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校正作業効率を追求した交流標準電圧電流発生器 2558A
2558A an AC Voltage Current Standard with Unprecedented Efficiency in Calibration Work

井上 賢 *1

Ken Inoue

横河メータ＆インスツルメンツは校正作業の効率化を追求した高確度・高安定な交流電圧電流発生器 2558A を

開発した。従来機 2558 において好評だった操作性・視認性を継承しつつ内部構成を大幅に見直すことで電圧確

度± 0.04%, 電流確度± 0.05%, 安定度± 50 ppm/h を実現した。また， 近年話題のスマートメータ等の電力量計

の校正にも容易に対応可能である。本稿では， 2558A の主な機能及び内部回路について紹介する。

Yokogawa Meters & Instruments Corporation has developed 2558A, a new AC voltage current 
standard that offers a high accuracy of ±0.04% for AC voltage and ±0.05% for AC current, and 
a high stability of ±50 ppm/h. This instrument achieves high accuracy and stability through 
a redesign of the circuits and structure of the former 2558 model while maintaining its well-
accepted operability and visibility. In addition, the 2558A can easily calibrate watt-hour meters 
including smart meters, which are recently attracting attention. This paper introduces the main 
features and internal circuits of the 2558A.

1. はじめに

一般的に計測器は，その機器が示す値に対して信頼性
を確保する為に，国際標準にトレーサブルされた機器を
用いて定期的に校正作業を行っている。

アナログ計器の校正では作業者が針を見ながら発生器
を直接操作する方法が一般的である。その為， 最近の測
定器に多く採用されている液晶表示やゴムキー等の押し
ボタンではなく，桁毎の設定用ダイヤルと７セグ LED 等
の直感的に操作可能なインターフェースが好まれている。
この操作が受け入れられ， 当社の 2558 ( 交流標準電圧電
流発生器 ) は業界の標準器として長い間使われてきてい
る。

この 2558 の後継機を開発して欲しいとの強い要望に応
え，今回 2558A ( 以下本器 ) を前モデルの 2558 に比べ高
確度， 高安定度等， 基本性能を大幅に向上させた仕様で開
発した。

更に本器は最近注目されているスマートグリッドを構
築する為に必要不可欠なスマートメータの校正などにも
容易に対応できるように，複数台の同期接続， 位相調整
機能等による電力発生に対応可能としている。

図 1 に本器の外観を，表 1 に代表的な仕様を示す。

図 1 2558A の外観

2. 特長

以下に， 本器の特長を挙げる。

2.1 同期運転に対応
2558 で２台の同期運転をする場合には外部に２相の発

振器が必要であった。そこで本器では 複数台（最大６台
まで）の同期運転を容易に構築出来るように新たに外部
入出力端子（２相正弦波）を設けている。

これにより外部の発振器がなくても 2558A 間の同期
出力を可能とした。

図 2 に同期運転時の接続例を示す。
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図 2 同期運転接続例

基準となる電力計と接続し， 位相調整機能を使用する
ことで，電力計の校正システムが容易に構築できる。複
数台を接続することにより３相電力計校正も可能である。
また，100 A といった大電流を２台並列に同期運転する
ことで容易に出力する事も可能とした。（２台で最大 144 
A の出力が可能）

2.2 出力値のデジタル表示
2558 では出力値表示がアナログメータ表示であった

為，偏差及び分割を使用した場合の実際の出力値を直読
することが出来なかった。本器では出力端の電圧／電流
をデジタル値で表示している為，実際の出力値を主設定
値，偏差及び分割値から算出する必要が無く，校正作業
を効率的に行うことができる。

2.3 周波数計の校正への対応
本器では周波数計校正専用のモードを新たに設けた。

周波数計の下限値／上限値の設定ができ，電圧／電流と
同様にスイープ，出力分割，偏差（偏差プリセット含）
の機能を使用可能としている。これにより電圧／電流の
アナログ計器同様に目盛確度試験，引っ掛かり試験等を
容易に実施できる。

2.4 偏差機能の改善
メータ校正においてフルスケールが本器とメータとで

異なる場合，例えば 150 V のメータでは 300 V レンジ
を使用する。レンジの 100 ppm 設定しか出来なかった
従来モデルではメータのフルスケールに対して 100 ppm
の調整が出来なかった。本器では主設定値の 100 ppm
分解能で偏差を設定可能としているので，メータのフル
スケールを意識せずに偏差機能を最大限利用することで
容易な校正を可能としている。

2.5 出力分割と偏差プリセット機能
偏差プリセット機能を使用すると，出力分割機能で出力

値を変更時に主設定値のプリセット分手前の値が出力さ
れる。これにより出力値が校正点を超えてしまうのを防ぎ，
メータ校正における上げ読み時には常に下から，下げ読み
時には常に上から出力を偏差ダイヤルにて調整可能とし
ている。また，プリセット値を 2% と 5% の２種類設けて
いるのでメータ針のトルクの強弱にも対応できる。本機能
を使用する事で，メータの JIS 規格に則った目盛確度試験
を容易に実施可能としている。

2.6 スイープ機能
メータの引っ掛かり試験を高い再現性で実現するスイ

ープ機能は，本器では偏差と分割動作を連動させて実現
している。スイープ時間については，16s, 32s, 64s の３
種類の中から，メータに最適なスイープ時間を選択でき
るようにしている。

2.7 桁毎のダイヤルによる直感的な操作性
従来機種において好評だった機能，桁毎のダイヤルに

よる直感的な操作性を踏襲する為に，機械式のダイヤル
を新規開発し小型化及び高耐久性を実現している。

表 1 2558A と 2558 の代表的な仕様の比較
2558A 2558

交流電圧

発生範囲
（確度保証範囲）

0.00 mV ～ 1440.0 V
（1.00 mV ～ 1200.0 V） 1.00 mV ～ 1200.0 V

確度（50/60 Hz ） ± 400 ppm （6 ヵ月） ± 950 ppm （3 ヵ月）
確度保証周波数範囲 40 ～ 1000 Hz 50/60/400 Hz

交流電流

発生範囲
（確度保証範囲）

0.00 mA ～ 72.00 A
（1.00 mA ～ 60.00 A） 1.00 mA ～ 60.00 A

確度（50/60 Hz ） ± 500 ppm （6 ヵ月） ± 950 ppm （3 ヵ月）
確度保証周波数範囲 40 ～ 1000 Hz 50/60/400 Hz

基準周波数
出力範囲 40 ～ 1000 Hz 40 ～ 500 Hz

確度 ± 50 ppm 1%
最大出力 約 36 VA （60 A・0.6 V） 約 36 VA （60 A・0.6 V）
安定度 ± 50 ppm/h ± 0.03%/h

同期運転時の位相調整範囲 -180.000 ～ +359.999° 未対応（外部発振器で対応）
外形寸法 [ mm ] 426 （W） × 132 （H） × 400 （D） 439 （W） × 149 （H） × 415 （D）

質量 約 20 kg 約 23 kg
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3. 本器の構成

図 3 に本器の全体ブロック図を示す。

図 3 2558A のブロック図

3.1 新設計回路の動作原理
2558A は発振器の出力をコントロールする一次側と， 

トランスで絶縁された二次側から構成されている。発振
器の信号は，振幅制御部からデジタル信号と掛算され， 
電圧／電流アンプで増幅されて， 電圧／電流出力となる。
電圧出力の場合は二次側の出力端子間電圧を検出した後
に A-D 変換し，フォトカプラで絶縁して振幅制御部に帰
還している。電流出力の場合は変流器（CT）により出力
電流を検出するとともに絶縁し，一次側電位で I-V 変換
と A-D 変換を行い振幅制御部に帰還している。

振幅制御部には，パネル操作／リモートコントロール
により出力レベルの目標が設定される。設定された値が
大きく変化した場合，出力の急激な変化に伴うオーバー
シュートやトランスの偏磁を防ぐために振幅制御部でス
ムージング処理を行っている。動作開始後は，帰還され
た電圧／電流信号により振幅を 0.4 秒毎に調整している。

振幅制御部に帰還された信号は全波整流された後，レ
ベル正規化処理により設定値と出力振幅の比率を求め， 
次にこの比率を区間平均処理により一定区間の重み付け
平均をとる。この平均値はアンプのゲイン等を反映した
値であり，設定値の影響を直接は受けない。この値から
ゲイン補正値を計算して電圧／電流出力の振幅をコント
ロールしている。振幅の調節は 0.4 秒毎に実施している。

ブロック図では省略しているが，出力表示器の値は振
幅制御部に帰還した信号をレベル正規化しないで直接重
み付け区間平均したものである。平均化時間と表示更新
周期は出力設定を確認し易くするために，0.2 秒として
いる。出力表示器と振幅制御部は同一の A-D 変換器の出
力を使用しているため，安定して振幅制御されている場
合は，デジタル的に計算した目標値と出力表示の差は，
丸め誤差（最下位桁± 1）程度となる。

3.2 電流端子の共通化
従来機では電流レンジ毎に出力端子を設けていたが， 

ユーザから統一して欲しいとの要望に応え，本器では電
流端子の共通化を実現した。従来機では出力トランス内
に各電流レンジ用の巻線を組み込んでいた。本器では
50 A レンジ用の巻線を組み込まず，10 A レンジ用の巻
線をトランス内に５系統設け，この巻線を 10 A レンジ
では５直列，50 A レンジでは５並列と内部で切換えるこ
とで巻線の共通化を図った。これによりトランスサイズ
の小型化と機器内の配線の容易さを併せて実現した。

3.3 ダイヤル機構の新規開発
本器への要求としてダイヤルによる直感的な操作性が

あるが，市販のロータリーエンコーダで，この要求を満
足できるものが無く，新規に開発した。

 今回機能を従来機種より増やしたことや，ケースサイ
ズが小さくなったことで，機構的に小型化する必要があ
った。新規開発した機械式のダイヤル機構では，従来機
種に近い機械式操作性と小型化を両立する為にコイルバ
ネとスペーサ等を用いて実現している。

また，汎用購入部品の積極的な採用により従来比で約
40% のコストダウンを実現している。更に従来機種の機
構は耐久性に欠ける点があったが，今回の構成部品によ
り 50 万回転の連続動作にて問題無い事を検証している。

図 4 に従来機と今回の開発したダイヤル機構を示す。

図 4 ダイヤル機構の新旧比較

(a)従来機種 

(b) 2558A 
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4. 新設計回路の評価

4.1 高安定性の実現
本器では，アナログでのフィードバック制御の他に３

章で示した通り，出力をデジタル処理で制御しているの
で短期安定度は従来機に対して大幅に向上している。

高精度電力計 WT3000 にて測定した結果を図 5 に示す。

図 5 安定度（ 1 時間 ) の実測データ

4.2 出力応答性
出力応答に対しても，このデジタル処理によりスムー

ズな動作を実現している。従来機では出力時にオーバー
シュートが大きかったり，負荷によっては不連続な応答
となったりしていた。 本器では，デジタル処理にて出力
波形を制御しているので立ち上がり，立ち下がり共にス
ムーズな応答波形となっている。

実測データを図 6 に示す。

5. アプリケーション例

5.1 電力校正システムへの応用
本器では，2.1 で説明した通り，容易に複数台の同期

運転を可能としている。
図 7 に WT3000 と本器２台で構成した電力校正システ

ムを示す。２台の 2558A を背面の同期運転用入出力端子
で接続することで，Slave 側を Master に対して -180 °か
ら +360 °まで位相調整が可能である。

本器の位相設定値は出力に対しての絶対位相を保証し
ているものではない。しかし位相の安定度は非常に良い（実
力値： 0.01 °以下）ため，WT3000 を照合用とすることに
より電力量計等の校正システムとして運用可能である。

図 7 の (a) は実際に照合用の WT3000 の力率が０とな
るように Slave 側の位相調整（絶対位相：90 °) を実施
した場合であり , 図 7 の (b) は力率が 1 となるように位相
調整 ( 絶対位相：0 °) した場合である。

更に台数を増設することで３相電力に対しても容易に
対応可能である。

6. おわりに

2558 で好評だった操作性，視認性は継承しつつ，メー
タ校正用途としては，現行の規格を意識した機能を備え
た 2558A を開発した。基本性能を大幅に向上させたこと
で，高精度なアナログ計器や変流器の検査等に対応でき
る仕様を実現した。

今後普及が見込まれるスマートメータのような電力量
計を容易に調整・校正ができる機能を備えており， 市場
で大いに活用されることを期待している。
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図 6 立ち上がり時の応答波形

図 7 電力校正システム例（WT3000, 2558A x2）

(a) 力率：０に調整時 (b) 力率：１に調整時 


