
【FdData中間期末：中学理科3年】 
[位置エネルギー] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
[問題](2学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 高いところにある物体がもつエネル

ギーを何というか。 
(2) 次の文の(  )にあてはまる語句を

書け。 
物体がもつ(1)のエネルギーは，物

体が( ① )ところにあるほど大き

い。高さが同じときは，質量の

( ② )物体ほど大きい。 
 
[解答](1) 位置エネルギー 
(2)① 高い ② 大きい 
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[解説] 
 
 
 
 
高い位置にある物体は重力によって落下

することで，ほかの物体を動かしたり，

変形させたりすることができる。 
つまり，高い位置にある物体は，エネル

ギーをもっているといえる。このエネル

ギーを位置エネルギーといい，物体の位

置(高さ)と質量によって決まる。物体の

位置が高いほど，また，物体の質量が大

きいほど，その物体のもつ仕置エネルギ

ーは大きい。 
 
 



※この単元でよく出題されるのは，「位置

エネルギー」は「高いほど」「質量が大き

いほど」大きくなるという点である。 
 
 
[問題](1学期中間) 
エネルギーについて，次の各問いに答

えよ。 
(1) 高いところにある物体がもつエネル

ギーを何というか。 
(2) (1)のエネルギーの大きさを決める要

因は2つある。物体の何と何か。 
 
[解答](1) 位置エネルギー 
(2) 物体の高さ，物体の質量 
 
 



[問題](2学期期末) 
 次の文章中の①～⑦に適する語句を下

の[  ]からそれぞれ選べ。 
他の物体に( ① )を加え，他の物体

を動かしたり，変形させたりすることが

できる能力をもつものは，「( ② )をも

っている」という。物体の位置によって

決まるエネルギーを( ③ )エネルギー

といい，運動している物体がもっている

エネルギーを( ④ )エネルギーという。

(③)エネルギーは物体の高さが( ⑤ )
ほど大きく，物体の質量が大きいほど大

きい。(④)エネルギーは物体の速さが

( ⑥ )ほど大きく，質量が大きいほど

大きい。また，押し縮められたり引きの

ばされたりしたばねがもつエネルギーを

( ⑦ )エネルギーという。 



[ 高い 速い 位置 弾性 運動 力 
 エネルギー ] 
 
[解答]① 力 ② エネルギー ③ 位置 
④ 運動 ⑤ 高い ⑥ 速い ⑦ 弾性 
[解説] 
ばねの弾性力

だんせいりょく

によるエネルギーを弾性

エネルギーという。弾性エネルギーは位

置エネルギーの一種である。 
 
 
[問題](2学期期末) 
物体が「エネルギーをもっている」と

は，どういうことか。「他の物体を～」に

つながるように書け。 
 
[解答]他の物体を動かしたり，変形させ

たりすることができること。 



[小球の質量・高さと木片の移動距離の関

係] 
[問題](2学期期末) 
次の図の装置で，質量の異なる小球を，

高さを変えて転がし，木片に当てて，木

片の動いた距離を調べた。各問いに答え

よ。 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 同じ高さから落としたとき，質量が

大きい小球ほど，木片の動いた距離

は長くなるか，短くなるか。 



(2) 同じ質量の小球を使うとき，高いと

ころから落とすほど，木片の動いた

距離は長くなるか，短くなるか。 
(3) 同じ小球を，斜面の傾きを変えて同

じ高さから落とした。斜面の傾きに

よって，木片の動いた距離は変化す

るか，変化しないか。 
 
[解答](1) 長くなる。 (2) 長くなる。 
 (3) 変化しない。 
[解説] 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
例えば，100g(1N)の小球を20cmの高さ

に持ち上げるために必要な仕事は，1(N)
×0.2(m)＝0.2(J)である。 
したがって，図のAにある小球のもつ位

置エネルギーは0.2Jである。Aで手をは

なすと，小球は斜面上を下り，小球の位

置エネルギーが減少して，その分だけ運

動エネルギーが増加する。基準面上のB
に来たとき，小球の位置エネルギーは0J
で，斜面の摩擦等がない場合，運動エネ

ルギーは0.2Jになる。 



小球は木片に当たって，木片を動かし，

やがて静止して運動エネルギーは 0J に

なる。このエネルギーは木片に対する仕

事に使われる。木片にはたらく摩擦力を

仮に2N とすると， 
(摩擦力)×(木片の移動距離) 
＝(木片に対する仕事)， 
2(N)×(木片の移動距離)＝0.2(J) 
よって，(木片の移動距離)＝0.2(J)÷2(N) 
＝0.1(m)＝10(cm)となる。 
小球の質量や高さを変化させた場合を考

える。 
小球の質量を2倍にした場合は，小球の

位置エネルギーも2倍になり，木片に対

する仕事も2倍になって，木片の移動距

離も2倍になる(摩擦力は一定と考える)。
小球の質量を3倍にしたとき，木片の移



動距離も3倍になる。すなわち，小球の

質量と木片の移動距離は比例する。この

関係をグラフに表すと，原点を通る直線

になる。 
小球の高さを2倍にした場合は，小球の

位置エネルギーも2倍になり，木片に対

する仕事も2倍になって，木片の移動距

離も2倍になる。小球の高さと木片の移

動距離も比例する。この関係をグラフに

表すと，原点を通る直線になる。 
次に，斜面の傾きを変えて同じ高さから

落とした場合を考える。斜面の角度が変

わっても，高さが同じならば，小球の位

置エネルギーは同じなので，木片に対す

る仕事も同じになる。したがって，木片

の移動距離は同じになる。 
 



※この単元で出題頻度が高いのは「小球

の質量(高さ)と木片の移動距離は比例」

「高さが同じなら斜面の角度が変わって

も木片の移動距離は同じ」である。 
 
 



[問題](2学期期末) 
次の図のような装置を使い，斜面から

小球を転がして木片に当てる実験を行っ

た。各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 小球のもつ位置エネルギーの大きさ

が大きいほど，木片の移動距離はど

うなるか。 



(2) 同じ小球を用いて，高さを変えて実

験を行ったとき，小球の高さと木片

の移動距離の関係のグラフとして，

適当なものを次のア～エから選べ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(3) 高さを一定にして，小球の質量を変

えて実験を行ったとき，小球の質量

と木片の移動距経の関係のグラフと

して，適当なものを次のア～エから

選べ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[解答](1) 大きくなる。 (2) ア (3) ア 



[問題](2学期期末) 
次の図のように，斜面上の高さ 20cm

の位置から 100g の小球を転がし，木片

に当てたところ，木片が動いた。各問い

に答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 小球に当たった木片の移動距離は，

小球の何と何によって変わるか。 



(2) 図の状態から条件を変え，次の①～

④のようにして小球を転がすと，木

片の移動距離はそれぞれ何倍になる

か。 
① 小球の高さは変えないで，小球

の質量を200gにする。 
② 小球の質量は変えないで，小球

の高さを30cmにする。 
③ 小球の質量は変えないで，高さ

20cm のまま斜面の傾きを大き

くする。 
  ④ 小球の質量を200g，小球の高さ 

を30cmにする。 
 
[解答](1) 高さと質量 (2)① 2倍 
② 1.5倍 ③ 1倍 ④ 3倍 
 



[解説] 
(1) 小球に当たった木片の移動距離は，

小球の高さと質量にそれぞれ比例する。 
(2)① 小球の質量が，200(g)÷100(g)＝
2(倍)なので，木片の移動距離も2倍にな

る。 
② 小球の高さが，30(cm)÷20(cm)＝
1.5(倍)なので，木片の移動距離も 1.5 倍

になる。 
③ 斜面の角度を変えても，高さが変わら

ない場合，小球の位置エネルギーは同じ

なので，木片の移動距離は同じ(1倍)にな

る。 
④ 小球の質量が，200(g)÷100(g)＝2(倍)，
小球の高さが，30(cm)÷20(cm)＝1.5(倍)
なので，小球の位置エネルギーは，2×
1.5＝3(倍)になり，木片の移動距離も 3
倍になる。 



[問題](1学期中間) 
次の図のように，質量の異なる3種類

の小球を転がして木片の移動距離を調べ

た。後の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(1) 30gの小球で，高さを4cmから12cm
にしたとき，木片の動く距離は何倍

になるか。 
(2) 12cmの高さから小球を転がす場合，

小球の質量を10g，20g，30gと2倍，

3 倍にすると，グラフより木片の移

動距離も 10cm，20cm，30cm と 2
倍，3 倍になることがわかる。この

ことから，小球の質量と木片の移動

距離は(  )するといえる。(  )に
適語を入れよ。 

(3) 小球の高さと質量がともに 2 倍にな

ると，木片の移動距離は何倍になる

か。 
(4) 小球の高さが6cmで質量が40gのと

き，木片は何 cm動くか。 
 



[解答](1) 3倍 (2) 比例 (3) 4倍 
(4) 20cm 
[解説] 
(1) グラフより，30g の小球で高さが

4cmのときの木片の移動距離は10cmで，

高さが 12cm のときの移動距離は 30cm
である。したがって，移動距離は3倍に

なる。 
(2) 小球の質量と木片の移動距離は比例

する。小球の高さと木片の移動距離も比

例する。 
(3) 小球の高さだけを 2 倍にすると，木

片の移動距離は2倍になる。また，小球

の質量だけを2倍にすると，木片の移動

距離は2倍になる。小球の高さと質量が

ともに2倍になると，木片の移動距離は，

2×2＝4倍になる。 



(4) 例えば，小球が 20g のときのグラフ

を利用する。グラフより，20g の小球を

12cm の高さから転がしたときの木片の

移動距離は20cmである。「小球の高さが

6cmで質量が40g」のとき，質量は40(g)
÷20(g)＝2(倍)，高さは 6(cm)÷12(cm)
＝

2
1 (倍)なので，木片の移動距離は，2

×
2
1
＝1 倍になる。したがって，移動距

離は20cmになる。 
 
 



[問題](2学期中間) 
図1のような装置を使い，小球ア～ウ

をいろいろな高さから転がして木片に衝

突させ，木片の移動距離を測定した。図

2 はその結果をグラフにしたものである。

次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(1) 小球イを5cmの高さから転がしたと

きの，木片の移動距離は何 cmか。 
(2) 小球ウの質量を答えよ。 
(3) 2cm の高さにある小球アの位置エネ

ルギーは，6cm の高さにある小球ウ

の位置エネルギーの何倍か。 
(4) 同じ実験

装置で図3
のように

小球の高

さは変え

ずに斜面の角度を大きくすると，木

片の移動距離はどうなるが。最も適

切なものを[  ]から1つ選べ。 
[ 大きくなる 小さくなる 
 変わらない ] 

 



[解答](1) 5cm (2) 10g (3) 1.5倍 
(4) 変わらない 
[解説] 
(1) グラフより，小球イの場合，木片の

移動距離は，高さが2cmのときは2cm，

高さが 4cm のときは 4cm，高さが 6cm
のときは6cm，高さが8cmのときは8cm
なので，高さが5cmのときの木片の移動

距離は5cmとわかる。 
(2) 小球の高さが6cmのとき，小球ウを

転がしたときの木片の移動距離は 2cm
で，質量が30gの小球イを転がしたとき

の木片の移動距離は6cmである。同じ高

さから転がしたときの木片の移動距離は，

小球ウの場合は小球イの場合の 2(cm)÷
6(cm)＝

3
1
倍になる。したがって，小球

ウの質量は小球イの
3
1
で，30(g)×

3
1
＝



10(g)である。 
(3) グラフより，2cm の高さにある小球

アを転がしたときの木片の移動距離は

3cmで，6cmの高さにある小球ウを転が

したときの木片の移動距離は 2cm であ

る。木片の移動距離は小球の位置エネル

ギーに比例するので，2cmの高さにある

小球アの位置エネルギーは，6cmの高さ

にある小球ウの位置エネルギーの，

3(cm)÷2(cm)＝1.5倍になる。 
 



【各ファイルへのリンク】 
理科1年 
[光音力] [化学] [植物] [地学] 
 
理科2年 
[電気] [化学] [動物] [天気] 
 
理科3年 
[運動] [化学] [生殖] [天体] [環境] 
 
社会地理 
[世界1] [世界2] [日本1] [日本2] 
 
社会歴史 
[古代] [中世] [近世] [近代] [現代] 
 
社会公民 
[現代社会] [人権] [三権] [経済] 
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【FdData中間期末製品版のご案内】 
このPDFファイルは，FdData中間期末

を PDF 形式(スマホ用)に変換したサン

プルです。製品版のFdData中間期末は

Windows パソコン用のマイクロソフト

Word(Office)の文書ファイル(A4 版)で，

印刷・編集を自由に行うことができます。 
◆FdData中間期末の特徴 
中間期末試験で成績を上げる秘訣は過去

問を数多く解くことです。FdData 中間

期末は，実際に全国の中学校で出題され

た試験問題をワープロデータ(Word 文

書)にした過去問集です。各教科(社会・

理科・数学)約1800～2100ページと豊富

な問題を収録しているため，出題傾向の

90％以上を網羅しております。 
FdData 中間期末を購入いただいたお客

様からは，「市販の問題集とは比べものに

ならない質の高さですね。子どもが受け



た今回の期末試験では，ほとんど同じよ

うな問題が出て今までにないような成績

をとることができました。」，「製品の質の

高さと豊富な問題量に感謝します。試験

対策として，塾の生徒にFdDataの膨大

な問題を解かせたところ，成績が大幅に

伸び過去最高の得点を取れました。」など

の感想をいただいております。 
◆サンプル版と製品版の違い 
ホームページ上に掲載しておりますサン

プルは，製品の全内容を掲載しており，

どなたでも自由に閲覧できます。問題を

「目で解く」だけでもある程度の効果を

あげることができます。しかし，FdData
中間期末がその本来の力を発揮するのは

印刷ができる製品版においてです。印刷

した問題を，鉛筆を使って一問一問解き

進むことで，大きな学習効果を得ること

ができます。さらに，製品版は，すぐ印



刷して使える「問題解答分離形式」，編集

に適した「問題解答一体形式」，暗記分野

で効果を発揮する「一問一答形式」(理科

と社会)の3形式を含んでいますので，目

的に応じて活用することができます。 
FdData中間期末の特徴(QandA方式) 
◆FdData中間期末製品版の価格 
理科1年，2年，3年：各7,800円 
社会地理，歴史，公民：各7,800円 
数学1年，2年，3年：各7,800円 
ご注文は電話，メールで承っております。 
FdData中間期末(製品版)の注文方法 
※パソコン版ホームページは，Google
などで「fddata」で検索できます。 

※Amazonでも販売しております。 
 (「amazon fddata」で検索) 
 
【Fd教材開発】電話：092-811-0960 
メール： info2@fdtext.com 
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