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理科教材の扱い方に関しての一考察畷

伊藤幸夫罎秘教謝

　彗彗嚢璽（教育嚢葺究所所報第嘆3号〉　1こひきつづき亨

実験上の淫意について振う。今藝璽まテコの実験を

取上げ，この実験でサオが水平を課つための条件

を見つけていく遜程び）中でどのような点が実験を

遂行する上で，結果をまとめる段購での障害とな

り易いかを異体的に櫨離し，傍ぜて実験上注意す

べき一般的事項についても触れる。

詮、実験上の漣意醗　一テ葺の実験一

　今縁はテコの実験．雛ちサオにはいろいろなカ

が換わってはいるが全体としてカを簾える繭と購

じ状態にあるとき，これら力の閣にどのような関

係式が威立つのかを調べる実験を取上げる。

　この実験は当字額の小学校課程3年の瑳秘教韓

晒究でおこなっている実験の一つであるが，この

実験を通して一綴の学生がこの種の実験の際にど

のような取緩み方をするのか探ってみた。なおこ

σ）実験で優罵する道具としては島津建化学雛機1こ

ある静力学実験器（一般力学実験器／のテコの実

験に篤いる器具のうち，灘蓬縷：ザオ，錘（一種類〉，

定滑車のみに限診次の段取りでサオの釣合いのよ

り→綾的な纈彗牲むこ至彗達するよう試みたものである。

実験i　支点を難度ザオ／以下サオと略する）の中

　央1こ選び，錘による下露きの力のみを導入する。

実験2　支点としてはサオの中央以外の点を選

　び，下露きの力のみを絹いる。

実験3　支点としてサオの中央以外の点を選び，

　定滑車を驚いて土嚢きの力も導入する。

　実際には，ここにあげた3っの実験を各段繕で

の燭別姓を見つけていくように指示しただけでそ

の飽の漉意は一切無しで実験1こ入らせている。な

おこの実験の燦受講者数の縫係から実験器具一台

あた箏3～姿人をあてた。まずこの実験に隣する

学生の反癒のうち霧についたいくつかの点をひろ

い皿とげると次のようになるa

｛壱　サオに錘を縦したときどの状態までを釣合っ

　た状態と見敏しうるかという点でまずグループ

　内の意見がわかれ，大半の学生にとっては規則

　性云々よむもいかに正確にサオを承平にもって

　いくかが当面の開題のようであった（分度器等

　は要求されない鰻り渡さなかった／。

織　実験玉の内容は小学校でも取上げられてきた

　内容のため，上の実験の各段惣こおいても「支

　点から錘を吊した場所までの距離（§盛数㌔×

　「そこにかかる力の大きさ（錘の数｝」（以下「矩

　離×力の大きさ」と鰭する／の量を基にして実

　験結果をまとめていかなければならないことは

　殆んどの学生が短っていた。

の　従って実験i　lこおいては全てのグループです

　ぐに結果を式にまとめることができたが，実験

　2でも実験室で求められた燭別姓がそのままの

　形で適絹されるもσ）だと考える学生が多く，実

　際に釣合いの状態を作ってみてはじめて自分達

　の考えの聞違っていることに気づいた考が多い。

⇔　しかし実験2の場合，「髭離×力の大きさ」を

　支点の左翻にかかる力，巻灘こかかる力につい

　てそれぞれ計算し差をとってみて，それが馨で

　はなく「或る魑ゴの鵜々整数倍になっているこ

　とに気づいた者は約半数粒はいる。

韓華　しかし轄1の「或る値盤のもつ梅筆墨的意舞素につ

　いて1ま殆どの学生がサオにつ雛ている各麟縫

　（懸i参照〉聞の重さだと思っているようであ

　る。しかし擁故そσ）ような解綬ができるのかと

　いう運慈については答えられない。

韓　実験2を行う際に娘めから終雛まで支点の位

　置を園寇していたものも見うけられた。

　瞬られた実験鋳靉靆では，実験室内でおこなわ

れるのはこの透までで，あとは得られた結果を基

に考察を超えてレぷ一トにまとめて提鐵させてい

るのでこのあとの愚考の遺程についてはよく撰め

ない（実験が終ってからレ潔一ト提墨までの懸に

以下の謡の一認を授業で行うため，レオξ一トから
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は嚢分でどのように考えたのかを撰み窮れない〉。

⑳～韓からわかるように，考えようによっては奔

常に無駄な時間を実験室内で費しているようであ

るが，だからといって諸々の注意を実験方法まで

統一してはじめから与えることは，学生にとって

只でも興妹の薄い物遽実験を全く機械的に行わせ

ることにもな彗かねない。学生にとってはこのよ

うに一晃無験に見えるような鋳問こそが必要なの

であって，このような縛問を経てばじめて耳から

入ってくることが実感として受けとめられるよう

である。

　麟．鱒でも触れたように，実験iの場合きこは余

鯵問題はないようなので以下の話は実験2および

実験3に醸ることにするが，その前に韓で繰れた

ようにどの状態をサオが釣合っている状態として

受けとめればよいのかという点について簡単に絞

れておくことにする。

侮綾絹する錘グ）重さが皆瞬じかどうかは甥段

　チェックさせていない（し学生欝身もしょうと

　も懇、わない／

（講　サオに錘を議すことができる場翫は醸られて

　いる（翻至参照1

錨　錘を目すことのできる場所の閥懸も，サオの

　密度も一様であるという保護はない

等から轟擬して，支点をサオの中央に選んで婦

も錘を墨さないときのサオの状態と，錘を簿ヶ翫

力鰭こ吊したあとの猿舞藝とを厳密轟こ織じくすること

は．はじめにあげた器具のみを需魏る鞍参は不羅

氈に近いことであるということに先ず気付き，で

は釣合っているとはどの状懇までを撮したらよい

のかと考えるべきであろう。

注　ここで1ま「実験iについては問題はないが…」

　としたが，本当に閣題のない簡単な実験だとい

　うつもりではない。鰹えぱ｛藩の予騰知識もない

　人がこ6）実験を行うときでも容易に結果が求ま

　る頚の実験であるという意妹ではない。

　　しかしここで実験をした学生にとっては，こ

　σ）実験から何等かの燦賢彗牲が求まることも，そ

　れが肇巨離×力の大きさ」で整運できることも

　知っている。しかし，この「籏っているゴとい

　う内容も非鴬に特殊な実験iの内容に醸ってで

　あることは，殆どの学生にとって実験2以縫の

　内容ではつ豪づいていることからもわかる。

　縫って，むしろ問題としなければならないこと

　は，実験玉の結果は知ってはいてもそれを少し

謄綴年i2得

でも一般｛としようとi試みるとき手も建も慮ない

のは何故かという点にある。

　またここで本来優駕すべき器具には．と述の器具

の飽にオモリ羅があ馨，これを繕いて散弾等で錘

だけによる不備を補うようになっている。しかし

この実験においては故意にこのオモ婆懸を喰いた

饗密として，実験においては精密さだけが優先す

るためではないと患ったからである。勿論数ある

実験の中には，或る量をより正確毒こ求める類の実

験もある。またここで籔つたような震購牲を見つ

けることを目的とした実験もある。後考の実験に

おいてもより正確な6盆＆が望ましいのは勿論で

あるが，学生実験の場合に縁鋳に考えなければな

らないことは実験δ3taの越運のしゃすさという

ことにある。「選科教翻の搬い方に関しての一考察

Vゴの9でも触れたように，幾財経は必ずしも正

確なδaねからでなければ見つけられないものと

隆られている訳ではなく，むしろ得られた面譲

をい毒縛こ解験するかという薫に強く依存するから

である。縞馬学生実験で大締なことは．器具の改

良という嚢もさること乍ら与えられた器翼を驚い

てその器具のもつ霧度の範灘内でいかに琵確な結

論を下しうるかということと，さらにその結論か

らどのようにして梅瑳的に実りある解綬に到達し

うるかというような薫にあるものと思われる。

O　　O　　O　　O　　O　　O　　O　　O　　O　　O　　O

呂5　駐イ　B三　81　建i　O　A！A2　A三A4　《5

慶i

　ここでこれからの説明の硬宣のために，サオの

錘を議すことができる場漸に、とのように記号をつ

けておくことにする。簡単のために麟iで0をサ

オの中央としOA董二A至A2二一一盤B畦85と箆

徹す。まず実験2を行う麟に注意すべきこととし

ては，ただ幾選穆かの釣合った状態を搾ろうと心

掛けるのではなく，いろいろな量を続意に選んで

やることができる実験だからこそ，それらの量を

できるだけ広い範麟の中から選ぶことによってで

きるだけ～般的な結1論が得られるよう醗癒：し，｛甦

えぱその実験を通して変らない量（不変量／があ

るならば，それを足掛瞬こ法翼鍵生を定式化してい

くことを考えていかなければならないということ

である。
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注　実験iを夢彗にとるならば，サオの中央にある

　支点から左右盆，もの離離にある下露きの力

　Fa，　F謄の闘には．　＆・F硅皿4》・ぎ旨の関｛系〕毬あ

　るからこれを変形して綴・F、）（かF魯）“茎－

　茎または盆・Fゴ鯵・Fb＃§のそれぞれの亙，

　§も一種の不変量であるとみることもできる。

　しかし，後で縺れるように不変量を§と選んだ

　場合にはその取擾いに特溺な醗震を要する。

　これらのことを考癒しながら実験2の酷鍛の

趨を表ヱの産半分にまとめてみた。なおこの表の

右半分は実際に飴ねを分極する場合の一つぴ）灘

であって，ここの茸仮想的な力とその盤置ユとは

突き祭に吊されている錘（力1について「距離×力

σ）大きさ」の纏を求め，支点の左灘にかかる力に

ついての魑（該当する力が沢灘ある場合にはそれ

らについての報）と支点σ）右懲こかかる力につい

てのこの嬉紛報〉とび）差をと鯵，実験iの結果

からの類推によむこの差が馨となるために必要な

下向きの仮想的な力とはどσ）ようなものでなけれ

ばならないσ）かを示したもので．このカの大きさ

は錘重魑分の重さに権当する場合をiとし，さら

にこの力は曜盈ヶ所にかかるものとした。舗えば

一憂欝の実験では支点を鼠1こ選び，凱の瞬に錘

　　表i　実験2σ〉結果および分蟹携

を尋で嚢下露きに目したとき承平になった寿婁，　この

力について上で導入された量の魑は茎（難度題の

数／×逢　（錘の数／皿4で飽にii藝こ見える力慧ない

からこの4という数魑をだすには0の位置に蓬懸

の§紅見えない錘を｛褻定（董×唾罵4〉しても，

A峯の鮮麗に2遜の錘を飯定（2×2こ嚇しても，

　　・よいということをあらわしている。

　表iから得られることは1

韓　携えばA圭に濤に見えない下露きの力がある

　とすれば，それは支点の麓置を変える度にそこ

　に2，　8〆3，…一と購ら力誌こち方書つた大きさ

　の力を導入しなければならない。

繍　これに反しもし0の位置に下露きの目に見え

　ない錘垂纓分に権当する力が常にあると考える

　ならば支点の鏡置等に関係なく，実験iで得られ

　た灘系式が少し形を変えただけでそのまま成立つ

ことを意霧表する臼

蓬　ここで衰萎を作るにあたっての考え方，開題

　点をまとめておく。まず実験2で求まるハズの

　規則盤はそσ）特鷲な場合として実験iの麗灘牲

　を含んだものでなければならない。従って実験

　2の場合の秀箆嚢彗性も「屡至難×力の大きさ3とい

　う量の纏合せでできているはずだと推灘でき

　る。またこの場合も実験iの場合と講様に等式

翫
支点の

ﾊ　籔

実際に思した錘の

ﾊ　置　　薩　数

　　　仮想的な力とそび）位置嚇
且｠　　敷　　83　　董32　　8生　　O　　A重　A2　　As　A尋　　A5

i 熱 巷2　　　　尋
皿

π＋）　㎜

皿
一　一 遮　　　2 ％ i ％ ％

2 B2 臥　　　　　暮 …　㎜ 皿　　 8

ξ
鱗
％
｝

2 ％ ％ 努

§
…
む

灘 賎

B！　　　　1

轣@　　　　唾

轣@　　　　5

一 一
董2 δ

｝
嵯
　
　
　
3 ％ 2 ％ ％

ii A！ A3　　　　2 ％ 琴 墨 ％ 2 蓬
一 皿 皿

寒）　こ」）慧辣については本文参窯

＋｝　・必要とするプ了む｛量ゴ難きぎ）ためここでは省舞姦した
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であら孝）されるものであ産しば，支点の友右にか

かる力についての糞距離×力の大きさ」の差を

うめるためには最に箆えない力を導入する必要が

ある（この考えはエネルギー｛呆存則をこわさな

いために中’礁子のβ一δεc＆yに導入された霞e登

tτ搬0の話によく似ている）。このための最も欝1

単な力は「成る』建の場所にかかる或る一定の

大きさをも一）カゴであることが望ましい。　この

力を仮定した分墾を表iにまとめておいたがも

しこの考え方で矯舞彗盤が求まらない場合は■との

議論で設けた枠を一つずつはずしていくことを

考えればよい（しかし無籍銀にこの枠をはずす

と，昔惑星σ）軌道をi説聴するために導入された

数多くの離心霧，周点霞の考えに稼てくる。し

かしここでは単1こ説明羅能な驚磁ε1が見つ

かったというだけではその縫題が解決したとい

うことに慧ならないというだけに留めておく／。

このようにして導入された目£見えないカ（表

iの仮想的な力／が，ただ説聡のための導入と

いうことだけではなく実験室σ）結栗と矛藤する

ものであってはいけないことは云う迄もない。

またこの「目に見えない力」が文字通蓼爆則性

を等式であらわすだけの硬豊的なカなのか，霞

には見えないけれども実体を馨った力なのかが

問題となるところであるがこれ1こついても少し

考えておきたい。

嶋実験至では支点をサオ」）中央に選んだときの

サオの状懸を水平の基準と見激したが，支点を

ズうすだけでサオは頷いてしまう。ということ

は，何等かの力が支点をサオの中央からズうす

ことによって新たに生じたか，または支点を中

央に選んだときには相殺されていた力が支点をズ

うすことによってあらわれてきたとも考えられる。

鱗実験iの窺難牲が結果的には「力の縫線」で

はなく，爆癬雛×力の大きさの獲1保徳であったた

め，もし実燦に力があったとしても矩難が§び）

ため式には表われてこなかったとも，韓と嬉様

に響に見えな魏複数」）カについての「距離Xカ

の大きさ」が穣殺されていたとも考えられる。

　このように§に見えない力の導入と実験至の

結集とは遭・ずしも矛違垂するものとは醸らないこ

とになる。こ」）！ロ1の可能性を知る鍛も簡単な実

験事実としては，実験玉で錘を偏した結果水平

を保っているサオの支点の位置にさらに錘を濃

してやってもサオの状態は変らないという状泥

聾綴奪i2擁

がある。結果的1こは｛弩ということもないこの事

実が，実験2の趨灘牲を求める鰹の鋲麗でもある

（支点、と麟きにかかる椀力の存在についてはあ

とで簸れる）。

　では一髪の緯．醸の考え方のうち実験全体を蕎潔

に表覆するという立場ではいず就が好豪しいかは

自畷のことであろう。そのあとは／癖の「点0に常

に存在する馨に疑えない錘逢魑分に掘当する力」

とは蕎なのかを，今までの知識の中から選びだし

てくるだけでこの霧題」）片がつくことになる。結

局このためには

　物誌の耀えば麟転運動のような所課鉱が13をも

　っことによる効果を問題轟こしない鰻弩，そび瞬勢

　捧を，その灘さが全て重心に集まっていると見微

　　　　　挫，　　　　　したとき」）質点として

　　　　　　　　　　　擾ってやることができる

　　　　　　　　　　ということを秘締して

　　　　　　　　　　やるだけでよい。従って
　琶　 賊　 銚　　表玉から得られること

　　　　騒2　　　　　　は，1憂欝したサオの重さ

は錘垂纒分に嬉聾することを意味するので，実験

2の結果は実験藍の結果にサオ全体の薫さに関係

する項をつけ換えて

a至F汗砺F倉十a2F2
（玉1

とあらわすだけでよいことがわかる。ただしF羨まサ

オの重さをあらわし．縫の調号1畷寒2申にボされてい

る通琴である。縫1で＆辞二段とおいてみたとき，こ

れが実験ヱの結果に一致するのは嚢墾なことであ

ろう。

注i　図2で支点」）右灘1こかかる力がF2の縫に

　F2’，Fド，……とある場合には，（蓬／式のa2匙

　を単畜こ＆2F2十避ゴぎ〆÷我2”F2”＋……でおき

　かえればよい。＆至賞盃についても瞬様である。

注2　．ヒの議論でサオ全体の重さがサオの重心に

　かかるとしたが．このような考え方のみが許さ

　れるという訳ではない。翻えば，サオを支点か

　ら左灘と右鑓とにわけ，それぞれの部分の覆さ

　を欝ポ，FずただしF〆÷F。’集F魯として実験

　δa嬢を整遅してやることも可能である。しかし

　このとき本文の場合よ導も分梼の避雷呈力婁複雑に

　なるだけで結果は全く海じくなるはずである。

注3　表茎では支点をいろいろな場所に選んでい



醗藤掌裏：理科教軽の籔い誉に饑してσ）…考察顯 縛

るが，もし支点を縫えばB、に綴足しておこなっ

たとしよう。このようにして得られた実験δ段ね

から求められる爆暴彗姓は一般的なもび）とはいえ

ずあくまでも支点を露、1こ霞達したという特購

な場合の繰則性と解験せざるを得ない酢従って，

このようなことは避締なければならない。

　次に実験3の内容に入ってみる。なお，こ6）実

　　　　　　　　　　　験でL幽きの力を導入

　　臥　　　駐　　　　　する際に必要な定滑車

　　　　　　　　　　　を購いる葬祭の錘とサオ

　　　　　　　　　　　を結びつ謬る糸σ）重さ

　　　　　　　　　　　や糸と定滑車との闘σ）

　　ドI　　F・　F・　　摩擦等は一窮無視する

　　　　麟3　　　　　　ことにしよう。この実

　　　　　　　　　　　験3では綴3にある
F葺～罫、の霧葦の漢暴系を「嚢！離xカの大きさ」の罷多」）

式で表わしてやりさえずればよいのであるが，実

験室および2の結果から類推して，一般式は次の

ようになることが予想される。

三

畦
｛
サ

場に響遷してやることができる。

注ここで（3球たは翰のいずれめ§正しいかは不変

　量秘を秘締すべきだとしたが，鰹えば麟式をそ

　のままの影で秘羅することにし，こσ）式に実験

　2から求まるF8の纏等を代入して計算して
　やった結果窪透力灘．（獲2となったとしよう。この

　ときこの縫は非常に小さな纏であるから実験誤

　差の範囲内で暮と疑徹して差しつかえない等と

　解親してはいげない。なぜなら，一般にA！8

　の関係が銭立つかどうかを実験で講べる場合に

　は，A一欝が巷になるかどうかではなく，縫え

　ぱ9／Aが実験誤差の籔甕内でiになるかどう

　かで決めてやらなければならない。このことは

　異体溺を作ってみるとすぐオ）かることである

　が，欝／A5）董からのズレには割合の意味があ

　るσ）に対し，A－BJ）巷からのズレにはそのよ

　うな意練は含まれていない。講様に考えるなら

　ば，A－Bの雛からのズレと（A－B〉／Aσ）（｝

　からのズレとでは露じ「｛きからのズレ」でも全く

　その意味あいを異にする」）である。

ヰ

．Σεf鈎F鍔暮
肯　　島

（21

ただしεfは＋玉または一iで，Fゴ（ズニ§～心

は図3にあるカの大きさ，a忌は支点からFゴのプ3

が作覆している点までの距離をあらわすもび）とす

る。ここで図3と図2をくらべてみると，F為猟

を考えないときの馨3は蟹2に帰着する，轟転
一般式｛2／はF、，碧、を§とおいたとき（玉／式に…致

しなければならないことから．一一一般式｛2護ま算葬本的

には次ぴ）2式のいず蕊かでなけオtばならないこと

になる。

＆灘ヂagFド＆2F鏑33Fl睾一a諌F4！艇3／

3玉Fド愚F軽一a1ぎra3F3十黛4欝4コ1妻韓）

　ここで麟，翰式とも鞍F3，亀F、の前の符号を互

いにちがえたのは，力の．ヒ露き，下向きの差こそ

あれ（葬での鞍臥，a2匙6）前の符号のと靭離こ

蝿応させたもσ）である。／鱗および（場式で鞠～＆4，

臥～簸び）纏を任意に選んでやることができる

（と考えるのは，これらが！3球たは餓の条件で縛

られていることから考えると必ずしも正確な表現

ではないが〉が，F昏はその慧糠から考えて常に一

定の値のはずであるから／3）．紛式のいずれが正し

い式かはF靡が不変鷺であることを耕照すると容

　実鰹実験をしてみると結果的には総式が残るこ

とがわかる。　したがって1藻3の場合に成立つ縫｛系

式は支点が重心0う左擬戦こあるσ）で

畿涯へ十a3F3！＆偉露轟十a2F1十＆4ぎ4　　（溝

支点が重心の書餐llこあるときには講じ記号を購いて

a｝F至十aきF3十農尊爵韓＝a2F2十a4F享　　絡）

とあらわされる。これらの結果を憶えるには（溝．

麟式とそれらに蝋癒する図とを餅せて憶えなけれ

ばならない。このように支点が重心夢）右1こあるか

在にあるかの違いこそあれサオの釣合いという一一

つσ）環象な」）にいろいろなC総eに分1ナて憶えな

ければならないということは，只でも物渥は購記

梅だと思いがちな学生」）考え方に拍車をかけるよ

うなもσ）である。その1豪昧からも（韓式と／薪式

とを統一的にあらわすことを考えてみる必要

がある。今（51式を縫にとるとき，これを変形

して（a葦F三÷a3F麟一（＆昏董㌔十a2F2十＆4F身

－警とかき，このとき」）段涯㍉の蒲につく符号で

倉琶～F4の力を分類していると十をとるF垂，F3と，

一をとる欝昏，F2，F4とに分かれる。こび）2つσ）績
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図尋

は駿4にあらわされて
いるようにそれぞれの纏

に駕するプ3の方麟を基1こ

して題藤織がえがかれ，

その求わり方から鋳1計ま

わ鯵，反套寺講一まわ酵と籔

驚できる．線様なことは

（麟式についてもいえる。

その給桑，麟式も織式も

謬に見えない力まで含めて支点と重心とぴ）並麗驚

係に無関係な次の式で統一さ蕊る。

婁最、F，竺Σ勾Fジ　　　　　　　　　　　／7／
ま　　　　　　　ナ

　F、（欝、〉：支点を中・むとした暮寺毒手まわ諺　（授i

　　　　　　畦寺言汁豪わ1）〉の力の大きさ

　a、繊、｝：支点から欝、〔F、）の力が／乍凝する

　　　　　点玄での距離

⑦式も一“つのまとめではあるが，あとでわかる

ようにこ設も必ずしも最終的なものではない。こ

の点をはっき静させるためにはベクトル解桁の鱗

轡を矩らな隷ればならないが話のついでにこのこ

とにも簡単に縁れておく。学生の多くはカのモー

メン1・という芸新葉iは簿っているが，この力σ）モー

メントのノ欝霧が逡1嘆の舞寺診卜（擬巽寺諺を〉　まわ！）σ）方

癖と一一致すると勘ちがいをしている者もまた多

い。実1饗7｝式紅あらわれる観賞、とかaゴ窮とかい

う雛は，特甥な場合のこのプ3σ）モーメントの大き
　　　　　　　　　　　　　　　　　　サ　ナさであることには饒違いはない。一般に力鑑につ
　　　　　　　　　　チ　　　　　　ツ　　　　ラ　ン
いてのカのモーメント簸×F重（叛は支点からみ
　　　シ
て1欝粁＝Fβ）錘が醗されている場所について
　　　　　　　　　　　　　ンの授羅ベクトルをあらわし」r蛋1二a並1σ）太き
　　　　　　　ン　　　　　　　　　　　　　　　　　　チ

さはベクトル簸とベクトルF藍とが癒角になって
　　　　　　　　　　シ　　　　　　ン
いるときはじめて1粗×ぎd！a翼F重である
　　　　　　　　　　　　　　　　ナ　　　　　　ウ
が，このときのこの力のモー．ズントr！XF遼）方

賊こついてはベクトル積の定義から鉛癒下方では
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラツ　　　　　　

ン

なく紙嚢量二海きである。すなわち，灘唾のF暮～欝4
　　　　　　　　　　　ラナ　　　　　ツ　　　　　　　　　　ナ　　　ラン
σ）力についてのそれぞれ鞠×称．……，r4×F4

というベクトルを考えたとき，これらのベクトル

は次のように分類される。

　ゆ　　　　　　ン　　　　　　シ　　　ラ　ナ

　r｝×紅藍，　r露×F3…・・…一…・←一紙嚢…ヒ白き
　すう　　　　　ナ　　　　　ツ　　　　チ　　　　　ナ　　　　すすチ

　ギ魯×F昌，　r2×昼2，　r、×F4…紙轟蚕下向き

　　　　　　　　　　　　　　　ヴ　　　　うす
　今まで特に藪わらなかったがF窃～F4の力はサ

オと直角であるとした。今求めた力のモーメント

についてσ）大きさと方癖と，鱒式とを結びつける

i｛｝8i奪i2弄垂

と次σ）ように再び／…1諺ミと総／式とび〉緩響彗なしσ〉琴慧｛系

式が得られる。

　　　ナ　　　　　ララ　ナ

2で，×欝，＝容
ど

（8／

　　　　　　　　ナただしこ」〉式」）嘗∫には実際に錘を吊してやる

ことによって生じた力も，霧1こ見えないサオの重

さσ）ような力も全て考憲に入れたものである。こ

σ）麟式の条件は，ここで撮ったテコの実験という

狭い意味だけに霞らず一一般に羅体が薄癒している

ためσ）原簿的な条件の一つで広く応羅縫麟をもつ

公式どいえる。この一般的な条件をテコ」）実験に

鑓1絹すれば，無体的1こは｛7）式または（欝，（6｝式が得

られるのだという誘いプyもできる。　したがって（麟

式が最も一般的な形であり，この形を通してサオ

の釣合いσ耳冤象が広く飽の現象とも結びついてい

るともいえる。
　　　　う　　　　ラ　ジ
漣i　rゴと露、とが療1角の場合に醸って1鱒×
　　　　碧拝－aど貧ごとなるのであるが，一般には妻τと
　　う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぼ　　　　　　デ

　F雌）蔑す角を農とかくときl　rゴ×F日＃af

　F，S撫θ之あらわされる。したがって，定滑車を

　耀いて1二饑きの力を導入するさいサオと糸とが

　海角になっていないときはこの定義に基づいて

　（5／～（7／式にs塗疏が入ってこなければならない。

　しかし3）ようなカを故意にこの実験に導入す

　ることは多種合いの条件を求めると≒思う主諺力・ら

　ズレるおそれがあるためなるべくなら避けるこ

　とが望ましい．こ窪）こと慧このことで辱彗縫σ）実

　験として磁iかめた方がよい開題であって，一綴1に

　はその実験の本質と係わることとそうでないこと

　とを籔磯して実験に入貯）せるべきであろう。し

　かし冕流を変えるならば，今隣のように錘の重

　さとしては離散的な藩｛しかとれないようになつ

　ている実験」）場合においても戯を意識的にπ／

　2からズうすこと1こよって連続的な纏をと！）う

　る錘を導入するのと講じ／動きをさせてやること

　もできる9）である。

注2　祷等力学の教えるところによると，購体の

　種々の点に働く力の合力は任意に選んだ一点に

　饑く力と一つの鶴泊によって置き換えることが

　できる。したがって麹体が平衡の状態にあるた

　めの条件としては次の2つが成立っていなけれ

　ばならない。

　　ナ
2F∫皿馨
∫

（A／



簿藤幸夫二礫、科教轡の籔い方に鰻して」）一考察羅 盤

　ヘチ　　　 　Σr，×F，m（｝
ノ

（鋤

　サオの釣合いを携に，ここで上の（麟，麟のも

　　　　　　　　　　っ意味華こついて少し考

　　　　醤　　　　　えてみる。先ず簡単な
　　　　ゑ　　　段　1睡　　　　携から始めることにし

　　　　　　　　　　図§にあるように支点

　　　　　　　　　　をサオの藍心に選び，

　君、　　　　　　　その左右にそれぞれ
　　　　F3　　き㌦
　　　　　　　　　　　ぎ翫．F静の錘を絹すこ

　　　　図5　　　　　とによって釣合ってい

　　　　　　　　　　　づる状態を考える。ここで騰ま常に支点上海きに
　　　　　　サかかる読方，欝麟まサオの重さをあらわすものと
　　　　　　　ウ　　　　　チ　　　　マ　ナ　　　　　チ

する。儀〉からF轟，F盆，　ぎb，翼の壕つの力の合

力力量馨となるためには
　　　　　　　　シ　　　ハゆ　　　　　　　　　　　　　　　　　づ

　　少くともF。，ぎbの合力が，統秀麗とその作

　締点を共有していなければならない

ことがわかる。そのためには2つの平蕎な力の

段 藍　睡

唾

紅
軍

　A　　　C　　　　8

〆一77
　　／　　　　Q
　／

P＋Q

図6

CA×至〉業CB×Q

合成1こついての知識がな

ければならないが結果だ

けを示すと襲6のように

なる。麟§で点CはA8

をP二Qに内分する点で

あるから

（c〉

　このことを蓉∫絹し力の大きさの闘の1葵翼系を求

めてみると

聲昌十Fa÷F島業翼 麟

　　　　　　　　　　　　　　　ツ　　　　　　シ
となり緩§グ）（C翼こ基づいてF。十F捨の作難点

　ザと餐ので乍湧点力§一致するためには

＆×F3業b×Fb 麟

が成立っていなければならないことがわか
る。これは丁度（覇から濤［接求まる関｛系に純なら

　　　　　P　ない。

強．、∠．よ稗晶嘉響駅識

C　　　A　7　　6，醒7の助けを借りると瞬

　　　　　　Q　様な結果が得られる。ただし

　　　図7　　　襲7の点Cは次の関係

CA×P罵Cβ×Q　　（F｝

から定まる、

　このように（麟と平行な力の合成の知識とから

（揚の結果も求まったのであるが，もし麟から鐵

発したとしても（○なり（鶴な鯵を購いると㈹が求

まる。こ二のように少なくともサオの釜奪合島玉の場

　　　　　　　　　　　合に綴れば合力が癖の

　　　　　　　　　　　条件から力のモーメン

　　　　　　　　　　　トの鱒係が求まるしそ

　　　　　　　　　　　の逆を可能である。　し
　　　　　麟　　銚，続（鋤このよ
　　　Fず　　　　　ぎド　　　　　うな謬霧系雄：次のように

段 昏

島
薩

臥

璽ボ’十Pド■

馨8

　　　　　　　　　シう2つσ）≦轟力と，F准”＋ぎドという一つの力と

に置き換えてみることができる。繧、しF農血

F翫短F．”，翫皿F島’m臨”である。麗8の下の

緩に基づいて⑧を考えるとこの2つの鶴力の報

が巷とならなければならないからただちに

a×F農二b×F蝕

考えると蓬解できる。

今懸巣のために籔§の
づ　　　　　　　ナ

F盈と欝旨の力だけを

叛き鐵して考えると，

馨8からわかるよう1こ
　う　　　　　ナ

F塾と営むの2つの力は
　サ　　　　　　　　レ　　　　う

F換とFa■，Fbと欝ポとい

→

紛

もう一つは艦／から（ここで蕪やF轟もあわせて／

璽韓十Fa十ぎb二N 麟

　が得られる。総／で3×Fa十む×Fb二駐でなく

　＆×F謹篇もXF魁なの慧，　この2つの鶴寿の獲

　転を起こさせる方向が逆だからである。このよ

　うな事鋳を考えると，藩に示したような轡から

　鐵発したの1こ（獄がでてきたということも，結局

　は灘体に働くいくつかのカを合成する場合，そ

　の帰着するところが一義的には定まらないとい

　う事実に慮来するのであろう。
　　　　　　　　　　ナ　　　　づ　　　　　　　　　　　　　　　　づ
注3　繭に襲3の寿ぎ魯～F尋についてr脅×F酵，
　　　　→　　　　一一｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　→

　・，r4×F尋の方海によってF玉，F3のグルー
　　　　ザ　　　　　　ナ　　　　ハヂ　

プと，F瞥，F2，F4のグループに分類し，それ
　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　ナ　　　　リによって露里のようにまとめたが，今F暮～F4

の各方について舞8のようにそれぞれ綴方を

作ってみてその懇転方晦で力を分類する方が，

ベクトル積から分類するよ参も驚単であり携覚
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的でもある。それによると

　　i　　　　ロゆ

熱，F3がっくる偶力…　反縛計まわり
　サ　　　　ヘか　　　　　

F窃，　聡2，　欝4力愛つくる鶴カー1蒋毒手まわ撃

　　　　　　　　　　　ロかとなる。ここで縫えば「F茎がつくる綴方」とは
　　　ケ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「F玉と支点上肉きの一F｝力量つくる｛轟プ」」の意

妹で，この鶴寿による墜転の方葎彗は図郭こ承さ

ました方向とも一致する。

　最後に，この実験から遽接得ることのできた一

般的な考え方，実験の在り方等についてまとめて

おくことにする。

（聾　硬罵する羅翼のもつ圧縫さに見合った実験を

してやらなければならない。竣る部分だけをいく

ら藍確に灘寇しても全体の糖度があがるとは漿

らない。また本文の擁でいうと，綾羅する錘の質

量を酪々一定と見做して実験に入るならば，サオ

が水平かどうかの響翫の基準もそれに合せ考えて

いかなければならな顎。

（21実験途中，蒋鷲の運議がないのに蒙る量を露

達するということは避けねばならない。なぜなら，

そこから求まる結果はあくまで「或る特雅な条件

の下」での綾羅牲であって一般的なものではなく

なるからである。

／31載る慶存の規則牲を足掛拳にそれの一般化を

馨るときは，その燦鑓牲を表わす式がどのような

量から縷来ているかを先ず見極めることが大切で

あ撃，その方海から一般化を纒るのが近道である。

（嚇　一般にA二Bの縫係が成立っているかどうか

を実験で確かめるとき，A－Bが蟹こなるかどう

かでなく，鯵えば（A－B〉／Aが実験誤差の範麩

内で§になるかどうかで調べてやらなければなら

ない。なぜなら，A，Bに実験麺を代入したとき

のそれぞれの§からのズレは，義者の場合は鱈対

誤差，後者の場合は相撃誤差的性格をもつからで

ある。

1誹　A業Bの式の中に，鰹えばサオ」）質量のよう

にその実験を通して不変な量が入っているときに

はその不変量を足掛鱗こその式の妥当性を調べる

こともできる。

鱗　よ馨一般的と思わ齧る繰別姓が求まったと

き，それが重しいかどうかはその前の段躇の燭別

姓がその中に含まれているかどうかの観点から先

ずは調べてみる必要がある。

鯵8i無i2局

（偽　実験結果をまとめる際灘定された内容が説窮

できさえすればそれでよいというものではない3

一般にそのマトメが意嫁する内容は無鰻縫」）事溺

を含むべきものであるにも拘らず，それを導く墓

になった事翻はその内の抵んの一謙1にしか過ぎな

いという事を踏まえたものでなけ載ばならないと

いう事の飽に，そこから簿等かの物種的意味が読

みとれるようなものでもなければならない。

⑧　麗鍵盤に至る遠籏は必ずしも一通鯵とは隈ら

ない。できるだ静多くぎ）道筋を知ることによ！）い

ろいろな考えカ，解毅4）仕方，勉の現象との経連

等を箋iることができるはずである。また霧¢連舞

を鰐いたときの結講藝こ至る道筋も一通りであると

は鰻らないので，各実験グループでの方法を統一

せず，全体として広い1範幾のi共通運解を得るとい

う方法もあるし，各グループの結果をもちよって

はじめて一つの大きな結譲を得るという場合も考

えられる。

⑨　鰹えば本実験の場合，その重さ（質量｝が，

篤いる錘の重さ（質量／の正確に整数賠になって

いるようなサオを聡慧すべきであろう。なぜなら，

そのようなサオを選ぶことによって，霧種類もの

錘を揃えなくても済むし，透磁3甦選も麟単化され

る。また，得られた｛捻穣についての検討のために

十分な時翼を割くこともできる毒このように，小

中学生の実験の瞭には，その本質に係ること以磐

の要露縁できる鰻りおさえておくことが特に必要

なことであろう。

舗　一般の実験の際にも，実験結果について験試

するため」）十分な暗闘的余鯵をもたせることが必

要である。すなわち，実験とは単に器翼を勧かし

ている聡だけのことを旛すσ）ではなく，その前の

導入の段踏や，ぬ綴越運，解毅という後の段踏ま

でを含んだものと解すべきであって，その結果麹

健によっては当然やり遽！さざるを得ない場合もで

てくる。従って，はじめから詩題を陵って実験を

するという計嚢は一般1こは好ましいものではない．し

かし，小中学校では年間授業讃’露等のためそ6）ような

藤豊憲には露難さが伴うが，そのためにも，纏えば（韓

の内容を撫瞭しつつ，擾う内容を最小猿におさえ

るということが必要になってくるものと思われ
る。


