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第１章　電場

１

(1) 物体が電気を帯びること。

(2) 流れない電気のこと。

(3) 電気を生じさせるもの。

(4) (3)の中でも，大きさの無視できる点状のもの。

(5) (3)の量。

(6) (5)の単位。

(7) 静止した電荷の間にはたらく力のこと。

(8)
原子には，中心にある（　①　）と（　①　）をとりまく（　②　）からできて
いる。また（　①　）は（　③　）と（　④　）からできている。

(9) 陽子１個と電子１個がそれぞれもつ電気量1.6×10  Cのこと。

(10) 帯電した粒子のこと。

(11)
(10)において，正の電気を帯びたものを（　①　），負の電気を帯びたものを　
（　②　）という。

(12) 電気量の総和が変わらないこと。

(13) 静電気力の大きさをF[N]，クーロンの比例定数をk，２つの点電荷の電気量の大きさを
q1,q2，点電荷間の距離をr[m]としてたときのクーロンの法則の式。

(14)
電気をよく通す物質を（　①　）といい，電気を通しにくい物質を（　②　）と
いう。

(15) 金属内を自由に動きまわる電子のこと。

(16)
帯電体に近い側の表面には帯電体と異種の電気が現れ，遠い側の表面には帯電た
いと同種の電気が現れる現象のこと。 

(17) 物体が帯電しているかどうかを調べる装置。

(18)
不導体の電子は，構成分子から離れないが，帯電体を近づけると，静電気力によ
って構成粒子に属している電子の位置がづれること。

(19) 不導体に生じる(16)の現象のこと。
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電場
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第１章　電場

２

(1) 電気的な力が及ぼす空間に生じるもの。

(2)
電場が　 [N/C]の点に，　[C]の電荷を置くとき，電荷が受ける力　 [N]を表す
式。

(3)
電場の強さをE[N/C]，クーロン法則の比例定数をk，点電荷の電気量の大きさを
Q[C]，点電荷からの距離をr[m]としたときの式。

(4)
２点A，Bに電荷があるとき，点Pにおける電場は，A，Bに各電荷が単独にある
ときにPにつくる電場ベクトルを合成すること。

(5)
電場の中で正電荷を電場から受ける力の向きに少しずつ動かすと，１つの線を描
く。この線に正電荷が動いた向きの矢印をつけたもの。

(6) 電気力戦は（　①　）から出て（　②　）に入る。

(7) 電気力戦上の各点での接戦は，その点での（　　　　）と一致する。

(8) 電場が強い所ほど電気力戦は（　　　）である。
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電位
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第１章　電場

３

(1) 物体がある点から基準点まで移動するときに静電気力がする仕事。

(2) 電位をV[V]，電気量をq[C]，(1)をU[J]としたときの関係式。

(3)
２点間の電位の差をV[V]，距離をd[m]，電場の強さをE[V/m]としたときの関係
式。

(4) 電場は電位の（　①　）ほうから（　②　）ほうへ向かう。

(5)
電位をV[V]，クーロンの法則の比例比率をk，点電荷の距離をr[m]，点電荷の電
気量をQ[C]としたときの関係式。

(6)
２点A，Bに電荷があるとき，点Pにおける電位は，A，Bに各電荷が単独にある
ときにPにつくる電位を足し合わせること。

(7) 電位が等しい点を立体的に連ねてできる面。

(8) 平面上で連ねてできる線。

(9) 等電位面(等電位線)の間隔が（　　　　）なところほど電場が強い。

(10) 等電位面(等電位線)と電気力戦は（　　　　）する。
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物質と電場
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第１章　電場

４

(1) 導体を地球につなぐこと。

(2) 導体が外部の電界を遮断すること。
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コンデンサー
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第１章　電場

5

(1) 面積が等しい大きな２枚の金属板を向かいあわせ，それぞれを正と負に帯電させ
て電荷を蓄えることができる装置。

(2) (1)に電荷をためること。

(3) コンデンサーの電気量をQ[C]，コンデンサーの電気容量をC[F]，極板間の電位差
をV[V]としたときの関係式。

(4) コンデンサーの電気容量をC[F]，誘導率をε[F/m]，極板の面積をS[m  ]，極板
の間隔をd[m]としたときの関係式。

(5) コンデンサーに高い電圧を加えると，絶縁が破れてしまうので，加えられる電圧
の限界が指示されている。この電圧のこと。

(6) 合成容量をC[F]，それぞれの電気容量をC1，C2[F]とし，直列の場合の関係式。

(7) 合成容量をC[F]，それぞれの電気容量をC1，C2[F]とし，並列の場合の関係式。

(8) 充電したコンデンサーの両極板間を導線でつなぐと，負の極板の自由電子が導線
を通って正の極板に向かって移動し，正・負の電気が打ち消されること。

(9) コンデンサーに蓄えられる静電エネルギーをU[J]，コンデンサー電気量Q[C]，極
板間の電位差をV[V]，コンデンサーの電気容量をC[F]としたときの関係式。
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オームの法則
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第２章　電流

１

(1) 電子やイオンが移動する場合に電気の流れが生じること。

(2) 一定の向きに流れる電流。

(3) 電流をI[A]，電圧をV[V]，抵抗をR[Ω]としたときの関係式。

(4) 抵抗の導体に電流が流れると，オームの法則により，抵抗の両端の間で電位が下
がること。

(5) 抵抗をR[Ω]，低効率をρ[Ω・m]，抵抗の長さをl[m]，抵抗の断面積をS[m  ]と
したときの関係式。

(6) 導体に電流が流れると，発生する熱のこと。

(7) ジュール熱をQ[J]，電流をI[A]，電圧をV[V]，抵抗をR[Ω]，時間をt[s]としたと
きの関係式。

(8) 抵抗で発生した(6)は，抵抗に流れた電流がした仕事に等しい。この仕事のことを
何というか。

(9) 電力量をW[J]，電流をI[A]，電圧をV[V]，抵抗をR[Ω]，時間をt[s]としたときの
関係式。

(10) 電流がした仕事率のことを何というか。

(11) 電力をP[W]，電流をI[A]，電圧をV[V]，抵抗をR[Ω]としたときの関係式。
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直流回路
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第２章　電流

２

(1) 合成抵抗をR[Ω]，それぞれの電気容量をR1，R2[Ω]とし，直列の場合の関係
式。

(2) 合成抵抗をR[Ω]，それぞれの電気容量をR1，R2[Ω]とし，並列の場合の関係
式。

(3) 電流計の測定範囲をこえた大きな電流をはかるためには，電流計と並列に抵抗を
接続して分岐路をつくる。この抵抗を何というか。

(4) 電圧計の測定範囲をこえた大きな電流をはかるためには，電圧計と直列に抵抗を
接続して分岐路をつくる。この抵抗を何というか。

(5) キルヒホッフの法則Iで，回路中の交点についての関係式。

(6) キルヒホッフの法則Iで，回路中の一回りの閉じた経路についての関係式。

(7) 電流が流れていない状態での，電池の電極間の電位差のこと。

(8) 電池から流れる電流をI[A]，電池の電極間の電圧をV[V]，電池の起電力をE，内
部抵抗の抵抗値をrとしたときの関係式。

(9) 未知の抵抗値を精密に測定するための回路。

(10) 電池の起電力などを精密に測定する装置。

(11) 電流と電圧の関係を示すグラフが直線にならない抵抗。
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半導体

�30

第２章　電流

３

(1) 低音では低効率が大きく電気を通しにくいが，温度が上がると固体中を移動でき
る電子などが生じ電気を通すようになる半導体のこと。

(2) 不純物を入れると，(1)に比べて電気を通しやすくなる半導体のこと。

(3) Si や Ge の結晶中に微量の P やアンチモンを混ぜた半導体のこと。

(4) Si や Ge の結晶中に微量の Al やインジウムを混ぜた半導体のこと。

(5) (3)と(4)を接合すること。

(6) (5)をし，両端に電極をつけた電子商品のこと。

(7) (3)と(4)を接合した面のこと。

(8) 一方向にのみ電流を流す作用。

(9) (7)の付近ではキャリアが消滅するが，その一方で，電極からは新たなキャリアが
供給されるため，電流が流れ続ける。この電圧の加え方を何というか。

(10) (9)とは逆の加え方。

(11) (7)付近で，キャリアがほとんど存在しない領域のこと。

(12) 電気信号を増幅する作用のこと。

(13) ３つの不純物半導体を組み合わせたもの。

(14) ２つのp型半導体の間に，薄いn型半導体をはさんだ構造のもの。

(15) ２つのn型半導体の間に，薄いp型半導体をはさんだ構造のもの。

(16) (13)を構成する３つの部分をそれぞれ，(　①　)，(　②　)，(　③　)という。
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磁場
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第３章　電流と磁場　

１

(1) 棒磁石で砂鉄を引きつけると，両端に多く付着する。その部分を何というか。

(2) 磁石の引きつける力。

(3) (2)の大きさ。

(4) ２つの磁極の間にはたらく力の大きさをF[N]，それぞれの磁気量の大きさを
m1，m2，磁極間の距離をr[m]としたときの磁気力のクーロンの法則の関係式。

(5) 電磁力が及ぶ空間。

(6) (5) の中で，磁気力の向きに沿って引いたできたときの曲線。

(7) 磁石の性質を帯びること。

(8) 磁場の向きにきわめて強く磁化される物質。

(9) 磁場の向きにわずかに磁化される物質。

(10) 磁場と逆の向きに弱く磁化される物質。
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電流のつくる磁場
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第３章　電流と磁場　

２

(1) 導線を密に巻いた十分に長い円筒状のコイルのこと。

(2)
磁場の強さをH[A/m]，電流をI[A]，電流からの距離をr[m]としたときの関係
式。

(3)
磁場の強さをH[A/m]，電流をI[A]，円形電流の半径をr[m]としたときの関係
式。

(4)
磁場の強さをH[A/m]，電流をI[A]，単位長さ当たりの巻数をn[1/m]としたとき
の関係式。
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電流が磁場から受ける力
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第３章　電流と磁場　

３

(1) 真空の透磁率に対するある物質の透磁率の比のこと。

(2) 磁場の強さに透磁率にかけたもの。

(3) (2)の単位。

(4) 電流が磁場から受ける力をF[N]，電流をI[A]，磁場速度の大きさをB[T]，導線の
長さをl[m]，磁場と電流がなす角をθとしたときのFをあらわす式。

(5) 磁場を磁力線を用いて表すように，磁束密度を表すのに用いるもの。

(6) 磁束密度に面積をかけたもの。
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ローレンツ力
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第３章　電流と磁場　

４

(1) 電気を帯びた粒子が磁場の中を運動すると受ける力。

(2)
(1)の力をf[N]，速さをv[m/s]，電気量の大きさをq[C]，磁束密度の大きさを
B[T]としたときの関係式。

(3) ローレンツ力は運動方向に（　①　）であり，（　②　）をしない。

(4)
電流が流れている導体や半導体の板に，電流に垂直に磁場を加えると，電流と磁
場との垂直な方向に電位差が生じる現象。

(5) 電場や磁場によって荷電粒子を加速する装置。
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電磁誘導の法則
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第４章　電磁誘導と電磁波

１

(1) コイルの内容の磁場の変化によってコイルに電圧が生じる現象。

(2) (1)に生じた電圧。

(3) (2)によって，閉じた回路に流れる電流のこと。

(4)
誘導起電力は，それによって流れる誘導電流のつくる磁束が，外から加えられた
磁束の変化を打ち消すような向きに生じるという法則。

(5) (4)やコイルの巻数を含めた電磁誘導の法則。

(6)
誘導起電力をV[V]，磁束の変化をΔφ[Wb]，コイルの巻数をN，時間をΔt[s]と
したときの(5)の関係式。

(7)
金属板に磁石を近づけたり，金属板の上で磁石を動かしたりときに流れる誘導電
流のこと。

(8)
金属板やコイルが存在していない場合であっても，磁場が変化するとそのまわり
の空間に生じる電場。
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自己誘導と相互誘導
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第４章　電磁誘導と電磁波

２

(1) コイルに流れる電流が変化するとき，その変化を打ち消す向きにコイルに誘導起
電力が生じる現象。

(2) 誘導起電力をV[V]，自己インダクタンスをL[H]，電流の変化をΔI[A]，時間を
Δt[s]としたときの関係式。

(3) ２つのコイルがあり，１つのコイルの電流の変化が磁束の変化を生み，それによ
ってもう一方のコイルに誘導起電力が生じる現象。

(4)
１つのコイルの電流の変化によって，もう一方のコイルに生じる誘導起電力を
V2[V]，相互インダクタンスをM[H]、１つのコイルの電流の変化をΔI1，時間を 
Δt[s]としたときの関係式。
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交流の発生
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第４章　電磁誘導と電磁波

３

(1) 周期的に向きが変わる電圧。

(2)
(1)をV[V]，交流電圧の最大値Vo[V]，コイルの角度をω[rad/s]，時間をt[s]とし
たときの関係式。

(3) ωtを何というか。

(4) 交流の周期をT[s]，コイルの角度をω[rad/s]としたときの関係式。

(5)
振動数をf[Hz]，交流の周期をT[s]，コイルの角度をω[rad/s]としたときの関係
式。

(6) 交流において振動数fを何というか。

(7) 交流において，ωを何というか。

(8)
交流電流をI[A]，交流電流の最大値Io[A]，コイルの角度をω[rad/s]，時間をt[s]
としたときの関係式。

(9) 電圧と電流の時間的変化のしかたが等しいこと。

(10)
交流電圧や交流電流の大きさには，そこから計算される電力が直流と同等の効果
をもつような値のこと。

(11) (10)に対して，各瞬間の電流・電圧の値を何というか。

(12) 誘導電流を利用して交流の電圧を変える装置。
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交流回路
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第４章　電磁誘導と電磁波

４

(1) 交流に対する抵抗のはたらきを示す量。

(2)
コイルの(1)をXL[Ω]，自己インダクタンスをL[H]，角周波数をω[rad/s]，周波
数をf[Hz]としたときの関係式。

(3) 回路全体の交流に対する抵抗のはたらき。

(4)
抵抗値R[Ω]の抵抗，自己インダクタンスをL[H]のコイル，および電気容量C[F]
のコンデンサーを直列に接続し，交流電源につなぐ。この回路のインピーダンス
をZ[Ω]としたときの関係式。

(5)
抵抗，コンデンサー，コイルを直列につないだ回路に加える交流電圧の周波数を
変えると，特定の周波数で大きな電流が流れる現象。

(6)
回路の電気抵抗が小さければ，交流の周波数が共振周波数に一致したとき，非常
に大きな電流が流れる回路のこと。

(7)
コイルを通してコンデンサーに蓄えられた電荷を放電させると，一定の周期で向
きが変わる電流。

(8) (7)の現象。

(9) 振動回路の周波数を何というか。

(10)
振動電流の周期をT[s]，コイルの自己インダクタンスをL[H]，コンデンサーの電
気容量をC[H]としたときの関係式。
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電磁波
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第４章　電磁誘導と電磁波

５

(1) 電磁気における波。

(2) 電磁波は，振動数の小さい(波長の長い)ほうから順に，(　①　)，(　②　)， 
(　③　)，(　④　)，(　⑤　)，(　⑥　)と分けることができる。

(3) 赤外線の別名は(　①　)，紫外線は(　②　)という。

(4) 高温の物体から，電磁波が放出される現象。
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