
高電圧絶縁抵抗計 IR3455
HIGH VOLTAGE INSULATION TESTER IR3455

〉〉NEW 〉〉特 長

最大

10TΩ
各種絶縁抵抗
診断に対応

250V〜

5kV
幅広く発生できる

試験電圧

トランス、ケーブル、モータなど

 高電圧設備の
　   絶縁抵抗測定

CAT Ⅳ
600V

バックライト

白色 LED
使用可能
温度範囲

-10〜50℃
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現場での使用にも耐え得るハード
ケースを採用しています。コンパク
トで持ち運びしやすく、テストリー
ドの収納も可能です。

単 3 電池と充電式バッテリパックを
両方装着できるので、山間地など電
池が入手できない環境や、充電する
時間がない状況
でも安心です。

ハードケース

バッテリパック対応

測定端子とその他の端子が同時に使
用できないようなシャッタ構造を採
用しています。また、電圧測定機能、
高電圧警告表示、自動放電機能など
安全を配慮した仕様となっています。

シャッタ構造

対数バーグラフ表示を搭載していま
すので、アナログ感覚の測定が可能
です。ドットの点灯量で絶縁抵抗の
大小を直観的に把握することができ
ます。

バーグラフ表示

高い電圧が入力されても感電や事故
発生のリスクを抑えるため、測定カ
テゴリ IV(600 V) の安全規格に対
応した設計をしています。

CAT Ⅳ 600V

安全で使いやすい設計

マニュアル記録 100 データ、
ロギング記録10データ（360
回）の保存ができます。日時
も一緒に保存でき、手書きメ
モの作業を減少できます。

データメモリ機能使用温度範囲の拡大
測定できる環境温度範囲が
-10˚C 〜 50˚C まで広がりま
した。年間を通して温度を気
にせず安心してお使いいただ
けます。

薄暗い場所での作業に便利な
白色バックライトを新搭載し
ました。従来よりも視認性が
よく、測定値の確認が容易で
す。

白色バックライト サポートソフト付属
付属の PC 用ソフトウェアで
はステップ電圧試験データの
グラフ化やレポート作成機能
による報告書作成が簡単にで
きます。

絶縁抵抗測定範囲が最大10 TΩに拡大しました。また最大
PI( 成極指数 )、DAR( 誘電吸収比 ) の自動計算 / 表示やス
テップ電圧テスト、温度補正、温度測定、漏れ電流表示など
絶縁診断に必要な機能を搭載しています。

各種絶縁抵抗診断に対応
〉〉NEW

試験電圧は 250 V から 5 kV までの広範囲な発生をする
ことができます。最小 25 V ステップで細かい設定も可能
です。高電圧設備のトランス、ケーブル、モータなど絶縁
抵抗試験に最適です。

幅広く発生できる試験電圧
〉〉特 長

 最大測定

10TΩ
 最大発生試験電圧

 5kV

-10℃  〜   50℃

付属のアプリケーションソフトを
PC にインストールし USB 接続す
ることで、IR3455 の内部メモリに
保存したデータを PC へ転送するこ
とができます。

USB インタフェース

使える用途が増えました！
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幅広い発生電圧を活用した

測定と試験
漏れ電流や絶縁良否の

各種パラメータ表示

PI（成極指数）、DAR（誘電吸収比）表示
PI : 成極指数 Polarization Index
DAR : 誘電吸収比  Dielectric Absorption Ratio

絶縁の良否判断基準のひとつとして
使われるPI/ DARを自動計算しま
す。絶縁抵抗測定開始後、規定時間
経過時の抵抗値2個から右記の式
で計算し表示します。

漏れ電流表示
絶縁抵抗を漏れ電流に切り替えて表示します。測定前、測定中、測
定後（データホールド）のいずれの状態でも表示できます。

実際の出力電圧

実際の出力電圧

絶縁抵抗値

電流測定値

抵抗測定値

経過時間

測定時間測定時間 抵抗値 抵抗値

経過時間

＞は測定範囲
オーバー時に点滅

＜は1 nA未満で
点滅

絶縁抵抗測定
試験電圧を 250 V、500 V、1.00 kV、2.50 kV、5.00 kV から
選択します。さらに細かく設定することも可能です。終了すると
絶縁抵抗値、試験電圧（設定値および実際の出力値）、漏れ電流、
DAR、 PI、経過時間を表示します。測定条件、測定結果は内部メモ
リに保存することができ、パソコンで閲覧も可能です。

〉〉測定機能 〉〉表示機能

ステップ電圧試験
試験電圧を徐々にあげ、各試験電圧に対する絶縁抵抗や漏れ電流
の変化を測定できます。500 V →1 kV →1.5 kV → 2 kV → 2.5 kVと
1 kV→2 kV→3 kV→4 kV→5 kVの２ステップから選択できます。

各電圧での印加時間
は 30 秒 / 1 分 / 2
分 / 5 分から選択す
ることができます。

絶縁抵抗測定表示

STEP 5.0 kVのステップ電圧試験

PI値 表示 DAR値 表示

測定中の漏れ電流表示

Step1 

Step2 

Step3 

Step4 

Step5
5kV

4kV

3kV

2kV

1kV

測定終了

1分　　2分　　3分　　4分　　5分

 　　　 10分後の抵抗値　        計算式：PI =　　　　　　　　　　　　　　　  　　　 1分後の抵抗値
　　 　 1分後の抵抗値DAR 1min/15s =　　　　　　　　　　　　 15秒後の抵抗値

　 　　　  1分後の抵抗値  DAR 1min/30s =                                      30秒後の抵抗値

温度補正
基準温度での絶縁抵抗に換算。被測定物の絶縁材料に合わ
せて、10種類の温度補正テーブルの中から選択。基準温度:
デフォルト値20˚Cまたは40˚C、変更可能

PI/DAR
表示

PI:成極指数 Polarization Index
DAR:誘電吸収比  Dielectric Absorption Ratio
絶縁抵抗測定開始後、規定時間経過時の抵抗値2個から以下
の式で計算し表示
 計算式：PI=10分後の抵抗値÷1分後の抵抗値
 DAR 1min/15s =1分後の抵抗値÷15秒後の抵抗値
 DAR 1min/30s =1分後の抵抗値÷30秒後の抵抗値

データメモリ

マニュアル記録 :ホールド表示した測定値100データを記憶 
データ種類 :標準測定データ / 温度補正データ / ステップ
電圧試験データ
ロギング記録 : 設定した記録間隔ごとに測定値を記憶、絶縁
抵抗測定で有効 、データ数 :10、ロギング回数:1データあた
り最大360回、記録間隔 :15/30 秒/1/2/5分
データの内容:日付、時刻、測定間隔、温度、設定電圧、実際の
出力電圧×回数、抵抗×回数
付加機能: 書き込みモード、読み出しモード、オールクリア、部
分クリア、上書き

通信

インタフェース:USB ver2.0(フルスピード ) 
PCアプリケーションソフト:メモリデータをIR3455から
PCへ転送、データ表 /グラフ作成、
PCからIR3455の設定を変更( 変更可能な設定 :日付時
刻、PI時間、ステップ電圧試験の1ステップあたりの時間 )、
レポート機能

その他
温湿度値入力/タイマ/経過時間表示 / 時計/ アベレージ/
データホールド/自動放電 /電圧発生警告表示 / 活線警告表
示 /LCDバックライト/オートパワーオフ/ブザー

250V 500V 1kV 2.5kV 5kV

10TΩ
5TΩ
2.5TΩ
1TΩ

 500GΩ
  250GΩ
  100GΩ
 50GΩ
 25GΩ
 10GΩ
 5GΩ
 2.5GΩ
 1GΩ

 100MΩ
 10MΩ
 1MΩ
0MΩ

±30%rdg.±50dgt.

±20%rdg.±5dgt.

±5%rdg.±5dgt.

試験電圧（設定値）

絶
縁

抵
抗

ステップ電圧
試験

電圧を一定時間おきに上昇させ各電圧での絶縁抵抗を測
定。電圧上昇パターンは2種類
STEP 2.5 kV : 500 V→1 kV→1.5 kV→2 kV→2.5 kV
STEP 5 kV : 1 kV→2 kV→3 kV→4 kV→5 kV
各電圧での印加時間:30秒/1/2/5分から選択

■ 絶縁診断機能

■ 抵抗レンジ
測定確度

■ 付属機能

■ 確度と機能



高電圧絶縁抵抗計 IR3455

付属品
テストリード9750-01, -02, -03×各1

ワニ口クリップ9751-01, -02, -03×各1
単3形アルカリ乾電池(LR6)×6

USBケーブル×1
CD-R (データアナリシスソフトウエア)×1

取扱説明書×1

■

■ 一般仕様

■ 製品仕様

温度センサ 9631-01
樹脂モールド
サーミスタ型（1m）

温度センサ 9631-05
樹脂モールド
サーミスタ型（5cm）

ACアダプタ
9753

バッテリパック
9459

■ 絶縁抵抗測定
試験電圧 DC 250 V〜5.00 kV

設定方法

プリセット試験電圧:250 V, 500 V, 1 kV, 2.5 kV, 5 kV
微調整 (250 V〜1 kVにおいて分解能 25 V で設定 , 1 kV〜5 kV
において分解能100 V で設定 )
出力電圧確度：設定値の -0%,+10%｛試験電圧( 設定値 )÷定
格測定電流で求められる抵抗値以上を測定した場合に適用｝

定格測定電流

試験電圧 定格測定電流
  250 V〜1.00 kV 1 mA
1.10 kV〜2.50 kV 0.5 mA
2.60 kV〜5.00 kV 0.25 mA

 定格測定電流許容差：-0%, +10%
短絡電流 2 mA 以下
出力電圧

モニタ機能
表示範囲 : 0 V〜999 V, 0.98 kV〜5.50 kV
モニタ確度: ±5% rdg. ±5 dgt.

測定範囲

試験電圧 測定範囲
250 V 0.00 MΩ 〜 500 GΩ
500 V 0.00 MΩ 〜 1.00 TΩ
1 kV 0.00 MΩ 〜 2.00 TΩ

2.5 kV 0.00 MΩ 〜 5.00 TΩ
5 kV 0.00 MΩ 〜 10.0 TΩ

抵抗レンジ構成
(オートレンジ )

抵抗レンジ 測定範囲 
10 MΩ 0.00 MΩ〜9.99 MΩ

100 MΩ   9.0 MΩ〜99.9 MΩ
1000 MΩ     90 MΩ〜 999 MΩ

10 GΩ  0.90 GΩ〜9.99 GΩ
100 GΩ   9.0 GΩ〜99.9 GΩ

1000 GΩ  90 GΩ〜 999 GΩ
10 TΩ 0.90 TΩ〜9.99  TΩ

測定項目 絶縁抵抗、漏れ電流、電圧、温度

使用温湿度範囲

-10 〜40℃、80% rh以下 （結露しないこと）
40 〜50℃、50 ℃で50 ％まで直線的に減少する相対湿
度以下
バッテリパックの充電は0 〜40˚C、80%rh以下

保存温湿度範囲 -10 〜50˚C、90%rh以下(結露しないこと)
使用場所 屋内、高度2000mまで
測定方式 直流電圧印加方式(絶縁抵抗 )、平均値整流方式(電圧 )

A/D変換方式 二重積分方式
表示器 液晶、バックライト付

表示 ディジタル表示 :最大 999カウント
バーグラフ表示 : 絶縁抵抗　のみ, 範囲0 〜1 TΩ

電源

単3形アルカリ乾電池 (LR6）×6
バッテリパック9459 : DC7.2 V ( 充電式、Ni-MH)
ACアダプタ9753 :定格電源電圧 AC 100 〜240 V、 出
力定格 DC12V 3.33 A

（ACアダプタを接続した状態で、絶縁抵抗、漏れ電流、電圧
の測定はできません。バッテリパックの充電、パソコンとの
通信、温度測定、各種設定ができます。）

最大定格電力 15 VA(ACアダプタ使用時)、6 VA(電池、バッテリパック使用時)

連続使用時間 
約5時間( アルカリ電池使用時)
約9時間(バッテリパック9459 使用時）
条件：5 kV発生、+/- 端子間開放、バックライトOFF

最大入力電圧 AC 750 V、DC 1000 V
対地間最大定格電圧 AC 600 V (CAT IV), AC 1000 V (CAT III)
防じん性・防水性 IP40（EN60529） 条件：シャッタでUSB 端子を覆っているとき

最大負荷容量 4μF
寸法 /質量 260(W) × 250.6(H) × 119.5(D) mm/約2.8 kg
適合規格 安全性：EN61010、EMC：EN61326

測定確度

測定範囲 測定確度
試験電圧（設定値）÷ 100 nAで求められる
抵抗以下

±5% rdg.
±5 dgt.

試験電圧（設定値）÷ 100 nA で求められる
抵抗を超え、試験電圧（設定値）÷ 1 nA で
求められる抵抗以下、または500 GΩ 以下

±20% rdg.
±5 dgt.

試験電圧（設定値）÷ 1 nA で求められる抵
抗を超え、または501 GΩ 〜 9.99 TΩ

±30% rdg.
±50 dgt.

  条件：確度保証温湿度範囲 0 〜28˚C, 80%rh以下 結露しないこと

応答時間 15 秒以内 ( 測定開始時点から表示値が確度仕様内になるまでの時
間。アベレージ無しの場合)

■ 漏れ電流測定
測定範囲 1.00 nA〜1.20 mA

電流レンジ構成
& 測定確度

（オートレンジ）

電流レンジ 測定範囲 測定確度
10 nA 1.00 nA〜9.99 nA ±15% rdg. ±1 nA

100 nA  9.0 nA〜99.9 nA ±15% rdg. ±5 dgt.
1000 nA  90 nA〜 999 nA ±2.5% rdg. ±5 dgt.

10 µA 0.90 µA〜9.99 µA ±2.5% rdg. ±5 dgt.
100 µA  9.0 µA〜99.9 µA ±2.5% rdg. ±5 dgt.

1 mA 90 µA 〜 999 µA,
0.90 mA〜1.20 mA ±2.5% rdg. ±5 dgt.

  条件：確度保証温湿度範囲 0 〜28˚C, 80%rh以下 結露しないこと

応答時間 15 秒以内 ( 測定開始時点から表示値が確度仕様内になるまでの時
間。アベレージ無しの場合)

■ 電圧測定
測定範囲 DC ±50 V〜±1.00 kV , AC 50 V〜750 V
周波数 DC/50 Hz/60 Hz

測定確度 ±5% rdg. ±5 dgt.
入力抵抗 10 MΩ以上
応答時間 3 秒以内

■ 温度測定

測定範囲
確度

測定範囲 測定確度
–10.0˚C〜–0.1˚C　 ±1.5˚C

　0.0˚C〜40.0˚C ±1.0˚C
40.1˚C〜70.0˚C ±1.5˚C

 温度センサ 9631-05使用時は0.0 〜40.0˚Cでのみ確度保証
応答時間 約100 秒 温度センサ 9631-01,-05の応答を含む

テストリード 9750 -01( 赤 ), -02( 黒 ), -03( 青 ) 各 3m 
テストリード 9750 -11( 赤 ), -12( 黒 ), -13( 青 ) 各10mき）ワニ口クリップ 

9751 -01( 赤 ), -02( 黒 ), -03( 青 ) 

確度保証期間 1年, 調整後確度保証期間 1年

形名 （発注コード）IR3455


