
写真は 3351 本体とオプションの電流センサ クランプオンリークセンサ 9675, クランプオンセンサ 9661 です。
他に 5000A 対応まで電流センサ ( オプション ) をラインナップ。

漏電・電源品質・電力 を1台で同時に監視

漏電を一網打尽！

電源ラインモニタ 3351
LINE MONITOR 3351 電力測定器

漏洩電流を含む電源異常を同時に捕捉！
■最大12ch 漏洩電流測定：50.00mA 〜 1000mA レンジ（対応センサ 2 種類）

　　　　　　　    負荷電流測定：0.5 Ａ〜 5000 Ａレンジ（対応センサ 7 種類）

■電源品質測定　　　　　 ：実効値変動・ピーク値・波形比較・総合歪み率・電圧トランジェント( 発生有 / 無 )

■電力測定　　　　　　　 ：単相 2 線〜三相 3 線：100.0W 〜 2.000MW(1 回路 )

ラインモニタ・ビューワ 9745（オプション）：3351 で保存したバイナリデータを、PC 上で測定リスト , 時系
列データ , 測定データ , イベント波形データとして表示できます！ (OS 対応：Windows XP のみ )
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●電圧入力端子
100Vコンセント測定時は、オプションのコンセ
ント入力コード9448と接続コード9722を使用
すると、測定ラインから電源も供給できます。

●PCカードにデータ保存
インターバル時間　：1秒〜60分
イベントデータ保存：最大1000個
＊データ容量目安：イベント　　 ：85kB/個
　　　　　　　　  時系列データ ：1.5kB/回
　　　　　　　　  (バイナリ)　
　　
　　　　保存時間目安 (512MBカード時)
　　　　　　インターバル時間：1分
　　　　　　保存項目：平均/最小/最大(バイナリ形式)

　　　　　　保存時間：約240日(イベント：100個含む)

●イベント入出力端子
入力：外部トリガ同期でイベント記録
出力：イベント捕捉時にトリガ出力

●RS-232C端子
プリンタ, PC通信

PCカード (オプション, 2GBまで対応)

＊必ずオプションのPCカードをお使いください

●クランプ電流センサ入力端子(最大12ch)
漏電用：2種類
負荷用：7種類 から組合せできます

●バッテリバックアップ
バッテリパック9459(オプション)を使用すると、約2時間測定できます。
また、停電時の内部メモリのデータもバックアップできます。

●ACアダプタ端子
付属のACアダプタ9418-15を接続。
AC100〜240V対応
●バッテリ充電表示ランプ

●コントラスト
調整
●キーロック
スイッチ

9722 ( オプション )

多系統の漏電監視と探査はお任せください
■HIOKIの電源ラインモニタなら.... ！
◎1サイクル（1波形）毎の連続演算・判定処理。.................................漏電, 電源異常を見逃しません！
◎漏電・ 電流測定は最大12ch。「電力, 電源品質」も同時測定。....................PCカードに保存します！
◎漏電は「実効値, 基本波成分, フィルタ測定」の3種類の測定値。...........................解析をサポート！
◎瞬停, 電圧降下など電源異常も同時に捕捉。..........................機器のトラブル解析に活用できます！

■測定例

9448 ( オプション )

■測定の手順も簡単！

1.設定手順（測定設定, イベント設定, システム設定）

-1.[測定設定画面]で...：各chごとに電流センサを設定。

-2.[イベント設定画面]で...：漏電と電源異常のしきい値を設定。
　... 漏電しきい値を各chごとに設定することもできます。
　＊漏電は、負荷の運転状況や電源ラインの電源品質と密接な関係がある場合
　が多くあります。電源品質との同時監視で解析効率をアップしましょう！

  ......これで電源ラインをまるごと一括監視できます！ ......

-3.[システム設定画面]で...：測定開始/終了方法, 保存インターバル時間・保存項目
　　　　　　　　　     　を設定します。(PCカードの保存可能時間が表示されます)

-4.[結線]します　  .....：電力測定時は [ベクトル画面] で結線確認できます。

-5.[START]キーを押します　...測定開始。

電源品質測定

電流・電力測定
漏電測定

電圧



2

■ 3351 仕様 ( 確度保証期間 1 年 )

●測定ライン： 単相 2 線 , 単相 3 線 , 三相 3 線
●測定ライン周波数：50/60Hz
●チャネル数 ( 最大 )： 電圧 2ch (1 回路 ), 電流 12ch
●測 定 項 目：
[ 漏洩電流測定 ] 電流 ( フィルタ機能付 ), 基本波電流 , 位相角 , 電流波形ピーク ( 絶対
値 ) ( ＊フィルタ：fc=150Hz(50Hz), fc=180Hz(60Hz))

[ 主幹負荷測定 ] 電圧 , 電流 , 電力 ( 有効 , 無効 , 皮相 ), 力率／変位力率 ( 遅れ進み表示 ), 
電力量 ( 消費 , 回生 ), 波形ピーク ( 電圧 , 電流の絶対値 ), 基本波電圧 , 基本波電流 , 周
波数 , 位相角 , 総合高調波電圧歪率 (THD)
[ 分岐負荷電流測定 ] 電流 , 基本波電流 , 位相角 , 電流波形ピーク ( 絶対値 )
[ イベント検出内容 ] トランジェントオーバ電圧 ( 有 / 無 ), 実効値上限 ( 電圧 , 電流 , 基本波
電流 ), 実効値下限 ( 電圧 ), 波形ピーク ( 電圧 , 電流 ), 波形比較 ( 電圧 ), 電圧 THD,  外
部イベント入力 ( 電圧・電流波形と数値 ), タイマイベント ( 電圧・電流波形と数値 )
●イベント波形記録長 :16 波形 ( イベント波形前 8 波形 + イベント波形 + イベント波形後 7 波形）
●表示 :（表示更新は約 1 秒 / 回 , 電流の表示範囲はレンジの 0.4 〜 130％ , レンジの 0.4% 以下はゼロサプレス）
[ 測定値 ] 電圧 , 電流 , 電力 ( 有効 , 無効 , 皮相 ), 力率／変位力率 , 電力量 , 基本波電流 , 
周波数 , 位相角 , 電圧 THD, [ 漏洩電流時 : 電流 ( フィルタ機能付 ), 基本波電流 , 位相角 ]
[ 波形 ] 電圧 , 電流波形
[ 時系列グラフ ] 各測定項目から 1 項目選択
[ ベクトル ] 基本波電圧 / 電流の数値とベクトル図
[ イベントリスト ] イベント発生時の測定値・波形・時系列グラフ・ベクトル図
●測定レンジ：（手動レンジ設定のみ）
[ 電圧 ] AC 200 V ( 測定範囲：90 〜 490V)
[ 電流 -1] ( 負荷測定用 )
 9660, 9695-03：5.000/ 10.00/ 50.00/ 100.0 A
             9661：5.000/ 10.00/ 50.00/ 100.0/ 500.0 A
        9695-02：500.0m/ 1.000/ 5.000/ 10.00/ 50.00 A
             9694：500.0m/ 1.000/ 5.000 A
             9669：100.0/ 200.0/ 1.000k A
         CT9667：500.0(500A レンジ )/ 5.000k(5kA レンジ ) A（CT9667 は 9667 を選択）
[ 電流 -2] ( 漏電測定用　＊下記センサは電力測定に使用できません )
 9675, 9657-10：50.00m/ 100.0m/ 500.0m/ 1.000 A
[ 電力 ]（電圧レンジと電流レンジの組合せにより f.s. が決定、1 回路）
 単相 2 線　　　：電圧レンジ (200V)× 電流レンジ
 単相 / 三相 3 線：電圧レンジ (200V)× 電流レンジ ×2 倍

●有効測定範囲：
[ 電圧 ] 90 〜 490V
[ 電流 ] レンジの 5 〜 110％
[ 電力 ] 電圧 , 電流が有効測定範囲内であること
●確度：
[ 電圧 ] ±1%rdg.
[ 電流 ] ±1%rdg.±0.2%f.s.+ クランプセンサ確度
[ 電力 ] ±1%rdg.±0.2%f.s.+ クランプセンサ確度 ( 力率 =1)
   ＊電力は 100%f.s. を超える場合には、±1.2%rdg.+ クランプセンサ確度

●周波数帯域： 基本周波数 50/60Hz において 3kHz まで
●インターバル時間： 1/ 2/ 5/ 10/ 15/ 30 秒 , 1/ 2/ 5/ 10/ 15/ 30/ 60 分
●データ保存： 
PC カード ( 保存形式：時系列データ：BINARY/TEXT, イベントデータ：BINARY, 画面：BMP, 
設定： BINARY)

●最大入力電圧： [ 電圧 ] AC 500Vrms, 700Vpeak, [ 電流 ] AC 1.7Vrms, 2.4Vpeak
●対地間最大定格電圧： 電圧入力端子 AC 600Vrms (50/60Hz)　
●表示器： 5.7 インチ LCD(320×240 ドット )、バックライト・コントラスト調整付
●機能： フィルタ (fc=150Hz(50Hz)/180Hz(60Hz)), 結線図表示 , VT・CT 比設定 , 測定開
始 / 終了の手動 / 自動設定 , データ保存可能時間表示 , 停電バックアップ ( バッテリパッ
ク 9459 必要 ), ビープ音 , 表示ホールド , キーロック , 各種警告表示
●外部インタフェース：
PC カード ( フラッシュ ATA カード：2GB まで）, RS-232C, 外部イベント入力 / 出力

●一般仕様：
[使用場所] 屋内, 高度2000mまで
[保存温湿度範囲] -10℃〜50℃ , 80%rh以下(結露しないこと)
[使用温湿度範囲] 0℃〜40℃ , 80%rh以下(結露しないこと)
[電源] ACアダプタ9418-15(AC100V〜240V, 50/60Hz), バッテリパック9459(オプション、
停電バックアップ用)

[最大定格電力] 20VA
[ 連続使用時間 ] 9459 使用時：約 2 時間 ( トリクル充電機能あり）
[外形寸法・質量] 約210W×160H×80D mm, 1.2kg (バッテリパック含まず)
[ 適合規格 ] EN61010 汚染度 2 , 測定カテゴリ III ( 予想される過渡過電圧 6000V)

■測定データをPCで効率よく分析！
測定データの分析は時間のかかるもの。
ラインモニタ・ビューワ9745(オプション)を使用して業務の効率化がはかれます。

■測定中も時系列グラフや検出した異常データが確認できる！

2.測定画面（測定値, 電流詳細, 電力詳細, 波形, 時系列）

-1.[測定値画面]で...：測定値を表示。イベント捕捉情報も表示。

-2.[電流詳細画面]で...：実効値・基本波成分・フィルタ測定値を
　 同時表示。高調波ノイズをカットして漏電遮断機（ELB）の
　 フィルタ特性に近似した漏れ電流測定が可能！
　 ...漏電成分の解析に有効！

-3.[電力詳細画面]で...：電力値や電力量を表示。
    ...電力の同時計測で、漏電時の負荷状況解析に有効！

-4.[波形画面]で...：電圧・電流波形を表示。
    ....イベント捕捉ポイントの前後波形も含めて解析可能！

-5.[時系列画面]で　...：項目を選択して時系列グラフ表示。
    ....漏電の兆候など、時系列グラフで一目瞭然！

3.イベント画面（リスト, モニタ）

-1.[リスト画面]で...：捕捉イベントをリスト表示。

   （日時, ch, 種類, 継続時間等）

    ....漏電の発生タイミングなど詳細解析可能！

-2.[モニタ画面]で...：イベント捕捉回数を表示。

漏電時の詳細や複合的に発生した
イベントの詳細が確認できます

検索したイベントの波形を確認
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3351J14-51B

■このカタログ中で使用している会社名および製品名は、それぞれ各社の登録商標もしくは商標です。
■ご購入時に成績表および校正証明書を希望されるお客さまは、別途ご発注をお願いいたします。　　

■オプション仕様

●組み合わせ価格例
三相/ 単相 3 線用（本体 + 電流センサ (100A)+ リークセンサ +PC カード (512MB)）
  3351 ＋ 9660×2+9657-10×1 ＋ 9728 ＝￥265,500（税抜き）

電源ラインモニタ 3351 本体のみでは電流・電力の測定はできません。漏洩電流・負荷電流・電力の測定には、別売のクランプオンリークセンサまたはクランプオンセンサの
いずれかもお買い求めください。なお、クランプオンリークセンサは電力の測定には使用できません。
また、測定データの保存には動作保証されたオプションの PC カードのいずれかをお買い求めいただきご使用ください。動作保証はオプションの PC カードのみです。　

■価格
電源ラインモニタ   3351　 ￥200,000（税抜き）
　　　　　　　　　　  　付属品：電圧コードL9438-54×1(赤・黄・黒色　各1本)、ACアダプタ
9418-15×1、取扱説明書×2(詳細取扱説明書、クイックスタートマニュア
ル)、CD-R(RS-232C取扱説明書)、入力コードラベル

RS-232C ケーブル
9612 

長さ 1.5m
PC 接続用

　感熱式印字 , 紙幅 112mm, 電源：AC アダプタ又は付属ニッケル水素電池 , 寸法： 160W×66.5H×170Dmm

RS-232Cケーブル9721とACアダプタ9443-01もお求めください。

プリンタ
9442

RS-232C ケーブル 9721

長さ 1.5m

AC アダプタ 9443-01

データ保存には、オプションの
PCカードを必ずご使用ください

PC カード
9728
9729
9830

 445W×340H×150Dmm, 2.2kg

携帯用ケース
9720-01

バッテリパック
9459

 DC7.2V, 2700mAh

■オプション
クランプオンリークセンサ    9657-10（10A）
クランプオンリークセンサ    9675（10A） 
クランプオンセンサ   9660 （100A）
クランプオンセンサ   9661 （500A）
フレキシブルクランプオンセンサ   CT9667 （5000A）
クランプオンセンサ   9669 （1000A）  
クランプオンセンサ   9694 （5A） 
クランプオンセンサ   9695-02 （50A）  
クランプオンセンサ   9695-03 （100A）       
接続ケーブル   9219（9695-02/-03 用）
バッテリパック   9459
コンセント入力コード   9448
RS-232C ケーブル   9612（パソコン接続用）
接続コード   9722（電源供給用）
プリンタ   9442
AC アダプタ   9443-01（プリンタ用）
RS-232C ケーブル   9721（プリンタ接続用）
記録紙   1196（25m/10 巻、プリンタ用）
携帯用ケース   9720-01
ラインモニタ・ビューワ   9745
PC カード 512M    9728（容量：512MB）
PC カード 1G 9729（容量：1GB）
PC カード 2G 9830（容量：2GB）
マグネットアダプタ 9804-01（赤 1 個）
マグネットアダプタ 9804-02（黒 1 個）

￥20，000（税抜き）
￥20，000（税抜き）
￥18，000（税抜き）
￥20，000（税抜き）
￥40，000（税抜き）
￥28，000（税抜き）
￥20，000（税抜き）
  ￥9，800（税抜き）
  ￥9，800（税抜き）       
 ￥4，000（税抜き）
￥10，000（税抜き）    
￥1，500（税抜き）

 ￥4，500（税抜き）    
￥5，500（税抜き）

￥57，000（税抜き）
￥11，000（税抜き）  
￥4，500（税抜き）

 ￥7，800（税抜き）
￥32，000（税抜き）   
￥30，000（税抜き）
￥9，500（税抜き）

￥18，000（税抜き）
￥24，000（税抜き）
￥3，000（税抜き）
￥3，000（税抜き）

測定ラインから電源供給
AC100 〜 240V, 長さ 27cm

接続コード 9722

コンセント入力コード
9448

長さ 2m
100Vコンセント接続用

クランプオンリークセンサ 9675 9657-10

外観

測定可能導体径 φ30mm φ40mm
定格一次電流 AC 10A AC 10A

出力電圧 AC 100mV/A AC 100mV/A
振幅確度(45Hz〜66Hz) ±1.0%rdg.±0.005%f.s. ±1.0%rdg.±0.05%f.s.
位相確度(50Hz/60Hz) ±5°以内 ±3°以内

残留電流 1mA (10A往復電線時) 5mA (100A往復電線時)

周波数特性 (確度の偏差) 40Hz〜5kHzで±5%以内 (9657-10：±3%以内)
対地間最大定格電圧 300Vrms (絶縁導体) 300Vrms (絶縁導体)

最大入力電流 10A連続 30A連続
寸法・質量 60W×113H×24Dmm, 160g 74W×145H×42Dmm, 380g

備考 電力測定には使用できません

活線状態における絶縁管理を『新提案』

IorIor
アイ・ゼロ・アール

コンピュータ、インバータ機器の増加に
より、漏れ電流測定に影響を及ぼす容量
性電流成分（Ioc）。
Iorリークテスタ3355は、漏れ電流成分
Ioと電圧との位相差から、演算により
Iocを分離。抵抗成分に起因する漏れ電
流成分（Ior）を求めることが可能です。

Ior リークハイテスタ 3355 ................. 税抜￥120，000 〜￥182,000
※詳細については単品カタログをご確認ください。

製品
紹介
製品
紹介

CAT III 300V コード長 3m CAT III 300V コード長 3m

マグネットアダプタ
9804-01, 9804-02 

電圧コード先端交換用
先端部にマグネット付き

対応：φ11mm
M6ナベネジ

クランプオンセンサ 9694 9660 9661 9669 CT9667 9695-02 9695-03

外観

測定可能導体径 φ15mm φ46mm φ55mm, □80×20mm φ254mm φ15mm
定格一次電流 AC 5A AC 100A AC 500A AC 1000A AC 500A/5000A AC 50A AC 100A

出力電圧 AC 10mV/A AC 1mV/A AC 1mV/A AC 0.5mV/A AC 500mVf.s. AC 10mV/A AC 1mV/A

確度
振幅(45Hz〜66Hz) ±0.3%rdg.±0.02%f.s. ±0.3%rdg.±0.02%f.s. ±0.3%rdg.±0.01%f.s. ±1.0%rdg.±0.01%f.s. ±2.0%rdg.±0.3%f.s. ±0.3%rdg.±0.02%f.s. ±0.3%rdg.±0.02%f.s.
位相(45Hz〜5kHz) ±2°以内 ±1°以内 ±0.5°以内 ±1°以内 ±1°以内 (10%入力以上) ±2°以内 ±1°以内

周波数特性 (確度の偏差) 　　　　　　　　　40Hz〜5kHzで±1.0%以内　　　　　　　　　    （9669は±2.0%以内）    10Hz〜20kHzで±3dB 40Hz〜5kHzで±1.0%以内

対地間最大定格電圧 300Vrms 300Vrms 600Vrms 600Vrms
1000Vrms (CATⅢ)

600Vrms (CATⅣ)
300Vrms (絶縁導体)

最大入力電流 50A連続 130A連続 550A連続 1000A連続 10000A連続 60A連続 130A連続
寸法・質量 46W×135H×21Dmm, 230g 46W×135H×21Dmm, 230g 77W×151H×42Dmm, 360g 100W×188H×42Dmm, 590g センサ長910mm, 470g 51W×58H×19Dmm, 50g

備考 ACアダプタ9445-02(オプション) 接続ケーブル9219必要（オプション、コード長3m）

CAT III 300V CAT III 300VCAT III 300V コード長 3m CAT III 300V コード長 3m CAT III 600V コード長 3m CAT III 600V コード長 3m
CAT III 1000V
CAT Ⅳ 600V

 センサ - 回路： 2m
回路 - コネクタ： 1m


