
物理学1/物理学A
第1回⽬:�物理量と単位，物理的次元について



物理学とは?



物理学とは?
物理学とは?：我々の周りにある⾃然界の諸々の現象を⽀配する法
則を，実験・観測をよりどころとして追求する学問�

何かの現象に対して，「何故そうなっているんだろう?」と考え
るところから出発する。世界の仕組みを調べていくのが物理学。�

⽬的:なるべく少数の，なるべく普遍的な法則を⾒出すこと。また，
それらの基本法則に基づいて⾃然現象を理解すること�

基本法則が確⽴すれば，わざわざ実験をしなくても起きるべき現象
を確信できるようになる。�

不思議なことに，物理法則は数学を⽤いるとうまく表現される

L’Universo�è�scritto�in�linguaggio�matematico�



物理の諸分野
ひとことに物理といっても，⾊々な分野がある

⼒学：物体の運動と、⼒との
関係を探る。⼒とは何か?

熱⼒学：マクロな観点から物体をとら
え、熱に関係する現象を主にあつかう。

電磁気学：電気や磁気に関す
る現象の担い⼿である電磁場
の性質を記述する理論

量⼦⼒学:⾮常に⼩さなスケール
の世界を記述する理論体系

統計⼒学：熱⼒学で得られた法則に対
し、ミクロな描像による基礎づけをする
理論体系

特殊相対性理論:光速度に近い速度で
運動する物体の運動を記述する理論

万有引⼒理論:重⼒の作⽤の
仕⽅を説明する有効理論

⼀般相対性理論:重⼒場の理論。重⼒が⾮常に
強い場合でも現象を正確に記述できる。

他にも「⽣物物理」とか「経済物理」とか⾊々ある



物理学1/Aの内容

⼒とは何か?その役割と物体の運動との関係について�

特に質点(⼤きさを無視した物体)の運動を中⼼に調べる�

エネルギーと仕事について

物理学1+物理学2で「⼒学」を学ぶ。�
物理学1だけじゃなく，物理学2まで学習することを推奨。
⼒学で学ぶ内容：

物理学1では，⼒と運動の関係を調べるための前段階として
「物体の運動をどのように記述するか」を学ぶ。�
これが理解できないと，その次で確実に躓く。



何故⼒学を学ぶか?
あらゆる物理関係の分野を学ぶための基礎として�

⼒学はもっとも古くから研究・体系化された物理の分野�
⼒学で導⼊される概念(⼒，運動量，仕事，エネル
ギー，…)は他の物理学の分野を学ぶ際にも必ずといっ
ていいくらい登場する。�
物理的なものの考え⽅を感じとるのに最適�

数学の使い⽅を学ぶ�
⾃然現象を調べる際に，微分，積分，ベクトル，微分⽅
程式などといった数学を，道具としてどのように使って
いくかを学ぶ具体例として適している。



物理量と次元



�物理量について

⼀番簡単に測れる物理量は個数と回数�
「⻑さ」も⽐較的簡単に測れる�
「時間」は規則正しい動作のくりかえしで測る。�
意外と物理量を測るのは難しい

物理学は実在の世界を相⼿にする

まずは世界を観測することが重要
⾃然の持っている性質を何
らかの⽅法で数値化する

数値化された量を
物理量という

例：「温度」は寒暖の度合いを表す量であるが，これをどのようにすれば数値
化できるか?(「温度計」はどういう原理に基づいて作ることができるか?)

今後，⾊々な物理量が登場するが，それらの量の原理的な測り⽅を常に
考えてみること。



物理量と単位
物理量を測るには，あらかじめ「単位」を⽤意する必要がある。
例：「⻑さ」はある基準の⻑さの何倍であるかで値を決める

1.5�m�=�1mの1.5倍

基準の量(単位)

他の⼈と共通の「単位」を使っておくのが便利

国際単位系(SI)�
Le�Système�International�d'Unités

詳細については，例えばhttps://www.nmij.jp/library/units/si/を参照

ありとあらゆる物理量の単位をシステマティックに構成する仕組み�
世界中で共通の単位を⽤いる

https://www.nmij.jp/library/units/si/


国際単位系(SI)

まずは7つの基本単位を定める。�
それ以外の物理量の単位は，これらの基本単位を組合せて構成する。�

単なる個数や回数は，「単位をもたない量」としてあつかう。

国際単位系のコンセプト

SIパンフレット『国際単位系(SI)は世界共通のルールです』より



組⽴単位
基本単位を組合せることで，様々な物理量の単位を構成できる

例1:�⾯積

例2:�速さ

1m

1m

この⾯積を基
準にして測る

3m2

⾯積の単位�
m(⻑さの単位)×m(⻑さの単位)

1sあたりに1m進む速さを基準にする

速さの単位�
m(⻑さの単位)/s(時間の単位)

5�m/s

単位を⾒ると，その物理量をどうやって測るか(求めるか)が�
なんとなく⾒えてくることが多い



組⽴単位の練習1
1秒あたりの速度の変化が加速度である。加速度の単位を
答えよ。�
単位体積あたりの質量が密度である。密度の単位を答え
よ。�
シート状の物体では，単位⾯積あたりの質量を表す⾯密度
という概念がよく使われる。⾯密度の単位を答えよ。�
紐状の物体だと，単位⻑さあたりの質量を表す線密度とい
う概念が便利である。線密度の単位を答えよ。�
⼒の単位はN(ニュートン)で表され，N=kg・m/s2である。
圧⼒とは，単位⾯積あたりの⼒を表す。圧⼒の単位はPa(パ
スカル)であるが，PaをSIの基本単位を組合せて表せ。



組⽴単位の練習2
波を考える。

1mあたりに波がいくつあるかを表す物理量が波数であ
る。波数の単位を答えよ。�
波にのって上下するような物体があったとして，1秒あた
りにその物体が上下する回数を振動数という。振動数の
単位Hz(ヘルツ)をSIの基本単位の組合せで表せ。



組⽴単位の練習3
電流の強さは，ある⾯を1秒間に通過する電荷の量で表す

単位はA(アンペア)

電流IとΔt秒間にある⾯を通過する電荷の量ΔQの関係を
式で表せ�
SIにおける電荷の単位C(クーロン)は組⽴単位である。C
をSIの基本単位の組合せで表せ



組⽴単位の例

SIパンフレット『国際単位系(SI)は世界共通のルールです』より



組⽴単位の別名
よく使われる組⽴単位には別名がついていることが多い

SIパンフレット『国際単位系(SI)は世界共通のルールです』より

組⽴単位を学ぶ際には，基本単位の組合せでも書き表せるようになろう!



SIと併⽤される単位達

SIパンフレット『国際単位系(SI)は世界共通のルールです』より

これら以外にも併⽤される⾮SI単位はいくつか存在する



SIの接頭語
Y(ヨタ) y(ヨクト)
Z(ゼタ) z(ゼプト)
E(エクサ) a(アト)
P(ペタ) f(フェムト)
T(テラ) p(ピコ)
G(ギガ) n(ナノ)
M(メガ) μ(マイクロ)
k(キロ) m(ミリ)
h(ヘクト) c(センチ)
da(デカ) d(デシ)

1024
1021
1018
1015
1012
10 9
10 6
10 3
10 2
10 1

10-24
10-21
10-18
10-15
10-12
10-9
10-6
10-3
10-2
10-1

基本単位に⽐べて，⾮常に⼤きい/⼩さい数をあつかう際に便利

例:�1cm=1×10-2�m
kgだけは，k(キロ)が基本単位にもとから含まれている。�
あくまでも基本単位はkgだが，接頭語を使う際はgを基準に考える。
例:1mg=10-3g=10-6kg



単位換算の練習
1Lは何cm3か?またそれは何m3か?�

50kmは何cmか?�

50km2は何cm2か?�

50km3は何cm3か?�

50kg/m3は何g/cm3か?�

時速72kmは秒速何mか?�

1年はおよそ何秒か?



単位が違う量の和
単位が異なる量を⾜したり引いたりするときは，
単位を揃えて計算する。

1m+10cm= 1m+0.1m=1.1m

30s+10min= 30s+600s=630s

100kg+1t= 100kg+1000kg=1100kg

1L+500cm3= 1000cm3+500cm3=1500cm3

どんなにがんばっても単位がそろえられない量同⼠は
⾜したり引いたりしてはいけない(詳しくは後述)
1m+30s=??



⾊々なルール
他にもSIには⾊々な細かいルールが存在する

SIパンフレット『国際単位系(SI)は世界共通のルールです』より



物理的次元
単位をもっと抽象化したものが，物理的次元という概念。

ある物理量が，基本の物理量をどのように組合せて構成されて
いるかを表すもの。
例:�「速さ」は「道のり」を「かかった時間」で割って求める

⻑さの意味をもつ量 時間の意味を持つ量

この関係を[速さ]=[L][T]-1のように書いて表す [L]:⻑さの次元�
[T]:時間の次元�
[M]:質量の次元

⻑さや時間をどういう単位で表すかによらない

⼒学で登場する物理量は，⼀般に，
[M]x[L]y[T]zという次元構造をもつ

個数，同じ次元を持つ量同⼠の⽐
(例:円周率)のように，次元をもたな
い量を無次元量という。

無次元量は，どんな単位で物理量を測っても値が変わらない。

三⾓形の⾯積=1/2×底辺×⾼さ
これも無次元量



無次元量の例:⾓度

⾓度θ
弧の⻑さ

⻑さの次元

2πごとに⼀周する
✓ =

`

r

無次元

半径r

ラジアンの定義

�



次元に関するルール
次元が異なる量は質的に違う性質をもつ�

互いに次元の異なる量を⾜したり引いたりしてはいけない。 
⻑さと時間を⾜すことはできない。�

次元が異なる量同⼠のかけ算や割り算は可能。かけ算や割り算
によって，新しい種類の物理量を構成することができる。�

同じ次元を持つ量同⼠の⽐は無次元量になる�

等式や不等式の両辺の次元は必ず⼀致する

時として⾮常に強⼒で便利なルール



次元解析
例:�⻑さLの⽷の先に，質量mのおもりがついた振り⼦を考える。�
このおもりに，mgという⼤きさの重⼒が作⽤することで，振り⼦がふれ
る。この振り⼦の周期T�を調べてみよう。なお，[g]=[L][T]-2である。

T = ↵Lxmygz と仮定して，両辺の次元を⽐較する。

次元を持たない定数

[T]=[L]x[M]y([L][T]-2)z [T]=[L]x+z[M]y[T]-2z括弧をはずしてまとめると，

両辺の次元が⼀致するためには が成り⽴つ必要がある

8
><

>:

x+ z = 0

y = 0

�2z = 1

(x, y, z) = (
1

2
, 0,�1

2
)よって すなわち， T = ↵

s
L

g
T = 2⇡

s
L

g
正確な式



練習問題
弦を伝わる波の速さvを考える。この波の伝搬に関係する物理
量は，弦の張⼒Tと，弦の線密度(単位⻑さあたりの弦の質量)ρ
である。このことから，弦を伝わる波の速さvをTとρで表せ。
なお，無次元の定数をCとすること。



物理量のサイズ

⽔1Lは何kg?�

⾳の速さはどれくらい?�

地球の⼤きさはどれくらい?�

光の速さはどれくらい?�

家庭⽤コンセントの電源電圧は?�

⾝近な物理量のだいたいの⼤きさを知っておくことは，けっこう重要



⼤雑把な計算も重要
⼤まかに計算して，概数をつかんでみることは，実は重要
(⼀時期流⾏したフェルミ推定などもこれの⼀種)

どれくらい⼤雑把?→桁があってる程度で充分

例: ⼈間の平均寿命は何秒くらいか?�
地球の⾃転にともなって，我々がどれくらいの速さで
動いているか?�
地球の公転を考えたらどうか? 
(なお，地球と太陽の間を光が伝わるのに約8分かかる)


