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クランプ電力計CW120/CW121
CW120/CW121 Clamp-on Power Meters

現場型クランプ入力式のディジタル電力計として，CW120（三相3線モデル）/CW121（三相4線モデル）と小口

径電流クランププローブを開発した。省エネ効果の測定に必要な電力量測定に重点を置き，現製品CW140と同

様の10 kHzサンプリングで連続計測を継承しつつ，小型・低価格を実現している。また本器は，1秒間隔のデー

タ保存機能や，多彩なネットワークに対応可能な通信プロトコルを搭載し，より幅広い測定現場に対応できる

ようにした。電圧は100 V系から400 V系まで，電流は4種のクランププローブに対応し，CT 2次側の5 Aか

ら最大1000 Aまでのレンジを持っている。本稿ではその概要について述べる。

139

河　崎　　　誠*1 船　木　　 一　夫*1

KAWASAKI Makoto FUNAKI Kazuo

青　山　　　豊*1 北　島　　昭　彦*1

AOYAMA Yutaka KITAJIMA Akihiko

We have developed CW120 (3-phase 3-wire model) and CW121 (3 phase 4 wire model) digital clamp-

on power meters, and a clamp-on probe with a small diameter for field use. Focused on energy measuring

for power saving purpose, CW120 and CW121 have realized small size and low cost with the same

performance of 10-kHz continuous samplings as the current model CW140. Applying to various kinds

of field use, the meters have implemented the data-saving function at a minimum rate of a second, and

various types of communication protocols providing for network communication. Voltage input has

ranges to measure 100 V system to 400 V system. Current input can apply for 4-dedicated clamp probes

and has ranges of 5 A for the current of secondary side of the CT to 1000 A. This paper describes an

outline of the instrument.

図1　CW121と96033の外観

1. は  じ  め  に

当社は，1999年にクランプ電力計CW140（1）を発売し，

環境マネジメントシステム（ISO14001）の認証を取得する

企業，省エネルギー法の対象工場やビル等において，多

数導入され好評を得た。

省エネルギー対策が進むと，測定対象は受電点などの

幹線から分岐線や各設備毎に細分化され，測定個所が増

える。そのため，電力測定器にも小型・低価格の要求が

強まった。また，動力など起動時に大電流が流れる負荷

に対しては，設備毎に起動時の推移を測定する必要があ

り，短かい周期でのデータ収集・保存が要求されている。

これらの測定データを効率良く収集するため，現場測定

器にも多彩なネットワークへの対応が要求されてきた。

一方，従来から多く見られる円形状のクランププロー

ブでは，小型ブレーカなどの隣接した配線にクランプ部

が物理的に干渉し，被測定配線をクランプするのが困難

な場合があった。また，クランプができても配電盤の扉

が閉まらず，危険を及ぼす場合がある。

CW120シリーズは，豊富な通信機能と短周期データ保

存機能を特長とし，省エネ効果の測定に必要とされる各

瞬時値と電力量に測定項目を特化することにより，小

型・低価格を実現した。また，電流クランププローブは

小型，「くちばし形」形状を特長として開発した。
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図1にクランプ電力計CW121（三相4線モデル）と電流

クランププローブ96033を組み合わせた外観を示す。

2. 特　　長

2.1 主な仕様

測定レンジ：電圧150/300/450 V

電流5/10/20/50/100/200/500/1000 A

（電流クランププローブとの組み合わせによる）

基本確度：電圧 ±（0.3% rdg+0.2% rng）

電流/電力 ±（0.8% rdg+0.4% rng）または

±（1.2% rdg+0.8% rng）

（電流クランププローブとの組み合わせによる）

2.2 充実したデータ保存

データ保存はPCカードスロットより外部メモリを使

用し，保存周期は最小1秒から最大1時間まで設定でき

る。また，測定中に外部メモリ容量が不足したり，抜か

れた場合等を想定し，内部にバックアップメモリを搭載

した。バックアップメモリの保存回数は，3000回まで可

能であり，データ保存周期が30分の場合，2ヶ月間以上

となる。

周期的なデータ保存の他に，瞬時データ保存機能を搭

載した。専用キー（SAVEキー）を押すことにより，その

時点の全データを保存する。

2.3 構造（安全規格対応）

安全規格（UL，C-UL等）の過電圧カテゴリⅢにおける

使用回路電圧600Vに要求される沿面・空間距離を確保す

るため，入力端子部を図2のようなブロック状の構造と

し，各部に壁（図の斜線部）を設けることにより小型化を

実現した。

また，内部奥行き117 mmの配電盤を考慮して，本体

の幅を同寸法とし，電源コードやPCカードが突起しない

形状となっている。

アクセサリーの本体ケース背面に磁石を装備し，配電

盤の内扉等に直接固定できる。また，サービスコンセン

トのない配電盤を想定し，測定系から本体電源を供給で

きる専用ケーブルも用意した。

図2　入力端子部構造図

図3　本体ブロック図
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2.4 多彩なネットワークに対応した通信プロトコル

通信プロトコルは，CW120シリーズ専用プロトコルの

他にMODBUS，パソコンリンク，および電力モニタ（当

社製）専用プロトコルを搭載している。また，多点測定に

対応するため，RS-232の他にマルチドロップ接続が可能

なRS-485を搭載した機種を用意した。

2.5 設定可能な電力量分解能

電力量の測定期間は，短期（1時間以内）から長期（1年

以上）まである。これらは総積算量が異なるため，必要と

する分解能も異なる。そこで，電力量の分解能を変更で

きる機能を搭載した。最小分解能0.001 Whから最大分解

能1 GWhまで設定できる。また，レンジ，相線により自

動設定が可能で，その際には定格電力が連続で1ヶ月間

続いてもカウントオーバーしない（999999を超えない）分

解能となる。

3. 構　　成

本器の基本回路構成を，図3に示す。入力部，A/D変

換部，CPU/DSP部，メモリ部，通信・各ドライバ部，表

示部，操作部，および電源部で構成される。

3.1 入力部

最上位レンジを450 V，クレストファクター1.56（正弦

波で定格の1.1倍）とすることで，レンジアンプを不要と

した。ただし，オーバーレンジ判定，および定格電力を

算出するために，電圧レンジ設定機能を設けた。

電流入力は，4種類の電流クランププローブに対応し

ている。各クランププローブにおいて，定格は4レンジ

あり，5 Aから1000 Aまで共通レンジを含め，全8レン

ジを実現した。また，最大3000 Aのクランププローブ（バ

スバー用とフレキシブルタイプの2種）もアクセサリーと

して用意した。この際には，CT比を設定して使用する。

3.2 A/D変換部

CPUは，A/D変換器とシリアルクロック発生回路およ

び入力切換信号発生回路に，データ変換開始信号を供給

する。この信号により，A/D変換器は変換を開始し，同

時にA/D変換器とCPU間のシリアル通信用クロックと，

A/D変換器前段のマルチプレクサ切換信号が生成される。

マルチプレクサ切換信号は，測定する相線により異なる

ため，相線設定情報をCPUから切換回路へ供給する。

以上の動作を繰り返すことにより，連続で10 kHz/CH

のサンプリングを実現している。

3.3 CPU/DSP部

クロック発生回路から供給されたクロックに同期して，

A/D 変換器からSCI（CPU 内のシリアルコミュニケー

ションインタフェース）のFIFOバッファに，データが転

送される。FIFOバッファ内のデータは，DMAを介して

CPUの内部メモリに転送され，DSPにて各種電力演算が

行われる。

3.4 通信・各ドライバ部

RS-232とRS-485では，ドライバICと端子形状が異な

る。RS-485の場合は，マルチドロップ接続を行うため，

M3ねじ端子を採用している。

4. 通信によるアプリケーション事例

（1）CW120シリーズ専用プロトコル

専用データ解析ソフトAP140を使用し，パソコン等

と通信を行う。リアルタイム測定やファイル転送が

可能であり，AP140の機能（データ解析，グラフ表

示，帳票作成，印刷等）により，効率的にデータ解析

が行える。

（2）電力モニタ専用プロトコル

電力監視ソフトPR960を使用し，電力モニタと

混在したネットワークが構築できる。

たとえば，製造ライン毎に電力量を測定する場

合，ライン変更の少ない個所には，パネル取付

型の電力モニタを採用し，ライン変更を頻繁に

行う個所には，仮設設置型のCW120シリーズを

採用する。図4は，その接続例である。尚，図

中のML1は，横河M&C社製RS-232/485変換

器である。

図4　電力モニタとの接続例
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（3）MODBUSプロトコル

コージェネレーションシステムの設置時や駆動中に

測定が必要な項目は，電力，温度，ガス流量，排ガ

ス等がある。図5は，これらのデータを，小型デー

タロガーMV100（横河電機社製レコーダ）を用いて

データ収集した事例である。電力以外のデータはセ

ンサー，変換器，分析計などの出力をアナログ量と

して取り込み，電力データはCW120シリーズとシリ

アル通信により転送される。このデータ通信は，MV

の通信パラメータを設定するだけで可能であり，新

たなプログラムを必要とせず，安価で短期間に測定

システムを構築することができる。

また，MVシリーズの豊富な通信機能を活用し，Web

ブラウザによるリモートモニタやEメール通知によ

る警報発信等が可能となる。

5. 小口径電流クランププローブ

5.1 小型，操作性

握り易さおよび開閉レバーの操作性を保ちつつ，本体

全長を小型化し，クランプ部の中心から本体端面までの

長さを70 mmに抑え，設置する配電盤等への収納性に優

れた形状とした。

また，密集した配線盤内であっても，隣接する配線に

クランプ部が干渉することなく，被測定配線をクランプ

する事ができるように，クランプ部分の形状を「くちば

し形」形状とし，正面左側の操作レバーによりクランプ

部を開口した時，正面右側の固定側クランプ腕とほぼ平

行な状態にクランプ腕が開く機構とした。図6に，その

外観を示す。

5.2 構造

「くちばし形」形状は左右非対称となる。しかし，開口

部の回転軸を中心から移動させることにより，クランプ

部のボビンとコアを左右対象とし，同一部品を使用する

ことで，大幅なコストダウンを実現している。また，コ

ア断面積と巻線数，巻線径の最適化を図り，確度約±

0.5%，位相角誤差±1°以内を実現した。図7に，内部構

造を示す。

図8に，クランプ電力計と組み合わせた，5 Aレンジ

の直線性を示す。

6. お  わ  り  に

来年度に施行が予定されている省エネルギー法の改定

により，指定工場，業種が増え電力量測定の需要はさら

に大きく伸びると予想されている。本器の機能を十分に

活かし，現場型クランプ電力計の需要も伸びることを期

待する。
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図6　クランププローブの寸法図
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