
KPM1000　 5つの強み 
「Five Advantages of KPM1000」	

待機電力を正しくかつ精度良く計測るための技術！	
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「微少電力を精度良く測定するために電力計に求める5つの項目」 

1.  有効入力範囲が広いこと 

2.  CF（クレストファクタ） 
3.  THD測定、データ取得が容易なこと 

4.  計測器の配線方法にも配慮が必要 
電流測定回路が低インピーダンスであること 

5.  低価格であること 
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有効入力範囲とは 

12/01/26	 3	

有効入力範囲＝測定が可能な範囲 

仕様に謳われている確度で、測定が可能な範囲のことを「有効入力範囲」と呼びます。この有効入力範囲の
下限値は0%というのが理想ですが、測定方法等により数%の値を取るケースがほとんどです。下図の二つ
の容器は、同じ容量まで測定する事は出来ますが、Ⓐの容器は5%以下の目盛りがありません。一方Ⓑの容
器は1%のところまで目盛りがあります。容量が小さくなった場合の測定においては、Ⓐの容器よりもⒷの容
器の方が正しく（精度良く）測定する事が出来ます。	

 



有効入力範囲が広いこと 
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KPM1000 の有効入力範囲は「1%～」なので、各レンジにおいて、精度良く測定
する事ができます。	

　待機電力測定では、測定レンジをむやみに小さく出来ない場合があります。ス
イッチング電源などは、待機時になると電流が流れる時間が短くなり右図の様な
電流波形になることが多くあります。この様な波形では、電流実効値は小さいの

ですが、ピーク電流値が大きく、波高率(CF) も大きくなります。この状態では、有
効電力は小さいのですが、無効電力が大きいために 
                                                   　　も大きくなります。 
　電力計の電力レンジは、皮相電力に合わせて、レンジが決まりますので、有効

電力が小さくなっても皮相電力が大きければ、レンジを下げる事は出来ません。	

待機時の力率が悪い場合、適正な測定レンジ設定と有効入力範囲が測定精度に影響します。 

【例】待機時に230Vrms、0.018Arms、0.2W となる負荷を測
定してみます。この場合、電圧レンジは300V、電流レンジは
0.02A となりますので、電力レンジは6W（300V × 0.02A）レン
ジとなります。	
	

 
0.2W の有効電力を測定したいのに、有効入力範囲が「5%～」の電力計では0.3W 以下は正しく測定できない事になってしま
います。有効入力範囲が「1%～」の電力計であれば、0.06W まで正しく測定できます。	

 

スイッチング電源の電圧／電流波形 

‐電圧波形 

‐電流波形 

6Wレンジにて	
有効入力範囲	

5%の測定器	 KPM1000(1%)	

測定可能な下限電力値	 0.3W	 0.06W	

22 無効電力有効電力皮相電力 +=



クレストファクタとは 
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クレストファクタとは。波形のピーク値と実効値の比（ピーク値／実効値）で定義され、波高率とも言われます。
正弦波の場合、√2／1＝1.4142となります。 
 
KPM1000では、 
 
▶電圧（測定レンジ×3倍）／測定値または900Vpkのいずれか低い値 
▶電圧（測定レンジ×6倍）／測定値または120Apkのいずれか低い値	

測定値（実効値）

倍）（測定レンジ
クレストファクタ

6=

一般的に待機時は、アクティブ時よりも電流実効値は小さくなります
が、ピーク電流が実効値と比較して大きくなります。つまりクレスト
ファクタ( 以下、CF) が大きくなります。	
	

 　電力計の電流レンジは、実効値で表わされていることが多く、
そのレンジで許容できるピーク値はCF で定義されています。	
　右図／左はピーク値が0.9A の電流波形に、CF3 のものさし
とCF6のものさしを示しています。どちらのものさしでも
0.2Arms を測定できますが、CF3 のものさしでは、0.9A の
ピーク電流値を測定できず、レンジオーバーになってしまいま
す。この様な場合、レンジを１つ上げて測定するしかありませ
ん。（下図／右）そうすると、0.9A のピーク電流値が測定する
ことはできるのですが、分解能が粗くなったり、確度が悪くなっ
たりします。	

	

 



クレストファクタ 
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【例】ピーク電流が1A の被測定物を、CF3 とCF6 の測定器で測定した場合の誤差を求めてみます。この場合、CF3 の測定器
の電流レンジは0.5A レンジ、CF6 の測定器の電流レンジは0.2A レンジを設定する事になります。これらのレンジで0.2Arms を
測定すると、全レンジとも確度は、± (0.1%　of reading + 0.1% of range) ですから、測定誤差が± 0.3mA 軽減されます。	

待機電力を精度よく測定するためには、許容できるピーク電流値が大きい、つまり電流レンジの
クレストファクタ値が大きい測定器の使用をお奨めします。 

電流レンジの設定は、被測定物のピーク電流値とクレストファクタ値により決定します。	

KPM1000 のクレストファクタCFは「6」なので、特に待機電力を精度よく測定する
事ができます。	

0.2Aレンジで測定	 ± (0.2 × 0.1 % + 0.2 × 0.1% )= ± 0.4mA 

0.5Aレンジで測定	 ± (0.2 × 0.1 % + 0.5 × 0.1% )= ± 0.7mA 

クレストファクタ値

ピーク電流値
レンジ設定≥



THD測定、波形データ取得 
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右記の電圧波形は、会社の実験机のコンセント
の電圧波形と交流電源(PCR500M) の電圧波形
です。実験机の方の電圧波形では、ピーク部分

がつぶれていてフラットになっています。実際に
見てみると汚い波形で驚かされます。	

　この電圧波形データは、KPM1000 と無償アプ
リAssist Tool(Webよりダウンロード) を使用して
取得したものをexcel でグラフ化したものです。
高額なオシロスコープに電圧プローブ、電流プ
ローブを使用して観測していたことが、KPM1000 
とAssist Tool で簡単に実現できます。同等クラ
スにおいて、オプション追加することなくこの機能
を有しているのは「KPM1000」だけです。	

さらに電圧ひずみ率を求めることもできます。上記の波形で、交流電源(PCR500M) のTHD は「0.02 ～ 0.05%」程度でした
が、実験机の電源では「2.3 ～ 2.5%」と大きな値になりました。	
　待機電力の測定方法を定めたIEC62301 では、待機電力を測定する際の電圧ひずみ率が決められていて、THD 2%以下
であることを規定しています。実験机では、2%を超えていましたので試験できない事が解りました。規格試験まで厳密な測定
はしない場合でも、有効電力をはじめ、各測定値に影響が出てきますし、THD が変化するようであれば、測定の再現性が悪
くなります。先ず、測定を行う前に波形を確認したり、THD の値で評価したりする事をお奨めします。	



THD測定、データ取得が容易なこと 
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待機電力の測定方法を定めたIEC62301 規格では、 
待機電力を測定する際のTHD（電圧ひずみ率）が2%以下であることを規定しています。 

KPM1000 なら、高額なオシロスコープや電圧プローブ、電流プローブを使用せ
ずに、本体＋無償アプリAssist Tool（Web よりダウンロード）で簡単に測定でき
ます。	



計測器の配線方法にも配慮が必要 
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電流計の電流計測方法は、シャント方式やCT 方式等ありますが、それぞれにメリット、デメリットがあります。ここでは、イン
ピーダンスに着目して、シャント方式とCT 方式（KPM1000）を比較してみます。待機電力を測定する場合には、下図の様に
接続する必要があります。その理由は電圧測定回路に流れる電流にあります。 
 
測定電流が比較的小さい場合には電圧測定回路に流れる電流が無視出来ない大きさになるために、電流測定回路よりも、

電源側に電圧測定回路を接続します。また、測定電流が比較的大きい場合には、電流測定回路のインピーダンスによる電
圧降下の影響も出てきます。この場合には、電圧測定回路を電流測定回路よりEUT側に接続します。 

オプションのACマルチコンセントケーブルOT02-KPMを使用すれば、電圧測定
回路の位置をスイッチひとつで簡単に切り換えることができます。	

電圧測定回路の入力インピーダンスが理想であれば無限大
なのですが、有限の値となるので、印加された電圧により電
流ｉℓが流れてしまいます。図の点線で示した位置に電圧測

定回路があると電流測定回路は負荷に流れる電流ｉＬにｉℓが
加算されてしまいます。この電力誤差が許容できる範囲であ

れば、接続を変える必要はありませんが、許容できない場合
には、図の点線で示した位置に電圧測定回路がくるように
配線を切り換える必要があります。これは非常に面倒な作

業になります。	



電流測定回路が低インピーダンスであること 
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測定電流が比較的大きい場合、電流測定回路の入力インピーダンスによる電圧降下の影響がでてきます。 
KPM1000の場合、入力インピーダンスは2mΩ以下となっていますので、電圧降下の影響を受けにくいです。 

比較：入力インピーダンスの違いによる電圧降下、電力誤差 
例えば20Aの電流を計測した時の電圧降下と電力誤差は以下のようになります。 
 
 
 
 
 
 
上記条件で電圧100Vの場合、消費電力は2kWとなり、この時の誤差の影響は下表になります。 
 
 
 
 
 
 

  

KPM1000	 A社製品	

入力インピーダンス	 2mΩ	 16mΩ	

電圧降下	 0.04V	 0.32V	

電力誤差	 0.8W	 6.4W	

KPM1000	 A社製品	

消費電力	 2kW	 2kW	

電力測定誤差	 0.8W	 6.4W	

誤差率	 0.04%	 0.32%	

KPM1000	  の入力インピーダンスは、どの電流レンジでも「2mΩ以下」と非常に低
い値となっていますので、電力測定誤差も小さくなります。	



低価格であること 
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定価	
通信インターフェース	

RS232C	 GPIB	 USB	

KPM1000	 ￥158,000	 標準装備	 ＋￥30,000	 ＋￥20,000	

KPM1000 は、通信インターフェースRS232C が標準装備です。	
オプションのGPIB インターフェースまたはUSB インターフェースを付けても、
¥200,000 以下で購入できます。	



お見積り、お問合せ等は	  
弊社営業までお願いします。	

菊水電子工業株式会社	  
販売促進課	
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東北営業所　　TEL 022-374-3441 
北海道／青森県／岩手県／宮城県／秋田県／山形県／福島県 

北関東営業所　TEL 048-865-5010 
群馬県／埼玉県／茨城県／栃木県／千葉県／新潟県 

首都圏営業所　TEL 045-593-7530 
東京都／神奈川県／山梨県／長野県／静岡県（富士川以東） 

東海営業所　TEL 052-774-8600 
静岡県（富士川以西）／愛知県／三重県／岐阜県 

関西営業所　TEL 06-6339-2203 
富山県／石川県／福井県／滋賀県／京都府／奈良県／ 
和歌山県／大阪府／兵庫県／島根県／岡山県／広島県／ 
鳥取県／愛媛県／香川県／高知県／徳島県 

九州出張所　TEL 092-263-3680 
山口県／福岡県／佐賀県／長崎県／熊本県／大分県／ 
宮崎県／鹿児島県／沖縄県 


