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PC7000概要

デジタル・マルチメータPC7000は，一言で言っ
てしまえば，高機能なデジタル表示のテスタです．
ちょっと大き目なガッチリとしたボディに信頼感
のあるテスタ・リード，この無骨感に似合わない
高い確度と，それを拡張した多彩な能力を持った
測定器です．

同社のU-50D，YX-360TRなどのアナログ・テ
スタで育ってきた筆者にとってsanwaは信頼のブ
ランドであり，テスタを超えたマルチメータの上位
機種ということで高い期待を持っての試用でした．

@@この機種の位置付け

P C の接続可能なデジタル・マルチメータは
sanwaのテスタ，マルチメータの中でほぼ最上位
に位置します．このシリーズの機種としては
PC720M，PC710，PC700などがありますが，そ
のうちの最上位機種PC720Mの機能を見直して若
干価格を調整したものが本機，PC7000ではない
かと思われます．

機能の見直しと言っても，省かれたのは本体での
データロギング機能だけです．これはPC接続ができ
れば不要な機能であり，他は測定可能な抵抗値上限
が60MΩから50MΩになった程度の変化しかあり
ません．PC7000は表示が1桁増え，周波数カウンタ
の上限周波数は上がり，dBm表示に対応しました．

このマルチメータはsanwaの2020年度カタログ
で他分野の2機種と共に表紙を飾っています．同
社のイチオシであることは間違いありません．

PC7000の機能

具体的な機能は項目別に試してみるとしまし
て，まずはアウトラインを説明します．

マルチメータはテスタを拡張したものですから，
一般的な電圧測定，電流測定，抵抗測定をカバー
しています．そしてコンデンサの容量測定，周波
数測定，温度測定が可能です．PC7000は直販価
格で税別28,800円という少々高めの価格設定であ
り，安価なデジタル・マルチメータが1万円以下で
買えることを考えると，機能がちょっと多くても
…という気持ちになってしまうかもしれません．

計測器の老舗メーカーである三和電気計器の最新のデジタル・マ
ルチメータを紹介するとともに，テスタをはるかに超えた測定性能，
機能の活用を解説します．最高レベルの製品の多彩な機能・高性能
にきっと驚かれるのではないでしょうか． 丈
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本機の最大の特徴はその精密さ，丈夫さにあり
ます．例えば直流電圧の確度（精度）は一番良い
ところで0 . 03％＋2デジット（Column 1参照），
基準電圧源ICの温度ドリフト（最大で100ppm/℃
程度）を観測することも可能です．

丈夫さは快適なオートレンジ動作につながりま
す．電圧を読むのか，電流を読むか，抵抗を読む
のかを決め，次にどういう表示にするのかを
SELECTボタンで選択すれば（写真1，写真2），
あとは最高精度の条件下で測定されます．

後述するように電流レンジでのヒューズ飛びだ

けは気を付けてください．筆者が実際にヒューズ
を飛ばすことはありませんでしたが．

表示がドットマトリクス方式ではないので，計
測値が読みやすいのも助かります（写真3）．表示
器には単位も表示され，読み取りミスを防いでく
れます．

写真1　メインのセレクタで機能を選ぶ
サブ機能は色を変えて表示してある

写真2　各種機能・表示を選ぶファンクションキー

写真3　スイッチON直後のLCD全表示状態
数字・単位が読みやすく，下には毎秒60回更新のバーグラフ
表示がある

Column

本機のようなデジタル表示の測定器では，確度は
c％＋oデジット という形で表記されます．確度と
いうのは真の値に対して測定器が示す数値の範囲で
すが，％とデジットの組み合わせの意味はご存じでし
ょうか．

本文にも記したとおり，アナログ・メータの確度は
フルスケールに対してc％という形で表記されます．
例えば10Vフルスケールのメータが1％の確度を持
っているとすると，それはメータのどこを指針が示し
ていても，その読み取り値の±0.1Vまでに真値があ
るということを意味します．

一方デジタル・メータ，特にオートレンジの製品の
場合はフルスケールと言う概念がありません．そこ
で内部にある基準電圧や電圧に変換する部分に起因
する誤差を「読み取り値に対してc％」という形で表

記し，AD変換器の直線性のような数字そのものに影
響する誤差をoデジットという表記で示しています．

本機の電圧測定の最小レンジは 500 mV，確度は
0.03％＋2デジットです．このため真値が100mV

（5桁で表示可能）であるものを測定した際の表示の
範囲は（100±0.05）mV，1mV（3桁で表示）を測
定した際の表示範囲は（ 1± 0 . 0203 ）mV ≒（ 1±
0.02）mVとなります．

通常は確度表記の％側が表示誤差の主因となりま
すが，表示桁が減少してしまう後者の場合は確度表
記のデジット部分が誤差の主因となるのです．しか
しながら，PC7000は対応範囲が広いので，表示桁
が減少してしまうことは滅多にありません．

具体的な計算例は取扱説明書の最後にも記載があ
りますのでご覧ください．

1 確度表示のデジットって何？
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各種測定とその特徴

では，分野別測定とその特徴を追ってみましょう．

直流電圧測定

マルチメータの一番の基本動作は，この電圧測
定です．PC7000は5V以下なら0.03％＋2デジッ
ト，500V以下でも0.05％＋2デジットという確度
を持っています．

この電圧測定の誤差は読み取り値に対しての誤
差です．えっ，みんなそうじゃないの？ と思われ
るかもしれませんが，例えばアナログ・メータの確
度はフルスケールに対してであり，読み取りに対し
てではありませんから，確度が根本的に違います．

本機は5万カウントを表示しますから（写真4），
2デジットの誤差は最小で0.004％，最大でも0.04
％となります．これと読み取り値ごとの確度（0.03
％）を足した 0 . 07％が真の値との最大のずれ，
0 . 044％が最小のずれとなります．例えば本機で

1 . 0000Vを読み
取った場合，（ 1
± 0 . 0005 ）V の
範囲に真の値が
あるわけで，驚
異的な精度だと
いうことが分か
ると思います．

ところでマル
チメータ（ テス
タ ）を選ぶ際に
気を付けたいこ
との1つに，電圧
レンジの最大電
圧 があります ．
600Vまでの製品
があるのです ．
真空管リグのフ
ァイナルの電圧
は300〜900Vぐ

らいですから600Vでは測定できない場合があり
ます．1000Vを超えるとテスタ棒の耐圧問題や測
定時の感電の危険が出てきますので，これ以上の
レンジがあっても事実上使えません．P C 7000
の1000Vという最大電圧はとても理にかなってい
ます．

PC7000は直流電圧に限り，写真5のような50
万カウント・モードも持っています．分解能は1桁
上がりますから，より細かい測定が可能になりま
す．ただし確度は変わりません．例えば 5V以下
であれば0 .03％＋20デジットになります．これは
電圧の変化を観察したり大小を比べるような場合
に，より細かく観察できるようになります．

分圧器の都合でしょうか，本機は高い電圧レン
ジでは多少確度が下がりますが，実際は入力抵抗
が無限大でないことによる測定テクニック上の精
度低下もあることに気を付けてください．本機の
入力抵抗は60MΩ．もちろんこれはトップクラス
の値ですが，1000Vを測定するときには16 . 7μA
が流れます．

交流電圧測定

直流電圧と同じように交流電圧も測定できま
す．この交流電圧には平均値と実効値があること
はご存じと思います．

図1はAC100V，負荷抵抗100Ωの場合の波形
です．電圧波形の最大は141 .4V，最小は0Vで波
形は上下対称，積分して時間で割ると分かるので

い電圧が表示され

定をしています．
電圧測定でも高精

た直流電圧と交
できるので，写真

プレートの直流電
では6V）を同時

Fと書いてあるレ
で10％，440Hzで

LPF）が挿入さ
高調波の多い電

書かれています．
Cコンバータのよ
でき，もしもLPF
であれば，その電

と判断すること

．安価な物では
が，送信回路

です．
る機能もあります．

写真5　50万カウントは6桁表示．バーグラフも出る

測定中
ない

写真4　基本中の基本機能 
電圧測定
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すが絶対値の平均は約89 .85Vになります．一方，
電圧と電流を掛けて算出した電力の場合は最大は
200W，最小は0W，波形は上下対称ですから平均
は100Wです．

平均電力が 100 W ということから逆算すると，
平均電圧は100Vであるかのように思われますが，
測定するとやはり90V弱しかありませ
ん．平均は 90 V 弱だけれども実際は
100 V 分の実力があるわけで，この
100Vを実効値と呼んでいます．

交流電圧を測定するときは測定結果
として平均値しか得られませんから，
これを実効値に合わせて目盛っておく
というのが通常のメータの設計となっ
ています．でも波形が変わると平均値
と実効値の差が変わりますから，目盛
りを振りなおして合わせ込む方法は正
弦波など特定の波形に対してしか使え
ません．例えば図2の方形波は実効値と
平均値が同じになりますので，正弦波

で目盛られたメータでは11％高い電圧が表示され
てしまいます．

そこで PC 7000 は実効値で測定をしています．
これにより誤差が出がちな交流電圧測定でも高精
度な測定が可能になりました．また直流電圧と交
流電圧を同時に測定することができるので，写真

6 のように真空管ファイナルのプレートの直流電
圧と残留リップル（交流分：写真では6V）を同時
に測ることが可能です．

写真1（p.19）をよく見るとLPFと書いてあるレ
ンジがあります．これは200Hzで10％，440Hzで
40％減衰させるローパスフィルタ（LPF）が挿入さ
れるもので，インバータのような高調波の多い電
源に対応すると取扱説明書には書かれています．

他にも自家用発電機やDC-ACコンバータのよ
うな製品にもこのレンジは活用でき，もしもLPF
入りと抜きで電圧が変わるようであれば，その電
源は波形に問題がある可能性ありと判断すること
ができます．

直流電流測定

電流レンジは最大10Aまでです．安価な物では
大電流モードがない製品もありますが，送信回路
を自作するのであれば必須の機能です．

PC7000には最大値などを取る機能もあります．

電
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図2　平均値と実効値が同一となる例
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図1　電圧振幅と電力振幅の様子

写真6　真空管HF機フルパワー送信でのファイナル電圧測定中
直流分818.5V，交流分が6Vあるがビーム管なので問題ない
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