電気回路の基本的な用語
インピーダンス impedance

Z

圧と流の比を表す単語である。圧と流の積は仕事率である.
電気回路におけるインピーダンスは、交流回路におけるフェーザ表示された電圧と電流の比で
ある.
直流におけるオームの法則の電気抵抗(レジスタンス)の概念を複素数に拡張し、交流に適用した
ものであり、単位はオーム(Ω)が用いられる.
Z = R + j X 複素数であるインピーダンスにおいてその実数部を Rレジスタンスまたは抵抗成
分、虚数部をX リアクタンスという. またインピーダンスの逆数を Y アドミタンス という.

リアクタンス reactance

X

交流回路のコイル(インダクタ)やコンデンサ(キャパシタ)におけ

る電圧と電流の比である.
リアクタンスは電気抵抗と同じ次元を持ち、単位はオーム(Ω)を持つが、リアクタンスはエネル
ギーを消費しない擬似的な抵抗である.
誘導抵抗、感応抵抗ともいう.
XL = ωL

誘導性リアクタンス、Lは、自己インダクタンス

Xc = 1/ ωc 容量性リアクタンス
X = | XL - Xc |

インダクタと、キャパシタの二つのリアクタンスを合成リアクタンス. 合成イン

ピーダンスから抵抗Rを除いたもの

インダクタンス inductance

L

コイルなどにおいて電流の変化が誘導起電力となって現れる性質である.
誘導係数、誘導子ともいう.
回路に電流が流れると周囲に磁場が形成される。巻線に電流 I が流れるときの巻線を貫く磁束
Φ (Φ = L I)であるときの比例係数 L がインダクタンスである.
単位はヘンリー(H)が用いられる.

レジスタンス electrical resistance

R

電気抵抗すなわち電流の流れ難さである.
電気抵抗の国際単位系 (SI) における単位はオーム(Ω)である.
その逆数はコンダクタンス(conductance)と呼び、電流の流れやすさを表す.
コンダクタンスのSIにおける単位はジーメンス(S)である.

※ インピーダンスとリアクタンスの違い
インピーダンスを複素数であらわしたとき、その虚部をリアクタンスといい、実部をレジスタ
ンスという. レジスタンスは、機械系の粘性、摩擦力などに対比できる。 Resistance can be
compared with viscosity of mechanical system, frictional force and so on. インピーダンスをベ
クトルであらわすと、横軸をレジスタンス、縦軸をリアクタンスという.
インダクタンスLのコイルのリアクタンスの大きさはωL、また、容量Cのコンデンサのリアクタ
ンスの大きさは1/(ωC)となる.
コンダクタンス conductance

G

回路における電流の流れやすさのこと. すなわち、直流回路では R 電気抵抗の逆数、交
流回路では Z インピーダンスの逆数の実数部. 単位ジーメンス(S)、またはモー(℧). 電
気伝導力ともいう.

電磁誘導 electromagnetic induction
磁束が変動する環境下に存在する導体に電位差(電圧)が生じる現象である. また、このとき発生
した電流を誘導電流という.

自己インダクタンス L
コイルに流れる電流の大きさが変化すると、磁束の大きさも変化する. 磁束が変化することで、
電磁誘導作用によりコイル自身に起電力が発生する. この現象を「自己誘導作用」という.
また、電流の変化によって、コイル自身に生じる起電力の大きさを表す量のことを「自己イン
ダクタンス」という.
自己誘導
ループ状の回路に電流を増減させると磁場の強さも変化し、その磁場の変化による電磁誘導に
よって、もともとの電流の変化を妨害する方向に誘導起電力(逆起電力)が発生する. これを自己
誘導という.

静電誘導 Electrostatic induction
帯電した物体を導体に接近させることで、帯電した物体に近い側に、帯電した物体とは逆の極
性の電荷が引き寄せられる現象.
導体中を実際に電荷が移動することで引き起こされる.
このとき、電荷は導体内の電位差を打ち消すように移動するため、導体内部は等電位となる.
良く似た現象に誘電分極があり、こちらは誘電体の場合に起きる現象である.

誘電分極
電気をあまり通さない(自由電子の少ない)物質を不導体(絶縁体)という. ゴムやガラスや紙や磁
器や木や空気などで自由電子がほとんどない. 不導体は自由電子がほとんど無いので静電誘導
が起こらないが、よく似た現象「誘電分極」が起こる.
電場の中に不導体を置くと、個々の原子(あるいは分子)の中の電子(負電荷)が静電気力を受けて
電場と逆の方向へ引き寄せらる. しかしこの電子は自由電子ではないので原子の外には飛び出
ない. (静電誘導における自由電子の動きとは異なる.)
これにより個々の原子は、電場の方向と逆側の電荷は負に偏り、電場の方向の側の電荷は正に
偏る. これを分極という. 誘電率というのは分極の度合いを示す量である.

//////////
リアクタンスには2種類ある。
There are two kinds of reactance.
誘導性リアクタンス Inductive reactance
インダクタ (コイル)に交流電源を接続すると、電源電圧とは逆向きの自己誘導起電力が生じ
る。このとき、インダクタの電圧電流比は、XL = ωL

[Ω] (ω:角周波数、L: 自己インダクタンス)

と表され擬似的な抵抗と見なせる。この電圧電流比 XLを誘導性リアクタンス(inductive
reactance)という。
When an AC power supply is connected to the inductor, self-induced electromotive force in the
direction opposite to the power supply voltage is generated. At this time, the voltage-current
ratio of the inductor is expressed as XL = ωL [Ω] (ω: angular frequency, L: self inductance) and
can be regarded as a pseudo resistor. This voltage-current ratio XL is referred to as inductive
reactance.
空気力学での誘導抵抗、誘導抗力 inductive drug などと呼ばれる反対方向に働く力は、皆、こ
こでの誘導性の概念と同じである。
The forces acting in the opposite direction, such as induced resistance of aerodynamics,
induced drag force drug and so on, are all the same as the concept of inductivity here.
このとき電源電圧の位相はインダクタを流れる電流よりもπ/2 rad (90度)進んでいる。
At this time, the phase of the power supply voltage advances by π / 2 rad (90 degrees) than the
current flowing through the inductor.
(インダクタに流れる電流の位相は電圧より90°位相が遅れる)
(キャパシタに流れる電流の位相は電圧より90°位相が進む)

レジスタンス成分がなく誘導性リアクタンスのみの理想的なコイルに直流電源を接続した場合、
上記式の角周波数が0になるため抵抗が0Ω (短絡状態)になる。
容量性リアクタンス Capacitive reactance
キャパシタ（コンデンサ）に交流電源を接続すると、電源の電圧が変化するためにコンデンサ
は充電・放電を繰り返し行い、電源で発生する電流とコンデンサが放電・充電する電流と打ち
消し合う。このとき、キャパシタの電圧電流比は、
XC = 1/ωC

[Ω] (ω:角周波数、C:静電容量)と表され擬似的な抵抗と見なせる。この電圧電流比

XCを容量性リアクタンス capacitive reactanceという。 このとき電源電圧の位相はキャパシタ
を流れる電流よりもπ/2 rad(90度)遅れている。
この遅れには月の潮汐力による潮位の遅れが相似する。
When an AC power supply is connected to a capacitor (capacitor), since the voltage of the
power supply changes, the capacitor repeatedly charges and discharges, and the current
generated by the power supply and the current discharged and charged by the capacitor
cancel each other. At this time, the voltage; It is expressed as XC = 1 / ωC [Ω] (ω: angular
frequency, C: capacitance) and can be regarded as a pseudo resistance. This voltage-current
ratio XC is referred to as "capacitive reactance." At this time, the phase of the power supply
voltage is delayed by π / 2 rad (90 degrees) from the current flowing through the capacitor.
This is similar to the 90 degree delay due to the moon tide.
直流電源を接続した場合、上記式の角周波数が0になるため容量性リアクタンスは∞Ωとなる。
つまり開放状態になり、十分な充電時間経過後の定常状態では電流は 0 である。

////////////
Inductive reactance is a property exhibited by an inductor, and inductive reactance exists
based on the fact that an electric current produces a magnetic field around it. In the context of
an AC circuit (although this concept applies any time current is changing), this magnetic field is
constantly changing as a result of current that oscillates back and forth. It is this change in
magnetic field that induces another electric current to flow in the same wire, in a direction such
as to oppose the flow of the current originally responsible for producing the magnetic field
(known as Lenz's Law). Hence, inductive reactance is an opposition to the change of current
through an element.
For an ideal inductor in an AC circuit, the inhibitive eﬀect on change in current flow results in a
delay, or a phase shift, of the alternating current with respect to alternating voltage.
Specifically, an ideal inductor (with no resistance) will cause the current to lag the voltage by a
quarter cycle, or 90°.
誘導性リアクタンスは、インダクタによって示される特性であり、誘導性リアクタンスは、電
流がその周囲に磁場を生成するという事実に基づいて存在する。交流回路の場合（このコンセ
プトは電流が変化しているときには適用されるが）、この磁界は前後に振動する電流の結果と
して常に変化する。もともと磁界の生成に関与していた電流の流れに反対するような方向

（Lenzの法則として知られている）で、同じ電線に別の電流を流すのはこの磁場の変化です。
したがって、誘導性リアクタンスは、素子を流れる電流の変化に対する反対である。
AC回路における理想的なインダクタの場合、電流の変化に対する抑制効果は、交番電圧に対す
る交流の遅延または位相シフトをもたらす。具体的には、理想的なインダクタ（抵抗なし）は、
電流を1/4周期または90°遅らせることになります。
In electric power systems, inductive reactance (and capacitive reactance, however inductive
reactance is more common) can limit the power capacity of an AC transmission line, because
power is not completely transferred when voltage and current are out-of-phase (detailed
above). That is, current will flow for an out-of-phase system, however real power at certain
times will not be transferred, because there will be points during which instantaneous current is
positive while instantaneous voltage is negative, or vice versa, implying negative power
transfer. Hence, real work is not performed when power transfer is "negative". However, current
still flows even when a system is out-of-phase, which causes transmission lines to heat up due
to current flow. Consequently, transmission lines can only heat up so much (or else they would
physically "sag" too much), so transmission line operators have a "ceiling" on the amount of
current that can flow through a given line, and excessive inductive reactance can limit the
power capacity of a line.
Inductive reactance
XL=ωL = 2πfL
is proportional to the sinusoidal signal frequency, which depends on the physical shape of the
inductor.
電力系統では、電圧と電流が位相がずれているときに電力が完全に転送されないため、誘導リ
アクタンス（および容量性リアクタンスは誘導リアクタンスがより一般的ですが）はAC送電線
の電力容量を制限します（上記） 。つまり、逆相システムの場合は電流が流れますが、瞬時電
流が正の間は瞬時電流が正、負の場合は負の点が存在するため、特定の時刻の実際の電力は転
送されません転送。したがって、電力伝送が「負」の場合、実際の作業は実行されません。し
かし、システムが逆相であっても電流が流れるため、電流が流れて伝送ラインが発熱します。
その結果、伝送線路はあまりにも熱くなりすぎる可能性があります（そうでないと、物理的に
「たるみすぎる」）ので、伝送線路のオペレータは、ある線路を流れる電流量に「上限」を持
ち、過度の誘導性リアクタンスは回線の電力容量を制限する。

A capacitor consists of two conductors separated by an insulator, also known as a dielectric.
Capacitive reactance is an opposition to the change of voltage across an element. Capacitive
reactance
XC is inversely proportional to the signal frequency f (or angular frequency ω) and the
capacitance.
There are two choices in the literature for defining reactance for a capacitor. One is to use a
uniform notion of reactance as the imaginary part of impedance, in which case the reactance of
a capacitor is a negative number:
XC=-1/ ωC = -1/ 2πfc
Another choice is to define capacitive reactance as a positive number,

In this case however one needs to remember to add a negative sign for the impedance of a
capacitor, i.e.
Zc=-jXc
At low frequencies a capacitor is an open circuit so no current flows in the dielectric.
A DC voltage applied across a capacitor causes positive charge to accumulate on one side
and negative charge to accumulate on the other side; the electric field due to the accumulated
charge is the source of the opposition to the current. When the potential associated with the
charge exactly balances the applied voltage, the current goes to zero.
Driven by an AC supply (ideal AC current source), a capacitor will only accumulate a limited
amount of charge before the potential diﬀerence changes polarity and the charge is returned to
the source. The higher the frequency, the less charge will accumulate and the smaller the
opposition to the current.
コンデンサは、誘電体としても知られている絶縁体によって分離された2つの導体で構成されて
いる。
容量性リアクタンスは、素子の両端間の電圧変化に対する反対である。容量性リアクタンスXC
は信号周波数f（または角周波数ω）および静電容量に反比例する。
コンデンサのリアクタンスを定義するための2つの選択肢がある。
1つは、インピーダンスの虚数部としてリアクタンスの統一概念を使用することである。この場
合、コンデンサのリアクタンスは負の数になる。
Xc = -1 /ωC= -1 /2πfc
別の選択肢は、容量性リアクタンスを正の数として定義する。
しかしながら、この場合、コンデンサのインピーダンスの負の符号を追加することを覚えてお
く必要がある。
Zc = -jXc
低周波では、コンデンサは開放回路であるため、誘電体に電流は流れない。
コンデンサの両端に印加されるDC電圧は、一方の側に正の電荷を蓄積させ、他方の側に負の電
荷を蓄積させる。蓄積された電荷による電界は、電流に対する反対のソースである。電荷に関
連する電位が印加電圧と正確にバランスすると、電流はゼロになる。
AC電源（理想的なAC電流源）によって駆動されるコンデンサは、電位差が極性を変えて電荷
がソースに戻される前に限られた量の電荷しか蓄積しない。周波数が高いほど、電荷が少なく
なり、電流に対する抵抗が小さくなる。

電気電子工学と、機械系の工学のアナロジーについて、以下にまとめておいた。興味がある方
は、一読されたい。
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