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UPSおよび 
エネルギー貯蔵

パワーコンバーターのテスト：

EV、HEV、PHEV

AC/DC、DC/AC、 
DC/DCコンバーター

太陽光発電 
インバーター

衛星および 
航空宇宙／防衛

PA2203A IntegraVisionパワー・アナライザ（4つの電力チャネル、三相解析）

4つの動的な電力チャネルを同時に表示可能 わかりやすい配線機能で解析時間を短縮 フェーザー図による位相関係の解析

表示、測定、検証

Keysight IntegraVisionパワー・アナライザは、正確なパワー測定機能とタッチ式オシロスコープ表示機
能を兼ね備えた、使いやすい測定器です。1台で、電力変換機などの性能を表示、測定、検証するために
必要な実波形が容易に得られます。

1台で重要なパワー測定をすべて実行可能

 – 短いセットアップ時間で、パワー・アナライザの確度とオシロスコープと同様の波形表示を実現
 – アイソレートされた入力を豊富に備え、複数のテストシナリオに柔軟に対応可能
 – 電圧、電流、電力をリアルタイムで捕捉する高速デジタイザを使用すれば、過渡現象、突入電流、状
態遷移を表示可能

 – タイムドメインと周波数ドメインでの電圧、電流、電力の解析
 – タッチインタフェースを搭載した12.1インチ(310 mm)高解像度ディスプレイによる、詳細なデザイ
ンの解析が可能

 – 薄型でベンチのスペースを節約可能
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目標：パワーの最適化

かつてないほどエネルギー効率や電力効率の重要性が高まっており、電力変換システム（AC/DC電源、
DC/DCコンバーター、インバーター、太陽光発電インバーター、バッテリー管理システム、電気自動車
の電源制御システム、衛星の電力システム、一般的な航空宇宙／防衛アプリケーションなど）や、AC電源
から電源供給を受けているデバイスの消費電力を削減して効率を高める必要に迫られています。エネル
ギー効率の高いデザインを実現するには、さまざまな測定を行い、デザインに設定した目標を達成し、効
率的に動作し、過渡条件でもノイズや電源品質の問題を引き起こすことなく、正常に動作することを確認
する必要があります。

従来のパワー測定器では、正確なダイナミック測定を行うことは不可能で、時間変動する電力を正確に
測定することはできません。また、オシロスコープは、電力を高い確度で測定するように設計されていま
せん。

エンジニアが今日直面している困難なパワー関連の問題

 – エネルギー変換システムの効率や性能を高めるにはどうすればよいか？
 – 太陽光発電インバーターなどの再生可能エネルギー源を効率的に活用するにはどうすればよいか？
 – 高効率のパワーコンバーターを最適化する際に行なわれる改善効果を確認するにはどうすればよ
いか？

 – 安定した再現性の高いパワー／効率測定を実現するにはどうすればよいか？
 – スリープモードからフルパワーモードにモードが切り替わる複雑な電力システムの効率や性能を評価
するにはどうすればよいか？

 – 電力変換システムの性能を動的／過渡条件で評価するにはどうすればよいか？

Keysight IntegraVisionパワー・アナライザが問題を解決

Keysight IntegraVisionパワー・アナライザは、AC/DC消費電力、電力変換効率、入力信号に対する応答、
一般的なAC電源パラメータ（周波数、位相、高調波など）をすべて、0.05 %の基本確度と16ビットの分解
能で測定できます。このパワー・アナライザを使用すれば、5 MSa/sのデジタイジング速度、2.5 MHzの
帯域幅で、動的に大きく変化する消費電力を評価できます。

解析機能：正確なパワー測定とリアルタイム波形表示により、消費エネルギーや性能を正確に解析でき
ます。

使いやすさ：使い慣れたオシロスコープの操作性を取り入れたユーザーインタフェースを採用しているた
め、短時間で習得でき、オシロスコープを使用できれば、Keysight IntegraVisionパワー・アナライザも
使いこなせます。

簡単な接続：すべての入力が互いにアイソレートされ、シャーシグランドからもアイソレートされている
ため、差動プローブがなくても簡単に接続できます。グランド基準の測定器をフローティング状態にする
ことによって危険が生じることもありません。

同時パワー計算

Keysight IntegraVisionパワー・アナライザは、すべてのチャネルの電圧と電流を同時に捕捉し、ポイン
トごとに乗算して、瞬時パワー波形のリアルタイム表示とパワー測定が行えます。

UPSおよび 
エネルギー貯蔵

パワーコンバーターのテスト：
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パワーの測定： 
パワー・アナライザかオシロスコープか？

電力変換システムの研究開発では、パワーインバーター／コンバーター、無停電電源
装置、バッテリー管理システム、自動車／航空機の電力システム、照明システム／電
子安定器、電気器具などのデバイスの電力変換効率が改善されているか確認／評価す
るために、高確度の測定を行う必要があります。今日のパワー・アナライザの中には
十分な測定確度を備えたものもありますが、それらのパワー・アナライザは使い難
く、消費電力を動的条件で評価することはできません。これまでは、正確な測定を行
うためのパワー・アナライザと、ターンオンや過渡現象の発生などの繰り返し現象や
単発現象を表示するためのオシロスコープが必要でした。測定セットアップに個別の
オシロスコープが不要になれば、テストが容易で、構成時間も短縮できます。

高精度パワー・アナライザは、高確度で、DUTに簡単に接続できるので、消費電
力、効率、電力品質の定常状態での測定に最適です。これらの測定では、高確度のパ
ワー・アナライザにより、研究開発で必要な測定品質が得られます。高精度パワー・
アナライザは、フローティング入力を備え、直接接続して測定できるので、エンジニ
アはDUTに簡単に接続できます。

これまでは、オシロスコープだけが、ファンクションテストにおける動的な測定に必
要な単発現象の測定機能を備えていました。さらに、オシロスコープでは、起きてい
る現象の画像を表示できるので、DUTを詳細に解析したり、問題を特定することが
できます。ただし、オシロスコープの確度が低いと、高効率コンバーターに対する重
要な効率測定を行えない場合があります。オシロスコープはグランド基準のアイソ
レートされていないフロントエンドを備えているため、フローティング測定や電流
測定にはプローブが必要です。プローブを使用すると、測定確度がさらに低下するの
で、オシロスコープをDUTに接続して確度の高いパワー関連の測定を行うことはさ
らに難しくなります。

このため、研究開発エンジニアは、測定のタイプに応じて2台の測定器を切り替える
必要があります。パワー・アナライザを使用して正確な測定を行い、オシロスコープ
を使用してターンオンや過渡現象の発生などの繰り返し現象や単発現象を表示しま
す。測定器の切り替えには時間がかかる上に、一貫した再現性のある測定結果を得る
ことは困難です。

特定の期間の測定

Keysight IntegraVisionパワー・アナライ
ザは、特定の期間の電圧／電流／電力波形
の捕捉に対応し、捕捉した波形上に置かれ
たカーソル位置に基づいて測定が実行され
ます。これは特に、過渡現象を調べる場合
や、周期的に制御される機器の設計に有用
です。DUTがエネルギー規格に準拠してい
ることを確認するには、例えば、スリープ
からフル動作まで幅広いモードの消費電力
と、その間の過渡状態をすべて測定するこ
とが極めて重要です。

突発／不規則現象の捕捉

異常現象は通常、切り分けることが難し
く、出現とほぼ同時に画面から消えてしま
います。従来のオシロスコープと同様に、
Keysight IntegraVisionパワー・アナライ
ザは、単発現象を測定するようにセットアッ
プして、過渡現象（突入電流、サイクルド
ロップアウト、停電／電圧降下などの電源
障害）を捕捉／測定することができます。

連続全サイクル解析

パワー・アナライザは、信号の解析に数学
的変換手法を採用しています。高い精度を
実現するためには、測定ウィンドウに不
連続部やギャップがあってはなりません。
PA2000シリーズに採用されている連続全
サイクル解析(CWA)は、常に測定を行う
ギャップのない測定手法です。
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一般仕様

 – オシロスコープのような機能を備え、パワー・アナライザと同様の測定が行えます。
 – 0.05 %の基本確度を備え、優れた測定品質を実現しています。
 – PA2201Aは2個の電力チャネルを備え、単相測定／解析に対応しています。PA2203は4

個の電力チャネルを備え、三相測定／解析に対応しています。
 – アイソレートされた入力を備えているので、安全かつ簡単に接続できます。
 – 5 MSa/sデジタイザを使用して波形を捕捉できます。
 – 電圧、電流、電力の波形をリアルタイム表示でき、デバイスを詳細に解析できます。
 – 小型で省スペース。
 – 大型のジェスチャー対応タッチスクリーンで、波形の細部をクリアに表示できます。

電圧／電流入力用のチャネル接続

 – 各チャネルの電圧入力と電流入力を使用して、電圧と電流を同時にデジタイズできます。
 – 最大1000 Vでアイソレートされ、シャーシグランドからもアイソレートされたフローティング電圧
／電流入力を使用して接続できるので、差動プローブがなくても簡単に接続できます。グランド基準
の測定器をフローティング状態にすることによって危険が生じることもありません。

 – 一般的なバナナプラグ経由で接続して、電圧を測定できます。
 – フル仕様、フル校正の性能を備えた内蔵電流シャントを使用して、最大2 A/50 Aの電流を直接測定で
きます。

 – 小電流入力か大電流入力か選択する必要のある他のパワー・アナライザとは異なり、すべてのチャネ
ルに2 Aと50 Aの両方の入力が装備されているので、常に必要な測定が行えます。

 – 50 Aを超える電流または100 kHzを超える帯域幅が必要なテストの場合、クランプオンプローブまた
はその他のタイプの電流プローブを使用できます。使い慣れたプローブやトランスデューサー（最大
10 Vのフルスケール出力）を使用することもできます。チャネルごとに外部電流測定が行えます。プ
ローブは、フローティングBNCコネクタで接続します。パワー・アナライザは、キーサイトの電流
プローブ（1146B、N2780B、N2781B、N2782B、N2783B）にも対応しています。

 – 2 Aと50 Aの電流測定用入力には電流トランスがあり、スケーリング係数を適用できます。
 – PA2201Aは2個の電力チャネルを備え、単相測定／解析に対応しています。PA2203は4個の電力チャ
ネルを備え、三相測定／解析に対応しています。

過渡現象

 – これまではオシロスコープを使用しなければ不可能でしたが、単発現象（スタートアップなど）や過渡
現象（サイクルドロップアウトなど）を捕捉／表示し、パワー・アナライザですぐに解析を行うことが
できます。

 – 電圧／電流／電力信号のエッジトリガを使用して、スタートアップ、突入電流、スパイクなどのイベ
ントと簡単に同期させることができます。

 – 外部トリガ入力を使用してAC電源と同期させることにより、シミュレーション対象のAC電源に対す
るデバイスの応答を簡単に捕捉できます。

 – 外部トリガ入力を使用して、ベンチ上の他の測定器と同期させることができます。
 – 10 MHz基準入力とトリガ入力／出力のロジックレベルは、0～ 3.3 V（最大5 V）です。
 – トリガ出力コネクタの出力インピーダンスは、50 Ωです。
 – 高電圧／フローティング電源の信号がグランド基準の低電圧トリガ／クロックラインに誤って接続す
るのを防ぐために、安全のためにSMAコネクタが用意されています。

Keysight IntegraVisionパワー・アナライザの概要
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測定機能

 – オプションの構成が複雑で時間のかかる他のパワー・アナライザとは異なり、すべての測定機能が搭
載されているので、簡単に構成できます。

 – p-p電圧、立ち上がり時間、周波数、面積など、29種類の定義済み測定の中から選択できます。
 – 最大10個の自動測定値を同時に表示できます。
 – カーソルの手動配置、または自動選択によるゲート測定では、カーソルによって波形をトラッキング
できます。

 – 正弦波以外の波形やDCオフセットがある波形でも、電圧／電流の真の実効値を測定できます。
 – W、VA、VAR、力率、位相確度、電圧のクレストファクター、電流のクレストファクターなどの電
力品質を測定できます。

 – 消費電力と効率を測定できます。
 – FFT/高調波測定値に基づいた周波数ドメイン解析が行えます。
 – 電圧の高調波、電流の高調波、最大250次までの電力の高調波を測定できます。
 – 電圧／電流／電力の高調波データの表示およびタイムドメイン信号データの捕捉／表示を同時に行え
ます。

 – 高調波を正確な次数の値の表や棒グラフで表示して、高調波の相対的な大きさを視覚化することがで
きます。

 – IECの方法に従って、全高調波歪み(THD)を測定できます。
 – IEC 61000-3-2クラスA、B、C、Dのリミット値に基づいて高調波をチェックできます。
 – 最適なヒューズサイズを決定するために熱エネルギーを計算するi2tなど、捕捉した波形に対して演算
関数を使用して、ユーザー定義の新しい測定を定義できます。

 – 演算関数に対して以下の演算子を使用して演算関数をネストできます。
 – 加算、減算、乗算、除算
 – 微分、積分
 – FFT

 – Ax＋ B

 – 2乗、平方根
 – 絶対値
 – 常用対数、自然対数
 – 指数関数、10を底とする指数関数

 – グリッドから消費されるエネルギー量やバッテリーの充放電動作関連のエネルギー量を解析するため
に、アンペア時(AH)またはワット時(WH)の積算エネルギー量を測定して、全AC/DCエネルギー消費
量を求めることができます。

 – ライブ波形を基準波形と比較することができます。最大4つの基準波形を捕捉して不揮発性基準波形
メモリに記憶できます。

ユーザーインタフェース

 – 大型のジェスチャー対応タッチスクリーンで、ピンチ、ズーム、スクロールのタブレットやスマート
フォンと同様の直観的な操作が可能です。

 – タッチ操作をしたくない場合、タッチ操作をオフにして、ハードキー／ソフトキーを使用できます。
 – 8種類の表示フォーマットの中から選択して、短時間で解析するために必要な情報を強調表示でき
ます。

 – カスタム波形ラベルや画面の注釈を作成して、レポートを容易に作成できます。
 – ステートを保存し、後でリコールして、よく使用するセットアップにすばやくジャンプできます。
 – オートスケールボタンを使用して、信号をすばやく検出し、表示設定を自動的に行えます。
 – フロントパネルのUSBポートにUSBフラッシュメモリを接続して、データや画面イメージを簡単に
保存できます。

 – 任意のボタンを長押しするだけで、コンテキスト依存ヘルプを表示できます。完全なユーザーマニュ
アルも搭載されています。
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データロガー

 – オフライン解析およびテスト記録のための測定データの捕捉
 – ロギング間隔の設定(50 ms～ 1日)

 – ロギング持続時間の設定(1 s～ 1年)

リモートIO

 – USBまたはLANインタフェース経由でリモート通信が行えます。どちらのインタフェースも標準装備
されているので、別途購入する必要はありません。

 – LAN経由で標準的なウェブブラウザーを使って、リモート通信を行うことができます。IntegraVision

パワー・アナライザにはウェブサーバー機能があり、フロントパネルと同等のウェブページを提供し
ています。これにより、実際のフロントパネルを操作するのと同じように操作できます。

安全規格、インストール、サポート

 – 電流コネクタに安全カバーが付属しているので、安全に接続して操作できます。
 – 着脱式のコネクタ（Keysightパーツ番号5067-6088またはPhoenix社コネクタタイプPC 16/3-STF-

10、16、Phoenixパーツ番号1967469）で直接電流が測定できます。
 – CATⅡ入力の定格は1000 Vです。
 – NISPOMに準拠したデータサニタイゼーションを提供しています。
 – 400 Hz AC動作を含む、ユニバーサルAC入力。
 – 標準のテストラックにマウントできます。（ラックマウントキットの情報については、(www.

keysight.co.jp/find/PA2200Series)をご覧ください）。
 – 他のパワー・アナライザとは異なり、校正は1年に1回です。他のパワー・アナライザの場合、公表
されている仕様は6か月の場合で、6か月以上使用する場合、仕様の調整が必要です。

 – ファームウェアは、フロントパネルのUSB経由で簡単にアップグレードできます。最新のファーム
ウェアファイルは、www.keysight.co.jp/find/PA2200Series からダウンロードできます。ファーム
ウェアのアップデートファイルは、USBドライブに保存でき、ユーティリティーメニューを使って
IntegraVisionパワー・アナライザをアップデートできます。
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表示、測定、検証

すべてのチャネルの電圧、電流、電力を同時にリアルタイムで表示でき
ます。パラメータごとに独自のグリッドに表示されます（デフォルトの画
面レイアウト）。画面のレイアウトと機能は、従来のオシロスコープと同
じです。

[Analyze]キーを押すと、青いPower Quality解析パネルにパワー品質測
定が表示されます。パワー品質測定をライブで表示しながら、電圧、電
流、電力の波形をリアルタイムで表示することもできます。

シングルショット測定モードを使用して、パワー過渡現象を解析でき
ます。この図では、Keysight IntegraVisionパワー・アナライザは、一
方のチャネルのAC電源電圧のフルサイクルのドロップアウト（黄色のト
レース）と、もう一方のチャネルのDC電源の出力の対応する応答（緑色の
トレース）を表示しています。単発現象の測定／表示により、20 V DC出
力が約0.6 V低下した後、10 msで回復していることがすぐにわかります。

右側のパネルに示されているように、カーソルを使用して一般的な測
定を実行することができます。この図では、Keysight IntegraVisionパ
ワー・アナライザは、AC電源の入力電圧をオンにした後（上の電圧ト
レース）の突入電流（真ん中の電流トレース）と電力（下の電力トレース）
を表示しています。最初のサイクルでは、カーソルは6.75 Aのピークを
示しています。

メイン画面 過渡現象の測定

パワー解析パネル カーソルによる測定
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表示、測定、検証

電圧または電流の高調波解析が行えます。タイムドメイン波形（黄色のト
レース）と高調波の表が同時に表示されています。

高調波の表に加えて、高調波の次数を棒グラフで同時に表示することに
より、高次高調波を視覚的に確認できます。

8種類の電圧／電流／電力波形の画面レイアウトの中から選択できます。
この図では、Keysight IntegraVisionパワー・アナライザは、電圧と電
流を同じグリッドに拡大表示して、電圧と電流の時間的関係を強調表示
しています。

IEC 61000-3-2のリミット値（クラスA、B、C、D）に基づいて高調波を
すばやくチェックできます。

グラフによる高調波測定 ユーザーが選択可能な画面レイアウト

棒グラフによる高調波測定 画面上のタッチ式キーボード
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PA2203Aのフロントパネル

PA2203Aのリアパネル
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USB

LAN

トリガ
入力／出力ダイレクト電流入力： 

2個の内部シャント
(2 Arms、50 Arms）

スライド式
安全カバー

搭載

外部電流
プローブ／
トランス

デューサー用の
アイソレート

された
BNC入力

（最大10 Vフル
スケール）

電圧入力

ダイレクト電流入力を使用して電流を測定する場合、DUTとの配線を着脱式のコネクタに接続す
ることにより、配線をすばやく取り外して、すぐに再構成することができます。

ワイヤーをコネクタの着脱側に挿入し、ネジでワイヤーをコネクタの内部にしっかり固定します。

PA2201Aのリアパネル
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主なアプリケーション

電力変換システム

例：
 – AC/DC電源
 – インバーター
 – DC/DCコンバーター
 – 太陽光発電インバーター
 – ハイブリッド電気自動車(HEV)、電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド電気自動車(PHEV)用のイ
ンバーター

パワーコンバーターの主な測定項目：
 – 消費電力
 – 効率
 – 高調波とTHD

 – 動的条件に対する応答
 – 起動特性の評価

従来のパワー・アナライザとは異なり、IntegraVisionは、消費電力、効率、高調波など、一般的なパラ
メータを高速かつ正確に測定できます。

制御システムはますます複雑化しているため、動的条件を視覚化して測定することが重要です。
IntegraVisionは、特定の期間の電圧／電流／電力波形を捕捉できます。捕捉した波形上にカーソルを配置
すれば、スリープからフル動作まで幅広いモードの消費電力と、その間の過渡状態をすべて表示／測定で
きます。

IntegraVisionのシングルショット測定機能を使用すれば、電圧と電流を同時に捕捉でき、重大な単発現
象（不安定なAC電源などの動的条件に対するデバイスの応答など）を表示／測定できます。トリガ入力を
使用すれば、AC電源とIntegraVisionを同期させて、サイクルドロップアウト、電源スパイク、サグ／
サージなどのAC電源障害に対するパワーコンバーターの応答を捕捉できます。同様に、負荷のステップ
変化やその他の動的な負荷状態など、時間変動するイベントに対するDUTの応答も捕捉できます。スター
トアップ、突入電流などのイベントを測定し、i2tを計算してヒューズサイズを決定することもできます。
IntegraVisionでは、コンバーターを高い確度で直接測定できるので、過渡応答やセトリング時間などの電
源の性能特性を表示して測定することができます。グランド基準の8ビットまたは10ビットオシロスコー
プは、負荷変動を測定したり、狭いセトリングバンドに対応するには垂直軸確度が不十分なので、これら
の測定を行うのは困難です。
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エネルギー貯蔵

例：
 – UPS

 – バッテリー駆動のバックアップシステム／スタンバイシステム
 – バッテリー充電器
 – 充電スタンド
 – バッテリー管理システム
 – エネルギー貯蔵システム

エネルギー貯蔵での主な測定項目：
 – 容量
 – 動作時間
 – クロスオーバー時間
 – 蓄積エネルギーの入力／出力

IntegraVisionは、DUTに流れる電流やDUTから流れ出る電流の正の瞬時値と負の瞬時値を測定できます。
データを最高5 MSa/sの速度で捕捉し、値を積分して、AhおよびWhの積算値を計算できます。この高速
積算機能により、消費電力や電力の流れる方向が大きく変化するデバイスの消費電力をより正確に測定で
きます。このため、電流の流れ、電力の流れ、エネルギー貯蔵デバイスのエネルギーの増減をモニターし
ながら、実際の負荷条件に基づいて、バッテリーの容量を計算し、バッテリーの動作時間を求めることが
できます。

UPSやバッテリー・バックアップ・システムについては、IntegraVisionのシングルショット測定機能によ
り、単発のイベントやAC電源からバッテリーバックアップへのクロスオーバー時間を捕捉して解析でき
ます。

電気／電子機械式システム

例：
 – 照明
 – 電化製品
 – 産業用機械
 – ロボット工学

電気／電子機械式システムの主な測定項目：
 – 瞬時パワーとピークパワー
 – 消費電力
 – 高調波とTHD

 – 過渡現象と動的消費電流

制御システムが複雑化し、電圧／電流波形の歪みが増大しているため、照明機器のテストでは、通常、電
圧波形、電流波形、THDを測定する必要があります。

電化製品や産業用機械については、個々の動作（1つのマシンサイクルやロボットの1つのモーションな
ど）のダイナミック電流／電力を測定する必要があります。実際の動作条件では、モーターの加速／減
速までの時間またはサブシステムの起動までの時間は、数百ミリ秒から数秒に及ぶ可能性があります。
IntegraVisionを使用すれば、短いイベント（ミリ秒）やより長い動力サイクル（秒、分、時、日単位）の消費
電力やDUTの動作を詳細に解析できます。
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概要

基本確度(50/60 Hz) 読み値の0.05 %

最高のパワー確度(50/60 Hz) 読み値の0.1 %

電力チャネル（電圧と電流） PA2201A：2チャネル、 
PA2203A：4チャネル

電圧測定帯域幅（－3 dB） 2.5 MHz（－3 dB）

電流測定帯域幅（2 Aまたは50 A入力） 100 kHz（－3 dB）

電流測定帯域幅（外部入力） 2.5 MHz（－3 dB）

最大電圧 1000 Vrms(2000 Vpeak)

最大電流 ダイレクト入力： 2 Arms(6 Apeak)または50 Arms(100 Apeak)

外部トランスデューサー： 10 Vrms(30 Vpeak)

レコードサイズ 最大1.5 Mポイント（各波形同時）

デジタイジング速度 最大5 MSa/s（16ビット、各波形同時）

ディスプレイのサイズとタイプ 12.1インチ静電容量方式マルチタッチ／ジェスチャー対応ディスプレイ

電力チャネル（電圧と電流）

電圧 コネクタ 安全バナナプラグ

最大電圧 1000 Vrms(2000 Vpeak)

入力インピーダンス 2 MΩ、並列容量12.5 pF

レンジ 5 V、10 V、20 V、50 V、100 V、200 V、500 V、1000 V

電流 直接接続 コネクタ プラグ型ターミナルブロック、Phoenix Contact社部品番号：
1967469

最大電流 2 Arms(6 Apeak)または50 Arms(100 Apeak)

入力インピーダンス 2 A入力：60 mΩ＋0.10 μH

50 A入力：6 mΩ＋0.06 μH

レンジ 2 A入力：10 mA、20 mA、50 mA、100 mA、200 mA、
500 mA、1 A、2 A

50 A入力：200 mA、500 mA、1 A、2 A、5 A、10 A、20 A、
50 A

外部トランスデューサー コネクタ アイソレートされたBNC

最大入力電圧 10 Vrms、30 Vpeak

入力インピーダンス 100 kΩ、並列容量100 pF

レンジ 50 mV、100 mV、200 mV、500 mV、1 V、2 V、5 V、10 V

クレストファクター フルスケールで3（最大入力定格と矛盾しない場合） 
フルスケールの10 %では最大クレストファクターは30

電流入力保護 内部電流シャント測定経路にはヒューズが付けられていません。電流制限保護（ヒューズまたは
ブレーカー）および適切な線径の決定は、ユーザーが行う必要があります。電流が定格電流の実
効値の140 %を超えると、電流測定シャントが永久的に損傷するおそれがあります。誤配線によ
る損傷を防ぐために、2 Aシャントには保護機構が内蔵されていますが、2 Armsを超える電流が
予想される場合、外部の保護機構をご検討ください。

アイソレーション 電圧／電流端子は、グランドからアイソレートされていて、1000 V CATⅡ定格まで対応してい
ます。電圧は、1000 V CATⅡの定格電流からアイソレートされています。
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測定機能

基本 電圧、電流、電力、演算 p-p、最小値、最大値、振幅、トップ、ベース、オーバーシュート、プリシュート、
アベレージ：Nサイクル、アベレージ：全画面、DCrms：Nサイクル、DCrms：全画面、
ACrms：Nサイクル、ACrms：全画面（標準偏差）、DC

時間 周期、周波数、＋デューティーサイクル、－デューティーサイクル、立ち上がり時間、
立ち下がり時間、遅延、位相、Y軸最小値のX、Y軸最大値のX、エリア：Nサイクル、
エリア：全画面

演算 4波形：加算、減算、乗算、微分、積分、FFT、Mx＋B、x2、平方根

基準波形 4波形

トリガ機能 自動、トリガ待ち、強制トリガ、ソース（V、I、P、外部、ライン）、 
エッジ（立ち上がり、立ち下がり、いずれか）、ノイズ除去

オートスケール あり

カーソル 2X、2Y、トラッキングまたは手動

ファイルストレージ セーブ、リコール、移動、プリント

連続全サイクル解析(CWA) 電圧 DC、ACrms、AC＋DCrms、整流平均値、周波数、最大値、最小値、クレストファクター

電流 DC、ACrms、AC＋DCrms、整流平均値、周波数、最大値、最小値、クレストファクター

消費電力 有効電力AC、有効電力AC＋DC、有効電力DC、皮相電力AC、皮相電力AC＋DC、 
無効電力AC、無効電力AC＋DC、力率AC、力率AC＋DC、電力相差角AC、 
電力相差角AC＋DC

高調波 タイプ 電圧または電流

高調波の最大周波数 ＜30 kHz（すべての次数で）

内蔵のFFT演算機能を使用すれ
ば、30 kHz～ 2.5 MHzの範囲の 
周波数成分を表示可能

最大高調波次数 250次（120 Hzの基本波周波数より下で達成可能）
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1. 仕様は、60分以上のウォームアップ後、23±5 ℃の動作温度、20～ 80 %の相対湿度で有効です。校正後1年間有効です。入力は正弦波で、レンジの10 %～ 110 %の範囲の振幅、
コモンモード信号なし、力率は1でなければなりません。200 ms以上のインターバルで、連続全サイクル解析(CWA)測定を用いる必要があります。を 超える入力の
仕様は特性です。DC～ 10 Hzおよび1 MHzを超える周波数の仕様は特性です。10 kHzより上の周波数の内部電流および内部電流による電力の仕様は特性です。23±5 ℃の範囲
外には、以下の（読み値の%＋レンジの%）を仕様に加算します。

確度

V、I、P、Q、S、λ、位相の確度：±（読み値の%＋レンジの%＋固定項）1

校正後1年間有効です

周波数

DC 3－10 Hz
10 Hz～

40 Hz
40 Hz～
100 Hz

100 Hz～
1 kHz

1 kHz～
10 kHz

10 kHz～
100 kHz 2

100 kHz～
1 MHz 2

電圧 4 読み値の%＋ 
レンジの%

0.05＋0.05 0.06＋0.05 0.05＋0.05 0.05＋0.05 0.1＋0.05 0.8＋0.4 0.008×f＋0.5

固定項 100 μV

電流 4 
（外部入力）

読み値の%＋ 
レンジの%

0.05＋0.05 0.06＋0.05 0.05＋0.05 0.05＋0.05 0.1＋0.05 0.8＋0.4 0.008×f＋0.5

固定項 100 μV � (1/Rtrans)

電流 6、7 
（直接接続された 

2 A/50 A入力）

読み値の%＋ 
レンジの%

0.08＋0.04 0.08＋0.03 0.08＋0.03 0.1＋0.05 0.5＋0.2 (0.05×f)＋0.4

仕様化されて 
いません固定項　2 A 0.05 mA

固定項　50 A 1 mA

電力 8、9 
（外部電流入力）

読み値の%＋ 
レンジの%

0.08＋0.08 0.08＋0.08 0.08＋0.08 0.08＋0.08 0.15＋0.08 1.6＋0.7
仕様化されて 
いません

固定項 100 μV � Rtrans � 電圧測定値 4

電力 8、9 
（直接接続された 
電流入力）

読み値の%＋ 
レンジの%

0.1＋0.05 0.1＋0.05 0.1＋0.05 0.1＋0.05 0.5＋0.05 (0.05×f)＋0.7

仕様化されて 
いません固定項　2 A 0.05 mA � Rtrans � 電圧測定値 4

固定項　50 A 1 mA � Rtrans � 電圧測定値 4

注記：

すべての仕様は周波数に依存し、kHz単位の周波数(f)を使用します。

レンジ： 電圧：5 V、10 V、20 V、50 V、100 V、200 V、500 V、1000 V
2 A入力：10 mA、20 mA、50 mA、100 mA、200 mA、500 mA、1 A、2 A
50 A入力：200 mA、500 mA、1 A、2 A、5 A、10 A、20 A、50 A
外部トランスデューサー入力：50 mV、100 mV、200 mV、500 mV、1 V、2 V、5 V、10 V

V、I 温度係数 0.005＋0.005 23±5 ℃の範囲外の1 ℃当たり

DC温度係数 0.005＋0.020 23±5 ℃の範囲外の1 ℃当たり

P、Q、S 温度係数 0.01＋0.01 23±5 ℃の範囲外の1 ℃当たり

DC温度係数 0.01＋0.02 23±5 ℃の範囲外の1 ℃当たり

2 A 2 nA/VHz

50 A 10 nA/VHz

2. 100 kHzより上の周波数では、アンチエリアジング(AA)フィルターをオフにする必要があります。AAフィルターがオンの場合は、 をさらに加算し
ます。周波数に依存するすべての仕様に対して、周波数(f)を使用します(kHz単位）。

3. 表のDC確度を満たすために、ゼロ補正プロセスが過去1時間以内または周囲温度変化が2 ℃の範囲内で行なわれているはずです。ゼロ補正プロセスは、レンジが変更されると必ず、
またはゼロ補正プロセスがユーザーインタフェースから明確に要求された場合に自動的に行われます。それ以外の場合は、レンジの0.1 %を加算します。

4. 上の仕様では、Rtransはトランスデューサー利得(V/A)と同じで、Ntransは電流トランスの巻き数比(A/A)です。電圧測定値の項は、同じ電力チャネルの実効電圧の測定値です。
5. －3 dB帯域幅の電圧入力／トランスデューサー入力は2.5 MHzです（アンチエリアジングフィルターがオフの場合）。
6. 20 Armsを超える電流を50 A入力に印加した場合は、20 Armsより下でフル確度を実現するまで10分以上かかります。これは、シャントの自己発熱が原因です。
7. 電流端子にコモンモード信号を印加すると、測定確度に影響を与える可能性があります。コモンモードの影響を計算するには、ACrmsコモンモード電圧にコモンモード信号の周

波数を乗算し、さらに以下の値を乗算します。パワー確度に対する影響については、この誤差項にMacrmsを乗算します。

8. P、Q、Sにこれらの仕様を適用します。パワー測定の範囲は、（電圧レンジ）×（電流レンジ）と定義されています。
9. この誤差を電力Pと無効電力Qに適用します。0から1の間の力率(λ)には、以下の計算式を使用します：  

 および                                              

10. 力率確度：  

11. 位相確度：度

0.8x107V 
● Hz

(0.0004 ● f 
2

 ) ×（読み値の%）

Perr = 0.1● f  ●    1－λ2 ● （レンジの%） Qerr = 0.1● f  ● λ ● （レンジの%）
(0.005+0.0018 ● f 

 )   1－λ2

(0.03+0.0054 ● f 
 ) 
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連続全サイクル解析(CWA)周波数測定

1. 下表の値より小さい信号に対しては、0.2 %を加算します。

2. 2 A入力の5 mAおよび50 A入力の100 mAを下回る電流については、上にリストされている測定可能な最小周波数の10倍以下の周波数測定確度は仕様化されていません。
3. 上の仕様は、CWA周波数測定を使用した、レンジの10 %を超える正弦波入力信号に有効です。

測定特性

THD －75 dBc（すべての入力、フルスケール、＜10 kHz）

dV/dtコモンモード（アースを基準にして、 
測定器のリセットなし）

＞25 kV/ms

トリガジッタ ±100 ns入力／出力

ノイズフロア レンジの1 %。直接接続された電流入力に対しては、5 mA（2 A接続）および 
50 mA（50 A接続）を加算します。

グランドに対する電圧測定容量： ＜130 pF

グランドに対する電流測定容量： ＜130 pF

表示特性

ディスプレイ 12.1インチ静電容量方式マルチタッチ／ジェスチャー対応

解像度 800(H)×600(V)ピクセル（画面エリア）

輝度グラデーション 256輝度レベル

表示フォーマット 設定可能

インタフェース

USB 2.0 Hi-Speedホストポート 2×USB 2.0 Hi-Speedホストポート（フロントパネル）。メモリデバイスおよび周辺機器
（キーボード、マウス、プリンターなど）用

USB 2.0 Hi-Speedデバイスポート 1×USB 2.0 Hi-Speedデバイスポート（リアパネル）。USBTMC(USB Test & Measurement 
Class)対応

LANポート 10/100/1000 Base-Tポート（リアパネル）

ウェブリモート制御 VNCウェブインタフェース（主なウェブブラウザーから操作可能）

10 MHz基準入力 アース基準のSMAコネクタ（リアパネル）。0～ 3.3 Vのロジックレベル（最大5 V）

トリガ入力 アース基準のSMAコネクタ（リアパネル）。0～ 3.3 Vのロジックレベル（最大5 V）

トリガ出力 アース基準のSMAコネクタ（リアパネル）。0～ 3.3 Vのロジックレベル、50 Ωの 
出力インピーダンス

確度：0.05 %

測定リミット対CWAのウィンドウ長：

CWAのウィンドウ長 測定可能な 
最小周波数

50 ms 200 Hz

100 ms 100 Hz

200 ms 45 Hz

500 ms 20 Hz

1 s 10 Hz

2 s 5 Hz

5 s 2 Hz

10 s 1 Hz

20 s 0.5 Hz

外部電流入力 10 mV

2 A 20 mA

50 A 500 mA
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一般環境特性

AC電源ラインの消費電力 最大180 VA

電源電圧範囲 100～ 240 V、50/60 Hz±10 %、100～ 120 V、50/60/400 Hz、オートレンジ

温度 動作時 0～＋40 ℃

保管時 －40～＋70 ℃

湿度 動作時 80 %の相対湿度（40 ℃、非結露）

高度 動作時 最高3,000 m

保管時 最高15,300 m

音響パワー ＜40 dBa（代表値）、＜56 dBa（ワーストケースの雑音）

ウォームアップ時間 60分

EMC EMC指令(2004/108/EC)に準拠、

IEC 61326-1:2012/EN 61326-1:2013グループ1クラスA

カナダ：ICES-001:2004

オーストラリア／ニュージーランド：AS/NZS

勧告KCマーク

安全規格 UL 61010-1 3rd edition、CAN/CSA_22.2 No.61010-1-12、IEC 61010-1:2010 3rd edition

IEC 61010-2-030:2010、CATⅡ

振動 IEC 60068に準拠

衝撃 IEC 60068に準拠

寸法 426 mm（幅）×308 mm（高さ）×272.8 mm（奥行き）

質量 PA2201A：正味：11.4 kg、出荷時：12.8 kg

PA2203A：正味：12.3 kg、出荷時：13.7 kg

オーダー情報

PA2201A：2電力チャネル（単相測定／解析）
PA2203A：4電力チャネル（三相測定／解析）
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