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Abstract 
 The larger the angle between the floor and natural rubber is, the less the coefficient of static friction 

between the rubber and the wet floor on which there are the certain amount of water is, compared to the 

dry floor. In addition, the difference between the tension of threads in theoretical values and in measured 

values may cause the difference in coefficient of static friction between the floor and natural rubber.  

 

要約 
 天然ゴムと床との角度が大きいほど、濡れた床に比べて乾いた床では静止摩擦係数が小さくなる結果

が得られた。また、糸の張力の理論値と実測値を比較したところ、理論値と実測値は異なっていた。そ

のため、求めた静止摩擦係数の値に違いが生じている可能性がある。さらに、濡れた床において静止摩

擦係数が大きくなる結果が得られた。それは、床にいきわたる水の量と関係があることが分かった。 

 

はじめに 
この研究は一学年上の先輩方が行っていた研究

を引き継いだものである。先輩方は、雨の日に廊

下や玄関が滑りやすくなる原因を、靴底と床との

間の静止摩擦係数が減少することだと考え、靴底

と床との角度に着目して実験を行った。私たちは

その検証に加え、実験装置において天然ゴムのブ

ロックにはたらく張力、濡れた床での床と靴底の

間の水の量を考え、静止摩擦係数との関係につい

て調べた。 

 

実験 1：天然ゴムの静止摩擦係数 

実験目的 
本校指定のスリッパの素材は天然ゴムである。

形状は異なるが天然ゴムの長方形ブロック(質量

ｍ＝536.5[g])を用いて、床とブロックとの角度

(θ)や床の状況を変え、静止摩擦係数（μ）がど

のように変化するかを調べる。 

 

実験方法 
天然ゴムのブロックを糸で、床に対して 5°、

10°、15°の角度（θ）で固定した。力センサー

でブロックを床と水平に押し、ブロックが動き出

したときの力（F）を測定した。実験前にキッチン

ペーパーで拭いた床を「乾いた床」、床に大きな水

滴のむらができないように霧吹きを 3回噴射した

床を「濡れた床」と定義し、実験を行った。図 1 

のようにブロックに力がはたらくとし、静止摩擦

係数（μ）を求めた。 
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L1= 18.0ｍｍ、L2＝40.2ｍｍ、L3＝99.3ｍｍ 

N：ブロックにはたらく垂直抗力 

T：糸にはたらく張力 

図 1．天然ゴムのブロックにはたらく力 

 

結果 
 実験 1における床とブロックとの角度(θ)、床

の状況と静止摩擦係数(μ)の関係を表 1に示す。

また、表 1のデータには、10回の実験結果を平均

したデータを用いた。 

 

表 1．各場合における静止摩擦係数(μ) 

角度(θ) 乾いた床 濡れた床 

５° １． １８ １．１６ 

１０° ０．９８ １．０７ 

１５° ０．９３ １．０８ 

 

 

  



 

 

静止摩擦係数(μ)は以下の式で求めた。 

また、g = 9.8[m/s2]とする。 

μ =
2𝐹（𝐿3𝑐𝑜𝑠𝜃 − 𝐿2𝑠𝑖𝑛𝜃）

ｍ𝑔(𝐿3𝑐𝑜𝑠𝜃 − 𝐿2𝑠𝑖𝑛𝜃) − 2𝐹𝐿1
 

 

考察 
同じ角度で乾いた床と濡れた床における静止摩

擦係数を比べると、濡れた床のほうが静止摩擦係

数は大きくなる結果が得られた。これは、天然ゴ

ムのブロックの底面の状況が影響していると考え

られる。 

また、床とブロックとの角度が大きいときほど、

乾いた床における静止摩擦係数が小さくなる結果

が得られた。このことから、床とブロックとの角

度が大きいときほど、乾いた床では静止摩擦係数

が小さくなるのではないかと考えられる。 

また、濡れた床では 10°で静止摩擦係数が最も

小さくなる結果が得られた。このことから、濡れ

た床では 10°で静止摩擦係数が最小の値をとる

可能性がある。 

実験 1ではブロックが動き出したときの力のデ

ータから静止摩擦係数を求めたが、糸にはたらく

張力を測定することで、実験の精度について検証

できると考えられる。 

 

実験 2：天然ゴムにはたらく張力 

実験目的 
 実験 1で測定したブロックが動き出したときの

力（F）から張力(T)の値を計算してみたところ、

表 2 のように 10°で張力（T）の値が最小となる

結果が得られた。 

 

表 2:各場合における張力(T)[理論値] 

角度 乾いた床 濡れた床 

５° ３．１１ ３．１０ 

１０° ３．０５ ３．０９ 

１５° ３．０６ ３．１２ 

張力（T）は以下の式で求めた。 

T =
𝑚𝑔(𝐿3 cos 𝜃 − 𝐿2𝑠𝑖𝑛𝜃) + 2𝐹𝐿1

2(𝐿3 cos 𝜃 − 𝐿2𝑠𝑖𝑛𝜃)
 

 

張力（T）を測定し、この値と比べて測定した値

が大きく異なる場合には、力のつりあいやモーメ

ントのつりあいの考え方に誤りがあると考えられ

る。そこで、実験 1と同様の装置を用いて床とブ

ロックとの角度（θ）や床の状況を変え、張力(T)

がどのように変化するかを調べる。 

また、張力（T）の実測値と理論値から静止摩擦

係数（μ）を求め、比較する。 

 

実験方法 
 実験 1 と同様の装置で、力センサーを糸に取り

付けた。実験１と同じようにブロックを床と水平

に押し、天然ゴムのブロックが動き出した時の張

力（T）を測定した。 

 

結果 
実験 2における床とブロックとの角度、床の状

況と静止摩擦係数（μ）の関係を表 3に示す。ま

た、表 3のデータには、10回の実験結果を平均し

たデータを用いた。 

 

表 3：各場合における張力(T)[実測値] 

角度(θ) 乾いた床 濡れた床 

５° ３．４６ ３．４０ 

１０° ３．４８ ３．４４ 

１５° ３．５１ ３．４８ 

また表 3の結果を用いて、以下の式で静止摩擦係

数（μ）を求めた。その結果を表 4に示す。 

μ =
𝐹

𝑚𝑔 − 𝑇
 

表 4:各場合における静止摩擦係数(μ) 

角度 乾いた床 濡れた床 

５° １．４１ １．３５ 

１０° １．２０ １．２８ 

１５° １．１７ １．３１ 

 

考察 
表 3について、床とブロックとの角度が大きい

ときほど、張力の実測値は大きくなる結果が得ら

れた。また表 2と表 3については、すべての場合

において、実測値は理論値よりも張力の値が大き

くなる結果が得られた。これは、実験において、

張力とブロックが動き出したときの力を同時に測

定していなかったため、実験 1で測定した値と異

なる可能性があるからだと考えられる。また、ブ

ロックを押した際に糸が伸びることによって角度

が変化していることも考えられる。 

また表 4において、同じ角度で乾いた床と濡れ

た床における静止摩擦係数を比べると、濡れた床

のほうが、静止摩擦係数が大きくなる結果が得ら

れた。これは、何らかの水の力がはたらいている

ためだと考えられるが、今回の実験の方法では詳

しくわからなかった。 



 

 

実験 3：ブロックと床との間の水の量 

実験目的 
 実験 1と実験 2では、ブロックと床との間の水

の量を一定にして実験を行った。しかし、実験 1

と実験 2において、乾いた床より濡れた床で静止

摩擦係数(μ)が大きくなったため、水の量が静止

摩擦係数(μ)に影響しているのではないかと考え

た。そこで、水の量を変化させたときの静止摩擦

係数(μ)の変化を調べる。また、ブロックにはた

らく他の力を状況によって変化させないようにす

るため、ブロックと床との角度(θ)を 0°にして

実験を行う。 

 

実験方法 

 天然ゴムのブロックを床との角度(θ)が 0°に

なるように設置した。力センサーでブロックを床

と水平に押し、ブロックが動き出したときの力（F）

を測定した。床に霧吹きを 0回、1回、5回、10

回、同じ場所に噴射し、実験を行った。また、実

験 1においては床に霧吹きをむらなく 3回噴射す

るようにしていたことから、ブロックと床が接す

る面の水の量は、霧吹きを同じ場所に 1回噴射し

たときに等しいと考えられる。 

 

結果 

実験 3における霧吹きを噴射した回数と静止摩

擦係数(μ)の関係を表 5に示す。また表 3のデー

タには、10回の実験結果を平均したデータを用い

た。 

 

表 5:霧吹きを噴射した回数と静止摩擦係数(μ) 

回数 静止摩擦係数(μ) 

０回 ０．８５ 

１回 １． １６ 

５回 ０． ８７ 

１０回 ０． ７８ 

静止摩擦係数（μ）は以下の式で求めた。 

μ =
𝐹

𝑚𝑔
 

 

考察 

 0、5、10回のとき静止摩擦係数に大きな差はみ

られないが、1回のとき静止摩擦係数が大きくな

った。実験中に気づいたことだが、1回のとき、

水はブロックと床との間に収まっていたが、5回、

10回のときは、水がブロックと床との間からはみ

出していた。このことから 5 回、10回のときは、

ブロックと床との間全体に水がいきわたり、ブロ

ックが水面をすべるようになっていたのではない

かと考えられる。また反対に、1回のときはブロ

ックと床との間に水がいきわたっていなかったた

め、静止摩擦係数が大きくなったと考えられる。

しかしこれが、水のどのようなはたらきによるも

のかはわからなかった。 

結論 
靴底と床との間の角度が 5°のとき、濡れた床

の静止摩擦係数は乾いた床より小さくなる。しか

し、水が床全体にいきわたっていないとき、静止

摩擦係数は 5°以外で大きくなり、10°で最小に

なると考えられる。しかしこれが、水のどのよう

なはたらきによるものかはわからない。 

今後の展望 
・実験 3については先行研究があり、結果も私た

ちと類似のものであった。これらのことから、床

とブロックとの間の水の量を調節し、床とブロッ

クとの角度を変えていく必要がある。 

・張力の実測値と計算値に異なる関係性が見られ

たため、ブロックが動き出したときの力と張力を

同時に測定し、比較する必要がある。 

・実験で得たデータのばらつきが大きかったため、

試行回数を増やし、考察する必要がある。 

・角度をより細かくし、今回得た結果と同じ関係

性が見られるか検証する必要がある。 

・実験 1と実験 2で同じ天然ゴムのブロックを使

用したが、天然ゴムのブロックの個体性の影響を

調べる必要がある。 
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