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直流回路の応用として，回転式可変抵抗器の回転角度をデジタルで表示させる方法を考えた。ただ，実
際に表示させるには多少の困難と工夫があり，生徒へ与える探求活動のテーマとしてもそこそこの難易度
があると思われる。あるいは回路を提示して，なぜこの回路が角度を表示するのか考えさせてもいい教材
となるであろう。

身の回りの電気製品や実験に用いる測定器具に
は，デジタルで数値を表示するものも多い。とり
わけ測定器具はどのような仕組みがはたらいてい
るのか気になるときがある。簡単な道具で直流回
路を作成し，分度器の角度をデジタル表示する教
材を考えたので，以下に紹介させていただく。な
お表示器具はデジタルマルチメーター（以下 DM
M）で，電圧モードを使用する。

１ 理論
起電力 E[V]の直流電源，定抵抗 R[Ω]，回転

式可変抵抗 r[Ω]（ただし r は0～ r0[Ω]の範囲），
電圧計（DMM）を用いて図１のような回路を作
る。なお回転式可変抵抗の抵抗値は回転角に比例
するものとする。

(1)電圧が角度に比例するために
図１の回路では，可変抵抗の両端の電圧は電圧

計に表示される。このときの電圧計は

であり，V と r は比例しない。
これをほぼ比例させるには，R ≫ r であればよ

い。たとえば有効数字３桁なら，r0＝100Ω（最
大値）のとき，R ≧10[kΩ]であれば，

R ＋ r ≒ R
と近似できる。この近似を用いると，

となり，V ∝ r と考えることができる。
回転式可変抵抗が角度α＝0～θ度まで回転する
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ならば，回転とともに角度１゜あたり [Ω]ずつ

抵抗が増加する。従って角度α゜のときの抵抗値
は

[Ω]

であり，

･･････①

となって，V ∝αの関係ができる。

次に比例定数をどうするかという問題と，目的
である角度表示の実現という問題をあわせて考え
ることにする。

(2)ケース１
回転角がα゜のとき電圧計がα[mV]と表示さ

せる場合を考えてみる。たとえば角度が23゜のと
きに DMM に23mV と表示させるわけである。

①式より，

となる。仮にθが100゜，r0が100Ωならば，

R ＝1.0×103E
が成り立てばよい。

具体例として E を3.0V と設定すれば，R は3.0

kΩを選べばよい。ただしこれは10kΩより小さい。
あるいは E ＝10[V]と設定すれば，R ＝10[k

Ω]を選べばよい。ちなみにこのときの全消費電
力は P ≒10[mW]である。

(3)ケース２
回転角がα゜のとき電圧計が0.1α[mV]と表示

させる場合を考えてみる。たとえば角度が23゜の
ときに DMM に2.3mV と表示させるわけである。

①式より，

となる。仮にθが100゜，r0が100Ωならば，

R ＝1.0×104E
が成り立てばよい。

具体例として E を3.0V と設定すれば，R は30k
Ωを選べばよい。

あるいは E ＝10[V]と設定すれば，R ＝100[k
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Ω]を選べばよい。ちなみにこのときの全消費電
力は P ≒1.0[mW]である。

２ 使用器具等
使用器具等は次の通りであ

る。

(1)回転式可変抵抗
最大回転角θ＝270゜，最小抵

抗値 r1＝4.7[Ω]，最大抵抗値 r2

＝114.6[Ω]（図２参照）
なお可変抵抗は紙製分度器の中心にきちんとと

りつける必要がある。

(2)デジタルマルチメーター
ポケット・デジタルマルチメータ P-16は秋月

電子通商のネット販売で2,100円で購入。電圧計モ
ードで測定単位を mV に設定する。最小表示桁は
0.1mV。今回は２台使用。

(3)電源装置
(株)カスタム社製造の CPS-3025L を使用。直

流のみだが，電流値および電圧値がデジタルで表
示され，被視認性に優れている。また定電流実験
も可能。意外に安価である。

電源装置の留意点として，電圧調整つまみの回
転がなめらかではない場合が多い。従って望む電
圧にフィットしにくい。この問題点の解決策は後
述する。

(4)炭素皮膜抵抗
定抵抗に使用する。消費電力が小さいことから，

1/4W タイプのものを使用。これも秋月電子通商
で100個入り105円だが，いろいろな抵抗値のもの
を用意しておくと何かと便利。

(5)その他
厚紙，紙製分度器（「花子」で作成 図３参

照），ブレッドボード，リード線など。

３ 製作
(1)製作上の難点と解決

最大回転角や最大抵抗値などを考慮して①式を
計算し，R ＝10[kΩ]，E ＝2.91[V]，として回路

を作成。
大雑把には成立するが，有効数字２桁でもなか

なかフィットせず，誤差が気になる。また何より
も角度０゜のときに0.0mV と表示しないことが
気になる。これは０゜のときに０Ωでないことが
原因である。また定抵抗 R の抵抗値はカラーコ
ードで表示されているが，測定値は多少異なる場
合が多い。

何度数値を変えて実験しても，計算通りにうま
くいかない。そのため，大前提にしていたことが
らを疑ってみた。つまり回転式可変抵抗の抵抗値
は回転角に比例するものだと信じていたが，念の
ため調べてみてた。すると，回転のはじめの方で
まったく比例関係がないことがわかった（図４）。
図４には含まれていないが，回転の終わりの方も
同様である。従って測定範囲を０゜から270゜まで
としていたところを，中間部の180゜の範囲を測定
範囲に設計変更することにした。

図４

また，角度０゜のときに表示を０にするために，
図５のようなブリッジ回路にした。ここで r1は分
度器が０゜のときの26.4Ω，r2は分度器が180゜
のときの103.5Ωを表す。これらの値は適当に決め
ればよい。確認のため90゜では上記抵抗値の平均
である64.95Ωを期待して実測すると65.0Ωであっ
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た。従ってこの間は比例しているものと見なす。

この回路をもとに考えを進めることにした。次
の課題は r ＝ r2 のときに V ＝18.0[mV]となるた
めに E と R をいくらにするのかということであ
る。つまり

また２つの項とも分母が R に近似できるくらい
大きい R を用いなければならないことから，R ＝
20[kΩ]とすると E ＝4.67[V]であることがわか
る。

(2)回路作成
20kΩと表示されている炭素皮膜抵抗を実測す

ると19.9kΩだったので，起電力も4.65V に修正
しなければならないが，実際にそこまで精確に設
定することは困難である。従って，たまたまその
とき最も近い値に調整した4.71V で実施した。

まず０゜のとき0.0mV と表示するように，台
紙と可変抵抗の取り付けを調整する（０点補正）。
そこから20゜ごとに
回転したときの電圧
表示を記録したのが
表１である。見ての
通り，なかなかよい
結果となった。なお
多少のばらつきは可
変抵抗の線形性の問
題であると思われ
る。これは図４の右
上がり部分が直線に
なっていないことか
らも分かる。

(3)補足
さて最後になった

が，電源装置の微調
整の方法について述
べておく。図６のよ
うに適当な値の抵抗
をはさんでおくと，
電源装置の電圧を大
きくしても ab 間の電圧はそれほど大きくならな
い。つまり微調整が可能となる。抵抗の値は ab
間で必要となる電圧や流れる電流，および電源装
置の最大電圧で決まる。

この方法は，豆電球や LED の V-I 特性を実験
で求めるときにも応用が利く。これらの素子はデ
ータを細かくとる必要のある場面があるが，電圧
降下をほんの少し増やしたいときに図６の工夫を
用いると有効である。この場合，「保護抵抗」と
いう名称が使われるが，同時に微調整しやすく工
夫されていると解釈できるのではないか。この方
法をすでに使われている諸氏も多いものと察する
が，釈迦に説法をお許しいただきたい。
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角度[゜] 電圧[mV]
0 0.0
20 2.1
40 4.1

60 6.1
80 8.0
100 9.9
120 11.8

140 13.9
160 16.0
180 18.2

表１
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４ おわりに
本稿のテーマは2002年５月26日に行われたアド

バンシング物理研究会の会合において，回転可変
抵抗を角度センサーとして用いるための回路を製
作する取り組みの際に知った。そのときは時間が
十分なく，なかなかきれいな結果が得られなかっ
たためいつか完成させたいと考えていた。

今回，最終的には満足できる結果を得ることが
できたが，その過程には困難があった。解決策を
思いついたときの気持ちや，実際に打開できたと
きの感激はなかなか得難いものがある。高校生に
とっても取り組み甲斐のあるものと思うので，探
求活動のテーマとして取り上げるよう検討してみ
てはいかがであろうか。


