
波の性質

１ はじめに
必ずしも教科書通りの結果にはならない実験観察も，失敗実験として排除するのではな

く，うまく活用することにより，かえって生徒の観察力を注意深いものにし，物理的思考

を深めさせることにつながるのではないだろうかと考え研究をすすめた。

２ 単元の目標
いろいろな波について共通の性質を観察，実験などを通して探究し，波動現象について

の基本的な概念や法則を理解させるとともに，それらを日常生活と関連付けて考察できる

ようにする。

３ 単元の評価規準
関心・意欲・態度 思考・判断 知識・理解観察・実験の技能・表現

・日常見られる様々 ・波の観察や実験な ・日常に見られる波 ・観察，実験などを

な波に関心を持ち， どを通して，波の表 を観察し，その結果 通して，波について

意欲的に探究しよう し方や性質などにつ から自らの考えを的 の基本的概念や法

単 とする。 いて考察する。 確に表現する。 則，特に，波の伝わ

元 り方と種類，重ね合

の ・波の表し方などに ・波に関する観察， ・ウェーブマシンや わせの原理と波の干

評 関心を持ち，意欲的 実験を行い，その結 リップルタンクなど 渉・反射・屈折・回

価 に観察し，科学的に 果を実証的，論理的 の実験器具の操作を 折について理解し，

規 探究しようとする。 に考察する。 習得する。 知識を身に付けてい

準 る。

・波の観察実験の技

能を修得する。

①ロープ，スリンキ ②ワークシート演習

学 ー，生徒が並んで手 を通して，縦波を横

習 に持った教科書等で 波表示に変換する方

活 メトロノームに合わ 法を理解している。

動 せて作る波，ウェー 【ワークシート】

に ブマシン等を用いて

お の波の作成，観察に

け 主体的に取り組む。

る 【行動観察】

具

体

の ③コンピュータを用 ④円運動・単振動か

評 いて正弦波のシミュ ら正弦波までが導か

価 レーションに主体的 れる過程を考察す

規 にとりくむ。 る。

準 【行動観察】 【ワークシート】

⑤波の式が導かれる ⑥波の要素および波

過程を考察する。 の式を理解してい

【ワークシート】 る。

【小テスト】



⑦コンピュータを用 ⑧波の重ね合わせの

いた波の重ね合わせ 原理を作図により考

のシミュレーション 察する。

に主体的に取り組 【ワークシート】

む 【行動観察】。

⑨２つの波源からの ⑩作図を通して，干

道のりの差が干渉を 渉条件を理解してい

決定付ける要素であ る。

ることを考察する。 【小テスト】

【ワークシート】

⑪水面波の実験に主 ⑫ホイヘンスの原理

体的に取り組む。 を，作図を通して示

【行動観察】 すことができる。

【ワークシート】

⑬自由端・固定端に ⑭自由端・固定端反

おける反射の様子を 射の際の位相の変化

検証できる。 を理解している。

【行動観察】 【ワークシート】

⑮レーリーのすだれ ⑯注意深い観察を行

の製作に主体的に取 い，観察によって得

り組む。 られた結果について

【行動観察】 論理的に考察するこ

とができる。

【実験レポート】

⑰日常観察される現 ⑱様々な波動現象に ⑲波の性質・基本法 ⑳波を表す要素とそ

象を波動の視点から ついて，波の要素・ 則を作図を通して示 れらの間の関係式お

探究する。 性質の視点から具体 す。 よび波の基本法則を

【定期テスト】 的に解析する。 【定期テスト】 理解している。

【定期テスト】 【定期テスト】

４ 指導と評価の計画

単元「波の性質」の評価計画表（８時間＋定期テスト）

時 単元の評価規準との関連

間 学習内容 ねらい 関心 思考 技能 知識 評価方法等

意欲 ・ ・ ・

態度 判断 表現 理解

１ 波の伝わり方と ・媒質の１点に起こっ ○① ①行動観察

種類 た振動が，媒質中を少

・波動 しずつ遅れて伝わって ◎② ②ワークシート

・横波と縦波 いく現象が波動である

・縦波の横波表 ことを理解する。

示 ・媒質の振動の方向に

（ロープ・スリ 対して垂直な方向へ伝

ンキー・教科書 わる波形が横波，媒質

とメトロノーム の振動と同じ方向へ伝

・地震の 波 わる波形が縦波であるP,S



・ｳｪｰﾌﾞﾏｼﾝ） ことを理解する。

２ ・単振動 ・ばねにつり下げたお ◎③ ③行動観察

・正弦波 もりの周期的な往復運

（ばね振り子・ 動が単振動であり，単 ◎④ ④ワークシート

シミュレー 振動の伝播による波がPC

ション） 正弦波であることを理

解する。

３ 波の要素 ・波を表す要素は振幅 ◎⑤ ⑤ワークシート，

・波の要素 周期，振動数，波長そ

・波の基本式 して波の伝わる速さで

・正弦波の式， あることを理解する。

位相（参考）

◎⑥ ⑥小テスト

４ 重ね合わせの原 ・２つの波がある点に ○⑦ ⑦行動観察

理 同時に達したときの変

・重ね合わせの 位は，２つの波が単独 ◎⑧ ⑧ワークシート

原理 に達したときの変位の

・波の独立性 和であることを理解す

・同位相，逆位 る。

（ ）相 作図演習

５ 干渉 ・波の干渉は波の重ね ◎⑨ ⑨ワークシート

・波の干渉 合わせの原理によって

・干渉条件 説明する重要な現象で ◎⑩ ⑩小テスト

・定常波 あり，２つの波源から

（リップルタン の道のりの差に注目す

ク・作図演習・ べきことを理解する。

バイブレータを ・一直線上で波の要素

用いた定常波の の等しい２つの波形が

作成） 逆向きに進むと，重な

り合って波形がどちら

へも進行しない定常波

ができ，この定常波の

媒質は，場所によって

振幅が異なることを理

解する。

６ 波の反射 屈折 ・ある瞬間に振動の状 ○⑪ ⑪行動観察， ，

回折，反射波の 態が同じである点（同

位相 位相）を連ねた面を波 ◎⑫ ⑫ワークシート

・ホイヘンスの 面といい，この波面の

原理 進み方はホイヘンスの

，・波の反射 原理によって説明され

・波の屈折 この原理から反射・屈

・波の回折 折の法則を導くことが

。（リップルタン できることを理解する

ク・エコーマイ ・回折に関しては，現

ク・二輪模型に 象を観察させる程度と

よ る 屈 折 モ デ する。

ル）



７ ・反射波の位相 ・ウェーブマシンにパ ◎⑬ ⑬行動観察

（作図演習） ルス波を送ったとき，

自由端では位相は変わ ◎⑭ ⑭ワークシート

らず，山の入射波は山

として反射されるが，

固定端では位相が半波

長分ずれて，山は谷と

して反射されることを

理解する。

８ 実験「レーリー ・ レーリーのすだれ」 ◎⑮ ⑮行動観察「

のすだれの製作 を製作し，波の性質や

と波の実験」 基本法則を実験，観察 ◎⑯ ⑯実験レポート

を通して理解する。

定 単元の復習 ・単元「波の性質」の ◎⑰ ⑰定期テスト

期 復習をペーパーテスト ◎⑱ ⑱定期テスト

テ で行う。 ◎⑲ ⑲定期テスト

ス ◎⑳ ⑳定期テスト

ト

５ 授業展開案

時間配当 時間 定期テスト 本時の位置 ８時間のうちの８時間目8 +

本時の主題 実験「レーリーのすだれの製作と波の観察」

本時の目標 レーリーのすだれを製作し，波の基本性質を実験観察する。

○レーリーのすだれの製作に主体的に取り組むことができる【関心・意欲

・態度】

○注意深い観察を行い，観察によって得られた結果について論理的に考察

することができる 【思考･判断】。

事前指導 前時までに，波の基本性質について学習している。

本時の展開

学習項目 教師の働きかけ 学習活動 評価の観点 指導上の留意点過程

導 本時の目 ・波の基本性質 ・質問について考 ・前時までの学習 ・口頭で答える

， ，入 標の提示 を発問する。 える。 の復習ができてい 他 必要に応じて

５ ・実験観察項目 る。 法則・公式を書か

分 を説明する。 せる。

レーリー ・製作の方法， ・説明を聞き，不 ・注意深く聞き， ・安全に実験を行

のすだれ 注意事項を説明 明な点を質問する 不明な点を残さな うための注意点を。

の製作 する。 い。 説明する。

・製作方法が的 ・手順に従い，各 ・意欲的に取り組 ・製作方法の問題

確であるか，グ 自が自作する。 み協力し合う 関 点を具体的に指摘。【

ループ毎に確認 ・問題点は協議し 心・意欲・態度】 する。

し，具体的に指 あったり，質問す ・問題のある方

示・注意する。 る。 法，態度はその場



で注意する。

波の実験 ①重ね合わせの ・山，谷のパルス ・重なり合った波 ・毎回，波のない

展 観察 原理・波の独立 等，様々な波を両 の様子を詳細に記 状態にしてから実

開 性の実験方法を 側より送り，重な 録し，結果につい 験観察を行う。

を説明する。 り合いと独立性を て考察を行う 思40 。【

分 観察する。 考･判断】

②波の速さと張 ・セロテープの張 ・波の速さの変化 ・セロテープを破

力の関係を調べ り方を変え，波の を注意深く観察す 損することのない

る方法を説明す 速さがどのように る。 ようにする。

る。 変化するか観察す

る。

③波の反射・反 ・自由端と固定端 ・自由端と固定端 ・固定端の設定に

射波の位相 における反射波の の設定と位相の違 道具を用いてもよ

位相の違いを観察 いを注意深く観察 い。

する。 する。 ・破損に注意す

る。

④波の干渉・定 ・規則的な振動を ・反射波の位相を ・規則的な振動を

常波 作り出し，反射波 利用していること 作り出す。

を利用して 干渉 を理解する。 ・入射波と反射波， ，

定常波を観察する ・媒質の振動の違 の重なり合いであ。

いから定常波を判 ることを認識でき

断する。 ているかに注意す

【思考・判断】 る。

・後片付けの注 ・実験器具等を片 ・協力し合い，主 ・協力できていな

意点を説明する 付ける。 体的に後片付けす い場合は具体的に

。 る 【関心・意欲 指示する。。

・態度】

ま 本時のま ・実験観察の結 ・実験観察結果と ・観察によって得 ・誤差が大きい場

と とめと次 果をもとに考察 考察を実験レポー られた結果につい 合，考えられる原

め 時への導 をさせる。 トに記入する。 て論理的に考察す 因を具体的に考察

５ 入 ・次時の予告を ・次時の内容を確 る。 よう助言する。

分 する。 認する。 【思考･判断】

評 観察 考察６ 実践例とその評価
価 ａ ｃ ａ ｂ ｃb

さん さん さん さん さん さん授業展開案に基づいた実践と評価例を次に示す。 ↓

実験レポートにおける評価規準は，次の２点である。 ○ ○A

（１）注意深い観察を行い，結果を詳細に記録する。 ○ ○A'

（２）観察によって得られた結果について，論理的に ○ ○

深い考察を行う ○ ○

以上の２点につき，それぞれ達成された順に ・ ・ ○ ○A B C B

の３段階の評価を行い，次の表に従って（１）と（２） ○ ○

の評価を組み合わせて，優れた順から の５段 ○ ○AA'BB'C B'

階で設問毎の評価を行った。 ○ ○C

○ ○



７ まとめ

１） 正解を求めるのではなく，実験観察を注意深く行い，その結果を詳細に記録す

るという規準を設定したことにより，ありのままの事実を注意深く観察するとい

う実験の本来の目的の一つを追求することができると思われる。

（２） 弾性に優れているとはいえないセロハンテープとストローを用いたこのｳｪｰﾌﾞﾏ

ｼﾝは，必ずしも教科書通りの結果を示さない。しかし，それが返って，生徒の物

理的思考に波紋を投げかけることになり，注意深い観察を要するとともに，教科

書との矛盾を解決するため，生徒自身が物理的思考を総合して，なぜ教科書の結

果と異なるのか，その原因はどこにあるのか，といった深い考察をせざるを得な

い状況につながった。思考･判断力をより培う上では，必ずしも理論通りの結果

の出ないこうした実験教材をうまく活用することも有効であると思われる。

（３） こうして生徒自身が行った考察を踏まえ，その疑問を解決するにはどのような

方法を用いてどのような改善を行えばよいかをさらに考えさせ，可能であれば実

際に試みること，そして最終的に正しい物理理論にたどりつくまでの方法論を確

立することが，今後の課題である。

【実験プリント項目 （参考資料）】

波動説明器の製作と波の性質の実験・観察波動説明器の製作と波の性質の実験・観察波動説明器の製作と波の性質の実験・観察波動説明器の製作と波の性質の実験・観察

（ ）年（ ）組（ ）番 氏名（ ）

１ この波動説明器において，媒質は何か答えなさい。

２ 重ね合わせの原理について，実験・観察できたことおよび自分の考察を詳細に記

入しなさい。

３ 両端のビンの間隔を変えると，セロテープの張力が変わる。これにより波の伝わ

る速さがどう変化するか実験し，観察できたこと及び考察を詳細に記入しなさい。

４ 自由端反射と固定端反射について実験し，観察できたことおよび考察を詳細に記

入しなさい。

５ 半分のストローの両側にゼムクリップをつけ，媒質の異なる状態を作って波を発

生させると，クリップをつけた方（媒質が密）とつけない方（媒質が疎）で，速さ

や波長について変化が見られるか実験し，観察できたことおよび考察を詳細に記入

しなさい。


