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リーククランプテスタ　300 / 310　シリーズ

Leak Clamp-on Tester  300 / 310 Series

保守及び保全の現場から要求の高い，活線電流測定器のクランプテスタ 300/310シリーズを開発した。開発

した300/310シリーズは本体部分の大きさが異なるミニ，ミドルサイズのクランプテスタシリーズで，漏洩電流

を測定するリーククランプテスタを中心に負荷電流測定用のAC，AC/DC含めて６機種ラインナップした。こ

の内，今回はリーククランプテスタを紹介する。

リーククランプはユーザーの幅広い用途に合わせ，ミニとミドルサイズの合計４機種で構成されている。ミ

ニサイズは電流レンジが30/300 mA，30/300 A（300 30），又は3/30 mA，30/60 A（300 31）の単機能タイプで，

ミドルサイズは30 mA～300 Aの５レンジで多機能タイプ（310 30実効値方式，310 31平均値方式）である。両

シリーズ共，基本性能，操作性，耐久性の向上を目指した。特に 300 31は従来のCLシリーズの基本性能を大幅

向上させて，「電気設備技術基準」に合致した漏洩電流１mAを正確に測定できるようにした。これは外部磁界の

影響を電気的にキャンセルする新回路方式を採用したことによる。
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For the great demand of the maintenance and service field, we have developed the Clamp Tester 300

and 310 Series for a hot-line current. The 300 and 310 Series consist of miniature- and middle-sized

clamp testers. There are six models including AC and AC/DC types that are mostly leak clamp testers.

This report introduces the leak clamp testers.

Four models of leak clamp testers (includes miniature- and middle-sized models) were developed to

meet the wide variety of user's applications.  The miniature-sized models are of single function type.

The 300 30 handles current ranges of 30/300 mA and 30/300 A. The 300 31 handles current ranges of

3/30 mA and 30/60 A. The middle-sized models are of multi-function type that handles five current

ranges between 30 mA and 300 A (310 30 RMS value model and 310 31 average value model). Improve-

ment in the basic performance, operability and durability were sought for both series of testers. In

particular, the basic performance of the 300 31 was improved drastically from the conventional CL

Series, so that it could accurately measure a leak current of 1 mA that conforms to the technical stan-

dard of electrical equipment. This improvement is due to the adoption of a new circuit technique that

electrically cancels the influence received from external electromagnetic fields.

1. は  じ  め  に

近年絶縁状態の測定を活線状態で測定したいという要

求が高まり，その用途に使用できる高性能形のリークク

ランプテスタの要望が強まってきた。これは平成９年

６月１日に施行された「電気設備技術基準」の第１章第３

節第14条に規定されている「使用電圧が低圧の電路であっ

て絶縁測定が困難な場合には～中略～漏洩電流を１mA

以下に保つこと」を遵守する必要性による。対象となる低

図１　リーククランプ300,310シリーズの外観
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圧の電路において，特に一般家庭用100 V系の商用電路で

は，従来の絶縁抵抗計による電源を切って停電状態で行

う作業から，リーククランプテスタによる活線状態での

作業へと絶縁状態の測定方法が変わりつつある。この

為，漏洩電流をより正確に測定するリーククランプテス

タが必要となった。

今回当社では，本体の大きさが大小２種類のミドルと

ミニサイズのクランプテスタシリーズを開発した。（図１）

ミニサイズクランプテスタ300シリーズとミドルサイズ

クランプテスタ310シリーズの主な仕様，機能を以下に示

す。

・基本確度　±１%

・最大測定導体径　Φ40 mm

・測定電流は微少電流から負荷電流まで測定可能

30/300 mA ，30/300 A （300 30）

3 /30 mA ，  30/60 A （300 31）

30，300 mA，3，30，300 A （310シリーズ）

・外部磁界の影響 （隣接電線の電流値100Aに対し）

0.5 mA Typical （300 31）

5 mA 以下（310シリーズ）

10 mA 以下（300 30）

・ノイズ除去フィルタ付き（300 31，310シリーズ）

・実効値検波，周波数測定，MINI/MAX/AVG記録，電

圧測定，レコーダ出力，ACアダプタ

　（310 シリーズ）

・電源はオートパワーオフ機能付き

・耐電圧　5550 V（310シリーズ），3700 V（300シリーズ）

・EN61010安全規格に適合［ CATⅢ，600V（310シリー

ズ） CATⅢ，300 V（300シリーズ）］

・EN61010 EMC規格に適合

2. リーククランプの測定原理

図２にリーククランプの測定原理を示す。

AC電源に負荷RLが接続されている回路で２本の電線

をクランプしている状態において，絶縁抵抗Rzが高く漏

れ電流Izが無ければ２本の電線に流れる電流Ia，Ibは同

一の電流値で位相が180 逆゚になる。よって，この場合

２本の電線に流れる電流による磁界は互いに打消しあい

零（Ia－Ib =０）となりリーク電流は流れない。絶縁抵抗

Rzが低くリーク電流Izがある場合，２本の電線に流れる

電流の総磁界は［Ia－Ib = Ia－（Ia－Iz）= Iz］となり，リー

ククランプにはIzの電流が測定される。以上により絶縁

抵抗が低い場合はリーククランプによりリーク電流が検

出できる。

3. 設計コンセプトと基本構成

300，310シリーズの開発に当たり，設計コンセプトは

クランプセンサの操作性，堅牢性を基本として，特に隣

接電線による外部磁界の影響を極力少なくすることと，

小型軽量化，耐久性能の向上を目指した。以下に主な構

成を示す。

（1）クランプセンサ

電流を検出するクランプセンサは機械的に強い片開

き構造で，開閉レバー部分が長いので開閉し易い。

また，感電などを防ぐために本体部分との間にバリ

アを設けるなど，安全規格に適合した設計である。

（2）キースイッチ

全ての操作スイッチは，クリック感に優れたエンボ

ス付きのキースイッチ構造とし，小型で信頼性の高

いものを採用した。メンブレムキースイッチの採用

により，片手での操作が行えるよう作業性の向上を

図った。

（3）レンジスイッチ

従来品は機械的なロータリスイッチ又はスライドス

イッチにより，レンジ切り替えを行っていたが，低

抵抗のパワーMOSFETを採用する事でフルオートレ

ンジ化を行い，操作性と信頼性の向上を図った。

（4）部品の小型化

　 電気回路の部品は従来品より約%1の小型形状の表面

実装部品などを採用すると共に，プリント基板の両

面実装による高密度化と小型化を図った。

（5）電池寿命

300シリーズは従来品のアルカリボタン電池２個から

高性能のリチウムコイン電池１個にして，電池本数

の削減と電池寿命を従来品に対して約３倍（CL613と

300 30の比較）と大幅向上を図った。

（6）耐久性能

　 300 31の耐久試験ではユーザーなどからの強い要求

があり，クランプセンサの開閉試験回数は一般的な

１万回から大幅増やし７万回まで行い，外観及び性

能に問題ない事を確認した。

図２  リーククランプの測定原理
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4. 構　　成

4.1 クランプセンサ

300 31は漏洩電流１mAを正確に測定するため，隣接電

線による外部磁界の影響を従来品の約%1以下にする必要

があった。このため従来の構造を全て見直しして，最適

な構造にすると共に，製品の性能を安定させる方法とし

て電気的に補正を行う新回路を考案した。（図３）

クランプセンサの内部にある被測定電線 Fの電流を測

定する場合は，Fの電流により発生する磁界でコイル

C1，C2，C3，C4に全て同相の電流が流れるので，出力

は加算器の出力に現れる。クランプセンサの外部にある

被測定電線 Gの電流で発生する磁界による影響は，コイ

ルC1とC3は同相，コイルC2，C4は同相，コイルC1，C2

は逆相，コイルC3，C4は逆相の電流が流れるので理想的

には加算器の出力は零になる。しかし，一般的にはコア

勘合部，コイルの非対称などによりコイルそれぞれの出

力の振幅は異なる。そこで，半固定抵抗R1，R2，R4を用

いてそれぞれの出力のアンバランスを調整して，外部磁

界の影響による出力を零に調整できるようにした。

4.2 電  気  回  路

図４に310 30のブロック図を示す。クランプセンサの

出力はシャント抵抗で電圧信号に変換され，アンプを通

りAC/DC変換器で直流信号に変換される。アンプとAC/

DC変換器の間にフィルタ回路があり選択できる，フィル

タは電源周波数以外の不要な成分を除去する。AC/DC変

換器で変換された直流信号はA/Dコンバータにより3200

カウントフルスケールのディジタル信号に変換され，

CPUにより各種の演算処理を行いLCDに表示する。その

他にアイソレーションされたレコーダ出力回路とACアダ

プタ入力回路がある。

5. 構　　造

今回のクランプシリーズ開発では，新たに２種類の本

体ケース，４種類のクランプセンサを設計した。開発に

当たり，使い易さを最優先とし，クランプセンサの操作

性とスイッチの配置や表示の見易さを追求した。300シ

リーズは従来のCLシリーズより一廻り大きくして堅牢

性，操作性を向上させた。310シリーズは従来の2343シ

リーズより小型にして携帯性に重点を置いた。製品のデ

ザインでは新コーポレートカラーを採用し，クランプセ

ンサ部分は感電の可能性がある危険なエリアとして注意

を促す黄色とし，本体部分と差別化した。

6. 特性（300 31形）

6.1 外部磁界の影響

クランプセンサの外側にある磁界により影響を受ける

割合い。測定方法は２種類ある。

・ 400 A/mの磁界の中心にクランプセンサを置いて磁界

の影響を測定する方法。（一般機器用）

・クランプセンサの外側に隣接する電線の電流による磁

界の影響を測定する方法。

（クランプテスタ用，図５）

6.2 残  留  電  流

リーク電流の測定は一般的には単相では２本，３相で

は３本の電線をクランプし，その総和の微少電流を検出

図３　クランプセンサ部の原理図（300 31）
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図４　ブロック図（310 30）
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する。 理想的にはリーク電流が無ければ零になるが，ク

ランプセンサ内の位置により感度のバラツキがある，そ

こでクランプセンサの性能を評価する方法として２本の

電線に同一電流値で逆相電流を流し測定する。（図６）

6.3 導体位置の影響

クランプセンサの中心位置で測定した電線の電流値を基

準にして，クランプ内周に沿って移動させた時の偏差であ

り，その影響は電流10 Aにおいて±0.1%以下である。

図６　残留電流 図９　クランプセンサの開閉試験Ⅰ（1mA確度）

図７　リニアリティ特性 図10　クランプセンサの開閉試験Ⅱ

（100 A隣接線外部磁界の影響）

図８　周波数特性（３mAレンジ）

6.4 リニアリテイ特性

各電流値に対する誤差を測定。（図７）

6.5 周波数特性

各周波数に対する測定値，100Hz以上はフィルター回

路による特性。（図８）

6.6 クランプセンサの開閉試験　Ⅰ，Ⅱ

クランプセンサの開閉を行い「確度」と「外部磁界の影

響」の特性変化を測定。（図９，図10）

7. お  わ  り  に

以上，クランプテスタ300，310シリーズの開発の狙

い，特長，機能，構成，特性について述べた。開発した

製品は目標を充分満足する性能が得られた。特に開発し

たミニリーククランプは性能，耐久性が認められ全国の

電気保安協会に採用された。今後は更に多くの方々に幅

広く活用されることを期待したい。
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