ディジタル・マルチメータの測定誤差シリーズ

ディジタル・マルチメータの
抵抗、DC電流、AC電流、
周波数、周期測定誤差
Application Note AN 1389-2

はじめに
ディジタル・マルチメータ（DMM）で測定を行う場合に、共
通して発生する誤差があります。以下に、潜在的な測定誤
差を除去して、DMMの最高確度を得る方法を紹介します。
このアプリケーション・ノートでは、抵抗、DC電流、AC電
流、周波数、周期の測定誤差について説明します。システ
ム・ケーブル誤差とDC電圧測定誤差については、アプリケ
ーション・ノートAN1389-1を参照してください。AC電圧誤
差の概要は、アプリケーション・ノートAN1389-3を参照し
てください（注：このアプリケーション・ノートでは、6 1/2
桁高性能DMM、34401Aを例として使用しています）
。

抵抗測定誤差

34401Aでは、2つの抵抗測定手法を利
用できます。 2線式抵抗測定 と 4線式
抵抗測定です。どちらの手法でも、テ
スト電流が入力HI端子から測定対象
の抵抗に流れます。2線式抵抗測定で
は、測定端子の両端の電圧降下がマ
ルチメータ内部で検知されます。し
たがって、テスト・リードの抵抗も
測定されてしまいます。4線式抵抗測
定の場合は、別の「センス」接続が
必要です。このセンス・リードには
電流が流れないため、リードの抵抗
による測定誤差は生じません。
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セトリング時間の影響

34401Aには、自動測定セトリング遅
延を挿入する機能があります。この
DC電圧測定の誤差（アプリケーショ 遅延は、ケーブルとデバイスの合成
ン・ノート1389-1を参照）は抵抗測定 容量が200pF未満の抵抗を測定する場
にも当てはまります。ただし、抵抗 合に有効であり、100kΩを超える抵
測定に固有の追加誤差があります。
抗の測定時には特に重要です。RC時
定数によるセトリング時間がかなり
消費電力の影響
長くなる場合があります。精密抵抗
温度測定用に設計された抵抗（または、 やマルチファンクション・キャリブ
温度係数が大きい他の抵抗性デバイ レータの中には、大きな並列コンデ
ス）を測定する場合は、マルチメータ ンサ（1000pF〜0.1µF）と大きな抵抗値
がDUTの電力をある程度消費するこ を用いて、内部回路から注入される
とに注意してください。電力消費が ノイズ電流をフィルタリングして除
問題となる場合は、マルチメータの 去するものがあります。ケーブルや
次に高いレンジを選択して誤差を許容 他のデバイスのキャパシタンスによ
可能なレベルに下げてください。図1 り、RC時定数だけの場合よりもはる
は、いくつかの例を示したものです。
かに長いセトリング時間がかかる場
合もあります。これは誘電吸収効果
に起因したものです。最初の接続後
とレンジ変更後のセトリング時に誤
差が測定されます。
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高抵抗測定誤差

大きな抵抗を測定する場合、絶縁抵
抗と表面の清浄度によって大きな誤
差が生じます。必要な予防措置を行
って高抵抗システムを「きれいに」
保つ必要があります。テスト・リー
ドとフィクスチャは、絶縁材と「汚
れた」表面膜による湿気吸収に起因
した漏れ電流の影響を受けます。ナ
イロンやPVC（109Ω）は、PTFE*絶縁
材（10 13 Ω）に比べて絶縁体としては
あまり良くありません。湿気のある
状態で1MΩの抵抗を測定した場合、
ナイロンまたはPVCからの漏れ電流
によって0.1％以上の誤差を生じるこ
とがあります。
* ポリテトラフルオロエチレン（PTFE）。デュ
ポン社のテフロンPTFEが良く知られる。

DC電流測定誤差

マルチメータをテスト回路と直列に
接続して電流を測定する場合は、マ
ルチメータの直列負荷電圧によって測
定誤差が生じます。図2に示すように、
配線の抵抗とマルチメータの分流抵
抗の間に電圧が生じます。DC電流の
場合に生じる負荷電圧誤差は、AC電
流測定でも生じます。

理想的な
メータ

Vs＝信号源電圧
Rs＝DUTの信号源抵抗
Vb＝マルチメータの負荷電圧
R＝マルチメータの分流器

誤差（％）＝

100xVb
Vs
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AC電流測定誤差
負荷電圧誤差はAC電流の場合にも生
じます。ただし、マルチメータの直
列インダクタンスと測定のための接
続によりAC電流の負荷電圧の方が大
きくなります。負荷電圧は入力周波

数の増加に伴って増大します。マル
チメータの直列インダクタンスおよ
び測定に固有の接続に起因して、電
流測定を行うと発振する回路もあり
ます。

周波数および周期測定誤差
34401Aは、周波数と周期を測定する
ためにレシプロカル・カウント法を
使用しているので、どのような入力
周波数でも測定分解能は一定になり
ます。34401AのAC電圧測定部は入力
信号を整形します。低電圧、低周波

信号の測定では、どのような周波数
カウンタでも誤差が生じやすくなり
ます。「遅い」信号を測定する場合は、
内部ノイズと外来ノイズの混入の影
響が大きくなります。誤差は、周波
数に反比例します。測定誤差は、DC

オフセット電圧の変更後に周波数（ま
たは周期）を測定しようとした場合に
生じます。これを避けるには、マル
チメータの入力DCブロッキング・キ
ャパシタが完全にセトリングした後
で周波数を測定してください。
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まとめ

低抵抗または低電流測定を高確度に
行うには特別な注意が必要です。シ
ステムのセトリング時間を求めるこ
とにより、読み取り遅延時間を設定
して測定時間を最適化して、システ
ム・スループットを高めることがで
きます。
Agilent 34401A DMMの詳細について
は、www.agilent.co.jp/find/34401a を
ご覧ください。

電子計測UPDATE

www.agilent.com/find/emailupdates-Japan
Agilentからの最新情報を記載した電子メー
ルを無料でお送りします。

Agilent電子計測ソフトウェアおよびコネク
ティビティ
Agilentの電子計測ソフトウェアおよびコネク
ティビティ製品、ソリューション、デベロッ
パ・ネットワークは、PC標準に基づくツール
によって測定器とコンピュータとの接続時間
を短縮し、本来の仕事に集中することを可能
にします。詳細については
www.agilent.co.jp/find/jpconnectivity を参照し
てください。

サポート、サービス、およびアシスタンス

アジレント・テクノロジー株式会社

アジレント・テクノロジーが、サービスおよび
サポートにおいてお約束できることは明確です。 本社〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1
リスクを最小限に抑え、さまざまな問題の解決
を図りながら、お客様の利益を最大限に高める
ことにあります。アジレント・テクノロジーは、
お客様が納得できる計測機能の提供、お客様の
ニーズに応じたサポート体制の確立に努めてい 受付時間 9:00-19:00
ます。アジレント・テクノロジーの多種多様な (12:00-13:00もお受けしています。土・日・祭日を除く)
サポート・リソースとサービスを利用すれば、 FAX 、E-mail 、Web は 24 時 間 受 け 付 け て い ま す 。
用途に合ったアジレント・テクノロジーの製品
を選択し、製品を十分に活用することができま TEL ■■ 0120-421-345
す。アジレント・テクノロジーのすべての測定
(0426-56-7832)
器およびシステムには、グローバル保証が付い
■■
0120-421-678
ています。製品の製造終了後、最低5年間はサポ FAX
ートを提供します。アジレント・テクノロジー
(0426-56-7840)
のサポート政策全体を貫く2つの理念が、「アジ
Email
contact_japan@agilent.com
レント・テクノロジーのプロミス」と「お客様
のアドバンテージ」です。
電子計測ホームページ

計測お客様窓口

www.agilent.co.jp/find/tm

アジレント・テクノロジーのプロミス
お客様が新たに製品の購入をお考えの時、アジ
レント・テクノロジーの経験豊富なテスト・エ
ンジニアが現実的な性能や実用的な製品の推奨
を含む製品情報をお届けします。お客様がアジ
レント・テクノロジーの製品をお使いになる時、
アジレント・テクノロジーは製品が約束どおり
の性能を発揮することを保証します。それらは
以下のようなことです。
● 機器が正しく動作するか動作確認を行います。
● 機器操作のサポートを行います。
● データシートに載っている基本的な測定に係
わるアシストを提供します。
● セルフヘルプ・ツールの提供。
● 世界中のアジレント・テクノロジー・サービ
ス・センタでサービスが受けられるグローバ
ル保証。

●

記載事項は変更になる場合があります。
ご発注の際はご確認ください。
Copyright 2012
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お客様のアドバンテージ
お客様は、アジレント・テクノロジーが提供す
る多様な専門的テストおよび測定サービスを利
用することができます。こうしたサービスは、
お客様それぞれの技術的ニーズおよびビジネ
ス・ニーズに応じて購入することが可能です。
お客様は、設計、システム統合、プロジェクト
管理、その他の専門的なサービスのほか、校正、
追加料金によるアップグレード、保証期間終了
後の修理、オンサイトの教育およびトレーニン
グなどのサービスを購入することにより、問題
を効率良く解決して、市場のきびしい競争に勝
ち抜くことができます。世界各地の経験豊富な
アジレント・テクノロジーのエンジニアが、お
客様の生産性の向上、設備投資の回収率の最大
化、製品の測定確度の維持をお手伝いします。
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