、相電圧の基本波の 0°での 5次高調波電流の位相が、90°
から 150°の範囲にある。

d)	 	試験観測期間全体にわたり、5次と 7次の高調波電流がどちらも基準電流の 3	%	未満
である。

e)	 	5 次高調波電流の位相が時間とともに変化し、区間 [0°、360°] のすべての値をとるよ
うに、機器が設計されている。

f)	 	試験観測期間全体にわたり、相電圧の基本波の 0°での 5次高調波電流の位相が、150°
から 210°の範囲にある。
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1.4　高調波測定の適用規格について

IEC 61000-3-12 Ed1.0

スタート

状況1)
最大3次高調波電流は
基準基本波電流の

5%未満

いいえ

いいえ

「平衡三相機器」
の表を適用

「指定条件の平衡三相機器」
の表を適用

「平衡三相機器以外の機器」
の表を適用

平衡三相機器
いいえ

はい

複合機器

はい

いいえ

指定条件a)、b)、c)の
どれかを満たす

状況2)
単相部や相間部から
平衡三相部を切り
分けられる

複数部分の各部分に
対応する表を適用

はい

はい はい

いいえ

指定条件には次の 3種類があります。
a)	 	試験観測期間全体にわたり、相電圧の基本波の 0°での 5 次高調波電流の位相が、	
90°から 150°の範囲にある。

b)	 	5 次高調波電流の位相が時間とともに変化し、区間 [0°、360°] のすべての値をとるよ
うに、機器が設計されている。

c)	 	試験観測期間全体にわたり、5次と 7 次の高調波電流がどちらも基準基本波電流の
5	%未満である。

WT の窓関数 ( 測定区間 )
WTの測定における窓関数の幅 ( 測定区間 ) は IEC	61000-4-7 で規定されています。詳細につ
いては 14 章をご覧ください。
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1.5 電圧変動 / フリッカ測定の適用規格について

本ソフトウェアでは、次のソフトウェアを選択できます。
・	 IEC	61000-3-3 電圧変動 /フリッカ測定
・	 IEC	61000-3-11 電圧変動 /フリッカ測定

IEC 61000-3-3 電圧変動 / フリッカ測定
適用規格は、次のとおりです。

電圧変動 / フリッカ抑制規格
・	 IEC	61000-3-3	第 2.0 版 :2008、IEC	61000-3-3	第 3.0 版 :2013/A1:2017/A2:2021
・	 EN	61000-3-3:2008、	EN	61000-3-3:2013、	EN	61000-3-3:2013/A1:2019、	EN	61000-3-3:2013/A2:2021

フリッカメータ機能と設計の仕様
・	 IEC	61000-4-15 第 1.1 版 :2003、IEC	61000-4-15 第 2.0 版 :2010
・	 EN	61000-4-15:1998	/A1:2003、EN	61000-4-15:2011

ここでは、規格の概要について説明します。さらに詳細な内容については、上記の適用規格の文
書をご覧ください。

適用範囲
電圧変動 /フリッカ抑制規格「IEC	61000-3-3」の限度値は、ライン－ニュートラル間が 220	V
～ 250	V で、50	Hz の単相または三相の公共低電圧配電系統に接続される 1相あたり 16	A 以
下の機器に適用されます。

限度値
IEC	61000-3-3 第 2.0 版、第 3.0 版、第 3.0 版 Amd1、第 3.0 版 Amd2 では、相電圧 230	V、周
波数 50	Hz について限度値が規定されています。

Note
本ソフトウェアでは、IEC	61000-4-15 第 1.1 版の 230	V/50	Hz 用のフリッカメータの仕様のほか、
120	V/60	Hz 用の仕様にも対応しています。第 2版では、230	V/60	Hz、	120	V/50	Hz にも対応していま
す。ただし、IEC	61000-3-3 第 2.0 版、第 3.0 版、第 3.0 版 Amd1、第 3.0 版 Amd2では、120	V/60	Hz、	
230	V/60	Hz、	120	V/50	Hz の限度値は規定されていません。

IEC 61000-3-3 第 2.0 版、 第 3.0 版、 第 3.0 版 Amd1、 第 3.0 版 Amd2 での測定項目と限度値
測定項目 限度値
相対定常電圧変化 dc 3.3	% 以下
最大相対電圧変化 dmax 4	% 以下 ( 条件なし )*

6	% 以下 ( 条件 1)*
7	% 以下 ( 条件 2)*

相対電圧変化が 3.3%を超える時間
500	ms 以下Tmax (IEC	61000-3-3 第 3.0 版、第 3.0 版 Amd1、第 3.0 版	Amd2)

d(t) (IEC	61000-3-3 第 2.0 版 )
短期間フリッカ値 Pst 1.0 以下
長期間フリッカ値 Plt 0.65 以下
*	 条件については、次の図をご覧ください。
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1.5　電圧変動 / フリッカ測定の適用規格について

測定項目の値は限度値に対して浮動小数点で判定され、四捨五入して表示されます。
限度値と表示値が同じ値であっても、四捨五入によって測定項目の値が切り捨てられている場合、
限度値を超えているので判定は “Fail” になります。

最大相対電圧変化dmaxの限度値の条件

・ 条件 1、 および条件 2 に分類
されない機器

条件なし 条件1 条件2
・ 手動スイッチングの機器
・ 1日あたり2 回を超える自動

スイッチングの機器で、 停電
後の再起動が遅延再起動の
機 器 ( 遅 延 は20 ～ 30 秒 以
上 )、 または手動再起動の機
器

・ 使用中に人がついている機
器 ( 例：ヘアドライヤー、 掃
除機、 ミキサーのような調理
器、 芝刈り機、電気ドリルの
ようなポータブル工具 )

・ 1日あたり 2 回以下と予想さ
れる自動スイッチングの機
器、 または手動スイッチング
の機器で、停電後の再起動
が遅延再起動の機器 ( 遅延
は20 ～ 30 秒以上 )、 または
手動再起動の機器

Note
・	 手動スイッチングによる電圧変動には、Pst、Plt の限度値は適用されません。
・	 非常時のスイッチング、非常時の遮断には、限度値は適用されません。
・	 EUT の種類によっては、限度値が適用されない測定項目もあります。詳細については規格書をご
確認ください。

電圧変動 / フリッカ測定時の結線

～

～

～

GS

G

G

RA jXA

RA jXA

RA jXA

L1

L3

L2

RN jXN N

EUT： 被試験機器
S： 測定用電源
 供給電圧発生器Gと基準インピーダンス

Zからなる
RA＝0.24Ω、jXA＝0.15 Ω(50 Hz)
RN＝0.16 Ω、jXN＝0.10 Ω(50 Hz)
ただし、インピーダンスは電圧発生器Gの
内部インピーダンスを含んだ値

G： 電圧発生器

WT5000

EUT

U1

±

U2

±

U3

±

結線方式が単相 2線式のときは、L2 と L3 は接続しません。
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1.5　電圧変動 / フリッカ測定の適用規格について

IEC 61000-3-11 電圧変動 / フリッカ測定
適用規格は、次のとおりです。

電圧変動 / フリッカ抑制規格　
・	 IEC	61000-3-11 第 1.0 版 :2000、IEC	61000-3-11	第 2.0 版 :2017
・	 EN	61000-3-11:2000、EN	61000-3-11:2019

フリッカメータ機能と設計の仕様
・	 IEC	61000-4-15 第 1.1 版 :2003、IEC	610004-15 第 2.0 版 :2010
・	 EN	61000-4-15:1998/A1:2003、EN	61000-4-15:2011

ここでは、規格の概要について説明します。さらに詳細な内容については、上記の適用規格の文
書をご覧ください。

適用範囲
電圧変動 / フリッカ抑制規格「IEC	61000-3-11」の限度値は、ライン－ニュートラル間が
220	V ～ 250	V で、50	Hz の単相または三相の公共低電圧配電系統に接続される以下の機器に
適用されます。
・	 定格入力電流が 1相あたり 16	A を超えて 75	A 以下の機器
・	 定格入力電流が 1相あたり 16	A 以下だが、IEC	61000-3-3 の限度値を満たさない機器

限度値
IEC	61000-3-11第 1.0版では、相電圧230	V、周波数50	Hzについて限度値が規定されています。

Note
本ソフトウェアでは、IEC	61000-4-15 第 1.1 版の 230	V/50	Hz 用のフリッカメータの仕様のほか、
120	V/60	Hz 用の仕様にも対応しています。第 2版では、230	V/60	Hz、	120	V/50	Hz にも対応してい
ます。ただし、IEC	61000-3-11 では、120	V/60	Hz、	230	V/60	Hz、	120	V/50	Hz の限度値は規定されて
いません。

IEC 61000-3-11 第 1.0 版、第 2.0 版での測定項目と限度値
測定項目 限度値
相対定常電圧変化 dc 3.3	% 以下
最大相対電圧変化 dmax 4	% 以下 ( 条件なし )*

6	% 以下 ( 条件 1)*
7	% 以下 ( 条件 2)*

相対電圧変化が 3.3%を超える時間
500	ms 以下Tmax (IEC	61000-3-11 第 2.0 版 )

d(t) (IEC	61000-3-11 第 1.0 版 )
短期間フリッカ値 Pst 1.0 以下
長期間フリッカ値 Plt 0.65 以下
*	 条件については、次の図をご覧ください。

測定項目の値は限度値に対して浮動小数点で判定され、四捨五入して表示されます。
限度値と表示値が同じ値であっても、四捨五入によって測定項目の値が切り捨てられている場合、
限度値を超えているので判定は “Fail” になります。
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1.5　電圧変動 / フリッカ測定の適用規格について

最大相対電圧変化dmaxの限度値の条件

・ 条件 1、 および条件 2 に分類
されない機器

条件なし 条件1 条件2
・ 手動スイッチングの機器
・ 1日あたり 2 回を超える自動

スイッチングの機器で、 停電
後の再起動が遅延再起動の
機器 ( 遅延は 20 ～ 30 秒以
上 )、 または手動再起動の機
器

・ 使用中に人がついている機
器 ( 例：ヘアドライヤー、 掃
除機、 ミキサーのような調理
器、 芝刈り機、電気ドリルの
ようなポータブル工具 )

・ 1日あたり 2 回以下と予想さ
れる自動スイッチングの機
器、 または手動スイッチング
の機器で、停電後の再起動
が遅延再起動の機器 ( 遅延
は 20 ～ 30 秒以上 )、 また
は手動再起動の機器

Note
・	 手動スイッチングによる電圧変動には、Pst、Plt の限度値は適用されません。
・	 非常時のスイッチング、非常時の遮断には、限度値は適用されません。
・	 EUT の種類によっては、限度値が適用されない測定項目もあります。詳細については規格書をご
確認ください。

電圧変動 / フリッカ測定時の結線

EUT： 被試験機器
S： 測定用電源

供給電圧発生器 G と基準インピーダンス
Z からなる RA、XA、RN、XN は条件に
より異なる
ただし、インピーダンスは電圧発生器 G
の内部インピーダンスを含んだ値

G： 電圧発生器

～

～

～

GS

G

G

RA jXA

RA jXA

RA jXA

L1

L3

L2

RN jXN N

WT5000

EUT

U1

±

U2

±

U3

±

結線方式が単相 2線式のときは、L2 と L3 は接続しません。
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1.5　電圧変動 / フリッカ測定の適用規格について

IEC 61000-3-11 への適合試験と、電源への接続条件
IEC 61000-3-11 Ed2.0

75 A以下のすべての機器

Zrefで試験

試験
Ztest=0.15+j0.15

試験
Ztest=0.25+j0.25

Ztest=0.15+j0.15
Ztest=0.25+j0.25

で試験する

いいえ

電圧降下が dc：2～9 ％
になるZtestで試験

Zrefに換算

Zsysの最小値を
Zmaxと宣言

IEC 61000-3-11に適合を宣言
供給電源容量100 A以上の
条件付接続の要求を満たす

IEC 61000-3-3に適合を
宣言してよい

IEC 61000-3-11に適合を宣言
Zmax以下のインピーダンスの

条件付接続の要求を満たす

機器定格≦16 A

はい

いいえ

IEC 61000-3-3
の限度値を満たす

はい

いいえ

三相の機器

はい

いいえ

Zrefで試験するはい いいえ

IEC 61000-3-11
の限度値を満たす

はい

いいえ

はい

IEC 61000-3-11
の限度値を満たす

はい

いいえ

Zsysを計算 Tmaxしきい値の更新

再判定
*

*	 適合判定前に dmax 値をチェックし、dmax しきい値以下かつ Tmax しきい値超である場合、
Tmax が判定項目に追加されます。
・	 Tmax が判定項目に含まれない場合
	 Tmax は判定対象から除外されます。
・	 Tmax が判定項目に含まれる場合
	 Ztest/Zmax のチェックを行い、適切な場合は適合判定を行います。
	 不適切な場合は Ztest 時の Tmax しきい値を更新して再測定が必要となります。
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1.5　電圧変動 / フリッカ測定の適用規格について

IEC 61000-3-11 Ed1.0

75 A以下のすべての機器

Zrefで試験

試験
Ztest=0.15+j0.15

試験
Ztest=0.25+j0.25

Ztest=0.15+j0.15
Ztest=0.25+j0.25

で試験する

いいえ

電圧降下がΔU:3～5 ％
になるZtestで試験

Zrefに換算

Zsysの最小値を
Zmaxと宣言

IEC 61000-3-11に適合を宣言
供給電源容量100 A以上の
条件付接続の要求を満たす

IEC 61000-3-3に適合を
宣言してよい

IEC 61000-3-11に適合を宣言
Zmax以下のインピーダンスの

条件付接続の要求を満たす

機器定格≦16 A

はい

いいえ

IEC 61000-3-3
の限度値を満たす

はい

いいえ

三相の機器

はい

いいえ

Zrefで試験するはい いいえ

IEC 61000-3-11
の限度値を満たす

はい

いいえ

はい

IEC 61000-3-11
の限度値を満たす

はい

いいえ

Zsysを計算
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1.6 操作の流れ

本ソフトウェアを操作して測定データを表示したり判定するには、WTと PC の接続から始まり、
IS8000 ソフトウェアと IEC 高調波 / フリッカ測定ソフトウェアのインストール、WTの測定条件の
設定、および適用規格の判定条件の設定をする必要があります。次に示す順序で操作してください。
PCとWT間の通信インタフェースには、USB、GP-IB、イーサネットがあります。

準備の流れ
WTとPCの接続

IS8000ソフトウェア、 IEC高調波/フリッカ測定ソフトウェアのインストールとアクティベーション
準
備

▶ インストールマニュアル(IM IS8000-04JA) 

試験の流れ

IEC ランチャーの起動(3.1節)

規格の選択
(3.1節)

IS8000ソフトウェアの起動(ランチャーまたは起動画面の表示)(3.1節)

選択した規格の
ソフトウェアの起動(3.1節)

スタート　(4章)
試験メニューの設定

いいえ

はい
開く

が試験メニューに
選択されている

開く　(5章)
データ/設定の読み込み

いいえ

はい
接続

が試験メニューに
選択されている

接続　(6章)
WTとの通信

いいえ

はい
設定

が試験メニューに
選択されている

設定　(7章/8章/9章/10章)
試験条件の設定

次ページへ

試
験
前
の
準
備
と
設
定

▶ ユーザーズマニュアル(IM IS8000-01JA)、3章 
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1.6　操作の流れ

いいえ

はい
印刷

が試験メニューに
選択されている

印刷　(11章)
報告書の印刷

いいえ

はい
保存

が試験メニューに
選択されている

保存　(12章)
データ/設定の保存

いいえ

はい
試験

が試験メニューに
選択されている

試験　(7章/8章/9章/10章)
試験の実行

いいえ

はい
解析

が試験メニューに
選択されている

解析　(7章/8章/9章/10章)
測定データの解析

前ページから

IEC ランチャーの終了

ソフトウェアの終了(4章)

試
験
の
実
行

試
験
結
果
の
処
理
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1.7 高調波に関する用語

高調波とは、基本波 ( 普通は商用周波数 50/60	Hz の正弦波 ) の整数倍の周波数をもつ正弦波で、
基本波以外のものをいいます。

この節では、高調波の用語について、次のように分類して説明しています。
・	 IEC	61000-3-2、IEC	61000-3-12 共通の用語
・	 IEC	61000-3-2 の用語
・	 IEC	61000-3-12 の用語

IEC 61000-3-2、IEC 61000-3-12 共通の用語
基本波 ( 基本波成分 ) fundamental wave (fundamental component)
周期性の複合波は異なる正弦波群にわけられ、そのうち最も周期の長い正弦波。または複合
波の成分中、基本周波数をもつ正弦波。

基本周波数 fundamental frequency
周期性の複合波では、その周期に相当する周波数。基本波の周波数。

ひずみ波 distorted wave
基本波と異なる波形をもつ波。

高調波 higher harmonic
基本周波数の 2以上の整数倍の周波数をもつ正弦波。

高調波成分 harmonic component
基本周波数の 2以上の整数倍の周波数をもつ波形成分。

高調波次数 harmonic order
基本周波数に対する高調波の周波数の比で、整数。IEC では、高調波を測定するときの測定次
数の最大値を 40 次としている。

PLL ソース
高調波測定をするときは、高調波の次数を解析するために基準になる基本周期(基本波の周期)
を決める必要がある。この基本周期を求めるための信号が PLL(PhaseLocked	Loop) ソース。
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中間高調波 interharmonics
入力信号が 50	Hz の場合、IEC 高調波測定では、10 周期分の入力信号をフーリエ変換して、
5	Hz 刻みの周波数成分に分解します。このため、各高調波の次数の間は 10 段階の周波数成
分に分解されます。このとき、各次数の高調波の間の成分を中間高調波といいます。

100 150

中間高調波

実効値成分

周波数[Hz]50 100 150 200 250dc

2次高調波 3次高調波 4次高調波 5次高調波基本波

2次高調波 　3次高調波

基本波が50 Hzの場合

入力信号が 60	Hz の場合、12 周期分の入力信号について、5	Hz 刻みの周波数成分に分解しま
す。このため、各高調波の次数の間は 12 段階の周波数成分に分解されます。

実効値成分

周波数[Hz]60 120 180 240dc

2次高調波 3次高調波 4次高調波基本波
基本波が60 Hzの場合

高調波グループ harmonic group
ある高調波とその高調波に隣接する中間高調波の総合値 ( 実効値 )。総合する演算方法は、単
純加算ではなく、各成分を自乗して加算したあと平方根を求めます ( 自乗和平均 )。2 つの高
調波のちょうど中間になる中間高調波は、その成分の大きさの 1/2 を算入します。

基本波が50 Hzの場合
高調波グループ 1/2を算入

Ck

k k+1k-1 k+5k+4k+3k+2k-2k-3k-4k-5
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高調波グループ
基本波が60 Hzの場合

Ck

k k+1k-1 k+5k+4k+3k+2k-2k-3k-4k-5 k+6k-6

k–5C2

k+iC2
2

k+5C2

2＋Gg, n＝ ＋ (50 Hzのとき)
i = –4

4

k–6C2

k+iC2
2

k+6C2

2＋Gg, n＝

Ck： 5 kHzごとの周波数成分

＋ (60 Hzのとき)
i = –5

5

高調波サブグループ harmonic subgroup
ある高調波と、その高調波に直接隣接する 2つの中間高調波の総合値 ( 実効値 )。総合する演
算方法は、高調波グループの場合と同様に自乗和平均です。

基本波が50 Hzの場合
高調波サブグループ

k k+1k-1

Ck

k+iC2Gsg, n＝
i = –1

1

Ck： 5 kHzごとの周波数成分

中間高調波グループ interharmonic group
2 つの連続する高調波周波数の間にあるすべての中間高調波成分の総合値 ( 実効値 )。

基本波が50 Hzの場合
中間高調波グループ

基本波が60 Hzの場合
中間高調波グループ
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中間高調波中心サブグループ interharmonic center subgroup
高調波周波数に直接隣接する周波数成分を除き、2つの連続する高調波周波数の間のすべて
の中間高調波成分の総合値 ( 実効値 )。

基本波が50 Hzの場合
中間高調波中心サブグループ

基本波が60 Hzの場合
中間高調波中心サブグループ

IEC 61000-3-2 の用語
THC ( 全高調波成分 ) total harmonic current
2 ～ 40 次の高調波電流の総合値 ( 実効値 )。

k = 2

I(k)： 各次数の電流実効値
k： 高調波の次数

40

I(k)2

THD ( 全高調波ひずみ ) total harmonic distortion
2 ～ 40 次の全高調波の実効値と、基本波の実効値の比。

k = 2

40

U(k)2

U(1)
U(k)： 各次数の電圧実効値、 U(1)： 電圧の基本波の実効値
I(k)： 各次数の電流実効値、 I(1)： 電流の基本波の実効値
P(k)： 各次数の有効電力、 P(1)： 基本波の有効電力
k： 高調波の次数

×100 k = 2

40

I(k)2

I(1)
×100

・ V THD ・ A THD

k = 2

40

P(k)

P(1)
×100

・ P THD
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THDG ( グループ総高調波ひずみ率 ) group total harmonic distortion
基本波に関連するグループに対する 2～ 40 次のすべての高調波グループの和の割合

k = 2

40

Ug(k)2

Ug(1)
×100 k = 2

40

Ig(k)2

Ig(1)
×100

Ug(k)、 Ig(k)： 各次数の高調波グループの実効値
k： 高調波の次数

・ V THDG ・ A THDG

THDS ( サブグループ総高調波ひずみ率 ) subgroup total harmonic distortion
基本波に結びついたサブグループに対する 2～ 40 次のすべての高調波サブグループの和の割
合

k = 2

40

Usg(k)2

Usg(1)
×100 k = 2

40

Isg(k)2

Isg(1)
×100

Usg(k)、Isg(k)： 各次数の高調波サブグループの実効値
k： 高調波の次数

・ V THDS ・ A THDS

200 % 短時間緩和処置
適用限度値の 150	% を超過する時間の算出と判定

限度値の150%

測定値

試験観測期間
t1 t3t2

各
次
数
の
高
調
波
電
流

試験観測期間<100 分の場合
t1+t2+t3< 試験観測期間の 10%

試験観測期間≧ 100 分の場合
t1+t2+t3<10 分

POHC (21 次以上の奇数次高調波電流の総合値 ) Partial Odd Harmonic Current

k = 21, 23

39

I(k)2

I(k)：21以上の奇数次の電流実効値
k：高調波の次数で、21以上の奇数
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POHC (21 次以上の奇数次高調波電流の総合値 ) の最大値
測定時間内の個々の測定データから求められた POHCの最大値です。この値が次の POHC限
度値未満であれば、緩和処置の条件 (1-13 ページ参照 ) が適用されます。

POHC 限度値

k = 21, 23

39

IL(k)2

IL(k)：適用規格で規定されている21以上の奇数次の限度値
k：高調波の次数で、21以上の奇数

クレストファクター
波形の波高値 ( ピーク値 ) と実効値の比で定義され、波高率とも呼ばれます。

波高値
実効値クレストファクター(CF、波高率)＝

波高値

実効値

入力信号の波形

WTにおけるクレストファクターとは、定格入力時に何倍までの波高値まで入力できるかで規
定されます。

入力可能な波高値
測定レンジクレストファクター(CF、波高率)＝

クレストファクターは、3または 6から選択できます。

IEC 規格の測定精度、クレストファクターに関しては 14 章をご覧ください。クレストファ
クターを 3に設定すると高精度で測定できます。
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IEC 61000-3-12 の用語
IEC 61000-3-12　第 1.0 版、第 2.0 版共通

Ssc ( 短絡電力 ) short circuit power
Unominal2

Z

Unominal：公称線間系統電圧
Z：共通結合点 ( 受電点 ) における電源周波数での系統インピーダンス

Sequ ( 機器の定格皮相電力 ) rated apparent power of the equipment
機器により、次式のどれかで算出する。

a) Up	Iequ 単相機器、複合機器の単相部
b) Ui	Iequ 線間機器
c) √ 3	•	Ui	Iequ 平衡形三相機器、複合機器の三相部
d) √ 3	•	Ui	Iequ	max	(Ed.	2.0) 不平衡形三相機器
3	•	Up	Iequ	max	(Ed.	1.0)

Up：	 	定格電圧 ( 単相 )
Ui：	 	定格電圧 ( 線間 )
Iequ：	 	製造業者が記載した機器 ( の一部 ) の定格電源電流
Iequ	max：	三相の 3つの電流実効値の最大値

Rsce ( 短絡比 ) short circuit ratio
機器により、次式のように定義する。

a) Ssc
3•Sequ 単相機器、複合機器の単相部

b) Ssc
2•Sequ 線間機器

c) Ssc
Sequ 三相機器のすべてと複合機器の三相部

IEC 61000-3-12　第 2.0 版のとき
THC ( 総高調波電流 ) total harmonic current (Ed2.0)
2 ～ 40 次の高調波電流の総合値 ( 実効値 )

h = 2

Ih： 各次数の電流実効値
h： 高調波の次数

40

Ih2THC =

PWHC ( 部分加重高調波電流 ) partial weighted harmonic current (Ed2.0)

h = 14

Ih： 各次数の電流実効値
h： 高調波の次数

40

h･Ih2PWHC =
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Iref ( 基準電流 )
入力電流の r.m.s 値の平均。限度値を確定するために使用される。

IEC 61000-3-12　第 1.0 版のとき
THC ( 全高調波成分 ) total harmonic current
2 ～ 40 次の高調波電流の総合値 ( 実効値 )。

n = 2

In： 各次数の電流実効値
n： 高調波の次数

40

In2THC =

THD ( 全高調波ひずみ ) total harmonic distortion
2 ～ 40 次の全高調波の実効値と、基本波の実効値の比。

Un： 各次数の電圧実効値、 U1： 電圧の基本波の実効値
In： 各次数の電流実効値、 I1： 電流の基本波の実効値
Pn： 各次数の有効電力、 P1： 基本波の有効電力
n： 高調波の次数

・ V THD ・ A THD ・ P THD

n = 2

40

Pn

P1
×100n = 2

40 In
I1 ×100

2

n = 2

40 Un
U1 ×100

2

PWHD ( 部分加重高調波ひずみ ) partial weighted harmonic distortion

n = 14

40 In
I1 ×100

2

In： 各次数の電流実効値、 I1： 電流の基本波の実効値
n： 高調波の次数

n

I1 ( 基準基本波電流 ) reference fundamental current
I1 を求めるには 2つの方法がある。
・	 測定：基本波電流の平均値を測定する。
・	 計算：次式で計算する。

	
1 + THD2

lequ
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1.8 電圧変動 / フリッカに関する用語

フリッカ
輝度または分光分布が時間とともに変わる光の刺激が誘発した、視覚によってとらえられる不安
定性の印象をフリッカといいます。明るさの変動 ( ちらつき ) によって、人が受ける不快感を表し
ます。

定常状態
半周期ごとの電圧実効値が 1秒以上、安定している状態です。

相対定常電圧変化 dc
1 回の電圧変動に挟まれた前後の 2つの定常状態の電圧の差を、定格電圧で割った値を%で表し
たものです。たとえば、定格電圧が 230	V の電源において、変動前の定常状態の電圧が 231	V、変
動後の定常状態の電圧が 232	V であった場合、相対定常電圧変化は次のとおりです。

232-231
230

×100(%)=0.43%

Note
・	 WT では測定期間中に電圧変動が 1度も発生しなかった場合、dc は 0になります。
・	 WT では測定期間中に定常状態が発生しなかった場合、変動状態となり、dc の測定結果は次のように表
示されます。
-	 Undef	(Undefine、	IEC	61000-4-15	Ed1.1)
-	 0	(IEC	61000-4-15	Ed2.0)

	 また、dc の判定結果は次のように表示されます。
-	 Error	(IEC	61000-4-15	Ed1.1)
-	 Pass	(IEC	61000-4-15	Ed2.0)

最大相対電圧変化 dmax
IEC 61000-4-15 Ed1.1 のとき
1 回の電圧変動 *での最大値と最小値の差を定格電圧で割った値を%で表したものです。

IEC 61000-4-15 Ed2.0 のとき
1 回の電圧変動 *での最大値と最小値の直前の定常状態との差を絶対値で比較して、大きいほうの
値を定格電圧で割った値を%で表したものです。
*	 2 つの定常状態の間の状態
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相対電圧変化がスレショルドレベルを超える時間 Tmax
1 回の電圧変動期間中の相対電圧変化が、スレショルドレベルを超えている時間です。

dc、dmax、Tmax の関係
IEC 61000-4-15 Ed1.1 のとき

定常状態

スレショルド
レベル

Tmax

dmax

dc
相
対
電
圧
変
化

IEC 61000-4-15 Ed2.0 のとき

定常状態

直前の定常状態

スレショルド
レベル

Tmax

dmax
dmax +

dmax + : 最小値と直前の定常状態の差
dmax ‒ : 最大値と直前の定常状態の差
dmax : dmax +とdmax ‒ を絶対値で比較して大きいほうの値

dmax –

dc
相
対
電
圧
変
化
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dc の表示例
IEC 61000-4-15 Ed1.1 のとき

定常状態

1s 1s 1s 1s

dcA

dcB
dcC

dcD

t1

dcB

t2
t1: 観測期間01

0dcの表示 Undef

t2: 観測期間02

dcA Undef dcC dcC(dcC>dcD)

相
対
電
圧
変
化

IEC 61000-4-15 Ed2.0 のとき

定常状態

1s 1s 1s 1s

t1 t2

相
対
電
圧
変
化

dcA

dcB
dcC

dcD

dcB

t1: 観測期間01

0dcの表示 ０

t2: 観測期間02

dcA 0 dcC dcC(dcC>dcD)
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短期間フリッカ値 Pst
電圧変動 /フリッカ抑制規格では、フリッカメータを使って求める方法が標準です。フリッカメー
タについての詳細は IEC	61000-4-15 をご覧ください。Pst の観測期間は通常 10 分です。

長期間フリッカ値 Plt
通常 12 個の Pst から次の式で演算されます。観測期間は通常 2時間です。

Pst1: 1番目の10分間のPst

Pst2: 2番目の10分間のPst

Pst12: 12番目の10分間のPst

Plt =
3

12
Pst13 + Pst23 + ... + Pst123

Note
観測期間の回数が、Plt の演算式の定数N(12) よりも小さい場合、観測されていない Pst は「0.0」として演
算されます。

瞬時フリッカ感 IFS
フリッカメータのブロック 4の出力です。瞬間的なフリッカ知覚を表します。フリッカメータに
ついての詳細は IEC	61000-4-15 をご覧ください。

IEC 61000-4-15 第 1.1 版によるフリッカメータのブロック図

0.05
230V-
50Hz
120V-
60Hz

Hz

1

0 8.8 Hz
ΔV
V

0.5
1.0
2.0
5.0
10.0
20.0

%

重み付け
フィルタ

補正フィルタ

検出と
ゲイン制御

入力電圧
調整器

校正電圧
発生器

2乗
復調器

2乗
回器

平方および平滑

1次
ローパス
フィルタ

電圧
入力

A/D
コンバータ

サンプリング
レート
≧50Hz

フリッカレベルの統計評価

64レベル
分類器

出力
インタ
フェース

Pst、Plt

Pst、Plt演算

35 100

12042

dB
0
-3

-60

レンジ切換器

ブロック3ブロック1 ブロック2 ブロック4 ブロック5

IEC 61000-4-15 第 2.0 版によるフリッカメータのブロック図

0.05
50Hz 120または230V

60Hz

Hz

1

0 8.8 Hz
ΔV
V

0.5
1.0
2.0
5.0
10.0
20.0

%

重み付け
フィルタ

補正フィルタ

検出と
ゲイン制御

入力電圧
調整器

校正電圧
発生器

2乗
復調器

2乗
回器

平方および平滑

1次
ローパス
フィルタ

電圧
入力

A/D
コンバータ

サンプリング
レート
≧50Hz

フリッカレベルの統計評価

64レベル
分類器

出力
インタ
フェース

Pst、Plt

Pst、Plt演算

35 100

12042

dB
0
-3

-60

レンジ切換器

ブロック3ブロック1 ブロック2 ブロック4 ブロック5

Note
WTの処理方法とは、必ずしも一致しません。
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累積確率関数 CPF
瞬時フリッカ感からフリッカレベルの確率密度関数を求め、この関数をレベルの大きいほうから
積み上げた関数です。

フリッカレベル 0 ～ 6400[P.U] を 10 のフリッカクラスに分割した例

0

640

1280

1920

2560

3200

3840

4480

5120

5760

6400

02040
0

640

1280

1920

2560

3200

3840

4480

5120

5760

6400

020406080100

確率密度関数

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

時間

6400

640

1280

1920

2560

3200

3840

4480

5120

5760

0

ブロック 4の出力 累積確率関数 (CPF)

確率 (%) 累積確率 (%)

P.U. P.U. P.U.

フ
リ
ッ
カ
レ
ベ
ル

フ
リ
ッ
カ
レ
ベ
ル

フ
リ
ッ
カ
レ
ベ
ル

フ
リ
ッ
カ
ク
ラ
ス

Note
WTでは精度よく演算するために、上図とは異なった処理をしています。
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第 2 章 

使用する前の準備

 注　　意
通信ケーブルの接続や取り外しをするときは、必ず PC と WT の電源をオフにしてください。
電源がオンの状態でケーブルの接続や取り外しをすると、誤動作を生じたり内部回路を破損
することがあります。

2.1 測定器と PC を接続する

USB でコントロールする場合
WT本体のリアパネルにある PC接続用 USB ポート ( タイプ Bのコネクタ ) を使って PC	と接続し
てください。
USB インタフェースの接続方法や仕様の詳細については、次のWT本体のユーザーズマニュアルを
ご覧ください。
・	 通信インタフェースユーザーズマニュアル (IM	WT5000-17JA) の 2.2 節、2.3 節

	 	

GP-IB でコントロールする場合
WT本体の GP-IB コネクタは、IEEE	St’d	488-1978 規格の 24 ピンコネクタです。GP-IB ケーブルは、
IEEE	St’d	488-1978 に合ったものを使用してください。WT本体リアパネルのGP-IB コネクタに接続
してください。
GP-IB インタフェースの接続方法や仕様の詳細については、次のWT本体のユーザーズマニュアル
をご覧ください。
・	 通信インタフェースユーザーズマニュアル (IM	WT5000-17JA) の 3.2 節、3.3 節
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2.1　測定器と PC を接続する

PC への接続は、ご使用の PCに合ったコネクタを使用してください。

	 	

イーサネットでコントロールする場合
WT本体と PCを接続するときは、ストレートタイプの STP(Shielded	Twisted-Pair) ケーブルを、ハ
ブなどの変換器を介してWT本体のリアパネルにあるイーサネット (ETHERNET) ポートに接続して
ください。転送速度に合った変換器、ケーブル、およびネットワークカードをご使用ください。
イーサネットインタフェースの接続方法や仕様の詳細については、次のWT本体のユーザーズマ
ニュアルをご覧ください。
・	 通信インタフェースユーザーズマニュアル (IM	WT5000-17JA) の 1.2 節、1.3 節

	 	

イーサネットポート

RJ-45モジュラジャック

	 	

変換器(ハブやルーター)

STPケーブル

WT5000PC

Note
・	 ケーブル、ハブ、およびルータは、ご使用のネットワーク環境 (	伝送速度 )	に対応したものを使用して
ください。

・	 ハブを用いず、WT本体と PC を直接接続することは避けてください。直接接続の通信では、動作を保
証できません。



2-3IM IS8000-63JA

2.2 USB コントロールを設定する

操 作

WT5000 の起動
1. 	 WT5000 の電源スイッチをオンにして、WT5000 を起動します。
	 電源スイッチのオンのしかたについては、WT5000のスタートガイド (IM	WT5000-03JA) をご覧ください。

ユーティリティ設定の一覧 (Utility)
ユーティリティ設定の一覧画面から、リモートコントロールの設定画面を表示できます。
ユーティリティ設定の一覧画面は、主に次の 2通りの操作方法で表示できます。
*	 ユーティリティ設定の一覧については、ユーザーズマニュアル [ 操作編 ](IM	WT5000-02JA) の 1.4	節を
ご覧ください。

Setup メニューによる操作

1. 	 Setupアイコン	 をタップ、または SETUP のMENUキーを押します。
2. 	 Utilityタブをタップします。ユーティリティ設定の一覧画面が表示されます。

	

Utility タブ

Note
カーソルキーでUtility タブにカーソルを移動した後に SET キーを押すことにより、ユーティリティ
設定の一覧画面を表示することもできます。

UTILITY キーによる操作
1. 	 フロントパネルの UTILITYキーを押します。ユーティリティ設定の一覧画面が表示され

ます。
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2.2　USB コントロールを設定する

シリアル番号の確認
USB	TMC による通信で使用するシリアル番号が、Serial No.[ シリアル番号 ]に表示されていること
を確認します。

シリアル番号を確認

リモートコントロールの設定

解 説
USB で接続できる各装置は、USB システム内で固有の IDを持ちます。この IDによって、他の装置
と識別されます。WTを PC などに接続するときは、WTの ID が他の機器と重なっていないことを
確認してください。

Note
・	 当社の USB ドライバを PCにインスト―ルしてください。詳細は、インスト―ルマニュアル (IM	 IS8000-
04JA) の 1.2 節をご覧ください。

・	 WT 本体と 1台の PC を接続して本ソフトウェアを使いコントロールをするとき、複数の種類の通信イ
ンタフェースを同時に使用できません。

・	 1 台の PCに 1台のWT本体を接続して、本ソフトウェアでコントロールできます。
・	 WT 本体と PC間を接続する通信ケーブルの途中に変換器を介した場合 ( たとえば、GP-IB と USB 変換の
ように )、正常に動作しないときがあります。
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2.3 イーサネットコントロールを設定する

操 作

WT5000 の起動
1. 	 WT5000 の電源スイッチをオンにして、WT5000 を起動します。

リモートコントロールの設定 (Remote Control)
1. 	 2.2 節を参照して、ユーティリティ設定の一覧画面を開きます。
2. 	 Remote Control[ リモートコントロール ]ボタンをタップします。
	 リモートコントロールの設定画面 (Network	(VXI-11)、GP-IB、USB	(USB-TMC)) が表示されます。

3. 	 Time Out[ タイムアウト ]をタップします。表示される入力ボックスを操作して、タイムアウ
ト時間を設定します。

	

タイムアウト時間の設定 (Infinite、1 ～ 3600 s)

IP アドレスの表示
設定方法 ( ユーザーズマニュアル [ 操作編 ]

(IM WT5000-02JA) の 15.2 節参照 )

リモートコントロールの設定 Utility タブ

ネットワークの設定 (Network)
ユーザー名とパスワードの設定
4. 	 Network[ ネットワーク ]ボタンをタップします。イーサネットの設定画面 (TCP/IP、FTP/

Web	Server、Net	Drive、SNTP)	が表示されます。
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2.3　イーサネットコントロールを設定する

5. 	 FTP/Web Server[FTP/Web サーバー ]ボタンをタップします。FTP/Web	Server	画面が表示さ
れます。

	 ユーザー名が「anonymous」の場合は、パスワードの設定は不要です。
	 WT 本体のキーボードの操作については、WT本体のユーザーズマニュアルをご覧ください。

	 	
ユーザー名の設定 (32 文字以内 )

パスワードの設定 (32 文字以内 )

設定の適用

ネットワークの設定 FTP/Web サーバーの設定 Utility タブ

TCP/IP の設定
ネットワークを介して、PCでWT本体をコントロールするには、TCP/IP の設定をする必要があり
ます。設定方法については、次のWT本体のユーザーズマニュアルをご覧ください。
・	 ユーザーズマニュアル [ 機能編 ]	(IM	WT5000-01JA)
・	 ユーザーズマニュアル [ 操作編 ]	(IM	WT5000-02JA)
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2.3　イーサネットコントロールを設定する

解 説
ネットワークを介して、本ソフトウェアをオンラインモードで使用する場合は、WT本体を操作し
Network を選択してください。

ユーザー名の設定
・	 WT 本体にアクセスを許可するユーザー名を設定します。
・	 32 文字以内の英数字を入力できます。
・	 使用できる文字は、0～ 9、A～ Z、％、_、(	)( カッコ )、-( マイナス ) です。
・	 anonymous を設定すると、パスワードなしで、PCからWT本体にアクセスできます。

パスワードの設定
・	 WT 本体にアクセスを許可するユーザー名のパスワードを設定します。
・	 32 文字以内の英数字を入力できます。
・	 使用できる文字は、0～ 9、A～ Z、％、_、(	)( カッコ )、-( マイナス ) です。
・	 ユーザー名を anonymous にすると、パスワードなしで PCからWT本体にアクセスできます。

タイムアウト時間の設定
ある一定時間(タイムアウト時間)過ぎてもWT本体へのアクセスがない場合、WT本体がネットワー
クとの接続を閉じます。
1～ 3600	s、Infinite( 制限時間なし ) の範囲で設定できます。初期値は Infinite です。

Note
・	 設定した内容を反映するには、WT本体の電源を入れ直す必要があります。
・	 WT 本体と 1台の PC を接続して本ソフトウェアを使いコントロールをするとき、複数の種類の通信イ
ンタフェースを同時に使用できません。

・	 WT 本体と PC間を接続する通信ケーブルの途中に変換器を介した場合 ( たとえば、GP-IB と USB 変換の
ように )、正常に動作しないときがあります。
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2.4 GP-IB コントロールを設定する

操 作

WT5000 の起動
1. 	 WT5000 の電源スイッチをオンにして、WT5000 を起動します。

リモートコントロールの設定 (Remote Control)
1. 	 2.2 節を参照して、ユーティリティ設定の一覧画面を開きます。
2. 	 Remote Control[ リモートコントロール ]ボタンをタップします。
	 リモートコントロールの設定画面 (Network	(VXI-11)、GP-IB、USB	(USB-TMC)) が表示されます。

GP-IB アドレスの設定
3. 	 Address[ アドレス ]をタップします。表示される入力ボックスを操作して、GP-IB アドレスを

設定します。

	 	

GP-IB アドレスの設定
(1 ～ 30)

リモートコントロールの設定

解 説
GP-IB インタフェースを介して、本ソフトウェアをオンラインモードで使用する場合は、WT本体
を操作してGP-IB を選択してください。

アドレスの設定
WT本体のアドレスを次の範囲で設定します。
1～ 30

GP-IB で接続できる各装置は、GP-IB システム内で固有のアドレスを持ちます。このアドレスによっ
て、他の装置と識別されます。したがって、WT本体を PC などに接続するときは、WT本体のア
ドレスを他の機器と重ならないように設定してください。

Note
・	 コントローラ (PC) や他のデバイスも含めて、GP-IB を使用中はアドレスを変更しないでください。
・	 WT 本体と 1台の PC を接続して本ソフトウェアを使いコントロールをするとき、複数の種類の通信イ
ンタフェースを同時に使用できません。

・	 PC 側の GP-IB ボード ( またはカード ) には、NI( ナショナルインスツルメンツ ) 社製をご使用ください。
詳細については、1.2 節をご覧ください。

・	 WT 本体と PC間を接続する通信ケーブルの途中に変換器を介した場合 ( たとえば、GP-IB と USB 変換の
ように )、正常に動作しないときがあります。
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第 3 章 

ソフトウェアの起動

3.1 ソフトウェアを起動する

操 作

起動する
1. 	 次のどちらかの方法で、IS8000 ソフトウェアを起動します。

・	 デスクトップ上のショートカットアイコン IS8000をダブルクリック
・	 Windowsの ( スタート )	> YOKOGAWA	>	IS8000をクリック

	 IS8000 ソフトウェアのランチャーまたは起動画面が表示されます。
	 ▶	ユーザーズマニュアル (IM	IS8000-01JA)	参照。

２. 	 ランチャーから起動する場合は、IEC61000をクリックします。

	 	

ランチャーを閉じる

マニュアルのフォルダー
を開く

	 起動画面のリボンから起動する場合は、APPsタブ	>	IEC61000をクリックします。

	 IEC ランチャーが表示されます。
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3.1　ソフトウェアを起動する

規格を選択する
3. 	 IEC ランチャーで規格を選択します。

	 	

IEC ランチャーの終了

IEC 61000-3-2 高調波測定ソフトウェアの起動

IEC 61000-3-3 電圧変動 / フリッカ測定ソフトウェアの起動

IEC 61000-3-11 電圧変動 / フリッカ測定ソフトウェアの起動

IEC 61000-3-12 高調波測定ソフトウェアの起動

	 選択した規格に対応したソフトウェアが起動します。
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3.1　ソフトウェアを起動する

解 説
IS8000 ソフトウェアのランチャー、または起動画面のリボンから、IEC ランチャーを起動できます。

規格の選択
・	 電流が 16	A 以下の機器について高調波を測定する場合

IEC 61000-3-2を選択します。

・	 電流が 16	A 以下の機器について電圧変動 /フリッカを測定する場合
IEC 61000-3-3を選択します。

・	 電流が 75	A 以下の機器について、電圧変動 /フリッカを測定する場合
IEC 61000-3-11を選択します。

・	 電流が 16	A を超えて 75	A 以下の機器について、高調波を測定する場合
IEC 61000-3-12を選択します。
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3.2 メインウィンドウの基本操作

インフォメーションエリア

設定 & 表示エリア
次の情報が表示されます。
・詳細設定ボックス
・測定、判定の結果
・印刷プレビュー
・保存、読み込み時のファイル情報

メニューエリア
試験メニューを構成する各機能 (接続、測定、印刷など) の
アイコンが表示されます。
アイコンをクリックすると、クリックしたアイコンの機能
に合わせて、詳細メニューエリアの表示が変わります。
選択できない非アクティブなアイコンは、薄いグレーで表
示されます。

選択されているアイコンが、強調表示されます。

試験の判定結果 (7 章 /8 章 / 9 章 /10 章 )

適合判定の規格の番号と Edition
ソフトウェアのバージョン

ヘルプボタン (13 章 )

インフォメーションバー
ソフトウェアの状態に合わせて
インフォメーションが表示されます。

接続状態 ( 通信状態 )：オンライン / オフライン (6 章 )

詳細メニューエリア
メニューエリアで選択した機能 ( アイコン ) に
応じて詳細メニューが表示されます。
スタートの詳細メニューでは、試験メニューを
選択できます。それ以外の場合は、各機能の設
定ボックスが表示されます。
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3.2　メインウィンドウの基本操作

メニューエリアの各アイコンの説明

スタート
試験メニューを選択、編集します。スタンダードメニューとして 4種類、または 5種類の
試験メニューが用意されています。また、試験メニューを独自に選択、構成することもで
きます ( ユーザー設定機能 )。

開く
ファイルに保存された次のデータを読み込みます。
・	 測定条件、判定条件などの設定情報
・	 WT から PCに取得した測定データ

接続
USB、GP-IB、またはイーサネットインタフェースを使って、PCとWTの通信をするため
の接続をします。

設定
測定条件、判定条件を設定します。

試験
測定を実行します。
・	 高調波測定では、試験プレビューもできます。
・	 電圧変動 /フリッカの測定方法には次の 2種類があります。
	 -	 通常の電圧変動 /フリッカ測定 (General	mode)
	 -	 手動スイッチング dmax 測定 (Manual	dmax	mode)

解析
測定結果を各種の数値リストやグラフで表示します。

印刷
タイトルやコメントを付けて、測定データのリストを報告書として印刷できます。

保存
次のデータをファイルに保存します。
・	 測定条件、判定条件などの設定情報
・	 WT から PCに取得した測定データ
・	 測定データを CSV 形式で保存

終了
本ソフトウェアを終了します。
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3.3 表示言語の設定と編集

操 作

表示言語の設定
1. 	 ヘルプボタン	 	をマウスで右クリックします。
2. 	 言語変更を選択します。
3. 	 表示する言語を選択します。

	 	

表示言語をカスタマイズする
言語情報ファイルを編集することで、表示言語をカスタマイズできます。
ユーザーが保存した言語情報ファイル ( カスタムファイル ) がある場合、次のように表示され
ます。言語情報ファイルの編集と保存については、次項「表示言語の編集」をご覧ください。

カスタムを選択すると、カスタムファイルが読み込まれます。

表示言語の編集
本ソフトウェアのダイアログボックスや各ウィンドウ内に表示される文字を編集できます。

1. 	 ヘルプボタン	 	をマウスで右クリックします。
2. 	 言語エディタを選択します。

	 	
表示言語の編集
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3.3　表示言語の設定と編集

3. 	 言語エディタダイアログボックスの現在値の列をクリックして、表示される文字列を編集し
ます。

	 	

クリックして、表示される文字列を編集

検索する文字列をここに入力して検索をクリックすると、文字列を検索できます。

編集した言語情報の保存
別名保存ボタンをクリックすると、編集した言語情報をファイルに保存できます。ファイル
の拡張子は *.lang です。

Note
英語と日本語の言語情報ファイルは、以下のフォルダに保存されています。
 C:¥Users¥ ＜ユーザー＞ ¥Documents¥YOKOGAWA¥IEC61000 Analysis Software for WT5000¥ 

Language

保存した言語情報の読み込み
読込みボタンをクリックすると、保存した言語情報ファイルを言語エディタダイアログボッ
クスに読み込めます。
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第 4 章 

スタートと終了

各ソフトウェアのスタートと終了の操作について、主に IEC	61000-3-2 高調波測定ソフトウェアの画
面を例に説明しています。

4.1 試験メニューを選択する

操 作
1. 	 メニューエリアの	 	を選択します。スタートの詳細メニューが表示されます。

	 	

スタンダード (4-2 ページ )
４種類、または 5 種類の試験メニューが
あります。

ユーザー設定 (4-3 ページ )
試験メニューを独自に選択、構成できます。

IEC 61000-3-2 高調波測定の場合だけ
表示される試験メニューです。
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4.1　試験メニューを選択する

スタンダードメニューから試験メニューを選択する
2. 	 スタンダードをチェックします。
3. 	 次の中から試験メニューを選択します。選択した試験メニューのアイコンが、メニューエリ

アに表示されます。
•	 新規測定
•	 保存データ解析
•	 保存データ印刷
•	 繰り返し測定
•	 簡易試験測定 ( 下図の点線枠内：IEC	61000-3-2 高調波測定の場合だけ表示されます。）

	

メニューエリア
選択された試験メニューのアイコンが表示されます。
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4.1　試験メニューを選択する

試験メニューをユーザー設定する
2. 	 ユーザー設定をチェックします。

	 	

3. 	 設定をクリックします。試験メニューユーザー設定ダイアログボックスが表示されます。
4. 	 設定するユーザー設定No. の各機能のチェックボックスで、実行する機能をチェックします。
5. 	 OKをクリックします。
6. 	 詳細メニューエリアのユーザー設定 1～ 5 から、実行する試験メニューをチェックします。

選択した試験メニューのアイコンがメニューエリアに表示されます。
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4.1　試験メニューを選択する

解 説

スタンダード試験メニュー
IEC	61000-3-2 高調波測定では 5種類、IEC	61000-3-3、IEC	61000-3-11、IEC	61000-3-12 では、4種
類のメニューから選択できます。
試験メニュー 内容
新規測定 測定条件、判定条件を設定して測定し、データを印刷、保存します。
保存データ解析 過去に測定し、保存したデータを解析し、印刷、保存します。
保存データ印刷 過去に測定し、保存したデータを印刷します。
繰り返し測定 前回、試験したときの測定条件、判定条件を用いて、測定します。測定データの

解析をせずに、測定データを印刷、保存します。
簡易試験測定 IEC	61000-3-2 高調波測定の試験メニューです。簡易試験測定をするには、以前に

行った規格適合試験で、簡易試験法が認められる条件を満たしていることが必要
です (1.4 節参照 )。簡易試験では入力電力と入力電力の THDを測定します。

試験メニューの選択
試験全体の構成を設定します。構成要素として以下の 9個の機能を選択できます。各機能の詳細
は「試験メニューの設定」(1-2	ページ ) をご覧ください。

スタート：測定メニューを選択、編集します。

開く：ファイルに保存された測定データや、WTの設定情報を読み込みます。

接続：WTと PCの通信接続を設定します。

設定：規格の判定条件や、WTの測定条件を設定します。

試験：測定を実行します。

解析：測定結果をバーグラフやトレンドグラフなどで表示します。

印刷：報告書や画面イメージを印刷します。

保存：測定データや設定情報を保存します。

終了：本ソフトウェアを終了します。
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4.1　試験メニューを選択する

試験メニューのユーザー設定
試験メニューの構成要素を自由に選択し、試験メニューを構成できます。5種類の試験メニューを
登録できます。
・	 スタートと終了は、常に選択されています。選択を解除できません。
・	 各機能は、試験メニューユーザー設定ダイアログボックスに表示される順序で配置されます。
順序の入れ替えはできません。

アイコンのアクティブ / 非アクティブ
WT機器との接続状態や測定データの有無によって選択できないアイコンがあります。このような
アイコンは薄いグレーで表示されます。

選択可能 ( アクティブ ) 選択不可 ( 非アクティブ )

たとえば、接続メニューの設定がオフラインの場合、「試験」のアイコンは選択できません。また、
測定の実行中は、「開く」、「接続」、「設定」などのアイコンは選択できません。

各アイコンを選択できない状態は以下のとおりです。
スタート 「試験」にて測定中のとき
開く 「試験」にて測定中のとき
接続 「試験」にて測定中のとき
設定 「試験」にて測定中のとき
測定 接続状態がオフラインのとき
解析 「試験」にて測定中のとき、または測定データがないとき
印刷 「試験」にて測定中のとき、または測定データがないとき
保存 「試験」にて測定中のとき、または測定データがないとき
終了 「試験」にて測定中のとき
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4.2 ソフトウェアを終了する

操 作
1. 	 メニューエリアの	 	を選択します。終了の詳細メニューが表示されます。

	 	

ソフトウェアの終了
2. 	 終了をクリックします。本ソフトウェアが終了します。

IEC ランチャーの終了
3. 	 画面右上の [× ] をクリックします。

	 	

IEC ランチャーの終了
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4.2　ソフトウェアを終了する

電源装置を使用している場合
4. 	 電源の ON/OFF の状態に関係なく、電源をOFF	にします。
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第 5 章 

開く ( 設定情報や測定データを読み込む )

各ソフトウェアでWTや電源の設定情報や、測定データを読み込む操作について、主に IEC	61000-3-2
高調波測定ソフトウェアの画面を例に説明しています。

5.1 設定情報 / 測定データを読み込む

操 作
1. 	 メニューエリアの	 	を選択します。「開く」の詳細メニューが表示されます。

	 	

読み込み (5-2 ページ )
読み込むデータの種類を選択

読み込み情報 (5-2 ページ )
読み込むファイルの選択とファイル情報
を表示

繰り返し性の確認 (5.2 節 )
測定データの繰り返し性を解析します。
( 上段の「読み込み」で「測定データの
繰り返し性を調べる」を選択した場合
だけ表示 )

IEC 61000-3-2 高調波測定の場合に表示

IEC 61000-3-12 高調波測定の場合に表示
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5.1　設定情報 / 測定データを読み込む

読み込むデータの種類を選択する
2. 	 読み込みボックスで、読み込むデータの種類を選択します。

高調波測定ソフトウェア
IEC 61000-3-2、IEC 61000-3-12 の場合

電圧変動 / フリッカ測定ソフトウェア 
IEC 61000-3-3、IEC 61000-3-11 の場合

*		「簡易試験のための測定データを読み込む」
はIEC	61000-3-2のときだけ表示されます。

Note
・	 4.1 節の試験メニューの選択で簡易試験測定を選択し、これから規格簡易試験を実行する場合だけ、「簡
易試験のための測定データを読み込む」を選択します。

・	 すでに実行し、保存した規格適合試験や規格簡易試験の結果を解析する場合は、「測定データを読み込む」
を選択します。

・	 電源に関する設定情報は、*.ini ファイルに保存されています。電源機能を使用している場合は、電源の
設定情報を読み込みます。

読み込むファイルを選択する
3. 	 ファイルの場所を指定します。ファイルの場所は次の 2箇所で指定できます。

・	 読み込み情報ボックス
・	 設定 &表示エリアの上端

	 ファイルの場所を指定すると、設定 &表示エリアに読み込み可能なファイルの情報が表示されます。

4. 	 ファイル名を指定します。読み込み可能なファイルが複数ある場合、次の 2種類の方法で指
定できます。
・	 読み込み情報ボックスのファイル名ボックスの をクリックします。選択できるファイルが一覧表
示されます。一覧からファイルを選択します。

・	 設定 &表示エリアに一覧表示されているファイルから読み込むファイルを選択します。

5. 	 読み込みをクリックするか、選択したファイルをダブルクリックします。選択したファイル
に応じて、測定データまたは設定情報が読み込まれます。
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5.1　設定情報 / 測定データを読み込む

Note
・	 オンラインモードで、設定情報、測定データを読み込むと、オフラインになります。
・	 設定情報を読み込み中にエラーが発生した場合は、設定をデフォルト値に戻します。
・	 設定情報、測定データを読み込み中にエラーが発生した場合は、正しく読み込まれていない場合があり
ます。ファイル名や拡張子を確認のうえ、再度、読み込みをしてください。

・	 測定中は、設定情報、測定データ、波形データの読み込みはできません。

ファイル情報の表示の設定
1. 	 設定 &表示エリアの上端にある、ファイル情報の見出しエリアにマウスカーソルを当てて、

右ボタンをクリックします。表示する情報の設定ボックスが表示されます。

2. 	 表示する情報にチェックをします。
高調波測定ソフトウェア IEC 61000-3-2、IEC 61000-3-12 の場合

電圧変動 / フリッカ測定ソフトウェア IEC 61000-3-3、IEC 61000-3-11 の場合
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5.1　設定情報 / 測定データを読み込む

解 説

設定情報の読み込み
11.1 節で保存された設定情報を読み込めます。
・	 設定情報ファイルの表示は、ソフトウェアによって異なります。
	- 高調波測定ソフトウェア IEC 61000-3-2、IEC 61000-3-12 の場合
ファイル情報の表示欄のMeasured	data の欄に「-」が表示されます。
	- 電圧変動 / フリッカ測定ソフトウェア IEC 61000-3-3、IEC 61000-3-11 の場合
ファイル情報の表示欄のGeneral	Data と Manual	Data の欄に「-」が表示されます。

・	 設定情報ファイルの拡張子：	.ini
・	 設定情報の内容は、次のとおりです。
	- 測定条件、判定条件の設定
WTから取得したり、ファイルから読み込んだ測定データを、読み込んだ判定条件で判定でき
ます。
・	 IEC	61000-3-2 の場合 ▶ 7.3 節、7.4 節参照
・	 IEC	61000-3-3 の場合 ▶ 8.3 節、8.4 節参照
・	 IEC	61000-3-11 の場合 ▶ 9.3 節、9.4 節参照
・	 IEC	61000-3-12 の場合 ▶ 10.3 節、10.4 節参照

表示設定 ( 試験、解析 )：高調波測定の場合だけ
・	 IEC	61000-3-2 のとき ▶試験：7-37	ページ、解析：7-71	ページ参照
・	 IEC	61000-3-12 のとき ▶試験：10-22	ページ、解析：10-35	ページ参照

トレンドグラフと CPF グラフの表示設定：電圧変動 /フリッカ測定の場合だけ
・	 IEC	61000-3-3 のとき ▶トレンドグラフ：8.10 節、CPF グラフ：8.11 節参照
・	 IEC	61000-3-11 のとき ▶トレンドグラフ：9.10 節、CPF グラフ：9.11 節参照

	- 報告書のタイトル /コメント (11.1 節参照 )
	- 読み込んだタイトルやコメントを付けて、WTから取得したり、ファイルから読み込んだ測定
データの報告書を保存 / 印刷できます。保存 / 印刷の操作については、11 章、12 章をご覧
ください。
	- 電源を使用した場合は、電源の設定情報も保存されます。

高調波の測定データの読み込み
高調波測定ソフトウェア IEC	61000-3-2、IEC	61000-3-12 では、12.1 節で保存された測定データ /
波形データ /設定情報を読み込めます。保存されたデータをオフラインのままで解析したり、印刷
できます。
測定データのファイルには、次の 2種類があります。

適合試験の測定データだけを含み、簡易試験の測定データを含まないファイル
・	 ファイル情報の表示欄のMeasured	data の欄に「*」が表示されます。
・	 次の 2種類の拡張子のファイルから構成されています。
拡張子：	 .fdt	 測定データ ( 適合試験データ )
	 .ini	 設定情報

WT3000E/WT3000 シリーズの測定データを読み込んだ場合
・	 ファイル情報の表示欄のMeasured	data の欄に「*(Old)」が表示されます。
・	 オフライン解析のため、規格条件を変更して再判定することはできません。
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5.1　設定情報 / 測定データを読み込む

適合試験の測定データと簡易試験の測定データを含むファイル
・	 4.1 節の試験メニューの選択で簡易試験測定を選択し、規格簡易試験を実行し、その測定デー
タを保存したファイルです。

・	 ファイル情報の表示欄のMeasured	data の欄に「**」が表示されます。
・	 次の 2種類の拡張子のファイルから構成されています。
拡張子：	 .fdt	 測定データ ( 次の 2種類のデータが含まれています )

	 	 	 ・	簡易試験データ
	 	 	 ・	簡易試験の判定基準にした適合試験データ
	 .ini	 設定情報

測定データには、そのデータを測定したときの設定情報が含まれています。測定データを読
み込むと、設定情報も読み込まれます。

	 	

データを読み込むと、総合判定が表示されます。

表示例：PASS

	 	

Note
・	 簡易試験は、IEC	61000-3-2 のときだけ選択できる試験メニューです。
・	 CSV 形式で保存した測定データは、本ソフトウェアに読み込めません。
・	 試験メニューで高調波プレビュー /波形プレビューを実行中は、設定情報 /測定データ / 波形データの
読み込みはできません。
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5.1　設定情報 / 測定データを読み込む

簡易試験のための測定データの読み込み
( IEC 61000-3-2 のときだけ )
高調波測定ソフトウェア IEC	61000-3-2 で簡易試験を行う場合、簡易試験の判定基準にする適
合試験の測定データを読み込みます。
12.1 節で保存された測定データを読み込めます。読み込める測定データのファイルには、次
の 2種類があります。
・	 適合試験の測定データだけを含み、簡易試験の測定データを含まないファイル
・	 適合試験の測定データと簡易試験の測定データを含むファイル
詳細は 5-4	ページの「高調波の測定データの読み込み」をご覧ください。

判定基準にする適合試験の測定データを読み込むと、簡易試験が認められる条件 (1.4 節参照 )
を満たしているかを判定します。条件を満たしていない場合は次のメッセージが表示されま
す。簡易試験を実行できません。

電圧変動 / フリッカの測定データ / 設定情報の読み込み 
電圧変動 /フリッカ測定ソフトウェア IEC	61000-3-3、IEC	61000-3-11 では、12.1 節で保存された
測定データ /設定情報を読み込めます。
・	 測定データを含むファイルは、ファイル情報の表示欄のGeneral	Data と Manual	Data の欄に「*」
が表示されています。

・	 測定データを含むファイルは、次の 2種類の拡張子のファイルから構成されています。
拡張子：	 	 .fdt	 測定データ
	 	 .ini	 設定情報

WT3000E/WT3000 シリーズの測定データを読み込んだ場合
・	 ファイル情報の表示欄のGeneral	Data と Manual	data の欄に「*(Old)」が表示されます。
・	 オフライン解析のため、規格条件を変更して再判定することはできません。

Note
フリッカ測定ステータスが Reset	( リセット ) のときだけ、設定情報を読み込めます。フリッカ測定ステー
タスについては、IEC	61000-3-3 の場合は 8-36	ページまたは8-47	ページ、IEC	61000-3-11 の場合は 9-40	ペー
ジまたは 9-51	ページをご覧ください。
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5.1　設定情報 / 測定データを読み込む

ファイル情報の種類
日時
ファイルが保存された年 /月 / 日　時：分：秒

報告書タイトル (11.1 節参照 )

報告書コメント (11.1 節参照 )

Measured Data
	高調波測定ソフトウェア IEC	61000-3-2、IEC	61000-3-12	の場合に表示されます。
- 設定情報ファイル
*(Old) WT3000E/WT3000 シリーズの測定データファイル
* 適合試験の測定データだけを含み、簡易試験の測定データを含まないファイル
** 適合試験の測定データと簡易試験の測定データを含むファイル

General Data
電圧変動 /フリッカ測定ソフトウェア IEC	61000-3-3、IEC	61000-3-11 の場合に表示されます。
*(Old) WT3000E/WT3000 シリーズの測定データファイル
* 通常の電圧変動 /フリッカ測定 (General	mode) で測定したデータが含まれるファイル

Manual Data
電圧変動 /フリッカ測定ソフトウェア IEC	61000-3-3、IEC	61000-3-11 の場合に表示されます。
*(Old) WT3000E/WT3000 シリーズの測定データファイル
* 手動スイッチング dmax 測定 (Manual	dmax	mode) で測定したデータが含まれるファイル

ファイル名 (12.1 節参照 )

エレメント構成
WT5000 のエレメントの構成が左端からエレメント 1～ 7の順でアイコンで表示されます。
WT3000E/WT3000 シリーズの測定データを読み込んだ場合は、数字で表示されます。

高調波測定ソフトウェア IEC 61000-3-2、IEC 61000-3-12 の場合

電圧変動 / フリッカ測定ソフトウェア IEC 61000-3-3、IEC 61000-3-11 の場合

エレメント構成の各行にマウスカーソルを当てると、
エレメント詳細情報 ( 形名、計器番号 ) が表示されます。

ファイル一覧のソート
各項目の見出しエリアをクリックすると、読み込んだファイルの一覧を、昇順 / 降順でソー
トできます。ソートされた項目の見出しエリアには、 ( 昇順 )/ ( 降順 ) が表示されます。
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5.2 測定データ ( 高調波 ) の繰り返し性を調べる

高調波測定ソフトウェア IEC	61000-3-2、IEC	61000-3-12 の場合に選択可能な機能です。

操 作
1. 	 メニューエリアの	 	を選択します。「開く」の詳細メニューが表示されます。詳細メニュー

全般については 5.1 節をご覧ください。

2. 	 読み込みボックスで、測定データの繰返し性を調べるを選択します。

読み込むファイルを選択する
3. 	 ファイルの場所を指定します。ファイルの場所は次の 2箇所で指定できます。

・	 読み込み情報ボックス

	 	 	

・	 設定 &表示エリアの上部 ( 次ページの図を参照 )
	 	ファイルの場所を指定すると、設定 &表示エリアの上段にある測定データファイルリスト
にファイルの情報が表示されます。

4. 	 読み込むファイルを選択します。次の 5種類の方法で選択できます。選択したファイルの情
報が、設定 &表示エリアの下段にある解析対象ファイルリストに表示されます。

・	 読み込み情報ボックスのファイル名ボックスの をクリックします。選択できるファイルが一覧表示さ
れます。その中からファイルを選択し、読み込みをクリックします。

・	 測定データファイルリストで選択したファイルをダブルクリックします。
・	 測定データファイルリストで選択したファイルを、解析対象ファイルリストにドラッグ＆ドロップします。
・	 測定データファイルリストでファイルを選択した状態で	 	をクリックします。
・	 測定データファイルリストで選択したファイルを右クリックして登録をクリックします。

Note
拡張子が .fdt と .ini で構成される測定データを読み込めます。CSV	形式で保存した測定データ (.csv) の読み
込みはできません。
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5.2　測定データ ( 高調波 ) の繰り返し性を調べる

5. 	 操作 4を繰り返し、比較するファイルをすべて選択します。
測定データファイルの場所の指定

測定データファイルリスト
測定データファイルの一覧

解析対象ファイルリスト
繰り返し性を解析する対象として
選択したファイルの一覧

上段の測定データファイルリストで
選択したファイルを下段の解析対象
ファイルリストに追加

解析対象ファイルの選択を取り消す
6. 	 次の種類の方法で、解析対象ファイルの選択を取り消します。
・	 解析対象ファイルリストでファイルを選択した状態で	 	をクリックします。

・	 解析対象ファイルリストで選択したファイルを	 	にドラッグ＆ドロップします。
・	 解析対象ファイルリストでファイルを選択した状態で Deleteキーを押します。

・	 解析対象ファイルリストで選択したファイルを右クリックして削除をクリックします。
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5.2　測定データ ( 高調波 ) の繰り返し性を調べる

解析の実行
7. 	 解析実行をクリックします。解析メニューに移行し、測定データの繰り返し性の解析結果が

表示されます。

	 	

Note
・	 多相機器の場合、同じ入力エレメント ( 同じ相 ) のファイルを選択して、測定データを比較することを
おすすめします。異なる相の測定データでは再現性を正しく判定できません。

・	 選択したファイルが 1つだけの場合、解析実行ボタンはアクティブになりません。
・	 WT との接続状態がオンラインの場合、解析を実行するとオフラインに移行します。
・	 解析メニューでは繰り返し性以外の各項目は薄いグレーで表示され、選択できません。
・	 解析を実行すると、試験、印刷、保存の各メニューは薄いグレーで表示され、選択できません。

	 比較した例	 25 次で差異が 5	％を超えています。

	 	

25次成分

ファイル情報の表示の設定
1. 	 設定 &表示エリアの上端にある、ファイル情報の見出しエリアにマウスカーソルを当てて、

右ボタンをクリックします。表示する情報の設定ボックスが表示されます。

2. 	 表示する情報をチェックします。

	 	

Note
次数は常に表示されます。表示オフにできません。
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5.2　測定データ ( 高調波 ) の繰り返し性を調べる

解 説
ファイルに保存された高調波の測定データ中の平均値を比較し、次数ごとに測定データの差異を
バーグラフとリストで表示できます。同一製品または同一モデルの製品の高調波を測定したとき、
同一の測定条件の元で測定されたデータ間の差異が、限度値の 5	％の範囲内にあるか ( 繰り返し性 )
を判定できます。

測定データの再現性ウィンドウ
比較した例を下図に示します。

	 	

平均値
＋5％ライン

－5％ライン －最大誤差
(黄色)

＋最大誤差
(青色)

5％ラインを超えると赤色

バーグラフ表示リスト表示

最大値 (Mnmax)
各次数の平均値の中の最大値

最小値 (Mnmin)
各次数の平均値の中の最小値

平均値 (Mnmean)
選択したファイルの各次数の平均値の平均

＋最大誤差
各次数のMnmax と Mnmean との差異の割合 (％ )

	 Mnmax － Mnmean
限度値 ×100

－最大誤差
各次数のMnmin と Mnmean との差異の割合 (％ )

	 Mnmin － Mnmean
限度値 ×100
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5.2　測定データ ( 高調波 ) の繰り返し性を調べる

表示色
バーグラフ
次数ごとに表示されるバーグラフは、＋最大誤差または－最大誤差の大きさから換算された
長さで表示されます。それぞれの表示色が表す意味は、下表のとおりです。

青 ＋最大誤差で、＋ 5	％ラインよりも小さい差異 ( 誤差 )。
黄 －最大誤差で、－ 5	％ラインよりも小さい差異。
赤 ＋最大誤差で、＋ 5	％ライン以上の差異。

－最大誤差で、－ 5	％ライン以上の差異。
*	 表示色の名称に、Microsoft	Word または Excel での色見本の名称を使用しています。

リスト
次数ごとに平均値、限度値、＋最大誤差および－最大誤差が、黒色の数値で表示されます。

比較可能なファイル数
測定データの再現性を判定するには、複数のファイルを選択する必要があります。
比較可能なファイル数：2～ 10

Note
・	 多相機器の場合、同じ入力エレメント ( 同じ相 ) のファイルを選択して、測定データを比較することを
おすすめします。異なる相の測定データでは再現性を正しく判定できません。

・	 選択したファイルが 1つだけでも、測定データの再現性ウィンドウが表示されます。ただし、比較する
ことはできません。

・	 再現性を判定するには、比較対象のファイルに保存されている測定データが、次の条件下で測定された
ものであることを確認してください。
-	 同じ判定対象機器 ( 同じ形名の製品という意味ではなく、同一の機器という意味 )
-	 同じ試験条件
-	 同じ試験装置
-	 同じ気象条件 ( 判定対象機器が影響を受ける場合 )
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第 6 章 

接続 (WT と PC の通信を設定する )

各ソフトウェアでWTと PC、電源を接続する操作について、主に IEC	61000-3-2 高調波測定ソフトウェ
アの画面を例に説明しています。

6.1 WT と PC の通信を新規に設定する ( 新規接続 )

操 作
1. 	 メニューエリアの	 	を選択します。接続の詳細メニューが表示されます。

	 本ソフトウェアを起動したときに接続可能なWTが自動で検出され、最初に見つかった接続対象の情報
が表示されます。

	 	

接続条件 (6-2 ページ )
接続条件の選択。

電源との接続 (6-2 ページ )
NF 電源との接続についての設定。

接続デバイス (6-3 ページ )
通信インタフェースの選択と、
接続についての詳細設定。

接続 (6-4 ページ )
オンライン /オフラインの
切り替えの実行。
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6.1　WT と PC の通信を新規に設定する ( 新規接続 )

	 接続可能なWTが見つからなかった場合、次のメッセージが表示されます。

	 	

上記のメッセージが表示された場合、次のことを確認してください。
・	 WT の電源がオンになっているか。
・	 通信インタフェースのケーブルが接続されているか。
・	 複数のWTの通信設定 (GP-IB アドレス、IP アドレスなど ) が、重複していないか。

接続条件
2. 	 新規接続を選択します。

	 	

Note
・	「読み込みファイルと同条件」は、5.1 節で設定情報または測定データを読み込んだときだけ選択できま
す。

・	 簡易試験を行う場合は、「読み込みファイルと同条件」を選択します。
・	「前回終了時と同条件」は、本ソフトウェアを初めて起動したときには選択できません。

電源との接続の設定
3. 	 NF 電源接続について使用するまたは使用しないを選択します。
4. 	 使用するを選択した場合は、通信相手となる電源のGP-IB アドレスを選択します。

	 	

Note
・	 GP-IB アドレスの「0」は、PC側で使用するアドレスとして予約されているので、「0」を選択できません。
・	 WT と NF 電源を GP-IB でコントロールする場合、それぞれの機器のアドレスを異なる値に設定してくだ
さい。アドレスが重複している場合、エラーダイアログが表示されます。
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6.1　WT と PC の通信を新規に設定する ( 新規接続 )

接続デバイス
自動検出で表示された接続デバイスの設定を変更できます。

5. 	 USB、GPIB、または Ethernetを選択します。
・	 USB を選択した場合は、操作 8へ進みます。
・	 GP-IB を選択した場合は、操作 6へ進みます。
・	 Ethernet を選択した場合は、操作 7へ進みます。

	 	

通信アドレスを選択する (GP-IB）
6. 	 通信相手となるWTの GP-IB アドレスを選択します。

	 	

操作 8に進みます。

Note
GP-IB アドレスの「0」は、PC側で使用するアドレスとして予約されているので、「0」を選択できません。
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6.1　WT と PC の通信を新規に設定する ( 新規接続 )

IP アドレス / ユーザー名 / パスワードを設定する (Ethernet）
7. 	 通信相手となるWTの IP アドレス、User	Name、Password	を設定します。

	 	

接続開始
8. 	 オンライン接続開始をクリックします。通信相手のWTと通信が開始されます。通信可能で

あることが自動的に確認されたあと、以降の設定や測定操作を実行できます。

	 	

Note
・	 オンライン接続が未完了の場合、測定、解析、印刷、保存などへの移動はできません。
・	 オンライン接続開始をクリックして通信を開始したときに、通信相手のWTが測定可能な状態にない場
合は、通信エラーになります。そのほか、GP-IB アドレス、IP アドレス、User	Name、Password が間違っ
ている、または通信相手からの応答がない場合も通信エラーになります。
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6.1　WT と PC の通信を新規に設定する ( 新規接続 )

解 説

通信アドレスの選択
GP-IB
通信相手となるWTの GP-IB アドレスを選択します。
選択範囲：1～ 30

Ethernet
・	 通信相手となるWTの IP アドレスを設定します。
設定範囲：0.0.0.0 ～ 255.255.255.255

・	 通信相手となるWTの User	Name、Password を設定できます。
設定可能な文字：WT本体で設定可能な文字

電源との接続の設定
通信相手となる電源のGP-IB アドレスを選択します。
選択範囲：1～ 30

接続条件と接続状態の表示
・	 インフォメーションエリアに、接続状態が表示されます。

	

接続状態

・	 詳細メニューで設定された接続条件と、現在の接続状態が、設定 &表示エリアに表示されます。

電源を使用していない場合

	 	

切断状態 ( オフライン ) 接続条件

接続状態 ( オンライン )
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6.1　WT と PC の通信を新規に設定する ( 新規接続 )

電源を使用している場合
切断状態 ( オフライン ) のとき
ES シリーズ電源とDPシリーズ電源の両方のイラストが表示されます。

	 	

切断状態
(オフライン )

ESシリーズ DPシリーズ
接続条件

接続状態 ( オンライン ) のとき
ES シリーズ電源とDPシリーズ電源のどちらか、接続したほうのイラストが表示されます。

	 	

•  ES シリーズ電源と接続した場合 •  DP シリーズ電源と接続した場合

接続状態
( オンライン )

Note
・	 オフラインからオンラインに切り替わるのに 10 秒以上かかることがあります。
・	 GP-IB を用いてWTと通信をする場合、NI( ナショナルインスツルメンツ ) 社製以外のGP-IB カードでは、
通信機能が正常に動作しない場合があります。NI 社製の GP-IB カードを使用してください。
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6.2 通信設定を読み込みファイルと同条件にする

操 作
1. 	 メニューエリアの	 	を選択します。接続の詳細メニューが表示されます。詳細メニュー

全般については 6.1 節をご覧ください。

2. 	 接続条件には、読み込みファイルと同条件を選択します。

	 	

Note
・	 5.1 節で設定情報を読み込んだ場合だけ、「読み込みファイルと同条件」を選択できます。
・	 IEC	61000-3-2 で簡易試験を行うときは、「読み込みファイルと同条件」を選択します。

接続開始
3. 	 オンライン接続開始をクリックします。通信相手のWTと通信が開始されます。通信可能で

あることが自動的に確認されたあと、以降の設定や測定操作を実行できます。

	 	

Note
・	 オンライン接続が未完了の場合、測定、解析、印刷、保存などへの移動はできません。
・	 オンライン接続開始をクリックして通信を開始したときに、通信相手のWTが測定可能な状態にない場
合は、通信エラーになります。そのほか、GP-IB アドレス、IP	Address、User	Name、Password が間違っ
ている、または通信相手からの応答がない場合も通信エラーになります。

解 説
5.1 節の「設定情報を読み込む」で読み込んだファイルと同じ通信設定にします。
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6.3 通信設定を前回終了時と同条件にする

操 作
1. 	 メニューエリアの	 	を選択します。接続の詳細メニューが表示されます。詳細メニュー

全般については 6.1 節をご覧ください。

2. 	 接続条件には、前回終了時と同条件を選択します。

	 	

Note
・	 本ソフトウェアを初めて起動したときは、「前回終了時と同条件」を選択できません。
・	 IEC	61000-3-2 で簡易試験を行うときは、「読み込みファイルと同条件」を選択します。

接続開始
3. 	 オンライン接続開始をクリックします。通信相手のWTと通信が開始されます。通信可能で

あることが自動的に確認されたあと、以降の設定操作や測定実行の操作ができるようになり
ます。

	 	

Note
・	 オンライン接続が未完了の場合、測定、解析、印刷、保存などへの移動はできません。
・	 オンライン接続開始をクリックして通信を開始したときに、通信相手のWTが測定可能な状態にない場
合は、通信エラーになります。そのほか、GP-IB アドレス、IP	Address、User	Name、Password が間違っ
ている、または通信相手からの応答がない場合も通信エラーになります。

解 説
通信設定を、本ソフトウェアを前回終了したときと同じ通信設定にします。
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6.4 通信をオフラインにする

操 作
1. 	 メニューエリアの	 	を選択します。接続の詳細メニューが表示されます。詳細メニュー

全般については 6.1 節をご覧ください。

2. 	 オンライン接続時にオンライン接続終了をクリックします。WTとの通信が切断されます。
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第 7 章 

IEC 61000-3-2 高調波測定

この章では、IEC	61000-3-2 高調波測定ソフトウェアの、設定、試験、解析の手順について説明しています。

スタート	 4 章参照

開く	 	 5 章参照

接続	 	 6 章参照

設定 ( 測定条件、判定条件を設定する )

7.1	 試験全般についての条件を設定する
7.2	 電源を設定する
7.3	 WT の測定条件を設定する
7.4	 WT の判定条件を設定する
7.5	 オプション条件を設定する

試験 ( 測定を実行する )

7.6	 電源の出力のオン /オフ ( 電源機能使用時 )
7.7	 高調波データ、波形データをプレビューする
7.8	 試験プレビューの表示を設定する
7.9	 リストプレビューの表示を設定する
7.10	 バープレビューの表示を設定する
7.11	 波形プレビューの表示を設定する
7.12	 簡易ユーザー指定値測定を実行する
7.13	 規格適合試験 ( 高調波測定 ) を実行する
7.14	 規格簡易試験を実行する
7.15	 ウィンドウの整列機能

解析 ( 判定結果や測定データを表示する )

7.16	 全判定グラフを表示する
7.17	 高調波電流リスト &グラフを表示する
7.18	 高調波バーグラフを表示する
7.19	 高調波測定値リストを表示する
7.20	 トレンドグラフを表示する
7.21	 波形グラフを表示する
7.22	 規格簡易試験の結果を表示する

印刷	 	 11 章参照

保存	 	 12 章参照

終了	 	 4 章参照
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IEC 61000-3-2 > 設定

設定 ( 測定条件、判定条件を設定する )

7.1 試験全般についての条件を設定する

操 作
1. 	 メニューエリアの	 	を選択します。設定の詳細メニューが表示されます。

	

結線方式 ( 次ページ )
測定回路の結線方式を選択します。

試験条件 ( 次ページ )
試験条件を設定します。

電源周波数▶7.2 節

測定時間 (7-6 ページ )
被試験機器の挙動に応じて測定時間
を設定します。

入力電流
入力電流を測定する電流レンジを
選択します。

設定 &表示エリアの	 	は、標準設定 /詳細設定の切り替えボタンです。詳細については 7.2
節、7.3 節をご覧ください。

標準設定

詳細設定

入力電流
2. 	 入力電流を測定する電流レンジを、プルダウンメニューから選択します。

Note
CF3 または CF6 は、それぞれクレストファクター (CF) の設定が 3または 6に設定されていることを示して
います。
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IEC 61000-3-2 > 設定
7.1　試験全般についての条件を設定する

結線方式
3. 	 測定回路の結線方式を、次の中から選択します。

・	 単相 2線式 230V 機器用
・	 三相 4線式 400V	機器用
・	 単相 2線式 100V	機器用 (JIS)
・	 単相 2線式 200V	機器用 (JIS)
・	 三相 3線式 200V 機器用 (JIS)
・	 単相 3線式 100V/200V 機器用 (JIS)

Note
結線方式を選択すると、設定 &表示エリアに表示されている以下の設定が、選択された結線方式に連動し
たデフォルト値に変更されます。デフォルト値については 7.3 節、7.4 節をご覧ください。
・	 WT の設定条件 (WT 測定器のタブ )
・	 試験の判定条件 ( 規格のタブ )

試験条件
選択している規格によって操作手順が異なります。
・	 IEC	61000-3-2	Ed5.0	A1、IEC	61000-3-2	Ed5.0、JIS	C	61000-3-2	2019 の場合
・	 IEC	61000-3-2	Ed4.0 の場合
規格の設定については、7.4 節をご覧ください。初期設定は IEC	61000-3-2	Ed5.0	A1 です。

IEC 61000-3-2 Ed5.0 A1、IEC 61000-3-2 Ed5.0、JIS C 61000-3-2 2019 の場合
4. 	 クラスを A、B、C、またはDから選択します。

	 	

5. 	 試験条件としてクラス Aを選択した場合、適用する限度値を選択します。
・	 クラス A限度値を適用する
・	 電気掃除機
・	 高圧洗浄機
・	 エアコン >	600	W*
	 *	 	結線方式として以下の項目を選択し、試験条件としてクラス Aを選択した場合、エアコン >600W

を選択できます。
	 -	 単相 2線式 100V 機器用 (JIS)
	 -	 単相 2線式 200V 機器用 (JIS)
	 -	 三相 3線式 200V 機器用 (JIS)
	 -	 単相 3線式 100/200V 機器用 (JIS)
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IEC 61000-3-2 > 設定
7.1　試験全般についての条件を設定する

6. 	 クラス Cを選択した場合、電力レンジが 25	Wを超えるか、25	Wから 5	Wの範囲内かを選択
します。
・	 >25Wを選択した場合は、操作 7へ進みます。
・	 <=25W,>=5Wを選択した場合は、操作 8へ進みます。

	 	

7. 	 クラス Cを選択し、電力レンジが 25	Wを超える場合、適用する限度値を選択します。
・	 クラス C限度値を適用する
・	 クラス C限度値を適用する ( 調光照明 )
・	 クラス A限度値を適用する ( 調光照明 )

	 	 操作 11 に進みます。

8. 	 クラス Cを選択し、電力レンジが 25	Wから５	Wの範囲内である場合、以下から選択します。
・	 クラスD限度値を適用する
・	 3 次 5次と電流波形から判定する
・	 THD,2,3,5,7,9,11 次より判定する

	 	 操作 11 に進みます。

9. 	 クラス Dを選択した場合、適用する限度値を選択します。
・	 クラスD限度値を適用する
・	 冷蔵庫または冷凍庫 (VSD)

	 	 操作 11 に進みます。

IEC 61000-3-2 Ed4.0 の場合
4. 	 IEC	61000-3-2	Ed4.0 の附属書 Cを使用する場合、チェックボックスをチェックして、機器の

試験条件を、次の中から選択します。
・	 C.7	電気掃除機
・	 C.15	高圧洗浄機
・	 C.16.2	冷蔵庫または冷凍庫 (VSD)
・	 C.16.3	冷蔵庫または冷凍庫 (VSD 以外 )

C を使用しない場合は、操作 6へ進みます。

Note
メニュー表示にない附属書 Cの試験条件を使用する場合、附属書 Cを使用しない場合と同様に操作 6へ進
みます。
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5. 	 IEC	61000-3-2	Ed4.0 の附属書 C16.2 を選択した場合、器具の電流 (Im)、器具の定格電圧 (Ur)
を設定します。器具の有効電力 (Pi) は自動的に演算されます。

	 	

6. 	 IEC	61000-3-2	Ed4.0 の附属書 Cについて使用しない場合、および以下の項目を選択した場合、
被測定機器のクラスを A、B、C、またはDから選択します。
・	 附属書 Cを使用しない ( チェックなし )
・	 附属書 C7 を使用
・	 附属書 C15 を使用

	 結線方式として次の項目を選択した場合の表示例。
・	 単相 2線式 230V 機器用
・	 三相 4線式 400V 機器用

	 	

7. 	 結線方式として以下の項目を選択し、試験条件としてクラス Aを選択した場合、有効電力が
600	Wを超えるエアコンであるかを設定します。
・	 単相 2線式 100V 機器用 (JIS)
・	 単相 2線式 200V 機器用 (JIS)
・	 三相 3線式 200V 機器用 (JIS)
・	 単相 3線式 100/200V 機器用 (JIS)

	 	

8. 	 クラス Cを選択した場合、電力レンジが 25	Wを超えるかを選択します。
・	 >25Wを選択した場合は、操作 9へ進みます。
・	 <=25Wを選択した場合は、操作 10 へ進みます。
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9. 	 クラス Cを選択し、電力レンジが 25	Wを超える場合、適用する限度値を選択します。
・	 クラス C限度値を適用する
・	 クラス C限度値を適用する ( 調光照明 )
・	 クラス A限度値を適用する ( 調光照明 )

	 	 操作 11 に進みます。

10. 	 クラス Cを選択し、電力レンジが 25	W以下である場合、以下のどちらかを選択します。
・	 クラスDの限度値を適用する。
・	 3 次と 5次の高調波電流の大きさと電流波形から判定する。

	 	 操作 11 に進みます。

測定時間
11. 	 測定時間を設定します。

IEC	61000-3-2	Ed4.0 の場合は、附属書 Cについて以下の項目を選択したとき、測定時間を設定します。
・	 附属書 Cを使用しない ( チェックなし )
・	 附属書 C7 を使用
・	 附属書 C15 を使用

Note
試験条件または測定時間の設定を変更すると、設定 &表示エリアに表示されている試験の判定条件 ( 規格
のタブ ) のそれぞれの設定が、連動して変更されます。詳細については 7.4 節の解説をご覧ください。

解 説

結線方式
IEC	61000-3-2 の限度値を用いて測定する場合、結線方式を次から選択します。
・	 単相 2線式 230V 機器用
・	 三相 4線式 400V 機器用

JIS の限度値を用いて測定する場合、結線方式を次の中から選択します。
・	 単相 2線式 100V 機器用 (JIS)
・	 単相 2線式 200V 機器用 (JIS)
・	 三相 3線式 200V 機器用 (JIS)
・	 単相 3線式 100/200V 機器用 (JIS)

試験条件
IEC 61000-3-2 Ed5.0 A1、IEC 61000-3-2 Ed5.0、JIS C 61000-3-2 2019 の場合

クラス
規格に規定されているクラス分けの基準に沿って、A、B、C、Dの中からクラスを選択して
ください。ここで選択したクラスによって設定内容が異なります。

クラス A
適用する限度値を次の中から選択できます。
・	 クラス A限度値を適用する
・	 電気掃除機
・	 高圧洗浄機
・	 エアコン >	600	W*
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*	 	結線方式として以下の項目を選択し、試験条件としてクラス Aを選択した場合、エアコン >600W
を選択できます。
-	 単相 2線式 100V 機器用 (JIS)
-	 単相 2線式 200V 機器用 (JIS)
-	 三相 3線式 200V 機器用 (JIS)
-	 単相 3線式 100/200V 機器用 (JIS)

限度値を適用する電力の下限の設定については 7.4 節をご覧ください。

クラス B
設定内容はクラス Aと同じです。適用される限度値がクラス Aの 1.5 倍になります。

クラス C
機器の有効電力が 25	Wを超えるかを設定します。
・	 機器の有効電力が 25	Wを超える場合 (>25W) の設定
適用する限度値を「クラス Aの限度値」または「クラス Cの限度値」から選択できます。
	- 器具内用調光器をもつか、または外郭内に調光器を組み込んで構成する白熱電球照明機
器にはクラス Aの限度値 ( 調光照明 ) を適用します。
	- 器具内用調光器をもつか、または外郭内に調光器を組み込んで構成する白熱電球照明機
器以外にはクラス Cの限度値 ( 調光照明 ) を適用します。
	- それ以外の照明機器にはクラス Cの限度値を適用します。
基本波電流と力率の設定については 7.4 節をご覧ください。

・	 機器の有効電力が 25	Wから 5	Wの範囲内の場合 (<=25W,>=5W) の設定
「クラスD限度値を適用する」、「3次 5次と電流波形から判定する」または「THD,	2,	3,	5,	7,	
9,	11 次より判定する」のどれかを満足することが規定されています。
	- クラス D限度値を適用して判定するとき
クラスDと同じ電力比例限度値が適用されます。
電力の設定については 7.4 節をご覧ください。
	- 3 次 5 次と電流波形から判定するとき
電流の基本波に対する 3次と 5次の高調波の比率と、電圧の基本波形と電流波形の関係
(1-24	ページ参照 ) が規定されています。
基本波の電流値と、電流波形の判定の設定については 7.4 節をご覧ください。
	- THD,	2,	3,	5,	7,	9,	11 次より判定するとき
THD( 総合高調波ひずみ )、2次、3次、5次、7次、9次、11 次の高調波の比率が規定さ
れています。

クラス D
適用する限度値を「クラスD限度値を適用する」、「冷蔵庫または冷凍庫 (VSD)」から選択で
きます。
以下の設定については 7.4 節をご覧ください。
・	 電力
・	 限度値を適用する電力の下限
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IEC 61000-3-2 Ed4.0 の場合
附属書 C を使用する
IEC	61000-3-2	Ed4.0 の附属書 Cを使用するかを次の中から選択します。ここで選択した機器
の試験条件によって設定内容が異なります。
・	 附属書 Cを使用しない ( チェックなし )
・	 附属書 C7　電気掃除機
・	 附属書 C15　高圧洗浄機
・	 附属書 C16.2　冷蔵庫または冷凍庫 (VSD)
・	 附属書 C16.3　冷蔵庫または冷凍庫 (VSD 以外 )

選択項目にない附属書Cの試験条件を使用する場合、「附属書Cを使用しない(チェックなし)」
に設定してください。

器具の電流 (Im)、器具の定格電圧 (Ur)、器具の有効電力 (Pi)
「附属書 C16.2　冷蔵庫または冷凍庫 (VSD)」を選択した場合、器具の電流 (Im)、器具の定格
電圧 (Ur) を設定することで算出される器具の有効電力 (Pi) より、クラスDの電力比例限度値
が適用されます。
・	 器具の電流 (Im)
設定範囲：0.0001 ～ 100.0000A
デフォルト値：1A

・	 器具の定格電圧 (Ur)
設定範囲：0.1 ～ 1000.0V
結線方式を選択した場合、Ur の設定が連動してデフォルト値に変更されます。デフォルト
値は次のとおりです。
結線方式 Ur
単相 2線式 230V 機器用 230.00	V
三相 4線式 400V 機器用 400.00	V
上記以外 結線方式に連動しない

・	 器具の有効電力 (Pi)
Im と Ur を設定すると、Pi は次の式で自動的に演算されます。
Pi=0.78 × Im× Ur

クラス
規格に規定されているクラス分けの基準に沿って、A、B、C、Dの中からクラスを選択して
ください。ここで選択したクラスによって設定内容が異なります。

「附属書 Cを使用する」の設定により、クラスは次のようになります。
附属書 C を使用する クラス
附属書 C16.2　冷蔵庫または冷凍庫 (VSD) D で固定
附属書 C16.3　冷蔵庫または冷凍庫 (VSD 以外 ) A で固定
上記以外 A、B、C、Dから選択可能

クラス A
・	 限度値を適用する電力の下限の設定については 7.4 節をご覧ください。
・	 JIS のクラス Aにおける、600	Wを超えるエアコンの限度値を適用するかの選択
JIS のクラス Aでは、600	W を超えるエアコンについては、限度値が特別に規定されてい
ます。この限度値を適用するかを選択できます。
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クラス B
設定内容はクラス Aと同じです。適用される限度値がクラス Aの 1.5 倍になります。

クラス C
機器の有効電力が 25Wを超えるかを設定します。
・	 機器の有効電力が 25Wを超える場合 (>25W) の設定
適用する限度値を「クラス Aの限度値」または「クラス Cの限度値」から選択できます。
	- 器具内用調光器をもつか、または外郭内に調光器を組み込んで構成する白熱電球照明機
器にはクラス Aの限度値 ( 調光照明 ) を適用します。
	- 器具内用調光器をもつか、または外郭内に調光器を組み込んで構成する白熱電球照明機
器以外にはクラス Cの限度値 ( 調光照明 ) を適用します。
	- それ以外の照明機器にはクラス Cの限度値を適用します。
基本波電流と力率の設定については 7.4 節をご覧ください。

・	 機器の有効電力が 25W以下の場合 (<=25W) の設定
「クラスDの電力比例限度値」または「3次と 5次の高調波の状態」を満足することが規定
されています。
	- クラス Dの電力比例限度値を適用して判定するとき
クラスDと同じ電力比例限度値が適用されます。
電力の設定については 7.4 節をご覧ください。
	- 3 次と 5次の高調波の状態で判定するとき
電流の基本波に対する 3次と 5次の高調波の比率と、電圧の基本波形と電流波形の関係
(1-22	ページ参照 ) が規定されています。
基本波の電流値と、電流波形の判定の設定については 7.4 節をご覧ください。

クラス D
以下の設定については 7.4 節をご覧ください。
・	 電力
・	 限度値を適用する電力の下限
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測定時間
測定時間は、測定開始から測定終了までの時間です。設定した時間だけ連続して高調波を測定で
きます。時間の経過とともに発生する高調波に変動がある機器を測定するとき、または、機器を
長時間稼働させても、発生する高調波に変動がないことを確認するときなどに、測定時間を変え
て測定できます。

設定範囲：0時間 0分 1秒～ 24 時間 0分 0秒、1秒単位で設定可能。
24 時間を超える時間を設定すると、エラーになります。

規格が IEC 61000-3-2 Ed5.0 A1、IEC 61000-3-2 Ed5.0、JIS C 61000-3-2 2019 の場合
クラスの設定により、測定時間は次のようになります。
クラス A 測定時間
電気掃除機 設定可能 *
高圧洗浄機 設定可能 *

クラス D
冷蔵庫または冷凍庫 (VSD) 1 時間で固定
*	 2 分未満の設定は規格で禁止しているため、ワーニングが表示され、設定の変更は無効になります。

規格が IEC 61000-3-2 Ed4.0 の場合
「附属書 Cを使用する」の設定により、測定時間は次のようになります。

附属書 C を使用する 測定時間
附属書 Cを使用しない ( チェックなし ) 設定可能
附属書 C7　電気掃除機 設定可能 *
附属書 C15　高圧洗浄機 設定可能 *
附属書 C16.2　冷蔵庫または冷凍庫 (VSD) 1 時間で固定
附属書 C16.3　冷蔵庫または冷凍庫 (VSD 以外 ) 2 分 30 秒で固定
*	 2 分未満の設定は規格で禁止しているため、ワーニングが表示され、設定の変更は無効になります。

Note
本ソフトウェアをインストールした PCの環境により、動作メモリーが充分に確保できない場合、確保で
きたメモリー領域以上の時間を設定するとエラーが表示されます。この場合、次の対応により、設定でき
る時間の上限が拡大されます。
・	 他のソフトウェアを終了する
・	 本ソフトウェアを立ち上げなおす
・	 PC を再起動する
・	 PC に実装されているメモリーを増設する
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7.2 電源を設定する

電源との接続(▶6.1節 )で「使用する」を選択してオンライン接続している場合は、この節の手順に沿っ
て電源の設定をしてください。

操 作
1. 	 メニューエリアの	 	を選択します。設定の詳細メニューが表示されます。

	

電源周波数の選択

結線方式
接続しているNF電源の
種類に応じて、選択可能
な項目だけがアクティブ
になります。

電源周波数
1. 	 電源周波数を選択します。

・	 50Hz
・	 60Hz

電源の各種設定
1. 	 設定 &表示エリアで NF 電源のタブを選択します。電源の設定項目が表示されます。

2. 	 標準ボタン	 	または、詳細ボタン	 	をクリックします。
3. 	 各設定項目を設定します。
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標準設定モード
標準ボタン	 	をクリックすると、次の設定項目が表示されます。

結線方式

電源とリファレンスインピーダンス
ネットワーク (RIN) の情報
電源と RIN* の形名が自動的に取得され、
表示されます。

定格周波数
プルダウンメニューから 50 Hz
または 60 Hz を選択できます。
設定ボックスをクリックする
と、周波数を 45.00 ～ 66.00 の
範囲で設定できます。
直近に設定された任意の値を
プルダウンメニューから選択
できます。

測定前に電源品質をチェック
する場合、チェックします。
電源品質チェックの詳細は
7.6 節をご覧ください。

電源の出力がONのときに、
設定の変更を禁止する場合、
チェックします。

設定情報をイラストで表示

標準設定モードでは、結線方式を設定すると、これらのボックスは
自動設定されます。詳細は次ページをご覧ください。
これらの設定を確認、変更するには、詳細設定モードを選択します。

*	 RIN として DP4164 ～ DP4169 が接続されている場合、本ソフトウェア上では次のように表示され
ます。
・	 単相：DP4162
・	 三相：DP4163
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結線方式
接続されている電源の種類によって、選択できる結線方式が以下のようになります。また、
電圧レンジなどの値として、次の値が設定されます。

ES2000S( 単相モデル ) 接続時
結線方式 電圧レンジ 電圧限度値 相電圧 / 

線間電圧
定格電圧 RIN を 

使用する
インピー
ダンス

単相 2線式
230	V 機器用

200 300.0 相電圧 230.0 チェックなし DEFEAT

単相 2線式
100	V 機器用 (JIS)

100 150.0 相電圧 100.0 チェックなし DEFEAT

単相 2線式
200	V 機器用 (JIS)

200 300.0 相電圧 200.0 チェックなし DEFEAT

ES2000U( 三相モデル ) 接続時、スライドスイッチ：単相モード
結線方式 電圧レンジ 電圧限度値 相電圧 / 

線間電圧
定格電圧 RIN を 

使用する
インピー
ダンス

単相 2線式
230	V 機器用

200 300.0 相電圧 230.0 チェックなし DEFEAT

単相 2線式
100	V 機器用 (JIS)

100 150.0 相電圧 100.0 チェックなし DEFEAT

単相 2線式
200	V 機器用 (JIS)

200 300.0 相電圧 200.0 チェックなし DEFEAT

ES2000U( 三相モデル ) 接続時、スライドスイッチ：三相モード
結線方式 電圧レンジ 電圧限度値 相電圧 / 

線間電圧
定格電圧 RIN を 

使用する
インピー
ダンス

三相 4線式
400	V 機器用

200 300.0 相電圧 230.9 チェックなし DEFEAT

三相 3線式
200	V 機器用 (JIS)

100 150.0 線間電圧 200.0 チェックなし DEFEAT

単相 3線式
100	V/200	V機器用
(JIS)

100 150.0 相電圧 100.0 チェックなし DEFEAT

DP 電源　単相モデル接続時、またはマルチ相モデルで相モードが単相 2 線出力での接続時
結線方式 電圧レンジ 電圧限度値 相電圧 / 

線間電圧
定格電圧 RIN を 

使用する
インピー
ダンス

単相 2線式
230	V 機器用

200 300.0 相電圧 230.0 *1 DEFEAT

単相 2線式
100	V 機器用 (JIS)

100 150.0 相電圧 100.0 *1 DEFEAT

単相 2線式
200	V 機器用 (JIS)

200 300.0 相電圧 200.0 *1 DEFEAT

DP 電源　多相モデル接続時、またはマルチ相モデルで相モードが単相 2 線出力以外での接続時
結線方式 電圧レンジ 電圧限度値 相電圧 / 

線間電圧
定格電圧 RIN を 

使用する
インピー
ダンス

三相 4線式
400	V 機器用

200 300.0 相電圧 230.9 *1 DEFEAT

三相 3線式
200	V 機器用 (JIS)

100 150.0 線間電圧 200.0 *1 DEFEAT

単相 3線式
100	V/200	V機器用
(JIS)

100 150.0 相電圧 100.0 *1 DEFEAT

*1	RIN が接続されている場合：チェックあり
	 RIN が接続されていない場合：チェックなし
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詳細設定モード
詳細ボタン	 	をクリックすると、次の設定項目が表示されます。

電圧レンジ
100	V または 200	V から選択します。定格電圧設定ボックスと電圧限度値で設定できる範
囲が表示されます。

電圧限度値
電圧レンジによって、電圧の限度値として次の値をプルダウンメニューから選択できま
す。
電圧レンジ 電圧限度値
100	V 150.0	V
200	V 300.0	V

設定ボックスをクリックすると、電圧レンジ設定ボックスに表示された設定範囲で、小数
点以下 1桁まで設定できます。

出力電圧の設定
相電圧または線間電圧で出力電圧を設定します。
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定格電圧
相電圧 / 線間電圧と電圧レンジによって、定格電圧の出力として次の値をプルダウンメ
ニューから選択できます。

相電圧 / 線間電圧
相電圧 線間電圧

電圧レンジ 100	V 100.0	V または 115.0	V 200.0	V または 230.0	V
200	V 200.0	V または 230.0	V 200.0	V または 400.0	V

設定ボックスをクリックすると、電圧レンジ設定ボックスに表示された設定範囲で、小数
点以下 1桁まで設定できます。

定格電圧の相電圧が、電圧限度値の表の値を超える場合、電源の種類と電圧レンジによっ
て、次の値が設定されます。
・	 電圧限度値：	 	 電圧限度値の表の値
・	 相電圧 /線間電圧：	相電圧
・	 定格電圧：	 	 電圧レンジと同じ値

Note
定格電圧を線間電圧で設定している場合、結線方式に応じて、線間電圧を相電圧に換算して、電
圧限度値の表の値と比較します。

インピーダンス
「リファレンスインピーダンスネットワーク (RIN) を使用する」にチェックした場合、接
続されている RIN によって、以下のインピーダンスを設定できます。チェックしない場合、
DEFEAT が設定ボックスに表示されます。

ES4152 接続時、またはタブシート内の右上の「接続情報」の RIN が「DP4162」の場合 *
・	 DEFEAT
・	 100V
・	 200V
・	 230V

ES4153 接続時、またはタブシート内の右上の「接続情報」の RIN が「DP4163」の場合 *
・	 DEFEAT
・	 JPN	1 φ
・	 JPN	3 φ
・	 EU	1 φ /3 φ
*	 RIN として DP4164 ～ DP4169 が接続されている場合の接続情報については 7-12	ページを参
照。

DPシリーズ電源用の RIN が未接続の場合には「使用する」にチェックできないため、イ
ンピーダンスの設定を変更できません。
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規定値に戻す
設定を以下の状態 ( 規定値 ) にします。
・	 設定モード：標準
・	 結線方式
接続されている電源により次のとおりに設定されます。
	- ES2000S( 単相モデル ) 接続時
単相 2線式 230	V、50	Hz 機器用
	- ES2000U( 三相モデル ) 接続時で、スライドスイッチが単相モード時
単相 2線式 230	V、50	Hz 機器用
	- ES2000U( 三相モデル ) 接続時で、スライドスイッチが三相モード時
三相 4線式 400	V、50	Hz 機器用
	- DP シリーズ電源の単相モデル接続時、またはマルチ相モデルの相モードを単相 2線
出力にして接続時
単相 2線式 230	V 機器用
	- DP シリーズ電源の多相モデル接続時、またはマルチ相モデルの相モードを単相 2線
出力以外にして接続時
三相 4線式 400	V 機器用

・	 電圧レンジ：	 接続されている電源と結線方式によって、7-13	ページの表のとおり。
・	 電圧限度値：	 接続されている電源と結線方式によって、7-13	ページの表のとおり。
・	 相電圧 /線間電圧：	 	接続されている電源と結線方式によって、7-13	ページの表のとお

り。
・	 定格電圧：	 接続されている電源と結線方式によって、7-13	ページの表のとおり。
・	 定格周波数：	 50	Hz
・	 測定前に電源品質をチェックする：チェック
・	 リファレンスインピーダンスネットワーク (RIN) を使用する
	- ES2000S または、ES2000U 接続時：チェックなし
	- DP シリーズ電源接続時
DPシリーズ RIN が接続時：	
チェック
DPシリーズ RIN が非接続時：	
チェックなし

・	 インピーダンス：	 DEFEAT

起動時の設定
本ソフトウェアを起動したときの上記の各設定は、接続条件によって、次のようになりま
す。
接続条件 設定
新規接続 規定値
読み込みファイルと同条件 読み込んだファイルの設定
前回終了時と同条件 前回終了時の設定
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7.3 WT の測定条件を設定する

操 作
1. 	 設定 &表示エリアでWT 測定器のタブを選択します。WTの測定条件の設定項目が表示され

ます。

2. 	 標準ボタン	 	または、詳細ボタン	 	をクリックします。
3. 	 各設定項目を設定します。

Note
標準ボタンを選択すると、以下の設定または実行ボタンがマスクされ、変更できなくなります。これらの
設定を変更するには、詳細ボタンをクリックします。
・	 Frequency	Filter
・	 Scaling	Copy	Exec
・	 Scaling に関する設定

CT 比の設定
スケーリングの選択

電流外部センサーを使用
電流レンジの選択

電圧レンジの選択
周波数フィルターの表示

測定対象
高調波測定の対象となる
結線ユニットを表示

他の全エレメントに対し、レンジと
電流外部センサーの設定値をコピー

VT比の設定
スケーリングファクターの設定

他の全エレメントに対し、
スケーリングの設定値をコピー

PLL ソース
高調波の次数を決める基準と
なる基本周期の信号源の選択

結線方式の選択

標準ボタン
詳細ボタン

規格の版数
IEC 61000-4-7 または
JIS C 61000-4-7 の版数を選択

クレストファクターの選択
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解 説

規格の版数
WTのファームウェアバージョン 2.01 以降で、IEC	61000-4-7 または JIS	C	61000-4-7 の以下の版数
を選択できます。

IEC 61000-4-7 の版数 JIS C 61000-4-7 の版数
・	 第 1.0 版 ・	 2007	JA
・	 第 2.0 版 ・	 2007
・	 第 2.0 版の A1

IEC	61000-4-7 や JIS	C	61000-4-7 では測定器に対する要求事項が規定されています。
詳細については、14 章をご覧ください。

レンジのコピー
結線方式 (Wiring) でグループ化されている他の全エレメントに対して、設定したレンジの内容を
コピーできます。コピー対象は、電圧レンジと電流レンジと電流外部センサーです。

スケーリングのコピー
結線方式 (Wiring) でグループ化されている他の全エレメントに対して、設定したスケーリングの
内容をコピーできます。コピー対象は以下のとおりです。
・	 VT 比
・	 CT 比
・	 スケーリングファクター

次の各項目の設定内容やWT本体での設定操作については、以下のマニュアルをご覧ください。
設定項目 ユーザーズマニュアル 参照節
結線方式 [ 機能編 ]	IM	WT5000-01JA 「4　入力設定 ( 詳細 •	オプション )」

[ 操作編 ]	IM	WT5000-02JA 2.1 節
PLL ソース [ 機能編 ]	IM	WT5000-01JA 「16　IEC	高調波測定 (	オプション )」

[ 操作編 ]	IM	WT5000-02JA 5.1 節
クレストファクター [ 機能編 ]	IM	WT5000-01JA 「4　入力設定 ( 詳細 •	オプション )」

[ 操作編 ]	IM	WT5000-02JA 2.9 節
周波数フィルター [ 機能編 ]	IM	WT5000-01JA 「4　入力設定 ( 詳細 •	オプション )」

[ 操作編 ]	IM	WT5000-02JA 2.7 節
電圧 / 電流の測定レンジ [ 機能編 ]	IM	WT5000-01JA	 「4　入力設定 ( 詳細 •	オプション )」

[ 操作編 ]	IM	WT5000-02JA 2.2 節、2.3 節
スケーリング [ 機能編 ]	IM	WT5000-01JA 「4　入力設定 ( 詳細 •	オプション )」

[ 操作編 ]	IM	WT5000-02JA 2.4 節、9.1 節

Note
・	 レンジ、スケーリングのコピーにおいて、結線方式がパターン 1( すべてが 1P2Wの状態 ) のとき、他の
すべてのエレメントに対してコピーされます。

・	 本ソフトウェアで測定するときは、アンチエリアシングフィルターのカットオフ周波数は、30kHz 固定
です。

・	 WT 本体の指数化平均機能 ( アベレージング ) は ONになっています。
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詳細メニューエリアと設定＆表示エリアの設定の連動
詳細メニューエリアの次の項目を設定した場合、設定＆表示エリアの各項目が連動します。
・	 電流レンジ ( 次ページ参照 )
・	 結線方式 ( 次ページ参照 )
・	 試験条件 (7.4 節参照 )
・	 測定時間 (7.4 節参照 )

しかし、設定＆表示エリアの上記の各項目の設定を変更しても、詳細メニューエリアの各項目の
設定値は連動しません。
詳細メニューエリアと設定＆表示エリアの項目の設定値が異なる場合、設定＆表示エリアの設定
値が優先され、その設定値でソフトウェアが動作します。

	

こちらの設定が優先される

詳細メニューエリア 設定＆表示エリア
連動する

連動しない
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電流レンジを選択した場合に連動する設定値
詳細メニューエリアの電流レンジを選択した場合、下図の枠で囲んだ設定が連動します。

結線方式を選択した場合に連動する設定値
詳細メニューエリアの結線方式を選択した場合、下図の枠で囲んだ設定が連動してデフォル
ト値に変更されます。デフォルト値は下図のとおりです。

100Hz

OFF

*4

*1
U1

*3
*2
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*1	Wiring のデフォルト値は、結線方式によって次のようになります。
結線方式 Wiring
単相 2線式 230V 機器用 1P2W
三相 4線式 400V 機器用 3P4W*5
単相 2線式 100V 機器用 (JIS) 1P2W
単相 2線式 200V 機器用 (JIS) 1P2W
三相 3線式 200V 機器用 (JIS) 3V3A*5
単相 3線式 100/200V 機器用 (JIS) 1P3W*5
*5	 次の場合、エラーメッセージが表示されます。
・	 エレメント数が不十分な場合
・	 同一モジュール結線が構成できない場合

*2、*4		Object、Voltage	Range のデフォルト値は結線方式によって次のようになります。
結線方式 Object Voltage Range
単相 2線式 230V 機器用 Element	1 300V
三相 4線式 400V 機器用 SigmaA	*6 300V
単相 2線式 100V 機器用 (JIS) Element	1 150V
単相 2線式 200V 機器用 (JIS) Element	1 300V
三相 3線式 200V 機器用 (JIS) SigmaA	*6 300V
単相 3線式 100/200V 機器用 (JIS) SigmaA	*6 150V
*6	 Wiring の設定にて、上記の *5 のエラーが発生した場合は Element	1 が設定されます。

*3	この設定のデフォルト値は結線方式によって次のようになります。
結線方式 ラベル 設定
単相 2線式 230V 機器用 IEC	61000-4-7 Ed2.0A1
三相 4線式 400V 機器用 IEC	61000-4-7 Ed2.0A1
単相 2線式 100V 機器用 (JIS) JIS	C	61000-4-7 2007
単相 2線式 200V 機器用 (JIS) JIS	C	61000-4-7 2007
三相 3線式 200V 機器用 (JIS) JIS	C	61000-4-7 2007
単相 3線式 100/200V 機器用 (JIS) JIS	C	61000-4-7 2007
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7.4 WT の判定条件を設定する

操 作
1. 	 設定 &表示エリアで規格のタブを選択します。判定条件の設定項目が表示されます。
2. 	 各設定項目を設定します。

Note
標準ボタン	 	、詳細ボタン	 	のどちらを選択しても、設定可能な項目は同じです。

	

JIS、Class A (JIS Only)
7.1 節の操作で次の結線方式を選択すると表示されます。

・単相 2 線式 100V 機器用 (JIS)
・単相 2 線式 200V 機器用 (JIS)
・三相 3 線式 200V 機器用 (JIS)
・単相 3 線式 100/200V 機器用 (JIS)

VSD を備えた冷蔵庫及び冷凍庫
次の場合に設定項目が表示されます。

・ 規格が IEC 61000-3-2 Ed5.0 A1、
IEC 61000-3-2 Ed5.0、JIS C 61000-3-2 
2019 の場合で、次を選択したとき
- クラス D
- 冷蔵庫または冷凍庫 (VSD)

・ 規格が IEC 61000-3-2 Ed4.0 の場合で、
次を選択したとき
- 附属書 C を使用する
- 附属書 C16.2 

・ 規格が IEC 61000-3-2 Ed4.0 のとき
附属書 C を使用する

・ 規格が IEC 61000-3-2 Ed5.0 A1 のとき
POHC 計算

規格を選択
クラスを選択

標準ボタン
詳細ボタン

測定時間

次の場合に設定項目が表示されます。

選択したクラスの設定
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解 説
用語の解説は 1.4 節および 1.7 節をご覧ください。

規格
本ソフトウェアは、IEC または JIS 規格 (1.3 節参照 ) に沿った測定 /判定ができます。

クラス
規格に規定されているクラス分けの基準に沿って、A、B、C、Dの中からクラスを選択してくださ
い。ここで選択したクラスによって設定内容が異なります。

クラス A、B、D
限度値の適用下限
75W、50W、None、Infinity から選択できます。対象機器の有効電力が選択した電力未満
のときは、限度値が適用されません。

クラス A
規格が IEC	61000-3-2	Ed5.0	A1、IEC	61000-3-2	Ed5.0、JIS	C	61000-3-2	2019 の場合、適用
する限度値を「クラス A限度値を適用する」、「電気掃除機」、「高圧洗浄機」から選択で
きます。

クラス C
電力レンジ
機器の有効電力が 25Wを超えるかどうかを設定します。
・	 機器の有効電力が 25Wを超える場合 (>25W) の設定
適用する限度値を「クラス Aの限度値」または「クラス Cの限度値」から選択できます。
	- 器具内用調光器をもつか、または外郭内に調光器を組み込んで構成する白熱電球照
明機器にはクラス Aの限度値 ( 調光照明 ) を適用します。
	- 器具内用調光器をもつか、または外郭内に調光器を組み込んで構成する白熱電球照
明機器以外にはクラス Cの限度値 ( 調光照明 ) を適用します。
	- それ以外の照明機器にはクラス Cの限度値を適用します。
基本波の電流値と力率を設定します。

・	 機器の有効電力が 25Wから５Wの範囲内の場合 (<=25W、>=5W) の設定
「クラスDの電力比例限度値」または「3次と 5次の高調波の状態」または「THD,	2,	3,	5,	
7,	9,	11 次より判定する」のどれかを満足することが規定されています。
	- クラス Dの電力比例限度値を適用して判定するとき
クラスDと同じ電力比例限度値が適用されます。電力値を設定します。
	- 3 次と 5次の高調波の状態で判定するとき
電流の基本波に対する 3次と 5次の高調波の比率と、電圧の基本波形と電流波形の
関係 (1-24	ページ参照 ) が規定されています。
基本波の電流値と電流波形の判定 ( 波形ピークと電流しきい値 ) を設定します。
	- THD、	2、	3、	5、	7、	9、	11 次より判定するとき
規格が IEC	61000-3-2	Ed5.0	A1、IEC	61000-3-2	Ed5.0、JIS	C	61000-3-2	2019 をの場合、
適用する限度値に「THD,2,3,5,7,9,11 次より判定する」を選択できます。THD( 総合高
調波ひずみ )、	2 次、	3 次、	5 次、	7 次、	9 次、	11 次の高調波の比率が規定されています。
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基本波電流と力率
限度値を規定するために必要な、対象機器の基本波電流と力率を測定して規定するか、数
値を指定して規定するかを設定します。
7.12 節で測定した値を設定することもできます。測定して規定する場合は、対象機器の
負荷を最大にして、測定してください。

波形判定
次の値を設定できます。
・	 波形ピークの位相の限度値
・	 電流しきい値の限度値
電流しきい値の限度値は、最大絶対値電流ピーク値 Ip(abs) に対する比で設定します。
たとえば、5%を設定する場合、0.05 を入力します。

クラス D
規格が IEC	61000-3-2	Ed5.0	A1、IEC	61000-3-2	Ed5.0、JIS	C	61000-3-2	2019 の場合、適用
する限度値を「クラスD限度値を適用する」、「冷蔵庫または冷凍庫 (VSD)」から選択でき
ます。

電力値
限度値を規定するために必要な、対象機器の電力値を測定して規定するか、数値を指定し
て規定するかを設定します。
7.12 節で測定した値を設定することもできます。測定して規定する場合は、対象機器の
負荷を最大にして、測定してください。

POHC 計算
規格に IEC	61000-3-2	Ed5.0	A1 を選択した場合、POHC演算方式を選択できます。
・	 C.2：	測定時間内の平滑化した高調波電流値から計算されます。
・	 C.3：測定時間内の高調波電流値から計算されたのち平滑化されます。

WTのファームウェアバージョンが 3.41 以上のとき、C.2、C.3 のどちらかを選択できます。3.41
未満では C.2 だけが使用可能です。
POHCについては、「POHC緩和処置の規定」(1-25	ページ ) をご参照ください。

附属書 C を使用する
規格に IEC	61000-3-2	Ed4.0 を選択した場合、附属書 Cについて次の中から選択できます。
・	 附属書 Cを使用しない (	チェックなし )
・	 附属書 C7　電気掃除機
・	 附属書 C15　高圧洗浄機
・	 附属書 C16.2　冷蔵庫または冷凍庫 (VSD)
・	 附属書 C16.3　冷蔵庫または冷凍庫 (VSD	以外 )

選択項目にない附属書 Cの試験条件を使用する場合、「附属書 Cを使用しない ( チェックなし )」
に設定してください。
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測定時間
測定時間は、測定開始から測定終了までの時間です。設定した時間だけ連続して高調波を測定で
きます。時間の経過とともに発生する高調波に変動がある機器を測定するとき、または、機器を
長時間稼働させても、発生する高調波に変動がないことを確認するときなどに、測定時間を変え
て測定できます。

設定範囲：0時間 0分 1秒～ 24 時間 0分 0秒、1秒単位で設定可能。
24 時間を超える時間を設定すると、エラーになります。

Note
本ソフトウェアをインストールした PCの環境により、動作メモリーが充分に確保できない場合、確保で
きたメモリー領域以上の時間を設定するとエラーが表示されます。この場合、次の対応により、設定でき
る時間の上限が拡大されます。
・	 他のソフトウェアを終了する
・	 本ソフトウェアを立ち上げなおす
・	 PC を再起動する
・	 PC に実装されているメモリーを増設する
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結線方式を選択した場合に連動する設定値
詳細メニューエリアの結線方式を選択した場合、下図の枠で囲んだ設定が連動してデフォルト値
に変更されます。デフォルト値は下図のとおりです。

*1

*2

*4
*3

結線方式 *1 *2 *3 *4
規格 JIS 限度値換算 限度値計算式の

分子
限度値計算式の
分母

単相 2線式
230V 機器用

IEC	61000-3-2	Ed5.0	A1 --- --- ---

三相 4線式
400V 機器用

IEC	61000-3-2	Ed5.0	A1 --- --- ---

単相 2線式
100V 機器用 (JIS)

JIS	C	61000-3-2	2019 単相 230V 100V

単相 2線式
200V 機器用 (JIS)

JIS	C	61000-3-2	2019 単相 230V 200V

三相 3線式
200V 機器用 (JIS)

JIS	C	61000-3-2	2019 三相 400V 200V

単相 3線式
100/200V 機器用 (JIS)

JIS	C	61000-3-2	2019 単相 230V 100V
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クラスを選択した場合に連動する設定値

クラス A を選択した場合
下図の枠で囲んだ設定が連動します。また、「限度値の適用下限」がデフォルト値に変更され
ます。デフォルト値は下図のとおりです。

*

*	 	JIS の限度値を用いる以下の項目を結線方式で選択し、クラスに Aを選択すると表示されます。
・	 単相 2線式 100V 機器用 (JIS)
・	 単相 2線式 200V 機器用 (JIS)
・	 三相 3線式 200V 機器用 (JIS)
・	 単相 3線式 100/200V 機器用 (JIS)
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クラス B を選択した場合
下図の枠で囲んだ設定が連動します。また、「限度値の適用下限」がデフォルト値に変更され
ます。デフォルト値は下図のとおりです。
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クラス C を選択した場合
下図の枠で囲んだ設定が連動します。また、「基本波電流と力率」と「電力値」がデフォルト
値に変更されます。デフォルト値は下図のとおりです。

*1

*2

*1	基本波電流と力率は以下の場合に「測定最大値を使用する」がデフォルト値になります。
・	 電力クラスとして「>	25W」を選択する
・	 電力クラスとして「<=	25W,>=5W」を選択し、限度値に「3次 5次と電流波形から判定する」
を選択する。

*2	電力値は以下の場合に、「測定最大値を使用する」がデフォルト値になります。
・	 電力クラスとして「<=	25W,>=5W」を選択し、限度値に「クラスD限度値を適用する」を選
択する。
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クラス D を選択した場合
下図の枠で囲んだ設定が連動します。また、「限度値の適用下限」と「電力値」がデフォルト
値に変更されます。デフォルト値は下図のとおりです。

クラス D で「冷蔵庫または冷凍庫 (VSD)」を選択したとき
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「附属書 C を使用する」を選択した場合に連動する設定値

「附属書 C7　電気掃除機」、「附属書 C15　高圧洗浄機」を選択したとき
規格に IEC	61000-3-2	Ed4.0 を選択したときに、「附属書 Cを使用する」を選択できます。
下図の枠で囲んだ設定が連動します。また、「規格」と「測定時間」がデフォルト値に変更さ
れます。デフォルト値は下図のとおりです。



7-32 IM IS8000-63JA

IEC 61000-3-2 > 設定
7.4　WT の判定条件を設定する

「附属書 C16.2　冷蔵庫または冷凍庫 (VSD)」を選択したとき
規格に IEC	61000-3-2	Ed4.0 を選択したときに、「附属書 Cを使用する」を選択できます。
下図の枠で囲んだ設定が連動します。また、「規格」、「クラス」「電力値」、「測定時間」がデフォ
ルト値に変更されます。デフォルト値は下図のとおりです。
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「附属書 C16.3　冷蔵庫または冷凍庫 (VSD 以外 )」を選択したとき
規格に IEC	61000-3-2	Ed4.0 を選択したときに、「附属書 Cを使用する」を選択できます。
下図の枠で囲んだ設定が連動します。また、「規格」、「クラス」、「測定時間」がデフォルト値
に変更されます。デフォルト値は下図のとおりです。
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測定時間を選択した場合に連動する設定値
下図の枠で囲んだ設定が連動します。
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7.5 オプション条件を設定する

操 作
1. 	 設定 &表示エリアでオプションのタブを選択します。判定条件の設定項目が表示されます。
2. 	 各設定項目を設定します。

Note
標準ボタン	 	、詳細ボタン	 	のどちらを選択しても、設定可能な項目は同じです。

	

解 説
用語の解説は 1.5 節をご覧ください。

余裕度
余裕度を使用する
余裕度判定を使用するかを設定します。余裕度判定を使用する場合は余裕度を%で指定します。
たとえば5.00%を設定すると、限度値に対して5%厳しい判定条件になります。0.00%を設定すると、
限度値と同等になります。

報告書
波形グラフを追加する
報告書に波形グラフを追加する場合、チェックします。

BMP 解像度の設定表示
「印刷」-「出力方法」の BMPの項目に出力解像度の選択項目が表示されます。(11.2 節参照 )

判定
波形判定を無効にする
総合判定 (7.13 節参照 ) に波形判定を含まない場合、チェックします。
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設定
アシスト時の試験対象エレメントの固定 (Element1) 解除
試験対象エレメントを選択する場合にチェックします。試験対象エレメントの設定ボックスが詳
細メニューエリアに表示されます。

チェックがない場合は、試験対象エレメントはエレメント 1で固定です。

規格
JIS 規格を使用する

・ 表示言語が日本語の場合
チェックありで固定です。規格のタブで、IEC	61000-3-2	Ed4.0、IEC	61000-3-2	Ed5.0 に加えて、
JIS を選択できます。

・ 表示言語が日本語以外の場合
チェックを外すことができます。チェックを外すと、規格の選択肢に JIS 規格が表示されません。
これにより、JIS 規格を選択できなくなります。
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試験 ( 測定を実行する )

7.6 電源の出力のオン / オフ ( 電源機能使用時 )

操 作
1. 	 メニューエリアの	 	を選択します。測定の詳細メニューが表示されます。

	 	

被試験機器への電源のON

被試験機器への電源のOFF
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電源の出力のオン / オフ
電源の出力をオン/オフするには、詳細メニューエリアの電源 Onまたは電源 Offをクリックします。

本ソフトウェアの各状態における、電源On、電源Off ボタンと、測定開始 /測定中止ボタンの有
効 /無効は次のとおりです。

高調波測定
ソフトウェアの状態 電源状態 電源 On 電源 Off 測定開始 / 測定中止
測定初期化前
(Reset)

電源 ON × ○ 測定開始
電源OFF ○ × ×

測定中
(Start)

電源 ON × × 測定中止

測定完了
(Complete)

電源 ON × ○ 測定開始
電源OFF ○ × ×

(	) 内はWTの状態

Note
・	 オンラインからオフラインへ移行した場合、電源ON状態ならば電源OFF 状態にします。
・	 オフラインからオンラインへ移行した場合、電源ON、電源OFF 状態に関係なく、電源OFF 状態にします。
・	 本ソフトウェアの終了時は、電源ON、電源OFF 状態に関係なく、電源OFF 状態にします。

電源品質のチェック
電源の設定 ( ▶ 7-12	ページ ) の「測定前に電源品質をチェックする」にチェックがある場合、電
源の出力をONする前に、電源品質をチェックします。

Note
WT本体に /G7 オプションが搭載されていない場合、電源品質のチェックはできません。

チェック項目は次のとおりです。
・	 測定時間	 	 	 200	ms
・	 電源判定条件
定格電圧 *1	 	 ± 2.0	％以内
公称周波数 *2	 	 ± 0.5	％以内
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・	 無負荷時の出力電圧Uの高調波含有率
3次	 	 	 0.9	%
5 次	 	 	 0.4	%
7 次	 	 	 0.3	%
9 次	 	 	 0.2	%
2 次～ 10 次の偶数次	 0.2	%
11 次～ 40 の奇数次	 0.1	%

*1	定格電圧は電源の設定 ( ▶ 7-12	ページ ) の定格電圧の設定値と、測定した電圧値 (rms) を比較します。
*2	公称周波数は電源の設定 ( ▶ 7-12	ページ ) の定格周波数の設定値と、測定値を比較します。

電源品質に問題がなかった場合、電源出力の確認メッセージが表示されます。

電源品質に問題があった場合、エラーメッセージが表示されます。エラーとなった項目が表示さ
れます。
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高調波測定の開始
7.13 節 ( 試験プレビュー ) または 7.14 節 ( 規格適合試験 ) に従って、高調波測定を開始します。

電圧レンジ適正チェック
規格適合試験を開始すると、本ソフトウェアは、NF 電源、WT、高調波測定ソフトウェアの
設定が以下の表のとおりであるかをチェックします。
・	 電源との接続 ( ▶ 6.1 節 ) で、NF	電源接続について「使用する」を選択している場合のチェッ
ク項目

結線方式 NF 電源の設定 WT
電圧レンジ *

限度値換算
(JIS 用 )定格電圧 定格周波数

単相 2線式
230	V 機器用

220 ～ 240	V 45 ～ 66	Hz CF3：300	V
CF6：300	V

―――

三相 4線式
400	V 機器用

220 ～ 240	V 45 ～ 66	Hz CF3：300	V ～ 600	V
CF6：300	V ～ 500	V

―――

単相 2線式
100	V 機器用 (JIS)

100 ～ 115	V 45 ～ 66	Hz CF3：100	V ～ 150	V
CF6：150	V

100 ～ 115	V

単相 2線式
200	V 機器用 (JIS)

200 ～ 230	V 45 ～ 66	Hz CF3：300	V
CF6：300	V

200 ～ 230	V

三相 3線式
200	V 機器用 (JIS)

110 ～ 120	V 45 ～ 66	Hz CF3：300	V
CF6：300	V

190 ～ 210	V

単相 3線式
100	V/200	V 機器用 (JIS)

100 ～ 115	V 45 ～ 66	Hz CF3：100	V ～ 300	V
CF6：150	V ～ 300	V

100 ～ 230	V

*	 表中の CF3 は、「クレストファクタ－の設定が 3」を表します。

・	 電源との接続 ( ▶ 6.1 節 ) で、NF	電源接続について「使用する」を選択してない場合、上
記の表の次の項目についてチェックします。
-	 WT 電圧レンジ
-	 限度値換算 (JIS 用 )

設定が表と異なる場合、エラーメッセージが表示されます。エラーとなった項目が表示され
ます。
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測定対象となるエレメント
測定対象エレメントはWTの測定対象 (Object) の設定 * により決定されます。
*	 7.3 節を参照。

たとえば、三相電源を測定していても、WTの測定対象 (Object) の設定が Element	1 だけに
設定されていた場合、入力エレメント 1しか測定されません。
また、単相電源を測定している場合に、WTの測定対象 (Object) の設定が Element	1 と 2 に
設定されていたときは、信号が入力されていない入力エレメント 2も測定し、全判定 (Total	
Judgement) が Fail になることがあります。

測定中の電源異常チェック
本ソフトウェアは、測定中に、電源に異常がないかをチェックしています。異常があった場合、
エラーメッセージが表示されます。たとえば、オーバーロードが発生した場合、次のエラーメッ
セージが表示されます。

Note
高調波測定を終了または中止しても、電源の出力はONのままです。自動的に出力OFF にはなりません。

測定中のデータ取得異常チェック
高調波測定データを連続取得できなかった場合、次のエラーメッセージが表示されます。
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7.7 高調波データ、波形データをプレビューする

操 作
1. 	 メニューエリアの	 	を選択します。測定の詳細メニューが表示されます。

	 	

試験プレビュー (7-43 ページ )
試験を開始する前に、高調波データや
波形を簡易的に確認できます。
試験プレビューを実施せずに、規格適
合試験を実行することもできます。

簡易ユーザー指定値測定 (7.12 節 )
7 章の試験条件でクラスに CまたはD
を設定した場合に表示されます。基本
波電流、回路力率、電力値を測定します。

規格適合試験 (7.13 節 )
規格適合試験 ( 高調波測定 ) を実行し
ます。

試験方法 (7.14 節 )
4.1 節の試験メニューの選択で簡易試験
測定を選択した場合に表示されます。
簡易試験を実行できます。

試験プレビューを実行する
2. 	 プレビューするにチェックします。
3. 	 実行するプレビューを選択します。
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4. 	 プレビュー開始をクリックします。測定待機中のダイアログボックスが表示されたあと、表
示エリアに測定値のプレビューが表示されます。

	 	

	 	

Note
試験プレビューを実行すると、それまで取得または読み込んでいたデータはすべて消去されます。規格適
合試験で取得したデータは、試験プレビューを実行する前に保存 (11章参照 )されることをおすすめします。

試験プレビューを停止する
プレビュー停止をクリックします。

クラス設定と有効電力のチェック
プレビューを停止すると、測定された有効電力が各クラスの規定範囲内かをチェックします。
クラス 有効電力 P の範囲
A 規定なし
A(JIS、P>	600	W、エアコンディショナ ) P>	600	W
B 規定なし
C(P>	25	W) P>25	W
C(5	W ≦ P≦ 25	W) 5	W ≦ P≦ 25	W
D P ≦ 600	W

規定範囲外の場合、メッセージを表示します。クラス設定が適切かを確認してください。

メッセージの例
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7.8 試験プレビューの表示を設定する

操 作

試験プレビューの表示例

数値リスト バーグラフ

各種測定値リスト
用語の解説 : 1.5 節参照

ツールバー 

設定 & 表示エリアの上段の表示例
測定 ( 取得 ) データ番号
プレビュー実行時は0/0を表示します。規格適合試験(7.13節)
を実行したときに、測定データの取得回数を表示します。

測定時間
プレビュー実行時は 0.0sec/[7.1 節～ 7.4 節で設定した測定時間 ] を表
示します。規格適合試験 (7.13 節 ) を実行したときに、測定データが
取得された時間を表示します。
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ツールバー

	 MaxHold の ON/OFF
バーグラフの限度値の表示のON/OFF

表示形式の設定
データを表示する入力エレメントの選択

百分率の表示のON/OFF

	

バーグラフの Y軸目盛りの種類の選択
バーグラフの Y軸目盛りの倍率の選択

表示する測定ファンクションの選択

	
ウィンドウの整列機能です。
詳細については 7.15 節をご覧ください。

ウィンドウを重ねて表示
ウィンドウを上下に並べて表示

データを表示する入力エレメントを選択する
	をクリックします。たとえば入力エレメント 1～ 3が測定対象の場合、表示されるデータが、

エレメント 1、エレメント 2、エレメント 3、エレメント 1と、順次切り替わります。▼をクリッ
クすると、データを表示するエレメントを直接指定できます。

表示形式を選択する
Test (Bar+List)、Bar、List、または Simple*を選択します。
*	 Simple は規格簡易試験 (7.14 節参照 ) を行う場合に表示されます。

バーグラフの限度値の表示を ON/OFF する
	をクリックします。バーグラフの限度値を表示する / 表示しないの選択ができます。限度値

は黄色のバーで表示されます。限度値は高調波電流にだけ適用されます。電圧 /位相角には限度値
が規定されていません。したがって、限度値は表示されません。
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MaxHold を ON/OFF する
	をクリックします。MaxHold を ONにすると、測定データの最大値 (MAX 値 ) をホールドで

きます。MaxHold を ONにすると、バーグラフは次の様に表示されます。

	

最大値

現在の測定値

百分率の表示を ON/OFF する
	をクリックします。百分率の表示をONにすると、以下の項目を百分率で表示します。

数値リスト
・	 各次数の測定値 ( 含有率 )
・	 限度値

バーグラフ
・	 Y 軸目盛り

各種測定値リスト
・	 THC
・	 POHC
・	 POHC 最大値
・	 POHC 限度値

・	 百分率表示は高調波電流にだけ適用されます。
・	 百分率の表示は試験条件でクラスに Cを設定し、さらに次のどれかの場合に有効になります。
	- 電力クラスとして「>	25W」を選択する
	- 電力クラスとして「≦ 25W, ≧ 5W」を選択し、限度値に「THD,	2,	3,	5,	7,	9,	11 次より判定する」
を選択する
	- 電力クラスとして「≦ 25W, ≧ 5W」を選択し、限度値に「3次 5次と電流波形から判定する」
を選択する。

・	 百分率は設定基本電流 ( クラス Cの判定をするときにあらかじめ設定している基本波電流、7.4
節参照 ) の値を 100	％として、電流の各次数成分の含有率をバーグラフで表示できます。

・	 対象機器がクラス Cで 5	W 以上 25	W 以下の限度値のように、3次と 5次の高調波の含有率や
THDおよび 2、3、5、7、9、11 次の高調波の含有率で規定されている場合は、その値の大きさのバー
が表示されます

・	 百分率のバーグラフでは Y軸目盛りの倍率が「*1.0」のとき、Y軸の最大目盛りは「100.00	％」
になります。
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バーグラフの Y 軸目盛りを選択する
Y 軸目盛りの種類を選択する
LIN( 常数 ) または LOG( 対数 ) かを選択しす。

倍率を選択する
・	 目盛りの種類が LIN のとき、*100.0、*10.0、*5.0、*2.0、*1.0、*0.5、または *0.1を選択します。
・	 目盛りの種類が LOGのとき、*100.0、*10.0、*1.0、または *0.1を選択します。

表示する測定ファンクションを選択する
A( 電流 )、V( 電圧 )、またはDeg( 位相角 ) を選択します。
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解 説

電流の数値リストとバーグラフの色
表示色は、下表のとおりです。表中の 1の条件、2の条件、200%短時間緩和処置、POHC 緩和処
置の条件は、次のとおりです。

1 の条件
測定時間内の高調波電流の最大値が、規定されている限度値の 1.5 倍以下であること。次数
ごとに判定する。

2 の条件
測定時間内の高調波電流の平均値が、規定されている限度値以下であること。次数ごとに判
定する。

200% 短時間緩和処置の条件
次の条件をすべて満たす場合は、規定されている限度値の 200%まで許容される。
・	 対象試験機が高調波のクラス Aに属する。
・	 適用限度値の 150%を超過する時間は、試験観測期間の 10%と ( 試験観測期間内の )10 分
とを比較し、短い方の時間未満である。

・	 全試験観測期間にわたって得た高調波電流の平均値は、適用限度値の 90%未満である。

POHC 緩和処置の条件
21 次以上の部分的な奇数次の高調波電流 (POHC：Partial	Odd	Harmonic	Current) の総和の最
大値が、規定されている限度値の POHC未満のときは、21 次以上の奇数次高調波電流の平均
値は、規定されている限度値の 1.5 倍の値まで許容される。

青 限度値を超えていない。
赤 限度値を超えている。
黄 ( バーグラフに適用 ) 適用規格で規定されている限度値。

/ 黒 / 白
( 数値リストに適用 )

適用する限度値が規定されていない。
( 基本波や判定の対象にならない次数の測定値は、本ソフトウェアの背
景色の設定がライトの場合は黒色、ダークの場合は白色になります。)
*	 ソフトウェアの背景色の設定▶ IS8000 ソフトウェアのユーザーズマ
ニュアル (IM	IS8000-01JA) の 3.9 節参照

白 ( バーグラフに適用 ) 適用する限度値が規定されていない。
(基本波や判定の対象にならない次数のバーグラフは、白色になります。)

水 電流実効値の平均値の 0.6	％または 5mAのどちらか大きい方より測定
データが小さく、限度値の適用除外であるため、判定していない。

アクア 限度値を超えている。
有効電力の最大値が、限度値を適用する電力の下限 (75	W または 50	W)
以下か Infinity に設定されているため、限度値の適用除外。

*	 表示色の名称に、Microsoft	Word または Excel での色見本の名称を使用しています。
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電圧、位相角の数値リストとバーグラフの色
電圧、位相角には限度値が規定されていません。したがって、電圧、位相角のバーグラフは白色で
表示されます。リストに表示される数値は、本ソフトウェアの背景色の設定がライトの場合は黒色、
ダークの場合は白色です。

数値リスト
限度値
・	 適用規格で規定された限度値が、次数ごとにリスト表示されます。
・	 試験プレビューで観測される高調波データは瞬時値になるので、限度値の 1.5 倍の大きさ
の数値 ( リスト ) や黄色いバー ( バーグラフ ) で、限度値が表示されます。

・	 限度値は高調波電流にだけ適用されます。
・	「百分率表示」チェックボックスを選択すると、設定基本電流 ( クラス Cの判定をするとき
にあらかじめ設定している基本波電流、7.3 節参照 ) の値を 100	％として、限度値の各次数
成分の含有率を表示できます。

・	 対象機器がクラス Cで 5	W以上 25	W 以下の限度値のように、3次と 5次の高調波の含有
率や THDおよび 2、	3、	5、	7、	9、	11 次の高調波の含有率で規定されている場合は、クラス C
の判定をするときにあらかじめ設定している基本波電流 (7.3 節参照 ) の値を 100	％として、
3次と 5次の高調波の含有率や THDおよび 2、	3、	5、	7、	9、	11 次の高調波の含有率から換算
した電流値が表示されます。

余裕度
・	 限度値までの余裕の度合いを示します。各リストに表示されている限度値と測定値を使っ
て、次数ごとに次の式に従って求められます。

	 ×100限度値－測定値
限度値

・	 余裕度は高調波電流にだけ適用されます。
・	 7.5 節で余裕度を使用するにチェックをしている /していないによって、数値の色が異なり
ます。
-	 余裕度を使用する
青：余裕度が 7.5 節で指定した余裕度を超えている。
赤：余裕度が 7.5 節で指定した余裕度以下。

-	 余裕度を使用しない
数値は黒色で表示されます。
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バーグラフ
電流 / 電圧のバーグラフ
次数ごとに測定時間内の個々の測定データ ( 瞬時値 ) を表示します。

位相角のバーグラフ
次数ごとに、電流の基本波に対する高調波電流の位相角をバーグラフ表示できます。ただし、
電流の基本波の場合は、電圧の基本波に対する位相角をバーグラフ表示します。
・	 電流の基本波より高調波のほうが位相が進んでいるとき正の位相角、電流の基本波より高
調波のほうが位相が遅れているとき負の位相角として表示されます。

・	 電圧の基本波より電流の基本波のほうが位相が進んでいるとき負の位相角、電圧の基本波
より電流の基本波のほうが位相が遅れているとき正の位相角として表示されます。

各種測定値リスト
用語の解説は 1.5	節をご覧ください。

Sigma W
結線方式によってグループ化された全相分 ( 全入力エレメント ) の有効電力です。

Note
・	 クラス Cまたは Dが適用される多相機器で電力比例限度値を適用する場合、その相分 ( 三相の場
合は三相分 ) を加算した有効電力 (Sigma	W) から求めた 1	Wあたりの高調波電流と電力比例限度
値を比較し判定します。

・	 Sigma	Wが 600	W を超える機器は、規格上ではクラス Aの機器になります。本ソフトウェアでは、
規格・測定環境の設定 (7.3 節参照 ) で選択したクラスで判定しますのでご注意ください。

設定有効電力、設定基本電流、設定力率
設定有効電力には、クラス CまたはDの判定をするときにあらかじめ設定している電力の値
(7.4 節参照 ) が表示されます。
設定基本電流と設定力率には、クラス Cの判定をするときにあらかじめ設定している基本波
電流と力率の値 (7.3 節参照 ) がそれぞれ表示されます。

Note
・	 規格が IEC	61000-3-2	Ed5.0	A1、IEC	61000-3-2	Ed5.0、JIS	C	61000-3-2	2019 の場合
	 7.1 節で、クラス「D」を選択して、「冷蔵庫または冷凍庫 (VSD)」を選択したとき
・	 規格が IEC	61000-3-2	Ed4.0 の場合
	 7.1 節で、「附属書 Cを使用する」にチェックし、「附属書 C16.2　冷蔵庫または冷凍庫 (VSD)」を
選択したとき

上記の場合、これらの項目は次のように表示されます。
	 設定 Im：	器具の電流	
	 設定 Ur：	器具の定格電圧
	 設定 Pi：		器具の有効電力
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7.9 リストプレビューの表示を設定する

操 作

リストプレビューの表示例
下図以外のツールバーのアイコンの機能については 7.8 節をご覧ください。

	 中間高調波サブグループ
高調波グループ

高調波サブグループ
高調波

中間高調波グループ

次の各測定値のリスト ( 列 ) の表示のON/OFF

	

中間高調波サブグループ
高調波グループ

高調波サブグループ
高調波

中間高調波グループ

数値リストの詳細については 8.2 節をご覧ください。
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7.10 バープレビューの表示を設定する

操 作

バープレビューの表示例

	

高調波、高調波グループ、高調波サブグループ、限度値の表示エリア

中間高調波グループ、中間高調波中心サブグループの表示エリア*

7.8節参照 7.9節参照 7.8節参照

*	 中間高調波グループの表示ボタン	 	が ON、または中間高調波中心サブグループの表示ボタン	 	

が ONの場合に表示されます。

バーグラフの詳細については 7.7 節をご覧ください。
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解 説

バーの表示色
高調波のバーの表示色
7.7 節をご覧ください。

電流の高調波グループ、高調波サブグループの表示色
高調波、高調波グループ、高調波サブグループは、バーグラフが重ねて描画されています。

・	 測定値が限度値を超えていないとき

	

高調波グループのバーグラフ(藍色)

高調波サブグループのバーグラフ(群青)

高調波のバーグラフ(青)

・	 電流実効値の平均値の 0.6	％または 5	mA のどちらか大きい方より測定データが小さく、
限度値の適用除外であるため、判定していないとき

	

高調波グループのバーグラフ(濃緑)

高調波サブグループのバーグラフ(アクア)

高調波のバーグラフ(水)

電圧の高調波グループ、高調波サブグループの表示色
電圧の高調波、高調波グループ、高調波サブグループは次のように表示されます。限度値と
比較し判定する必要がありません。

	

高調波グループのバーグラフ(濃灰色)

高調波サブグループのバーグラフ(灰色)

高調波のバーグラフ(白)

中間高調波グループ、中間高調波中心サブグループの表示色
中間高調波グループ、中間高調波中心サブグループは次のように表示されます。限度値と比
較し判定する必要がありません。

	 中間高調波中心サブグループのバーグラフ(白)

中間高調波グループのバーグラフ(濃灰色)
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7.11 波形プレビューの表示を設定する

操 作

波形プレビューの表示例

	

MaxHold の選択
データを表示する入力エレメントの選択：7.7 節参照

ウィンドウの整列機能：7.15 節参照

X軸スケールの選択
電圧波形の表示のON/OFF

電流波形の表示のON/OFF
電圧波形の倍率の選択：7.7 節参照

電流波形の倍率の選択：7.7 節参照

MaxHold を選択する
	をクリックします。Dotted、Line、または Noneを選択します。

現在の設定に合わせて、ボタン表示が切り替わります。

X 軸スケールを選択する
	をクリックします。ALL、Cycle、Half Cycle+、または Half Cycle-を選択します。

現在の設定に合わせて、ボタン表示が切り替わります。
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波形表示の ON/OFF を選択する
表示 /非表示ボックスで、各エレメントの電圧、電流ボタンをクリックして波形表示のON/OFF を
選択します。電圧と電流を別々に選択できます。

表示 / 非表示ボックス ( 三相の例 )

	

各波形の表示のON/OFFボタン

カーソルを使って電流値や位相角を表示する
波形表示エリアでクリックすると、クリックした位置にカーソルが表示されます。カーソルがあ
る位置の電流値や電圧が表示されます。

	

カーソル

電圧値

電流値

解 説

表示色
波形プレビューの対象になる入力エレメントの番号が小さい順に、以下の表示色が割り振られま
す。たとえば、波形プレビューの対象が入力エレメント 1、2、3で構成される結線ユニットの場合、
電圧 /電流波形の色は、次のとおりです。
対象エレメント 電圧 電流
入力エレメント 1 	ピンク ( 桃 ) 	明るい緑
入力エレメント 2 	青 	黄
入力エレメント 3 	水 	赤
*	 表示色の名称に、Microsoft	Word または Excel での色見本の名称を使用しています。
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波形判定の測定値
判定条件 (7.4 節 ) で、次の条件を設定すると表示されます。
・	 クラス C
・	 有効電力≦ 25W、≧ 5	W
・	 3 次と 5次の高調波と電流波形で判定

表示内容は以下のとおりです。波形判定の詳細については 1.3 節をご覧ください。
Ip(abs) 最大絶対値電流ピーク値
Ip+ 電流ピーク値 (+) の位相
Ip- 電流ピーク値 (-) の位相
60-90deg(+)Min +の半サイクルでの 60°から 90°の間での電流の最小値
60-90deg(-)Max - の半サイクルでの 60°から 90°の間での電流の最大値

測定値の表示色
・	 Ip+ と Ip- は 7.3 節で設定した「波形ピークの位相」を超えると赤で表示されます。
・	 60-90deg(+)Min は 7.3 節で設定した「電流しきい値」以下になると赤で表示されます。
・	 60-90deg(-)Max は上記の「電流しきい値」以上になると赤で表示されます。

MaxHold の選択
MaxHold に Dotted または Line を選択すると、MaxHold 波形と現在測定している波形が表示され
ます。MaxHold 波形とは、波形プレビュー開始後の測定波形を重ね合わせ、各位相での最大値を
結んだ波形です。MaxHold 波形は、次のように表示されます。
・	 Dotted：	 MaxHold 波形をドットで表示します。
・	 Line：	 MaxHold 波形をドットつきの実線で表示します。
・	 None：	 MaxHold 波形を表示しません。
MaxHold 波形は現在測定している波形よりも、表示の輝度が低くなっています。

	

DottedLine

電流波形(現在測定している波形)
電流波形(MaxHold波形)

電圧波形(MaxHold波形と、現在測定している波形が重なっている)

None

MaxHold が Dotted または Line の場合、波形判定の測定値は次の値になります。
・	 Ip(abs)、Ip+、Ip-、60-90deg(-)Max：	波形プレビュー開始後の最大値
・	 60-90deg(+)Min：	波形プレビュー開始後の最小値

MaxHold が Dotted または Line の場合、カーソルの表示値はMaxHold 波形の電流値や電圧値にな
ります。
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7.11　波形プレビューの表示を設定する

X 軸スケールの選択
・	 All：	 	 50	ms
・	 Cycle：	 	 1 サイクル
・	 Half	Cycle+：	 半サイクル (+ 側 )
・	 Half	Cycle-：	 半サイクル (- 側 )

Y 軸 ( 電圧や電流の大きさ ) 目盛りの倍率
・	 目盛りの種類は、LIN( 常数 ) だけです。LOG( 対数 ) 目盛りは対応していません。
・	 WT 設定 (7.3 節参照 ) で選択している測定レンジを Y軸目盛りの最大値「1.0」として、波形を
表示します。
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7.12 簡易ユーザー指定値測定を実行する

操 作
1. 	 メニューエリアの	 	を選択します。測定の詳細メニューが表示されます。

	 詳細メニュー全般については 7.7 節をご覧ください。
2. 	 ユーザー指定値を測定するにチェックします。

	 	

3. 	 Pre-Meas 測定をクリックします。Pre 測定中のダイアログボックスが表示されます。

	 	

	 10 秒間の Pre-Meas 測定が終了すると、Pre 測定結果のダイアログボックスが表示されます。
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7.12　簡易ユーザー指定値測定を実行する

4. 	 Pre-Meas 測定の結果を 7.3 節の基本波電流、回路力率、電力値に指定値として反映するかし
ないかを選択します。はいを選択すると、測定値が指定値に反映されます。

	 	

解 説

簡易ユーザー指定値測定
クラス CまたはクラスDでは、基本波電流と回路力率、または電力値をユーザーが指定して適合
試験を行うことができます。基本波電流、回路力率、電力値を本節の操作で測定すると、測定し
た結果を 7.3 節の判定条件の基本波電流、回路力率、電力値に指定値として反映できます。
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7.13 規格適合試験 ( 高調波測定 ) を実行する

操 作
1. 	 メニューエリアの	 	を選択します。測定の詳細メニューが表示されます。

	 詳細メニュー全般については 7.7 節をご覧ください。

試験方法を選択する
4.1 節の試験メニューの選択で簡易試験測定を選択した場合だけ表示されます。

2. 	 規格適合試験を選択します。

	 	

試験を開始する
3. 	 試験開始をクリックします。測定待機中のダイアログボックスが表示されたあと、高調波測

定値リストウィンドウに測定値が表示されます。

	 	

・	 規格が IEC	61000-3-2	Ed5.0	A1、IEC	61000-3-2	Ed5.0、JIS	C	61000-3-2	2019 の場合
7.1 節で、クラス「D」を選択して、「冷蔵庫または冷凍庫 (VSD)」を選択したとき

・	 規格が IEC	61000-3-2	Ed4.0 の場合
7.1 節で「附属書 Cを使用する」にチェックし、	「附属書 C7　電気掃除機」または「附属書 C15　
高圧洗浄機」を選択したとき

上記の場合、試験は「最大」、「50%」、「最小」の 3回行われます。
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7.13　規格適合試験 ( 高調波測定 ) を実行する

試験を終了する
自動終了
あらかじめ設定されている測定時間が経過すると、自動的に測定が終了します。

強制終了
試験中止をクリックします。WTが測定途中の場合は、測定が正常に終了してデータの取得が
終った時点で測定終了になります。

試験が終了すると、総合判定が表示されます。

表示例：PASS

	 	

インフォメーションエリアにも総合判定の結果が常に表示されます。

判定
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7.13　規格適合試験 ( 高調波測定 ) を実行する

解 説

規格適合試験を実行中の設定 & 表示エリアの表示例

	
測定時間
測定を開始してからの経過時間 /7.4 節で設定した測定時間

測定 ( 取得 )データ番号
200 ms (50 Hz で 10 周期、60 Hz で 12 周期 )* ごとの高調波の測定データが、高調波測定 1 回
分のデータ ( 瞬時値 ) です。
これを本ソフトウェアが取得して、測定データとして表示します。この例では、750 個のデータを
取得したことを示しています。

*	 IEC	61000-4-7 の版数が第 2.0 版、または第 2.0 版の A1 の場合。IEC	61000-4-7 の版数が第 1.0 版の場合
は 16 周期 (50	Hz のとき 320	ms、60	Hz のとき 267	ms)。

	

数値リスト バーグラフ

各種測定値リスト
用語の解説 : 1.6 節参照

ツールバー : 7.8節参照
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7.13　規格適合試験 ( 高調波測定 ) を実行する

設定 & 表示エリアの表示形式
Test(Bar+List) だけが有効です。ツールバーの表示形式の設定アイコンで、それ以外の表示形式 (Bar
または List) を選択しても測定データは表示されません。

判定
測定対象としているすべてのエレメントの判定が Pass	ならば Pass、それ以外は Fail	になります。

PASS
FAIL
限度値を超えていないが、7.4 節で設定した余裕度を超えている。
判定無し

測定中のエラーメッセージ
測定を実行すると、次のエラーメッセージが表示される場合があります。

本ソフトウェアは大量の測定データをWTから取得しています。そのため、PCの CPUに負荷がか
かりすぎると、データの転送が間に合わなくなり、上記のエラーメッセージが表示される場合が
あります。以下のような点に注意して、PCの CPUに負荷をかけすぎないようにしてください。
・	 本ソフトウェア以外のソフトウェアを PC上で操作、実行しない。
・	 PC の常駐ソフトウェアを終了させる (OFF にする )。
・	 PC が待機モードにならないようにする。
・	 本ソフトウェアの動作に必要なシステム環境 (1.2 節 ) で使用する。
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7.13　規格適合試験 ( 高調波測定 ) を実行する

試験条件の確認
試験が終了すると、総合判定をする前に、試験条件が適切であるか、以下の項目をチェックします。
・	 クラス設定と有効電力のチェック
・	 クラス Cでの基本波電流と回路力率のチェック
・	 クラスDでの有効電力のチェック

クラス設定と有効電力のチェック
測定された有効電力が各クラスの規定範囲内かをチェックします。
クラス 有効電力 P の範囲
A 規定なし
A(JIS、P>	600	W、エアコンディショナ ) P>	600	W
B 規定なし
C(P>25	W) P>25	W
C(5	W ≦ P≦ 25	W) 5	W ≦ P≦ 25	W
D P ≦ 600	W

規定範囲外の場合、メッセージを表示します。クラス設定が適切か確認してください。

メッセージの例

	 	

メッセージの確認後、総合判定が表示されます。

クラス C での基本波電流と回路力率のチェック
クラス Cで基本波電流と回路力率に指定値を設定して試験する場合、基本波電流と回路力率
をチェックします。
・	 基本波電流チェック
基本波電流の測定値が指定値の 90	% 以上 110	% 以下であるかをチェックします。

・	 回路力率チェック
回路力率の測定値が指定値の 90	% 以上 110	% 以下であるかをチェックします。

規格が IEC 61000-3-2 Ed5.0 A1、IEC 61000-3-2 Ed5.0、JIS C 61000-3-2 2019 の場合
クラス C での分類 基本波電流チェック 回路力率チェック
P>	25	W クラス Cの限度値を適用 あり あり

クラス Cの限度値を適用 ( 調光照明 ) なし なし
クラス Aの限度値を適用 ( 調光照明 ) なし なし

P≦ 25	W、	≧ 5	W クラスDの電力比例限度値 なし なし
3次と 5次の高調波の状態で判定 あり なし
THD、2、3、5、7、9、11 次の高調波の
状態で判定 あり なし
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7.13　規格適合試験 ( 高調波測定 ) を実行する

規格が IEC 61000-3-2 Ed4.0 の場合
クラス C での分類 基本波電流チェック 回路力率チェック
P>	25	W クラス Cの限度値を適用 あり あり

クラス Cの限度値を適用 ( 調光照明 ) なし なし
クラス Aの限度値を適用 ( 調光照明 ) なし なし

P≦ 25	W クラスDの電力比例限度値 なし なし
3次と 5次の高調波の状態で判定 あり なし

上記の範囲外の場合、メッセージを表示します。指定値が適切かを確認してください。

メッセージの確認後、総合判定が表示されます。
・	 基本波電流が上記の範囲外の場合、入力エレメント 1の基本波電流の測定値の最大値を基
準に判定します。

・	 回路力率が上記の範囲外の場合、結線ユニットの回路力率の測定値の最大値を基準に判定
します。

クラス D での有効電力のチェック
クラスDで有効電力に指定値を設定して試験する場合、有効電力の測定値が指定値の 90	%
以上 110	% 以下であるかをチェックします。
上記の範囲外の場合、メッセージを表示します。指定値が適切かを確認してください。

メッセージの確認後、総合判定が表示されます。
有効電力が上記の範囲外の場合、有効電力の測定値の最大値を基準に判定します。
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7.14 規格簡易試験を実行する

操 作
1. 	 メニューエリアの	 	を選択します。測定の詳細メニューが表示されます。

	 詳細メニュー全般については 7.7 節をご覧ください。

試験方法を選択する
4.1 節の試験メニューの選択で簡易試験測定を選択した場合だけ表示されます。

2. 	 規格簡易試験を選択します。

	 	

試験プレビューを実行する
3. 	 8.1 節の操作に従って、実行するプレビューを選択し、プレビュー開始をクリックします。
	 	この節では、簡易試験プレビューを実行した場合について説明します。その他のプレビュー

を実行した場合は、次の各節をご覧ください。
・	 試験プレビュー	 8.2 節
・	 リストプレビュー	 8.3 節
・	 バープレビュー	 8.4 節
・	 波形プレビュー	 8.5 節

簡易試験プレビューの表示例

	 バーグラフ

7.8節参照

各種測定値リスト　用語の解説 : 1.6節参照

簡易試験の判定用数値リスト
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7.14　規格簡易試験を実行する

規格簡易試験を開始する
4. 	 試験開始をクリックします。測定待機中のダイアログボックスが表示されたあと、高調波測

定値リストウィンドウに測定値が表示されます。

	 	

	 	

試験を終了する
自動終了
あらかじめ設定されている測定時間が経過すると、自動的に測定が終了します。

強制終了
試験中止をクリックします。WTが測定途中の場合は、測定が正常に終了してデータの取得が
終った時点で測定終了になります。

試験が終了すると、総合判定が表示されます。

表示例：PASS

	 	

インフォメーションエリアにも総合判定の結果が常に表示されます。

判定



7-68 IM IS8000-63JA

IEC 61000-3-2 > 試験
7.14　規格簡易試験を実行する

解 説

簡易試験の判定用数値リスト
リストは次の項目で構成されています。
・	 適合試験：	簡易試験の判定基準にした適合試験の測定値
・	 簡易試験：	簡易試験の測定値

・	 SigmaW(W)
有効電力の測定値の最大値

・	 SigmaW(%)
適合試験の有効電力に対する簡易試験の有効電力の大きさ

	
簡易試験のSigmaWの最大値
適合試験のSigmaWの最大値 －1 ×100

・	 A	THD
SigmaW(W) が最大となるときの、電流の THDの測定値 ( 結線方式により表示されるエレメント
数が異なる )

・	 EMI	Max
高調波電流の限度値に対する、適合試験での高調波電流測定値の大きさ

	 100－余裕度(%)の最小値

数値の色は次のとおりです。
・	 適合試験の A	THD と EMI	Max
藍色 ( 簡易試験の実行条件を満たしている )

・	 簡易試験の SigmaW(%)
限度値以下なら青、限度値を超えると赤

・	 簡易試験の A	THD
限度値未満なら青、限度値以上なら赤

バーグラフ
簡易試験の判定用数値リストの各値をバーグラフで表示します。バーグラフの色は上記の数値リ
ストの色と同じです。限度値は黄色で表示されます。

	

限度値(黄色)

適合試験のデータ(藍色)

簡易試験のデータ(青)
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7.15 ウィンドウの整列機能

高調波測定ソフトウェア (IEC	61000-3-2、IEC	61000-3-12)、電圧変動 / フリッカ測定ソフトウェア
(IEC	61000-3-3、IEC	61000-3-11) で共通の機能です。

操 作

ウィンドウを重ねて表示する
	をクリックします。表示されているすべてのウィンドウのタイトルが見えるように、ウィン

ドウが重ねて表示されます。

解析メニューにて、ウィンドウを重ねて表示した例

ウィンドウを並べて表示する

	をクリックします。表示されているすべてのウィンドウが、重ならないように並んで表示さ
れます。
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7.15　ウィンドウの整列機能

解析メニューにて、ウィンドウを並べて表示した例

解 説

ウィンドウを重ねて表示
・	 表示されているすべてのウィンドウのタイトルが見えるように、ウィンドウが重ねて表示され
ます。

・	 アクティブになっている ( 操作対象になっている ) グラフまたはリストのウィンドウが、「重ね
て表示」の操作後の最前面のウィンドウになります。

・	 表示中のウィンドウの種類によって、重なる順序が変わります。

ウィンドウを並べて表示
・	 表示されているすべてのウィンドウが、重ならないように上下または左右に並んで表示されま
す。

・	 アクティブになっているグラフまたはリストが、「並べて表示」の操作後のアクティブなウィン
ドウになります。

・	 表示中のウィンドウの種類によって、並ぶ順序が変わります。
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解析 ( 判定結果や測定データを表示する )

7.16 全判定グラフを表示する

操 作
1. 	 メニューエリアの	 	を選択します。解析の詳細メニューが表示されます。

	 	

測定結果の解析
測定データについて解析結果を表示します。

全判定の表示 (7-72 ページ )

高調波電流リスト&グラフの表示 (7.17 節 )

高調波バーグラフの表示 (7.18 節 )

高調波測定値リストの表示 (7.19 節 )

トレンドグラフの表示 (7.20 節 )

波形グラフの表示 (7.21 節 )

繰り返し性の確認 (5.2 節 )

規格簡易試験の表示 (7.22 節 )
4.1 節の試験メニューの選択で簡易試験
測定を選択した場合に有効になります。

	 	
ウィンドウの整列機能です。
詳細については 7.15 節をご覧ください。

ウィンドウを重ねて表示
ウィンドウを上下に並べて表示

Note
試験メニューに移行するときの注意
解析メニューの実行中に、試験メニューのアイコンをクリックして試験メニューに移行すると、測定デー
タは破棄されます。データを破棄したくない場合は、データを保存してください (12 章参照 )。
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7.16　全判定グラフを表示する

全判定グラフを表示する
2. 	 全判定をクリックします。全判定グラフが表示されます。

	 	

スクロールバー
マウスで　 ( スライダ ) をドラッグするか、　　　をクリック
して、表示する測定データを選択できます。測定時間と測
定データの番号およびカーソルが、スライダの動きに連動
して変わります。

測定 ( 取得 ) データ番号

測定時間

ズームイン /ズームアウト /全体表示 (9-5 ページ )

判定グラフ
測定されたデータの全測定時間の判定結果が表示されます。各次数の判定内容によって、
色別に表示されます。表示範囲バーで表示する時間帯を変えると、その変化に従って判
定グラフに表示される時間帯が変わります。

表示範囲バー
現在表示している時間帯が、測定時間のどのあたりかを表示できます。

カーソル 測定時間
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解 説
測定時間内のすべての高調波電流データに対して、7.4 節「判定条件を設定する」に従って、電流
の高調波が限度値内かを判定し、その結果を一括表示できます。

ご使用になるWTの結線方式の設定 (7.1 節参照 ) によって、高調波測定の対象になる入力エレメン
トが異なります。WTの結線方式で設定されている入力エレメントすべてを考慮して、適用規格の
限度値内かが判定されます。

表示色
判定グラフ中で表示される表示色は、次ページの表のとおりです。表中の 1の条件、2の条件、
200%短時間緩和処置、POHC緩和処置の条件は、以下のとおりです。

1 の条件
測定時間内の高調波電流の最大値が、規定されている限度値の 1.5 倍以下であること。次数
ごとに判定する。

2 の条件
測定時間内の高調波電流の平均値が、規定されている限度値以下であること。次数ごとに判
定する。

200% 短時間緩和処置の条件
次の条件をすべて満たす場合は、規定されている限度値の 200%まで許容される。
・	 対象試験機が高調波のクラス Aに属する。
・	 適用限度値の 150%を超過する時間は、試験観測期間の 10%と ( 試験観測期間内の )10 分
とを比較し、短い方の時間未満である。
全試験観測期間にわたって得た高調波電流の平均値は、適用限度値の 90%未満である。

POHC 緩和処置の条件
21 次以上の部分的な奇数次の高調波電流 (POHC：Partial	Odd	Harmonic	Current) の総和の最
大値が、規定されている限度値の POHC未満のときは、21 次以上の奇数次高調波電流の平均
値は、規定されている限度値の 1.5 倍の値まで許容される。
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青 1 と 2 の条件のどちらも満たしている。
白 適用する限度値が規定されていない。
明るい緑 ・	 1 の条件を満たしている。

・	 2 の条件を満たしていない。
・	 POHC 緩和処置の条件を満たしている。

黄 ・	 1 の条件を満たしている。
・	 2 の条件を満たしていない。
・	 POHC 緩和処置の条件を満たしていない。

緑 ・	 1 の条件を満たしていない。
・	 2 の条件を満たしている。
・	 200	% 短時間緩和処置の条件を満たしている。

オレンジ ( 橙 ) ・	 1 の条件を満たしていない。
・	 2 の条件を満たしている。

ピンク ( 桃 ) ・	 1 の条件を満たしていない。
・	 2 の条件を満たしていない。
・	 POHC 緩和処置の条件を満たしている。

赤 1、2、200	% 短時間緩和処置、および POHC緩和処置の条件のどれも満たしていない。
水 電流実効値の平均値の 0.6	％または 5	mAのどちらか大きい方より測定データが小さ

く、限度値の適用除外であるため、判定していない。
アクア ・	 1、2、200%短時間緩和処置、および POHC緩和処置の条件のどれも満たしていない。

・	 有効電力の最大値が、限度値を適用する電力の下限 (75	W または 50	W) 以下か
Infinity に設定されているため、限度値の適用除外。

*	 表示色の名称に、Microsoft	Word または Excel での色見本の名称を使用しています。

測定時間内のすべての測定データが、上記の青、明るい緑、緑、水、アクア色の判定であれば、測
定値判定グラフウィンドウの判定結果に「PASS」が表示されます。黄、オレンジ、ピンク、赤の
判定が 1つでもあるときは、判定結果に「FAIL」が表示されます。
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ズームイン / ズームアウトする

全体表示：全測定時間を表示します。
ズームアウト

ズームイン

カーソル

ズームイン / ズームアウト
クリックするごとに、カーソルを中心として、次のステップでズームイン / ズームアウトし
ます。

25	s
50	s
100	s(1min40s)
200	s(3min20s)
400	s(6min40s)
800	s(13min20s)
1600	s(26min40s)
3200	s(53min20s)
・
・
・

全測定時間

ただし、ズーム画面の時間が全測定時間の 75	% を超える場合は、全測定時間が表示されます。
たとえば、測定時間が 1時間の場合、ズームイン /アウト機能で 3200	s	 (53min20s) は、全観
測時間の約 89	% となります。そのため、3200	s のズーム画面は表示されません。
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全判定グラフの便利な使い方
全判定グラフで、気になる測定データの部分を選択して、そのデータの瞬時値をバーグラフ
やリスト表示できます。以下に、入力エレメント 1の高調波電流リスト &グラフを表示する
例について説明します。

1. 	 全判定グラフで、気になる部分をマウスでクリックします。カーソルが、クリックした
データの位置 ( 時間 ) に移動します。

	 マウスのポインタを置いてクリックした位置(時間)にカーソルが移動します。

カーソルの位置
( 時間 ) を表示

カーソル
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2. 	 詳細メニューで、高調波電流リスト & グラフを選択し、瞬時値を選択します。このとき
にカーソルが移動している位置 ( 時間 ) の高調波電流の瞬時値が、バーグラフ表示され
ます。

	 バーグラフ表示の詳細な説明については、7.18 節をご覧ください。

21次の高調波成分のレベルが異なっていて、判定が青色から水色に変わっている部分

カーソルの位置
( 時間 ) と同じ
時間を表示



7-78 IM IS8000-63JA

IEC 61000-3-2 > 解析

7.17 高調波電流リスト & グラフを表示する

操 作
1. 	 メニューエリアの	 	を選択します。解析の詳細メニューが表示されます。

	 詳細メニュー全般については 7.16 節をご覧ください。

高調波電流リスト & グラフを表示する
2. 	 高調波電流リスト & グラフをクリックします。高調波電流リスト &グラフが表示されます。

	 	

スクロールバー
瞬時値を表示している場合、マウスで　 ( スライダ ) をドラッグするか、　
　　  をクリックして、表示したい測定データを選択できます。測定時間
と測定データの番号、および測定データ ( 瞬時値 ) が、スライダの動き
に連動して変わります。

数値リスト バーグラフ

各種測定値リスト
用語の解説 : 1.6 節参照

ツールバー
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ツールバー

バーグラフの限度値の表示のON/OFF
データを表示する入力エレメントの選択

百分率の表示のON/OFF

バーグラフの Y軸目盛りの種類の選択
バーグラフの Y軸目盛りの倍率の選択

平均値 /最大値 / 瞬時値の選択

データを表示する入力エレメントの選択
	をクリックします。たとえば入力エレメント 1～ 3が測定対象の場合、表示されるデータが、

エレメント 1、エレメント 2、エレメント 3、エレメント 1と、順次切り替わります。▼をクリッ
クすると、データを表示するエレメントを直接指定できます。

バーグラフの限度値の表示を ON/OFF する
	をクリックします。バーグラフの限度値を表示する / 表示しないの選択ができます。限度値

は黄色のバーで表示されます。限度値は高調波電流にだけ適用されます。電圧 /位相角には限度値
が規定されていません。したがって、限度値は表示されません。
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百分率の表示を ON/OFF する
	をクリックします。百分率の表示をONにすると、次の項目を百分率で表示します。

数値リスト
・	 各次数の測定値 ( 含有率 )
・	 限度値

バーグラフ
・	 Y 軸目盛り

各種測定値リスト
・	 THC
・	 POHC
・	 POHC 最大値
・	 POHC 限度値

・	 百分率表示は高調波電流にだけ適用されます。
・	 百分率の表示は試験条件でクラスに Cを設定し、さらに次のどれかの場合に有効になります。
	- 電力クラスとして「>	25	W」を選択する
	- 電力クラスとして「≦ 25	W、≧	5	W	」を選択し、限度値に「3次 5次と電流波形から判定す
る」を選択する
	- 電力クラスとして「≦ 25	W、≧	5	W	」を選択し、限度値に「THD,	2,	3,	5,	7,	9,	11 次より判定する」
を選択する

・	 百分率は設定基本電流 ( クラス Cの判定をするときにあらかじめ設定している基本波電流、7.3
節参照 ) の値を 100	％として、電流の各次数成分の含有率をバーグラフで表示できます。

・	 対象機器がクラス Cで 5	W 以上 25	W 以下の限度値のように、3次と 5次の高調波の含有率や
THDおよび 2、3、5、7、9、11 次の高調波の含有率で規定されている場合は、その値の大きさのバー
が表示されます

・	 百分率のバーグラフでは Y軸目盛りの倍率が「*1.0」のとき、Y軸の最大目盛りは「100.00	％」
になります。

Y 軸 ( 電流の大きさ ) 目盛りを選択する
Y 軸目盛りの種類を選択する
LIN( 常数 ) または LOG( 対数 ) を選択しす。

倍率を選択する
目盛りの種類が LIN のとき、*100.0、*10.0、*5.0、*2.0、*1.0、*0.5、または *0.1を選択します。
目盛りの種類が LOGのとき、*100.0、*10.0、*1.0、または *0.1を選択します。
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平均値 / 最大値 / 瞬時値を選択する
平均、最大、または瞬時を選択します。

	

解 説

リスト表示
限度値
・	 適用規格で規定された限度値が、次数ごとにリスト表示されます。
・	 限度値は高調波電流にだけ適用されます。
・	「百分率表示」チェックボックスを選択すると、設定基本電流 ( クラス Cの判定をするとき
にあらかじめ設定している基本波電流、7.4 節参照 ) の値を 100	％として、限度値の各次数
成分の含有率を表示できます。

・	 対象機器がクラス Cで 5	W 以上、25	W 以下の限度値のように、3次と 5次の高調波の含
有率や THDおよび 2、	3、	5、	7、	9、	11 次の高調波の含有率で規定されている場合は、クラス
Cの判定をするときにあらかじめ設定している基本波電流 (7.4 節参照 ) の値を 100	％とし
て、3次と 5次の高調波の含有率や THDおよび 2、	3、	5、	7、	9、	11 次の高調波の含有率から
換算した電流値が表示されます。

余裕度
・	 限度値までの余裕の度合いを示します。各リストに表示されている限度値と測定値を使っ
て、次数ごとに以下の式に従って求められます。

	 ×100限度値－測定値
限度値

・	 余裕度は高調波電流にだけ適用されます。
・	 7.5 節で余裕度を使用するにチェックをしている /していないによって、数値の色が異なり
ます。
-	 余裕度を使用する
青：余裕度が 7.5 節で指定した余裕度を超えていない。
赤：余裕度が 7.5 節で指定した余裕度以下。

-	 余裕度を使用しない
数値は黒色で表示されます。
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バーグラフ表示
平均値 / 最大値 / 瞬時値
リストとバーグラフには、平均値表示、最大値表示および瞬時値表示の 3種類があります。
各表示によって異なる内容の表示項目についてだけ、説明します。

平均値表示
・	 次数ごとの数値とバー
次数ごとに測定時間内の個々の測定データ ( 瞬時値 ) を平均し、その平均値を表示しま
す。

・	 リストの右側に表示される測定項目
項目ごとに測定時間内の個々の測定データから求められた値を平均し、その平均値を
表示します。

・	 限度値の数値とバー
適用規格で規定されている限度値の大きさの数値と黄色いバーが表示されます。

最大値表示
・	 次数ごとの数値とバー
次数ごとに測定時間内の個々の測定データ ( 瞬時値 ) を比較し、その中の最大値を表示
します。

・	 リストの右側に表示される項目
項目ごとに測定時間内の個々の測定データから求められた値を比較し、その中の最大
値を表示します。

・	 限度値の数値とバー
適用規格で規定されている限度値の 1.5 倍の大きさの数値と黄色いバーが表示されま
す。

瞬時値表示
・	 次数ごとの数値とバー
次数ごとに測定時間内の個々の測定データ ( 瞬時値 ) を表示します。

・	 リストの右側の下段に表示される測定項目
測定時間内の個々の測定データから求められた値を表示します。

・	 限度値の数値とバー
適用規格で規定されている限度値の 1.5 倍の大きさの数値と黄色いバーが表示されま
す。

・	 瞬時値の選択
スクロールバーを使って、表示する瞬時値を選択できます。

Note
平均値、または最大値を表示している場合、スクロールバーを操作しても、高調波電流リスト &グ
ラフ表示は変わりません。
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電流の数値リストとバーの表示色
次数ごとに表示されるバーグラフは、測定データの大きさから換算された長さで表示されま
す。それぞれの表示色が表す意味は、下表のとおりです。

	 青 限度値を超えていない。
明るい緑 ( 平均値表示に
だけ適用 )

7-74	ページの明るい緑色と同じ条件のとき。

緑 ( 最大値表示と瞬時値
表示に適用 )

7-74	ページの緑色と同じ条件のとき。

赤 限度値を超えている。
黄 ( バーグラフに適用 ) 適用規格で規定されている限度値。

/ 黒 / 白
( 数値リストに適用 )

適用する限度値が規定されていない。
( 基本波や判定の対象にならない次数の測定値は、本ソフトウェアの
背景色の設定がライトの場合は黒色、ダークの場合は白色になりま
す。)
*	 ソフトウェアの背景色の設定▶ IS8000 ソフトウェアのユーザーズ
マニュアル (IM	IS8000-01JA) の 3.9 節参照

白 ( バーグラフに適用 ) 適用する限度値が規定されていない。
( 基本波や判定の対象にならない次数のバーグラフは、白色になりま
す。)

水 電流実効値の平均値の 0.6	％または 5	mAのどちらか大きい方より測
定データが小さく、限度値の適用除外であるため、判定していない。

アクア ・	 限度値を超えている。
・	 有効電力の最大値が、限度値を適用する電力の下限 (75	W または
50	W) 以下か Infinity に設定されているため、限度値の適用除外。

*	 表示色の名称に、Microsoft	Word または Excel での色見本の名称を使用しています。

電圧、位相角の数値リストとバーグラフの色
電圧、位相角には限度値が規定されていません。したがって、電圧、位相角のバーグラフは
白色で表示されます。リストに表示される数値は、本ソフトウェアの背景色の設定がライト
の場合は黒色、ダークの場合は白色です。



7-84 IM IS8000-63JA

IEC 61000-3-2 > 解析
7.17　高調波電流リスト & グラフを表示する

各種測定値リスト
用語の解説は 1.5	節をご覧ください。

Sigma W
結線方式によってグループ化された全相分 ( 全入力エレメント ) の有効電力です。

Note
・	 クラス Cまたは Dが適用される多相機器で電力比例限度値を適用する場合、その相分 ( 三相の場
合は三相分 ) を加算した有効電力 (Sigma	W) から求めた 1Wあたりの高調波電流と電力比例限度
値を比較し判定します。

・	 Sigma	Wが 600Wを超える機器は、規格上ではクラス Aの機器になります。本ソフトウェアでは、
規格・測定環境の設定 (7.4 節参照 ) で選択したクラスで判定しますのでご注意ください。

設定有効電力、設定基本電流、設定力率
設定有効電力には、クラス CまたはDの判定をするときにあらかじめ設定している電力の値
(7.4 節参照 ) が表示されます。
設定基本電流と設定力率には、クラス Cの判定をするときにあらかじめ設定している基本波
電流と力率の値 (7.4 節参照 ) がそれぞれ表示されます。

Note
・	 規格が IEC	61000-3-2	Ed5.0	A1、IEC	61000-3-2	Ed5.0、JIS	C	61000-3-2	2019 の場合
	 7.1 節で、クラス「D」を選択して、「冷蔵庫または冷凍庫 (VSD)」を選択したとき
・	 規格が IEC	61000-3-2	Ed4.0 の場合
	 7.1 節で、「附属書 Cを使用する」にチェックし、「附属書 C16.2　冷蔵庫または冷凍庫 (VSD)」を
選択したとき

上記の場合、これらの項目は次のように表示されます。
	 設定 Im：	器具の電流	
	 設定 Ur：	器具の定格電圧
	 設定 Pi：		器具の有効電力

グラフやリストの相互関係
ある 1つの瞬時値を表示するグラフウィンドウやリストウィンドウで、スクロールバーを操作し
て測定時間を選択し、そのときの測定データを表示しているとき、別のグラフウィンドウやリス
トウィンドウも同じ測定時間の測定データを表示します。
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7.18 高調波バーグラフを表示する

操 作
1. 	 メニューエリアの	 	を選択します。解析の詳細メニューが表示されます。

	 詳細メニュー全般については 7.16 節をご覧ください。

高調波バーグラフを表示する
2. 	 高調波バーグラフをクリックします。高調波バーグラフが表示されます。

	 	

データを表示する測定エレメントの選択
スクロールバー
マウスで　 (スライダ ) をドラッグするか、　　　をクリックして、
表示する測定データを選択できます。測定時間と測定データの
番号、および測定データ ( 瞬時値 ) が、スライダの動きに連動
して変わります。
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7.18　高調波バーグラフを表示する

Y 軸 ( 電流の大きさ ) 目盛りを選択する
Y 軸目盛りの種類を選択する
LIN( 常数 ) または LOG( 対数 ) を選択しす。

倍率を選択する
目盛りの種類が LIN のとき、*100.0、*10.0、*5.0、*2.0、*1.0、*0.5、または *0.1を選択します。
目盛りの種類が LOGのとき、*100.0、*10.0、*1.0、または *0.1を選択します。

表示する測定ファンクションを選択する
A( 電流 )、V( 電圧 )、またはDeg( 位相角 ) を選択します。

解 説

高調波の電流 / 電圧のバーグラフ
次数ごとに測定時間内の個々の測定データ ( 瞬時値 ) を表示します。

高調波の位相角のバーグラフ
次数ごとに、電流の基本波に対する高調波電流の位相角をバーグラフで表示できます。ただし、電
流の基本波の場合は、電圧の基本波に対する位相角をバーグラフで表示します。
・	 電流の基本波より高調波の方が位相が進んでいるとき正の位相角、電流の基本波より高調波の
ほうが位相が遅れているとき負の位相角として表示されます。

・	 電圧の基本波より電流の基本波のほうが位相が進んでいるとき負の位相角、電圧の基本波より
電流の基本波のほうが位相が遅れているとき正の位相角として表示されます。

バーグラフの表示色
白色で表示されます。

Note
限度値は表示されません。

瞬時値の選択
スクロールバーを使って、表示する瞬時値を選択できます。
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7.19 高調波測定値リストを表示する

操 作
1. 	 メニューエリアの	 	を選択します。解析の詳細メニューが表示されます。

	 詳細メニュー全般については 7.16 節をご覧ください。

高調波測定値リストを表示する
2. 	 高調波測定値リストをクリックします。高調波測定値 ( 瞬時値 ) のリストが表示されます。

	 	

データを表示する測定エレメントの選択
スクロールバー
マウスで　 ( スライダ ) をドラッグするか、　　　をクリックして、
表示する測定データを選択できます。測定時間と測定データの
番号、および測定データ ( 瞬時値 ) が、スライダの動きに連動
して変わります。
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7.20 トレンドグラフを表示する

操 作
1. 	 メニューエリアの	 	を選択します。解析の詳細メニューが表示されます。

	 詳細メニュー全般については 7.16 節をご覧ください。

トレンドグラフを表示する
2. 	 トレンドグラフをクリックします。トレンドグラフが表示されます。

トレンドグラフを設定する

表示範囲の
上限値

表示範囲の
下限値

カーソル
(7-91 ページ )

グリッド
トレンド表示エリアに表示するグリッドの種類 (Dotted/Line/None) を選択します。
・Dotted： グリッドを点線にします。
・Line： グリッドを直線にします。
・None： グリッドを表示しません。

オートレンジ
・オートレンジボタンを選択している場合
   取り込まれた値に応じてレンジが自動的に切り替わります。

・オートレンジボタンを選択していない場合
   Upper 列上または Lower 列上をクリックすると表示されるコンボボックスで、
   表示範囲の上限値、下限値を、トレンド (Trace) ごとに設定できます。

トレース設定
ボックスの表示 /
非表示
(7-89 ページ )

ズームイン /ズームアウト (7-91 ページを参照 )
全体表示
全測定時間を表示します。
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7.20　トレンドグラフを表示する

トレース設定する

トレース設定ボックスの表示 /非表示 トレース設定ボックス

Trace
表示する ( チェック有り )/ 表示しない ( チェックなし ) トレンドを選択します。

Function
表示する測定ファンクションを選択します。

1. 	 Function列上をクリックします。コンボボックスが表示されます。
2. 	 測定ファンクションを選択します。
Note
次の測定ファンクションから選択できます。
U 電圧
I 電流
P 電力
S 皮相電力
SigmaW 全相分の有効電力
SigmaPF 全相分の力率
Freq PLL ソースの基本波の周波数
LAMBDA 力率
POHC 21 次以上の奇数次高調波電流の総和
THC 全高調波電流
PHI 位相角
Vthd 電圧総高調波ひずみ率
VthdS 電圧サブグループ総高調波ひずみ率
VthdG 電圧グループ総高調波ひずみ率
Athd 電流総高調波ひずみ率
AthdS 電流サブグループ総高調波ひずみ率
AthdG 電流グループ総高調波ひずみ率
PTHD 電力総高調波ひずみ率
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7.20　トレンドグラフを表示する

Element
表示するエレメントを選択します。

1. 	 Element列上をクリックします。コンボボックスが表示されます。
2. 	 エレメントを選択します。

Order
表示する次数を選択します。

1. 	 Order列上をクリックします。コンボボックスが表示されます。
2. 	 次数を選択します。

Upper、Lower
Auto	Ranging チェックボックスにチェックをしていない場合の、表示範囲の上限値 (Upper)
または下限値 (Lower) を設定します。

1. 	 Upper列上または Lower列上をクリックします。エディットボックスが表示されます。
2. 	 表示範囲の上限値または下限値を設定します。

Color
トレンドの表示色を選択します。

1. 	 Color列上をクリックします。コンボボックスが表示されます。
2. 	 トレンドの表示色を選択します。
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7.20　トレンドグラフを表示する

ズームイン / ズームアウトする

ズームアウト
クリックするごとに、ズームアウトします。最大でトレンド表示
エリアの表示時間を経過時間までズームアウトできます。

ズームイン
クリックするごとに、ズームインします。最大でトレンド表示
エリアの表示時間を 2s までズームインできます。

スクロールバー
マウスで　 ( スライダ ) をドラッグするか、　　　をクリックして、
表示する測定データを選択できます。

カーソル
トレンド表示エリアでクリックすると、クリックした位置にカーソルが表示されます。
表示されたカーソルをクリックしてドラッグすると、カーソルを移動できます。
スライダ
表示する波形まで時間軸を移動します。

* P-P 圧縮 (Peak-Peak 圧縮 )
P-P 圧縮とは、一定時間間ごとの測定値から最大値 / 最小値の 2 点を抽出して測定値
を圧縮することです。
詳細については、WT5000 のユーザーズマニュアル [ 機能編 ](IM WT5000-01JA) をご
覧ください。

PP_Max
トレンド表示で、時間軸の設定値が大きいためにすべての測定値を表示しきれない場合、
測定値を P-P 圧縮 * して描画します。このとき、PP_Max と表示されます。
P-P 圧縮での表示を解除するには、ズームイン機能で時間軸表示を拡大します。
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7.21 波形グラフを表示する

操 作
1. 	 メニューエリアの	 	を選択します。解析の詳細メニューが表示されます。

	 詳細メニュー全般については 7.16 節をご覧ください。

波形グラフを表示する
2. 	 波形グラフをクリックします。波形グラフが表示されます。

	 	

規定線の表示のON/OFF
データを表示する入力エレメントの選択

X軸スケールの選択
電圧波形の表示のON/OFF

電流波形の表示のON/OFF
電圧波形の倍率の選択

電流波形の倍率の選択

波形判定の測定値
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7.21　波形グラフを表示する

規定線の表示を ON/OFF する
	をクリックします。波形判定の規定線を表示するか表示しないかの選択ができます。規定線

には次の 2種類があります。

電流のピーク値：65°以前

電流の流れ始めから流れ終わり：60°～ 90°で 5%

X 軸スケールを選択する
	をクリックします。ALL、Cycle、Half Cycle+、または Half Cycle-を選択します。

現在の設定に合わせて、ボタン表示が切り替わります。

Y 軸 ( 電圧や電流の大きさ ) 目盛りの倍率を選択する
*100.0、*10.0、*50、*2.0、*1.0、*0.5、または *0.1を選択します。
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7.21　波形グラフを表示する

カーソルを使って電流値や位相角を表示する
波形表示エリアでクリックすると、クリックした位置にカーソルが表示されます。カーソルがあ
る位置の電流値や位相角が表示されます。

スライダ カーソル位相角

電流値

解 説
規格適合試験で測定を終了した直後に、波形データを取得しています。電圧、電流の波形データ ( 約
2周期分 ) を 8000 ポイントのデータ点数で取得し、波形グラフに表示します。WTの入力エレメン
トごとに、グラフ表示できます。この波形データは、波形プレビューで表示されたデータとは別
のものです。

Note
スクロールバーを操作しても、波形グラフ表示は変わりません。

規定線の表示の ON/OFF
判定条件 (7.4 節 ) で、次の条件を設定すると規定線の表示をON/OFF できます。
・	 クラス C
・	 有効電力≦ 25	W、≧ 5	W
・	 3 次と 5次の高調波と電流波形で判定
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7.21　波形グラフを表示する

グラフの下の数値表示
・	 周波数
測定時間内すべての周波数 (PLL ソースの基本波の周波数 ) の平均値。

・	 電流ピーク値 ( ＋ )
表示されている電流波形の正の最大値。

・	 電流ピーク値 (‒)
表示されている電流波形の負の最大値。

・	 電圧ピーク値 ( ＋ )
表示されている電圧波形の正の最大値。

・	 電圧ピーク値 (‒)
表示されている電圧波形の負の最大値。

波形判定の測定値
判定条件 (7.4 節 ) で、次の条件を設定すると表示されます。
・	 クラス C
・	 有効電力≦ 25	W、≧ 5	W
・	 3 次と 5次の高調波と電流波形で判定

表示内容は以下のとおりです。波形判定の詳細については 1.3 節をご覧ください。
Ip(abs) 最大絶対値電流ピーク値
Ip+ 電流ピーク値 (+) の位相
Ip- 電流ピーク値 (-) の位相
60-90deg(+)Min +の半サイクルでの 60°から 90°の間での電流の最小値
60-90deg(-)Max - の半サイクルでの 60°から 90°の間での電流の最大値

測定値の表示色
・	 Ip+ と Ip- は 7.4 節で設定した「波形ピークの位相」を超えると赤で表示されます。
・	 60-90deg(+)Min は 7.4 節で設定した「電流しきい値」以下になると赤で表示されます。
・	 60-90deg(-)Max は上記の「電流しきい値」以上になると赤で表示されます。
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7.22 規格簡易試験の結果を表示する

操 作
1. 	 メニューエリアの	 	を選択します。解析の詳細メニューが表示されます。

	 詳細メニュー全般については 7.16 節をご覧ください。

規格簡易試験の結果を表示する
2. 	 簡易試験をクリックします。規格簡易試験の結果が表示されます。

	 	 バーグラフ

7.17節参照

各種測定値リスト
用語の解説 : 1.6節参照

簡易試験の判定用数値リスト
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7.22　規格簡易試験の結果を表示する

解 説

簡易試験の判定用数値リスト
リストは次の項目で構成されています。
・	 適合試験：	 簡易試験の判定基準にした適合試験の測定値
・	 簡易試験：	 簡易試験の測定値

・	 SigmaW(W)
有効電力の測定値の最大値

・	 SigmaW(%)
適合試験の有効電力に対する簡易試験の有効電力の大きさ

	
簡易試験のSigmaWの最大値
適合試験のSigmaWの最大値 －1 ×100

・	 A	THD
SigmaW(W) が最大となるときの、電流の THDの測定値 ( 結線方式により表示されるエレメント
数が異なる )

・	 EMI	Max
高調波電流の限度値に対する、適合試験での高調波電流測定値の大きさ
100 －余裕度 (%) の最小値

数値の色は以下のとおりです。
・	 適合試験の A	THD と EMI	Max
藍色 ( 簡易試験の実行条件を満たしている )

・	 簡易試験の SigmaW(%)
限度値以下なら青、限度値を超えると赤

・	 簡易試験の A	THD
限度値未満なら青、限度値以上なら赤

バーグラフ
簡易試験の判定用数値リストの各値をバーグラフで表示します。バーグラフの色は上記の数値リ
ストの色と同じです。限度値は黄色で表示されます。
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7.22　規格簡易試験の結果を表示する

その他の解析結果の表示
規格簡易試験を実行すると、簡易試験ボタンの他に、以下のボタンが有効になります。これらの
ボタンをクリックして表示される解析結果は、規格簡易試験の測定データです。簡易試験の判定
基準にした適合試験の測定データではありません。
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第 8 章 

IEC 61000-3-3 電圧変動 / フリッカ測定

この章では、IEC	61000-3-3 電圧変動 / フリッカ測定ソフトウェアの、設定、試験、解析の手順につい
て説明しています。

スタート	 4 章参照

開く	 	 5 章参照

接続	 	 6 章参照

設定 ( 測定条件、判定条件を設定する )

8.1	 試験全般についての条件を設定する
8.2	 電源を設定する
8.3	 WT の測定条件を設定する
8.4	 WT の判定条件を設定する
8.5	 オプション条件を設定する

試験 ( 測定を実行する )

8.6	 電源の出力のオン /オフ ( 電源機能使用時 )
8.7	 通常の電圧変動 /フリッカ測定を実行する
8.8	 手動スイッチング dmax 測定を実行する

解析 ( 判定結果や測定データを表示する )

8.9	 数値判定を表示する
8.10	 トレンドグラフを表示する
8.11	 CPF グラフを表示する

印刷	 	 11 章参照

保存	 	 12 章参照

終了	 	 4 章参照
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設定 ( 測定条件、判定条件を設定する )

8.1 試験全般についての条件を設定する

操 作
1. 	 メニューエリアの	 	を選択します。設定の詳細メニューが表示されます。

	 	

結線方式 (8-3 ページ )
測定回路の結線方式を選択します。

dmax の分類 (General) (8-3 ページ )
通常の電圧変動 / フリッカ測定
(General mode) を実施する場合に、
dmax の分類を設定します。

dmax の分類 (Manual) (8-3 ページ )
手動スイッチング dmax 測定 (Manual 
dmax mode) を実施する場合に、
dmax の分類を設定します。

設定 &表示エリアの	 	は、標準設定 /詳細設定の切り替えボタンです。詳細については 8.3
節、8.4 節をご覧ください。

標準設定

詳細設定
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8.1　試験全般についての条件を設定する

結線方式
2. 	 測定回路の結線方式を選択します。

・	 単相 2線式 230V、50Hz 機器用
・	 三相 4線式 400V	、50Hz 機器用

Note
結線方式を選択すると、設定 &表示エリアに表示されている以下の設定が、選択された結線方式に連動し
たデフォルト値に変更されます。デフォルト値については 8.3 節、8.4 節をご覧ください。
・	 WT の設定条件 (WT 測定器のタブ )
・	 試験の判定条件 ( 規格のタブ )

dmax の分類 (General)
3. 	 通常の電圧変動/フリッカ測定(General	mode)を実施する場合に、dmaxの分類を設定します。

・	 4%以下
・	 6%以下
・	 7%以下

Note
この設定を変更すると、設定 &表示エリアに表示されているWTの設定条件 (WT 測定器のタブ ) の、	通常
の電圧変動 /フリッカ測定の判定条件 (Judge	 (General)) の dmax の限度値の設定が、選択された値に変更
されます。詳細については 8.4 節の解説をご覧ください。

dmax の分類 (Manual)
4. 	 手動スイッチング dmax 測定 (Manual	dmax	mode) を実施する場合に、dmax の分類を設定

します。
・	 6%以下
・	 7%以下

Note
この設定を変更すると、設定 &表示エリアに表示されているWTの設定条件 (WT 測定器のタブ ) の、手動
スイッチング dmax 測定の判定条件 (Judge	 (Manual)) の dmax の限度値の設定が、選択された値に変更さ
れます。詳細については 7.3 節の解説をご覧ください。

解 説

dmax の分類
限度値 dmax は条件によって、4%、6%、または 7%になります。条件については、1-32	ページを
ご覧ください。
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8.2 電源を設定する

電源との接続(▶6.1節 )で「使用する」を選択してオンライン接続している場合は、この節の手順に沿っ
て電源の設定をしてください。

操 作
1. 	 メニューエリアの	 	を選択します。設定の詳細メニューが表示されます。

	 	

結線方式
接続しているNF電源
の種類に応じて、選択
可能な項目だけがアク
ティブになります。

電源の各種設定
1. 	 設定 &表示エリアで NF 電源のタブを選択します。電源の設定項目が表示されます。

2. 	 標準ボタン	 	または、詳細ボタン	 	をクリックします。
3. 	 各設定項目を設定します。
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標準設定モード
標準ボタン	 	をクリックすると、次の設定項目が表示されます。

結線方式

電源とリファレンスインピーダンス
ネットワーク (RIN) の情報
電源と RIN* の形名が自動的に取得され、
表示されます。

定格周波数
プルダウンメニューから 50 Hz
または 60 Hz を選択できます。
設定ボックスをクリックする
と、周波数を 45.00 ～ 66.00 の
範囲で設定できます。
直近に設定された任意の値を
プルダウンメニューから選択
できます。

標準設定モードでは、結線方式を設定すると、これらのボックスは
自動設定されます。詳細は次ページをご覧ください。
これらの設定を確認、変更するには、詳細設定モードを選択します。

測定前に電源品質をチェック
する場合、チェックします。
電源品質チェックの詳細は
8.6 節をご覧ください。

電源の出力がONのときに、
設定の変更を禁止する場合、
チェックします。

設定情報をイラストで表示

*	 RIN として DP4164 ～ DP4169 が接続されている場合、本ソフトウェア上では次のように表示され
ます。
・	 単相：DP4162
・	 三相：DP4163
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結線方式
接続されている電源の種類によって、結線方式として以下の結線方式が自動的に設定され
ます。また、電圧レンジなどの値として、次の値が設定されます。

ES2000S( 単相モデル ) 接続時
結線方式 電圧レンジ 電圧限度値 相電圧 / 線間電圧 定格電圧
単相 2線式
230V 機器用

200 300.0 相電圧 230.0

ES2000U( 三相モデル ) 接続時、スライドスイッチ：単相モード
結線方式 電圧レンジ 電圧限度値 相電圧 / 線間電圧 定格電圧
単相 2線式
230V 機器用

200 300.0 相電圧 230.0

ES2000U( 三相モデル ) 接続時、スライドスイッチ：三相モード
結線方式 電圧レンジ 電圧限度値 相電圧 / 線間電圧 定格電圧
三相 4線式
400V 機器用

200 300.0 相電圧 230.9

DP 電源　単相モデル接続時、またはマルチ相モデルで相モードが単相 2 線出力での接続時
結線方式 電圧レンジ 電圧限度値 相電圧 / 線間電圧 定格電圧
単相 2線式
230V 機器用

200 300.0 相電圧 230.0

DP 電源　多相モデル接続時、またはマルチ相モデルで相モードが単相 2 線出力以外での接続時
結線方式 電圧レンジ 電圧限度値 相電圧 / 線間電圧 定格電圧
三相 4線式
400V 機器用

200 300.0 相電圧 230.9
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詳細設定モード
詳細ボタン	 	をクリックすると、次の設定項目が表示されます。

電圧レンジ
100	V または 200	V から選択します。定格電圧設定ボックスと電圧限度値で設定できる範
囲が表示されます。

電圧限度値
電圧レンジによって、電圧の限度値として次の値をプルダウンメニューから選択できま
す。
電圧レンジ 電圧限度値
100	V 150.0	V
200	V 300.0	V

設定ボックスをクリックすると、電圧レンジ設定ボックスに表示された設定範囲で、小数
点以下 1桁まで設定できます。

出力電圧の設定
相電圧または線間電圧で出力電圧を設定します。
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定格電圧
相電圧 / 線間電圧と電圧レンジによって、定格電圧の出力として次の値をプルダウンメ
ニューから選択できます。

相電圧 / 線間電圧
相電圧 線間電圧

電圧レンジ 100	V 100.0	V または 115.0	V 200.0	V または 230.0	V
200	V 200.0	V または 230.0	V 200.0	V または 400.0	V

設定ボックスをクリックすると、電圧レンジ設定ボックスに表示された設定範囲で、小数
点以下 1桁まで設定できます。

定格電圧の相電圧が、電圧限度値の表の値を超える場合、電源の種類と電圧レンジによっ
て、次の値が設定されます。
電圧限度値：	 	 電圧限度値の表の値
相電圧 /線間電圧：	相電圧
定格電圧：	 	 電圧レンジと同じ値

Note
定格電圧を線間電圧で設定している場合、結線方式に応じて、線間電圧を相電圧に換算して、電
圧限度値の表の値と比較します。

インピーダンス
「リファレンスインピーダンスネットワーク (RIN) を使用する」にチェックした場合、接
続されている RIN によって、以下のインピーダンスを設定できます。チェックしない場合、
DEFEAT が設定ボックスに表示されます。

ES4152 接続時、またはタブシート内の右上の「接続情報」の RIN が「DP4162」の場合 *
・	 DEFEAT
・	 100	V
・	 200	V
・	 230	Vs

ES4153 接続時、またはタブシート内の右上の「接続情報」の RIN が「DP4163」の場合 *
・	 DEFEAT
・	 JPN	1 φ s
・	 JPN	3 φ
・	 EU	1 φ /3 φ
*	 RIN として DP4164 ～ DP4169 が接続されている場合の接続情報については 8-5	ページを参
照。

接続されている電源の種類によって、インピーダンスには次のデフォルト値が設定されます。
電源の種類

・	 ES2000S
・	 DP シリーズ電源
	 -	 単相モデル
	 -	 	マルチ相モデルで相モードを単相

2線に設定時

・	 ES2000U
・	 DP シリーズ電源
	 -	 三相モデル
	 -	 	マルチ相モデルで相モードを単相

2線以外に設定時
インピーダンス 230	V EU1 φ /3 φ

DP シリーズ電源用の RIN が未接続の場合には「使用する」にチェックできないため、イ
ンピーダンスの設定を変更できません。
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規定値に戻す
設定を以下の状態 ( 規定値 ) にします。
・	 設定モード：標準
・	 結線方式
接続されている電源により次のとおりに設定されます。
	- ES2000S( 単相モデル ) 接続時
単相 2線式 230V、50Hz 機器用
	- ES2000U( 三相モデル ) 接続時で、スライドスイッチが単相モード時
単相 2線式 230V、50Hz 機器用
	- ES2000U( 三相モデル ) 接続時で、スライドスイッチが三相モード時
三相 4線式 400V、50Hz 機器用
	- DP シリーズ電源の単相モデル接続時、またはマルチ相モデルの相モードを単相 2線
出力にして接続時
単相 2線式 230V 機器用
	- DP シリーズ電源の多相モデル接続時、またはマルチ相モデルの相モードを単相 2線
出力以外にして接続時
三相 4線式 400V 機器用

・	 電圧レンジ：	 接続されている電源と結線方式によって、8-6	ページの表のとおり。
・	 電圧限度値：	 接続されている電源と結線方式によって、8-6	ページの表のとおり。
・	 相電圧 /線間電圧：	 	接続されている電源と結線方式によって、8-6	ページの表のとお

り。
・	 定格電圧：	 接続されている電源と結線方式によって、8-6	ページの表のとおり。
・	 定格周波数：	 50	Hz
・	 測定前に電源品質をチェックする：チェック
・	 リファレンスインピーダンスネットワーク (RIN) を使用する
	- ES2000S または、ES2000U 接続時：チェック
	- DP シリーズ電源接続時
DPシリーズ RIN が接続時：	
チェック
DPシリーズ RIN が非接続時：	
チェックなし

・	 インピーダンス：接続されている電源と適合条件によって、8-8	ページの表のとおり。

起動時の設定
本ソフトウェアを起動したときの上記の各設定は、接続条件によって、次のようになりま
す。
接続条件 設定
新規接続 規定値
読み込みファイルと同条件 読み込んだファイルの設定
前回終了時と同条件 前回終了時の設定
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8.3 WT の測定条件を設定する

操 作
1. 	 設定 &表示エリアでWT 測定器のタブを選択します。WTの測定条件の設定項目が表示され

ます。

2. 	 標準ボタン	 	または、詳細ボタン	 	をクリックします。
3. 	 各設定項目を設定します。

Note
標準ボタンを選択すると、以下の設定または実行ボタンがマスクされ、変更できなくなります。この設定
を変更するには、詳細ボタンをクリックします。
・	 Scaling の ON/OFF

	 	

CT 比の設定
スケーリングの選択

電流外部センサーを使用する場合の
電流外部センサー換算比を設定

電流レンジの選択

電圧レンジの選択
周波数フィルターの選択

他の全エレメントに対し、レンジと
電流外部センサーの設定値をコピー

VT比の設定
スケーリングファクターの設定

他の全エレメントに対し、
スケーリングの設定値をコピー

設定対象のエレメントの選択

結線方式の選択

標準ボタン
詳細ボタン

ラインフィルターの選択
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解 説

結線方式
電圧変動 /フリッカ測定の対象を設定します。選択した結線方式 (Wiring) によって、装備されてい
るエレメントが設定対象として表示されます。

レンジのコピー
結線方式 (Wiring) でグループ化されている他の全エレメントに対して、設定したレンジの内容を
コピーできます。コピー対象は、電圧レンジと電流レンジと電流外部センサーです。

スケーリングのコピー
結線方式 (Wiring) でグループ化されている他の全エレメントに対して、設定したスケーリングの
内容をコピーできます。コピー対象は以下のとおりです。
・	 VT 比
・	 CT 比
・	 スケーリングファクター

次の各項目の設定内容やWT5000本体での設定操作については、以下のマニュアルをご覧ください。
設定項目 ユーザーズマニュアル 参照節
 ラインフィルター [ 機能編 ]	IM	WT5000-01JA 「4　入力設定 ( 詳細 •	オプション )」

[ 操作編 ]	IM	WT5000-02JA 2.7 節
周波数フィルター [ 機能編 ]	IM	WT5000-01JA 「4　入力設定 ( 詳細 •	オプション )」

[ 操作編 ]	IM	WT5000-02JA 2.7 節
電圧 / 電流の測定レンジ [ 機能編 ]	IM	WT5000-01JA	 「4　入力設定 ( 詳細 •	オプション )」

[ 操作編 ]	IM	WT5000-02JA 2.2 節、2.3 節
スケーリング [ 機能編 ]	IM	WT5000-01JA 「4　入力設定 ( 詳細 •	オプション )」

[ 操作編 ]	IM	WT5000-02JA 2.4 節、9.1 節

Note
測定条件は、オンラインモードでフリッカ測定ステータスが Reset( リセット ) のときにだけ、変更できます。
フリッカ測定ステータスについては、8.7 節または 8.8 節をご覧ください。
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結線方式を選択した場合に連動する設定値
詳細メニューエリアの結線方式を選択した場合、下図の枠で囲んだ設定が連動してデフォルト値
に変更されます。デフォルト値は下図のとおりです。

単相 2 線式 230V、50Hz 機器用を選択した場合
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三相 4 線式 400V、50Hz 機器用を選択した場合
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8.4 WT の判定条件を設定する

操 作
1. 	 設定 &表示エリアで規格のタブを選択します。判定条件の設定項目が表示されます。

2. 	 標準ボタン	 	または、詳細ボタン	 	をクリックします。
3. 	 各設定項目を設定します。

Note
標準ボタンを選択すると、以下の設定または実行ボタンがマスクされ変更できなくなります。これらの設
定を変更するには、詳細ボタンをクリックします。
・	 IEC	61000-3-3 と IEC	61000-4-15 の版数の選択
・	 測定方法の選択 (Measure	Mode)
・	 定格電圧の取得方式の設定 (Un)
・	 測定対象周波数の選択 (Frequency)
・	 1 回の観測期間の設定 (1	Observation	Period)
・	 測定回数の設定 (Count)
・	 定常範囲の設定 (dmin)
・	 通常の電圧変動 /フリッカ測定 (General	Mode) の dc、Tmax、Pst、Plt
測定データを読み込んだ場合は通常の電圧変動 /フリッカ測定 (General) の判定項目 (Judge) の Tmax がマ
スクされます。

	 定格電圧の取得方式
の設定(AUTO、SET)

測定対象周波数の選択

定常範囲の設定

1回の観測期間の設定
(通常の電圧変動/フリッカ測定のときに有効)

測定回数の設定
(通常の電圧変動/フリッカ測定のときに有効)

測定方法の選択
・General Mode：通常の電圧変動/フリッカ測定
・Manual dmax Mode：手動スイッチングdmax 測定

IEC 61000-4-15の版数の選択
(Ed1.1、Ed2.0)

通常の電圧変動/フリッカ測定(General 
Mode)の各項目の判定のON/OFFと限度値

手動スイッチングdmax測定(Manual dmax 
Mode)のdmaxの判定のON/OFFと限度値

測定対象電圧の選択(IEC 61000-4-15の
版数がEd2.0のときに表示)

定格電圧の既定値の設
定(SETのときに有効)

IEC 61000-3-3の版数の選択
(Ed2.0、Ed3.0、Ed3.0A1、Ed3.0A2)

この設定項目は「規格」に
IEC 61000-3-3 Ed3.0A1、Ed3.0A2 を
選択すると表示されます。
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解 説
用語の解説は 1.5 節および 1.8 節をご覧ください。

WT のファームウェアバージョンと選択できる IEC 61000 の版数
ファームウェアバージョン 2.01 以降で、以下の版数を選択できます。
IEC 61000-3-3 の版数 IEC 61000-4-15 の版数
・	 2.0 版 (Ed2.0) ・	 1.1 版 (Ed1.1)
・	 3.0 版 (Ed3.0) ・	 2.0 版 (Ed2.0)
・	 3.0 版 Amd1(Ed3.0A1)
・	 3.0 版 Amd2(Ed3.0A2)
IEC	61000-4-15 では測定器に対する要求事項が規定されています。
詳細については、14 章をご覧ください。

測定方法
電圧変動 /フリッカ測定の方法を次の 2種類から選択できます。

General Mode( 通常の電圧変動 / フリッカ測定 )
dc、dmax、Tmax、Pst、Plt が設定した限度値内かを判定します。

Manual dmax Mode( 手動スイッチング dmax 測定 )
手動で被試験機 (EUT) のスイッチをオンにして、電源投入時、または電源オフ時に流れる突
入電流の影響による電圧変動を測定し、dmax の平均が設定した限度値内かを判定します。
IEC	61000-3-3 で Ed3.0A1、Ed3.0A2を選択した場合、dc、Tmax を判定対象に追加すること
ができます。

定格電圧
定格電圧の取得方式を次の中から選択できます。

AUTO
電圧変動 /フリッカ測定のスタート時の測定電圧を定格電圧として自動的に取得します。

SET
定格電圧を 0.01 ～ 999.99	V の範囲で設定できます。
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測定対象周波数
測定対象周波数として 50	Hz または 60	Hz を設定できます。
この設定により、フリッカメータの伝達関数などが変わりますので、適切に設定してください。

測定方法をGeneral	Mode( 通常の電圧変動 /フリッカ測定 ) に設定した場合、1回の観測期間、測
定回数、定常範囲の設定が必要です。

測定対象電圧 (IEC 61000-4-15 Ed2.0 選択時表示 )
測定対象電圧として、230	V または 120	V を設定できます。
この設定により、フリッカメータの伝送関数などが変わりますので、適切に設定してください。

1 回の観測期間
短期間フリッカ値 Pst の 1 回の測定時間を、分：秒の単位で設定できます。設定範囲は次のとおり
です。
00：30 ～ 15：00( 秒は偶数だけ設定可能 )

測定回数
短期間フリッカ値 Pst の測定回数を 1～ 99 回の範囲で設定できます。

定常範囲 (dmin：定常状態とみなす相対電圧変化の許容範囲 )
定常範囲 dmin を 0.10 ～ 9.99	% の範囲で設定できます。
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通常の電圧変動 / フリッカ測定 (General Mode) の判定条件
相対定常電圧変化 dc の判定条件
相対定常電圧変化 dc の判定の ON/OFF
フリッカ測定の判定に相対定常電圧変化 dc を含める (ON) か含めない (OFF) かの選択ができ
ます。

相対定常電圧変化 dc の限度値
限度値を 1.00 ～ 99.99	% の範囲で設定できます。

最大相対電圧変化 dmax の判定条件
最大相対電圧変化 dmax の判定の ON/OFF
フリッカ測定の判定に最大相対電圧変化 dmax を含める (ON) か含めない (OFF) かの選択がで
きます。

最大相対電圧変化 dmax の限度値
限度値を 1.00 ～ 99.99	% の範囲で設定できます。

ただし、任意の値に設定したあと、8-3	ページの操作 3を実行すると、その操作で選択した
値が限度値に反映されます。
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8.4　WT の判定条件を設定する

相対電圧変化がスレショルドレベルを超える時間 Tmax の判定条件
相対電圧変化がスレショルドレベルを超える時間 Tmax の判定の ON/OFF
フリッカ測定の判定に相対電圧変化がスレショルドレベルを超える時間 Tmax を含める (ON)
か含めない (OFF) かの選択ができます。

スレショルドレベル
スレショルドレベルを 1.00 ～ 99.99	% の範囲で設定できます。

相対電圧変化がスレショルドレベルを超える時間 Tmax の限度値
限度値を 1～ 99999	ms の範囲で設定できます。

短期間フリッカ値 Pst の判定条件
短期間フリッカ値 Pst の判定の ON/OFF
フリッカ測定の判定に短期間フリッカ値 Pst を含める (ON) か含めない (OFF) かの選択ができ
ます。

短期間フリッカ値 Pst の限度値
限度値を 0.10 ～ 99.99 の範囲で設定できます。

長期間フリッカ値 Plt の判定条件
長期間フリッカ値 Plt の判定の ON/OFF
フリッカ測定の判定に長期間フリッカ値 Plt を含める (ON) か含めない (OFF) かの選択ができ
ます。

長期間フリッカ値 Plt の限度値
限度値を 0.10 ～ 99.99 の範囲で設定できます。

長期間フリッカ値 Plt の算出演算式の定数 N
定数Nを 1～ 99 の範囲で設定できます。

Note
・	 長期間フリッカ値 (Plt) は次の式で演算されます。

	 	 Plt = 
3

N

Count

i = 1
Psti 3

	 式中の Count は短期間フリッカ値 (Pst) の測定回数です。
	 式中の Nは長期間フリッカ値 (Plt) の算出演算式の定数です。
	 一般的には Count と Nを同じ値に設定してください。
	 N ＞ Count になるように設定した場合、短期間フリッカ値を Count の回数だけ測定し、測定して
いない短期間フリッカ値はPst＝ 0として上記の式に代入し、長期間フリッカ値(Plt)を算出します。
N＞ Count となる設定は、規定された測定時間以内に測定対象が自動的に停止する場合などに使
用します。

・	 判定条件は、オンラインモードではフリッカ測定ステータスが Reset( リセット ) または Complete
（完了 ) のときにだけ変更できます。フリッカ測定ステータスについては、8.7 節または 8.8 節をご
覧ください。

・	 手動スイッチング dmax 測定のとき、dmax、dc、Tmax の判定条件を設定できますが、Pst、Plt
での判定はしません。
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8.4　WT の判定条件を設定する

手動スイッチング dmax 測定 (Manual dmax Mode) の判定条件
最大相対電圧変化 dmax の判定条件
最大相対電圧変化 dmax の判定の ON/OFF
フリッカ測定の判定に最大相対電圧変化 dmax を含める (ON) か含めない (OFF) かの選択がで
きます。

最大相対電圧変化 dmax の限度値
限度値を 1.00 ～ 99.99	% の範囲で設定できます。

ただし、任意の値に設定したあと、8-3	ページの操作 4を実行すると、その操作で選択した
値が限度値に反映されます。

相対定常電圧変化 dc の判定条件
相対定常電圧変化 dc の判定の ON/OFF
フリッカ測定の判定に相対定常電圧変化 dc を含める (ON) か含めない (OFF) かの選択ができ
ます。

相対定常電圧変化 dc の限度値
限度値を 1.00 ～ 99.99%の範囲で設定できます。
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相対電圧変化がスレショルドレベルを超える時間 Tmax の判定条件
相対電圧変化がスレショルドレベルを超える時間 Tmax の判定の ON/OFF
フリッカ測定の判定に相対電圧変化がスレショルドレベルを超える時間 Tmax を含める (ON)
か含めない (OFF) かの選択ができます。

スレショルドレベル
スレショルドレベルを 1.00 ～ 99.99	% の範囲で設定できます。

相対電圧変化がスレショルドレベルを超える時間 Tmax の限度値
限度値を 1～ 99999	ms の範囲で設定できます。

結線方式を選択した場合に連動する設定値
詳細メニューエリアの結線方式を選択した場合、下図の枠で囲んだ設定が連動してデフォルト値
に変更されます。デフォルト値は下図のとおりです。
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8.5 オプション条件を設定する

操 作
1. 	 設定 &表示エリアでオプションのタブを選択します。判定条件の設定項目が表示されます。
2. 	 各設定項目を設定します。

Note
標準ボタン	 	、詳細ボタン	 	のどちらを選択しても、設定可能な項目は同じです。

	 	

解 説

報告書
BMP 解像度の設定表示
「印刷」-「出力方法」の BMPの項目に出力解像度の選択項目が表示されます。(11.2 節参照 )

設定
アシスト時の試験対象エレメントの固定 (Element1) 解除
試験対象エレメントを選択する場合にチェックします。試験対象エレメントの設定ボックス
が詳細メニューエリアに表示されます。

チェックがない場合は、試験対象エレメントはエレメント 1	で固定です。
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試験 ( 測定を実行する )

8.6 電源の出力のオン / オフ ( 電源機能使用時 )

1. 	 メニューエリアの	 	を選択します。測定の詳細メニューが表示されます。

	 	

被試験機器への電源のON

被試験機器への電源のOFF
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8.6　電源の出力のオン / オフ ( 電源機能使用時 )

電源の出力のオン / オフ
電源の出力をオン/オフするには、詳細メニューエリアの電源 Onまたは電源 Offをクリックします。

	

	

本ソフトウェアの各状態における、電源On、電源Off ボタンと、Initialize、Start、Reset、Move
ボタンの有効 /無効は次のとおりです。

フリッカ測定
ソフトウェアの状態 電源状態 電源 On 電源 Off Initialize Start Reset
測定初期化前	
(Reset)

電源 ON × ○ ○ × ×
電源OFF ○ × × × ×

測定初期化完了	
(Ready)

電源 ON × ○ × ○ ○

測定中	
(Start)

電源 ON × ○ × × ○

測定完了	
(Complete)

電源 ON × ○ × × ○
電源OFF ○ × × × ×

(	) 内はWTの状態

手動 dmax 測定
ソフトウェアの状態 電源状態 電源 On 電源 Off Initialize Start Reset Move
測定初期化前	
(Reset)

電源 ON × ○ ○ × × ×
電源OFF ○ × × × × ×

測定初期化完了	
(Ready)

電源 ON × ○ × ○ ○ ○

測定中	
(Start)

電源 ON × ○ × × ○ ×

測定完了	
(Complete)

電源 ON × ○ × × ○ ○
電源OFF ○ × × × × ×

(	) 内はWTの状態

Note
・	 オンラインからオフラインへ移行した場合、電源ON状態ならば電源OFF 状態にします。
・	 オフラインからオンラインへ移行した場合、電源ON、電源OFF 状態に関係なく、電源OFF 状態にします。
・	 本ソフトウェアの終了時は、電源ON、電源OFF 状態に関係なく、電源OFF 状態にします。
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電源品質のチェック
電源の設定 ( ▶ 8-5	ページ ) の「測定前に電源品質をチェックする」にチェックがある場合、電
源の出力をONする前に、電源品質をチェックします。

Note
WT本体に /G7 オプションが搭載されていない場合、電源品質のチェックはできません。

チェック項目は次のとおりです。
・	 測定時間	 500	ms
・	 電源判定条件
定格電圧 *1	 	 	 	 ± 2.0	％以内 *4

公称周波数 *2	 	 	 	 ± 0.5	％以内 *4

電源電圧の全高調波ひずみ率 *3	 3	% 未満 *4

*1	定格電圧は電源の設定 ( ▶ 8-5	ページ ) の定格電圧の設定値と、測定した電圧値 (rms) を比較します。
*2	公称周波数は電源の設定 ( ▶ 8-5	ページ ) の定格周波数の設定値と、測定値を比較します。
*3	電源電圧の全高調波ひずみ率は、演算式の分母を電圧の基本波 (Fundamental) として次のように演算し
ます。

	 	

電圧の全高調波ひずみ率
Uthd [%] k = 2

max

U(k)2

U(1)
• 100

k： 高調波次数
max： 測定次数上限値

*4	WT 本体において通常測定モードで判定しています。測定仕様の詳細については、ユーザーズマニュア
ル [ 機能編 ](IM	WT5000-01JA)、および [ 操作編 ](IM	WT5000-02JA) をご覧ください。

電源品質に問題がなかった場合、電源出力の確認メッセージが表示されます。
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8.6　電源の出力のオン / オフ ( 電源機能使用時 )

電源品質に問題があった場合、エラーメッセージが表示されます。エラーとなった項目が表示さ
れます。

電圧変動 / フリッカ測定の開始
8.7 節または 8.8 節に従って、電圧変動 /フリッカ測定を開始します。

電圧レンジ適正チェック
電圧変動 /フリッカ測定を開始すると、NF電源、WT、電圧変動 /フリッカ測定ソフトウェア
の設定が、以下の表のとおりであるかをチェックします。
・	 電源との接続 ( ▶ 6.1 節 ) で、NF	電源接続について「使用する」を選択している場合のチェッ
ク項目

結線方式 NF 電源の設定 WT
電圧レンジ *定格電圧 定格周波数

単相 2線式
230	V 機器用

100 ～ 230	V 45 ～ 66	Hz CF3：100	V ～ 300	V

三相 4線式
400	V 機器用

220 ～ 240	V 45 ～ 66	Hz CF3：300	V ～ 600	V

*	 表中の CF3 は、「クレストファクターの設定が 3」を表します。

・	 電源との接続 ( ▶ 6.1 節 ) で、NF	電源接続について「使用する」を選択してない場合、上
記の表のWT電圧レンジについてチェックします。

設定が表と異なる場合、エラーメッセージが表示されます。エラーとなった項目が表示され
ます。
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測定対象となるエレメント
測定対象エレメントはWTの測定対象 (Object) の設定 * により決定されます。
*	 8.3 節を参照。

たとえば、三相電源を測定していても、WTの測定対象 (Object) の設定が Element	1 だけに
設定されていた場合、入力エレメント 1しか測定されません。
また、単相電源を測定している場合に、WTの測定対象 (Object) の設定が Element	1 と 2 に
設定されていた場合、信号が入力されていない入力エレメント 2も測定し、全判定 (Total	
Judgement) が Fail になる場合があります。

測定中の電源異常チェック
本ソフトウェアでは、測定中に、電源に異常がないかをチェックしています。異常があった
場合、エラーメッセージが表示されます。たとえば、オーバーロードが発生した場合、次の
エラーメッセージが表示されます。

Note
電圧変動 /フリッカ測定を終了または中止しても、電源の出力はONのままです。自動的に出力OFF には
なりません。
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8.7 通常の電圧変動 / フリッカ測定を実行する

IEC	61000-3-3 に準拠した、通常の電圧変動 /フリッカ測定を実行します。
dc、dmax、Tmax、Pst、Plt のすべての電圧変動 /フリッカ値を算出し、あらかじめ設定された限
度値と比較して総合判定します。

操 作
1. 	 メニューエリアの	 	を選択します。測定の詳細メニューが表示されます。

	 	

試験の選択 (8-28 ページ )
実行する測定を選択します。

試験開始 (General)(8-29ページ )
通常の電圧変動 / フリッカ測定
(General mode) を実行します。

試験開始 (Manual)(8.8 節 )
手動スイッチング dmax 測定
(Manual dmax mode) を実行します。
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8.7　通常の電圧変動 / フリッカ測定を実行する

設定 & 表示エリアの上部の表示
*	 選択できないアイコンは薄いグレーで表示されます。

	

測定が完了した観測期間の数とバーグラフ
測定中の観測期間内の経過時間とバーグラフ

手動スイッチング dmax 測定 (Manual dmax mode) のお知らせ設定時間

	

測定判定

ピリオド移動

ウィンドウを上下に並べて表示

ウィンドウを重ねて表示
試験中止

試験開始

試験初期化

ウィンドウの整列機能です。
詳細については 7.15 節をご覧ください。

項目表示ON/OFFエレメント表示ON/OFF

試験の選択がManualの場合は、
表示されません。

試験の選択をする
2. 	 Generalをチェックします。General と Manual の両方を選択することもできます。
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8.7　通常の電圧変動 / フリッカ測定を実行する

規格適合試験開始
オンラインモードで、フリッカ測定ステータスが Reset( リセット：測定値がリセットされ、初期
化を実行できる状態 ) になっていることを確認します。Reset 以外の場合は、8-32 ページの「試験
をリセットする」の操作に従って、フリッカ測定ステータスを Reset にします。

試験を初期化する
3. 	 試験開始 (General) のボックスの試験初期化をクリックするか、ツールバーの	 	をク

リックします。測定初期化中のダイアログボックスが表示され、初期化が開始されます。

	 	

	 	

	 初期化が終了すると測定初期化中のダイアログボックスが自動的に閉じ、試験初期化ボタンが試
験開始ボタンに変わります。また、数値判定表示ウィンドウの表示が次のようになります。
・	 Un[V] と Freq[Hz] の欄に現在の測定値が表示されます。
・	 dc[%]、dmax[%]、Tmax[ms]、Pst の欄に ---- が表示されます。
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8.7　通常の電圧変動 / フリッカ測定を実行する

試験を開始する
4. 	 試験開始 (General) のボックスの試験開始をクリックするか、ツールバーの	 	をクリッ

クします。数値判定表示ウィンドウが次のようになります。
・	 Un[V] と Freq[Hz] の値が固定されます。
・	 dc[%]、dmax[%]、Tmax[ms]、Pst の欄に現在、測定中の観測期間内の最大値が表示されます。

	 また、Interval に経過時間とバーグラフが、Count	に測定が完了した観測期間の数とバーグラフが
表示されます。トレンドグラフウィンドウに測定結果が表示されます。
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8.7　通常の電圧変動 / フリッカ測定を実行する

	 すべての観測期間の測定が完了すると、通常の電圧変動 /フリッカ測定は自動的に終了
します。終了時には、結果と判定が表示されます。

	 	

試験を中止する
1. 	 試験開始 (General) のボックスの試験中止をクリックするか、ツールバーの	 	をクリッ

クすると、測定が中止されます。それまでの測定データと結果がすべて破棄されます。
また、数値判定表示ウィンドウで Interval と Count がクリアされます。

	 	

	 	

判定条件を変更して、試験データを再判定する
	 通常の電圧変動 /フリッカ測定が終了しているとき、8.4 節の「判定条件を設定する」の

操作に従って、判定条件を変更します。判定条件を変更すると、測定した電圧変動/フリッ
カ測定データを使って再判定し、判定が更新されます。
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試験をリセットする
1. 	 試験開始 (General) のボックスの試験中止をクリックするか、ツールバーの	 	をクリッ

クすると、測定がリセットされます。それまでの測定データと結果、判定がすべて破棄
されます。また、数値判定表示ウィンドウで Interval と Count がクリアされます。

	 	

トレンドグラフのトレースを設定する

表示範囲の
上限値

表示範囲の
下限値

Trace
表示する ( チェック有り )/ 表示しない ( チェックなし ) トレンドを選択します。
最大 16 個のトレンドを表示できます。

Function
表示する測定ファンクションを選択します。

1. 	 Function列上をクリックします。コンボボックスが表示されます。
2. 	 測定ファンクションを選択します。
Note
次の測定ファンクションから選択できます。
dc 相対定常電圧変化
dmax 最大相対電圧変化
Tmax 相対電圧変化がスレショルドレベルを超える時間
idc 瞬時相対定常電圧変化
idmax 瞬時最大相対電圧変化
iTmax 瞬時相対電圧変化がスレショルドレベルを超える時間
PF 瞬時フリッカ感 (IFS)
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Element
表示するエレメントを選択します。

1. 	 Element列上をクリックします。コンボボックスが表示されます。
2. 	 エレメントを選択します。

Color
トレンドの表示色を選択します。

1. 	 Color列上をクリックします。コンボボックスが表示されます。
2. 	 トレンドの表示色を選択します。
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解 説

測定中の表示
通常の電圧変動 /フリッカ測定中の表示例です。

測定が完了した観測期間についての判定
・dc、dmax、Tmax の最終値をそれぞれの限度値と比較して、判定 (Pass/Fail) を表示します。
・測定期間中に定常状態が発生しなかった場合、変動状態となり、

dc の測定結果は Undef (Undefine、IEC 61000-4-15  Ed1.1) または 0 (IEC 61000-4-15 Ed2.0) と表示
され、dc の判定は Error (IEC 61000-4-15 Ed1.1) または Pass (IEC 61000-4-15 Ed2.0) と表示されます。

・短期間フリッカ値 Pst が算出され、限度値と比較して、判定 (Pass/Fail) を表示します。
・判定が OFF に設定されている項目の判定は Undef と表示されます。

測定が完了した観測期間の数とバーグラフ
測定中の観測期間内の経過時間とバーグラフ

測定中の観測期間の測定値
観測中の dc、dmax、Tmax の値が表示されます。
表示される値は、現在までの最大値です。
2s ごとの瞬時値がそれまでの最大値を超えた場合に
値が更新されます。
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測定が完了したときの判定の表示
試験が終了すると、総合判定が表示されます。

表示例：PASS

インフォメーションエリアにも総合判定が常に表示されます。

判定

測定対象としているすべてのエレメントの判定が Pass	ならば Pass、それ以外は Fail になります。
PASS

相対電圧変化が定常範囲 dmin を一度も超えずに、測定が完了した
(dc、dmax、Tmax の測定値がすべて 0だった )。
観測期間のいずれかにおいて、定常状態が一度もなかった	
(IEC	61000-4-15	Ed1.1 の dc	=	Undef	と同等 )。
*		Ed1.1 選択時は表示されない。
FAIL

判定無し

試験の選択
・	 通常の電圧変動 /フリッカ測定 (General	mode) を実行する場合はGeneral をチェックします。
・	 手動スイッチングdmax測定(Manual	dmax	mode)を実行する場合はManualをチェックします。
・	 General と Manual の両方を選択することもできます。

試験の初期化
・	 初期化には約 30s かかります。
・	 初期化中はリセット時と同様に、電圧実効値Unと電圧周波数 Freq が 2s ごとに更新されます。
・	 初期化中は測定用電源の電圧を定常に保ってください。

定格電圧 Un、電圧周波数 Freq
・	 定格電圧の取得方式が AUTO の場合、測定開始時の電圧実効値を電圧定格値 Unとします。電
圧定格値Unを基準として測定データを算出します。

・	 定格電圧の取得方式が SET の場合は、定格電圧の設定値をUn(Set) として表示します。
・	 電圧定格値Unと電圧周波数 Freq は、フリッカ測定を開始したあとは更新されません。
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試験のリセット
通常の電圧変動 /フリッカ測定が完了して、フリッカ測定ステータスがComplete	( 完了 ) のときに、	
測定を初期化、	再実行するには、測定をリセットしてください。Complete	( 完了 ) の状態では、測
定の初期化、測定の開始を実行できません。
また、通常の電圧変動 /フリッカ測定の測定条件 (8.3 節 ) を変更するには、測定をリセットしてく
ださい。

フリッカ測定ステータス
フリッカ測定ステータスには次の 5種類があります。
ステータス 意味
Reset リセット：測定値がリセットされ、初期化を実行できる状態
Initializing 初期化中
Ready 開始待機：初期化され、測定を開始できる状態
Start 測定中：経過時間を表示
Complete 完了：結果 ( 測定項目別判定 ) と判定 ( エレメント判定、全判定 ) を表示

通常の電圧変動 / フリッカ測定の流れ
( フリッカ測定ステータスの遷移 )

	

初期化中止<ストップ> 

[試験中止] (8-31ページ)

[試験中止] (8-31ページ)

[試験中止] (8-31ページ)

リセット
Reset

測定条件の変更(8.3節)
判定条件の変更(8.4節)

判定条件の変更、再判定
(8-31ページ)

[試験初期化] (8-29ページ)

初期化完了

[試験開始] (8-30ページ)

試験完了

初期化中
Initializing

開始待機
Ready

完了、判定表示
Complete

試験中
Start

(　)内は参照節またはページの番号
[　]内は操作するボタンまたはアイコン
< >内は操作するボタン
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8.8 手動スイッチング dmax 測定を実行する

手動スイッチング dmax 測定を実行します。
手動で EUT( 被試験機器 ) のスイッチをオン /オフにしたときの最大相対電圧変化 dmax を測定し、
これを 24 回行ったときの平均値を限度値と比較して判定します。

規格が IEC	61000-3-3 で第 3.0 版の A1、第 3.0 版の A2 の場合は、dc、Tmax を測定対象に追加す
ることができます。
(dc、dmax、Tmax のそれぞれのMax、Min は除外します。)

操 作
1. 	 メニューエリアの	 	を選択します。測定の詳細メニューが表示されます。

	 詳細メニュー全般については 8.1 節をご覧ください。

測定の選択をする
2. 	 Manual をチェックします。General と Manual の両方を選択することもできます。

	 	

お知らせ設定をする
3. 	 試験開始 (Manual) のボックスのお知らせ設定をチェックします。設定 &表示エリアの上部に

ある Interval のバーグラフの上に	 	が表示されます。
4. 	 お知らせ設定を 1～ 60 秒から選択します。

	 	

	 	

規格が IEC 61000-3-3 で第 3.0 版の A1、 第 3.0 版の A2 の場合で、dc、Tmax を測定対象から除外
するとき

5． 	ツールバーの	 	をクリックします。項目表示ON/OFF のメニューから、dc、Tmax をクリッ
クしてチェックマークを非表示にします。

	 ▶ 8-28	ページ
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規格適合試験開始
オンラインモードで、フリッカ測定ステータスが Reset	( リセット：測定値がリセットされ、初期
化を実行できる状態 ) になっていることを確認します。Reset 以外の場合は、	8-43 ページの「試験
をリセットする」の操作に従って、フリッカ測定ステータスを Reset にします。

試験を初期化する
試験開始 (Manual) のボックスの試験初期化をクリックするか、ツールバーの	 	をクリック
します。測定初期化中のダイアログボックスが表示され、初期化が開始されます。

初期化が終了すると測定初期化中のダイアログボックスが自動的に閉じ、数値判定表示ウィ
ンドウの表示が次のようになります。
・	 Un[V] と Freq[Hz] の欄に現在の測定値が表示されます。
・	 dc[%]、dmax[%]、Tmax[ms] の欄に ---- が表示されます。
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試験を開始する
1. 	 試験開始 (Manual) のボックスの試験開始をクリックするか、ツールバーの	 	をクリッ

クします。数値判定表示ウィンドウが次のようになります。
・	 Un[V] と Freq[Hz] の値が固定されます。
・	 測定中の観測期間の欄に dmax の最大値	が表示されます。

	 また、Interval に経過時間とバーグラフが、Count に測定が完了した観測期間の数とバーグラフが
表示されます。トレンドグラフウィンドウに測定結果が表示されます。

	 	

	 	

	 	

	 	

2. 	 EUT( 被試験機器 ) の電源をオンにして、通常状態にします。1観測期間 (1 分間 ) の測定
区間内で、EUT をできるだけ長く通常動作させます。

3. 	 1 観測期間 (1 分間 ) の測定が終わる前に EUT の電源をオフにします。
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4. 	 操作 1～ 3を繰り返して、dmax を 24 回測定します。

	 	

再測定する ( 測定ピリオドを移動する )
ある観測期間の測定が正しく行われなかった場合、測定する観測期間を次の操作で変更して、
測定をやり直すことができます。

1. 	 ツールバーの	 	をクリックします。測定ピリオド移動のダイアログボックスが表示さ
れます。

2. 	 再測定をする観測期間のNo. を選択します。

Note
再測できる (測定ピリオドを移動できる )のは、一度測定を行い、測定データがあるピリオドだけです。

	 	

3. 	 操作 2～ 4に従って、dmax を測定します。
	 再測定を開始すると、Count に表示されている、測定終了した回数とバーグラフ表示は 1つ減り
ます。また、全体の測定経過時間は 1観測期間分減ります。

4. 	 そのまま、測定を続ける場合は操作 2～ 4を繰り返します。測定する観測期間を変更す
る場合は、操作 6に戻ります。
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試験を中止する
1. 	 試験開始 (Manual) のボックスの試験中止をクリックするか、ツールバーの	 	をクリッ

クすると、測定が中止されます。それまでの測定データと判定結果がすべて破棄されま
す。また、数値判定表示ウィンドウで Interval と Count がクリアされます。
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測定を完了し、判定を表示する
1. 	 すべて (24 回 ) の観測期間の測定が終了し、各観測期間の dmax データが表示されてい

ることを確認します。

2. 	 試験開始 (Manual) のボックスの判定開始をクリックするか、ツールバーの	 	をクリッ
クします。すべての観測期間の dmax データが確定し、手動スイッチング dmax 測定が
完了します。フリッカ測定ステータスが Complete( 完了 ) になり、測定した dmax の平
均値の結果と判定が表示されます。

	 	

	 	

判定

平均値

判定条件を変更して、試験データを再判定する
手動スイッチング dmax 測定が終了しているとき、8.4 節の「WTの判定条件を設定する」の
操作に従って、判定条件を変更します。判定条件を変更すると、測定したdmaxの平均値のデー
タを使って再判定し、判定が更新されます。
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試験をリセットする
1. 	 試験開始 (Manual) のボックスの試験中止をクリックするか、ツールバーの	 	をクリッ

クすると、測定がリセットされます。それまでの測定データと結果、判定がすべて破棄
されます。また、数値判定表示ウィンドウで Interval と Count がクリアされます。
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トレンドグラフのトレースを設定する

表示範囲の
上限値

表示範囲の
下限値

Trace
表示する ( チェック有り )/ 表示しない ( チェックなし ) トレンドを選択します。
最大 16 個のトレンドを表示できます。

Function
表示する測定ファンクションを選択します。

1. 	 Function列上をクリックします。コンボボックスが表示されます。
2. 	 測定ファンクションを選択します。
Note
次の測定ファンクションから選択できます。
dc 相対定常電圧変化
dmax 最大相対電圧変化
Tmax 相対電圧変化がスレショルドレベルを超える時間
idc 瞬時相対定常電圧変化
idmax 瞬時最大相対電圧変化
iTmax 瞬時相対電圧変化がスレショルドレベルを超える時間

Element
表示するエレメントを選択します。

1. 	 Element列上をクリックします。コンボボックスが表示されます。
2. 	 エレメントを選択します。

Color
トレンドの表示色を選択します。

1. 	 Color列上をクリックします。コンボボックスが表示されます。
2. 	 トレンドの表示色を選択します。
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解 説

お知らせ設定
電源スイッチをオフにしても、被試験機器の電源がすぐに切れない場合などに、お知らせ設定を、
被試験機器の電源をオフするタイミングの目印としてご利用ください。
お知らせ設定をチェックすると、設定 &表示エリアの上部にある Interval のバーグラフの上に	 	
が表示されます。
お知らせ設定は 1～ 60 秒の範囲で設定できます。

測定中の表示
手動スイッチング dmax 測定中の表示例です。

測定が完了した観測期間の数とバーグラフ
測定中の観測期間内の経過時間とバーグラフ

測定中の観測期間
観測中の dmax の値が表示されます。
表示される値は、現在までの最大値です。
2 s ごとの瞬時値がそれまでの最大値を超えた場合に
値が更新されます。

測定が完了した観測期間
測定が完了した各観測期間の dmax が表示されます。
すべての観測期間を通して、最大値には max、最小
値には min が表示されます。
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測定が完了したときの判定の表示
手動スイッチング dmax 測定が完了したときの表示例です。

エレメント判定
測定データが表示されているエレメントに
ついて、平均値の判定結果を表示します。

平均値の判定
24 個の dmax データから最大値 (max) と最小値 (min)
を除いた 22 個のデータの平均値を表示します。限度
値と比較して、判定 (Pass/Fail) を表示します。

Note
測定対象外のエレメントを対象表示エレメントに設定した場合、エレメント番号の横に (Off ) と表示され、
測定データはすべて空白になります。
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試験の初期化
・	 初期化には約 30	s かかります。
・	 初期化中はリセット時と同様に、電圧実効値Unと電圧周波数 Freq が 2	s ごとに更新されます。
・	 初期化中は測定用電源の電圧を定常に保ってください。

定格電圧 Un、電圧周波数 Freq
・	 定格電圧の取得方式が AUTOの場合、1回目の測定開始時の電圧実効値を電圧定格値Unとしま
す。電圧定格値Unを基準として測定データを算出します。

・	 定格電圧の取得方式が SET の場合は、定格電圧の設定値をUn(Set) として表示します。
・	 電圧定格値Unと電圧周波数 Freq は、手動スイッチング dmax 測定の開始後、初回の測定値に
固定され、以降は更新されません。

試験のリセット
手動スイッチング dmax 測定が完了して、フリッカ測定ステータスが Complete	( 完了 ) のときに、	
測定を初期化、	再実行するには、測定をリセットしてください。Complete	( 完了 ) の状態では、測
定の初期化、測定の開始を実行できません。
また、手動スイッチング dmax 測定の測定条件 (8.3 節 ) を変更するには、測定をリセットしてくだ
さい。

フリッカ測定ステータス
フリッカ測定ステータスには下記の 5種類があります。
ステータス 意味
Reset リセット：測定値がリセットされ、初期化を実行できる状態
Initializing 初期化中
Ready 開始待機：初期化され、測定を開始できる状態
Start 測定中：経過時間を表示
Complete 完了：結果 ( 測定項目別判定 ) と判定 ( エレメント判定、全判定 ) を表示
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手動スイッチング dmax 測定の流れ
( フリッカ測定ステータスの遷移 )

初期化中止<ストップ>

[試験中止] (8-41ページ)

[試験中止] (8-41ページ)

[試験中止] (8-43ページ)

リセット
Reset

測定条件の変更(8.3節)
判定条件の変更(8.4節)

測定する観測期間No.の変更
(8-40ページ)

試験の完了、判定[Judge]
(8-42ページ)

判定条件の変更、再判定
(8-42ページ)

[試験初期化] (8-38ページ)

初期化完了

[試験開始] (8-39ページ)

1つの観測期間の測定完了

初期化中
Initializing

開始待機
Ready

完了、判定表示
Complete

試験中
Start

(　)内は参照節またはページの番号
[　]内は操作するボタンまたはアイコン
< >内は操作するボタン
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解析 ( 判定結果や測定データを表示する )

8.9 数値判定を表示する

操 作
1. 	 メニューエリアの	 	を選択します。解析の詳細メニューが表示されます。

	 	

試験結果の解析 (General）
通常の電圧変動 / フリッカ測
定 (General mode) での試験
結果について次の表示形式で
解析結果を表示します。

・ 数値判定 (8-50 ページ )
・ トレンドグラフ (8.10 節 )
・ CPF データ (8.11 節 )

試験結果の解析 (Manual）
手動スイッチング dmax 測定
(Manual dmax mode) での試験
結果について次の表示形式で解
析結果を表示します。

・ 数値判定 (8-51 ページ )
・ トレンドグラフ (8.10 節 )

	 	
ウィンドウの整列機能です。
詳細については 7.15 節をご覧ください。

ウィンドウを重ねて表示
ウィンドウを上下に並べて表示

Note
試験メニューに移行するときの注意
解析メニューの実行中に、試験メニューのアイコンをクリックして試験メニューに移行すると、測定デー
タは破棄されます。データを破棄したくない場合は、データを保存してください (11 章参照 )。
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通常の電圧変動 / フリッカ測定 (General mode) の数値判定を表示する
2. 	 測定結果の解析 (General) のボックスの数値判定をクリックします。数値判定表示ウィンドウ

が表示されます。

	 	

3. 	 ツールバーの	 	をクリックして、数値判定を表示するエレメントにチェックをします。

	 	

Note
・	 オフラインモードで測定データが読み込まれていないときには、数値判定表示を選択できません。
・	 オンラインモードでは、WTの測定条件の設定で選択しているエレメントの数値判定表示を表示できま
す。

通常の電圧変動 / フリッカ測定の場合

測定条件

エレメント判定

観測期間ごとの
測定値と判定

限度値
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8.9　数値判定を表示する

手動スイッチング dmax 測定 (Manual dmax mode) の数値判定を表示する
2. 	 測定結果の解析 (Manual) のボックスの数値判定をクリックします。数値判定表示ウィンドウ

が表示されます。

	 	

手動スイッチング dmax 測定の場合

測定条件

エレメント判定

平均値と判定

観測期間ごとの測定値と判定

限度値



8-52 IM IS8000-63JA

IEC 61000-3-3 > 解析
8.9　数値判定を表示する

解 説

測定条件
測定データが表示されているエレメント番号 ( エレメント )、電圧レンジ、定格電圧 (Un)、対象周
波数 ( 設定周波数 )、電圧周波数 ( 周波数 )、1観測期間の測定時間 (Interval) を表示します。

限度値
・	 通常の電圧変動 /フリッカ測定の場合は、dc、dmax、Tmax、Pst、Plt を表示します。
・	 手動スイッチング dmax 測定の場合は、dc、dmax、Tmax を表示します。

観測期間ごとの測定値と判定
通常の電圧変動 / フリッカ測定の場合
・	 dc、dmax、Tmax の最終値をそれぞれの限度値と比較して、判定 (Pass/Fail) を最終値の右
に表示します。

・	 測定期間中に定常状態が発生しなかった場合、変動状態となり、dc の測定結果は
Undef(Undefine、	IEC61000-4-15	Ed1.1) または 0(IEC61000-4-15	Ed2.0) と表示され、dc の判
定は Error(IEC61000-4-15	Ed1.1) または Pass(IEC61000-4-15	Ed2.0) と表示されます。	

・	 短期間フリッカ値 Pst が算出され、限度値と比較して、判定 (Pass/Fail) を表示します。
・	 判定がOFF に設定されている項目の判定はUndef と表示されます。

手動スイッチング dmax 測定の場合
すべての観測期間を通して、最大値にはmax、最小値にはmin を、dc、dmax、Tmax 値の右
側に表示します。

測定項目別判定 ( 通常の電圧変動 / フリッカ測定 )
・	 dc、dmax、Tmax、Pst について、すべての観測期間の判定が Pass ならば Pass、それ以外は Fail
になります。判定がOFF に設定されている項目はUndef と表示されます。

・	 長期間フリッカ値 Plt を限度値と比較して、判定 (Pass/Fail) が表示されます。判定がOFF に設定
されている場合はUndef と表示されます。

dmax の平均値の判定 ( 手動スイッチング dmax 測定 )
24 個の dc、dmax、Tmax データから最大値 (max) と最小値 (min) を除いた 22 個のデータの平均
値が表示されます。限度値と比較して、判定 (Pass/Fail) が表示されます。
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8.9　数値判定を表示する

エレメント判定
通常の電圧変動 / フリッカ測定の場合
測定データが表示されているエレメントについて、判定をONに設定しているすべての項目
の判定が Pass ならば Pass、それ以外は Fail になります。ただし、dc が Error のときは Error
となります。

手動スイッチング dmax 測定の場合
測定データが表示されているエレメントについて、dmaxの平均値の判定結果が表示されます。

全判定 ( 総合判定）
測定対象としているすべてのエレメントの判定が Pass ならば Pass、それ以外は Fail になります。
ただし、通常の電圧変動 /フリッカ測定では、dc が Error のときは Error となります。

Note
測定対象外のエレメントを対象表示エレメントに設定した場合、エレメント番号の横に (Off ) と表示され、
測定データはすべて空白になります。
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8.10 トレンドグラフを表示する

操 作
1. 	 メニューエリアの	 	を選択します。解析の詳細メニューが表示されます。

	 詳細メニュー全般については 8.9 節をご覧ください。

通常の電圧変動 / フリッカ測定 (General mode) のトレンドグラフを
表示する
2. 	 測定結果の解析 (General) のボックスのトレンドグラフをクリックします。トレンドグラフ表

示ウィンドウが表示されます。

	 	

	 	

Note
・	 オフラインモードで測定データが読み込まれていないときには、トレンドグラフを表示できません。
・	 トレンドグラフ表示中にトレンド画面の大きさを変更すると、トレンド表示エリアの大きさも変わりま
す。
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8.10　トレンドグラフを表示する

手動スイッチング dmax 測定 (Manual dmax mode) のトレンドグラフ
を表示する
2. 	 測定結果の解析 (Manual) のボックスのトレンドグラフをクリックします。トレンドグラフ表

示ウィンドウが表示されます。

	 	

	 	

Note
・	 オフラインモードで測定データが読み込まれていないときには、トレンドグラフを表示できません。
・	 トレンドグラフ表示中にトレンド画面の大きさを変更すると、トレンド表示エリアの大きさも変わりま
す。
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8.10　トレンドグラフを表示する

トレンドグラフを設定する
通常の電圧変動 /フリッカ測定中の表示例です。

表示範囲の
上限値

表示範囲の
下限値

グリッド
トレンド表示エリアに表示するグリッドの種類 (Dotted/Line/None) を選択します。

・Dotted： グリッドを点線にします。
・Line： グリッドを直線にします。
・None： グリッドを表示しません。

オートレンジ
・オートレンジボタンを選択している場合
   取り込まれた値に応じてレンジが自動的に切り替わります。

・オートレンジボタンを選択していない場合
   Upper 列上または Lower 列上をクリックすると表示されるコンボボックスで、
   表示範囲の上限値、下限値を、トレンド (Trace) ごとに設定できます。
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8.10　トレンドグラフを表示する

トレース設定をする
通常の電圧変動 /フリッカ測定中の表示例です。

トレース設定ボックスの表示 /非表示 トレース設定ボックス

Trace
表示する ( チェック有り )/ 表示しない ( チェックなし ) トレンドを選択します。

Function
表示する測定ファンクションを選択します。通常の電圧変動 /フリッカ測定 (General	mode)
の場合だけ、表示されます。手動スイッチング dmax 測定 (Manual	dmax	mode) の場合は、
表示される測定ファンクションは dmax だけです。

1. 	 Function列上をクリックします。コンボボックスが表示されます。
2. 	 測定ファンクションを選択します。

Note
・	 次の測定ファンクションから選択できます。

dc 相対定常電圧変化
dmax 最大相対電圧変化
Tmax 相対電圧変化がスレショルドレベルを超える時間
idc 瞬時相対定常電圧変化
idmax 瞬時最大相対電圧変化
iTmax 瞬時相対電圧変化がスレショルドレベルを超える時間
PF 瞬時フリッカ感 (IFS)

・	 PF は 1	ms ごとの測定データが表示されます。
・	 PF 以外の測定ファンクションは 2s ごとの測定データが表示されます。
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Element
表示するエレメントを選択します。

1. 	 Element列上をクリックします。コンボボックスが表示されます。
2. 	 エレメントを選択します。

Upper、Lower
Auto	Ranging チェックボックスにチェックをしていない場合の、表示範囲の上限値 (Upper)
または下限値 (Lower) を設定します。通常の電圧変動 /フリッカ測定 (General	mode) の場合
だけ、表示されます。手動スイッチング dmax 測定 (Manual	dmax	mode) の場合は、オート
レンジに固定されます。

1. 	 Upper列上または Lower列上をクリックします。コンボボックスが表示されます。
2. 	 表示範囲の上限値または下限値を設定します。

Color
トレンドの表示色を選択します。

1. 	 Color列上をクリックします。コンボボックスが表示されます。
2. 	 トレンドの表示色を選択します。
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ズームイン / ズームアウトする

ズームアウト

ズームイン

スライダ

クリックするごとに、ズームインします。最大でトレンド表示エリアの
表示時間を 2s までズームインできます。

クリックするごとに、ズームアウトします。最大でトレンド表示エリアの
表示時間を経過時間までズームアウトできます。

表示する波形まで時間軸を移動します。

カーソル
トレンド表示エリアでクリックすると、クリックした位置にカーソルが表示されます。
表示されたカーソルをクリックしてドラッグすると、カーソルを移動できます。

全体表示：全測定時間を表示します。

* P-P 圧縮 (Peak-Peak 圧縮 )
P-P 圧縮とは、一定時間間ごとの測定値から最大値 / 最小値の 2 点を抽出して測定
値を圧縮することです。
詳細については、WT5000 のユーザーズマニュアル [ 機能編 ](IM WT5000-01JA) を
ご覧ください。

PP_Max
トレンド表示で、時間軸の設定値が大きいためにすべての測定値を表示しきれない場合、
測定値を P-P 圧縮 * して描画します。このとき、PP_Max と表示されます。たとえば、
PF の測定値を表示していて、1 ms ごとのすべての測定値を表示しきれない場合、測定
値を P-P 圧縮してトレンドグラフを描画します。
P-P 圧縮での表示を解除するには、ズームイン機能で時間軸表示を拡大します。

Note
ズームイン機能で時間軸表示を拡大した場合、カーソルを 1	ms ごとに移動できます。カーソル位置にあ
る測定データは次のように表示されます。
・	 PF は 1	ms ごとの測定データが表示されます。
・	 PF 以外の測定ファンクションは 2s ごとの測定データをもとに、カーソル位置に応じて補間した値が表
示されます。
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8.11 CPF グラフを表示する

1. 	 メニューエリアの	 	を選択します。解析の詳細メニューが表示されます。

	 詳細メニュー全般については 8.9 節をご覧ください。

通常の電圧変動 / フリッカ測定 (General mode) の CPF グラフを表示
する
2. 	 測定結果の解析 (General) のボックスの CPF グラフをクリックします。CPF グラフ表示ウィ

ンドウが表示されます。

	 	

	 	

Note
・	 通常の電圧変動 /フリッカ測定のときに有効です。
・	 オフラインモードで測定データが読み込まれていないときには、CPF グラフを表示できません。
・	 CPF グラフは、ピリオド番号で選択した測定期間ごとに表示されます。
・	 測定中の場合には CPF グラフは表示できません。
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トレース設定をする
トレース設定ボックスの表示 /非表示 トレース設定ボックス

Trace
表示する ( チェック有り )/ 表示しない ( チェックなし ) トレンドを選択します。

Element
表示するエレメントを選択します。

1. 	 Element列上をクリックします。コンボボックスが表示されます。
2. 	 エレメントを選択します。

Color
CPF グラフの表示色を選択します。

1. 	 Color列上をクリックします。コンボボックスが表示されます。
2. 	 CPF グラフの表示色を選択します。

Count
CPF グラフに表示する観測期間を選択します。
存在しない観測期間を選択した場合、波形は表示されません。
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第 9 章 

IEC 61000-3-11 電圧変動 / フリッカ測定

この章では、IEC	61000-3-11 電圧変動 /フリッカ測定ソフトウェアの、設定、試験、解析の手順につい
て説明しています。

スタート	 4 章参照

開く	 	 5 章参照

接続	 	 6 章参照

設定 ( 測定条件、判定条件を設定する )

9.1	 試験全般についての条件を設定する
9.2	 電源を設定する
9.3	 WT の測定条件を設定する
9.4	 WT の判定条件を設定する
9.5	 オプション条件を設定する

試験 ( 測定を実行する )

9.6	 電源の出力のオン /オフ ( 電源機能使用時 )
9.7	 通常の電圧変動 /フリッカ測定を実行する
9.8	 手動スイッチング dmax 測定を実行する

解析 ( 判定結果や測定データを表示する )

9.9	 数値判定を表示する
9.10	 トレンドグラフを表示する
9.11	 CPF グラフを表示する

印刷	 	 11 章参照

保存	 	 12 章参照

終了	 	 4 章参照
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設定 ( 測定条件、判定条件を設定する )

9.1 試験全般についての条件を設定する

操 作
1. 	 メニューエリアの	 	を選択します。設定の詳細メニューが表示されます。

結線方式 (9-3 ページ )
測定回路の結線方式を選択します。

適合条件 (9-3 ページ )
規格への適合条件を設定します。

dmax の分類 (General)(9-3 ページ )
通常の電圧変動 / フリッカ測定
(General mode) を実施する場合に、
dmax の分類を設定します。

dmax の分類 (Manual)(9-4 ページ )
手動スイッチング dmax 測定
(Manual dmax mode) を実施する場
合に、dmax の分類を設定します。

設定 &表示エリアの	 	は、標準設定 /詳細設定の切り替えボタンです。詳細については 9.3
節、9.4 節をご覧ください。

標準設定

詳細設定
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9.1　試験全般についての条件を設定する

結線方式
2. 	 測定回路の結線方式を選択します。

・	 単相 2線式 230V、50Hz 機器用
・	 三相 4線式 400V	、50Hz 機器用

Note
結線方式を選択すると、設定 &表示エリアに表示されている以下の設定が、選択された結線方式に連動し
たデフォルト値に変更されます。デフォルト値については 9.3 節、9.4 節をご覧ください。
・	 WT の設定条件 (WT 測定器のタブ )
・	 試験の判定条件 ( 規格のタブ )

適合条件
3. 	 規格への適合条件を選択します。

インピーダンス Zmax を選択した場合は、操作 4に進みます。
それ以外を選択した場合は、操作 5に進みます。

	 	

4. 	 Ztest を設定します。
5. 	 Tmax を判定に追加する場合は、Ztest/Zmax を設定します。

	 	
Ztest/Zmax の設定
Tmax は必要に応じて自動的に追加されるため、
設定がわからない場合は、そのまま [0.0] とし
てください。

dmax の分類 (General)
6. 	 通常の電圧変動/フリッカ測定(General	mode)を実施する場合に、dmaxの分類を設定します。

・	 4%以下
・	 6%以下
・	 7%以下

Note
この設定を変更すると、設定 &表示エリアに表示されているWTの設定条件 (WT 測定器のタブ ) の、	通常
の電圧変動 /フリッカ測定の判定条件 (Judge	 (General)) の dmax の限度値の設定が、選択された値に変更
されます。詳細については 9.4 節の解説をご覧ください。



9-4 IM IS8000-63JA

IEC 61000-3-11 > 設定
9.1　試験全般についての条件を設定する

dmax の分類 (Manual)
7. 	 手動スイッチング dmax 測定 (Manual	dmax	mode) を実施する場合に、dmax の分類を設定

します。
・	 6%以下
・	 7%以下

Note
この設定を変更すると、設定 &表示エリアに表示されているWTの設定条件 (WT 測定器のタブ ) の、手動
スイッチング dmax 測定の判定条件 (Judge	 (Manual)) の dmax の限度値の設定が、選択された値に変更さ
れます。詳細については 9.4 節の解説をご覧ください。

解 説

適合条件
適合条件には、次の 3種類があります (1.5 節を参照 )。

IEC 61000-3-3 に適合
試験に用いるインピーダンスは、IEC	61000-3-3 の基準インピーダンス Zref になります。試験
結果の判定に用いる限度値も IEC	61000-3-3 の限度値になります。
この適合条件の試験に合格した場合、「IEC	61000-3-3 に適合」を宣言できます。

供給電流容量 100A
試験に用いるインピーダンスは、次のとおりです。
・	 単相機器：Ztest=0.25+j0.25
・	 三相機器：Ztest=0.15+j0.15
また、試験結果の判定に用いる限度値は IEC	61000-3-11 の限度値になります。この適合条件
の試験に合格した場合、「供給電流容量 100A 以上の条件付接続の要求を満たし、IEC	61000-
3-11 に適合」を宣言できます。

インピーダンス Zmax
Ztest の計算式は次のように構成されています。

Ztest	=	Rtest( 抵抗成分 )	+	j	Xtest( 誘導成分 )

Rtest、Xtest の設定範囲は 0.00 ～ 1.00 です。
Ztest は以下の条件に合うように設定します。
・	 被試験機器による電圧降下が 3	%～ 5	% になる。
・	 Xtest/Rtest の比率が 0.5 ～ 0.75 になる。

Ztest を用いて試験します。その試験結果を、Zref を用いた場合に換算して、IEC	61000-3-11
の限度値と比較します。
この適合条件の試験に合格した場合、「IEC	61000-3-3 に適合」を宣言できます。
不合格の場合、Zsys 最小値を計算し、その最小値を Zmax とします。そして、「Zmax 以下の
インピーダンスの条件付接続の要求を満たし、IEC	61000-3-11 に適合」を宣言できます。
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9.1　試験全般についての条件を設定する

IEC 61000-3-11 の設定が Ed2.0 の場合
必要に応じて自動的に Tmax を判定に追加します。

	
dmax しきい値

0.0 %

Tmax しきい値

判定除外

Tmax 判定

判定除外

判定必要

相対電圧変化

Tmax が判定に追加されている場合、Tmax しきい値が適切かどうか Ztest/Zmax チェックを
行い、不適切な場合は Tmax しきい値を更新して再測定を行います。

・	 Ztest/Zmax チェックでは以下を確認します。
[Ztest/Zmax 設定値 ] < [Ztest/Zmax 測定値 ] ±設定％

IEC 61000-3-11 の設定が Ed1.0 の場合
d(t) は判定対象から除外されます。

dmax の分類
限度値 dmax は条件によって、4	%、6	%、または 7	%になります。条件については、1.5 節をご覧
ください。
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9.2 電源を設定する

電源との接続(▶6.1節 )で「使用する」を選択してオンライン接続している場合は、この節の手順に沿っ
て電源の設定をしてください。

操 作
1. 	 メニューエリアの	 	を選択します。設定の詳細メニューが表示されます。

	

結線方式
接続しているNF電源の
種類に応じて、選択可能
な項目だけがアクティブ
になります。

電源の各種設定
1. 	 設定 &表示エリアで NF 電源のタブを選択します。電源の設定項目が表示されます。

2. 	 標準ボタン	 	または、詳細ボタン	 	をクリックします。
3. 	 各設定項目を設定します。
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標準設定モード
標準ボタン	 	をクリックすると、次の設定項目が表示されます。

結線方式

電源とリファレンスインピーダンス
ネットワーク (RIN) の情報
電源と RIN* の形名が自動的に取得され、
表示されます。

設定情報をイラストで表示

定格周波数
プルダウンメニューから 50 Hz
または 60 Hz を選択できます。
設定ボックスをクリックする
と、周波数を 45.00 ～ 66.00
の範囲で設定できます。
直近に設定された任意の値を
プルダウンメニューから選択
できます。

標準設定モードでは、結線方式を設定すると、これらのボックスは
自動設定されます。詳細は次ページをご覧ください。
これらの設定を確認、変更するには、詳細設定モードを選択します。

測定前に電源品質をチェック
する場合、チェックします。
電源品質チェックの詳細は
9.6 節をご覧ください。

電源の出力がONのときに、
設定の変更を禁止する場合、
チェックします。

*	 RIN として DP4164 ～ DP4169 が接続されている場合、本ソフトウェア上では次のように表示され
ます。
・	 単相：DP4162
・	 三相：DP4163
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結線方式
接続されている電源の種類によって、結線方式として以下の結線方式が自動的に設定され
ます。また、電圧レンジなどの値として、次の値が設定されます。

ES2000S( 単相モデル ) 接続時
結線方式 電圧レンジ 電圧限度値 相電圧 / 線間電圧 定格電圧
単相 2線式
230V、	50Hz 機器用

200 300.0 相電圧 230.0

ES2000U( 三相モデル ) 接続時、スライドスイッチ：単相モード
結線方式 電圧レンジ 電圧限度値 相電圧 / 線間電圧 定格電圧
単相 2線式
230V、	50Hz 機器用

200 300.0 相電圧 230.0

ES2000U( 三相モデル ) 接続時、スライドスイッチ：三相モード
結線方式 電圧レンジ 電圧限度値 相電圧 / 線間電圧 定格電圧
三相 4線式
400V、	50Hz 機器用

200 300.0 線間電圧 400.0

DP 電源　単相モデル接続時、またはマルチ相モデルで相モードが単相 2 線出力での接続時
結線方式 電圧レンジ 電圧限度値 相電圧 / 線間電圧 定格電圧
単相 2線式
230V 機器用

200 300.0 相電圧 230.0

DP 電源　多相モデル接続時、またはマルチ相モデルで相モードが単相 2 線出力以外での接続時
結線方式 電圧レンジ 電圧限度値 相電圧 / 線間電圧 定格電圧
三相 4線式
400V 機器用

200 300.0 相電圧 230.9
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詳細設定モード
詳細ボタン	 	をクリックすると、次の設定項目が表示されます。

電圧レンジ
100	V または 200	V から選択します。定格電圧設定ボックスと電圧限度値で設定できる範
囲が表示されます。

電圧限度値
電圧レンジによって、電圧の限度値として次の値をプルダウンメニューから選択できま
す。
電圧レンジ 電圧限度値
100	V 150.0	V
200	V 300.0	V

設定ボックスをクリックすると、電圧レンジ設定ボックスに表示された設定範囲で、小数
点以下 1桁まで設定できます。

出力電圧の設定
相電圧または線間電圧で出力電圧を設定します。



9-10 IM IS8000-63JA

IEC 61000-3-11 > 設定
9.2　電源を設定する

定格電圧
相電圧 / 線間電圧と電圧レンジによって、定格電圧の出力として次の値をプルダウンメ
ニューから選択できます。

相電圧 / 線間電圧
相電圧 線間電圧

電圧レンジ 100	V 100.0	V または 115.0	V 200.0	V または 230.0	V
200	V 200.0	V または 230.0	V 200.0	V または 400.0	V

設定ボックスをクリックすると、電圧レンジ設定ボックスに表示された設定範囲で、小数
点以下 1桁まで設定できます。

定格電圧の相電圧が、電圧限度値の表の値を超える場合、電源の種類と電圧レンジによっ
て、次の値が設定されます。
電圧限度値：	 	 電圧限度値の表の値
相電圧 /線間電圧：	相電圧
定格電圧：	 	 電圧レンジと同じ値

Note
定格電圧を線間電圧で設定している場合、結線方式に応じて、線間電圧を相電圧に換算して、電
圧限度値の表の値と比較します。

インピーダンス
「リファレンスインピーダンスネットワーク (RIN) を使用する」にチェックした場合、接
続されている RIN によって、以下のインピーダンスを設定できます。
チェックしない場合、DEFEAT が設定ボックスに表示されます。

ES4152 接続､ またはタブシート内の右上の「接続情報」の RIN が「DP4162」の場合 *
・	 DEFEAT
・	 100	V
・	 200	V
・	 230	V

ES4153 接続時、またはタブシート内の右上の「接続情報」の RIN が「DP4163」の場合 *
・	 DEFEAT
・	 JPN	1 φ
・	 JPN	3 φ
・	 EU	1 φ /3 φ
*	 RIN として DP4164 ～ DP4169 が接続されている場合の接続情報については 9-7	ページを参
照。
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接続されている電源の種類と適合条件によって、インピーダンスには次のデフォルト値が
設定されます。

電源の種類
・	 ES2000S
・	 DP シリーズ電源
	 -	 単相モデル
	 -	 	マルチ相モデルで相モード

を単相 2線に設定時

・	 ES2000U
・	 DP シリーズ電源
	 -	 三相モデル
	 -	 	マルチ相モデルで相モード

を単相 2線以外に設定時
適合条件 IEC	61000-3-3 に適合 230	V EU1 φ /3 φ

供給電流容量 100	A DEFEAT DEFEAT
インピーダンス Zmax DEFEAT DEFEAT

DP シリーズ電源用の RIN が未接続の場合には「使用する」にチェックできないため、イ
ンピーダンスの設定を変更できません。

規定値に戻す
設定を以下の状態 ( 規定値 ) にします。
・	 設定モード：標準
・	 結線方式
接続されている電源により次のとおりに設定されます。
	- ES2000S( 単相モデル ) 接続時
単相 2線式 230	V、50	Hz 機器用
	- ES2000U( 三相モデル ) 接続時で、スライドスイッチが単相モード時
単相 2線式 230	V、50xHz 機器用
	- ES2000U( 三相モデル ) 接続時で、スライドスイッチが三相モード時
	- 三相 4線式 400	V、50	Hz 機器用
	- DP シリーズ電源の単相モデル接続時、またはマルチ相モデルの相モードを単相 2線
出力にして接続時
単相 2線式 230	V 機器用
	- DP シリーズ電源の多相モデル接続時、またはマルチ相モデルの相モードを単相 2線
出力以外にして接続時
三相 4線式 400	V 機器用

・	 電圧レンジ：	 接続されている電源と結線方式によって、9-8	ページの表のとおり。
・	 電圧限度値：	 接続されている電源と結線方式によって、9-8	ページの表のとおり。
・	 相電圧 /線間電圧：	 	接続されている電源と結線方式によって、9-8	ページの表のとお

り。
・	 定格電圧：	 接続されている電源と結線方式によって、9-8	ページの表のとおり。
・	 定格周波数：	 50	Hz
・	 測定前に電源品質をチェックする：チェック
・	 リファレンスインピーダンスネットワーク (RIN) を使用する
	- ES2000S または、ES2000U 接続時：チェック
	- DP シリーズ電源接続時
DPシリーズ RIN が接続時：	
チェック
DPシリーズ RIN が非接続時：	
チェックなし

・	 インピーダンス：接続されている電源と適合条件によって、9-11	ページの表のとおり。
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起動時の設定
本ソフトウェアを起動したときの上記の各設定は、接続条件によって、次のようになりま
す。
接続条件 設定
新規接続 規定値
読み込みファイルと同条件 読み込んだファイルの設定
前回終了時と同条件 前回終了時の設定
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9.3 WT の測定条件を設定する

操 作
1. 	 設定 &表示エリアでWT 測定器のタブを選択します。WTの測定条件の設定項目が表示され

ます。

2. 	 標準ボタン	 	または、詳細ボタン	 	をクリックします。
3. 	 各設定項目を設定します。

Note
標準ボタンを選択すると、以下の設定または実行ボタンがマスクされ、変更できなくなります。この設定
を変更するには、詳細ボタンをクリックします。
・	 Scaling の ON/OFF

CT 比の設定
スケーリングの選択

電流外部センサーを使用する場合の
電流外部センサー換算比を設定

電流レンジの選択

電圧レンジの選択

周波数フィルターの選択

他の全エレメントに対し、レンジと
電流外部センサーの設定値をコピー

VT比の設定
スケーリングファクターの設定

他の全エレメントに対し、
スケーリングの設定値をコピー

設定対象のエレメントの選択

結線方式の選択

標準ボタン
詳細ボタン

ラインフィルターの選択
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解 説

結線方式
電圧変動 /フリッカ測定の対象を設定します。選択した結線方式 (Wiring) によって、装備されてい
るエレメントが設定対象として表示されます。

レンジのコピー
結線方式 (Wiring) でグループ化されている他の全エレメントに対して、設定したレンジの内容を
コピーできます。コピー対象は、電圧レンジと電流レンジと電流外部センサーです。

スケーリングのコピー
結線方式 (Wiring) でグループ化されている他の全エレメントに対して、設定したスケーリングの
内容をコピーできます。コピー対象は以下のとおりです。
・	 VT 比
・	 CT 比
・	 スケーリングファクター

次の各項目の設定内容やWT本体での設定操作については、以下のマニュアルをご覧ください。
設定項目 ユーザーズマニュアル 参照節
 ラインフィルター [ 機能編 ]	IM	WT5000-01JA 「4　入力設定 ( 詳細 •	オプション )」

[ 操作編 ]	IM	WT5000-02JA 2.7 節
周波数フィルター [ 機能編 ]	IM	WT5000-01JA 「4　入力設定 ( 詳細 •	オプション )」

[ 操作編 ]	IM	WT5000-02JA 2.7 節
電圧 / 電流の測定レンジ [ 機能編 ]	IM	WT5000-01JA	 「4　入力設定 ( 詳細 •	オプション )」

[ 操作編 ]	IM	WT5000-02JA 2.2 節、2.3 節
スケーリング [ 機能編 ]	IM	WT5000-01JA 「4　入力設定 ( 詳細 •	オプション )」

[ 操作編 ]	IM	WT5000-02JA 2.4 節、9.1 節

Note
測定条件は、オンラインモードでフリッカ測定ステータスが Reset( リセット ) のときにだけ、変更できます。
フリッカ測定ステータスについては、9.7 節または 9.8 節をご覧ください。
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結線方式を選択した場合に連動する設定値
詳細メニューエリアの結線方式を選択した場合、下図の枠で囲んだ設定が連動してデフォルト値
に変更されます。デフォルト値は下図のとおりです。

単相 2 線式 230V、50Hz 機器用を選択した場合
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三相 4 線式 400V、50Hz 機器用を選択した場合
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9.4 WT の判定条件を設定する

操 作
1. 	 設定 &表示エリアで規格のタブを選択します。判定条件の設定項目が表示されます。

2. 	 標準ボタン	 	または、詳細ボタン	 	をクリックします。
3. 	 各設定項目を設定します。

Note
標準ボタンを選択すると、以下の設定または実行ボタンがマスクされ、変更できなくなります。これらの
設定を変更するには、詳細ボタンをクリックします。
・	 適合条件
・	 測定方法の選択 (Measure	Mode)
・	 測定対象周波数の選択 (Frequency)
・	 測定回数の設定 (Count)
測定データを読み込んだ場合は通常の電圧変動 /フリッカ測定 (General) の判定項目 (Judge) の Tmax がマ
スクされます。

	

定格電圧の取得方式
の設定(AUTO、SET)

定格電圧の既定値の設定
(SETのときに有効)

測定対象周波数の選択

定常範囲の設定

1回の観測期間の設定
(通常の電圧変動/フリッカ測定のときに有効)

測定回数の設定
(通常の電圧変動/フリッカ測定のときに有効)

測定方法の選択
・General Mode：通常の電圧変動/フリッカ測定
・Manual dmax Mode：手動スイッチングdmax 測定

IEC 61000-4-15の
版数の選択
(Ed1.1、Ed2.0)

IEC 61000-3-11の
版数の選択
(Ed1.0、Ed2.0)

適合条件
詳細メニューの適合条件の設定と連動
(9-3 ページ参照 )

通常の電圧変動/フリッカ測定(General 
Mode)の各項目の判定のON/OFFと限度値

手動スイッチングdmax測定(Manual dmax 
Mode)のdmaxの判定のON/OFFと限度値

測定対象電圧の選択
(IEC 61000-4-15の版数がEd2.0のときに表示)
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解 説
用語の解説は 1.8 節をご覧ください。

WT のファームウェアバージョンと選択できる IEC 61000 の版数
ファームウェアバージョン 2.01 以降で、以下の版数を選択できます。
IEC 61000-3-11 の版数 IEC 61000-4-15 の版数
・	 1.0 版 (Ed1.0) ・	 1.1 版 (Ed1.1)
・	 2.0 版 (Ed2.0) ・	 2.0 版 (Ed2.0)
IEC	61000-4-15 では測定器に対する要求事項が規定されています。
詳細については、14 章をご覧ください。

測定方法
電圧変動 /フリッカ測定の方法を次の 2種類から選択できます。

General Mode( 通常の電圧変動 / フリッカ測定 )
dc、dmax、d(t)、Pst、Plt が設定した限度値内かを判定します。

Manual dmax Mode( 手動スイッチング dmax 測定 )
手動で被試験機 (EUT) のスイッチをオンにして、電源投入時、または電源オフ時に流れる突
入電流の影響による電圧変動を測定し、dmax の平均が設定した限度値内かを判定します。

定格電圧
定格電圧の取得方式を次の中から選択できます。

AUTO
電圧変動 /フリッカ測定のスタート時の測定電圧を、定格電圧として自動的に取得します。

SET
定格電圧を 0.01 ～ 999.99	V の範囲で設定できます。

測定対象周波数
測定対象周波数として 50	Hz または 60	Hz を設定できます。
この設定により、フリッカメータの伝達関数などが変わりますので、適切に設定してください。

測定方法をGeneral	Mode( 通常の電圧変動 /フリッカ測定 ) に設定した場合、1回の観測期間、測
定回数、定常範囲の設定が必要です。
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測定対象電圧 (IEC 61000-4-15 Ed2.0 選択時表示 )
測定対象電圧として、230	V または 120	V を設定できます。
この設定により、フリッカメータの伝送関数などが変わりますので、適切に設定してください。

1 回の観測期間
短期間フリッカ値 Pst の 1 回の測定時間を、分：秒の単位で設定できます。設定範囲は次のとおり
です。
00：30 ～ 15：00( 秒は偶数だけ設定可能 )

測定回数
短期間フリッカ値 Pst の測定回数を 1～ 99 回の範囲で設定できます。

定常範囲 (dmin：定常状態とみなす相対電圧変化の許容範囲 )
定常範囲 dmin を 0.10 ～ 9.99	% の範囲で設定できます。
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通常の電圧変動 / フリッカ測定 (General Mode) の判定条件
相対定常電圧変化 dc の判定条件
相対定常電圧変化 dc の判定の ON/OFF
フリッカ測定の判定に相対定常電圧変化 dc を含める (ON) か含めない (OFF) かの選択ができ
ます。

相対定常電圧変化 dc の限度値
限度値を 1.00 ～ 99.99%の範囲で設定できます。

最大相対電圧変化 dmax の判定条件
最大相対電圧変化 dmax の判定の ON/OFF
フリッカ測定の判定に最大相対電圧変化 dmax を含める (ON) か含めない (OFF) かの選択がで
きます。

最大相対電圧変化 dmax の限度値
限度値を 1.00 ～ 99.99	% の範囲で設定できます。

ただし、任意の値に設定したあと、9-3	ページの操作 5を実行すると、その操作で選択した
値が限度値に反映されます。
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相対電圧変化がスレショルドレベルを超える時間 Tmax の判定条件
相対電圧変化がスレショルドレベルを超える時間 Tmax の判定の ON/OFF
フリッカ測定の判定に相対電圧変化がスレショルドレベルを超える時間 Tmax を含める (ON)
か含めない (OFF) かの選択ができます。

スレショルドレベル
スレショルドレベルを 1.00 ～ 99.99	% の範囲で設定できます。

相対電圧変化がスレショルドレベルを超える時間 Tmax の限度値
限度値を 1～ 99999	ms の範囲で設定できます。

短期間フリッカ値 Pst の判定条件
短期間フリッカ値 Pst の判定の ON/OFF
フリッカ測定の判定に短期間フリッカ値 Pst を含める (ON) か含めない (OFF) かの選択ができ
ます。

短期間フリッカ値 Pst の限度値
限度値を 0.10 ～ 99.99 の範囲で設定できます。

長期間フリッカ値 Plt の判定条件
長期間フリッカ値 Plt の判定の ON/OFF
フリッカ測定の判定に長期間フリッカ値 Plt を含める (ON) か含めない (OFF) かの選択ができ
ます。

長期間フリッカ値 Plt の限度値
限度値を 0.10 ～ 99.99 の範囲で設定できます。

長期間フリッカ値 Plt の算出演算式の定数 N
定数Nを 1～ 99 の範囲で設定できます。

Note
・	 長期間フリッカ値 (Plt) は次の式で演算されます。

	 	 Plt = 
3

N

Count

i = 1
Psti 3

	 式中の Count は短期間フリッカ値 (Pst) の測定回数です。
	 式中の Nは長期間フリッカ値 (Plt) の算出演算式の定数です。
	 一般的には Count と Nを同じ値に設定してください。
	 N ＞ Count になるように設定した場合、短期間フリッカ値を Count の回数だけ測定し、測定して
いない短期間フリッカ値はPst＝ 0として上記の式に代入し、長期間フリッカ値(Plt)を算出します。
N＞ Count となる設定は、規定された測定時間以内に測定対象が自動的に停止する場合などに使
用します。

・	 判定条件は、オンラインモードではフリッカ測定ステータスが Reset( リセット ) または
Complete(完了 )のときにだけ変更できます。フリッカ測定ステータスについては、9.7節または9.8
節をご覧ください。
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9.4　WT の判定条件を設定する

手動スイッチング dmax 測定 (Manual dmax Mode) の判定条件
最大相対電圧変化 dmax の判定条件
最大相対電圧変化 dmax の判定の ON/OFF
フリッカ測定の判定に最大相対電圧変化 dmax を含める (ON) か含めない (OFF) かの選択がで
きます。

最大相対電圧変化 dmax の限度値
限度値を 1.00 ～ 99.99%の範囲で設定できます。

ただし、任意の値に設定したあと、9-4	ページの操作 6を実行すると、その操作で選択した
値が限度値に反映されます。
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9.4　WT の判定条件を設定する

結線方式を選択した場合に連動する設定値
詳細メニューエリアの結線方式を選択した場合、下図の枠で囲んだ設定が連動してデフォルト値
に変更されます。デフォルト値は下図のとおりです。
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9.5 オプション条件を設定する

操 作
1. 	 設定 &表示エリアでオプションのタブを選択します。判定条件の設定項目が表示されます。
2. 	 各設定項目を設定します。

Note
標準ボタン	 	、詳細ボタン	 	のどちらを選択しても、設定可能な項目は同じです。

	 	

解 説

報告書
BMP 解像度の設定表示
「印刷」-「出力方法」の BMPの項目に出力解像度の選択項目が表示されます。(10.2 節参照 )

設定
アシスト時の試験対象エレメントの固定 (Element1) 解除
試験対象エレメントを選択する場合にチェックします。試験対象エレメントの設定ボックス
が詳細メニューエリアに表示されます。

チェックがない場合は、試験対象エレメントはエレメント 1	で固定です。
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試験 ( 測定を実行する )

9.6 電源の出力のオン / オフ ( 電源機能使用時 )

1. 	 メニューエリアの	 	を選択します。
	 9.1 節の適合条件の設定にしたがって、測定の詳細メニューが表示されます。

・	 適合条件が「インピーダンス Zmax」の場合、下図の測定の詳細メニューが表示されます。
・	 適合条件が「IEC61000-3-3 に適合」、または「供給電流容量 100A」の場合、次ページの測定の詳細
メニューが表示されます。

	 	 	

・ 適合条件が「インピーダンス Zmax」の場合

被試験機器への電源の ON

被試験機器への電源の OFF
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9.6　電源の出力のオン / オフ ( 電源機能使用時 )

	 	 	

・ 適合条件が「IEC61000-3-3 に適合」、または「供給電流容量 100A」の場合

電源の出力のオン / オフ
電源の出力をオン/オフするには、詳細メニューエリアの電源 Onまたは電源 Offをクリックします。
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9.6　電源の出力のオン / オフ ( 電源機能使用時 )

本ソフトウェアの各状態における、電源On、電源Off ボタンと、Initialize、Start、Reset、Move
ボタンの有効 /無効は次のとおりです。

フリッカ測定
ソフトウェアの状態 電源状態 電源 On 電源 Off Initialize Start Reset
測定初期化前	
(Reset)

電源 ON × ○ ○ × ×
電源OFF ○ × × × ×

測定初期化完了	
(Ready)

電源 ON × ○ × ○ ○

測定中	
(Start)

電源 ON × ○ × × ○

測定完了	
(Complete)

電源 ON × ○ × × ○
電源OFF ○ × × × ×

オフライン × × × × ×
(	) 内はWTの状態

手動 dmax 測定
ソフトウェアの状態 電源状態 電源 On 電源 Off Initialize Start Reset Move
測定初期化前	
(Reset)

電源 ON × ○ ○ × × ×
電源OFF ○ × × × × ×

測定初期化完了	
(Ready)

電源 ON × ○ × ○ ○ ○

測定中	
(Start)

電源 ON × ○ × × ○ ×

測定完了	
(Complete)

電源 ON × ○ × × ○ ○
電源OFF ○ × × × × ×

オフライン × × × × × ×
(	) 内はWTの状態

Note
・	 測定初期化完了 ( 電源 OFF)、または測定完了 ( 電源 OFF) の状態において、電源OFF 状態から電源ON
された場合、電源品質チェックのチェック状態に関わらず、電源品質チェックを行いません。

・	 オンラインからオフラインへ移行した場合、電源ON状態ならば電源OFF 状態にします。
・	 オフラインからオンラインへ移行した場合、電源ON、電源OFF 状態に関係なく、電源OFF 状態にします。
・	 本ソフトウェアの終了時は、電源ON、電源OFF 状態に関係なく、電源OFF 状態にします。
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9.6　電源の出力のオン / オフ ( 電源機能使用時 )

電源品質のチェック
電源の設定 ( ▶ 9-7	ページ ) の「測定前に電源品質をチェックする」にチェックがある場合、電
源の出力をONする前に、電源品質をチェックします。

Note
WT本体に /G7 オプションが搭載されていない場合、電源品質のチェックはできません。

チェック項目は次のとおりです。
・	 測定時間	 500	ms
・	 電源判定条件
定格電圧 *1	 	 	 	 ± 2.0	％以内 *4

公称周波数 *2	 	 	 	 ± 0.5	％以内 *4

電源電圧の全高調波ひずみ率 *3	 3	% 未満 *4

*1	定格電圧は電源の設定 ( ▶ 9-7	ページ ) の定格電圧の設定値と、測定した電圧値 (rms) を比較します。
*2	公称周波数は電源の設定 ( ▶ 9-7	ページ ) の定格周波数の設定値と、測定値を比較します。
*3	電源電圧の全高調波ひずみ率は、演算式の分母を電圧の基本波 (Fundamental) として次のように演算し
ます。

	 	

電圧の全高調波ひずみ率
Uthd [%] k = 2

max

U(k)2

U(1)
• 100

k： 高調波次数
max： 測定次数上限値

*4	WT 本体において通常測定モードで判定しています。測定仕様の詳細については、ユーザーズマニュア
ル [ 機能編 ](IM	WT5000-01JA)、および [ 操作編 ](IM	WT5000-02JA) をご覧ください。

電源品質に問題がなかった場合、電源出力の確認メッセージが表示されます。
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電源品質に問題があった場合、エラーメッセージが表示されます。エラーとなった項目が表示さ
れます。

電圧変動 / フリッカ測定の開始
9.7 節または 9.8 節に従って、電圧変動 /フリッカ測定を開始します。

電圧レンジ適正チェック
電圧変動 /フリッカ測定を開始すると、NF電源、WT、電圧変動 /フリッカ測定ソフトウェア
の設定が、以下の表のとおりであるかをチェックします。
・	 電源との接続 ( ▶ 6.1 節 ) で、NF	電源接続について「使用する」を選択している場合のチェッ
ク項目

結線方式 NF 電源の設定 WT
電圧レンジ *定格電圧 定格周波数

単相 2線式
230V、50	Hz 機器用

100 ～ 230	V 45 ～ 66	Hz CF3：100	V ～ 300	V

三相 4線式
400V、50	Hz 機器用

220 ～ 240	V 45 ～ 66	Hz CF3：300	V ～ 600	V

*	 表中の CF3 は、「クレストファクターの設定が 3」を表します。

・	 電源との接続 ( ▶ 6.1 節 ) で、NF	電源接続について「使用する」を選択してない場合、上
記の表のWT電圧レンジについてチェックします。

設定が表と異なる場合、エラーメッセージが表示されます。エラーとなった項目が表示され
ます。
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測定対象となるエレメント
測定対象エレメントはWTの測定対象 (Object) の設定 * により決定されます。
*	 9.3 節を参照。

たとえば、三相電源を測定していても、WTの測定対象 (Object) の設定が Element	1 だけに
設定されていた場合、入力エレメント 1しか測定されません。
また、単相電源を測定している場合に、WTの測定対象 (Object) の設定が Element	1 と 2 に
設定されていた場合、信号が入力されていない入力エレメント 2も測定し、全判定 (Total	
Judgement) が Fail になる場合があります。

測定中の電源異常チェック
本ソフトウェアでは、測定中に、電源に異常がないかをチェックしています。異常があった
場合、エラーメッセージが表示されます。たとえば、オーバーロードが発生した場合、次の
エラーメッセージが表示されます。

Note
電圧変動 /フリッカ測定を終了または中止しても、電源の出力はONのままです。自動的に出力OFF には
なりません。
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9.7 通常の電圧変動 / フリッカ測定を実行する

IEC	61000-3-11 に準拠した、通常の電圧変動 /フリッカ測定を実行します。
dc、dmax、Tmax、Pst、Plt のすべての電圧変動 /フリッカ値を算出し、あらかじめ設定された限
度値と比較して総合判定します。

操 作
1. 	 メニューエリアの	 	を選択します。9.1 節の適合条件の設定にしたがって、測定の詳細

メニューが表示されます。
・	 適合条件が「インピーダンス Zmax」の場合、下図の測定の詳細メニューが表示されます。
・	 適合条件が「IEC61000-3-3 に適合」、または「供給電流容量 100A」の場合、次ページの測定の詳細
メニューが表示されます。

	 	

試験の選択 (9-33 ページ )
実行する測定を選択します。

Ztest 選定チェック (9-33 ページ )
機器による電圧降下が試験電源電圧
の範囲内になることを確認します。

試験開始 (General)(9-34 ページ )
通常の電圧変動 / フリッカ測定
(General mode) を実行します。

試験開始 (Manual)(9-41 ページ )
手動スイッチング dmax 測定
(Manual dmax mode) を実行します。

・ 適合条件が「インピーダンス Zmax」の場合
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・ 適合条件が「IEC61000-3-3 に適合」、または「供給電流容量 100A」の場合
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9.7　通常の電圧変動 / フリッカ測定を実行する

設定 & 表示エリアの上部の表示
*	 選択できないアイコンは薄いグレーで表示されます。

	

測定が完了した観測期間の数とバーグラフ
測定中の観測期間内の経過時間とバーグラフ

手動スイッチング dmax 測定 (Manual dmax mode) のお知らせ設定時間

	

測定判定

ピリオド移動

ウィンドウを上下に並べて表示

ウィンドウを重ねて表示
試験中止

試験開始

試験初期化

ウィンドウの整列機能です。
詳細については 7.15 節をご覧ください。

項目表示ON/OFFエレメント表示ON/OFF

試験の選択がManualの場合は、
表示されません。

試験の選択をする
2. 	 General をチェックします。General と Manual の両方を選択することもできます。

	 	

Ztest 選定チェックをする
9.1 節の適合条件の設定で、インピーダンス Zmax を選択した場合に表示されます。
被試験機器による電圧降下が、試験電源電圧の範囲内になることを確認します。
・	 IEC	61000-3-11	Ed2.0 の場合、電圧降下が dc：2	% ～ 9	%
・	 IEC	61000-3-11	Ed1.0 の場合、電圧降下がΔU：3	% ～ 5	%

3. 	 試験時間を設定します。
4. 	 電圧降下試験開始をクリックします。
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9.7　通常の電圧変動 / フリッカ測定を実行する

規格適合試験開始
オンラインモードで、フリッカ測定ステータスが Reset( リセット：測定値がリセットされ、初期
化を実行できる状態 ) になっていることを確認します。Reset 以外の場合は、9-36 ページの「試験
をリセットする」の操作に従って、フリッカ測定ステータスを Reset にします。

試験を初期化する
5. 	 試験開始 (General) のボックスの試験初期化をクリックするか、ツールバーの	 	をク

リックします。測定初期化中のダイアログボックスが表示され、初期化が開始されます。

	 	

	 	

	 初期化が終了すると測定初期化中のダイアログボックスが自動的に閉じ、数値判定表示ウィンド
ウの表示が次のようになります。
・	 Un[V] と Freq[Hz] の欄に現在の測定値が表示されます。
・	 dc[%]、dmax[%]、Tmax[ms]、Pst の欄に ---- が表示されます。
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9.7　通常の電圧変動 / フリッカ測定を実行する

試験を開始する
6. 	 試験開始 (General) のボックスの試験開始をクリックするか、ツールバーの	 	をクリッ

クします。数値判定表示ウィンドウが次のようになります。
・	 Un[V] と Freq[Hz] の値が固定されます。
・	 dc[%]、dmax[%]、Tmax[ms]、Pst の欄に現在、測定中の観測期間内の最大値が表示されます。

	 また、Interval に経過時間とバーグラフが、Count	に測定が完了した観測期間の数とバーグラフが
表示されます。トレンドグラフウィンドウに測定結果が表示されます。

	 	

	 	

	 	

	 	

	 すべての観測期間の測定が完了すると、通常の電圧変動 /フリッカ測定は自動的に終了
します。終了時には、結果と判定が表示されます。
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試験を中止する
1. 	 試験開始 (General) のボックスの試験中止をクリックするか、ツールバーの	 	をクリッ

クすると、測定が中止されます。それまでの測定データと結果がすべて破棄されます。
また、数値判定表示ウィンドウで Interval と Count がクリアされます。

	 	

	 	

判定条件を変更して、試験データを再判定する
	 通常の電圧変動 /フリッカ測定が終了しているとき、9.4 節の「判定条件を設定する」の

操作に従って、判定条件を変更します。判定条件を変更すると、測定した電圧変動/フリッ
カ測定データを使って再判定し、判定が更新されます。

試験をリセットする
1. 	 試験開始 (General) のボックスの試験中止をクリックするか、ツールバーの	 	をクリッ

クすると、測定がリセットされます。それまでの測定データと結果、判定がすべて破棄
されます。また、数値判定表示ウィンドウで Interval と Count がクリアされます。
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トレンドグラフのトレースを設定する

表示範囲の
上限値

表示範囲の
下限値

Trace
表示する ( チェック有り )/ 表示しない ( チェックなし ) トレンドを選択します。
最大 16 個のトレンドを表示できます。

Function
表示する測定ファンクションを選択します。

1. 	 Function列上をクリックします。コンボボックスが表示されます。
2. 	 測定ファンクションを選択します。

Note
次の測定ファンクションから選択できます。
dc 相対定常電圧変化
dmax 最大相対電圧変化
Tmax 相対電圧変化がスレショルドレベルを超える時間
idc 瞬時相対定常電圧変化
idmax 瞬時最大相対電圧変化
id(t) 瞬時相対電圧変化がスレショルドレベルを超える時間
PF 瞬時フリッカ感 (IFS)

Element
表示するエレメントを選択します。

1. 	 Element列上をクリックします。コンボボックスが表示されます。
2. 	 エレメントを選択します。

Color
トレンドの表示色を選択します。

1. 	 Color列上をクリックします。コンボボックスが表示されます。
2. 	 トレンドの表示色を選択します。
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解 説

測定中の表示
通常の電圧変動 /フリッカ測定中の表示例です。

測定が完了した観測期間についての判定
・ dc、dmax、Tmax の最終値をそれぞれの限度値と比較して、判定 (Pass/Fail) を表示します。
・測定期間中に定常状態が発生しなかった場合、変動状態となり、

dc の測定結果は Undef (Undefine、IEC 61000-4-15  Ed1.1) または 0 (IEC 61000-4-15 Ed2.0) と表示
され、dc の判定は Error (IEC 61000-4-15 Ed1.1) または Pass (IEC 61000-4-15 Ed2.0) と表示されます。

・短期間フリッカ値 Pst が算出され、限度値と比較して、判定 (Pass/Fail) を表示します。
・判定が OFF に設定されている項目の判定は Undef と表示されます。

測定が完了した観測期間の数とバーグラフ
測定中の観測期間内の経過時間とバーグラフ

測定中の観測期間の測定値
観測中の dc、dmax、Tmax の値が表示されます。
表示される値は、現在までの最大値です。
2 s ごとの瞬時値がそれまでの最大値を超えた場合
に値が更新されます。
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測定が完了したときの判定の表示
試験が終了すると、総合判定が表示されます。

表示例：PASS

インフォメーションエリアにも総合判定が常に表示されます。

判定

測定対象としているすべてのエレメントの判定が Pass	ならば Pass、それ以外は Fail	になります。
PASS

相対電圧変化が定常範囲 dmin を一度も超えずに、測定が完了した (dc、
dmax、Tmax の測定値がすべて 0だった )。
観測期間のいずれかにおいて、定常状態が一度もなかった	
(IEC	61000-4-15	Ed1.1 の dc	=	Undef	と同等 )。
*		Ed1.1 選択時は表示されない。
FAIL

判定無し

試験の選択
・	 通常の電圧変動 /フリッカ測定 (General	mode) を実行する場合はGeneral をチェックします。
・	 手動スイッチングdmax測定(Manual	dmax	mode)を実行する場合はManualをチェックします。
・	 General と Manual の両方を選択することもできます。

試験の初期化
・	 初期化には約 30s かかります。
・	 初期化中はリセット時と同様に、電圧実効値Unと電圧周波数 Freq が 2s ごとに更新されます。
・	 初期化中は測定用電源の電圧を定常に保ってください。

定格電圧 Un、電圧周波数 Freq
・	 定格電圧の取得方式が AUTO の場合、測定開始時の電圧実効値を電圧定格値 Unとします。電
圧定格値Unを基準として測定データを算出します。

・	 定格電圧の取得方式が SET の場合は、定格電圧の設定値をUn(Set) として表示します。
・	 電圧定格値Unと電圧周波数 Freq は、フリッカ測定を開始したあとは更新されません。
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試験のリセット
通常の電圧変動 / フリッカ測定が完了して、フリッカ測定ステータスが Complete	( 完了 ) のとき
に、測定を初期化、再実行するには、測定をリセットしてください。Complete	( 完了 ) の状態では、
測定の初期化、測定の開始を実行できません。
また、通常の電圧変動 /フリッカ測定の測定条件 (9.3 節 ) を変更するには、測定をリセットしてく
ださい。

フリッカ測定ステータス
フリッカ測定ステータスには次の 5種類があります。
ステータス 意味
Reset リセット：測定値がリセットされ、初期化を実行できる状態
Initializing 初期化中
Ready 開始待機：初期化され、測定を開始できる状態
Start 測定中：経過時間を表示
Complete 完了：結果 ( 測定項目別判定 ) と判定 ( エレメント判定、全判定 ) を表示

通常の電圧変動 / フリッカ測定の流れ
( フリッカ測定ステータスの遷移 )

初期化中止<ストップ> 
(9.7節)

[試験中止] (9.7節)

[試験中止] (9.7節)

[試験中止] (9.7節)

リセット
Reset

測定条件の変更(9.3節)
判定条件の変更(9.4節)

判定条件の変更、再判定(9.7節)

[試験初期化] (9.7節)

初期化完了

[試験開始] (9.7節)

試験完了

初期化中
Initializing

開始待機
Ready

完了、判定表示
Complete

試験中
Start

(　)内は参照節の番号
[　]内は操作するボタンまたはアイコン
< >内は操作するボタン
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9.8 手動スイッチング dmax 測定を実行する

手動スイッチング dmax 測定を実行します。
手動で EUT( 被試験機器 ) のスイッチをオン /オフにしたときの最大相対電圧変化 dmax を測定し、
これを 24 回行ったときの平均値を限度値と比較して判定します。

操 作
1. 	 メニューエリアの	 	を選択します。測定の詳細メニューが表示されます。詳細メニュー

全般については 9.7 節をご覧ください。

測定の選択をする
2. 	 Manual をチェックします。General と Manual の両方を選択することもできます。

	 	

Ztest 選定チェックをする
9.1 節の適合条件の設定で、インピーダンス Zmax を選択した場合に表示されます。
被試験機器による電圧降下が、試験電源電圧の範囲内になることを確認します。
・	 IEC	61000-3-11	Ed2.0 の場合、電圧降下が dc：2	% ～ 9	%
・	 IEC	61000-3-11	Ed1.0 の場合、電圧降下がΔU：3	% ～ 5	%

3. 	 試験時間を設定します。
4. 	 電圧降下試験開始をクリックします。

	 	

お知らせ設定をする
5. 	 試験開始 (Manual) のボックスのお知らせ設定をチェックします。設定 &表示エリアの上部に

ある Interval のバーグラフの上に	 	が表示されます。
6. 	 お知らせ設定を 1～ 60 秒から選択します。
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規格適合試験開始
オンラインモードで、フリッカ測定ステータスが Reset( リセット：測定値がリセットされ、初期
化を実行できる状態 ) になっていることを確認します。Reset 以外の場合は、9-47 ページの「試験
をリセットする」の操作に従って、フリッカ測定ステータスを Reset にします。

試験を初期化する
試験開始 (Manual) のボックスの試験初期化をクリックするか、ツールバーの	 	をクリック
します。測定初期化中のダイアログボックスが表示され、初期化が開始されます。

初期化が終了すると測定初期化中のダイアログボックスが自動的に閉じ、数値判定表示ウィ
ンドウの表示が次のようになります。
・	 Un[V] と Freq[Hz] の欄に現在の測定値が表示されます。
・	 dmax[%] の欄に ---- が表示されます。

	 	



9-43IM IS8000-63JA

IEC 61000-3-11 > 試験
9.8　手動スイッチング dmax 測定を実行する

試験を開始する
1. 	 試験開始 (Manual) のボックスの試験開始をクリックするか、ツールバーの	 	をクリッ

クします。数値判定表示ウィンドウが次のようになります。
・	 Un[V] と Freq[Hz] の値が固定されます。
・	 測定中の観測期間の欄に dmax の最大値	が表示されます。

	 また、Interval に経過時間とバーグラフが、Count に測定が完了した観測期間の数とバーグラフが
表示されます。トレンドグラフウィンドウに測定結果が表示されます。

	 	

	 	

	 	

	 	

2. 	 EUT( 被試験機器 ) の電源をオンにして、通常状態にします。1観測期間 (1 分間 ) の測定
区間内で、EUT をできるだけ長く通常動作させます。

3. 	 1 観測期間 (1 分間 ) の測定が終わる前に EUT の電源をオフにします。
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4. 	 操作 1～ 3を繰り返して、dmax を 24 回測定します。

	 	

再測定する ( 測定ピリオドを移動する )
ある観測期間の測定が正しく行われなかった場合、測定する観測期間を以下の操作で変更し
て、測定をやり直すことができます。

1. 	 ツールバーの	 	をクリックします。測定ピリオド移動のダイアログボックスが表示さ
れます。

2. 	 再測定をする観測期間のNo. を選択します。

Note
再測できる(測定ピリオドを移動できる)のは、1度、測定を行い、測定データがあるピリオドだけです。

	 	 	

3. 	 操作 2～ 4に従って、dmax を測定します。
	 再測定を開始すると、Count に表示されている、測定終了した回数とバーグラフ表示は

1つ減ります。また、全体の測定経過時間は 1観測期間分減ります。

4. 	 そのまま、測定を続ける場合は操作 2～ 4を繰り返します。測定する観測期間を変更す
る場合は、操作 6に戻ります。
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試験を中止する
1. 	 試験開始 (Manual) のボックスの試験中止をクリックするか、ツールバーの	 	をクリッ

クすると、測定が中止されます。それまでの測定データと判定結果がすべて破棄されま
す。また、数値判定表示ウィンドウで Interval と Count がクリアされます。
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測定を完了し、判定を表示する
1. 	 すべて (24 回 ) の観測期間の測定が終了し、各観測期間の dmax データが表示されてい

ることを確認します。

2. 	 試験開始 (Manual) のボックスの判定開始をクリックするか、ツールバーの	 	をクリッ
クします。すべての観測期間の dmax データが確定し、手動スイッチング dmax 測定が
完了します。フリッカ測定ステータスが Complete( 完了 ) になり、測定した dmax の平
均値の結果と判定が表示されます。

	 	

	 	

判定

平均値

判定条件を変更して、試験データを再判定する
	 手動スイッチング dmax 測定が終了しているとき、9.3 節の「WTの判定条件を設定する」

の操作に従って、判定条件を変更します。判定条件を変更すると、測定した dmax の平
均値のデータを使って再判定し、判定が更新されます。
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試験をリセットする
1. 	 試験開始 (Manual) のボックスの試験中止をクリックするか、ツールバーの	 	をクリッ

クすると、測定がリセットされます。それまでの測定データと結果、判定がすべて破棄
されます。また、数値判定表示ウィンドウで Interval と Count がクリアされます。
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トレンドグラフのトレースを設定する

表示範囲の
上限値

表示範囲の
下限値

Trace
表示する ( チェック有り )/ 表示しない ( チェックなし ) トレンドを選択します。
最大 16 個のトレンドを表示できます。

Function
表示する測定ファンクションを選択します。

1. 	 Function列上をクリックします。コンボボックスが表示されます。
2. 	 測定ファンクションを選択します。
Note
次の測定ファンクションから選択できます。
dc 相対定常電圧変化
dmax 最大相対電圧変化
Tmax 相対電圧変化がスレショルドレベルを超える時間
idc 瞬時相対定常電圧変化
idmax 瞬時最大相対電圧変化
iTmax 瞬時相対電圧変化がスレショルドレベルを超える時間

Element
表示するエレメントを選択します。

1. 	 Element列上をクリックします。コンボボックスが表示されます。
2. 	 エレメントを選択します。

Color
トレンドの表示色を選択します。

1. 	 Color列上をクリックします。コンボボックスが表示されます。
2. 	 トレンドの表示色を選択します。
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解 説

お知らせ設定
電源スイッチをオフにしても、被試験機器の電源がすぐに切れない場合などに、お知らせ設定を、
被試験機器の電源をオフするタイミングの目印としてご利用ください。
お知らせ設定をチェックすると、設定 &表示エリアの上部にある Interval のバーグラフの上に	 	
が表示されます。
お知らせ設定は 1～ 60 秒の範囲で設定できます。

測定中の表示
手動スイッチング dmax 測定中の表示例です。

測定が完了した観測期間の数とバーグラフ
測定中の観測期間内の経過時間とバーグラフ

測定中の観測期間
観測中の dmax の値が表示されます。
表示される値は、現在までの最大値です。
2 s ごとの瞬時値がそれまでの最大値を超えた場合に値が
更新されます。

測定が完了した観測期間
測定が完了した各観測期間の dmax が表示されます。
すべての観測期間を通して、最大値には max、最小値に
は min が表示されます。
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測定が完了したときの判定の表示
手動スイッチング dmax 測定が完了したときの表示例です。

エレメント判定
測定データが表示されているエレメントについて、
dmax の平均値の判定結果を表示します。

dmax の平均値の判定
24 個の dmax データから最大値 (max) と最小値 (min)
を除いた 22 個のデータの平均値を表示します。限度
値と比較して、判定 (Pass/Fail) を表示します。

Note
測定対象外のエレメントを対象表示エレメントに設定した場合、エレメント番号の横に (Off ) と表示され、
測定データはすべて空白になります。
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試験の初期化
・	 初期化には約 30	s かかります。
・	 初期化中はリセット時と同様に、電圧実効値Unと電圧周波数 Freq が 2	s ごとに更新されます。
・	 初期化中は測定用電源の電圧を定常に保ってください。

定格電圧 Un、電圧周波数 Freq
・	 定格電圧の取得方式が AUTOの場合、1回目の測定開始時の電圧実効値を電圧定格値Unとしま
す。電圧定格値Unを基準として測定データを算出します。

・	 定格電圧の取得方式が SET の場合は、定格電圧の設定値をUn(Set) として表示します。
・	 電圧定格値Unと電圧周波数 Freq は、手動スイッチング dmax 測定の開始後、初回の測定値に
固定され、以降は更新されません。

試験のリセット
手動スイッチング dmax 測定が完了して、フリッカ測定ステータスが Complete	( 完了 ) のときに、	
測定を初期化、	再実行するには、測定をリセットしてください。Complete	( 完了 ) の状態では、測
定の初期化、測定の開始を実行できません。
また、手動スイッチング dmax 測定の測定条件 (9.3 節 ) を変更するには、測定をリセットしてくだ
さい。

フリッカ測定ステータス
フリッカ測定ステータスには次の 5種類があります。
ステータス 意味
Reset リセット：測定値がリセットされ、初期化を実行できる状態
Initializing 初期化中
Ready 開始待機：初期化され、測定を開始できる状態
Start 測定中：経過時間を表示
Complete 完了：結果 ( 測定項目別判定 ) と判定 ( エレメント判定、全判定 ) を表示
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手動スイッチング dmax 測定の流れ
( フリッカ測定ステータスの遷移 )

初期化中止<ストップ>
(9.8節)

[試験中止] (9.8節)

[試験中止] (9.8節)

[試験中止] (9.8節)

リセット
Reset

測定条件の変更(9.3節)
判定条件の変更(9.4節)

測定する観測期間No.の変更
(9.8節)

試験の完了、判定[Judge](9.8節)

判定条件の変更、再判定(9.8節)

[試験初期化] (9.8節)

初期化完了

[試験開始](9.8節)

1つの観測期間の測定完了

初期化中
Initializing

開始待機
Ready

完了、判定表示
Complete

試験中
Start

(　)内は参照節またはページの番号
[　]内は操作するボタンまたはアイコン
< >内は操作するボタン
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解析 ( 判定結果や測定データを表示する )

9.9 数値判定を表示する

操 作
1. 	 メニューエリアの	 	を選択します。解析の詳細メニューが表示されます。

	 	

試験結果の解析 (General）
通常の電圧変動 / フリッカ測定
(General mode) での試験結果につ
いて次の表示形式で解析結果を表
示します。

・ 数値判定 (9-54 ページ )
・ トレンドグラフ (9-58 ページ )
・ CPF データ (9-64 ページ )

試験結果の解析 (Manual）
手動スイッチング dmax 測定
(Manual dmax mode) での試験結果
について次の表示形式で解析結果を
表示します。

・ 数値判定 (9-55 ページ )
・ トレンドグラフ (9-59 ページ )

	 	
ウィンドウの整列機能です。
詳細については 7.15 節をご覧ください。

ウィンドウを重ねて表示
ウィンドウを上下に並べて表示

Note
試験メニューに移行するときの注意
解析メニューの実行中に、試験メニューのアイコンをクリックして試験メニューに移行すると、測定デー
タは破棄されます。データを破棄したくない場合は、データを保存してください (11 章参照 )。
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通常の電圧変動 / フリッカ測定 (General mode) の数値判定を表示する
2. 	 測定結果の解析 (General) のボックスの数値判定をクリックします。数値判定表示ウィンドウ

が表示されます。

	 	

3. 	 ツールバーの	 	をクリックして、数値判定を表示するエレメントにチェックをします。

	 	

Note
・	 オフラインモードで測定データが読み込まれていないときには、数値判定表示を選択できません。
・	 オンラインモードでは、WTの測定条件の設定で選択しているエレメントの数値判定表示を表示できま
す。

通常の電圧変動 / フリッカ測定の場合

測定条件

エレメント判定

観測期間ごとの
測定値と判定

限度値

Zsys の結果 *1

*1	適合条件にインピーダンス Zmax を選択した場合に Zsys が表示されます。通常の電圧変動 /フリッカ測
定では、Zsys1 ～ Zsys4、Zmax が表示されます。
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手動スイッチング dmax 測定 (Manual dmax mode) の数値判定を表示
する
2. 	 測定結果の解析 (Manual) のボックスの数値判定をクリックします。数値判定表示ウィンドウ

が表示されます。

	 	

手動スイッチング dmax 測定の場合

測定条件

エレメント判定

dmax の平均値と判定

観測期間ごとの測定値と判定

限度値

Zsys の結果＊1

*1	適合条件にインピーダンスZmaxを選択した場合にZsysが表示されます。手動スイッチングdmaxでは、
Zsys1、Zmax が表示されます。
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解 説

測定条件
測定データが表示されているエレメント番号 ( エレメント )、電圧レンジ、定格電圧 (Un)、対象周
波数 ( 設定周波数 )、電圧周波数 ( 周波数 )、1観測期間の測定時間 (Interval) を表示します。

限度値
・	 通常の電圧変動 /フリッカ測定の場合は、dc、dmax、Tmax、Pst、Plt を表示します。
・	 手動スイッチング dmax 測定の場合は、dmax を表示します。

観測期間ごとの測定値と判定
通常の電圧変動 / フリッカ測定の場合
・	 dc、dmax、Tmax の最終値をそれぞれの限度値と比較して、判定 (Pass/Fail) を最終値の右
に表示します。

・	 測定期間中に定常状態が発生しなかった場合、変動状態となり、dc の測定結果は
Undef(Undefine、	IEC61000-4-15	Ed1.1) または 0(IEC61000-4-15	Ed2.0) と表示され、dc の判
定は Error(IEC61000-4-15	Ed1.1) または Pass(IEC61000-4-15	Ed2.0) と表示されます。

・	 短期間フリッカ値 Pst が算出され、限度値と比較して、判定 (Pass/Fail) を表示します。
・	 判定がOFF に設定されている項目の判定はUndef と表示されます。

手動スイッチング dmax 測定の場合
すべての観測期間を通して、最大値にはmax、最小値にはminをdmax値の右側に表示します。

測定項目別判定 ( 通常の電圧変動 / フリッカ測定 )
・	 dc、dmax、Tmax、Pst について、すべての観測期間の判定が Pass ならば Pass、それ以外は Fail
になります。判定がOFF に設定されている項目はUndef と表示されます。

・	 長期間フリッカ値 Plt を限度値と比較して、判定 (Pass/Fail) が表示されます。判定がOFF に設定
されている場合はUndef と表示されます。

dmax の平均値の判定 ( 手動スイッチング dmax 測定 )
24 個の dmax データから最大値 (max) と最小値 (min) を除いた 22 個のデータの平均値が表示され
ます。限度値と比較して、判定 (Pass/Fail) が表示されます。
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エレメント判定
通常の電圧変動 / フリッカ測定の場合
測定データが表示されているエレメントについて、判定をONに設定しているすべての項目
の判定が Pass ならば Pass、それ以外は Fail になります。ただし、dc が Error のときは Error
となります。

手動スイッチング dmax 測定の場合
測定データが表示されているエレメントについて、dmaxの平均値の判定結果が表示されます。

全判定 ( 総合判定）
測定対象としているすべてのエレメントの判定が Pass ならば Pass、それ以外は Fail になります。
ただし、通常の電圧変動 /フリッカ測定では、dc が Error のときは Error となります。

Note
測定対象外のエレメントを対象表示エレメントに設定した場合、エレメント番号の横に (Off ) と表示され、
測定データはすべて空白になります。
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9.10 トレンドグラフを表示する

操 作
1. 	 メニューエリアの	 	を選択します。解析の詳細メニューが表示されます。詳細メニュー

全般については 9.1 節をご覧ください。

通常の電圧変動 / フリッカ測定 (General mode) のトレンドグラフを
表示する
2. 	 測定結果の解析 (General) のボックスのトレンドグラフをクリックします。トレンドグラフ表

示ウィンドウが表示されます。

	 	

	 	

Note
・	 オフラインモードで測定データが読み込まれていないときには、トレンドグラフを表示できません。
・	 トレンドグラフ表示中にトレンド画面の大きさを変更すると、トレンド表示エリアの大きさも変わりま
す。
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手動スイッチング dmax 測定 (Manual dmax mode) のトレンドグラフ
を表示する
2. 	 測定結果の解析 (Manual) のボックスのトレンドグラフをクリックします。トレンドグラフ表

示ウィンドウが表示されます。

	 	

	 	

Note
・	 オフラインモードで測定データが読み込まれていないときには、トレンドグラフを表示できません。
・	 トレンドグラフ表示中にトレンド画面の大きさを変更すると、トレンド表示エリアの大きさも変わりま
す。
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トレンドグラフを設定する
通常の電圧変動 /フリッカ測定中の表示例です。

表示範囲
の上限値

表示範囲
の下限値

グリッド
トレンド表示エリアに表示するグリッドの種類 (Dotted/Line/None) を選択します。

・Dotted： グリッドを点線にします。
・Line： グリッドを直線にします。
・None： グリッドを表示しません。

オートレンジ
・オートレンジボタンを選択している場合
   取り込まれた値に応じてレンジが自動的に切り替わります。
・オートレンジボタンを選択していない場合
   Upper 列上または Lower 列上をクリックすると表示されるコンボボックスで、
   表示範囲の上限値、下限値を、トレンド (Trace) ごとに設定できます。
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トレース設定をする
通常の電圧変動 /フリッカ測定中の表示例です。

トレース設定ボックスの表示 /非表示 トレース設定ボックス

Trace
表示する ( チェック有り )/ 表示しない ( チェックなし ) トレンドを選択します。

Function
表示する測定ファンクションを選択します。通常の電圧変動 /フリッカ測定 (General	mode)
の場合だけ、表示されます。手動スイッチング dmax 測定 (Manual	dmax	mode) の場合は、
表示される測定ファンクションは dmax だけです。

1. 	 Function 列上をクリックします。コンボボックスが表示されます。
2. 	 測定ファンクションを選択します。

Note
・	 次の測定ファンクションから選択できます。

dc 相対定常電圧変化
dmax 最大相対電圧変化
Tmax 相対電圧変化がスレショルドレベルを超える時間
idc 瞬時相対定常電圧変化
idmax 瞬時最大相対電圧変化
iTmax 瞬時相対電圧変化がスレショルドレベルを超える時間
PF 瞬時フリッカ感 (IFS)

・	 PF は 1	ms ごとの測定データが表示されます。
・	 PF 以外の測定ファンクションは 2s ごとの測定データが表示されます。



9-62 IM IS8000-63JA

IEC 61000-3-11 > 解析
9.10　トレンドグラフを表示する

Element
表示するエレメントを選択します。

1. 	 Element列上をクリックします。コンボボックスが表示されます。
2. 	 エレメントを選択します。

Upper、Lower
Auto	Ranging チェックボックスにチェックをしていない場合の、表示範囲の上限値 (Upper)
または下限値 (Lower) を設定します。

1. 	 Upper列上または Lower列上をクリックします。コンボボックスが表示されます。
2. 	 表示範囲の上限値または下限値を設定します。

Color
トレンドの表示色を選択します。

1. 	 Color列上をクリックします。コンボボックスが表示されます。
2. 	 トレンドの表示色を選択します。
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ズームイン / ズームアウトする

ズームアウト

ズームイン

スライダ

クリックするごとに、ズームインします。最大でトレンド表示エリアの
表示時間を 2 s までズームインできます。

クリックするごとに、ズームアウトします。最大でトレンド表示エリアの
表示時間を経過時間までズームアウトできます。

表示する波形まで時間軸を移動します。

カーソル
トレンド表示エリアでクリックすると、クリックした位置にカーソルが表示されます。
表示されたカーソルをクリックしてドラッグすると、カーソルを移動できます。

全体表示：全測定時間を表示します。

* P-P 圧縮 (Peak-Peak 圧縮 )
P-P 圧縮とは、一定時間間ごとの測定値から最大値 / 最小値の 2 点を抽出して測定値を
圧縮することです。
詳細については、WT5000 のユーザーズマニュアル [ 機能編 ](IM WT5000-01JA) をご覧
ください。

PP_Max
トレンド表示で、時間軸の設定値が大きいためにすべての測定値を表示しきれない場合、
測定値を P-P 圧縮 * して描画します。このとき、PP_Max と表示されます。たとえば、PF
の測定値を表示していて、1 ms ごとのすべての測定値を表示しきれない場合、測定値を
P-P 圧縮してトレンドグラフを描画します。
P-P 圧縮での表示を解除するには、ズームイン機能で時間軸表示を拡大します。

Note
ズームイン機能で時間軸表示を拡大した場合、カーソルを 1	ms ごとに移動できます。カーソル位置にあ
る測定データは次のように表示されます。
・	 PF は 1	ms ごとの測定データが表示されます。
・	 PF 以外の測定ファンクションは 2s ごとの測定データをもとに、カーソル位置に応じて補間した値が表
示されます。
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9.11 CPF グラフを表示する

1. 	 メニューエリアの	 	を選択します。解析の詳細メニューが表示されます。詳細メニュー

全般については 9.1 節をご覧ください。

通常の電圧変動 / フリッカ測定 (General mode) の CPF グラフを表示
する
2. 	 測定結果の解析 (General) のボックスの CPF グラフをクリックします。CPF グラフ表示ウィ

ンドウが表示されます。

	 	

	 	

Note
・	 通常の電圧変動 /フリッカ測定のときに有効です。
・	 オフラインモードで測定データが読み込まれていないときには、CPF グラフを表示できません。
・	 CPF グラフは、ピリオド番号で選択した測定期間ごとに表示されます。
・	 測定中の場合には CPF グラフは表示できません。
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トレース設定をする
トレース設定ボックスの表示 /非表示 トレース設定ボックス

Trace
表示する ( チェック有り )/ 表示しない ( チェックなし ) トレンドを選択します。

Element
表示するエレメントを選択します。

1. 	 Element列上をクリックします。コンボボックスが表示されます。
2. 	 エレメントを選択します。

Color
CPF グラフの表示色を選択します。

1. 	 Color列上をクリックします。コンボボックスが表示されます。
2. 	 CPF グラフの表示色を選択します。

Count
CPF グラフに表示する観測期間を選択します。
存在しない観測期間を選択した場合、波形は表示されません。
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第 10 章 

IEC 61000-3-12 高調波測定

この章では、IEC	61000-3-12 高調波測定ソフトウェアの、設定、試験、解析の手順について説明してい
ます。

スタート	 4 章参照

開く	 	 5 章参照

接続	 	 6 章参照

設定 ( 測定条件、判定条件を設定する )

10.1	 試験全般についての条件を設定する
10.2	 電源を設定する
10.3	 WT の測定条件を設定する
10.4	 WT の判定条件を設定する
10.5	 オプション条件を設定する

試験 ( 測定を実行する )

10.6	 電源の出力のオン /オフ ( 電源機能使用時 )
10.7	 高調波データ、波形データをプレビューする
10.8	 規格適合試験 ( 高調波測定 ) を実行する

解析 ( 判定結果や測定データを表示する )

10.9	 全判定グラフを表示する
10.10	 Ih/Iref リスト &グラフを表示する
10.11	 Rsce リスト &グラフを表示する
10.12	 高調波バーグラフを表示する
10.13	 高調波測定値リストを表示する
10.14	 トレンドグラフを表示する
10.15	 波形グラフを表示する

印刷	 	 11 章参照

保存	 	 12 章参照

終了	 	 4 章参照
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設定 ( 測定条件、判定条件を設定する )

10.1 試験全般についての条件を設定する

操 作
1. 	 メニューエリアの	 	を選択します。設定の詳細メニューが表示されます。

	

結線方式 (10-3 ページ )
測定回路の結線方式を選択します。

試験条件 (10-3 ページ )
試験条件を設定します。

限度値の適用条件 (10-3 ページ )
限度値の適用条件を設定します。
この設定により、適用される限
度値が決まります。

測定時間 (10-3 ページ )
被試験機器の挙動に応じて測定
時間を設定します。

設定 &表示エリアの	 	は、標準設定 / 詳細設定の切り替えボタンです。詳細については
10.3 節、10.4 節をご覧ください。

標準設定

詳細設定
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結線方式
2. 	 測定回路の結線方式を、次の中から選択します。

・	 単相 2線式 230V、50Hz 機器用
・	 三相 4線式 400V	、50Hz 機器用
・	 三相 3線式 400V	、50Hz 機器用

Note
結線方式を選択すると、設定 &表示エリアに表示されている以下の設定が、選択された結線方式に連動し
たデフォルト値に変更されます。デフォルト値については 10.3 節、10.4 節をご覧ください。
・	 WT の設定条件 (WT 測定器のタブ )
・	 試験の判定条件 ( 規格のタブ )

試験条件
3. 	 系統インピーダンス (Z) と定格電源電流 (Iequ) を設定します。

	 	

限度値の適用条件
4. 	 限度値の適用条件を設定します。

	 	 		

測定時間
5. 	 測定時間を設定します。

	 	

Note
試験条件、限度値の適用条件、および測定時間の設定を変更すると、設定 &表示エリアに表示されている
試験の判定条件 ( 規格のタブ ) のそれぞれの設定が、連動して変更されます。詳細については 10.3 節の解
説をご覧ください。



10-4 IM IS8000-63JA

IEC 61000-3-12 > 設定
10.1　試験全般についての条件を設定する

解 説

試験条件
系統インピーダンス (Z) と定格電源電流 (Iequ) を、次の範囲で設定します。
系統インピーダンス (Z)：0.01 ～ 1000	Ω
定格電源電流 (Iequ)：0 ～ 1000	A

定格電源電流 (Iequ) として 20A を超える値を設定する場合、電流入力回路の計器損失による電圧
降下を 0.15Vrms とするため、電力測定器WTへ電流を直接入力せず、電流センサーを用いて電流
を測定してください。これに合わせて電力測定器WTの電流レンジやセンサー比などを7.2節に従っ
て設定してください。

限度値の適用条件
限度値の適用条件を設定します。この設定により、適用される限度値が決まります。限度値の詳
細については 1.3 節をご覧ください。

測定時間
測定時間は、測定開始から測定終了までの時間です。設定した時間だけ連続して高調波を測定で
きます。時間の経過とともに発生する高調波に変動がある機器を測定するとき、または、機器を
長時間稼働させても、発生する高調波に変動がないことを確認するときなどに、測定時間を変え
て測定できます。

設定範囲：0時間 0分 1秒～ 24 時間 0分 0秒、1秒単位で設定可能。
・	 24 時間を超える時間を設定すると、エラーになります。
・	 0 時間 0分 0秒を設定して測定を開始すると、メニューで「試験中止」を選択するか、ツールバー
の「試験中止アイコン」をクリックするまで測定を続けます。

Note
本ソフトウェアをインストールした PCの環境により、動作メモリーが充分に確保できない場合、確保で
きたメモリー領域以上の時間を設定するとエラーが表示されます。この場合、次の対応により、設定でき
る時間の上限が拡大されます。
・	 他のソフトウェアを終了する
・	 本ソフトウェアを立ち上げなおす
・	 PC を再起動する
・	 PC に実装されているメモリーを増設する
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10.2 電源を設定する

電源との接続(▶6.1節 )で「使用する」を選択してオンライン接続している場合は、この節の手順に沿っ
て電源の設定をしてください。

操 作
1. 	 メニューエリアの	 	を選択します。設定の詳細メニューが表示されます。

	

結線方式
接続しているNF電源の
種類に応じて、選択可能
な項目だけがアクティブ
になります。

電源の各種設定
1. 	 設定 &表示エリアで NF 電源のタブを選択します。電源の設定項目が表示されます。
2. 	 標準ボタン	 	または、詳細ボタン	 	をクリックします。

3. 	 各設定項目を設定します。
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標準設定モード
標準ボタン	 	をクリックすると、次の設定項目が表示されます。

結線方式

電源とリファレンスインピーダンス
ネットワーク (RIN) の情報
電源と RIN* の形名が自動的に取得され、
表示されます。

定格周波数
プルダウンメニューから 50 Hz
または 60 Hz を選択できます。
設定ボックスをクリックする
と、周波数を 45.00 ～ 66.00 の
範囲で設定できます。
直近に設定された任意の値を
プルダウンメニューから選択
できます。

標準設定モードでは、結線方式を設定すると、これらのボックスは
自動設定されます。詳細は次ページをご覧ください。
これらの設定を確認、変更するには、詳細設定モードを選択します。

測定前に電源品質をチェック
する場合、チェックします。
電源品質チェックの詳細は
10.6 節をご覧ください。

電源の出力がONのときに、
設定の変更を禁止する場合、
チェックします。

設定情報をイラストで表示

*	 RIN として DP4164 ～ DP4169 が接続されている場合、本ソフトウェア上では次のように表示され
ます。
・	 単相：DP4162
・	 三相：DP4163
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結線方式
接続されている電源の種類によって、選択できる結線方式が以下のようになります。また、
電圧レンジなどの値として、次の値が設定されます。

ES2000S( 単相モデル ) 接続時
結線方式 電圧レンジ 電圧限度値 相電圧 / 

線間電圧
定格電圧 RIN を 

使用する
インピー
ダンス

単相 2線式
230V、	50Hz 機器用

200 300.0 相電圧 230.0 チェック	
なし

DEFEAT

ES2000U( 三相モデル ) 接続時、スライドスイッチ：単相モード
結線方式 電圧レンジ 電圧限度値 相電圧 / 

線間電圧
定格電圧 RIN を 

使用する
インピー
ダンス

単相 2線式
230V、	50Hz 機器用

200 300.0 相電圧 230.0 チェック	
なし

DEFEAT

ES2000U( 三相モデル ) 接続時、スライドスイッチ：三相モード
結線方式 電圧レンジ 電圧限度値 相電圧 / 

線間電圧
定格電圧 RIN を 

使用する
インピー
ダンス

三相 4線式
400	V 機器用

200 300.0 相電圧 230.9 チェック	
なし

DEFEAT

三相 3線式
400	V 機器用

200 300.0 線間電圧 400.0 チェック	
なし

DEFEAT

DP 電源　単相モデル接続時、またはマルチ相モデルで相モードが単相 2 線出力での接続時
結線方式 電圧レンジ 電圧限度値 相電圧 / 

線間電圧
定格電圧 RIN を 

使用する
インピー
ダンス

単相 2線式
230	V、	50Hz 機器用

200 300.0 相電圧 230.0 *1 DEFEAT

DP 電源　多相モデル接続時、またはマルチ相モデルで相モードが単相 2 線出力以外での接続時
結線方式 電圧レンジ 電圧限度値 相電圧 / 

線間電圧
定格電圧 RIN を 

使用する
インピー
ダンス

三相 4線式
400	V 機器用

200 300.0 相電圧 230.9 *1 DEFEAT

三相 3線式
400	V 機器用

200 300.0 線間電圧 400.0 *1 DEFEAT

*1	RIN が接続されている場合：チェックあり
	 RIN が接続されていない場合：チェックなし
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詳細設定モード
詳細ボタン	 	をクリックすると、次の設定項目が表示されます。

電圧レンジ
100	V または 200	V から選択します。定格電圧設定ボックスと電圧限度値で設定できる範
囲が表示されます。

電圧限度値
電圧レンジによって、電圧の限度値として次の値をプルダウンメニューから選択できま
す。
電圧レンジ 電圧限度値
100	V 150.0	V
200	V 300.0	V

設定ボックスをクリックすると、電圧レンジ設定ボックスに表示された設定範囲で、小数
点以下 1桁まで設定できます。

出力電圧の設定
相電圧または線間電圧で出力電圧を設定します。



10-9IM IS8000-63JA

IEC 61000-3-12 > 設定
10.2　電源を設定する

定格電圧
相電圧 / 線間電圧と電圧レンジによって、定格電圧の出力として次の値をプルダウンメ
ニューから選択できます。

相電圧 / 線間電圧
相電圧 線間電圧

電圧レンジ 100	V 100.0	V または 115.0	V 200.0	V または 230.0	V
200	V 200.0	V または 230.0	V 200.0	V または 400.0	V

設定ボックスをクリックすると、電圧レンジ設定ボックスに表示された設定範囲で、小数
点以下 1桁まで設定できます。

定格電圧の相電圧が、電圧限度値の表の値を超える場合、電源の種類と電圧レンジによっ
て、次の値が設定されます。
・	 電圧限度値：	 	 電圧限度値の表の値
・	 相電圧 /線間電圧：	相電圧
・	 定格電圧：	 	 電圧レンジと同じ値

Note
定格電圧を線間電圧で設定している場合、結線方式に応じて、線間電圧を相電圧に換算して、電
圧限度値の表の値と比較します。

インピーダンス
「リファレンスインピーダンスネットワーク (RIN) を使用する」にチェックした場合、接
続されている RIN によって、以下のインピーダンスを設定できます。チェックしない場合、
DEFEAT が設定ボックスに表示されます。

ES4152 接続時、またはタブシート内の右上の「接続情報」の RIN が「DP4162」の場合 *
・	 DEFEAT
・	 100V
・	 200V
・	 230V

ES4153 接続時、またはタブシート内の右上の「接続情報」の RIN が「DP4163」の場合 *
・	 DEFEAT
・	 JPN	1 φ
・	 JPN	3 φ
・	 EU	1 φ /3 φ

*	 RIN として DP4164 ～ DP4169 が接続されている場合の接続情報については 10-6	ページを参
照。

DPシリーズ電源用の RIN が未接続の場合には「使用する」にチェックできないため、イ
ンピーダンスの設定を変更できません。
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規定値に戻す
設定を以下の状態 ( 規定値 ) にします。
・	 設定モード：標準
・	 結線方式
接続されている電源により次のとおりに設定されます。
	- ES2000S( 単相モデル ) 接続時
単相 2線式 230	V、50	Hz 機器用
	- ES2000U( 三相モデル ) 接続時で、スライドスイッチが単相モード時
単相 2線式 230	V、50	Hz 機器用
	- ES2000U( 三相モデル ) 接続時で、スライドスイッチが三相モード時
三相 4線式 400	V、50	Hz 機器用
	- DP シリーズ電源の単相モデル接続時、またはマルチ相モデルの相モードを単相 2線
出力にして接続時
単相 2線式 230	V 機器用
	- DP シリーズ電源の多相モデル接続時、またはマルチ相モデルの相モードを単相 2線
出力以外にして接続時
三相 4線式 400	V 機器用

・	 電圧レンジ：	 接続されている電源と結線方式によって、10-7	ページの表のとおり。
・	 電圧限度値：	 接続されている電源と結線方式によって、10-7	ページの表のとおり。
・	 相電圧 /線間電圧：	 	接続されている電源と結線方式によって、10-7	ページの表のとおり。
・	 定格電圧：	 接続されている電源と結線方式によって、10-7	ページの表のとおり。
・	 定格周波数：	 50	Hz
・	 測定前に電源品質をチェックする：チェック
・	 リファレンスインピーダンスネットワーク (RIN) を使用する
	- ES2000S または、ES2000U 接続時：チェックなし
	- DP シリーズ電源接続時
DPシリーズ RIN が接続時：	
チェック
DPシリーズ RIN が非接続時：	
チェックなし

・	 インピーダンス：	 DEFEAT

起動時の設定
本ソフトウェアを起動したときの上記の各設定は、接続条件によって、次のようになりま
す。
接続条件 設定
新規接続 規定値
読み込みファイルと同条件 読み込んだファイルの設定
前回終了時と同条件 前回終了時の設定
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10.3 WT の測定条件を設定する

操 作
1. 	 設定 &表示エリアでWT 測定器のタブを選択します。WTの測定条件の設定項目が表示され

ます。

2. 	 標準ボタン	 	または、詳細ボタン	 	をクリックします。
3. 	 各設定項目を設定します。

Note
標準ボタンを選択すると、以下の設定または実行ボタンがマスクされ、変更できなくなります。これらの
設定を変更するには、詳細ボタンをクリックします。
・	 Frequency	Filter
・	 Scaling	Copy	Exec
・	 Scaling に関する設定

CT 比の設定
スケーリングの選択

電流外部センサーを使用

電流レンジの選択

電圧レンジの選択

周波数フィルターの表示

測定対象
高調波測定の対象となる
結線ユニットを表示

他の全エレメントに対し、レンジと
電流外部センサーの設定値をコピー

VT比の設定
スケーリングファクターの設定

他の全エレメントに対し、
スケーリングの設定値をコピー

PLL ソース
高調波の次数を決める基準と
なる基本周期の信号源の選択

結線方式の選択

標準ボタン
詳細ボタン

規格の版数 ( エディション ) 選択
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解 説

規格の版数 (IEC 61000-4-7)
WTのファームウェアバージョン 2.01 以降で、以下の版数を選択できます。
・	 1.0 版
・	 2.0 版
・	 2.0 版の A1

IEC	61000-4-7 では測定器に対する要求事項が規定されています。
詳細については、14 章をご覧ください。

レンジのコピー
結線方式 (Wiring) でグループ化されている他の全エレメントに対して、設定したレンジの内容を
コピーできます。コピー対象は、電圧レンジと電流レンジと電流外部センサーです。

スケーリングのコピー
結線方式 (Wiring) でグループ化されている他の全エレメントに対して、設定したスケーリングの
内容をコピーできます。コピー対象は以下のとおりです。
・	 VT 比
・	 CT 比
・	 スケーリングファクター

次の各項目の設定内容やWT本体での設定操作については、以下のマニュアルをご覧ください。
設定項目 ユーザーズマニュアル 参照節
結線方式 [ 機能編 ]	IM	WT5000-01JA 「4　入力設定 ( 詳細 •	オプション )」

[ 操作編 ]	IM	WT5000-02JA 2.1 節
PLL ソース [ 機能編 ]	IM	WT5000-01JA 「16　IEC	高調波測定 (	オプション )」

[ 操作編 ]	IM	WT5000-02JA 5.1 節
周波数フィルター [ 機能編 ]	IM	WT5000-01JA 「4　入力設定 ( 詳細 •	オプション )」

[ 操作編 ]	IM	WT5000-02JA 2.7 節
電圧 / 電流の測定レンジ [ 機能編 ]	IM	WT5000-01JA	 「4　入力設定 ( 詳細 •	オプション )」

[ 操作編 ]	IM	WT5000-02JA 2.2 節、2.3 節
スケーリング [ 機能編 ]	IM	WT5000-01JA 「4　入力設定 ( 詳細 •	オプション )」

[ 操作編 ]	IM	WT5000-02JA 2.4 節、9.1 節

Note
・	 レンジ、スケーリングのコピーにおいて、結線方式がパターン 1( すべてが 1P2Wの状態 ) のとき、他の
すべてのエレメントに対してコピーされます。

・	 本ソフトウェアで測定するときは、アンチエリアシングフィルターのカットオフ周波数は、30kHz 固定
です。

・	 WT 本体の指数化平均機能 ( アベレージング ) は ONになっています。
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詳細メニューエリアと設定＆表示エリアの設定の連動
詳細メニューエリアの次の項目を設定した場合、設定＆表示エリアの各項目が連動します。
・	 結線方式 (10-14	ページ参照 )
・	 試験条件 (10.1 節参照 )
・	 限度値の適用条件 (10.1 節参照 )
・	 測定時間 (10.1 節参照 )

しかし、設定＆表示エリアの上記の各項目の設定を変更しても、詳細メニューエリアの各項目の
設定値は連動しません。
詳細メニューエリアと設定＆表示エリアの項目の設定値が異なる場合、設定＆表示エリアの設定
値が優先され、その設定値でソフトウェアが動作します。

連動する

連動しない こちらの設定が優先される

詳細メニューエリア 設定＆表示エリア
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結線方式を選択した場合に連動する設定値
詳細メニューエリアの結線方式を選択した場合、下図の枠で囲んだ設定が連動してデフォル
ト値に変更されます。デフォルト値は下図のとおりです。

100Hz

OFF

*4

*1
U1

*3
*2

*1	Wiring のデフォルト値は、結線方式によって次のようになります。
結線方式 Wiring
単相 2線式 230V 機器用 1P2W
三相 4線式 400V 機器用 3P4W*5
三相 3線式 400V 機器用 3V3A*5
*5	 次の場合、エラーメッセージが表示されます。
・	 エレメント数が不十分な場合
・	 同一モジュール結線が構成できない場合

*2、*4		Object、Voltage	Range のデフォルト値は結線方式によって次のようになります。
結線方式 Object Voltage Range
単相 2線式 230V 機器用 Element	1 300V
三相 4線式 400V 機器用 SigmaA	*6 300V
三相 3線式 400V 機器用 SigmaA	*6 600V
*6	 Wiring の設定にて、上記の *5 のエラーが発生した場合は Element	1 が設定されます。

*3	この設定のデフォルト値は結線方式によって次のようになります。
結線方式 ラベル 設定
単相 2線式 230V 機器用 IEC	61000-4-7 Ed2.0A1
三相 4線式 400V 機器用 IEC	61000-4-7 Ed2.0A1
三相 3線式 400V 機器用 IEC	61000-4-7 Ed2.0A1
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電流レンジを選択した場合に連動する設定値
詳細メニューエリアの電流レンジを選択した場合、下図の枠で囲んだ設定が連動します。
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10.4 WT の判定条件を設定する

操 作
1. 	 設定 &表示エリアで規格のタブを選択します。判定条件の設定項目が表示されます。

2. 	 標準ボタン	 	または、詳細ボタン	 	をクリックします。
3. 	 各設定項目を設定します。

Note
標準ボタンを選択すると、以下の設定または実行ボタンがマスクされ、変更できなくなります。これらの
設定を変更するには、詳細ボタンをクリックします。
・	 基準電流 (Iref) の設定ボックス
・	 限度値の適用方法ボックスの手動設定
・	 条件ボックスの次の項目
-	 指定条件 aを満たす
-	 指定条件 bを満たす
-	 指定条件 cを満たす
-	 指定条件 dを満たす
-	 指定条件 eを満たす
-	 指定条件 f を満たす

	 	

標準ボタン
詳細ボタン
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解 説
用語の解説は 1.4 節および 1.7 節をご覧ください。

定格電圧
プルダウンメニューで定格電圧を次の中から選択できます。任意の値に設定することもできます。
・	 結線方式が単相 2線式 230	V、50	Hz 機器用のとき：100、200、230
・	 結線方式が三相 4線式 400	V、50	Hz 機器用のとき：115、230、400
・	 結線方式が三相 3線式 400	V、50	Hz 機器用のとき：200、400

系統インピーダンス (Z)、定格電源電流 (Iequ)
系統インピーダンス (Z) と定格電源電流 (Iequ) を、次の範囲で設定します。
・	 系統インピーダンス (Z)：0.01 ～ 1000	Ω
・	 定格電源電流 (Iequ)：0 ～ 1000	A

定格電源電流 (Iequ) として 20	A を超える値を設定する場合、電流入力回路の計器損失による電圧
降下を 0.15	Vrms とするため、電力測定器WTへ電流を直接入力せず、電流センサーを用いて電流
を測定してください。これに合わせて電力測定器WTの電流レンジやセンサー比などを 10.3 節に
従って設定してください。

基準電流 (Iref)
基準電流を次の中から選択できます。
・	 測定平均値を使用する
・	 指定値を使用する

Rsce 限度値
適用する限度値に対して、Rsce 限度値の適用方法を選択できます。
・	 自動
・	 固定 ( プルダウンメニューより選択 )
・	 固定 ( 任意の値 )：1～ 999
Rsce 限度値を自動以外で設定する場合、適用する限度値の範囲を超えた値が設定されると、範囲
内の最大または最小値で適合判定を行います。

測定時間
測定時間は、測定開始から測定終了までの時間です。設定した時間だけ連続して高調波を測定で
きます。時間の経過とともに発生する高調波に変動がある機器を測定するとき、または、機器を
長時間稼働させても、発生する高調波に変動がないことを確認するときなどに、測定時間を変え
て測定できます。

設定範囲：0時間 0分 1秒～ 24 時間 0分 0秒、1秒単位で設定可能。
・	 24 時間を超える時間を設定すると、エラーになります。
・	 0 時間 0分 0秒を設定して測定を開始すると、メニューで「試験中止」を選択するか、ツールバー
の「試験中止アイコン」をクリックするまで測定を続けます。
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10.4　WT の判定条件を設定する

Note
本ソフトウェアをインストールした PCの環境により、動作メモリーが充分に確保できない場合、確保で
きたメモリー領域以上の時間を設定するとエラーが表示されます。この場合、次の対応により、設定でき
る時間の上限が拡大されます。
・	 他のソフトウェアを終了する
・	 本ソフトウェアを立ち上げなおす
・	 PC を再起動する
・	 PC に実装されているメモリーを増設する

結線方式を選択した場合に連動する設定値
詳細メニューエリアの結線方式を選択した場合、下図の枠で囲んだ設定が連動してデフォルト値
に変更されます。デフォルト値は下図のとおりです。
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10.4　WT の判定条件を設定する

試験条件を設定したときに連動する設定値
詳細メニューの試験条件を選択した場合、下図の枠で囲んだ設定が連動します。

限度値の適用条件を設定したときに連動する設定値 ( 自動設定 )
限度値の適用条件で自動設定を選択した場合、下図の枠で囲んだ設定が連動します。
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10.4　WT の判定条件を設定する

限度値の適用条件を設定したときに連動する設定値 ( 手動設定 )
限度値の適用条件で手動設定を選択した場合、下図の枠で囲んだ設定が連動します。

測定時間を選択した場合に連動する設定値
詳細メニューの測定時間を設定した場合、下図の枠で囲んだ設定が連動します。
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10.5 オプション条件を設定する 

操 作
1. 	 設定 &表示エリアでオプションのタブを選択します。判定条件の設定項目が表示されます。
2. 	 各設定項目を設定します。

Note
標準ボタン	 	、詳細ボタン	 	のどちらを選択しても、設定可能な項目は同じです。

解 説
用語の解説は 1.5 節をご覧ください。

報告書
波形グラフを追加する
報告書に波形グラフを追加する場合、チェックします。

BMP 解像度の設定表示
「印刷」-「出力方法」の BMPの項目に出力解像度の選択項目が表示されます。(11.2 節参照 )

設定
アシスト時の試験対象エレメントの固定 (Element1) 解除
試験対象エレメントを選択する場合にチェックします。試験対象エレメントの設定ボックスが詳
細メニューエリアに表示されます。

チェックがない場合は、試験対象エレメントはエレメント 1で固定です。
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試験 ( 測定を実行する )

10.6 電源の出力のオン / オフ ( 電源機能使用時 )

操 作
1. 	 メニューエリアの	 	を選択します。測定の詳細メニューが表示されます。

	 	

被試験機器への電源のON

被試験機器への電源のOFF
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10.6　電源の出力のオン / オフ ( 電源機能使用時 )

電源の出力のオン / オフ
電源の出力をオン /オフするには詳細メニューエリアの電源 Onまたは電源 Offをクリックします。

本ソフトウェアの各状態における、電源On、電源Off ボタンと、測定開始 /測定中止ボタンの有
効 /無効は次のとおりです。

高調波測定
ソフトウェアの状態 電源状態 電源 On 電源 Off 測定開始 / 測定中止
測定初期化前
(Reset)

電源 ON × ○ 測定開始
電源OFF ○ × ×

測定中
(Start)

電源 ON × × 測定中止

測定完了
(Complete)

電源 ON × ○ 測定開始
電源OFF ○ × ×

(	) 内はWTの状態

Note
・	 オンラインからオフラインへ移行した場合、電源ON状態ならば電源OFF 状態にします。
・	 オフラインからオンラインへ移行した場合、電源ON、電源OFF 状態に関係なく、電源OFF 状態にします。
・	 本ソフトウェアの終了時は、電源ON、電源OFF 状態に関係なく、電源OFF 状態にします。

電源品質のチェック
電源の設定 ( ▶ 10-6	ページ ) の「測定前に電源品質をチェックする」にチェックがある場合、電
源の出力をONする前に、電源品質をチェックします。

Note
WT本体に /G7 オプションが搭載されていない場合、電源品質のチェックはできません。

チェック項目は次のとおりです。
・	 測定時間	 	 200	ms
・	 電源判定条件
定格電圧 *1	 ± 2.0	％以内
公称周波数 *2	 ± 0.5	％以内
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10.6　電源の出力のオン / オフ ( 電源機能使用時 )

・	 無負荷時の出力電圧Uの高調波含有率
5次	 	 	 1.5	%
3 次、7次	 	 1.25	%
11 次	 	 	 0.7	%
9 次、13 次	 	 0.6	%
2 次～ 10 次の偶数次	 0.4	%
12 次、14 次～ 40 次	 0.3	%

*1	定格電圧は電源の設定 ( ▶ 10-6	ページ ) の定格電圧の設定値と、測定した電圧値 (rms) を比較します。
*2	公称周波数は電源の設定 ( ▶ 10-6	ページ ) の定格周波数の設定値と、測定値を比較します。

電源品質に問題がなかった場合、電源出力の確認メッセージが表示されます。

電源品質に問題があった場合、エラーメッセージが表示されます。エラーとなった項目が表示さ
れます。
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10.6　電源の出力のオン / オフ ( 電源機能使用時 )

高調波測定の開始
10.7 節 ( 試験プレビュー ) または 10.8 節 ( 規格適合試験 ) に従って、高調波測定を開始します。

電圧レンジ適正チェック
規格適合試験を開始すると、NF 電源、WT、高調波測定ソフトウェアの設定が以下の表のと
おりであるか、チェックします。
・	 電源との接続 ( ▶ 6.1 節 ) で、NF	電源接続について「使用する」を選択している場合、高
調波測定を開始する前に、NF 電源、WT、高調波測定ソフトウェアの設定が、以下の表の
とおりであるかをチェックします。

結線方式 NF 電源の設定 WT
電圧レンジ *電圧レンジ 定格電圧 定格周波数

単相 2線式
230	V、50	Hz 機器用

――― 100 ～ 230	V 45 ～ 66	Hz CF3：100	V ～ 300	V

三相 4線式
400	V、50	Hz 機器用

200	V 220 ～ 240	V 45 ～ 66	Hz CF3：300	V ～ 600	V

三相 3線式
400	V、50	Hz 機器用

200	V 100 ～ 240	V 45 ～ 66	Hz CF3：300	V ～ 600	V

*	 表中の CF3 は、「クレストファクタ－の設定が 3」を表します。

・	 電源との接続 ( ▶ 6.1 節 ) で、NF	電源接続について「使用する」を選択してない場合、上
記の表のWT電圧レンジについてチェックします。

設定が表と異なる場合、エラーメッセージが表示されます。エラーとなった項目が表示され
ます。

測定対象となるエレメント
測定対象エレメントはWTの測定対象 (Object) の設定 * により決定されます。
*	 10.3 節を参照。

たとえば、三相電源を測定していても、WTの測定対象 (Object) の設定が Element	1 だけに
設定されていた場合、入力エレメント 1しか測定されません。
また、単相電源を測定している場合に、WTの測定対象 (Object) の設定が Element	1 と 2 に
設定されていたときは、信号が入力されていない入力エレメント 2も測定し、全判定 (Total	
Judgement) が Fail になることがあります。
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10.6　電源の出力のオン / オフ ( 電源機能使用時 )

測定中の電源異常チェック
本ソフトウェアでは、測定中に、電源に異常がないかをチェックしています。異常があった
場合、エラーメッセージが表示されます。たとえば、オーバーロードが発生した場合、次の
エラーメッセージが表示されます。

Note
高調波測定を終了または中止しても、電源の出力はONのままです。自動的に出力OFF にはなりません。

測定中のデータ取得異常チェック
高調波測定データを連続取得できなかった場合、次のエラーメッセージが表示されます。
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10.7 高調波データ、波形データをプレビューする

操 作
1. 	 メニューエリアの	 	を選択します。測定の詳細メニューが表示されます。

	 	

試験プレビュー (10-28 ページ )
試験を開始する前に、高調波
データや波形を簡易的に確認で
きます。
試験プレビューを実施せずに、
規格適合試験を実行することも
できます。

規格適合試験 (10-32 ページ )
規格適合試験 ( 高調波測定 ) を
実行します。
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10.7　高調波データ、波形データをプレビューする

プレビュー実行時の設定 & 表示エリアの表示例
測定 ( 取得 ) データ番号
プレビュー実行時は 0/0 を表示します。規格適合試験 (10.8 節 )
を実行したときに、測定データの取得回数を表示します。

取得時間
プレビュー実行時は 0.0sec/[10.1 節で設定した測定時間 ] を表示します。
規格適合試験 (10.8 節 ) を実行したときに、測定データが取得された時間
を表示します。

データを表示する
入力エレメントの選択

ウィンドウの整列機能です。
詳細については 7.15 節をご覧ください。

ウィンドウを重ねて表示
ウィンドウを上下に並べて表示

高調波の次数(1～40次まで)
各次数の電圧値(実効値)

各次数の電流値(実効値)
電流基本波に対する各次数の電流の位相角
ただし、1次の行に表示される位相角(この例では、－10.2026ﾟ(deg))
は電圧基本波に対する電流基本波の位相角

入力エレメント
適用限度値＊1

PLL ソースの
基本波の周波数

全相分の有効電力 *2

全高調波電流
電圧の高調波ひずみ率

電力の高調波ひずみ率
電流の高調波ひずみ率

5次高調波電流の位相
部分加重高調波電流
基準電流 ( 測定平均値 )*3

最小短絡比 *3

電源短絡比 *3

設定した基準電流

*1 限度値の適用条件で自動設定を選択した場合で、プレ
ビュー、および規格適合試験を実行したとき、限度値
は表示されません。

*2 Sigma W は結線方式によってグループ化された全相分
( 全入力エレメント ) の有効電力です。

*3 プレビュー、および規格適合試験の実行時は数値は表
示されません。解析メニュー (10.9 節～ 10.15 節 ) で
数値が表示されます。
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10.7　高調波データ、波形データをプレビューする

高調波プレビューを実行する
2. 	 プレビューするにチェックします。
3. 	 高調波プレビューを選択します。
4. 	 プレビュー開始をクリックします。測定待機中のダイアログボックスが表示されたあと、表

示エリアに測定値のプレビューが表示されます。

	 	

	 	

Note
高調波プレビューを実行すると、それまで取得または読み込んでいたデータはすべて消去されます。規格
適合試験で取得したデータは、高調波プレビューを実行する前に保存 (12 章参照 ) されることをおすすめ
します。

高調波プレビューを停止する
プレビュー停止をクリックします。

データを表示する入力エレメントを選択する
	をクリックします。たとえば入力エレメント 1～ 3が測定対象の場合、表示されるデータが、

エレメント 1、エレメント 2、エレメント 3、エレメント 1と、順次切り替わります。▼をクリッ
クすると、データを表示するエレメントを直接指定できます。
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10.7　高調波データ、波形データをプレビューする

波形プレビューを実行する
2. 	 プレビューするにチェックします。
3. 	 波形プレビューを選択します。
4. 	 プレビュー開始をクリックします。波形観測ウィンドウに電圧、電流波形のプレビューが表

示されます。

	 	

	 	

Note
波形プレビューを実行すると、それまで取得または読み込んでいたデータはすべて消去されます。規格適
合試験で取得したデータは、波形プレビューを実行する前に保存 (12 章参照 ) されることをおすすめしま
す。
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10.7　高調波データ、波形データをプレビューする

波形を表示する / しないの選択をする
表示 /非表示ボックスで、各エレメントの電圧、電流ボタンをクリックして波形を表示する /しな
いの選択をします。電圧と電流を別々に選択できます。

表示 / 非表示ボックス

波形プレビューを停止する
プレビュー停止をクリックします。

解 説

表示色
波形プレビューの対象になる入力エレメントの番号が小さい順に、以下の表示色が割り振られま
す。たとえば、波形プレビューの対象が入力エレメント 1、2、3で構成される結線ユニットの場合、
電圧 /電流波形の色は、次のとおりです。
対象エレメント 電圧 電流
入力エレメント 1 	ピンク ( 桃 ) 	明るい緑
入力エレメント 2 	青 	黄
入力エレメント 3 	水 	赤
*	 表示色の名称に、Microsoft	Word または Excel での色見本の名称を使用しています。
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10.8 規格適合試験 ( 高調波測定 ) を実行する

操 作
1. 	 メニューエリアの	 	を選択します。測定の詳細メニューが表示されます。

	 詳細メニュー全般については 10.7 節をご覧ください。

試験を開始する
2. 	 試験開始をクリックします。測定待機中のダイアログボックスが表示されたあと、高調波測

定値リストウィンドウに測定値が表示されます。

	 	

	 	

試験を終了する
自動終了
あらかじめ設定されている測定時間が経過すると、自動的に測定が終了します。

強制終了
試験中止をクリックします。WTが測定途中の場合は、測定が正常に終了してデータの取得が
終った時点で測定終了になります。
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10.8　規格適合試験 ( 高調波測定 ) を実行する

規格適合試験を実行中の設定 & 表示エリアの表示例
測定 ( 取得 ) データ番号
200 ms (50 Hzで10波、60 Hzで12波)ごとの高調波の測定データが、高調波測定1回分のデータ(瞬時値)です。
これを本ソフトウェアが取得して、測定データとして表示します。この例では、145個のデータを取得したこ
とを示しています。

取得時間
測定を開始してからの経過時間 /10.1 節で設定した測定時間

データを表示する
入力エレメントの選択

ウィンドウの整列機能です。
詳細については 7.15 節をご覧ください。

ウィンドウを重ねて表示
ウィンドウを上下に並べて表示

高調波の次数(1～40次まで)
各次数の電圧値(実効値)

各次数の電流値(実効値)
電流基本波に対する各次数の電流の位相角
ただし、1次の行に表示される位相角(この例では、－50.4583ﾟ(deg))
は電圧基本波に対する電流基本波の位相角

*1 限度値の適用条件で自動設定を選択した場合で、プ
レビュー、および規格適合試験を実行したとき、限
度値は表示されません。

*2 Sigma W は結線方式によってグループ化された全相
分 ( 全入力エレメント ) の有効電力です。

*3 プレビュー、および規格適合試験の実行時は数値は
表示されません。解析メニュー (10.9 節～ 10.15 節 )
で数値が表示されます。

入力エレメント
適用限度値＊1

PLL ソースの
基本波の周波数

全相分の有効電力 *2

全高調波電流
電圧の高調波ひずみ率

電力の高調波ひずみ率
電流の高調波ひずみ率

5 次高調波電流の位相
部分加重高調波電流
基準電流 ( 測定平均値 )*3

最小短絡比 *3

電源短絡比 *3

設定した基準電流
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10.8　規格適合試験 ( 高調波測定 ) を実行する

判定を表示する
試験が終了すると、インフォメーションエリアに総合判定が表示されます。

判定

測定対象としているすべてのエレメントの判定が Pass	ならば Pass、それ以外は Fail	になります。
PASS
FAIL
判定無し

解 説

判定
PASS には次の 3種類の状態があります。測定された最小 Rsce を解析メニュー (10.9 節～ 10.14 節 )
で確認してください。
・	 Rsce=33 に対する限度値に適合した場合。
・	 Rsce=33 に対する限度値は適合しないが、測定によって算出された最小 Rsce に対応する限度値
に適合した場合。

・	 Rsce=33 に対する限度値は適合しないが、指定した最小 Rsce	に対応する限度値に適合した場合。

測定中のエラーメッセージ
測定を実行すると、次のエラーメッセージが表示される場合があります。

本ソフトウェアは大量の測定データをWTから取得しています。そのため、PCの CPUに負荷がか
かりすぎると、データの転送が間に合わなくなり、上記のエラーメッセージが表示される場合が
あります。以下のような点に注意して、PCの CPUに負荷をかけすぎないようにしてください。
・	 本ソフトウェア以外のソフトウェアを PC上で操作、実行しない。
・	 PC の常駐ソフトウェアを終了させる (OFF にする )。
・	 PC が待機モードにならないようにする。
・	 本ソフトウェアの動作に必要なシステム環境 (1.2 節 ) で使用する。
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解析 ( 判定結果や測定データを表示する )

10.9 全判定グラフを表示する

操 作
1. 	 メニューエリアの	 	を選択します。解析の詳細メニューが表示されます。

	

測定結果の解析
測定データについて解析結果を表示します。

全判定の表示 (10-36 ページ )

Ih/Iref リスト & グラフの表示 (10.10 節 )

Rsce リスト & グラフの表示 (10.11 節 )

高調波バーグラフの表示 (10.12 節 )

高調波測定値リストの表示 (10.13 節 )

トレンドグラフの表示 (10.14 節 )

波形グラフの表示 (10.15 節 )

繰返し性の確認 (5.2 節 )

	
ウィンドウの整列機能です。
詳細については 7.15 節をご覧ください。

ウィンドウを重ねて表示
ウィンドウを上下に並べて表示

Note
試験メニューに移行するときの注意
解析メニューの実行中に、試験メニューのアイコンをクリックして試験メニューに移行すると、測定デー
タは破棄されます。データを破棄したくない場合は、データを保存してください (12 章参照 )。
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全判定グラフを表示する
2. 	 全判定をクリックします。全判定グラフが表示されます。

	

スクロールバー
マウスで　 (スライダ)をドラッグするか、　　　をクリック
して、表示したい測定データを選択できます。取得時間と
測定データの番号およびカーソルが、スライダの動きに
連動して変わります。

測定 ( 取得 )
データ番号 取得時間

ズームイン /ズームアウト /全体表示 (10-38 ページ )

判定グラフ
測定されたデータの全測定時間の判定結果が表示されます。各次数の判定内容
によって、色別に表示されます。表示範囲バーで表示する時間帯を変えると、その
変化に従って判定グラフに表示される時間帯が変わります。

表示範囲バー
現在表示している時間帯が、測定時
間のどのあたりかを表示できます。

カーソル
(10-38 ページ )
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解 説
測定時間内のすべての高調波電流データに対して、10.3 節の「WTの測定条件を設定する」に従っ
て、電流の高調波が限度値内かを判定し、その結果を一括表示できます。

ご使用になるWTの結線方式の設定 (7 章参照 ) によって、高調波測定の対象になる入力エレメン
トが異なります。WTの結線方式で設定されている入力エレメントすべてを考慮して、適用規格の
限度値内かが判定されます。

表示色
判定グラフ中で表示される表示色は、下表のとおりです。表中の 1の条件、2の条件は、以下のと
おりです。

1 の条件
測定時間内の高調波電流の最大値が、規定されている限度値の 1.5 倍以下であること。次数
ごとに判定する。

2 の条件
測定時間内の高調波電流の平均値が、規定されている限度値以下であること。次数ごとに判
定する。

青 1 と 2 の条件のどちらも満たしている。
白 適用する限度値が規定されていない。
黄 ・	 1 の条件を満たしている。

・	 2 の条件を満たしていない。
オレンジ ( 橙 ) ・	 1 の条件を満たしていない。

・	 2 の条件を満たしている。
赤 1、2 の条件のどれも満たしていない。
*	 表示色の名称に、Microsoft	Word または Excel での色見本の名称を使用しています。

測定時間内のすべての測定データが、上記の青、白の判定であれば、判定結果に「PASS」が表示
されます。黄、オレンジ、赤の判定が 1つでもあるときは、判定結果に「FAIL」が表示されます
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ズームイン / ズームアウトする

全体表示：全測定時間を表示します。
ズームアウト

ズームイン

カーソル

ズームイン / ズームアウト
クリックするごとに、カーソルを中心として、次のステップでズームイン / ズームアウトし
ます。

25	s
50	s
100	s(1min40s)
200	s(3min20s)
400	s(6min40s)
800	s(13min20s)
1600	s(26min40s)
3200	s(53min20s)
	 ・
	 ・
	 ・
全測定時間

ただし、ズーム画面の時間が全測定時間の 75	% を超える場合は、全測定時間が表示されます。
たとえば、測定時間が 1時間の場合、ズームイン /アウト機能で 3200	s	 (53min20s) は、全観
測時間の約 89	% となります。そのため、3200	s のズーム画面は表示されません。
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全判定グラフの便利な使い方
全判定グラフで、気になる測定データの部分を選択して、そのデータの瞬時値をバーグラフ
やリスト表示できます。以下に、入力エレメント 1の Ih/Iref リスト &バーグラフを表示する
例について説明します。

1. 	 全判定グラフで、気になる部分をマウスでクリックします。カーソルが、クリックした
データの位置 ( 時間 ) に移動します。

	 	

マウスのポインタを置いてクリックした位置(時間)にカーソルが移動します。

カーソル

カーソルの位置 ( 時間 ) を表示
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2. 	 詳細メニューで、Ih/Iref リスト &バーグラフを選択し、瞬時値を選択します。このとき
にカーソルが移動している位置 ( 時間 ) の高調波電流の瞬時値が、バーグラフ表示され
ます。

	 バーグラフ表示の詳細な説明については、10.12 節をご覧ください。

	 	

カーソルの位置 ( 時間 ) と同じ時間を表示
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10.10 Ih/Iref リスト & グラフを表示する

操 作
1. 	 メニューエリアの	 	を選択します。解析の詳細メニューが表示されます。

	 詳細メニュー全般については 10.9 節をご覧ください。

Ih/Iref リスト & グラフを表示する
2. 	 Ih/Iref リスト & グラフをクリックします。Ih/Iref リスト &グラフが表示されます。

	

データを表示する測定
エレメントの選択

入力エレメント

PLL ソースの
基本波の周波数

スクロールバー
瞬時値を表示している場合、マウスで　 ( スライダ ) をドラッグするか、
　　`  をクリックして、表示したい測定データを選択できます。取得
時間と測定データの番号、および測定データ ( 瞬時値 ) が、スライダ
の動きに連動して変わります。

基準電流

エレメント判定

設定した基準電流
最小短絡比
電源短絡比
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Y 軸 ( 電流の大きさ ) 目盛りを選択する
Y 軸目盛りの種類を選択する
LIN( 常数 ) または LOG( 対数 ) を選択しす。

倍率を選択する
目盛りの種類が LIN のとき、*100.0、*10.0、*5.0、*2.0、*1.0、*0.5、または *0.1を選択します。
目盛りの種類が LOGのとき、*100.0、*10.0、*1.0、または *0.1を選択します。

平均値 / 最大値 / 瞬時値を選択する
平均、最大、または瞬時を選択します。

データを表示する入力エレメントの選択
	をクリックします。たとえば入力エレメント 1～ 3が測定対象の場合、表示されるデータが、

エレメント 1、エレメント 2、エレメント 3、エレメント 1と、順次切り替わります。▼をクリッ
クすると、データを表示するエレメントを直接指定できます。
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解 説

リスト表示
測定値 [%]
各次数の高調波電流の測定値は次の式で算出されます。

×100[%]lh
Iref

Ih: 各次数の高調波電流
Iref: 基準電流

限度値 [%]
限度値は 10.1 節～ 10.5 節で設定した各項目をもとに、規格に沿って本ソフトウェアで算出し
ています。

余裕度
限度値までの余裕の度合いを示します。各リストに表示されている限度値と測定値を使って、
次数ごとに以下の式に従って求められます。

×100限度値－測定値
限度値

バーグラフ表示
平均値 / 最大値 / 瞬時値
リストとバーグラフには、平均値表示、最大値表示および瞬時値表示の 3種類があります。
各表示によって異なる内容の表示項目についてだけ、説明します。

平均値表示
・	 次数ごとの数値とバー
次数ごとに測定時間内の個々の測定データ ( 瞬時値 ) を平均し、その平均値を表示しま
す。

・	 リストの右側に表示される測定項目
項目ごとに測定時間内の個々の測定データから求められた値を平均し、その平均値を
表示します。

・	 限度値の数値とバー
適用規格で規定されている限度値の大きさの数値と黄色いバーが表示されます。
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最大値表示
・	 次数ごとの数値とバー
次数ごとに測定時間内の個々の測定データ ( 瞬時値 ) を比較し、その中の最大値を表示
します。

・	 リストの右側に表示される項目
項目ごとに測定時間内の個々の測定データから求められた値を比較し、その中の最大
値を表示します。

・	 限度値の数値とバー
適用規格で規定されている限度値の 1.5 倍の大きさの数値と黄色いバーが表示されま
す。

瞬時値表示
・	 次数ごとの数値とバー
次数ごとに測定時間内の個々の測定データ ( 瞬時値 ) を表示します。

・	 リストの右側の下段に表示される測定項目
測定時間内の個々の測定データから求められた値を表示します。

・	 限度値の数値とバー
適用規格で規定されている限度値の 1.5 倍の大きさの数値と黄色いバーが表示されま
す。

・	 瞬時値の選択
スクロールバーを使って、表示する瞬時値を選択できます。

Note
平均値、または最大値を表示している場合、スクロールバーを操作しても、高調波電流リスト &グ
ラフ表示は変わりません。

バーの表示色
次数ごとに表示されるバーグラフは、測定データの大きさから換算された長さで表示されま
す。それぞれの表示色が表す意味は、下表のとおりです。
	 青 限度値を超えていない。

赤 限度値を超えている。
白 適用する限度値が規定されていない。
黄 適用規格で規定されている限度値。
*	 表示色の名称に、Microsoft	Word または Excel での色見本の名称を使用しています。
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バーグラフの下に表示される項目
入力エレメント

PLL ソースの
基本波の周波数
基準電流

エレメント判定

設定した基準電流
最小短絡比
電源短絡比

エレメント判定
測定データが表示されているエレメントについて、すべての項目の判定が PASS ならば PASS、
それ以外は FAIL になります。

PASS には次の 3種類の状態があります。測定された最小 Rsce を確認してください。
・	 Rsce=33 に対する限度値に適合した場合。
・	 Rsce=33 に対する限度値は適合しないが、測定によって算出された最小 Rsce に対応する限
度値に適合した場合。

・	 Rsce=33 に対する限度値は適合しないが、指定した最小 Rsce に対応する限度値に適合した
場合。

最小 Rsce( 最小短絡比 )
10.12 節の限度値 ( 最小 Rsce) の解説を参照。

Ssc( 短絡電力 )
測定によって算出された最小 Rsce に対応する値。

電源 Rsce( 電源短絡比 )
試験装置の電源の短絡比です。最小 Rsce と電源 Rsce の関係について、以下のように、規格
で規定されています。測定結果が規定に適合しているかを確認してください。
・	 平衡三相機器以外の機器
最小 Rsce	＜	電源 Rsce

・	 平衡三相機器
最小 Rsce	＜	電源 Rsce

・	 指定条件の平衡三相機器
最小 Rsce*1.6	＜	電源 Rsce

グラフやリストの相互関係
ある 1つの瞬時値を表示するグラフウィンドウやリストウィンドウで、スクロールバーを操作し
て測定時間を選択し、そのときの測定データを表示しているとき、別のグラフウィンドウやリス
トウィンドウも同じ測定時間の測定データを表示します。
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10.11 Rsce リスト & グラフを表示する

操 作
1. 	 メニューエリアの	 	を選択します。解析の詳細メニューが表示されます。

	 詳細メニュー全般については 10.9 節をご覧ください。

Rsce リスト & グラフを表示する
2. 	 Rsce リスト & グラフをクリックします。Rsce	リスト &グラフが表示されます。

	 	

データを表示する測定エレメントの選択
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Y 軸 ( 電流の大きさ ) 目盛りを選択する
Y 軸目盛りの種類を選択する
LIN( 常数 ) または LOG( 対数 ) を選択します。

倍率を選択する
目盛りの種類が LIN のとき、*100.0、*10.0、*5.0、*2.0、*1.0、*0.5、または *0.1を選択します。
目盛りの種類が LOGのとき、*100.0、*10.0、*1.0、または *0.1を選択します。

平均値 / 最大値を選択する
平均、または最大を選択します。

解 説

リスト表示
測定値
各次数の Rsce の測定値は測定データをもとに線形補間により算出されます。

限度値 ( 最小 Rsce)
次の測定値で最大の値が、Rsce の限度値 ( 最小 Rsce) の算出基準に設定されます。詳細につ
いては規格書をご確認ください。
・	 各次数の Ih･Iref( 平均値 )
・	 TH:	 THC/Iref
・	 PWH:	 PWHC/Iref
前ページの測定例では、THの測定値 264.600 が最大なので、この値が各測定値の限度値 ( 最
小 Rsce) になります。

余裕度
限度値までの余裕の度合いを示します。各リストに表示されている限度値と測定値を使って、
次数ごとに以下の式に従って求められます。

×100限度値－測定値
限度値
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バーグラフ表示
平均値 / 最大値
リストとバーグラフには、平均値表示、最大値表示、および瞬時値表示の 3種類があります。
各表示によって異なる内容の表示項目についてだけ、説明します。
平均値表示
・	 次数ごと数値とバー
次数ごとに測定時間内の個々の測定データ ( 瞬時値 ) を平均し、その平均値を表示します。

・	 リストの右側に表示される測定項目
項目ごとに測定時間内の個々の測定データから求められた値を平均し、その平均値を表示
します。

・	 限度値の数値とバー
適用規格で規定されている限度値の大きさの数値と黄色いバーが表示されます。

最大値表示
・	 次数ごとの数値とバー
次数ごとに測定時間内の個々の測定データ ( 瞬時値 ) を比較し、その中の最大値を表示し
ます。

・	 リストの右側に表示される項目
項目ごとに測定時間内の個々の測定データから求められた値を比較し、その中の最大値を
表示します。

・	 限度値の数値とバー
適用規格で規定されている限度値の 1.5 倍の大きさの数値と黄色いバーが表示されます。

Note
スクロールバーを操作しても、Rsce リスト &グラフ表示は変わりません。

バーの表示色
次数ごとに表示されるバーグラフは、測定データの大きさから換算された長さで表示されま
す。それぞれの表示色が表す意味は、下表のとおりです。

青 限度値を超えていない。
赤 限度値を超えている。
白 適用する限度値が規定されていない。
黄 適用規格で規定されている限度値。
*	 表示色の名称に、Microsoft	Word または Excel での色見本の名称を使用しています。
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10.12 高調波バーグラフを表示する

1. 	 メニューエリアの	 	を選択します。解析の詳細メニューが表示されます。

	 詳細メニュー全般については 10.9 節をご覧ください。

高調波バーグラフを表示する
2. 	 高調波バーグラフをクリックします。高調波バーグラフが表示されます。

	

データを表示する測定エレメントの選択
スクロールバー
マウスで　 ( スライダ ) をドラッグするか、　　　をクリックして、表示し
たい測定データを選択できます。取得時間と測定データの番号、および
測定データ ( 瞬時値 ) が、スライダの動きに連動して変わります。
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Y 軸 ( 電流の大きさ ) 目盛りを選択する
Y 軸目盛りの種類を選択する
LIN( 常数 ) または LOG( 対数 ) を選択します。

倍率を選択する
目盛りの種類が LIN のとき、*100.0、*10.0、*5.0、*2.0、*1.0、*0.5、または *0.1を選択します。
目盛りの種類が LOGのとき、*100.0、*10.0、*1.0、または *0.1を選択します。

表示する測定ファンクションを選択する
A( 電流 )、V( 電圧 )、またはDeg( 位相角 ) を選択します。
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解 説

高調波の電流 / 電圧のバーグラフ
次数ごとに測定時間内の個々の測定データ ( 瞬時値 ) を表示します。

高調波の位相角のバーグラフ
次数ごとに、電流の基本波に対する高調波電流の位相角をバーグラフ表示できます。ただし、電
流の基本波の場合は、電圧の基本波に対する位相角をバーグラフ表示します。
・	 電流の基本波より高調波のほうが位相が進んでいるとき正の位相角、電流の基本波より高調波
のほうが位相が遅れているとき負の位相角として表示されます。

・	 電圧の基本波より電流の基本波のほうが位相が進んでいるとき負の位相角、電圧の基本波より
電流の基本波のほうが位相が遅れているとき正の位相角として表示されます。

バーグラフの表示色
白色で表示されます。

Note
電流 /電圧 / 位相角には限度値が規定されていません。したがって、限度値は表示されません。

瞬時値の選択
スクロールバーを使って、表示する瞬時値を選択できます。
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IEC 61000-3-12 > 解析

10.13 高調波測定値リストを表示する

操 作
1. 	 メニューエリアの	 	を選択します。解析の詳細メニューが表示されます。

	 詳細メニュー全般については 10.9 節をご覧ください。

高調波測定値リストを表示する
2. 	 高調波測定値リストをクリックします。高調波測定値 ( 瞬時値 ) のリストが表示されます。

	 	

データを表示する測定エレメントの選択
スクロールバー
マウスで　 (スライダ ) をドラッグするか、　　　をクリックして、表示する
測定データを選択できます。取得時間と測定データの番号、および測定
データ ( 瞬時値 ) が、スライダの動きに連動して変わります。
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IEC 61000-3-12 > 解析

10.14 トレンドグラフを表示する

操 作
1. 	 メニューエリアの	 	を選択します。解析の詳細メニューが表示されます。

	 詳細メニュー全般については 10.9 節をご覧ください。

トレンドグラフを表示する
2. 	 トレンドグラフをクリックします。トレンドグラフが表示されます。

トレンドグラフを設定する

表示範囲の
上限値

表示範囲の
下限値

カーソル
(10-56 ページ)

オートレンジ
・オートレンジボタンを選択している場合
   取り込まれた値に応じてレンジが自動的に切り替わります。
・オートレンジボタンを選択していない場合

Upper 列上または Lower 列上をクリックすると表示されるコンボボックスで、   
表示範囲の上限値、下限値を、トレンド (Trace) ごとに設定できます。
グリッド
トレンド表示エリアに表示するグリッドの種類 (Dotted/Line/None) を選択します。
・Dotted： グリッドを点線にします。
・Line： グリッドを直線にします。
・None： グリッドを表示しません。トレース設定ボック

スの表示 /非表示
(10-54 ページ ) ズームイン /ズームアウト (10-56 ページを参照 )

全体表示
全測定時間を表示します。
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IEC 61000-3-12 > 解析
10.14　トレンドグラフを表示する

トレース設定する
トレース設定ボックスの表示 /非表示 トレース設定ボックス

Trace
表示する ( チェック有り )/ 表示しない ( チェックなし ) トレンドを選択します。

Function
表示する測定ファンクションを選択します。

1. 	 Function列上をクリックします。コンボボックスが表示されます。
2. 	 測定ファンクションを選択します。

Note
次の測定ファンクションから選択できます。
U 電圧
I 電流
P 電力
PhiI5 5 次の高調波電流の位相角
THC 総高調波電流
TH THC/Iref
PWH PWHC/Iref
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IEC 61000-3-12 > 解析
10.14　トレンドグラフを表示する

Element
表示するエレメントを選択します。

1. 	 Element列上をクリックします。コンボボックスが表示されます。
2. 	 エレメントを選択します。

Order
表示する次数を選択します。

1. 	 Order列上をクリックします。コンボボックスが表示されます。
2. 	 次数を選択します。

Upper、Lower
Auto	Ranging チェックボックスにチェックをしていない場合の、表示範囲の上限値 (Upper)
または下限値 (Lower) を設定します。

1. 	 Upper列上または Lower列上をクリックします。エディットボックスが表示されます。
2. 	 表示範囲の上限値または下限値を設定します。

Color
トレンドの表示色を選択します。

1. 	 Color列上をクリックします。コンボボックスが表示されます。
2. 	 トレンドの表示色を選択します。
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IEC 61000-3-12 > 解析
10.14　トレンドグラフを表示する

ズームイン / ズームアウトする

カーソル
トレンド表示エリアでクリックすると、クリックした位置にカーソルが表示されます。
表示されたカーソルをクリックしてドラッグすると、カーソルを移動できます。
スライダ
表示する波形まで時間軸を移動します。

ズームイン
クリックするごとに、ズームインします。最大でトレンド表示エリア
の表示時間を 2s までズームインできます。
ズームアウト
クリックするごとに、ズームアウトします。最大でトレンド表示エリア
の表示時間を経過時間までズームアウトできます。
スクロールバー
マウスで　 ( スライダ ) をドラッグするか、　　　をクリックして、表示
する測定データを選択できます。
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IEC 61000-3-12 > 解析

10.15 波形グラフを表示する

操 作
1. 	 メニューエリアの	 	を選択します。解析の詳細メニューが表示されます。

	 詳細メニュー全般については 10.9 節をご覧ください。

波形グラフを表示する
2. 	 波形グラフをクリックします。波形グラフが表示されます。

	 	

データを表示する測定エレメントの選択

波形表示のON/OFF



10-58 IM IS8000-63JA

IEC 61000-3-12 > 解析
10.15　波形グラフを表示する

Y 軸 ( 電圧や電流の大きさ ) 目盛りの倍率を選択する
*100.0、*10.0、*50、*2.0、*1.0、*0.5、または *0.1を選択します。

カーソルを使って電流値や位相角を表示する
波形表示エリアでクリックすると、クリックした位置にカーソルが表示されます。カーソルがあ
る位置の電流値や位相角が表示されます。

スライダ カーソル電圧値

電流値
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IEC 61000-3-12 > 解析
10.15　波形グラフを表示する

解 説
規格適合試験で測定を終了した直後に、波形データを取得しています。電圧、電流の波形データ ( 約
2周期分 ) を 8000 ポイントのデータ点数で取得し、波形グラフに表示します。WTの入力エレメン
トごとに、グラフ表示できます。この波形データは、波形プレビューで表示されたデータとは別
のものです。

Note
スクロールバーを操作しても、波形グラフ表示は変わりません。

グラフの下の数値表示
・	 周波数
測定時間内すべての周波数 (PLL ソースの基本波の周波数 ) の平均値。

・	 電流ピーク値 ( ＋ )
表示されている電流波形の正の最大値。

・	 電流ピーク値 (‒)
表示されている電流波形の負の最大値。

・	 電圧ピーク値 ( ＋ )
表示されている電圧波形の正の最大値。

・	 電圧ピーク値 (‒)
表示されている電圧波形の負の最大値。
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第 11 章  

印刷 ( 報告書を印刷する )

この章では、報告書を印刷する手順について説明しています。

11.1 報告書のタイトル / コメントを設定する

操 作
1. 	 メニューエリアの	 	を選択します。印刷の詳細メニューが表示されます。

	 	

報告書タイトルの設定(11-2ページ)

報告書コメントの設定(11-2ページ)

印刷モードの設定(11.2節)

印刷言語の設定(11.2節)

印刷オプションの設定*(11.3節)

印刷の実行 (11.4 節 )

出力方法の設定(11.2節)
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11.1　報告書のタイトル / コメントを設定する

*	 規格が IEC	61000-3-2 の場合、4.1 節の試験メニューの設定で簡易試験測定を選択したとき、次のよ
うに表示されます。

	 	 	

	 	

印刷プレビュー

印刷プレビューするページの切り替え
印刷プレビューに表示するページを
クリックします。

プリンタに出力
印刷プレビューの拡大 /縮小

2. 	 報告書タイトルと報告書コメント欄に、それぞれ入力します。
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11.1　報告書のタイトル / コメントを設定する

解 説
本ソフトウェアで測定したデータを使って、報告書を作成できます。

印刷プレビューのページ切り替え
次のページを印刷プレビューに表示できます。
・	 規格簡易試験 (Simple)	
(IEC	61000-3-2 のときだけ )
4.1 節の試験メニューの設定で簡易試験測定を選択した場合、表示されます。

・	 規格適合試験
(IEC	61000-3-2 のときだけ )
	- エレメント (Element)
	- 平均値 (Ave)/ 最大値 (Max)

・	 波形 (Wave)
(IEC	61000-3-2、	IEC	61000-3-12 のときだけ )
波形を印刷プレビューで表示したり、印刷するには 7.5 節または 10.5 節のオプション条件の設
定で、「報告書」の「波形グラフを追加する」にチェックします。

印刷プレビューの表示範囲
印刷プレビューが拡大表示されている場合、表示範囲が赤い枠で表示されます。

印刷プレビューの表示範囲の移動
表示範囲を示す赤い枠をマウスでドラッグすると、表示範囲を移動できます。

報告書のタイトル / コメントの設定
報告書のタイトルとコメントを必要に応じて入力できます。

入力できる文字数
下表のとおりです。
項目 入力できる文字数
タイトル すべて全角の場合 20 文字まで、すべて半角の場合 40 文字まで入力できます。
コメント 1000 文字まで入力できます。

すべて全角の場合 45 文字まで、すべて半角の場合 90 文字までを 1行に表示。
6行まで表示。
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11.2 印刷モード、印刷言語、出力方法を設定する

操 作

印刷モードを選択する
1. 	 印刷モードボックスでカラー / 白黒を選択します。選択した印刷モードに合わせて、設定 &

表示エリアの印刷プレビューが再表示されます。

	 	

印刷言語を選択する
2. 	 印刷言語ボックスで日本語 / 英語を選択します。選択した印刷言語に合わせて、設定 &表示

エリアの印刷プレビューが再表示されます。

	 	

出力方法を選択する
3. 	 出力方法ボックスで Paper/PDF/BMP を選択します。
	 	

BMP の解像度を選択する
4. 	 設定メニューのオプションのタブで BMP 解像度の設定表示にチェックをした場合、BMP の

解像度を選択します。
*	 各ソフトウェアの設定メニューのオプション条件設定は、以下をご参照ください。
IEC	61000-3-2 高調波測定ソフトウェア	 	 7.5 節
IEC	61000-3-3 電圧変動 /フリッカ測定ソフトウェア	 8.5 節
IEC	61000-3-11 電圧変動 /フリッカ測定ソフトウェア	 9.5 節
IEC	61000-3-12 高調波測定ソフトウェア	 	 10.5 節

	 	

解 説

BMP の解像度の選択
BMP の解像度を次の中から選択できます。
・	 Lowest	 約 2MB、768	x	1024
・	 Low	 約 9MB、1536	x	2048
・	 High	 約 36MB、3072	x	4096
・	 Highest	 約 147MB、6144	x	8192
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11.3 印刷について詳細設定をする

操 作

データを印刷するエレメントを選択する 
1. 	 印刷対象ボックスで、データを印刷するエレメントにチェックをします。

	 	

余裕度についての判定をする / しないを選択する
(IEC 61000-3-2 のときだけ )

2. 	 余裕度についての判定を印刷するには 7.5 節のオプション条件の設定で、「余裕度」の「余裕
度を使用する」にチェックします。

波形を印刷する / しないを選択する
(IEC 61000-3-2、 IEC 61000-3-12 のときだけ )

3. 	 波形を印刷するには 7.5 節、または 10.5 節のオプション条件の設定で、「報告書」の「波形グ
ラフを追加する」にチェックします。

印刷する測定データの種類を選択する
(IEC 61000-3-2 のときだけ )

4. 	 4.1 節の試験メニューの設定で簡易試験測定を選択し、規格簡易試験を実行した場合、印刷す
るデータの種類を選択します。
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11.3　印刷について詳細設定をする

波形の Y 軸 ( 電圧や電流の大きさ ) 目盛りの倍率を選択する
(IEC 61000-3-2、 IEC 61000-3-12 のときだけ )

5. 	 *100.0、*10.0、*50、*2.0、*1.0、*0.5、または *0.1 を選択します。

	 	

プリンタを設定する
6. 	 プリンタの設定を選択します。プリンタの設定ダイアログボックスが表示されます。

	 	

7. 	 使用するプリンタ、用紙のサイズ、給紙方法、印刷の向きなどを設定します。
8. 	 OKをクリックします。
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11.3　印刷について詳細設定をする

解 説

データを印刷するエレメントの選択
「Wiring」と「Object」の設定の組み合わせから、選択できるエレメントが決定します。
*	 各ソフトウェアの「Wiring」と「Object」の設定は、以下をご参照ください。
IEC	61000-3-2 高調波測定ソフトウェア	 	 	 7.3 節
IEC	61000-3-3 電圧変動 /フリッカ測定ソフトウェア	 8.3 節
IEC	61000-3-11 電圧変動 /フリッカ測定ソフトウェア	 9.3 節
IEC	61000-3-12 高調波測定ソフトウェア	 	 	 10.3 節

余裕度についての判定
(IEC 61000-3-2 のときだけ )
7.5 節のオプション条件の設定で、「余裕度」の「余裕度を使用する」にチェックすると、各次数
の余裕度についての判定が赤 /青で印刷されます ( 表示色については 7.17 節参照 )。

印刷する測定データの種類
(IEC 61000-3-2 のときだけ )
・	 簡易試験：	簡易試験の測定データ
・	 適合試験：	簡易試験の判定基準にした適合試験の測定データ

波形の Y 軸 ( 電圧や電流の大きさ ) 目盛りの倍率の選択 
(IEC 61000-3-2、 IEC 61000-3-12 のときだけ )
7.5 節、または 10.5 節のオプション条件の設定で、「報告書」の「波形グラフを追加する」にチェッ
クすると、報告書の波形グラフの Y軸 ( 電圧や電流の大きさ ) 目盛りの倍率を選択できます。

プリンタの設定
プリンタの設定は、ご使用のシステム環境に従って設定してください。
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11.4 印刷する

操 作

報告書を印刷する
測定データが取得されている ( または読み込まれている ) ときに、報告書を印刷できます。

1. 	 出力実行をクリックします。
・	 Paper を設定している場合は、操作 2へ進みます。
・	 PDF または BMPを設定している場合は、操作 3へ進みます。

	 	 	

2. 	 使用するプリンタ、印刷範囲、印刷部数などを設定し、OKをクリックします。報告書が印刷
されます。

3. 	 保存する場所、ファイル名を入力し、保存をクリックします。設定した出力方法 (PDF または
BMP) で報告書が保存されます。

報告書を印刷実行ボタンから印刷する
1. 	 ツールバーの  をクリックします。印刷ダイアログボックスが表示されます。
2. 	 使用するプリンタ、印刷範囲、印刷部数などを設定し、OKをクリックします。報告書が印刷

されます。

解 説
プリンタの設定は、ご使用のシステム環境に従って設定してください。

報告書の印刷
報告書は、測定データが取得されている ( または読み込まれている ) ときに印刷できます。入力エ
レメントごとに、報告書を印刷できます (11.3 節参照 )。

電源の情報
電源との接続 ( ▶ 6.1 節 ) で、NF	電源接続について「使用する」を選択している場合、報告
書に次の項目が追加されます。
・	 電源：電源とリファレンスインピーダンスネットワーク (RIN)* の種類
・	 インピーダンス *：リファレンスインピーダンスネットワーク (RIN)* の設定

*	 電源の設定で「リファレンスインピーダンスネットワーク (RIN) を使用する」に、チェックした場
合に表示されます。

	 各ソフトウェアの電源の設定については、以下をご参照ください。
IEC	61000-3-2 高調波測定ソフトウェア	 	 	 7-12	ページ
IEC	61000-3-3 電圧変動 /フリッカ測定ソフトウェア	 	 8-5	ページ
IEC	61000-3-11 電圧変動 /フリッカ測定ソフトウェア		 9-7	ページ
IEC	61000-3-12 高調波測定ソフトウェア	 	 	 10-6	ページ
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11.4　印刷する

報告書の印刷例
IEC 61000-3-2 高調波測定の場合

***** appliances (平均値)

印刷日時 : Wed Dec 23 21:44:42 2020
測定日時 : Tue May 12 08:44:34 2009
コメント : Experimental model Pattern A

判定規格 : IEC61000-3-2  Ed5.0
IEC61000-4-7  Ed2.0 A1

クラス判定 : CLASS A
取得時間 : 150.18秒

PASS

測定器 : YOKOGAWA WT5000
電源 : NF ES2000S
試験電圧 :   100.00 V
結線方式 : 単相２線
エレメント :   1
レンジ : 150V/ 2A
電流値(rms) :    0.6413 A
電圧値(rms) :    99.81 V
周波数 :   50.008 Hz
力率 :   0.9395
POHC限度値 :    0.2514 A
POHC最大値 :    0.0146 A
THC :    0.2183 A

設定基本電流 : --------- 
設定力率 : --------- 
設定有効電力 : --------- 
Sigma W 最大値 :   60.2344 W
Sigma PF :    0.9395
V THD :     4.23 %
V THDS :     4.23 %
V THDG :     4.23 %
A THD :    36.20 %
A THDS :    36.20 %
A THDG :    36.20 %
P THD :     0.17 %
適用除外電力値 :        75 W

次数 次数測定値[A] 測定値[A]限度値[A] 限度値[A]余裕度[%] 余裕度[%]

 1    0.6030  2    0.0003    1.0800    100.0
 3    0.1975    2.3000     91.4  4    0.0001    0.4300    100.0
 5    0.0720    1.1400     93.7  6    0.0002    0.3000     99.9
 7    0.0444    0.7700     94.2  8    0.0001    0.2300    100.0
 9    0.0205    0.4000     94.9 10    0.0001    0.1840     99.9
11    0.0171    0.3300     94.8 12    0.0001    0.1533     99.9
13    0.0160    0.2100     92.4 14    0.0001    0.1314     99.9
15    0.0095    0.1500     93.6 16    0.0001    0.1150     99.9
17    0.0133    0.1324     90.0 18    0.0001    0.1022     99.9
19    0.0063    0.1184     94.7 20    0.0001    0.0920     99.9
21    0.0082    0.1071     92.4 22    0.0001    0.0836     99.8
23    0.0070    0.0978     92.8 24    0.0002    0.0767     99.8
25    0.0052    0.0900     94.2 26    0.0001    0.0708     99.8
27    0.0051    0.0833     93.9 28    0.0002    0.0657     99.7
29    0.0038    0.0776     95.1 30    0.0002    0.0613     99.7
31    0.0019    0.0726     97.4 32    0.0002    0.0575     99.7
33    0.0017    0.0682     97.6 34    0.0002    0.0541     99.6
35    0.0016    0.0643     97.5 36    0.0002    0.0511     99.7
37    0.0030    0.0608     95.0 38    0.0002    0.0484     99.6
39    0.0016    0.0577     97.2 40    0.0002    0.0460     99.6

●高調波成分グラフ

1 10 20 30 40

[Order]

 10.000A

 1.0000A

 0.1000A

 0.0100A

 0.0010A

限度値   

限度値内 

限度値オーバー 

適用対象外     

対象規定値以下 

電力による限度値の適用対象外

21次以上の奇数次規定値以下

電源の情報
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11.4　印刷する

IEC 61000-3-3 電圧変動 / フリッカ測定の場合
General 試験 ( 電源機能使用時 )

***** appliances

印刷日時 : Wed Dec 23 21:31:54 2020
測定日時 : Thu Mar 26 13:56:32 2009
コメント : Experimental model Pattern A

判定規格 : IEC61000-3-3 Ed3.0 am1
IEC61000-4-15 Ed2.0

Interval : 10分0秒
測定器 : YOKOGAWA WT5000
電源 : NF ES2000S+ES4152
インピーダンス : 230V
結線方式 : 単相２線
電圧レンジ : 300.00V
Set 電圧 : 230V
Set 周波数 : 50Hz
電圧  U1 : 229.97V
周波数  U1 : 49.999Hz
エレメント : 1
dmin : 0.20%

エレメント1 :  Fail

FAIL

:
dc      (3.30%) :  Pass
dmax      (4.00%) :  Fail
Tmax      (500ms) :  Fail
Pst      (1.00) :  Fail
Plt      (0.65) :  Fail

No. dc[%] dmax[%] Tmax[ms] Pst
 1    1.74    1.75    0.00    0.47
 2    3.04    3.49  360.01    0.48
 3    0.88    1.75    0.00    0.51
 4    3.04    3.48  600.00    0.52
 5    0.44    0.45    0.00    0.47
 6    0.44    4.36  120.01    2.15
 7    0.87    1.31    0.00    0.51
 8    1.30    1.74    0.00    0.50
 9    0.44    3.28    0.00    1.27
10    0.87    0.87    0.00    0.46
11    2.61    3.49  220.01    0.51
12    0.44    0.87    0.00    0.48

Plt
   1.03

OK

Over

Meas Value

dc
3.30%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

dmax
4.00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tmax
500ms

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pst
1.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Plt
0.65

N:12

電源の情報

Manual 試験

***** appliances

印刷日時 : Wed Dec 23 21:30:29 2020
測定日時 : Mon Jan  7 15:09:04 2008
コメント : Experimental model Pattern A

判定規格 : IEC61000-3-3 Ed3.0 am1
IEC61000-4-15 Ed2.0

Interval : 1分
測定器 : YOKOGAWA WT5000
電源 : NF ES2000S+ES4152
インピーダンス : 230V
結線方式 : 単相２線
電圧レンジ : 300.00V
Set 電圧 : 230V
Set 周波数 : 50Hz
電圧  U1 : 229.97V
周波数  U1 : 50.000Hz
エレメント : 1
dmin : 0.20%

エレメント1 :  Pass

PASS

:
dc      (3.30%) :  ----
dmax      (7.00%) :  Pass
Tmax      (500ms) :  ----
Pst      (-----) :  ----
Plt      (-----) :  ----

No. dc[%] dmax[%] Tmax[ms] Pst
 1    0.00  max    6.28        0.00  max -----
 2    0.00        6.28        0.00     -----
 3    0.00        6.28        0.00     -----
 4    0.00        6.28        0.00     -----
 5    0.00        6.28        0.00     -----
 6    0.00        6.28        0.00     -----
 7    0.00        6.28        0.00     -----
 8    0.00        6.28        0.00     -----
 9    0.00        6.28        0.00     -----
10    0.00        6.28        0.00     -----
11    0.00        6.28        0.00     -----
12    0.00        6.28        0.00     -----
13    0.00        6.28        0.00     -----
14    0.00        6.28        0.00     -----
15    0.00        6.28        0.00     -----
16    0.00        6.28        0.00     -----
17    0.00        6.28  min    0.00     -----
18    0.00        6.57        0.00     -----
19    0.00        6.57  max    0.00     -----
20    0.00        6.57        0.00     -----
21    0.00        6.57        0.00     -----
22    0.00        6.57        0.00     -----
23    0.00        6.57        0.00     -----
24    0.00  min    6.57        0.00  min -----

Plt
-----

平均    0.00    6.36    0.00

OK

Over

Max

Min

Meas Value

dc
3.30%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 AVG

dmax
7.00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 AVG

Tmax
500ms

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 AVG



11-11IM IS8000-63JA

11.4　印刷する

IEC 61000-3-11 電圧変動 / フリッカ測定の場合
General 試験 ( 電源機能使用時 )

***** appliances

印刷日時 : Wed Dec 23 21:51:22 2020
測定日時 : Wed Jan  9 15:36:48 2008
コメント : Experimental model Pattern A

判定規格 : IEC61000-3-11 Ed2.0
IEC61000-4-15 Ed2.0

Interval : 10分0秒
測定器 : YOKOGAWA WT5000
電源 : NF 4430+4151
インピーダンス : EU 1φ/3φ
結線方式 : 単相３線
電圧レンジ : 300.00V
Set 電圧 : 230V
Set 周波数 : 50Hz
電圧  U1 : 231.52V
周波数  U1 : 49.999Hz
エレメント : 1
dmin : 0.20%

適合条件 :  IEC61000-3-3に適合
エレメント1 :  Fail

FAIL

:
dc      (3.30%) :  Pass
dmax      (4.00%) :  Fail
Tmax      (500ms) :  Fail
Pst      (1.00) :  Fail
Plt      (0.65) :  Fail

No. dc[%] dmax[%] Tmax[ms] Pst
 1    1.33    3.68   30.01    0.68
 2    1.19    4.66   60.00    0.97
 3    1.21    3.58  620.01    0.83
 4    1.54    3.40  100.00    1.17
 5    1.49    3.37   70.00    0.87
 6    0.98    4.21  510.01    0.91
 7    1.66    4.36   40.00    1.38
 8    1.60    3.35  530.01    1.35
 9    1.82    4.13  510.01    1.30
10    1.32    3.21    0.00    0.92
11    1.73    2.92    0.00    0.92
12    1.02    3.61   40.00    0.87

Plt
   1.06

OK

Over

Meas Value

dc
3.30%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

dmax
4.00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tmax
500ms

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pst
1.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Plt
0.65

N:12

電源の情報

Manual 試験

***** appliances

印刷日時 : Wed Dec 23 21:53:14 2020
測定日時 : Wed Jan  9 13:05:20 2008
コメント : Experimental model Pattern A

判定規格 : IEC61000-3-11 Ed2.0
IEC61000-4-15 Ed2.0

Interval : 1分
測定器 : YOKOGAWA WT5000
電源 : NF 4430+4151
インピーダンス : EU 1φ/3φ
結線方式 : 単相３線
電圧レンジ : 300.00V
Set 電圧 : 230V
Set 周波数 : 50Hz
電圧  U1 : 229.88V
周波数  U1 : 49.999Hz
エレメント : 1
dmin : 0.20%

適合条件 :  IEC61000-3-3に適合
エレメント1 :  Pass

PASS

:
dc      (-----) :  ----
dmax      (6.00%) :  Pass
Tmax      (-----) :  ----
Pst      (-----) :  ----
Plt      (-----) :  ----

No. dc[%] dmax[%] Tmax[ms] Pst
 1 -----    5.93     ----- -----
 2 -----    5.84     ----- -----
 3 -----    6.03     ----- -----
 4 -----    6.01     ----- -----
 5 -----    5.92     ----- -----
 6 -----    5.93     ----- -----
 7 -----    5.84     ----- -----
 8 -----    5.90     ----- -----
 9 -----    5.83  min ----- -----
10 -----    6.23  max ----- -----
11 -----    5.93     ----- -----
12 -----    5.93     ----- -----
13 -----    5.88     ----- -----
14 -----    5.95     ----- -----
15 -----    5.99     ----- -----
16 -----    6.11     ----- -----
17 -----    5.95     ----- -----
18 -----    6.01     ----- -----
19 -----    5.91     ----- -----
20 -----    5.85     ----- -----
21 -----    5.99     ----- -----
22 -----    6.00     ----- -----
23 -----    5.95     ----- -----
24 -----    5.96     ----- -----

Plt
-----

平均 dmax    5.95

OK

Over

Max

Min

Meas Value

dmax
6.00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 AVG
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11.4　印刷する

IEC 61000-3-12 高調波測定の場合

***** appliances

印刷日時 : Wed Dec 23 21:56:01 2020
測定日時 : Wed Jan  9 14:14:35 2008
コメント : Experimental model Pattern A

判定規格 : IEC61000-3-12 Ed2.0
IEC61000-4-7 Ed2.0 A1

取得時間 : 150秒
FAIL

測定器 : YOKOGAWA WT5000
電源 : NF ES2000S
結線方式 : 単相２線
エレメント : 1
レンジ : 300V/30A
試験電圧 : 230 V
定格電源電流 :   20.0000 A
系統インピーダンス :    0.0200 Ω
基準電流(Iref) :   19.7053 A
設定基準電流(Iref) : ---------
電源 Rsce :     575.000
最大 Rsce :     369.312

Ssc : 5096504.08
最小 Rsce : >= 350.0000

適用限度値 : 表２-平衡三相機器以外
状況a : 30.86% (Fail)
指定条件 a(I5) : 37.16% (Fail)
指定条件 a(I7) : 13.69% (Fail)
指定条件 c : 12.03 - 16.62deg (Fail)
指定条件 d(I5) : 37.16% (Fail)
指定条件 d(I7) : 13.69% (Fail)
指定条件 f : 12.03 - 16.62deg (Fail)

●平均値
電圧値(rms) :    200.37 V
電流値(rms) :     19.71 A
周波数 :     50.01 Hz
力率 :      0.62
Sigma W :   2466.71 W
THC :     15.01 A
V THD :      3.11 %
A THD :    117.51 %
P THD :      2.92 %

●最大値
電圧値(rms) :    200.84 V
電流値(rms) :     20.11 A
周波数 :     50.06 Hz
力率 :      0.63
Sigma W :   2530.20 W
THC :     15.28 A
V THD :      3.14 %
A THD :    118.48 %
P THD :      2.96 %

次数 次数測定値[%] 測定値[%]限度値[%] 限度値[%]余裕度[%] 余裕度[%]

2 2  0.4489   0.5770  8.0000  12.0000   94.4    95.2
3 3 30.3431  30.8618 41.0000  61.5000   26.0    49.8
4 4  0.4489   0.5435  4.0000   6.0000   88.8    90.9
5 5 22.5477  37.1587 24.0000  36.0000    6.1    -3.2
6 6  0.4350   0.4992  2.6667   4.0000   83.7    87.5
7 7 13.5496  13.6851 15.0000  22.5000    9.7    39.2
8 8  0.4059   0.4604  2.0000   3.0000   79.7    84.7
9 9  5.5089   5.7087 12.0000  18.0000   54.1    68.3

10 10  0.3621   0.4211  1.6000   2.4000   77.4    82.5
11 11  2.4513   2.6209 10.0000  15.0000   75.5    82.5
12 12  0.3124   0.3630  1.3333   2.0000   76.6    81.9
13 13  3.8774   4.0100  8.0000  12.0000   51.5    66.6
TH TH 41.0220  50.9534 47.0000  70.5000   12.7    27.7

PWH PWH 17.5712  18.2901 47.0000  70.5000   62.6    74.1

2 5 10 TH PWH

[Order]

Ih/Iref
  [%]

  0

 20

 40

 60

 80

100

限度値　　　　

限度値内　　　

限度値オーバー

適用対象外　　

2 5 10 TH PWH

[Order]

Ih/Iref
  [%]

  0

 20

 40

 60

 80

100

限度値　　　　

限度値内　　　

限度値オーバー

適用対象外　　

電源の情報
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第 12 章 

保存 ( 設定情報 / 測定データを保存する )

この章では、設定情報や測定データを保存する手順について説明しています。

12.1 設定情報 / 測定データを保存する

操 作
1. 	 メニューエリアの	 	を選択します。保存の詳細メニューが表示されます。

	 	

保存方法 (12-2 ページ )
保存するデータの種類と保存する
ファイル形式を選択

保存情報 (12-2 ページ )
保存する場所とファイル名を設定

保存の実行 (12-2 ページ )



12-2 IM IS8000-63JA

12.1　設定情報 / 測定データを保存する

ファイル情報の表示の設定
1. 	 設定 &表示エリアの上端にある、ファイル情報の見出しエリアにマウスカーソルを当てて、

右ボタンをクリックします。表示する情報の設定ボックスが表示されます。

2. 	 表示する情報にチェックをします。
高調波測定ソフトウェア IEC 61000-3-2、IEC 61000-3-12 の場合

電圧変動 / フリッカ測定ソフトウェア IEC 61000-3-3、IEC 61000-3-11 の場合

測定データを保存する
測定データが取得されている ( または読み込まれている ) ときに、測定データを保存できます。

1. 	 測定データをファイルに保存するを選択します。

	 	

2. 	 保存する場所を指定してから、ファイル名ボックスにファイル名を入力します。
3. 	 保存をクリックします。測定データが保存されます。

	 	

報告書タイトルと報告書コメントは
11.1 節で設定。
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12.1　設定情報 / 測定データを保存する

Note
測定中は、測定データの保存はできません。

設定情報を保存する
1. 	 設定情報をファイルに保存するを選択します。

	 	

2. 	 保存する場所を指定してから、ファイル名ボックスにファイル名を入力します。
3. 	 保存をクリックします。設定情報が保存されます。

	 	

報告書タイトルと報告書コメントは
11.1 節で設定。

Note
測定中は、設定情報の保存はできません。
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12.1　設定情報 / 測定データを保存する

解 説

ファイル情報の種類
日時
ファイルが保存された年 /月 / 日　時：分：秒

報告書タイトル (11.1 節参照 )

報告書コメント (11.1 節参照 )

Measured Data
	高調波測定ソフトウェア IEC	61000-3-2、IEC	61000-3-12	の場合に表示されます。
- 設定情報ファイル
*(Old) WT3000E/WT3000 シリーズの測定データファイル
* 適合試験の測定データだけを含み、簡易試験の測定データを含まないファイル
** 適合試験の測定データと簡易試験の測定データを含むファイル

General Data
電圧変動 /フリッカ測定ソフトウェア IEC	61000-3-3、IEC	61000-3-11 の場合に表示されます。
*(Old) WT3000E/WT3000 シリーズの測定データファイル
* 通常の電圧変動 /フリッカ測定 (General	mode) で測定したデータが含まれるファイル

Manual Data
電圧変動 /フリッカ測定ソフトウェア IEC	61000-3-3、IEC	61000-3-11 の場合に表示されます。
*(Old) WT3000E/WT3000 シリーズの測定データファイル
* 手動スイッチング dmax 測定 (Manual	dmax	mode) で測定したデータが含まれるファイル

エレメント構成 (5.1 節参照 )

WT3000E/WT3000 シリーズの測定データを読み込んだ場合
・	 高調波測定ソフトウェア IEC	61000-3-2、IEC	61000-3-12 では、ファイル情報の表示欄の
Measured	data の欄に「*(Old)」が表示されます。

・	 電圧変動 /フリッカ測定ソフトウェア IEC	61000-3-3、IEC	61000-3-11 では、ファイル情報
の表示欄のGeneral	Data と Manual	data の欄に「*(Old)」が表示されます。

・	 オフライン解析のため、規格条件を変更して再判定することはできません。

ファイル一覧のソート
各項目の見出しエリアをクリックすると、読み込んだファイルの一覧を、昇順 / 降順でソー
トできます。ソートされた項目の見出しエリアには、 ( 昇順 )/ ( 降順 ) が表示されます。
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12.1　設定情報 / 測定データを保存する

測定データの保存
高調波の測定データの保存
高調波測定ソフトウェア IEC	61000-3-2、IEC	61000-3-12 を使って、WTから PCに取り込んだ
高調波の測定データや波形データをファイルに保存できます。このときに高調波測定ソフト
ウェアで設定したWT本体の高調波測定の条件や、次の設定情報もファイルに保存されます。
測定データのファイルには、次の 2種類があります。

・	 適合試験の測定データだけを含み、簡易試験の測定データを含まないファイル
	- ファイル情報の表示欄のMeasured	data の欄に「*」が表示されます。
	- 次の 2種類のファイルが作成されます。
.fdt	 測定データ ( 適合試験データ )
.ini	 設定情報

・	 適合試験の測定データと簡易試験の測定データを含むファイル
	- 4.1 節の試験メニューの選択で簡易試験測定を選択し、規格簡易試験を実行した場合の
ファイルです。
	- ファイル情報の表示欄のMeasured	data の欄に「**」が表示されます。
	- 次の 2種類のファイルが作成されます。
.fdt	 測定データ ( 次の 2種類のデータが含まれています )
	 -	 簡易試験データ
	 -	 簡易試験の判定基準にした適合試験データ
.ini	 設定情報

電圧変動 / フリッカの測定データの保存
電圧変動 /フリッカ測定ソフトウェア IEC	61000-3-3、IEC	61000-3-11 を使って、WTから PC
に取り込んだ電圧変動 / フリッカの測定データをファイルに保存できます。このときに電圧
変動 /フリッカ測定ソフトウェアで設定したWT本体の電圧変動 /フリッカ測定の条件や、設
定情報もファイルに保存されます。
ファイル名 / 拡張子
保存を実行すると、同じファイル名で次の拡張子を持った 2種類のファイルが作成されます。
	 .fdt	 測定データ
	 .ini	 設定情報

ファイル名
ご使用の PCで定められている範囲で、ファイル名を設定できます。
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12.1　設定情報 / 測定データを保存する

設定情報の保存
オンラインモードのとき、本ソフトウェアで設定した次の各種設定情報をファイルに保存できま
す。
・	 測定条件と判定条件

	- IEC	61000-3-2 の場合 ▶ 7.3 節、7.4 節参照
	- IEC	61000-3-3 の場合 ▶ 8.3 節、8.4 節参照
	- IEC	61000-3-11 の場合 ▶ 9.3 節、9.4 節参照
	- IEC	61000-3-12 の場合 ▶ 10.3 節、10.4 節参照

・	 表示設定 ( 試験、解析 )：高調波測定の場合だけ
	- IEC	61000-3-2 のとき ▶試験：7-37	ページ、解析：7-71	ページ参照
	- IEC	61000-3-12 のとき ▶試験：10-22	ページ、解析：10-35	ページ参照

・	 トレンドグラフと CPF グラフの表示設定：電圧変動 /フリッカ測定の場合だけ
	- IEC	61000-3-3 のとき ▶トレンドグラフ：8.10 節、CPF グラフ：8.11 節参照
	- IEC	61000-3-11 のとき ▶トレンドグラフ：9.10 節、CPF グラフ：9.11 節参照

・	 報告書のタイトル /コメント (11.1 節参照 )
・	 電源を使用した場合は、電源の設定情報も保存されます。

ファイル名 / 拡張子
ご使用の PCで定められている範囲で、ファイル名を設定できます。
拡張子：	.ini
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12.2 測定データを CSV 形式で保存する

操 作
測定データが取得されている ( または読み込まれている ) ときに、次の測定データを CSV 形式で保
存できます。
・	 数値データ
・	 波形データ

Note
測定中は、測定データを CSV 形式で保存できません。

1. 	 CSV ファイルに保存するを選択します。

	 	

2. 	 保存する場所を指定してから、ファイル名ボックスにファイル名を入力します。
3. 	 保存をクリックします。測定データが CSV 形式で保存されます。

	 	

報告書タイトルと報告書コメントは
11.1 節で設定。
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12.2　測定データを CSV 形式で保存する

解 説
測定データが取得されている ( または読み込まれている ) ときに、測定データを CSV 形式で保存で
きます。CSV 形式ファイルにすると、PCの表計算ソフト ( たとえばMicrosoft	Excel) で開くことが
できます。

Note
CSV 形式で保存されたデータは、本ソフトウェアで読み込むことはできません。

ファイル名 / 拡張子
ご使用の PCで定められている範囲で、ファイル名を設定できます。
拡張子：.csv

CSV ファイル保存のとき、AutoNaming を使用しなかった場合、次のファイル名で保存されます。
“ファイル名のボックスに記述した文字列 ”	+	“_CSV”.csv

データの種類
測定対象の入力エレメントについて、以下のデータが保存されます
電圧値
電流値
有効電力
Φ ( 位相角 )
皮相電力
回路力率
FreqPLL
None( 空列 )
Uthd：電圧の THD
UthdG
UthdS
Ithd：電流の THD
IthdG
IthdS
ひずみ率 (P	THD)
Phi
FreqU
Thc
Pohc
電圧波形データ (8000 ポイント )
電流波形データ (8000 ポイント )

IEC	61000-3-2 高調波測定の場合、規格簡易試験の測定データを CSV 形式で保存すると、次の順で
保存されます。
・	 規格簡易試験の測定データ
・	 その判定基準とした規格適合試験の測定データ
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12.2　測定データを CSV 形式で保存する

データサイズ
次の条件の場合、生成されるファイルは約 18000 行、9	MB になります。
・	 規格適合試験
・	 結線方式：三相 4線式 400	V、50Hz 機器で、入力エレメント 1～ 3を測定
・	 測定時間：2分 30 秒

CSV 形式で保存した数値データを Excel で開いた例
・ IEC 61000-3-2 の場合

	

CSV出力形式のバージョン

保存した日時

対象データ

対象入力
エレメント

次数

測
定
デ
ー
タ
番
号

高調波測定値

・ IEC 61000-3-3 の場合

	

測定条件

限度値

エレメント判定 /全判定

観測期間ごとの測定値

観
測
期
間
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12.2　測定データを CSV 形式で保存する

・ IEC 61000-3-11 の場合

	

測定条件

限度値

エレメント判定 /全判定

観測期間ごとの測定値

観
測
期
間

・ IEC 61000-3-12 の場合

	

保存した日時

対象データ

対象入力
エレメント

次数

測
定
デ
ー
タ
番
号

高調波測定値
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第 13 章  

保守 ( トラブルシューティング )

この章では、以下について説明しています。
・	 困ったときのヒント
・	 エラーメッセージ
・	 ヘルプ機能
・	 バージョン情報

13.1 困ったときのヒント

PC 画面にメッセージが表示されているときは、「13.2　エラーメッセージ」をご覧ください。

症状と対処方法
USB を用いてWT本体と通信ができない。

USBドライバがWTシリーズ用になっているか、デバイスマネージャで確認してください。違っ
ている場合はUSB ドライバをWTシリーズ用に設定変更してください。
▶インストールマニュアル (IM	IS8000-04JA)、1.2 節参照

GP-IB を用いてWT本体と通信ができない。
NI( ナショナルインスツルメンツ ) 社製以外のGP-IB カードでは、通信機能が正常に動作しない
場合があります。NI 社製の GP-IB カードを使用してください (1.2 節参照 )。

測定が途中で止まってしまう。
PCの常駐ソフトウェアを終了してください。たとえばウィルスチェックのソフトウェアが、
本ソフトウェアと PCの通信データを頻繁にチェックするため、PCのパフォーマンスが著しく
低下することがあります。ウィルスチェックのソフトウェアを終了して PCをご使用になる場
合は、ウィルスに感染しないように十分に配慮されたネットワーク環境でご使用ください。
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13.2 エラーメッセージ

メッセージ 対処法
測定データが初期化されます。実行してよろしいで
すか。

	測定データを初期化する場合は、OKを選択してください。
測定データを初期化しない場合は、キャンセルを選択して
ください。

データ欠落が発生しましたので、測定を中断します。 	通信が途切れた可能性があります。接続ケーブル、ノイズ
等の確認をしてください。

接続中にエラーが発生しました。
設定をチェックしてください。

次のことを確認してください。
・	 WT 本体の電源は入っているか。
・	 	USB、GP-IB、イーサネットケーブルは正しく接続されて
いるか。

・	 USB の場合、USB ハブを使用していないか。
・	 	GP-IB の場合、同一システム内で固有のGP-IB アドレス
が設定されているか。またはWT本体と本ソフトウェ
アで設定したGP-IB アドレスは一致しているか。または
GP-IB 通信用のドライバが PCに正しくインストールさ
れているか。

・	 	イーサネットの場合、WT本体側と本ソフトウェア側の
IP アドレス、	ユーザー名、パスワードは一致しているか。

ピークオーバーです。設定をチェックしてください。電圧 /電流レンジが適正な値になっているかを確認してく
ださい。

周波数にエラーが発生しましたので、測定を中断し
ます。

設定周波数、電圧レンジを確認してください。

識別できないエラーが発生しましたので、測定を中
断します。

想定外のエラーが発生しました。

続行すると今のデータが破棄されます。
実行してよろしいですか。

今のデータを破棄する場合は、OKを選択してください。
今のデータを破棄しない場合は、キャンセルを選択してく
ださい。

書き込みができませんでした。 書き込み先のメディアを確認してください。
・	 メディアが存在しているか。
・	 メディアの空き容量が不足していないか。
・	 メディアがフォーマットされているか。
・	 メディアが書込禁止になっていないか。

0.0001 から 99999.9999 の範囲で指定してください。 設定しようとした値が設定可能範囲外です。
設定可能範囲内の値を再設定してください。0.01 から 999.99 の値の範囲で入力してください。

1.00 から 99.99 の値の範囲で入力してください。
0.10 から 99.99 の値の範囲で入力してください。
0:30 から 15:00 の値の範囲で入力してください。
1から 99999 の値の範囲で入力してください。
1から 99 の値の範囲で入力してください。
0.10 から 9.99 の値の範囲で入力してください。
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13.3 ヘルプ機能を使う

操 作

マニュアルを表示する
1.  ヘルプボタン	 	をマウスで右クリックします。

2． 	ユーザーズマニュアルを選択します。
	 Adobe	Acrobat	Reader が PC にインストールされている場合は、Adobe	Acrobat	Reader が起

動し、本ソフトウェアのユーザーズマニュアルの PDF ファイルが表示されます。

	 	

	 	

解 説

ヘルプ機能
本ソフトウェアのユーザーズマニュアルの PDF ファイルが、ヘルプ文書として表示されます。本
ソフトウェアの操作方法や用語を調べることができます。
*	 PDF ファイルを閲覧するには、Adobe	Acrobat	Reader など、PDF ファイルを閲覧できるソフトウェア
が必要です。
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13.3　ヘルプ機能を使う

最新のユーザーズマニュアルの表示
1. 	 最新のユーザーズマニュアルのPDFファイルを入手するには、次の当社Webページにある「ラ

イブラリ」または「ダウンロード」をクリックして、ライブラリのページに入ってください。
そこから本ソフトウェアのユーザーズマニュアルをダウンロードしてください。

https://tmi.yokogawa.com/jp/library/

2. 	 ダウンロードしたユーザーズマニュアルのファイル名を、次のファイル名に変更してから、
インスト―ルの際に指定した本ソフトウェアのインストール先フォルダにコピー ( 上書き ) し
てください。

	 ▶インストールマニュアル (IM	IS8000-04JA) 参照

ユーザーズマニュアルのファイル名：	 IMIS8000-63JA.pdf

3. 	 ヘルプメニューからユーザーズマニュアルを選択すると、最新の取り扱い情報を表示できま
す。

Note
・	 Adobe	Acrobat	Reader は、アドビシステムズ社のWebページからダウンロードできます。
・	 当社Web ページからダウンロードできる最新のユーザーズマニュアルは、本ソフトウェアの最新バー
ジョンに対応しています。必要に応じて本ソフトウェアをバージョンアップしてご使用ください。本ソ
フトウェアのバージョンアップ用プログラムは、上記の当社Webページからダウンロードできます。
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13.4 バージョン情報を見る

各ソフトウェアのバージョン情報は、インフォメーションエリアに表示されてます。

ソフトウェアのバージョン情報

Note
ソフトウェアのバージョンは、次のそれぞれのソフトウェアで異なります。
・	 IEC	61000-3-2 高調波測定ソフトウェア
・	 IEC	61000-3-3 電圧変動 /フリッカ測定ソフトウェア
・	 IEC	61000-3-11 電圧変動 /フリッカ測定ソフトウェア
・	 IEC	61000-3-12 高調波測定ソフトウェア
どれかのソフトウェアがバージョンアップされても、ほかのソフトウェアのバージョンが変わらないこと
があります。

本ソフトウェアの最新バージョンは、次の当社Webページでご確認ください。
	 https://tmi.yokogawa.com/jp/library/

本ソフトウェアのバージョンアップ用プログラムと最新のユーザーズマニュアル (13.3 節参照 ) は、上記の
当社Webページからダウンロードできます。
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第 14 章  

仕様

この章では、次の各ソフトウェアの仕様ついて説明しています。
・	 IEC	61000-3-2 高調波測定
・	 IEC	61000-3-3 電圧変動 /フリッカ測定
・	 IEC	61000-3-11 電圧変動 /フリッカ測定
・	 IEC	61000-3-12 高調波測定

14.1 IEC 61000-3-2 高調波測定

項目 仕様
ソフトウェア * 本ソフトウェアは、IEC または JIS 規格に従い、機器の高調波電流を測定し、規格に沿った判定結

果を表示 /保存できる高調波測定 /判定ソフトウェアです。実行ファイル名は、IEC61000.exe です。
利用できる測定器 * WT5000	( 形名：WT5000）
適用規格 * IEC	61000-3-2	第 3.0 版 :2005/A1:2008/A2:2009、IEC	61000-3-2	第 4.0	版 :2014、	

IEC	61000-3-2	第 5.0 版 :2018/A1:2020
・	 EN	61000-3-2:2006/A1:2009/A2:2009、EN	61000-3-2:2014、EN	61000-3-2:2019、	
EN	61000-3-2:2021

・	 IEC	61000-4-7	第 1.0 版 :1991、第 2.0 版 :2002、第 2.0 版の A1:2008
・	 EN	61000-4-7:1993、EN	61000-4-7:2002/A1:2009
・	 JIS	C	61000-3-2:2011、JIS	C	61000-3-2:2019
・	 JIS	C	61000-4-7:2007

機能 判定対象となる測定データ /波形データの取得と読み込み
・	 WT の測定条件の設定。
・	 オンライン上のWTからの測定データ /波形データの取得 ( オンラインモード )
・	 すでに保存されている測定データ /波形データの読み込み ( オフラインモード )
測定モード	*
・	 規格適合試験、規格簡易試験
	- オンラインモードのとき
WTから取得した測定データに対して、IEC または JIS に適合した高調波の測定 /判定。
	- オフラインモードのとき
ファイルから読み込んだ測定データに対して、IEC または JIS に適合した判定。

・	 試験プレビュー
オンラインモードのときだけ、WTで測定しながら高調波を数値リスト、バーグラフ、波形で観測。

規格・測定環境
IEC または JIS で規定されている対象機器のクラス分けや、各クラス内での判定条件を設定。

測定時間
測定開始から測定終了までの時間。
設定範囲：0時間 0分 1秒～ 24 時間 0分 0秒、1秒単位で設定。

報告書のタイトル /コメント
報告書のタイトルやコメントを設定。報告書のカラー /白黒、日本語 /英語の変更可。測定デー
タと一緒に保存 (PDF または BMP形式 )/ 印刷。

測定の開始 /終了
オンラインモードのときに測定開始可能。
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14.1　IEC 61000-3-2 高調波測定

項目 仕様
判定結果や測定データ /波形データの表示
規格適合試験のときにだけ、測定データが IEC または JIS の限度値内かの判定と、そのときの測
定データ /波形データを表示。
・	 全測定時間内の判定結果の表示
測定時間内のすべての高調波電流データに対して限度値内かを判定し、その結果を表示。

・	 高調波電流	リスト &グラフ表示
規格で対象となる次数ごとに、高調波電流の測定データと規格の限度値をリストとバーグラ
フで表示。

・	 高調波電流 /電圧 / 位相角のバーグラフ表示
次数ごとに、高調波の測定データをバーグラフで色別に表示。

・	 高調波電流 /電圧値 /位相角のリスト表示
次数ごとに、高調波の測定データを数値リストで色別に表示。

・	 トレンドグラフ表示
時間経過に伴う測定データの変動をグラフで表示。

・	 電圧 / 電流の波形表示
測定終了直後の波形 ( 約 2周期分 ) を表示。

・	 測定データの繰り返し性
ファイルに保存された高調波の測定データを比較し、測定データの差異をバーグラフと数値
リストで表示。同一製品で、測定されたデータ間の差異が、規格で定めている 5	％の範囲内
にあるか ( 繰り返し性 ) を判定可能。

・	 簡易試験の判定結果の表示
簡易試験の測定データが限度値内かを判定し、その結果を一括表示。

設定情報 /測定データ /波形データの保存と読み込み
・	 設定情報の保存と読み込み
測定環境の設定、測定時間、および報告書のタイトル /コメントの各種設定情報をファイルに保
存。保存された設定情報の読み込みも可能。

・	 測定データ /波形データの保存と読み込み
高調波の測定データ /波形データをファイルに保存。測定環境の設定、測定時間、および報告書
のタイトル /コメントなどの設定情報や、本ソフトウェアで設定したWT本体の高調波測定の条
件もファイルに保存。保存された測定データ、波形データ、高調波測定の条件および設定情報
の読み込みも可能。

・	 測定データ /波形データの CSV 形式での保存
高調波の測定データ /波形データを CSV 形式でファイルに保存。保存されたデータは、CSV 形
式に対応した PC上のアプリケーションソフトで読み込み可能。

報告書の保存と印刷
報告書を PDF または BMP形式でファイルに保存。印刷も可能。

動作に必要なシステム環境 1.2 節参照

*	 	WT5000 の測定における窓関数の幅 ( 測定区間 ) は IEC	61000-4-7 または JIS	C	61000-4-7 で規定された次の値です。

IEC61000-4-7 の版数 JIS C 61000-4-7 の版数 WT の窓関数 ( 測定区間 )
50 Hz 60 Hz

1.0 版 2007	JA 16 周期 (320	ms) 16 周期 (267	ms)
2.0 版 2007 10 周期 (200	ms) 12 周期 (200	ms)
2.0 版の A1 ------ 10 周期 (200	ms) 12 周期 (200	ms)
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14.1　IEC 61000-3-2 高調波測定

プレシジョンパワーアナライザ WT5000 と IEC の適合性
規格 EN	61000-3-2:2006/A2:2009(IEC	61000-3-2	第 3.0 版 :2005/A2:2009)、EN	61000-3-2:2014	
(IEC	61000-3-2	第 4.0 版 :2014)、	EN	61000-3-2:2019(IEC	61000-3-2	第 5.0 版 :2018)、		
EN	61000-3-2:2021(IEC	61000-3-2	第 5.0 版 :2018/A1:2020) では、測定器に対する要求事項は
EN	61000-4-7(IEC	61000-4-7) で規定されています。

WT5000 は、以下の EN	61000-4-7 での EN	61000-3-2:2006/A2:2009(IEC	61000-3-2	第 3.0 版 2005/
A2:2009)、EN	61000-3-2:2014	(IEC	61000-3-2	第 4.0 版 :2014)、EN	61000-3-2:2019	(IEC	61000-3-2	
第 5.0 版 :2018)、EN	61000-3-2:2021(IEC	61000-3-2	第 5.0 版 :2018/A1:2020) に関する項目に対し、
次の参照先に記述する範囲で規格適合しています。
・	 EN	61000-4-7:1993	(IEC	61000-4-7 第 1.0 版 :1991)
▶ 14-8	ページの「規格適合の範囲 ‒1」

・	 EN	61000-4-7:2002	(IEC	61000-4-7 第 2.0 版 :2002)
▶ 14-9	ページの「規格適合の範囲 ‒2」

・	 EN	61000-4-7:2002/A1:2009	(IEC	61000-4-7 第 2.0 版 :2002/A1:2008)
▶ 14-10	ページの「規格適合の範囲 ‒3」

プレシジョンパワーアナライザ WT5000 と JIS の適合性
規格 JIS	C	61000-3-2:2011 では、測定器に対する要求事項は JIS	C	61000-4-7 で規定されています。

WT5000 は、以下の JIS	C	61000-4-7 での JIS	C	61000-3-2:2011 に関する項目に対し、次の参照先に
記述する範囲で規格適合しています。
・	 JIS	C	61000-4-7:2007	( 付属書 JA)
▶ 14-8	ページの「規格適合の範囲 ‒1」

・	 JIS	C	61000-4-7:2007
▶ 14-9	ページの「規格適合の範囲 ‒2」

規格 JIS	C	61000-3-2:2019 では、測定器に対する要求事項は IEC	61000-4-7 で規定されています。

WT5000は、以下のIEC	61000-4-7でのJIS	C	61000-3-2:2019に関する項目に対し、14-10	ページの「規
格適合の範囲 ‒3」に記述する範囲で規格適合しています。
・IEC	61000-4-7	第 1.0 版 :1991
・IEC	61000-4-7	第 2.0 版 :2002/A1:2008
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14.2 IEC 61000-3-3 電圧変動 / フリッカ測定

項目 仕様
ソフトウェア 	本ソフトウェアは、IEC 規格に従い、電気・電子機器の電圧変動 /フリッカを測定し、規格に沿っ

た判定結果を表示・保存できる電圧変動 /フリッカ測定・判定ソフトウェアです。実行ファイル名
は、IEC61000.exe です。

利用できる測定器 WT5000	( 形名：WT5000）
適用規格 電圧変動 /フリッカ抑制規格

・	 IEC	61000-3-3	第 2.0 版 :2008、IEC	61000-3-3	第 3.0 版 :2013/A1:2017/A2:2021
・	 EN	61000-3-3:2008、	EN	61000-3-3:2013、	EN	61000-3-3:2013/A1:2019、	EN	61000-3-3:2013/A2:2021
フリッカメータ機	能と設計の仕様
・	 IEC	61000-4-15	第 1.1 版 :2003、IEC	61000-4-15	第 2.0 版 :2010
・	 EN	61000-4-15:1998/A1:2003、EN	61000-4-15:2011

機能 判定対象となる測定データの取得と読み込み
・	 WT の測定条件の設定
・	 オンライン上のWTからの測定データの取得 ( オンラインモード )
・	 すでに保存されている測定データの読み込み ( オフラインモード )
測定方法
・	 通常の電圧変動 /フリッカ測定
dc、dmax、d(t)、Tmax、Pst、Plt のすべての電圧変動 /フリッカ値を算出し、あらかじめ設定
された限度値と比較して総合判定。

・	 手動スイッチング dmax 測定
手動で EUT( 被試験機器 ) のスイッチをオン /オフにしたときの電圧変動 dmax、dc、Tmax を測
定し、これを 24 回行ったときの平均値を限度値と比較して判定。

規格・測定環境
IEC で規定されている電圧変動 /フリッカ測定および手動スイッチング dmax 測定における判定
条件を設定。

報告書のタイトル /コメントの設定
報告書のタイトルやコメントを設定。報告書のカラー /白黒、日本語 /英語の変更可。測定デー
タと一緒に保存 (PDF または BMP形式 )/ 印刷。

測定の開始 /終了
オンラインモードのときに測定開始可能。

数値判定表示
電圧変動 /フリッカ測定の測定データが、設定した限度値内かの判定結果と、そのときの測定デー
タを表示。

トレンドグラフ表示
・	 通常の電圧変動 /フリッカ測定のトレンドグラフを表示。(dc、	dmax、	d(t)、	Tmax、	idc、	idmax、	
id(t)、	iTmax、	IFS)

・	 手動スイッチング dmax 測定のトレンドグラフを表示。(dmax、	dc、	Tmax、	idmax、	idc、	iTmax)
CPF グラフ表示
通常の電圧変動 /フリッカ測定の CPF グラフを表示。

設定情報 /測定データの保存と読み込み
・	 設定情報の保存と読み込み
測定条件、判定条件、報告書のタイトル /コメントなどの各種設定情報をファイルに保存。保存
された設定情報の読み込みも可能。

・	 測定データの保存と読み込み
電圧変動 /フリッカの測定データをファイルに保存。上記の「設定情報」もファイルに保存。保
存された電圧変動 /フリッカの測定データ、設定情報の読み込みも可能。

・	 データの CSV 形式での保存
電圧変動 /フリッカの測定データを報告書の書式で CSV ファイルに保存。保存されたデータは、
PC上のアプリケーションソフトで読み込み可能。

報告書の保存と印刷
報告書を PDF または BMP形式でファイルに保存。印刷も可能。

動作に必要なシステム環境 1.2 節参照
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14.3 IEC 61000-3-11 電圧変動 / フリッカ測定

項目 仕様
ソフトウェア 本ソフトウェアは、IEC 規格に従い、電気・電子機器の電圧変動 /フリッカを測定し、規格に沿っ

た判定結果を表示・保存できる電圧変動 /フリッカ測定・判定ソフトウェアです。実行ファイル名
は、IEC61000.exe です。

利用できる測定器 WT5000	( 形名：WT5000）
適用規格 電圧変動 /フリッカ抑制規格

・	 IEC	61000-3-11 第 1.0 版 :2000、IEC	61000-3-11	第 2.0 版 :2017
・	 EN	61000-3-11:2000、EN	61000-3-11:2019
フリッカメータ機	能と設計の仕様
・	 IEC	61000-4-15	第 1.1 版 :2003、IEC	61000-4-15	第 2.0 版 :2010
・	 EN	61000-4-15:1998/A1:2003、EN	61000-4-15:2011

機能 判定対象となる測定データの取得と読み込み
・	 WT の測定条件の設定
・	 オンライン上のWTからの測定データの取得 ( オンラインモード )
・	 すでに保存されている測定データの読み込み ( オフラインモード )
測定方法
・	 通常の電圧変動 /フリッカ測定
dc、dmax、d(t)、Tmax、Pst、Plt のすべての電圧変動 /フリッカ値を算出し、あらかじめ設定
された限度値と比較して総合判定。

・	 手動スイッチング dmax 測定
手動でEUT(被試験機器)のスイッチをオン/オフにしたときの最大相対電圧変化dmaxを測定し、
これを 24 回行ったときの平均値を限度値と比較して判定。

規格・測定環境
IEC で規定されている電圧変動 /フリッカ測定および手動スイッチング dmax 測定における判定
条件を設定。

報告書のタイトル /コメントの設定
報告書のタイトルやコメントを設定。報告書のカラー /白黒、日本語 /英語の変更可。測定デー
タと一緒に保存 (PDF または BMP形式 )/ 印刷。

測定の開始 /終了
オンラインモードのときに測定開始可能。

数値判定表示
電圧変動 /フリッカ測定の測定データが、設定した限度値内かの判定結果と、そのときの測定デー
タを表示。

トレンドグラフ表示
・	 通常の電圧変動 /フリッカ測定のトレンドグラフを表示。(dc、	dmax、	d(t)、	Tmax、	idc、	idmax、	
id(t)、	iTmax、	IFS)

・	 手動スイッチング dmax 測定のトレンドグラフを表示。(dmax、	dc、	Tmax、	idmax、	idc、	iTmax)
CPF グラフ表示
通常の電圧変動 /フリッカ測定の CPF グラフを表示。

設定情報 /測定データの保存と読み込み
・	 設定情報の保存と読み込み
測定条件、判定条件、報告書のタイトル /コメントなどの各種設定情報をファイルに保存。保存
された設定情報の読み込みも可能。

・	 測定データの保存と読み込み
電圧変動 /フリッカの測定データをファイルに保存。上記の「設定情報」もファイルに保存。保
存された電圧変動 /フリッカの測定データ、設定情報の読み込みも可能。

・	 データの CSV 形式での保存
電圧変動 /フリッカの測定データを報告書の書式で CSV ファイルに保存。保存されたデータは、
PC上のアプリケーションソフトで読み込み可能。

報告書の保存と印刷
報告書を PDF または BMP形式でファイルに保存。印刷も可能。

動作に必要なシステム環境 1.2 節参照
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14.4 IEC 61000-3-12 高調波測定

項目 仕様
ソフトウェア * 本ソフトウェアは、IEC 規格に従い、機器の高調波電流を測定し、規格に沿った判定結果を表示 /

保存できる高調波測定 /判定ソフトウェアです。実行ファイル名は、IEC61000.exe です。
利用できる測定器 * WT5000	( 形名：WT5000）
適用規格 * IEC	61000-3-12: 第 1.0 版 :2004、第 2.0 版 :2011

EN	61000-3-12:2005、EN	61000-3-12:2011
IEC	61000-4-7: 第 2.0 版 :2002/A1:2008
EN	61000-4-7:1993、EN	61000-4-7:2002/A1:2009

機能 判定対象となる測定データ /波形データの取得と読み込み
・	 WT の測定条件の設定。
・	 オンライン上のWTからの測定データ /波形データの取得 ( オンラインモード )。
・	 すでに保存されている測定データ /波形データの読み込み ( オフラインモード )。
測定モード	*
・	 規格適合試験
オンラインモードのとき
WTから取得した測定データに対して、「IEC	61000-3-12」に適合した高調波の測定 /判定。

オフラインモードのとき
ファイルから読み込んだ測定データに対して、「IEC	61000-3-12」に適合した判定。

・	 高調波プレビュー
オンラインモードのときだけ、WTで測定しながら高調波の変動を数値リストで観測。

・	 波形プレビュー
オンラインモードのときだけ、WTで測定しながら測定波形を観測。

規格・測定環境
「IEC	61000-3-12」で規定されている判定条件を設定。
測定時間
測定開始から測定終了までの時間。
設定範囲：0時間 0分 1秒～ 24 時間 0分 0秒、1秒単位で設定。

報告書のタイトル /コメント
報告書のタイトルやコメントを設定。報告書のカラー /白黒、日本語 /英語の変更可。測定デー
タと一緒に保存 (PDF または BMP形式 )/ 印刷。

測定の開始 /終了
オンラインモードのときに測定開始可能。

判定結果や測定データ /波形データの表示
規格適合試験のときにだけ、測定データが「IEC	61000-3-12」の限度値内かの判定と、そのとき
の測定データ /波形データを表示。
・	 全測定時間内の判定結果の表示
測定時間内のすべての高調波電流データに対して限度値内かを判定し、その結果を表示。

・	 Ih/Iref リスト &グラフ表示
規格で対象となる次数ごとに、Ih/Iref の測定データと規格の限度値をリストとバーグラフで
表示。

・	 Rsce	リスト &グラフ表示
規格で対象となる次数ごとに、Rsce の測定データと規格の限度値をリストとバーグラフで表
示。

・	 高調波電流 /電圧 / 位相角のバーグラフ表示
次数ごとに、高調波の測定データをバーグラフで色別に表示。

・	 高調波電流 /電圧値 /位相角のリスト表示
次数ごとに、高調波の測定データを数値リストで色別に表示。

・	 トレンドグラフ表示
時間経過に伴う測定データの変動をグラフで表示。	

・	 電圧 / 電流の波形表示
測定終了直後の波形 ( 約 2周期分 ) を表示。

・	 測定データの繰り返し性
ファイルに保存された高調波の測定データを比較し、測定データの差異をバーグラフと数値
リストで表示。同一製品で、測定されたデータ間の差異が、規格で定めている 5	％の範囲内
にあるか ( 繰り返し性 ) を判定可能。
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14.4　IEC 61000-3-12 高調波測定

項目 仕様
設定情報 /測定データ /波形データの保存と読み込み
・	 設定情報の保存と読み込み
測定環境の設定、測定時間、および報告書のタイトル /コメントの各種設定情報をファイルに保
存。保存された設定情報の読み込みも可能。

・	 測定データ /波形データの保存と読み込み
高調波の測定データ /波形データをファイルに保存。測定環境の設定、測定時間、および報告書
のタイトル /コメントなどの設定情報や、本ソフトウェアで設定したWT本体の高調波測定の条
件もファイルに保存。保存された測定データ、波形データ、高調波測定の条件および設定情報
の読み込みも可能。

・	 測定データ /波形データの CSV 形式での保存
高調波の測定データ /波形データを CSV 形式でファイルに保存。保存されたデータは、CSV 形
式に対応した PC上のアプリケーションソフトで読み込み可能。

報告書の保存と印刷
報告書を PDF または BMP形式でファイルに保存。印刷も可能。

動作に必要なシステム環境 1.2 節参照

*	 	WT5000の測定における窓関数の幅 (測定区間 )は IEC	61000-4-7	2.0版または2.0版のA1の場合、で規定された200	ms	(50	Hz
で 10 波、60	Hz で 12 波 ) です。

プレシジョンパワーアナライザ WT5000 と IEC の適合性
規格 EN	61000-3-12:2011(IEC	61000-3-12 第 2.0 版 ) では、	測定器に対する要求事項は EN	61000-4-7	
(IEC	61000-4-7) で規定されています。
WT5000 は、この EN	61000-4-7 の EN	61000-3-12:2011(IEC	61000-3-12 第 2.0 版 ) に関する項目に
対し、14-9	ページの「規格適合の範囲 ‒2」、14-10	ページの「規格適合の範囲 ‒3」に記述する範囲
で規格適合しています。
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14.5 WT と高調波の規格との適合性

規格適合の範囲 –1
EN 61000-4-7:1993 (IEC 61000-4-7 第 1.0 版 :1991) および JIS C 61000-4-7:2007 ( 付属書 JA) について

項目
EN 61000-4-7:1993
IEC 61000-4-7 第 1.0 版 :1991
JIS C 61000-4-7:2007 ( 付属書 JA)

WT5000 規格適合の可否

電流測定誤差 許容限度値の 5	%または定格電流 Ir
の 0.15	%	Ir の大きい方

基本周波数 60	Hz の 40 次の周波数 直接入力のとき、左欄の
範囲で適合クレストファクター 3のとき、

0.3	%	of	reading+0.05	%	of	range
→		入力レンジの 1.1%以上の限度値
で、5	%以内の誤差

クレストファクター 6のとき、
0.3	%	of	reading+0.1	%	of	range
→		入力レンジの 2.2%以上の限度値
で、5	%以内の誤差

2.4	kHz での確度 ( 直接入力 )
電流入力回路の	
計器損失

電圧降下 0.15	V 以下 計器損失　約 6.5	mΩ＋約 0.3	µH 1 次が約 23	Apk まで	
適合

電流入力回路の	
クレストファクター

3 3 または 6 適合
オーバーロードの表示が必要 オーバーロード表示あり

電流入力回路の	
レンジ構成および	
耐過大入力

直接入力レンジ：	
0.1、	0.2、	0.5、	1、	2、	5、	10、	16	A の	
レンジが望ましい

0.5、	1、	2、	5、	10、	20、	30	A レンジ	
( クレストファクター 3のとき )

左欄の範囲で適合精度良
く測定するにはクレスト
ファクター、レンジ選択
に注意してください。

0.25、	0.5、	1、	2.5、	5、	10、	15	A レンジ	
( クレストファクター 6のとき )

外部センサー用レンジ：	
0.1	V から 10	V が適当

0.05、	0.1、	0.2、	0.5、	1、	2、	5、	10	V	
( クレストファクター 3のとき )
0.025、	0.05、	0.1、	0.25、	0.5、	1、	2.5、	5	V	
( クレストファクター 6のとき )

過大入力はレンジの 1.2 倍 ( 連続 )、
10 倍 (1 秒 )

直接入力
ピーク値が 90	A または実効値が
33	A のどちらか低い方 ( 連続 )
ピーク値が 150	A または実効値が
50	A のどちらか低い方 (1 秒 )

外部センサー入力
ピーク値がレンジの 5倍または	
25	V のどちらか低い方 ( 連続 )
ピーク値がレンジの 10 倍または
25	V のどちらか低い方 (1 秒 )

アンチエリアシング	
フィルター

50	dB 以上 8	kHz 以下に対して 50	dB 以上 適合

窓関数の形 レクタンギュラ レクタンギュラ 適合
窓幅 16 周期 (50	Hz、60	Hz) 16 周期 (50	Hz、60	Hz) 適合
サンプリング周波数と	
基本周波数の相対偏差

± 0.03	% 以内 ± 0.03	% 以内 適合

中間高調波の	
グルーピング

不要 グルーピング機能なし 適合

スムージング 時定数 1.5 秒 時定数 1.5 秒 適合
スムージング	
フィルター係数	
( 窓幅：200	ms)

SUM A

Z-1B

1

A 6.145.206
B 5.144.206

60Hz50Hz

SUM A

Z-1B

1

A 6.145.206
B 5.144.206

60Hz50Hz

適合

一般仕様 温度、湿度、電源電圧、コモンモー
ド電圧、静電気、放射電磁界の影響
を規定していること

一般仕様の項目を参照 一般仕様の範囲で適合
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14.5　WT と高調波の規格との適合性

規格適合の範囲 –2
EN 61000-4-7:2002 (IEC 61000-4-7 第 2.0 版 :2002) および JIS C 61000-4-7:2007 について

項目
EN 61000-4-7:2002
IEC 61000-4-7 第 2.0 版 :2002
JIS C 61000-4-7:2007

WT5000 規格適合の可否

電流測定誤差 許容限度値の 5	%または定格電流 Ir
の 0.15	%	Ir の大きい方

基本周波数 60	Hz の 40 次の周波数 直接入力のとき、左欄の
範囲で適合クレストファクター 3のとき、

0.3	%	of	reading+0.05	%	of	range
→		入力レンジの 1.1%以上の限度値
で、5%以内の誤差

クレストファクター 6のとき、
0.3	%	of	reading+0.1	%of	range
→		入力レンジの 2.2	% 以上の限度値
で、5	%以内の誤差

2.4	kHz での確度 ( 直接入力 )
電流入力回路の	
計器損失

電圧降下 0.15	Vrms 以下 計器損失　約 6.5	mΩ＋約 0.3	µH 1 次が約 23	Arms まで	
適合

電流入力回路の	
クレストファクター

5	Arms レンジ以下：4 3 または 6 適合
10	Arms レンジ以下：3.5 オーバーロード表示あり
10	Arms を超えるレンジ：2.5
オーバーロードの表示が必要

電流入力回路の	
レンジ構成および	
耐過大入力

直接入力レンジ：	
0.1、	0.2、	0.5、	1、	2、	5、	10、	20、	50、	
100	A のレンジが望ましい

0.5、	1、	2、	5、	10、	20、	30	A レンジ	
( クレストファクター 3のとき )

左欄の範囲で適合精度良
く測定するにはクレスト
ファクター、レンジ選択
に注意してください。

0.25、	0.5、	1、	2.5、	5、	10、	15	A レンジ	
( クレストファクター 6のとき )

外部センサー用レンジ：	
0.1	V から 10	V が適当

0.05、	0.1、	0.2、	0.5、	1、	2、	5、	10	V	
( クレストファクター 3のとき )
0.025、	0.05、	0.1、	0.25、	0.5、	1、	2.5、	5	V	
( クレストファクター 6のとき )

過大入力はレンジの 1.2 倍 ( 連続 )、
10 倍 (1 秒 )

直接入力
ピーク値が 90	A または実効値が
33	A のどちらか低い方 ( 連続 )
ピーク値が 150	A または実効値が
50	A のどちらか低い方 (1 秒 )

外部センサー入力
ピーク値がレンジの 5倍または	
25	V のどちらか低い方 ( 連続 )
ピーク値がレンジの 10 倍または
25	V のどちらか低い方 (1 秒 )

アンチエリアシング	
フィルター

50	dB 以上 10k	Hz 以下に対して 50	dB 以上 適合

窓関数の形 レクタンギュラ レクタンギュラ 適合
窓幅 10 周期 (50	Hz)/12 周期 (60	Hz) 10 周期 (50	Hz)/12 周期 (60	Hz) 適合
サンプリング周波数と	
基本周波数の相対偏差

± 0.03	% 以内 ± 0.03	% 以内 適合

中間高調波の	
グルーピング

必要 グルーピング機能あり 適合

スムージング 時定数 1.5 秒 時定数 1.5 秒 適合
スムージング	
フィルター係数	
( 窓幅：200	ms)

SUM 8.012

Z-17.012

1 SUM 8.012

Z-17.012

1
適合

一般仕様 温度、湿度、電源電圧、コモンモー
ド電圧、静電気、放射電磁界の影響
を規定していること

一般仕様の項目を参照 一般仕様の範囲で適合
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14.5　WT と高調波の規格との適合性

規格適合の範囲 –3
EN 61000-4-7:2002/A1:2009 (IEC 61000-4-7 第 2.0 版 :2002/A1:2008) について

項目 EN 61000-4-7:2002/A1:2009
IEC 61000-4-7 第 2.0 版 :2002/A1:2008 WT5000 規格適合の可否

電流測定誤差 許容限度値の 5	%または定格電流 Ir
の 0.15	%	Ir の大きい方

基本周波数 60	Hz の 40 次の周波数 直接入力のとき、左欄の
範囲で適合クレストファクター 3のとき、	

0.3	%	of	reading+0.05	%	of	range
→		入力レンジの 1.1%以上の限度値
で、5	%以内の誤差

クレストファクター 6のとき、
0.3	%	of	reading+0.1	%	of	range
→		入力レンジの 2.2%以上の限度値
で、5	%以内の誤差

2.4	kHz での確度 ( 直接入力 )
電流入力回路の	
計器損失

電圧降下 0.15	Vrms 以下 計器損失　約 6.5	mΩ＋約 0.3	µH 1 次が約 23	Arms まで	
適合

電流入力回路の	
クレストファクター

5	Arms レンジ以下：4 3 または 6 適合
10	Arms レンジ以下：3.5 オーバーロード表示あり
10	Arms を超えるレンジ：2.5
オーバーロードの表示が必要

電流入力回路の	
レンジ構成および	
耐過大入力

直接入力レンジ：	
0.1、	0.2、	0.5、	1、	2、	5、	10、	20、	50、	
100	A のレンジが望ましい

0.5、	1、	2、	5、	10、	20、	30	A レンジ	
( クレストファクター 3のとき )

左欄の範囲で適合精度良
く測定するにはクレスト
ファクター、レンジ選択
に注意してください。

0.25、	0.5、	1、	2.5、	5、	10、	15	A レンジ	
( クレストファクター 6のとき )

外部センサー用レンジ：	
0.1	V から 10	V が適当

0.05、	0.1、	0.2、	0.5、	1、	2、	5、	10	V	
( クレストファクター 3のとき )
0.025、	0.05、	0.1、	0.25、	0.5、	1、	2.5、	5	V	
( クレストファクター 6のとき )

過大入力はレンジの 1.2 倍 ( 連続 )、
10 倍 (1 秒 )

直接入力
ピーク値が 90	A または実効値が
33	A のどちらか低い方 ( 連続 )
ピーク値が 150	A または実効値が
50	A のどちらか低い方 (1 秒 )

外部センサー入力
ピーク値がレンジの 5倍または	
25	V のどちらか低い方 ( 連続 )
ピーク値がレンジの 10 倍または
25	V のどちらか低い方 (1 秒 )

アンチエリアシング	
フィルター

50	dB 以上 10	kHz 以下に対して 50	dB 以上 適合

窓関数の形 レクタンギュラ レクタンギュラ 適合
窓幅 10 周期 (50	Hz)/12 周期 (60	Hz) 10 周期 (50	Hz)/12 周期 (60	Hz) 適合
サンプリング周波数と	
基本周波数の相対偏差

± 0.03	% 以内 ± 0.03	% 以内 適合

中間高調波の	
グルーピング

必要
*	ただし 2次以上を対象

グルーピング機能あり
*	2 次以上を対象

適合

スムージング 時定数 1.5 秒 時定数 1.5 秒 適合
スムージング	
フィルター係数	
( 窓幅：200	ms)

SUM 8.012

Z-17.012

1 SUM 8.012

Z-17.012

1
適合

一般仕様 温度、湿度、電源電圧、コモンモー
ド電圧、静電気、放射電磁界の影響
を規定していること

一般仕様の項目を参照 一般仕様の範囲で適合
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