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１ 電気回路の要素
電気の基本として、電流、電圧、抵抗の
意味を理解し、これらの値を正しく計算
できるか。

オームの法則を利用し、電気回路の電
流、電圧、電位差などについて考察でき
るか。

抵抗、コンデンサ、コイル、スイッチな
どの電気回路の素子に関心をもち、意欲
的に学習できたか。

1.1 電気回路の電流・電圧・抵抗
オームの法則を理解し、これを使い、電
流、電圧、抵抗を計算できるか。

電流、電圧、電気抵抗を理解し、種々の
課題解決に応用できるか。

電気の学習の基礎になる電流、電圧、抵
抗などの考え方に関心をもち、各種の法
則を意欲的に学習したか。

1.2 抵抗の性質
抵抗率、導電率、抵抗温度計数を理解
し、導線の抵抗値を計算できるか。

断面積、長さ、抵抗率を用いて、種々の
導線の抵抗値を計算でき、また抵抗値を
色を使って表現できるか。

導体の材質や形状、温度により抵抗値が
異なることに関心をもち、意欲的に学習
できたか。

２ 直流回路

直流回路において、電流、電圧、抵抗、
電力などを正しく理解し、法則や公式を
用いてそれらの計算ができるか。

直流回路について、適切な公式・法則を
選択し、課題について正しい結果を得る
ことができるか。

私たちの生活を豊かにしている電気に関
心をもち、主体的に学ぼうとしている
か。

2.1 直流回路の計算

ブリッジの平衡条件、分流器、直列抵抗
器、キルヒホッフの法則を正しく理解し
計算によって値を求めることができる
か。

電気回路の合成抵抗、各部の電流や電圧
の計算ができ、電気回路の考察ができる
か。

抵抗の接続方法と合成抵抗、各部の電流
や電圧の計算方法に関心をもち、各種の
法則を意欲的に学習したか。

2.2 電力とジュール熱
電力、電力量、ジュール熱を理解し、こ
れらを計算によって求めることができる
か。

電力、電力量、ジュール熱を理解し、電
熱器やヒューズへの利用方法についても
理解したか。

電流が熱を発生する事象に関心をもち、
意欲的に学習しているか。

2.3 電流の化学作用と電池

ファラデーの法則、ゼーベック効果、ペ
ルチェ効果を理解しているか、また一次
電池、二次電池の違い、用途を理解し、
目的に合致した電池を選別できるか。

一次電池、二次電池の違い、用途を理解
し、目的に合致した電池を選別できる
か。

電流の化学作用や各種電池の原理に関心
をもち、意欲的に学習しているか。

３ 静電気
静電気の性質や諸現象について理解し、
学習した公式により、各種の計算ができ
るか。

電荷、電界、電気力線、誘電体などを理
解し、種々の課題解決に応用できるか。

静電気の性質や事象について関心をも
ち、意欲的に学習したか。

3.1 静電現象

静電気に関するクーロンの法則を理解
し、静電力および電界の大きさ、向きに
ついても理解し、これらを計算によって
求めることができるか。

電界について理解し、電化に働く力、電
束について考察し、種々の課題解決に応
用できるか。

タッチパネルなどの電子機器にも利用さ
れている静電気に関心をもって学習して
いるか。
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3.2 コンデンサと静電容量

コンデンサの原理と用途、接続方法を理
解し、直列接続および並列接続されたコ
ンデンサの合成静電容量を計算できる
か。

コンデンサの原理と用途を理解し、種々
の課題解決に応用できるか。

電気回路、電子回路で用いられるコンデ
ンサに関心をもち、意欲的に学習してい
るか。

４ 電流と磁気

クーロンの法則、フレミングの法則など
重要な法則を理解し、これらの法則を活
用して、実際に計算できるか。

電流と磁気の関係を理解し、直流回路に
ついて、適切な公式・法則を選択し、課
題について正しい結果を得ることができ
るか。

電気エネルギーを作り出すのに深いかか
わりをもつ電流と磁気について、意欲を
もてたか。

4.1 磁気

磁気に関するクーロンの法則、磁界、磁
力線、磁束、磁束密度を理解し、学習し
た公式によりこれらの値を計算できる
か。

磁気に関するクーロンの法則、磁界、磁
力線、磁束、磁束密度を理解し、種々の
課題解決に応用できるか。

磁気現象に興味を示し、磁気に関する諸
法則を意欲的に学習したか。

4.2 電流の磁気作用

電流の周囲には磁界が発生することを理
解し、学習した法則や公式を用いて、磁
界の大きさや向きを求められるか。

電流と磁界の関係を理解し、種々の課題
解決に応用できるか。

電流と磁界の関係に関心をもち、各種法
則を意欲的に学習したか。

4.3 磁界中の電流に働く力
フレミングの左手の法則などを正しく理
解し、磁界中の導体に働く電磁力の大き
さ、向きを求められるか。

磁界中の電流が受ける電磁力について理
解し、種々の課題解決に応用できるか。

磁界中の電流が受ける電磁力について興
味関心をもち、意欲的に学習したか。

4.4 電磁誘導作用

電磁誘導に関するファラデーの法則、レ
ンツの法則、フレミングの右手の法則を
理解し、誘導電圧の大きさ、向きを求め
られるか。

磁界中で運動する導体に誘導起電力が発
生する事象を理解し、種々の課題解決に
応用できるか。

磁界中で運動する導体に起電力が発生す
る電磁誘導作用に興味を示し、意欲的に
学習したか。

５ 交流回路

交流を記述する方法を理解し、交流回路
での動作を理解しているか、また学習し
た公式により、交流回路の計算ができる
か。

交流を記述する方法を理解し、さまざま
な電気回路に応用できるか。

豊かな生活に欠かせない交流電気に関心
をもち、意欲的に学習できたか。

5.1 正弦波交流の性質

交流の発生方法、数式での表現方法を理
解し、周波数、位相、平均値、実効値な
どについて計算することができるか。

交流の発生方法、数式での表現方法を理
解し、種々の課題解決に応用できるか。

交流のもつ周波数、位相、実効値などに
関心をもち、意欲的に学習できたか。

5.2 交流回路の取り扱い方
R、L、Cを含む回路で、交流の動作を理
解し、電流、電圧、位相などの計算がで
きるか。

静止ベクトルを使って交流を表現するこ
とができ、種々の課題解決に応用できる
か。

交流のベクトル表示を理解し、関心を
もって学習しているか。

5.3 交流回路の電力
有効電力、無効電力、力率などを理解
し、これらの値を正しく計算することが
できるか。

有効電力、無効電力、皮相電力、位相差
を図で表現できるか。

時間とともに変化する交流電力の求め
方・考え方に関心をもって学習できた
か。
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5.4 複素数
複素数の加減乗除、極座標表示について
理解し、交流回路の計算ができるか。

複素数の乗除算とベクトルの回転につい
て理解し、図で表現でき、種々の課題解
決に応用できるか。

交流を表す静止ベクトルと複素数の関係
に関心をもち、意欲的に学習できたか。

5.5 記号法による交流回路の取り扱い
電流、電圧、インピーダンスの複素数表
示を理解し、記号法により交流回路の計
算ができるか。

電流、電圧、インピーダンスの複素数表
示を理解し、記号法による交流の取り扱
いを理解したか。

交流回路の記号法による扱いに関心をも
ち、意欲的に学習できたか。

5.6 三相交流
三相交流の電流、電圧、電力について理
解し、これらの値を正しく計算すること
ができるか。

三相回路について、電流、電圧、電力の
扱い、接続方式を理解し、種々の課題解
決に応用できるか。

三相交流について、単相交流との違い、
用途などに関心をもち、意欲的に学習し
たか。

６ 各種の波形
非正弦波交流、パルスの扱い、過渡現象
を理解し、学習した公式を用いて、種々
の値を計算できるか。

各種の波形の性質・特徴を理解し、電気
回路、電子回路での用途について把握で
きたか。

直流や正弦波交流以外のさまざまな種類
の電気信号に関心をもち、学習できた
か。

6.1 非正弦波交流
各種の波形の実効値、平均値などの計算
方法を理解し、正しく計算することがで
きる。

非正弦波交流が、直流と複数の正弦波交
流を合成して作られることを理解できた
か。

非正弦波交流に関心をもち、意欲的に学
習したか。

6.2 過渡現象

過渡現象を理解し、電気回路、電子回路
への応用について理解しているか。ま
た、時定数を計算で求めることができる
か。

電源投入時などに見られる過渡現象の原
理を理解し、図や数値で表現できるか。

電源投入時などに見られる過渡現象に関
心をもち、意欲的に学習できたか。

７ 電気計測

測定器の種類を理解し、各測定器で測定
できる電気量についても理解し、測定器
を正しく取り扱うことができるか。

電気の測定について動作原理を理解し、
実際に活用することができるか。

直接見ることのできない電気について、
その測定方法に関心をもち、電気現象を
意欲的に学習できたか。

7.1 測定の基本と測定量の取り扱い

測定法の種類、誤差、精度、感度、標準
抵抗器、標準電池などについて理解を深
め、誤差の少ない測定ができるか。

誤差が生じる原因を考え、誤差の少ない
測定方法を工夫することができるか。

測定の重要性を理解し、工業生産におけ
る測定の役割についても理解している
か。

7.2 電気計測の基礎

直流、交流の測定、アナログ、ディジタ
ルの違いおよび特性を理解し、測定器を
正しく取り扱えるか。

各測定器の特徴を理解し、測定したい量
に応じて、アナログ計器、ディジタル計
器のどちらを使用すべきか判断できる
か。

直流、交流の測定、アナログ、ディジタ
ルの違いおよび特性に関心をもち、意欲
的に学習できたか。

7.3 基礎量の測定
R、L、C、電力、電力量の測定方法を理
解し、正しく測定できるか。

各測定器の特徴を理解し、測定したい量
に応じて、どの測定器を使用すべきか判
断できるか。

R、L、C、電力、電力量の測定方法に関
心をもち、意欲的に学習できたか。
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