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安全にご使用いただくために
本器は、専門知識のある方がご使用いただくことを前提に開発された 
製品です。本器を正しく安全に使用していただくため、本器の操作に 
あたっては下記以降の注意事項を必ずお守りください。
このマニュアルで指定していない方法で使用すると、本器の保護機能が 
損なわれることがあります。このマニュアルは製品の一部として重要な 
内容を含んでいます。本器を廃棄するまで、本器を使用するときに 
すぐご覧になれるところに、このマニュアルを大切に保存してください。
なお、これらの注意に反したご使用により生じた障害については、 
YOKOGAWA は責任と保証を負いかねます。
本器および取扱説明書には、安全に使用していただくために 
次のシンボルマークを使用しています。

“取扱いに注意” を示しています。
人体および機器を保護するため、取扱説明書を参照する 
必要がある場合に付いています。

警告 回避しないと、使用者が死亡または重傷を負う危険が 
想定される場合に使用します。

注意 回避しないと、使用者が軽傷を負う危険が想定される 
場合、または製品などの機器に物理的障害が発生する 
可能性が想定される場合に使用します。

測定カテゴリで示された回路 - 大地間定格電圧以下であれば、 
危険な活線状態の裸導線でもクランプ（着脱）可能な 
安全設計であることを示しています。
二重絶縁または強化絶縁で保護されていることを示して 
います。
交流 (AC) を示しています。
直流 (DC) を示しています。
アースを示しています。

■ 感電など、使用者の生命や身体に危険が及んだり、 
機器損傷の恐れがあるため、次の事項をお守りください。

警告  

● 本器は、電流を測定するクランプテスタです。
 これらの用途以外には使用しないでください。
● 外観に異常が見られる場合は、本器を使用しないでください。
 （本器のケース、電池カバー、表示パネル、ラベルなどが損傷または 

外れている場合は、絶対に使用しないでください。）
● バリアは導線への接触を防ぐためのものです。
 使用の際は、指先などがバリアを越えることのないよう注意して 

ください。
● 電池交換の場合には、測定導体より外してから行ってください。
● 雨または湿気などの水滴が付着した状態での使用や、 

濡れた手での操作は行わないでください。
● 感電事故を防ぐため、使用の際は電気用ゴム手袋などの 

「安全保護具」を着用することをおすすめします。
● 可燃性、爆発性のガスまたは雰囲気の場所で使用しないでください。
● 電池の交換のとき以外は、ケースを開けないでください。
 当社のサービスマン以外は、本器のケースの取り外し、分解または 

改造をしないでください。お客様による修理はたいへん危険ですので 
おやめください。内部の点検および調整は、当社または販売代理店に 
お問い合わせください。

警告  

本器の最大許容入力は 62 Arms、回路 - 大地間定格電圧は 
AC300 Vrms です。
これを超えると本器を損傷するだけでなく人体に障害を与える危険が 
ありますので、絶対に印加しないでください。
安全規格は、仕様を参照してください。

注意  

本器は家庭用 (Class B) 電磁波適合機器です。

注意  

● 周囲に雑音を発生する装置のある場所や急激な温度変化のある場所 
では使用しないでください。

 表示が不安定になったり誤差の原因となることがあります。
● 本器をベンジンやシンナーなどの有機溶剤で拭かないでください。
 パネル面を傷つけたり変色することがあります。
 清掃時は、乾いた布で拭くようにしてください。
● 直射日光が当たる場合や車内など高温多湿の場所に長時間置かないで 

ください。
● 長期間ご使用にならないときは、電池を取り出して保管してください。

注意  

● ジョー部は精密なセンサのため、使用の際は強い衝撃や振動、 
無理な力を与えないでください。

● ジョーの先端部にごみなどが入った場合は、直ちにごみを取り除いて 
ください。そのままの状態でジョーを閉じますとセンサを破損する 
原因となります。

■ 測定カテゴリについて

警告  

本器の測定カテゴリは III です。
本器を測定カテゴリ IV で使用しないでください。

測定カテゴリ 説　明 備考
O
(None, Other)

主電源に直接接続しないその他の回路 
です。

主電源から供給 
されない回路など

CAT II
低電圧設備に直接接続された回路上で 
実施する測定のためのものです。

家電機器、 
携帯工具など

CAT III
建造物設備内で実施する測定のための 
ものです。

配電盤、 
回路遮断器など

CAT IV
低電圧設備への供給源で実施する測定 
のためのものです。

架空線、 
ケーブル系など

1. 各部の説明
1.1 LCD 表示部（全点灯時）

1.2 30031A 本体
1) ジョー部： 電流検出用の精密センサです。
2) ジョー開閉レバー： ジョーを開閉するレバーです。
3) 表示部：
 測定値 ( ディジタル／バーグラフ )、単位、各機能表示および 

電池電圧低下 ( “  ” 表示 ) を表示します。
4) mA/A 切換キー：電流レンジ（単位）を選択します。(mA/A)
5) DATA HOLD キー：
 測定した値を保持します。
 キーを押すと ( 表示部に “  ” が表示されます。)、 

表示値を保持します。
 再度キーを押すと解除されます。( “  ” 表示が消えます。)
6) POWER キー：
 本器の電源スイッチです。キーを押すと電源が入ります。
7) 電池収納部： 電池が収納されています。
8) バリア： 導線への接触を防ぐためのものです。

1) ジョー部

2) ジョー
開閉レバー

7) 電池
収納部

4) mA/A
切換キー

6) POWER
キー

5) 
DATA HOLD
キー

3) 表示部

携帯用ストラップ

8) バリア

2. オートパワーオフ機能
2.1 オートパワーオフが設定されている場合
・ “AUTO OFF” が表示されています。
・ 約 10 分キー操作がない場合，自動的に電源が切れます。 

オートパワーオフする約 15 秒前に警告のブザーが鳴ります。
・ 警告中にいずれかのキーを操作するとオートパワーオフの時間が 

延長されます。

2.2 オートパワーオフ機能を使用しない場合
 （オートパワーオフ機能の解除）

・ 電源を OFF します。
・ DATA HOLD キーを押しながら POWER キーを同時に 2 秒以上 

押して電源を ON します。
 ブザーが鳴りオートパワーオフ機能が解除されます。
 （“AUTO OFF” 表示が消えます。）
 オートパワーオフの機能を解除して使用する場合は、 

電池の消耗に注意してください。

2.3 オートパワーオフ機能の復帰
・ 電源を OFF します。
・ 電源を ON します。オートパワーオフ機能に復帰します。
 （“AUTO OFF” が表示されます。）

3. 測定方法
3.1 測定を始める前に

● 本器のケース、電池カバー、表示パネル、ラベルなどに 
異常がないことを確認してください。

● 電池カバーが正確に閉まった状態であることを確認してください。

3.2 交流電流測定 (mA/A)
1. POWER キーを押して電源を入れます。
2. 開閉レバーを押してジョーを開き測定する導体をはさみ込んで 

開閉レバーを閉じます。
 このとき、ジョー先端部が正確に閉じていることを確認します。
3. 表示が安定したら値を読み取ります。
 なお、表示が読み取りにくい場合には、データホールド機能 

（DATA HOLD キー）を使用してください。
4. 負荷電流を測定する場合は、mA/A 切換キーを押して 

レンジを “A” にします。
5. 測定が終了したら、POWER キーを押して電源を切ります。

注意  

クランプのジョー部分が正確にかみ合っていないと測定値が正しく 
表示されない場合があります。
正確に閉じていることを確認してください。
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リーククランプテスタ
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保証について
本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の 
不備による故障あるいは輸送中の事故等による故障の節は、 
お買い上げいただいた販売店または当社販売員にお申しつけください。
なお、当社製品の保証期間はご納入日より 1 年です。

お願い
本保証書はアフターサービスの際必要となります。お手数でも※印箇所ご記入の
うえ、本器の最終ご使用者のお手許に保管してください。
○保証期間中に正常な使用状態で万一故障等が生じました場合は、

下記に記載の保証規程により無償で修理いたします。
○本保証書は日本国内でのみ有効です。また保証書の再発行はいたしません。
保証規程
保証期間中に生じました故障は無償で修理いたします。
但し、下記事項に該当する場合は無償修理の対象から除外いたします。

記
（1）不適当な取り扱いまたは使用による故障。
（2）設計仕様条件をこえた取り扱い（使用）または保管による故障。
（3）電池、ヒューズなどの消耗品および自然消耗部品の補充。
（4）当社もしくは当社が委嘱した者以外の改造または修理に起因する故障。
（5）火災・水害・地震その他の天災を始め故障の原因が本器以外の理由による

故障。
（6）その他当社の責任とみなされない故障。　　　　　　　　　　　　以上

保証書
※ご使用者名

取扱代理店

殿

1年間

※ No.
形名

保証　　※ご納入日
期間　　　　　　　年　　　　　月 より

30031A

このたびは、リーククランプテスタをお買い上げいただきまして 
ありがとうございます。

各国や地域の当社営業拠点の連絡先は、下記のシートに記載されて 
います。
 PIM 113-01Z2: お問い合わせ先 国内海外の連絡先一覧



3.3 DATA HOLD キーを使用する場合
DATA HOLD キーを押して測定したデータを保持（ホールド） 
しているときは、“  ” が表示されます。
この状態では mA/A 切換キーを使用できません。
DATA HOLD キー（解除）と POWER キーのみ有効です。

4. レンジ切換と測定範囲
4.1 レンジ切換

3 mA と 30 mA レンジ間、30 A と 60 A レンジ間はオートレンジ（自動）です。
3/30 mA と 30/60 A レンジ間は、mA/A 切換キーを使用してレンジを 
切換えます。（マニュアル）
4.2 測定範囲

0.000 mA

0.010 mA<I

I≦2.88 mA

I≧3.270 mA

I≧32.70 mA

ゼロ補正
オーバーレンジ

OL

3 mAレンジ

30 mAレンジ

I≦28.8 A

I≧32.70A

I≧60.6 A
62.0 A MAX

レンジダウン
オーバーレンジ

レンジアップ

レンジダウン レンジアップ

OL

0.05A<I

ゼロ補正
0.00 A30 Aレンジ

60 Aレンジ

5. 電池電圧と電池の交換
5.1 電池電圧

電池が消耗し動作（有効範囲）電圧以下になると表示部に “  ” が 
表示されます。この場合は、すみやかに新しい電池と交換してください。
( 電池：CR2032　1 個 )

注意  

● 仕様の確度は、電池電圧が有効範囲内の場合に適用されます。 
（“  ” が表示されている場合は電池を交換してください。）

● POWER キーを押しても電源が入らないときは、電池の消耗が 
原因の場合もあります。新しい電池と交換してください。

5.2 電池の交換

注意  

● 感電の恐れがありますので、必ず本器を測定導体より外してから 
電池交換を行ってください。 
交換後電池カバーを正確に閉めて測定してください。

● 電池は、指定 (CR2032) のものを使用してください。

交換手順
1. POWER キーを押して、電源を切ります。
2. 本体ケース裏の電池カバーをコインなどを使用して矢印方向に 

回します。
3. 電池カバーを開けて、古い電池を取出します。
4. ケース、電池カバーに表示された極性に合わせて、 

新しい電池を挿入します。
5. 電池カバーをはめ込んで、矢印と反対に回してカバーを閉めます。
 本体とカバーの印を合わせて正確に閉まったことを 

確認してください。

7.2 一般仕様
・ 検波方式： 平均値検波実効値校正
・ 表示： 液晶表示
  ディジタル表示：3200 カウント
  バーグラフ表示：32 セグメント
  オーバーレンジ表示：“OL” 表示
  電池電圧低下表示：“  ” 表示
  データホールド表示：“  ” 表示
  オートパワーオフ有効表示：“AUTO OFF” 表示

・ 測定周期： ディジタル表示： 2 回 / 秒
  バーグラフ表示： 12 回 / 秒

・ レンジ構成： 3 mA, 30 mA, 30 A, 60 A レンジ
・ レンジ切換： オートレンジ：3 mA と 30 mA レンジ間
   （自動）　　　   30 A と 60 A レンジ間
   マニュアル：3 mA/30 mA レンジと 30 A/60 A レンジ間
   （切換キー使用）

・ 付加機能： データホールド、オートパワーオフ機能
・ 使用温湿度範囲：0 〜 50℃，80％ RH 以下（結露がないこと）
・ 保存温湿度範囲：-20 〜 60℃，20 〜 70％ RH（結露がないこと）
・ 温度係数： 0 〜 18℃，28 〜 50℃において以下を加算
  0 ≦ I ≦ 50.0 A：±（0.08% of reading/℃＋ 0.5digits/℃）
  50.0 ＜ I ≦ 60.6 A：±（0.3% of reading/℃＋ 0.5digits/℃）

・ 外部磁界の影響： 0.0005％ Typical
    　（隣接電線の電流値に対して）

・ 測定可能な導体径：最大  40 mm
・ 回路−大地間定格電圧：300 Vrms 以下
・ 最大許容電流： 62 Arms
・ 耐電圧： AC3.7 kV　1 分間
  （ジョー部のコアとケース間）

・ 消費電力： 最大 6 mW
・ オートパワーオフ機能：
  約 10 分キー操作がない場合自動的に電源が切れます。
  （オートパワーオフする約 15 秒前にブザー）
  オートパワーオフ機能は解除することができます。

・ 電源： CR2032(3V) × 1
・ 電池寿命： 約 90 時間 ( 連続使用 )
・ 寸法： 約 70 (W) × 178 (H) × 25 (D) mm（突起部を除く）
・ 質量： 約 200 g（電池含む）
・ 付属品： 電池（本体収納）   ･････････1 個
  ソフトケース (RB057)  ･････1 個
  取扱説明書

安全規格： EN 61010-1，EN 61010-2-032
  測定カテゴリⅢ
  （回路 - 大地間定格電圧 AC300 Vrms）
  屋内、高度 2000m まで、汚染度 2
EMC 規格： EN 61326-1 Class B, EN 61326-2-2
  オーストラリア、ニュージーランドの EMC 規制
  EN 55011 Class B  Group 1
  韓国電磁波適合性基準
	 	 ( 한국	전자파적합성기준 )

環境規制規格： EN 50581 
   産業用を含む監視及び制御機器

この印に合わせて右に回します。

電池カバー

極性を確認して挿入します。

電池の挿入 電池カバーを閉める

6. 測定例
6.1 漏れ電流の測定例

負
　荷

負
　荷

単相2線式

負
　荷

単相3線式，3相3線式

接地線

(1) (3)

(2)

6.2 負荷電流の測定例

負
　荷

電線は1本のみをはさみ込みます。

7. 仕様  30031A
7.1 仕様（確度）

条件： 
 温度、湿度： 23℃± 5℃、80％ RH 以下
 周波数：50 Hz ± 1.0Hz、60 Hz±1.0 Hz
 電池電圧：有効範囲以内
交流電流測定
　確度：±（% of reading ＋ digits）

レンジ 分解能 確度 最大表示
3 mA 0.001 mA 0.010 < I  32.70 mA: 

1.0%+5
3.270 mA

30 mA 0.01 mA 32.70 mA
30 A 0.01 A 0.05 < I  50.0 A: 1.0%+5

50.0 < I  60.6 A: 5.0%+5
32.70 A

60 A 0.1 A 60.6 A

ゼロ補正機能
　3 mA レンジ： 0.010 mA 以下は 0.000 mA（ゼロ）として表示
　30 A レンジ：   0.05 A 以下は 0.00 A（ゼロ）として表示

IM 30031A <P2>

8. 各国や地域での販売について
8.1 製品の廃棄について

廃電気電子機器指令 
（この指令は EU 圏内のみで有効です。）

この製品は WEEE 指令マーキング要求に準拠します。
このマークはこの電気電子製品を一般家庭廃棄物として 
廃棄してはならないことを示します。

製品カテゴリ
WEEE 指令に示される製品タイプに準拠して、 
この製品は “監視及び制御装置” の製品として分類されます。
EU 圏内で製品を廃棄する場合は、お近くの横河ヨーロッパ・オフィス 
までご連絡ください。
家庭廃棄物では処理しないでください。

8.2 電池交換および廃棄方法について
EU 電池指令 

（この指令は EU 圏内のみで有効です。）
この製品には電池が使用されています。
製品から電池を取外し、電池単体で処分する場合には、 
廃棄に関する国内法に従い処分してください。
EU 圏内では、電池の回収機構が整備されているため 
適切な処置をお願いいたします。

電池の種別：　リチウム電池
注）
このマークは EU 電池指令に規定されています。
分別収集が義務付けられていることを示しています。

電池の安全な取り外し方法：
「5.2 電池の交換」を参照してください。

8.3 EEA 内の認定代理人 (AR)
横河ヨーロッパ・オフィスは EEA 内で本製品の当社認定代理人 (AR) を 
務めます。
(EEA: European Economic Area, AR: Authorized Representative) 

横河ヨーロッパ・オフィスの住所については別紙のお問い合わせ先 
(PIM 113-01Z2) をご覧ください。


