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Producing Umbrella radio 

実験１ 傘ラジオで聴けた場所の送信所からの距離の測定 

 ラジオの送信所から少しずつ離れていき、それぞれの場所で傘ラジオ
が聴けるか確かめた。 

・Cまではラジオを聴くことができた。 
・離れていくとそれに伴って音量は小さく     
 なっていった。 

韮崎高校までの距離6500ｍ 

傘ラジオのしくみ 

 ラジオの送信所では送信電流が流れており、
周りには磁界が発生している。その磁界が変
化すると傘ラジオに誘導電流が流れる。その
誘導電流をクリスタルイヤホンが音に変え、傘
でラジオを聴くことができる。 

 よりラジオの送信所から離れた場所から聴くためにはより大きな
音量が必要である。そこで、どのようにしたら音量が大きくなるか考
え、今後の実験に生かして生きたい。 

仮説 電線の長さが長いほど、音量が大きくなる。 

概要 

電線の長さを５m、１０m、１５m、２０m、２５mと変え、それぞれ

の音量を測定し、それぞれのデータをもとに電線の長さと音量
の関係式を導き、グラフ化した。 

結果 

考察 

 電線の長さと音量の関係式から、電線の長さが長いほど音の大き
さが大きくなると考えられる。電線の長さが２５mのときよりも２０mの
ときの方が音量が大きくなったのは、２５mのときは接続不良だった
ことが原因と考えられる。 

 

･･･ラジオ送信所の送信電流の方向 

･･･磁界の方向 

    距離   

A 249.1 ◎ 

B 272.5 ○ 

C 554.9 △ 

D 1164.7 × 

  5m 10m 15m 20m 25m 

騒音測定 51 62 63 79 65 

騒音Checker 60 57 62 82 75 

LINE TOOLS 37 41 47.5 69 68 

平均 （db） 49.3 53.3 57.5 76.7 69.3     

 
 

  (A-`A) (A-`A)２ (B-`B) (B-`B)２ (A-`A)(B-`B) 

5 -10 100 -11.92 142.0864 119.2 

10 -5 25 -7.92 62.726 39.6 

15 0 0 -3.72 13.8384 0 

20 5 25 15.48 239.6304 77.4 

25 10 100 8.08 65.2864 80.8 

  0 250       ０ 523.5676 317 

決定係数 R２＝Sxy
２/Sxx×Syy 

0.5＜R２＜1.0 であれば推定などで使用可能。 

Ｒ2＝Sxy
2/Sxx×Syy 

 ＝３１７２/250×５２３．５４１６ 
 ＝１00489/130885.4 
 ＝0.7677632493769359…… 

  ∴0.5＜Ｒ２＜1.0 であるため、使用可能 

 今回の実験で得たデータをもとに、電線をできるだけ多く巻いた傘
ラジオを製作し、ラジオの送信所からどのくらいはなれた場所から傘
ラジオを聴くことができるか実験したい。また、ラジオの送信所から
離れた場所での音量を測定し、距離と音量の関係について研究し
ていきたい。 
  

今回研究を進めるにあたり、物理教諭の日高翔太先生をはじめ
多くの先生方にご協力をいただきました。ありがとうございました。 

y = 1.268x + 42.2 
R² = 0.7677 
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得られた音量と電線の長さのデータから、音量と電線の長さの関
係を調べるために回帰分析を行った。 

Fig.1 ラジオの送信所の電流と磁界 
 

Table1 測定地点での音量の有無 

Fig.2 測定地点 

Table2 電線の長さと音量  

Table3 実験データの分散と共分散  

 The aim of our research is to find out how to make the sound from an 
umbrella  radio heard clearly in our school building.  
 In order to do so, we made an umbrella radio and checked its volume and 
electric current. We change the distance from the transmitting station, the 
resistance, and the length of the wire.  
 As a result, the sound from the radio became louder when a long electric 
wire was used, and the clarity of its sound was improved with increased 
resistance.  
 
  
 
私たちの研究目標は、韮崎高校で傘ラジオを聴くことである。そのため、
傘ラジオを製作し、ラジオの送信所からの距離、電線の長さ、音量、電
流の関係を調べた。その結果、電線の長さが長いほど、音量が大きくな
ることが分かった。また、抵抗を用いると、より鮮明に聴こえることが分
かった。今後は、より離れた場所から、より鮮明に音が聴こえる傘ラジオ
を製作していきたい。 

Fig.3 電線の長さと音量  

`A=15 `B=61.22 

Aの値…電線の長さ   Bの値…音量 



Ｐｒｏｔｅｃｔ Ｅｇｇ ～卵を守れ～ 

   サイエンスフェスタ２０１７ 

山梨県立韮崎高等学校 ２年６組 小池拓斗 ５組 大柴孝太、戸島優太、三井陽太 

研究概要 

今後の課題 

 Egg Dropという競技を知り、それに興味を持った。スーパーで買った卵が家に
ついたころには割れてしまっている。そんな経験を一度はみな経験してると思う。
そんな悩みを解決すべく、Egg Dropをもとに割れないための手段を調べた。
  

動機 

実験結果② 

考察① 

仮説② 

実験方法②  

得られた研究の成果 

この一連の流れを通して、位置エネルギーが小さいほど卵が割れなかったと考
えられる。ただし、パラシュートは落ちる場所が悪かったためヒビが入ってしまっ
たと考えられる。綿を入れた場合では、紙を入れた場合より衝撃を吸収し切れ
なかったと考えられる。プチプチを入れた場合では紙を入れた場合より衝撃を
吸収することができたためヒビも入らなかったと考えられる。よって、卵を衝撃
から守るためには、落下速度を緩めるために空気抵抗を受けやすくし、落ちる
箇所を定められるようにバランスを重視し、クッションをプチプチにすることが１
番良いということがわかった。 

  

実験内容 

仮説① 

実験方法① 

実験結果① 

考察② 

謝辞 

参考文献 

Abstract 

１ ２ ３ ４ ５ 

コーン × × △ △ × 

竹とんぼ △ △ ○ △ △ 

箱型 × △ × △ × 

パラシュート △ △ △ △ 
 

△ 

合体 ○ △ ○ × ○ 

 We started this research because we got interested in the ‘Egg Drop’ 
competition. They compete by being able drop an egg from the highest 
point possible without breaking. We devised protectors made of paper, 
and conducted experiments. We were successful in the experiment 
using the protector with a parachute. 

○・・・無傷な状態 
△・・・ヒビが入った状態 
×・・・中身が出た状態 

Egg Drop という競技のルールに従って、紙を素材とし、卵のプロテクターの
形状を変え、実験を行った。 

その中で、なかに入れたクッションの影響が大きいと思われるプロテクターで
クッションを変えて実験を行った。 

 
 

http://www.kids.isas.jaxa.jp/ex/eggdrop/ 
http://monodzukurikidsfund.org/eggdropkoshien/basic-rules/ 

 卵を紙を素材としたプロテクターの中に入れ、９．１ｍの高さから落として卵
が割れるのかどうか調べた。 

箱型とコーン型は殻さえもこなごなになってしまった。これは、落下速度が
早かったためその分の衝撃が加わってしまったと考えられる。パラシュート
は落下速度は遅かったが、外装が薄かったからヒビが入ったのだと考えら
れる。竹とんぼと合体は衝撃を受ける場所によってヒビが入ってしまったの
だと考えられる。だが、ほかの型と比べて安定した落下だった。 

 まず最初に紙を素材とした箱型、竹とんぼ型、コーン型、パラシュート型、
合体型（コーン＋パラシュート）のプロテクターを作り、紙くずをクッションとし
て中に卵を入れ、それぞれ５回ずつ落下させた。結果より、最も衝撃が大き
いプロテクターの中身のクッションを綿、気泡入り緩衝材（プチプチ）に変え
て、それぞれのクッションで5回ずつ落下させた。 

 箱型とコーンは空気抵抗が少ないため衝撃を受けやすく卵が割れてしまうと
思った。竹とんぼはバランスが崩れたり、卵本体が落ちてしまうと思った。パラ
シュートと合体は、空気抵抗が大きいから落下速度を緩めて、卵が割れないと
思った。 

 紙で箱型・竹とんぼ型・コーン型・パラシュート型・合体型（コーン＋パラシュー
ト）の５つのプロテクターをつくり中に紙くずのクッションを入れ、９．１ｍの高さか
ら落とす。各型を５回ずつ落としてデータを取り、卵が割れなかったときを○、卵
にひびが入ったときを△、卵の中身が出たときを×であらわす。 
 位置エネルギー（Ｕ＝ｍｇｈ）  
・コーン型 １０．２Ｊ 
・竹とんぼ型 ７．８Ｊ 
・箱型 １２．７Ｊ 
・パラシュート型 ７．３Ｊ 
・合体型 ７．８Ｊ 
 

  １   ２    ３   ４   ５ 

 紙 × △ × △ × 

 綿   ×   × × × × 

プチプチ ○ ○ ○ ○   ○ 

綿はふわふわしているので衝撃を吸収し、卵を守ることができると思った。 

プチプチは衝撃吸収剤として広く使われているので、卵を守ることができると
思った。 

実験①より、１番結果が悪くクッションの影響を受けやすいと思われる箱
型と同じ長さのものを作って使い、中のクッションを綿と気泡緩衝材（プ
チプチ）に変えてそれぞれのクッションで９．１ｍの高さから５回ずつ落と
した。 
 位置エネルギー（Ｕ＝ｍｇｈ）  
・紙 １２．７Ｊ ・綿 ５．３Ｊ ・プチプチ ５．６Ｊ 

綿をクッションとした箱型は殻さえも粉々になり、中身が飛び出した。これは繊
維が細かすぎて衝撃を吸収しきれなかったためだと考えられる。プチプチは全
くの無傷であった。これは落ちた衝撃により気泡が割れ、衝撃を完全に吸収し
卵が割れなかったと考えられる。 

今回実験するにあたり、日高先生、根津先生にご協力いただきました。 
 
※割れた卵はみんなでおいしくいただきました。 

空気抵抗を今回は計算していなかったので、空気抵抗の大きさを計算に入
れて実験を行いたい。また、落とす回数を増やしたり、プロテクターの種類
を増やしたりして実験を行いたい。 

http://www.kids.isas.jaxa.jp/ex/eggdrop/
http://www.kids.isas.jaxa.jp/ex/eggdrop/


味覚の限界と性別による違い

山梨県立韮崎高等学校 3年 今福菜月 小澤星 篠原葵 広瀬英李菜

動機

・糖度計 ・pHメーター
・フルクトース ・クエン酸 ・クエン酸三ナトリウム

昨年度の実験で、温度変化によって果物の糖度とpHの値が変化すること
が分かった。そこで、今年度は人間がどこまで味覚だけで糖度とpHの差を
正確に識別できるのか知りたいと思ったから。

実験方法
クエン酸溶液とクエン酸三ナトリウム溶液を混ぜて、pHの異なる２つの溶液
をつくった。それを被験者30人に舐めてもらい、どちらがより酸味を強く感じる
かを答えてもらった。
※70％以上の人が正しい判断ができたら、識別可能とした。

実験1(糖度)

仮説

使用したもの

実験結果1(pH)

実験1(pH)

糖度：5.0Brixの差が限界
同じ品種の果物でも甘さの違いは識別できる。一般的に苺は糖度
10～15Brix、桃は糖度11～15Brix、ブドウは糖度15～20Brixなの
で、5.0Brixの差が限界だと考える。

pH：pH1.0の差が限界
日常生活においてレモンとキウイの酸味の違いは識別できる。一
般的にレモンはpH2.0～3.0、キウイはpH3.2～3.5なので、pH1.0

の差が限界だと考える。

実験結果1(糖度)

実験方法
糖度の異なるフルクトース溶液を2種類つくった。それを被験者30人に
舐めてもらい、どちらのほうがより甘さを強く感じるか答えてもらった。
※70％以上の人が正しい判断ができたら、識別可能とした。

pH0.5の差が識別でき
る限界値である

100％

10Brix 20Brix

4.0Brixの差が識別できる限界値である

20Brixが甘い

①差：10Brix ②差：5.0Brix

86.7％

13.3％
15Brixが甘い

20Brixが甘い

15Brix 20Brix

③差：4.0Brix ④差：3.5Brix

識別可能 識別可能

55.3％

44.7％
14Brixが甘い

17.5Brixが甘い

14Brix 17.5Brix

25％
14Brixが甘い

75％
18Brixが甘い

14Brix 18Brix

※グラフのデータは３回の実験の平均である。

識別可能

Fig1 10Brixの差 Fig2 5.0Brixの差

Fig3 4.0Brixの差 Fig4 3.5Brixの差

①差：pH1.0 識別可能

6.2％

93.8％
pH3.5がすっぱい

pH4.5がすっぱい

pH4.5 pH3.5
Fig5 pH1.0の差

②差：pH0.5

8.9％

91.1％

pH4.0がすっぱい

pH3.5がすっぱい

pH4.0 pH3.5
Fig6 pH0.5の差

③差：pH0.4

識別可能

Fig7 pH0.4の差

33.3％

66.7％

pH4.9がすっぱい

pH4.5がすっぱい

pH4.9 pH4.5

Fig8 女子(糖度)

※グラフのデータは３回の
実験の平均である

Abstract
We wanted to see the smallest concentration of fructose and pH value that can be detected by human taste receptors. 5μL fructose solutions of different 

concentrations were given to 30 research subjects, and the subjects tasted them. They indicated which solutions they were able to detect sweetness. The 

same process was repeated with the subjects using citric acid solutions for pH change. 

３年グループ課題研究成果発表会 2017

実験結果2

実験2

実験方法
実験1と同様に、2種類の溶液をつくり、被験者30人になめてもらった。

より甘さを強く感じる方と、より酸味を強く感じる方を答えてもらった。この
実験では、男女別に集計した。

《糖度》
①女子 ②男子

《pH》
②男子

正解 不正解

Fig9 男子(糖度)

Fig11 男子(pH)
Fig10 女子(pH)



 山梨県立韮崎高等学校 ２年  小野稜真 内藤雅貴 堀田唯斗 吉野遥人  

サイエンスフェスタ 

  

Planarian is a flatworm that is known for its regeneration capacity. In our experiments ,we used 

Dugesia  japonica ,a type of planarian.Our Experiments aim to establish if D.japonica are capable 

of learning and where this information is stored. 

 

                    目的 

まず、明るいとこるにエサを置きナミウズムシがエサの場
所にくるように覚えさせる。これを何度も繰り返す。そし
て、ナミウズムシが光を危険な場所だと感じなくなり、そ
こに行くようにさせる。その後、ナミウズムシの体を切断
し再生した頭以外の部分にも切断前の記憶が残ってい
るのかを観察する。 

①シャーレにエサと３匹のナミウズムシを置き製作した
装置の中に入れる 
 
②装置の中を暗くする 
 
③ＬＥＤライトを１８Vに設定し、エサのところに光を当て
る。 
 
④約１時間後に明るいところにナミウズムシがいることを
観察する。 
 
＊これを約２週間繰り返し行った。 
  

ナミウズムシには脳があるために学習能力があると仮
定して明るい場所が危険ではないと認識しそれを記
憶すると考えた。 

Fig 8 

                   仮説 

                  結果 
 

生物の授業で幹細胞について学んだときに 出てきた
プラナリアに興味を持ち調べたところプラナリアには
脳があり記憶能力を持っていると知った。そこで、プ
ラナリアの光を危険に感じる性質を利用して記憶能
力を図る実験を行おうと考えた。 

                   参考文献 

http://www2u.biglobe.ne.jp/~gen-yu/plaj_list.html  
http://www2u.biglobe.ne.jp/~gen-yu/pla_index.html 

                今後に向けて  

まず、残り２匹のナミウズムシに記憶をさせる。その後、記
憶したナミウズムシを縦横、２等分や３等分など切り方で
頭以外の部位に記憶があるのかを実験していきたい。そ
のために実験を計画的に行っていきたい。 
 

Do you have a memory after revival of a planarian? 

プラナリアは一般的に著しい再生能力で知られている。
私たちは、その中のナミウズムシを使って実験した。私た
ちはナミウズムシには学習能力があること、またその記憶
が切断後再生した頭以外の部位にも残るということを立
証するために以下の実験を行った。 

実験を行った結果、３匹中１匹だけが明るい場
所にエサがあると記憶する学習能力があるとわ
かった。しかし、他の２匹は明るい場所にエサ
があることを認識することができず、明るい場
所に近づくことはなかった。 
  

記憶した１匹は、明るい場所に行くリスクよりもエ
サのメリットの方が大きいと認識して学習したと思
われる。しかし、他の２匹はエサのメリットより明
るい場所に行くリスクの方が大きくなってしまった
か、エサ自体を認識することができなかったと思わ
れる。 
  

                動機 

            Abstract 

プラナリアの再生後の記憶はあるのか？ プラナリアの再生後の記憶はあるのか？ 
 

Do you have a memory after revival of a planarian? 

               実験内容 

               実験方法                  考察    

http://www2u.biglobe.ne.jp/~gen-yu/plaj_list.html
http://www2u.biglobe.ne.jp/~gen-yu/plaj_list.html
http://www2u.biglobe.ne.jp/~gen-yu/plaj_list.html


ゾウリムシはどの飲み物が好き？
～ゾウリムシの培養に適した飲料を調べる～

山梨県立韮崎高等学校 3年 中山千鶴 夏川麗 金丸雅 村上聖佳

動機

（準備）

・生茶、午後の紅茶（無糖）、十六茶、なっちゃんりんごジュース（１０倍希
釈）、イースト菌の溶液（0.3％濃度） 5種類を３００ｍｌずつビーカーに入れ
る
・これらにゾウリムシを10ml入れ、常温で増殖させる
（観察）
・ビーカーの中から培養液を0.5ml取り、140回転で1分間遠心分離にかけ
る
・上澄み液を0.4ml抜き、残った0.1mlをプレパラートにとって、塩化ニッケ
ル1％を0.1ml加え、双眼実体顕微鏡で観察する
・0.1ml中に何個体ゾウリムシが入っているか肉眼で数える

仮説

方法

ゾウリムシの増殖について調べる中で、生茶で増やすという方法を見つけ
た。生茶で本当に増殖するのか、ほかの飲み物では増えるのか、気に
なったため今回の実験をすることにした。また、前回の研究では、酵母が
増殖の要因ではないかと考えた。この仮説を確かめるために、酵母も実
験することにした。

・前の実験結果より、酵母が最も多く増殖すると思う

・ゾウリムシの餌となる固形のかすが多く含まれている生茶が最も早く
増殖すると思う

結果

考察

反省

・時間がなかったため、第二研究の観察期間が第一研究よりも短く
なってしまい、より正確な検証ができなかった。

・なっちゃんりんごジュースをゾウリムシが生存できる濃度に正確に希
釈することができなかった。

謝辞

研究の監督をしてくださった古屋先生、実験のアドバイスをしてくだ
さった根津先生、ありがとうございました。

課題

概要

When we culture paramecium, we generally use the broth of 

straw. We used Jurokutya namatya gogonokoutya nattyann

and yeast for our experiment this time. And we inspected the 

result. We cultured paramecium in beaker . We counted the 

number of them for two weeks.

方法

仮説に反し、生茶より十六茶のほうが先に多く増殖した。この二つの
飲み物の大きな違いであるカフェインが影響を与えているのだろう
か。

生茶にはカフェインが含まれており、十六茶には含まれていないた
め、カフェインが増殖の阻害をしているのではないか。

生茶で後半ゾウリムシが増殖したのは、時間の経過とともにカフェイ
ンの濃度が薄まったからではないか。

仮説通り酵母で著しい増殖を確認できた。酵母はゾウリムシの増殖
を促しているという前の実験の考察を裏付けることができた。

カフェインの含まれていない生茶（デカフェ）で同じようにゾウリムシを増
殖させ、10日間観察する

結果

考察

カフェインが含まれている生茶よりもカフェインが含まれていない生
茶のほうが早い段階で増殖が確認できた。この結果により、カフェイ
ンがゾウリムシの増殖を阻害しているという仮説が信憑性を増した。
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・カフェイン以外にもゾウリムシの増殖を阻害する物質がないか調べる。
・カフェインがなぜゾウリムシの増殖を阻害するのか調べる

上の実験を踏まえて、本当にカフェインがゾ
ウリムシの増殖を阻害しているのか確かめる
ため、第二研究を行った。

Fig1.培養液の写真

http://www.shin-shouhin.com/2017/05/23/namacyadeca...

参考文献

www.osaka-c.ed.jp/kate/rika2/biology/.../⑫ゾウリムシ.pdf

Fig2.グラフ

Fig3.観察したゾウリムシ① Fig4.観察したゾウリムシ②

Fig5.生茶とDECAFの写真

Fig6.グラフ



山梨県立韮崎高等学校 2年  横内穂乃香 野崎沙織   

調査内容 
1．被験者37人の正面からの顔の写真を撮った。今回は代表として
15人の写真を使用。 
2．回数を指定してガムを噛んでもらった。 
3.噛み終わった後、再び正面から顔の写真を撮った。 
4.写真の顔の横幅を計測した。 

※画像を比べる際は、被験者の瞳孔やメガネの大きさが合うように
して、なるべく写真を撮ったときの誤差が少なくなるようにした。 

※輪郭の増減は唇の両端を結んだ線の延長線と顔の輪郭の交点
までの長さを計測した。 

まとめ・今後の課題 

考察 

人間の顔の形を決める要因の1つは、毎日食べる食べ物である。 私
たちは、顔の形と咀嚼回数の関係を研究した。前回の実験（Fig.1、
Fig.2）で、咀嚼回数が人間の顔の形をどのくらい特徴付けているか

を調べたところ、咀嚼回数が少ない人は、顔の輪郭が逆三角形にな
り、咀嚼回数が多い人は、顔の輪郭が四角くなることが分かった。こ
の結果を受け、今回は、前回の結果が本当に咀嚼によるものなのか
を調べるため調査を行った。 

経緯 

仮説 

実験結果 

Ａｂｓｔｒａｃｔ 

In our opinion, chewing food will change the facial outline.We had the subjects chew gum and compared the facial outlines 
after chewing with the one before chewing. 

謝辞 顔の変化の予想として、前回の実験からある程度の咀嚼回数まで
は顔の横幅に変化がない、または減っていくと思う。また、ある一定
の咀嚼回数を過ぎるとえらが発達することで横幅が増えていく。 

Fig.1咀嚼回数100回以上9人の平均顔 Fig.2咀嚼回数50回未満9人の平均顔 

この研究を進めるにあたり指導教官の古屋先生、SSHの根津先生にご指
導いただきました。また、2年6組のクラスメイトにも協力していただきまし
た。ありがとうございました。 

100～300回の間では仮説通りの結果は得られなかったが、500、600
回の階級では、顔の輪郭が減少傾向にあった。また、800回では横幅
が増えているように見受けられるので、500、600回までは顔の輪郭は
減少または変化なし、700回、800回以上咀嚼し続けると顔の横幅は増
加すると言える。その理由として、100～300回の階級では咀嚼が顔に
与える影響は少なく、400回以上噛み続けることで変化が現れ始め、

咀嚼によって頬を動かすことで顔周りの筋肉に含まれる水分が僅かに
失われて、数値は減少した、また700、800回噛み続けて顎の筋肉を動

かし続けるたことで、筋肉に疲労物質が蓄積され、それを押し流すた
めの血液、リンパ液が送り込まれたため、結果的に筋肉が膨張し、値
は増加したのではないかと考えられる。 

Fig.4噛む前と噛んだ後の増減結果 

※咀嚼前と咀嚼後で変化がない場合は→と緑、増加した場合↑と
赤、減少した場合は↓と青で表した。 
※各階級2名ずつを基本とした。 

Fig.3実際に使用した画像例 

咀嚼と顔の輪郭の関係 
サイエンスフェスタ 2017 

Relationship between chewing and face contour 

 

私たちは、食べ物を噛むと顔の輪郭が変化すると予測を立てました。そこで、今回の研究では被験者にガムを噛んでも
らい、咀嚼前のものと咀嚼後の顔の輪郭を比較しました。 

前回の実験で、咀嚼回数が少ない人は、顔の輪郭が逆三角形になり、
咀嚼回数が多い人は、顔の輪郭が四角くなることが分かった。しかし、
前回は実際の実験実施に対して半年以上前に撮影された証明写真を
用いたため、結果はでたものの、それが本当に咀嚼に関係しているの
かとのご指摘を頂いた。そこで今回は回数を指定し、咀嚼後すぐに撮
影したことで咀嚼が顔の輪郭に与える影響が確かにあることが分かっ
た。 
今回は37名中代表15名のデータのみを使用したので、今後は37名全

員分のデータを検証し、検定にかけることでより正確なデータを出して
いきたい。 

また、今回の実験では、写真を撮影する際、顔とカメラの距離が揃っ
ていなかったためそれぞれの比率がバラバラになってしまい、具体的
に数値化することができなかった。そのため値が「増加した」、「減少し
た」という曖昧な結果しか得ることができなかったので、より正確に数
値が出る実験方法を考えることが今後の一番の課題だと捉えている。
具体的には今回の実験を撮影する場所とカメラを固定して行っていく
ことを検討している。 

そして、次の実験として、今回の実験に加えて、被験者一人ひとりへ
の指定する咀嚼回数を変える、被験者の人数を増やしていくことで、よ
り多くの実験データを得ることも考えている。 

今後この研究を続けていくことで、咀嚼が顔に与える影響を予測可能
にすることを目指していきたいと思う。 

  100   200   300   400   500 600 700   800   

1日目 →×2   ↑×1  →×1 ↑×1  →×1 ↑×1  ↓×1 ↓×2 ↓×1 ↑×1  →×1 ↑×2   

2日目 ↑×2   ↑×1  →×1 ↑×1  →×1 →×1  ↓×1 ↓×2 ↓×1 ↑×1  →×1 ↑×1  ↓×1 

3日目 ↑×1  ↓×1 ↑×1  →×1 ↓×2   ↑×1  ↓×1 →×2 ↑×1 ↓×2   ↑×1  →×1 



プロトプラストを作ろう
ＳＳＨ３年生グループ課題研究成果発表会

山梨県立韮崎高等学校 ３年６組 小林 礼人、中込 寛章、吉田 優希

動機

今後の課題

結果Ⅱ

遺伝子組換えなどの技術により植物の雑種やさまざまな特性を持つ植
物を作ることができる。植物に関する細胞工学の１つとして「プロトプラ
スト」という細胞があることを知り興味を持った。

考察Ⅰと課題

実験Ⅲ

考察Ⅲ

1 わずかなpHの変化によるプロトプラストの生成数を測定して比較する。

2 酵素反応時間の変化による生成率の差を調べる。

3   PEG（ポリエチレングリコール）を用いて、細胞融合に挑戦する。

教科書・プロトプラストの作製と細胞融合

－50分間でプロトプラストを作り、観察する

七色プロトプラストの調製、単離、融合 –

著者 水田憲男・水野清貴・中川早苗・田中修 出版社 裳華房

Fig 1  酵素反応によりできたプロトプラスト

Let’s make protoplasts

研究の目的

(1)どのような反応条件で作成すると効率が上がるのか調べる。

(2)プロトプラストを用いて細胞融合を行う。

結果Ⅰ

細胞壁がそのまま残ってしまったのは、ペクチナーゼの濃度が不足し、

細胞が分離されなかったためにセルラーゼが働きにくかったからだと考

えられる。作成効率を上げるため、

・ pHを調整する 「pH5.5が本当に最適pHなのか」

・ペクチナーゼなどの酵素を増やして、最適な濃度を検討する

別の実験方法でプロトプラストを作成する。

①酵素液の調製（60mLにメスアップ）

↓

②pHの調製（5.5）

↓

実験Ⅰと同じ手順

考察Ⅱ

結果Ⅲ

プロトプラストの数が大幅に増加した。
アントシアニンを多く含むプロトプラス
トが観察できた。→ Fig 2

今回の実験を行うにあたり、生物科の芦沢先生、ＳＳＨ実習助手の根津
先生をはじめ、多くの先生方に協力していただきました。ありがとうござい
ました。

Abstract

Protoplasts are plant cells which have no cell walls. We would like to create 

protoplasts from various kinds of plants. We adjusted (A)the temperature 

and pH during the enzyme catalyzed reaction, (B)the kinds of enzyme and 

(C)the amount of enzyme in order to increase the efficiency of protoplast 

creation. Cell fusion and plant regeneration using protoplasts are our final 

goal.

①酵素液の調整(25mLにメスアップ）（pH 5.5）

↓
②植物試料の調製(それぞれ 1 g）

↓
③30分間酵素反応 減圧沸騰2min 30 ℃

↓
④ろ過、遠心分離 2min 500 rpm

↓
⑤顕微鏡で観察

プロトプラストを見つけること

ができた。→ Fig 1

しかし数が少なかった。細胞壁

が分解されずに残ったままの

細胞も見受けられた。作成効率

は高くはなかった。

プロトプラストとは細胞壁のない植物細胞である。私たちはさまざまな
植物からプロトプラストを作り、酵素反応時の温度やpH、酵素の種類や
量を調節することでプロトプラストの作成効率を上げることを目的とする。
私たちの最終的な目標は、プロトプラストを用いた細胞融合と植物再生
である。

セルラーゼ 1.0 g

ペクチナーゼ 0.10 g

Dマニトール 0.50 g

デキストラン硫酸Ｋ 6.0×10-2 ㏖

酵素液の組成(100mlあたり)

トマトの葉

コマツナ

ハクサイ

植物試料

ペクチン

セルロース

＊セルラーゼ濃度 10 mg/mL

セルラーゼ 1.0 g

ペクチナーゼ 100 mg

マセロザイム 0.2 g

D-マンニトール 5.0×10-2mol

ＫＣｌ（３．５％） 3.5g

ＣａＣｌ２（０．５％） 0.5g

酵素液の組成(100mlあたり)

＊セルラーゼ濃度 10 mg/mL

＊ペクチナーゼ濃度 1 mg/mL

＊ペクチナーゼ＋マセロザイム
濃度 2.1 mg/mL

実験Ⅰ

実験Ⅱ

プロトプラストを作製する際、セルラーゼは、10 mg/mLの濃度で使う。

ペクチナーゼ・マセロザイムの濃度は、3 mg/mL 以上であると、飛躍

的にプロトプラストの作製効率が上昇する。

＜謝辞＞

＜参考文献＞

Fig 2  紫ハクサイから作成したプロトプラスト

実験Ⅱと同じ手順で酵素液を作り、pHを ①3.3、②5.5、③8.0 に調整
して プロトプラストの生成率の差を調べる。

①3.8 ②5.5 ③8.0

①、③は酵素反応時のpHが最適pHを大きく外れてしまい、反応が進

行しなかったと考えられる。一方、②は酵素反応が進行し、プロトプラ
ストが生成された。

←セルラーゼのpH活性



カレーのおいしさとは 

   サイエンスフェスタ２０１７ 

山梨県立韮崎高等学校 ２年５、６組 葛西 凌慎、草塩 遥河、佐藤 優樹、荻野 恭輔 

研究概要 

今後の課題 

昨年は同じ具材で一晩寝かせてデータをとった。そこでどの具材がカ
レーを実際においしくしているのか、昨年できずに課題にあがった官能検
査によって調べたいと思った。 

動機 

実験結果② 

昨年の研究データに基づき、どの具材がカレーをおいしくしているのか
調べた。昨年の研究では、研究結果を数値によって出した。そこで今年
の研究では、官能検査によって調査を行い、研究結果とした。 

考察① 

仮説② 

実験方法②  

得られた研究の成果 

今回の一連の実験のデータにより、カレーに入れる具材によりおいしさが変
化することが推察でき、糖度はおいしさに関わっているが、おいしいと感じる
のに最適な値があり、その値は糖度6.3～17.1％の間にあることが推測でき
た。また、ジャガイモとタマネギからは人間がおいしいと感じるのに最適な
量のグルコースが溶け出しているが、ニンジンからはそれ以上の量のグル
コースが溶け出していると推測できる。 

① これらのような一般的な具材以外でも実験をする。 

② 数値によるデータが足りないので他に数値化できる実験を設け、さ
らに原因を追究したい。 

③ 官能検査で調べる人数を増やし、より正確な値に近づけたい。 

④ データの扱いが雑だったので、気をつけたい。 

⑤ 料理の技量の向上により、いつも同じに近い味のカレーを作り、実験
の質を上げる。 

⑥ ＜考察①＞であがった可能性の検証を行う。 

table 2 

Which ingredient makes curry delicious.  

実験内容 

①いろいろな具材を使ってどの具材がカレーをおいしくしているの
かを官能検査によって調べた。 
②糖度計を使ってそれぞれのカレーの糖度を測る。 

仮説① 

どの具材を入れてもカレーはおいしくなるのではないか。 

実験方法① 

具を入れないカレーと、１種類のみの具材を入れたカレーを作り、それぞれ
を食べ比べてもらい、データを割合でグラフに示した。 

実験結果① 

有り（または無し）と答えた人数÷試食人数×１００＝双方の割合(％) 

table1 

グルコースの量に違いがあり、それが＜実験①＞の結果に関係している
のではないか。 

考察② 

糖度には人間がおいしいと感じるのに最適な値があり、その値は6.3～
17.1％の間に存在していると考えられる。 

謝辞 

今回の実験を行うにあたり、家庭科の小笠原先生に助言をいただきました。
ならびに、糖度計を貸してくださった化学科の先生方、ありがとうございまし
た。 

Abstract 

Last year we researched why curry tastes better the next day. Glutamic acid 
makes food delicious. We found out that stewed potatoes produced the 
good flavor by measuring the amount of glutamic acid using an absorption 
spectrometer. This year, we surveyed people and measured sugar content of 
each ingredient in order to find out which ingredient makes curry delicious.  

ジャガイモ タマネギ ニンジン 

有り(％) 73.3 66.7 46.7 

無し(％) 26.7 33.3 53.3 

官能検査結果、下のような結果が得られた。 

じゃがいも 
 有…22÷30×100＝73.3 
 無…8÷30×100＝26.7 
たまねぎ 
 有…20÷30×100＝66.7 
 無…10÷30×100＝33.3 
にんじん 
 有…14÷30×100＝46.7 
 無…16÷30×100＝53.3 
             ※なお、計算は小数第一位を四捨五入した。 

グルコースの量を糖度と考え、電子糖度計を使用して糖度を計測した。 

具なし ジャガイモ タマネギ ニンジン 

糖度 
  (％) 

6.3 13.3 10.0 17.1 

ジャガイモ、タマネギには、カレーをおいしくする成分が含まれ
ていて、煮込むことでその成分がカレーに溶け出したと考えられ
る。一方、ニンジンは入れても入れなくても感じ方にあまり差が
なかったので、以下の３つの可能性を考えた。 
 
 ① ニンジンにはジャガイモ、タマネギに含まれる成分がない。 
 ② 成分自体はあるが、それを打ち消す成分が含まれている。 
 ③ 煮込む時間が足りなかった。 



SSH3年生グループ課題研究成果発表会

山梨県立韮崎高等学校 ３年 伊藤菜里 小尾奏絵 古徳美麗

仮説

酵素は６０℃で失活すると言われているので、タンパク質分解酵素も同じ
ように６０℃前後から量や働きに変化が見られるのではないかと考え、実
験を行った。

今後の課題

考察

謝辞 今回に研究を進めるに当たり、渡邊先生、根津先生、山口先生、秋山
先生には貴重な情報提供をはじめ多大なる御協力を頂きました。

ブロメラインはたんぱく質分解酵素である。パイナップルに含まれており、
食べると口の中がヒリヒリする原因となる。タンパク質分解酵素は熱に
より変性し、失活する。
そこで、温度と加熱時間を変えてどのくらい失活するかを調べた。

概要

実験 Lowry法によるタンパク質の定量（DC Protein Assay Bio Rad）

実験3

実験結果

実験結果

実験結果

実験1  

実験内容 ゼラチンが固まるかの検証

実験 SDS-PAGEによりパイナップル内のタンパク質を検出

実験2

８０℃以上でブロメラインは
失活すると考えられる。

パイナップルに含まれるタンパク質は
ブロメラインの分子量に近かった。

８０℃以上ではゼラチンが
固まった。

60℃以上の加熱をして減少した
タンパク質量はブロメラインの
量と考えられる。

タンパク質濃度は加熱をする
ことで減少した。

・タンパク質の定量で、６０℃以下の加熱でも計測する。

Fig 1実験結果
(n=4)

Fig 2 のSDS-PAGEの結果

Abstract

６０℃以上の加熱では、ブロメラインの量が減った。
ブロメラインは８０℃以上の加熱をすると失活する。

Fig 3  BSA検量線

ゼラチンの実験
・ゼラチンは８０℃以上で固まることがわかった。
このことから、パイナップル内のブロメラインは８０℃以上の加熱をすることで失活すると
考えられる。

SDS-PAGE
・パイナップル内のタンパク質を検出したところ、ブロメライン分子量の３３kDa付近に濃
くあらわれた。
パイナップルに含まれるタンパク質は主にブロメラインであると考えられる。

Lowry法によるタンパク質の定量
・ブロメラインは加熱することで、減少した。

・加熱時間 3分
・冷却温度 12.2℃
・冷却時間 1時間

Bromelain is a proteolytic enzyme. It is found in pineapples and causes a burning feeling in the mouth. Proteolytic enzymes are denatured and

inactivated by heat. We changed the temperatures and the length of heating time to find out how much they are inactivated.

Fig 4 タンパク質濃度

実験内容
1.59.2～95℃でパイナップルを加熱する
2.ゼラチン液に入れる
3.冷蔵庫で１時間冷却する

実験内容
1.BSA400μLと酵素液100μLをマイクロチューブに入れる
2．温度を変えて30min加熱する
3.15分後、750nmで吸光度を測定

実験
1.サンプル調整バッファーに試料を混合する
2.95℃で3分間加熱
3.遠心分離後に電気泳動にかける。

ブロメラインの分子量
33kDa

温度
ゼラチン ○ 79 △

60 × 80 ○
65 × 85 ○
70 × 90 ○
75 × 95 ○



大腸菌に抗菌効果のある食品 
Food ingredients with antibacterial effect on Escherichia coli 

サイエンスフェスタ ２０１７ 

山梨県立韮崎高等学校 ２年 萩原 ひかる 内藤 伊織 山口 莉緒  

実験内容 ① 

調味料として使われることの多い、わさび、からし、にんにく、しょうがを
使い大腸菌に対する抗菌効果を調べた。 

動機 

仮説 ① 

わさびは刺身などの生ものに使われることが多く、抗菌効果があると
考える。また、からしやにんにく、しょうがは風味が強いため、こちらも
抗菌効果があると考える。 

 実験 ① 

② 

寒天培地に大腸菌を塗った状態で、わさび、からし、にんにく、しょうが
を0.5g載せて培養した。 

大腸菌について 

大腸菌とは、環境中に存在するバクテリアの
主要な種のひとつである。この菌は、腸内細
菌でもあり、動物の消化管内、特にヒトなどの
場合は大腸に生息している。 

 実験内容 ② 

実験①で使用した調味料を成分として含む寒天培地を作り、大腸
菌が増殖するか調べた。 

考察 ②  

今後の課題 

抗菌効果があるとされる食品をインターネットで調べ、該当する食品
の中からこの4つを選んだため、全て効果があると思われる。 

・アリルカラシ油の入っている食品や、大腸菌に対して抗菌効果が 
 あるといわれている食品を使って実験を行う。 
・加工されていない状態のわさびと、加工済みのわさびの効果の違 
 いがあるのか調べる。 
・実験②の際、食品の成分を十分に抽出した状態で行う。 

参考文献 

大腸菌 

 からし 

 しょうが  わさび 

 にんにく 

 仮説 ② 

精製水に調味料を十分に抽出することが出来なかったので、実
験①よりも効果が薄くなってしまうと考えられる。 

 実験 ② 

実験①と同様の調味料を2gオートクレーブで滅菌した精製水
100mlに溶かし、それを使って培地を作り大腸菌を白金耳で塗った。 

結果 ① 

結果 ① 

考察 ① 

わさびとからしに大腸菌が培養されなかったのは、両方に含まれてい
るアリルカラシ油という成分が作用したためと考える。 

にんにくとしょうがには、このような抗菌効果のある成分が入ってな
かったため、培養されたと考える。 

今回、培地がまだ熱い状態でこれらの調味料を入れたため、アリルカ
ラシ油の成分が働きを失ったと考える。 

・http://tigai-hikaku.com/wasabi-karasi-1049 

・http://image.search.yahoo.co.jp/search?p=%E5%A4%A7%E8%85%B8% 
E8%8F%8C%E3%81%A8%E3%81%AF&search.x=1&tid=top_ga1_sa&ei=U
TF8&aq=0&oq=daityoukinn&at=s&ts=6780&fr=top_ga1_sa#mode%3Dd
etail%26index%3D11%26st%3D347 

実験内容 ③ 

仮説 ③ 

大腸菌に抗菌効果があるとされる【梅2g・R-1ヨーグルト2g・お酢
200μl・レモン汁200μl】を使い、実験①と同じ方法で実験を行った。 
 

結果 ③ 

仮説通り、大腸菌は培養できなかった。（写真省略） 

考察 ③ 

梅、お酢、レモンには共通してクエン酸が含まれており、R-1ヨーグル

トには乳酸菌が多く含まれているため、大腸菌が培養されなかったの
ではないかと考えられる。 

・https://health-to-you.jp/foodpoisoning/yogurutosyokutyudoku50973/ 

When eating raw foods in Japan, seasonings such as wasabi, Japanese 
mustard, ginger and garlic are used as bactericides.  Besides them, 
foods like yoghurt and Umeboshi, pickled Japanese plum, are said to 
have an antibacterial effect.  We used these ingredients to investigate 
their effects on colon bacillus.  Our research showed that such 
ingredients are effective in inhibiting their proliferation. 

わさび、からし、しょうが、にんにくなど、料理に使われる調味料やヨー
グルト、梅干しなど、大腸菌に抗菌効果があると言われているものがあ
る。本当にその効果があるのか？疑問に思ったので，実際に実験を行
い調べてみようと思った。 



ニュートンビーズの研究 
Researching  of  Newton-beads 

サイエンスフェスタ 2017 

山梨県立韮崎高等学校 物理化学部 2年 茅野 遼太郎 坂本 裕哉 

参考になる文献は非常に少ない。 

•YouTubeでは、浮き上がる理由を慣性力によるものと説明。 

•この曲線は逆懸垂線である。   

           （基礎科学研究所、松田卓也氏）    

懸垂線・・・紐状の物の両端を持って垂らしたときの曲線。 

 

文献調査から 

Fig 2 ロープの懸垂線 
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Fig 3 曲線の比較 

𝝆は線密度 
𝒈は重力加速度 

実験について 
（１）実験方法 

① スタンドと置き台を用意して鎖を入れた 
ビーカーを設置し、ハイスピードカメラで 
240/sで録画する。 
②ビーカーの高さを10cmごと変える。 
③鎖の大きさを変えて①②を行う。 

（２）動画の分析 

①動画からニュートンビーズの軌跡や鎖の上がった高さ（最大値）を測定する。 
②鎖に１０ｃｍごとマーカーをつけ、鎖の速さを動画から測定する。 

Fig 7 上：小 下：大 

ビーズの大きさによる違い 
 小：364.5ｇ 大：662.5ｇ 

ｈ 

Ｈ 

Fig 8 Hとhの位置 
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Fig 5 理論で求めた懸垂線 

 文献より 

  a=
8𝐻

𝐿2 ・・・⑥ 

a<0のとき 
逆懸垂線 

ニュートンビーズは逆懸垂線に 
なっている。 

懸垂線との照合 

Fig 6 ニュートンビーズと逆懸垂線 
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Fig 4 懸垂線にはたらく力 

懸垂線の力のつり合い 

①鎖がある高さまで浮き上がって落ちる。 
②山ができるとその山はだんだん上がっていく。 
③ビーカーの位置を高くすると、鎖の浮き上がる位置も高くなる。 
④鎖は波を作って運動する。 

 ニュートンビーズの物理法則に反するように見える不思議な運動を 
理論と実験から解明していく。 

ニュートンビーズについて 
 ボール状の鎖をビーカーに入れ、高い位置から鎖の一端を 
落とすと鎖はビーカーより高い位置まで上がり、弧を描いて 
落ちていく。この現象、またこの鎖をニュートンビーズ呼ぶ。 

Fig 1 ニュートンビーズの軌道 

動画の分析から 

目的 

参考文献 
カテナリー曲線の方程式と解法    https://www.ekbo.co.jp/wp-content/file/pdf/laboratory/tesla/1_6.pdf 

 基礎科学研究所ニュートンビーズの力学と逆懸垂線     http://jein.jp/jifs/scientific-pics/975- topic53.html 

考察 

• 鎖の進む向きが逆になると逆懸垂線ができる。 
• 逆懸垂線の形は鎖の速さで決まる。 
• 鎖が上昇するときにできる曲線は、 
小さな逆懸垂線が形作られていると考えられる 

鎖が動くと逆懸垂線になる理由 

𝐓𝐱＝ 𝐓𝐨 − 𝝆𝑽𝟐  になると仮定する 

鎖が動くことで 𝐓𝐨 − 𝝆𝑽𝟐 が負になり（ 𝒂が負になるので）   

逆懸垂線になると考えられる。 

𝝆𝒈𝒔

𝐓𝐨−𝝆𝑽𝟐 ＝ a s ・・・⑧ 
𝐝𝐲

𝐝𝐱
=

𝐓𝐲

𝐓𝐱
= 

鎖が速さVで動くとき①式の𝑇𝑥が 

③と⑧式より、 

 
 
 

よって𝐚はVで決まる。 

𝐚とH が決まると⑥式よりLも決まるので逆懸垂線の形が決まる。 

𝐓𝐨 =
𝝆𝑽𝟐

𝟐
 

𝐚 =
𝟐𝒈

𝐕𝟐
 ・・・⑨ 

R² = 0.8547 
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h(cm) Fig 10 鎖の動く速さの測定 

𝑣2 ∝ ℎ 

結果② 
鎖が動く速さの２乗は、ビーカーの高さに比例する。 

h 

Fig11 高さh 

結果③ 

Fig 12 Hと𝑉2の関係 

鎖の速度の上昇に伴い懸垂線の高さも上昇する。 

Hは𝑣2に比例する。 
 
グラフより 
H = 4.8×10-3 𝑉2・・・⑦ 

H  H(m) 

HはVで決定する。 

Fig13 速さの測定 

逆懸垂線になる条件 

机の上でも逆懸垂線ができる Fig17 机の上のニュートンビーズ 
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逆懸垂線の形はVで決まる。 

理論との比較 

Fig15 シミュレーションで描いた逆懸垂線 

Fig14 実際に描く逆懸垂線（合成写真） 

プログラムしたものと実際の形がほぼ一致している 

コンピューターシミュレーション (Visual Basic 6.0) 

懸垂線 

正弦曲線 

P 

鎖の進む方向が途中で逆向きになると 
逆懸垂線ができる。 

螺旋状の曲線について 

上昇するときにできる螺旋状の曲線は懸垂線になっている。 

𝒂 =
𝟐𝒈

𝐕𝟐
 

y = 0.0048x + 0.0117 
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Fig16 Fig14とFig15の合成 

Fig19 螺旋状の曲線と懸垂線 

Fig18 机の上のものと懸垂線 

R² = 0.9733 
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結果① 

Fig 9 ビーカーの高さｈ と 鎖が上昇する高さＨ (n=3)  

ビーカーの位置が高いと、 
鎖の上昇する高さも高くなる(比例する）。 

ビーズの大きさによる違いは少ない。 

R² = 0.9848 

 H (m) 

 h (m) 

Abstract 
  Newton’s Beads used in our experiments are a 30 m string of beads.  When these beads are in a container in a high place, they are able to climb out of the container after applying a little force.  
 10-centimeter thick blocks were used to change the height of the container from the ground. A high speed camera was then used to record the movement of Newton’s Beads. Our experiments  
found that the rapid change of velocity of the beads formed the characteristic curve of Newton’s Beads. 

ちの/ニュートンビーズ/データ.xlsx
https://www.ekbo.co.jp/wp-content/file/pdf/laboratory/tesla/1_6.pdf
https://www.ekbo.co.jp/wp-content/file/pdf/laboratory/tesla/1_6.pdf
https://www.ekbo.co.jp/wp-content/file/pdf/laboratory/tesla/1_6.pdf
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青色光にハエに対する殺虫効果があるのは本当なのか 
 

H29.1.28 サイエンスフェスタ in 山梨県立科学館 

         Blue light increase Oxidative stress in Drosophila. As a result, apoptosis is      
                            induced in the DNA-damaged cells, and thus, resulting in the death of the      
                            insect. This is the mechanism of insecticidal effect. 

 1 青色光照射は、個体の酸化ストレスを上昇させ、その結果、 
        アポトーシスによる細胞死が促進され、高い殺虫効果を示す  ! 
 2 光感受性物質はCryptochromeやrhodopsinを経由するシグナルではないと考察する 

1 Cryptochromeと複眼のRhを経由するシグナル以外の光感受性物質の可能性を検証する。 

  単眼のRh 2や複眼のRh 1，Rh 5，Rh 6, の変異体を使って実験を行う。 

2 アポトーシスのもう 1つのマーカーである、JNKのリン酸化が促進されているか調べる。  

・www.tohoku.ac.jp/japanese/2014/12/press20141209-02.html 東北大学プレスリリース 

・tomari.org/main/java/hikari.html 
・昆虫に対する短波長可視光の致死効果 Lethal effects of short-wavelength visible light on insects（Nature） 
・The cryb Mutation Identifies Cryptochrome as a Circadian Photoreceptor in Drosophila.  
 Ralf Stanewsky  Jeffery C. Hall ほか （1998 Cell Vol. 95, 81-692 ） 
･REACTIVE OXYGEN SPECIES,CELLULAR REDOX  SYSTEMS AND APOPTOSIS（NIH Public Access） 
 Magdalena L.Circu Tak Yee Aw （2010） 
・Phototransduction mechanisms in Drosophila microvillar photoreceptors.（ResarchGate） 
 Ronger C Hardie（2014） 

参考URLおよび文献 

・OR(野生型）の♂5匹 ♀5匹 から生まれた幼虫の蛹を使用（1 ボトル）。 

・青色LED：波長： 465－475 nm 照度：10000 LUX 

・死亡率・羽化率は蛹に標識をつけて求めた。→Fig 2 

・4日間、恒温器（24℃）の中で青色光を連続照射した（4日間）。 

・【実験1】青色光照射と全暗条件、白色光照射で死亡率、羽化率を比較した。 

・【実験2】野生型とcryb、いずれも青色光照射したものと全暗条件で比較した。 

・【実験3】野生型とnorp、いずれも青色光照射したものと全暗条件で比較した。 

 

※4日経過しても羽化しない 
個体は死亡と判断した。 

羽化率＝羽化数 / 標識した蛹数 

死亡率＝死亡数 / 標識した蛹数 

    

    

標識した蛹数に対する割合として評価した。 

謝辞 本研究を進めるにあたり、花井修次 先生（産業総合研究所） Ralf Stanewsky 先生（ロンドン大学）に、cryb 変異体の
提供を受けました。また、生物研究部顧問 芦沢先生とOG平澤茉衣さん（慶應義塾大学）に貴重な助言を頂きました。 

Fig 1 蛹に標識（印）をつける 
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青色光を当てると昆虫が 
死ぬことを発見  

堀 雅敏 准教授 （東北大学） 
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Fig 5  青色光照射によるnorp（変異体）の死亡率・羽化率 

死亡率・羽化率ともに、野生型， 

crybと全暗黒とでは有意差があっ

た。→ Fig 4 t検定：p（0.009）＜0.01 

cryb変異体と野生型の死亡率・羽化

率に差がないことから、青色光感受

性物質はCryptochromeではないと

考えられる。 

    {（controlの傾き）－（sampleの傾き）}  

          （controlの傾き） 
A = 

A = HTの酸化阻害率 
SOD活性として評価 

紫外線などの 
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農業分野への応用 

Fig 2 自作の熱吸収装置 

n= 3 

n= 3 

・青色光を照射し日齢の異なる蛹を使い、SOD活性を調べた。 

ハエ蛹8匹分  サンプル調整除蛋白  測定サンプル 

・青色光照射日数が異なる蛹を使い、Caspase 3活性を調べた。 

酸化ストレス↑ → SOD活性↑ → 

HT・ﾍﾏﾄｷｼﾘﾝ 

酸化HT 

Abs560 nm 

  ストレスが高いと 
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Fig 7 青色光照射1日の蛹のSOD活性 

1日間の青色光照射での場合のみ 

グラフの傾きが小さくなった。→Fig 6 

・ハエの青色光受容タンパク質 

・時計遺伝子（入力系）  ・全身に存在 
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Fig 3  青色光照射による死亡率・羽化率の変化 

・死亡率・羽化率ともに、青色光と全暗,

白色光とでは有意差があった。 →Fig 3  

 t検定：p（0.008）＜0.01 

白色光と異なり、青色光には強力な

殺虫効果があると考えられる。 

水
入
り
シ
ャ
ー
レ 

より安全な 
害虫駆除？ 

アミノ酸置換 

 1 青色光はCryptochrome 
 という分子により受容される 

 2 青色光照射により、個体 
 の酸化ストレスが上昇する 

 3 1および2の結果、細胞死 
 が増加する（アポトーシス） 

仮説 

**p<0.01 

**p<0.01 

サンプル SOD活性（ A ） 

青色光 13.6 

白色光 -6.6 

全暗 -2.3 

    

・青色光照射時間を変えると、 

48時間までは、殺虫効果が弱まったが、

72時間後には再び高まった。 

青色光に対する感受性は、日齢によ

り変化し異なる可能性がある。 
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Fig 8 青色光照射から3時間ごとの蛹のSOD活性の変化 

青色光照射時間が長いほど、 

SOD活性が増加した。→Fig 8 

 酸化ストレスは青色光照射後数時間で 

 上昇すると考えられる。 

アポトーシスとは
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652 

73 

0

200

400

600

800

青色光 全暗 白色光 

P-NA 

濃度 
 

ｻﾝﾌﾟﾙ測定値 ｱﾎﾟﾄｰｼｽ阻害剤 

Caspase 3  
の活性  

 0.5日の結果から、青色光は 

アポトーシスを誘発していると考

えられる。 

 4日目の全暗と白色光の酵素 

  活性が高いのは、形態形成に 

  おいて、生理的なアポトーシス 

 が起きているからだと推測する。 

青色光は、ハエ個体の酸化ストレスを増加させ、細胞のアポトーシスを誘発する 
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Fig 4  青色光照射によるcryb（変異体）の死亡率・羽化率 
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死亡率・羽化率ともに、野生型， 

norpと全暗黒とでは有意差があっ

た。→ Fig 5 t検定：p（0.018）＜0.02 

norpと野生型の死亡率・羽化率に差 

があることから、青色光感受性は、

rhodopsinを経由するシグナルでは 

ないと考えられる。 

**p<0.02 

Fig 6  norp（複眼電位消失変異体）のシグナル伝達のモデル図 
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シアノバクテリアは窒素飢餓状態でのみ窒素固定を行う
Cyanobacteria only fix nitrogen under the not having nitrogen  

山梨県立韮崎高等学校 環境科学部 2年 相原 柊介

今後の課題

・Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers

・光合成色素定量の公式
Arnon DI, McSwain BD, Tsujimoto HY, Wada K (1974) Biochim Biophys Acta 357: 231-245

・インドフェノール法
https://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/223242.pdf

空気中の窒素を植物が吸収できる状態(アンモニア態窒素)に変換する働きのこと。
ニトロゲナーゼという酵素の働きによりおこり、根粒菌やシアノバクテリアなどが行う

Fig 1 窒素固定のしくみ

サイエンスフェスタ 2017.1.28
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・シアノバクテリアの増殖速度は窒素源を十分に含み、光合成を行いやすい環境のほうが速い
・シアノバクテリアの明暗周期は１：１比で速くなる
・シアノバクテリアによる窒素固定は、窒素飢餓状態でのみ行われ環境には放出されない

・シアノバクテリアの培養条件として、光強度に注目して調べる
・窒素固定の定量の際のサンプル量が少なかったため、今後はより大量のサンプルを取り
正確なデータを出していく
・現在化学的誘発によってアンモニア態窒素を環境に放出することが出来る変異種を東京
工業大学教授 久堀 徹博士から譲っていただけたため、その株の窒素固定を観察する
・同じNostoc株であるイシクラゲを採取して、比較をする

参考文献

窒素源を多く含むほど増殖速度は上がると考え、シアノバクテリアの増殖量を窒素源を含む
BG11培地、窒素源1/2のBG11½培地、窒素源1/4のBG11¼培地、窒素源を含まないBG110培
地とで比較をした。実験手順は同量のシアノバクテリアをそれぞれの培地で24℃明暗交互条
件で培養し、乾燥重量をはかった。

シアノバクテリアについて

この研究では窒素固定を行う株としてNostocを使用した。

シアノバクテリアには単細胞で活動するもの、少数の細胞
塊を作るもの、 糸状に細胞が並んだものもある。
Nostocは寒天状の物質に包まれ、肉眼でもみえるほど
大きい集合体をつくる性質を持つ。

シアノバクテリアの最適培養条件を調べる目的で窒素源（NaNO3）
炭素源（NaHCO3）、エアレーション、光環境について増殖速度を
検証した。また、窒素固定条件を調べるために、窒素源を変え
て検証した。

要旨

①

窒素固定について

Fig 2 Nostoc株（400倍）

実験１窒素源の変化による増殖量の比較

②

乾燥
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0.06

BG11培地 BG11½培地 BG11¼培地 BG110培地

窒素源の量による変化

窒素源が多ければ多いほど増殖量が大きくなる
BG110培地はBG11培地の8割程度となった

乾燥重量（g）

BG11培地 BG11½培地 BG11¼培地 BG110培地

サンプル 0 mg/L 0 mg/L 0 mg/L 0.030 mg/L

培養液 0 mg/L 0 mg/L 0 mg/L 0 mg/L

Control 0.060 mg/L 0 mg/L 0 mg/L 0 mg/L

全体のまとめ

Fig4  乾燥前

Fig ３増殖量

実験２明暗周期による増殖量の比較
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１２時間交互が最も増殖量が大きくなった。
しかし、明14：暗10とあまり差が無かった。
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Fig 5 乾燥後

Fig ６ 明暗周期モデル

Fig ８ BG110培地乾燥重量Fig ７ BG11培地乾燥重量

実験３培地中の気体の変化による増殖量の比較

空気 NaHCO3
NaHCO3＋

空気

Fig ９ 気体条件モデル

考察１・２・３
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シアノバクテリアはエアレーションや炭酸水素ナトリウムの添加を
行った時増殖量が2倍以上となった。

シアノバクテリアは窒素源が十分に含まれた環境で増殖しやすくなる。
培養する際の明暗周期は、１：１比もしくは明条件が少し長い環境が良い。
光合成を行いやすい環境で、より増殖速度は速くなる

Fig 10 乾燥重量

実験４窒素固定により産生したアンモニアの定量

考察４

シアノバクテリアが窒素固定を行う条件、また行った際のアンモニアの量をインドフェノー
ル法を用いて調べた。
実験手順は、シアノバクテリアを潰したもの、シアノバクテリアを培養した培養液をBG11
培地とBG110培地とでそれぞれ吸光度測定をしアンモニア態窒素の量を比較した。

BG110培地のシアノバクテリアを潰したものとBG11培地のControlからしか
アンモニア態窒素は検出されなかった

シアノバクテリアはBG11培地のような窒素源がある環境においては窒素固定を行わない。
また、シアノバクテリアはBG110培地のような窒素飢餓状態の環境においてのみ窒素固定
を行い、窒素同化などに必要な量のアンモニア態窒素のみをつくり、環境には放出しない
のではと考えた。

Fig 11 アンモニア態窒素標準液検量線
Table 1 シアノバクテリアアンモニア態窒素量

Ａｂｓｔｒａｃｔ

Cyanobacteria, Nostoc, change nitrogen  molecule in the air into nitrogen compound, such as 

Ammonia and Nitrogen dioxide. To examine the best increase condition for Cyanobacteria, we 

inspected these aspects, which are NaNO3, NaHCO3, Aeration, The amount of ray. Through 

our examination, we found that Cyanobacteria increased the most in two conditions. First 

condition is that Cyanobacteria needs soil with much  NaNO3 and NaHCO3. Second condition 

is that Cyanobacteria needs 12 hours sunlight to carry out efficient photosynthesis. By the 

way, Cyanobacteria produces Ammonia under the condition that nitrogen is short. We found 

that Cyanobacteria doesn’t emit the produced Ammonia. 



韮崎高校 生物研究部 2 年  向山夏音 小尾英廣 

研究の動機 
 現在農業は様々な問題を抱えている。その一つが連作による土壌の養分不足である。私たちは「動くことができない」植物が環境にどのように適応するのかに興味を持っ
た。そこで植物が分泌する酸性ホスファターゼ（APase）という酵素に注目し、ルピナス（Lupines）を使って植物の土壌環境への適応について研究している。 

酵素・酸性ホスファターゼとは 

 植物は土壌中の無機リン酸を得て自分の
栄養とする。酸性ホスファターゼ（APase）は
有機リン酸を分解して無機リン酸に変える
酵素である。次の2種類が知られている。 

 Fig 1 有機リン酸を分解して無機リン酸を吸収  

平成28年度  サイエンスフェスタ 2017 

方法 : MS培地で水耕栽培を行い環境を変化させ酵素活性を調べた   
無機リン酸欠乏区のLASAP2 

分泌量が最も高い結果となった 

LASAP2 を分泌するのは外部環境
が酸性に傾くからではなく、 

無機リン酸が欠乏した時である 

Fig  2 LASAP2を分泌させる環境のシグナル 
根には土壌中無機リン酸の欠
乏を検知するしくみが存在する 
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方法：:さまざまなリン酸環境においた根 50 mgを用いて、RT-PCRでLASAP2-mRNAを増幅させた  

Fig 6 異なる環境条件でのLASAP2-mRNAの発現量 

Table 1  前処理の有無による 0 時間の酵素活性 

LASAP1 細胞膜固定型 
LASAP2 根からの分泌型 

 実験1   LASAP2の分泌 は有機リン酸によって起こるのか 

酵素活性の測定の原理 
増幅断片 

A B C 

 実験2  LASAP2の遺伝子は有機リン酸に応答するのか 

得られた研究の成果 

今後の課題 

1  環境の無機リン酸欠乏には応答するが有機リン酸には応答を示さなかった。 
2 若齢の段階では、茎や葉でLASAP2 を合成し、根に師部転流・供給していると考えられる。  

【参考文献および参考URL】 

RT-PCR（逆転写PCR）の仕組み 
5’ 3’ mRNA 

…
…

 

5’ 3’ 
cDNA  相補DNA 

5’ 3’ 
5’ 3’ 

5’ 3’ 
5’ 3’ 

30 サイクル  

【謝辞】 研究を進めるにあたり、東京工科大学の岡本和泉さんに助言をいただきました。 
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Fig3  主根の酵素活性 

主根 

側根 側根 

主根 

酵素活性 主根 側根 
そのまま 1.10 0.82 
前処理 0.04 0.04 

Fig 5 前処置後の酵素活性の変化 

LASAP2 の活性が 
ほぼゼロになる 

→ 酵素の分泌が停止する 

無P 

無機Pあり 

有P 

有機Pあり 

水洗いしたルピナス 

リン酸環境の異なる 
MS培地で水耕栽培 

時間ごと酵素活性測定 

最初から活性が高かった 

根はLASAP2を 
分泌し続けている 

リン酸環境に本当に 
応答したのかわからない 

根を 12 時間 純水に静置 

前処理 

前処理してから 
リン酸環境で栽培 

無機リン酸と有機リン酸 
どちらも活性変化に 
差が見られなかった 

有機リン酸に対する 
応答はないと考える 

主根 側根 

有機リン酸 

LASAP2分泌 

分解 
無機リン酸 

吸収 

無機リン酸欠乏状態 

p-ニトロフェノール 
＊アルカリ性で黄色に発色 

P OH O2N 

LASAP2（酵素） 

p-ニトロフェニルリン酸（PNPP） 

無機リン酸 
1 M  
Tris Buffer (pH7) 

45 ℃  30 分間 

NaCO3で発色 
 420nm 
吸光度測定 

根  
250 mg 

シェーカー30分 

酢酸Buffer（pH4.1) 

PNPP液（基質） 

LASAP2 LASAP2抽出  酵素反応 

① Lupinus albus を用いて、部位ごとおよび成長に伴うmRNAの変動を調べる。 
② 分泌されているLASAP2を、SDS-PAGEを用いて分離し、タンパク量のちがいを明らかにする。 

・ http://www.nougaku.jp/award/2008/wazaki.pdf  広島大学 和崎淳 先生の研究を参考にしました。 
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Fig4  側根の酵素活性 
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植物が酸性ホスファターゼを分泌する環境のシグナルは何か 
 Plants give acid phosphatase to organic phosphoric some situations. What kind of situations do acid phosphatase in ?  

無機リン酸 有機リン酸 

1/5有機リン酸 無機リン酸欠乏 

 実験3 成長によってLASAP2の分泌に違いはあるのか 
方法：ルピナスの地上部と根系部それぞれ 250 mg とり、植物の成長と分泌量の関係を調べた。 

・根系部は5cm株の活性が高かった 
・地上部は成長にともない酵素活性が低下した 

子葉は栄養器官だけでなく、環境適応のために
酵素やRNAを合成し、供給する役割がある。 
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Fig7  成長によるLASAP2分泌量の変化 

LASAP2 primerの設計
541ctatcaaaacagtaacggaacggccctactg
tatgttggagacctttcttatgcagatgactatcca
tatcatgataatgttaggtgggacacctggggaag
gtttacagaaagaagtgctgcttatcaaccttggat
atggaccgcaggaaaccatgaaattgattttgatc
tacaaattggggaaacacaaccatttaagcctttt
tccactcgttaccatactccttatgaagcatcaca
aagtactgaaccgttctattattcaatcaagagag
gcccagcacatgttattgtattggcaacatactca
gcttttggatattctaccttgcaatacaaatggctt
acagcagaattgccaaaagttaataggtcagaga
cttcctggttgatcgttctcatgcatgcaccttggt
ataatagctacaataatcattatatggaaggagaa
ccaatgagagtaatatatgagtcctt 1020 
＊この場合は426bpのDNA断片が得られる 

LASAP2 –mRNAの塩基配列（NCBIより） 
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プライマーの設計データにLupinus albusを用いた 

シグナルがLASAP2のmRNAか確定できない 

 ・ 「植物の全身を長距離移行するタンパク質とRNA」 大阪府立大学 青木考 教授 (蛋白質 核酸 酵素 Vol.51 No.3  2006)  

・ https://www1.gifu-u.ac.jp/~fukui/04-8-1.htm  岐阜大学 福井博一 教授 

Plants need to adapt to their conditions to grow. Inorganic phosphorous is one of necessary components for plant growth, and it is absorbed by the roots. When inorganic 
phosphorous in the soil decrease, LASAP2 decomposes organic   phosphorus in inorganic phosphorous, so that it can be absorbed by plants. From earlier experiments, we learned 
that enzymes become most active when inorganic phosphorous, so that it can be absorbed by plants. We cultivated the plants using three different concentrations of phosphorous: 
normal organic phosphorous, 200% organic phosphorous and 20% organic phosphorous. As a result, the same amount of enzyme was secreted that presence of both organic and 
inorganic phosphorus. We conclude that enzyme are not activated by organic phosphorous. 
 

使用した株は 
Lupinus poluphyllus 

部位 酵素活性 
 A 葉 0.49 

 B 子葉 1.19 

 C 茎 0.39 

 D 主根上 0.83 

 E 主根下 0.56 

 F 側根 0.19 

Table2  部位ごとの酵素活性 
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Fig8  LASAP2の転流モデル 

プライマー 

根茎部まで転流 

LASAP2 

LASAP2 
mRNA 

根が発達していない若齢株は、葉や茎でも
LASAP2が合成され、根に師部転流により供給し
ていると考えられる。「子葉」の合成は高かった。 
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E F 

http://www.nougaku.jp/award/2008/wazaki.pdf
https://www1.gifu-u.ac.jp/%7Efukui/04-8-1.htm

