
須藤 哲四郎

工業用計測機器の開発，設計に従

事。現在，富士電機インスツルメ

ンツ（株）技術本部電子機器技術部

主査。

入間野 泰夫

工業用計測機器の開発，設計，商

品企画に従事。現在，富士電機イ

ンスツルメンツ（株）技術本部マー

ケティング部主査。

富士時報 Vol.73 No.10 2000

まえがき

地球温暖化防止のため，主たる温室効果ガスである二酸

化炭素の排出量削減を目的としてエネルギー消費を抑制す

ることが求められている。「エネルギーの使用の合理化に

関する法律」（省エネ法）においても，エネルギー消費を

抑制することが法律的に定められている。省エネ法のなか

で管理すべきエネルギー源として，幾つか挙げられている

が，電気エネルギーもそのなかの一つである。この電気エ

ネルギーを測定，記録，管理するためのツールとして，必

要な機能を実現した 1回路形多機能交流電力モニタ（図１，

形式：PPM）を開発したので紹介する。

交流電力モニタの特徴

コンパクトサイズ，多機能

単相 2線，単相 3線，三相 3線の各種形式に対応してい

る。 1台で実効電圧，実効電流，電力，力率，周波数，無

効電力，積算電力量，無効積算電力などの電力諸量を測定

し，省スペース，省コストを実現した。

単回路形による効率的な測定

設備が分散して測定点数が少ない場合，本器のような１

回路形が設置費用面で最適である。

超小型，大容量記憶デバイス採用

大容量メモリカード（16Mバイト）により長期間の測

定データが保存できる。外形も超小型のため保管が容易で

ある。

データ収集用通信機能で容易なデータ監視

RS-232C，RS-485 通信機能によりパソコンなどのホス

ト機器からデータ収集を行うことができる。

表示機能で容易な現場監視

電力諸量を 4けたの表示器で表示可能であるため，個々

の設備において現場でデータの確認や分析が可能である。

交流電力モニタの内部回路構成

交流電力モニタの回路構成を図２に示す。電圧信号，電

流信号を取り込み，アナログ信号をディジタル化して，マ

イクロプロセッサによるディジタル演算で計測値を算出し

ている。ディジタル演算においては，浮動小数点演算によ

り幅広い数値を扱えるようにした。電流信号は広い入力範
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図２　交流電力モニタの回路構成

図１　交流電力モニタの外観
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囲に対応するためマルチレンジとしている。電流と電圧の

読込みは 0.2ms 周期で読み込んでいるので，高調波の多

いひずんだ信号も正確に実効値を測定している。マイクロ

プロセッサをはじめとし，最新の電子部品の活用とハード

ウェアの簡素化により従来に比較して小型，低価格，高信

頼性を実現することができた。

交流電力モニタの構造

外形は 48 × 96 × 100（mm）〔幅×高さ×奥行〕のコン

パクトサイズなので，新設の設備はもちろん既設の設備に

増設する場合も容易である。

交流電力モニタの仕様

主な仕様

表１に本器の主な仕様を示す。この仕様に示されるよう

に本器は省エネ法で要求される義務項目の一つである，エ

ネルギー（電力量）使用状況の測定，記録を実現するため

のツールとして必要な機能，性能を有している。記録を行

う手段として本器は，メモリカードによる方法と通信によ

りパソコンに保存する方法とを備えている。以下にその詳

細を述べる。

メモリカードへの記録

記録素子として使用するメモリカードは，市場で入手し

やすいスマートメディア〔（株）東芝の商品名〕を採用した。

16Mバイトタイプを使用すると，データ記録 5分ごとの

記録の場合 1年以上が可能であり，通常用途では十分とい

える。またメモリカードを常時挿入しておくのではなく，

巡回しながら１枚のメモリカードで多数の交流電力モニタ

のデータを収集することもできるため測定データの管理が

容易となる。

通信機能およびデータ収集ソフトウェア

通信仕様は一般的な仕様となっており，ASCII コード

で送信，受信するプロトコルも簡易なものである。したがっ

て，コンピュータシステムに接続する場合も簡単なプログ

ラムで容易に接続できる。また，ユーザーが直ち通信経由

でデータを取り込みたい場合は，Windows
〈注〉

95/98 の環境

下で動作するデータ収集ソフトウェアを提供している。本

ソフトウェアによりリアルタイムにデータを収集でき，収

集したデータは CSV（Comma Separated Value）形式で

保存される。パソコン上にリアルタイムでデータ表示して

いる例を図３に示す。これを市販の表計算ソフトウェアで

トレンドグラフを作成したり，作表，データ加工などが可

能である。リアルタイムでのデータ収集以外にメモリカー

ドの記録データを読み出すことも可能なため，パソコンを

必要なときだけ接続してメモリカードから測定データを取

り出して加工する方法をとればパソコンを有効に利用する

ことができる。

〈注〉Windows：米国Microsoft Corp. の登録商標

交流電力モニタの応用例

図４に交流電力モニタを使用した応用例を示す。主に低
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表１　交流電力モニタの概略仕様 

項　目 仕　様 

有効入力電圧 AC20～240 V

有効入力電流 
（電流センサの一次側電流） 

AC0.1 A（1 Aレンジ）～ 
AC110 A（100 Aレンジ） 

周波数 45～65 Hz

応答時間 約1秒 

測定項目および 
測定精度 

表示部 
（オプション） 

操作キー（オプション） 

±1％FS

測定レンジの±1％ 
（1，5，20，100 Aレンジ） 

 ±1.5％FS（1 Aレンジにて±5％FS） 

±3％FS（同上） 

±1.5％FS（同上） 

±3％FS（同上） 

±0.5％ 

±10％ 

4けた，7セグメント LED 

2色発光LEDランプ，赤，緑 

4キー，押しボタン式 

メモリカード 
へのデータ保存 
（オプション） 

警報機能 

通信機能 
（オプション） 

IC メモリカード（スマートメディア） 

電　圧 

電　流 

電　力 

無効電力 

積算電力 

積算無効電力 

周波数 

力　率 

数値表示 

選択項目表示 

保存媒体 

測定開始時刻，平均電圧，平均電流， 
平均電力，積算電力，最大電圧， 
最大電流，最大電力 

保存データ 

5～60分 保存周期 

1年分以上（三相測定，5分周期） 保存データ量 

瞬時電力警報 種　類 

 オープンコレクタ1点（12 V/17mA） 警報出力 

取付け方法 

EIA　RS-232C（1：1通信）または 
RS-485（1：最大31通信） 
（いずれか指定） 

電気的仕様 

当社方式 
通信 
　プロトコル 

9,600 bps通信速度 

パネル埋込み 

外形寸法（W×H×D） 48×96×110（mm） 

使用周囲温度 
電源電圧 
消費電力 

－10～＋50℃ 
AC100～220 V 
約3 VA

図３　パッケージソフトウェアによるモニタ中の画面
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圧系統の電力を測定し，配電盤内での電力測定はもとより

小型，多機能の特徴を生かして個々の設備へも取付けでき

る。本器を使用することにより省エネルギーの用途だけで

なく，次のような用途があげられる。

電機設備の予防保全（力率，無効電力の計測）

生産ラインの異常監視（異常電力，電流の計測）

自動検針による省力化（メモリカードまたはパソコン

による自動記録）

設備の稼動状況の監視（消費電力の計測）

関連機器

交流電力モニタを活用するために下記の関連機器を用意

している。

電流センサ

電流センサは既設回路に取り付ける際，電線を回路から

外さずに取付けができる分割形である。既設の電線に固定

して使用できるように軽量化するとともに，電線に容易に

取り付けることができる分割形の構造とした。また，感電

の危険を避けるよう金属部をできるだけ少ないものとした。

CT使用時に注意が必要な二次側開放時の異常電圧発生防

止として開放保護回路を設けているので，電流センサ使用

時に回路オープンに注意を払う必要がない。

図５に 20A用と 100A 用の電流センサの外形を示す。

100A以上の電流測定は初段のCTの出力を 20A用 CTを

介在させて電流値を小さくして受ける。

電力データ収集用パッケージソフトウェア

このパッケージソフトウェアにより最大31台の交流電力

モニタが測定した電力の諸データを 1台あたり 1秒で収集

することができる。そのほかに交流電力モニタの機能設定，

メモリカードの内容読込みなどの機能を有している。この

パッケージソフトウェアは CD-ROMの形で供給され，

Windows のパソコンにて動作する。

RS-232C/RS-485 変換器

交流電力モニタの RS-485 インタフェースとパソコンの

RS-232C インタフェースの変換を行う。最大31台が接続

できる。

メモリカードおよびパソコン用アダプタ

メモリカードでデータを記録する場合，メモリカード以

外に下記のものが必要である。各部品は標準規格に準拠し

ていれば，どのメーカーの製品でも使用できる。

™メモリカード： 16Mバイト（スマートメディア）

™メモリカードアダプタ：カードスロットタイプまたは

フロッピーディスクドライブタイプ

あとがき

電力を測定し，測定結果を解析することは環境問題や省

エネルギーのために必要な基本作業である。本交流電力モ

ニタにより得られた結果を活用して，より一層の省エネル

ギーが実現されることを期待する。またユーザー各位のご

意見を取り入れ，さらに機能向上，性能向上に努める所存

である。
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図４　交流電力モニタの応用例
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図５　電流センサの外形



＊ 本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する

商標または登録商標である場合があります。




