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1 実験目的
• 実験を通してオシロスコープなど器具の使用法を習得する

• アナログ回路の基本となる抵抗及びコンデンサの性質を習得する

2 実験方法
簡単な回路を組み立てて、その回路の抵抗、コンデンサの値をオシロスコー

プや測定器を使って測定する。以下に実際に組み立てた回路図を示す。
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図 1: 抵抗の測定に使った回路図
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図 2: コンデンサの測定に使った回路図

NA 電流計 V 電圧計 E 電源
R 抵抗 C コンデンサ Ch オシロスコープの Ch

表 1: 記号の意味

以下に実験で使用した器具のシリアル番号を明記する。

器具名 シリアル番号
電源 B-E 227

オシロスコープ L-BC76

発信器 L-BJ68

電流計 75BA0337

電圧計 4020031

表 2: 実験で使用した器具
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3 実験結果

1.7.1 測定器の使用法
(1) プローブを校正しなさい.

波形がシャープに出ていなかったら、プローブの校正用ねじを回
してプローブを回して位相補正を行う。実験では、シャープに出
ていたので校正は必要なかった。

(2) 直流電源を 5[V]に設定して、オシロスコープで測定しなさい。

電源のスイッチをオフにした時は、トレースは 0[V]を指していた.
電源のスイッチをオンにすると、トレースは 5[V]を指した。

(3) 発信器を用いて 1[kHz]のパルス信号を出力し、グラフで表しなさい。

周期が規則正しい波が測定できた。実験ではグラフ用紙に書き写
せなかったので　波のイメージをしめす。

(4) 上記の実験で用いた信号を CH1,CH2を用いて同時に観測しなさい。

プローブを二本用いてオシロスコープに信号を入力して VERT
MODEをDUALにするとCH1,CH2の信号を同時に観測できた。

(5) 上記の実験をストレージモードで観測しなさい。

ストレージモードに設定すると、出力されている波の動きがゆっ
くりになった、また PAUSEを押すと、波の動きが止まり、詳し
く観測できるようになった
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1.7.2 抵抗値の測定
(1) 抵抗値をカラーコードから読み取れ。

実験で使用した抵抗を表に示す。

抵抗 カラーコード
R1 緑青茶金
R2 茶黒赤金
R3 茶緑赤金

表 3: 抵抗とカラーコード

カラーコードから抵抗値を読み取ると
R1 =緑青茶金 = 561± 5% = 56× 101 ± 5% = 560Ω± 5%
R2 =茶黒赤金 = 102± 5% = 10× 102 ± 5% = 1.0kΩ± 5%
R3 =茶緑赤金 = 152± 5% = 15× 102 ± 5% = 1.5kΩ± 5%

(2) 図１の回路を組み、各抵抗にかかる電圧と回路に流れる電流を計測し。
オームの法則により抵抗値を計算せよ。

回路に流れる電流を 1[mA] = 0.01[A]に固定して、各抵抗にかか
る電圧を測定しオームの法則

R =
V

I

を使って抵抗を求めた。

R1 R2 R3

電流 0.01[A] 0.01[A] 0.01[A]

電圧 5.55[V ] 9.97[V ] 14.71[V ]

抵抗 555[Ω] 997[Ω] 1471[Ω]

公称値 560[Ω] 1000[Ω] 1500[Ω]

許容誤差範囲 532 ∼ 588[Ω] 950 ∼ 1050[Ω] 1430 ∼ 1570[Ω]

表 4: 抵抗の測定結果

(3) 公称値と測定値とを比較し、測定値が許容誤差範囲内に納まっているか
確認せよ。

表４より、許容誤差範囲内に納まっている事が分かる。
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1.7.3 コンデンサの充放電特性
(1) ブレッドボード上に図２の回路を組み、抵抗Rの両端の電圧 (Ch1)を計

りながらスイッチを ONにして電圧変化を観察せよ。

スイッチを ONにすると抵抗にかかる電圧は一気に上昇し、時間
が経つにつれて減少していき、やがてスイッチを ONにする前の
値に戻っていき、その後は電圧の増減は無かった。

(2) スイッチを OFFにした場合についても同様に観察せよ。

スイッチをOFFにすると、ONにした時とは正反対に、抵抗にか
かる電圧は一気に減少し時間が経つにつれて増加していきOFFに
する前の値に戻っていき、その後は電圧の増減は無かった。

(3) 全く同じ手順でコンデンサ Cの両端の電圧 (Ch2)の変化を観察せよ。

スイッチを ONにすると、コンデンサにかかる電圧は少しづつ増
加していき一定の値に達すると電圧の増減は無くなりその一定の
値を保持し続けた。次にスイッチをOFFにするとコンデンサにか
かる電圧は少しづつ減少していき ONにする前の電圧に戻ってい
き、その後は電圧の増減は無かった。

(4) 抵抗 2種。コンデンサ１種の組み合わせ２通りについて,上記と同じ実
験を行い、観測結果をグラフに描け。

後ページに観察結果のグラフを示す。

4 考察
(1) 抵抗やコンデンサはどのような目的で使用されるか。

抵抗
回路の中に抵抗を使用する最大の目的は、電圧、電流の大き
さ調節するという事だ。LEDや電球などの部品に過度の電圧、
電流を加えると、壊れてしまうので、それを防ぐために抵抗
を使うのである。表 5に主な抵抗の種類を示す。

名前 特徴
カーボン皮膜抵抗器 一般用で、安価、最も良く使われている
金属皮膜抵抗器 高精度で温度特性も良い
巻線抵抗器 計測器に使われる

表 5: 抵抗の種類と特徴
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コンデンサ

コンデンサは直流と交流では違う働きをする。まず直流の場
合は電気を貯める働きがある電気を貯める性質を利用してバッ
クアップ回路やタイマ回路等に利用される。交流の場合は、周
波数により抵抗値のかわる可変抵抗器としての働きがある。

(2) コンデンサの充放電に要する時間と抵抗値、コンデンサのキャパシタン
スとの関係について考察しなさい。

図 a,bより、抵抗の大きい方 (300[kΩ])が小さい方 (100[kΩ])に比
べて充放電に時間を要する事が分かる。コンデンサのキャパシタ
ンスとは、コンデンサに充電できる最大容量の事で単位は F(ファ
ラッド)。充電できる最大容量が増えると自然に充放電にかかる時
間は増加する。この事から充放電に要する時間は抵抗値とキャパ
シタンスに関係する事が分かった。
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(3) 本実験について考察せよ。

グラフ a,bを見て充放電について考察する。
スイッチを ONにすると、抵抗に急に電圧がかかり時間とともに
減少していく事が分かる、それと反比例の形でコンデンサにかか
る電圧は時間とともに増加していく、この事からスイッチを ON
にするとコンデンサに電流が流れるため抵抗に負荷がかかるが、
コンデンサに電力が充電されていくにつれて回路に流れる電力が
小さくなり (コンデンサは充電が完了すると直流を流さないという
性質のため)抵抗にかかる電圧は減少していく、またコンデンサに
は電力が蓄えている事がグラフから読み取る事が出来る。
次にスイッチを OFFにすると、コンデンサは蓄えられていた電
力を放出していく事が分かる、この時、電流は電源からではなく
コンデンサから流れるので抵抗にかかる電圧はマイナスの値にな
る、時間とともにコンデンサは電荷を放出していき最後には 0[V]
になった。この実験結果から、コンデンサが充電を開始する条件
は、コンデンサにかかる電圧 Veがコンデンサの持っている電圧 Vc

より大きい時で、放電を開始する条件は Vcが Ve より大きい時で
ある。これを式にまとめると

• 充電を始める条件
Ve > Vc

• 放電を始める条件
Ve < Vc

• ちなみに充電の時
Ve = Vc

となると、それ以上、直流電流を流さない。

となる、事が分かった。
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