水の底にピタリと着床すれば浮力は無くなるの？

東大寺学園中・高等学校

松 川 利 行

2011 年度から始まる中学新学習指導要領では，ゆとり学習によって削除されてしまったいくつかの項目が復活
するが浮力もその一つである。
浮力が指導要領の項目から外れる前には，
いろいろな学習指導案が公表されていた。
その中で「水の底にピタリと着床すれば浮力は無くなる」という説明が 1 部の教育現場で広まっていた。
そういう状況下，インターネットの理科教育メーリングリストにおいて，ソ連の潜水艦が故障で海底に着床した
折に浮上できなくなったことがあったのは浮力が無くなったからだという説が流れ，大論争になったことがある。
この論争は筆者の反証で一応決着が付いた。それ以降は，学習指導要領で浮力の項目が外れたこともあり，ここ
10 数年の間に浮力の問題が教育現場で話題になることは無くなった。しかし，今回の指導要録の改訂から浮力が
復活したことで，またこの誤解も復活する恐れもある。そこで問題点をここに再度提起する。
キーワード：浮力 アルキメデスの原理 仮説実験授業 板倉聖宣 高橋金三郎
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次に示すのは，板倉聖宣氏の講演記録の一文で
ある１）。1964 年 4 月に発行された氏の著作「物
理学入門―科学教育の現代化」（国土社）の要約
であろうと思われる。
『僕が折りにふれて持ち出す古くからの問題に，
浮力に関するこんな問題があ
ります。
この図で，水に物体が浮いて
いるわけを説明するのに，昔
から教科書では「この物体に
はこのように力（矢印）が加
図1
わっている（図 1）。だから浮
くのである」とやります。
じゃあ，この物体が底にぴっ
たりとついているとき，この
物体は浮くか。こういう上や
横からの力ははたらきますが，
下からの力ははたらかないわ
図2
けですね（図 2）。だから，こ
の物体は浮かないんじゃない
か。
国立教育研究所に入って間もないころ，京都で
の物理学会に出掛けたとき，宿舎でこの問題を，
東大の物理の先生や大学院生に出したことがあ
ります。そしたら，どうも答えが怪しいんです。
つまり，力学の原理についての理解が，東大の
物理を専門にしている連中さえ怪しいのです。原
理・原則的にものを考えられないのです。これっ
て，本当に底にぴったりとついていれば浮かない
んですよ。水が入らないから下からの力を受けな
いでしょ。「力がはたらかないと動かない」とい

う原理そのままです。』
結論の意外性が人々の注目を受け，そこに著者の
カリスマ性もあって，教育現場に広がって行ったの
である。そして次に示すような解説，実証実験が，
繰り返し印刷物になったこともあって，教育現場に
影響を与えたのである。
2 繰り返される着底時の浮力喪失の解説
（1999
板倉論文の内容をうけて，
「たのしい授業」
年 12 月号）の編集者は見開きグラビアに，分銅を水
銀が入ったビーカーの底に沈めると，浮力を失って
浮き上がってこないという実験の写真(図３)を載せ

図３

.

ている。
この実験を開発したのは，故高橋金三郎という
先生（元宮城教育大学）であるが，もとになった
と思われる文献は，「中学理科学び方教え方」に
掲載されている２）。
この先生が昔，東北大学の学生 35 名にぴった
り底に付いたら物体は浮上するか，否かの質問を
した。その時の，学生の答えは，浮かないが 8 名，
浮くが 23 名，不明が 4 名で東大の先生方と同じ
傾向を示している。
また，「子供の科学」という科学雑誌には「沈
んでいるものは浮かない？」(神奈川県立少年セ
ンター たかすぎつよし)という題で図 1，2 のよ
うな図解と，実例の 1 つとして，「お風呂に入っ
たときに，洗面器を伏せて浴槽の底に押さえつけ
ると手では簡単に取れないくらい強力に沈んで
（？）しまうことがあります。」と吸盤現象を浮
力の喪失と間違って論じているひどい例も見う
けられる３）。
これらは，教育解説書，あるいは生徒を対象と
した科学啓蒙書であるだけに，科学教育現場に与
えた影響は少なからずあったと思われる。だから
こそ，はじめに書いたように，理科教師を多く含
む 1500 人以上が加わっていた理科教育メーリン
グリストで，「故障で海底に着底した潜水艦が浮
力を失い浮上できなかったのである」という説明
が説得力をもち多くの人を納得させていたので
あろうと考えられる。
「浮力は，物体が底にぴったりと着きさえすれば，
現実に喪失する場合もありうるのか。」と自分の
今までの常識を覆されたインパクトは大きく，記
憶に強く残ったのだろう。
しかし，生活体験に根ざした一般人の常識が間
違っていたのだろうか。
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浮力の検証 1

では，少し検証しょう。板倉氏の言うように，
図 2 のように底にぴったりついた状態を考えて
みる。
この場合，物体の形を直方体，質量 100g，上
面，下面の面積を 10 ㎝ 2，高さを 5 ㎝，水深が
15 ㎝と仮定し，水の密度を 1.0ｇ/㎝ 3 大気圧を
1 気圧＝1034g 重/㎝ 2 とする。
この時，底にある物体を浮上させるにはどれほ
どの力が必要か，次の値から選んでみよう。
（1）50ｇ重
（2）100ｇ重
（3）200ｇ重
（4）10540g 重（10.54kg 重）

（3）の答えは，底からの圧力がなくなったので，圧
力の生じる理屈を考慮して，物体の重量と物体の上
面にある水の重量を考えたもの。
（4）の答えは，底からの圧力がなくなったので，物
体の重量と物体の上面にある水の重量，大気の重量
を加えたもの。
さて，果たし正解はどれか。板倉氏の主張にそう
ならば，底にぴったりと着いて水を排除したのなら，
流体によって下から物体に上向きに働く圧力がなく
なったので，答えは（4）になるはずである。
しかし，それでは 10kg 重超になる。これはちょ
っとやそっとでは剥がすことはできない力である。
ばねばかりを用いた簡易な実験では，引き上げる
ときに水の粘性による回り込み抵抗があるので，少
し大きい値のなるが正解は（1）になる。
では，前に示した水銀の実験ではどうして分銅は
浮かんでこないのか。
「分銅は沈んだままで浮かんでこない。なぜ？」と
書いてあるが，（4）を正解と選んだ皆さんは，当然
と思われるだろう。ところが，この実験を追実験し
たところでは，そんなに大きな力は要らない。指先
でちょっと分銅を叩くだけで浮上してくる。 何故だ
ろうか。
種明かしをする前に，もう 1 例，この種の実験を
挙げておく。これも高橋金三郎氏の本（『中学理科学
び方教え方 1 年第 1 分野』
（国土社）195 頁に載って
いるものである。
今度は，パラフィン(ロウ)と水を使う。ろうそく
を融かし柔らかくしたものを，熱いうちに指で直方
体にする。これをビーカーの底に置き，ゆっくりと
水を上から注いでいくと，確かに，パラフィンは底
に付いたまま浮き上がらない。図 4 の写真は筆者が
追実験をしたときのものである
しかし，この場合も，少しのショックをビーカー
に与えると，そのパラフィンは浮き上がる。こうし
て，一旦浮き上がってしまったパラフィンは，底に
押さえつけても，もう 2 度とは底には着かない。
ここにトリックを見破るヒントがある。見事に騙
されていたのである。
実験方法をよく考察してみよう。この種の実験で
は水銀にせよパラフィンにせよ，必ず，先に物体を

（1）の答えは，水中と同じく浮力 50ｇ重が働い
たと考えたもの。（100ｇ重－50g 重）
（2）の答えは，単純に水中で働いていた浮力 50
ｇ重が無くなったと考えたもの。
図4
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底に置いてから，しかる後に液体を上から注いで
いる。普通やるように，液体の中に浮かぶ物体を，
後から手で押さえつけながら底に沈めるという
手順をとっていないのである。
ここがポイントである。入れる順序を変えると
どういった違い生じるのか，写真（図 4）を良く
見ていただきたい。パラフィン塊の底に小さい気
泡が付いているのが分るだろう。
ロウは水を弾く性質がある。水の表面張力は大
きいので，物体の底と容器の底の間の隙間に水が
浸入できない空間が生じている。これが，一種の
「仕掛け」，手品の「種」である。
水の表面張力によって隙間の空間に伝わる水
圧が減少されるのである。その分，分銅の底の面
が空気から受ける上向きの力(浮力)が減少する。
その結果，物体の上面にかかる下向きの押さえつ
ける力の方が僅かに勝ってしまい，浮き上がらな
くなったのである。
ところが，表面張力による圧力隔壁は脆弱なの
で，少しのショックを与えるとこの隔壁が壊れ，
水が浸入する。そうすると｛正常｝な浮力が生じ
るようになりパラフィン塊は浮き上がるのであ
る。
こうして一旦浮き上がったパラフィン塊をも
う一度底に押しつけても，空気層は最早存在しな
いのでこの仕掛けが成立しない。だから，2 度と
底には付かないのである。
水銀の場合は水銀自体が大きな表面張力を持
っている。底に置いた分銅に後から水銀を注いだ
ら，分銅の底面とビーカーの底との間の細い空間
に水銀の表面張力が大きいために水銀が侵入で
きず空間ができる。この場合も水銀の表面張力分
だけ空間の圧力は減少するのである。
水銀の場合も分銅を入れる順序を変えると，分
銅とビーカーの底との間に空間はできないので
浮力は損なわれないのである。
このように，入れる順序を変えることにより，
底に付いたまま浮き上がらない状態が作れるの
は，水とパラフィン，水銀と鉄のように表面張力
が大きい特殊な組み合わせの場合のみで，表面張
力の小さい流体では起こりにくい現象であろう
と考えられる。
ここで，改めて「浮力」の定義をみてみよう。
アルキメデスの原理は，「物体を流体中に浸すと
き，物体はその流体から，その物体が排除した流
体の重さに等しい浮力を受ける」と書いてあるの
みである。このような記述は，理化学辞典の「浮
力」の項で見てみても，「流体内にある物体は」
という説明で流体中の存在状態（底にあるのか中
間にあるか等）は限定していない４）。これは，流
体中に物体が在りさえすれば必ず浮力が生じる
という事を意味している。
浮力は，水の中だけに生じるのではない。大気

も流体であるので大気中でも存在する。大気中，我々
は 1 ㎝ 2 あたり約 1kg 重もの大気の圧力を受けてい
る。もし，板倉氏の説が正しいならば，ピカピカに
磨かれた廊下を裸足で歩いていたら，ピッタリと床
に足がくっ付いて歩くことはできなくなることも生
じることになる。しかし，こんなことを経験するこ
とは決してない。あるいは，滑らかな材質でできて
いるお風呂に浸かったら浮き上がれなくなって，お
風呂で溺死なんていうことは聞いたこともない。
少し周りを見渡しただけでも，
「物体が底にぴった
りと付いて浮力がなくなること」などは普通起こら
ないことなのである。
ただ，泥に足を突っ込んだ場合足が抜きにくいこ
とを日常経験するが，これは次に検証するように浮
力の消失とは異なる原理で生ずる現象である。
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検証 2

図 5 は，ミツトヨのブロックゲージ(等級 0)という
ものである。写真のように平行かつ平らな面を持つ
直方体のブロックで，端度器として用いられる。
このブロックゲージ 2 つの面を面同士重ね合わせ
るだけで右図のように接触し固定（くっ付く）する
ことができる。
また，エタノール中で重ねあわせてもくっ付くこ
とが確認できる。
この現象については，浮力の喪失が実際に起こる
実例であると考えられたりもした。しかし，密着し
たブロックゲージは真空中においても保持されるこ
とを確認できるので，大気の圧力ではないことが分
る。
では，何故ブロックゲージは密着するのか。文献５）
によると，分子間力のようなものの存在も考えられ
たが，面を完全清浄にすると密着力は保持されなく
なることからこの仮説も退けられ，現在，最も信じ
られているのは界面に存在する油膜による粘着であ
ろうという説が有力である。油膜といっても，それ
は 0.02μｍ程度のごく薄い膜であるので，ガーゼで
ふき取ったくらいでは除去されない程度である。
板ガラス同士がくっ付くのも同じ現象と考えられ
ている。
粘着という点では，泥に足を突っ込んで抜けない
のと同じ現象といえる。ソ連の潜水艦が浮上できな
.

かったという事実があったとすれば，これも海底
の泥にでも突っ込んでいたからであろう。
このように，面の平らさという点では，現在世
界最高水準にあるこのブロックゲージの知見か
ら，ぴったり合わせると別の現象が起こるために
くっ付くのであって，もいわゆる「浮力」が無く
なったからではないのである。
次ぎに，以上の観察に基づいて，日常生活上ぴ
ったりと接触するということはどういう事態な
のか，ミクロな世界のレベルまで立ち入って考察
する。
二つの平面がぴったりと接触した時，面同士の
接触面はどうなっているのか。浮力が喪失しない
ことは，２面の間に流体が存在していることを意
味する。それでは，面の直接の接触は無いのだろ
うか。そんな筈は有りえない。何故なら，上に示
した問題では，質量 100ｇの物体が底に沈んでい
るとき浮力が 50ｇ重働いたとしても，釣り合う
為には底から 50ｇ重の抗力を受けているはずだ
からである。この抗力が生じるためには何処かで
直接接触していなければならない。
ミクロな原子のレベル近くで接触面を考える
と，面は決して真平らなものはない，凸凹してい
る。凸凹しているもの同士を合わせた場合，接触
できるのは最も凹凸の激しい 3 点のみで他は接
触できない（摩擦の原理では，これを 3 点接触と
いう）。接触しているところは，近似的に面を有
していない点であるので，それ故直接接触はして
いるが接触面積は無視ができ，浮力が損なわれな
いと考えられるのである。
次ぎに，別の視点からもう少し考察する。
ミクロな原子レベルで，もし，2 面がピッタリと
付いて面間の流体を完全に排除できたと仮定し
た場合の境界はどうなっているのか想像してみ
よう。実は，この状態は，密着と言うより二つの
物体の一体化に他ならず，そういう状態は，超真
空中での凝着現象でしか得られないのである。
この時の距離は 0.02nm 以下の所謂原子のオー
ダーである，これくらいになると金属では自由電
子の入りこみが起こるようである６）。
そんなことが，日常，簡単に起こるはずがない。
もし起こったとしてもそれは「浮力」の喪失を想
定したこととは全く異なる状況なのである。
以上の点から，板倉氏の説明設定が的を外した，
誤解を招く表現であったといわざるを得ない。
しかし，この一点の間違いをもって，板倉氏の
仮説実験授業についての業績を否定するもので
はない。ただ，偉大であるが故にその影響力は無
視できないのである。浮力の問題に関しては速や
かにこの部分の訂正がなされることを願うばか
りである。そうでなければ，今後も，この記載の
影響を受けた「子供の科学」のような間違い記事

が横行するおそれがあるからである。
５

浮力に対する生徒たちの認識

次ぎにあるのは，2000 年度茨城県の公立高校の入
試問題である。
（入試問題では，水深の記載がなかっ
たので（10 ㎝）を追加した。
＜問題＞ 同じつるまきばねを用いて，次の実験 1，
2 を行なった。
実験 1 図 1 のように，ばねにおもりをつるし，
おもりの質量とばねの長さの関係を調べたところ。
図 2 のようになった。
実験 2 図 3 のように，水平な台の上に，水を入
れた底の平らな容器を置いた。次に，質量が 175ｇ
の直方体の物体を糸でばねにつるし，容器の水の中
にしずめたところ，ばねの長さは 13.0 ㎝となった。
このとき，物体の上面と底面までの水の深さはそれ
ぞれ 2.0 ㎝，7.0 ㎝あり，容器の底までは 10 ㎝であ
った。さらに，図 4 のように物体が容器の底につい
た状態にしたところ，ばねの長さは 11.5 ㎝となった。

次の(1）~(3）の問いに答えなさい。ただし，糸の
質量や体積はないものとする。
（1）実験 1 において，ばねに質量が 175ｇのおもり
をつるすと，ばねののびは何㎝になるか，求めなさ
い。
（2）図 3 において，物体の底面にはたらく水の圧力
は。上面にはたらく水の圧力よりも何ｇ重／㎝ 2 大
きいか，求めなさい。また，物体にはたらく浮力の
大きさは何 g 重か，求めなさい。ただし，上面と底
面は水平になっているものとする。
（3）図 4 において，容器の底が物体を上向きに押す
力は何ｇ重か，求めなさい。
解答は，次ぎの如くである
答え（1）7.0 ㎝ （2）5.0g 重/㎝ 2 50ｇ重
（3）37.5g 重（県の標準解答）
問題は問の（3）である。この答えには標準解答
（a とする）の 37.5ｇ重のほかに，ｂ 87.5ｇ重
ｃ 137.5g 重 ｄ 10477.5g 重 e 全くの誤答が考
えられる。
それぞれの答えが導かれる根拠は次の如くである。
a は着底しても浮力は失われないと考えた場合。
ｂは着底したので下からの押し上げる力がなくなっ
.

たと単純に，浮力の 50ｇ重がなくなったと考え
た場合。
ｃは着底したので下からの押し上げる力がなく
なったと考えたので，浮力の生じる原理を考慮し，
物体の上に乗っている水の重量も加えた場合。
ｄは着底したので下からの押し上げる力がなく
なったと考えたので，浮力の生じる原理を考慮し，
物体の上に乗っている水の重量と大気圧を考慮
した場合。ただし，この問題では大気圧の値が与
えられていないのでこの回答はできない。
e は浮力そのものが理解できない理科の苦手な人。
ここで，ｂとｃは，着底したので浮力が喪失し
たという思考性では一致している回答といえる。
この問題に対して，「浮力」がまだ学習前にあ
たり未履修である本校の中学 3 年生と，中学 3 年
時に既習の本校高校 1 年生について，5 月に抜き
打ちでテストを同時に試みた。その結果，問 3 に
対する解答パターンは次ぎのようになった。

中学 3
高校 1

a
41％
60％

b
35％
18％

c
1％
2％

e
23％
20％

中学 3 年生（130 名，4 月から初めて教えている
学年，3 クラス分）
高校 1 年生（174 名，中学からの生徒，この学年
は中学 1 年から 3 年間，理科Ⅰを担当）
本校高 1 生と中 3 生は，選抜過程が酷似してい
るのでほぼ同じ素質を有した集団とみなせる。回
答（e）は，理科が苦手な偏差値的低位層にあた
るが，その割合はほぼ同じである。
標準解答（37.5ｇ重）をした者は高 1 生が 60％
に対し，中 3 生では 41％と有意に低下している。
この差は，中学 3 年生では浮力の単元が未履修と
いう状態だったことが原因だろう。
面白いのは，浮力が消失したと考えた解答 87.5g
重を回答した者が，高 1 生 18％に対して中 3 生
35％と有意に増加している点である。
板倉氏流に解釈すれば，中３生の方が原理原則
を考えた優秀な子供ということになり，それが，
「浮力」のことを学習すると，間違った認識を持
つようになったということになる。決してそうで
はないだろう。
６

った。
（現在は発展的に解消され，筆者も副代表を務
める理科と教育ＭＬ８）などに引き継がれている）そ
こで，ある会員からソ連の潜水艦の沈没の例を取り
上げ，
「ぴったり海底に着床すると浮力は無くなるの
か」という問題提起がなされ大論争となったことが
あった。
論争の根拠になったのは，ここで冒頭に取り上げ
た板倉聖宣氏の主張である。これを裏付ける実証実
験も教育雑誌に掲載されたこともあり，ネット上の
論争では，浮力が「無くなる」派の勢力は少なくは
なかった。
この論争に終止符を打ったのは，筆者がここで紹
介した「浮上」しないトリックの解明である。
それ以降はゆとり教育政策のもと，中学学習指導
要領から浮力の単元が削除されたこともあり，教育
現場では浮力の問題が話題になることは無くなった。
しかし，本年度から始まる新指導要領からは，浮
力の単元が復活することになった。この間の長い年
月の間に過去の論争の顛末は忘れ去られた恐れもあ
り，またぞろ「浮力の消失」説が息を吹き返さない
とも限らない。
そこで，当時の顛末をまとめて筆者のＨＰ９）に掲
載していたものをもとにここに改めて書き直した。
なお参考文献にある 5），6）は鈴木邦夫氏より紹
介いただいたもので，感謝申し上げる。
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おわりに

インターネットが本格的に普及しだした 1996
年から，新しい情報交換ツール メーリングリス
ト（ＭＬ）も始まり，その中に現場教員を中心と
して理科教育に関心のある人々が集った会員数
1500 人ほどの理科教育ＭＬ７）というサイトがあ
.

