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理科教材の扱い方に関しての一考察畷

伊藤幸夫罐秘教渤

　今掻は糎の浮き沈みに関する擁題をいくつか集

め，そこに鐡てくる式に基づいて

（1｝結論を導き申すにあたってどのような観颪か

　ら式を解緩していけ1まよいのか

1辮　より…般化を図るためにはどのように考え，

　どのように具体乾していかなければならないの

　か

の2点について考えてみた。しかし，一髪二篠に掬の

浮き沈みといっても｛馨えば茶鋳の舞が上にくるよ

うにそ一）と承のとに置くと浮かんでも，一景，承に

押し込んでから手を離すと沈んでしまうことから

もわかるように，属じ縁質・形び）ものでも入れ方

によってこの浮き沈みの結果が変ってくるという

事濤もあるため，ここでは浮き沈みそのものにつ

いて1ま余鯵深入彗せず，考える季無体の彫も極く簡

単なものに鰻ることにした難

　なお「選科教材の擾い方に関しての一一考察要～

犠」1まそれぞれ編島大学教官嚢葺究舞葦戸斥幸嚢第33～36，

39，塵3弩むよび編島大学教育案銭蘇蜜紀要第i号

にある．

露　紛の浮き沈みについて

　ここで扱うのは掬の浮き沈みについての一一一般的

療鍵蜜こついてというよりは，むしろこれに係わ弩

のある講題を扱う襟にあらわれる縫孫式を霧いて，

どのように変形していくと，またはどのような解

穣1こ基けば意1濠のあることを｝撃き出せるのかとか，

そ擬らσ）意i濠の趨隻｛ヒを1濤るに1まどのように考え

どのように暴体化していったらよいのかという点

に鼻聾をしiぎり、話をタ隻めてみること1二する。なお喜孚

き淀みにはっきものの安定性の開題については今

醗ξま触れない。

　本題1ニノ＼る蔭糞こ予養蓄髪嚢識として馨勢の浮きぞ寛みを

問題ξこする際に簿に注絶していったらよいのかを

考えておく．今，堆くのヰ補二成る葉舞を重登じた場合を

廼獣こ考えてみると，第一＾には承とこの筆勢｛本との概

体積の震盪（または重き／の比鄭ち比重の綾を挙

げなければならないであろう。次に薩えば比重が

7．86の鉄の塊を水に入れたとき沈んでもその形を

変えてやると浮くことがあるということから，そ

の物の箆重の麟（後で験れるようにどの部分の髭

重を考えるかによっても違ってはくるが）だけで

は必ずしもその鞠の浮き沈みは決ってこず，その

形にも左書されることがわかる。この地にその勃

を水にどのように入れるかということも関係する

が，そのことについて1まあとで少し魅れる程度に

し，　上農下で1ま艮奪題を蕎単｛として物の享享き才覚みを土ヒ

重と形の嚢からのみ調べることにし，織の療獲耀

えば表癒張力等鷺こついてはここで1ま考えないこと

にする。

　比重と形のうち後者についてもう少し調べてお

くことにする。物の形を変えたとき今まで沈んで

詐りいたものでも浮くことがあるということは，

形を変えることによって一歪二晦きのカの1大きさが変

化したからに撫違なも㌔事実その遜りで，一般に

流i｛奉　（気｛本と液｛奉の奉惹称〉　中でのこの種の力は：浮

力とよばれ昔からよく惣られている。講故にこの

ようなカが生ずるのかを再び承を｛麗に考えてみる

と，水中ではその隼舞｛奉グ）全ての癖εこ水圧というも

のがかかっているからであるが，その麹体に重力

以磐の簿か或る穫のカないしは1薫力がかかってい

るからといって一般には必ずしも上海きグ）力が生

じてくるとも隈らない。｛舞えばこの水理が全ての

露に暖し羅iむ大きさだとするとこれらの鰹三方は互

い1二季舞産量され晃碁葬ナ圭二この物｛本1こは｛責茎のプ3も種善い

て重いないのと繕じことになってしまう。　し力生し，

この水窪がたまたま水i蚕からの艶離（深さ1に関

｛嘉しているということカご浮力というものを生じさ

せる原浅となっている。なおかつ，この水径の大

きさが深きと圭ヒ溺縫｛嘉にあるということがその取

騒擾いを簡単にさせてくれる。灘ち，承藤下軽の

深さの露1二種青く水1王1よ，その建藝に垂直でその大き

さは水の密度をδw，重力癬速度を彦とおくとき

綾w蚕｝謹となる。今・，臨1灘が饗茎iにあるような灘茎主

罷多の物｛本が水中にあるときこれにかかる水圧の総

穣がどうなるか考えてみるσ回申に矢馨でこの承
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　　　τ

図董

罷をあらわし

たが，深くな

ればなる程こ

の矢印の長さ

（水猛の大き

さ1は長くな

るが，この円

柱形の｛顯愈こ

かかる水経三は

互いに蓄忽ち消

しあうみで，

結縁土嚢と下

懸とにかかる水穫三だけを筐無題にすれζぎょいこと1こ

なる。騒iからわかるように，こ二の円豪童形の筆勢｛本

の上面を下海きに押すカよりも下露を一と陶きに押

す力の方が強いので，全体として上露きのカが残

ることになる。これが浮力に毯ならない。この浮

力の大ききを瀦算してみると，上露・下醗の鬱積

をS，この物体の高きをぎ紮とすると，

＆w転＋藤〉融一透織鞠一翻（論／恥

　　　　　　　｝　　　　一ド疹難きび）力　 丘食きのブ3一喜季ノ3

〔⇒…

醗2

■上鶴きの寿

となり，（が謎〉S蓄まこの再柱形の｛本積．｛至w（護墾〉S

はこの講建形と講じ棒積の水の質量であるから，

結局浮力の大きさδwl（だ蓑〉S霞とはジその率勢｛奉と瞬

｛事績の水グ）重さ」に等1しくなる。　このことから

　〔Al　浮力の大ききはその糎体と岡体積の承の

　　　重さに等しい

とまとめてよさそうだが，蓼璽萱をみると

　（露／　浮力の大きさはその筆勢｛奉が暮暮除した承の

　　　重さに等しい

とも解綬できそうである。しかし講者は必ずしも

講む内容ではないので，どちらが達しいまとめな

空
気

鰺
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　　のかを矢馨るのに纒

　　、iと岡診形の鞠捧
．．．水がその一部を蠣

　嚢
　　上に顔を鐵してい

　　る状態を考え，図

　　　2のように水霧上

　　に患た部分と承彊

　　下にある部分とに

　　分1ナ講者は十分に

凹

A B

麟3

緩い舞金で結ばれているものとする。このとき水

からの浮力は斜金の下の部分にしか欝かないので

綴蒙痒き璽三しいの1ま（魯〉の方であること薄幸わかる。

　（Alと（B〉の違いを懸の形の梅鉢で考えてみる。

今適当な顰みをもったコップ状の物体を考える（纒

3A参照〉。この物捧の日を上にしてそっと承に浮

かせた場合（灘3麟と，承の申に押し込んでや

った場合（図3C，P〉のそれぞれについて，も

し（B／が産しいのならばそれぞれの斜線を強いた

麟分の捧積が浮力に関係する（空気から受ける浮

力についてはここでは無視する1のに反し，もし

（Alが正しいのならば与えられた物の形が瞬むで

あ貿ば常に一定の大きさの浮力の諺ずである。こ

のことと，実課に入れ方によって浮いたり沈んだ

りすることカぞあるということから，”との（A〉のま

とめは蓋しくないことがわかる。これらのことを

一一 草ﾇ《ヒしまとめると

　浮力の大きさ1まその勃｝体が餐羅余した澱i｛奉の重さ

　に等しい

となる。

　注i　浮力を生ずる療瞬となった水罷は深さに

　よって異なった大きさをもつカぐ，　≠睾プ3の方1ま薯桀

　さ1こ1ま関｛系しない。　しかし水｝丑のため1こ筆勢｛本力ぐ

　変形してしまっては蠧毒ξま懸彗である。ここで1塞，

　魎捧1はどのようなカに対しても変形はしないも
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のとして扱うことにする。

以下では，上に遠べた浮力と比重とから物の浮

き才覚みについて考えてみる。

｛翼i　藪覆歪力ず鑓尋であらわされ，密度達書，｛春季嚢Vむ

の物体が封じ込められている容器（密器そのもの

び）密度，体積はそれぞれδ．Vとする／を考える。

この容器を水（その密度をδWとしその温度変化

は無視する／に入れたとき沈んだとする。以下こ

　　　　　　　　　　　の状態をあらわす式を作

騒
　　　　　　　　　　　り，その式からどのよう　　　　　　虚，v
　　　　　　　　　　　な縄簑露盤が求まるか考え
　　　　　　愚，Vo
　　　　　　　　　　てみる。最撫は娃轡型〇の

　　　　　　　　　　簿単な場合を考える。こ

　　　　　　　　　　の駿｝体が沈んだというこ

　　　　藝羅4　　　　　 とは，一h海きのプ3（重ブ3〉

　　　　　　　　　　の方寿｛上海きの力馨撃力／

より大きいということなので，　このときの式は：

V＆撃＞（V十V昏〉δw登

となる。これからどのようなことが求まるのかを

調べるのに，峯請えば密度なら密度と購種類の量を

まとめてみる。

護

＞

v÷v昌

＆w v

左透は水を基準としたときの容器そのものの比重

なので戸とおく。一…方虞透1ま載る｛本季責娩で容器の

構造によって異なるが，この圭乞にどび）ような意藝家

力ぐある力玉わフう・らないとき1ま，　この毛慈［のもつ輩鍾隠1こ

ついても調べる必要がある。明らかに

β罵　　　　》　　一㎜㎜
　　　δW　　　　　v

　　　δ V十V辞
≧　亙

注2β＞iを導き撫すだけであれば，はじめの

　式をV（（量一δw〉＞V韓δwと変形してやることで

δ一纏w＞〔｝が出てくる。

　このβ＞iから次のことが導かれる。

　（イ）　中が真空になっている容器を承に入れた

　とき沈むならば，容器そのものの髭重はiより

　大きいはずである。

この逆が成立たない理由は明白であろう。この（イ〉

を一舞隻影さ旧せたいが，そのとき1まδ蔭一〔｝をδ毒‡｛）

とおきかえるだけでよいであろう。このとき

V。δ，汁Vδ＞〔V÷V聾／δw

であるから毒彗と瞬季羨護〆δwでまとめてみると

＞　
W

δ
達

罵β

v十v駐

v十v台（撫羅〉

となる。一との式でδ磐＜δのとき右辺は常にiより

大きいので次の規雛窪がでてくる。

　（饗〉　容羅そのものの比重戸よ弩・罫さな鈍重の

　物体が詰っている容器が承に沈むならば，βは

　iより大きい1まずである。

しかしδ毒〉δの場合からは舞｝も求まらない。この

ように（イ〉，（滋〉2つの規麟軽…は求まったが，これ

らに余り懸豪護が認、められないのは1，｛舞えば圭ヒ重

がiより大きいもので容器を作ってもそれが沈む

かどうかはたとえ内部を真空にしても水に入れて

みるまではわからないということにある．これは

上の議論で5容器そのものの鷺重」に注籍したか

らかもしれないので，次に詞馨式を「容器全体の

比重盛に鐸を海韓て整蓬しなおしてみることにす

る。そのために轟奪鐵の綾。‡○の式を

　　　v｛豊十vで誠信

盛wく　　　　　…一

　　　　V十V魯

と変形してみる．上式の右選は容器金棒の密度♂

をあらわしていることは鍵舞舞なので

δw＜δノ

δγ（iwlま承を基準に選んだときの容器全春本の圭ヒ重

であるカ・らこれをρ■とおくと

〆＞　i

と購と葬常によく診た形の関係が導かれるが，こ

の式にはしの2っの規則姓の内容が含まれている

ことは容易に確かめることができる。さらにこの

圭島台榑ま逆も証舞舞できる。

　緯鋒羨にして享享く美舞合は

ρノく　董

となるが，このβ’を驚いての溺孫はたまたま灘4

の形をした物体の浮き淀みについて得られたもの

では1あるが，適i当1こ言産みかえることによってどん

な形の物体にでも遍羅できる規則姓、にもつていく

ことができる。顯ち上の関係を

　物棒を一旦水中に押し込んでから手を離してや
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　つたときに浮かび上ってくるか，そぬまま本実ん

　でいくか

の条件と解殺すればよい。理露は購霧であろう。

これらをまとめると次のようになる。

　（ハ／　容器全体の銚重〆の物体は，その形に関

　係なく弄プ＜i（♂）’〉i〉でありさえずれば，　その

　物体を水中に押し込んでから手を離したとき浮

　かび上ってくる（溢：む／。

　なお一般に（ハ〉からは戸ノ～iの場合にはその形

や入れ方によっては浮く（沈む〉ことがありそうだ

ということが承唆されているが，〆＜iの場合に

醸っていえば，証瞬は卷くが次のことがいえる。

　（二〉　圭ヒ藍力ぜ萎より／卦さなもの力玉らできている

　物体は，形や入れ方に縫係なくいつも承に浮く。

注3　一般に或る簸体を基準としたときの髭重

が亙の物｛本は，その蔽体中の鉦意の場所で毒筆痩

する。なぜなら，髭重の露だけからいえばその

物体と液体とは区懸がつかないからである。露

を塩水に入れ，静生するときの塩水の鈍重を浮

き拳畢で講1かることにより墾の髭重を求める方法

はよく惣られている。

　この｛雍で扱ったよう1こ，筆勢の浮き才魔みの条群を

求める際にたとえ隅一…の式から出発したとしても

繕に注§してまとめていくのかによって，そこか

ら求まる規麩性の内容が広くも猿くもなりうる場

合のあることがわかる。以下やはり浮き漉みに関

する纒で，これまでも少しは纏れてきたが燭灘｛生

を一舞隻｛とすることを主に考えてみたい。

鰐2　ここでは承が水に浮

くという極くあ弩ふれた現
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Vi
象から出発し，このことか

ら物の浮き沈みについての　　　　虚

どのような問題に発展させ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　v2　　　　　　　　　　　　　δw
ることができるか，またそ

の睾蓋果を一一濾隻費二させるには

どのようにすればよいのか　　　　醗5

を考えてみる。

　まず》蘇力ぐ水ξこネ孕力塩んでも≧るときの水莚藝より＿歎1こ

患ている承の体積と水癒下の承の体積との懸にど

のような関係があるのかの謡からはじめる。今，

図§にある記号を驚いてこの状、態1を式にあらわす

ならば，これ．1まこれまでの轟善からわかるように承

合｛奉の重さと，氷が承から受ける浮力とが多雪合っ

終｝82集権薄縁

ているという式を稚ればよいのだから

V2虚w＝（V｝十V2）虚

となる。この式を

δ v7

δw V奎÷V2

と変形してみると，まず氷の琵重δ〆δwは皇グ）鍵

員撰窪（ハ〉からも予想されるように誓窪かにiよ彗小

さいことがわかる。実験からは約奪．9という数鑛

がわかっているので，このことからV1：V2－i博

すなわち氷全捧の約i割が水面11．残鞭§塞が水

面下にあることがわかる。このこと1ま，承に陵ら

ず一般の浮く魎の場合に舷張でき次のようにまと

めることフダで脚きるの

　（ホ〉　一一逡隻1二成る妻菱で本を基準にしたときの1ヒ重

　が工よ難・卦さな手勢｛本をその擁酵奉1こ入れたとき，

　液露下にあるこの響饗奉の体積の全体縫に対する

　害彗合1ま常にその蓼勢体の比重の｛護に等しい。

なお，　このまとめ昇華の｛本積を婁ζ鷺ないし馨：璽さと

いう望弩葉でおきかえても構わない。

　注蓬　その比重の績がよく矯られているような，

　｛舞えばノ｛ラフィンの塊に，その｛事績が等分審1さ

　れるような縫感iをつ諺て承に浮かば・ぜてやるこ

　とによっても，（ホ）の内容を確かめることがで

　きる。ただしこの場合，簿騒盛分かづつのパラ

　フィンを巻1鉾）取っていった各看憂欝でも（酵⇒を確

　かめてやること1二よって，犠…．験結墾をより…馨隻

　費二させることができる。

　次に，図5に示してある家建！水藪の綾羅／が

承が金鑼解け終ったときどのように変わるのか考

えてみる。そのため1こ最季厚の式

V避w罵IVl十Vの義

からこのことがどのようにして求まってくるかを

簿条妻にしてみる。なおここでは式の解釈を1三と

し，式の変形による解法はあとの注§で扱う．

　磨　｝二式の糞遣の（Vl十vのδ1ま承金棒の質一漿

　　をあらわしているが，氷がとけて承になった

　　ときその質量は変わらないものとすれば，そ

　　のときの承の響彗星でもあるひ

　鰍　左透のV26wは爆睡下にある氷の捧積V辻
　　講ず春季責の水の嚢『量をあらわしている。

　〔き講　これらの量寿ぐ等しいということ1ま，ナ郵力ご全

　　部とけて承1こなったときのそび）水の質量と，
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　　はじめに水面下にあった氷と匿1体積の水の質

　　量とが等しいということである。

　韓購　このことから，結局タ紅海多念寡葬とけて承1こな

　　っても承懸は移聾しない。

　．と式は次のように読みとることもできる。

　藤）　体積がV産畢V1で密痩がδの馨勢｛本は，その

　　密度が講らかの原獲で戯・と変ったならば体積

　　も鳩と変わる。

　嚇　δがδwに変わるということは，この場合

　　承がとけて承になることに対癒する肺　したが

　　って，体積V！÷V！の承がとけて承になるとそ

　　の体積は丁度V2となることをしの式は意味して

　　いる。

　ll緯　　このこ1とからも，　やは1辱ナ郵方寸とけ舞冬っても

　　水｛立は変飽しないことがわかる。

　いずれiこしても，　彗〈ゐ薗全課藝と1ナ拳冬つたと　きのノ藍

｛立ははじめの承｛立と覆1じであること毒ごわかる。．、紅

式をさらに懸な見方をすることによって，今求め

た結論を一般化することができるウ一髪の関係式か

らV2／（V1十V2〉寿ぜナ郵の圭ヒ重に等しいこと7びわかっ

ているので，V！〆V1もまた一一建1轟1まずである。こ

のように承譲i一下にある承の体積と水議賢バこある氷

の体積との髭が一定ということは，　承の圭ヒ重を…一

定と巻繊す鰻り「とけはじめる羨の氷」でも「と

けつつある承」でも1講じく綾1』疏っていな縁ればな

らないことである。　したがって，承が全1峯とけき

ったときの水鏡がはごめの水位と変らないという

ことは「とけはじめる藩の氷」から患発しても，

「とけ’）つあるナ郵」から出発しても1糞至じばコデである。

このことから次の綴嚢瞬窪がえられる。

　（へ）　承に浮いている承がとけつつあるときも

　とけ終一）たあとも，承猿は変らない。

　きらにこの美昆賛密生を一億隻化できそうなことは，

あでの（ホ）や（へ1の証瞬の瞭にδやδWの異郷的な

教養戴を懸1いることなしにおこなわれたことからも

叢濃彗できる。容易に導くことができるので結果だ

けを示す。

　／ト1　とけたとき密度♂の液捧となるような驚

　痩曇の1撰｛峯を密度♂び）護｛事1こ鼻馨か／くたときは，

　この1鱗｛峯がとけつつあるときもとけ季冬つたあと

　も液面は移動しない。

なお，とけてできた液体とそれを浮かべる液体と

は必ずしも羅一である必要はない。このことから

承と氷の題の関係として求めた（へ1は（卜）の特溺

な場合に過ぎないことがわかる。（ト〉の内容を一

つの纒で示してみると次のようになる。承を承ら

せたものをジュースに浮かば一ぜたときは一般に液

面は移動するが，ジュースを承らせたものを購種

のジュースに浮かべたときは液藤は変らない。

　注5　本文にのべた「氷がとけつつあるときも

　とけ華冬一）たあとも堆く位1ま移動しない盛ことを，

　式を変形していく方法で証醸してみる。この場

　合にもいろいろなや酵方が考えられるが，この

　中の2つの方法だけを挙げておく。

　　騒§の記号を購いると

v帰w一（vドトv2〉δ （A）

が成立っことは本文でも示した通りであるが，

この式（A／を

Vl　　δw一δ
一聯　　　　　罵鳶
v，　　　δ

総〉

と変形してみるとV圭とV2グ）圭ヒ‘ま堆くとタ至くの密度の

みに関係する常数鳶となることがわかる。とい

うことは，承を承に浮かべた直後から時縫も後

のそれ．に対1毒した俸積をそれぞれV｝’，Vゼとお

いてもやは弩

　　　V甦　　V産ノ
豊　一一一一瓢
　　　鳩　　 V〆

（①

も威立っていな馨ればならない。今（Clを（Al

》

〕　　　v2憾w＝（v〆十v2！）δ　　　ゆ／

の二式にわ諺遥々瞬いてやると

（V2－Vの＆W薫｛IV1垂V2／一（V！十V睾憐δ　（聾

となるが，右透の（V玉÷V渉一（V！仁もV2■〉とい

う量は氷を承に浮かべてから時懸もを経る闘に

とけたタ郵ので春季嚢Vをあらわしてし逸る。こ二の彗く壽ご

とけて承になったときのその水の体積をVwと

おくと，質量課存から

Vδ罵Vwδw （轡

が霞立っていなければならず，（鶴と（獅とから

Vw＝v量一v〆 （Gl

となる。この関｛系は，最手君σ）t遜寺羅董内にと跨た

氷が水になったときのその水の体積Vwが，丁

度水嚢下にあった承の体穣誠少分V2－V〆に等

しいことを示している。このことが時幾もの選
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び方1こ無関｛系にいえるので，結局氷がと1ナつつ

あるときは水｛撫ま愛住しない。きらにこのこと

を氷が全部とけ終るまで続けていくと，とけ終

ったあとの水位も変らないことがわかる。

　次に（Clを

　　V主　V至ノ
為＝　　　＝　　　聯
　　Vラ　Vダ

V圭一V玉ノ

v7－Vl｝〆
醗〉

と変形してみる。この関係式からすぐわかるこ

とは，“承に浮かばせてから時縫tiの霞にとけ

る氷”を抜き鐵して考えると舌‘この氷野が全部

水になっても承｛立に最多響をr及1望さないことカぐわ

かる。　したカぜって，　鐸寺閣t毛を経タ遷した騒毒魚で

氷はやはりはじめと隣じ水位に保たれている

水面に浮かんでいることになる。このことも

｛君こ関係なくいえることなので，先程と構む綴蓋

論が簿・られる。

鰐3　物理天秤のみを羅いて麹体の比重を求める

方法は，参考書にもよくみられるようにこの物体

を真空中に畠して灘つたときの天秤の読みW，と，

　　　　　　　　　　　同じ物体を水中に恐し

あ
wま

　　　　　　たときの天秤の読みW2

　　　　　　だけであらわすことめヂ

　　　　　　できる。まずこのこと
　　　　　水　を離そう。　この場合の

　　　　　　式も魎の浮き沈みの癒
　w2　　　　　　醗で求めることができ

國6　　　　　　る。この筆勢｛奉の体積，

　　　　　　密度をそれぞれV，δ，

水の密度を＆wとおくと，題意から

W1聯Vδ

W？皿Vδ一Vδw

となる。W「2の右透第二二項1ま，この物体が水から受

ける浮力をあらわしている。W｝，W2ともVに麓

響毒しているので，暫誓えばW至／（W｝一W2／を季乍っ

てVを消去すると，

　w｝　　　δ

W崔一W2　＆w

となるカご書迹はこの物｛奉の比重βであるから，

戸二＝

　　　w1－w2
　　　　w韮

鷺82年欝欝

が求める醜係式である。右透の分母1ま丁度V｛墨w

であり，δw駕茎8／ccとおくとこれ1ま数撥鬢的睾ここ

の峯舞の｛本積に等しい。一方承を基準としたときの

比重と密度は次元がちがうだ諺で数纏的には講じ

なので，この事からもこの式の憂1しいことがわかる。

　天秤のみを構いて或る物体の比重を求める場合

に，馨彗に真空中，水中に暴きなければならないと

いうきまりはない。この意味で，以下では上の実

験方法の一毒隻費二お』よびそれ．の応絹1こついて考えて

みる。一一般化は一足跳びにもできることではある

が，練習の意味も兼ねて次の段取弩でおこなうこ

とにする。

　紛　比重が璽よぎ）小さい場合の灘定方法

　この場合にも，圭で式を確かめたときと瞬む考

え方で求めることができる。すなわち，馨71こ示

　　　　　　　　　　　　　　　　したように，

あ

Wi w2

爵ア

w3

こび）試料が

水に波むよ

うに適当な

重さの錘を

購いたとき

のw1一w3
では錘の影

響1まぞfち津ま

されてお弓，

これは丁度図6でのWrW！のもつ意味と購じで

ある。したがって，求める関係式は

　　　　w崔
戸＝
　　w2－w諺

となる。

　鰍　騒6で承以外の液体を瞬いた場合

　この場合にぱ，羨鐵のδwの代弓に一一般の液体

の密度ポとおくだけでよいのであるから，それ嫉

夕斜は濃霧6と1講じ護二季｝を響窪いて

これから，

w｝罵v雌

W．＝＝V綾一V♂

　wl　　　義　　　δ　　纏w
　　　　盤　　盤一一×一マ7－
wl－w2　　♂　　6w　　δ

δ　　　　　wl　　　　♂

一盛一 @　　　　　×
δw　　　wl－w2　　6w
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となるが，δ／δwをこの物｛本の墨ヒ垂雪で，｛圭7δwを

この液｛本の疑二重戸！でおきカ、えると

　　　　w茎
βニー　　　　　×〆
　　w玉一w2

となり，　これが求める縫藤衣である。

　繕　緩6で真空の代鞍に気陣中に晶す場合

　水嚢上は密度δ自の気体でうまっているものとす

ると，W玉にはこの気捧からの，W蓑こは承からの

浮力をあらわす項が含まれることになる。

これから

Wi＝V（δ一輪1

W2二V韓一δw）

W 　wラ　　　δ蒔
　　一　　×一
w｝一w2　　δw

w

∠w

戸一 戟~庭（ト轟）×恥

：試料を比重診きの気体中に目したとき

の天秤の読み

　試料の部分が比重β，｝の気体中にある

ときの矢種の読みと，比重〆の蔽体中に

あるときの汞毒李の喜憂みとの差

ただし，試料を比重〆の液体に入れたとき浮くよ

うであれば適宜錘を畠して沈ませて護Wを濁るも

のとし，さらにそれぞれの読みの際には分鋸が受

ける気棒からの浮力の補正については響ll縫おこな

うものとする。

　裏装下，　」ヒで求めた一舞隻式の意嚢豪につも玉て少し考

えてみることにする。そのために，上式を

w！一w2

を作ってみるとδ／δwとなることがわかる。　この

講斗および気棒の箆重をそれぞれ戸，外とおくと

　　　　w董　　　　　w，
β　無　　　　　　　一一…二　　×β馨
　　w㌃一w2　　wI－w2

一π㌦唾噸喜の×外

となる。　なお，　この式1こ基いて案1験する童舞合，1講

じ気｛華中1こある分錐1の読野の浮力講錐嚢も必要となる。

　li矯　こおらを併せ考えた三遷菱的な童舞合

　紅のli｝～ll辮を併旧せ考えることにし，比重計・，の

気郷中と比重〆の液体呼買こそれぞれ、試料を愚すこ

とにする，，娠ド，この試料を液体に入れたとき淀

む場合，浮く場合に応ビてそれぞ麺嘱ε，図7申

のWl等と鋳銭∫，記弩を繕いることにする。

　こ衆らの摩毒i襲1ま蓬髪接踵とめることもできるカぐ，　上二

の彗1～｛1緯からの鑑灘でも得られる。

βンi
穐

W
｝

　
霧

ト（÷4－
W

W
㎜

　
猟

㎜㎜ρ会場の播騨

1蜘場合一浮鯨㌦飛W警拠晃

　これらの式はさらに次のように■』本の式にまと

めることカごできる。

戸㎜9臼＝
w　　×（〆一ρの
オw

と変形してみる。外，〆の績については潤えば空

気と承の童舞合に1まそれ．ぞれ戸‘垂＝i．2§×i（｝置　β■

誰王、〔｝×i轄である。勿、灘これらは温度等によって

も多少変ってくるが，外および〆がそれぞれ鎗二1

歪鋤の。罫凌erであるということは1，飽の一癖隻の気

俸および液捧の場合にもほほ1あてはまる。したが

って薄遇1ま

〆＞91｝， ρ＞戸轄

とおいて構わない場合が多いので，そのときには

　　　W戸灘　　　　×〆
　　　雌w

という近｛鋲i式で・郵分である。では，　しで｝葦めた一一

毒要式ξまあまり意1壕力ξなカ・つたのカ・というと老・ず重し

もそうで1まなく，たとえ実。験で購いるのが逝｛躾式

の方であっても，一般式でなければ得られないと

いうものもある．

　このことを具体綱で示してみる。今1二の透飯式

を購いてその髭重、がほぼ〔〉、§であるノ粛ラフィンの

姥重を求める場合を考える。この実験でWや∠W

は空気中および錘をっ診て水中に暑したときの叉

秤の読みから求めるものとすると，（WμWl×〆

と，透似式で1ま無観した／董一（W／JW雄×β癬と

の圭ヒは諺iぼi：i｛）一｛となる。（W／∠舞秘〉×〆とくら

べて婚■4の大きさであると予想、きれる鰻を無視す
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るということは，　いくらw「や雌Wカず髭養窪に漫華足さ

れたとしても，　それに基いて計算される輪琴／がW〉

×〆の小数第窪位嶽下には意味がないということ

1こなる。では小数第3｛宣まで1ま確力・かというと，

分銅の方の浮力補廷は完全におこなわれたとして

も上のような壽義論をするならば当然で誓せ考えなけ

ればならないものとして，今まで一貫して無視し

てきた承の密度の温度変化があげられる。今，亀℃

での承の密度をδW（t〉とかくと

　　　　　透w（4／驚至．蟹矯（）（｝

　　　　　a騨（欝／瓢9．9§973

　　　　　虚w（鋤雛○．99823
であるから，一般式で戸。の項を無筆発するしない1二

関係なく実験が室温のもとでおこなわれるものと

すれば，水の密度の温度変化を無視するというこ

とは小数第3位以下も疑わしいということになる。

　ノ《ラフィンを｛難としての，一一一毒舞式から求まる実

験に対する麟約は次のようにあらわすことができ

る。

（静　一般に水の密度グ〉掻蓋度変｛ヒを．無視する鰻り．空

　気グ）存在は考癒に入れなくてよいが，このとき

　パラフィンの幾重そのものの纏もノ卦数第2位ま

　でしか意瞭をもたない。

囎　水の密度の温度変｛とは考慮に入れたとしても

　近徴式を醜いる藝疑り，　ノ考ラフィング）圭と重の≦嚢と

　して1まノ野薮第3｛立までしか求まらない3

　ここの議論においては，或る項を無擁したこと

によってそれが本来影響を及ぼしたであろう位の

萎嚢字には意味め豊ないものとして扱った。なお，、丘

の紛，鱒σ）実験に対する灘約はパラフィンを撃1に

考えたのであるが，一一逡隻の繕｛本の圭ヒ重漂彗定の場合

にもこのような産癒がなされな診ればならないの

は当然である。

　ここで議｝じたような実験結果に対しての麟約は，

一般式に基いては馨めて具体的に考えられること

である。このことからも，その式を直接獲うかど

う力緒ま舞舞こしても，　先ず1まできるだけ一毒麦套勺な式

をつくることを毛・掛けそれに基難ていろいろな考

察をしなければならないという必要性の一鶴が遷

解できたことであろう。

　今1蚕は，梅の浮き浅みに関｛系した｛馨題をいくつ

か取上げ調べてみたが，そこから得られた内容の

うち勉の現象の解明にも役立つと思われる考え方

等についてまとめておくことにする。

謄霧2奪舞霧

　ほ／或る現象をあらわす式から物理的意蘇を澱

みとるとき，簿に注目してまとめるかによって得

られる規難姓の内容が広くも狭くもなりうること

がある。　したがって，式を喜憂む場合一つの喜憂み方

にこだわらずいろいろな角度から綾試してみると

いうことが必要である。

　（2！特定の物と犠1の闘の鷺孫がわかったことで

濃1還せず，それが霞立つ萎難孫の華竈醗を鉱1デてみた

い。そのことによって，見掛諺■1は異なるいろい

ろな現象が共通する原露によって誕購できる場合

もあるということがわかるのみならず，そのよう

なことがさらに数多くの霧象の統…的饗解への建

艦餐今となりうることもある。

　！31求める関係式や綬麟姓はできるだ1卸一般的

であることがのぞましい。それ1ま，遍羅縫醗がそ

れだけ広いということや，そのために纏の現象と

の係わ鞭合いを発つ酵易いというようなことので毯に，

葎蓄えば，近｛毅式からだけで1よわからないような実

験に対する講約等が一般式からなら求められると

いうこと力釜ある。

　篠1　実態嚢の際に｛磯かの要1瀬を無視するというこ

と1ま，それだけで漂裏盆饒の鳶効数字の薪重婁食が麟騨テ

されることになる。　したがって“実｛験醗にぱそのよ

うな要1摂の及懸シ参影響の大きさをあたって』ち｝くこ

とが必一要である。

　1霧　■■一般｛とを図るということ1ま，それが歳1二立つ

範麗をできるだ諺塞法1ずるということでもある。そ

のために1ま三雲「ざのような点を縷糞書してみることも

一つの方法である。

（イ／　一一般に規鍵盤は文字式であらわされるとい

うこ二とを孝護欝肇して，承なら1ま一毒隻の毒麦｛奉に，空気

ならば一一般グ）気｛本に，…一と言発みかえて“みるコ

的〉　最祷と最後の状態の舞舞に……の闘係のある

ことがわかっているとき，途中の状態との関係は

どうなのかも考えてみる。

（ハ）　考える看隻階で1ま，｛舞えば浮く場会し，ぞ定む場

合とたとえ二つにわ診たとしても，叢叢冬釣にはこ

れらの共通点を覧織すことによって一一本の式ない

しは一つの規嚢彗姓にまとめることができないかど

うか考えてみる。


