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有効数字と相対誤差の関係

次の測定値を正しい書き方に改め、有効桁数を答えよ。

さらに相対誤差と有効桁数の関連性について述べよ。

(1) 60 Hz ±5割

(2) 60 Hz ±10 %

(3) 60 Hz ±5 %

(4) 60 Hz ±1 %

(5) 60 Hz ±0.5 %

(6) 60 Hz ±0.05 %

(7) 60 Hz ±5 ppm

(8) 60 Hz ±5 ppb
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数値の丸め

(1) 1.23  （2桁）

(2) 1.2344   （3桁）

(3) 1.2344   （4桁）

(4) 1.26 （2桁）

(5) 1.2501   （2桁）

(6) 1.2967 （3桁）

(7) 1.2967 （4桁）

(8) 0.105     （2桁）

(9) 1.450    （2桁）

(10) 1.4501   （2桁）

(11) 1.25   （2桁）

(12) 0.0625   （2桁）

(13) 0.0955   （2桁）

(14) 1.350    （2桁）

(15) 1.15      （2桁）

(16) 0.095    （2桁）

次の測定値を（ ）内に指示された桁の有効数字に丸めなさい。
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有効数字
4

測定値を指示に従って丸め、有効数字を明確にするために指数表示しなさい。
(1) 84500 人 (2桁)
(2) 2.3 mA  (2桁)
(3) 0.04 kV  (2桁)
(4) 88.253 mm (3桁)
(5) 6220.5 g (4桁)
(6) 50.4 mm (2桁)
(7) 519.5 V (3桁)
(8) 1013.5 hPa (3桁)
(9) 1299.83 K (2桁)
(10) 170.5 ℃ (3桁)

次の測定値を正しい書き方に改めなさい。必要なら指数表示すること。
(1) 6051.7±30
(2) 8.124±0.031
(3) 9.82±0.023
(4) 3.123x102±2
(5) 5.678x10-7±3x10-9
(6) 56.23±0.172
(7) 12.15±0.21
(8) 234.673±0.10
(9) 0.254±0.0003
（10） 2億4000万 光年 ±5 光年



有効数字を考えた四則演算１
次に示す測定値の計算をしなさい．

(1) 3.25+1.24

(2) 86.2+137.25

(3) 11.3+2.74

(4) 365.73-358.6

(5) 10.01+352.2+0.005

(6) 10.01+352.2+0.0462

(7) 0.1005 m +352.2 cm +0.062 mm （単位が異なる長さ）

(8) 21.6+0.54

(9) 32.4 ℃-20.0 ℃ （温度差）

(10) 21.2 ℃-20.0 ℃ （温度差）

(11) 20.3 ℃-20.0 ℃ （温度差）

(12) 4万3000人+3人 （ある駅の一日の利用者数）

(12) 10億5千万 光年 + 1000 光年
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有効数字を考えた四則演算２
次に示す測定値の計算をしなさい。

(2) 13.57÷4.56

(3) 13.57423÷4.56

(4) 4.56÷13.57

(5) 244÷31

(6) 3.6×2.574

(7) 8.1×1024×4.938×10-13

(8) 1.234×5.6

(9) 23.71÷1.3

(10) 6.998×3

(11) 6.998×3  (3は定数)

(12) 63.52×1.00

(1) 13.57×4.56
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測定の不確かさの評価方法

ランダム誤差
（ばらつき）

系統誤差
（かたより）

Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM)
1995年にISOから発行された「不確かさ」の標準的な評価勧告
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統計解析の適用
（Aタイプの標準不確かさ）

理論解析・推測
（Bタイプの標準不確かさ）

合成標準不確かさ
信頼度68 %

拡張不確かさ
信頼度95 %

x
複数回の測定

x x U 
最終的に，
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測定の不確かさ
誤差を分別すると（ a ）誤差と（ b ）誤差の2種類に分けることができる．

（ c ）誤差は測定平均を中心に左右対称な「ばらつき」を有する性質があ

るので（ d ）解析を適用することができる．一方（ e ）誤差は（ f ）解

析によって測定の「かたより」を調べることができる．

平均誤差（標準偏差）を求める際に，残差（平均と測定値の差）を2乗する理由

を述べなさい．

1回だけの測定で得られた結果をそのまま「測定値」としてレポート報告する

ことができない理由を10文字以内で述べなさい．

次の記述問題に答えなさい．

(1) 誤差と不確かさの違いを説明しなさい．

(2) 計測器の校正とはどのような作業であるか説明しなさい．

(3) トレーサビリティーについて説明しなさい．

(4) Aタイプの標準不確かさとBタイプの標準不確かさの違いを説明しなさい．

（1）

（2）

（3）

（4）
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