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電力測定確度が世界最高レベルの ±0.03%，かつ測定帯域が DC および 0.1 Hz ～５MHz のプレシジョンパワー

アナライザ WT5000 を開発した。従来機種 （WT3000E） に対し，サンプルレートを 50 倍，分解能を４倍と基

本性能を大幅に向上させた。さらに，モジュラー形式を採用し，入力エレメント数を最大で７エレメントまで装

備できるよう利便性，拡張性を向上することで， EV （Electric Vehicles） /PHV （Plug-in Hybrid Vehicles） などの

入・出力間の効率測定を１台で行えるようにした。また，最大４モーターの回転速度，トルクによるメカニカル

パワーの変化も同時に測定できる。さらに，大画面タッチパネルを採用し，視認性と操作性を大幅に向上させて

いる。本稿では，世界最高レベルの性能を実現した技術とアプリケーション例について述べる。

We have developed the WT5000 precision power analyzer featuring the world’s highest 
measurement accuracy of ±0.03% and a measurement bandwidth of 0.1 Hz to 5 MHz including 
DC signals. This model features 50 times the sampling rate and 4 times the resolution of the 
conventional model WT3000E. With the adoption of modular systems, the WT5000 offers 
improved convenience and expandability, and can be equipped with up to seven input elements. 
Also, the WT5000 can measure the efficiency of input-output power such as electric vehicles (EV) 
and plug-in hybrid vehicles (PHV), the rotational speed of up to four motors, and the change 
of mechanical power with torque, all at the same time. In addition, the large screen and touch 
panel have greatly improved both visibility and usability. This paper describes the technologies 
that lie behind the world’s highest performance, and examples of applications.

1. はじめに

産業界では持続可能な社会の実現に向けて，EV（Electric 
Vehicles）， プ ラ グ イ ン ハ イ ブ リ ッ ド 自 動 車（PHV ／
PHEV）に加え，太陽光発電や風力発電向けなどの再生
可能エネルギー関連機器，省エネ家電等の開発が急務と
なっている。これら自動車，機器，装置のさらなる省電
力化，高効率化を実現するためには，消費電力や電力利
用効率のわずかな改善効果を正確に測定し，評価するこ
とが求められており，より高精度な電力計の需要が世界
的に高まっている。

このような電力計に対する一層の高精度化の要求に加

え，１台の測定器で多数のポイントを同時に測定したい
というお客様のニーズに応えるため，これまで積み重ね
てきたアナログ計測技術の改善と電力校正技術の向上に
より，世界最高レベルの高確度，広帯域化を WT5000 で
実現した。本器の外観を図 1 に示す。

図 1 WT5000 の外観
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2. 高精度電力計測定技術と電力校正技術

2.1 構成
図 2 に全体のブロック図を示す。図 2 に示すように，

WT5000 は，電力演算処理部，表示，操作パネル，通信
インターフェース部からなる本体部分と，モジュール化
した電圧，電流入力を有するエレメントによって構成さ
れる。また，入力エレメントとして，30 A 高精度エレメ
ント（760901）と５A 高精度エレメント（760902）の
２種類を開発した。

WT5000 ではモーター評価用入力に８チャンネル
を装備し，４モーターを同時に評価できるようにした

（/MTR1 および /MTR2 オプション）。また，アナログ出
力は従来機種と同じく 20 チャンネルの出力を備え，従
来通り対応している（/DA20 オプション，但し，/MTR2
と同時搭載は不可）。

入力エレメントの電圧入力部は抵抗分圧方式であり，
電流入力部は分流器方式である。モーター評価用入力も
抵抗分圧方式である。各信号は必要な電圧レベルに正規
化した後，A/D 変換される。ディジタル値に変換した信
号は，アイソレータを経由し演算部に転送される。電圧，
電流，モーターの各入力は，個々に絶縁構造を取っている。

2.2 ワイドな測定レンジ
WT5000 では，ワイドな電力測定レンジを用意した。

従来の 15 V ～ 1000 V に対し，1.5/3/6/10 V レンジを
追加し，さらに 1500 Vdc の測定を可能にした。また，
５A 高精度エレメント（760902）では，従来の５mA ～

２A に対し５A レンジを追加し，多様な計測ニーズに対
応できるようにしている。

2.3 高精度，広帯域な電力測定
測定誤差である計器損失を低減し，高電圧入力時の自

己加熱による変動を抑制するため，電圧入力部の入力抵
抗を 10 MW とした。また，入力抵抗には，端子間キャ
パシタを機構部品にて形成し，直流，交流分離加算ゼロ
ドリフト複合アンプにて分圧することで，高精度と広帯
域を実現している。

電 流 入 力 部 に つ い て は，30 A 高 精 度 エ レ メ ン ト
（760901）では従来技術を継承し，５mW 同軸４端子構
造シャント抵抗を採用している。シャント抵抗で変換し
た低電圧出力を，反転ゼロドリフト複合アンプにて増幅
することで，積算電流測定誤差を最小にする。さらに，
電流入力部ではアンプ増幅度をレンジごとに変更し，ゲ
イン変更で生じる精度と帯域差を最小にするアンプを使
用している。また，電圧入力部では DC，AC 分離加算ア
ンプを使用し，高精度と広帯域を実現している。

アナログ部の性能向上だけでなく，A/D コンバータを
従来の 16 bit, 200 kSps から 18 bit, 10 MSps に変更し，
分解能，変換速度も向上している。

高精度高速 A/D コンバータ採用に伴うデータ転送レー
トの高速化に対応するため，光絶縁方式を採用した。転
送レートは 600 Mbps である。入力エレメントからの信
号情報と制御の各１チャンネル，双方向１チャンネルの
みで構成し，絶縁部の小型化も実現している。

図 2 WT5000 のブロック図
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2.4 測定確度向上
30 A 高精度エレメント（760901），５A 高精度エレメ

ント（760902）の基本確度（商用周波数 50/60 Hz での
測定確度）は，電力（力率１）で ± （0.01% of reading + 

0.02% of range），電力（力率０）で ±0.02% の世界最高
レベルの電力測定確度を達成している。これらの確度を
達成するために，横河電機 経営監査・品質保証本部 計測
標準部の協力を得て，新たに電力標準を開発し，図 3 に
示すトレーサビリティ体系を確立した。従来電力標準の
電力標準不確かさ 100 V ５A 60 Hz 力率１の 54 ppm，
力率０の 84 ppm に対し，新電力標準においては力率１
では 45 ppm，力率０では 24 ppm の不確かさを達成し
ている。

新電力標準では，電流標準となるシャント抵抗器と位
相校正方法を新たに開発し，従来の電力標準に代え，電
圧標準，電流標準と位相で電力校正値を生成する方式を
採用している。

2.5 多彩な信号処理
WT5000 の信号処理部のブロック図を図 4 に示す。

2.5.1 信号処理の流れ
図 4 に示すように，演算用 FPGA では，入力エレメン

トから送られてきた A/D 変換データを瞬時値として扱い，
電圧，電流，電力の通常測定，高調波測定，周波数測定
などを行う。

このとき，通常測定演算，高調波測定演算の前段にラ
インフィルターを入れることができる。従来機種では，
このラインフィルターは１つしかなく，通常測定用と高
調波測定用とで共通であった。WT5000 では，ライン
フィルターを２つに増やし，通常測定用，高調波測定用

で別々のカットオフ周波数を設定することも可能とした。
これにより，通常測定は高周波成分まで含めた電圧，電流，
電力を測定することと同時に，高調波測定用ラインフィ
ルターには低いカットオフ周波数を設定することで高周
波成分の折り返しノイズを低減した状態での解析が可能
となった。

図 4 WT5000 の信号処理部
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図 3 電力のトレーサビリティ体系図
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がらも処理方法を工夫することで回路規模を抑え，かつ
カットオフ周波数が 0.1 Hz と低い場合でも十分な精度で
演算ができるようになっている。

なお，A/D コンバータの前段には，アナログ回路で構
成した AAF（アンチエリアシングフィルター）を配置し
ている。サンプリングによる折り返しノイズの影響があ
る場合には，フィルターを ON にすることでノイズの影
響を回避できるようになっている。

2.5.2 通常測定の２つの演算モード
通常測定演算では，演算方式としてディジタルフィ

ルター平均（DF）モードと，同期ソース区間平均（SP）
モードとを選択可能とした。

DF モードでは，ディジタルフィルターを通して，測
定帯域の下限周波数以上の交流成分をカットし，DC 成
分のみを残すことで平均値としている。下限周波数は，
FAST=100 Hz，MID=10 Hz，SLOW= １Hz，VSLOW=0.1 
Hz を選択可能とした。このディジタルフィルターを，
WT5000 用に新規に設計し，下限周波数でも十分な減衰
が得られるようにした。DF モードは，同期ソースの周期
が正しく検出できないような場合でも，安定した測定値
が得られるメリットがある。一方，フィルター演算を行
うためには，ある一定時間分の瞬時値が必要となり，例
えば下限周波数では最速の場合でも４波分の瞬時値が必
要となる。

SP モ ー ド で は， デ ー タ 更 新 周 期 内 で 最 初 に 同 期
ソースが設定レベルを立ち上がり（または立ち下がり）
スロープで横切る点（クロスポイント）から最後のクロ
スポイントまでを測定区間とし，この区間の瞬時値の平
均値を演算する。同期ソースの周期を正しく検出できれ
ば，データ更新周期を短くして，１つの更新周期内には
１波しか入らないような場合であっても，安定した測定
値が得られるメリットがある。

測定対象により演算モードを切り替えることで，より
安定した測定値を高速に得ることが可能となる。

3. モジュラー形式の入力エレメント

WT5000 では，従来機種と同様の外形寸法を維持し，
実装エレメント数を増加させるなど物理的制約が厳しい
中，利便性および拡張性を高めるためモジュラー形式を
採用し，最大７エレメントの実装を可能にした。

3.1 耐ノイズ性の実現
電力計では，インバータ測定時などに印加されるノイ

ズに対し，高い耐ノイズ性が要求される。WT5000 では
本体とエレメントの間にケース電位のシールド板を設け，
本体の接地を強化した上でエレメントとシールド板を適
切に接触させた。そのことで，エレメントを本体の電位
に一致させて高い耐ノイズ性を実現した。

3.2 エレメント間の均熱化
複数エレメントを実装する電力計では，エレメント間

で測定値の違いが生じないよう，エレメントの実装数や
組合せに関わらず，電流入力部のシャント抵抗温度をエ
レメント間で均熱化する必要がある。WT5000 では，熱
シミュレーションにより風穴の位置や風の流れの最適化
を行い，モジュラー形式としたにもかかわらず各エレメ
ントの均熱化を実現した（図 5）。

図 5 モジュラー形式

3.3 エレメント間干渉の低減
30 A 高精度エレメント（760901）と５A 高精度エレ

メント（760902）では，シャント抵抗を用いた電流直
接入力方式を採用している。そのため，エレメント間の
距離が近いと隣接モジュールに入力される電流の影響を
受け，正確な測定が難しくなる。WT5000 では，エレメ
ント実装可能数量が増えてエレメント間距離が近くなっ
たにもかかわらず，本体のエレメント間にケース電位の
シールド板を設けることで，隣接エレメントが及ぼす影
響を低減し，高確度測定を実現した。

4. 安全性の向上

内部接続損失の抑制と回路面積の削減により，大電流端
子には従来のネジ式電流端子に代え，抜け防止機能付き安
全端子を採用した。また，従来のネジ式端子も接続端子変
更なしで安全に使用できる，図 6 に示す安全端子 - ネジ式
変換アダプタを用意し，端子の互換性を確保した。

図 6 大電流安全端子アダプタ

5. 優れた操作性

電力計には高精度の測定を実現するために数多くの機
能が搭載されている。そのため，設定の選択肢やメニュ
ーの階層は必然的に深くなり，操作が煩雑になってしま
うことが懸念される。WT5000 では，横河電機 マーケテ
ィング本部 UX デザイン室と協業し，従来機種と比べて
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操作性を大幅に向上させるため，設定の操作方法・提示
方法を大きく変更した。本章では WT5000 の操作におい
て工夫した点や，優位な点について紹介する。

5.1 タッチパネルによる直感的な操作
WT5000 では，当社電力計で初めてタッチパネルを搭

載した。機能を選択する，表示を切り替える，といった
作業において，タップ・スワイプなどの動作を採用し，
ハードウェアキーだけでは困難な直感的な操作を実現し
た。例として，ページ切り替え方法を挙げる。従来機種
では，キーを繰り返し押下して所望のページに移動して
いた。WT5000 では，図 7 に示すように，タッチ操作で
所望のページにジャンプすることができ，煩雑な操作を
回避できる（特許出願中）。

図 7 ページ切り替え方法

5.2  ハードウェアキーやカーソルキーの活用による操作
性向上

ハードウェアキーには「ワンタッチで優先的に操作で
きる」という利点がある。そこで，特定の機能をショート
カットキーに割り当てたハードウェアキーをレイアウトし
た（ディスプレイフォーマットキー（特許出願中）（図 8））。

図 8 ディスプレイフォーマットキー

また，カーソルキーによるメニュー操作にも対応してお
り，タッチパネルを使うことが難しい使用環境の場合でも，
カーソルキーを使って全ての機能の操作が可能である。

5.3 体系的なメニュー構造
WT5000 の 各 機 能 を Input（ 入 力 信 号 の 処 理 ），

Computation/Output（収集した信号の演算，画面表示や
ファイル保存），Utility（機器情報や通信設定）に分類し，
カテゴリー別のメニュー構造とした。

従来機種においては，カテゴリー分類のないメニュー
構造があり，使用者が数多くの機能メニューの中から所
望の機能を探すために時間を要する場合があったが，本
製品では操作性を大幅に改良した。

5.4 用途に合わせた大小の設定メニュー
多岐にわたる設定項目を一覧表示するため，全画面設

定メニューを用意した。全体を一覧表示することで，そ
れぞれの設定項目の意味や相互の関係をわかり易く整理
して配置した。

一方，測定結果を確認しながら設定を行う機能につい
ては，小さな設定メニューを用意し，実際の測定データ
や波形を確認しながら，設定変更できるようにした。

図 9 に大小２つの設定メニューの表示例を示す。点線
で囲まれた範囲が設定メニューの大きさを表している。

図 9 設定メニュー大（上），小（下）
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5.5 グラフィック表示によるわかり易いメニュー
複雑な機能をわかり易く表現するため，設定メニュー

にグラフィック表示を採用した（図 10）。

図 10 フィルター（上）とモーター（下）の設定メニュー

6. 様々な分野での応用事例

6.1 次世代自動車用モーター，インバータ評価
WT5000 は最大７つの電力入力エレメントを搭載可能

であり，EV/PHV などの入・出力間の電力効率を評価す
るために最適である。 また，電圧，電流，電力に限らず，
モーター評価機能（/MTR1 および /MTR2 オプション）
により，最大４モーターの回転速度，トルクおよび機械
的出力を同時に測定できる。

図 11 は，７つの電力入力を使用し，１インバーター
（ ① ～ ③， ④ ～ ⑥ ）， １DC 電 力 測 定（ ⑦ ） に 加 え，
モーター評価機能を使い，２モーター電気角測定（M1, 
M2）を示した例である。

WT5000 は，この事例において次の優位性をもつ。
 ● ７入力により DC 測定と，三相測定（３入力）×２

セットの測定ができる。
 ● ２モーターシステムにおいて，それぞれのモーターの
メカニカルパワー Pm を２台同時に測定できる。

 ● ディジタルフィルター方式により，周期検出に依存し
ない安定したデータ収集ができる。

 ● 標準搭載した高調波測定機能により，基本波成分と高
調波成分の同時測定ができる。

図 11 モーター，インバータ電力測定

6.2 DC-DC コンバータなどの高精度電力測定
変換効率等の測定では，入力側の DC 電力，周波数，

力率と，出力側の DC 電力などを測定し，これらをもと
に変換効率を測定する。また，スイッチング波形や高調
波データなどの確認も必要となるため，各部の高精度評
価が重要となる。

WT5000 は，この事例において次の優位性をもつ。
 ● 電 圧 10 MHz， 電 流 ５MHz 帯 域 に よ り DC-DC コ ン
バータ等の内部スイッチング波形を的確に捕捉し，高
精度で測定できる。

 ● 10 MS/s 高速サンプルレートにより細いパルスも確実
に捕捉できる。

 ● 30 A までの電流直接入力であっても５MHz の広帯域
での高精度測定ができる。

 ● 30 A までの電流直接入力方式により，大電流であって
も電流センサーの誤差を排除した高精度測定ができる。

6.3 太陽光発電など新エネルギー分野での電力測定
太陽光・風力で発電されたエネルギーは，パワーコン

ディショナ内部で直流・交流から商用周波数の交流に変
換される。 また，蓄電池用の充電制御装置において充電
電流に変換される。それらの変換時のロスを最小限にす
ることが，系統全体の高効率化につながる。

図 12 は，７つの電力入力を使用し，各変換器入出力
（①～⑦）の電圧，電流，電力，周波数，パワコン効率，
充電効率測定を示した例である。

WT5000 はこの事例において次の優位性をもつ。
 ● ７入力エレメントまでの高精度な測定ができる。最大
1500 Vdc / 30 A までの直接入力測定ができる。

 ● 高精度な DC 測定と広帯域の AC 測定により電力変換
器の高精度測定が可能である。

インバータ

駆動モータ

１ 3・・・

4 6・・・

7

M1

M2

負荷モータ

負荷モータ

バッテリー

測定箇所と電力計への入力。
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 ● 標準搭載した高調波測定機能により電圧ひずみ率
（THD）や高調波成分を同時に確認できる。

7. おわりに

本稿では，プレシジョンパワーアナライザ WT5000 の
高精度電力測定技術，特長および応用事例について述べ
た。本器の特長である高精度，広帯域，拡張性，利便性

を最大限に生かし，お客様の課題解決に貢献するツール
として，今後，幅広い分野での電力測定に活用されるこ
とを期待している。

* 本文中で使用されている会社名，団体名，商品名およびロゴ等は，
横河電機株式会社，各社または各団体の登録商標または商標です。

図 12 最大 1500 Vdc/30 A ×７系統を直接測定
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