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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電源ラインを構成する複数の電線の電気形式である１相２線式、３相３線式および３相
４線式についての複数の公称電圧値を記憶する記憶部と、前記複数の電線に印加されてい
る交流電圧の線間電圧および相電圧のいずれかの電圧を検出する電圧検出部と、前記複数
の電線のうちの中性相の電線を除く他の電線のうちの１つの電線に流れている電流を検出
する電流検出部と、制御部とを備え、
　前記制御部は、
　前記電圧検出部において前記電圧が検出されている前記電線の本数に基づいて前記電源
ラインが「１相２線式」、および「３相３線式または３相４線式」のいずれであるかを判
別すると共に、前記電源ラインが「３相３線式または３相４線式」であると判別したとき
には、前記電流検出部において検出された前記電流と当該電流が検出された前記電線に関
して前記電圧検出部において検出された前記電圧との位相差に基づいて前記電源ラインが
３相３線式および３相４線式のいずれであるかを判別し、
　前記判別した前記電気形式と前記電圧検出部において検出された前記電圧とに基づいて
、前記記憶部に記憶されている当該電気形式についての前記複数の公称電圧値のうちの当
該電圧検出部において検出された前記電圧に最も近い公称電圧値を当該電気形式の公称電
圧値として決定する測定装置。
【請求項２】
　電源ラインを構成する複数の電線の電気形式である１相２線式、３相３線式および３相
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４線式についての複数の公称電圧値と当該複数の公称電圧値の交流電圧がそれぞれ実際に
取り得る実効値の上限値および下限値で規定される電圧範囲とが対応付けられて記憶され
た記憶部と、前記複数の電線に印加されている前記交流電圧の線間電圧および相電圧のい
ずれかの電圧を検出する電圧検出部と、前記複数の電線のうちの中性相の電線を除く他の
電線のうちの１つの電線に流れている電流を検出する電流検出部と、制御部とを備え、
　前記制御部は、
　前記電圧検出部において前記電圧が検出されている前記電線の本数に基づいて前記電源
ラインが「１相２線式」、および「３相３線式または３相４線式」のいずれであるかを判
別すると共に、前記電源ラインが「３相３線式または３相４線式」であると判別したとき
には、前記電流検出部において検出された前記電流と当該電流が検出された前記電線に関
して前記電圧検出部において検出された前記電圧との位相差に基づいて前記電源ラインが
３相３線式および３相４線式のいずれであるかを判別し、
　前記判別した前記電気形式と前記電圧検出部において検出された前記電圧とに基づいて
、前記記憶部に記憶されている当該電気形式についての複数の前記電圧範囲のうちのいず
れに当該電圧検出部において検出された当該電圧が属するかを判別し、当該属すると判別
した１つの電圧範囲に対応付けられた前記公称電圧値を当該電気形式の公称電圧値として
決定する測定装置。
【請求項３】
　電源ラインを構成する複数の電線の電気形式である３相３線式および３相４線式につい
ての複数の公称電圧値を記憶する記憶部と、前記複数の電線に印加されている交流電圧の
線間電圧および相電圧のいずれかの電圧を検出する電圧検出部と、前記複数の電線のうち
の中性相の電線を除く他の電線のうちの１つの電線に流れている電流を検出する電流検出
部と、制御部とを備え、
　前記制御部は、
　前記電流検出部において検出された前記電流と当該電流が検出された前記電線に関して
前記電圧検出部において検出された前記電圧との位相差に基づいて前記電源ラインが３相
３線式および３相４線式のいずれであるかを判別し、
　前記判別した前記電気形式と前記電圧検出部において検出された前記電圧とに基づいて
、前記記憶部に記憶されている当該電気形式についての前記複数の公称電圧値のうちの当
該電圧検出部において検出された前記電圧に最も近い公称電圧値を当該電気形式の公称電
圧値として決定する測定装置。
【請求項４】
　電源ラインを構成する複数の電線の電気形式である３相３線式および３相４線式につい
ての複数の公称電圧値と当該複数の公称電圧値の交流電圧がそれぞれ実際に取り得る実効
値の上限値および下限値で規定される電圧範囲とが対応付けられて記憶された記憶部と、
前記複数の電線に印加されている前記交流電圧の線間電圧および相電圧のいずれかの電圧
を検出する電圧検出部と、前記複数の電線のうちの中性相の電線を除く他の電線のうちの
１つの電線に流れている電流を検出する電流検出部と、制御部とを備え、
　前記制御部は、
　前記電流検出部において検出された前記電流と当該電流が検出された前記電線に関して
前記電圧検出部において検出された前記電圧との位相差に基づいて前記電源ラインが３相
３線式および３相４線式のいずれであるかを判別し、
　前記判別した前記電気形式と前記電圧検出部において検出された前記電圧とに基づいて
、前記記憶部に記憶されている当該電気形式についての複数の前記電圧範囲のうちのいず
れに当該電圧検出部において検出された当該電圧が属するかを判別し、当該属すると判別
した１つの電圧範囲に対応付けられた前記公称電圧値を当該電気形式の公称電圧値として
決定する測定装置。
【請求項５】
　前記制御部は、前記公称電圧値を決定した後、前記電圧検出部によって検出されている
前記電圧の電圧値を監視して、当該電圧値が当該決定した公称電圧値から所定電圧以上離



(3) JP 4545081 B2 2010.9.15

10

20

30

40

50

れたときに異常が発生したと判別する請求項１から４のいずれかに記載の測定装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、交流電圧が印加されている複数の電線における線間電圧および相電
圧のいずれかの電圧を監視するのに適した測定装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　この種の測定装置として、特開２０００－７４９５７号公報に開示された電圧監視装置
が知られている。この電圧監視装置は、監視する電圧の公称電圧値（同公報における「基
準値」）を設定可能に構成された基準値設定部と、監視する電圧の監視条件を設定可能に
構成された監視条件設定部と、監視する電圧が所定の条件を満たすか否かを判定して、そ
の結果を報知する報知手段とを備えている。この場合、監視条件設定部は、監視する電圧
の上限範囲を設定可能に構成された上限監視電圧設定部と、監視する電圧の下限範囲を設
定可能に構成された下限監視電圧設定部とで構成されている。この上限監視電圧設定部で
は、監視電圧（監視する電圧）に対する上限範囲が公称電圧値に対する割合（％数値）と
して設定され、下限監視電圧設定部では、監視電圧に対する下限範囲が公称電圧値に対す
る割合として設定される。この際に、監視電圧が設定した上限範囲を超えたり下限範囲を
下回るような異常状態のときに、報知手段としての上限電圧監視動作表示部または下限電
圧監視動作表示部が点灯して監視電圧の異常を報知する。
【特許文献１】特開２０００－７４９５７号公報（第３頁、第１図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところが、従来の電圧監視装置には、以下の問題点がある。すなわち、この電圧監視装
置では、使用者が、電圧を監視するための公称電圧値を自ら設定しなければならない。こ
のため、例えば、電線に実際に供給されている公称電圧値とは異なる公称電圧値を誤って
設定したときには、電圧を監視するための条件も誤った値に設定される。したがって、こ
の電圧監視装置には、電圧の監視を正確に行うことができないおそれがあるという問題点
が存在する。
【０００４】
　本発明は、かかる問題点に鑑みてなされたものであり、設定操作を行うことなく電圧監
視等に用いる公称電圧値を正確かつ確実に設定し得る測定装置を提供することを主目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成すべく請求項１記載の測定装置は、電源ラインを構成する複数の電線の
電気形式である１相２線式、３相３線式および３相４線式についての複数の公称電圧値を
記憶する記憶部と、前記複数の電線に印加されている交流電圧の線間電圧および相電圧の
いずれかの電圧を検出する電圧検出部と、前記複数の電線のうちの中性相の電線を除く他
の電線のうちの１つの電線に流れている電流を検出する電流検出部と、制御部とを備え、
前記制御部は、前記電圧検出部において前記電圧が検出されている前記電線の本数に基づ
いて前記電源ラインが「１相２線式」、および「３相３線式または３相４線式」のいずれ
であるかを判別すると共に、前記電源ラインが「３相３線式または３相４線式」であると
判別したときには、前記電流検出部において検出された前記電流と当該電流が検出された
前記電線に関して前記電圧検出部において検出された前記電圧との位相差に基づいて前記
電源ラインが３相３線式および３相４線式のいずれであるかを判別し、前記判別した前記
電気形式と前記電圧検出部において検出された前記電圧とに基づいて、前記記憶部に記憶
されている当該電気形式についての前記複数の公称電圧値のうちの当該電圧検出部におい
て検出された前記電圧に最も近い公称電圧値を当該電気形式の公称電圧値として決定する
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。
【０００６】
　また、請求項２記載の測定装置は、電源ラインを構成する複数の電線の電気形式である
１相２線式、３相３線式および３相４線式についての複数の公称電圧値と当該複数の公称
電圧値の交流電圧がそれぞれ実際に取り得る実効値の上限値および下限値で規定される電
圧範囲とが対応付けられて記憶された記憶部と、前記複数の電線に印加されている前記交
流電圧の線間電圧および相電圧のいずれかの電圧を検出する電圧検出部と、前記複数の電
線のうちの中性相の電線を除く他の電線のうちの１つの電線に流れている電流を検出する
電流検出部と、制御部とを備え、前記制御部は、前記電圧検出部において前記電圧が検出
されている前記電線の本数に基づいて前記電源ラインが「１相２線式」、および「３相３
線式または３相４線式」のいずれであるかを判別すると共に、前記電源ラインが「３相３
線式または３相４線式」であると判別したときには、前記電流検出部において検出された
前記電流と当該電流が検出された前記電線に関して前記電圧検出部において検出された前
記電圧との位相差に基づいて前記電源ラインが３相３線式および３相４線式のいずれであ
るかを判別し、前記判別した前記電気形式と前記電圧検出部において検出された前記電圧
とに基づいて、前記記憶部に記憶されている当該電気形式についての複数の前記電圧範囲
のうちのいずれに当該電圧検出部において検出された当該電圧が属するかを判別し、当該
属すると判別した１つの電圧範囲に対応付けられた前記公称電圧値を当該電気形式の公称
電圧値として決定する。
【０００７】
　また、請求項３記載の測定装置は、電源ラインを構成する複数の電線の電気形式である
３相３線式および３相４線式についての複数の公称電圧値を記憶する記憶部と、前記複数
の電線に印加されている交流電圧の線間電圧および相電圧のいずれかの電圧を検出する電
圧検出部と、前記複数の電線のうちの中性相の電線を除く他の電線のうちの１つの電線に
流れている電流を検出する電流検出部と、制御部とを備え、前記制御部は、前記電流検出
部において検出された前記電流と当該電流が検出された前記電線に関して前記電圧検出部
において検出された前記電圧との位相差に基づいて前記電源ラインが３相３線式および３
相４線式のいずれであるかを判別し、前記判別した前記電気形式と前記電圧検出部におい
て検出された前記電圧とに基づいて、前記記憶部に記憶されている当該電気形式について
の前記複数の公称電圧値のうちの当該電圧検出部において検出された前記電圧に最も近い
公称電圧値を当該電気形式の公称電圧値として決定する。
【０００８】
　また、請求項４記載の測定装置は、電源ラインを構成する複数の電線の電気形式である
３相３線式および３相４線式についての複数の公称電圧値と当該複数の公称電圧値の交流
電圧がそれぞれ実際に取り得る実効値の上限値および下限値で規定される電圧範囲とが対
応付けられて記憶された記憶部と、前記複数の電線に印加されている前記交流電圧の線間
電圧および相電圧のいずれかの電圧を検出する電圧検出部と、前記複数の電線のうちの中
性相の電線を除く他の電線のうちの１つの電線に流れている電流を検出する電流検出部と
、制御部とを備え、前記制御部は、前記電流検出部において検出された前記電流と当該電
流が検出された前記電線に関して前記電圧検出部において検出された前記電圧との位相差
に基づいて前記電源ラインが３相３線式および３相４線式のいずれであるかを判別し、前
記判別した前記電気形式と前記電圧検出部において検出された前記電圧とに基づいて、前
記記憶部に記憶されている当該電気形式についての複数の前記電圧範囲のうちのいずれに
当該電圧検出部において検出された当該電圧が属するかを判別し、当該属すると判別した
１つの電圧範囲に対応付けられた前記公称電圧値を当該電気形式の公称電圧値として決定
する。
【０００９】
　また、請求項５記載の測定装置は、請求項１から４のいずれかに記載の測定装置におい
て、前記制御部は、前記公称電圧値を決定した後、前記電圧検出部によって検出されてい
る前記電圧の電圧値を監視して、当該電圧値が当該決定した公称電圧値から所定電圧以上
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離れたときに異常が発生したと判別する。
【発明の効果】
【００１０】
　請求項１記載の測定装置によれば、制御部が電圧検出部によって検出された電圧に基づ
いて記憶部に記憶されている複数の公称電圧値のうちのいずれかをその電圧の公称電圧値
として決定することにより、検出対象の電圧に最も合致する公称電圧値を自動的に決定さ
せることができる。したがって、公称電圧値を手動で設定する従来の電圧監視装置と比較
して、設定操作を行うことなく電圧監視等に用いる公称電圧値を正確かつ確実に設定する
ことができる。また、制御部が複数の公称電圧値のうちから検出された電圧に最も近い公
称電圧値をその電圧の公称電圧値として決定することにより、簡易な処理でありながら、
検出対象の電圧に最も合致する公称電圧値を確実に設定することができる。また、制御部
が、交流電圧が印加されている電線の数と、検出された電圧および電流の位相差との少な
くとも一方に基づいて電気方式を判別すると共に、判別した電気方式についての複数の公
称電圧値のうちのいずれかを交流電圧の公称電圧値として決定することにより、電気方式
を自動的に判別させることができるため、設定操作を行うことなく電気方式および公称電
圧値を確実に設定することができる。
【００１１】
　また、請求項２記載の測定装置によれば、制御部が電圧検出部によって検出された電圧
に基づいて記憶部に記憶されている複数の公称電圧値のうちのいずれかをその電圧の公称
電圧値として決定することにより、検出対象の電圧に最も合致する公称電圧値を自動的に
決定させることができる。したがって、公称電圧値を手動で設定する従来の電圧監視装置
と比較して、設定操作を行うことなく電圧監視等に用いる公称電圧値を正確かつ確実に設
定することができる。また、制御部が複数の公称電圧値の各々に対応付けられた電圧範囲
のいずれに検出された電圧が属するかを判別すると共に判別した電圧範囲に対応付けられ
た公称電圧値を電圧の公称電圧値として決定することにより、具体的には、検出対象の電
圧が実際に取り得る値に基づいて各電圧範囲の上限値および下限値を設定することで、実
情に適合する公称電圧値を正確に設定することができる。また、何らかの原因によって電
圧が各電圧範囲内にない状態で公称電圧値を設定しようとしたときには、制御部が、その
電圧が誤った値であり異常状態が発生していると判別することができる。したがって、例
えば、公称電圧値を決定せずにエラー表示させたり、公称電圧値の設定を使用者に対して
促したりすることができる結果、異常状態が生じていたとしても誤った公称電圧値が設定
される事態を回避することができる。また、制御部が、交流電圧が印加されている電線の
数と、検出された電圧および電流の位相差との少なくとも一方に基づいて電気方式を判別
すると共に、判別した電気方式についての複数の公称電圧値のうちのいずれかを交流電圧
の公称電圧値として決定することにより、電気方式を自動的に判別させることができるた
め、設定操作を行うことなく電気方式および公称電圧値を確実に設定することができる。
【００１２】
　また、請求項３記載の測定装置によれば、制御部が電圧検出部によって検出された電圧
に基づいて記憶部に記憶されている複数の公称電圧値のうちのいずれかをその電圧の公称
電圧値として決定することにより、検出対象の電圧に最も合致する公称電圧値を自動的に
決定させることができる。したがって、公称電圧値を手動で設定する従来の電圧監視装置
と比較して、設定操作を行うことなく電圧監視等に用いる公称電圧値を正確かつ確実に設
定することができる。また、制御部が複数の公称電圧値のうちから検出された電圧に最も
近い公称電圧値をその電圧の公称電圧値として決定することにより、簡易な処理でありな
がら、検出対象の電圧に最も合致する公称電圧値を確実に設定することができる。また、
制御部が、検出された電圧および電流の位相差に基づいて電気方式を判別すると共に、判
別した電気方式についての複数の公称電圧値のうちのいずれかを交流電圧の公称電圧値と
して決定することにより、電気方式を自動的に判別させることができるため、設定操作を
行うことなく電気方式および公称電圧値を確実に設定することができる。
【００１３】
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　また、請求項４記載の測定装置によれば、制御部が電圧検出部によって検出された電圧
に基づいて記憶部に記憶されている複数の公称電圧値のうちのいずれかをその電圧の公称
電圧値として決定することにより、検出対象の電圧に最も合致する公称電圧値を自動的に
決定させることができる。したがって、公称電圧値を手動で設定する従来の電圧監視装置
と比較して、設定操作を行うことなく電圧監視等に用いる公称電圧値を正確かつ確実に設
定することができる。また、制御部が複数の公称電圧値の各々に対応付けられた電圧範囲
のいずれに検出された電圧が属するかを判別すると共に判別した電圧範囲に対応付けられ
た公称電圧値を電圧の公称電圧値として決定することにより、具体的には、検出対象の電
圧が実際に取り得る値に基づいて各電圧範囲の上限値および下限値を設定することで、実
情に適合する公称電圧値を正確に設定することができる。また、何らかの原因によって電
圧が各電圧範囲内にない状態で公称電圧値を設定しようとしたときには、制御部が、その
電圧が誤った値であり異常状態が発生していると判別することができる。したがって、例
えば、公称電圧値を決定せずにエラー表示させたり、公称電圧値の設定を使用者に対して
促したりすることができる結果、異常状態が生じていたとしても誤った公称電圧値が設定
される事態を回避することができる。また、制御部が、検出された電圧および電流の位相
差に基づいて電気方式を判別すると共に、判別した電気方式についての複数の公称電圧値
のうちのいずれかを交流電圧の公称電圧値として決定することにより、電気方式を自動的
に判別させることができるため、設定操作を行うことなく電気方式および公称電圧値を確
実に設定することができる。
【００１４】
　また、請求項５記載の測定装置によれば、制御部が、検出された電圧の電圧値が公称電
圧値から所定電圧以上離れたときに異常が発生したと判別することにより、検出対象の電
圧に最も合致する公称電圧値を基準として異常の発生を判別することができるため、異常
の発生を正確に判別することができる結果、併せて異常の発生を正確に報知することもで
きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明に係る測定装置の最良の形態について、添付図面を参照して説明する。
【００１６】
　最初に、測定装置１の構成について、図面を参照して説明する。
【００１７】
　測定装置１は、電源と負荷との間を接続する電源ラインにおける電源品質（例えば電圧
波形）を監視する電圧監視装置であって、図１に示すように、電圧検出部２、４つのＡ／
Ｄ変換部３ａ，３ｂ，３ｃ，５、電流検出部４、記憶部６、演算制御部７、操作部８、表
示部９および出力部１０を備えて構成されている。この場合、測定装置１は、例えば、１
相２線式で交流電圧が印加されている２本の電線Ｌａ，Ｌｂ（図２参照）における線間電
圧Ｖａｂの電圧波形を監視するのに用いられる。また、測定装置１は、３相３線式で交流
電圧が印加されている電線Ｌｒ，Ｌｓ，Ｌｔ（図３参照）における線間電圧Ｖｒｓ，Ｖｒ
ｔ，Ｖｓｔの電圧波形、または、３相４線式で交流電圧が印加されている電線Ｌｒ，Ｌｓ
，Ｌｔ，Ｌｎ（図４参照、以下、各電線を区別しないときには電線Ｌともいう）における
相電圧Ｖｒ，Ｖｓ，Ｖｔの電圧波形を監視するのにも用いられる。
【００１８】
　電圧検出部２は、図１～４に示すように、６つの電圧プローブ２ａ～２ｆ、および３つ
のアンプ２ｇ，２ｈ，２ｉを備えて、電線Ｌａ，Ｌｂ（図２参照）、電線Ｌｒ～Ｌｔ（図
３参照）および電線Ｌｒ～Ｌｎ（図４参照）における検出対象としての線間電圧Ｖａｂ，
Ｖｒｓ，Ｖｒｔ，Ｖｓｔおよび相電圧Ｖｒ，Ｖｓ，Ｖｔ（電圧Ｖａｂ，Ｖｒｓ，Ｖｒｔ，
Ｖｓｔ，Ｖｒ，Ｖｓ，Ｖｔを区別しないときには、以下、電圧Ｖともいう）のすべてを検
出可能に構成されている。電圧プローブ２ａ，２ｂは、各出力端がアンプ２ｇの入力端に
接続され、電圧プローブ２ｃ，２ｄは、各出力端がアンプ２ｈの入力端に接続され、電圧
プローブ２ｅ，２ｆは、各出力端がアンプ２ｉの入力端に接続されている。この場合、例
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えば、図２に示すように、線間電圧Ｖａｂの電圧波形を監視するときには、電圧プローブ
２ａを電線Ｌａに接続し、電圧プローブ２ｂを電線Ｌｂに接続する。なお、残りの電圧プ
ローブ２ｃ～２ｆはいずれの電線にも接続しない。この際に、アンプ２ｇが、電圧プロー
ブ２ｂの電位に対する電圧プローブ２ａの電位（以下、電圧プローブ２ａ，２ｂ間の電圧
ともいう）を所定の利得で増幅して線間電圧Ｖａｂの電圧値を示す検出信号Ｓ１をＡ／Ｄ
変換部３ａに出力する。また、Ａ／Ｄ変換部３ａは、検出信号Ｓ１をアナログ－デジタル
（Ａ／Ｄ）変換して、線間電圧Ｖａｂの電圧値を示すデジタル信号Ｓ２を生成して演算制
御部７に出力する。
【００１９】
　また、図３に示すように、線間電圧Ｖｒｓ，Ｖｒｔ，Ｖｓｔの電圧波形を監視するとき
には、２つの電圧プローブ２ａ，２ｃをＲ相の電線Ｌｒに接続し、２つの電圧プローブ２
ｂ，２ｅをＳ相の電線Ｌｓに接続し、電圧プローブ２ｄ，２ｆをＴ相の電線Ｌｔに接続す
る。この際に、アンプ２ｇが、電圧プローブ２ａ，２ｂ間の電圧を所定の利得で増幅して
線間電圧Ｖｒｓの電圧値を示す検出信号Ｓ１をＡ／Ｄ変換部３ａに出力し、アンプ２ｈが
、電圧プローブ２ｄの電位に対する電圧プローブ２ｃの電位（以下、電圧プローブ２ｃ，
２ｄ間の電圧ともいう）を所定の利得で増幅して線間電圧Ｖｒｔの電圧値を示す検出信号
Ｓ３をＡ／Ｄ変換部３ｂに出力し、アンプ２ｉが、電圧プローブ２ｅの電位に対する電圧
プローブ２ｆの電位（以下、電圧プローブ２ｅ，２ｆ間の電圧ともいう）を所定の利得で
増幅して線間電圧Ｖｓｔの電圧値を示す検出信号Ｓ５をＡ／Ｄ変換部３ｂに出力する。こ
の場合、Ａ／Ｄ変換部３ａは、検出信号Ｓ１をＡ／Ｄ変換したデジタル信号Ｓ２を演算制
御部７に出力し、Ａ／Ｄ変換部３ｂは、検出信号Ｓ３をＡ／Ｄ変換したデジタル信号Ｓ４
を演算制御部７に出力し、Ａ／Ｄ変換部３ｃは、検出信号Ｓ５をＡ／Ｄ変換したデジタル
信号Ｓ６を演算制御部７に出力する。
【００２０】
　また、図４に示すように、相電圧Ｖｒ，Ｖｓ，Ｖｔの電圧波形を監視するときには、電
圧プローブ２ａをＲ相の電線Ｌｒに接続し、電圧プローブ２ｃをＳ相の電線Ｌｓに接続し
、電圧プローブ２ｅをＴ相の電線Ｌｔに接続し、３つの電圧プローブ２ｂ，２ｄ，２ｆを
中性相の電線Ｌｎに接続する。この際に、アンプ２ｇが、電圧プローブ２ａ，２ｂ間の電
圧を所定の利得で増幅して相電圧Ｖｒの電圧値を示す検出信号Ｓ１をＡ／Ｄ変換部３ａに
出力し、アンプ２ｈが、電圧プローブ２ｃ，２ｄ間の電圧を所定の利得で増幅して相電圧
Ｖｓの電圧値を示す検出信号Ｓ３をＡ／Ｄ変換部３ｂに出力し、アンプ２ｉが、電圧プロ
ーブ２ｅ，２ｆ間の電圧を所定の利得で増幅して相電圧Ｖｔの電圧値を示す検出信号Ｓ５
をＡ／Ｄ変換部３ｂに出力する。この場合、Ａ／Ｄ変換部３ａは、検出信号Ｓ１をＡ／Ｄ
変換したデジタル信号Ｓ２を演算制御部７に出力し、Ａ／Ｄ変換部３ｂは、検出信号Ｓ３
をＡ／Ｄ変換したデジタル信号Ｓ４を演算制御部７に出力し、Ａ／Ｄ変換部３ｃは、検出
信号Ｓ５をＡ／Ｄ変換したデジタル信号Ｓ６を演算制御部７に出力する。
【００２１】
　一方、電流検出部４は、図１に示すように、クランプ型の電流プローブ４ａおよびアン
プ４ｂを備えて構成されている。電流プローブ４ａは、線間電圧Ｖｒｓ，Ｖｒｔ，Ｖｓｔ
（図３参照）または相電圧Ｖｒ，Ｖｓ，Ｖｔ（図４参照）を監視するときに、電線Ｌｒ～
Ｌｔのいずれか（例えば電線Ｌｒ）に接続される。この場合、電流プローブ４ａは、電線
Ｌｒに流れている電流Ｉｒを検出して、その電流値を示す検出信号をアンプ４ｂに出力す
る。アンプ４ｂは、電流プローブ４ａから出力された検出信号を所定の利得で増幅して、
電流Ｉｒの電流値を示す検出信号Ｓ７をＡ／Ｄ変換部５に出力する。Ａ／Ｄ変換部５は、
検出信号Ｓ７をＡ／Ｄ変換したデジタル信号Ｓ８を演算制御部７に出力する。
【００２２】
　記憶部６は、電源品質の良否を判別する判別基準としての複数の公称電圧値Ｖｎを示す
電圧データＤｖを記憶する。具体的には、記憶部６は、電圧データＤｖとして、図５に示
すように、１相２線式、３相３線式および３相４線式の３つ（本発明における複数の一例
）の交流方式における電気方式の各々についての複数の公称電圧値Ｖｎを記憶する。この



(8) JP 4545081 B2 2010.9.15

10

20

30

40

50

場合、記憶部６は、１相２線式については、同図の１相２線式の列において○印で示す８
つの公称電圧値Ｖｎ（１００Ｖ、１１０Ｖ、１２０Ｖ、２００Ｖ、２２０Ｖ、２３０Ｖ、
２４０Ｖおよび２７７Ｖ）を記憶する。また、記憶部６は、３相３線式については、同図
の３相３線式の列において○印で示す９つの公称電圧値Ｖｎ（１１０Ｖ、２００Ｖ、２２
０Ｖ、３４７Ｖ、３８０Ｖ、４００Ｖ、４１５Ｖ、４８０Ｖおよび６００Ｖ）を記憶する
。さらに、記憶部６は、３相４線式については、同図の３相４線式の列において○印で示
す７つの公称電圧値Ｖｎ（１２０Ｖ、２００Ｖ、２２０Ｖ、２３０Ｖ、２４０Ｖ、２７７
Ｖおよび３４７Ｖ）を記憶する。また、記憶部６は、後述するように、デジタル信号Ｓ２
，Ｓ４，Ｓ６，Ｓ８、異常データＤｕおよび決定電圧データＤｖｄも記憶する。
【００２３】
　演算制御部７は、本発明における制御部に相当し、監視対象の電線Ｌにおける電圧Ｖに
基づいて交流電圧が印加されている電線Ｌの数を求めると共に、求めた電線Ｌの数に基づ
いて交流方式における電気方式が「１相２線式」、および「３相３線式または３相４線式
」のいずれであるかを判別する。また、演算制御部７は、その電気方式が「３相３線式ま
たは３相４線式」であると判別したときには、電圧Ｖ（正確には、例えば線間電圧Ｖｒｓ
または相電圧Ｖｒ）の電圧波形と、電流Ｉｒの電流波形との間の位相差に基づいて電気方
式が「３相３線式」および「３相４線式」のいずれであるかを判別する。また、演算制御
部７は、監視対象の電線Ｌにおける電圧Ｖ、および判別した電気方式に基づいて、電圧デ
ータＤｖの示す複数の公称電圧値Ｖｎのうちのいずれかを交流電圧の公称電圧値Ｖｎとし
て決定すると共に、決定した公称電圧値Ｖｎを示す決定電圧データＤｖｄを記憶部６に記
憶させる。さらに、演算制御部７は、決定電圧データＤｖｄの示す公称電圧値Ｖｎを基準
として電圧波形を監視することにより、電圧Ｖが公称電圧値Ｖｎから所定電圧以上離れた
ときには異常が発生したと判別して、その異常の種類、発生日時およびその前後における
電圧波形を示す異常データＤｕを記憶部６に記憶させる。なお、電圧検出部２、Ａ／Ｄ変
換部３ａ～３ｃ、記憶部６および演算制御部７によって複数の電線Ｌにおける線間電圧お
よび相電圧の電圧値を測定すると共に電圧波形を生成する電圧測定部が構成される。また
、電流検出部４、Ａ／Ｄ変換部５、記憶部６および演算制御部７によっていずれかの電線
Ｌに流れている電流の電流値を測定すると共に電流波形を生成する電流測定部が構成され
る。
【００２４】
　操作部８は、使用者によって操作された操作内容に応じた指示信号を演算制御部７に出
力する。表示部９は、監視対象の複数の電線Ｌにおける電圧Ｖの電圧波形を表示する。ま
た、表示部９は、演算制御部７による制御に従い、異常データＤｕの示す異常の種類、発
生日時、および電圧波形等の情報を表示する。出力部１０は、外部に設けられた記憶装置
や表示装置等とデータ通信するための通信機能を備えて、演算制御部７による制御に従っ
て異常データＤｕを外部装置に出力する。
【００２５】
　次に、測定装置１の全体的な動作について図面を参照して説明する。
【００２６】
　最初に、線間電圧Ｖａｂの電圧波形を監視するときの処理について説明する。この場合
、図２に示すように、電圧プローブ２ａ，２ｂを電線Ｌａ，Ｌｂにそれぞれ接続する。こ
の際に、アンプ２ｇが、線間電圧Ｖａｂの電圧値を示す検出信号Ｓ１をＡ／Ｄ変換部３ａ
に出力し、Ａ／Ｄ変換部３ａが、検出信号Ｓ１をＡ／Ｄ変換したデジタル信号Ｓ２を演算
制御部７に出力する。
【００２７】
　次いで、演算制御部７は、デジタル信号Ｓ２の示す線間電圧Ｖａｂの電圧値を電線Ｌに
印加されている交流電圧の所定周期分だけ記憶部６に記憶させる。続いて、演算制御部７
は、記憶部６に記憶した線間電圧Ｖａｂの１周期分の電圧値を読み出して、読み出した１
周期分の電圧値に基づいて線間電圧Ｖａｂの実効値（本発明における電圧に相当する）を
算出する。また、演算制御部７は、デジタル信号Ｓ２に基づいて交流電圧が印加されてい
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る電線Ｌの数を求める。この場合、演算制御部７は、１つのデジタル信号Ｓ２が入力され
ているため、交流電圧が印加されている電線Ｌの数が２本（１組）であると判別する。こ
の際に、演算制御部７は、求めた電線Ｌの数に基づいて監視対象の電線Ｌに印加されてい
る交流電圧が「１相２線式」、および「３相３線式または３相４線式」のいずれであるか
を判別する。具体的には、演算制御部７は、その電線Ｌの数が２本（１組）以下のときに
は、「１相２線式」であると判別し、その電線Ｌの数が２本（１組）を超えるときには、
「３相３線式」および「３相４線式」のいずれかであると判別する。この場合、その電線
Ｌの数が２本のため、演算制御部７は、その電気方式が「１相２線式」であると判別する
。
【００２８】
　続いて、演算制御部７は、算出した線間電圧Ｖａｂの実効値、および判別した電気方式
に基づいて、電圧データＤｖの示す複数の公称電圧値Ｖｎのうちのいずれかを交流電圧の
公称電圧値Ｖｎとして決定すると共に決定電圧データＤｖｄとして記憶部６に記憶させる
。具体的には、演算制御部７は、電圧データＤｖの示す複数の公称電圧値Ｖｎのうちから
、線間電圧Ｖａｂの実効値に最も近い公称電圧値Ｖｎを交流電圧の公称電圧値Ｖｎとして
決定する。例えば、線間電圧Ｖａｂの実効値が「１０４Ｖ」のときには、演算制御部７は
、図５に示す１相２線式についての８つの公称電圧値Ｖｎのうちから「１０４Ｖ」に最も
近い「１００Ｖ」を交流電圧の公称電圧値Ｖｎとして決定する。
【００２９】
　次いで、演算制御部７は、決定電圧データＤｖｄの示す公称電圧値Ｖｎを基準として線
間電圧Ｖａｂの電圧波形を監視する。この場合、演算制御部７は、デジタル信号Ｓ２の示
す電圧値の１周期毎に線間電圧Ｖａｂの実効値を算出し、算出した線間電圧Ｖａｂの実効
値が公称電圧値Ｖｎから所定電圧（例えば、公称電圧値Ｖｎの１０％に相当とする電圧値
）以上離れているときに異常が発生したと判別する。例えば、演算制御部７は、線間電圧
Ｖａｂの実効値が公称電圧値Ｖｎを所定電圧だけ下回った（つまり、９０Ｖ以下となった
）ときにはディップが発生したと判別し、線間電圧Ｖａｂの実効値が公称電圧値Ｖｎを所
定電圧だけ上回った（つまり、１１０Ｖ以上となった）ときにはスウェルが発生したと判
別する。この場合、電線Ｌに実際に印加されている電圧Ｖに最も合致する公称電圧値Ｖｎ
を基準として異常の発生を判別しているため、異常の発生が正確に判別される。一方、演
算制御部７は、異常が発生したときに、その異常の種類、異常の発生日時、およびその前
後における電圧波形を示す異常データＤｕを記憶部６に記憶させる記憶処理を実行する。
また、異常データＤｕの示す情報を表示させる旨の指示信号が操作部８から出力されたと
きには、演算制御部７は、異常データＤｕの示す情報を表示部９に表示させる表示処理を
実行する。さらに、異常データＤｕを外部装置に出力させる旨の指示信号が操作部８から
出力されたときには、演算制御部７は、出力部１０を介して異常データＤｕを外部装置に
出力することにより、異常データＤｕの示す情報を外部の表示装置に表示させて使用者に
対して報知させたり、異常データＤｕを外部の記憶装置に記憶させたりする出力処理を実
行する。
【００３０】
　次に、線間電圧Ｖｒｔ，Ｖｒｔ，Ｖｓｔの電圧波形を監視するときの処理について説明
する。この場合、図３に示すように、電圧プローブ２ａ～２ｆを電線Ｌｒ～Ｌｔにそれぞ
れ接続すると共に電流プローブ４ａを電線Ｌｒに接続する。この際に、各アンプ２ｇ～２
ｉが、各電圧プローブ２ａ～２ｆを介して入力した各電圧を増幅して３つの線間電圧Ｖｒ
ｔ，Ｖｒｔ，Ｖｓｔの電圧値を示す検出信号Ｓ１，Ｓ３，Ｓ５を各Ａ／Ｄ変換部３ａ～３
ｃに出力し、各Ａ／Ｄ変換部３ａ～３ｃが、各検出信号Ｓ１，Ｓ３，Ｓ５をＡ／Ｄ変換し
た各デジタル信号Ｓ２，Ｓ４，Ｓ６を演算制御部７に出力する。一方、アンプ４ｂが、電
流プローブ４ａを介して入力した電流Ｉｒの電流値を示す検出信号Ｓ７を各Ａ／Ｄ変換部
５に出力し、Ａ／Ｄ変換部５が、検出信号Ｓ７をＡ／Ｄ変換したデジタル信号Ｓ８を演算
制御部７に出力する。
【００３１】
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　次いで、演算制御部７は、デジタル信号Ｓ２，Ｓ４，Ｓ６の示す線間電圧Ｖｒｓ，Ｖｒ
ｔ，Ｖｓｔの電圧値、およびデジタル信号Ｓ８の示す電流Ｉｒの電流値の各々を所定周期
分だけ記憶部６に記憶させる。続いて、演算制御部７は、記憶部６に記憶した線間電圧Ｖ
ｒｓ，Ｖｒｔ，Ｖｓｔの１周期分の電圧値をそれぞれ読み出して、読み出した１周期分の
電圧値に基づいて線間電圧Ｖｒｓ，Ｖｒｔ，Ｖｓｔの実効値をそれぞれ算出する。また、
演算制御部７は、デジタル信号Ｓ２，Ｓ４，Ｓ６に基づいて交流電圧が印加されている電
線Ｌの数を求める。この場合、演算制御部７は、３つのデジタル信号Ｓ２，Ｓ４，Ｓ６が
入力されているため、交流電圧が印加されている電線Ｌの数が３本（３組）であると判別
する。この際に、演算制御部７は、求めた電線Ｌの数が２本（１組）を超えているため、
その電気方式が「３相３線式」および「３相４線式」のいずれかであると判別する。次い
で、演算制御部７は、記憶部６に記憶されている１周期のデジタル信号Ｓ２，Ｓ８を読み
出して、デジタル信号Ｓ２によって特定される線間電圧Ｖｒｓの電圧波形と、デジタル信
号Ｓ８によって特定される電流Ｉｒの電流波形との位相差が３０度のときにはその電気形
式が「３相３線式」であると判別し、位相差が０度の（両波形の位相が一致している）と
きにはその電気形式が「３相４線式」であると判別する。この場合、位相差が３０度とな
るため、演算制御部７は、その電気形式が「３相３線式」であると判別する。
【００３２】
　続いて、演算制御部７は、算出した線間電圧Ｖｒｓ，Ｖｒｔ，Ｖｓｔの実効値、および
判別した電気方式に基づいて交流電圧の公称電圧値Ｖｎを決定すると共に決定電圧データ
Ｄｖｄとして記憶部６に記憶させる。例えば、線間電圧Ｖｒｓ，Ｖｒｔ，Ｖｓｔの実効値
の平均値が「１０４Ｖ」のときには、演算制御部７は、図５に示す３相３線式についての
９つの公称電圧値Ｖｎのうちから「１０４Ｖ」に最も近い「１１０Ｖ」を交流電圧の公称
電圧値Ｖｎとして決定する。続いて、演算制御部７は、決定電圧データＤｖｄの示す公称
電圧値Ｖｎを基準として線間電圧Ｖｒｓ，Ｖｒｔ，Ｖｓｔの電圧波形を監視しつつ、上記
の記憶処理を実行する。また、演算制御部７は、操作部８から指示信号が出力されたとき
には、その指示信号に該当する表示処理および出力処理を実行する。
【００３３】
　次に、相電圧Ｖｒ，Ｖｓ，Ｖｔの電圧波形を監視するときの処理について説明する。こ
の場合、図４に示すように、電圧プローブ２ａ～２ｆを電線Ｌｒ～Ｌｎにそれぞれ接続す
ると共に電流プローブ４ａを電線Ｌｒに接続する。この際に、各アンプ２ｇ～２ｉが、各
電圧プローブ２ａ～２ｆを介して入力した各電圧を増幅して３つの相電圧Ｖｒ，Ｖｓ，Ｖ
ｔの電圧値を示す検出信号Ｓ１，Ｓ３，Ｓ５を各Ａ／Ｄ変換部３ａ～３ｃに出力し、各Ａ
／Ｄ変換部３ａ～３ｃが、各検出信号Ｓ１，Ｓ３，Ｓ５をＡ／Ｄ変換した各デジタル信号
Ｓ２，Ｓ４，Ｓ６を演算制御部７に出力する。一方、アンプ４ｂが、電流プローブ４ａを
介して入力した電流Ｉｒの電流値を示す検出信号Ｓ７を各Ａ／Ｄ変換部５に出力し、Ａ／
Ｄ変換部５が、検出信号Ｓ７をＡ／Ｄ変換したデジタル信号Ｓ８を演算制御部７に出力す
る。
【００３４】
　次いで、演算制御部７は、デジタル信号Ｓ２，Ｓ４，Ｓ６の示す相電圧Ｖｒ，Ｖｓ，Ｖ
ｔの電圧値、およびデジタル信号Ｓ８の示す電流Ｉｒの電流値の各々を所定周期分だけ記
憶部６に記憶させる。続いて、演算制御部７は、記憶部６に記憶した相電圧Ｖｒ，Ｖｓ，
Ｖｔの１周期分の電圧値をそれぞれ読み出して、読み出した１周期分の電圧値に基づいて
相電圧Ｖｒ，Ｖｓ，Ｖｔの実効値をそれぞれ算出する。また、演算制御部７は、デジタル
信号Ｓ２，Ｓ４，Ｓ６に基づいて交流電圧が印加されている電線Ｌの数を求める。この場
合、演算制御部７は、３つのデジタル信号Ｓ２，Ｓ４，Ｓ６が入力されているため、交流
電圧が印加されている電線Ｌの数が３本（３組）であると判別する。この際に、演算制御
部７は、求めた電線Ｌの数が２本（１組）を超えているため、その電気方式が「３相３線
式」および「３相４線式」のいずれかであると判別する。続いて、演算制御部７は、記憶
部６に記憶されている１周期のデジタル信号Ｓ２，Ｓ８を読み出して、その電気方式が「
３相３線式」および「３相４線式」のいずれであるかを判別する。この場合、デジタル信
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号Ｓ２によって特定される相電圧Ｖｒの電圧波形と、デジタル信号Ｓ８によって特定され
る電流Ｉｒの電流波形との位相差が０度となるため、演算制御部７は、その電気形式が「
３相４線式」であると判別する。
【００３５】
　続いて、演算制御部７は、算出した相電圧Ｖｒ，Ｖｓ，Ｖｔの実効値、および判別した
電気方式に基づいて交流電圧の公称電圧値Ｖｎを決定すると共に決定電圧データＤｖｄと
して記憶部６に記憶させる。例えば、相電圧Ｖｒ，Ｖｓ，Ｖｔの実効値の平均値が「１０
４Ｖ」のときには、演算制御部７は、図５に示す３相４線式についての７つの公称電圧値
Ｖｎのうちから「１０４Ｖ」に最も近い「１２０Ｖ」を交流電圧の公称電圧値Ｖｎとして
決定する。続いて、演算制御部７は、決定電圧データＤｖｄの示す公称電圧値Ｖｎを基準
として相電圧Ｖｒ，Ｖｓ，Ｖｔの電圧波形を監視しつつ、上記の記憶処理を実行する。ま
た、演算制御部７は、操作部８から指示信号が出力されたときには、その指示信号に該当
する表示処理および出力処理を実行する。
【００３６】
　このように、この測定装置１によれば、演算制御部７が電圧Ｖの実効値に基づいて電圧
データＤｖの示す複数の公称電圧値Ｖｎのうちのいずれかを交流電圧の公称電圧値Ｖｎと
して決定することにより、電線Ｌに実際に印加されている電圧Ｖに最も合致する公称電圧
値Ｖｎを自動的に決定させることができる。したがって、この測定装置１によれば、公称
電圧値Ｖｎを手動で設定する従来の電圧監視装置と比較して、設定操作を行うことなく電
圧監視等に用いる公称電圧値Ｖｎを正確かつ確実に設定することができる。
【００３７】
　また、この測定装置１によれば、演算制御部７が電圧データＤｖの示す複数の公称電圧
値Ｖｎのうちから電圧Ｖの実効値に最も近い公称電圧値Ｖｎを交流電圧の公称電圧値Ｖｎ
として決定することにより、簡易な処理でありながら、電線Ｌに実際に印加されている電
圧Ｖに最も合致する公称電圧値Ｖｎを確実に設定することができる。
【００３８】
　さらに、この測定装置１によれば、演算制御部７が、交流電圧が印加されている電線Ｌ
の数と、検出された電圧Ｖ（正確には、線間電圧Ｖｒｓおよび相電圧Ｖｒのいずれか）お
よび電流Ｉｒの位相差とに基づいて電気方式を判別すると共に、判別した電気方式につい
ての複数の公称電圧値Ｖｎのうちのいずれかを交流電圧の公称電圧値Ｖｎとして決定する
ことにより、電気方式を自動的に判別させることができるため、設定操作を行うことなく
電気方式および公称電圧値Ｖｎを確実に設定することができる。また、この測定装置１に
よれば、演算制御部７が、決定電圧データＤｖｄの示す公称電圧値Ｖｎから電圧Ｖが所定
電圧以上離れたときに異常が発生したと判別することにより、電線Ｌに実際に印加されて
いる電圧Ｖに最も合致する公称電圧値Ｖｎを基準として異常の発生を判別することができ
る結果、併せて異常の発生を正確に報知することもできる。
【００３９】
　なお、本発明は、上記の構成に限定されない。例えば、演算制御部７が電圧データＤｖ
の示す複数の公称電圧値Ｖｎのうちから電圧Ｖの実効値に最も近い公称電圧値Ｖｎを交流
電圧の公称電圧値Ｖｎとして決定する例について上記したが、これに限定されない。例え
ば、記憶部６が、図６に示すように、複数の公称電圧値Ｖｎの各々に対応付けられた電圧
範囲（電圧値の範囲）を示す電圧範囲データＤｖａを記憶し、演算制御部７が、電圧Ｖの
実効値が複数の電圧範囲のいずれに属するかを判別すると共に、判別した電圧範囲に対応
付けられた公称電圧値Ｖｎを交流電圧の公称電圧値Ｖｎとして決定する構成を採用するこ
ともできる。この場合、電圧範囲データＤｖａにおける各電圧範囲の上限値および下限値
は、電圧Ｖの実効値が実際に取り得る値となるように設定されている。例えば、図６に示
すように、１相２線式において、公称電圧値Ｖｎが「１００Ｖ」に対応付けられた電圧範
囲は「８０Ｖ～１０７Ｖ」に設定され、公称電圧値Ｖｎが「１１０Ｖ」に対応付けられた
電圧範囲は「１０８Ｖ～１１５Ｖ」に設定されている。
【００４０】
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　この場合、例えば、図２に示す電線Ｌａ，Ｌｂにおける線間電圧Ｖａｂの実効値が「１
０６Ｖ」のときには、演算制御部７は、図６に示す１相２線式についての８つの電圧範囲
のいずれに「１０６Ｖ」が属するかを判別して、「１０６Ｖ」が属すると判別した電圧範
囲「８０Ｖ～１０７Ｖ」に対応付けられた「１００Ｖ」を交流電圧の公称電圧値Ｖｎとし
て決定する。この場合、線間電圧Ｖａｂの実効値が実際に取り得る値に各電圧範囲の上限
値および下限値が設定されているため、実情に適合する公称電圧値Ｖｎを正確に設定する
ことができる。また、電線Ｌに生じた断線等の原因によって電圧Ｖの実効値が電圧範囲デ
ータＤｖａの示す各電圧範囲内にない状態（例えば「０Ｖ」となった状態）で公称電圧値
Ｖｎを設定しようとしたときには、演算制御部７が、その電圧Ｖが誤った値であり異常状
態が発生していると判別することができる。したがって、この場合、例えば、公称電圧値
Ｖｎを決定せずに表示部９に対してエラー表示させたり、操作部８を用いた公称電圧値Ｖ
ｎの設定を使用者に対して促したりすることができる結果、電線Ｌに断線等の異常状態が
生じていたとしても誤った公称電圧値Ｖｎが設定される事態を回避することができる。さ
らに、過去に決定した公称電圧値Ｖｎが決定電圧データＤｖｄとして記憶部６に記憶され
ている場合において、演算制御部７が、電圧Ｖが誤った値であると判別したときには、そ
の決定電圧データＤｖｄの示す公称電圧値Ｖｎを交流電圧の公称電圧値Ｖｎとして決定す
る構成を採用することもできる。この場合、例えば同一の使用者は同一の公称電圧値Ｖｎ
の交流電圧が印加されている電線Ｌを監視対象とすることが多いため、使用状態に合致し
た公称電圧値Ｖｎに決定することができる。
【００４１】
　また、交流電圧が印加されている電線Ｌの数と、電圧Ｖ（正確には、例えば、線間電圧
Ｖｒｓおよび相電圧Ｖｒのいずれか）、および電流Ｉｒの位相差の一方のみで電気方式を
判別する構成を採用することもできる。例えば、演算制御部７が、交流電圧が印加されて
いる電線Ｌの数のみで電気方式を判別して、電気方式が「１相２線式」、および「３相３
線式または３相４線式」のいずれであるかのみを判別する構成を採用することができる。
この場合、演算制御部７は、使用者に対して電気方式を「３相３線式」および「３相４線
式」のいずれかに操作部８を用いて設定させる。この構成によれば、電流プローブ４ａが
不要となるため、測定装置１をその分簡易かつ安価に構成することができる。さらに、演
算制御部７が、電気方式の判別を行うことなく、使用者に対して電気方式を上記の３つの
電気方式から選択させる構成を採用することもできる。また、交流電圧を監視する例につ
いて説明したが、これに限らず、例えば、直流電圧に対して任意に規格化された公称電圧
値を設定して、その公称電圧値を基にして電圧監視を行う電圧監視装置にも適用すること
ができるのは勿論である。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】測定装置１の構成図である。
【図２】２本の電線Ｌａ，Ｌｂで構成された測定系を示す構成図である。
【図３】３本の電線Ｌｒ～Ｌｔで構成された測定系を示ｓす構成図である。
【図４】４本の電線Ｌｒ～Ｌｎで構成された測定系を示す構成図である。
【図５】電圧データＤｖを示すデータ構造図である。
【図６】電圧範囲データＤｖａを示すデータ構造図である。
【符号の説明】
【００４３】
　　　１　測定装置
　　　２　電圧検出部
　　　４　電流検出部
　　　６　記憶部
　　　７　演算制御部
　　　８　操作部
　　　９　表示部
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　　Ｄｖ　電圧データ
　Ｄｖａ　電圧範囲データ
　　Ｌａ，Ｌｂ，Ｌｒ，Ｌｓ，Ｌｔ，Ｌｎ　電線
　Ｖａｂ，Ｖｒｓ，Ｖｒｔ，Ｖｓｔ　線間電圧
　　Ｖｒ，Ｖｓ，Ｖｔ　相電圧

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】
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