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はじめに
このたびは、電源品質アナライザ CW500 をお買い上げいただきまして
ありがとうございます。このユーザーズマニュアルは、CW500 の機能お
よび、操作方法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。お読みになったあとは、ご使用時にすぐにご覧になれるところに、
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、CW500 のマニュアルとして、このマニュアルを含め次の 5種類が
あります。
あわせてお読みください。
マニュアル名 マニュアルNo. 内容
CW500
電源品質アナライザ
ユーザーズマニュアル

IM CW500-01JA 本書です。 CW500 の機能とそ
の操作方法について説明してい
ます。

アプリケーションソフ
トウエアユーザーズマ
ニュアル

IM CW500-61JA 付属の CD に pdf データが納め
られています。アプリケーショ
ンソフトウエアの操作方法を説
明しています。

CW500
電源品質アナライザ
スタートガイド

IM CW500-02JA CW500 の取り扱い上の注意、
基本的な操作、仕様について、
説明しています。 

アプリケーションソフ
トウエアインストール
マニュアル

IM CW500-62JA アプリケーションソフトウエア
のインストール方法について、
説明しています。

CW500  
Power Quality Analyzer 
User’s Manual

IM CW500-92Z1 中国用文書

マニュアルNoの「-JA」は言語コードです。
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。
マニュアルNo 内容
PIM113-01Z2 国内海外の連絡先一覧

2nd Edition : October 2017 (YMI)
All Rights Reserved, Copyright © 2015 Yokogawa Test & Measurement Corporation
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ご注意
・ 本書の内容は、性能・機能の向上などにより、将来予告なしに変更す

ることがあります。また、実際の画面表示内容が本書に記載の画面表
示内容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。

・ 保証書が付いています。再発行はいたしません。よくお読みいただき、
ご理解のうえ大切に保存してください。

商標
・ Microsoft、Windows、Windows 7、Windows 8、および Windows 10 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、Acrobat、および PostScript は、アドビシステムズ社の登録
商標または商標です。

・ 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
2015 年 9 月	 初版発行
2017 年 10 月	 2 版発行
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1.1 機能概略

記録の開始と終了
通常の記録開始と、記録に必要な
設定をナビゲートしてくれる「か
んたんスタートナビ」との２種類
で記録を開始できます。 
＞ 「記録開始／終了」参照

瞬時値 /積算 /デマンドの表示
電流 / 電圧 / 有効電力 / 皮相電力 / 無
効電力の瞬時値 / 平均値 / 最大値 / 最
小値を表示します。画面を切り替えれ
ば積算値も表示できます。またデマン
ド目標値を設定して、測定開始から終
了までのデマンド値も表示できます。
＞「瞬時値 / 積算 / デマンド」を参照

ベクトルの表示と結線確認
測定 CH の電圧と電流に対応した
ベクトル図の表示と、結線を確認
します。
＞「ベクトル」を参照

1 章　製品の概略
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波形の表示
測定 CH の電圧と電流に対応
した波形を表示します。
＞「波形」を参照

高調波解析
測定 CH の電圧と電流に重畳した
高調波成分を表示します。
＞「高調波解析」を参照

電源品質 (QUALITY) イベントの
表示
電圧のスウェル / ディップ / 瞬停
/ トランジェントとインラッシュカ
レント、フリッカを表示します。
＞「電源品質」を参照

設定 (SET UP)
機器の設定や、測定の設定を
します。
＞「設定」を参照

1.1　機能概略
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1.2 特長

本製品は多彩な結線方式に対応したクランプ式電源品質アナライザです。
瞬時値、積算値、電力管理のためのデマンド値、高調波解析、電源品質
に関するイベント、力率改善のための進相コンデンサ値のシミュレーショ
ンを全て同時に行います。電圧と電流を、波形やベクトルで表示できます。
測定データは SDメモリーカードまたは内部メモリーへ保存し、そのファ
イルはUSB 通信によりパソコンへ転送できます。
安全設計 
安全規格 IEC	61010-1	CAT. Ⅳ	300V/CAT. Ⅲ	600V/CAT. Ⅱ	1000V に準拠し
た安全設計です。

電源品質測定 
電源品質測定国際規格 IEC61000-4-30	Class	S に対応しています。高精度
の周波数 / 電圧実効値測定 / 高調波解析に加え、電源異常の捕捉・監視
に必要なスウェル /ディップ /瞬停 / トランジェント /インラッシュカレ
ント /フリッカをギャップなしで同時に測定できます。

電力測定 
有効 / 無効 / 皮相電力および電力量、力率、電流実効値、位相角、中性
線の電流を同時に測定できます。

結線方式 
単相 2線 (4 系統 )、単相 3線 (2 系統 )、三相 3線 (2 系統 )、三相 4線の
各種測定ラインに対応できます。

デマンド測定 
設定した目標値 ( 契約電力 ) を超えないように、使用状況を簡易的に監視
できます。

波形 / ベクトル表示 
電圧と電流を波形 /ベクトルで表示できます。



1-4 IM CW500-01JA

測定データの保存 
記録間隔が設定可能なロギング機能を搭載しています。測定データを手
動または日時指定で保存できます。また、プリントスクリーン機能で SD
メモリーカードへ画面データを保存できます。

2 つの電源方式 
AC 電源と電池のどちらでも駆動できる 2電源方式です。電池は、単 3形
アルカリ乾電池 (LR6) と市販の充電式単 3形ニッケル水素電池 (Ni-MH)
を使用できます。充電式単 3形ニッケル水素電池 (Ni-MH) の充電は、ご
使用になる電池メーカの充電器をご使用ください。CW500 本体では充電
できません。AC電源で駆動中に停電が発生した場合、電源の供給が自動
的に電池に切り換わります。

画面表示 
カラー TFT 液晶を採用しています。
 
簡単結線で小型軽量設計 
クランプ式で簡単に結線ができ、小型軽量のため設置や持ち運びに便利
です。

アプリケーション 
SD メモリーカードや内部メモリーに保存したファイルを USB 経由でパ
ソコンにダウンロードできます。ダウンロードしたファイルは、付属の
PCソフトを使って簡単に解析できます。またパソコンから本製品の設定
を変更することもできます。

外部信号入出力機能 
2ch のアナログ入力 (DC 電圧 ) により、温度計や照度計などのアナログ
信号を同時に測定できます。
電源品質にイベントが発生した場合、1ch のデジタル出力から警報機な
どに、接点信号を送ることができます。

1.2　特長
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1.3 システム構成図

( オプション )

電流入力

交流電圧入力

電源コード

USB

SD カード
PC

単3形アルカリ
乾電池 (LR6)
単3形ニッケル水素
電池（Ni-MH）

デジタル出力(1ch)
記録計・警報機等

アナログ入力 (2ch)
温度計・照度計
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1.4 測定までの手順

測定準備
スタートガイド「測定前の準備」5 ページ

本体へコードとセンサを接続
スタートガイド 「電圧プローブと電流クランププローブの接続」14 ページ

電源を入れる
スタートガイド 「電源について」7 ページ

各測定共通の項目を設定する
「5.2　基本設定」5-3 ページ

本体設定の読み込み
「5.6　保存データ」5-36 ページ

測定ラインへ結線
スタートガイド  「本機器を安全にご使用いただくために」vii ページ

結線を確認する
「6.4　ベクトル」6-14 ページ

測定ごとの設定と保存方法を設定する
「5.3　測定設定」5-12 ページ /「5.4　記録設定」5-25 ページ

測定値を確認する
「6.1　瞬時値「W」」6-1 ページ /「6.4　ベクトル」6-14 ページ

記録を開始する / 記録を終了する
「4.6　記録のスタート / ストップ」4-12 ページ

測定データを確認する
「6 章　画面ごとの表示項目」6-1 ページ

測定ラインからコードとセンサを外し、電源を切る

PC で記録データを解析する
「8.1　PC: コンピュータへのデータ転送」8-1 ページ
「9 章　設定・解析用 PC ソフトウェア」9-1 ページ
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2.1 表示部 (LCD)/ キー操作部

表示部（LCD）

キー操作部

2 章　各部の名称
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2.2 コネクタ部

交流電圧入力端子
（VN、V1、V2、V3）

電流入力端子
（A1、A2、A3、A4）

電流入力端子カバー電源コネクタ

結線方式 交流電圧入力端子 電流入力端子※
単相 2線（1系統） 1P2W× 1 VN、V1 A1
単相 2線（2系統） 1P2W× 2 VN、V1 A1、A2
単相 2線（3系統） 1P2W× 3 VN、V1 A1、A2、A3
単相 2線（4系統） 1P2W× 4 VN、V1 A1、A2、A3、A4
単相 3線（1系統） 1P3W× 1 VN、V1、V2 A1、A2
単相 3線（2系統） 1P3W× 2 VN、V1、V2 A1、A2、A3、A4
三相 3線（1系統） 3P3W× 1 VN、V1、V2 A1、A2
三相 3線（2系統） 3P3W× 2 VN、V1、V2 A1、A2、A3、A4
三相 3線 3A 3P3W3A V1、V2、V3 A1、A2、A3
三相 4線 3P4W× 1 VN、V1、V2、V3 A1、A2、A3
※結線に使用していない電流端子は、実効値と高調波のみ測定できます。
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2.3 側面部

＜コネクタカバーを閉じた状態＞

SD メモリーカード部 USB 部
アナログ入力／デジタル出力部

＜コネクタカバーを開いた状態＞

SD メモリーカードスロット USB ポート

アナログ入力／デジタル出力端子
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2.4 電圧プローブと電流クランププローブ

＜ワニグチクリップ＞※電圧プローブ先端部

バリア

＜電流クランププローブ＞

バリア

バリアは操作中の感電事故を防ぐため、最低限必要な沿面および空間距
離を確保するための目印です。
測定するときは指先などが、バリアを超えるないように充分注意してく
ださい。
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3.1 操作キーの説明

LCD キー
バックライトの ON/OFF、
コントラスト / 明るさを調
整します。

ENTER キー
操作 / 設定した内容を確定
します。
カーソルキー
選択項目を移動、表示を切
り替えます。

ファンクションキー
画面の下端に表示されるメ
ニューを選択します。

ESC キー /RESET キー
設定した内容を確定しない
で、元の設定に戻します。

電源キー
電源を ON/OFF
します。

表示部

SETUP キー
基本設定 / 測定設定 / 記録
設定 / 保存データ / その他
の設定を変更します。
START/STOP キー
記録を開始 / 終了します。

表示切替キー
3-2 ページ参照

ステータス LED
記録状況を LED で表示します。
緑点灯：測定記録中
緑点滅：スタンバイ中
赤点滅：バックライト OFF

PRINT SCREEN キー
LCD に表示中の画面を、
BMP( ビットマップ ) ファイ
ルとして保存します。
DATA HOLD キー /
KEY LOCK キー
DATA HOLD
表示値をホールドします。
ホールド中も測定は継続し
ています。
KEY LOCK
キーを 2 秒以上長押しする
と、全てのキー操作が無効
になります。再度 2 秒以上
長押しするとキーロックを
解除します。

3 章　基本操作
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表示切替キー
波形キー
電圧、電流波形を表示します。
高調波解析キー
高調波電圧、高調波電流、高調波
電力を表示します。
QUALITY キー
スウェル /ディップ /瞬停 /トラン
ジェント / インラッシュカレント /
フリッカの発生情報を表示します。

W/Whキー
瞬時値 /積算値 /
デマンドを表示し
ます。

ベクトルキー
位相を表示します。

3.1　操作キーの説明



3-3IM CW500-01JA

3.2 LCD の上部に表示するマーク 

マーク 表示時の状態

電池で駆動しています。残量によって 4種類に変化します。

AC電源で駆動しています。

画面の表示更新をホールドしています。

キーがロックされています。

ブザーをオフしています。

SDメモリーカードが使用可能です。

SDメモリーカードに記録中です。

SDメモリーカードに記録できるだけの容量がありません。

SDメモリーカードへのアクセスに失敗しています。

内部メモリーへ記録可能です。SDメモリーカードを挿入し
ていない状態で記録を開始した場合に表示します。

内部メモリーへ記録中です。

内部メモリーに記録できるだけの容量がありません。

記録待機状態です。

測定値を記録中です。

記録対象の媒体が、いっぱいになっています。

USB が使用可能です。

Bluetooth が使用可能です。
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3.3 画面の表示記号

画面表示記号
V※1 相電圧 VL※1 線間電圧 A 電流

P 有効
電力

+ 消費 Q 無効
電力

+ 遅れ S 皮相電力－ 回生 － 進み

PF 力率 + 遅れ f 周波数－ 進み
DC1 アナログ入力

1ch の電圧 DC2 アナログ入力
2ch の電圧

An※2 中性線の電流 PA※3 位相角 + 遅れ C※3 進相コンデンサ
容量－ 進み

WP+ 有効電力量 ( 消費 ) WS+ 皮相電力量 ( 消費 ) WQi+ 無効電力量 ( 遅れ )
WP- 有効電力量 ( 回生 ) WS- 皮相電力量 ( 回生 ) WQc+ 無効電力量 ( 進み )
THD 電圧 / 電流歪み率
Pst
(1min) 1 分電圧フリッカ Pst 短期電圧フリッカ Plt 長期電圧フリッカ

※ 1	 	W 画面 : 結線 3P4Wを選択した場合に、Vと VL 表示を [ カスタマイ
ズ ] できます。	

※ 2	 W画面 :An は結線 3P4Wを選択した場合のみ表示されます。	
※ 3	 W画面 :PA と Cは [ カスタマイズ ] で表示できます。	
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3.4 バックライトとコントラストの調整

バックライトが点灯している状態で LCD キーを 2秒以上長押しすると、
バックライトの輝度と表示のコントラストを調整するスライドバーが画
面上に表示されます。輝度とコントラストを調整するにはカーソルキー
でスライドバーを移動してください。調整後に ENTER キーを押すと決
定します。スライドバーに関係なく調整を終了する場合には ESC キーか
LCDキーを再度押して終了してください。

バックライトの明るさを 11段階で
調整できます。

輝度調整

表示のコントラストを 11段階で
調整できます。

コントラスト調整
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3.5 表示画面と画面構成

瞬時値 / 積算値 / デマンド
W/Wh キー画面の切り替え
ファンクションキー (F1) を押すたびに表示画面が切り替わります。

デマンド

カスタマイズ

拡大表示

4分割 8分割
拡大したい測定項目を選択して表示します。

表示している測定項目を変更します。

トレンド
測定値の変動をトレンド
グラフに表示します。

Wh（積算値）W（瞬時値）
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ベクトル
ベクトルキー画面の切り替え 

設定している結線図を表示します。
結線図

確認項目に対して判定した
結果を表示します。

結線確認

波形
波形キー画面の切り替え

3.5　表示画面と画面構成
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3.5　表示画面と画面構成

高調波
高調波解析キー表示項目の切り替え

電圧・リニア・全体表示

リスト・含有率 対 数 拡大表示

位相角 実効値

電 流 電 力

電 流 電 力
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電源品質
QUALITY キー表示項目の切り替え 

イベント フリッカ

設定
SETUP キー表示項目の切り替え 

左右のカーソルキーで移動します。

3.5　表示画面と画面構成
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4.1 記録のスタート / ストップ

記録のスタート
START/STOP キーを押します。

記録の開始方法を「かんたんスタートナビ」と「すぐに記録開始」から
選択できます。
かんたんスタートナビ
画面の指示に従って項目を順次設定だけで、簡単に記録を開始できます。
ただし、設定できる項目は、結線と記録設定に関するもだけです。その
他の設定を行う場合には、SETUP メニューから設定してください。
すぐに記録開始
現在の設定に従って、直ぐに記録を開始します。
< 操作 >
上下カーソルキーで「かんたんスタートナビ」または「すぐに記録開始」
を選択して、 ENTER	キーを押します。
キャンセルする場合は、ESC キーを押します。

4 章　記録
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記録のストップ
記録中に START/STOP キーを押します。

記録データナンバー

記録開始方法

記録項目

記録に関する情報の表示と、記録が終了します。

画面表示項目
記録データ

ナンバー
記録データの識別番号を表示します。測定データを保存
するフォルダ名としても使用します。

経過時間 記録開始からの経過時間を表示します。

記録開始方法

手動 「記録開始日時」を表示します。
連続記録 「記録開始日時」/「記録終了日時」を表示します。
時間帯指定「記録開始日時」/「記録期間」/「記録時間帯」を表示します。

記録先 測定データを記録している保存対象を表示します。
記録項目 記録している測定項目を表示します。

< 操作 >
上下カーソルキーで「キャンセル」または「ストップする」を選択して、 
ENTER	キーを押します。
ESC キーを押してキャンセルすることもできます。

4.1　記録のスタート / ストップ
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4.2 「かんたんスタートナビ」で記録を開始
する

測定対象の回路に接続してください。
※注意事項を確認いただき、安全に作業
してください。

測定環境のテストを実施してください。
※本器の自己診断、結線状態の確認、接続して
いるセンサの識別を行います。
※正しい状態で記録するためにテストの実施を
お勧めいたします。テスト時間は約10秒です。

記録したい項目を選択してください。
※項目が多いほどファイルサイズが大きくな
るため、記録できる時間が短くなります。

測定対象の結線を選択してください。
※設定を誤ると正しい測定ができません。

4-5 ページ参照

スタートガイド (IM CW500-02JA) 参照

4-6 ページ参照

結線接続確認記録項目の設定 結線の設定 測定環境テスト
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記録間隔を選択してください。
※間隔が短いとファイルサイズが大きくなる

ため長期の記録ができません。

準備完了。記録を開始します。
記録を開始すると画面上に REC が表示され、
Logging LED が緑色に点灯します。
強制的に記録を止めるときは START/STOP
キーを押して、画面の案内にしたがって操作
してください。

5-29 ページ参照

4-9 ページ参照

記録方法を選択してください。

記録インターバル 記録開始方法 記録開始の確認 記録開始

4.2　「かんたんスタートナビ」で記録を開始する
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結線の設定
以下の中から結線を選択できます。

電流クランプセンサの向き

※逆にクランプすると有効電力 (Ｐ) の値の符号が
　逆転します。

矢印：負荷

負荷

L1

L1

N

L 負荷
①
1P2W

電源

負荷
②
1P2W
負荷
③
1P2W
負荷
④
1P2W

N

L

N

L

N

L

N

L

A4A3A2A1
VNV1

N 負荷
①
1P3W

電源

負荷
②
1P3W

N

L2

L2

N

A4A3A2A1
VN

V1

L1

L2

V2

L1(R)

L2(S) 負荷
①
3P3W

電源

負荷
②
3P3W

L2(S)

L3(T)

A4A3A2A1
VN

V1

L1(R)

L3(T)

V2

L2(S)

L3(T)

L1(R)

L2(S) 負荷
3P3W電源 L2(S)

L3(T)

A3A2A1
V3

V1

L1(R)

L3(T)

V2

L1(R)

L2(S)
負荷
3P4W電源

L2(S)

L3(T)

A3A2A1
V3

V1

L1(R)

L3(T)

V2

L1(R)

VN

N N
電源

3P4W

3P3W×2

3P3W×1

3P3W3A

1P3W×1

1P3W×2

1P2W×1

1P2W×2

1P2W×3

1P2W×4

4.2　「かんたんスタートナビ」で記録を開始する
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測定環境テスト
測定環境テスト
テストを開始する を選択して決定した場合、
測定環境をテストして、その判定した結果
を表示します。

結線確認

OK /NG の判定結果を選択し決定すると、
詳細な情報を表示することができます。

本体システムの動作状態を確認し判定した
結果を表示します。

自己診断

接続された電流センサを自動的に識別し最大
レンジで設定します。

センサ識別

確認項目に対して判定した結果を表示します。
※力率が著しく悪い測定現場では、正しい結線を

行っていても、NG と判定することがあります。

4.2　「かんたんスタートナビ」で記録を開始する
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NG 判定
結線確認

判定結果を閉じると、NGの値とベクト
ル線が点滅します。全てOKならば参考
として結線設定に従った理想的なベク
トル図のみを画面左下に表示します。

結線確認の合格判定基準と不合格となる要因
確認事項 合格判定基準 不合格となる要因

周波数
・	 V1 の周波数が 40 ～
70Hz であること。

・	 電圧クリップが被測定物に確実に接
続されていない。

・	 高調波の成分が大きい。

交流電圧
入力

・	 交流電圧入力が ( 公
称電圧× VT) の 10%
以上であること。

・	 電圧クリップが被測定物に確実に接
続されていない。

・	 電圧プローブが本製品の交流電圧入
力端子に正常に挿入されていない。

電圧
バランス

・	 交流電圧入力が基準
電 圧 (V1) の ± 20%
以内であること。
※単相結線では判定し
ない。

・	 測定ラインの結線方式と設定が合っ
ていない。

・	 電圧クリップが被測定物に確実に接
続されていない。

・	 電圧プローブが交流電圧入力端子に
正常に挿入されていない。

電圧位相
・	 交流電圧入力の位相
が基準値 ( 正しいベ
クトル ) の± 10°以
内であること。

・	 電圧プローブの接続先が間違ってい
る。
	 ( 接続するチャンネルが間違ってい
る )

電流入力

・	 電流入力が ( 電流レ
ンジ× CT) の 5% 以
上、110% 以下であ
ること。

・	 電流クランププローブが本製品の交流
電力入力端子に確実に挿入されていな
い。

・	 電流レンジの設定が入力レベルに対
して大きすぎる、または小さすぎる

電流位相

・	 各 CH の力率 (PF､ 絶
対値 ) が 0.5 以上ある
こと。

・	 各 CHの有効電力（P）
が正の数であること。

・	 電流クランププローブの電流方向マー
クが『電源→負荷』の方向と合ってい
ない。

・	 電流クランププローブの接続先が間
違っている。

4.2　「かんたんスタートナビ」で記録を開始する
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自己診断
頻繁にNGが表示される場合には、本体が故障している可能性がありま
す。直ちに使用を中止し「10章	故障かなと思ったら」を参照してください。

センサー識別
NG と判断された場合には、電流電流クランププローブの種別が赤字で
表示されます。

		

識別が NG となる原因
確認事項 原因

電流クランプ
プローブの種
類

・	 異なる種類の電流電流クランププローブが各 ch に接続さ
れている。測定に使用する電流電流クランププローブは、
同じ種類のものを使用してください。

？？？
（識別不能）

・	 電流電流クランププローブが本体に確実に接続されていな
い。

・	 故障かなと思ったら？
	 NGと識別された電流電流クランププローブを、正しく識別
されているchに接続して再度、テストしてください。この
とき、前回と同じchがNGと識別された場合は、本体が故
障している可能性があります。前回NGと識別された電流電
流クランププローブを接続しているchが、NGと識別された
場合には、電流電流クランププローブが故障している可能性
があります。故障が疑われる場合は、直ちに使用を中止し「10
章　故障かなと思ったら」を参照してください。

4.2　「かんたんスタートナビ」で記録を開始する
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日時を指定して予約する

設定した開始日時から終了日時までの間、インターバルごとに記録を行
います。
上記画面の表示のように設定した場合には、次の期間記録を行います。
2013 年 8 月 2日の 8時～ 2013 年 8 月 7日の 18 時

繰り返し記録を予約する

設定した時間帯だけインターバルごとに記録する動作を、設定した期間
繰り返します。
上記画面の表示のように設定した場合には、次の（ⅰ）～（ⅷ）の時間
帯に記録を行います。18 時から翌日の 8時までの間は記録しません。
（ⅰ）2013 年 8 月 1日の 8時～ 18 時
（ⅱ）2013 年 8 月 2日の 8時～ 18 時
（ⅲ）2013 年 8 月 3日の 8時～ 18 時
（ⅳ）2013 年 8 月 4日の 8時～ 18 時
（ⅴ）2013 年 8 月 5日の 8時～ 18 時
（ⅵ）2013 年 8 月 6日の 8時～ 18 時
（ⅶ）2013 年 8 月 7日の 8時～ 18 時
（ⅷ）2013 年 8 月 8日の 8時～ 18 時

4.2　「かんたんスタートナビ」で記録を開始する
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操作方法
本製品は、	カーソルキーで項目や数値を選択し、	ENTER キーで決定、	ESC
キーで決定せずに元の設定に戻る操作を基本としています。スタートナ
ビの入力操作を例に操作方法を説明します。他の表示画面での入力操作
も、同様の操作方法です。

青い字で表示している項目 ( 未選択 )、また
は青い背景に白抜き文字の項目 ( 選択中 ) が
カーソルキーで選択できる項目です。記録
スタートの左の画面では、上下のカーソル
キーで記録スタート方法を選択し、ENTER
キーで決定します。設定を無効にしてスター
トナビを終了する場合は ESC キーを押しま
す。

選択項目が縦横に表示される画面では、上
下左右のカーソルキーで項目を選択します。
結線を選択する左の画面では、上下左右の
カーソルキーで測定対象の結線を選択し、
ENTER キーで決定します。設定を無効にし
て前画面に戻る場合は、ESCキーを押します。

日付 /時刻のように数値を入力する場合は、
左右のカーソルキーで変更したい桁を選択
し、上下のカーソルキーで数値を変更します。
記録日時を選択する左の画面では、左右の
カーソルキーで日付の十の桁を選択していま
す。この状態で上下のカーソルキーを操作す
ると、十の桁の数値を 1ずつ増減できます。
変更を決定するには ENTER キーを押します。
設定を無効にして前画面に戻る場合は、ESC
キーを押します。

4.2　「かんたんスタートナビ」で記録を開始する
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設定の注意
電流レンジを「AUTO」に設定している場合にはかんたんスタートナビの
「記録項目を設定します」で「電力 +高調波」「電力のみ」しか選択でき
ません。電源品質を記録したい場合には、電流レンジを固定レンジに変
更してから記録してください。「かんたんスタートナビ」では、結線と記
録設定に関するもののみ設定できます。基本設定に含まれる公称電圧、
公称周波数、測定設定に含まれる電源品質イベントのしきい値、フリッ
カ測定のフィルタ係数（ランプ）などは、事前に設定する必要があります。
これらの設定は、SETUP メニューから設定してください。また、「+クラ
ンプ」オプション電流クランププローブの設定は強制的に「なし」に設
定します。

4.2　「かんたんスタートナビ」で記録を開始する
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5.1 設定項目

測定を始める前に、あらかじめ測定条件やデータの保存について設定す
る必要があります。
設定する場合は、メニューキーの SET	UPキーを押して、SET	UPモードに
します。
SET	UP モードは、下記の 5つの項目に分かれています。それぞれの項目
へはカーソルキーで移動します。
変更した設定内容は、SET	UP モードを抜けて、画面左上に	 	が表示
されたあとに有効になります。
設定を変更しても、セットアップモードのまま電源をオフにすると、変
更した設定が有効になりません。注意してください。

基本設定 	 各測定の共通項目を設定します。
測定設定 	 各測定独自の項目を設定します。
記録設定 	 保存方法の項目を設定します。

保存データ 	 記録済みのデータや本体設定データを編集します。
その他 	 環境設定をします。

各設定

測定設定
（デマンド）

（高調波）

（電源品質）

（フリッカ）

（進相コンデンサ）

記録設定
（記録項目）

（記録方法）

（手動/連続記録
/時間帯指定）

基本設定
（結線）

（電圧値）

（電流値）

（外部入力DC）

（周波数）

保存データ
（記録データ）

（本体設定）

その他
（環境設定）

（本体設定）

5 章　設定
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5.2 基本設定

＜操作＞
SET	UP キー	→ 左右カーソルキーで「基本設定」タブを選択
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結線に関する設定

基本結線
測定対象の結線に合わせて 10 種類の結線方式から 1つを選択します。

設定内容
1P2W× 1	 1P2W× 2	 1P2W× 3	 1P2W× 4
1P3W× 1	 1P3W× 2
3P3W× 1	 3P3W× 2	 3P3W3A	 3P4W( 初期値 )
「+クランプ」結線に使用していない電流端子では、実効値と高調波だけ
測定できます。

＜操作＞
上下カーソルキーで「基本結線」の項目へ移動	→ ENTER キーでプルダ
ウンメニュー表示	→ 結線方式を選択	→ ENTER キーで決定、ESC キーで
キャンセル

+ クランプ ( オプションクランププローブ )
＜操作＞
上下カーソルキーで「+クランプ」の項目へ移動	→ ENTER キーでプル
ダウンメニュー表示	→ 上下カーソルキーでオプションクランプを選択		
→ ENTER キーで決定、ESC キーでキャンセル

5.2　基本設定
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結線図
「基本結線」の項目へ移動するとファンクションキー (F1　結線図 ) で、
結線方式に準じた「結線図」を表示できます。
＜操作＞
結線図を表示後、ファンクションキー (F1)「前の結線」、ファンクション
キー (F2)「次の結線」で結線方式を変更	→ ENTER キーで決定、ESC キー
でキャンセル

5.2　基本設定
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電圧測定に関する設定

電圧レンジ
使用する電圧レンジを選択します。
電力品質国際規格 IEC61000-4-30	Class	S に対応した測定を行う場合には
「600V」レンジを選択してください。

設定内容
600V*/1000V

	 * は初期値です。

＜操作＞
上下カーソルキーで「電圧レンジ」の項目へ移動	→ ENTER キーでプル
ダウンメニュー表示	→ 上下カーソルキーで電圧レンジを選択	→ ENTER
キーで決定、ESC キーでキャンセル

「VT 比」
外部に VT( 変圧器 ) が設置されている場合に設定します。設定した VT 比
は電圧に関する全ての測定値に対して掛け合わせられます。

設定内容
0.01 ～ 9999.99(1.00*)

* は初期値です。

5.2　基本設定
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＜操作＞
上下カーソルキーで「VT 比」の項目へ移動	→ ENTER キーで数値入力ウ
インドウを表示 *	→ カーソルキーで VT 比を入力	→ ENTER キーで決定、
ESC キーでキャンセル
*入力範囲がポップアップ表示されます。

VT/CT について
本機器は VT、CT を使用した場合の確度を保証していません。VT、CT を
使用する場合は、本機器の確度に VT、CT の確度、位相特性等を考慮し
てください。
測定ラインの電圧値や電流値が本機器の最大測定レンジを超える場合、
下記のように測定ラインの電圧値、電流値に適した仕様の VT、CT を使
用して 2次側を測定することにより、1次側の値を表示させることがで
きます。
単相２線 ( １系統 )　1P2W-1 の例

VN V1 A1

N

L

VT CT

電源 負荷

i

5.2　基本設定
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CT の 2 次側が 5A定格の場合、クランププローブは 50A タイプを使用し
5Aレンジで測定することをおすすめします。
このとき、使用する VT、CT の比を設定してください。

公称電圧
測定対象から入力される公称電圧を設定します。

設定内容
50V ～ 600V(100V*)

* は初期値です。
＜操作＞
上下カーソルキーで「公称電圧」の項目へ移動	→ ENTER キーで数値入
力ウインドウを表示 *	→ カーソルキーで公称電圧を入力	→ ENTER キー
で決定、ESC キーでキャンセル
*入力範囲がポップアップ表示されます。

既定値
「公称電圧」の項目へ移動するとファンクションキー (F1)「既定値」にて、
一般的な公称電圧をリストから選択できます。

設定内容
100V/101V/110V/120V/200V/202V/208V/220V/230V/
240V/277V/346V/380V/400V/415V/480V/600V

＜操作＞
カーソルキーで公称電圧を選択	→ ENTER キーで決定、ESC キーでキャ
ンセル

5.2　基本設定
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電流測定に関する設定

クランプ ( 電流クランププローブ )
使用する電流クランププローブを選択します。「+クランプ」でオプション
電流クランププローブを選択していた場合は、4chにだけ測定結線対象に
接続する電流クランププローブと異なる種類の電流クランププローブを選
択できます。プルダウンメニューから電流クランププローブを選択すると、
選択された電流クランププローブの定格電流と被測定導体径がポップアッ
プ表示されます。

設定内容
96060：2A リーク電流用クランププローブ
96061：5/50A/AUTO
96062：10/100A/AUTO
96063：20/200A/AUTO
96064*：50/500A*/AUTO
96065：100/1000A/AUTO
96066：300/1000/3000A

電力測定用クランププローブ

* は初期値です。
＜操作＞
カーソルキーで「クランプ」の項目へ移動	→ ENTER キーでプルダウン
メニュー表示	→ カーソルキーで電流クランププローブを選択	→ ENTER
キーで決定、ESC キーでキャンセル

5.2　基本設定
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電流レンジ
使用する電流レンジを選択します。電源品質に関するイベントを「記録
する」に設定している場合は「AUTO*」を選択できません。電流レンジ
を自動で切り替えたい場合は、電源品質に関するイベントを「記録しない」
設定にしてください。電源品質に関するイベント設定の詳細は「電源品
質 (イベント )しきい値について」5-18 ページをご覧ください。
*「AUTO」レンジでは、電力品質国際規格 IEC61000-4-30	Class	S に対応
した測定を行えません。

＜操作＞
カーソルキーで「電流レンジ」の項目へ移動	→ ENTER キーでプルダウ
ンメニュー表示	→ 上下カーソルキーでレンジを選択	→ ENTER キーで決
定、ESC キーでキャンセル

CT 比
外部に CT( 変流器 ) が設置されている場合に設定します。設定した CT 比
は電流に関する全ての測定値に対して掛け合わせられます。CT に関する
詳細は「VT/CT について」5-6 ページをご覧ください。

設定内容
0.01 ～ 9999.99(1.00*)

*1.00 は初期値です。
＜操作＞
カーソルキーで「CT比」の項目へ移動	→ ENTER キーで数値入力ウイン
ドウを表示 *	→ カーソルキーで CT比を入力	→ ENTER キーで決定、ESC
キーでキャンセル
*入力範囲がポップアップ表示されます。

5.2　基本設定
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センサ識別
ファンクションキー (F2)「センサ識別」で、接続している電流クランプ
プローブを自動で設定できます。ただし、結線方式で測定対象となるク
ランププローブ接続 chに種類の異なる電流クランププローブを接続した
場合や、接続している電流クランププローブの種類を識別できなかった
場合は設定できません。この場合、エラーメッセージがポップアップ表
示され、「クランプ」「電流レンジ」「CT 比」がクリアされます。「センサ
識別」に関する詳細は「センサ識別」（4.2 節 ) をご覧ください。

5.2　基本設定
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外部入力端子 / 基準周波数に関する設定

DC レンジ
入力する直流電圧信号に準じてDCレンジを選択します。

設定内容
100mV/1000mV*/10V

* は初期値です。
＜操作＞
上下カーソルキーで「DCレンジ」の項目へ移動	→ ENTER キーでプルダ
ウンメニュー表示	→ 上下カーソルキーでレンジを選択	→ ENTER キーで
決定、ESC キーでキャンセル

周波数
測定対象の公称周波数を設定します。停電時のように電圧の周波数が特
定できない状態では、設定した公称周波数を基準にして測定します。

設定内容
50Hz*/60Hz

* は初期値です。
＜操作＞
上下カーソルキーで「公称周波数」の項目へ移動	→ ENTER キーでプル
ダウンメニュー表示	→ 上下カーソルキーで周波数を選択	→ ENTER キー
で決定、ESC キーでキャンセル

5.2　基本設定
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5.3 測定設定

＜操作＞
SETUP キーを押す	→ 左右カーソルキーで「測定設定」タブへ移動

デマンドに関する設定
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測定周期
デマンド測定なし、または記録測定時間内の 1回のデマンド測定時間を
選択します。デマンド測定を開始すると測定周期ごとにデマンド値を決
定し、記録していきます。また、デマンド測定を行う場合、記録設定の
インターバルは下記の時間だけしか設定できません。この他のインター
バルを設定している状態で測定周期を設定すると、自動的にインターバ
ルが測定周期と同じ設定に変わります。
設定可能なインターバル：1 秒､ 2 秒､ 5 秒､ 10 秒､ 15 秒､ 20 秒､ 30
秒､ 1 分､ 2 分､ 5 分､ 10 分､ 15 分 *､ 30 分 *

*「測定周期」より長いインターバルは設定できません。

設定内容
測定なし /10 分 /15 分 /30 分 *

* は初期値です。

＜操作＞
上下カーソルキーで「測定周期」の項目へ移動	→ ENTER キーでプルダ
ウンメニュー表示	→ 上下カーソルキーで時間を選択	→ ENTER キーで決
定、ESC キーでキャンセル

目標値
デマンド測定の目標値を設定します。

設定内容
0.001mW～ 999.9TW(100.0kW*)

* は初期値です。
＜操作＞
上下カーソルキーで「目標値」の項目へ移動	→ ENTER キーで数値入力
ウインドウを表示 *	→ カーソルキーで目標値を入力	→ ENTER キーで決
定、ESC キーでキャンセル
*入力範囲がポップアップ表示されます。

5.3　測定設定
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目標値の数値入力ウインドウを表示している状態で、次の操作が有効に
なります。デマンドの目標値として、有効電力または皮相電力を設定で
きます。有効電力と皮相電力の切り替えはファンクションキー (F1　VA」
/「W) で電力を示す単位 *を切り替えることで変更できます。数値を示す
単位 *は、左右カーソルキーで単位へ移動し、上下カーソルキーで変更し
てください。ファンクションキー (F2、F3) で、小数点位置を左右へ移動
できます。
*	皮相電力：mVA､ _VA､ kVA､ MVA､ GVA､ TVA	/	有効電力：mW､ _W､	
kW､ MW､ GW､ TW

	

判定周期
デマンド測定中に予測値が目標値を上回った場合にブザーで警告する周
期 ( 時間 ) を選択します。判定周期には測定周期よりも長い時間は設定で
きません。測定周期の設定によって選択できる判定周期は下記のように
なります。

設定「測定周期」 「判定周期」選択できる周期 ( 時間 )
10 分 /15 分 1 分 /2 分 /5 分
30 分 1分 /2 分 /5 分 /10 分 */15 分

* は初期値です。
＜操作＞
上下カーソルキーで「判定周期」の項目へ移動	→ ENTER キーで数値入
力ウインドウを表示 *	→ 上下カーソルキーで時間を選択	→ ENTER キー
で決定、ESC キーでキャンセル
*入力範囲がポップアップ表示されます。

5.3　測定設定
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デマンドについて
通常 30 分間 ( 測定周期 ) の平均電力をデマンドといいます。工場などの
契約電力は、このデマンドによって決定されます。デマンドを抑える方
法を下記を例に説明します。仮に最大デマンドを 500kW(「目標値」) に
抑えたいとした場合、測定周期 1のデマンドは 500kWのため問題ありま
せんが、測定周期2では前半の15分間で600kWの電力を消費しています。
この場合、後半の 15 分間を 400kWに抑えることで、測定周期 2も測定
周期 1と同じ 500kWにデマンドを抑えることができます。なお、測定周
期2の電力消費が前半の15分間で1000kW、後半の15分間で無負荷(0kW)
でも同じ500kWとなります。また、「判定周期」を15分と設定していれば、
測定周期 2の前半 15 分の位置でブザー音が鳴ります。

(kW)

600 600kW

500 500kW

400kW

0 15 30 15 30(分)

判定周期 判定周期判定周期 判定周期

測定周期2測定周期1

500kW

5.3　測定設定
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高調波解析に関する設定

THD 算出方法
THD( 総合高調波歪み率 ) の算出方法を選択します。基本波を基準とした
総合高調波歪み率が「THD-F」、全実効値を基準とした総合高調波歪み率
が「THD-R」です。

設定内容
THD-F( 基本波を基準 )*/THD-R( 全実効値を基準 )

* は初期値です。
＜操作＞
上下カーソルキーで「THD算出方法」の項目へ移動	→ ENTER キーでプ
ルダウンメニュー表示	→ 上下カーソルキーで算出方法を選択	→ ENTER
キーで決定、ESC キーでキャンセル

MAX ホールド
MAX ホールド「ON」を選択すると測定開始からの最大含有率を高調波
のグラフ上にマークで表示します。

設定内容
ON*/OFF

* は初期値です。
＜操作＞
上下カーソルキーで「MAXホールド」の項目へ移動	→ ENTER キーでプ
ルダウンメニュー表示	→ 上下カーソルキーでON/OFF を選択	→ ENTER
キーで決定、ESC キーでキャンセル

5.3　測定設定
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許容値範囲を編集する
高調波に関する電磁両立性 (EMC) レベルの許容値範囲 ( 含有率 ) を次数
ごとに設定します。設定した許容値範囲は高調波のグラフ上にバーグラ
フで表示されます。

設定内容
規定値 */ カスタマイズ ( 電圧 / 電流 )

* は初期値です。
＜操作＞
上下カーソルキーで「許容値範囲を編集する」へ移動	→ ENTER キーで
許容値範囲入力画面を表示	→ カーソルキーで設定したい次数へ移動	→ 
ENTER キーで数値入力ウインドウを表示 *	→ カーソルキーで許容値を入
力	→ ENTER キーで決定、ESC キーでキャンセル
*入力範囲がポップアップ表示されます。

許容値範囲入力画面を表示している状態で、次の操作が有効になります。
各次数の許容値には初期値として電磁両立性 (EMC) 国際規格 IEC61000-
4-7 産業環境 Class	3 の値が設定してあります。許容値を変更していた場
合であってもファンクションキー (F3)「既定値」で初期値に戻すことが
できます。ファンクションキー (F2)「電流 / 電圧 [%]」で高調波電流の許
容値入力画面と高調波電圧の許容値入力画面とを切り替えます。入力を
終了して「測定設定」の画面に戻るにはファンクションキー (F1)「戻る」
を操作してください。

5.3　測定設定
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電源品質 ( イベント ) しきい値設定

ファンクションキー (F1)「OFF/ON」で、それぞれのイベント「しきい値」
を入力できる状態にします。「しきい値」を設定していてもOFF の状態
ではイベントを判定しません。再度ONにすると前回設定した「しきい値」
が表示されます。

しきい値設定の注意
「スウェル」「ディップ」「瞬停」のしきい値は、公称電圧に対するパーセ
ンテージで設定するため、公称電圧の設定を変更すると、しきい値の電
圧が変わります。トランジェントの初期値は、公称電圧を変更した時点
で、変更後の公称電圧の 3倍のピーク電圧 (300%) になります。また「イ
ンラッシュカレント」では、しきい値を電流レンジに対するパーセンテー
ジで設定するため、電流レンジの設定を変更すると、しきい値の電流が
変わります。注意してください。

5.3　測定設定
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ヒステリシス
イベントを判定しない測定領域を、しきい値に対するパーセンテージで
設定します。適切なヒステリシスを設定することで、しきい値付近の電
圧変動 / 電流変動によって起こる必要以上のイベント判定を防ぐことが
できます。

設定内容
しきい値に対して 1～ 10%(5%*)

* は初期値です。
< 操作 >
上下カーソルキーで「ヒステリシス」の項目へ移動	→ ENTER キーで数
値入力ウインドウを表示 *	→ カーソルキーでヒステリシス [%] を入力	→ 
ENTER キーで決定、ESC キーでキャンセル
*入力範囲がポップアップ表示されます。

トランジェント ( オーバー電圧 ( インパルス ))
トランジェントのしきい値を瞬間の電圧値で設定します。設定できる範
囲は VT 比の設定によって設定範囲× VT 比に変わります。

設定内容
± 50 ～± 2200Vpeak( 公称電圧の 300%*)

* は初期値です。
< 操作 >
上下カーソルキーで「トランジェント」の項目へ移動	→ ENTER キーで
数値入力ウインドウを表示 *	 	→ カーソルキーで電圧値を入力	→ ENTER
キーで決定、ESC キーでキャンセル
*入力範囲がポップアップ表示されます。

トランジェント検出例
詳細は「イベントの発生状況を表示する」(6-27 ページ ) をご覧ください。

しきい値（電圧値） 
電圧波形 

5.3　測定設定
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スウェル ( 瞬間の電圧上昇 )
スウェルのしきい値 (1 周期の電圧実効値 ) を公称電圧に対するパーセン
テージで設定します。設定できる範囲は VT 比の設定によって設定範囲×
VT 比に変わります。このしきい値にはヒステリシスが有効になります。

設定内容
公称電圧に対して 100 ～ 200%(110%*)

* は初期値です。
< 操作 >
上下カーソルキーで「スウェル」の項目へ移動	→ ENTER キーで数値入
力ウインドウを表示 *	→ カーソルキーで公称電圧の%を入力
*入力範囲がポップアップ表示されます。

インラッシュカレント ( 瞬間の電流上昇 )
インラッシュカレントのしきい値 (1 周期の電流実効値 ) を電流レンジの
最大値に対するパーセンテージで設定します。設定できる範囲は CT 比
の設定によって設定範囲× CT 比に変わります。このしきい値にはヒス
テリシスが有効になります。

設定内容
電流レンジに対して 0～ 110%(100%*)

* は初期値です。
< 操作 >
上下カーソルキーで「インラッシュカレント」の項目へ移動	→ ENTERキー
で数値入力ウインドウを表示 *	→ カーソルキーで電流レンジ最大値に対
するの%を入力
*入力範囲がポップアップ表示されます。

5.3　測定設定
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スウェル / インラッシュカレントの検出例
詳細は「イベントの発生状況を表示する」(6-27 ページ ) をご覧ください。

実効値①

実効値②

実効値③ 実効値⑤ 実効値⑦ 実効値⑨

実効値④ 実効値⑥ 実効値⑧

電圧／電流波形

実効値波形
ヒステリシスしきい値 ④

⑤
⑥

⑦ ⑧ ⑨① ② ③

ディップ瞬間の電圧降下
ディップのしきい値 (1 周期の電圧実効値 ) を公称電圧に対するパーセン
テージで設定します。設定できる範囲は VT 比の設定によって設定範囲×
VT 比に変わります。このしきい値にはヒステリシスが有効になります。

設定内容
公称電圧に対して 0～ 100%(90%*)

* は初期値です。
< 操作 >
上下カーソルキーで「ディップ」の項目へ移動	→ ENTER キーで数値入
力ウインドウを表示 *	→ カーソルキーで公称電圧の%を入力
*入力範囲がポップアップ表示されます。

5.3　測定設定
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「瞬停」瞬間の電力供給停止状態
瞬停のしきい値 (1 周期の電圧実効値 ) を公称電圧に対するパーセンテー
ジで設定します。設定できる範囲は VT 比の設定によって設定範囲× VT
比に変わります。このしきい値にはヒステリシスが有効になります。10V
以下の電圧実効値にてイベントを検出する場合は、必ず瞬停イベントを
有効にしてください。同様のしきい値をディップに対して設定しても正
しく検出できない可能性があります。

設定内容
公称電圧に対して 0～ 100%(10%*)

* は初期値です。
< 操作 >
上下カーソルキーで「瞬停」の項目へ移動	→ ENTER キーで数値入力ウ
インドウを表示 *	→ カーソルキーで公称電圧の%を入力
*入力範囲がポップアップ表示されます。

ディップ / 瞬停の検出例
詳細は「イベントの発生状況を表示する」(6-27 ページ ) をご覧ください。

実効値① 

実効値② 

実効値③ 実効値⑤ 実効値⑦ 実効値⑨ 

実効値④ 実効値⑥ 実効値⑧ 

電圧波形 

実効値波形 
ヒステリシス しきい値

④ 
⑤ 

⑥ 
⑦ ⑧ ⑨ ① ② ③ 

5.3　測定設定
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フリッカのフィルタ係数に関する設定

「フィルタ係数」
公称電圧に準じてフィルタ係数を選択します。フリッカを正しく測定す
ためには、実際の測定対象に合わせて公称電圧値、公称周波数、フィル
タ係数を正しく設定する必要があります。可能ならば公称電圧値とフィ
ルタ係数は同じ電圧を設定してください。

設定内容
230V*/220V/120V/100V

* は初期値です。
< 操作 >
上下カーソルキーで「フィルタ係数」の項目へ移動	→ ENTER キーでプ
ルダウンメニュー表示	→ ENTER キーで決定、ESC キーでキャンセル

5.3　測定設定
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進相コンデンサの目標力率値に関する設定

目標力率値
進相コンデンサ設置後の力率値を設定します。電源に接続されている設
備がモーター等の誘導性負荷の場合は、電圧よりも電流の位相が遅れる
ために力率が悪くなります。高圧の受電設備では、これを改善するため
に通常進相コンデンサが設置されています。

設定内容
0.5 ～ 1(1.000*)

* は初期値です。
< 操作 >
上下カーソルキーで「目標力率値」の項目へ移動	→ ENTER キーで数値
入力ウインドウを表示 *	→ カーソルキーで改善後の力率を入力
*入力範囲がポップアップ表示されます。

5.3　測定設定
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5.4 記録設定

< 操作 >
SETUP キーを押す	→ 左右カーソルキーで「記録設定」タブへ移動

記録項目に関する設定

測定データを SDメモリーカードまたは内部メモリーに記録できる時間
は、記録する項目数とインターバルで決まります。必要のない記録項目
は「記録しない」に設定することで記録時間を長くできます。詳細は「保
存可能な時間について」5-30 ページをご覧ください。

電力関連
「記録する」に固定です。電力に関する測定項目は常に記録されます。
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高調波
電圧、電流、電力に関する高調波測定データを記録する、または、記録
しないを選択します。

設定内容
記録する */ 記録しない

*は初期値です。

イベント
電源品質においてイベントが発生したときに、詳細データを記録するか
記録しないかを選択します。電流レンジを「AUTO」と設定している場合
には「記録する」を選択できません。電流レンジを固定レンジに変更し
てから「記録する」を選択してください。
*「AUTO」レンジでは電力品質国際規格 IEC61000-4-30	Class	S に対応し
た測定はできません。

設定内容
記録する */ 記録しない

*は初期値です。
< 操作 >
上下カーソルキーで「高調波 / イベント」の項目へ移動	→ ENTER キー
でプルダウンメニュー表示	→ 上下カーソルキーで記録する /しないを選
択	→ ENTER キーで決定、ESC キーでキャンセル

5.4　記録設定
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記録項目について
記録方法に応じて全測定 CHの以下のデータが記録されます。
記録項目は記録方法、結線方式によって異なります。

記録ファイル 記録項目 記録設定
電力 + 高調波 + イベント

電力測定
データ

電圧実効値 ( 線間 / 相 )

● ● ●

電流実効値
有効電力
無効電力
皮相電力
力率
周波数

中性線電流 (3P4W)
電圧 / 電流位相角 (1 次 )
アナログ入力電圧 1、2CH
電圧 / 電流不平衡率
1分電圧フリッカ

短期電圧フリッカ (Pst)
長期電圧フリッカ (Plt)
進相コンデンサ容量

有効電力量 ( 消費 / 回生 )
無効電力 ( 消費 ) 遅れ / 進み
皮相電力量 ( 消費 / 回生 )
無効電力 ( 回生 ) 遅れ / 進み

デマンド値 (W/VA)
デマンド目標値 (W/VA)
総合高調波電圧歪み率 (F/R)
総合高調波電流歪み率 (F/R)

高調波測定
データ

高調波電圧 /電流 (1～ 50次 )

●電圧 /電流位相角 (1～ 50次 )
電圧電流位相差 (1 ～ 50 次 )
高調波電力 (1 ～ 50 次 )

電圧 / 電流変動
データ

半周期ごとの電圧実効値 ●半周期ごとの電流実効値

イベント種別
データ

イベント検出日時
●イベント種別

イベント検出時の測定値
波形データ 電圧 /電流波形 ●

5.4　記録設定
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記録方法に関する設定

インターバル
SD メモリーカードまたは内部メモリーに、測定データを記録する時間の
間隔を選択します。設定可能なインターバルは 17 種類ありますが、デマ
ンド測定の「測定周期」を既に設定している場合は、測定周期よりも長
いインターバルを設定できません。デマンド測定の測定周期を「測定なし」
に変更してから設定してください。インターバルを設定した後にデマン
ド測定の「測定周期」を設定すると、インターバルの設定が、自動的に「測
定周期」と同じ設定に変更されます。詳細は「デマンドに関する設定」（5-12
ページ ) をご覧ください。

設定内容
1 秒 /2 秒 /5 秒 /10 秒 /15 秒 /20 秒 /30 秒 /
1 分 /2 分 /5 分 /10 分 /15 分 /20 分 /30 分 */
1 時間 /2 時間 /150、180 周期 ( 約 3秒 )

* は初期値です。
「150,180 周期 ( 約 3秒 )」は電力品質国際規格 IEC61000-4-30 で指示され
たインターバルです。50Hz の公称周波数では 150 周期、60Hz の公称周
波数では 180 周期で集計します。
< 操作 >
上下カーソルキーで「インターバル」の項目へ移動	→ ENTER キーで選
択ウインドウを表示	→ カーソルキーで記録間隔を入力	→ ENTER キーで
決定、ESC キーでキャンセル

5.4　記録設定
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開始方法
記録開始の方法を選択します。

設定内容
手動 */ 連続記録 /時間帯指定

*は初期値です。
< 操作 >
上下カーソルキーで「開始方法」の項目へ移動	→ ENTER キーでプルダ
ウンメニュー表示	→ 上下カーソルキーで記録開始方法を選択	→ ENTER
キーで決定、ESC キーでキャンセル

手動
START/STOP キーを操作して記録開始 /記録終了を行った間だけ記録しま
す。

連続記録
記録を開始する日時と記録を終了する日時とを設定します。設定した日
時の間連続して、インターバルの間隔で記録します。詳細は「日時を指
定して予約する」または「繰り返し記録を予約する」（4-9 ページ ) をご
覧ください。

設定項目 設定内容
開始日時 年 /月 / 日　　時：分　(0000/00/00　　00：00)
終了日時 年 /月 / 日　　時：分　(0000/00/00　　00：00)

< 操作 >
上下カーソルキーで「開始日時 /終了日時」の項目へ移動	→ ENTER キー
で日時入力ウインドウを表示	→ カーソルキー日時を入力	→ ENTER キー
で決定、ESC キーでキャンセル

5.4　記録設定
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時間帯指定
記録する期間を、開始する日と終了する日とで設定し、この記録期間の
それぞれの日に対して記録する共通の時間帯を設定します。記録期間の
日ごとに記録時間帯の間、インターバルの間隔で記録します。詳細は「日
時を指定して予約する」または「繰り返し記録を予約する」（4-9 ページ )
をご覧ください。

設定項目 設定内容
記録期間 開始 -終了 年 / 月 / 日 (YYYY/MM/DD)-

年 / 月 / 日 (YYYY/MM/DD)
記録時間帯 開始 -終了 時：分 (hh：mm)- 時：分 (hh：mm)

< 操作 >
上下カーソルキーで「記録期間」の項目へ移動	→ ENTER キーで日付入
力ウインドウを表示	→ カーソルキーで日付を入力	→ ENTER キーで決
定、ESC キーでキャンセル	→ 上下カーソルキーで「記録時間帯」の項目
へ移動	→ ENTER キーで時間入力ウインドウを表示	→ カーソルキーで時
間を入力	→ ENTER キーで決定、ESC キーでキャンセル

保存可能な時間について
2GB の SDメモリーカードを使用した場合に記録可能な時間の目安

インターバル 記録項目 インターバル 記録項目
電力関連 + 高調波 電力関連 + 高調波

1 秒 13 日 3日 1分 1年以上 3ヶ月
2秒 15 日 3日 2分 2年以上 6ヶ月
5秒 38 日 7日 5分 6年以上 1年以上
10 秒 2.5 ヶ月 15 日 10 分

10 年以上

2年以上
15 秒 3.5 ヶ月 23 日 15 分 3年以上
20 秒 5ヶ月 1ヶ月 20 分 5年以上
30 秒 7.5 ヶ月 1.5 ヶ月 30 分 7年以上

1時間 10 年以上2時間
150/180 周期 23 日 4日

※	上記には電源品質のイベントデータを含んでいません。イベントの記
録を設定していた場合は、その発生量によって記録可能な残り時間が
減少します。1回の記録開始 / 終了で保存できるイベントデータは最
大 1GB です。

※	本機器に使用可能なSDメモリーカードは、当社が提供するSDメモリー
カードに限ります。

5.4　記録設定
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5.5 その他

< 操作 >
SETUP キーを押す	→ 左右カーソルキーで「その他」タブへ移動

システム環境に関する設定

「言語」
表示言語を選択します。

設定内容
英語 */ 日本語 / フランス語 /スペイン語 /ポーランド語 /韓国語 /中国語
*	は初期値です。システムリセットを行っても変更した設定は初期化さ
れません。

< 操作 >
上下カーソルキーで「言語」の項目へ移動	→ ENTER キーでプルダウン
メニュー表示	→ 上下カーソルキーで言語を選択	→ ENTER キーで決定、
ESC キーでキャンセル
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「日付形式」
日付の表示形式を選択します。画面の右上に表示している現在の日付、
記録開始終了に関する日付表示と設定入力形式など、表示される全ての
日付の表示形式を変更できます。

設定内容
YYYY/MM/DD	/	MM/DD/YYYY	*/	DD/MM/YYYY

*		は初期値です。ただしシステムリセットを行っても変更した設定は初
期化されません。

< 操作 >
上下カーソルキーで「日付形式」の項目へ移動	→ ENTER キーでプルダ
ウンメニュー表示	→ 上下カーソルキーで形式を選択	→ ENTER キーで決
定、ESC キーでキャンセル

「CH 配色」
電圧と電流の各 CHに対応した色を選択します。項目ラベルの文字色、
各グラフの色、結線図の CH色などを変更できます。

設定内容

VNは結線図にのみ対応しています。

白色* 黄色* オレンジ 赤色* 灰色 青色* 緑色*// / / / /

*		VN：黄色、1CH：赤色、2CH：白色、3CH：青色、4CH：緑色が初期値
です。システムリセットを行っても設定は初期化されません。

< 操作 >
上下カーソルキーで「CH配色」の項目へ移動	→ ENTER キーで選択ウイ
ンドウを表示	→ カーソルキーで色を選択	→ ENTERキーで決定、ESCキー
でキャンセル

5.5　その他
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本体システムに関する設定

現在日時
システムクロックの時間を設定します。現在の日時に合わせてください。

設定内容
yyyy/mm/dd　　hh：mm

*「日付形式」に同期して入力形式も変わります。
< 操作 >
上下カーソルキーで「現在日時」の項目へ移動	→ ENTER キーで日時入
力ウインドウ表示	→ カーソルキーで日時を入力	→ ENTER キーで決定、
ESC キーでキャンセル

ID 番号
本体の認識番号を設定します。本機器を複数台使用する場合や 1台で複
数の場所を定期的に測定する場合に、番号を使い分けると、記録データ
を解析する時に便利です。

設定内容
00-001 ～ 99-999(00-001*)

* は初期値です。
< 操作 >
上下カーソルキーで「ID 番号」の項目へ移動	→ ENTER キーで数値入力
ウインドウ表示	→ カーソルキーで認識番号を入力	→ ENTER キーで決
定、ESC キーでキャンセル

5.5　その他
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ブザー音
キーを操作したときのブザー音をON/OFF します。デマンド判定や乾電
池の警告ブザーは、この設定には関係しません。

設定内容
あり */ なし

* は初期値です。
< 操作 >
上下カーソルキーで「ブザー音」の項目へ移動	→ ENTER キーでプルダ
ウンメニュー表示	→ 上下カーソルキーでブザー音あり /なしを選択	→ 
ENTER キーで決定、ESC キーでキャンセル

Bluetooth( オプション )
内蔵している Bluetooth の有効、無効を選択します。Bluetooth 通信を行
わない場合には無効を選択してください。

設定内容
有効 /無効 *

* は初期値です。
< 操作 >
上下カーソルキーで「Bluetooth」の項目へ移動　　ENTER キーでプルダ
ウンメニュー表示　　上下カーソルキーで Bluetooth 有効 / 無効を選択	
→ ENTER キーで決定、ESC キーでキャンセル

5.5　その他
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電源
記録をしていない状態で操作しない状態が続いた場合に、自動で電源を
OFF するか、しないか選択します。乾電池で駆動している場合は、乾電
池の容量を節約するために「自動でOFF しない」を選択できません。

設定対象 設定内容
AC 電源 5分後にOFF	/ 自動で OFF しない *

乾電池 5分後にOFF
* は初期値です。
< 操作 >
上下カーソルキーで「電源」の項目へ移動	→ ENTER キーでプルダウン
メニュー表示	→ 上下カーソルキーで自動で電源をOFF する / しないを
選択	→ ENTER キーで決定、ESC キーでキャンセル

バックライト
操作しない状態が続いた場合に、自動でバックライトをOFF するか、し
ないか選択します。乾電池で駆動している場合は、乾電池の容量を節約
するために「自動でOFF しない」を選択できません。

設定対象 設定内容
AC 電源 5分後にOFF*	/ 自動で OFF しない
乾電池 2分後にOFF

* は初期値です。
< 操作 >
上下カーソルキーで「バックライト」の項目へ移動	→ ENTER キーで
プルダウンメニュー表示	→ 上下カーソルキーで自動でバックライトを
OFF する / しないを選択	→ ENTER キーで決定、ESC キーでキャンセル

システムリセット
環境設定「言語」､「日付形式」､「CH配色」および､「現在日時」を除い
た設定を出荷時の状態に初期化します。
< 操作 >
上下カーソルキーで「システムリセット」の項目へ移動	→ ENTER キー
で確認メッセージ表示	→ 左右カーソルキーではい / いいえを選択	→ 
ENTER キーで決定

5.5　その他
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5.6 保存データ

< 操作 >
SETUP キーを押す	→ 左右カーソルキーで「保存データ」タブへ移動

測定データ、プリントスクリーン、設定データが SDメモリーカードまた
は内部メモリーに保存されます。本体に SDメモリーカードが挿入されて
いるときは、自動的に SDメモリーカードにデータが保存されます。内部
メモリーに保存するときは、SDメモリーカードを挿入しないでください。
保存先は設定できません。
SDメモリーカードにデータを保存すること推奨します。内部メモリーに保
存できるファイル数は測定データは3ファイル、その他のファイルは8ファ
イルまでです。

記録データに関する操作

< 操作 >
上下カーソルキーで操作項目へ移動	→ ENTER キーで決定
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データを削除する
SD メモリーカードと内部メモリーに保存された測定データ、プリントス
クリーン、設定データを削除します。データは記録日時の順番に並んで
いませんので、削除するときは注意してください。データを記録した順
序はファイル名の右側に表示している記録日時で確認してください。た
だし内部メモリーから SDメモリーカードへ転送されたデータの日付は、
転送されたときの日時に更新されています。スクロールバーは 1画面に
全てのデータが表示できない場合に限り表示されます。

操作対象

スクロールバー

チェックボックス

< 操作 >
上下カーソルキーで削除したいデータへ移動	→ ENTER キーで選択	→ 
ファンクションキー (F2) で「削除する」確認メッセージ表示	→ 左右カー
ソルキーで、はい /いいえを選択	→ ENTER キーで決定
データを選択するとチェックボックスがチェックされます。一度に複数
のデータを削除する場合は、続けて選択してください。

削除する
ファンクションキー(F2　削除する)を押すと確認メッセージが表示され、
「はい」を選択するとデータが削除されます。

内部メモリー /SD カード
ファンクションキー (F3) で操作対象を SDカードまたは内部メモリーに
変更します。現在の操作対象は画面左上に表示されます。
画面を切り替えると、それまでのデータ選択は解除されます。

5.6　保存データ
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空き容量
ファンクションキー (F4　空き容量 ) を押すと操作対象の記録情報がポッ
プアップ表示されます。ENTER キー ( 閉じる ) でデータを削除する画面
に戻ります。

		

項目 表示内容

容量 合計サイズ 使用領域+空き領域の容量
空き容量 空き領域のみの容量

記録可能時間
電力のみ 「記録項目」が電力関連のみの場合に記録

できる目安の時間
電力+高調波「記録項目」が電力関連と高調波の場合に記録できる目安の時間

保存可能数
※	内部メモ
リーのみ

測定データ 記録測定済みの回数
※内部メモリーへの記録は最大 3件です

本体設定 /
プリント
スクリーン

本体設定とプリントスクリーンを合わせ
た記録回数
※内部メモリーへの記録は最大 8回です。

戻る
ファンクションキー (F1)「戻る」で入力を終了して「保存データ」の画面に
戻ります。

5.6　保存データ
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データを転送する
内部メモリーに保存された測定データ、プリントスクリーン、設定デー
タを SDメモリーカードへ転送します。データは記録日時の順番に並ん
でいませんので、転送するときは注意してください。データを記録した
順序はファイル名の右側に表示している記録日時で確認してください。
ただし内部メモリーから SDメモリーカードへ転送されたデータの日付
は、転送されたときの日時に更新されています。スクロールバーは 1画
面に全てのデータが表示できない場合に限り表示されます。

操作対象

スクロールバー

チェックボックス           

< 操作 >
上下カーソルキーで転送したいデータへ移動	→ ENTER キーで選択	→ 
ファンクションキー (F2) で「転送する」確認メッセージ表示
	→ 左右カーソルキーではい /いいえを選択	→ ENTER キーで決定
転送するデータを選択するとチェックボックスがチェックされます。一
度に複数のデータを転送する場合は、続けて選択してください。

転送する
ファンクションキー(F2　転送する)を押すと確認メッセージが表示され、
「はい」を選択するとデータが転送されます。

SD カード
ファンクションキー(F3　SDカード)を押すと、転送先のSDメモリーカー
ドに保存されているデータを確認できます。転送データ選択画面に戻る
には再度ファンクションキー (F3　内部メモリー ) を押してください。画
面を切り替えると、それまでのデータ選択を解除します。

5.6　保存データ
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空き容量
ファンクションキー (F4　空き容量 ) を押すと操作対象の記録情報がポッ
プアップ表示されます。ENTER キー ( 閉じる ) でデータを転送する画面
に戻ります。詳細は「空き容量」5-38 ページをご覧ください。

戻る
ファンクションキー (F1　戻る ) を押すと、入力を終了して「保存データ」
の画面に戻ります。

フォーマットする
SD メモリーカードまたは内部メモリをフォーマットします。
フォーマットすると、保存されているすべてのデータが削除されます。
必要なデータは、フォーマットする前に、別のメディアに保存してくだ
さい。

操作対象
スクロールバー

< 操作 >
ファンクションキー (F2) で「フォーマット」確認メッセージ表示	→ 左
右カーソルキーではい /いいえを選択	→ ENTER キーで決定

フォーマット
ファンクションキー (F2　フォーマット ) を押すと確認メッセージが表示
されます。ENTERキー (はい )で決定するとフォーマットが開始されます。

5.6　保存データ
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内部メモリー /SD カード
ファンクションキー (F3　内部メモリー /SD カード ) を押すと、操作対象
を変更できます。現在の操作対象は画面左上に表示されます。

空き容量
ファンクションキー(F4　空き容量)を押すと、操作対象の記録情報がポッ
プアップ表示されます。ENTER キー ( 閉じる ) でフォーマットする画面
に戻ります。詳細は「空き容量」5-38 ページをご覧ください。

戻る
ファンクションキー (F1　戻る ) を押すと、入力を終了して「保存データ」
の画面に戻ります。

5.6　保存データ
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保存データの種類について
ファイル名
ファイル名は自動的にファイルNo. をカウントアップしてつけられます。
カウントアップしたファイルNo. は、電源をオフしても記憶されている
ため、システムリセットを行うか、最大のカウント数を越えるまでカウ
ントアップし続けます。保存先を変更しても通し番号で保存されます。
保存するファイルNo. のファイル名と同じ名前のファイルが記録先に保
存されている場合、測定データのファイル名は、自動的に次のファイル
No. にカウントアップされます。プリントスクリーンデータと設定デー
タは、同じファイル名で上書されます。システムリセットを行ってファ
イルNo.をゼロから保存するときや、複数のCW500で 1枚のSDメモリー
カードを使用するときなどは注意してください。また、0～ 9999 の全て
のファイルNo. のファイル名が保存していると測定データも上書きされ
ます。注意してください。
PCなどでファイルを削除したり、フォルダまはたファイル名を変更する
と、本体でのデータ操作や CW500Viewer での解析ができなくなります。
PCでフォルダ名および、ファイル名を変更しないでください。

プリントスクリーン
PRINT	SCREENキーを押すと、画面イメージがBMPデータで保存されます。
ファイル名：PS－ SD 000 .BMP

｜ ｜ ｜
保存先コード

ファイルNo. 拡張子
（BMPファイル）

SD：SDカード
ME：内部メモリ （000～999） 

本体設定
SETUP キーを押して「保存データ」-「本体設定」を選択すると、CW500
の設定データが保存されます。
ファイル名：SUP S 0000 .PRE

｜ ｜
保存先コード
S：SDカード
M：内部メモリ

ファイルNo.
（0000～9999）

5.6　保存データ
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データフォルダ
1 回の測定ごとにインターバルデータ・電源品質データを記録するため
のフォルダが、順次作成されます。

フォルダ名: / CW5_DATA/  S 0000

保存先コード 

M：内部メモリー 

ファイルNo.
（0000～9999） 

| | 

S： SDメモリー
 カード 

「インターバルデータ」

ファイル名: SUP S 0000 

ファイルNo. 
（0000～9999）

.CW5 
測定設定データ INI S 0000 .CW5 
電力測定データ INP S 0000 .CW5

高調波測定データ INH S 0000 .CW5 
| | 

保存先コード 
S： SDメモリー
 カード 
M ：内部メモリー 

本体設定データ

「電源品質データ」

ファイル名: EVT S 0000 

ファイルNo. 
（0000～9999） 

.CW5 
波形データ WAV S 0000 .CW5 

電圧/電流変動データ VAL S 0000 .CW5 
| | 

保存先コード 

M：内部メモリー 

イベント種別データ

S： SDメモリー
 カード 

5.6　保存データ
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本体設定の保存と読み込みに関する操作

< 操作 >
上下カーソルキーで操作項目へ移動	→ ENTER キーで決定
設定を保存する
SD メモリーカードまたは内部メモリーに設定データを保存します。デー
タは記録日時の順番に並んでいません。データを記録した順序はファイ
ル名の右側に表示している記録日時で確認してください。ただし内部メ
モリーから SDメモリーカードへ転送されたデータの日付は、転送され
たときの日時に更新されています。スクロールバーは1画面に全てのデー
タが表示できない場合に限り表示されます。

操作対象
スクロールバー

< 操作 >
ファンクションキー (F2) で「保存する」確認メッセージ表示	→ 左右カー
ソルキーではい /いいえを選択	→ ENTER キーで決定

5.6　保存データ
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保存する
ファンクションキー (F2　保存する ) を押すと、確認メッセージが表示さ
れます。「はい」を選択すると、本体設定が SDメモリーカードまたは、
内部メモリーに保存されます。

内部メモリー /SD カード
ファンクションキー (F3　内部メモリー /SD カード ) を押すと、保存先が
変更されます。現在の保存先は画面左上にマークで表示されます。

空き容量
ファンクションキー(F4　空き容量)を押すと、操作対象の記録情報がポッ
プアップ表示されます。ENTER キー ( 閉じる ) でデータを転送する画面
に戻ります。詳細は「空き容量」(5-38 ページ ) をご覧ください。

戻る
ファンクションキー (F1	戻る ) を押すと、入力を終了して「保存データ」
の画面に戻ります。

保存される設定
基本設定  測定設定

設定項目 設定項目
結線

デマンド
測定周期

電圧レンジ 判定周期
VT 比 目標値
公称電圧

高調波
THD( 総合高調波歪曲 ) 算出方法

クランプ /電流レンジ 許容値範囲の設定
CT比 MAXホールド

DCレンジ

電源品質

ヒステリシスしきい値
周波数 トランジェントしきい値

スウェルしきい値
その他設定 ディップしきい値

設定項目 瞬停しきい値
環境設定 日付形式 インラッシュカレントしきい値

本体設定 ID番号 フリッカ フィルタ係数 ( ランプ )
ブザー音 進相コンデンサ 目標力率値

5.6　保存データ
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記録設定
設定項目

記録項目 高調波
電源品質 ( 発生イベント )

記録方法 インターバル
開始方法

連続記録 開始日時
終了日時

時間帯指定 記録期間 開始 -終了
記録時間帯 開始 -終了

設定を読み込む
SD メモリーカードまたは内部メモリーから「設定データ」を読み込んで
本体の設定を変更します。データは記録日時の順番に並んでいません。
データを記録した順序はファイル名の右側に表示している記録日時で確
認してください。ただし内部メモリーから SDメモリーカードへ転送さ
れたデータの日付は、転送されたときの日時に更新されています。スク
ロールバーは 1画面に全てのデータが表示できない場合に限り表示され
ます。

操作対象

チェックボックス

スクロールバー

< 操作 >
上下カーソルキーで転送したいデータへ移動	→ ENTER キーで選択	→ 
ファンクションキー (F2) で「読み込む」確認メッセージ表示	→ 左右カー
ソルキーではい /いいえを選択	→ ENTER キーで決定
読み込みたいデータを選択するとチェックボックスがチェックされ、選
択されていることを表示します。

5.6　保存データ
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読み込む
ファンクションキー (F2　読み込む ) を押すと、確認メッセージが表示さ
れます。「はい」を選択するとデータが転送されます。

内部メモリー /SD カード
ファンクションキー (F3　内部メモリー /SD カード ) を押すと、保存先が
変更されます。現在の保存先は画面左上にマークで表示されます。

空き容量
ファンクションキー(F4　空き容量)を押すと、操作対象の記録情報がポッ
プアップ表示されます。ENTER キー ( 閉じる ) でデータを転送する画面
に戻ります。詳細は「空き容量」5-38 ページをご覧ください。

戻る
ファンクションキー (F1　戻る ) を押すと、入力を終了して「保存データ」
の画面に戻ります。

5.6　保存データ
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6.1 瞬時値「W」

< 操作 >
W/Whキーを押す	→ ファンクションキー (F1) で「W」瞬時値画面を表示

測定値を一覧で表示する
ファンクションキー (F2) を押して一覧表示にします。

（1ch+2ch+3ch）
合計値

インターバル内の経過時間 /
インターバル設定値 

オプションクランプセンサ
の測定値 

3ch の測定値 
2ch の測定値 

1ch の測定値 

複数の測定値を 1画面に表示します。表示項目とその表示位置はキーを
操作で変更できます。

6 章　画面ごとの表示項目
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画面表示記号
V*1 相電圧 VL*1 線間電圧 A 電流

P 有効
電力

+ 消費 Q 無効
電力

+ 遅れ S 皮相電力- 回生 - 進み

PF 力率 + 遅れ f 周波数- 進み

DC1 アナログ入力
1ch の電圧 DC2 アナログ入力

2ch の電圧

An*2 中性線の電流 PA*3 電圧電流位相差
+ 遅れ C*3 進相コンデンサ容量- 進み

*1	W 画面：結線 3P4Wを選択した場合に、Vと VL 表示をカスタマイズ
できます。

*2	W画面：Anは結線 3P4Wを選択した場合のみ表示します。
*3	 	W 画面：PAと Cはファンクションキー (F4)[ カスタマイズ ] で表示で
きます。3P3W3A の PA は線間電圧を相電圧へ変換して電流と位相角
を求めています。

	 	 ( 例 )1P3W-2(2 系統 ) を表示しています。

	 	

6.1　瞬時値「W」
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表示する系統を変更する
左右カーソルキーを操作して表示する系統を変更できます。結線と系統
数によって 1画面に表示できる項目が異なります。点線で区切られた範
囲が 1画面に表示できる範囲です。

1P2W-1 ～ 4( 単相 2 線式、1 系統～ 4 系統 )

1ch
の測定値
(V1/A1)

1系統 2系統 3系統 ４系統

全系統
の合計値

1ch
の測定値
(V1/A2)

1ch
の測定値
(V1/A3)

1ch
の測定値
(V1/A4)

1P3W-1 ～ 2( 単相 3 線式、1 系統～ 2 系統 )
２系統1系統

1系統
1ch＋2ch
の合計値

2系統
1ch＋2ch
の合計値

Σ

全系統の合計値

1ch
の測定値
(V1/A1)

2ch
の測定値
(V2/A2)

1ch
の測定値
(V1/A3)

2ch
の測定値
(V2/A4)

1系統1ch＋2ch
の合計値

２系統1ch＋2ch
の合計値

3P3W-1 ～ 2( 三相 3 線式 2 電力計法、1 系統～ 2 系統 )
1系統 Σ2系統

全系統の合計値

1ch
の測定値
(V12/A1)

2ch
の測定値
(V23/A2)

1ch
の測定値
(V12/A3)

2ch
の測定値
(V23/A4)

2系統
1ch＋
2ch＋
3ch
の合計値

1系統
1ch＋
2ch＋
3ch
の合計値

1系統1ch＋2ch＋3ch
の合計値

2系統1ch＋2ch＋3ch
の合計値

3ch
の演算値

3ch
の演算値

6.1　瞬時値「W」
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3P3W3A( 三相 3 線式 ) 3P4W( 三相 4 線式 )

2ch
の測定値

3ch
の測定値

1ch
の測定値

1ch
の測定値
(V12/A1) (V23/A2) (V31/A3) (V1/A1)

2ch
の測定値
(V2/A2)

3ch
の測定値
(V3/A3)

1ch＋2ch＋3chの合計値 1ch＋2ch＋3chの合計値

表示種別を変更する
上下カーソルキーを操作して、表示種別を瞬時値、インターバル範囲内
での平均値 /最大値 /最小値を切り替えます。
インターバルを 1秒に設定している場合には、表示更新とインターバル
が同じ時間であるため瞬時値、平均値、最大値、最小値は全て同じ値に
なります。

Wh( 積算値 )
ファンクションキー (F1)「Wh」で積算値を表示する画面に切り替えます。
詳細は「6.2　積算値「Wh」(6-9 ページ ) をご覧ください。

拡大表示
ファンクションキー (F2　拡大表示 ) で、選択した 4つの測定値を拡大表
示する「4分割」と、選択した 8つの測定値を拡大表示する「8分割」を
切り替えます。詳細は「大きな文字で測定値を表示する」6-5 ページを
ご覧ください。

トレンドグラフ
ファンクションキー (F3　トレンド ) で表示項目のトレンドをグラフで表
示する画面に切り替えます。表示範囲は現在から過去 60 分間です。詳細
は「トレンドグラフを表示する」(6-6 ページ ) をご覧ください。

カスタマイズ
ファンクションキー (F4　カスタマイズ ) で表示する測定項目と表示位置
を変更します。詳細は「表示測定項目と表示位置を変更する」6-8 ペー
ジをご覧ください。

6.1　瞬時値「W」
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大きな文字で測定値を表示する
「表示項目」 「表示種別」（瞬時値／平均値・・・）

選択した 4つの測定値または 8つの測定値を、1つの画面に表示します。
一覧表示画面よりも大きな文字で表示されるため、測定値を読みやすく
なります。

表示項目

表示する測定項目を選択します。左側メニューの測定項目から表示する
項目を選択します。右側メニューに選択できる chの情報を付加された測
定項目が表示されます。右側メニューから拡大表示する測定項目を選択
してください。

< 操作 >
カーソルキーで表示したい位置の「表示項目」へ移動	→ ENTER キーで
選択メニュー表示	→ カーソルキーで「表示項目」を選択	→ ENTER キー
で決定、ESC キーでキャンセル

6.1　瞬時値「W」
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表示種別
選択した測定項目の表示データを瞬時値 (INST)、インターバルの間に測
定したデータの平均値 (AVG)、最大値 (MAX)、最小値 (MIN) から選択しま
す。インターバルを 1秒に設定している場合は、表示更新とインターバ
ルが同じ時間のため瞬時値、平均値、最大値、最小値は全て同じ値にな
ります。
< 操作 >
カーソルキーで表示したい位置の「表示種別」へ移動	→ ENTER キーで
プルダウンメニュー表示	→ 上下カーソルキーで「表示種別」を選択	→ 
ENTER キーで決定、ESC キーでキャンセル

一覧表示
ファンクションキー (F2　一覧表示 ) で一覧表示画面に切り替えます。

4 分割 /8 分割
ファンクションキー (F3　4 分割 /8 分割 ) で 1 画面に表示する項目数を、
4項目と 8項目にて切り替えます。

トレンドグラフを表示する

経過時間 
トレンドグラフ 
ch ごとに色分けした 

系統 2 の 2ch 瞬時値 
系統 2 の 1ch 瞬時値 

系統 1 の 2ch 瞬時値 
系統 1 の 1ch 瞬時値 

測定値を選択して、それぞれの経時変化をグラフで確認できます。

6.1　瞬時値「W」
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トレンドグラフ表示対象を変更する
上下カーソルキーを操作してトレンドグラフで表示する測定対象を変更
します。

Σ /CH
ファンクションキー (F2　Σ /CH) で系統ごとの合計値と総合計値のトレ
ンドグラフと、ch ごとのトレンドグラフを切り替えます。「Σ /CH」の
操作は、全てのトレンドグラフに対して有効です。「Σ」を操作すると系
統ごとの合計値と総合計値のトレンドグラフが表示されます。「CH」を
操作すると chごとのトレンドグラフが表示されます。また、3P4Wの A：
電流実効値を選択した状態で「Σ」を操作すると、An( 中性線電流 ) の測
定値がトレンドグラフで表示されます。

一覧表示
ファンクションキー (F3　一覧表示 ) で一覧表示画面に切り替えます。

6.1　瞬時値「W」
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表示測定項目と表示位置を変更する

現在の表示項目 変更後の表示項目

表示項目を変更できます。
< 操作 >
上下カーソルキーで変更する「表示項目」へ移動	→ ENTER キーでプル
ダウンメニュー表示	→ 上下カーソルキーで表示する測定項目を選択	→ 
ENTER キーで決定、ESC キーでキャンセル	→ 左右カーソルキーでOK/
キャンセルを選択	→ ENTER キーで決定、ESC キーでキャンセル

電圧 / 電流に関する測定項目は電圧 / 電流に関する測定項目、電力 / 進
相コンデンサに関する測定項目は電力 / 進相コンデンサに関する測定項
目に変更できます。
画面表示記号の詳細に関しては「測定値を一覧で表示する」6-2 ページ
をご覧ください。

6.1　瞬時値「W」
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6.2 積算値「Wh」

< 操作 >
W/Whキーを押す	→ ファンクションキー (F1)で「Wh」積算値画面を表示

記録開始からの
経過時間

は総合計です
は系統ごとの合計です

Σ
Σ

ある期間内に流れた電力を積算電力量として表示します。

画面表示記号

WP 有効電力量 + 消費 WQ 無効電力量 + 遅れ WS 皮相電力量 + 消費
－ 回生 － 進み － 回生
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表示する系統を変更する
左右カーソルキーを操作して表示する系統を変更します。結線と系統数
との関係は「結線に関する設定」(5-3 ページ ) をご覧ください。

表示する ch を変更する
上下カーソルキーを操作して表示する ch を変更できます。結線と ch と
の関係は「結線に関する設定」(5-3 ページ ) をご覧ください。

デマンド
ファンクションキー (F1)「デマンド」でデマンド値を表示する画面に切
り替えます。詳細は「6.3　デマンド」をご覧ください。

6.2　積算値「Wh」
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6.3 「デマンド」

< 操作 >
W/Whキーを押す	→ ファンクションキー (F1) で「デマンド」画面を表
示	→ 上下カーソルキーで「測定値 /時間内推移図 /デマンド推移図」画
面を表示

測定値を表示する
上下カーソルキーで「測定値」画面を表示します。

ある期間の平均電力をデマンドといいます。デマンド測定中に予測値が
目標値を上回った場合は、判定周期ごとにブザーで警告します。

画面表示項目
残り時間 デマンド「測定周期」で設定した時間をカウントダウンします。
目標値 デマンド「目標値」で設定した値を表示します。

予測値
現負荷の測定周期後のデマンド値を予測します。

	現在値×測定周期	
測定開始からの経過時間 を時間の経過と共に算出して表示します。

現在値
測定周期時間内のデマンド値 ( 平均電力 ) です。
	( 測定開始からのWP+の積算値 ) × 1時間	

測定周期
を時間の経過と共に算出し
て表示します。

最大デマンド /
記録年月日

測定開始から終了までの最大デマンドを表示します。測定値が
最大デマンドを超えるたびに表示を更新します。
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瞬時値「W」
ファンクションキー (F1　瞬時値「W」) で瞬時値を表示する画面に切り
替えます。詳細は「6.1　瞬時値「W」」をご覧ください。

時間内推移図を表示する

画面表示項目
残り時間 デマンド「測定周期」で設定した時間をカウントダウンします。

負荷率
目標値と現在値の割合です。
現在値	
目標値 を表示します。

予測
目標値に対する予測値の割合です。
予測値	
目標値 を表示します。

測定周期

保存ポイント

予測値

デマンド値
（現在値）

目標値

残り時間

判定周期 判定周期 判定周期

「判定周期」分の時間
が経過した時点で「予
測値」が「目標値」を
上回っているとブザー
にてお知らせします。

6.3　「デマンド」
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デマンド推移図を表示する

カーソル

スクロールバー

左右カーソルキーを操作してカーソルを移動し、デマンド推移図を左右
にスクロールさせます。スクロールバーは、測定期間全体の範囲を白色、
現在の表示範囲を濃いオレンジ色で表示されます。

画面表示項目
デマンド測定値 /
記録年月日

カーソル位置のデマンド測定値と記録年月日を表示し
ます。

デマンド終了/
最新の記録時間

デマンド測定値

デマンド開始/
記録開始時間

目標値
最大デマンド測定値
(測定画面に表示)

最新の
デマンド測定値

デマンド開始 / 記録開始時間はデマンド推移図を 1画面に表示できない
場合に表示されます。

6.3　「デマンド」
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6.4 「ベクトル」

ベクトルキーを押します。

各項目の測定値

ベクトル表示部

V：電圧実効値※1 / 位相角※2

A：電流実効値 / 位相角※2

※1 3P3W3A では線間電圧
実効値を表示します。

※2 V1 の位相を基準 (0°) と
した角度を表示します。

円の実線：電圧レンジ/ 電流レンジの最大値

ベクトル表示部
電圧実効値（実線）
電流実効値（点線）

±0°±180°

位相角（進み）
－0°～－180°

位相角（遅れ）
+0°～ +180°
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電圧レンジと電流レンジの最大値を円の実線、電圧実効値と電流実効値
を線の長さ、それぞれの位相関係を V1 を基準 (0°) にした線の角度で表
示します。3P3W3A/3P4Wの結線では同時に不平衡率を表示します。測
定電圧と測定電流との関係が平衡な状態では、下記のようなベクトル図
が表示されます。

3P3W3A

2CH:－90°
1CH:＋30°

2CH:－60°
1CH:±0°

2CH:±180°
1CH:±0°

2CH:±180°
1CH:±0°±0°±0°

AV
3P3W

AV
1P3W

AV
1P2W

3CH:－120°
2CH:＋120°
1CH:±0°

3CH:－120°
2CH:＋120°
1CH:±0°

3CH:－90°
2CH:＋150°
1CH:＋30°

3CH:－120°
2CH:＋120°
1CH:±0°

AV 3P4WAV

下図は 3P4Wの例です。

6.4　「ベクトル」
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V ×倍率
ファンクションキー (F1　V ×倍率 ) で電圧ベクトル図の線の長さの倍率
を設定します。

1倍 2倍 5倍 10倍

A ×倍率
ファンクションキー (F2　A×倍率 ) で電流ベクトル図の線の長さの倍率
を設定します。

1倍 2倍 5倍 10倍

結線図
ファンクションキー (F3　結線図 ) で結線方式に準じた「結線図」が表示
されます。詳細は「結線図」(5-4 ページ ) をご覧ください。

結線確認
ファンクションキー (F4　結線確認 ) で確認項目に対して判定した結果が
表示されます。
力率が著しく悪い場所で測定する場合、正しい結線を行っていても、NG
と判定されることがあります。詳細は「結線確認」(4-7 ページ ) をご覧
ください。

6.4　「ベクトル」
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6.5 「波形」

波形キーを押します。

各項目の測定値
V: 電圧実効値※

A: 電流実効値

※3P3W3A では
  線間電圧実効値
  を表示します。

ch ごとに色分けした
測定波形

電圧の波形と電流の波形が、50Hz ならば最長 10 周期分、60Hz ならば最
長 12 周期分表示されます。「波形」画面に切り替えると、波形振幅と期
間が最大で表示できるように自動で倍率が選択されます。

「波形表示対象を変更する」
上下カーソルキーを操作して波形を表示する測定対象を変更します。
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V ×倍率
ファンクションキー (F1　V ×倍率 ) で電圧波形 ( 縦方向 ) の倍率を設定
します。
0.1 倍 0.5 倍 1 倍 2倍 5倍 10 倍

0.1倍 0.5倍 1倍 2倍 5倍 10倍

A ×倍率
ファンクションキー (F2　A×倍率 ) で電流波形 ( 縦方向 ) の倍率を設定
します。
0.1 倍 0.5 倍 1 倍 2倍 5倍 10 倍

0.1倍 0.5倍 1倍 2倍 5倍 10倍

t ×倍率
ファンクションキー (F3　t ×倍率 ) で時間軸 ( 横方向 ) の倍率を設定しま
す。
1倍 2倍 5倍 10 倍

1倍 2倍 5倍 10倍

full scale
ファンクションキー (F4　full	 scale) で電圧 / 電流波形が最大に表示でき
る倍率に設定します。

6.5　「波形」
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6.6 「高調波」

高調波解析キーを押します。

高調波をバーグラフで表示する
ファンクションキー (F1) で「グラフ」画面を表示します。	

画面表示記号
V 電圧

※ 	3P3W3A では線間電圧を表示します。 A 電流

THD
「V」電圧を表示している場合には電圧総合高調波歪み率、「A」電流を
表示している場合には電流総合高調波歪み率を「THD算出方法」に従っ
て表示します。

P 各 ch 有効電力 + 流入 Σ P 系統合計 /総合計
有効電力

+ 流入
－ 流出 － 流出
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バーグラフ表示部

高調波解析次数最大50次

含有率

上の例では「リニア」「全体表示」を選択しているため、含有率の上限
100%で 1次～ 50 次までの全ての高調波を 1画面に表示しています。

画面表示項目
含有率 1次の基本波に対する各高調波の含有率です。

含有率

高調波解析次数表示範囲15次
スクロールバー

上の例では「対数」「拡大表示」を選択しているため、含有率の上限は
10%になり、15 次までの高調波を 1画面に表示しています。表示範囲は
左右カーソルキーでスクロールして移動できます。ただし、基準となる
1次の基本波はスクロールしません。スクロールバーには、現在の表示
範囲が濃いオレンジ色で表示されます。

6.6　「高調波」
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軸値超過

しきい値超過最大値

グラフ色
許容範囲

画面表示項目

軸値超過
各次数の高調波含有率が 10%を越えている場合に表示さ
れます。基本波1次は常に含有率が100%になるため、「対
数」の表示では常に「軸値超過」になります。

最大値
測定開始からの最大値を表示します。表示は、設定変更、
記録開始、ESC キーの 2秒以上の長押しのいずれかの操
作でリセットします。ただし記録中にはリセットできま
せん。

グラフ色 測定 ch数が多い場合には、各 chに対応した色でグラフ
を分割します。

しきい値超過 設定した許容範囲を測定値が越えています。

許容範囲
IEC61000-2-4　Class3 に準じて設定してあります。変更
する場合は、[SETUP] の高調波項目中にある「許容範囲を
編集する」から変更してください。

6.6　「高調波」
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表示する ch を変更する
上下カーソルキーを操作して表示する ch を変更します。結線と ch との
関係は「結線に関する設定」(5-3 ページ ) をご覧ください。

リスト / グラフ
ファンクションキー (F1　リスト / グラフ ) で 1 次～ 50 次までの電圧 /
電流 / 電力高調波を、それぞれの項目ごとにリストで表示します。バー
グラフでは含有率だけ表示されますが、リストでは実効値 / 含有率 / 位
相角 * をそれぞれ選択して表示できます。
*「P」電力を表示している場合は、電圧と電流の位相差が表示されます。
± 0°～± 90°の範囲が流入、± 90°～ 180°の範囲が流出です。

対数 / リニア
ファンクションキー (F2　対数 / リニア ) で含有率 ( バーグラフの縦軸 )
の上限を 10%に変更してバーグラフを表示します。レベルの低い高調波
成分を解析するのに有効です。

拡大表示 / 全体表示
ファンクションキー (F3　拡大表示 / 全体表示 ) で 1 次～ 50 次の高調波
全体表示と 15 次までの拡大表示を切り替えます。電圧 /電流 / 電力高調
波をそれぞれの項目ごとにバーグラフで表示できます。15 次までの拡大
表示では、左右カーソルキーで画面をスクロールして表示範囲を変更し
ます。

6.6　「高調波」
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「V/A/P/ Σ P」
ファンクションキー (F4　V/A/P/ Σ P) で高調波の解析対象を、V：電圧 /A：
電流 /P：電力 ( Σ P：系統合計、総合計 ) から選択します。

高調波をリストで表示する
ファンクションキー (F1) で「リスト」画面を表示します。

1次～ 50 次までの電圧 /電流 / 電力高調波の実効値 /含有率 / 位相角を、
それぞれの項目ごとにリストで表示します。

画面表示記号
V 電圧 *1 A 電流

P*2 各 ch 有効電力 + 流入 Σ P※
2

系統合計 /総合計
有効電力

+ 流入
－ 流出 － 流出

*1	 3P3W3A では線間電圧を表示します。
*2	 	記号と数字との関係は P[ch 番号 ]_[ 系統番号 ] のように表示します。P
と番号との間に間隔がある場合は、系統番号だけを表示している状態
です。この時に表示されている測定値は系統ごとの合計です。Pだけ
が表示されている場合は総合計です。

6.6　「高調波」
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表示する次数を変更する
上下カーソルキーで画面を縦にスクロールし、表示する次数を変更しま
す。

グラフ / リスト
ファンクションキー (F1　グラフ / リスト ) で 1 次～ 50 次までの電圧 /
電流 / 電力高調波を、それぞれの項目ごとにバーグラフで表示します。
バーグラフの画面では含有率だけが表示されます。

含有率 / 位相角 / 実効値 ( 電力 )
ファンクションキー (F2　含有率 /位相角 / 実効値 ( 電力 )) でリストに表
示する測定項目を変更します。表示する測定対象に「V：電圧」「A：電流」
を選択している場合は、含有率 /位相角 (V1 を基準 (0°) とした位相角 )/
実効値から選択します。「P( Σ P)：電力」を選択している場合は、含有
率 /位相角 (ch ごとの電圧電流位相差 )/ 電力から選択します。

V/A/P/ Σ P
ファンクションキー (F4　V/A/P/ Σ P) で高調波の解析対象を、V：電圧 /A：
電流 /P：電力 ( Σ P：系統合計、総合計 ) から選択します

6.6　「高調波」



6-25IM CW500-01JA

6.7 「電源品質」

QUALITY キーを押します。
電源品質を低下させる事象とその現象

事象 波形表示 主な現象 主な弊害

高調波

機器の制御回路は、インバータ
回路 (コンデンサインプット型
整流回路 )およびサイリスタ制
御回路 (位相制御回路 )を使用
しています。これらの回路は電
流に歪みを生じさせ、その歪
みが高調波を発生させます。

高調波電流が流れると進
相コンデンサおよびリア
クトルの焼損、トランス
のうなり、ブレーカーの
誤作動、テレビ映像のち
らつき、音響機器の雑音
などの影響があります。

電圧
スウェル

RMS

電力ラインの開閉器の電源投
入時に突入電流が発生し、一
時的に電圧が上昇します。

機器 /溶接ロボット等の
動作停止やコンピュータ
などのOA機器がリセッ
トされます。

電圧
ディップ

RMS

モータ負荷等の過渡的な突入
電流が発生し、電流降下を発
生させます。

電圧瞬停

RMS

落雷等により電力供給が一瞬
停止状態になります。
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事象 波形表示 主な現象 主な弊害

トランジェント・
オーバー電圧	
( インパルス )

ブレーカー、マグネッ
ト、リレーの接点不良
などにより発生します。

急峻な電圧変化 ( スパ
イク ) のため、機器の
電源が破壊されたり、
リセットされます。

インラッシュ	
カレント

モーター、白熱灯、大
容量の平滑コンデンサ
を持つ機器等を起動す
るときなどに、一時的
に流れる大電流 ( サー
ジ電流 ) です。

電源スイッチ接点の
溶着、ヒューズの溶
断、ブレーカーのト
リップ、整流回路な
どへの悪影響、電源
電圧の不安定化が起
こります。

不平衡

動力ライン負荷の増減、
また偏った設備機器増
設などにより、特定の
相が重負荷になります。
そのため、電圧・電流
波形の歪、また電圧降
下および逆相電圧が発
生します。

電圧・電流のアンバラ
ンス・モータの回転ム
ラ・逆相電圧・高調波
などが発生します。

フリッカ

動力ラインなど各相ご
とに接続された負荷の
増減や、偏った設備機
器の稼動により、特定
相だけの負荷が重くな
り、電圧降下が発生し
ます。

電圧のアンバランス・
逆相電圧・高調波の
発生などにより、モー
タの回転ムラやブ
レーカーのトリップ、
トランスの過負荷発
熱などが起こります。

RMS

6.7　「電源品質」
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イベントの発生状況を表示する
ファンクションキー (F1) で「イベント」画面を表示します。

イベント記号

イベント測定値

画面表示記号

イベント記号

スウェル
ディップ
瞬停

トランジェント
インラッシュカレント

開始 終了

イベント測定値

イベントの開始と終了を判定した時点の瞬時値を表示しま
す。イベントの開始と終了時間が短い場合には終了したとき
の測定値を表示しない場合があります。判定前後の実効値を
確認するには実効値変動データをご覧ください。長期間継続
しているイベント中の測定値はインターバル測定データから
確認できます。電源品質を記録するときは、短いインターバ
ルで測定すると、解析するときに有効です。

発生日時 イベントの開始と終了を判定した時間を表示します。

多相システムでのイベント判定
瞬停
結線方式で測定対象となる全 chの電圧が瞬停になった時点をイベント開
始と判定します。その後、いずれか 1ch の瞬停が終わった時点でイベン
ト終了と判定します。

「スウェル / ディップ / インラッシュカレント / トランジェント」
結線方式で測定対象となる、いずれか 1ch の電圧 / 電流が、イベント状
態になった時点をイベント開始と判定します。その後、全 chのイベント
が終わった時点でイベント終了と判定します。

6.7　「電源品質」



6-28 IM CW500-01JA

スウェル / ディップ / 瞬停 / インラッシュカレントの測定方法
ギャップなしで半周期ごとにオーバーラップさせた 1波形の実効値から
各イベントを検出します。1波形の実効値で初めてイベントを検出した
場合、その 1波形の先頭をイベント開始時刻とし、その後の 1波形の実
効値でイベントが検出されなかった場合に、その 1波形の先頭をイベン
ト終了時刻とします。なお、開始から終了までの間はイベントが継続し
ていると見なします。

実効値①

実効値②

実効値③ 実効値⑤ 実効値⑦ 実効値⑨

実効値④ 実効値⑥ 実効値⑧

測定波形

実効値波形

ディップ開始 ディップ終了

発生期間

実効値①

実効値②

実効値③ 実効値⑤ 実効値⑦ 実効値⑨

実効値④ 実効値⑥ 実効値⑧

測定波形

実効値波形
ヒステリシス

スウェル開始

発生期間

スウェル終了

しきい値

ヒステリシスしきい値
④

⑤
⑥

⑦ ⑧ ⑨① ② ③

④
⑤

⑥
⑦ ⑧ ⑨① ② ③

ディップ検出例
※瞬停も同じ方法で
　検出します。

スウェル検出例
※インラッシュカレントも
　同じ方法で検出します。

6.7　「電源品質」
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トランジェントの判定方法
電圧波形をギャップなしで約 40ksps でモニタし、約 200ms 区間ごとに
トランジェントを集計しながら判定します。そのため、初めてトランジェ
ントを検出した約 200ms 区間の最初がイベント開始時刻となり、その後
の 200ms 区間でトランジェントが検出されなかった場合に、その区間の
最初をイベント終了時刻とします。なお、開始から終了までの間はイベ
ントが継続していると見なします。

トランジェント検出例 しきい値

トランジェント開始 約200ms間
発生期間

トランジェント終了

測定波形

保存データ
イベントが発生した場合には、そのイベントの種別、開始時間、終了時間、
測定値を記録しながら、イベント波形と実効値変動を同時に記録します。
ただしイベント波形はデータ更新タイミング 1秒間の内、約 200ms 区間
のみ記録します。

イベント波形
イベントデータを含んだ約 200ms(50Hz：10 周期 /60Hz：12 周期 ) 区間
の全 ch 電圧 / 電流波形データを 8192 ポイントで記録します。データ更
新タイミング 1秒以内に複数の異なるイベントが同時に発生した場合に
は、最も優先順位の高いイベントを含んでいる、約 200ms 区間の波形デー
タのみを記録します。ただし同じ項目のイベントが同時に発生した場合
には、より最高値 ( 最深値 ) を示すイベントを選択します。これも同じ場
合には、発生期間の長いイベントを選択して記録します。なお接続チャ
ンネル間に優先順位はありません。
【最優先】→電圧トランジェント→瞬停→ディップ→スウェル→インラッ
シュカレント

6.7　「電源品質」
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実効値変動
イベントデータを含んだデータ更新タイミング約 1秒間の全 ch の電圧 /
電流実効値 ( 分解能：半周期 ) 変動データを記録します。

約 800ms 間のディップ検出例 ( 保存データ )

測定波形
イベント開始波形(約200ms) イベント終了波形(約200ms)

実効値波形

イベント開始実効値変動 (約1秒) イベント終了実効値変動
 (約1秒)

表示範囲を変更する
を操作することで画面を縦にスクロールして表示する範囲を変更します。

フリッカ
	「フリッカ」でフリッカを表示する画面に切り替えます。詳細は次ペー
ジの「フリッカ測定値を一覧表示する」をご覧ください。

6.7　「電源品質」
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イベント抽出
「イベント抽出」で表示するイベント種別を下記の順番で切り替えます。

「全イベント」
スウェル ディップ 瞬停 トランジェント インラッシュ

カレント

フリッカ測定値を一覧表示する
< 操作 >
ファンクションキー (F1) で「フリッカ」画面を表示	→ 上下カーソルキー
で「V：一覧表示 /Pst(1min)：トレンドグラフ /Plt：推移図」画面を表示

残り時間 

アーク炉負荷のような変動負荷があると、電圧が変動して照明などがち
らつく場合があります。このような状態を電圧フリッカといい、Pst、Plt
でその厳しさを示します。

画面表示記号
残り時間 Pst 算出までの残り時間をカウントダウンします。Pst の

評価には 10 分間の測定時間が必要です。
V 相電圧 *3P3W、3P3W3A では線間電圧を表示します。
f 周波数

Pst,1min 1 分間で測定した短期間フリッカの厳しさです。判断基
準として電力調査や研究の評価に有効です。

Pst 10 分間で測定した短期間フリッカの厳しさです。
Pst,MAX 記録を開始してからの Pst の最大値です。測定値がその

ときの最大値を超えるごとに表示を更新します。
Plt 2 時間で測定した長期間フリッカの厳しさです。

Plt,MAX 記録を開始してからの Plt の最大値です。測定値がその
ときの最大値を超えるごとに表示を更新します。

6.7　「電源品質」
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イベント
ファンクションキー (F1　イベント ) でイベントの発生状況を表示する画
面に切り替えます。詳細は「イベントの発生状況を表示する」6-27 ペー
ジをご覧ください。

Pst,1min のトレンドグラフを表示する

Pst,1min
最新の

経過時間

最大値
Pst,1min

最新 120 分間に測定した Pst,1min のトレンドグラフを表示します。

画面表示記号
Pst,1min 1 分間で測定した最新の短期間フリッカの厳しさです。

最大値
記録を開始してからの Pst,1min の最大値です。Pst,1min
の測定値がそのときの最大値を超えるごとに表示を更新
します。

経過時間
最新の測定値を右端 ( 経過時間 0分 ) に表示し、時間が
経過するごとに表示位置を左へ移動します。表示する範
囲は現在の時間から、最大で 120 分間です。

6.7　「電源品質」



6-33IM CW500-01JA

Plt の推移図を表示する

カーソル

スクロールバー

左右カーソルキーを操作してカーソルを移動し、Plt の推移図を左右にス
クロールさせます。スクロールバーには、現在の表示範囲が濃いオレン
ジ色で表示されます。

画面表示項目
Plt 測定値 /
記録年月日 カーソル位置の各 chの Plt と記録年月日を表示します。

最大値

Plt の測定値

最新のPlt

記録開始時間 最新の記録時間

記録開始時間は Plt 推移図を 1画面に表示できない場合に表示されます。

画面表示記号
最大値 記録を開始してからの Plt の最大値です。測定値が現在

の最大値を超えるごとに表示を更新します。

6.7　「電源品質」
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7.1 その他の機能

データホールド機能
DATA	HOLDキーを押すと測定状態に関わらず表示更新がストップし、画
面上に	 	のマークが表示されます。再びDATA	HOLDキーを押すと	 	の
マークが消え、表示更新がスタートします。データホールド中でも表示を
切り替えて、各画面の測定値を確認できます。記録中に表示更新をストッ
プしても、測定値とイベントの情報は常に記録されています。

キーロック機能
DATA	HOLDキーを 2秒以上押すと、画面上に	 	が表示され、LCDキーを
除く全てのキー入力が無効になります。再びDATA	HOLDキーを 2秒以上
押し続けると	 	が消え、キーロックが解除されます。

バックライトの消灯
LCDキーでバックライトを消灯します。電源キーを除くキーを操作すると、
バックライトが点灯します。

自動バックライトオフ
AC 電源接続時
5 分間何も操作しないと自動的にバックライトが消灯します。再点灯する
には、電源キーを除くキーを操作します。SETUPから「自動でOFFしない」
を選択すると、バックライトを常時点灯させることもできます。
電池駆動時
消費電力を節約するため、電池駆動のときのバックライトの明るさは、AC
電源で駆動しているときの約 1/2 になります。また、電池駆動のときは、
2分間何も操作しないと､ 自動的にバックライトが消灯します。再点灯す
る場合は、電源キーを除くキーを操作します。電池駆動では常時点灯でき
ません。

7 章　その他の機能
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自動電源オフ
AC 電源接続時
5 分間何も操作しないと自動的に電源がオフになります。ただし記録中は
オフになりません。再度電源をオンするときは電源キーを操作してくださ
い。SETUPから「自動でOFFしない」を選択すると、常に電源をオンし続
けることもできます。
電池駆動時
何も操作しない状態が 5分間経過すると自動的に電源をオフします。ただ
し記録中にはオフしません。再度電源をオンしたい場合には電源キーを操
作してください。電池駆動の場合は常時、電源をオンし続けることはでき
ません。

電流オートレンジ
測定した電流実効値から電流クランププローブの電流レンジを自動で切り
替えます。電源品質のイベントを記録する場合は選択できません。切り
替えは下側レンジの 300%peak を上回るとレンジアップ、下側レンジの
100%peak を下回るとレンジダウンです。ただし表示は上側レンジに固定
します。

センサ識別機能
SETUPからセンサ識別を操作すると、現在本体に接続している電流クラン
ププローブが自動で識別されます。
電源起動時には、その時点で接続している電流クランププローブと、前回
測定時のクランプ設定との相関を、自動で確認します。

停電復帰機能
記録中に電源が供給されなくなったことにより、電源がオフになった場合、
電源が再供給されると、自動的に記録を再開できます。

プリントスクリーン機能
PRINT	SCREENキーを操作すると、現在表示している画面がBMPファイル
で保存されます。1ファイルのサイズは約77KBです。

7.1　その他の機能
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設定記録機能
電源をオフしても前回測定時の全ての設定を記憶してるため、次に電源を
オンした時には前回測定時と同じ状態で起動します。
ただし、出荷後はじめて起動したときは初期設定値です。

かんたんスタートナビ
START/STOPキーを操作してスタートナビを開始します。画面の表示に従っ
て項目を順次設定することで簡単に記録を開始できます。

ステータス LED
バックライトが消えている状態では赤色で点滅し、記録中はバックライト
の点灯に関係なく、常に緑色で点灯します。記録スタンバイ中は緑色で点
滅します。

7.1　その他の機能
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8.1 PC：コンピュータへのデータ転送

SDメモリーカードおよび内部メモリーに保存したデータは、USB接続又
は SDメモリーカードリーダーを使用してPCに転送できます。

PC 転送方法
USB カードリーダー

SD メモリーカードデータ（ファイル） △ ○
内部メモリーデータ（ファイル） ○ ---------

	 本機器の USB を使ったデータ転送速度は、約 320MB/ 時です。容量の
大きいデータをUSB 接続で PC に転送すると、長時間かかる場合があ
ります。容量の大きなデータをPCへ転送する場合は、SDメモリーカー
ドを使って PCに転送することをおすすめします。

	 SD メモリーカードの取り扱いについては、ご使用の SDメモリーカー
ドに付属されている取扱説明書でご確認ください。確実にデータを保
存するために、本機器のファイル以外は SDメモリーカードに保存し
ないでください。必要のないファイルは事前に全て削除してください。

USB接続

SDメモリーカード

内部メモリーデータ／
        SDメモリーカードデータ

SDメモリーカードデータ

8 章　周辺機器との接続



8-2 IM CW500-01JA

8.2 外部機器との信号制御

入出力端子を接続する

注　　意
・ 入力端子には± 11V の範囲内の電圧、出力端子には 0 ～ 30V 

(50mA、200mW) の範囲内の電圧を入力してください。これ
を超えると本体を破損する恐れがあります。

・ 各チャンネルの L 端子は、内部でつながっています。L 端子側
にグランドレベルの異なる入力を同時に接続しないでくださ
い。

入力端子 出力端子

接続の際には、入力端子と出力端子の接続を間違えないように確認してく
ださい。

接続可能な信号線の寸法は下記のとおりです。
適合電線：	 単線φ1.2mm(AWG16)
	 撚線 1.25mm2(AWG16)　素線径φ0.18mm以上
使用可能電線：	単線φ0.4 ～ 1.2(AWG26～ 16)
	 撚線 0.2～ 1.25mm2(AWG24～ 16)　素線径φ0.18mm以上
標準むき線長：	11mm
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< 操作 >
1 	 コネクタカバーを開きます。
2 	 端子の上にある四角の部分をマイナスドライバーなどで押しながら、
信号線を挿入します。

3 	 ドライバーを離すと信号線が固定されます。

信号線

マイナスドライバーなど

入力端子
温度センサーなどの電圧出力信号をモニターします。他の機器から出力さ
れる信号と、その電源に起こる異常を同時に測定する場合に有効です。
	 チャンネル数：2ch
	 入力抵抗：約 225.6k Ω

8.2　外部機器との信号制御
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出力端子
電源品質のイベントが発生している間、出力信号を Lowにします。通常
はHighです。イベントの継続している時間が 1秒未満の場合は、1秒間
出力信号を Lowにします。
出力対象イベントはイベント設定しているなかで最も優先順位の高いイベ
ントに対してのみです。優先順位の低いイベントに同期して信号を出力す
る場合は、そのイベントよりも優先順位の高いイベントを「OFF」に設定
してください。詳細は「電源品質（イベント）しきい値設定」(5-18 ページ )
をご覧ください。優先順位の高い順にイベントを並べると、以下のように
なります。
<優先順位　高い>トランジェント→瞬停→ディップ→スウェル→イン
ラッシュカレント<優先順位　低い>

+5V

H

L

OUTPUT

出力形式： オープンコレクタ出力
最大入力： 30V、50mA、200mW
出力電圧： Hi　4～5V
 Lo　0～1V

8.2　外部機器との信号制御
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8.3 測定ラインから電源を供給する

コンセントからAC電源が供給ができない場合、電源供給アダプタ (98031)
を用いることで、電圧プローブから電源を供給できます。

 警　　告
・  プローブと本体の測定カテゴリが違っている場合は低い方の

測定カテゴリが優先されます。測定電圧と定格が合っている
か必ず確認してください。

・ 電源供給アダプタを AC240V 以上の電位のある場所には絶対
に接続しないでください。

・  測定に必要のない電圧プローブは絶対に接続しないでくださ
い。

・  本機器に接続していない状態で測定ラインに接続しないでく
ださい。

・  測定中 ( 測定ラインからの通電中 ) は絶対に本機器のコネクタ
から取りはずさないでください。

・ 必ずブレーカーの二次側に接続してください。1 次側は電流容
量が大きく危険です。

・ 本機器の電源が OFF になっていることを確認してから接続し
てください。

・ 接続は必ず先に本機器側から行い、根元まで確実に差し込ん
でください。

・ 外観に異常が認められる場合は、本機器を使用しないでくだ
さい。
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以下の手順で本機器と電源供給アダプタを接続します。
1 	 電源供給アダプタの電源スイッチがOFF になっていることを確認し
ます。

2 	 電源供給アダプタのプラグをCW500のVNとV1端子に差し込みます。
3 	 電源供給アダプタの電源プラグをCW500 の電源コネクタに差し込み
ます。

4 	 電源供給アダプタの VNと V1 端子に電圧プローブを接続します。
5 	 電圧プローブのワニグチを被測定回路に接続します。
6 	 電源供給アダプタの電源スイッチをONにします。
7 	 CW500 の電源スイッチをONにします。
本機器と電源供給アダプタを取り外す場合は、上記手順を逆に	7 	から	1 	へ
操作してください。
電源供給アダプタの操作の詳細は電源供給アダプタの取扱説明書をご覧く
ださい。

	

電源供給アダプタ
98031

１/６

２
３

４

５

７

240V未満

8.3　測定ラインから電源を供給する
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8.4 電流クランププローブ 96030、96033、
96036 を使用する

本機器に当社の電流クランププローブ 96030、96033、96036 を接続して、
使用できます。
電流クランププローブ 96030、96033、96036 を本機器に接続するときは、
別売りのバナナ -DIN 変換ケーブルが必要です。
電流クランププローブ 96030、96033、96036 を使用するときは、次の
ことに注意してください。
・	 電流クランププローブ 96030、96033、96036 は、自動的に認識され
ません。手動で設定してください。
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9.1 設定・解析用 PC ソフトウェア

PC から「CW500	Viewer」を使用することで、本体で記録したデータの
解析※と、本体の設定を行うことができます。
※	記録データからグラフとリストを 1クリック自動生成、記録データの
CSV 形式変換、複数台の設定データ、記録データを一元管理、省エネ
法に準じた原油・CO2 換算値をレポート形式で出力など。

	 	

「CW500	Viewer」を使用するには、「CW500	Viewer インストールマニュ
アル」(IM	CW500-62JA) を参考にして、アプリケーションとUSB ドライ
バを PCへインストールしてください。

・ インターフェース
	 	本製品は USB、Bluetooth インターフェースを装備しています。
	 通信方式	 ：USB　Ver2.0 準拠
	 Bluetooth 仕様	：Bluetooth	Ver2.1+EDR 準拠 (Class2)
	 対応プロファイル	：SPP
	 USB、Bluetooth 通信で以下のことが行えます。
・	 本体の内部メモリ内のファイルをパソコンへダウンロード
・	 パソコンから本体の設定
・	 本体からリアルタイムで測定値を取得し、パソコン上で測定値とグ
ラフを表示

・ パソコンの推奨動作環境
・	 OS	( オペレーションシステム )
	 Windows	7、Windows	8、Windows	10
・	 画面表示
	 解像度 1024 × 768 ドット、65536 色以上
・	 HDD	( ハードディスク )
	 空き容量 1Gbyte 以上 (Framework を含む )
・	 .NET	Framework(3.5 以上 )

9 章　設定・解析用 PC ソフトウェア
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最新のソフトは、下記の当社ホームページからダウンロードできます。
http://www.yokogawa.com/jp-ymi/tm/Bu/index.htm

9.1　設定・解析用 PC ソフトウェア
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10.1 トラブルシューティング

本機器を使用しているときに故障かなと思われる内容が発生した場合、
下記の事項を確認してください。下記以外の不具合が認められる場合は、
当社またはお買い求め先までご連絡をください。

症状 確認事項
電源キーを操作して
も電源が入らない。
( 何も表示しない。)

AC 電源の場合
・	 電源コードがコンセントに正しく接続されているか確
認してください。

・	 電源コードが断線していないか確認してください。
・	 電源電圧が許容範囲内か確認してください。
電池駆動の場合
・	 電池の極性が正しくセットされているか確認してください。
・	 単 3 形ニッケル水素電池（Ni-MH）の場合、充分充電
されているか確認してください。

・	 単 3 形アルカリ乾電池の場合、電池が消耗していない
か確認してください。

上記が問題ない場合
・	 AC の電源コードを抜いた状態で、一度全ての電池を取
り外してから、再度全ての電池をセットし直し、AC電
源を接続して電源を入れてください。この状態でも電
源が入らない場合には本体が故障している可能性があ
ります。

キー操作ができない。・	 キーロック機能が動作していないか確認してください。
・	 本書で各測定レンジの有効キーを確認してください。

測定値を表示しない。
測定表示値が不安定、
またはおかしい。

・	 電圧の1chに入力している周波数が確度保証の範囲内か
確認してください。40～ 70Hzが測定できる範囲です。

・	 電圧プローブ、電流クランププローブが正しく接続さ
れているか確認してください。

・	 測定ラインに対して本機器の設定および結線が正しい
か確認してください。

・	 使用している電流クランププローブとクランプの設定
が正しいか確認してください。

・	 電圧プローブが断線していないか確認してください。
・	 入力信号にノイズがのっている可能性がないか確認し
てください。

・	 近くに強い電磁波がないか確認してください。
・	 使用環境が本機器の仕様内かどうか確認してください。

内部メモリに保存が
できない。

・	 保存しているファイル数を確認してください。
・	 SDカードを挿入していないか確認してください。SDカー
ドを挿入している場合には内部メモリへ保存できません。

10 章　故障かなと思ったら
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症状 確認事項
SD カードに保存が	
できない

・	 SDカードが正しく挿入されているか確認してください。
・	 SDカードがフォーマットされているか確認してください。
・	 SD カードの容量がオーバーしていないか確認してくだ
さい。

・	 使用する SDカードの保存ファイル数または容量を確
認してください。

・	 使用する SDカードが本機器の動作確認済みのカード
であるか確認してください。

･既知のハードウエアで正常に動作することを確認して
ください。

USB 通信でダウン
ロードおよび設定が
できない

・	 本体をパソコンにUSB コードで正しく接続されている
か確認してください。

・	 通信アプリケーションソフト (CW500	Viewer) で、接続
デバイスが表示されていることを確認ください。表示
されていない場合、USB ドライバが正常にインストー
ルされていない可能性があります。別冊のインストー
ルマニュアルを参考にして USB ドライバを PC へ再イ
ンストールしてください。

自己診断で頻繁に
NGを表示する

・	「SD　Card」の場合は「SDカードに保存ができない」
を参照してください。その他の診断結果で NGが表示
される場合は、ACの電源コードを抜いた状態で、一度
全ての電池を取り外してから、再度全ての電池をセッ
トし直し、AC電源を接続して、自己診断をやり直して
ください。この状態でも NGを表示する場合には本体
が故障している可能性があります。

10.1　トラブルシューティング
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10.2 エラーメッセージの内容とその対処方法

本機器使用中に、画面にメッセージが表示されることがあります。
ここでは、その内容と対処方法を説明します。

メッセージ 内容 / 対処方法
SD カードが挿入され
ていません

・	 SD カードが正しく挿入されているか確認してくださ
い。詳しくはスタートガイドの「SD カードの挿入 /
取り出し方法」をご覧ください。転送を行うためには使

用可能な SDカードを
挿入してください
設定を読み込むには使
用可能な SDカードを
挿入してください
設定を保存するには使
用可能な SDカードを
挿入してください
空き容量の十分な SD
カードが挿入されてい
るか確認してください

・	 SD カードの空き容量を確認してください。容量が少
ない場合には保存しているファイルを削除、または
フォーマットするか、本体でフォーマットした別の
SDカードを使用してください。詳しくは「記録デー
タに関する操作」(5-36 ページ ) をご覧ください。

SDカードに空き領域
がありません
フォーマットまたは
データ削除を行ってく
ださい
正しく識別できません
でした。	
接続されているセンサ
をもう一度確認してく
ださい。

・	 電流クランププローブが本体に確実に接続されてい
るか確認してください。

・	 故障が疑われる場合には下記の手順で確認してくだ
さい。

	 NG と識別された電流クランププローブの接続 ch を
正しく識別されている ch と変更して再テストを行っ
てみてください。この時、前回と同じ ch が NGと識
別された場合は、本体が故障している可能性がありま
す。前回NGと識別された電流クランププローブを接
続している ch が、NGと識別された場合は、電流ク
ランププローブが故障している可能性があります。故
障していた場合には直ちに使用を中止してください。

電池残量が少ないため	
電源をOFF します。

・	 AC 電源を使用するか、新しい単 3形アルカリ乾電池
（LR6）または充電済みの単 3形ニッケル水素電池 (Ni-
MH)、6 本と入れ替えてください。詳しくはスタート
ガイドの「乾電池のセット方法」をご覧ください。
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メッセージ 内容 / 対処方法
内部メモリに空き領域
がありません	
フォーマットまたは
データ削除を行ってく
ださい

・	 内部メモリの空き容量と保存ファイル数を確認して
ください。内部メモリに保存可能なファイル数は測定
データは 3ファイル、その他は 8ファイルまでです。
容量が少ない場合には保存しているファイルを削除、
またはフォーマットしてください。詳しくは「記録
データに関する操作」(5-36 ページ ) をご覧ください。

設定ファイルを読み込
むことができせん	
ファイルが壊れている
可能性があります

・	 再度設定ファイルの読み込みを行ってください。それ
でも読み込めない場合、SDカードに記録した設定ファ
イルであれば SDカードまたは本体、内部メモリにあ
る設定ファイルであれば本体が故障している可能性
があります。本体が故障していた場合には直ちに使用
を中止してください。

十分な空き領域があり
ません	
SD カードおよび内部
メモリの空き容量を確
認してください

・	 SD カードの空き容量と、内部メモリの空き容量と保
存ファイル数を確認してください。内部メモリに保存
可能なファイル数は測定データは 3ファイル、その
他は 8ファイルまでです。容量が少ない場合には保
存しているファイルを削除、またはフォーマットする
か、本機器でフォーマットした別の SDカードを使用
してください。詳しくは「記録データに関する操作」
(5-36 ページ ) をご覧ください。

記録可能な領域があり
ません

過去の日時が指定され
ています
記録開始方法を確認し
てください

・	 記録「開始方法」に連続記録 / 時間帯指定を選択し、
記録終了の日時に過去の日時を設定していた場合に
表示します。それぞれの記録方法にて設定した日付を
確認してください。詳しくは「日時を指定して予約す
る」または「繰り返し記録を予約する」(4-9 ページ )
をご覧ください。

記録を開始できません
でした

・	 SET	UP の「記録設定」に矛盾がないか確認してくだ
さい。詳しくは「5.4　記録設定」をご覧ください。

・	 再度記録を開始してください。それでも開始できない
場合、記録対象が SDカードであれば SDカードまた
は本体、内部メモリであれば本体が故障している可能
性があります。本体が故障していた場合には直ちに使
用を中止してください。

記録中および記録待機
中は本体設定を変更で
きません

記録中には設定の確認しかできません。設定を変更する
場合には、必ず記録をストップし「記録を停止しました」
のメッセージが消えた後に変更してください。

前回と異なるセンサを
識別しました。	
測定前に SET	UP の基
本設定を再確認してく
ださい。

・	 前回の測定時と異なる電流クランププローブを接続
してる場合に表示します。SET	UP の「基本設定」に
て現在接続している電流クランププローブを設定す
るか「センサ識別」で接続している電流クランププ
ローブを自動認識してください。

10.2　エラーメッセージの内容とその対処方法
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メッセージ 内容 / 対処方法
センサの接続が正しく
ありません。	
接続されているセンサ
をもう一度確認してく
ださい。

・	 結線方式で測定する ch に異なる種類の電流クラン
ププローブを接続していないか確認してください。
測定に使用する電流クランププローブは同じ種類し
か使用できません。

SDカードの空き領域
が足りません。	
記録を中止しました。

・	 必ず記録をストップし「記録を停止しました」のメッ
セージが消えたあとに、保存しているファイルを
PCなどにバックアップしてから、ファイルを削除、
またはフォーマットするか、本体でフォーマットし
た別の SDカードを使用して記録を再開してくださ
い。詳しくは「記録データに関する操作」(5-36 ペー
ジ ) をご覧ください。

内部メモリの空き領域
が足りません。	
記録を中止しました。

・	 必ず記録をストップし「記録を停止しました」の
メッセージが消えたあとに、保存しているファイル
を PC、SDカードなどにバックアップしてから、ファ
イルを削除、またはフォーマットして記録を再開し
てください。詳しくは「記録データに関する操作」
(5-36 ページ ) をご覧ください。

10.2　エラーメッセージの内容とその対処方法
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96030/96033/96036 を使用する場合

当社の電流クランプ 96030/96033/96036 を CW500 で使用するときは、
バナナ -DIN 変換アダプタ 99073 が必要です。
センサ識別機能は使用できません。手動でクランプ設定を行ってくださ
い。
クランプ設定と仕様は以下のとおりです。
プローブ 96030 96033 96036
CW500 の
クランプ設定

96063 96061 96060

確度 振幅 ± 0.5%rdg ± 0.1mV
(45Hz ～ 66Hz)
± 0.8%rdg ± 0.2mV
(66Hz ～ 1kHz)
± 2.0%rdg ± 0.4mV
(1kHz ～ 3.5kHz)

± 0.5%rdg ± 0.1mV
(45Hz ～ 66Hz)
± 0.8%rdg ± 0.2mV
(66Hz ～ 1kHz)
± 1.0%rdg ± 0.3mV
(1kHz ～ 3.5kHz)

± 0.5%rdg ± 0.01mV
(45Hz ～ 66Hz)
± 0.8%rdg ± 0.02mV
(66Hz ～ 1kHz)
± 2.0%rdg ± 0.04mV
(1kHz ～ 3.5kHz)

位相 ± 0.5°以内
(45Hz ～ 3.5kHz)

± 1.0°以内
(45Hz ～ 3.5kHz)

－

有効入力範囲 各レンジの 5％～ 110％
安全規格 適合しません

付録　
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