
   
 

■ 概要 
本器は、1台で電圧×3、電流×3、需要電流×3、電力、

需要電力、無効電力、力率、周波数、電力量、無効電力

量と工場・ビルなどの電力管理に必要な機能を 1台に集

約したパネル取り付け形の電力モニタです。 

地球環境保全への取り組みのための省エネルギーや設

備保全を目的に各種電気設備の電力諸量を表示および

出力します。 

■ 特長 
● 三相 3線式、単相 2線式、単相 3線式共用タイプ。 

● 豊富な測定機能で、きめ細かな電力監視が可能。 

● バーグラフ 1 計測とデジタル 4計測を同時表示。 

● 通信出力 RS-485 通信（Modbus プロトコル）の標準

装備によりデータの収集が容易。 

● 従来の 110角広角度計器と取り付け寸法が同一。 

● 測定値表示器は、バックライト機能を装備し、常時点

灯、消灯、自動消灯の選択及び明るさの設定が可能。 

● 電源は AC 85～264V、DC 80～143V で交流直流両用。 

● SMARTDAC+ GM や GA10 を使用し各種電力データの収

集が容易。 

■ 測定機能 
● 各線間実効電圧瞬時値、各相実効電流瞬時値 

● 電力瞬時値、無効電力瞬時値 

● 力率瞬時値、周波数 

● 有効電力量、無効電力量 
*1 無効電力量は、LEAD（進み）と LAG（遅れ）を積算します。 

■ 定格 
相および線式：単相 2線式、単相 3線式、 

  三相 3線式（2 VT・2 CT） 

入力周波数：50/60 Hz共用 

定格入力電圧：110V AC、220V AC共用 
単相 3 線式は、200V AC（100V＋100V）です。 

入力電圧範囲： 0～132V AC（110V時） 

      0～264V AC（220V時） 

許容入力電圧：定格電圧の 1.2倍（連続） 

  定格電圧の 2倍（10秒） 

定格入力電流： 5A AC 

許容入力電流：定格電流の 1.2倍（連続） 

  定格電流の 10倍（16秒） 

供給電源：AC 85～264V 50/60 Hz 10 VA 

     DC 80～143V       6 W 

 
 

 

 

■ 基本仕様 

動作方式 

電流、電圧：実効値演算方式 

需要電流計：熱動形に合わせた演算方式 

需要電力計：熱動形に合わせた演算方式また

はデマンド時限内での平均値

（どちらか一方を設定にて選

択） 

電力、無効電力、電力量、無効電力量：時分

割掛算方式 

力   率：電力、無効電力より算出 

周 波 数：ゼロクロス周期演算方式 

バーグラフ

表示 

主監視要素をバーグラフ表示 （電力量、無効

電力量は除く） 

設定で副監視要素表示も可能 

時限設定 

需要 

電流 

0 秒/5 秒/10 秒/20 秒/30 秒/40秒/ 

50 秒/1 分/2 分/3 分/4 分/5 分/ 

6 分/7 分/8 分/9 分/10 分/15 分/ 

20 分/25 分/30 分（95％時限） 
需要 

電力 

表示設定可

能要素 

主監視 

電圧（各相及び線間）、電流（各相）、

需要電流（各相）、最大需要電流（各

相）、電力、需要電力、最大需要電

力、無効電力、力率、周波数、有効

電力量（受電･送電）、無効電力量（受

電 LAG/LEAD･送電 LAG/LEAD） 

副監視

(左) 

電圧（各相及び線間）、電流（各相）、

電力、無効電力、力率 

副監視

(中央) 

電圧（各相及び線間）、電流（各相）、

需要電流（各相）、最大需要電流（各

相）、電力、需要電力、最大需要電

力、無効電力、無効電力量（受電

LAG/LEAD･送電 LAG/LEAD） 

副監視

(右) 

電圧（各相及び線間）、電流（各相）、

需要電流（各相）、最大需要電流（各

相）、電力、需要電力、最大需要電

力、力率、周波数、電力量（受電･

送電） 

バー 

グラフ 

電圧（各相及び線間）、電流（各相）、

需要電流（各相）、最大需要電流（各

相）、電力、需要電力、最大需要電

力、無効電力、力率、周波数 

入出力 

通信出力（Modbus RTU mode） 

パルス出力 1 点、警報出力 1 点、 

外部操作入力 1 点 
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電力、無効電力フルスケールレンジ選択について 

 電力レンジと無効電力レンジは、電流

レンジと電圧レンジで自動的に決まり

ます。 

 バーグラフのフルスケールは定格電力

（VT 比×CT 比）を 100%とした場合、

30～120%の範囲で下記の値の中からレ

ンジを選択することができます。 

 1.0 / 1.2 / 1.4 / 1.5 / 1.6 / 1.8 / 

2.0 / 2.4 / 2.5 / 2.8 / 3.0 / 3.2 / 

3.6 / 4.0 / 4.2 / 4.5 / 4.8 / 5.0 / 

5.6 / 6.0 / 6.4 / 7.2 / 7.5 / 8.0 / 

8.4 / 9.0 / 9.6 ×10n 

例）VT比×CT 比＝1200kWのとき 

480 / 500 / 560 / 600 / 640 / 720 / 750 / 800 

/ 840 / 900 / 960 / 1000 / 1200 の中からフ

ルスケールレンジを選択できます。 

注：VT 比：220V 定格時、”2”として計算してください。 

■ 通信仕様（RS-485通信） 
通信仕様： RS-485インタフェース 

 （内部回路とは絶縁形） 

通信プロトコル：MODBUS（RTU） 

伝送距離： 最大約 1.0km（24AWGシールド付ツイス

トペアケーブル使用時） 

最大接続台数：31台（マルチドロップ接続によりパ

ソコンなどに接続できる数） 

接続方式： EIA RS-485準拠 

ケーブル：A－、B＋：平衡形ツイストペア線 

 SG：シグナルグランド 

終端抵抗：100Ω、1W（17番（－）と 19番（TERM）

を短絡することで、内部に終端抵抗

が接続されます） 

伝送方式： 半 2重通信 2 線式 

同期方式： 調歩同期式 

伝送速度： 4800/9600/19200/38400 bps 

データ形式： 

スタートビット：1ビット 

データ長： 8ビット 

パリティ： なし/EVEN（偶数）/ODD（奇数） 

ストップビット：1ビット、2ビット 

エラー検出： CRC-16 

ステーション番号設定範囲：1～247（1～31推奨） 

 

■ パルス出力仕様 

電力量または無効電力量 

出力方式：光 MOS-FET  リレー 1a 接点 

接点容量：AC、DC 125V、70mA (抵抗負荷、誘

導負荷） 

パルス幅：250±10ms 

(電圧測定レンジ、電流測定レンジ、

出力パルス単位の設定により、定格

電力時の出力パルス周期が 2パルス

/秒以上の速さとなる場合、出力パ

ルス幅は 100～130 msとなります。)  

■ 警報出力仕様 

警報要素： 需要電流、需要電力、電圧、警報

OFF のいずれかを設定可能 

復帰方式： 自動復帰または手動復帰（設定） 

出力接点： 無電圧 a 接点（各相検出の OR） 

接点容量： AC 250V 5A、DC 125V 0.3A（抵抗

負荷） 

AC 250V 2A、DC 125V 0.1A（誘導

負荷） 

■ 外部操作入力仕様 

機能： 警報リセット、最大/最小リセット、

一括リセット 

最小動作パルス幅：300ms、連続印加可能 

入力定格：供給電源と同一。 

AC 100/110V 0.4VA、AC 200/220V 

1.4VA、DC 100/110V 0.4W 交流直

流両用 

接 点 容 量 ： 約 3mA （ AC,DC 

100/110V） 、約 6mA（AC 200/220V） 
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■ 基準性能 
精度定格 

計測 

要素 

測定レンジ/ 

表示仕様 

精度定格 

デジタル 

表示 

通信出力 

パルス出力 

有効 

電力量 

表示：整数位 5 桁 

乗率：10 の整数ベ

キ倍 

小数点以下 3 位ま

で拡大表示可能 

電力積算（受電･

送電） 

力率 1： 

±2.0% 

力率 0.5： 

±2.5% 

力率 1： 

±2.0% 

力率 0.5： 

±2.5% 

無効 

電力量 

表示：整数位 5 桁 

乗率：10 の整数ベ

キ倍 

小数点以下 3 位ま

で拡大表示可能 

受電無効電力積算

（LAG･LEAD） 

送電無効電力積算

（LAG･LEAD） 

力率 0： 

±2.5% 

力率 0.87： 

±2.5% 

力率 0： 

±2.5% 

力率 0.87： 

±2.5% 

 

計測 

要素 

測定レンジ/ 

表示仕様 

精度定格 

デジタル 

表示 

通信出力 

電圧 AC 150V～750kV  
±0.5% 

of.F.S 

±0.5% 

of.F.S 

電流 

最大需要、需要、

瞬時 

AC 5A～30kA 

±0.5% 

of.F.S 

±0.5% 

of.F.S 

電力 

最大需要、需要、

瞬時 

150W～1200MW（レ

ンジ選択） 

電圧、電流レンジ

による 

片振れ/両振れ設

定可能 

±0.5% 

of.F.S 

±0.5% 

of.F.S 

無効 

電力 

LEAD、LAG 150var

～1200Mvar 

（レンジ選択） 

電圧、電流レンジ

による 

±0.5% 

of.F.S 

±0.5% 

of.F.S 

力率 

LEAD 0.500～

1.000～LAG 0.500 

または 

LEAD 0.000～

1.000～LAG 0.000 

レンジ選択 

±2.0% 

of.F.S 

±2.0% 

of.F.S 

周波数 

45～55Hz、55～

65Hz または 45～

65Hz 

レンジ選択 

±0.5% 

of.F.S 

±0.5% 

of.F.S 

注：動作原理上、インバータ出力を直接計測した場合、誤差が大

きくなります。 

 

バーグラフ許容差：±10 % （スパンに対する%） 

表示更新時間：約 1秒（バーグラフ：0.25秒） 

LCD視野角：上方向 10°、下方向 60°、左右方向 60° 

温度の影響：23±10 ℃で許容差内 

 

 

電源範囲及び消費 VA： 

AC 85～264 V 50/60 Hz 10 VA 

（定格電圧 AC 100/110 V、200/220 V） 

 DC 80～143 V 6 W 

 （定格電圧 DC 100/110 V）交流直流両用 

突入電流：定格電圧 AC 110 V   2.2 A以下（約 2.5ms） 

 定格電圧 AC 220 V   4.4 A以下（約 2.5ms） 

 定格電圧 DC 110 V   1.6 A以下（約 2.5ms） 

入力消費 VA：電圧回路 0.25 VA以下（110 V） 

      0.5 VA以下（220 V） 

  電流回路 0.1 VA以下 (5 A) 

許容入力電圧・電流：電圧回路 定格電圧の 1.2 倍

連続、2倍 10 秒間 

 電流回路 定格電流の 1.2 倍連続、 

10倍 16秒間 

絶縁抵抗： 電気回路一括と外箱（アース）間、 

入力、出力、補助電源相互間、 

 出力（通信、パルス、警報）相互間 

 DC 500 V 50 MΩ以上 

耐電圧： 電気回路一括と外箱（アース）間、 

入力、出力、補助電源相互間、出力（通

信、パルス）相互間 

 AC 2000 V（50/60 Hz）1分間 

インパルス耐電圧：電気回路一括（通信出力は除く）

と外箱（アース）間 

 6k V 1.2/50μs  正負極性 各 3回 

 入力と補助電源間（出力は接地する） 

 5k V 1.2/50μs  正負極性 各 3回 

振動： 掃引振動数範囲：10～55～10 Hz、 

変位振幅：0.15 mm、掃引回数：5、 

掃引速度：1オクターブ/分 

衝撃： ピーク加速度：490 m/s2 、パルス

の波形：正弦半波、パルス作用時

間：11 ms 

 衝撃の回数：相互に直角な 3 軸方向に

正逆方 

 各 3回（計 18 回） 

使用温湿度範囲：-10～+55 ℃ 

   30～85 %RH  結露しないこと 

保存温度範囲：-25～+70 ℃ 

高度： 2,000m以下 

構造： 外形：横×縦×奥 110×110×104 mm、

胴径 99 mmφ、端子カバー付、保護等

級 IP40 

ケース材質： ABS（V-0） 

外観色： 黒色（マンセル N1.5） 

質量： 約 600 g 
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■ 表示・操作 
バーグラフ表示部

主監視の計測値をアナログ表示します。
( 副監視の計測値をバーグラフ表示する
設定も可能です。)

デジタル表示部

主監視
副監視（右）
副監視（中央）
副監視（左）

同時に4 要素の計測監視ができます。

各種電力量の積算値を通常表示（整数5 桁）と拡大
表示（整数2 桁＋小数点以下3 桁）に切替えるスイッ
チです。
表示切替後、10 分間無操作で通常表示に戻ります。
また、設定モードに切替えるスイッチとしても使用
します。3 秒以上押し続けると設定モードに切替わ
ります。

連続1 秒以上押すと、警報及び最大・最小値 ( 主監視に
表示している要素 ) をリセットします。
設定モードでは設定項目を移動 ( 進み ) させるスイッチ
として使用します。

目盛数字
測定レンジ設定で自動設定します。

上限（または下限）設定指標
上限（または下限）設定値を表示します。

単位表示
測定レンジ設定で自動設定します。

乗率表示
電力量、無効電力量表示のとき、
主監視の右下に表示します。

電流（電圧）の相（線間）表示を切替える
スイッチです。
表示切替後、10 分間無操作で元の相（線間）
表示に戻ります。
設定モードでは設定モードを終了させるス
イッチとして使用します。

主監視の計測表示要素を切替えるスイッチです。
表示切替後、10 分間無操作で元の計測表示要素に戻ります。
設定モードでは設定値の変更を行うスイッチとして使用し
ます。

通常の一般計測表示と最大･最小計測表示を切替えるス
イッチです。設定モードでは、設定項目を移動（戻り）
させるスイッチとして使用します。

設定モードで、設定項目を切替えるスイッチとして使用
します。

 
 

■ 取り扱い上の注意事項 
液晶表示器は見る角度によりコントラストが変わりますので、最適な角度となる位置へ取り付けてください。 

 

（横から見た図）

（上から見た図）
 

表示視野角 
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■ 端子配列 
結線図（注 2） 

（1）単相 2線式 

注 1

注 3

B+

SG
TERM
SHIELD

PULSE+
PULSE-
ALM+
ALM-

A-

DI+

DI-

L+

N-

PE

 
 

（2）単相 3 線式 

注 1

注 3

B+

TERM

A-
L+

N-

PULSE+
PULSE-
ALM+
ALM-

DI+

DI-

PE

SG

SHIELD

 
 
 

 

 

 

 

（3）三相 3 線式 

注 1

注 3

B+

TERM

A-
L+

N-

DI+

DI-

PULSE+
PULSE-
ALM+
ALM-

PE

SG

SHIELD

 
 

注 1：外部操作入力は、設定により警報リセット、最大/最小

値リセット、または警報と最大/最小値の一括リセット

に切り替えることができます。 

注 2：低圧回路の場合、VT、CT の 2 次側接地は不要です。また、

110V または 220V ダイレクト入力でご使用になる場合、

VTは不要です。 

注 3：17 番（A－）と 19番（TERM）を短絡することで、内部に

終端抵抗が接続されます。（接続形態上、終端となる局

番のみご使用ください。） 

 
結線上の注意事項 

(1) 安全のために結線終了後は必ず端子カバーを取付けてく

ださい。 

(2) 入力側と出力側の配線は必ず分離し、外来ノイズに対す

る配慮 (誤動作防止) をしてください。 

(3) シールド効果を上げるためアース端子 PE (7 番端子) は

必ず接地してください。また、アース端子と大地間の接

地抵抗は 100Ω 以下としてください。 

(4) 本製品と遮断器及び、リレー接点信号線との距離は 30cm

以上とってください。 

(5) 伝送線には、シールド付ツイストペアケーブルとし、盤

内を含めて同一のものとしてください。また、誘導ノイ

ズが多い場合、最も効果のある場所で 1 箇所のみ接地し

てください。 

(6) パルス出力，警報出力に誘導負荷を接続する場合、サー

ジキラーを外部に設置することをお勧めします。サージ

キラーの無い場合、接点の寿命が短くなる場合がありま

す。 
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■ システム結線図例 

(FG)

最大1.0km（最大30台：SMARTDAC+GM拡張モデル使用時）

終端抵抗
100Ω, 1W

RS-485

注記

パソコン

PR720

SMARTDAC+ GM

Ethernet PR720 PR720 PR720

RS-485RS-485
(A－)(B+) (SG) (A－)(B+) (SG) (A－)(B+) (SG) (A－)(B+) (SG)

●PR720の RS-485 通信は、2 線方式を採用しています。
　SG：SG 端子は RS-485 通信ラインの信号レベルを合わせるために接続するものです。SG 端子を接続する場合は接地しないで、SG 端子だけを接続します。
　FG：シールド線は RS-485 通信ラインにおけるノイズ保護のためにすべて接続し、1 個所で接地します。
　※シールド付きツイストペアケーブル使用時は、シールド線は SG 端子に接続しないで FG として処理します。SGと FG は接続しないようにしてください。

17番（A－）と19番（TERM）
を短絡することで、内部に終
端抵抗が接続されます。

 

■ 外形寸法図、パネルカット寸法図 
単位：mm 

● 外形寸法図 
110

11
0

16.5 103.5

2-M5ネジ

15

99
(4

.3
)

端子カバー  
● パネルカット寸法図 

(正面から見た状態)
パネルカット

90±0.5

90
±

0.
5

最小130

最
小

11
7

多連取付時

 
 

普通許容差= ± (JIS B 0401-2016 の公差等級 IT18 の値）/2 
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■ 取付・形状 
材質： ポリカーボネート樹脂（ケース） 

取付方式： パネル取付（パネルカット寸法参照） 

接続方式： M3ねじ端子接続（パルス出力、通信、接点入力、警報出力端子） 

 M4ねじ端子接続（電圧・電流入力、供給電源） 

外形寸法： 110×110×104 mm（H×W×D） 

 φ99 mm本器胴体部 

質量： 約 600 g 

■ 形名および仕様コード 
形名 基本仕様コード  記  事 

PR720                 電力モニタ 

仕様コード -3               ユニバーサル三相 3 線式（単相 2 線式、単相 3 線式、三相 3 線式） 

    2             ユニバーサル電圧入力（150V/300V）/5A 

      2           ディジタル入力 1 点、パルス出力 1 点 

        0         RS485 通信 

          3       デマンド測定 

            -6     100-240V AC±10%（50/60Hz）、80-143V DC 

              U   U, V, W 表示 

                -0 常に 0 

■ ご注文時指定事項 
形名・仕様コードをご指定ください。 

（例）PR720-32203-6U-0 

■ 付属品 
ナット M5 2 個 

端子カバー 3個 

■ 関連製品 
品  名 形 名 内 容 

データ収集ロガー GM10 ※ 

電線固定形変流器 

CTW130 800A/5A 

CTW100 500A/5A 

CTW35 300A/1A 

CTW20 200A/1A 

CTW15 100A/1A 

CTW10 100A/1A 

端子カバー 一式 L3053ZC 端子カバー 3 個 

※仕様書参照（資料番号：GS 04L55B01-01JA） 

 

■ 見積・契約に関する個別の基本条件 
本製品の保証については、ご契約時の基本条件他に定めます。下記は、製品固有の基本条件となります。 
・ファームウェアの保証条件 

本製品に含まれるファームウェアの保証条件は、ハードウェアの保証条件と同じです。 
・不適合品の扱い 

保証期間内に、当社の責に帰すべき契約不適合が貴社より通知された場合は、当社同等品を納入させていただき

ます。なお、不適合品調査については、不適合解析サービスにて承ります。詳細については、担当営業にお問い

合わせください。 
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