
モータ＆インバータ
製品開発を支える計測ソリューション

EV（電気自動車）の普及が進む中、インバータとモータの効率測定評価の重要性が求められています。
本リーフレットでは、モータとインバータ効率測定が行える計測ソリューションをご紹介いたします。

回路前後の3つの線間電圧・３っの
相電流波形を同時に測定したい

横河計測

短期レンタル 長期レンタル リセール

ミックスド・シグナルオシロスコープ DLM4000シリーズ

多チャンネル入力が出来て、測定記
録を電子データで管理したい

横河電機

短期レンタル 長期レンタル リセール

ペーパレスレコーダ GP10/GP20

モータおよび駆動装置の効率測定を
最高精度の測定器で測りたい

横河計測

短期レンタル 長期レンタル リセール

WT3000シリーズ プレシジョンパワーアナライザ WT3000E

・30Armsの直接入力による世界トップクラスの高精度

高速動作インバータ内部各種波形測定

カスタム操作画面

主な特徴
・入力点数は、最大100チャンネルまで拡張可能です。

拡張ユニットで、最大450点の入力が可能です。
・豊富な入出力仕様（入力モジュール：直流電圧や熱電対など入力対応）
・PCを介さずに、レポートファイルなどを直接印刷可能です。
・タッチペンや指などで波形エリアへ自由に書き込みが可能です。

高精度 & 広帯域 & 同時測定
電力基本確度 ± (0.01% of reading + 0.03% of range) 
測定帯域 DC、0.1Hz～1MHz 
入出力間データ、および通常測定値＆高調波成分の同時測定

AC/DC電流センサ

最大250Mポイント大容量メモリ
(/M3オプション）
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■お客様窓口 受付時間 8:55～17:30 （土・日・祝日を除く）

札 幌 011-231-5871

横 浜 045-682-4141

東 北 022-308-1866

中 部 052-222-7551

水 戸 029-228-2355

関 西 06-6350-3230

北関東 048-647-2581

広 島 082-541-4860

新 宿 03-5908-1752

九 州 092-474-7033

西東京 0422-56-9351

https://www.yrl.com/

T&M 1810 523 01

商品CD(参考) 測定器名称 メーカ 型名 ソリューションの主な特長

1041166          
1041203            

AC/DCカレントセンサ
AC/DC電流センサ

日置電機
横河計測

CT6862-05
CT200

高精度・広温度領域での電流測定を実現 50A
HV/HEV自動車、バッテリ、インバータ駆動モーター、産業用モーターな
どの技術開発分野での大電流/電力計測として使用できます。

1041293 パワーアナライザ 日置電機 PW6001 電力基本確度±0.05％※1 （※1本体確度のみ、電流センサ確度を加算し
ても±0.075%を実現）

1471060
1471062

ポータブルFFTアナライザ 小野測器 CF-9200
CF-9400

解析用PCを必要とせず、本体のハード・キーと静電容量式タッチパネルの
みで、FFTアナライザの全操作が可能です。

3101042 普通騒音計 リオン NL-42EX 測定周波数範囲が、20Hz～8000Hz マニュアル不要の簡単操作
防水 1ヶ月間の連続測定 大きなカラー液晶画面

取り扱いあり 振動計 IMV VM-1970 測定値の換算や単位の変更は全て自動で行います。繁雑な作業が不要で読
み取りも簡単です。

3271052 振動計 リオン VA-12 設備診断や現場での計測に対応したハンディタイプ
汎用の振動計測からFFT分析まで可能な高機能型振動分析計

1801332 メモリハイコーダ 日置電機 MR8827 メモリハイコーダMR8827は、全チャネル同時20MS/s（分解能50nsec）
の 高速サンプリングで測定できる波形記録計です。

1412251 スコープコーダ 横河計測 DL850EV 多彩なモジュールから、柔軟にデータシステム構成、拡張可能です。
高速100MS/s、絶縁1000V電圧測定

取り扱いあり 恒温槽 エスペック SHシリーズ 温度範囲 －60℃～＋150℃ 湿度範囲 30～95％rh

2131003 耐電圧・絶縁抵抗試験機 菊水電子工業 TOS9201 高電圧電源部に高効率スイッチング電源と、PWM方式のスイッチングアン
プ、500VAの高電圧トランスを採用しました。これにより電源電圧に依存
しない、負荷変動に強い高安定な出力（ACで3%、DCで1%）を実現。

2221045 サーモグラフィ フルーク Ti400 温度測定範囲 －20℃～+1,200℃

3291114 ハンディタコメータ 小野測器 HT-5500 回転速度測定範囲 6.0 ～ 99999 r/min
低速回転から高速回転までをカバーするワイドレンジを採用しました。

3291131 FVコンパレータ 小野測器 FV-1500 FV-1500 高速F/Vコンバータは、回転速度や移動速度に比例した周波数信
号を電圧信号に変換を行う、応答性に優れた周波数（F)/電圧（V)変換器
です。

取り扱いあり トルク検出器 小野測器 SSシリーズ 幅広い回転速度範囲：静止状態（0 r/min ）から高速回転まで 1 台で測定
可能です。優れた過負荷耐久性

3291109 演算表示器
半導体用静電気試験器

小野測器 TS-3200A 大型 ＬＣＤ 表示パネルの採用により、最大７項目のマルチデータ表示可
能です。 設定のし易さ、使いやすさの大幅向上を実現

モータとインバータ開発・製造に役立つ計測ソリューション

AC/DC貫通型カレントセンサ

モータ、インバータ間の消費電力測定で
高精度な電流測定を行いたい

回転計/トルク計

物理量測定ソリューション

振動計

評価現場でモータの振動測定をポータブ
ルなタイプで測定したい

サーモグラフィ/レコーダ

モータ、インバータなどの放熱解析を行
いたい

電力計

電力変換効率を１台で高精度で測定した
い

メモリハイコーダ/スコープコーダ

電圧・電流波形の記録を長く取りたい

FFTアナライザ/騒音計

振動・騒音フィールド測定なので、持ち
運びが容易な測定器を使いたい

恒温槽/耐圧試験機

耐久性・障害試験を行いたい

日置電機
パワーアナライザ

PW6001

小野測器
ポータブルFFTアナライザ

CF-9200/9400

リオン
振動計
VA-12

日置電機
AC/DCカレントセンサ

CT6862-05

横河計測
AC/DC電流センサ

CT200

小野測器
トルク検出器
SSシリーズ

小野測器
演算表示器
TS-3200A

日置電機
メモリハイコーダ

MR8827

リオン
普通騒音計

NL-42

IMV
振動計

VM-1970

小野測器
ハンディタコメータ

HTｰ5500

エスペック
恒温槽

SHシリーズ

菊水電子工業
耐電圧・絶縁抵抗試験機

TOS9200

フルーク
サーモグラフィ

Ti400

画像をPCにワイヤレスで直接転送

横河計測
スコープコーダ/ビーグルエディション

DL850EV

小野測器
FVコンバータ

FV-1500

モータパワー測定例
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見積依頼・お問い合わせはこちら
（WEBページに飛びます）

https://www.hioki.co.jp/image/client_upload_11_1461738567283.jpeg
https://page.yrl.com/contact_h_tm_all.html

