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改訂版への序

本書の前身である「電気回路入門Jがコロナ社から発刊 されてから，すでに

10年以上が経過した. 発刊当時には時代に先がけた教授方法を取り入れ， 変

わったスタイルだという批評を受けたこの本も，今となると少しも新しくはな

く，逆に古い点が自につくようになった.

この 10年間に明瞭に生じた変化としては，電気回路の講義が単に電気回路

の知識を教えるものではなく，電子回路はもとより工学システム一般に対する

基礎的解析法， 設計法を教える ものになり，工学システムを扱う共通の「こと

ば」に昇化しつつある. その意味では， 10数年前に本書を書いたときの方針

は正しかったといえる.

安定性，アナロジー，信号線図などの手法を回路理論の講義の中に体系づけ

て教援することは， 今日ではむしろ普通のことになってきている.もちろん，

わが国の大学の中には，旧態依然と した講義を続けているとこ ろもあるけれど

も，それは問題としなくてもよいであろう .

しかし一方では， 10年の聞にはこの本も細かな点で不足が目につくよ うに

なった.特に電子計算機の普及に伴って， 工学システムの解析と設計ーには大き

な変化が生じた.この点では，電気回路理論からの思考方法は，最適化，ラン

ダムシ ミュレーションなどの計算法の技術と協力しなければならない立場にあ

る.こ の面では，回路理論の講義にはまだまだ大きな変化があるであろう が，

計算機だからといって，力づ くで計算をするのではな く， 回路理論の基本的思

考方法を背景にした見通しのよい問題解決の態度が，実は必要である.その意

味では，回路理論の大筋の教援法には変化がないと思う.

今回の改討では， 旧版の基本方針はそのまま保ちつつ， 状態方程式などの不

足分を補い，また説明の細かし、点に改良を加えた.この改訂によって，今後 10
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年位の使用には耐えられるのではないかと思う.

改訂の準備に当たっては，数え切れないほど多くの方々から，講義の経験を

通しての貴重な御意見をいただいた.ここに厚く感謝の意を表したい.また，

改訂作業では， コロ ナ社横尾一彦氏が大いに努力された.併して謝意を表した

L、.

昭和 56年 1月

賢藤 正 男
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初版のまえがき

電気回路の理論は，線形な系の取り扱い方を習得するという意味で，電気工

学においては，もっとも基本的で重要な課目であるが，学校で行な う講義は，

限られた時間に多くの内容を盛り込むために，どうしても短期速成科的な教え

方になってしまう.こればかりは電気匿を廃業しなし、かぎり，試験が済んだか

らといって縁を切るわけにはし、かない.職場に出てからでも，もう一度ゆっく

りと電気回路の理論を見直していただけると幸いである.

この本は，初めて電気回路を学ぶ人たちの教科書や参考書として用いてもよ

いが，そのほかに実際の電気回路について少しばかり親しくなった人たちが，

もう一度電気回路について考えてみるのに適当な書き方をしてある.かなり直

観的な理解の仕方に重点を置いているから，これから電気回路の理論の専門家

になろう とする人たちは，もっとしっかりとした書き方の書物へと進んでい っ

ていただきたい.

電気回路の理論は，本来厳密に組み立てられるものであるが，徹底的に最後

まで厳密に論じようとすると，大学の学部や大学院の講義の段階では済むもの

ではない.また，いたずらに厳密さのためだけの議論が多くなって，読者にと

ってはあまりおもしろくない.そのようなわけで，いつも厳密に考えろと主張

するのもあまり意味のない話である.たいていの電気工学家は，電気回路につ

いての整理されたものの考え方，ある程度の計算技術，それに学問の領域と し

てどのようであるかというだいたいの見通しがあれば，じゅうぶんであろう .

さて，この本で・扱っている段階では，電気回路でのものの考え方と計算の技

術は，車の両輪のようなものであるから，両方とも身に付けていく心がけが必

要である .たしかに理屈だけ知っていれば，あるていどは実際の問題をこなす

こともできるが，それで勉強が終わりだと思っている人は，草野球出身の野球
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の評論家のようなもので，自分がパッターボックスにはいるとなかなか思うと

おりにはいかぬものであることを痛感するであろう.基本法則さえ知っていれ

ば，あとはどういうふうに自己流で計算しでもできるという態度ではなしこ

の本の説明に従って自分で紙と鉛筆を持って練習し，電気工学の専門家らしい

すっきりした考え方と計算技術を身に付けてほしい.それはまた，自分の考え

方を整理しでもっと 高度の理論へ進むための準備にもなることである.

この本の出版にあたっては，コロナ社社長藤田末治氏をはじめ，その他多く

のかたたちのお世話になった.ここで厚くお礼を申し上げる.

1967年 2月

青藤正男
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1.直 流 回 路

1.1 電気回路の計算

電気回路の計算は，オームの法則とキルヒホッ フの法則から成り 立っている

といってよい.オームの法則は，広い意味に解釈すれば，素子の性質を表すも

のであり，キルヒホップの法則は，素子の接続を表すものである.つまり，電

気回路の計算は，素子の物理的 ・数値的な性質を表す法則と，接続，つまり幾

何学的な性質を表す法則の上に組

み立てられている.

いま，図1.1(a)の電気回路

があるとき， これをわれわれは図

(b)のような回路図で表現し，

それについて計算をする.この場

ι電流山吉
発電機

(a) (b) 

図1.1

合，図 (b)の回路については， 抵抗 Rではオームの法則

e=Ri (R>O) (1. 1) 

が厳密に成立するもの とし，電圧源 eoは電流に無関係に一定の電圧を生じ，

電流源 ioは電圧に無関係に一定の電圧を生じるものとしている.

図 (a)の実際の電気回路では， 上のような仮定は厳密には成立しない. 抵

抗器では，電流が流れると温度が上昇して抵抗値が変化する.また，電流が流

れてもまったく電圧が一定に保たれる電源などは，実際には存在しない.した

がって，図 (b)のような電気回路を想定することは，一種の理想化・モデル

イじである.

このように，われわれは現実の電気回路についてではなく，図 (b)のよ う
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2 1.直流回路

に理想化された回路について計算をしている.したがって，解が求まらないと

とがあるかもしれないし，計算をしても実際の現象に近い答が得られるという

保証はない.このようなことは，現実の問題を扱うときに必ず起きるのである

が，電気回路の場合には，計算の結果はほとんどの場合，ひじように正確に実

際の現象に合致するのであり，そのためにかえってわれわれは，上のような仮

抵抗 電圧源 電流源 定をしていることを忘れがちになる.

ド • I tt 抵抗・電圧源・電流源は， 図 1.2のような記
+l 十I I 

e~R e-r UJ 号で表す.また，この章では，電圧，電流が時間

I I I に関係なく一定である場合，すなわち直流回路を

e=Ri e=向

図1.2

Z=~Q 
論じる.実は，直流回路について計算を正しく理

解しておくと ，他の場合の計算はすべて直流回路

と同じ計算法に帰着され，容易に理解される.

1.2 キルヒホッフの法則

オームの法則が，抵抗という一つの理想的素子の性質を表すものであるのに

対し，キルヒホッフの法則は，素子どうしの結合の仕方が，電圧や電流などに

どのような関係をもたらすかを表現したものである.

まず，いくつかの用語を定義しなければいけない.図1.1，図1.2に示すい

ろいろな素子が組み合わされて一つの回路ができるのであるが， 素子のつなが

り方だけを問題にするときには，簡単のために，これ
節点

を図1.3のような線分で表すことにする. そして，

節点・校・閉路を，図 1.3に示すように定義する.厳

密にこれらを定義するには，位相幾何学の概念をかり

なければならないが， 要するに， 校は図1.2のどれ

図1.3 節点・校・閉路 かの素子， 節点は枝どうしの接触点， 閉路は枝を通
みち

って一回りする路のことである.校と閉路には，向きをつけて考えることにす

る.

以上の準備ができると，キル ヒホッフの第1法則は，つぎのように表される.

「一つの節点に流れ込む電流の和は，零である.J

コ
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1.2 キJレヒホッフの法則 3 

物理の時間に習ったことであろうが， 電流は電荷という，ある「実体」 の流

れである.現実の物品の輸送では目減りや紛失のあることもあるが， 電荷はそ

うではなしまた節点に一時貯蔵されるこ

ともないので，入ってきただけのものは，

出て行かなければならない(図 1.4).

つぎに，キルヒホップの第2法則を書い

てみる.

「閉路に沿って一回りするとき， (符号を

考えて )電圧の和をつくると，零になる.J 

交差点 A に荷物をおく こと はで

きない.Aに入ってきただけの荷

物はすぐに出て行かなくてはなら

ない.

図1.4

これは，電位というものを考えてよいということである.一つの素子の両端

の電圧は，その両端の電位の差である.電位というものは，山の高さ と同じよ

うなものだと考えればよい.ある地点

から他の地点へ行こうと思えば， 道は

いくつもあるかもしれないが， 何 m

上がって何 m 下がったかを，符号を

つけて足し合わせれば，どの道でも閉

じことになるし，とくに一回り して元

のところへもどってくれば，上がり・

下がりの和は必ず零になる(図 1.5).
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登り降りした高さに符号をつけて

足せば，一回りすれば零になる.

図1.5
オームの法則とキルヒホ ッフの法則

を用いれば，電気回路についての計算を行う ことができる.少し例について考

えてみよう.

【例 1.1】 図 1.6の回路について考えよ

う.

各節点について，キルヒホッフの第l法則

を適用してみると，つぎのようになる.

節点 A:i1ーら =0

節点 B:らーら+九 =0

節点 C:ia --i1 - i. = 0 

下lf12
単位 :V， Q 

図1.6
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4 1.直流 回 路

節点 D:一九十九 =0

また，キ/レヒホッフの第2法則はつぎのようにな る.

閉路 CABC : 4 -3らーら =0

閉路 CABDC:4 -3ら+2九一 2=0

閉路 CBDC : i3十 2i4ー 2=0

このほかにも， たとえば CABCDBCというように， 一度通った路をまた

通るようなものを考える と，きりがない.

さて，以上で h"""Z5を未知数と考えると， 5個の未知数に対して 7個の方程

式があり ，もし解があるのならば，方程式の中に余分なものがあるはずである.

そこで，試みに，節点 Dと閉路 CBDCについての方程式を一時取り除い

て，残りの方程式を解くと

10 14 ==. z，=一， Z4 = Z5 =一 (A)=Z2=11' ZS=11' z4=z5=11 

となる.これらをさきに取り除いた方程式に代入してみると満足するので，た

しかに解であることがわかる.

【例 1.2】 前の回路で， 20の抵抗と 30の抵抗を短絡して考えてみよう

(図 1.7).

キノレヒホップの第 l法則は

4 

" " 

単位 :V， Q 

図1.7

2 第2法則は

となり，明らかに解は存在しない.

れーら+ら =0

-i1十らーら =0

4ーら =0

4-2=0 ? 

ら-2=0

このようなわけで，オームの法則とキルヒホッフの法則を用いて， 電気回路

の状態を求めよう とすると， 解の存在する場合と存在しない場合とがある.現

実の回路では，素子を導線でつなげば必ず回路をつくることができ，したがっ

て，その回路の状態も存在するはずであるから，解が存在しないという不合理
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1.3 回 路方程式 5 

は，素子を理想化したために生じたものである.

それでは解が存在しないのは， どのような場合であろうか. [例1.2Jの場

合には， 4 V と 2Vの電圧源が直接につながれているところに原因がある.

電圧源や電流源は，相手にかまわずに一定の電圧や電流を出すものであるか

ら，これらは，キルヒホッフの法則にはじめから反することがないように，配

置されていなくてはならない(妥協することを知らぬがんこ者は，互いに衝突

しないように配置しておかなくてはならない). この事情は， つぎのように表

現される.

「電圧源だけを通って閉路がつくれるときには， その閉路に沿って電圧の和

をつくると零になる.J 

「回路から電流源をすべて取り除いてみる. もし， 回路が孤立したい くつか

の部分に分かれるならば，そのおのおのの部分に電流源から流れ込む電流の和

は，零である.J 

( a) (b) 

図1.8

たとえば，図1.8 (a)の回路では

elーのーの=0

図 1.8(b)の回路では

i1ーら ーら=0

でなければならない.

逆に， ここでは証明をしないが，上の条件が成立していれば，回路の方程式

を解L、て状態を求めることができる.

1.3 回路方程式

オームの法則とキルヒホッフの法則を知っていれば，電気回路の計算を進め
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