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横河電機は電気計器（メータ）の国産化を目指して 1915 年に創業され，計測事業においては特に電力測定や波
形測定の分野で日本の計測産業をリードしながら今年 100 年目を迎えた。持続可能社会の実現に向けてグローバ
ル規模で取り組みがされる中，持続可能社会実現のための重要な要素の一つである電気エネルギー分野において横
河グループの電気計測製品が 100 年に渡って果たしてきた役割を振り返る。また，現在の測定対象とそれに対す
る測定技術の課題，そしてエネルギー利用の更なる効率化に向けた新たな国際規格の動きについても紹介する。

Yokogawa Electric Corporation was founded in 1915 to manufacture analog meters. Since
then, Yokogawa has been leading the measurements industry in Japan, especially in the areas of
power and waveform measurement, and it celebrates its 100th anniversary this year. This paper
reviews the 100-year achievements of Yokogawa’s measuring instruments in the area of electrical
energy, which is regarded as important for achieving a global mission of sustainable societies.
This paper also covers today’s measurement targets, the relevant technological issues, and the
trends of international standards towards enhancing more efficient energy usage.

た。本論文ではまず電気計測の基本である電力測定と波

1. はじめに

形測定における当社 100 年の歴史を振り返る。続いて現

横河電機は電気測定器の国産化を目指して 1915 年に

在の電気エネルギー分野の主役であるスイッチングデバ

創業された。最初の挑戦はアナログメータ，つまり電圧，

イスの進化と計測における課題，最後に持続可能社会の

電流，電力を測定する指示計器の製品化であり，その次

実現に向けた社会の動きについて見ていこう。

の大きな挑戦は電気信号の動きを可視化する電磁オシロ
グラフの製品化であった。それからちょうど 100 年目の

2. 電力測定技術の発展とチャレンジの歴史

今日，横河グループの測定器事業は電気エネルギー分野

1915 年の創業から２年後の 1917 年に国産初となる

を主な事業領域と位置付けている。計測の分類では電力

電流計，電圧計，電力計などの指示計器を発売し，その

測定と波形測定がこの分野における重要な測定である。

後逓信省（当時）の検定に合格した積算電力計 Y-20 を

このどちらもが当社の黎明期から受け継がれた技術・製

完成した（図 1）。

品であり，時を経て大きな進歩によって製品が形を変え
ても，アナログメータの時代から基本的に同じ電気パラ
メータ測定を追及していることは非常に本質的である。
言うまでもなく，電力とは電圧と電流の積で求められ
るが，正確な電力値を得るためには電圧と電流をそれぞ
れ精度よく測定する必要がある。一方で，目に見えない
電気信号の動的な動きを可視化するために様々な挑戦が
行われてきたが，とりわけ対象を制御することを目的と

図 1 創業当時の SPB 形携帯用交流電流計と

した場合に測定対象の動的な振る舞いの観測が重要にな

Y-20 形交流単相用積算電力計

る。波形測定技術はこの要請に後押しされて発展してき
この背景として，当初は照明用として利用されていた
*1 横河メータ＆インスツルメンツ株式会社
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系が定額制から従量制に移行したことがある。つまり消
費電力量が企業や家庭のコストに直結するようになった。

回転力

請求金額に影響を与えることになれば電力測定の精度や

入力電力
入力
電流

保証が要求されるようになるのは必然である。耐久性が
要求される電盤用積算電力計に対する当時の精度要求は

電流力計形
計器部

5% 程度，それら配電盤や一般計器の校正に用いられる標

入力
電圧

準器に対しては 0.1 ～ 0.2% であり，品質と精度の作り
込みに当時の技術者は腐心した。当時の電力測定計器は

10kc
発振器

電流力計型計器と呼ばれる電力メータで，固定コイルの
中で可動コイルが回転する構造により駆動トルクが２つ

軸回転検出部

のコイルの電流の積になることを利用したもので，電磁
気力を利用した精密機械であった。

増幅器

戦後，1950 年代後半の神武景気と呼ばれた時代は家

回転力
整流器
（直流）

庭電化製品の普及期でもあった。当時，三種の神器と言
われたのが白黒テレビ，洗濯機，冷蔵庫である。また，
迎えたが，同時にそれまでは商用周波数（50/60 Hz）だ

N 可動コイル形 S
計器部
永久磁石

永久磁石

出力電圧

産業界でも急速に電動化が進んで電力の大量消費時代を

R

けで良かった電力測定に対し，kHz オーダーの高調波成
分に対する高精度測定の要請が出てきた。これに応える
ため新しい高精度電力測定技術の開発が進められ，1960
年に APR と呼ばれる電力変換器の１号機が完成した。仕

図 2-b 原理構成図 注 1)

組みは電流力計をベースにし，軸の回転を検出して反対
の回転力を発生させバランスさせる自動平衡式で，反対

1960 年代に入ると技術はアナログからディジタルに

の回転力，つまり系へのフィードバック電流量を電圧変

移行し始める。電圧と電流の積を高精度で行うために時

換して出力する電力変換器である。DC ～ 500Hz にお

分割掛算方式という高精度の掛算器が考案された。原理

ける誤差は 0.03% 以内，1kHz における誤差も 0.1% 以

は，入力電圧を周期一定のパルス幅に変換し，入力電流

下と極めて高い精度を実現している。更に改良を加え

波形をそのパルスの高さに変換させることでパルスの面

た APR-2 形は米国 NBS ( 国立標準局 National Bureau of

積を電圧と電流の積，つまり電力として測定するもので

Standards) で実力が認められてアメリカとカナダの計量

ある（図 3）。この方式によって機構部品や磁気部品がな

検定に採用された。このことが横河の品質と技術が世界

くなり，回路が全て電子化された。

に知られるきっかけになった。図 2-a，図 2-b はその外
観写真と原理構成図である (1)(2)。

入力電圧

パルス幅
変換

t
周期（T）一定

スイッチ

入力電流

t：電圧比例

電圧

フィルタ
（面積取出し）

電流

W（出力）＝電圧×電流

図 3 時分割掛算方式の原理 (2)
注 1) サイクル (cycle) の単位 c または c/s は、周波数・空間周波数

図 2-a APR-2 形標準電力計外観

等の単位で、日本の計量法において 1995 年 9 月 30 日まで使
用が認められていた。現在は SI 単位系のヘルツ (Hz) が用いら
れている。
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こ の 掛 算 器 を 採 用 し た 2885 形 電 力 計 は 10 kHz ま

その後当社でもブラウン管型オシロスコープの開発を

での周波数で誤差 0.1% 以内を達成した。開発者の一人

行い，1957 年に発行された横河技報初刊 (4) の最初の技

である杉山卓は 1971 年２月に開催された IEEE Winter

術記事として OL-51B 形オシロスコープが紹介されてい

Meeting に お い て APR-2 形 標 準 電 力 計 と 2885 形 電 力

る（図 5 左）。

計に関する発表を行っている。この時の様子は横河技報

1980 年代後半になるとエレクトロニクス技術，半導

Vol. 16 No. 1（1972 年発行）に詳細に報告されている。

体の進化により測定器も急速にディジタル化が進み，従

当時，精密な電力測定は発熱量や相互電磁力，静電力な

来のブラウン管型オシロスコープに数 kB の波形メモリを

どの物理現象を利用する測定が主流だった。その中で，

搭載したオシロスコープが出現し始めた。当社は 3655

時分割掛算方式によって純エレクトロニクス化された電

形アナライジングレコーダなどの開発で蓄積した技術を

力測定器でこれだけの精度を実現したことは革新的な成

ベースに，1988 年に入力信号を A/D 変換した後はフル

果だったことが窺い知れる 。

ディジタル処理とした横河初のディジタルオシロスコー

(2)

これら一連の開発で注目すべき点は単なる技術的な達
成だけではなく，従来の精密機械を基本とする構造では

プ・DL シリーズ（DL2100, DL3100, DL1200）を発売し
た（図 5 右）。

手軽に扱えなかった標準器に近い精度を実用的な測定器
の形態で実現し，電力のワーキングスタンダードとして
確立したことであろう。
この伝統の基本性能と高信頼性を実現する電力測定技
術は独自の電力演算アーキテクチャによって更なる進化
を遂げて最新型の WT3000E 電力計に引継がれている。
今日，当社の電力アナライザは世界の多くの国々で国家
標準機関の電力測定のワーキングスタンダードとして稼
働している。

3. 波形測定技術の発展とチャレンジの歴史
電気の世界における波形測定とは，目に見えない電圧
や電流の変化を視覚化し，更には記録することである。横

図 5 OL-51B オシロスコープ（左）と
DL1200 オシロスコープ（右）

河電機の創業製品がアナログメータであったことは前述の
とおりだが，横河電機 50 年誌 (3) に依れば，創業の後に

DL シリーズは最長でチャネルあたり 512 kB のメモリ

経営基盤の安定化をもたらしたのは携帯用電磁オシログ

長，高い応答速度，内蔵プリンタ，豊富な波形演算機能

ラフであった。原理は，振動子と呼ばれる固有振動数の

を持ち実使用での使い勝手にこだわった画期的な製品で

高い可動コイル型ガルバノメータの軸に反射鏡を取り付

ある。この DL シリーズが各社のディジタルオシロスコ

け，光源から当てる光の反射角を入力電流によって変化さ

ープのロングメモリ化や解析機能強化の起点にもなった。

せることで振幅を増幅し，電流の動きを可視化するもので

長いメモリ長によって同じサンプルレートであればより

ある。当時は非常に高価だった輸入品の電磁オシログラフ

長時間の，あるいは同じ測定時間であればより高い時間

を，1924 年に輸入品の半分ほどの価格で国産化に成功し

分解能での測定ができる。特に過渡的な応答を細かく観

た（図 4）
。この電磁オシログラフの完成と普及によって

測するニーズの高いメカトロニクス，電動機，照明など

当社の技術が広く認知され，より精密なものをつくり出す

の分野に広く浸透した。

きっかけになった。電磁オシログラフは更なる改良を重ね

現在は機能も性能も更なる進化を遂げ，高度な波形解

ることによって，戦後にブラウン管オシロスコープが普及

析機能，電力解析機能，シリアルバス解析機能などが搭

するまで長く当社の利益の源泉になった。

載される DLM2000, DLM4000 シリーズオシロスコープ
に引き継がれている。また，多種のモジュールで多彩な
測定パラメータを多チャネル同時に測定できる DL850 シ
リーズスコープコーダも展開している（図 6）。いずれに
おいても，実使用での使い勝手にこだわった基本コンセ
プトを今も継承している。

図 4 初期の電磁オシログラフ
5
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のスイッチングデバイスである SiC（炭化ケイ素）への移
行が始まり，GaN（窒化ガリウム）のパワーデバイスも
開発が進みつつある。また，制御技術もアナログからデ
ィジタルに進化して負荷や状況に合わせた緻密な制御が
行われている。
この進化を測定器の側から見ると，高電圧化，大電流
化する測定対象が更に高速化することである。高精度か
つ安全な測定のためにはプローブやセンサ，また耐ノイ
ズ性の高いフロントエンド技術など，計測技術の根幹部

図 6 DLM4000 オシロスコープ（左）と

分の役割が今まで以上に大きくなってきている。

DL850E スコープコーダ（右）

4.2 電力測定と波形測定の融合

4. 現在の電気エネルギー変換技術と測定技術課題

前述のように電力測定器は高精度を，波形測定器は波

ここまで電気エネルギー分野の測定の主役である電力

形観測と解析を目的としてそれぞれに進化してきた。と

測定と波形測定の当社の歴史を見てきたが，この項では

ころが近年のデバイスの進歩やインバータの制御技術の

当社測定器事業が注力する電気エネルギー市場における

高度化によって，電力消費の動的な振る舞いを詳細かつ

計測への要請を見ていこう。

高精度に測定するニーズが増えてきている。2013 年に
発売した PX8000 プレシジョンパワースコープ（図 8）
は 100 MS/s, 帯域 20 MHz の広帯域高精度の波形測定器

4.1 パワーデバイスの進化と測定フロントエンド技術
近年の電気エネルギー利用技術の発展は半導体パワー

をベースに開発した，電圧，電流波形の任意の区間を切

デバイスと制御技術の進化に支えられてきた。図 7 に示

り出して高い電力演算精度を保証するユニークな測定器

すように，1940 年代のトランジスタの発明を起源に，

である。電気機器起動時の過渡状態の損失測定やスイッ

1950 年代にサイリスタが発明され 1960 年代に入ると

チング波形そのものを最適化するような用途に有用であ

水銀整流器からサイリスタへの置き換えが進んだ。その

る。既存の電力測定と波形測定の技術を融合させること

後も更なるハイパワー化，高効率化を求めて 1980 年代

でユーザの課題解決要請に応えた例だが，個別技術の性

後半にはパワー MOSFET が，1990 年代には IGBT（絶縁

能を追求するだけでなく，異なる技術あるいは製品を融

ゲートバイポーラトランジスタ）が実用化されて現在の

合させることでそれまで測定できなかった測定対象を測

インバータを支える主力デバイスとなっている。次世代

定できるようになる可能性がまだまだあると言える。

電力変換容量（VA)

パワーデバイスの適用範囲
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図 7 半導体パワーデバイスの進化
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5. エネルギー利用の更なる効率化に向けた動き
ここまでいくつかの代表的な技術及び製品に着目して
当社計測製品の創業から現在に至る電気エネルギー分野
への取り組みを振り返ってきた。最後に視点を拡げてグ
ローバル規模のエネルギー問題とそれに向けた国際機関
の取り組みを紹介する。
エネルギー消費や地球温暖化ガス排出の抑制への取り
組み，再生可能エネルギーや新エネルギーへの切換え推

図 8 PX8000 プレシジョンパワースコープ

進の動きにもかかわらず，特に経済発展が著しいアジア
太平洋州地域の化石エネルギー消費量が増加している。

4.3 電力系統との共生と規格適合試験
電力系統に接続される各種電気機器には安全性や系統

スイッチングデバイス技術，制御技術，蓄電技術の進歩

への悪影響を抑制する様々な規格があり，法規制という

によって電気機器のエネルギー利用効率は確実に向上し

形で規格の遵守を求められている。

ているはずだが，それでは追いつかない勢いで総エネル

例えば，低周波エミッションと呼ばれる IEC61000-3-

ギー消費量が増加し続けているのである。この状況から

2（高調波）や IEC61000-3-3（フリッカ）規格への適合

産業界に対する一つの動きとして，2011 年６月に国際

性評価は当社の高精度電力測定器とソフトウエアにより

標準化機構（ISO）によって国際規格 ISO50001（エネル

行うことができる。これは，測定器本体が高精度である

ギーマネジメントシステム）が発行された。この規格は

だけでなく，図 9 に示すようにセンシング，測定器，解

各組織がエネルギー効率の継続的向上等を達成するため

析と判定を行うソフトウエアの三つの要素が揃うことで

に必要なエネルギーマネジメントの体系について規定し

公正に判定を行うソリューションとしての役割を果たせ

たものである。企業等の組織は結果だけでなく適切な仕

る。このような規格，法規制は今後も増えていくと考え

組みの構築と運用を求められていくことになる（図 10）。

られ，測定器メーカに対しても適合性評価へのソリュー

このようなエネルギー消費管理の厳格化の動きにあっ
て経済活動への悪影響を最小化するためには技術革新に

ション提供が求められることになる。

よる更なるエネルギー供給効率，エネルギー輸送効率，
エネルギー消費効率の向上が必須である。特に近年は電
気エネルギーへの依存が増えてきているため，計測に対
しても更なる高精度化だけでなく，効率改善や規格適合
性評価などの社会との共生に貢献するソリューションの
創造も求められている。

図 9 センシング，測定，解析と判定の流れ

継続的改善

マネジメントレビュー

EnMS が適切で、妥当で、かつ有効
であるかをレビュー

エネルギー方針

トップマネジメントがマネジメント
システムの方針を示す

エネルギー計画

継続的改善を導くための計画を策定

実施、運用

経済訓練や文書管理などの運用、コ
ミュニケーション、調達などの実施

監視、測定、分析
組織自身による EnMS の適合性の
チェック

点検

不適合に対する修正、
是正処置及び予防処置

EnMS の内部監査

図 10 ISO50001 の概念図 (5)
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横河グループの電気計測製品が果たしてきた役割と将来に向けた取り組み

6. おわりに
当社の一世紀に渡る電気計測への取り組みを紹介する
中で当社の技術の進歩が社会の要請に応え，貢献してき
たことを感じていただければ幸いである。最後に，横河
電機 50 年誌に紹介されている「人類は測定することに
よって発達する。人類が向上するかぎり計測器は向上す
る。」という言葉を引用して結びとしたい。

(2) 内田勲，岩瀬久，他，工学の原点は計測標準－電力測定への
あくなき執念－，横河テクニカルブックレット Project-Y，No.
11，2006
(3) 横河電機製作所 編，計測器ひとすじに－横河電機の 50 年－，
横河電機製作所，1965
(4) 片上森三郎，“ オシロスコープ（OL-51B 型）”，横河技報，Vol. 1，
No. 1，1957，p. 2-5
(5) 経済産業省資源エネルギー庁 編，エネルギー白書 2014，ウィ
ザップ，2014
* DLM は横河電機株式会社の登録商標です。
* 本文中に使われている会社名・団体名は各会社あるいは各団体の
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