
市販のスピーカーと自作スピーカーの比較
The difference between a commercial speaker and our own speaker.

山梨県立韮崎高校 3年 中込昂希 宮崎聡 小川恒星

電気信号を物理振動に変えて音を出す機械のこと。

(Fig 1)

スピーカー(エコキューブラジオの付属品、ダイソーのヘッドホン）、コイル
（内径1.9cm、150巻、200巻、250巻）、振動膜（和紙、銅板、アルミホイル）、

ネオジム磁石、銅線、騒音計（携帯アプリ）、音ソフト（理科ネットワークよ
り）

「コイルの巻き数を多くすることで音が大きくなる」

コイルの巻き数を増やすことによってより大きく振動するので、コイルの巻
き数を増やすほど音が大きくなると考えた。

巻き数が異なるコイルを用意し、学校机の中にスピーカーと騒音計を入
れる。スピーカーから一定の音［440Hz］を出し、騒音計で音の大きさ［dB］
を測定する。スピーカーと騒音計の距離は15cmに統一した。

Table 1 (平均)

Fig 2より、巻き数を変えることで音を大きくすることは多少できるといえる。

しかし、音の大きさの差が小さかった。これはコイルの巻き数を多くすれ
ばするほどコイル自体が重くなり、振動が小さくなったからだと考えた。ま
た巻き数が多くなるにつれてコイルの高さも高くなり、磁石の影響を受け
にくくなったと考えた。

200巻のグラフの高低差が大きく出ているが、これは学校内の雑音が
入ったと考えられる。

「振動膜の材質によって音の大きさが変化する」

振動膜の重さや厚さなどによって振動のしやすさが変わると考えた。

コイルにそれぞれの振動膜を固定し、机の上に置き音の大きさを調べた。

Table 2 (平均)

Fig 3より、膜の材質によって音の大きさは変わることが分かった。全体的

に音の大きさが小さいのは、音が反響しない広い空間で実験を行ったた
めだと考えられる。

銅板はつけることによって音が大きくなったが、和紙は音が大きくならな
かった。このことから多少の重さがあっても膜の素材がある程度硬けれ
ば音は大きくなると考えた。

以上の実験より、よりスピーカーの音を大きくするには巻き数を多くし、振
動膜の材質を銅板にするとよいということが分かった。

製品のスピーカーとの比較をすると騒音計で計測した音の大きさでは自
作スピーカーの方が大きくなった。しかし人の耳で聞く限りでは明らかに
製品のスピーカーのほうが音が大きく聞こえたので、なぜそのような結果
が出たのか原因を調べる必要があると考えた。

ダイソーのスピーカーでは、音が小さすぎたため今後新しいスピーカーを
用いて実験を行いたいと思う。また、条件の差が少しでも小さくなるような
実験方法も考えたい。

一般的なスピーカーは大きくはっきりとした音が出る。そのようなスピーカーを自分たちでも作ることができないかと思い、自分たち
でスピーカーを作った。そして、一般的なスピーカーと自作のスピーカーについて比較実験を行い、以下の結果が得られた。
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燃料電池の小型化に向けて 
For the downsizing  of the fuel cell 

SSH３年生グループ課題研究発表会 

山梨県立韮崎高等学校  ３年 利根川雄也  清水飛鳥  研究動機 

 私たちは今、世界で注目され、研究も盛んに行われている燃料
電池を自分達で作り、それを小型化できないかと考えた。本来燃
料電池で使用される白金は高価なため使うことができないので、
炭素電極を用いた燃料電池の原型であるグローブ電池のモデル
を作り、直列に繋げると電池に使用する溶液の種類に注目して実
験を行った。 

  

仮説Ⅰ 

研究目的 

・燃料電池を小型化するために１つのセルで
の起電力を大きくする。 
・より起電力の大きいセルを作るのに適した
溶液を見つける。 

結果・考察Ⅱ  

参考文献 

・燃料電池のしくみがわかる本 技術評論社 本間  琢也 

炭素電極電池のセルを直列につないでいけば個数に比例し
て流れる電流と電圧は増えていくのではないか。 

実験Ⅰ    グローブ電池による電流・電圧の測定 
まず始めに、ビーカーに１mol/Lの希硫酸４５０mlを入れたものに
炭素電極を差し込んだ直径３cm長さ６cmの円筒形の筒を２本用
意し、ゴム栓で密閉した。これを電源装置につなぎ15Vで電気分

解を行った。電気分解によって発生させた水素と酸素をつかって
逆反応による電気を取り出した。これを１つのセルとして、直列
につなげて流れる電流と電圧を測定した。 

fig1 電気分解の様子 
fig2 3個つなげた時の様子 

結果・考察Ⅰ   

個数 １個 ２個 ３個 
電流 1.1mA 3.6mA 14mA 
電圧 0.6V 0.8V 1.7V 

table1 直列につないだ時の電流と電圧 

それぞれ5回測定した平均値を示した。 
・結果を見てみるとやや仮説とは異なる結果が出た。 
・電圧だけを比較してみると2個つなげた時の値がずれているが
1個と3個つなげた時を見てみると比例関係に近い値が出ている
が分かった。 
・電流に関しては比例関係こそ成り立っていないが個数が多くな
るにつれ得られる値が大きくなっていることが分かった 
 

これらの原因として考えられることはまず、つなげる個数やその
回数によって同じ量の酸素と水素を発生させるのにかかった時
間が大きく異なることだった。実験を進めていると電流が流れなく
なることがあり、溶液中の水素イオンか酸素イオンの濃度が低く
なりすぎたために電流が流れなくなったのではないかと考えた。 
また、この炭素電極電池に電気分解を行わずに直接酸素と水素
を筒に入れて同様の実験を行ったところ、電流も電圧も発生量が
変わらず、数が増えるほど流れる電流が減っていくほどで得体の
しれない電流が流れており、私たちはこの状態では電気は本来
流れないのではないか推測した。 

仮説Ⅱ 

通常のグローブ電池では電解液に希硫酸を使用しているので、
溶液を他の溶液に変えることによって流れる電流の量が変わる
のではないか。 

実験Ⅱ    溶液による流れる電流の違いを測定 

溶液を１mol/L水酸化ナトリウム、１mol/Lクエン酸、１mol/L硝酸
に変えてセル１個、２個で流れる電流と電圧を測定した。 

溶液/個数   １ 個  ２ 個 
NaOHaq １.0V 2mA 1.8V 4mA 
C₆H₈O₇aq 0.4V 2mA 1.0V 4mA 
HNO₃ 0.5V 2mA 0.8V 4mA 
table2 溶液による流れる電流・電圧 

それぞれ４回測定した平均値を示した。 
・希硫酸に比べる値のばらつきがなく測定できた。 
・水酸化ナトリウムが一番値が大きく出ておりほぼ比例関係が
成り立っている。 
・この理由について私たちは希硫酸の電気分解はただの水を
電気分解しているようなもので、水に水酸化ナトリウムを加える
と電気分解しやすくなり、それにより水酸化ナトリウムで大きい
値が出ていると考えた。 

結論 

私たちは燃料電池の小型化を目指して研究を行ってきた。 
しかし、そこには至らなかった。その代わりに希硫酸よりも
大きい起電力を持つ水酸化ナトリウムを見つけることがで
きた。 
これにより今後水酸化ナトリウムを用いた炭素電極電池
のセル一個の大きさを小さくし、今と同じ電圧と電流が得ら
れれば小型化は成功したと言えるだろう。 



鉄を含む養分を与えたものの含有量 

ほうれん草の鉄の含有量を増やすためには 
To increase The iron content of Spinach  

山梨県立韮崎高等学校  3年 金子陽大 橋本拓磨 和光佑紀  abstract 
Do you know the fact that the iron content of spinach is decreasing these days? In fact the present spinach contains one-tenth 
as much iron as that of 50 years ago. So we decided to research the way that we can increase the iron content of spinach. we 
research the iron content of spinach. We burned spinach to ash. And we used phenanthroline absorbance method to research 
the iron in spinach. 

動機 考察１ 

固定種の鉄の含有量 実験１ 

考察２ 

結果２ 

まとめ 

参考文献 

 授業の時間、野菜について調べていたとき、ほうれん草の鉄の含有
量が年々減ってきていると本に書いてあっため、市販のものを使い、
鉄が減ってるかを調べた。さらに、自分たちで生育したものと比較し
た。そして、固定種を使い鉄の含有量を増やせるかを実験した。
(table1) 

 まず、フェナントロリン吸光光度法を用いて、検量線を作成した。
(table2) そして、この方法を用いて、ほうれん草の鉄の含有量を調べ
た。 

y = 0.2595x + 0.006 
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葉（市販） 根（市販） 葉（自作） 根（自作） 

X(c/ppm) 2.362 4.859 1.125 - 

Y(A) 0.619 1.267 0.298 - 

量(mg) 0.238 0.490 0.114 - 

前回の実験の結果から得られた値以上に大きな値が得られた。前回
の実験と同様に、葉よりも根のほうが多くの鉄を含んでいた。しかし、
グラフと比べ大きく値は小さいことがわかった。 

次は実験１と同じ品種を鉄を含む養分で育成して鉄の含有量を測定し
た。養分以外の条件はすべて実験1と同様とした。鉄の肥料として、メ
ネデールを使用した。 
期間は4/11～5/17 

葉（肥料入り） 根（肥料入り） 

X(c/ppm) 2.597 5.414 

Y(A) 0.680 1.411 

量(mg) 0.262 0.546 

 上記のような結果が得られた。(table5) 鉄の肥料を加えたのにも

関わらず、実験１の結果よりも低い値をとった。特に葉のほうは大き
く差が出た。 

 鉄の肥料を加えたので実験1よりも大きな値が得られると予想してい
た。しかし、結果からわかるように、実験1よりも小さな値をとった。これ

は、肥料を過剰に与えすぎてほうれん草が吸収しなかったと考えられ
る。肥料を加えすぎても増えない可能性が浮上した。また、今回得られ
た結果から、品種改良されていない固定種も鉄の量が少なかったた
め、固定種の中にも種類があるので、品種による影響が大きいのでは
ないかと考えた。与えすぎたことにより、本来ほうれん草自体が生成す
る鉄の量が減ったと考えた。また、収穫したものを比べてみると根の生
え方に差が出ていた。(fig1) 
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図解でよくわかる植物工場の基本 古在 豊樹 著 
第一鉄イオン(Fe²⁺)の分析 
http://www.geocities.jp/watanabe1209/methods/fe.pdf 
ほうれん草・小松菜の鉄分含有量の調査 http://www.gifu-
cwc.ac.jp/tosyo/kiyo/52/zenbun52/Hourensou_watanabe.pdf 
2.フェナントロリン吸光光度法による鉄の定量 http://kuchem.kyoto-
u.ac.jp/ubung/yyosuke/uebung/chemusb/chemusb2.htm 
紫外・可視分光光度計による飲料中の鉄の濃度計算 
http://www2.tech.sci.tohoku.ac.jp/TohokuConf/Upload/kazuto0762659.pdf 

2016 課題研究成果発表会  
 

前回までの研究 

 以下の表(table3)は今までに行った実験の結果をまとめたものだ。 
 

葉（固定種） 根（固定種） 

X(c/ppm) 3.017 5.522 

Y(A) 0.789 1.439 

量（mg) 0.304 0.557 

 今回は、上のグラフ(table1)を見ると1951年のときは鉄の含有量が多

いことがわかる。そこで、固定種と呼ばれる江戸時代から品種改良のさ
れていない種を育成した。土は鉄分を含まないものを用いた。 
期間は4/8～5/17 

実験２ 

前回の結果以上に大きな値が得られた。近年は味を淡くするために
品種改良が行われている。今回の実験では江戸時代から品種改良
が行われていない固定種を用いたためであると考えた。また前回の
実験の野菜工場には含まれていなかった土の養分による影響も考
えられた。 

結果１ 

以上の表は得られた吸光度から求めた量である。(table4) 

 私たちは約1年間に渡り、研究を行ってきた。反省として、植物の育成

は時間がかかるものなので、試行回数を多くすることができなかった。
そして、鉄を増やす確実な方法をつき止めることはできなかった。今回
は野菜工場ではなく土を使い実験を行った。それにより、根の量や鉄の
含有量に影響が出たのではないかと考えられる。今後実験することは
ないので、後輩にこの研究を託しよい結果が出ることを期待する。 

右が肥料なしの固定種で左
が肥料を加えた固定種 



アセチルサリチル酸は血流を促進するのか？
山梨県立韮崎高等学校 3年 足立実結 小澤夕里菜 白倉美雨

今後の課題

考察

Abstract

本当にアセチルサリチル酸が合成できたのかを確認するために
以下の実験を行った。

実験方法
メダカから赤血球の動きの速い動脈と、動きの遅い静脈の2種類の血
流速度を10匹の平均から調べた。（㎛/ｓ）〔小数点第二位切り捨て〕

実験2 メダカの血流速度

実験結果

Can acetylsalicylic acid makes the speed of blood circulation faster?

Fig４

C₆H₄(OH)COOH+(CH₃CO)₂O→C₆H₄(OCOCH₃)COOH+CH₃COOH

実験A アセチルサリチル酸を投与したメダカの血流速度
実験B 普段のメダカの血流速度

Fig５

●AとBの実験値の平均から、速い血流と遅い血流共にAの方が2倍近く血流が
速くなった。このことから、アセチルサリチル酸には血流促進効果があると推測する。
●t検定にかけたところ 0.00001169<0.05であったことより、有意差があるといえる。

まとめ

●様々な方法で、自分たちの合成したアセチルサリチル酸と市販のアセチル
サリチル酸を比べた結果、かなり純度の高いものを合成できたと考えられる。
●さらにメダカへの投与実験により、アセチルサリチル酸には血流促進の効果
があると分かった。
●アセチルサリチル酸による血流促進の要因として、心拍数増加と血液凝固
抑制作用が関係していると考えられる。

●実験４を行う際にシャーレをかぶせて蒸発を防ぐ。

実験結果

●精製まで行ったところ、得られた白色結晶の質量は1.7ｇで1.1×10－２mol

だった。収率は46％だった。

実験1 アセチルサリチル酸の合成

実験方法
サリチル酸2.4×10－２molを無水酢酸2.6×10－4 molによりアセチル化

することで、アセチルサリチル酸を生成した。また、合成したアセチルサ
リチル酸を精製し、純度を上げた。

実験方法
ジップロックの10mlの水中で5分落ち着かせたヒメダカと、それにアセチ
ルサリチル酸0.2%を加えたヒメダカ10匹の心拍数の平均の差を見た。

実験3 メダカの心拍数実験3 メダカの心拍数

実験A アセチルサリチル酸を投与したメダカの心拍数
実験B 普段のメダカの心拍数

考察

●AとBの実験値の平均から、Aの方が31.6回/min心拍数が多くなったことより、
アセチルサリチル酸には血流促進に伴い、心拍数も上がる効果があると推測する。
●t検定にかけたところ 0.00116633<0.05であったことより、有意差があるといえる。

実験結果

Fig６

仮説1 アセチルサリチル酸により、血流速度は通常よりも速くなる。

We became interested in drug development through SSH.  

So, we tried to make Acetylsalicylic acid which is used for headache medicine. 

Because we wondered if Acetylsalicylic acid has the effect of making the 

speed of blood circulation faster,  we tried to inspect that fact by using 

Oryzias latipes.

確認実験2 薄層クロマトグラフィー

薄層クロマトグラフィーを用いて市販のアセチルサリチル酸、自分たち
で作ったもの、サリチル酸をアセトンで展開した。

実験結果2

確認実験3 赤外吸収スペクトル【透過法】

フーリエ変換赤外分光分析装置（FT-IR）を用いて、市販のアセチルサリチル
酸、生成物の赤外吸収スペクトルを帰属した。

実験結果3

考察3

考察2

●市販のアセチルサリチル酸と生成物のRf値の差が0.01で少なかったことから、
生成物はアセチルサリチル酸であると推測する。

Fig１

①

②

③

主なピークが市販のアセチルサリチル酸とほぼ一致していることから、生成物は
アセチルサリチル酸であると推測する。

謝辞

山梨大学、宮嶋尚哉博士、猿渡直洋博士にはFT-IRの使用でご指導いただきました。
ありがとうございました。

①市販のアセチルサリチル酸
②生成物（酢酸で精製）
③生成物（湯で精製）

←市販のサリチル酸

←生成物

←市販のアセチルサリチル酸

Fig２

日本進化学会

％T

市販アセチルサリチル酸 生成物 市販サリチル酸

Rf値 0.39 0.38 0.47

動脈 実験A 実験B

血流速度（㎛/s） 34.4 13.5

静脈 実験A 実験B

血流速度（㎛/s） 18.5 7.4

実験A 実験B

心拍数（回/min) 108.8 77.2

サリチル酸
Salicylic acid

無水酢酸
Acetic anhydride アセチルサリチル酸

acetylsalicylic  acid

酢酸
acetic acid

仮説2 血流速度が上がる時、心拍数も上がる。

仮説3 アセチルサリチル酸により、血流凝固抑制作用が起こる。

実験方法
マウスの外側尾静脈から血液を採取し、アセチルサリチル酸0.02％水
溶液を滴下した。

実験4 血液凝固抑制作用実験4 血液凝固抑制作用

考察

Fig3

実験結果

●アセチルサリチル酸には血液凝固抑制作用があると推測する。
凝固ではなく蒸発してしまった可能性もある。

Fig7

↑アセチルサリチル酸

←生理食塩水

Fig8



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  山梨県立韮崎高等学校 ３年  赤岡仁 飯島羅世 石原大地 小澤佳弘   
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                                 Our Conclusion 

                 Future Task  

What is the difference between concentrated sulfuric acid and  

dilute sulfuric acid?  

The main trait of property both concentrated sulfuric acid and 

dilute sulfuric acid. 
   

                  Result 1 

               Result 2  

                                                                     

今回は脱水作用による変化を、グルコースで検証した。 
実験方法：９.０ｍｏｌ/Ｌ～１８.０ｍｏｌ/Ｌの硫酸を０.５０ｇのグルコースに２.０ｍ
ｌ滴下し、５分間経過したものを観察した。 また、windows FE 
Color Paletteというソフトを用いて色を数値化（RGB表記）した。 

前回、脱水作用に着目し、わら半紙、キムワイプに滴下して実験を行った。
するとＦｉｇ１のような反応が見られ、境目を１３.０ｍｏｌ/Ｌ～１４.０ｍｏｌ/Ｌの間
であると結論づけた。 

Fig 1 

 次に、熱濃硫酸の性質に着目し、実験を行なった。濃硫酸は、ＡｇやＣｕを
溶かすことはできないが、熱濃硫酸であれば可能となる。 

実験方法：濃硫酸とＣｕを試験管に入れ、１分３０秒加熱する。 

熱濃硫酸には強い酸化作用があり、銅が黒く変色しているのが１３.０ｍｏｌ/
Ｌからだったため、１２.０ｍｏｌ/Ｌと１３.０ｍｏｌ/Ｌの間に境目があると考えられ
る。 

Fig 1   

これまでのすべての実験から、境目を３つ導き出した。 

白金の電極を用いて、電流を流す実験を行いたいと考える。  

化学（教科書） 東京書籍 ２０１５、Ｐ２０９ 

There are two kinds of sulfuric acid such as concentrated sulfuric acid and diluted sulfuric acid. The difference between concentrated sulfuric 

acid and diluted sulfuric acid is not defined. So, we want to examine this to find what makes them different.  We found  the reason why they 

are different. We had three experiments. In the first experiment, we used dehydration of sulfuric acid. In the second experiment, we use the 

oxidation of  sulfuric acid. In the third experiment, we used electrical conductivity. As a result, we support that when diluted sulfuric acid goes 

beyond more than 86% concentrations of sulfuric acid, it changes into concentrated sulfuric acid.   

11.０mol/L １１.５ １２.０ １２.５ １３.０ １３.５ １４.０ｍｏｌ/Ｌ 

・濃硫酸は不揮発性の酸である。 
・定義として、濃硫酸：質量パーセント濃度が９０.０％以上の硫酸水溶液、
希硫酸：質量パーセント濃度が９０.０％未満の硫酸水溶液となっている。    
・熱濃硫酸には酸化作用があり、濃硫酸には脱水作用や吸湿性、粘性が
ある。 
 

反応がない（－）反応がほとんどない（±） 
反応がややある（＋） 
反応がある（＋＋）               
※反応とは脱水反応のことである。 

化学大辞典 東京化学同人 Ｐ１９８９、Ｐ２４８９ 

１２.０～１５.０ｍｏｌ/Ｌの間で色に差が見られ、１４.０と１５.０ｍｏｌ/Ｌで色に大
きな差が見られるためこの間に境目があると考えられる。 

16 15 14 13 

12 11 10 9 

17 18 

Fig 3 

Ｆｉｇ３より、１２.０ｍｏｌ/Ｌは銅に
変化がないが、１３.０ｍｏｌ/Ｌで
銅が黒く変色している。 
１３.０～１５.０ｍｏｌ/Ｌは銅の形が
残り、１６.０～１８.０ｍｏｌ/Ｌはほと
んど溶けていた。 

Fig 4 

 9  10 11  12 13  14  15  16 17  18 

（ｍｏｌ/Ｌ） 

Fig 2 

最後に、電気伝導性について調べた。 
私たちは、濃硫酸と希硫酸では含まれている水の量が異なるため、「水素
イオンの量も異なる。」と考え、硫酸の濃度が９.０ｍｏｌ/Ｌから１８.０ｍｏｌ/Ｌ
になるにつれて電流の流れる量は減ると考えた。 

実験方法：銅を電極に用い、自作の装置を用いて濃度の変化する硫酸に
電流を流し、流量を計測した。 

結果にばらつきがあるが１２個のデータのうち９個のデータは、濃硫酸を１０
ｍＬ滴下した時点で電流はとんど流れなくなった。このため滴下量１０～１２
ｍＬの間に境目が存在すると考えられる。（モル濃度に換算すると境目は９
ｍｏｌ/Ｌ～１０ｍｏｌ/Ｌ）しかし、銅電極の融解による電流の変化が考えられ
ることや、他の性質による境目とかなりズレがあることからこの境目は信用
はできないと考えた。 

濃硫酸の密度と濃度（質量％濃度と規定度） http://www.geocities.jp/kagakulabo/conc.html 

ｍｏｌ/Ｌ 

濃硫酸と希硫酸の境目はどこにあるのか 
 

Ｆiｇ５の装置では、１回に25ｍｌ
の濃硫酸を15分かけて、10ｍｌ
の水に対して滴下することがで
きる。同時に、電源装置で濃
度の変化する硫酸に電流を流
すことができる。 

       Result 3 

横軸：濃硫酸滴下量（ｍｌ） 

縦軸：電流（ｍA） 

10 

1000 

500 

吸湿性や粘性についても現在実験中なので、この２つの結果も踏まえて、
主な濃硫酸の性質全てを満たす濃度の最低ラインを発見したい。 

Fig5 

Fig 6 

Fig 7 

また、現段階で、１６ｍｏｌ/Ｌ（質量パーセント濃度８６％）以上で完全に濃硫

酸の性質が現れた。このため私たちは、【 質量パーセント濃度８６％以
上で濃硫酸、未満で希硫酸である。 】と定義した。 

https://hyokoya.wordpress.com/2011/05/13/%e7%94%bb%e9%9d%a2%e3%81%ae%e8%89%b2%e3%82%92%e5%8f%96%e5%be%97%e3%81%99%e3%82%8b%e3%80%80windows-fe-color-palette/
https://hyokoya.wordpress.com/2011/05/13/%e7%94%bb%e9%9d%a2%e3%81%ae%e8%89%b2%e3%82%92%e5%8f%96%e5%be%97%e3%81%99%e3%82%8b%e3%80%80windows-fe-color-palette/
https://hyokoya.wordpress.com/2011/05/13/%e7%94%bb%e9%9d%a2%e3%81%ae%e8%89%b2%e3%82%92%e5%8f%96%e5%be%97%e3%81%99%e3%82%8b%e3%80%80windows-fe-color-palette/
https://hyokoya.wordpress.com/2011/05/13/%e7%94%bb%e9%9d%a2%e3%81%ae%e8%89%b2%e3%82%92%e5%8f%96%e5%be%97%e3%81%99%e3%82%8b%e3%80%80windows-fe-color-palette/


味覚による心拍数の変化 

 甘味は上昇値があまり変わらなかったため、甘味特有の成分の
なかには、心拍数を上昇させるものは含まれていないのではな
いかと考えられる。 

山梨県立韮崎高等学校 ３年 福田晴萌 平井結貴 

実験１ 

辛いもの（わさび・唐辛子）
と甘いもの（砂糖・チョコ
レート）をそれぞれクラッ
カーの上に乗せて、２０人
に食べてもらい、パルスオ
キシメーターを用いて心拍
の変化のデータを取った。 

謝辞 

a change of heartbeat by a sence of taste 

①一味唐辛子（薬さじ小すり切り７） 
②わさび（０．３グラム） 
③砂糖（０．５グラム） 
④チョコレート（２グラム） 

辛いものを食べると代謝がよくなり、心拍数が上昇する。また、甘いも
のを食べるとリラックス効果により心拍数は低下するのではないか。 

仮説 

実験結果１ 

 

 全てのサンプルで心拍数が上昇し、辛いものの方が上昇の幅が大
きかった。その中でも、わさびが最も上昇した。 
 

 わさびは、短時間で最高値まで上がり、元の心拍数に戻るのも早
かった。それに比べ、一味唐辛子は穏やかに変化していった。 
 

 どのサンプルにも個人差が見られたが、特にわさびが大きかった。 
 

 甘いものよりもクラッカーのみの方が上昇の幅が大きかった。 
 

考察 

 全てのサンプルで心拍数が上昇したことから、味覚に関係なく、心拍
が上昇する。→「物を噛む」という動作よって心拍数が上昇したので
はないか。 

 

 甘味より辛味の方が心拍数が上昇したことから、辛味には心拍数を
上昇させる作用があると考えられる。 

 
 <一味唐辛子> 
  主成分である「カプサイシン」が、交感神経を刺激 
 
       アドレナリンが放出され、興奮状態になる 
                   
              心拍数が上昇する。 
 
 <わさび> 
  成分である「6‐MSITC」の作用の一つである血流改善作用が、 
  関係あるのではないか。 
    

 実験２ 

辛いものを食べると汗をかくことがあるが、その時に運動した時と同じ
ように心拍への影響があるのか興味を持った。また、甘味でも心拍に
影響があるのか疑問に思い、調べることにした。 

経緯 

参考文献 

今後の課題 

• 「リラックス効果」が本当に心拍数の変動を抑える効果があるの
かを検証する。 
 

• 呈味成分が身体のどの部分にどのように作用し、心拍数が変化
しているのか詳しく調査する。 
 

• その他の味（酸味・苦味）でも心拍数は変化するのか検証する。 

わさび機能性研究所    
http:www.wasabi-labo.jp/sulfinyl/function/blood/ 
 
多汗症改善対策.com        
http://多汗症改善対策.com/categoroy8/entry8-15.html  

Fig 3 各サンプルの実験結果  

Fig 2 パルスオキシメーター  

Fig 1 サンプル 

  

 

今回研究を進めるにあたり、大塚先生ならびに芦沢先生
の助言をいただきました。また、実験に協力していただい
た被験者の皆様、ありがとうございました。 

クラッカー
before after 上昇値

77.1 88.2 11.1

一味 砂糖
before after 上昇値 before after 上昇値

71.35 79.55 8.2 67.8 75.25 7.45

わさび チョコレート
before after 上昇値 before after 上昇値

68.75 82.6 13.85 68.65 75.45 6.8

どの様に心拍数が上昇するのか、10人に②・④のサンプルを25回噛ん
で食べてもらい、20秒ごとに心拍数を測定した。 

結果２ 

考察２ 

個人差はあるが、わさびの方が変動が激しく、チョコレートの方が比
較的穏やかな変動だった。 

チョコレート 

わさび 

チョコレートの方が穏やかな変動だったのは、チョコレートに「リラッ
クス効果」があるからではないかと考えられる。 

わさびの方が急激に心拍数が上がり、急激に下がるのは、「揮発
性」があるからではないかと考えられる。 

わさびは、ほとんど全ての場合で元の心拍数より値が小さくなると
ころがあった。 

良薬口に美味し？恋にも健康にも効くチョコレートの驚異！ 
http://www.yomeisyu.co.jp/sp/genlcigenlci/feature/130129 



 

韮崎市のセイヨウタンポポは本当に西洋種なのか 
Is the Western Dandelion in Nirasaki truly Western ? 

  山梨県立韮崎高等学校 3年 松岡 亜実 大柴 万由子 小澤 ひとみ   

はじめに 

今後の課題 

考察 

動機  

実験内容 

実験結果 

サンプル採取地点 

  

 タンポポには在来種と西洋種がある。しかし近年、見た目は西洋種でも遺伝
子は在来種というような、雑種があることが分かってきている。そして昨年度、
韮崎市に雑種が存在することがわかった。そこで今年度は、サンプル数を増
やして実験を行い、雑種形成率をしらべることにした。 

A サンプルの葉緑体DNAを抽出し、プライマーを設計し、PCRにかける 
B PCRにかけたものを電気泳動にかけ、在来種と西洋種の塩基の長さの特徴 
  （Fig 2・3）をもとに、種を判別する 

Fig 2.在来種（カントウタンポポ Taraxacum  platycarpum）の塩基配列 

Fig 1.サンプルを採集した地点の地図（韮崎市） 
  →「白地図専門店 http://www,freemap.jp」から 

謝辞 

 この研究を進めるにあたり、指導教官である芦沢先生と根津先生には、多大な
ご協力と助言をいただきました。 

1. 水平分布、垂直分布を調査する 
 
2. 雑種タンポポのゲノム解析を行う 
 

3. 在来種の形態のタンポポに西洋種の 
  葉緑体DNAが混じった雑種は存在するか 

黄色が西洋種にはない塩基配列（挿入配列）である 
赤色の塩基配列を上流、下流のプライマーとした 

T r n L-F領域 塩基配列1554 bp 

環状DNA 

NCBI（National Center for  Biotechnology Information）から取得 

葉緑体DNA T r n L- F 領域 

Fig 3.西洋種(セイヨウタンポポ Taraxacum officinale)の塩基配列 

T r n L-F領域 塩基配列1488 bp 

1. 15サンプルのうち、14サンプルが雑種、1サンプルが西洋種で
あった。 

2. 雑種形成率は、（14÷15）×100=93.3％である。 
 
 

  Fig 2.3のから、 
    在来種のPCR産物…444bp    
    西洋種のPCR産物…367bp   

在来種の葉緑体DNAは 
西洋種より77bp長い 

PCRの組成 分量 

Primer1 2.5μL 

Primer2 2.5μL 

サンプルDNA 4μL 

Premix 25μL 

純水 16μL 

• 温度変化  

95℃ 
20sec 

50℃ 

30sec  

72℃ 
40sec  

35サイクル 

平成28年 日本進化学会 

Fig 4. 
電気泳動の結果 

1081 tccgtcgatt tcaaaaatcg tgagggttca agtccctcta tccccaaaaa gaccatttgg 
1141 ctccctaatt ctttatcgta tccttttttc gttagcggtt caaaactcct ttatgacatg 
1201 tgatatatat  tacaaatgaa catctttgag caaggaatcc ccatttgaat gattcacgat 
1261 caatattttt  agtcatatta taggcccggg atgagacttt gtaatactct ttctattgac 
1321 atagacccaa gttatctata aaataaaaat aaggatgaga catgaggaat acctgggata 
1381 gctcagtcgg tagagcagag gactcaaaat ctttgtgcac cagttcgaat ctggttcctt 
1441 caggaatagt tgggatagct cagttggtag agcagaggac tgaaaatc 

1081  caaaaatcgt gagggttcaa gtccctctat ccccaaaaag accatttggc tccctaattc 
1141  tttatcgtat ccttttttcg ttagcgattc aaaactcctt tatgacatgt gatatatatt 
1201  acaaatgaac atctttgagc aaggaatccc catttgaatg attcacgatc aatattttta 
1261  ttcatattat aggcccggga tgagactttg taatactctt tctattgaca tagacccaag 
1321  ttatctataa aataaaaata aggatgagac atgaggaata cctgggatag ctcagtcggt 
1381  agagcagagg actcaaaatc tttgtgcacc agttcgaatc tggttccttc aggaatacct 
1441  gggatagctc agttggtaga acaggggact gaaaatcttc ggtcacctgt tcgaatctgg 
1501  ctccttcagg aatagttggg atagctcagt tggtagagca gaggactgaa aatc 

  在来種と西洋種の相違点 
 外総苞片 どのように増えるか 

在来種 閉じている 受粉して増える→集団で咲く 

西洋種 開いている 無性生殖→1株で咲くことが多い 

どの外総苞片も 
開いている 

2 

見た目は西洋種 

3 4 5 6 

7 8 

参考文献 

「近畿における雑種タンポポの分布状況」  伊東 明・名波 哲(大阪市立大学理学研究科) 

サンプルNo. 採取地点 集団かどうか 生育環境 

2 韮崎高校付近 1株だけだった 土 

3 山梨日日新聞社 1株だけだった 土 

4 救心製薬付近 周りにも咲いていた 土 

5 救心製薬付近の坂の上 周りにも咲いていた 土 

6 救心製薬付近の坂の上 周りにも咲いていた 土 

7 梅畑 1株だけだった 土 

8 韮崎高校北館前 1株だけだった 土 

9 韮崎高校付近 1株だけだった 土 

10 北東小学校 周りにたくさんあった 砂利 

11  甘利小学校 1株だけだった 砂利 

12 北西小学校 周りに葉が残っていた 土 

13 市営総合運動場 周りにも咲いていた 砂利 

14 梅畑 1株だけだった 土 

15 韮崎高校北館化学準備室前 1株だけだった 土 

16 新府城跡 2株のみ咲いていた 土 

Primer の終濃度0.5 μM 
 

600m 

1000m 

800m 

1200m 

78% 

57% 

49% 

27% 

(例)雑種タンポポの垂直分布図 

標高 

雑
種
形
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率 

「Hybridization between European and Asian dandelions(Taraxacum section Ruderalia and section Mongolica) 
  Natural hybrids in japan detected by chloroplast DNA marker」  J Plant Res(2002) 115：321-328 
Hiroyuki Shibaike・Hhruka Akiyama・Satoshi Uchiyama・Kaori Kasai・Tatsuyoshi Morita 
 
 「雑草の自然史ーたくましさの生態学ー」 森田 竜義 他15名(北海道大学図書刊行会) 



アルギン酸ビーズを用いたアルコール発酵システムの開発 
  

SSH3年生グループ課題研究成果発表会 

研究目的 

これまでの成果 

・アルギン酸ビーズを用いたアルコール発酵システムの開発 

・古紙や使用済み割りばしといった 
不要とされているものからバイオエタノールを生成する 

・古紙からバイオエタノールを生成できた 

・アルギン酸ビーズを使うことで,酵素の使用効率を上げることができた 

・セルロース分解菌の探索を行ったが, 
より分解能力の優れた分解菌の探索を続ける必要がある 

実験Ⅰ ビーズの個数による効率の変化を調べた  

Fig.1 酵母菌ビーズ 

アルギン酸ビーズ…１回で約５００個 

一度に全部使うのは効率が悪いのでは？ 

投入量と生成量が比例しない点が出てくるはず 

個数による効率の変化を調べた 
15%グルコース水溶液 

100mL 

×25 ×50 ×100 

それぞれ３０分反応させ, 
アルコール生成量を測定する 

結果・考察Ⅰ  
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 グラフ.1のような結果になった。ビーズの個数によるアルコール生成量 
の差は大きくなかった。 
 また,ビーズ１個あたりの生成量（ｇ/個）はグラフ.2のようになった。 
 以上の結果から,アルコール生成量はビーズの個数によって大きく変化 
しないことが分かった。 
 このことから,１度に作ったビーズを複数の容器に分けて反応させること
で生産効率を上げることができると分かった。 

実験Ⅱ 塩化カルシウム濃度によるビーズの効率の変化を調べた  

今まで：5%塩化カルシウム水溶液でビーズを作製 

塩化カルシウムの濃度の変化によってビーズに変化は起きるのか 

アルギン酸ビーズを異なる濃度の塩化カルシウム水溶液
（5,10,15,20,25%)で作成したものを純水に7日間漬け,変化
を見た。 

① 

結果・考察Ⅱ-①  

Fig.2 七日後 

15%から変化がなかった 

ビーズが壊れにくくなっていて 
使用回数が増えるのでは？ 

15%塩化Ca水溶液で作製した酵母菌ビーズを,5%グルコース水溶液と反応 
させ,グルコース消費量を測定した。 

② 

実験条件：温度 32℃ 反応時間 1時間 

結果・考察Ⅱ-②  
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ほとんど反応しなかった 

ビーズが固まりすぎて酵母菌が 
十分に反応できなかったのでは？ 

塩化カルシウム濃度15%以下に,ビーズが壊れにくく, 
反応が円滑に進む濃度が存在する 

実験Ⅲ セルロース分解菌の探索を行った   

前回まで：分解菌培地１枚分でのグルコース生成量で評価 

韮崎高等学校 環境科学部 ２年 小林誠典 坂本拓斗 内田大輝  

今回：分解菌５枚分あたりのグルコース生成量と 
分解菌1gあたりのグルコース生成量で評価 

セルロース分解菌 

３日間培養 

5枚分 

ビーズにした 

100mL 

５%セルロース水溶液 

反応時間：1時間 
温度：32℃ 
回転数：250RPM 

反応させた 

グルコース生成量を 
測定 

結果・考察Ⅲ  
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 1 2 3 4 5 
セルラー

ゼ 

分解菌量(g) 0.5 1 0.4 1.7 1.5 1 

グルコース生成量

(g) 
0.28 0.4 0.4 0.78 0.7 0.76 

③の分解菌… 最も少ない量でセルロースを分解できる 

④の分解菌… 分解能力はセルラーゼとほぼ同じ 

培地１枚あたりの分解菌の回収量が多く, 
効率を量でカバーできる 

今後は③と④の分解菌を中心に調べていく 

今後の課題 

・ビーズが壊れにくく,反応が円滑に進む濃度を調べる 

・③と④のセルロース分解菌の最適温度,pHを調べる 

・セルロース分解菌の種の同定を行う 

まとめ 

・一度に作ったビーズを複数の容器に分けて反応させることで 
 生産効率を上げることができる 
・塩化Ca水溶液の濃度によって,作製したビーズの性能が変化し, 
壊れにくく,円滑に反応が進む濃度は15%以下である 
・分解能力の高いセルロース分解菌を入手できた 



シロイヌナズナは環境の変化にどのように応答するのか 
How  does  A.thaliana  reply  to  change  in  the  environment? 

動機 
植物は同種内でも周囲の環境に合わせて様々な変化を見せる。そこで植物は外部
からの刺激に対して、どの様な応答を示すのか。また、自然にはあり得ない植物ホ
ルモンの過剰投与などによってどのような変化が起こるのか。このような疑問を持
ち、Arabidopsis thaliana(シロイヌナズナ)を用いて基礎研究を始めることにした。 

Arabidopsis thalianaとは 

・ロゼット型の長日植物。 

・花期は4～6月 

・2000年12月に全ゲノム解析    

が終了した。 

実験結果 

まとめ 

①：光に対して負の方向と重力に対して正の方
向を合わせた向き（左下）へ根を伸ばした。 

②：重力に対して正の方向（真下）へ根を伸ば
した。また、子葉ができなかった。 

③一部が培地へ潜り込んだが、光に対して負
の方向（左）へ根を伸ばした。 

・根は正の重力屈性と負の光屈性を持ち、茎は正の光屈性を持つ。  

 

・725luxの光を当てたときシロイヌナズナは正の重力屈性と負の光屈性では、 
  正の重力屈性を優先する。 
 

・シロイヌナズナは根により多くのオーキシンを含む。 

まずシロイヌナズナの根が光と重力に対してどのような応答を示すのかを確かめ
る実験を行った。 

実験１ 光と重力への応答はどちらが優先するのか 

光 

重力 

重力 

光 

考察 

種皮 

根 

茎 

子葉 

光 

重力 

・①では根が正の重力屈性と負の光 
 屈性を合わせた方向へ曲がった。 
 そこから根は、正の重力屈性と負の 
 光屈性の中間となるオーキシンの偏 
  りが移動したと考えられる。 
                        

・また、茎と子葉には根とは逆に光 
 へ向かったことから正の光屈性を 
 起こすとも推測した。 

参考文献 

今後の課題 

また、実験１で使ったものと同じ培地の装置で 
④垂直に立て、そのまま横から光を当てる（725 lux） 
⑤培地をキムワイプで包み、垂直に立てて横から光を当てる（392 lux） 
の2種類を使い、根の変化を観察した。 

④ 
 

 

⑤ 
 
 
 

 
 
 

 
 

  

⑥ 

・根が少し短いが、伸
びる方向はどちらも左
から下にかけてばらば
らになり、差は見られ
なかった。 
       

・④、⑤において、あまり鮮明には分からなかったが、少なくとも392～725lux程度
の差では、応答に差は起きないと考えた。 

・茎や根が太いカイワレダイコンを使い、光や重力刺激によって、 
  本当にオーキシンの偏りがあるか調べる。 

植物科学調節実験マニュアル  発行 植物科学直接学会 

① 
 

 
 

 

② 
 

  

③ 

山梨県立韮崎高等学校 生物研究部3年 坂本芳樹 

   光を与えた場合              重力を与えた場合 

光 

重力 

暗
黒 

オーキシン 

次は下側以外からの光を遮光した培地を立てて真下から光を当てた。 

光 
725luxの光を使ったところいずれも下へ根を伸ばした。 

・⑥の光と重力からの刺激において、725luxの光ではオーキシンの偏りは負の
光屈性よりも正の重力屈性の方を優先すると考えられる。 

さらにこの後、高輝度LED（約30000lux）を使用し同じ実験を行ったが、 

おそらく気温の問題で培地が乾燥し十分な結果を得られなかった。 

実験２ オーキシンの検量線作成 

R² = 0.9645 
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検量線 

次に、植物内のオーキシン量を測定するため、以下の手順で検量線を作成した。 

GW試薬 2mL    純水 3mL     試料液 5mL 

2.0*10-3% 

1.0*10-3% 

5.0*10-4% 

2.5*10-4% 

1.25*10-4% 

6.25*10-5% 

３分間 
沸騰水で加熱 

２分間 
冷水で冷やす 

吸光度測定 
525 nm 

インドール酢酸 
カリウム水溶液 

50：１ 

35％ 
過塩素酸 塩化 

第二鉄（Ⅲ） 

ゴードン・ウェーバー試薬 

実験結果 3回吸光度を測定し、その平均値をグラフにした。 

・曲線になったが、対
数近似において1に近
い値が出た。 
 

・そのため、試料中の
オーキシン濃度が少
ないほど値が顕著に
表れる。 

オーキシン 
濃度 
（×10-3 %） 

吸光度 

実験３ シロイヌナズナのオーキシン濃度測定 

 発芽直後のシロイヌナズナの芽と根
をそれぞれ1mgずつ採取した。 
 PBS 200μLですり潰し、その中に含
まれるオーキシンの含有量を調べた。 

実験結果 

根              芽 

  吸光度 濃度(%) 含有量(×10-3mg) 

芽 0.145 0.056 5.6 

根 0.222 0.061 6.1 

・オーキシンの含有量は
芽の部分よりも根の部分
に多かった。 

考察 

・植物の種子は芽を伸ばすよりも先に根を張ろうとするので、発根を促進させる 
 働きも持つオーキシンが発芽直後の段階では根に集まったと考えられる。 

重力 



pH低下によるレンゲツツジへの影響 

3年生SSH研究成果発表会 

山梨県立韮崎高等学校 環境科学部  3年 清水詠介  岡村拓海 

謝辞 今回研究を進めるにあたり、山梨県立大学の輿水達司博士、鹿児島大学の
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を頂きました 

Soil environmental research of  Mt,Amariyama 

・甘利山土壌はpHが低下し続けている 
・pHの低下によって植物の栄養のリン酸イオンが少なくなっている 
・pHの低下は腐植酸の増加が影響している可能性が高い 
・腐植化とpHの低下が今後も進んでゆくか調査する 
・腐植化による影響を詳細に調べたい 

Abstract 

The amount of Mt. Amariyama's Japanese azaleas（Rhdodendron molle）is decreasing at present. We thought the cause could be found in the soil. 
So we have been researching the soil of Mt.Amariyama for two years. We compared the result with other possible causes. We found the soil might 
mostly be andosol. So further research will be needed to find a relation between Japanese azalea and andosol. 

レンゲツツジとは 

No1 No2 No3 No4 No5 No6 No7 No8 No9 平均 

H25 5.5 5.0 5.7 5.5 5.4 5.2 5.1 5.3 

H26 5.2 5.1 5.1 5.1 5.0 5.0 4.8 4.8 5.0 

H27 5.1 5.1 5.2 5.2 5.2 5.2 5.1 5.1 5.1 5.1 

H28 4.7 4.6 4.8 4.7 4.8 4.7 4.6 4.5 4.3 4.6 
Table1 年度別の甘利山土壌の月平均pH  

甘利山のレンゲツツジの個体数が
近年減少している。 

我々はその原因が土壌にあるので
はないかと考え平成25年夏より 
土壌環境の調査を行っている。 

経緯 

Fig 1 現在の甘利山の様子  

 
 学名：Rhododendron molle 
 ツツジ科ツツジ目ツツジ属 
 適正pH：5.5～5.0 
  ・湿原や草原に自生する 
 ・グラヤノトキシンなどの毒を持つ 
 

  実験Ⅰ 土壌は適正pHであるか 

土壌のpHが 
徐々に低下している 水20g 

土10g 
撹拌 

実験方法 

実験結果 

 
レンゲツツジの 
適正pHとのずれ 

 
土壌中の金属の流出 

↓ 
土壌の栄養不足化 

 

  考察Ⅰ 土壌pHがなぜ低下したか 
 仮説Ⅰ 雨による影響 

H₂O＋CO₂⇔H₂CO₃⇔H⁺＋HCO₃⁻ 

H₂0 
+ 

CO₂ 

H₂0 
+ 

CO₂ 

H₂0 
+ 

CO₂ 

降水量による影響は 
ほとんどない 

 仮説Ⅱ 腐植酸による影響 
1.腐植酸とは 

Fig2 年度別の韮崎市の月平均降水量  

 
 腐植酸 
 種類：フミン酸 
     フルボ酸 など 
 特性：有機酸の一種 
      高分子化合物で 
      詳しい構造は分からない 
 Fig2 フルボ酸の平均構造式  

 仮説Ⅱ 腐植酸による影響 
2.腐植酸の増加 

  実験Ⅱ 土壌の腐植化が進んでいるのか 

腐植 

分解 

腐植 腐植 
腐植 

腐植 

実験方法 

チューリン法 
実験結果 

 
甘利山土壌は腐植化が 
進んでいる土壌である 

 

腐植が進んでいる土壌の黒ボク土に 
近い腐植物質を検出した 

 
土壌の腐植化によって 

土壌pHが低下した可能性がある 
 Fig3 サンプル別の炭素量 

  考察Ⅱ   なぜ栄養不足になるか 

実験方法 

モリブデンブルー法 
実験結果 

酸性土壌は・・・ 

金属
イオン 

金属
イオン 

金属
イオン 

PO₄³⁻ 

PO₄³⁻ 

結
合 

PO₄³⁻ 

不溶性リン酸塩 

PO₄³⁻ リン酸イオン（栄養） 

  実験Ⅲ 土壌は栄養不足になっているか 

年々リン酸イオンの量が 
低下してきている 

 
pHの低下によって 

リン酸イオンの量が変動している 
 

これまでの成果・考察及び課題 

Fig4 地点別の平均リン酸イオン量 
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