
モデリングソフト「モデラス」の紹介とその実習
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IT 環境激変の昨今，科学の手法としてモデリングが欠かせないものとなっている。中高校生でも気軽
に取り組めるモデリングソフト Modellus を用いて行った授業実践をふまえて，独学用にマニュアルを作
成した。また web 上に実習用ファイルも掲載して，実習しやすくしている。先生方の教材研究や生徒達
の家庭学習に役立つものと期待できる。
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従来，高校物理では理論と実験と問題演習が中
心の学習スタイルが続いてきた。しかし科学の方
法の一つであるモデリングも存在する。モデル＝
模型を考え，ときには組み立てて検討するという
のは日常生活でも少なからず行っている。研究者
や技術者はコンピュータを用いてモデル化を図り，
そのモデルの妥当性や将来の予測などを考えるこ
ともある。特に急速にコンピュータ技術が進展し
ている現代では欠かせない手法となっている。

そこでモデリングを高校生に体験させ，その有
用性を認識させたいとの思いから以前の勤務校で
授業実践1)を行った。その実践をふまえ，高校生が
家庭学習として使えるように，実習マニュアルを

web 上に書いた2)。本稿ではその web 上のマニュ
アルをベースに若干手を加えて，モデリングソフ
ト Modellus の紹介と実習について報告させてい
ただく。上記授業実践は「アドバンシング物理研
究会<京都・和歌山>」3)4)5)の協力を得て作成した。

１ モデリングソフトについて

はじめに述べたように，モデリングは科学のひ
とつの方法として広く取り組まれているが，高校
生が扱えるソフトウェア（モデリングソフト）が
あまりないように思われる。またコンピュータで
はどうしてもプログラム言語のハードルが高く，
普通の高校生には取り組みが難しい状況もあった。

ここで紹介するソフトは，Modellus（以下「モ
デラス」）である。モデラスは，物理をはじめと
する自然現象のモデリングの教育用に開発された
ソフトで，扱いがとても簡単で，コンピュータ言
語をまったく学ばなくても，モデルを変更したり，
新しく書いたりすることができる。

実習マニュアルの目的は，モデラスの練習をす
ることよりも，物理現象を探究することとモデリ
ングの意味を考えることにある。

２ モデラスのインストール

次のＵＲＬにアクセスする。

http://phoenix.sce.fct.unl.pt/modellus/downloads.p
hp

「Modellus 2.5」のバージョンをインストール
する。ただし OS は Windows でなければいけな
い。Windows98,Me,XP なら問題ないはずだが Vi
sta では試していない。またパソコンのスペック
はそれほど高いものを必要としないので，気軽に
使える。

E-mail の欄は２回目以降のアクセスで入力する
ようになっている。初めてのときは，[Register H
ere]をクリックして次に進む。

次に，下のような画面になる。Name と E-mail
は記入の必要あり。Address は空白でもよい。[S
ubmit]をクリックして次に進む。

さらに[Download Modellus]をクリックして次
に進む。

いよいよ最後の画面。イギリスの国旗をクリッ
クすると，英語版がダウンロードできる。残念な
がら日本語版はない。上下２段あるが，上の段は



Modellus 本体と少しのサンプルファイル。下の
段の方は Modellus 本体とたくさんのサンプルフ
ァイルが含まれている。ファイルサイズは大きい
が，下の段の方をダウンロードするとよい。

ダウンロードが終われば，そのファイルをダブ
ルクリックでインストールする。英語ではあるが，
何となく分かるだろう。

３ モデラスの紹介

(1)念のためコンピュータを再起動させ，パソコン
本体を立ち上げる。以下の実習では，筆者作成の

http://www.phy.sakura.ne.jp/assist/1/m-files.zip
というファイルをダウンロードして，新しいフォ
ルダに解凍しておいて欲しい。

(2)解凍したファイルの中に「UNARI.mdl」とい
うファイルがある。ダブルクリックすると，「モ
デラス」のソフトが起動し，該当のファイルが読
まれるので，そのまま「モデラス」を活用するこ
とができる。

(3)起動しない場合は「関連づけ」を設定する。た
とえば「加速度 diff.mdl」というファイルをダブ
ルクリックすると，WindowsXP の場合「このフ
ァルは開けません・・・・・」というようなメッ
セージに困るが，「一覧からプログラムを選択す
る」にチェックを入れて OK をクリックする。次
に「参照」というボタンをクリックして，Progra
m Files というフォルダ内の Modellus というフォ
ルダ内に Modellus.exe というファイルがあるの
で，これを選んで「開く」をクリックする。その
後「OK」で，あとはだいたい分かるだろう。次
からは拡張子が.mdl のモデラスファイルを開け
やすくなるはず。つまり例えば「単振動.mdl」
をダブルクリックすると，自動的にモデラスが起
動する。

(4)「UNARI.mdl」はタイトル通り，振動数の少
し異なる２つの波によるうなりを表すモデルであ
る。「モデラス」の練習も兼ねて，分かる範囲で
いろいろ操作していただきたい。

(5)各ウィンドウとコード
Modelウィンドウ

どんな動きをさせるかを数式モデルで表すとこ
ろ。

Controlウィンドウ

アニメーションを動かしたり，停止したりとコ
ントロールするところ。

Notesウィンドウ
操作の仕方や注意などを記してあるところ。

Initial Conditionsウィンドウ
初速度，加速度など定義されているデータを与
えるところ。

Graphウィンドウ
縦軸と横軸を選択して，グラフを描くところ。

Animationウィンドウ
実際に動きを見るウィンドウ。コントロールウ

ィンドウの をクリックして，動かす。

ここで一旦モデラスを終了。なお，モデラスは
同時に２つ以上のファイルを開くことができない
ことに注意。

４ 実習：等加速度運動（ステップ・バイ・ステ
ップ）

解凍したファイルの中の「加速度 step.mdl」と
いうファイルを開く。

(1)Model ウィンドウのコードの説明

コンピュータプログラムでは「＝」は「代入」の
意味であるから１行目は，
「さっきまでの v ＋ 加速度×微小時間 をあ
らためて v に代入せよ」
という意味になる。

では２行目はどうだろうか。
「さっきまでの x ＋ 速度×微小時間 をあら



ためて x に代入せよ」
ここで，Δt は微小時間，x は変位，v は速度，

a は加速度を表す。また x，v，a はベクトル量で
あり，右向きを正とする。

実際にこのウィンドウに式を書くとき，Δを使
いたいときは上図の左側の矢印のボタンをクリッ
クする。また last を使いたいときは右側の矢印の
ボタンをクリックする。

Model を書き終えたら，Interpret というボタン
をクリックして終了。すこしでも Model を変更
したら，必ず Interpret をクリックしなければなら
ない。ちなみに，Model ウィンドウで「 ; 」（セ
ミコロン）を文頭に付けると，コメント行として
認識される。ただし日本語は入力できないので注
意。

次に微小時間とは一体何秒なのか？ それは C
ontorol ウィンドウで定義する。Options...という
ボタンをクリックすると，下図のようなウィンド
ウが現れる。

Step のところの矢印：微小時間Δt のこと。

Limits のところの矢印：０秒～10秒まで行う。

Angles のところの矢印：角度の単位を「度」に
するか「rad」にするか決める。
最下の矢印：ファイルを開くと同時にプログラム
を始めることができる。

(2)Initial Conditions ウィンドウの説明
パラメータや変数の初期値を決めるところ。コ

マンドメニューの「Case」に「Add」というコマ

ンドがある。これで case を追加できる。この例
では３つのケースを登録している。現象にどのよ
うな違いが生じるか，予想ができるだろうか？

(3)Graph ウィンドウの説明
このウィンドウは複数出すことができる。縦軸

と横軸は簡単に選択できる。Adjust をクリックす
ると，枠内に収まるよう自動的に調節してくれる。
丸印のところに３つの小さな正方形がある。

この色と，Initial Conditions ウィンドウの３つの

case の色が同じである。つまり３つの case を同
時にグラフに表示が可能。

(4)Animation ウィンドウの説明

実際にプログラムを走らせていると，このウィ
ンドウでアニメーションを描くことができる。あ
るいは定数や変数を表示させることができる。ま
たこのウィンドウから変数を入力することも可能。

case に合わせてアニメーションが変わるが，同時
に複数の case を描くことはできない。

さらに緑色の丸いオブジェクトを右クリックし
て，その属性を細かく設定できる。次の図のよう
に，横軸はｘとして設定してあり，さらに x=0.3



で画面上を１ピクセル移動するようになっている
（ピクセル････画素。画面を分割したときの最小
単位）。また Attributes のチェックは目的に合わ
せて設定する。

この例でスポーツカーが使用されている。この
画像は必ず，モデラスファイルと同じフォルダに
おかねばならない。このような制約のため，今後
混乱を避けるため，読者諸氏が製作したモデラス
ファイルは，一つ一つ異なるフォルダに入れるこ
とにするのがよい。

アニメーションを描く上で役立つのが次の図の
10個のアイコンである。簡単な説明はウィンドウ
下部に出る。

①オブジェクトを移動すると
きのモード。

② particle などを描ける。
③ベクトルを描ける。
④レベルインジケーターを設

置できる。
⑤アナログメーターを設置で

きる。
⑥プロッターとして，グラフ

なども書ける。
⑦デジタルメーター，つまり

数値を表示する。
⑧画像をインポートできる。
⑨説明文などの文章を埋め込

める。
⑩５種類の幾何学的なオブジ

ェクトを置ける。
①以外は右クリックで詳細を決
める必要がある。

(5)ファイルの保存について

Modellus は長いファイル名をつけることがで
きない。例のように「全角４文字＋.mdl」また
は「半角８文字＋.mdl」の制約を受ける。ただ
し，保存した後にファイル名を長いものに変更し
てもトラブルはない。

良い例：加速度.mdl , 加速度あ.mdl ,

accelera.mdl , 125加速.mdl
悪い例：加速度運動.mdl , acceleration.mdl
モデラスで作ったファイルを名前を付けて保存

する場合，そのフォルダは標準ではインストール
したフォルダになってしまう。せっかく作ったフ
ァイルが行方不明にならないためにも，ファイル
管理には気をつけるべきである。

自分が作ったモデラスファイルは自分に著作権
がある。そのことを示すために，また誰の作った
ものか紛らわしくなったときのために，Notes ウ
ィンドウに自分の名前を書いておくようにすると
よい。

５ 課題：投げ上げのモデルの作成

物体の投げ上げ運動をステップ・バイ・ステッ
プの考え方でモデル化する。case，Graph，Anima
tion , Initial Condition 各ウィンドウも使いながら。

６ 実習：等加速度運動（微分型コード）

「加速度 diff.mdl」というファイルを開くと，

Model ウィンドウが左図のように記述されている。
モデラスではこのように，微分
型でコード（プログラム）を書
くことができる。

微分方程式というのは，かな
らずしもきれいな関数の形の解
が求まるわけではない。つまり
微分方程式が解けるとは限らな
い。モデラスのモデルは微分方
程式の形で与えることもできる
が、微分方程式を数学的に解く
のではなくて、与えられた微分
の関係式にもとづいて、数値計
算によって近似計算をしていく。

ここでは微分の計算式を使って物理現象を表現し
て、そのモデルを動かすことによって、もう一度
探究してみる。

(1)Model ウィンドウの説明
特に説明は不用と思われる。ただし，１行目は

なくても同じように作動する。

(2)Table ウィンドウの説明
実習１では説明しなかったが，Table ウィンド

ウというウィンドウも作れる。これは t の step ご



とに変数（定数も）がどのような値を取るか，表
形式で示される。この値をすべてコピー（上図の
丸印のアイコンをクリック）してエクセルに貼り
付けると，２次活用できる。

(3)Animation ウィンドウに日本語を表示させる
方法

「text」ボタンをクリックし，ウィンドウ内で
左クリックすると，下図のようなウィンドウが現
れる。矢印のところに日本語を入力するだけでは，
正しく表示されない。そこで丸印の「Font」ボタ

ンをクリックする。すると下のようなウィンドウ
が現れる。「フォント名」のところで「ＭＳゴシ
ック」を選び，「文字セット」が「日本語」にな
っていることを確認する。サイズは好みのものを
選ぶ。最後に「ＯＫ」を押す。その後上図のよう
なウィンドウに戻り，もう一度「ＯＫ」を押せば
よい。

７ 課題：水平投射を微分型で作成

水平方向の変位を x 軸（右向きを正），鉛直方
向の変位を y 軸（上向きを正）として水平投射の
運動をモデリングしてみよう。重力加速度を g
とし，Initial Conditions ウィンドウで具体的な値
を設定すると便利である。

８ 課題：斜方投射の作成

斜め上方に投射された物体の運動をモデリング
してみる。上の課題のファイルをもとに作っても
いい。角度は「度(degrees)」なのか「ラジアン(r
adians)」なのか決めて取りかかる。保存の際は，
別の名前で保存のこと。

９ 課題：次の中から選択して作成

(1)燃料を減らしながら進むロケット
運動方程式，速度や加速度の微分的記述

(2)空気抵抗力を受けながら鉛直に落下する物体
運動方程式，速度に比例する空気抵抗力，速度

や加速度の微分的記述
(3)液面から落とし，浮力を受けてやがて上昇する
物体

運動方程式，浮力，速度や加速度の微分的記述。
速度に比例する抵抗力のない場合とある場合
(4)ばねに取り付けたおもりの運動

運動方程式，フックの法則，速度や加速度の微
分的記述。速度に比例する抵抗力のない場合とあ
る場合

１０ 課題：単振動

「単振動.mdl」というファイルを開き，まず
走らせる。提示したモデルは振幅が A = 10，振
動数が f1=100[Hz]の単振動 y1で，t = 0.0005ごと
にステップするようにデザインされている。これ
を元に，次のモデルを作成してみる。

(1)振幅は同じで振動数が５ Hz 異なる単振動 y2

を追加し，Animation ウィンドウで縦軸を y2，横
軸を t としてプロッターも追加する。
(2)さらに y3 = y1 + y2 を追加し，y3 を描くプロッ
ターも追加する。
(3)この y3 は何を表しているかは明らかなので確
認する。もし図が見にくい場合は，何を工夫すれ
ばいいか，また Graph ウィンドウも使い方なども
考えていただきたい。
(4)case を利用して f2 を２倍振動や３倍振動にし，
そのときの合成波形を見る。

１１ 課題：各自課題を見つけてモデリングする

適当なものが見つからない場合は，次の中から１
つ選択してモデリングする。
・モンキーハンティング
・缶ジュースをストローで飲んでいるときの系の

重心移動モデル
・等速円運動と単振動の関係を表示
・ドップラー効果のアニメーション
・ｎ倍振動の重ね合わせ，およびそれぞれの振動



の振幅を調節したときの波形の変化
・穴の開いたタンクに水を注ぐときの水位の変化

１２ 組み込み関数

モデラスで使える関数を記すので，参考にして
いただきたい。

関数 使用例
平方根 sqrt(2)
サイン（正弦） sin(w*t)
コサイン（余弦） cos(w*t)
タンジェント（正接） tan(5)
セカント sec(2)
（正割/cos の逆数）
コセカント cosec(a)
（余割/sin の逆数）
コタンジェント cotan(a)
（余接/tan の逆数）
アークサイン arcsin(0.5)
（sin の逆関数）
アークコサイン arccos(0.5)
（cos の逆関数）
アークタンジェント arctan(0.5)
（tan の逆関数）
自然対数 ln(5)
常用対数 log(10)
乱数 rnd(10)
0～10の間の乱数を発生
整数乱数 irnd(10)
0～10の間の整数の乱数を発生
絶対値 abs(-5)
整数化 int(5.3)
筆者注：小数部分を切り捨てる 結果は5

四捨五入 round(a)
（a の小数部分を四捨五入）
階乗 fact(5)
符号 sign(a)

a <0 なら -1

a >0 なら 1

a = 0 なら 0

１３ おわりに

本稿を読んでいるだけではモデラスの振る舞い
を十分に知ることはできないので，時間のあると
きに実際に試していただきたい。フックの法則や
運動方程式，速度加速度の定義だけで単振動が示
せるのも興味深い。力学や波動のモデルだけでな
く，交流回路や原子核崩壊など，いろいろなテー
マでモデル化を行ってみると楽しい。生徒達の家
庭学習だけでなく，先生方の教材研究にも十分役
立つと思われる。またモデラスについているサン
プルファイルには物理学だけでなく化学，生物学，
経済学，数学，美術などの領域のモデラスファイ

ルもたくさん収録されており，刺激になるのでは
ないだろうか。
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