論

Paper

文

機械系の運動・振動問題学習用教材の開発と教育実践
Development of Teaching Materials for Motion and Vibration in Mechanical System
and Educational Practice
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The authors have developed several teaching materials of motion and vibration problems in
mechanical system. One is a software called DSS for motion and vibration simulation, which supports
the sequence of operation of numerically solving the motion equation and displaying the analytical
results graphically. The other is an experimental teaching material, and we have already completed its
fifteen experimental apparatuses. Furthermore, we have developed a learning program for motion and
vibration to effectively use these teaching materials. In addition, in order to confirm the effectiveness
of these materials, we conducted educational practice using them. As a result, it was found that these
materials are interesting and very useful for a wide range of learners such as junior high school
students, high school students and college students.
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１．はじめに
著者らは，機械系の運動と振動問題の学習に関して，
次のような問題意識を持っている．
問題意識１：運動と振動問題の学習において重要にな
るのが，
「運動方程式」を求めるということである．そし
て，一般的にはその式を解析的（数学的）に解くという
ことが行われる．しかし，こうした学習の進め方だけで
は，運動と振動問題の基礎基本が身につかない学習者が
多くいる．
問題意識２：さらに進んで，運動と振動の中でもとり
わけ「振動問題」の学習においては，共振や振動モード
といった問題の本質を知ることが重要である．実験によ
る確認ができれば大きな教育効果が期待できる．しか
し，持運びを含め簡便に利用できる実験教材は非常に少
ない．
問題意識３：運動と振動は物理の力学学習に始まり，
基
礎力学・工業力学の学習，そして機械力学・振動工学の
学習等を経て，それぞれの専門分野で利用される．しか
し，それぞれの学習内容が多岐にわたっていることもあ
り継続的な学習に至らず（積重ね学習ができていない）
，
その結果として運動と振動問題の基礎基本が身につかな
い学習者が多くいる．
このような問題意識から，著者らは「解く・観る・わ
かる」をコンセプトに，機械系学習者を対象にした運動
と振動問題学習用教材の開発を行ってきた１）−10）．さらに
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は，これらの教材を有効に利用するための学習プログラ
ムも開発した11）．また，本教材の有効性を確認するため
に，開発した教材を用いた教育実践12）を行ったので併せ
て報告する．

２．学習用教材
２．
１ 運動シミュレーションソフト（DSS）１） −4）
（1） 概要と特徴
DSS
（Dynamics Simulation System）
は運動方程式を数
値計算により解き，解析結果をグラフィック出力すると
いう一連の作業を支援するためのソフトウェアである．
なお，
本ソフトウェアで取り扱う対象は，
運動方程式が２
階の常微分方程式で記述されるような問題であり，解析
変数の数が6変数までのものである．図１に，DSS を用
いたシミュレーションの基本的なイメージを示す．DSS
を用いたシミュレーションは，基本的には運動解析プロ

図１

DSS を用いたシミュレーションの基本的なイメージ
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グラム「MAP」を用いて数値解析（シミュレーション）
し，
解析結果を汎用の時刻履歴プログラム「GRAPH」か，
周波数分析プログラム「FFT」，さらには簡易アニメー
ションプログラム「ANIMATION」で出力するというも
のである．そして，利用者が自由な形式で解析結果の出
力を行うための基本プログラム「FREE」も用意されて
いる．DSS は以下の特徴を有する．
（a） デモ用プログラム（その１）として基礎的な問題
から応用的な問題までの20例，デモ用プログラム
（その２）として振動問題のみを集めた15例，実験教
材用の解析プログラムが15例，合計50例の具体的な
シミュレーションが既に用意されている．それぞれ
教材としても有用であるが，DSS を用いる上での多
くのノウ・ハウを含んだ内容となっている．また，
学習者が自分用のプログラムを DSS に自由に作成・
追加することもできる．
（b） 本DSSは，
Visual Basicで記述されておりWindows
上で作動する．
（Windows7，Windows８，Windows
10で作動することを，確認済みである．）
（c） 前章の問題意識２から，著者らは機械系の学習用
教材として，運動や振動現象の観察を目的とした各
種実験教材を開発している．実験教材については次
節で述べる．こうした実験教材を用いて得られた運
動や共振現象の観察結果をDSS上で見るための新た
なプログラムを組み込んでいる．これにより，図１
に示したDSSを用いた解析結果の4つの出力方法と

併せて，実際の動きをビデオ動画でも見ることがで
きる．これを「MOVIE」と名付けた．
（2） 解析結果例
DSS を用いたシミュレーション
の具体例として，図２に示す３階
建ての構造物の解析モデルに対す
る，
「FFT」プログラムによる自由
振動時の周波数分析結果（図３），
「GRAPH」プログラムによる共振
時の振動波形（図4）
，
「ANIMATION」
プログラムによる共振時の
動画出力結果（図5）
，
「MOVIE」
プログラムによる共振時のビデオ
動画出力結果（図6）を示す．な
お，運動方程式，モデル定数等を 図２ ３階建て構造物
の解析モデル
含めたシミュレーションの詳細に
ついては，参考文献7）を参照し
ていただきたい．
２．
２ 実験教材5） −10）
著者らがこれまで開発してきた運動や振動問題に関す
る実験教材は，次の通りである．
（a） ３自由度直線振動系5）（図7）
（b） ３自由度ねじり振動系6）（図８）
（c） ３階建て構造物7）（図9）
（d） クレーンの旋回運動実験教材８）（図10）
（e） 簡易ぶらんこ9）（図11）

（a） １次
図３

（a） １次
図5
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周波数分析結果（DSS 画像）

（b） ２次

図4

（b） ２次

（c） ３次

共振時の振動波形（10s，DSS 画像，実際の挙動を再現
するために減衰を考慮している）

（c） ３次

振動モード（簡易アニメーション使用．それぞれ，左右のくり返し挙動．
DSS 画像）

図6

MOVIE を用いて作成したビデオ
動画画面の一例（左側：１次，中
央：２次，右側：３次）
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（f） 加振装置10）（図12）
（g） パッケージ型加振体10）（図13）
以上の教材，15種類が完成している．それぞれの詳細
については，各参考文献を参照していただきたい．これ
らの実験教材により得られる運動や振動現象は，DSS に
よるシミュレーション結果と比較検討しており，教材の
妥当性は確認済みである．（a）～（c） と （g） の教材につい
ては，YouTube にて振動挙動を公開している．
「振動 瀧
口」で検索して見ていただきたい．（f） と （g） の教材につ
いては，市販化の目処が立っている．

図7

３自由度直線振動系

図８

３自由度ねじり振動系

図11

図9

簡易ぶらんこ（折りたたみ式）

３階建て構造物

（a） 外観

（b） 使用方法
図10

クレーンの旋回運動
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図12

加振装置
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（a） 水平方向用

（b） 垂直方向用
図13

パッケージ型加振体（A4サイズ）

３．学習プログラム11）
図14に，DSS を用いた学習プログラムのイメージを示
す．DSS はシミュレーション結果またはシミュレーショ
ンに対応した実験教材を用いた共振動画を見るだけでも
学習効果はあると思われるが，DSS が運動方程式をベー
スにシミュレーションを行うソフトウェアであることか
ら，ここでは運動方程式の意味がわかる学習者を対象に
学習プログラムを構築した．この学習対象者を，学習レ
ベルに応じて4段階（レベル１～レベル4）に分類し，
それぞれのレベルに応じた学習プログラムとした．詳細
については，参考文献11）を参照していただきたい．
DSS を用いた学習は，運動と振動問題（物理・基礎力
学・機械力学等）に関する学習の他に，DSS の取扱い
方法の学習（各レベルに応じていろいろな使い方あり）
，
DSS を使う上での基礎知識（数学・プログラミング・数
値計算等）に関する学習，運動と振動問題以外の各専門
教科（材料力学・機械設計・制御工学等）の学習と多岐
にわたる．
この DSS を用いた学習プログラムのねらいは，運動と
振動問題の基礎・基本を身につけることは当然のことと
して，数学等の基礎知識・各専門教科で学習したことを
活用する場を提供することにあると考えている．このこ
とにより，各教科で学習したことが繋がりを持つことに
なり，学習者が学習することの必要性・楽しさ・喜びを

感じることができればと考えている．そして運動と振動
問題に関する基礎基本の定着後は，学習者がいろいろな
ことに興味を持ち，さらなる応用・発展へと向かうこと
を期待するものである．

4．学習用教材の活用例（その１：教材の紹介）
4．
１ 教育実践
２章に示した学習用教材の活用有効性を評価する第一
段階として，以下に示すように同教材の紹介を行った．
（1） 実施時期：平成28年２月
（2） 対象学生：本校学生（１年全学科（商船学科，電子
制御工学科，流通情報工学科）３クラス137人，商船
学科２年35人，商船学科機関コース３年21人，電子制
御工学科4年37人）と長岡技術科学大学藤野教員（現
在東京海洋大学）ゼミ学生８人（学部生5人，院生３
人）
．受講学生総数238人．
（3） 実施方法：本校学生については瀧口がパワーポイン
トを用いて，50分（１時間）の説明を行った．藤野教
員ゼミ学生８人については，藤野教員が本校で使用し
たものと同じパワーポイントを用いて，本校同様50分
の説明を行った．
（4） 実施内容：表１に説明項目を示す．紹介した一例と

表１

図14
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DSS を用いた学習プログラムのイメージ

説明項目（参考までにおおよその説明時間も記入）

１．はじめに
２．ぶらんこの不思議（シミュレーション）
３．DSS とは
4．運動と振動の基礎・基本
（1） 加速度・速度・変位
（2） 運動方程式
（3） シミュレーション
（4） 振動問題の特別なルール
5．共振現象の観察（実験とシミュレーション）
6．DSS を用いた学習について
7．おわりに

２（min）
5
12
6

20
4
１
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0
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ぶらんこ

40
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(％)
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69％

DSS

36％

運動方程式 12％
振動のルール

33％

共振現象の観察

40％

図17
図15

アンケート（a） の結果

ぶらんこのシミュレーションの一例

3 51 ％
9％
4
1
1％

35％

4

5

2％

3

2

2
50％

良かった(項 目 b)

理解できた (項目 c)

453 ％
3％

3 19％
図16

（b） ２次
（5.21Hz）

（c） ３次
（7.41Hz）

21％

3

2

2
35％

43％

DSS を使いた い(項目 d)

もっと勉強したい (項目 e)

⎧1.とてもあてはまる， 2.どちらかというとあてはまる， 3.どちら⎧
⎩ともいえない，4.あまりあてはまらない，5.全くあてはまらない⎩
︱

教育効果の考察

学習用教材の紹介後，受講学生を対象にアンケート調
査を実施した．アンケート項目は以下の通りである．
（a） 今日の話で興味が持てたことは何ですか．（興味
が持てた項目全てにチェックをしてください）
．
（b） 今日の授業を聞いて良かったと思いますか．
（c） DSSを利用してどのような学習をしようとしてい
るか理解できましたか．
（d） 機会があればDSSを使って運動や振動のシミュレ
ーションをしてみたいですか．
（e） 将来，運動や振動問題について深く勉強してみた
いですか．

1

5％

4％

35％

３自由度ねじり振動系の共振動画
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32％

5

︱

4．２

4

1

（d） 高速

して，図15に DSS を用いたぶらんこ漕ぎのシミュレー
ション例（ぶらんこは人の重心の上下運動で漕いでい
る）を示す．図16に実験教材の中から，３自由度ねじ
り振動系の共振動画を示す．高速時に円盤がほとんど
動いていない点に注目していただきたい．いずれも，
学生が非常に興味を示したものである．
（5） ポイント：本教材が，運動と振動問題の多岐にわた
るテーマを有していることと，幅広い学生を対象（図
14参照）としていることから，
「教材の紹介」という講
義形式での説明とした．
（6） 教え方の違い：対象学生が力学を習っていることを
前提に，時々専門用語（共振等）も交えながら，この
分野の興味深い内容を中心に説明を行った．

21％

26％

54％

（a） １次
（1.87Hz）

1

1％

図18

アンケート（b） から （e） の結果

（f） 意見・感想など．
図17にアンケート結果 （a） の結果を，図18に上記アン
ケート項目（b）～（e）に対する集計結果を示す．高専生と
大学院生，学科・学年によるデータの相違はあまり見ら
れなかった．図17に示すアンケート項目（a）の結果から，
学生にとってぶらんこのシミュレーションは特に印象深
かったことがわかる．図11に示した簡易ぶらんこを用い
た実験を併用することにより，教育効果はさらに高まる
ものと思われる．図18に示すアンケート項目（b）～（e）の
結果から，本教材を用いた学習に多くの学生が興味を示
してくれたことがよくわかる．アンケート項目 （f） に対
しては，DSS 及び各種実験教材が有益であることを示す
多くの意見や感想が寄せられた．２例紹介し，本学習指
導の教育上の効果のまとめとする．
「機械は共振が発生し
ないように作られているのが理解できた．
（広島商船高専
4年生）
」
．
「力学の学習において，
シミュレーションと実
験教材による現象の観察ができることは，かなり効果的
であると感じた．
（長岡技科大生）
」
．
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5．学習用教材の活用例（その２：ひらめき☆とき
めきサイエンス12））
5．
１ 教育実践
4章に示した学習用教材の紹介に続き，本学習用教材
の社会普及を目指して，科学研究費補助金による研究成
果の社会還元・普及事業「小・中・高校生のためのプロ
グラム：ひらめき☆ときめきサイエンス」に参加し，以
下に示す方法等により講義および実験を行った．
（1） 実施時期：平成28年８月と平成29年7月の２年連続
で実施した．
（2） 対象学生：中学１年生～３年生（平成28年度15人，
平成29年度21人）
．２年間で36人．
（3） 実施方法：プログラム名は，「振動の不思議を学ぼ
う！例えば同じ地震でも建物によって揺れ方が違う
のはなぜ？」
．10時に開講し16時半終了という，講義と
実験からなる本教材をしっかり使ったプログラムで
ある．
（4） 実施内容：講義①「振動の不思議（講師：瀧口三千
弘）
」
，講義②「振動の単位と簡単な測定方法について
（講師：藤原滋泰）
」，実験①「簡易ぶらんこを漕いでみ
よう」
，実験②「共振現象を実験装置を使って，見た
り・測定したりしてみよう」，実験③「共振現象をシミ
ュレーションで見てみよう」の内容で実施した．図19
に講義風景の一例，図20に実験風景の一例を示す．
（5） ポイント：本教材が，中学生にも十分興味を持たせ
ることができ，役立つことの実証．
（6） 教え方の違い：中学生が対象ということで，振動の不
思議を体験してもらうことを主に教育実践を行った．
5．
２ 教育効果の考察
講義および実験の後，参加者を対象にアンケート調査
を実施した．アンケート項目は以下の通りである．
（教育

上の効果に関係あると思える項目についてのみ紹介）
（a） 今日のプログラムはいかがでしたか．
（b） 今日のプログラムはわかりやすかったですか．
（c） 科学に興味がわきましたか．
（d） 研究者からの話などを聞いて，将来，自分も研究
をしてみたいと思いましたか．
（e） 参加しようと思った理由について教えてくださ
い．
（f） 意見・感想など．
図21に，上記アンケート項目 （a）～（d） に対する集計結
果を示す．本結果から，本教材を用いた学習が中学生に
も非常に興味を持たせ役立つことがわかった．図22にア
ンケート項目 （e） の結果を示す．本結果から，こうした
学習の機会が大切であることがわかる．アンケート項目
（f） に対しては，楽しかったという意見や感想を多くい
ただいた．２例を紹介して本学習指導の教育上の効果の
まとめとする．「機械や道具を実際にさわって，体験で
きてとても楽しかったです．元々好きだった科学が，も
っと好きになりました．
（中学生）
」
．
「難しい話しだなと
思っていたが，ずっと聞いているとおもしろくなってき
て，パソコンの普及などもあると思うが，25年前に受け

3

2

3％

2

36％

1

1

39％

58％

64％

おもしろかった (項目 a)

わかりやすか った(項目 b)

4

1
2

5 1
3％

17％

39％
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将来研究をしたい(項目 d)

⎩3.あてはまらない， 4.わからない， 5.無回答
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アンケート（e） の結果
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ていた授業よりかなりわかり易かった．（保護者）」
．

６．あとがき
本報告においては，これまで著者らが開発してきた主
として機械系の学習者を対象にした運動・振動問題学習
用教材，さらにはそれらを有効に利用するための学習プ
ログラムについて紹介した．本教材開発のねらいを再度
整理しておく．
（1） 本教材は，極端に数学に頼ることなく，物理等にお
ける力学問題の基礎事項の学習からスタートし，数値
シミュレーションさらには簡単な実験教材（持運びが
できる）を用いて，運動と振動問題の本質まで理解さ
せることを目的とするものである．
（2） 開発された教材及び各種教材を有効に利用するため
の学習プログラムが，理科（物理）離れ（大きくは力
学離れ）に歯止めをかける一つのツールとなることを
期待している．これらの教材については，順次，公開・
市販化をすすめる．
本研究により得られた主な結論は，以下の通りである．
（1） 機械系の運動と振動問題（動力学問題）の学習を支
援するための，各種学習用教材及びそれらを有効に利
用するための学習プログラムを開発した．
（2） 開発された各種教材は，中学生，高校生（高専の１
年生から３年生含む），大学生（高専の4・5年生含
む）など広範囲の学習者を対象に，興味を持たせ非常
に役立つものであることがわかった．
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