
センサーなどで使われる高校物理 

 
理科ネットワークを利用した授業展開の研究 

 

 

 

（１） 指導上の課題と工夫改善 

 

 

 

１－１ 指導を行う上での課題 

 

自分の物理の授業を振り返ると，導入として理論の説明しやすい演示実験を行い，

教科書に添った理論の解説をし，問題演習で理解の定着を図る形式をとっている場合

が多い。高校で学ぶべき理論については，理解しやすい形を取っているつもりである。

しかし，実社会との結びつきを意識した授業の組み立てにはなっていない。 

これまでも，私が知っている実社会で利用されている物理については，授業内でト

ピックとして話してきた。そのときの生徒は，理論を理解したときとは，また異なる

納得した顔をしている。物理に関して興味関心をひくためにも，物理と実社会との関

連をより意識して，授業に組み込んでいく必要があると考えている。 

しかし，物理と実社会との関連を組み込むためには，私自身がその事例を調査し理

解をした上で，授業での生かし方を研究しなければならない。それゆえ，今回の課題・

研究テーマとして，自分の弱い分野である工学的分野で応用されている高校物理につ

いて調査研究をすることを目的とし，以下のように設定した。 

 

 

 

 

 

 

１－２ その課題を解決するための工夫改善及びその成果 

 

題材の調査に，理科ネットワークのサイト（http://www.rikanet.jst.go.jp/）の以下

のコンテンツを主に利用した。 

・ センサー技術に学ぶ電気と磁気 

・ 身の回りの IT機器から探る科学技術のポイント 

 

以上のなかで見つけた実社会で使用できるセンサーなどの例は以下のものである。 

 

課題課題課題課題    

② 自然体験や実社会，実生活との関連を重視し，実感を伴った理解を図る上での課題

と工夫改善について 

研究研究研究研究テーマテーマテーマテーマ    

実社会で使用されるセンサーなどの電気電子素子に応用される高校物理を調査し，そ

の事例を生かした授業展開を研究する。 



表： センサーと高校物理との関係 
分野 素子 利用されている 

電子機器 

高校物理との関連 

電気力 

電界 

電位 

コピー機 

 

 

コピー機 

 

 

静電気の帯電、クーロン力 

 

 

コンデンサー （蓄電コンデンサー） 

静電容量型加速度センサー 

容量変化型湿度センサー 

（カメラのフラッシュ） 

エアバッグシステム 

湿度計など 

充電・放電 

極板間の距離と電気容量 

誘電体と電気容量 

抵抗回路 サーミスタ 

インピータンス変化型湿度センサー 

フォトダイオード 

温度計 

加湿器，除湿器 

デジタルカメラ 

温度と抵抗値 

抵抗値の変化 

ダイオード 

磁場 

 

磁気ヘッド 

MRI 

ビデオの再生録画 

ＭＲＩスキャン 

磁化 

渦電流式近接センサー 

MR 素子 

食品中の異物を発

見する 

お札の判定 

渦電流 

ローレンツ力 

電流が磁場から受ける力 

 

ホール素子 磁束密度計 

スピンドル用モータ 

携帯の開閉スイッチ 

ホール効果 

交流・交流回路 容量変化型湿度センサー 湿度計など LC 共振回路の応用 

電磁波 赤外線センサー 

ミリ波レーダー 

自動ドア 

車間距離を調べる 

電磁波 

電磁波 

 

 

上のコンテンツでは，画像・映像によって簡略化したモデルで学べる工夫がしてある。

本来は実物を提示し，その補助教材として，デジタルコンテンツを利用する方法が望ま

しいが，実物を示すことがなくても，興味関心をひくようになっている。今後の授業に

組み込んでいきたい。 

このコンテンツの利用方法として次の２種類が考えられる。 

 

① 学習前の動機付けとして，先に例を示す方法 

利点 学習に対する興味関心を引き出し，学習に対するイメージを持たせる

ことができる。 

欠点 煩雑な応用例を見て，必要以上に学習分野を複雑なものであるイメー

ジをもつこと 

対策 高校物理と関連がある原理を強調してみせる 

 

② 学習後のまとめとして，後に例を示す方法 

利点 内容を理解した上で，素子に使われている理論を納得することができ

る。 

欠点 実社会との関連をイメージして理論を学ぶことが困難である。 

対策 常にまとめとして，実社会との関係を話す授業システムを定着させる。 

 

次では，調査したコンテンツを利用しての単元指導計画を作成した。その中で，①②を試

してみることにした。 



（２） 単元指導計画及び学習指導案 

ア ２年○組 単元計画 

生徒生徒生徒生徒のののの実態実態実態実態    
2 クラスとも３年理系で，全員が物理選択をしている。人数構成は，両クラスとも男子２６名，女子１０名の

３６名クラスである。理系学部への大学進学を考える生徒であるため，物理の授業に対する意欲は高い。 

指導上指導上指導上指導上のののの課課課課

題題題題とととと工夫改工夫改工夫改工夫改

善善善善のののの取組取組取組取組    

理科ネットワークのコンテンツを利用し，実社会で使用されるセンサーなどの電気電子素子に応用される高校

物理を生かした授業を展開する。 

科科科科    目目目目    名名名名    物理Ⅱ 

使用教科書使用教科書使用教科書使用教科書    高等学校 物理Ⅱ 数研出版 使用教材使用教材使用教材使用教材    

問題集：  リードα 物理Ⅰ・Ⅱ 数研出版 

提示教材： 理科ネットワークのコンテンツ 

      「センサー技術に学ぶ電気と磁気」より 

ワークシート 

単単単単    元元元元    名名名名    コンデンサー 

単元単元単元単元のののの目標目標目標目標    
コンデンサーの蓄電・放電の理論など基礎基本を理解し，コンデンサー回路や実社会で使用されるコンデンサ

ーのしくみの考察ができるようになる。 

【１】関心・意欲・態度 【２】思考・判断 【３】観察・実験の技能・表現 【４】知識・理解 

単元単元単元単元のののの    

評価規準評価規準評価規準評価規準    

・コンデンサーの構造に

興味関心を持つ。 

・コンデンサーが実社会

で使用されている例を知

ることにより，興味関心

を示す。 

・センサーに用いられた

コンデンサーのしくみを

考察できる。 

・コンデンサーの４つの

式を用いて，C 回路を考

察して解くことができ

る。 

・コンデンサー内の電位

の様子を，グラフで表現

することができる。 

・コンデンサーの充電・

放電のしくみを理解す

る。 

・コンデンサーの４つの

式の意味を理解する。 

 

 

イ ２年△組 単元計画 

時時時時

間間間間    
主主主主なななな学習内容学習内容学習内容学習内容    主主主主なななな学習活動学習活動学習活動学習活動    

利用利用利用利用するするするする装置装置装置装置やややや素子素子素子素子    

（（（（実社会実社会実社会実社会とのとのとのとの関関関関わりわりわりわり））））    
評価評価評価評価のののの観点観点観点観点    

評価評価評価評価のののの方方方方

法法法法・・・・指導指導指導指導    

1111    

    

コンデンサーの充電と

放電のしくみ 

・コンデンサーのしくみと充電と放電

のメカニズムを理解する。 

・ CVQ = の式の意味を理解する。 

アルミホイルを利用した蓄電器   

{実物・演示}

カメラのフラッシュ 

    {実物・演示}

○コンデンサーのしくみに興

味を示す【１】 

○蓄電した電気量と電気

容量と極板間の電位差の

関係を理解する。【４】 

（生徒観察） 

 

（机間巡視） 

２２２２

    

コンデンサーの性能 

誘電体 

比誘電率 

・電気容量を決める要素を理解し，

dSC ε= の式を理解する。 

・誘電体の様子と電気容量の関係を

理解し，比誘電率を理解する。 

○コンデンサーの仕組みよ

り，電気容量を推定する。

【２】 

○要素の変化による電気

容量の変化を導くことがで

きる。【４】 

（発問と返答） 

 

 

（問題演習） 

３３３３ガウスの法則 

 

・ガウスの法則（電荷と電気力線の総

数の関係）を知る。 

・電気力線の数密度から電界の求め

る方法を以下の場合について身に付

ける。 

① 点電荷 

② 広い平面上に分布 

③ 直線上に分布 

 ○広い平面上に電荷が分

布した場合の電界の大きさ

を，自分で考察することが

できる。       【２】 

 

 

 

（問題演習） 

４４４４一様な電場と電位 

静電エネルギー 

・コンデンサーの作る電界を考察す

る。 

・ EdV = の式の意味を理解する。 

・静電エネルギー QVU
2

1
= の式を

qVU = の意味より考察する。 

 ○広い平面上に電荷が分

布した場合の電界から，コ

ンデンサー内の電界を考

察できる。       【２】 

○コンデンサー内の電位と

距離の関係をグラフ化する

ことができる。    【３】 

 

（発問と返答） 

 

 

 

（問題演習） 

 

 

 

 

 



 

時時時時

間間間間    
主主主主なななな学習内容学習内容学習内容学習内容    主主主主なななな学習活動学習活動学習活動学習活動    

利用利用利用利用するするするする装置装置装置装置やややや素子素子素子素子    

（（（（実社会実社会実社会実社会とのとのとのとの関関関関わりわりわりわり））））    
評価評価評価評価のののの観点観点観点観点    

評 価評 価評 価評 価 のののの 方方方方

法法法法・・・・指導指導指導指導    

５５５５    コンデンサーを変化さ

せる問題（１） 

・極板間の距離 d  

・極板の面積 S  

・誘電率 ε  

・電荷を蓄えたままの平面コンデンサ

ーの d,S, ε を変化させたときの，

C,Q,V,E,Uの変化を考察する。 

・電源装置につないだままの平面コン

デンサーの d,S, ε を変化させたとき

の，C,Q,V,E,Uの変化を考察する。 

・センサーのしくみを理解し，コンデン

サーの興味関心を深める。    

 

 

 

 

 

 

 

静電容量型加速度センサー 

（d を変化させるセンサー） 

｛映像の提示｝

容量変化型湿度センサー 

（εを変化させるセンサー） 

｛映像の提示｝

○２つの条件下で d,S, ε を

変 化 さ せ た と き の ，

C,Q,V,E,U の変化を考察

することができる。 【２・４】 

 

 

○電気容量の変化を利用

したセンサーについて興味

関心をもつ。      【１】 

 

（ワークシート） 

 

 

 

 

 

（感想） 

 

６６６６    Ｃ回路 

 

・並列回路，直列回路を通じて，C 回

路の考え方を身につける。 

・合成容量についても触れる。 

・コンデンサーの耐電圧についても触

れる。    

 ・電位と電荷の動きでＣ回

路を考察することができる。 

 【２】

      

（発問と返答） 

 

７７７７    回路問題演習 ・C 回路の問題演習をすることで，電

圧の関係，電気量保存， CVQ = の

考え方を身につけさせる。 

 ○Ｃ回路の考え方を身に

つけることができる 【２・４】 

（ワークシート） 

 

８８８８    コンデンサーを変化さ

せる問題（２） 

・極板間の挿入    

・極板間に導体板や誘電体を挿入し

たときの d,S, ε を変化させたときの，

C,Q,V,E,Uの変化を考察する。 

 ・電位と電荷の動きで極板

間への挿入問題を考察す

ることができる。      【２】 

○極板間への挿入問題の

考え方を身につけることが

できる。       【２・４】 

（発問と返答） 

 

 

（ワークシート） 

 

定定定定

期期期期

テテテテ

スススス

トトトト    

    ・コンデンサーを含む問題を解くこと

により，知識・理解が定着したか、ま

た，それらを使って考察できるかを確

認する。 

 ○コンデンサー問題の考

え方が身についている。  

【２・４】

 

（考査問題） 

  
 

 

 

 

ウ ２年□組 単元計画 

教科教科教科教科    理科    科目科目科目科目 物理Ⅱ 使用教科書使用教科書使用教科書使用教科書 数研出版 物理Ⅱ 使用教材使用教材使用教材使用教材    
ワークシート 

理科ネットワークのコンテンツ 

指導指導指導指導クラスクラスクラスクラス    ３年 組 物理選択クラス （男２６名 女１０名 合計３６名） 使用教室使用教室使用教室使用教室    物理実験室 

日時日時日時日時    平成  年 ７月 下旬  

指導単元指導単元指導単元指導単元    コンデンサー 

単元単元単元単元のののの目標目標目標目標    
コンデンサーの蓄電・放電の理論など基礎基本を理解し，コンデンサー回路や実社会で使用されるコンデンサ

ーのしくみの考察ができるようになる。 

時間配当時間配当時間配当時間配当    

１ コンデンサーの４つの式・・・・・・・・ ４時間 

２ コンデンサーを変化させる問題（１）・・ １時間 

３ Ｃ回路・・・・・・・・・・・・・・・・ １時間 

４ コンデンサーを変化させる問題（２）・・ １時間 

（本時は全８時間のうち５時間目） 

本時本時本時本時のののの目標目標目標目標    

電気容量の変化が，①極板に電荷を蓄えたままの条件下，または，②電源につないだままの条件下で，電気量，

電位差，電界，静電エネルギーにどのように影響するかを，コンデンサーの４つの式より考察する。また，こ

の理屈を用いた，センサーのしくみを理解し，実社会との関連に興味関心をもつ。 

評価評価評価評価のののの工夫工夫工夫工夫    

○ワークシートを利用し，①②の条件下で，d,S, ε を変化させたときの，C,Q,V,E,Uの変化を考察できているか，コン

デンサーの４つの式が身についているかを判断する。                      【思考・判断】【知識・理解】 

○センサーの映像を見ることによって，コンデンサーの実社会への利用の様子を知り興味関心をもったかを，感想を書

くことによって調査する。                                             【関心・意欲・態度】 



本時本時本時本時のののの展開展開展開展開    

過過過過

程程程程    
学習項目学習項目学習項目学習項目    教師教師教師教師のののの働働働働きかけきかけきかけきかけ    学習活動学習活動学習活動学習活動    評価評価評価評価のののの観点観点観点観点    指導上指導上指導上指導上のののの留意点留意点留意点留意点    

導 

入 

５ 

分 

・コンデンサー

の４つの式を

復習する。 

・発問によって，生

徒から４つの式を

導き出す。 

・４つの式とその意味を復

習する。 

 

 ・式の板書だけでな

く，図も同時に板書

する。 

・①極板間に電

荷を蓄えたまま

の 条 件 下 で ，

d,S, ε を変化さ

せたときの ，

C,Q,V,E,Uの変

化を考察する。 

・電荷を蓄えたまま

の条件では，極板の

電気量は保存させ

ることを知らせる。 

・Ｃの変化を，最初

に考えることを知

らせる。 
展 

開 

30 

分 

・①電源につな

いだままの条件

下で，d,S, ε を

変化させたとき

の ， C,Q,V,E,U

の 変 化 を 考 察

する。 

・電源装置は，２点

間の電位差を一定

に保つものである

ことを知らせる。 

 

・ワークシートを用いて，

考察し，理解を深める。 

・近くの人と議論しあう 

○ワークシートによって，①

②の条件下での，変化の様

子を考察できる  

【思考・判断】 

○ワークシートで考察する

中で，コンデンサーの４つ

の式の使い方を身につけ

る。      【知識・理解】 

 

（問題ワークシートの利用） 

・最初から，答えを

伝えることをせず，

ヒントを与えること

で，自分たちで考察

させる。 

発 

展 

10

分 

・センサーの映

像 を み る こ と

で，コンデンサ

ーの 実社会へ

の 利 用の 様 子

を知り興味関心

もつ。 

・理科ネットワーク

のコンテンツより、 

静電容量型加速度センサー 

容量変化型湿度センサー 

映像を流す。 

 

 

・各センサーに使用される

コンデンサーの理論を映

像を見ながら，感想をワー

クシートにメモする。 

・高校で学ぶ電磁気学と実

社会との関連についての

感想をワークシートに記

述する。 

○コンデンサーの実社会へ

の利用の様子を知り興味関

心を持つ 

【関心・意欲・態度】 

（感想ワークシートの利用） 

・自分たちで気づかせ

るため，極力説明は省

く。 

 

 

エ 授業評価 

 

上で計画したものは 7 月末でおこなう予定の授業案のため，まだ実践していない。し

かし，違うクラスで，上で利用した理科ネットワークのコンテンツを，単元計画２時限

目（２－２参照）に使用し，学習前の動機づけとして先に例を示す方法（１－２）とし

て実践してみた。 

その授業の導入としては，映像が流れるため，興味を示し目的を達したが，本校の生

徒は，コンデンサーと実社会との関連があることは理解したようだが，センサーの働く

理由に対してまだ納得していない表情がみられた。 

 

オ 明らかになった課題とその課題を解決するための対応 

 

上記の授業例で現れた課題は，映像コンテンツの使用の仕方である。映像コンテンツ

の使用の仕方として２－２で挙げた２つの方法を考えたが，生徒の反応を見ると，授業

の導入で利用する方法は，映像よりも実物を見せるほうが効果的であった。同じ題材を

示すときも，しくみはわからなくとも基盤などを実際に持ってきて，見せたほうが印象

に残るであろう。一方，理論をしっかりと学んだうえで，まとめとして映像コンテンツ

を利用することは，本校の生徒にとっては，理屈が納得することができ，効果的に使え

そうである。  

上の計画した授業は，それを踏まえて計画しなおしたものである。 



 

添付資料 

 

問題用ワークシートと感想用ワークシート 

 

 


