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I はじめに
清教学問中学校理科部では機々な科学実験だけでは

なく、ロボット大会への出場や火薬ロケット、透明骨

格標本の作成など、多岐に渡って活動をしてし、る。サ

イエンスフェスタには 201 3年度に運動をテ}マに

した発表を行い、今年度はさらにネオジム磁石を用い

たガウス加速器をコースの中に取り入れ、展示 ・ 発表

を行った。

E 実践内容
ガウス加速様とは、ネオジム磁石の強力な磁力を利

用した加速装置のー穏で、舷カによって引きつけられ

た鉄球が、その先に並んだ球を大きなスピードで打ち

出すという運動量保存の法則を無視した加速訟である

(図 1 )。このガウス加速器における検証実験を始めに

行った。
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図 1 ガウス加速器のしくみ

(1) 鉄球の数と速さの関係

-結果、平阪に並べた鉄沫の数が増えると飛び出す鉄

球の速さが速くなるが、治やしすぎると遅くなってい

った。また、球の数が 5個のときが最も速くなった(図

2) 。

図 2 ガウス加速器の鉄球の数と速さの関係

鉄球の数が少なくなると、飛び出す鉄球には磁力が

大きくはたらくので飛ばなくなる。 逆に鉄球が多くな

ると、飛び出す鉄球にはたらく磁力は小さくなるが、

衝突を繰り返すことにより伝わるエネルギーが小さく

なるので飛びにくくなるの

(2) 磁石の数と速さの関係

・ 結果、磁石の数が増えると速くなるが、地やしすぎ

ると還くなっていった。また、磁石の数が5個のとき

が一番速かった(図 3) 。

図 3 ガウス加速器の磁石の数と速さの関係

磁石が多すぎると 、 磁力によって引きつけられるた

め飛ばなくなる。逆に磁石が少なすぎると、磁力は弱

くなりすぎ、エネルギーが小さくなるため飛びにくく

なる。

E おわりに
今回の実験でガウス加速器を通じて物理の法則にう

いて考えることができた。また、サイエンスフェスタ

で発表することで子ども逮にガウス加速器のおも しろ

さを伝えるとともに、自分途への理解へとつながった。

また、物理の計算式を用いて、「鉄球の数やネオジム磁

石の数と飛び出す距離(持ち上がる上がるi高さ)の関

係j などを、実験を通じて鯛べたい。 さらにガウス加

速器の鉄球の位置を手で触れずに変え、回り続ける コ

ースを作ることも現在の課題である。
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