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Abstract 
In this study, experiments were carried out while changing the conditions of the contents of the rotating 

body on the slope, and the acceleration was compared with the theoretical model including the moment 

of inertia. The experiment was conducted in three patterns: ① "no contents", ② "with metal balls (not 

fixed)", ③ "with metal balls (fixed)". As a result, there was a difference from the theoretical value, 

especially in Experiment 2. 

 

要約 

 本研究は、斜面における回転体の中身の条件を変えながら実験を行い、慣性モーメントを含む理論値

モデルとの加速度の比較を行ったものである。実験は①「中身なし」、②「金属球あり(固定しない)」、

③「金属球あり(固定)」の 3パターンで行った。その結果、特に実験②において理論値との差異が見ら

れた。 

 

1.目的 

 斜面における回転体の加速度について調べ、慣

性モーメントを含む理論値モデルとの比較を行う。 

 

2.実験方法 

 水平からの角度を固定した斜面で円筒を転がし、

距離センサーで移動距離を測定することで平均の

速度から加速度を求めた。実験は①「中身なし」、

②「金属球あり(固定しない)」、③「金属球あり(固

定)」の 3パターン行った。実験のデータを以下に

示す。 

斜面の角度θ=5°、円筒の質量 m1=0.0405kg、円

筒の半径 R=0.0240m、金属球の質量 m2=0.0318kg、

金属球の半径 r=0.0099m、斜面の長さ l=0.70m 

 

図 1(実験系) 

 

 

 

 

図 2(実験③金属球あり(固定)) 

 

 

 

 

 

 

 

3.理論値モデル 

加速度の理論値は参考文献より、以下のように

算出した(※1、※2、※3)。図 3において、それぞ

れの物理量は、斜面の角度θ、回転体の慣性モー

メント I、回転体の半径 R、回転体の質量 M、重心

の速度 vG、角速度ω、回転体と斜面との摩擦力の

大きさ f、重力加速度 gとする。 

図 3(理論値モデル) 

 

 

 

 

 

 

重心の並進運動についての運動方程式と回転に

関する運動方程式より、加速度の理論値 aは 

𝑎 =  
𝑀𝑔𝑅2 sin 𝜃

𝑀𝑅2 + 𝐼
 



となる。各実験における慣性モーメント I1、I2、

I3は参考文献より、以下のように計算した。 

I1 = 「円筒の慣性モーメント」 

 

I2 = 「円筒の慣性モーメント」+「金属球の慣性

モーメント(金属球の重心軸周り)」(I4とする) 

 

I3 = 「円筒の慣性モーメント」+「金属球の慣性

モーメント(回転体の軸周り)」(I5とする) 

I1 = 
𝑚1𝑅2

2
 , I4 = 

2

5
𝑚2𝑟2 , I5 = 𝑚2(𝑅 − 𝑟)2 

4.結果  

 実験①、②、③における v-t図を図 4、図 5、図

6 に示す。また、計算結果との比較を図 7に示す。 

 

図 4(実験①結果) 

 

図 5(実験②結果) 

 

 

図 6(実験③結果) 

 

図７(それぞれの誤差) 

 ① ② ③ 

実 験 値

(ｍ/s2) 

０．５３ ０．５９ ０．５８ 

理 論 値

(ｍ/s2) 

０．５７ ０．６２ ０．５９ 

誤差(％) ６．７０ ５．５１ １．３９ 

 

5.今後の展望 

 本実験では、上記の方法で理論値計算を行った

が、いくつかの指摘を受けた。 

【指摘①】実験①について、円筒に底があるため

摩擦力が底側で大きくなり運動が一様でなくなる

可能性があること。 

 【指摘②】実験②及び実験③では円筒中心は系

の重心ではなく、等加速度運動ではないため、今

回の研究で用いた加速度 aの式は使えず、I2、I3 の

値は正しくないこと。 

【指摘③】本研究では実験②及び実験③の円筒軸

に関する慣性モーメントは異なるものとして求め

たが、これらは、I2 =I3=I1+I5+I4 と表すことがで

きる。さらに、拘束条件から運動方程式をたてて

解くことで運動を解析することができる。 

上記の指摘①②③から、以下のように運動方程

式をたてる。(斜面に平行な方向を x軸、斜面に垂

直な方向を y軸とする。) 

 実験②の場合、円筒と金属球について別々の運

動方程式をたてて解く。それぞれの物体において、

重心運動(x軸、y軸)の運動方程式を各 2本、回転

運動の運動方程式を各 1本、計 6本たてることが

できる。また、拘束条件(円筒の yの値が一定、円

筒は滑らない、円筒と球は離れない、球は円筒内

面で滑らない)ことから 4 本たてられる。以上 10

本の式から実験②における運動を解析することが

できる。 

 実験③の場合、円筒と金属球からなる 1物体と

して解く。ここで、系の重心を G とすると、G は

円筒中心と金属球中心の間を m2：m1に内分する点

である。 

 すると、重心と円筒中心間の長さ h1、重心と球

の中心間の長さ h2 は以下のように書くことがで

きる。 

ℎ1 ≡
𝑚2

𝑚1 + 𝑚2

(𝑅 − 𝑟) 

ℎ2 ≡
𝑚1

𝑚1 + 𝑚2

(𝑅 − 𝑟) 

y = 0.5287x + 0.0735
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このとき、系の重心 Gを通り水平な軸に関する

慣性モーメント𝐼3は以下のように書くことができ

る。 

𝐼3 = 𝐼1 + 𝑚1ℎ1
2 + 𝐼4 + 𝑚2ℎ2

2 

 

系の重心運動(x軸、y軸)の運動方程式を 2本、

回転運動の運動方程式を 1 本、計 3 本たてること

ができる。また、拘束条件(円筒は斜面を離れない、

円筒は斜面上を滑らない)ことから 2 本たてられ

る。以上 5本の式から実験③における運動を解析

することができる。 

以上のことをふまえて運動方程式を解き、解析

していきたい。また、より正確な測定を行うため

に透明な蓋のない円筒や、より真球に近い球を用

いる。さらに、斜面の角度をより小さくすること

で、詳細なデータを取得したい。実験②③では等

加速度運動をしていないと考えられるため、実験

的に示し、理論式との比較を行いたい。 
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