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研究成果の概要（和文）：　物理や科学教育には実験が有用だが、準備の負担や危険性が問題である。本研究では実験
装置を新たに開発し、それらを自動化して装置のない遠隔地からでもその場にいるように（テレイグジステンス）実験
を行えるようにすること、また、それらを用いた教授法の開発が目的である。実際にレーザーや放電のような危険の伴
うものを含め数種の新規な実験装置を開発し、ネットワークカメラ経由で実験観察を行うことができた。フィジカルコ
ンピューティングを用いた自動化のための手法を考案し、簡易な自動化手法を考察した。また、多様なスケールにおけ
る演示実験の活用について体系化を行った。

研究成果の概要（英文）：Although experiments are useful for physics and science education, the burden and 
risks involved with preparation is a problem. The aim of this study is developing new experimental 
devices and automating these devices to allow experiments to also be conducted from remote locations 
without devices as if the experimenter was actually present in the laboratory(telexistence), and 
developing teaching methods that use these devices. Several types of new experimental devices, including 
devices involving risks such as lasers and electric discharge, were developed, and succeeded in 
monitoring actual experiments with a network camera. Automation techniques using physical computing were 
devised, and simple automation techniques were investigated. Additionally, an attempt was made to 
systematize the use of demonstration experiments on various scales.

研究分野： 物理教育、プラズマ物理学
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１．研究開始当初の背景 

(1) 理科や科学教育における体験の重要性
は高く、初等教育のみならず大学初等レベル
でも体験的・発見的理解の必要性が増してい
た[塚林、他、応用物理教育、vol.31、No.2、
2007、等]。この背景は「理科離れ」として
くくられているが、初等教育における教員の
経験の低下や人員の不足などの困難が大き
な要因で，理科支援事業などをもってもいま
だ不十分と考える。応募者等は早い時期から
講義への演示実験の導入やオリジナルの実
験装置の開発を行っていた[塚林、他、応用物
理教育、vol.31、No.1、2007]。これらの実践
を通して具体的な実験の体験的発見的効果
は実感されていたが、その準備の努力は甚大
であった。 

 

(2) 初等教育において教員個人の努力で十分
な実験授業を行うことは相当の負荷であり、
また、危険な実験は教室で行い難い。逆に、
簡便に実験を授業に取り入れられればその
効果は大きいことが推測できた。ここで、実
際の実験の体験性を担保しながら、準備や安
全の利便を図るために本研究で提案したの
が教員や生徒が遠隔でありながら自ら操作
できるテレイグジステンス実験である。一方、
1990 年代ごろから遠隔操作装置を授業に取
り入れる試みがあった[藤井、他、大分大学教
育福祉科学部研究紀要、2008 等]が、装置の
開発に多くの負担がかかるようであり、目的
も学生実験の補完といったものが主であっ
た。また、恒常的に開放されているものはほ
とんどなかった。また、Web やビデオ教材が
利用されていたが、実際の体験には及ばなか
った。 

 

(3) 一方、ネットワークカメラやコンピュー
タ制御支援機器の発達は目覚しく、これらを
用いて迅速に開発を行うテレイグジステン
ス実験装置の構築法を確立すれば、初等教育
から広く科学教育を援用できると考えた。 

 

２．研究の目的 

本研究の目的は、授業の受講者各人が Web

ブラウザ経由で利用できる、その場にいるよ
うな遠隔操作が可能な遠隔物理実験装置群
(テレイグジステンス実験装置)を開発し、学
校での理科・科学教育授業に適用して効果的
な教授法を開発することである。特に実際の
実験の準備などが困難な内容を初等教育に
提供することを重視して科学教育の支援を
図る。具体的には、インターネットカメラや
フィジカルコンピューティングのような現
代的な素材を用いて効率的に複数台の遠隔
実験システムを迅速に開発する手法を確立
し、さらにそれらをシミュレーションや Web

教材とあわせてリアリティと興味を強化す
ることを意図して実際の学校等での科学教
育の現場に適用して効果を測定しつつ教授
法を探求する。 

 

３．研究の方法 

(1) 装置開発 
装置は危険性があったり観察が容易でな

いものを中心に演示装置として考える。この
ため新たなタイプの演示装置を考案する。ま
ずプロトタイプ装置を製作して動作確認を
行い、次に自動化および遠隔化について研究
する。また、製作の負荷や時間についても検
討し、普及のために手法の一般化を考える。 
 
(2) 教授方法 
授業等での活用について、ひとつは眼前で

実際に実験を行う場合や映像資料などと比
較して効果を検討する。このため有志学生や
近隣の理科授業支援関係にある小中学校の
協力を仰ぎ進める。また、既存授業の評価を
行い、有効な活用場面の検討を行う。最終的
には模擬授業などを実施して授業シナリオ
を開発する。 
 
４．研究成果 
(1)実験装置 
最終的に３つの種類の装置を開発した。な

お、③の放電装置は当初予定していた液体窒
素の実験装置が製作困難なため変更したも
のである。 
 

① 超音波霧化ユニットを利用したレーザー
光による新型光学演示装置（新けむり箱） 
けむり箱と呼ばれる光学演示装置は、散乱

媒質により光を可視化するものだが，見やす
くインパクトを上げるためには強いレーザ
ーを使いたい。安全のためと散乱媒質の均一
化のために透明な箱型容器を筐体とし、散乱
媒質として従来用いられていたような線香
やタバコなどの煙でなく，超音波霧化ユニッ
トを組み込んで用いた。これにより匂いや火
の危険を回避でき，より定常的に実験が行え
るようになった。また，レーザー光を用いて
もより安全になった。撹拌ファンを組み込ん
で回転数の制御や設置位置の最適化を行い，
散乱媒質が筐体内に適度な濃度で均一に分
布するようにした。この結果，室内照明のも
とでも安定に観察が行えるポータブルな装
置ができた。（図１） 

 

図 1．光学演示装置 



② 緩斜面を利用したモンキーハンティング
実験装置 
 モンキーハンティングは「木にぶらさがっ
た猿を銃で狙っているが、発射音に驚いた猿
は発射と同時に手を話して落下を始める。ど
こに狙いを定めればよいか？」という力学ク
イズであるが、実験で行う場合には衝突あり
なしという結果のみで途中の観察がし難い。
この装置は，従来のものと異なり，よりゆる
やかな動きで観察を容易にするために，角度
の小さい斜面を利用して開発した（図 2）。ま
た、自動化のために発射体と落下体の回収も
考えたものである。斜面角度を 5～10°程度
に抑えて斜面方向の重力成分を 1/10～1/5程
度に抑えることにより，書画カメラでも撮影
可能な範囲で，目視により十分な観察を行う
ことができ、通常のビデオ画像の切り出し写
真からでも簡単に解析が行えた。さらにこの
装置の開発の過程においては、剛体の運動と
して扱かった場合には発射体と落下体の加
速度が異なるという、新たな問題を定義でき
ることがわかった。 

  
③ 真空放電観察装置 
 放電の実験は、電気の基礎的理解に有用な
ものであり、インパクトの大きいものだが、
教育現場で火花放電や小型放電管以上のも
のを扱うことはほとんどなく、ビデオや写真
をみるのがせいぜいである。これは高電圧を
扱うことの危険性と、真空装置や電源が高価
で取り扱いが難しいためである。また、プラ
ズマ物理学などの分野では教育目的でこの
ような装置が作成されることがあるが、教育
専用でオープンに使えるものはない。このた

め、大気圧からグロー放電までを連続に観察
できる比較的大型（φ10cm×30cm）の放電装
置を作成した。ロータリーポンプを用いて大
気圧から数 Pa までの圧力で直流放電を行え
る。放電ガス圧を機械的にコントロールでき
るようにするために、マスフローメーターを
購入して追加した。 
 
(2) 装置の自動化と遠隔化、開発負荷 
 自動化のために必要な点は主にアクチュ
エータの駆動とスイッチや電圧の制御とな
る。これらを汎用として行うため、国内で入
手が容易になったフィジカルコンピューテ
ィングのサポートツールとして高機能で手
軽な Arduino マイクロコントローラを用い
た。実際に比較的簡単なプログラムでモータ
制御や多接点の入出力が行えた。またそのプ
ログラムはコントローラが保持するため装
置全体を制御する PC の負荷は非常に軽く、
単体で利用することも可能である。また、こ
のような自動化の手法については一般に実
験のプロトタイピングにも有効であること
がわかった。しかしまだ物理教育分野では普
及はしておらず、これについては単振り子や
LED オンオフなどのデモンストレーションも
用いて学会で報告して高校教員などの興味
も引いた。 
遠隔制御のためにはコマンド／データ送

受信と映像の取得が必要になる。画像につい
ては装置ごとにネットワークカメラで取得
して観察するようにした。ネットワーク経由
で観察した場合と現場で観察した場合を比
較して、動きの少ないものでは十分に利用で
きることが確認できた。動きのあるものの場
合はビデオとしてサーバに蓄えて配信する
ことを考えたが、実装にはいたらなかった。

Web 経由での制御インターフェースについて
は、最終的に機器制御用に用いるマイコンボ
ード(Arduino)にイーサネット機能を加えて、
Web ブラウザからコマンドを送る方式が、一
般化するためには簡便で適していることが
わかった。 
装置の開発について、光学演示装置とモン

キーハンティング実験装置はそれぞれプロ
トタイプからのべ 3台を製作した。また、プ
ログラミングや電子工作の初心者に Arduino
を使わせて進捗をみた。これについてはまと
められなかったが、仕様が確定していれば比
較的簡便に製作ができる感触を得た。 

図２．モンキーハンティング実験装置 

3．真空放電観察装置 

(a)放図電状態 (b)装置概要 

(a) (b) 

図 4．現場での観察(a)とネットワーク経由で

の観察(PC画面)(b)の比較 (光の回折) 

 (a)  (b) 



 
(3) 教育効果、教授法 
 製作した装置の利用について、実際の生徒
らに演示を行って反応をみるため、単純な反
射から反射回折による虹の現出までのさま
ざまな演示実験を実際に小中学生（春日部市
立八木崎小学校、杉戸町立杉戸中学校、埼玉
県青少年課夢のかけはし事業科学教室）、お
よび所属大学の授業などで試行して良好な
反応を得た。ネットワーク越しでの観察・実
験はリモートデスクトップと Webカメラの組
み合わせで学内のみにしか行えなかったが、
現場にある臨場感には欠けるものの、遠隔で
の様子が見られること自体で興味を引き出
せるという感触を得た。 
 教授シナリオの作成に向けて、実験観察の
みでは行っていることの理解が不足するた
め、サポートの物理開設 Web ページの作成を
行った。シミュレーションなども取り入れて
実験と合わせて学ぶスタイルを考えている。 
 また、あるテーマの演示実験がいろいろな
スケールで実施されることがあるが、その中
での遠隔実験の位置づけを考えるために、モ
ンキーハンティングを例にとって、装置のス
ケールと学習目標や前提知識を軸にとって
考察を行い査読付き紀要として報告した。 
 
最終目的であった Web経由の授業までは研

究期間内に達成できなかったが、素材として
十分なものを得ることができた。今後さらに
Web サイトで公開し、利用してもらえるよう
整備していく。 
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