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［要約］ 理数探究や理数探究基礎につながる，物理と数学を総合する学習素材として,高校物理の単振り子

の等時性公式の導出過程に着目した。そこでは，単振り子の糸の振れの角 θ が微小の場合に，

sinθ≒θ となることを活用している。これでは，振れ幅が目視できないほどの場合で成り立つ等時性公

式である。しかし実際には θ が１ラジアン(rad)程度までは単振り子の等時性は維持されることがわかっ

ている。筆者はこれまでに，このことに着目した理数探究等の学習指導として，θ が微小の場合とそう

でない場合を発表したが，いずれも数学的考察に重きをおいたものだった。本発表では θが微小の場

合に限定し，物理の教科書から大きく逸脱せずに，数学的な考察を加える学習指導を発表する。 
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１．問題の所在 

高校物理の教科書に記載されている単振り

子の等時性公式を導く過程は複雑である。単振

動の変位・速度・加速度，単振動に必要な力，

ばね振り子，鉛直ばね振り子の学習があって，

はじめて単振り子の等時性公式(式①)が導か

れる。 

𝑇𝑇 = 2π�ℓ
𝑔𝑔

(ℓは糸の長さ，𝑔𝑔は重力加速度) ･･･① 

その過程で活用される物理の知識は変位・速

度・加速度，運動方程式，復元力などであり，

数学の知識は弧度法，三角比，三角関数，ベク

トル，単振り子の動きを直線上の動きとみなす

理想化・単純化の考え方などである。高校物理

の教科書には，これらの知識を駆使し，複雑な

式変形をして，等時性公式を導いている。数名

の高等学校物理科の教員に，等時性公式の指導

にあたって教科書をどのように利用している

か質問した。すると，一通り導出過程を指導す

るが，生徒は等時性公式を暗記することで終わ

ってしまうことが多いと回答した。一方，等時

性公式の導出の過程を，高等学校数学科の教員

に説明して，数学としての課題を検討したとこ

ろ，この学習までに三角関数の極限の指導は終

わらないこと，単振り子の糸が鉛直方向となす

角は限りなく小さくなければ成り立たない公

式であることなどを指摘した(金児 2018，金児,
小島,池田 2019)。 

科学的にも多くの知識を積み上げて見出せ

る等時性公式であるが，高校物理を学ぶ生徒は，

等時性公式を適用できることに主眼を置いて

いる現状がある。この点を改善するために筆者

は，物理や数学の既習，あるいはこれから学ぶ

知識を駆使しながら，等時性公式を科学の考え

方で見出していく過程を丁寧に指導すること

を検討した。その結果，生徒が高校までに学ぶ

数学と物理の知識を駆使すれば，見出される等

時性公式の奥深さを実感し，科学に対する興味

関心を深め，主体的に探究しようとする姿勢を

引き出すことにつながると考えた。 
この指導を，物理や数学の授業で実施するに

は，授業時間数がかかりすぎると想定される。

それでも，物理と数学Ⅲをともに選択している

生徒を対象とするならば，理数探究基礎か理数

探究の授業としても，実現可能だと考えた。た

だし，sinθ≒θ を利用して導く等時性公式であ

るから，単振り子の糸が鉛直方向となす角は限

りなく小さくなければ成り立たない公式であ

ることを前提にした指導になる。その確認をし

た上で，実際には単振り子の糸が鉛直方向とな

す角が 1 rad 程度までならば，成り立つことを

紹介し，その説明のためには大学数学を必要と

すること(金児 2020)も伝える。 
 

2．高校物理の単振り子の等時性公式の指導 

本章では，高校の物理(数研出版，2012)の教

科書が，単振り子の等時性公式を導出する過程

を概説するとともに，それぞれの過程で必要と

なる，主な物理と数学の知識等を表 1 に示す。 
 



 

 

等時性公式の

導出 

物理 数学 

(1)角速度の定義 ･等速円運動 ･弧度法 
(2)等速円運動の

物体の加速度

とかかる力 

･等速円運動の変位

と加速度 
･運動方程式 

･(差分) 
･正弦曲線 

(3)等速円運動を

正射影した単

振動の変位，

速度，加速度 

･等速円運動と単振

動の対比 
･単振動 
･単振動の速度と加

速度 

･正射影 
･ベクトル 
･平均変化率 
･みなす活動 

(4)単振動の復元

力の理解 
･運動方程式 
・復元力と加速度 
・復元力と変位(角速

度) 

・ の導出

(m は物体の質量，

K>0 の定数) 

 

(5)物体にかかる

重力 
･F＝－𝑚𝑚 𝑔𝑔sinθ の導

出 
・三角比 

(6)物体にかかる

重力の式変形 
･物体の変位 xを糸の

長さ ℓを用いて表示 
･ の導出 

・三角比 

(7)単振り子の正

射影を考える

こと 

･単振り子を単振動

とみなすこと 
・正射影 
・みなす活動 

 
(8) sinθ≒θ によ

る式変形 
･   ･ =1 

(9) 
 

の変形 

･
 

への変形 

 

(10)等時性公式

の導出 
･

の導出 

･
𝑇𝑇 = 2π�ℓ

𝑔𝑔
の導出 

 

表 1 等時性公式と関連する物理と数学の学習内容 

 
等時性公式の導出

で重要な物理の知識

は，運動方程式，復元

力(図 1)，変位・速度・

加速度の関係であ

る。また数学の知識

は，三角比，三角関

数，三角関数の極限，

ベクトルである。ま

た学習単元ではない

が，単振り子の動き

を単振動とみなす場

面は，次期学習指導

要領が求める数学的

活動の「日常生活や

社会の事象から数学

的に表現した問題へ

の数学化」の過程と，とらえられる。このよう

に，等時性公式の導出にあたっては，物理と数

学を総合した知識の活用が求められているこ

とがわかる。なお，単振動の変位・速度・加速

度の関係は，物理では等速円運動の変位・速度・

加速度を正射影して三角比を用いて示してい

るが，微分を活用すれば，変位から速度や加速

度をとらえることが可能である。この指導につ

いては，3 章で述べる。 
 

3．物理と数学を総合した等時性公式の指導事例 

2 章では，物理教科書の等時性公式の指導内

容について必要とされる，物理の指導内容と数

学の指導内容を明らかにした。本章では，理数

探究あるいは理数探究基礎として，等時性公式

を再認識する授業を想定する。主な指導事例は

以下の 3 つである。 
(1) 単振動の変位・速度・加速度に関する物

理と数学を総合した指導 
(2)  sinθ≒θ と考える数学的根拠の確認と θ
の角の大きさの吟味 

(3) 単振り子の運動を単振動とみなすよさ

や課題の吟味 
それぞれの事例の構想概要を以下に示す。な

お，そのほかに，三角比や三角関数，度数法と

弧度法などの指導も想定されるが，いずれも数

学の復習の範囲にとどまる部分が多い。そこで

本稿では割愛する。 

 
図 2 単振動の変位・速度・加速度の解説 

 

3．1 変位・速度・加速度の指導 

最初に，物理の教科書の記述を確認する。物

 
図 1 復元力を示す図 



 

 

理では，等速円運動する物体の動きの変位や速

度，加速度を正射影して，単振動の変位・速度・

加速度を捉えている(図 2)。特に，速度や加速

度はベクトルで示し，向きが重要な要素となっ

ている。物理の教科書では，図 2 の学習を終え

た場面で，図 3 の単振動の変位 x，速度 v，加

速度 αの式が示されている。数学Ⅲで学ぶ微分

を使えば，変位 x と速度 v をそれぞれ t で微分

して，
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

＝𝑣𝑣，𝑑𝑑𝑣𝑣
𝑑𝑑𝑑𝑑
＝𝛼𝛼が導ける。微分を使ってこ

れらの式を導出する方策は，物理の教科書の巻

末でも，本文資料として示されている。 
 

 
図 3 単振動の変位・速度・加速度の公式 

 
単振動の指導に先立って，物理の教科書では

平均の速度と瞬間の速度の指導(図 4)，平均の

加速度と瞬間の加速度の指導(図 5)を行ってい

る。いずれも，ベクトルを使って解説している。

図 4 では，船が川を進む挿絵を利用して，瞬間

の速度とその向きについて解説している。図 5
では，自動車の動きを利用して平均の加速度と

瞬間の加速度を解説している。 
 

 
図 4 平均の速度と瞬間の速度 

 
平均の速度と平均の加速度は，いずれも平均

変化率の考えを用いて導入しており，極限の指

導内容を活用している。特に平均の加速度の定

義では，ベクトルの減法も利用して，加速度の

向きを定義している(図 5 の中の式(8)及びベク

トルの減法を示す挿絵)。本稿が提案する授業

の，等速円運動や単振動の変位・速度・加速度

の指導場面では，物理の教科書の，平均の速度，

瞬間の速度，平均の加速度，瞬間の加速度の指

導を再確認し，必要な個所で数学の学習内容を

活用する指導とする。 

 

 
図 5 平均の加速度と瞬間の加速度 

 
なお，等速円運動を正射影して単振動ととら

える部分では，物理の教科書は「ばねにつけた

おもりの往復運動と，等速円運動を真横から見

た運動は，同じ運動のように見える。このよう

な一直線上の振動を単振動という。」と定義し

ている。教科書では，ばねにつけたおもりの往

復運動と等速円運動する物体のストロボ写真

も提示して比較できるように構成し，等速円運

動の正射影が，単振動と同一の動きとみなせる

ことを，写真と図を用いて解説している。そこ

で本稿が考える変位・速度，加速度の指導場面

では，物理の教科書の指導を前提にしたうえで，

数学的に考察する指導案を考えることにした。

そして，物理の教科書から大きく逸脱せずに，

数学と総合した平均変化率，ベクトル，微分の

指導として，次のような指導の流れを考えた。 
＜物理と数学を総合した指導の流れ＞ 

①速度と加速度の定義 
物理の教科書で，速度と加速度の定義を再確

認する。このとき，平均変化率，微分係数，極

限，ベクトルの減法などの，理解が不十分な生

徒がいる場合は，数学Ⅱの教科書を利用して，

適宜指導する。 
②等速円運動の変位・速度・加速度 
物理の教科書に提示されている図 2 を利用

して，まず等速円運動の変位・速度・加速度を

確認する。速度と加速度は向きを考えるが，加

速度の向きが理解できない生徒が多いことが

想定される。その場合は，図 5 の挿絵にあるベ

クトルの減法の定義や，数学Ⅱの教科書を利用



 

 

して確認し，図 2 の点 P の近傍で，平均の加速

度を考えるベクトルをかきこむように指導す

る。ベクトルは向きと大きさを変えずに平行移

動しても等しいことを再確認しながら，平均の

加速度の向きを考えさせる。ベクトルの減法に

ついてさらに指導する必要がある場合は，数学

Ⅱの教科書で指導する。なお，図 2 の速度と加

速度は，点 P における瞬間の速度と加速度だけ

しか図示していない。そのため，速度と加速度

の変化の様子が見えない。そこで，等速円運動

の変位を考えている⓪から⑦の場合について，

速度と加速度をとらえるように指示し，生徒は，

それぞれの 8 つの場合について，速度と加速度

を検討し，その変化の様子を捉えられるように

する。 
③単振動の変位・速度・加速度 
図 2 の考え方を利用して，特に速度と加速度

のベクトルを正射影していく活動を行う。その

結果，単振動の変位・速度・加速度が，それぞ

れ図 2 が示す正弦曲線になりそうであると，確

認する。 
3．2  sinθ≒θと考える数学的根拠の確認 

物理ではごく自然に，sinθ≒θ の公式をよく

使うが，ここでは，等しくなる根拠を確認する

指導を行う。数学Ⅲでは，三角関数の極限を求

める学習の中で， =1 を扱う。θを限りなく 0

に近づけた極限値なので，単振り子の振れ幅は

限りなく0に近い。そこで，限りなく単振り子の振れ

幅を小さくするとはどういうことなのか，問いかける。

その結果，振れ幅は目に見えないほど小さくする

ことであることを理解できるようにする。そのうえで，

sinθ≒θの公式を利用していくように指導する。 
しかしそれだけでは，単振り子の運動が目に見

えないではないか，という疑問を生徒に持たせた

ままになる。そこで，振れ幅が 1rad 程度までであ

れば，単振り子の等時性公式は成り立っているこ

と，それを裏付ける数学的な考察が可能だが，大

学の数学を利用することを，話題として提供する。 
3．3  単振り子の運動を単振動とみなすこと 

 物理では，みなす活動は多くの機会で指導して

いるとのことであるが，みなして考える活動は，令

和2年度から導入される算数・数学では，「数学的

活動」と定義して，算数・数学の学習場面で重視

するように位置づけられた。そこで物理と数学を総

合する本稿の授業では，単振り子の運動を単振

動としてみなして考えてもよいと判断する過程を

設け，単振動を単振り子の説明モデルとして活用

して考えてよいことを認識させる。この指導は，瞬

間の速度や加速度を再考する場面でも行う。 

 

4．等時性公式の総合的な指導実践の見通し 

第 3 章で示した，物理と数学を総合する指導事

例は，物理の教科書から逸脱しない範囲での指

導を想定して検討した。一方，金児(2020)では，

振れの角 θ が微小な場合と，微小でない時の等

時性公式について，より高度な数学を利用した導

出の過程を示した。このうち，揺れの角 θ が微小

な場合の指導については，物理の教科書から逸

脱するものの，内容的には数学Ⅲの微分・積分を

多用する展開にとどまることが明らかになっている。 
このように，揺れの角 θ が微小な場合の指導に

ついて，本稿で示した指導と，数学Ⅲを多用する

が高等学校の学習内容から逸脱しない指導の 2
通りが検討できている。今後は，まずこの 2 通りの

指導案について，高等学校の物理科と数学科の

教員と吟味をしたうえで，授業実践を試みる。なお，

揺れの角 θ が微小でない場合の指導は，大学の

数学の内容を必要とする。それでも高大接続の学

習単元とみることが可能であり，理数探究，あるい

は理数探究基礎の題材として十分活用可能な

指導である。この指導計画についても，授業実

践を目指す。 
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