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ディジタルパワーメータ WT210/WT230
WT210/WT230 Digital Power Meters

基本確度が0.2%，測定帯域がDCおよび0.5 Hz～ 100 kHzのディジタルパワーメータWT210/WT230を開

発した。従来機種のWT200/WT130の後継モデルで，WT210が単相モデル，WT230が三相モデルとなってい

る。従来機種の機能を継承しながら，確度向上，測定帯域拡大，入力範囲拡大等の基本性能向上を実現してい

る。本稿では，その概要について述べる。
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We have developed WT210/WT230 high accuracy and wide-bandwidth power meters, which can

measure DC and AC signals from 0.5 Hz to 100 kHz with a fundamental accuracy of 0.2%.

The WT210/WT230 models succeed to the former Models WT200/WT130, and they have single-

phase model for WT210 and three-phase model for WT230.

In addition to the functions of former power meters, the WT210/WT230 have improved their basic

functions and implemented high accuracy, wider frequency range and input range.

This paper describes the outline of WT210/WT230.

図１　WT210/WT230の外観

1. は  じ  め  に

近年，地球環境問題やエネルギー資源の有効活用の観

点から，機器の省エネルギー化の要求が高まっている。

特に国内では’97年12月の地球温暖化防止京都会議（通称

COP3）を契機にエネルギー使用の合理化に関する法律（省

エネ法）の改正が行れ，’02年6月には京都議定書が批准さ

れた。また国際的には米国のエネルギースタープログラ

ム（1995年）での省エネルギー基準があり，家電，OA機

器がその規制対象となっている。このような省エネル

ギー基準を達成するためには，機器の効率改善や待機時

の消費電力削減が必要であり，効率や待機時電力を精度

良く測定することが求められている。

今回開発したWT210（単相）/WT230（三相）は，このよ

うな環境下において，確度，帯域，入力範囲といった基

本性能を従来機種に比べて大幅に向上し，インバーター

のような大電力の測定や，待機時の微小電力の測定を精

度良く行うことを目的とした電力計である。

図1に，外観を示す。

2. 特　　長

 WT210/WT230の主な特長は，以下の通りである。

（1）高精度・広帯域

基本確度（商用周波数50/60 Hzでの電力測定確度）

は，±（0.1% of reading + 0.1% of range）で，測定帯

域は，DC，0.5 Hz～ 100 kHzである。

これは，従来機種（WT100シリーズ）の電力基本確

度：±（0.2% of reading + 0.1% of range），測定帯

域：DC，10 Hz～20 kHzに比べ，大幅な性能アップ

であり，低周波で動作するエレベータ用モータの評

価や高周波インバータの評価が可能となる。
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（2）ワイドレンジ

レンジ構成は，電圧側が15 Vレンジ～600 Vレンジ，

電流側が0.5 Aレンジ～20 Aレンジ。WT210の場

合，さらに5 mAレンジ～200 mAレンジの微小電

流レンジを備えている。これにより，待機時に流れ

る微小電流から，動作時に流れる大電流までを，1台

で精度よく測定することができ，多様な電力測定の

ニーズに応えることができる。

（3）ワイド入力

電圧・電流入力の確度保証範囲も，レンジの1%～

130%と，従来機種（WT100シリーズ）の10%～130%

に比べ大幅に拡大した。

例えばWT210で5 mAレンジを選択した場合，50μA

の入力を確度保証，さらに0.1μAの表示分解能を

有するため，機器の待機時における微小電力の測定

などに非常に有効である。

また，入力の確度保証範囲が広いため，レンジが固

定となる積算時においても，負荷変動の大きな機器

の測定に対応できる。

（4）デッドタイムのない積算電力測定

瞬時電力値（約51 kHzでサンプリングされる電圧，

電流瞬時値の積）を連続して積算する方式を採用し

た。従来機種（WT100シリーズ）の，表示更新周期毎

に求まる有効電力を積算する方式に対して，デッド

タイムがないため，過渡的な電力変動に対し，忠実

な積算電力測定が可能である。

（5）波形出力機能

機器の電力測定時に，電圧･電流の動作波形を得るこ

とは，測定対象の状態を知るのに有効である。

WT210/WT230は，波形出力機能を搭載し，入力さ

れている電圧･電流の波形データを，通信ポートを経

由して出力することができる。この波形データを基

にグラフを作成すれば，電圧･電流入力の大きさ，位

相，周期などを視覚的に確認することが可能である。

（6）小型・軽量・低価格

サイズは従来機種（WT100シリーズ）と同様にラック

マウントの半幅とし，重量もWT210で約3 kg，WT230

で約5 kgと持ち運びも手軽に行える重量である。

さらに，徹底したコストダウンにより基本性能／機

能の向上を図りつつも，従来機種同様の低価格を実

現している。

（7）アプリケーションソフトの充実

①波形出力機能で得られた，測定波形データをグラ

フ化する「波形表示機能」，②本体では表示しきれな

い，各測定項目を同時に表示する「多項目表示機

能」，③高調波解析結果をバーグラフで表示する「高

図２　WT210/WT230の回路ブロック図
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調波解析機能」などの機能を有するアプリケーショ

ンソフトも開発し，測定効率アップのためのツール

として提供している。

3. 基本構成と動作原理

3.1 基本構成

図2に，WT210/WT230回路ブロック図を示す。

本機器の基本構成は，入力部，CPU部，表示部，イン

タフェース部から成る。また，入力部は筐体から絶縁さ

れた電圧入力部と電流入力部で構成している。

電圧入力部の入力形式は，抵抗分圧方式，電流入力部

は抵抗器による分流方式である。

3.2 動作原理

（1）信号処理の流れ

入力部に印加された電圧波形，電流波形は，電圧信

号として正規化された後，A/D変換器にてディジタ

ル値に変換され，フォトアイソレータ（ISO）を通し

てCPU部へ送られる。

CPU部では，DSPにて波形データの平均化演算をリ

アルタイムで行い，電圧値，電流値，有効電力値を

求める。また，皮相電力，無効電力や位相角などの

測定値もDSPで計算している。

得られた測定値は，表示部やインタフェース部へ送

られ出力する。

（2）平均化手法

平均化の方式は，総和平均方式である。ゼロクロス

ディテクタにて波形の周期を捕らえ，サンプリング

された波形データの平均すべき区間を決定する。区

間の捕捉は，測定開始直後からリアルタイムで行っ

ている。

これにより，表示更新周期に対する平均化区間，つ

まり波形データを平均化する区間を長くすることで，

高精度と高速表示更新を両立している。

（3）高精度，広帯域，ワイド入力化

特長にあるように，従来機種（WT100シリーズ）に対

し，大きく性能を向上している。入力部の基本構成

は変更せず，各部定数の最適化とアナログスイッチ

の高速化などの部品見直しにより，広帯域化を実現

している。図3に，周波数特性図を示す。

また16ビットのA/D変換器を使用すると共に，平

均化演算でも32ビット精度を確保することで測定分

解能を上げている。

さらに，プリント基板パターンの見直し，アイソ

レーション電源からのノイズ低減により，ヘッドア

ンプ部のS/N比を向上させることで，測定帯域を広

げながらも，高精度とワイド入力化を実現している。

図4に，直線性誤差を示す。

4. 機　　能

本器の特長的な機能を，以下に示す。

4.1 表示更新周期の選択機能

従来機種（WT100シリーズ）では，0.25秒の固定周期な

のに対し，本器は0.1秒，0.25秒，0.5秒，1秒，2秒，5秒

の表示更新周期を選択可能にした。選択された周期で1

回の測定データの更新が行われるため，表示更新周期を

短くして，インバータをはじめとする高周波機器の比較

的速い負荷変動を捕えたり，反対に表示更新周期を長く

して，サイクロコンバータやモータ始動時の評価など，

比較的低周波の信号でも数周期分のサンプリングデータ

を取り込むことが可能である。

4.2 波形データ出力機能

本器は，演算によって得られる各種数値データだけで

なく，従来機種（WT100シリーズ）には無い入力信号の波

形データを通信出力することが可能である。

波形データは，表示更新周期内に取り込まれたサンプ

リングデータを元に，時間軸方向の一定区間毎にP-P圧

縮（最大値／最小値の2点を求める方式）し，アプリケー

ション画面上に表示するのに必要な点数（通常測定時

1002点，高調波測定時1024点）に，時系列でまとめられ

図３　電力周波数特性図 図４　直線性誤差
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たものである。

したがって，出力された波形データを2点1セットとし

て時間軸上にプロットすることにより，入力波形を視覚

的に確認することができる。図5に，波形表示例を示す。

時間軸の設定は，波形観測時間（ms単位）として，現在

の表示更新周期の範囲内で自由に変更することが可能で

ある。

4.3 通信出力の高速化

従来機種（WT100シリーズ）では，通信出力される各種

数値データはASCII形式のみであるのに対し，本器では，

新たにバイナリ形式による出力に対応した。

ASCII形式では，1データ当たり最大12バイトを要す

るのに対し，バイナリ形式では，4バイトのIEEE単精度

浮動小数点形式で出力することができる。これにより，

少ない転送バイト数でより多くの数値データを出力する

ことが可能となる。図6に，数値表示例を示す。

また，個々のデータに対し，データステータスおよび

小数点位置や補助単位（m, k, M）といったアスキー変換情

報を付加することが可能であり，バイナリ形式の数値

データであっても，本器に表示されるのと同じ形式のア

スキー文字列データを再現することができる。

5. お  わ  り  に

以上，ディジタルパワーメータWT210/WT230の原

理，機能，特長について述べた。

本器は優れた基本性能，広い入力レンジと豊富な機能

を備えており，インバータのような大電力の測定から家

電，OA機器の待機時における微小電力の測定までを1台

で行うことができるため，広い分野での電力測定用途に

使用されることが期待できる。
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図５　波形表示例 図６　数値表示例


