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磁石とその働き、磁界の性質 

地球も一つの大きな磁石であることは知られています。電気が流れれば磁界が必ず発生し、

様々な働きをします。コイルやモータなどは、磁気と電気の相互作用を利用したものです。 
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― 磁界のしくみ 
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Lesson2 テキスト 
 

Magnetic field 
 

 

Perhaps you know how to make a paper clip chain using a magnet. Not only 

does the magnet attract the first clip, but each clip also attracts the next one. 

When you take the magnet away, the clips no longer attract each other. The 

chain falls apart. The magnet has something that the paper clips do not.  

A magnet has a force that acts between the magnet and certain other objects, 

such as steel paper clips. The force of the magnet can act on these objects 

without touching them. Suppose you have a bar magnet. The bar magnet at-

tracts some iron filings and makes others line up around it. The force acts all 

around the magnet. The region around a magnet where the force acts is the 

magnetic field. 

The iron filings are densest where the magnetic field is strongest---at a 

magnet's poles. If you let a magnet hang by a piece of string, the magnet will 

turn so that one pole always points north. This pole is the north pole. The oth-

er pole of the magnet is the south pole. No matter what its shape, every mag-

net should have both the poles.  

 
＜翻訳キーワード＞ 

□ fall apart バラバラになる 

□ The force acts on ～ ～ に力が及ぶ、～に力を及ぼす 

□ magnetic field 磁界 

□ iron filing 鉄粉 

□ magnet 磁石 

□ magnet pole  磁極 

□ attract 吸引する 

□ no matter what its shape (is) たとえ～しても ※is が省略されていることに注意 

□ north pole 北極（Ｎ極） 

□ south pole 南極（Ｓ極） 
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＜テキスト訳例＞ 

 
磁磁磁磁    界界界界    

 
磁石でペーパ・クリップをつなげて鎖を作る方法を、知っている事と思います。 磁石が先

頭のクリップを吸引しているだけでなく、（引きつけられた）クリップのそれぞれが（互いの）

クリップを吸引し合っているのです。磁石を取り除くとクリップはもう互いに引きつけ合わな

くなります。そして（持ち上げると）鎖はバラバラになります。（このような現象から、）磁石

にはペーパ・クリップにはない何かがあることになります。 
磁石にはある力があり、その力は磁石と金属のペーパ・クリップといったような他の物体と

の間に及んでいます。磁石の力は、接触していなくても、それらの物体に力を及ぼすことがで

きるのです。棒磁石が、（ここに）あるとします。棒磁石は鉄粉の一部を引きつけますが、そ

の周りに他の鉄粉を整列させるようになります。磁石の力が磁石の周りすべてに及んでいるの

です。磁石の力が及ぶ磁石の周りの領域を磁界と言います。 
鉄粉が最も密になっているところが磁界の最も強いところで、磁石の両極にあたります。ひ

もで磁石を吊るすと磁石が回転し、磁石の一方の極が常に北を指すようになります。この極が、

N 極です。磁石のもう一方の極は、S 極です。形がどうであれ、あらゆる磁石は両方の極をも

っています。 
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Lesson2 技術解説 

1. 磁石（磁石（磁石（磁石（magnet）））） 

鉄・コバルトなどを引きつける性質（磁性、magnetism）を持つものを磁石といいます。 

 

磁極（磁極（磁極（磁極（magnetic pole）））） 
磁石の両端近くで、鉄片を引きつける力の最も著しいところを磁極磁極磁極磁極と言い、北極と南極があ

ります。静電気（static electricity）の場合と同様に、磁極が互いに及ぼす力を磁気量磁気量磁気量磁気量 
（magnetic charge）と言います。 

N 極と極と極と極と S 極（極（極（極（north pole and south pole）））） 
棒磁石を自由に動ける状態にしておいたとき、北を向く磁極がＮ極、南を向く磁極がＳ極で

す。 

2. 磁界（磁界（磁界（磁界（magnetic field）））） 

磁力の働く範囲を磁界または磁場と呼び、磁界内の 1 点に単位のＮ極をおくとき、これに働

く力の大きさを磁界の強さ磁界の強さ磁界の強さ磁界の強さ（intensity）、方向を磁界の方向磁界の方向磁界の方向磁界の方向（direction）といいます。磁界

内で磁力の方向を示す曲線を磁力線磁力線磁力線磁力線（magnetic line of force）、磁力線が集まったものを磁束磁束磁束磁束

（magnetic flux）と言います。磁力線はＮ極から出てＳ極に入ります。 

 

NNNN SSSS NNNN SSSS

間隔間隔間隔間隔

間隔間隔間隔間隔
NNNN SSSSNNNNSSSS

 

（A）異極間 （B）同極間 

 

 

磁界の向きに沿って書いた線を磁力線磁力線磁力線磁力線といい、磁力線により磁界の向きや強さを表すことができます。磁力

線の向きは磁界の向きと同じで、磁石の N極から出てＳ極に向かいます。また磁力線が密のところ（磁極に

近い所）ほど磁界が強く、磁力線が疎のところ（磁極から遠い所）ほど磁界が弱くなります。 

 

図 1 磁力線のようす 
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3. 磁力（磁力（磁力（磁力（magnetism）））） 

磁極間や磁極と鉄片などの間に働く力のことで、同極同士では反発しあい、異極同士では引

き合います。 

クーロンの法則（磁気に関する）（クーロンの法則（磁気に関する）（クーロンの法則（磁気に関する）（クーロンの法則（磁気に関する）（Coulomb's law）））） 

真空中において二つの磁極間に働く力Ｆは、両極を結ぶ直線の方向に働き、大きさは両極の

磁気量m、 ′m の積に比例し、距離 r の 2 乗に反比例します。 

第 1 課のクーロンの法則と類似しています。 

F k
m m

r
=

⋅ ′
2 ［ｋ：比例定数］ 

 

4. 磁界の中の鉄磁界の中の鉄磁界の中の鉄磁界の中の鉄 

(1) 磁界と鉄の関係磁界と鉄の関係磁界と鉄の関係磁界と鉄の関係 

磁界の中に鉄片や釘などを置くと、それらは一時的に磁石になり、磁石の磁極に強く引きつ

けられます。このような現象を磁気誘導(magnetic induction)といい、磁石になることを磁化

(magnetization)といいます。鉄、コバルト、ニッケルなどの金属は特に磁化されやすく、強

磁性体(strong magnetic materials)と呼ばれます。 

(2) 磁石の磁極と鉄片などの磁極との関係磁石の磁極と鉄片などの磁極との関係磁石の磁極と鉄片などの磁極との関係磁石の磁極と鉄片などの磁極との関係 

磁石の磁界の中においた鉄片や釘の両端は、磁石の磁極に近

い側は磁石の磁極と異なる磁極（磁石のＮ極に近い側はＳ極）

となり、磁石の磁極から遠い側は磁石の磁極と同じ磁極（磁石

のＳ極に近い側はＮ極）になります。 

また一時的に磁石になった鉄片は、磁石から遠ざけられる

と、磁石の影響を受けなくなり、磁石の性質を失います。 

軟鉄

S N

 

図 2 磁界と鉄の関係 

地球も地球も地球も地球も 1 つの大きな磁石つの大きな磁石つの大きな磁石つの大きな磁石 

 

地球の磁極は、地球の北極と南極とは一致しませんが、次の所

にあります。 

 

S 極→地理上の北極の付近：磁北極 

N 極→地理上の南極の付近：磁南極 

 

北極にＳ極、南極にＮ極があるのは、磁石の磁極は、北を指

す磁極をＮ極、南を指す磁極をＳ極と決めたためです。磁針は、

磁針のＮ極やＳ極が、北極付近にあるＳ極や南極付近にあるＮ

極に引かれるため、いつも南北を指して静止します。 

地理上の北極磁北極

地理上の南極 磁南極

図 3 地球の磁極    
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Lesson 2 添削課題 
 

次の英文（全文）を訳して下さい。 
 

Electricity causes magnetism 

 Magnets are made of certain materials. Iron is the most magnetic materi-

al in nature. Nickel and cobalt are magnetic, but less so than iron. Magnets 

and magnetic objects contain at least one of these materials. 

How objects become magnets was discovered by accident about 160 years 

ago. A science teacher named Hans Christian Oersted put a compass near a 

coil made of a wire. 

Before Oersted connected his circuit, he noticed that the compass needle 

pointed north. When he connected the circuit, however, he noticed that com-

pass needle pointed toward the coil. He realized that the electric current in the 

circuit had a magnetic field of its own. 

This discovery pointed out some ideas. One example was that magnetism 

is produced by the motion of electrons. Iron is magnetic because the motion of 

its electrons can be made to make a magnetic field. The electrons of most other 

materials cannot act this way. 

 
 
 
 
 
＜翻訳キーワード＞ 

□ compass コンパス、方位磁石 

□ circuit 回路 

□ electric current 電流 

 


