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変更票User’s
Manual

Model 253102/253103
WT2030
ディジタルパワーメータ

お手数ですが，お手元のユーザーズマニュアルIM253102-01Jを下記のように変更してお使いください。

■ BCP(ベストコンディションプラン)契約について

2006年10月1日以降にBCP契約付きでご購入いただいた製品を対象に、BCPサービスをご提供させていただきま
す。BCPサービスを受けるためには、ホームページからお客様登録していただく必要があります。
BCP契約付き製品をご購入いただいたお客様には、製品とは別に「登録ガイド」をお送りいたします。
「登録ガイド」には、お客様登録に必要な情報が記載されていますので、ガイドに従って登録いただきますよう、
お願いいたします。
登録していただいたお客様に、BCPサービスに必要な「サービスガイド」をお送りいたします。
万一、「登録ガイド」または「サービスガイド」がお手元に届かない場合は、お買い求め先にお問い合わせくださ
い。

標準の製品には3年契約、1年定期校正のBCPが付いています。
標準以外のBCPには、次の種類があります。

仕様コード 仕様内容

/7A BCP 単年契約　1年定期校正付き
/7C BCP 5年契約　1年定期校正付き
/7D BCP 単年契約　6ヶ月定期校正付き
/7E BCP 3年契約　6ヶ月定期校正付き
/7F BCP 5年契約　6ヶ月定期校正付き
/7N BCP契約なし

■ 2ページ 「仕様コード(SUFFIX)」

仕様コード 仕様内容

･･･････････ ････････････････････
-R AS規格電源コード
-J BS規格電源コード
-H GB規格電源コード(CCC対応)

/B5 プリンタ内蔵
･･･････････ ････････････････････

■ 3ページ 「付属品の確認」

番号 品名 部品番号 数量 備考

････････････････････････････････････････････････････････････
2 予備ヒューズ(本体ヒューズホルダに装着) A1114EF 1 100V/200V共通(250V，5A)
････････････････････････････････････････････････････････････

1（仕様に合わせてどれか一本付属します）
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■ 4ページ 「シンボルマーク」

■本機器には，次のようなシンボルマークを使用しています。
“取扱注意”(人体および機器を保護するために， ON(電源)
ユーザーズマニュアルやサービスマニュアルを参
照する必要がある場所に付いています。)
････････････････････ ････････････････････
････････････････････ ････････････････････
保護接地端子。安全にご使用いただくため，測定 機能接地端子。保護接地端子として使
する電流が7A(実効値)を超える場合は，測定する 用しないでください。
電流以上の電流を流すことが可能なケーブルまた
は導体を使って，本機器を操作する前に必ず保護
接地してください。保護接地端子は，2004年1月以
降出荷の製品のリアパネルに装備されています。
保護接地端子が装備されている製品には，機能接
地端子は装備されておりません。

■ 4ページ

使用環境に制限があります。ご注意ください。

注　　意

本製品はクラスＡ(工業環境用)の製品です。家庭環境においては，無線妨害を生ずることがあ
り，その場合には使用者が適切な対策を講ずることが必要となることがあります。

■ 1-6ページ 「リアパネル」

機能接地端子 

機能上の目的でする接地の場合に使用

保護接地端子 

安全にご使用いただくため，測定する電流が7A(実効値)を超える場合は，測定する電流以上の電流を流すことが可
能なケーブルまたは導体を使って，本機器を操作する前に必ず保護接地してください。保護接地端子は，2004年1
月以降出荷の製品のリアパネルに装備*されています。
* 保護接地端子が装備されている製品には，機能接地端子は装備されておりません。詳細については，お買い求
め先にお問い合わせください。

■ 3-1ページ 「警告」
・危険防止のため，測定用導線を接続する前には，必ず保護接地を下記の方法で行ってください。
本機器に付属の電源コードは，接地線のある3極電源コードです。電源コードを保護接地端子のあ
る3極電源コンセントに接続してください。3極-2極変換アダプタ(日本国内でのみ使用可)を使用す
る場合は，アース線を必ずコンセント保護接地端子に接続してください。

・安全にご使用いただくため，測定する電流が7A(実効値)を超える場合は，測定する電流以上の電流
を流すことが可能なケーブルまたは導体を使って，本機器を操作する前に必ず保護接地してくださ
い。保護接地端子は，2004年1月以降出荷の製品のリアパネルに装備*されています。
* 保護接地端子が装備されている製品には，機能接地端子は装備されておりません。詳細について
は，お買い求め先にお問い合わせください。

・測定対象を接続する場合は，必ず測定対象の電源をOFFにしてください。測定対象の電源をONに
したままの状態で，接続用導線を接続したり，切り離したりすることは大変危険です。

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････

■ 3-1ページ 「Note」
Note
････････････････････････････････････････････････････････････
・対地静電容量を少なくするために，接続用導線は接地線および本体のケースからできる限り離して接続してください。
・三相不平衡の回路で，皮相電力や無効電力を正しく測定するには，3電圧3電流計法(3V3A)で測定されることをおすす
めします。

■ 3-5ページ 「Noteを追加」
Note

三相不平衡の回路で，皮相電力や無効電力を正しく測定するには，3電圧3電流計法(3V3A)で測定されることをおすす
めします。

警   告 
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■ 3-8ページ 「Note」
Note
････････････････････････････････････････････････････････････
・PTまたはCTを使用する場合は，その周波数特性および位相特性が測定値に影響しますのでご注意ください。
・三相不平衡の回路で，皮相電力や無効電力を正しく測定するには，3電圧3電流計法(3V3A)で測定されることをおすす
めします。

・本節では，安全のため，PTやCTの二次側のコモン端子(＋/－端子)を接地した結線図を示しています。

■ 3-11ページ「Note」
Note
････････････････････････････････････････････････････････････
・外部シャントを配線する場合は，測定電流による磁界の影響をできるだけ少なくするため，シャント両端に接続される
配線がつくる面積をできるだけ小さくして配線してください。これは配線がつくる面積内に入る磁力線によって影響を
受けるからです。またこれは同時に外部ノイズによる影響を軽減することになります。

・三相不平衡の回路で，皮相電力や無効電力を正しく測定するには，3電圧3電流計法(3V3A)で測定されることをおすす
めします。

・コモンモード電圧の影響を受けないためには，外部シャントを電源接地側に接続してください。非接地側に接続した場
合には，コモンモード電圧による影響を受けますのでご注意ください。

････････････････････････････････････････････････････････････

■ 4-3ページ 「代表的な周期波形と電圧・電流測定モードによる指示値の差」

名称

測定モード

波形

実効値 平均値整流 平均値整流
実効値校正

単純平均

正弦波

RMS ― MEAN DC

Ep

2

2

π
・Ep

Ep

2π0 2π
Ep

0

表示

: : : : : :

■ 4-4ページ 「警告」
安全にご使用いただくため，測定する電流が7A(実効値)を超える場合は，測定する電流以上の電流を
流すことが可能なケーブルまたは導体を使って，本機器を操作する前に必ず保護接地してください。
保護接地端子は，2004年1月以降出荷の製品のリアパネルに装備*されています。
* 保護接地端子が装備されている製品には，機能接地端子は装備されておりません。詳細について
は，お買い求め先にお問い合わせください。

■ 4-5ページ 「マニュアルレンジ設定とオートレンジ設定」
Note
・オートレンジ設定で，パルス状の波形のようにクレストファクタが大きい波形が入力された場合，レンジが一定に保た
れないことがあります。この場合は，マニュアルレンジ設定で使用してください。

・PWM(Pulse Width Modulation)インバータ波形のような，パルス状の波形を含む入力信号をフィルタを通して測定す
る場合，フィルタをOFFにして，入力信号のピーク値がピークオーバ(ピークオーバ表示LEDが点灯する)にならないレ
ンジを設定してください。フィルタのカットオフ周波数よりも高い周波数のパルス状の波形を含む入力信号の場合，設
定したレンジによっては，入力信号のピーク値を正常に検出できない場合があります。特にオートレンジをお使いの場
合，正常にレンジ設定されず，正確に測定できない場合があります。

・測定データがないとき(ディスプレイが「ｰｰｰｰｰｰ」表示のとき)は，オートレンジ設定をしていても，自動的にレンジの
移動を行いません。

････････････････････････････････････････････････････････････

■ 12-9ページ　「●その他の項目の場合」
・ 電圧，電流，電力の測定値がそれぞれのレンジの定格値のとき，D/A出力は 5Vになります。たとえば，D/A出力項目が電力
で，電圧レンジ100V/電流レンジ1Aに設定されている場合，電力の測定値が100Wのとき，D/A出力が5Vになります。また，
D/A出力項目が高調波電流3次成分で，電流レンジ5Aに設定されている場合，高調波電流3次成分の測定値が5Aのとき，D/A
出力は5Vになります。

・ 力率(PF)および位相角(deg)は，±5.0Vを超えて出力されません。エラー発生時には，約±7.5Vを出力します。
･･････････････････････････････

警   告 
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■ 15-4ページ　「使用ヒューズ定格」

最大定格電圧 最大定格電流 タイプ 規格 部品番号

250V 5A タイムラグ UL/VDE認定 A1114EF

■ 16-1ページ　「確度」
電圧／電流項　目 電　力

有効入力範囲
定格入力値の10から110% （定格入力値の110～130%
の確度は，読み値誤差×1.5）

: : :

: : :

■ 16-3ページ　「一般仕様」

一般仕様
･･････････
エミッション* : 適合規格： EN61326-1 Class A

EN55011  Class A，Group 1
本製品はクラスA(工業環境用)の製品です。
･･････････････････････････････

イミュニティー* : 適合規格： EN61326-1 Table 2 (工業立地用)
･･････････････････････････････

安全規格* : 適合規格： EN61010
・過電圧カテゴリⅡ
・測定カテゴリⅡ
・汚染度2

* 1997年1月以降に製造され，CEマークが付いている製品に適用します。それ以前の製品については，お買い求め先にお問い合わせください。


