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従来，「糸を伝わる波の速度」の実験では，長いバネを代用してきた。しかし，糸でも十分な長さがあ

れば実験可能であることが判明した。また公式の検証より公式の導出をねらいとしたスタイルにして取

り組ませたところ，納得のいく結果が得られた。導出の過程で両対数グラフを用いるなど，他教科との

乗り入れを行い，総合的な学習の時間に取り組むテーマにもなりうる。

１．動機とテーマ

高校物理の「弦の振動」という単元で，糸（弦）を伝

わる波の速度が扱われている。この公式の導入について

は，教科書1)2)や実験書3)では，糸ではなく長いバネを用い

て数往復の時間と距離から速度を求め，最後に公式に代

入して公式の妥当性を検証する，という流れで構成され

ている。教科書によっては，まず次元解析から成り立つ

式を選択肢より選んでから実験させるものもある。しか

し，バネを使うのでなく，糸を使い直接的に式を導出す

ることはできないかと，２で示すような方法を考えた。

公式を確認する実験にとどめず，未知の公式を発見す

るというプログラムに編集し直して実験を展開すれば教

育効果は高いのではないかと考えて，実践を試みた。

２．実験の基礎作業

２つのスタンドを使って，数ｍの糸を張る。糸をはじ

くと横波が発生し，伝わるのがわかる。波が戻ってきた

とき，糸が少し振動する。この観察を利用してして，10

往復（無理なら5往復）の時間をストップウォッチで測定

する。この時間測定を数回行い，１往復の所要時間の平

均ｔを求める。糸の長さＬの測定については，糸は中央

がたるむので，そのカーブに沿って長さを測る。おもり

の質量Ｍを測定し，張力Ｓ＝Ｍ g を求める。おもりの

数を変えて，同様の実験を行う。すべての実験が終わっ

た最後に，使用した糸を1.00ｍに切り，電子てんびんで

スタンドに固定 滑車

数個のおもり

糸

Ｌ

スタンドに固定（結び目を作っておくと固定しやすい）

質量を測り，線密度ρを求める。重力加速度は9.80m/s２

とする。

３．プログラム

３．１ 目的

糸をピンと張ったときに，波の速さはどのように決定

されるのか，実験データとその分析をもとに生徒に推定

させ，最終的には波の速さを与える式を導かせる。

３．２ 方針

まず，速さの決定に影響を与えそうなことがら（要

因）を列挙し，簡単な予備実験でその要因を絞り込んで

いく。

次に，要因の量を変化させて，波の速さを測定する。

測定結果から速さと要因との関係を推定する。

推定できたら，実験データから比例定数などを決定し，

波の速さを与える式を導く。

３．３ 準備物

糸（10ｍ程度，数種類の太さの糸を用意），おもり

（20ｇを20個），滑車，スタンド，ストップウォッチ，

巻き尺（10ｍ），電子てんびん（0.1ｇ），両対数グラフ

用紙

３．４ 予備知識

両対数グラフの説明および簡単な実習を行う。下の４

つの関数を両対数グラフに記入し，そのグラフから両対

数グラフの特徴を説明する。

ｙ＝ｘ２ , ｙ＝ｘ３ , ｙ＝ ｘ , ｙ＝
１

ｘ



３．５ 測定の練習・探求実験

２で述べたように測定の練習を行いながら，速さを決

める要因は何か考えさせる。次にその要因の量を変化さ

せて，波の速さを測定する。

３．６ 考察

測定結果から速さと要因との関係を，グラフから推定

する。単純な比例関係なら通常のグラフは直線になる。

しかしｎ乗（ｎは有理数）に比例するなら両対数グラフ

を用いるのが有効である。

数値を見ただけで単純な比例でないことはわかるので，

両対数グラフを作成する。グラフからそれぞれの関係を

推定した後，これらを融合してして一つの関係式（比例

式）を作る。

その比例式の比例定数を決定するため，実験データを

代入する。

３．７ 結果

糸を伝わる波の速度はどのような物理量で決定される

のか，関係式を結論づける。

４．生徒の活動

実験の目的を説明し，日本の高校では最近はあまり取

り組まれていない実験であることを話して生徒のモチベ

ーションを高めてから，探求実験を開始した。

はじめに話をした段階で速度を予想させたところ，0.

8m/s～５m/sという値であった。次に実際に糸を伝わる波

を見たところずいぶん速いことに気づき，予想を，11m/

s～35m/sという値に変えた。そして実測して35.7m/sとい

う値を得てその速さに生徒たちは驚いた。

ここで，速さを決める要因が何であるか生徒に尋ねた

ところ，太さ（半径），長さ，おもりの数，という予想

が返ってきた。「長さ」に関してはすぐにおかしいこと

に気がつき，残りの要因である「太さ（半径）」と「お

もりの数（張力）」の２点に絞り実験を進めることにし

た。

まず同じ糸を使い，つり下げるおもりの数（張力）を

変化させて，速度がどのような値になるか計測を繰り返

した。生徒の予想はおもりの数に比例して速くなるとい

うものであったが，データを記録し始めると，どうもそ

うではなさそうだということに気がついてきた。（表１

参照。ただし，糸の長さ6.47ｍ，半径0.41mm，質量3.9ｇ，

線密度0.60×10－３kg/m）

次におもりの数を変えないで，糸の太さを変化させて，

速度がどのような値になるか計測を繰り返した。糸の太

さは変えるものの，材質は同一のものを用いた。ここで

も生徒の予想は，比例または反比例というものであった。

しかしこれも実験を開始するとすぐに予想を裏切られる

こととなった。（表２参照。ただし，すべておもりの質

量は20ｇ（張力0.20Ｎ））

表１ 同一の糸による実験

おもり(g) 張力(N) １往復の平 速さ(m/s)

均時間(s)

60 0.59 0.415 31.2

100 0.980 0.313 41.3

140 1.37 0.285 45.4

200 1.96 0.246 52.6

400 3.92 0.210 61.6

表２ 同一の張力による実験

糸の 往復の平 長さ 質量 半径 速さ

種類 均時間(s) (m) (g) (×10－４m) (m/s)

2.5号 0.245 6.53 0.4 1.38 53.3

５号 0.326 6.50 0.8 1.90 39.9

８号 0.427 6.52 1.5 2.40 30.5

１２号 0.526 6.60 2.1 3.00 25.1

２４号 0.576 5.33 3.2 4.05 18.5

ここで，半径は製品の表示された値を使うのではなく，

マイクロメーターで測定している。

詳細なデータは50分授業を５回程度費やして得たもの

である。同じ条件での測定を４回行い，その平均値をデ

ータとして記録した。

いよいよ分析である。はじめに教師から，線密度とい

う概念を思い出すよう指導し，半径を線密度に置き換る

作業もした。もちろん実験中に糸の長さや質量をはかり，

線密度を求めることが可能になるようにしてある。さて，



表３は表１からの抜粋，表４は表２から作成した。これ

らの表の数値だけを見ていても見当がつかない。

表３ 同一の糸による張力と速さ

張力(Ｎ) 速さ(m/s)

0.59 31.2 糸の長さ6.47ｍ

半径0.41mm

0.980 41.3 質量3.9ｇ

線密度6.0×10－４kg/m

1.37 45.4

1.96 52.6

3.92 61.6

表４ 同一の張力による半径，線密度と速さ

半径(ｍ) 線密度(kg/m) 速さ(m/s)

1.38×10－４ 0.6×10－４ 53.3

1.90×10－４ 1.2×10－４ 39.9

2.40×10－４ 2.3×10－４ 30.5

3.00×10－４ 3.2×10－４ 25.1

4.05×10－４ 6.0×10－４ 18.5

おもりの質量20ｇ（張力0.20Ｎ）

そこで，先に学んでおいた両対数グラフを利用してデ

ータをプロットしていくことにした。すると頭を悩まし

ていた数値に整然とした規則性が表れてきた。（グラフ

１～３参照） グラフ１～３の傾きはおよそ 0.45，

-0.98，-0.46 であることがわかった。

ここでようやく，①速度と張力の関係 ②速度と半径

の関係 ③速度と線密度の関係 を推定することができ

るようになった。つまり速度をｖ，張力をＳ，半径をｒ，

線密度をρとおくと，

であることが得られた。

ｖ∝ Ｓ ･･･① ｖ∝
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ρ
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･･･③

次の課題は②式と③式のどちらを採用するかというこ

とである。そこで次のように考えた。①式と②式の統合

による あるいは①式と③式の

統合による， の比例定数（ｋ１お

よびｋ２）が何であるのかを考察することである。実験で

得られた全データを代入することにより比例定数が求め

られるので，さっそく実行したところ次のようになった。

④式であれば，ｋ１＝0.0168（平均値），⑤式であれば，

ｋ２＝1.0045（平均値）という値が得られた。

そこで，ｋ２＝１と考えると④式と⑤式では，⑤式の方

がシンプルである。そこでｋ２＝１と断定して，⑤式の方

を採用し，当初の目標であった「波の速さを与える式を

導く」ことが達成できたわけである。
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生徒の結論

ただしＳは糸の張力[Ｎ]，ρは線密度[kg/m]

５．生徒の得たもの

実験に６時間（１時間は50分），分析や考察に３時間

かけて１つのテーマを追求した。この経験はおそらく今

までなかったと思われる。当初は何をやっているのか把

握できていない者もいたが，実験データを積み上げて分

析し，その規則性を見つけ出す過程で，公式一つといえ

ども苦労して導き出されたことに思いをはせたり，互い

に意見を出し合って探求していくことのおもしろさを実

感するようになった。

また上記のようにｋ２＝1.0045 という精度の高い結果

が得られたことも，彼らの自信につながったようである。

この探求実験をレポートにまとめて提出するよう，課

題を出した。もちろん，実験のやり方を書いたプリント

を用意したわけではないので，実験の目的や方法，器具，

データ，分析と考察，結果をすべて自らまとめなければ

ならない。10ページ以上のレポートはとても濃い内容で

あり，ここまできちんとしたレポート作成を経験したこ

とは，今後の大学生活にも役立つことと思う。

６．おわりに

３つのグラフを書いたときに，その傾きは筆者の予想

以上に精度が悪かった。もしかすると良い結果にたどり

着けないかもしれないと感じた。しかし，係数を求める

段階で，とても精度の高い実験結果であったことが判明

した。実験中は付きっきりにせず，よほどのミスでない

限り口出ししなかった。しかし，彼らは物理実験を約20

種類ほど取り組んできており，その中で，精密にしなけ

ればならないところとそうでないところの，見分け方の

ツボのようなものを体得したのではないかと思う。

両対数グラフは現行の学習指導要領では数学でも扱わ

れない。しかし，次期学習指導要領の目玉である総合的

な学習の時間に取り組むテーマとして考えたときに，十

分ふさわしい内容を持っていると考えられる。

最後に，すべてを終えてから気になったところがある

ので，ここで挙げておく。１番目に，④式と⑤式が最終

候補となった。今回の実験では同一素材を用いたため半

径ｒとの関係も候補に残ったが，いろいろな素材を使っ

て得られるデータでは，ρとの関係に絞れると考えられ

る。時間が許すならば素材を変更して④式か⑤式かどち

らがふさわしいのか取り組ませてみたいところである。

ｖ＝
Ｓ

ρ

２番目に，上記のように「ｋ２＝１と考えると④式と⑤

式では，⑤式の方がシンプルである。そこでｋ２＝１と断

定して」ということを生徒に説明した。シンプルな式の

方を採用するという考え方は大切なものの，指導の仕方

に工夫の余地があったのではないかと反省している。も

ちろん異なる素材の糸を実験に使えば解決すると思われ

る。読者からの適切なアドバイスがいただければ幸いで

ある。

なお，使用した糸については下記の通りである。

株式会社サンライン製 玄人専用強力糸 「海平」

ラインカラー：スチールグレー

2.5号直径：0.260mm

５号直径：0.370mm

８号直径：0.470mm

１２号直径：0.570mm

２４号直径：0.810mm
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