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まえがき

電気回路の理論は電気工学一般の基礎としてきわめて重要で〉ある。また電気

回路理論は簡単明瞭であり，力学，熱，輸送，社会現象など，広い範囲のシス

テムを表現し解析するために利用される。電気系の学生は電気回路を深く勉強

し，電気現象を実感つきで理解し，計算能力も備える必要がある。また電気系

以外の広い専門範囲の学生は，電気回路の基礎を理解すれば，それぞれの分野

で知識を深めることができる。

電気回路理論は広く工学一般に応用されるものであり，工学システム理論の

基礎として位置づけられるべきものである。その一方で、は，従来どおりに電気

回路自体の計算を重視した講義も行われている。現在多くの大学の講義は，こ

の二つの流れの妥協点を探りつつ進んでいる。

著者は上記のような電気回路講義の変革期を含み数十年間，十校近くの短

大，学部，大学院などで電気回路，システム理論の講義を担当した。講義の志

向するところは大学ごとにさまざまであるが，学生の基礎学力， 意欲，進路も

さまざまであり，教師の主義主張だけで講義をしても学生はついてこない。広

い範囲の学生に対応できる教科書が必要であると感じてきたが，今回コロナ社

のご理解により世に問うこととなった。

この教科書は，学力の低い学生は自習に使い，また意欲ある学生は考えるこ

とを学び，高度の理論の入り口まで進む形にしてある。 13章に分かれている

が， 1章を 1コマの講義というのではなく，学生の学力や他教科との関連を考

えて，各章・節の中でも内容を取捨選択して講義し，例題を試みるようにお願

いする。

章末の演習問題も，だいたいにおいて易しいものから難しいものへ並べてあ

り，学カに応じて選んでbほしし3。著者は，問題の意味を考えずに計算能力を鍛
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える方式には賛成しない。各章末の演習問題だけでも理解に十分だと考える。

しかし種々の資格試験を目指す人たちには，並行して自分の能力に合った問題

集で勉強することをお勧めする。

なお回路素子の記号については，最近国際規格に準じて日本工業規格(]IS)

が改定された。この本も原則として新記号を用いている。しかし回路理論を深

く勉強する人たちは，古典の中で使われている旧記号も理解しなければならな

い。新旧記号の大きな相違点については，そのつど脚注で説明した。

コロナ社の方々には出版のお世話をいただいた。ご努力に感謝するととも

に，この教科書が，いろいろな意味で実力と講義のミスマッチに悩む学生諸君

の役に立つことを願っている。

2006年 9月

斎藤正男
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電気回路の基寵概念

1.1 電気の流れ

現在，電気は私たちの身近な場所でいろいろと利用されている。朝の目覚ま

し時計から，通学の電車，夜のテレ ビまで，日常生活は電気のおかげで成り立

っている。これからプロになる諸君としては，電気現象を理屈や暗記で理解す

るのでなく ，目の前でなにかが起きているという「肌で感じるj理解ができな

ければならない。

電気の流れ 電気の働きは，ほとんどの場合電気が流れることによって生

じる。私たちは，電気を利用するときには電線(コード)をつなぐ。電線を通

して電気が流れるようにするためである。電気は流れることによって仕事をす

る。 初心者はまず電気の流れを，水の流れをイメージしながら理解してほしい。

普通の電線は電気の流れやすい銅線でできていて，そこを流れる電気が外へ

逃げていくことはない。ちょうど大地に溝を掘って水を流すようなもので，水

は水路から外へ逃げ出すことはない。そ

して水が流れていくためには，行き止ま

りでは困る。上水道と下水道のようなも

ので，水の行く道と帰る道が必要である

(図1.1)。

電気も電力会社から流れてきて，電気

器具を動かし，帰っていく。したがっ 図1.1 流れには行きと帰りがある
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2 1 電 気回路の基礎概念

て，電線は行きと帰りの 2本が必要である。コードは 1本のように見えるが，

中には 2本の電線が入っている。

注意 電気が水と違うのは，プラスの電気とマイナスの電気があるとい

うことである。プラスの電気が右へ移動すると，電気は右に流れたことにな

る。しかしマイナスの電気が右へ移動すると，電気は左へ流れたことになる九

1.2 高さということ

水は高い所から低い所に向かつて流れる(図1.2(a))。流れには行きと帰

りがあるのだが，図には流れの一部だけが示しである。高さの差が大き いほ

ど，水は激しく流れる。

(a) 水の流れ

l 電 {lL X~ ， '1江町

、J lf 
fE荷の流れ

(b) 電気の流れ

図1.2 ifu:れは高さの差によって生じる

高さはどのように して測るのか。 山の高さの場合には，ある地点に高さを測

る基準点があって，そこから測る。しかし水の流れを決めるのはこつの水面の

高さの差だから，基準点がどこにあっても差を とれば同じである。基準点がど

こにあるのかにこだわる必要はない。

電位と電圧 電気の流れも同じである(図 (b))。地図を見るとどの点に

も高さがある。それと 同じように，電気回路でもそれぞれの場所に高さがあ

る。電気の高さを電位とい う。位は高さを意味する。高さの差が流れを決め

十 電気が流れて いるとき，それがプラスの電気による ものかマイ ナスの電気によるもの

かは，区別して考える必要はない。特別なことがなければ， マイナスの'屯気のことを

忘れて，プラスの電気だけが存在するかのように考えていてもさしっかえなしミ。もし

マイナスの電気があっ ても，それは自動的に計算の中に入ってくる。負の数とはそう

いうものである。
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13 流れの強さ 3 

る。高さの差を電位差，あるいは電圧というに電位，電圧の単位は (vJ(ボ

ルト)である。

1.3 流 れの 強さ

水の流れはどのように表したらよいのだろうか。 図 1.3(a) のように川岸

に立って流れを観測する。 1秒間にどれだけの水量がこの断面を通過したかを

調べれば，水の流れの激しさがわかる。つまり水の流れは (m3/sJで表される。

竿 字

(a) 水の流れ (b) 電荷の流れ

図 1.3 流れの強さは 1秒間に断面を通過した量

電荷と電流 電気の流れも水と同じである(図 (b))。電気は，水やお金

と同じように，現実に存在する「ものJ(実体)である。電気の量を，電荷と

いう。水の量を (m3Jで表し，お金を円で表すように，電気の量(つまり電

荷)を数字で表すことができる。電荷の単位は (CJ(クーロン)である。電

荷の流れを電流という。単位は Cc/sJとなるが，普通はそれを CAJ(アンペ

ア)という。

電圧と電流は，電気回路で最も基本的な量である。いつも水の流れを頭の中

に描いてほしし〉。

アナロジー 電気の流れと水の流れは，内容が違う現象であるのに，イメ

ージや数式としては同じように考えることができる。ほかにも熱の流れや気体

T 電位差と電圧は，どちらを使ってもよい。使い分けるのなら，普通は電圧といし、高
さを意識するときに電位差といえばよい。
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4 1 電気回路の基礎概念

分子の流れ，経済活動など，同じように考えて解析できる現象が多い。「似た

ものだ」とする考え方を，アナロジー(類似，たとえ)と呼んでいる。電気回

路の知識は，単に電気回路の解析や設計に使うだけでなく，さまざまな現象を

わかりやすく解析するために利用される。

1.4 電気は仕事をする

図 1.4(a) を考える。崖の上は高い場所，下は低い場所で， I高さの差」

がある。崖の上にあるものは，落ちることによって仕事ができる。当たれば痛

いし，板で受けると音が出る。このように高い場所にあるもの(水でもよい)

は，仕事をする潜在的能力をもっている。それが位置のエネルギーである。

水の流れ 電荷の流れ。。。/寸 。。03 高い 高い

牟 畳一
低い 痛い 低い 仕事をする

(a) 高い崖からものが (b) 高い電位から電荷が
落ちると仕事をする 落ちると仕事をする

図1.4 高い場所にあるものは仕事ができる

電気のエネルギー 今度は図 (b)を考えよう。図は 2本の電線を示して

いる。上の電線は，下の電線よりも高い電位にある。したがって上の電線を流

れてくる電荷は，下に落ちることによって仕事ができる。例えばモータを上下

の電線の聞に接続すると，そこを電気が流れ，モータが回転して仕事をする。

図(a )の崖では落差が大きいほど，またものが重いほど大きな仕事ができ

ることが理解できると思う。電気の場合も同じである。数式についてはすぐ後

で学ぶ。

コ
ロ

ナ
社



1.5 電気抵抗 5 

1.5 電気抵抗

図l.2(a) をもう一度考えよう。あるパイプを通して水が流れるとき，水

面の高さの差が大きいほど激しく水が流れる。つまり流れる水の量は，落差に

比例する。式で表すと，つぎのようになる。

(落差)= (比例定数)x (流れる水の量) (1.1) 

この比例定数は，パイプの太さや長さによって決まる。パイプが細く長い

と，同じ水を流すのに大きな圧力(つまり落差)が必要だから，比例定数は大

きくなる。この比例定数は，水の「流れにくさんつまりパイプの「抵抗Jを

表している(図1.5)。

少ない流れ

(a) 抵抗が小さい (b) 抵抗が大きい

図1.5 抵抗の大小

抵抗とコンダクタンス 電気でも同じである。電位差 Vと電流 Iの関係

は，次式のような比例関係になる。

(電位差 V)ニ(比例定数)x (電流l) (l. 2) 

この比例定数を電気抵抗，あるいは単に抵抗という。抵抗は電流の「流れにく

さ」を表す定数であり，普通は Rと書く 。抵抗の単位は [n] (オーム)であ

る。実際の現象では，Rは正の値になる。式(l.2) と同じことを記号で書く

と，つぎのようになる。

V=Rl (l.3) 

抵抗 Rの逆数を Gと書く。それは電流の「流れやすさ」を表す定数で，コ

ンダクタンスという。コンダクタンスの単位は [S] (ジーメンス)である。
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