
磁界中の電流が受ける力
 

 

Ⅰ  

 

 

１ 実験のあらまし 

    安価で身近な材料で簡単に作れるため

ーが回転する原理についての理解を深めることができる。

 

２ 準備するもの 

  器具・材料等（１人１つ）  
    ・乾電池（単３）  １ 

    ・フェライト磁石  １ 

    ・紙やすり  
    ・エナメル線（直径 0.4 ㎜約

    ・クリップ     ２ 

    ・セロハンテープ 

 

３ 学習前の観察・実験の指導の手立て

  ・電気ブランコの実験を通して，電流が磁界から力を受けることを学習しておく。

 ・教師は実験材料を用意する。このとき，実験班ごとに１ケースに人数分の材料を入れておく。

・エナメル線は 1 人分約 40 ㎝ずつ

 

４ 観察・実験の手順  

（１）モーター作成手順                               
 ア エナメル線を単３の乾電池に約５回半巻き，

  コイルを作る。コイルの両脇は５㎝くらい伸ば

  しておき，コイルがほどけないように２回ぐら

  い巻きつけておく。（図の  

 

  イ コイルの両端は，片側はエナメルを

    はがし，もう片側は上面だけはがす

                                                                     
                       

                              

 

 

 ウ クリップを図のように曲げ，乾電池にセロテープでとめ，磁石をのせる。

                                         
                                                           

 

                                                      
 

 

 

 エ クリップにコイルをセットし，軽く指で回すと回転する。

 

 

 

生徒一人一人が簡単に作成することができるモーター作成の観察・実験例

 

磁界中の電流が受ける力 

安価で身近な材料で簡単に作れるため，生徒一人一人がモーターを作成することができ，モータ

ーが回転する原理についての理解を深めることができる。 

 

㎜約 40 ㎝） 

学習前の観察・実験の指導の手立て 

電気ブランコの実験を通して，電流が磁界から力を受けることを学習しておく。

教師は実験材料を用意する。このとき，実験班ごとに１ケースに人数分の材料を入れておく。

㎝ずつに切っておく。紙やすりも１人分約 2 ㎝角に切っておく。
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クリップを図のように曲げ，乾電池にセロテープでとめ，磁石をのせる。 
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（２）実験の手順   

      モーターを作成し，回転する様子から，モーターが回る仕組みについて考えさせる。 

 

５ 学習後の観察・実験の指導の手立て 

（１）コイルの両端で片方はエナメルを全部はがし，片方は半分だけはがすのはなぜか考えさせる。 

 ア エナメルをはがした部分がクリップに接触しているとき，コイルに電流が流れ，磁石の磁界か   

ら図１のように力を受ける。 

  イ コイルが半回転すると，エナメルをはがしていない部分がクリップに接触し，電流が流れなく   

なるが慣性でそのまま同じ向きに回転し続ける。（図２） 

 ウ さらにコイルが半回転すると，再びエナメルをはがした部分がクリップに接触し，図１と同じ   

向きに回転し続ける。 

  エ 両端のエナメルを全部はがした場合， 図１の状態からコイルが半回転すると，電流の向きが   

逆になり，力の向きが逆向きになる。（図３）そのため，コイルは止まってしまう。 
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（２）一般的なモーターも同じような原理でできていることを理解させる。 

 

６ 器具の扱い方等 

（１）指導面 

一人一実験であるが，グループで協力し合うことにより，互いにそれぞれのモーターを参考に

したり，助言し合ったりすることで成功体験ができる生徒をふやしたい。 

（２）安全面           
   ショート回路であるため，エナメル線の太さや巻き数によってはかなり高温になるので注意が   

必要である。 

 

 

Ⅱ 指導の例 

 

１ 単元名   磁界中の電流が受ける力 

 

２ 単元のねらい 

    磁石とコイルを用いた実験を行い，磁界中のコイルに電流を流すと力がはたらくことを見いだす 

こと。 

 

３ 指導計画    （全８時間） 

    電流がつくる磁界（３時間） 

    電流が磁界から受ける力（２時間）本時２／２ 

電磁誘導と発電（２時間） 

直流と交流（１時間） 

 

４ 学習問題 
 

よく回るモーターをつくり，回る仕組みを考えよう。 

 

  

  



 

５ 観察・実験の展開例 

（１）ねらい 

  ・モーターが回る仕組みに関心を持ち，意欲的に作ることができる。   （関心・意欲・態度） 

  ・モーターの回る向きは電流の向きと磁石の磁界の向きに関係があることに気付き，電流が磁界    

から力を受けることとモーターが回る仕組みを関連付けて考えることができる。 

                               （科学的な思考・表現） 

（２）展開例                                                   ※評価の観点 

学習内容・学習活動 指導上の留意点と評価の観点 

 

１ 電流が磁界から受ける力について前時までの復習

 をする。 

 

・フレミングの左手の法則を確認し，モー

ターの仕組みと関連付けて考えられるよ

うにする。 

２ 回転しているモーターを見て，どのような仕組み

でモーターがまわるのか予想する。         

・コイルと磁石によってモーターは作られている。 
フレミングの左手の法則によって説明できないだろ

うか。 
・モーターが回転するためにはどんな工夫が必要なの

だろうか。 

・モーターが回る仕組みやつくりに興味を

持たせる。 

・疑問を持たせる程度であまり深く追求し

ない。疑問を持ちつつモーターが作れる

ようにしたい。 

３ 作り方を確認し，モーターをつくる。 

【観察・実験例】 

①コイルを５回半巻き，エナメル線の端のエナメルを

はがす。（ 台の接触部分では片側のエナメルは全部

はがし，もう片側は上半分だけはがす。） 

②クリップを乾電池にとめ，台を作る。 

③台にコイルをセットし，磁石を近づけるとコイルは

回転する。 

・コイルは電池に巻くときれいに巻くこと

ができること，コイルの直径の位置でエ

ナメル線を２回くらい巻きつけコイルを

固定するとき，上下左右対称になるとよ

いこと，台に乗せて手で回してスムーズ

に回せるようにすることなど，作り方に

ついてはポイントを押さえ丁寧に説明す

る。 

※意欲的にモーターを作っている。 

         （関心・意欲・態度） 

４ モーターを回転させ，仕組みについて考える。 

・モーターが回る向きが電流や磁石の向きと関係があ

ることに気付く。 

・エナメル線の片側はエナメルを全部はがし，片側は

上半分だけエナメルをはがすこととモーターが回り

続けることの関係を考える。 

                                 

５ モーターを作って気付いたことや考えたことをノ

ートにまとめる。 

 

６ 気付いたことや考えたことを発表する。 

 

７ まとめる。 

・モーターを作りながら電流と磁石と回る

向きの関係を意識させる。 

・電流が磁界から受ける力の向きが常に一

定になるように工夫されていることに気

付かせる。 

・モーターを作ることに集中して１時間が

終わってしまうこともあるが，そのとき

は次時につなげたい。 

※モーターの回る向きと電流の向き，磁石

の磁界の向きに関係があることに気付い

ている。 

（科学的な思考・表現） 

よく回るモーターをつくり，回る仕組みを考えよう。 

コイルに電流を流すと，磁石の磁界から力を受ける。この力が常に一方向にはたらくように

エナメルをはがすことでコイルが回転する。モーターが回ることはフレミングの左手の法則

で説明することができる。 



Ⅲ よりよい観察・実験にするために
 

１ 生徒・教師の失敗例 

（１）モーターが回らない。 

＜対処法＞ 

・エナメルをしっかりはがして

コイルが反応する。また，熱

とよい。 

・コイルの回転軸がコイルの重心を通っているか。コ

に，手で回してスムーズに回るように調整する。

・コイルの両端がしっかりとめられているか。コイルがばねのようになっていては回らない。

 ・コイルの両端をクリップに巻きつけてしまっていないか。手で回らないものは回らない。

・コイルの回転軸の動きがクリ

ップの輪の部分が乾電池と垂直になるように調整すると，コイルの回転軸がクリップから抵抗を

受けずにスムーズに回転できる。

・台のコイルをのせる部分の高さが左右同じになっているか。回転軸

が水平でないと，回っている途中でコイルが片方に移動し，止まっ

てしまう。 
・手に持って回転させてみる。このモーターは手に持って回転させる

ことができるので，コイルと磁石の距離や角度の微調整がし易い。

                                               
 

（２）１時間内にモーターを回すことができない生徒がいる。

＜対処法＞ 
・一人一実験であるが，グループ活動として，早く回った生徒が友達を

バイスしたりしながら実験が

成するなど班で協力して取り組むことができる。

・なかなか回せない生徒用に微調整済みの台（乾電池にクリップをつけたもの）を何台か用意して

おき，コイル作りだけに専念させる。

 

２ 経験談から 

一人で作成する実験なので，モーターを回すことができると楽しいと感じます。個別実験ですが

早く回った生徒は友達が回すのを助け，手伝ってもらって回った生徒も友達に感謝しながら別の友

達を助けます。そしてクラス全員が協力して取り組むことができる教材です。また，普通に回すこ

とができた生徒はコイルを変形させたり，巻き数を変えたり，さらに工夫をして新しいタイプのモ

ーターを回したいと意欲的に取り組んでいきます。この授業では技術的なことが要求されるため，

普段の理科の授業とは違う生徒が

な生徒と技術面が得意な生徒とそれぞれを尊重しながら授業を行うことができます。
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