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近年，地球温暖化防止など環境問題にも関連して推進されてきた，省エネルギー化への取り組みが活発になっ

てきている。当社は機器の消費電力を正確に測定する電力計を開発・販売して社会に貢献してきており，省エネ

ルギー化に関連する規格対応，省エネルギー化の切り札とも言えるインバータの効率測定，あるいは販売が開始

され関心が高まってきている電気自動車（EV）の電費改善等で，インフラも含め電力測定のソリューション提供

を進めている。 

In recent years, people are working harder to save energy in line with efforts to curb 
environmental problems including global warming. Yokogawa Meters & Instruments is assisting 
such efforts by developing and supplying power meters that can precisely measure the power 
consumption and efficiency of devices. We have also been improving our power measurement 
solutions by, for example, complying with international energy-saving standards, measuring the 
efficiency of inverters that effectively save energy, and helping to improve the power consumption 
of electric vehicles (EV), for which demand is increasing.

1. はじめに

近年，世界規模で電力エネルギー供給不足が懸念され
るようになった。いわゆる新エネルギーとして太陽光・
風力・バイオマス・地熱等を利用した，分散化された発
電システムの技術革新が進んでいるが，商業ベースでは
政府や自治体の補助がなければ成り立たない厳しい状況
が現実である。

関連して，電力エネルギーの高効率利用のために，家
電製品・オフィス製品を中心として省エネルギー設計を
求める基準や規格の制定が世界各国で推進されている。
使用していない時に消費する無駄な電力エネルギーを削
減するため，電気料金の安価な海外各国においても待機
電力削減の法規制が強化されているのは，その一例であ
る。

また，地球温暖化防止，あるいは化石燃料など資源の
枯渇も含め，環境問題対策として電気自動車（以下 EV）
の開発とそのインフラ整備の動きが急速に進んでいる。

当社は，省エネルギー技術や製品開発に貢献できる高
精度電力アナライザ「WT シリーズ」を産業界に提供し

ており，これら差し迫る省エネルギー対策のために不可
欠な，電力測定ソリューションの現在の状況と今後の展
望について本稿で紹介する。図 1 に電力アナライザ WT
シリーズ、および電流センサの CT シリーズを示す。

図 1 電力アナライザ WT シリーズと電流センサ CT シリーズ

2. 省エネルギー対応が求められる各分野でのソリュ
ーション提供

2.1 規格対応ソリューション
欧州では ErP 指令と呼ばれるエネルギー使用機器

（Energy-related Products）に関する省エネルギー設計の
指令が発効されている。対象製品は，輸送機器を除く，
家電・OA 機器・照明機器・暖房器具などである。その中
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で，機器を使用していない時に電力エネルギーを消費す
る待機電力に関しても規制が強化されており，2013 年
1 月からその限度値は 1.0 W から 0.5 W になり，さらに
2014 年 3 月から適用規格が IEC62301 最新の Ed2.0 へ
移行され，より高度な測定と判定が必要となる。

それら対象製品の開発をサポートするため，当社では
0.5 W 以下を高精度に測定できるパワーアナライザ WT
シリーズと待機電力測定用の専用ソフトウエアを用意し，
規格対応の測定ソリューションを提供している。その開
発に当たっては，規格制定の現場とのマーケティング，
連携強化に努めた。

一方，規格試験については，ひずみの小さな電源を使
用して測定することが同時に求められているため，AC 電
源と組み合わせて測定することが不可欠となる。

関連して，商用電源系統における波形ひずみの削減の
ために，対象製品に対する高調波電流の規格が 1990 年
代より制定されている。ひずみ波電流の限度値を規定し
ているのは IEC61000-3-2 ないしは -3-12 で，中間（も
しくは次数間）高調波を含めた高精度な波形ひずみの測
定が求められているため，当社では最上位モデルにその
測定機能を搭載し，ソリューションを提供している。適
用される規格は数年毎に改訂が行われることから，迅速
な対応を行うために試験および判定専用のソフトウエア
を開発してアップデートを繰り返した。

この規格試験においても，ひずみの小さい安定化電源
が求められているため，今後，トータルでの測定ソリュ
ーションの提供を検討していく。

2.2 インバータ評価ソリューション
家庭およびオフィス内で消費電力の約３割を占める機

器が空調関連と言われている。広く普及しているエアー
コンディショナの消費電力を最小限に抑えるため，コン
プレッサ（もしくはモータ）の制御はより複雑になって
おり，それを支える駆動系インバータにおいてもそのス
イッチング速度，波形の立ち上がり速度，あるいは駆動
回転周波数そのものが上昇していく傾向にある。この変
化に応えるために，当社の最新モデル WT1800 ではサ
ンプリング周波数を従来の 10 倍の 2 MS/s（メガサンプ
ル / 秒）までに高め，正確な波形補足による高精度測定
を実現した。さらに，インバータ評価において不可欠な，
電圧波形の基本波成分を同時測定できる高調波測定機能
を搭載して，そのニーズに応えている。

今後も，電力変換等の分野においてインバータの波形
の立ち上がり速度の上昇や基本波の高周波化が予想され
るため，サンプリング周波数の引き上げや広帯域測定に
対応していきたい。

2.3 EV の電費改善ソリューション
国内外で販売が開始された EV の，動力用モータおよ

びそれを駆動するインバータ開発においては，一回の充
電による走行距離を伸ばすための電費改善が最重要課題
となる。すでに定速走行など定常的な状態での効率改善
は高いレベルまで達していると考えられるが，常に速度
やトルクが変化する実際の運転の状況に対応するために，
いわゆる過渡時での効率測定が必要となってきていると
思われる。これに対し，従来から提供してきた電力計に
よる最速 50 ミリ秒毎のデータ更新レートでは，その変
化の過程を１点，あるいは２点程度しか測定できず，評
価が十分にできなかった。

そこで，最新の WT1800 では最速１ミリ秒毎（外部信
号同期の時）で測定する高速データ収集機能を新開発し
た。このことで，直流入力あるいは三相モータの高速変
動を適確に捉えることができるようになった。

一般に交流の電圧・電流・電力の計測では，入力波形
の周期に合わせて実効値や平均値を演算するが，高速デ
ータ収集機能では１周期分のデータがなくても，独自の
信号処理技術により，現象の変化を測定できる。さらに，
モータ評価機能を活用することで電圧・電流・電力の測
定とともに，回転速度（A 相・B 相・Z 相による速度・方向・
電気角測定）とトルクの変化も同時測定ができ，電気的
入力と機械的出力の同時測定を行うことで総合的な効率
評価が可能となる。

一方，このような加速時等では瞬間的にモータ出力を
アップさせるために，大電流での駆動が求められている。
場合によっては 1000 A 程度までの電流となる場合も想
定される。従って，大きく変化する電流に対して，ダイ
ナミックレンジが広く，且つ広帯域で測定可能なセンシ
ングの技術開発も必要となる。

当社では 1000 Apk まで測定可能な CT シリーズを用
意しているが，ハイブリッド化が進む建機分野等への対
応も含め，さらに大電流かつ広帯域のセンサの開発も検
討したい。

3. おわりに

今後，成長の著しい新興国も含めて節電への取り組み
が世界中で加速し，電力エネルギーの高精度測定のニー
ズが高まることが予想される。更なる省エネルギー化が求
められる家電やオフィス機器の開発，各国で法令・規制が
強化される待機電力削減，高速スイッチングのインバータ
駆動に対応した広帯域・高速かつ大電流測定など，当社
は製品開発やインフラ整備を含め，節電への取り組みに貢
献できる電力測定ソリューションの提供に努めたい。


