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A class plan and practice of "velocity and the acceleration"
町田

智朗

Tomoaki MACHIDA

■はじめに

して授業を行っている。

生徒たちの頭の中では「力」
「速度」
「加速

この３つの量を区別し、物体にはたらく力

度」が分化していない。例えば、速度が大き

と速度の変化（＝加速度）についての学習を

い物体と小さい物体とでは、速度が大きい方

実際の物体（力学台車）を使って学習する。

が加速度も大きいと考えているし、鉛直投げ

この学習の後、運動方程式を学び、落下運

上げ運動のように「上向きの速度」があると

動に進む予定である。その中の「鉛直投げ上

きは「上向きの加速度」が生じていると考え

げ」の前に横方向の「進行方向と逆向きに力

る生徒が多くいる。しかし鉛直投げ上げ運動

が加わり続ける運動」を学ばせたいと手塚博

を含む落下運動の場合、加速度は常に鉛直下

紀（中央沿線理科サークル・都立大泉高校）

向きである。このことを理解するためには、

が述べている。

加速度の導入時に「加速度の向き」と「力の
向き」が同じであることを意識して授業を行
うことが大切だと考えている。
加速度というと「加速・度（加速の度合
い）」というイメージを持つが、「加・速度
（加わる速度）」をイメージした方が良いこと
を浦邊悦夫（東京物理サークル・元都立高校
図１

教員）が主張している。彼は１秒間に加わる
２

速度が加速度（m／秒 ）であると考えると
わかりやすいと主張している。
また、高校で学ぶ力学では「力」
「速度」
「加

しかし、この実験は通常の力学台車とビー
スピv（図１

ナリカHP

http://www.rika.

com/product/prod_detail1.php?catalog_

速度」と３つのベクトル量が出てくるが、３

no=S77-1321

つの量の分化が十分でない生徒たちが、教員

困難なため、諦めざるを得ない状況だった

が黒板に書いた矢印を正確に理解できている

が、近年のＩＣＴ機器の進歩により、

とは思えない。私は「力」
「速度」
「加速度」の

本プランのような授業設計ができるように

矢印をそれぞれ別の描き方をすることで区別

なった。

東久留米総合高校, '92年物理学科卒業

より）の組み合わせなどでは
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■2018年度の授業

教具

本校は2016年度から2018年度までの３年間、
東京都から「アクティブ・ラーニング推進校」

①センサー内蔵型力学台車セット
（島津理化

スマートカート）・・・１台

使用アプリ（SPAKvue

に指定されていた。最終年度の2018年度は授
業を公開する必要があったために2018年10月

②おもり（10ｇ）・・・１個

６日の授業公開日にあわせて公開した。

③タコ糸（細めのもの）・・・数ｍ

iOS用）

④スタンド・・・1台
この日の授業は「加速度の向きは物体には
たらく力（合力）の向きは等しいこと」を

⑤クランプ付き滑車・・・1個

目標に、教具としてスマートカート（図２

⑥滑車（小型）・・・1個

島 津 理 化HP

https://www.shimadzu-rika.

co.jp/kyoiku/it/wireless_sensor/101_350.

①力学台車を軽く押した時のｖ－ｔグラフの

html

観察

より）を使用して実施した。この機

材は、速度センサーなどを搭載した力学台車

生徒たちにとっては初めて見る機材なの

で、リアルタイムで速度やこの力学台車に加

で、教卓上で軽く１度押し、ほぼ等速で進む

わる力の大きさなどのデーターを無線でiPad

ことを確認した。同時にｖ-ｔグラフがほぼ

などに集約してグラフにすることができるの

水平になることを見ることができる（実際に

で、そのままプロジェクターで投影すること

は若干右下がりのグラフになるので、摩擦力

ができる。授業は以下の通りに進める計画を

について補足した）。

立てた。
②力学台車の進行方向と同じ向きに断続的に
力を加えた時のｖ－ｔグラフの観察
まずは、スマートカートを２〜３回軽く押し
た時のv—tグラフを予想させた。実験してみ
ると階段状（上り）のグラフになる（図３）。
③力学台車の進行方向と逆向きに断続的に力
図2

を加えた時のｖ－ｔグラフの観察
次に、スマートカートを走らせておき、進行
方向と逆向きに２〜３回軽く押した時のv—t

図3

図4
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の根拠を発表させた（図5）。

グラフを予想させた。実験してみると階段状

ここで工夫した点は、スマートカートが手

（下り）のグラフになった（図４）。

から離れたところに●を、最も右まで来たと
④主発問

ころに○を描かせたことである。このことに

この時間の主発問として下記の課題を読み上

よって、スマートカートの動きをイメージし

げることで提示した。

て考えることができるようになると考えた。
私は既習事項である「物体に一定の力が加わ
り続ければｖ－ｔグラフは直線になる」
「遅く

進行方向と逆向きに力が加わっている
力学台車のｖ－ｔグラフを予想する。

なる時のｖ－ｔグラフは右下がりになる」の
２つを使えば正解（４が正解）が導き出せる
と考えていたが、狙い通りにはいかなかっ
た。
この授業での正解者は2名で最多の誤答は
１の21名であった。この誤答は物体から手か
ら離れても手から力を受け続け、負の速度は
存在しないと考えると導かれる結論である。
■2018年度の授業の問題点と授業改善の方向
授業終了後、その場で授業の検討を行っ

写真１

た。参加者からは、「マイナスの速度がある
か否か」と「台車が手から離れた後も台車に
手からの力が残っているか否か」がポイント

この課題について、各自で考える時間を設
け、グラフの形を予想させた。それを元にグ

なのだから、そこに焦点を絞るべきだった、

ループごとに話し合って決めた意見をB４判

との指摘があった。

の紙に描いて黒板に貼らせた（写真1）。それ

私はグラフの形を予想することを目標にし

を授業者がグルーピングしてそれぞれの意見

ていたが、突き詰めれば指摘された２点こそ

図5
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が力学を学ぶ上で重要であることに改めて気
付いた。

既習事項
１）力の表し方と探し方…矢印の描き方、

更に、中央沿線理科サークルの2018年10月

言葉での表し方、接触力と非接触力な

例会や科学教育研究協議会東京支部春の研究

ど。

集会（2019年4月）では「マイナスの速度に

２）弾性、フックの法則…物体に力が加わ

ついてはｖ－ｔグラフの時にやっておくほう

ると変形する。バネの変形を利用して

がよい」
「断続的に力を加えたときのｖ－ｔグ

力の大きさを測る。

ラフ形を予想させるだけで１時間取っても良

３）つりあいと力の原理…静止物体に力が

いのではないか」などの意見があった。

加わると動き出すが、同じ大きさで逆

そのためには、力（２物体間の相互作用で
あること、物体に力が加わると形・速さ・向

向きの力が加わると動き出さない。
４）作用反作用…2物体にはたらく力は、

きが変わること、作用反作用など）と速度に

どんなときでも互いに逆向きに・同時

ついて丁寧な授業を行う必要がある。また、

に・同じ大きさである。

一度で終わらせるのではなく、ことあるごと

５）速度とｖ－ｔグラフ…瞬間の速度と平

に繰り返して確認する必要がある。

均の速度、速度のプラスマイナス、ｖ

マイナスの速度については速度の授業時に

－ｔグラフの描きかたと読み方（v—t

1時間使うことにした。力が残るか否かの問
題についてはｖ-ｔグラフとＦ-ｔグラフを重

グラフの面積が距離に当たる

など）。

６）慣性…物体には速度を保つ性質があ

ねて表示することで改善できると考え、翌年

る。

の授業に備えた。
１時間目
■2019年度の授業プラン

目標

１秒間に物体に加わる速度を加速度と

前年度の反省を踏まえ、「マイナスの速度」
と「力が残っているか」の２点が理解されて

いう
①加速度は「加速の度合い」ではなく「1

いれば正しいグラフを予想することができる
と考えて授業の組み立てを考えた。

加速度

秒間に加わった速度」と考える
②加速度の単位の説明
③練習問題４問
（加速→２問、減速・等速→各1問）

到達目標
物体に力が加わると、力と同じ向きに速度

④③を簡単なｖ-ｔグラフにして、加速度
とｖ-ｔグラフの傾きの関係を確認

が加わる。

⑤時間があれば一定の速度で走っている新
幹線と動き始めたカタツムリの加速度の

具体的内容

比較

１）１秒間に物体に加わる速度を加速度と
いう。
２）物体に一定の力が加わり続けるとき、
ｖ－ｔグラフは直線になる。
３）物体に力が加わるとその向きに速度が
加わる（＝加速度が生じる）。
４）加速度の向きは物体にはたらく力（合
力）の向きは等しい。

２時間目

力を加えた時の運動

★今回付け加えた授業
目標

物体に力がはたらいた時だけ、物体の
速度が変化する。

課題１

静止している力学台車に同じ向
きに断続的に力を加えたときのｖ

「速度と加速度」の授業プランと実践

課題２

－ｔグラフを予想する。

３時間目

運動している力学台車に、運動の

目標

向きと逆向きに断続的に力を加え
たときのｖ－ｔグラフを予想する。

だんだん速くなる運動

物体に一定の力が加わり続けるとき、
ｖ－ｔグラフは直線になる

課題

力学台車に一定の力を加え続ける

①力学台車を実験室の教卓上で軽く押す
（ｖ－ｔグラフの観察）
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と、ｖ－ｔグラフはどうなるか。
①ビースピｖを４つと、ストップウォッチ４

②力学台車の進行方向と同じ向きに断続的
に力を加える（図６）

つを使い等加速度運動のデーターをとる。
②①をもとにグラフを描く。

③力学台車の進行方向と逆向きに断続的に
４時間目

力を加える（図７）

力と加速度とｖ-ｔグラフ

★今回工夫した授業
目標
速度

加速度の向きは物体にはたらく力
（合力）の向きは等しい

課題

進行方向と逆向きに力が加わっている
力学台車のｖ－ｔグラフを予想する。

力

①スマートカートを使って実験を行う。
（図８）

図6

速度

速度

力

力

図8
５時間目
図7

★時間に余裕があれば行う授業
（発展的内容）
目標

2018年度は、ｖ-ｔグラフのみの提示だった

力の向きと加速度の向き

物体に力が加わるとその向きに速度が
加わる（＝加速度が生じる）

が、2019年 度 はF-tグ ラ フ を 重 ね る こ と で、

下の①～④に関して、速度の矢印と加速度

力が加わったときだけ速度が変化することを

の矢印を描いて解説。

見せる工夫をした。図６ではスマートカート

①物体の進行方向と同じ向きに力を加え

に力が加わった時だけ速度が大きくなり、図

る場合の運動の速度ベクトル（速度の矢

７では力が加わると速度が小さくなることが

印）の変化

わかる。

②物体の進行方向と逆向きに力を加える場
合の運動の速度ベクトルの変化
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図11は物体に力が加わると加速度が変化す

③斜方投射での速度ベクトルの変化
④円運動（月の公転）の速度ベクトルの変化

るように読み取れるグラフを描いた生徒の

この時間後、運動方程式の導出・落下運動

ノートである。このグラフは、力が加わると

と続く。

次に力が加わるまで加速し続ける（速度が大
きくなり続ける）ように読み取れるが、実際

■生徒のノートから読み取れること

の現象を見てそのように考えているとは考え

今回新たに加えた２時間目の授業は「物体

にくいので、ｓ-ｔ（変位-時刻）グラフをイ

に力がはたらいた時だけ、物体の速度が変化

メージしている可能性も否定できない。この

する」を目標に行った。

ことからｖ-ｔグラフを学ぶ前にｓ-ｔグラフ

前年までは進行方向と力を加える向きが同じ

を丁寧に学ぶ必要があるように思われる。し

であれば昇り階段状に、逆向きであれば下り階

かし、物理を初めて学ぶ生徒にs-tグラフとｖ-

段状になることを見せただけで次の実験に進ん

ｔグラフを学ばせることで混乱が起きないか

でいて、力がはたらいた時だけ速度が変化する

心配な部分もあり、v-tグラフのみを教える教

ことを自明として授業を進めていた。

員も多い。今後の検討課題の１つである。

しかし今回の実践してみたことで階段状に
なることを予想しない生徒が一定数いること

４時間目に関する2018年度の実践では、正

がわかった。次の図は進行方向に力を加えた

解を予想した生徒は2名だったが、2019年度

ときの速度を予想させたグラフである。

は １ ク ラ ス 当 た り21名（ 図12）、13名（ 図

図９は力がはたらいたときだけ速度が発生

13）、5名（文字が薄かったためスキャンでき

するように予想した生徒のノートである。こ

なかった）と多くなった。これは、速度の授

の生徒はアリストテレスが言うように、物体

業時にマイナスの速度について丁寧に扱った

は力がはたらかないととまってしまう、と考

ことと、２時間目の「力を加えた時の運動」

えているようである。

で「力がはたらいた時だけ速度が変わるこ
と」を1時間かけて学んだことが大きいと思

図10は物体に力加わると速度が大きくなる

われる。

が、力がなくなるとすぐに速度が小さくなり
はじめると予想した生徒のノートである。こ

正解が5名だったクラスも20名は手から離

の生徒は図９の生徒ほど顕著ではないが、物

れた後も少しは力が残っていると考えている

体は力がはたらかないととまってしまう、と

ものの、マイナスの速度があることは理解し

考えていると読み取れる。

ていると考えられる予想だった。このことか

図9

図10

図11
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図12
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図13

らも速度の授業の時にマイナスの速度の理解

・町田智朗 「東京支部冬の研究集会の議論
を受けて」 本の泉社『理科教

が進んだことが推測できる。
今後は、力が加わっている時だけ速度が変
化することを、どのように教えるかをさらに

室』 2016.7
・町田智朗 「速度」と「加速度」の授業の
記録とプラン

検討する必要がある。
慣性については、加速度の前に行うか後で
も良いのか議論が分かれているので、今後も
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