
 

 

剛体棒振り子の周期から重力加速度を求める課題探究実験の開発 
 

 

   
課題探究実験に取り組む生徒の活動風景 

１ はじめに 

従来、ボルダの単振子による重力加速度を求

める実験はあるが、実験装置は高価で金属おも

りの直径や振り子の長さをノギスと直尺で測

り、単振子の振幅を 5°以内とし、その周期は

往復運動を目で何回も数えて、ストップウォッ

チで時間を測るものである。 

この方法では下記に示す欠点がある。 

・生徒はストップウォッチの操作に慣れるのに

多少時間がかかる。 

・振り子の往復振動を 200 回まで数えなくては

ならず、往復運動の回数を数えるとき、生徒

は間違え易い。 

・振り子が往復振動するとき、中心を通過する

瞬間の時点を判断するのが難しく、ストップ

ウォッチを押すタイミングが早くなったり遅

くなったりして、個人誤差が生じる。 

・振り子の周期を求めるのに多くの時間がかか

り、データをまとめて最終的に重力加速度を

計算する時間が足りなく、また、実験結果を

考察する時間も足りない。 

そこで、私は安価で加工しやすいアクリル製

の均一な棒振り子を用いて、その往復振動の回

数を数えなくても自動的にその振り子の周期を

測定することができるように、マイクロ波ドッ

プラーセンサーを利用した剛体棒振り子による

重力加速度測定措置を開発することにした。 

２ 目 的 

(1) マイクロ波ドップラーセンサーと PIC マイ

コン（PIC16F873A）および ZigBee(無線モジ

ュール)を利用した剛体振子による重力加

速度測定装置のハードとソフトを開発し、

重力加速度の値を課題探究実験で求める。 

(2) 課題探究実験を通して、理数工の知識を駆

使して科学的探究心を養う。 

(3) 実験結果と向き合い、徹底的に考え抜く科

学的思考力を養う。 

３ センサー電子回路の製作 

 生徒の協力で、マイクロ波ドップラーセンサ

ーの電子回路製作を完成させた。このセンサー

に物体が近づくと赤色 LED が点灯し、遠ざかる

と緑色 LEDが点灯する。この時の電圧データの

変化を PICマイコンに入力して液晶表示器に時

間と電圧の値を表示させると同時に無 ZigBee

によってパソコンへ送信する電子回路である。 

 

 図１ 電子回路製作に協力した生徒達 

図１は、生徒各自が完成した電子回路装置を手

にしている様子を表している。マイクロ波ドッ

プラーセンサーの電子回路装置を９班分製作し

た。また、図２に示すように、アクリル剛体棒

振り子を振らせてマイクロ波ドップラーセンサ

ー電子回路の動作確認をした。 

実施担当者 金沢市立工業高等学校 
臨時的任用講師 末栄 良弘 

≪コメント≫ 
日々の授業では生徒の知的好奇心を

刺激し、問題解決の科学的思考力を伸

ばすことを心掛けている。 



 

 

 
図２ センサー電子回路の動作確認中 

４ 実験装置の基本システム 

 

図３ 実験装置の基本システム 

 図３に示すように、全長 L[m]の剛体棒の上端

から a[m]の位置を回転中心軸とする剛体棒振

り子を振動させて、24GHzのマイクロ波を当て、

剛体棒振り子の往復運動をマイクロ波の反射量

の電圧変化で捉え、PIC マイコンで測定したデ

ータをパソコンへ ZigBee を使って無線送信し

てパソコンでその時間的変化から剛体棒振り子

の周期 T[s]を求める実験装置の基本システム

である。 

４－１ 周期を求める基礎的計算 

図４に示すように、質量 M[㎏]で全長 L[ｍ]の
均一な剛体棒の上端から長さ a[ｍ]に位置する

回転軸 O 点の左まわりに角度θで振らせると

往復運動する剛体棒振り子のモデルを考えて、

この剛体棒振り子の周期 T を求める。 

 
図４ 剛体棒振り子のモデル 

剛体棒の単位長さ当たりの質量をρ[㎏/m]＝
𝑀𝑀 𝐿𝐿⁄ 、回転軸 O 点のまわりでの左周りの慣性

モーメントを I [㎏・m2]、回転角をθ[rad/]、

加速度を
𝑑𝑑2𝜃𝜃
𝑑𝑑𝑡𝑡2

 [rad/s2]とすると、重力による右

回りの力のモーメントが働くので剛体棒の回

転の運動方程式は、 
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となる。 

I =１

３
M (L２ 3L a +3 a２)を代入して整理する

と、 ∴
𝑑𝑑2𝜃𝜃
𝑑𝑑𝑡𝑡2

＝－𝜔𝜔0 P

2sinθ  ‥‥‥‥式②  

ここで、𝜔𝜔0＝� ３𝑔𝑔（𝐿𝐿−2𝑎𝑎）
２(𝐿𝐿2ー３𝐿𝐿𝑎𝑎+３𝑎𝑎2)

  である。 

初期条件(0≦θ≦
𝜋𝜋
２

)として、角度θ＝𝜃𝜃0、 𝑘𝑘
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式を数学的に解いて周期 T を求めると、 
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 となる。 

ここで、𝐾𝐾(𝑘𝑘)は第１種完全楕円積分である。 

 𝐾𝐾(𝑘𝑘)の値は、𝐾𝐾(𝑘𝑘)= 𝐾𝐾(sin 𝜃𝜃0
２

)であるから、初

期条件の角度𝜃𝜃0で決まる定数値となる。 

一方、周期 T＝４𝐾𝐾(𝑘𝑘)�２(𝐿𝐿2ー３𝐿𝐿𝑎𝑎+３𝑎𝑎2)
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 より、 

剛体棒振り子の全長Lと剛体棒の上端から回転

軸までの長さを測定し、剛体棒振り子の周期 T
を測定できれば、重力加速度𝑔𝑔を求めることが

できる。つまり 

∴重力加速度 g＝(４𝐾𝐾(𝑘𝑘)
𝑇𝑇

)2・２(𝐿𝐿2ー３𝐿𝐿𝑎𝑎+３𝑎𝑎2)
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となる。 

４－２ 重力加速度測定実験装置 

図 5に示すように、米国 CCS社の C言語コン

パ イ ラ ー と Microsoft 社 Visual Studio 

Express 2013 for Desktopの C#言語 1)を使っ

て、PIC マイコンに接続した 24GHz のマイクロ

波ドップラーセンサーで計測した測定データを

パソコンへ無線送信してパソコンでその時間的

変化から剛体棒振り子の周期 T及び重力加速度



 

 

g を求める装置である。 

 
図５ 重力加速度測定実験装置 

５ 課題探究学習と結果 

５－１ 課題探究学習１ 

Microsoft社の表計算ソフトExcelを使って、

初期条件の角度𝜽𝜽𝟎𝟎＝𝟑𝟑𝟎𝟎°で、周期 Tが 1.000秒

となる剛体棒振り子の全長 Lと剛体棒の上端か

ら回転軸までの長さ a の値を具体的に求めよ。 

初期条件の角度θ＝30°、金沢市の重力加速度

の値を𝑔𝑔＝9.7986[m/s2]とする。

 

図６ Excel による周期計算の例 

図６に示すように Excel のシートの A7 セル

列以降に剛体棒振り子の全長 Lを入れ、B7セル

列以降に回転軸まで長さ𝑎𝑎を入れると、C7 セル

列以降に周期 Tを自動的に計算できた。 

５－２ 課題探究学習２ 

初期条件の角度θ＝𝜽𝜽𝟎𝟎 として、周期 T を変

数 𝒂𝒂の関数と考えて、剛体棒振り子の周期 T が

最小値となる変数 a を Lで表せ。さらに、その

周期の最小値を Lで表せ。 

剛体棒振り子の周期 T は、 

T＝４K(sin 𝜃𝜃0
２

)�２(𝐿𝐿2ー３𝐿𝐿𝑎𝑎+３𝑎𝑎2)
３𝑔𝑔（𝐿𝐿−２𝑎𝑎）

 ……式③ 

ここで、楕円積分 K(sin 𝜃𝜃0
２

)は初期条件の角度𝜃𝜃0

で決まる定数値である。 

剛体棒振り子の全長L と重力加速度 g が一定

値のとき、周期𝑇𝑇は変数 𝑎𝑎の関数となるので、周

期𝑇𝑇( 𝑎𝑎)を変数 𝑎𝑎で微分して０と置いて解く。 

    
𝑑𝑑𝑇𝑇(𝑎𝑎)
𝑑𝑑𝑎𝑎

=0 

分数関数の微分法を用いて計算すると、  
6a2－6La+L2=0 で表す式となる。 

この式を変数 𝑎𝑎に関する 2 次方程式として解

くと、∴𝑎𝑎 =3－√3
6

 𝐿𝐿 となり、そのとき剛体棒振

りの周期Tが最小値となる。その最小値𝑇𝑇(𝐿𝐿)は、 

∴𝑇𝑇(𝐿𝐿)＝４K(sin 𝜃𝜃0
２

)� 𝐿𝐿
√3𝑔𝑔

   となった。 

５－３ 課題探究学習３ 

剛体棒振り子の全長の長さ L が一定のとし

て、Microsoft 社の表計算ソフト Excel の VBA

を使って、剛体棒振り子の上端から回転軸まで

の長さ a と周期のグラフを作成せよ。 

 

図７ Excel による T-a グラフ 

 図７は全長 L＝0.4800ｍの剛体棒振り子の場

合で、その振り子の上端から回転軸までの長さ

a と周期 Tのグラフを表している。a の値が L/2
以下で下に凸のグラフになっていることが分か

った。 

５－４ 課題探究実験４ 

Microsoft 社の表計算ソフト Excel の VBA を

使って、その棒振り子の全長 Lと周期 Tの最小

値との T－Lグラフを作成せよ。 

 
図８ 剛体棒振り子の最小周期 T-Lグラフ 

図８に示すように、全長 L＝1.0000ｍの場合、



 

 

回転軸までの長さ𝑎𝑎=3－√3
6

 𝐿𝐿＝0.2113m のときに

周期が最小となり、その周期は T＝1.552ｓとな

る。剛体棒振り子の周期の最小値は、図８のグ

ラフから全長 L のルート関数√𝐿𝐿になっている

ことが分かった。 

５－５ 課題探究実験５ 

実際に、マイクロ波ドップラーセンサーと

PIC マイコンおよび ZigBee を利用した剛体棒

振り子による重力加速度測定実験装置を使っ

て重力加速度𝒈𝒈の値を求めよ。 

パソコンのディスプレイに測定値（時間と電

圧）を刻々と表示させ、順次グラフ化し、それ

らの 128個のデータを離散フーリエ変換して最

大スペクトルの周波数を求める。その周波数に

対する周期 T と剛体棒の全長 Lと上端から回

転軸までの長さ a と初期条件の角度θから重力

加速度 g の値を求めることができた。 

 
図９ 重力加速度測定実験結果の例１ 

図９に示すように、離散フーリエ変化により

全長 L＝0.4100ｍの場合、回転軸までの長さ a＝
0.0660ｍの場合、周期は T＝1.0000ｓとなり、

重力加速度の値 g＝9.799［m/s2］となった。 

６ まとめと考察 

表１ 重力加速度測定実験結果 

 

表１は全長 L＝0.1000ｍ、0.4000ｍ、0.4100

ｍ、0.4500ｍ、04800ｍのアクリル製棒でそれぞ

れ上端から回転軸までの長さ a が異なる値の剛

体棒振り子を用いて、重力加速度測定実験をし

た結果である。表１に示すように、重力加速度

の測定値の平均値は g＝9.798［m/s2］となった。 

 
図１０ 振り子の周期 T（T-a グラフ）の解析 

図１０に示すように、０≦a≦L/3の領域でグ

ラフが下に凸になっているので、 

０≦a＜(3－√3)L/6、(3－√3)L/6＜a≦L/3の

範囲で、剛体振り子の周期 T は、a の異なる値

の２か所で同じ周期の値になることを発見でき

た。 

例えば、初期条件の角度𝜃𝜃0＝30°、全長

L=0.4500ｍの剛体振り子の場合、剛体棒の上端

から回転軸までの長さが a＝0.0154ｍと a＝
0.1445ｍの２か所の位置で振り子の周期が

1.100 秒となる。これは単振り子の場合には決

してあり得ないことであり、剛体棒振り子の周

期の特性であると考えられる。 

この課題探究実験を通して、所期の目的を達

成することができた。そして、剛体棒振り子の

周期の特性を発見できた。 
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