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と一番外側アースを１KΩの抵抗の両端につな

ぐ。

図図図図11113333 変変変変圧圧圧圧器器器器ととととスススステテテテレレレレオオオオピピピピンンンンジジジジャャャャッッッックククク

のののの接接接接続続続続

これによってスライダックからの交流電圧を

分圧（約100分の１）すると同時に全体の電流

を数mAに落とすことができる。ステレオピンジ

ャックをライン入力に差し込みスライダックの

電圧を数Ｖにすると波形が得られる（図14 。）

振動数分析すると50Hzである。

図図図図11114444 交交交交流流流流電電電電圧圧圧圧のののの波波波波形形形形

５５５５....５５５５ 電電電電気気気気振振振振動動動動ににににおおおおけけけけるるるる電電電電圧圧圧圧変変変変化化化化

コイル（0.3mH）とコンデンサー(１ F）を使μ

って電気振動を観察する。コンデンサーを1.5

Ｖの電池で充電した後，コイルと閉回路を作り

（瞬間的に短絡させて ，コイルの電圧をライ）

ン端子に入力する。瞬間的な現象なので，数秒

間取り込み，全体の波形から電気振動している

部分を選択して拡大表示する（図15 。）

図図図図11115555 電電電電気気気気振振振振動動動動ににににおおおおけけけけるるるる電電電電圧圧圧圧変変変変化化化化

５５５５....６６６６ 自自自自己己己己誘誘誘誘導導導導のののの実実実実験験験験

教科書に載っている自己誘導の実験は電池と

コイルとスイッチを直列にしてつなぎ，スイッ

チを開閉させ，その瞬間に生じる自己誘導起電

力を観察するものである。この装置を使ってコ

イルの起電力をオシロスコープで観察しようと

しても瞬間的なのでほとんど観察不可能である。

よく行われる常套手段は電池とスイッチの開閉

の代わりに，低周波発振器の矩形波を用いて電

圧の＋－の切り替え（スイッチの開閉に対応す

る）を周期的に起こすと，瞬間的な自己誘導の

現象が周期的に起こるのでオシロスコープで観

察できるというものである（図16 。）

図図図図11116666 自自自自己己己己誘誘誘誘導導導導のののの実実実実験験験験装装装装置置置置略略略略図図図図

この方法は，参考文献 に詳細に述べられて12)

おり，自己誘導の他に相互誘導や電気振動など

の瞬間的な過渡現象も簡単に観察するのに優れ

た方法である。この方法で生じた自己誘導起電

力をオシロスコープとコンピュータで同時に表

示し比較してみた（図17 。）
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図図図図11117777 ココココンンンンピピピピュュュューーーータタタタととととオオオオシシシシロロロロススススココココーーーーププププでででで

同同同同時時時時にににに表表表表示示示示

図図図図11118888 自自自自己己己己誘誘誘誘導導導導にににによよよよるるるる電電電電圧圧圧圧波波波波形形形形

オシロスコープでは，波形を静止させるため

掃引時間を合わせると画面の横幅（観測時間）

も 一意的に決まってしまう。このため波形が

うまく表示されるように発振器の矩形波の周期

も変えて調整する必要が出てくる。コンピュー

タとオシロソフトを使うと，１秒間に取り込み

データの速さ（サンプリングレート，オシロス

コープの掃引時間に相当する）とは無関係に画

面の横幅（グラフに表示するデータ数）を任意

に変えることができるので，矩形波の周期を調

整することなく自己誘導の電圧波形を任意の時

間幅で連続的に観察できる。またオシロスコー

プと比べて画面が大きく分解能が高い（16ビッ

トで２ ，この実験では数10mVを２ で分割１６ １６

した精度で測定できる）ので，オシロスコープ

では見づらい電圧波形のすそのもはっきりと観

測できる（図18)。さらに任意の範囲を拡大表

示して詳細に見ることもできる。講座の受講生

からは本当のオシロスコープよりも観察しやす

いという声も聞かれた。

６６６６.... 光光光光電電電電池池池池とととと豆豆豆豆電電電電球球球球をををを用用用用いいいいたたたた重重重重力力力力加加加加速速速速度度度度をををを求求求求めめめめ

るるるる実実実実験験験験

６６６６....１１１１ 光光光光をををを当当当当ててててたたたたととととききききのののの光光光光電電電電池池池池のののの電電電電圧圧圧圧変変変変化化化化

ライン入力端子にマイクの代わりにステレオ

ジャックのピンを差し込み，アースと左チャン

ネルに光電池の－＋端子を接続し，当てる光の

明るさの変化による光電池から出力される電圧

変化を調べた。

６６６６....１１１１....１１１１ 懐懐懐懐中中中中電電電電灯灯灯灯のののの光光光光をををを当当当当ててててたたたたとととときききき

乾電池につないだ電球の一定の明るさには，

電圧の波形は水平で時間的に一定を示した。た

だし 懐中電灯の光をつけたり，消したりした

瞬間にそれぞれ反対向きに鋭い電圧の変化を示

すことがわかった(図19 。）

点灯 消灯

図図図図11119999 懐懐懐懐中中中中電電電電灯灯灯灯のののの光光光光をををを点点点点滅滅滅滅ささささせせせせたたたたとととときききき

のののの光光光光電電電電池池池池のののの電電電電圧圧圧圧変変変変化化化化

６６６６....１１１１....２２２２ 交交交交流流流流でででで点点点点灯灯灯灯ささささせせせせたたたた白白白白熱熱熱熱電電電電球球球球のののの光光光光をををを当当当当

ててててたたたたとととときききき

交流の時間変化（50Hz）に応じて変化する白

熱電球の光（40Ｗ）を当てたときは，光電池の

電圧の時間変化は100Hzになる。(50Hzではな

い！)44KHzのオシロ表示で図20の波形が得られ，

振動数分析をすると100Hzに振幅の強度が集中

する。

図図図図22220000 交交交交流流流流のののの白白白白熱熱熱熱電電電電球球球球のののの光光光光をををを受受受受けけけけたたたた

ととととききききのののの光光光光電電電電池池池池のののの電電電電圧圧圧圧変変変変化化化化

６６６６....１１１１....３３３３ 蛍蛍蛍蛍光光光光灯灯灯灯のののの光光光光をををを当当当当ててててたたたたとととときききき

蛍光灯の光を光電池で受けたときの電圧の変
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化（図21）を振動数分析で調べると白熱電球と

比べて100Hzの他に200Hzさらにそれより大きい

高周波成分がかなり多いことが分かる。

図図図図22221111 蛍蛍蛍蛍光光光光灯灯灯灯のののの光光光光をををを受受受受けけけけたたたた光光光光電電電電池池池池のののの

電電電電圧圧圧圧変変変変化化化化

６６６６....２２２２ 重重重重力力力力加加加加速速速速度度度度測測測測定定定定のののの原原原原理理理理

６.１の実験で光電池が当たる光の明るさに

瞬間的に敏感に反応して電圧を出力することが

わかったのでこの性質を利用して自由落下する

物体の加速度 （重力加速度）を求めることを

検討した。

豆電球と光電池を５cmぐらい離して向かいあ

わせて，光電池の電圧をライン入力で取り込め

るようにしておく。50cmの透明アクリル定規に

５cm毎に幅２cmのアルミテープを８ヶ所貼り付

けた。この方法は参考文献 をまねて作った。２)

アルミテープを貼った

50cm透明定規

豆電球

１セルの光電池

ライン入力へ

図図図図22222222 測測測測定定定定装装装装置置置置のののの略略略略図図図図

豆電球を点灯させたままにして，22KHzで録

音開始したのち，定規を静かに落とすと，アル

ミテープによって８回光がさえぎられて，８つ

の下向きに鋭い電圧ピークが得られる（図23 。）

図23は４秒間電圧変化を録音し，録音後表示さ

れる全体の電圧波形から電圧ピ－クの部分を拡

大表示している。

図図図図22223333 豆豆豆豆電電電電球球球球のののの光光光光のののの遮遮遮遮断断断断にににによよよよるるるる電電電電圧圧圧圧ピピピピーーーークククク

６６６６....３３３３ 解解解解析析析析方方方方法法法法

図23の電圧変化のグラフから電圧ピークが録

音開始してから何サンプリング目かをマウスの

カーソルを移動させて読み取る（プログラムで

自動的に表示するようにしている）と時間が求

まる。ここでは22050Hzで録音したので１サン

プリングのずれは1/22050秒に相当する。この

ことを用いてデータを表にまとめた。

表表表表 測測測測定定定定((((図図図図22223333））））よよよよりりりり得得得得らららられれれれたたたたデデデデーーーータタタタ

落下距離サンプリング サンプリング 時 間

数 数の差 （Ｓ） （ｃｍ）

43344 0 0 0
44498 1154 0.052336 5
45302 1958 0.088798 10
45956 2612 0.118458 15
46502 3158 0.143220 20
47008 3664 0.166168 25
47462 4118 0.186757 30
47881 4537 0.205760 35

表計算ソフトEXCELを使って時間と落下距離

（電圧のピークが１つ増えるごとに５cm落下し

ている）のグラフを散布図で書き，さらに近似
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曲線を使って２次曲線の２次の係数を求める

（図24 。２次の係数が加速度の半分に対応し）

ているので，重力加速度の半分が491.08より

ｇ＝982cm/s と求まる。重力加速度を簡単な２

装置を使い電圧ピークの位置から解析させ求め

ることは，測定原理がブラックボックスになら

ず直感的によくわかり，より教育的である。

図図図図22224444 落落落落下下下下時時時時間間間間とととと落落落落下下下下距距距距離離離離ののののググググララララフフフフ

７７７７ スススステテテテレレレレオオオオ入入入入力力力力（（（（２２２２チチチチャャャャンンンンネネネネルルルル））））をををを使使使使っっっったたたた....

測測測測定定定定（（（（ラララライイイインンンン入入入入力力力力をををを使使使使っっっってててて））））

コンピュータのマイク入力は普通はモノラル

（１チャンネル）になっているが，ライン入力

はステレオ入力（２チャンネルの測定）が出来

る。プログラムを２チャンネル使用に拡張して，

ライン入力を使うと，２現象のオシロスコープ

としての観察や，44KHz の高精度の時間間隔を

利用した音の２チャンネル同時測定から空気中

の音速の測定が可能となる。

７７７７....１１１１ ココココンンンンデデデデンンンンササササーーーーととととココココイイイイルルルルのののの直直直直列列列列回回回回路路路路ででででのののの

交交交交流流流流電電電電圧圧圧圧変変変変化化化化

コイル（ チョークコイル10Ｈ）とコンデン

サー（オイルコンデンサー２ F）の直列回路にμ

低周波発振器で交流電圧を加え周波数を変えて

電圧変化をオシロ表示で観察する。

コイルとコンデンサーの電圧をそれぞれステ

レオピンジャックの左右のチャンネルより入力

し，オシロ表示をする。周波数を少しずつ大き

くしていくとリアクタンスが大きくなってコイ

ルの電圧が減少していくのがリアルタイムに観

y = 491.08x2 + 68.978x

R
2
 = 1

0
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40

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25

察できる。また波形を停止させて位相のずれも

正確に観察できる。

図図図図22225555 33330000ＨＨＨＨｚｚｚｚのののの交交交交流流流流をををを加加加加ええええたたたた時時時時ののののココココイイイイルルルル

ととととココココンンンンデデデデンンンンササササーーーーのののの電電電電圧圧圧圧変変変変化化化化

図図図図22226666 66660000ＨＨＨＨｚｚｚｚのののの交交交交流流流流をををを加加加加ええええたたたた時時時時ののののココココイイイイルルルル

ととととココココンンンンデデデデンンンンササササーーーーのののの電電電電圧圧圧圧変変変変化化化化

７７７７....２２２２ ココココンンンンデデデデンンンンササササーーーーとととと抵抵抵抵抗抗抗抗のののの直直直直列列列列回回回回路路路路ででででのののの

交交交交流流流流電電電電圧圧圧圧変変変変化化化化

コンデンサー（0.1 F）と抵抗（１KΩ）からμ

なる直列回路に低周波発振器で正弦波をかけ，

コンデンサーと抵抗の電圧(それぞれＶ とＶ ）Ｃ Ｒ

波形をオシロソフトで表示させながら，発振器

の振動数を変えて両方の振幅が等しくなるよう

に調節した（図27)。

図図図図22227777 交交交交流流流流回回回回路路路路（（（（ＲＲＲＲＣＣＣＣ直直直直列列列列回回回回路路路路））））のののの電電電電圧圧圧圧変変変変化化化化

図27から位相が90度ずれていることが予想さ
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れる。さらに縦軸にＶ ，横軸にＶ を目盛にしＣ Ｒ

たグラフ上に点（Ｖ ，Ｖ ）を連続してプロッＣ Ｒ

トしてリサージュ図形を描かせた（図28 。）

図図図図22228888 図図図図27272727ののののＶＶＶＶ ととととＶＶＶＶ にににによよよよるるるるリリリリササササーーーージジジジュュュュ図図図図形形形形ＣＣＣＣ ＲＲＲＲ

予想通り円になって位相が90度ずれているこ

とがわかる。円が多少ずれるのは，低周波発振

器の電圧の振幅が完全に一定でなく微妙に変動

することによって，円の半径が一定せず変化す

ることによる。

７７７７....３３３３ 空空空空気気気気中中中中のののの音音音音速速速速をををを求求求求めめめめるるるる

２つのダイナミックマイクロフォンをステレ

オピンジャックの左，右チャンネルへそれぞれ

つなぎ,電圧を入力する。図29のようにアクリ

ル管の長さの差だけ互いに離れた２つのマイク

に届く音（ここでは拍子木をたたいた音）の到

達時刻の時間差から音速を求める。

図図図図22229999 音音音音速速速速測測測測定定定定装装装装置置置置

音源の近くにおいたマイクに届く音は図30，

31の上の波形で示され50103サンプリング目に

到達し,音源から遠くにあるマイクに届く音は

下の波形で示され 50210サンプリング目に到達

している。

到達時間差 (50210－50103)÷44100（１秒間

に44100サンプリングする）秒と２つのマイク

間の距離 82.5cm より，音速＝距離÷時間差＝

34002.336㎝/s =340m/s が正確に求まる。

Windowsになって正確な時間測定が困難にな

ったが,音源ボードのＡＤコンバータを用いる

と，高精度の時間測定（最大の精度が1/44100

秒）が可能となる。

図図図図33330000 距距距距離離離離がががが異異異異ななななるるるる２２２２地地地地点点点点にににに到到到到達達達達ししししたたたた音音音音波波波波

図図図図33331111 図図図図33330000のののの到到到到達達達達ししししたたたた音音音音波波波波をををを拡拡拡拡大大大大ししししてててて表表表表示示示示

７７７７....４４４４ 水水水水素素素素中中中中おおおおよよよよびびびび二二二二酸酸酸酸化化化化炭炭炭炭素素素素中中中中のののの音音音音速速速速をををを求求求求

めめめめるるるる

７.３の実験装置 （アクリルパイプ）を縦に

して使い，マイクが付いていない口を上に向け

て空気より重い気体を，口を下にして空気より

軽い気体を入れるといろいろな気体の音速測定

実験が簡単に出来る。水素の音速を求める実験

では，アクリル管の奥（一番上）までホースを

通して水素を送り込んだ（図33 。）
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