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１ ⑴ 床と物体にはたらく力をまとめると資料１のようになる。物体

が床を押す力の大きさは，物体にはたらく重力とばねばかりが

物体を引く力の差で求められる。物体にはたらく重力は 2.4Ｎ

だから，ばねばかりが物体を引く力の大きさが０Ｎのときは，

物体が床を押す力の大きさは 2.4－０＝2.4(Ｎ)で，これと作

用・反作用の関係にある床から物体にはたらく垂直抗力の大き

さも 2.4Ｎである。このように考えて，どの時間においても，

ばねばかりが物体を引く力の大きさと，床から物体にはたらく

垂直抗力の大きさとの和が常に 2.4Ｎになるようなグラフをか

けばよい。資料２のように，図４に垂直抗力の変化を表すグラ

フを重ねると，変化のようすがよくわかる。

⑵ 物体に力を加えたとき，その物体が加えた力の向きに動いた

場合に，その力は物体に対して仕事をしたといえる。物体が床

から離れるのは，ばねばかりが物体を引く力の大きさが 2.4Ｎ

になった 3.0 秒後であり，それまでは物体が床の上から動いて

いないので，物体に力を加えているが，この力は物体に対して

仕事をしていない。 

⑶ 物体を引き上げる力が 2.4Ｎで，その力の向きに 15 ㎝→0.15

ｍ動かしたから，〔仕事(Ｊ)＝力(Ｎ)×力の向きに動かした距離

(ｍ)〕より，2.4×0.15＝0.36(Ｊ)が正答となる。 

⑷ 図３のように，動滑車を用いると，物体にはたらく重力は動

滑車の左右の糸に等しく分かれてかかるので，ばねばかりが物

体を引く力は物体にはたらく重力の半分になるが，ばねばかり

を引き上げる距離は物体が持ち上がる距離の２倍になるから，

動滑車を用いても仕事の大きさは変化しない。これを仕事の原

理という(資料３)。 

⑸ 実験□2 では，物体を１㎝/ｓの速さで真上に 15 ㎝引き上げた

から，かかった時間は
15(㎝)

１(㎝/ｓ)
＝15(ｓ)である。仕事の原理よ

り，実験□2 と□3 の仕事の量は同じであり，仕事率も等しいと

あるので，〔仕事率(Ｗ)＝
仕事(Ｊ)

時間(ｓ)
〕より，実験□2 と□3 でかか

った時間も同じだとわかる。実験□3 では，動滑車を用いている

から，ばねばかりを引き上げる距離は物体を持ち上げる距離 15

㎝の２倍の 30 ㎝であり，この仕事に 15 秒かかっているから，

ばねばかりを引き上げる速さは
30(㎝)

15(ｓ)
＝２(㎝/ｓ)である。  

どの時間においても 

＋ ＝2.4が成り立つ 

資料３

＜30°の斜面を引き上げるとき＞ 

資料２

物体を斜面に沿って引き上げる

のに必要な力の大きさは，物体

にはたらく重力の斜面に平行な

分力と同じである。30°の斜面

では，この分力の大きさは重力

の半分になるが，斜面上を移動

させる距離は直接持ち上げると

きの２倍になる。 

物体が床を押す力 

地球が物体を引く力 

(重力) 

資料１

・大きさが同じ

・向きが反対

・一直線上にある

２力の条件 

＜力のつり合い＞ 

＜作用・反作用＞ 

２力が１つの物体に対してはたらく 

２力が２つの物体の間ではたらく 

床が物体を押す力 

(垂直抗力) 

床が物体を押す力 

(垂直抗力) 
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２ ⑴ 資料４参照。エのように，どちらの筋肉もひじの先の骨につ

いていると，上の筋肉が縮むことで腕が曲がり，下の筋肉が縮

むことで腕がのびる。なお，筋肉と骨をつないでいる丈夫なつ

くりをけんという。 

⑵ 刺激を受けとる器官(感覚器官)とその器官が受けとる刺激の

組み合わせを覚えておこう(資料５)。 

⑶ Ａがストップウォッチを押したときが，Ａが左手をにぎった

ときであり，同時にＢが右手をにぎられたときである。したが

って，Ｂ～Ｊの９人が右手をにぎられてから左手をにぎるまで

の時間と，Ｊが左手をにぎってからＡがストップウォッチを止

めるまでの時間の合計の平均が 2.17 秒だから，Ｂ～Ｊの９人が

右手をにぎられてから左手をにぎるまでの時間の平均は 

2.17－0.26＝1.91(秒)で，１人あたりの平均は
1.91

９
＝0.212…→

0.21 秒である。 

⑷⑸ 反射とは，意識とは無関係に起きる反応である。反射と意

識して起きる反応では，信号が伝わる経路が異なる(資料６)。

反射は，意識して起きる反応よりも信号が伝わる経路が短いた

め，刺激を受けとってから反応が起きるまでの時間が短く，危

険から身を守るのに役立っている。また，周囲の明るさでひと

みの大きさが変化すること(資料７)，食物を口に入れるとだ液

が出ることなども，意識とは無関係に起きる反射である。

ａ 

ｂ 

けん 

肩の骨 

感覚器官 感覚 刺激 

目 視覚 光 

耳 聴覚 音 

鼻 嗅覚 におい 

舌 味覚 味 

皮ふ 触覚 圧力など 

資料５

上図の状態からａが縮んでｂがゆる

むと腕が曲がる。腕が曲がった状態

からａがゆるんでｂが縮むと腕がの

びる。 

反射では， 

皮ふ→ａ→せきずい→ｂ→筋肉 

の順に信号が伝わる。 

せきずいから筋肉に信号が送られる

と同時に脳にも信号が送られる。信

号が筋肉まで伝わる時間より脳まで

伝わる時間の方が長いので，熱いと

いうことは遅れて意識される。 

脳 

手の皮ふ 

手を動かす 

筋肉 
せきずい 

ａ 

ｃ ｄ 

ｂ 

資料６

資料７

ひとみ 

通常時 

虹彩 

明るいところ 暗いところ 

通常時のひとみ 通常時のひとみ 

虹彩が大きくなって， 

レンズに入る光の量が少なくなる。

虹彩が小さくなって， 

レンズに入る光の量が多くなる。

覚えておこう！(目のつくり)

意識して起きる反応では， 

皮ふ→ａ→せきずい→ｃ→脳→ｄ→

せきずい→ｂ→筋肉 

の順に信号が伝わる。 

資料４

角膜 

レンズ

網膜 

視神経 

虹彩 

ひとみ 
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固体

固体と液体 

液体

液体と気体

気体

固体 

粒子が規則正し

く並んでいる。

液体 

粒子の結びつ

きがゆるくな

り，少し動い

ている。

気体 

粒子が自由に

動き回ってい

る。

３ ⑴⑵ 固体がとけて液体になるときの温度を融点，液体が沸騰し

て気体になるときの温度を沸点という。融点や沸点は物質ごと

に決まっていて，水の融点は０℃，沸点は 100℃である。融点

や沸点に達すると，状態変化に熱が使われるため，加熱を続け

ても状態変化が終わるまでは温度が上昇しない。したがって，

融点であるｂ点では氷(固体)と水(液体)が混ざった状態，沸点

であるｄ点では水(液体)と水蒸気(気体)が混ざった状態になっ

ている(資料８)。温度が上昇しない時間があることから，加熱

した物質が純粋な物質であることを読み取れるようにしておこ

う。なお，混合物を加熱したときのグラフは資料９のようにな

る。 

⑶ 資料８より，ａ点では固体，ｃ点では液体，e 点では気体の

状態である。温度が高くなるほど粒子の運動が激しくなり，粒

子間の距離が大きくなっていく。したがって，水の粒子が規則

正しく並んでいるイが固体，イより粒子の運動が激しいアが液

体，アより粒子の運動が激しく粒子間の距離が大きいウが気体

の状態を表している(資料 10)。 

⑷ 状態変化によって体積は変化するが，質量は変化しない。

４℃の水 10 ㎤の質量は１(ｇ/㎤)×10(㎤)＝10(ｇ)で，これが

すべて 100℃の水蒸気になっても質量は 10ｇのままである。し

たがって，100℃の水蒸気 10ｇの体積は
10(ｇ)

0.0006(ｇ/㎤)
＝

16666.6…→16667㎤である。 

⑸ 物質はふつう，液体から固体になると体積が小さくなる。こ

のとき質量は変化しないので，〔密度(ｇ/㎤)＝
質量(ｇ)

体積(㎤)
〕より，

固体の密度は液体の密度より大きくなり，固体は同じ物質の液

体に沈む。しかし，水は例外で，液体(水)から固体(氷)になる

と体積が大きくなる(約 1.1 倍)。このため，氷の密度は液体の

水の密度より小さくなり，氷は液体の水に浮く。 

資料８

資料９

資料 10

加熱した時間
０ 

100 

80 

温 
度 
(℃) 

＜水とエタノールの混合物の加熱＞

エタノールの沸点に達

して状態変化が始まる

が，水の沸点には達し

ていないので，温度が

上昇し続ける。
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４ ⑴ マグマのねばりけが大きいと，雲仙普賢岳のようなドーム状

の火山になり，マグマのねばりけが小さいとマウナロアのよう

な傾斜がゆるやかな火山になる。また，溶岩や火山灰の色は，

マグマのねばりけが小さいほど黒っぽく，大きいほど白っぽく

なる。火山の形と主な火山名を覚えておこう(資料 11)。 

⑵⑶ マグマが固まってできた岩石を火成岩といい，火成岩はさ

らに火山岩と深成岩に分類される。マグマが地表や地表近くで

急に冷やされてできる火山岩にみられる比較的大きな結晶の部

分を斑晶，非常に小さな鉱物やガラス質の部分を石基といい，

斑晶と石基からできているつくりを斑状組織という(資料 12)。

火山岩には，流紋岩，安山岩，玄武岩がある。一方，マグマが

地下深くでゆっくり冷やされてできる深成岩は同じくらいの大

きさの結晶が組み合わさった等粒状組織をしていて，花こう岩，

せん緑岩，斑れい岩がある。

⑷ 砂岩やれき岩などの堆積岩にふくまれる粒は，川を流れてく

る間に川底や他の石にぶつかって角がとれるため丸みを帯びて

いるが，火成岩にふくまれる粒はそのようなはたらきを受けな

いため，角ばっている。 

⑸ 地熱のように，自然界にいつも存在し，いつまでも利用でき

るエネルギーを再生可能エネルギーという。地熱発電は地下深

くのマグマだまりの熱によって発生した水蒸気をとり出し，蒸

気でタービンを回す発電方法であり，天候の影響を受けにくく，

二酸化炭素をほとんど排出しない。火山国である日本では，今

後広く使われることが期待されるエネルギー源である。しかし，

地熱発電所を建設する場合，自然破壊や，温泉などの観光地で

の建設が困難などの問題がある。再生可能エネルギーには，地

熱の他に，太陽光や風力などもある。太陽光発電と風力発電は

どちらも，エネルギー源がほぼ無限にあり，発電時に排出する

物質はないが，発電量が天候に左右されやすい。 

火山 

の形 

火山名 
マウナロア

キラウエア

火山 

の形 

火山名 
富士山

桜島

火山 

の形 

火山名 
雲仙普賢岳

昭和新山

資料 12 

斑晶

石基

＜等粒状組織＞ 

激しい噴火 

穏やかな噴火 

＜斑状組織＞ 

資料 11 


	名称未設定



