
交流単元における４つの実験

萬處 展正（東大寺学園中・高等学校）

交流回路の単元については，学習を進め数式上は理解できたとしても，なかなか実感の伴わない生徒が
多いのではないだろうか。本稿では，誤解や不理解を低減し楽しさのある演示実験や生徒実験など，最近
筆者が取り組んだ実験について報告する。
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１ はじめに
物理Ⅱの交流回路は，学習のタイミングが受験

間近な時期などの要因から，あまり実験が盛んで
ないように感じる。教科書ではオシロスコープに
よる波形観察が主流である。手元にある６社の教
科書の半数（後述）には意欲的な実験も見られ，
授業で取り組むと教育効果が高そうなものもある。
使用する器具で特に用意せねばならないのはデジ
タルマルチメーター（以下 DMM）だ。通販1)で2
000円程度で手に入る。なお DMM は交流の電流
・電圧測定においては実効値を表示する。

２ 演示実験
(1)豆電球の明るさ比較

この実験は半数の教科書2)3)4)に何らかの形で掲載
されているが若干の工夫を加えた。

直流・交流両方出力でき
る電源を用い，図１のよう
に配線する。豆電球の耐電
圧に配慮して電源電圧を決
め，直流の場合と交流の場
合のコンデンサーおよびコ
イルに接続したときの豆電
球の明るさを比較する。

注意点としては，コイル
に使用されている銅線が細
くて長いと内部抵抗が大き
くなり，豆電球を暗くさせる。従って事前にコイ
ルの両端の抵抗を DMM 等で測定し，なるべく抵
抗の少ないものを使用するのがよい。

工夫点としては，豆電球の点灯中にコイルに鉄
心を出し入れすると，明るさが変化してとても興
味深い。その場で理由を考えさせると誘導リアク
タンスについての理解が深まると思われる。

(2)コイルとコンデンサーと音楽
この実験も半数の教科書5)6)7)に掲載されている。

アンプとスピーカの間にコイルまたはコンデンサ
ーを接続できるように配線する。図２は直列に接
続した場合を示している。ここでもコイルは抵抗
の少ないものを使用する。

コイルの誘導リアクタンス XL は，

であるから，周波数の大きい高い音が通過しにく
いため，低音が強調されて聞こえる。音楽を聴き
ながら鉄心の出し入れを行うと音色が変化する。
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またコンデン
サーの容量リア
クタンス XC

は，

であるため，振
動数の小さい低
い音が通過しに
くく，高音が強
調されて聞こえる。

筆者が使用したコンデンサーは47μF であった。
1000μF や１ F では効果が低かった。携帯型音楽
プレーヤーを用いる場合は出力前に高音や低音に
フィルターがかけられているものもあり，注意が
必要である。また，筆者の経験では，音楽はボー
カルのないジャズがわかりやすい。高音と低音が
はっきりしている曲がこの実験に向いている。

３ 生徒実験
オシロスコープを用いない実験を２つ立案した。

(1)コイルの特性の測定
右写真のような，500回巻

きのコイルを使用。内部抵
抗は20Ωである。本実験で
はこの内部抵抗を無視でき
ないが，いろいろなコイル
を試した結果，巻き数が多
いコイルの方が実験として
やりやすいこと
が分かった。

図３のような
回路を作成し，
交流電源の周波
数 f，交流電源
の電圧 Ve，交流
電流 Ie，コイル
の内部抵抗 R を

DMM で測定し
て，コイルのリ
アクタンス XL や
自己インダクタンス L を求める方法を生徒に考
えさせる。
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が成り立ち，XL が求められる。また，

によって L が求められる。
筆者の勤務校にあるコイルでは，鉄心がある場

合で，XL ＝14[Ω]，L ＝38[mH]。鉄心がない場
合で，XL ＝2.7[Ω]，L ＝7.0[mH]という結果が
得られた。補足すると，XL と R が近い方が回路
を流れる電流と電源電圧の位相差が45゜に近く，
教育効果があると考えられる。つまり交流回路に
対する影響が内部抵抗と誘導リアクタンスで同等
である方が生徒実験としては理解が深まると期待
できる。

私自身，自己インダクタンス L を求める実験8)

は今まで行ったことがなかったが，このようにす
ると測定できることが分かった。また一般に物理
量の概数は感覚的に知って欲しい。つまりコイル
であれば実物のコイルを見ておよそ何 H か，オ
ーダーが分かることは物理のセンスを養うことに
もなり，有意義だと考える。

交流電源として電源装置を使ったので周波数 f
は60Hz であったが，低周波発信器を使用すると
いろいろ変えられる。その際誘導リアクタンスも
変わるので，場合によっては外部抵抗をつけるこ
とも必要である。DMM は電流の上限が600mA と
決して大きくないので，機器を保護する必要があ
るからだ（当たり前であるが，瞬間値が600mA
を超えないように，実効値を計算する）。

(2)交流回路の電圧測定
交流電流および交流電圧の実効値やリアクタン

ス，インピーダンスなど，交流回路における諸量
について理解を深めるための実験である。使用す
る器具は次の通り。

交流電源装置，コンデンサー（47μF）
抵抗（51Ω，100Ω，その他）

DMM ２台，リード線，電卓，分度器
① DMM により，抵抗器の抵抗を測定する。
② DMM により，コンデンサーの電気容量を測定

する。安定するのに時間がかかるので少し待つ。
③電源装置のスイッチを入れ，交流端子に DMM

を接続し，スイッチを電圧測定 V にし，電圧
を２～３ V 程度に設定する。このときの電源
電圧を測定する。
コンデンサーの耐電圧も確認のこと。また，電

圧が大きいと，
炭素皮膜抵抗が
焼けてしまう。

④ DMM により，
電源の周波数を
測定する。

⑤一旦，電源スイ
ッチを切る。51
Ωの抵抗とコン
デンサーや電源
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装置を図４のように接続する。
⑥コンデンサーの両端の電圧 VC と抵抗の両端の

電圧 VR を測定する。
⑦ DMM により，回路の電流 I（mA)を測定する。
⑧時間に余裕があれば抵抗を100Ωに取り替え，電

圧も変更して同様の実験を行う。
以上が実験の作業である。考察としてそれぞれの
電圧の実効値を代入しても

V ＝ VC ＋ VR ･･････(1)
が成立しないことを確認させる。これは大変重要
である。この誤解を解くのは難しいが，実験をす
れば一目瞭然だ。さらにコンデンサーのリアクタ
ンス，回路のインピーダンス Z，電流と電源電圧
の位相のずれα（作図して分度器を用いて）など

を求めさせる。また， によって計算した電流値

と，⑦で測定した I を比較させる。なお，αは抵
抗やリアクタンスから求める方法と電圧から求め
る方法がある。

抵抗器の抵抗値やコンデンサーの電気容量をど
のような値にすべきかは，この実験でも重要な問
題である。上述のαの絶対値が45゜程度であれば，
容量リアクタンスと抵抗が同程度となり，よいと
思われる。それを基準に抵抗やコンデンサーを選
択すればよい。

３ おわりに
交流は電流の向きが周期的に変化する電気の波

だ，という理解だけでは物足りないし，計算中心
の交流理論だけでも概念形成には不十分。従来，
オシロスコープが実験の定番と考えられているが
どれだけの高校で班の数だけオシロスコープが備
えられているのだろうか。演示としてオシロスコ
ープを用いるのは賛成だが，生徒が取り組む実験
が欲しい単元であった。

４実験のうち，交流回路の電圧測定を除く３つ
を３年生へ２学期後半に実践した。演示実験は大
変好評であった。生徒実験のコイルの特性の測定
は授業での学習後しばらく経過してからの実施だ
ったので，生徒たちは忘れていることも多く，復
習に役立ったようである。概念形成への効果は確
認できなかったが，リアクタンスの存在や(1)式が
成立しないことは実感できたようだ。
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