
電気の性質 ①１
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第１章　物質と電気

(1) 物体が電気を帯びること。 帯電

(2) 帯電した物体(帯電体)に分布してる流れのない電気。 静電気

(3) 静電気のような電気現象を生じさせるもの(電気)を何というか。 電荷

(4) 電荷には２種類ある。何電荷と何電荷か。 正電荷・負電荷

(5) 同種(同符号)の電荷は互いにどうなるか。 反発しあう

(6) 異種合(異符号)の電荷は互いにどうなるか。 引きあう

(7) 静止した電荷の間に働く力。 静電気力

(8) 電気的な力が及ぶ空間には、何が生じているというか。 電場(電界)

(9) 電荷の量。 電気量

(10) (9)の単位。 C(クーロン)

(11) 1A(アンペア)の電流が1秒間に運ぶ電気量は何C(クーロン)か。 1C

(12) 大きさを無視することができる点状の電荷。 点電荷

(13) 物質は多数の何からできているか。 原子

(14) 原子の中心には何があるか。 原子核

(15) (14)をとりまいているものは何か。 電子

(16) (14)は何と何でできているか。 陽子・中性子

(17) 陽子1個と電子１個が符号は異なるが等しく持つ電気量。(1.6×10     Cで、　と
表す。) 

電気素量

(18) 帯電した粒子。 イオン

(19) 電子を放出して正の電気を帯びたイオン。 陽イオン

(20) 電子を取り込んで負の電気を帯びたイオン。 陰イオン

(21) 金属のように、電気をよく通す物質。 導体

(22) 金属内に存在する、自由に動き回れる電子。 自由電子
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電流の性質 ②1
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第１章　物質と電気

(23) 電気を通しにくい物質。 不導体(絶縁体)

(24) 電気の通しやすさが、(22)と(23)の中間の物質。 半導体

(25) 物体が帯電しているかどうかを調べる、箔(金属を薄く叩き伸ばしたもの)を用い
た装置。

箔検電器
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電流と電気抵抗２
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第１章　物質と電気

(1) 電子やイオンが移動する場合に生じる電気の流れ。 電流

(2) 一定の向きに流れる(1)。 直流

(3) 電流の向きは、正・負のどちらの電気が移動する向きか。 正

(4) 電流の大きさは、単位時間当たりに導体の断面を通過する何の大きさか。 電気量

(5) 電流の大きさの単位。 A(アンペア)

(6) I[A]の電流がt[s]間流れたときに、導体の断面を通過する電気量の大きさをQ[C]
としたときの関係式。

(7) 導体(断面積    [㎡])中の自由電子量(電気量-    [C])の速さを   [m/s]、単位体積
当たりの自由電子の数を    [1/㎥]としたときの、電流の大きさ   [A]の表し方。

(8) 電流を流そうとする働き。 電圧(電位差)

(9) 電圧の単位。

(10) 導体に流れる電流の大きさ   は導体に加える電圧   に比例するという法則。 オームの法則

(11) (10)の法則を表す、電流の大きさを　[A]、電圧を    [V]、抵抗を    [   ]としたと
きの関係式。

(12) 導体の電流の流れにくさのこと。 電気抵抗(抵抗)

(13) (12)の単位。 オーム[   ]

(14) 物質の抵抗を   [   ]、その長さを   [m]、断面積を    [㎡]、抵抗率を    [  ・m]と
したときの関係式。

(15) 物質の材質や温度で決ま流、物質の長さが1m、断面積が１㎡のときの抵抗値。 抵抗率

(16) (15)の単位。 オームメートル 
[  ・m]

(17) 二つの抵抗を直列接続したときの、各抵抗に流れる電流の大きさはどうなるか。 等しくなる

(18) 二つの抵抗を直列接続したときの、各抵抗にかかる電圧はどうなるか。 それらの和が、電源の
電圧に等しくなる 

(19) 二つの抵抗を直列接続したときの、合成抵抗はどうなるか。 各抵抗の和になる

(20) 二つの抵抗を並列接続したときの、各抵抗に流れる電流の大きさはどうなるか。 それらの和が、電源からの
電流に等しくなる

(21) 二つの抵抗を並列接続したときの、各抵抗にかかる電圧はどうなるか。 等しくなる

(22) 二つの抵抗を並列接続したときの、合成抵抗はどうなるか。 各対抗の逆数の 
和になる
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電気とエネルギー３
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第１章　物質と電気

(1) ジュール熱をQ[J]、電流をI[A]、電圧をV[V]、時間をt[s]としたときの関係式。 Q=IVt

(2) 抵抗に流れた電流がした仕事W[J]。 電気量

(3) 電流がした仕事の仕事率P[W]。 電力

(4)
電力量をW[J]、電力をP[W]、電流をI[A]、電圧をV[V]、時間をt[s]としたときの
関係式。 W=IVt、P=IV
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電流と磁場１
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第２章　磁場と交流

(1) 棒磁石の両端付近のことを何というか。 磁極

(2) 磁極に引き付ける力。 磁気力

(3) 磁極は2種類あるが、何極と何極か。 N極・S極

(4) 磁気力が及ぶ空間には何が生じているか。 磁場(磁界)

(5) N極が磁気力を受ける向きは、何の向きと定められているか。 磁場の向き

(6) 磁場の中で、小磁針をそのN極が指している向きに少しづつ動かすと、１本の線
を描く。この線を何というか。

磁力線

(7) 直線の導線が作る磁場は、導線に垂直な平面内で、電流を中心に何状にできる
か。

同心円状

(8) 直線の導線が作る磁場は、電流が大きいほど、または電流に近いほどどうなる
か。

強くなる

(9) 直線の導線が作る磁場は、右ねじの進む向きに電流を流すと、磁場は何向きにで
きるか。

右ねじが回る向き

(10) (9)の法則。 右ねじの法則

(11) 円形電流の作る磁場について、円の中心における磁場の向きは、コイル面に対しどうなっ
ているか。

垂直

(12) 円形電流の電流が大きいほど、また円の半径が小さいほど、円の中心における磁
場はどうなるか。

強くなる

(13) 右手の親指以外の指を、円形電流の向きに合わせると、円の中心における磁場の向きは何
の向きになるか。

親指の向き

(14) 導線を密に巻いた十分に長い円筒状のコイル。 ソレノイド

(15) ソレノイド内の電流は軸に平行になり、どのような磁場ができるか。 一様な磁場

(16) ソレノイドを流れる電流が強いほど、また単位長さ当たりのコイルの巻数が多いほど、ソ
レノイド内の磁場はどうなるか。

強くなる

(17) 右手の親指以外の指を、ソレノイドの電流の向きに合わせると、ソレノイド内部
における磁場の向きは何の向きになるか。

親指の向き

(18) コイルの内部の磁場の変化によってコイルに電圧が生じる現象。 電磁誘導

(19) (18)により生じた電圧。 誘導起電力

(20) (19)によって、閉じた回路に流れる電流。 誘導電流

(21) 直流モーターのコイルに力を加えて回転させると、コイルに誘導起電力が生じ
る。このことから、直流モーターは何としてもはたらくと言えるか。

直流発電機

(22) 電池から得られる電流のように、電圧、電流の向きが一定である電気。 直流
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交流と電磁波２
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第２章　磁場と交流

(1) 家庭のコンセントから得られる電気のように、電圧、電流の向きが周期的に変化
している電気。

交流

(2) 交流電圧や、交流電流の大きさ、そこかた計算される電力が直流と同等の効果を
持つような値。

実効値

(3) 交流電流の、ある状態から次に同じ状態になるまでの時間T[s]。 周期

(4) １秒あたりの繰り返しの回数   [Hz]。 周波数(振動数)

(5) 磁場の中で、コイルを一定の速さで回転させることで、コイル面を貫く磁力線の
数が周期的に変化することを利用した発電機。

交流発電機

(6) 発電所で発電された電流の電圧を上げ機器。 変圧器(トランス)

(7)
(6)で利用されている二つのコイル(一次コイル、二次コイル）の電圧の実効値
(V1、V2)と、それらの巻数(N1、N2)の関係式。 
, 

V1:V2=N1:N2

(8) 家庭や工場などに交流の電気を運ぶ線。 送電線

(9) 交流を直流に変換すること。 整流

(10)
ある場所で電気的、あるいは磁気的な変化が生じると、その変化が空間で伝える
波。 電磁波

(11) 全ての(10)は空気中を秒速30万キkmで伝わる。この速さ。 光の速さ

(12) ( )内の電磁波を振動数の小さい順(波長の大きい順)から並べよ。 
(1.赤外線    2.紫外線    3   (ガンマ)線    4.電波    5.X線    6.可視光線)

4.1.6.2.5.3
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