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高校物理の実験で速度測定が容易になれば、生徒実験が増加し、データ分析も取り組みやすくなると期

待できる。「ビースピ」は玩具であるものの、速度測定器として力学実験に使いやすく、精度の上でも

実用性があるという結論を得た。生徒が楽しみながら物理現象や概念の理解を深める器具であることを、

実験の具体例を挙げながら考察する。

１．はじめに

高校における物理ⅠＢや物理Ⅱ、また物理ⅠＡの授業

を行ううえで、実験や観察が重要なことはいうまでもな

い。従来、速度測定をともなう実験では記録タイマーを

使う方法が主流だったのではないだろうか。またはビデ

オカメラで撮影してコマ送りで分析する手法もある。こ

れらの方法では結果を得るまでに煩雑な計算を必要とし、

限られた授業時間の中で多くの時間を割かねばならない。

また前者の方法では、摩擦、運動物体のゆれ、記録タイ

マーを固定するときの向きや角度などの影響を受け、誤

差も無視できないことが多い。後者では演示実験は可能

であっても、生徒実験となると困難であろう。これらの

ことから速度測定を必要とする実験はあまり多く実施さ

れていないのが、筆者の周辺の状況である。

数年前より、速度測定玩具「ビースピ」が理科教師の

中で取り上げられるようになった1)2)3)。これは開発元が株

式会社ハドソン、販売元がJESnET株式会社ヤマグチで、

現在ではいくつかの教材メーカーも販売を取り扱うよう

になっている。販売単価は学校現場で十分手の届くもの

である。本体の機能は、①時計機能、②スピード測定機

能(最大99.99km/hまで)、③ラップタイム計測機能(最長

99.99secまで)、④積算ラップタイム計測機能(最長99.9

9secまで) と説明書に表示されている。

これらの機能(②以降)は物理実験に役立ち、特に速度

をその場で表示してくれるため速度測定をともなう実験

実施を容易にし、上述の問題点を改善することができる。

演示実験はもとより、生徒実験にも使い道が多く、とり

わけ力学分野の実験頻度の増加が期待できる(下記の実験

例もすべて力学分野である)。同時に力学分野の理解を深

め、ひいては物理離れのくい止めも筆者は願っている。

２．ビースピの外観と特徴

ボタンで上記機能の切り替えを行い、計測のスタート

ボタンもかねる。速度表示はkm/hである。図のように、

向かい合った２組の赤外線センサーがついており、各組

の間隔４cmを通過する時間から速度を求めていると考え

られる。従ってビースピまでの距離を計測する場合は、

２組の赤外線センサーの中央とするのが適切である。ま

た、ラップタイムや積算ラップタイムを計測するのは、

２組の赤外線センサーの片方であることを留意し、実験

の手順を考える。

３．実験展開例

ここではいくつかの実験案を提示する。記述は生徒に

配布する実験プリントの形式を取る。

３.１ 実験 斜面の加速度の測定

●目 的

速度や加速度の理解を深め、ｖ－ｔグラフについて考

察する。

●準 備

ビー玉、ストップウォッチ、雑巾、ものさし(１ｍ)

台、ビースピ、斜面（実験室の棚のとびらを利用）

●方 法

(1)Ａ点にビー玉を置き、初速度０にしてころがす。Ｂ点

までの時間とＢ点の速度を計る。５回計り、平均を求

める。

表示部分

ボタン

上面図 側面図（立体風の図）
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Ａ点は毎回変えずに、実験の最初から最後まで固定と

する。Ｂ～Ｆ点はどこでもよい。

(2)同様にＡ点からＣ点までの時間と速度を計る。

Ａ点からＤ点までの時間と速度を計る。

Ａ点からＥ点までの時間と速度を計る。

Ａ点からＦ点までの時間と速度を計る。

またＡ点からＦ点(ビースピの中央)までの距離を測る。

(3)レポートの表をうめて、加速度を求める。

(4)ｖ－ｔグラフを作成し、その傾きから加速度を求める。

グラフは折れ線とせず、定規で直線を引く。

(5)ｖ－ｔグラフの面積から、Ａ点からＦ点までの距離を

計算し、実測値と一致するかどうか比較する。

３.２ 実験 自由落下(重力加速度の測定)

●目 的

自由落下運動により、重力加速度の測定を行う。

●準 備

ビー玉、ビースピ、透明シート、スタンド

●方 法

(1)透明シートを丸め、筒にする。

(2)その筒をビースピの上に立てて、スタンドで固定し、

筒の中に上からビー玉を落とす。

(3)高さＨと、速さｖを記録する。高さＨを求めるときは、

ビースピの下から３cmまでを測定する。

以上のことを３回行い、ｖの平均を出す。
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(4)筒の高さＨを変えて、同様に実験を３回行い、ｖの平

均を出す。

(5)g ＝ｖ２／２Ｈ から、重力加速度を求める。

３.３ 実験 運動量保存

●目 的

２つの物体が一直線上で衝突するとき、その前後で運

動量保存則が成り立つことを確かめる。

●準 備

ビースピ(２個)、フィルムケース(２個)、糸

マッチ棒、ガムテープ、スタンド、水、電子てんびん

●方 法

(1)フィルムケースのふたの中央に小さな穴を開け、糸を

通す。

糸の一方にマッチ棒の折ったものをくくる。ふたをし

たときマッチ棒が中に入るように。

(2)フィルムケースに水を適当に入れる(このとき水が少

なすぎたり多すぎると、結果的に失敗しやすい)。電子

てんびんでそれぞれの質量を測定する。

(3)２つの糸をスタンドに固定し、Ｂのフィルムケースに、

ガムテープを両面テープのように粘着面をおもてにも

作る。つまりＡが衝突したとき一体となるようにする。

(4)ビースピを図のように配置する。Ｂが赤外線センサー

をふさがないように注意。

(5)２つのビースピを裏向きに設置。Ｂが静止しているの

を確認して、Ａを初速度０でスタートさせる。Ｂに衝

突し、一体となって通過すればよい。ビースピにぶつ

かったり、一体とならなかったらやり直し。

(6)ビースピ１が衝突前の速度、ビースピ２が衝突後の速

度を測定したことになる。これらの値を記録する。

(7)以上の実験を５回行い、平均を求める。

(8)水の量をＡ・Ｂともに変えて、同様の実験をする。

(9)運動量が保存されているといえるかどうか、検討する。

３.４ 実験 力学的エネルギー保存

●目 的
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力学的エネルギー保存則が成り立つことを確かめる。

●準 備

糸、ビー玉(質量の異なるもの２種)、セロハンテープ

スタンド、ビースピ、定規、電子てんびん

●方 法

(1)ビー玉と糸をセロハンテープでつける。糸の他端をス

タンドに固定する。ビー玉の位置は、ビースピの光セ

ンサーの位置と同じ高さにすること。

(2)机からビー玉の中心までの高さｘを測る。

(3)ビー玉を持ち上げ、糸をピンと張る。このときの机か

らの高さｙを測る。（下図Ａ点）

(4)静かにビー玉をはなす。ビースピによる測定速度を記

録する。

(5)運動エネルギーと重力による位置エネルギーの和を計

算する。

(6)力学的エネルギーが保存されているといえるかどうか、

検討する。

３.５ 実験 単振り子の最大速度

●目 的

単振動(単振り子)の最大速度を求め、理論と一致する

かどうか確かめる。

●準 備

糸、ビー玉(質量の異なるもの２種)、セロハンテープ

スタンド、ビースピ、定規、電子てんびん

●方 法

(1)ビー玉と糸をセロハンテープでくっつける。糸の他端

をスタンドにつるす。ビー玉の位置はビースピの光セ

ンサーの位置と同じ高さにする。

(2)糸の長さＬを測る(ビー玉の中心までとする)。
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(3)最下点に、ビースピを裏向きに設置。

(4)スタート位置のＡの距離を測る。このとき、ビー玉の

スタート位置で、図の角度θが10゜以下になるように

する(図の角度は誇張してある)。

(5)初速度０でビー玉をスタートさせ、ビースピによる測

定速度を記録する。

(6)以上の実験を、同じθ、同じＡで５回繰り返す。

(7)次に、

ビー玉はそのままで、Ａを変える

ビー玉の大きさを変えて、θやＡはそのまま

のどちらかを選んで、(1)～(6)を繰り返す。なお、Ｌ

は変えても変えなくてもよい。

(8)理論と実験が一致するかどうか検討する。

●理論

単振動の速度は ｖ＝Ａωcosωt で表され、

となる。これを理論値とする。な

お、重力加速度は9.80m/s２を用いる。

４．実験データの考察

筆者に与えられた紙面の制約から、運動量保存の実験

データをだけを掲げ検討を加えたい。＜その１＞から＜

その３＞までの各データは筆者が行った６回の実験の平

均値である。質量はフィルムケースに水を入れた状態で

計測している。糸の質量は十分小さいため無視している。

なお、表のア～クの記号は下記の通りとする。

ア：衝突する方の質量 (kg)

イ：衝突される方の質量(kg)

ウ：衝突前の速度 上段(km/h) 下段(m/s)

エ：衝突後の速度 上段(km/h) 下段(m/s)

オ：衝突前の運動量 (kg･m/s)

カ：衝突後の運動量 (kg･m/s)

キ：オとカの差 (kg･m/s)

ク：差の割合 (％)

ただし、

差の割合＝運動量の差÷衝突前の運動量×100(％)

として、実験精度の目安としている。
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その１ その２ その３

ア 0.0167 0.016 0.0247

イ 0.0139 0.007 0.0127

ウ 5.08 5.99 5.62

1.410 1.664 1.560

エ 2.75 3.97 3.23

0.765 1.101 0.897

オ 0.0235 0.0266 0.0385

カ 0.0234 0.0253 0.0335

キ 0.0001 0.0013 0.0050

ク 0.79 5.27 11.27

＜考察＞

水の量が多すぎても、少なすぎてもいけない理由だが、

少ないと慣性が小さいため揺れやすいし、多いと合体し

ないことがある。先のデータ部分では、＜その１＞は適

度な水の量、＜その２＞は一方の水が少ない、＜その３

＞は一方の水が多いという比較である。クを見ると明ら

かなように＜その１＞が、良好な結果となった。このよ

うに、差の割合が１％未満になるというのは、力学実験

では達成が困難なほど良い結果といえる。

５．精度・誤差

ビースピの精度・誤差について若干述べておく。

精度について開発元に電話で質問したところ、「おも

ちゃとして出しているので、それは何とも言えない」と

の返事であった。理由として、部品のばらつき、経年変

化、電池の消耗などを挙げておられた。また、精度･誤差

は「資料として(技術の者が)計測しているかも知れない

が、実験器具として出していないので････」と、暗に、

公表できないという印象を受けた。

冒頭で述べた、②スピード測定機能(最大99.99km/hま

で) と説明書に記載されていることから考察する。４cm

の間隔を99.99km/hで通過すると、1.44ミリ秒の所要時間

となる。筆者が行った実験中の最大速度は7.78km/hであ

り、18.5ミリ秒の所要時間となる。やはり10万分の１秒

まで正確とは考えにくい。１万分の１秒まで正確という

のも困難ではないだろうか。

図のように２つのビースピを互いに

すれ違うようにして速度を測ったとこ

ろ、理論的には２つの速度表示は同じ

でなければならないが、km/h表示で小

数第２位がばらつく。

筆者が得た実験データの、理論値と実験値の誤差は、

次のようになる。自由落下(重力加速度の測定)1.4％、力

学的エネルギー保存1.5％、単振り子の最大速度3.4％。

また運動量保存則ではすでに述べたように、衝突前後の

合計運動量の差の割合は、最も０に近い場合で0.8％とな

った。詳細なデータは割愛するとして、これら結果は、

記録タイマーを用いた実験方法よりも誤差の少ないもの

となった。この誤差の原因としては、ビースピの持つ精

度に依存すると考えるのが妥当であろう。

以上のことを総合すると、ビースピの速度計測機能は

有効数字２桁までは信頼できるが、３桁目は誤差を持つ

というのが精度・誤差に関する筆者の結論である。ビー

スピを用いた実験については、このことを念頭に置いて、

他の諸量を計測するのがよい。

６．今後の展望

これらの実験でも明らかなように、検証実験へのビー

スピ使用は、教育効果が高い。今後、物理教育の現場に

ビースピが普及し、多くの高校生が力学実験を楽しく取

り組めることを願う。

また新学習指導要領の実施にともない、「理科基礎」

「理科総合Ａ」「理科総合Ｂ」といった科目が新設され

る。「理科基礎」では(2)のウに‘エネルギーの考え方’

という項目があり物理分野であるものの、内容の取り扱

いの部分で、「数式の扱いは最小限にとどめること」4)と

なっている。このことから、定量実験による計算も少な

くなり、ビースピの出番も少ないであろう。「理科総合

Ａ」では(2)のイに‘いろいろなエネルギー’という項目

があり、(ｱ)仕事と熱、(ｲ)エネルギーの変換と保存が含

まれている。内容の取り扱いの部分では、「力と仕事の

基礎概念を扱うとともに、位置および運動のエネルギー

の考えを仕事の概念と結びつけて扱うこと」5)となってい

るため、本稿３.４で述べた力学的エネルギー保存則を示

す実験が可能と考える。あるいは３.２で述べた自由落下

の実験を作り変えても力学的エネルギー保存則を示す実

験ができる。
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