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実効値測定
実効値の測定は、思ったよりも複雑
なものです。しかしいくら複雑でも、
それに惑わされることはありません。
真の実効値は、信号の形状に依存し
ない、唯一のAC電圧測定値です。多
くの場合、実効値は現実の波形に対
する最も便利な測定値です。

図1は、一般的な4種類の電圧パラメ
ータを示しています。ピーク電圧
（Vpk）とp-p電圧（Vpk-pk）は、特に説明
する必要はないでしょう。Vavgは、波
形の完全な1周期ですべての瞬時値を
平均した値です。V rmsの計算方法は、
後で説明します。

実効値は、等価DC値によってドライ
ブされる抵抗負荷が消費する電力量
AC電圧の測定にディジタル・マルチ と関係した、等価熱量の指標として
メータを使う場合、表示されている 表されることがあります。例えば、
値が、ピーク値か、平均値か、実効 1Vpkの正弦波は、0.707Vdc信号と同じ
（2乗平均平方根）値か、その他の値で 電力を抵抗負荷に与えます。信頼性
あるかが明確でなければなりません。 の高い実効値を測定することによっ
「その他の値」の場合は面倒なことに て、その信号が回路に与える影響が
なります。これは一般に実効値測定 わかります。
でよく起こります。

正弦波では、波形の負の半周期と正
の半周期が相殺されて、1周期の平均
はゼロとなります。信号の実効的な
振幅を把握するためには、このよう
な平均はあまり意味がありません。
したがって多くの電圧計は、波形の
絶対値に基づいてV avgを計算します。
正弦波では、これはVpk×0.637となり
ます（図2）。

AC電圧を測定する必要のある
エンジニア

はじめに

このアプリケーション・ノートは、
DMMを使用したさまざまな実効値測
定、信号が測定品質に与える影響、 図1. 一般的な電圧パラメータ
一般的な測定の落とし穴を避ける方
法について説明します。
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図2. Vavgは波形の絶対値に基づいて計算されます。
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Vrmsを求めるには、波形の各ポイント
を2乗し、それらの平均値を求め、そ
の平均値の平方根を計算します。純
粋な正弦波では、V pk ×0.707または
Vavg×1.11を計算することにより、こ
の値を求めることができます。安価
なピーク値応答型や平均値応答型の
電圧計は、これらのスケーリング係
数をもとにしてVrmsを求めています。
スケーリング係数が適用できるのは
純粋な正弦波だけです。その他の波
形にこの方法を用いると、誤った結
果が生じます。測定に最適な電圧計
を使用しないと、電圧計や信号によ
っては、最大40％もの誤差が生じま
す。
V pk のV rms に対する比をクレスト・フ
ァクタといい、これは測定確度に関
係する重要なパラメータです。クレ
スト・ファクタは、波形の実効値に
対して、波形のピーク値がどのくら
い高いかを表します。クレスト・フ
ァクタが大きいほど、正確なAC測定
が難しくなります。

実効値をより良く測定する
ためのヒント
実効値測定の重要性と難しさについ
て説明しました。それでは、日々の
測定作業を確実に行うにはどのよう
にすればよいでしょうか？これに対
しては、以下のヒントを参考にして
ください。

ヒント1：DMMがどのように実効
値を測定するかを理解する。
実効値を測定すると、マルチメータ
によってその値が異なります。マル
チメータが実効値を測定するために
用いる技術の概要を理解すれば、そ
のマルチメータがニーズに適してい
るかどうかを判断できます。以下に、
4つの一般的なマルチメータの技術に
ついて、その動作上の長所と短所を
まとめています。最初の3つは、ACか
らDCへの変換を行います。あとの1つ
はアナログ入力信号をディジタイズ
して、実効値を計算します。

広い帯域幅、大きなクレスト・ファ
クタの信号を高い確度で測定する場
合は、この熱変換モデルの使用を検
討してください。最新型の測定器で
は、アナログAC/DCコンバータ技術
により、かなりの帯域幅とクレス
ト・ファクタ性能を、優れた応答性
とともに得られます。高確度が必要
な場合は、ディジタル・サンプリン
グ法を採用したマルチメータを使用
することもできます。
ピーク／アベレージングAC-DC変換：

特に、安価な携帯型の電圧計に多く、
通常ピーク値または平均値から実効
値が計算されます。真の実効値は、
純粋な、歪みのない正弦波からのみ
得ることができます。現実の信号に
対する真の実効値測定が必要な場合
は、このような電圧計は適切ではあ
りません。
アナログAC/DCコンバータ： ミッド

レンジからハイエンドDMMの多く
は、アナログ回路で信号を2乗し、平
均を求め、その平均の平方根をとる
熱によるAC-DC変換： これは実効値 ことにより、ほぼすべての信号の真
大きなクレスト・ファクタには、2つ 測定の古い方法で、等価熱量を用い の実効値を測定します。集積回路の
の測定上の問題があります。その1つ る方法です。AC信号が熱電対を熱し、 発展により、最近のDMMは小型で確
は、入力レンジです。非常に低いデ 電圧計のDC部が熱電対の出力を読み 度も高く、比較的な安価です。
ューティ・サイクルで、比較的高い ます。帯域幅が広く、非常に高いク
ピーク振幅を持ったパルス列を想像 レスト・ファクタを扱えるのが長所
してください。このような信号では、 です。現実の広範な信号の真の実効
電圧計は高いピーク値と、非常に低 値を測定できます。
い実効値を同時に測定する必要があ
るので、入力レンジの上端では過負 この方法の短所は、コストです。ま
荷、下端では分解能の問題が生じる た、測定速度と低周波での確度との
可能性があります。
トレードオフにより柔軟性がありま
せん。これらの理由から、最新の
2つめの問題は、信号の高周波のエネ DMMではこの方法は使われていませ
ルギーの量です。一般にクレスト・ ん。
ファクタが大きいと高調波が多く、
これはどのような電圧計でも問題の
原因となります。実効値を測定する
ピーク値／平均値応答型の電圧計で
は、これは特に困難な問題となりま
す。
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ディジタル・サンプリング： この方法
は、ディジタル・オシロスコープと
似たサンプリング技術を使用して一
連のデータ・ポイントを測定し、実
効値アルゴリズムに送ります。同期
サンプリングでは、図3のように複数
のパスを使用して信号を捕捉します。
それぞれのパスが少しずつ遅延して
いるため、十分な数のパスがあれば、
非常に高い分解能で信号をディジタ
イズすることができます。

プリング・レートと広い帯域幅が得
られます。しかしこの方法が使える
のは、繰り返し信号に対してのみで
す。

ヒント2：信号が測定品質に与える
影響を理解する。

ここで、いくつかの異なる信号につ
いて考えます。最初は正弦波です。
正確な実効値測定をパルス列や他の 純粋な正弦波のクレスト・ファクタ
複雑な信号を対象とする場合は、真 は1.414であり、Vpkの値をスケーリン
の実効値電圧計のみがソリューショ グすることによって、ピーク値応答
ンとなります。しかしピーク値／平 型電圧計でも正確な実効値測定を行
均値応答型の電圧計を使用すれば、 うことができます。Vpkの値が500mV
コストを抑えることができます。電 のとき、実効値は350〜357mVと予想
圧計の種類により、実行できること されます（この範囲は、信号発生器自
体の不確かさを考慮したものです）。
この方法には、広範な信号に対する、 が異なることに注意してください。
例えば、ある真の実効値電圧計の表
真の実効値、高い確度といった長所
示値は353.53mVとなり、より安価な
があります。また、かなり遅いA/Dコ
平均値応答型電圧計でも、351mVを
ンバータでも非常に高速な実効サン
示し、ともに予想される範囲に入っ
ています。
図3. ディジタル・サンプリング

2番目のトリガ・ポイント
2nd
Trigger Point
1番目のトリガ・ポイント
1st Trigger Point

純粋な正弦波の場合と違って、図4に
示すような三角波は高周波のエネル
ギーを持つため、クレスト・ファク
タが1.732という値であっても驚きで
はありません。ピーク値をこのクレ
スト・ファクタで割ると、約290mV
という実効値が予想されます。平均
値応答型電圧計は対応が難しくなっ
てきて、276mVという値を示しまし
た。真の実効値電圧計の表示値は
288.68mVで、4％の誤差になっていま
す。
次にパルス列ですが、クレスト・フ
ァクタはデューティ・サイクルに依
存します。クレスト・ファクタの近
似値は、以下の式で計算できます。
CF 

図4. 三角波の実効値測定


T
—
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ここで：
CF＝クレスト・ファクタ
T＝波形の周期
t＝周期のオン部分
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また、これはデューティ・サイクル
の逆数の平方根に等しい値です。し
たがって、図5のようなパルス列のデ
ューティ・サイクルが2％のとき、ク
レスト・ファクタは50の平方根＝
7.071となります。

図5. デューティ・サイクルの低いパルス列の実効値測定

正弦波や三角波の実効値を計算する
ことは非常に容易でした。実効値は
V pkをクレスト・ファクタで割った値
です。しかし、パルス列のAC実効値
の計算は、次のように少し複雑です。




Vpk
Vrms＝——×
CF



1 2
1- ——
CF

この式を使用すると、図5のデューテ
ィ・サイクル2％の2Vpkパルス列の理
論的な実効値は、約280mVとなりま
す。仕様性能の範囲外であるこの場
合でも、真の実効値電圧計は275.9mV
を示しました。これに対して平均値
応答型電圧計の表示値は73mVを示
し、74％の誤差です。これは極端な
例ですが、クレスト・ファクタが測
定に与える影響がはっきりと示され
ています。

図6. ノイズの多い正弦波の実効値測定

さらにもう1つ、図6のようなノイズ
の多い乱れた正弦波を考えます。真
の実効値電圧計の値は348.99mVを示
し、ディジタル・オシロスコープの
測定値、345mVに近い値です。これ
に対して､平均値応答型電圧計は
273mVを示しており、これは20％を
超える誤差です。この誤差は、平均
値応答型電圧計の帯域幅が狭いこと
に起因します。この信号には、平均
値応答型電圧計が扱うことのできな
い高周波数のエネルギーが含まれて
います。
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ヒント3：一般的な測定の落とし穴
を避ける。

クレスト・ファクタが高い信号での飽
和の問題：クレスト・ファクタの高い

まとめ

AC実効値の測定値がおかしくても、
それだけで被試験回路に問題がある
と考える必要はありません。問題は
測定の方法にあるかもしれないから
です。以下は、実効値測定に影響す
る可能性のある一般的な測定の落と
し穴の例です。これらの内のいくつ
かはすでに説明しました。また、読
者が今までにも経験したことがある
かもしれません。

信号は、高周波成分により問題が生
じることに加えて、入力レンジにも
悪影響を与えることがあります。デ
ューティ・サイクル2％のパルス列を
思い出してください。7を超えるその
クレスト・ファクタは、ピーク値が
実効値の7倍以上であることを意味し
ます。つまり電圧計は、高いピーク
値で飽和を起こさず、低い実効値で
十分な振幅分解能を提供できなけれ
ばなりません。

AC実効値の測定は、思ったよりも複
雑なものです。しかし適切な知識が
少しあれば、その複雑さに対処する
ことができます。もしまだ確認して
いない場合は、クレスト・ファクタ、
帯域幅、その他の制限要素をDMMの
データシートで調べてください。そ
してできるだけ、それらの制限値を
守るようにします。

フルスケール以下での測定： 電圧計の
多くは、AC入力をフルスケールの5％
下か10％下で仕様化しています（フル
スケールの1％下という電圧計もあり
ます）。最高確度を得るには、できる
だけフルスケールの近くで測定する
必要があります。手動設定により最
大の入力レンジにできる場合は、オ
ートスケーリングを無効にして測定
する方法もあります。

さらに悪いことに、一般にクレス
ト・ファクタの飽和に対して過負荷
表示はされません。最大クレスト・
ファクタについての電圧計の仕様書
を確認して、それを超過しないよう
に注意が必要です。

帯域幅による誤差： 高調波を多く含む
信号では、大きな高調波成分を測定
できないと、測定値が低くなること
があります。そのような場合は、必
AC/DC結合： 急いでいたりすると、
要な帯域幅について測定器のデータ
このような簡単な問題を見逃してし シートを確認する必要があります。
まうことがあります。電圧計がAC結 そして信号がその範囲内であること
合（または選択可能なAC結合）の場合、 確かめてください。
入力信号と直列にキャパシタが挿入
され、これが信号のDC成分をブロッ 自己加熱による誤差： 電圧が高いと電
クします。その必要性は、測定する 圧計のシグナル・コンディショニン
信号や測定の目的によって異なりま グ部品が加熱して、オフセットを伴
す。
った測定値が示されることがありま

もしDC成分が必要なときに電圧計を
AC結合で使用すると、測定結果はき
わめて悪いものになる可能性があり
ます。参考として、大きなDCオフセ
ットのある小さなAC信号を測定する
必要があり、電圧計がAC＋DC測定を
サポートしていない場合は、AC結合
でAC成分を測定し、DC成分は別に測
定します。その後で、実効値の加算
によってAC＋DCを求めます。
2
2

AC＋DC＝AC
rms ＋DC
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す。最大入力電圧に注意して、超過
する場合は、電圧計が冷えるのを待
ってから次の測定を行います。
セトリング時間： 定義上、実効値測定

は、最低周波数の複数の周期で時間
平均を求める必要があります。した
がって、測定で低周波が重要でない
場合は、DMMに選択可能なアベレー
ジング・フィルタがあればそれを使
用します。

高品質の電圧計を仕様内で使用すれ
ば、一貫した信頼性の高い測定が行
えるはずです。

用語集
クレスト・ファクタ ：波形の実効値
に対する、ピーク値の高さ
DMM：ディジタル・マルチメータ
rms：root-mean-square
（2乗平均平方根）
の略
真の実効値 ：「真の」は、実際の実
効値を測定する電圧計を、ピーク値
や平均値から実効値を計算する電圧
計と区別するために用いています。
Vavg：波形の絶対値を使用して求めた
（周期の負部分を正として求めた）平
均電圧
Vpk：ピーク電圧
Vpk-pk：ピーク間の電圧
Vrms：AC電圧の実効値

関連カタログ
Data sheet：Agilent 34401A マルチメー
タ カタログ番号5968-0162JA
Data sheet：Agilent 3458Aマルチメー
タ カタログ番号5965-4971JA
Product overview：34970Aデータ収
集／スイッチ・ユニット
カタログ番号5965-5290J
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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。

電子計測UPDATE

www.agilent.co.jp/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。

このアプリケーションノートは、Agilentの著者による、1999年1月発行の
Evaluation Engineering に掲載された記事に基づいています。
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