
ポリフェノールがもつ抗酸化成分は川魚の身の酸化を抑制できるのか 
 

ＳＳＨ三年生グループ課題研究発表 

韮崎高等学校 2年 安藤颯音、中谷駿佑 

・ある日ニュースで『フルーツ魚』について特集をやっていて興味を持ち、自分もこの研究に挑
戦しようと思いました。さらに、山梨県は果物の生産地として有名であり地元の食材を使った
研究にもなるため研究意欲が高まりました。 

参考文献・参考URL 

 ・『フルーツ魚』とは果物を配合した餌を与えて育てられた養殖魚のことです。果物には抗   
酸化作用のあるポリフェノールやクエン酸が含まれています。それらの成分を魚に与えたとこ
ろ、身の変色・痛みを抑えられたという結果が出ました。 この『フルーツ魚』の始まりは、 

２００７年・高知大学が開発した『柚子鰤王』という品種でした。その後、全国各地で研究が広ま
り今では１０種類以上の品種が開発されました。その中で約９割以上が『柑橘系の果物(柚子・
かぼす…)』を使用している上、海水魚を養殖していることが分かりました。つまり、逆を言えば
『非柑橘系の果物』・川魚では研究結果が少ないことから私達はそこに着目しました。 

 ・実験方法の条件 

  ①川魚 ②非柑橘系の果物 
   
  さらに、飼育環境も養殖場のように広大な場所は用意できないため 
  水槽飼育としました。その結果、私達はこの３つを選びました。 

  ①アブラハヤ ②ブルーベリー 

                 ※また、果物だけでは魚が栄養不足になってしまうため市販 
                    の粉末餌も同時に与えました。 

 
 

  ・選択した理由 
  ①…捕獲、飼育が簡単・体長が小さい・雑食性          
  ②…北杜市で多く生産されている・ポリフェノールが豊富 
 
 ・私達が立てた仮説 
     
 魚の脂質は時間の経過と共に空気中の酸素によって酸化 
 されていき、過酸化脂質になることが分かりました。そして 
 この過酸化脂質を抑制するのがポリフェノールなどの抗酸 
 化物質です        
                       つまり 
 
 過酸化脂質の値を比較すれば良いのではないか？ 
 と考えました。その計測方法は簡単に行うためｐH 
 測定を使用しました。さらに仮定として過酸化脂質は水に 
 溶けだすのではないかと考え脂質を溶かした水溶液のpH 
 を測定することにしました。 

 
  ・餌の与え方 
  ①毎日、粉末餌＋ブルーベリーを与える 
  ②ブルーベリーは、皮のみを与える 
  ③魚が食べられるように皮を粉末状に加工して与えた 
 
  ・実験方法 
  ①粉末餌＋ブルーベリーの皮を１ヵ月間与える 
                   ↓ 
  ②１ヵ月後、実験魚・天然魚を切り身にし※冷蔵庫内(２～３℃)で７日間保管 
                   ↓             
  ③７日後、切り身を１００ｍｌの水に１時間浸す 
                   ↓ 
  ④脂質を溶かした水溶液のｐHを卓上型ｐH計で測定する  
                   ↓ 
  ④結果から、考察する 
   

 ・魚の保存方法とpH測定 
 
①切り身をガラス瓶に吊るす     ②切り身を蒸留水に１時間浸す 

   

要旨 

動機 

テーマの背景 

実験条件・実験方法 

結  果 

考  察 

結論・まとめ・研究の成果 

今後の課題 

※粉末餌は『キョーリン・日本産淡水魚用飼料』を使用。 

※この研究分野では、『日常生活で食される海水魚』がほとんどの 
 ため今回の実験は日常の場面を想定し、恒温維持装置(インキュ 
 ベーター）ではなく冷蔵庫を使用した。 

実験魚(ブルーベリー)      実験魚(粉末餌のみ) 

以上のことから酸化に対する効果の大きな差は見られず、逆に果物を与えたほうが値が低く
なるという結果になりました。前回の実験を踏まえ、２つの水槽を用いて実験を行いましたが
それでも結果を得ることができませんでした。このことから私達は『ポリフェノールは川魚に対
して効果がない』もしくは『ブルーベリーの皮は酸化を促す可能性』の２つのことを考えました。 

①実験魚②は過酸化脂質による油焼けが見られた 
 
②果物を与えた個体のほうがpH測定値が低くなった 
 
以上の2つの結果を今回の実験で得られました。どちらの実験魚もpHの変化は見られましたが

一目で差が分かるような値はでず、ポリフェノールの抗酸化作用が働いたのかを知ることはで
きませんでした。 

以下のようなことを考えました。 
①実験魚の数を多くする 
②果物の与え方を工夫する 
③測定を正確に行う 

２回実験を行いましたが、正確な結果は出なかったためさらに研究を続けたいところですが私
達３年生はこれで終わりとなります。よって、１、２年生の中でこの研究を引き継いでくれる人が 
いれば是非、結果を出してもらいたいです。 
 
 
 

Can the antioxidant effect contained in polyphenols suppress the oxidation of river fish? 

www.jstage.jst.go.jp/article/cookeryscience/50/3/.../_pdf 
www.tyojyu.or.jp/net/kenkou-tyoju/.../polyphenol.html 
  
 

７日間 

脂質が溶けている 

③水溶液のpHを測定する 

？？？pH 

卓上型pH計 

色の変化    変化なし     黄ばんでいる個体があった 
 
 
ｐH測定の結果 
 
実験魚(ブルーベリー)            実験魚(粉末餌のみ) 
 
 

      実験魚（ブルーベリー）                   実験魚(粉末餌のみ) 

    6,330     6.467 

    6,457     6.473 

    6,535     6.555 

    6.527     6.609 
 
・測定結果…ブルーベリーを与えていた魚のほうが4匹とも値が小さくなった 
        
・身の状態…①は身がしっかりしている 
        ②は黄ばんでいる部分もあり、身がしなれている 
 

We reseached the effect that the antioxidantive properties of polyphenols had on the inhibition of oxidation found in the flesh of river fish.There are two purposes for conducting this research：to  
reduce people who dislike fish and to promote the trend of buying and consuming locally grown food. 
Methods ①blueberry peels and powdered bait were fed to amur minnow for 1 month 
                 ②The Amur minnow was filleted and stored in a refrigerator for 1 week 
                 ③The pH of an aqueous solution in which lipid from the refrigerated container is dissolved is measured 

http://www.jstage.jst.go.jp/article/cookeryscience/50/3/.../_pdf
http://www.jstage.jst.go.jp/article/cookeryscience/50/3/.../_pdf
http://www.jstage.jst.go.jp/article/cookeryscience/50/3/.../_pdf
http://www.tyojyu.or.jp/net/kenkou-tyoju/.../polyphenol.html
http://www.tyojyu.or.jp/net/kenkou-tyoju/.../polyphenol.html
http://www.tyojyu.or.jp/net/kenkou-tyoju/.../polyphenol.html
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「過冷却」について 
About supercooling 

韮崎高校 二年 齊藤皓己 中山侑威  

参考文献・参考URL 

 私たちは過冷却現象における溶液の濃度の違いによって生じる時間や温度の違いを調べるために実験を行ってきた。まず濃度を変化させるため
にショ糖を用いて実験を行っていく中で０℃以下の水にどれほどショ糖が溶けるのかを調べた。その結果をもとに比較する水溶液にいれるショ糖の
量を決めて、時間と温度を測りながら濃度の異なる４本の試験管を冷やした。その結果０℃以下になる時間、凍り始める温度に差が見られた。 

要旨 

・凝固が起こるのが早かったのは氷水の温度が実験①より低かったか
らではないか。 

・水溶液の量が一定だったため最初の温度の下がり方が一定だったの
ではないか。 

・実験①で３グラムがマイナスを超えても凝固が起こらなかったのは冷
やし方に問題があると思った。 
 
・氷水の温度が低いほうが凝固が起こる時間も短くなった。 
 

・濃度によって凝固が起こるまでの時間と温度は変化して、濃度の低い
ものから順に凝固が起こった。 
 
・過冷却現象が起こった後の温度はほぼ同様となった。 
 ０グラム、０.３℃ 
 １グラム、０.５℃ 
 ２グラム、－１.３℃ 
 ３グラム、－１.６℃（データが少ないため結果としては不十分） 
 
         実験①               実験② 

・実験に時間がかかることに加え成功率が低かったためデータの量が
少なかったので、成功率をあげたい。 
 
・氷水の温度が一定に保てなかったためこれを考える必要があった。 
 

・３グラムのときに温度はマイナスに達しているのに衝撃を与えても凝
固が起こらない現象が起きたので調べてみたい。 
 
・気圧によって凝固点が変化するので気圧も調べてみたい 

実験方法 

実験結果① 

考察② 

結論・まとめ・研究の成果 

今後の課題 

仮説 

授業で過冷却を学んだ。その現象は溶液の場
合、濃度によって凍る時間や温度が変化する。
このことを知ったためそれをより詳しく調べようと
思った。過冷却とは水溶液に衝撃を与えず冷や
した場合に起きる現象で一度０℃より低くなって
から凍り始め、温度があがるという現象だ。先行
研究では水道水１０ｍＬは－６℃まで下がり、凝
固熱により０.３℃まで上がることがわかった。 

テーマの背景 
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実験① 

・試験管４本に０，１，２，３グラムのショ糖をいれ、水道水１０ｍＬを加え
る（１０ｍＬホールピペット） 
・－７℃の氷水にいれて過冷却現象が起こるまでの時間を計測した。 
実験② 

・試験管４本に０，１，２，３グラムのショ糖と水道水あわせて１０ｍＬに
なるようにいれた。（①と同様） 

・－１０℃の氷水に入れて過冷却現象が起こるまでの時間を計測し
た。 

０グラムから順に凍っていった。３グラムは３０分計測したが凝固は
起こらなかった。０，１グラムは一定間隔で温度が下がったが２，３
グラムは下がり方にむらがあった。 

・３グラムの過冷却が起こらなかったのは試験管の氷に触れる面積が
少なかったので冷えにくかったのではないか。 

・濃度が低いものから温度が下がりやすく、また凝固が起こるまでの
時間、凝固する温度も低いのではないか。 
 
 

どの濃度も同じ間隔で濃度が低くなり、濃度の濃さに比例して水溶
液が凍る時間と温度が変化すると予想した。 

濃度が低い順に全て過冷却現象が起こったが、３グラムは時間の関係
で取り出し、そのときは液体だったが衝撃を与えたら凝固した。１分ま
では温度の下がり方がどれも一定だった。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%8E%E5%86%B7%E5%8D%B4 
過冷却Wikipedia 
 
教科書 化学 
 
https://site.ngk.co.jp/lab/no81/ 
過冷却━NGKサイエンシスト━日本ガイシ 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%8E%E5%86%B7%E5%8D%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%8E%E5%86%B7%E5%8D%B4
https://site.ngk.co.jp/lab/no81/
https://site.ngk.co.jp/lab/no81/


  燃焼した   燃焼しない 

  マッチ    新聞紙 

   脱脂綿 

   ティッシュ 

  乾燥新聞紙 

  乾燥脱脂綿 

 
 

過熱水蒸気の利用 

SSH3年グループ課題研究発表会 R1 

山梨県立韮崎高等学校 3学年  齊藤道彦 長井真也 和智拓夢 

参考文献・参考URL 

要旨 

  

 ・マッチ以外の対象が燃えなかった原因を突き止める。 
 ・凝縮した水の影響を受けることなく加熱する方法を探す。 
 ・過熱水蒸気で酸化を防ぎつつ加熱を行えるかを調べる。 

実験１：過熱水蒸気による物質の燃焼 

結果１ 

実験２：過熱水蒸気の加熱効率 

結論 

今後の課題 

 ・高温になるため、過熱水蒸気を当てれば可燃性のものは燃焼するの
ではないか。 

 ・水の比熱は大きいので、火で加熱するよりも効率的に加熱することが
可能ではないか。  
 

仮説 

・水による加熱で、焦げ目がつくことを意外に感じ本研究を行った。 
・過熱水蒸気とは100℃以上の温度に加熱された水蒸気をさす。石油工
業や家庭用オーブンなどに利用されている。 

動機 

We are experimented with superheated steam. Superheated steam is steam at a temperature of 100℃ or higher, which can be obtained by further heating the 
steam obtained by boiling water. In this study, we aim to explore the advantages of heating using superheated steam versus heating using fire. Various 
flammable objects  were exposed to the superheated steam, and the change was observed. The matches were ignited by applying the superheated steam to the 
ignitable section. On the other hand, paper and cotton were burned without being ignited when exposed to superheated steam. The power to burn is weak 
compared to fire. From the above, we found that we can heat objects without burning them if we use superheated steam. 

 実験方法 
  ① 水を加熱して水蒸気を発生させた。 
  ② 銅管を通している水蒸気をトーチバーナーでさらに加熱し、過熱 
    水蒸気を発生させた。過熱水蒸気の温度は250℃以上となった。 
  ③ 対象物（マッチ、新聞紙、脱脂綿、ティッシュ、乾燥新聞紙、乾燥 
    脱脂綿）を過熱水蒸気に曝して、燃焼の様子を調べた。 
  ※乾燥新聞紙、乾燥脱脂綿は乾燥剤を用いて乾燥させた。 

・燃焼しなかった物質はいずれも焦げた。 

結果２ 

・火で加熱すると、7分15秒で95℃になった。 
・過熱水蒸気で加熱したところ、まったく温度が上がらなかった。 
・ビーカーの底に水滴がついていた。 
・実験後、銅管とガラス管をつないでいるコルクが焦げていた。 

考察 

 過熱水蒸気自体は高温のものとなったが、効率的な加熱や、
燃焼性は見られなかった。物質を焦がす程度まで、温度を上
げられることがわかった。物を燃やさず加熱できるのは、過熱
水蒸気を利用するメリットになる。 

・NGKサイエンスサイト 
https://site.ngk.co.jp/lab/no214/ 
 
・J-STAGE 
https://www.jstage.jst.go.jp/article/nskkk/55/3/55_3_12
1/_article/-char/ja/ 

実験方法 
 ① 火を水の入れたビーカーに下部か 
   ら当て、95℃になる時間を計った。 
 ② 実験１と同様に過熱水蒸気を発生 
   させた。 
 ③ 過熱水蒸気を水の入れたビーカー 
   に下部から当て、95℃になる時間 
   を計った。 
    

考察1 

  燃焼したマッチには発火剤が使われ、燃えやすくなっていたため、
燃焼させることができた。また、ほかの物質が燃えなかったのは、過
熱水蒸気が気体であり、分子あたりのエネルギーが小さいため、物質
の温度が発火点に達していないと考えた。対象の物質の温度をあげ
ることができれば、凝縮することなく燃やせるのではないかと考えた。
乾燥させた物質を用いたが、乾燥前の物質と結果が変わらなかった
ことから、物質の水分量は燃焼に関係していないことがわかった。 
 
考察2 

  過熱水蒸気での加熱の際に、ビーカーの底に水滴がつき続け、そ
の水滴に熱が奪われ続けたため、ビーカーに入れた水を加熱するこ
とができなかったと考えた。また、熱が空気中に逃げてしまったのが
原因で加熱することができないと考えた。さらに、銅管とガラス管をつ
なぐコルクが焦げていたため、コルクが熱を奪っているのではないか
と考えたが、噴出した過熱水蒸気の温度が実験①と大差がなかった
ため、コルクの影響は少ないと考えた。 

https://site.ngk.co.jp/lab/no214/
https://site.ngk.co.jp/lab/no214/


目的 
・ダンゴムシの保管状態によって反応に差が出るのか調べる。 
方法 
・暗闇で1日保管したダンゴムシで実験②と同様の実験を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
実験結果 
・明るい場所で保管していた場合よりも光から逃れようとする反応が 
 強く見られた。 
 

ダンゴムシと炭酸カルシウムの関係性について 
 

山梨県立韮崎高等学校 ３年 福島麗音 松野息吹 

参考文献・参考URL 

purpose 

 目的 
 ・光の色の違いによる反応の差を調べる。 
 実験方法 
 ①箱に赤色と青色のＬＥＤをそれぞれ設置する。 
 ②ダンゴムシを箱の中に放し、5分間観察する。 
 ③それぞれの光の周囲に近づいた回数と時間を記録する。 
 
結果＊データの平均を少数第二位で四捨五入 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・この実験から、ダンゴムシが青い光に多く近づいたのは、赤色の光に 
 より強い負の走光性を持っているからであると考えられる。 

・実験①では、ダンゴムシは負の走光性があることがわかった。 
 その時に炭酸カルシウムの影響は確認されなかった 
・実験②では、ダンゴムシには赤色により強い負の走光性を持つことが                                                    
 わかった。 
・実験③より暗闇に保管していた場合の方が負の走光性が確認できた  
・本来の実験の目的である炭酸カルシウムによる影響は、どの 
 実験においても確認することは出来なかった。 

LED電球だけでなく白熱電球ではどうなるか実験してみたい。 
試行回数が少なかったので試行回数を増やしたい 
気温によるダンゴムシの活動が変化するのか調べたい。 

実験② 

結論・まとめ・研究の成果 

今後の課題 

目的 
 ・ダンゴムシの走光性の正負及び、炭酸カルシウムの摂取により 
  差が発生するのかを調べる。 
   実験方法 
    ①箱の中にＬＥＤ電球を置く。 
    ②ＬＥＤ電球の近くにオカダンゴムシを放し、炭酸カルシウムを 
      与えた個体と与えなかった個体で各10回行動を観察した。 
  実験結果 
 ・炭酸カルシウムを摂取した個体は10回全部光から離れた 
  炭酸カルシウムを与えなかった個体は10回中9回光から離れた   
  
 ・ダンゴムシに負の走光性があることを確かめられた。 
 ・炭酸カルシウムの摂取による走光性への影響は確認出来なかった。   

実験① 

・ダンゴムシは負の走光性があると考えられる 
 また、炭酸カルシウムによる走光性の変化はないと考えられる 
・暗闇で保管していた方が負の走光性が大きく現れたがそれに関して 
 暗闇に長時間いたために光に慣れておらず光を浴びることに対する 
 ストレスが強かったからだと考えられる。 
・枯れ葉とチョークを与えた個体が実験②実験③の双方でより強く反応 
 を示したのは、活動に必要なエネルギーを食事から最も多く摂取でき 
 ていたからではないかと考えられる。 

考察 

ダンゴムシとワラジムシの走光性について―日本科学協会 
www.jss.or.jp/fukyu/mentor/data/2013hara_slide.pdf 
 
特徴 ダンゴムシ 
http://www.flowers-beauty.com/010_life/dangomushi/dangomushi_10-01.htm 
 
 
 
 

   若葉のみ 枯れ葉のみ 若葉とチョーク 枯れ葉とチョーク 

赤：回数 0.3 0.3 0.0 0.3 

青：回数 0.7 1.0 0.3 1.0 

赤：時間 2.4 8.3 0.0 6.6 

青：時間 24.1 24.7 8.4 12.1 

実験③ 

   若葉のみ 枯れ葉のみ 若葉とチョーク 枯れ葉とチョーク 

赤：回数 0.3 0.0 0.3 0.3 

青：回数 0.3 0.0 0.0 0.7 

赤：時間 14.2 0.0 11.0 22.2 

青：時間 5.9 0.0 0.0 59.2 

ダンゴムシは炭酸カルシウムを主成分とするもの（チョーク）を食べると
消化能力が上がるという先行研究を元に、炭酸カルシウムを食べること
で行動など消化能力以外にも向上する能力があるのか知りたいと思い
走光性の変化について調べた 
 
走光性について 

虫は光に対して一定の角度を持ち、中でも光に向かっていくものを「正
の走光性」といい、暗い方へ逃げるものを｢負の走光性」と言う 
 
 
ダンゴムシについて 
夜間と朝方に活動している。また、 
昼間湿った物陰に隠れている。主に 
落ち葉や雑草を食べて分解をし、 
土を豊かにしたり昆虫などの死体を 
食べて自然界を掃除している。 
また、若葉などを食べることもある。 
 
         
 
          

  

テーマの背景 

Based on our previous research “Pill Bugs increase their Digestive capacity when consuming Calcium Carbonate,”we investigated how a carbonate diet 
and the color and brightness of light shown on pill bugs affect their phototaxis  

SSH３年生グループ課題研究成果発表会 
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韮崎岩屑雪崩堆積物上の土石流堆積物の堆積機構 
-Depositional mechanism of debris flow deposit on Nirasaki debris avalanche deposit- 

SSH３年生グループ課題研究成果発表会 

韮崎高校 ３年 秋山 涼乃 輿水 由美香 藤森 莉奈，中央高校 教諭 中澤 仁 

Abstract 

  

 The muddy rates and density of the gravel bed distributed in Otosaka 
Takane-cho,Hokutocity,Yamanashi Prefecture,Nirasaki debris avalanche 
deposit and modern fluvial channel-fill deposits were measured and 
compared respectively. As a result, this high muddy gravel bed is a 
debris flow deposit like Nirasaki debris avalanche deposit without water. 

調査地点 

調査地点の地層 

 調査地点は，北杜市高根町乙坂地域周辺であり，南佐久層群最上部累層が分布するとされている
（熊井ほか，1994）．調査地点には，火山灰層がみられ，産状から御岳第一テフラ（町田・新井，
1992）であると考えられ，第四系更新統大武川第Ⅲ段丘礫層・相当層（熊井ほか,1994）と再定義した．
火山灰層については，今後，重鉱物組成や鉱物の屈折率の測定等の検討が必要である． 

含泥率の測定 

① 試料を乾燥させの重さを量る 
 
② 試料を1/16㎜の篩で水洗する 
 
③ 篩に残った試料を乾燥させる 
 
④ 乾燥した試料の重さを量る 
 
 

密度の測定 

調査地点の土石流の分布 

 調査地点付近の地形を見ると，調査地点は細長い平坦な上面を持つ高まり上に位置する．この高まり
は，土石流によって形成されたと考え，土石流堆積物の分布を推定した．また，調査地点周辺の接峰面
図を作成し，浸食以前の地形を復元した．その結果調査地点北西に，調査地点より比高50m以上高い高
まりが確認された．熊井ほか（1994）では，この高まりには，韮崎岩屑流堆積物の流れ山が分布すると

されている．よって，調査地点の御岳第一テフラ直下土石流堆積物は，この流山の斜面が崩壊して発生
した土石流によって形成されたと考えられる． 

調査地点の土石流の堆積機構 

 調査地点の土石流堆積物は，異なる粒径の砕屑物によって構成される．この堆積物と，韮崎岩屑なだれ
堆積物の含泥率は,現生河川流路堆積物と異なり，高い．Hjulstrom, F. (1935)は、砕屑物の運搬において、水

流の流速と粒径の関係を明らかにし、流速と粒径によって粒子の挙動が異なることを示した．つまり，粒
径の異なる砕屑物はそれぞれ水流によって流れる場合，同一環境で堆積しにくい．土石流堆積物は，現生
河川流路堆積物と異なり，韮崎岩屑なだれ堆積物と同様に，粒子がそれぞれ水流によって流されている状
態ではないことを示している．また，密度が礫より小さい基質中に，礫が点在することは，土石流の基質
の粘性が高く，粒子同士が支持しながら流下していると考えられ，粒子同士の摩擦力が高く，摩擦を低減
する間隙水の影響をほとんど受けていないと考えられる．（中村ほか，2016）これらにより，岩屑雪崩堆
積物と同様，塊状（プラグ）（Hooke,1967：Johnson,1965,1970）で流下したと考えられる． 

まとめ 

この研究において，分かったことと今後の課題について以下にまとめる． 
 
・北杜市高根町乙坂付近に分布する礫層は土石流堆積物である． 
・孔隙の多い試料の密度を，スライムを利用した測定方法で可能にした． 
・土石流は，水をほとんど含まず，粒子同士がお互いに支えあって，変形しながら流下し，堆積した． 
・土石流の分布範囲を確定し，地質図を作成することは課題である． 

引用文献 
HjulstromF. (1935). Studies of the morphological activity of rivers as illustrated by the River Fyris, Bulletin. Geological Institute Upsalsa, 25, 221-527. . 
HookeR.LeB. (1967). Processes on aried-region alluvial fans.Jounal of Geology,75,438-460. 
JohnsonA.M. (1965). A Model for Debris Flows.Unpublished Ph.D.dissertation.The Pennshylvania State University,University Park,penn.,205pp. 
JohnsonA.M. (1970). Phisical Processes in Geology.Freeman,Sanfrancisco,571pp. 
刈谷 愛彦. (2012). 赤石山地・地蔵ヶ岳東麓で奈良-平安時代に発生した大規模岩屑なだれ.地形，第33巻，第3号，297-313. 
熊井 久雄，田中 俊廣，奥田 述夫，内山 高，近藤 洋一，伊東 徳治. (1994). ア－バンクボタ，vol.33，特集「八ヶ岳」. 株式会社
クボタ. 
三宅 康幸，大島 治. (1996). 地学事典，p1272. 平凡社. 
三宅 弘二. (1985). 月間地球,vol.7. 
中村 杏，深沢 維阿，佐野 良太，和光 若奈．（2016）．液状化による砂層粒子の体積減少率，平成２９年度山梨県総合文化祭自
然科学発表． 
上杉 陽. (1998). 堆積学事典，p75. 朝倉書店. 
町田 洋，新井 房夫. (1992). 火山灰アトラス. 東京大学出版. 

Hjulstrom, F. (1935)より 
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現生河川 
-須玉川 

現生河川 
-宮地川 

現生河川 
釜無川 

韮崎岩屑
流-穴山 

土石流 
-乙坂 

全体量砂+泥 169.66g 210.77g 152.20g 82.54g 147.42g 

泥の量 0.67g  0.52g 0.63g 4.63g 10.68g 

含泥率 0.39% 0.25% 0.41% 5.6% 7.24% 

はじめに 
 調査地域は，北杜市高根町乙坂地域周辺であり，南佐久層群最上部累層が分布するとされていました。
これまでの研究で，調査地点には、御岳第一テフラ含む陸上堆積物が分布しているが分かっている。 

 このこの研究では陸上堆積物中の礫層の含泥率と密度を計測し、この礫層の堆積機構を検討した。 

 

御岳第一テフラ 

御岳第一テフラ 

土石流堆積物 

土石流堆積物 

基質（粒径が
１㎝未満） 

礫（粒径が１
㎝以上） 

 
 

① 試料の重さを量る 
② 試料に糸を巻きつける 
③ ②をスライムで覆う 
④ ③を水が入ったビーカーの中に入れる 
  Ⅰ 試料をビーカーの底につけなかったときの重さ 
  Ⅱ 試料をビーカー底につけたときの重さ 
  Ⅰ、Ⅱをそれぞれ電子天秤ではかる 

① 
② 
 

④Ⅰ  
③ 

④Ⅱ 

孔隙が多い試料の体積を測定する場合，水銀を利用するものが一般的であるが，体積測定後も試料の
利用がしやすいスライムを利用した測定方法を開発し，土石流堆積物の基質と礫に分けて、それぞれ
の密度を求めた. 



モンスターハンターを利用した巡回セールスマン問題 
traveling salesman problem used  Monster Hunter 

令和元年度 SSH3年グループ課題研究発表会 

山梨県立韮崎高等学校 ３年 浅川綾汰 小倉颯馬 

参考文献・参考URL 

 We studied the traveling-salesman problem that was the problem of the field of the graph theory in the disintegration mathematics. 
We checked the shortest course that went along all areas of the map in the game of the popular game “Monster Hunter” series and 
learned it about disintegration mathematics programming and introduced summaries such as the disintegration mathematics through 
announcement activity and was intended that we had you understand it. 

巡回セールスマン問とは、都市の集合と各2都市間の移動コスト（たと

えば距離）が与えられたとき、全ての都市をちょうど一度ずつ巡り出
発地に戻る巡回路の総移動コストが最小のものを求める（セールスマ
ンが所定の複数の都市を1回だけ巡回する場合の最短経路を求め
る）組合せ最適化問題である。 
計算複雑性理論においてNP困難と呼ばれる問題のクラスに属する。 

すなわち、問題例の大きさに関する決定性の多項式時間アルゴリズ
ムが見つかりそうにない、計算量的に困難な問題である。 

一般的な巡回セールスマン問題において巡回する都市数をｎとすると、
可能な経路の総数はｎ!/２ｎ通り存在する。 

解法として、厳密に最適解を求めることを放棄して計算時間を短くす
る方法は局所探索アルゴリズム、焼きなまし法、遺伝的アルゴリズム、
タブー探索といったヒューリスティックアルゴリズムを用い、他には分
岐限定法や切除平面法によりパーソナルコンピュータでおよそ１日以
内で厳密解が得られることが多い。 
 
 

Abstract 

・今回用いたアルゴリズムである分枝限定法以外のアルゴリズムで最
短経路を求めることができるのか検証する。 

また、他のマップや他のプログラミングソフトウェアでも求めることができ
るのか検証する。 

・離散数学についての知識をさらに深め、原理の理解ができるようにし
て、条件を変えた問題でも理解出来るようにする。 
・プログラミングについて学習し、より良いコードの書き方等を工夫する。 
 
 
 

調査方法・実験方法 

これをもとに、得られたスコアを分枝限定法のコードに代入する。 
・分枝限定法とは 

（分枝操作と限定操作から構成される。全ての解候補を体系的に列挙す
るもので、最適化された量の上限と下限の概算を使って、最適でない候
補は「ひとまとめに」捨てられる。）  

コードを実行すると、コンピュータがアルゴリズムを実行し、近似解（最短
経路）が得られる。 
 

 「モンスターハンター」シリーズのゲームをプレイしている最中、どの経
路を辿ると所要時間が最短となるか疑問に感じた。 

グラフ理論における「巡回セールスマン問題」が利用出来ると考え、グ
ラフ理論に関する情報や最短経路探索アルゴリズムを調べるとともに
実際に所要時間等を代入しプログラムをして最短経路を調べた。 

テーマの背景 

汎用のプログラミング言語であるPython（パイソン）の中のソフトウェア
であるSpyderを用いて調べた。 
使用するゲームソフトはニンテンドー3DSソフト「モンスターハンターⅩ」 

で、「古代林」のマップを使用。エリアの巡回可能な辺をグラフに表し、
各辺ごと三回時間を計測し、平均値をとり、少数第２位を四捨五入した
値をその辺のコスト（移動時間）とする。スタート位置は０、ゴール地点
はBとする。（図２参照） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           図１ ゲーム内の実際のマップ                        図２ 点と辺のみを表したグラフ 

 
 
 
 
 

計算結果より、最短経路 0.1.8.7.9.11.13.14.16.17.5.2.0 
得られたコストを合計して、 総コスト： 120.7（秒） 

巡回セールスマン問題 ウィキペディアより 
 
驚きの数学巡回セールスマン問題 ウィリアム・J・クック/著 
松浦俊輔/訳 青土社 
 
Python 非対称巡回セールスマン問題を分枝限定法
( branch and bound )で解く 
 
分枝限定法 ウィキペディアより 
 
 
 
 

巡回セールスマン問題とは 

 
 
 
 
 
 
 
 
；ｋｊ 

結  果 

今後の課題 

図３ 今回の辺のコスト（時間）を行列で記述した表 

図４ 実際のプログラム画面と計算実行 
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水中シャボン玉の研究Ⅱ 
Research of underwater soap bubbles ⅱ 

                                                                                                      Abstract 

食器を洗っているときに水中にシャボン玉ができたのを見て、どのようにシャボン玉が
できるのかが気になり、その構造や性質を調べてみようと思い、研究を始めた。 

        水中シャボン玉の作成方法 
まず、ビーカーに水を入れ、界面活性剤を混ぜシャボン液を作る。次に、ストローの先
をシャボン液の中に入れ、もう一方の先を指で塞ぎ、そのままシャボン液からストロー
の先を上に出す。最後に塞いでいた指を離して、ストロー内のシャボン液を落とす。 

              実験の目的 

           実験の内容および方法 

              結果と考察 

              今後の課題 
・実験の回数を増やし精度を上げる。 
・溶液の濃度を変えて実験を行う。 
・シミュレーションを改良し、中の液体の直径と空気膜の厚さの関係を調べる。 

              参考文献 
• 京都市青少年科学センター ホームページ 
• Bubble in water 
（碧南市立西端中学校 http://www.city.hekinan.aichi.jp） 
• 日本界面活性剤工業会 ホームページ 
• 物理（数研出版） 
・ 化学（東京書籍） 

山梨県立韮崎高等学校  ３年 小関光太 加賀谷湧 篠原蒼真 西澤勇紀  

① 水中シャボン玉ができる最適条件があることがわかった。    

   （溶液の濃度、落とす溶液の量、落とす溶液の高さ） 

② 水中シャボン玉のでき方と壊れ方について詳しく分析することができた。 

   （①の最適条件と関連づけて説明できる） 

③ 水中シャボン玉の「液体の直径」と「空気膜の厚さ」の関係について調べた。 

   （継続研究中） 

④ 水中シャボン玉が持つ電気量の測定方法を考案した。（継続研究中） 

空気膜の厚さを調べる 

（１）試験管に空気を集める 

 （２）レーザー光を当てる 

 （３）コンピュータシミュレーション 

落とす液体の量 
 ０．８５ｍL 
（ストロー３ｃｍ分） 

水中シャボン玉１個
当たりの空気の量 
０．００１８ｍＬ 

５５０回 

メスシリンダーに空気が 
１ｍＬ溜まるまで行う。 

1mL 

落とした液体 ０．８５ｍL が全て水中シャボン玉になったと仮定する 

中の溶液の半径   ａ ＝０．５９ ｃｍ 
中の溶液の表面積  Ｓ＝４．３３ ｃｍ２ 

水中シャボン玉の空気の厚さを ｒ とする 
 

＝ ０．００１８ｍＬ 
     （１個当たりの空気の量） 

S ・ ｒ 

？ 
膜の厚さｒ 直径Ａ ｒ／A

1.025 7.05 0.145 1.15 7.2 0.159

0.9 7.9 0.113 1.025 6.85 0.1496

0.925 7.75 0.119 1.25 7.5 0.166

0.825 7.35 0.112 1.175 7.65 0.1535

1.5 9.35 0.16 1.075 8.15 0.1319

0.95 8.25 0.169 1.05 8.1 0.129

1.3 8.35 0.155 1.25 8.1 0.154

1.2 7.4 0.162 1.6 9.15 0.168

1.325 7.65 0.173 1.1 8.95 0.122

1.2 7.95 0.15 1.575 9.65 0.175

1.325 7.65 0.173

 ｒ／Ａ ＝ ０．１１～０．１７ （平均 ０．１５ ） 

黒くなっているところは光が
届いていないと考えられる 

水中シャボン玉が壊れた時に出る空気の泡を集めて、空気膜の厚さを測る 

水中シャボン玉にレーザー光を当て膜を確認する 

水中シャボン玉の空気の厚さ ｒ ＝ ０．００４２ｍｍ                                                                       

 

   （４．２μｍ） 

ｒ 
A 

直径Aと膜の厚さrの比 

後にコンピュータシミュレーション」に代入する値r/Aを求めた 

レーザー光線を通過させる 

ビデオカメラ 

レーザーポインター 

ケント紙を貼る 

① 

② 

③ 

上の空気膜を通過するとき 

下の空気膜を通過するとき 

①中の液体の中を通る場
合で、この光は屈折しなが
らも反対側に通過する 

②空気膜に一度入り、中
の液体を通らずに外に出
る場合で、この光は反対
側には通過して来ない 

③液体と空気膜のところ
で全反射する場合で、こ
の部分の光も反対側に
は通過しない。 

全反射 

A点 屈折の式 B点 屈折の式 △OAB 正弦定理 

水中シャボン玉を通る光をコンピュータシミュレーションで視覚化し、膜の厚さを求める 

結 果 （空気膜の厚さ） 

（１）実験による測定結果        ０．００４２ ｍｍ （４．２ μ ｍ） 
 
（２）コンピュータシミュレーションの結果  ０．００１７〜０.００６７ｍｍ  
                              （ １.７〜６.７μ ｍ） 
考 察 
（１）これまで空気膜として見ていたものは、膜の表面で反射した光を見ていると考えら     
  れる。 
（２）実験とシミュレーションの値の差は、測定誤差が影響していると考えられる。 

We calculated the thickness of Underwater Soap Bubbles’ films by comparing the results of an experiment and a computer simulation. We calculated the bubbles’ thickness by collecting the air that was released when it burst and calculating 
its volume. In the computer simulation, we calculated its thickness by simulating the light’s reflection and refraction. We found that the bubble’s thickness was 4.2 μm in the experiment, while it was 1.7〜6.7μm in the computer simulation. 
We thought the bubble’s thickness was the part where the light did not reach. We thought that the measurement error was caused by the difference between the results of the experiment and computer simulation.   

ｒ 

A 



ネバネバで水をきれいにする 
山梨県立韮崎高等学校 ２年6組 古屋翔太 中山竜一 小田切尊  要旨 

考  察 

結論・まとめ・研究の成果 

今後の課題 

仮説 

テーマの背景 
東京書籍の化学基礎の教科書p４１ページで、納豆菌のネバネ

バに含まれるポリグリタミン酸に水の汚れを分解する作用がある
という記述を発見した。その記述をもとに、本物の納豆と、同じネ
バネバ食品であるオクラに浄化作用があるか調べた。また、それ
らの環境への影響も調べた。 

納豆に含まれるポリグルタミン酸は水の汚れを分解するといわれている。私たちは本物の納豆と、同じネバネバ食品であるオクラに浄化作用があるか調べた。また、それらの環境への影響も調
べた。 

There was a water purification agent that used natto bacteria in a textbook.So,we researched if the effect natto and okura,had sticky.In addition,even if 
these foods cleaned the water,it is not practical if they are adversely affected,so the effects of the purification process on plants were investigated. 
First, the color change of three milk solutions one with natto,one with okura, and one with neither  were examined.Next, the chemical oxygendemand 
foreach solution. COD for each solution was measured using a tetra test that investigates KH,GH,NO2,NO3,Cl2 levels.Finally,natto was plaud on cold-
resistant Tifa Tita plants and the change was examined.Okra and natto lightened the color of milk and reduced the COD value.In addition,okra had 
higher values of NO2 and NO3 and natto had higher GH values and lower KH values.The effects of okra and natto on plants could not be confirmed in 
this experiment From these experiments we could confirm the visual changes natto and okra had on the milk. In addition changes  in each COD index 
by okra and natto  were confirmed.However,since  there was a mistake in the process carrying out the experiments it is necessary to properly carry out 
the method in  experiments future 

直接、納豆やオクラを水に入れても水はきれいになり、環境にも
影響はないのではないかと考えた。 

①納豆とオクラをそれぞれ牛乳を加えた水の中
に入れ水の色の変化を調べた。 

左から何もなし、納豆を１０粒、ねばねばのみ 

左からオクラ、何もなし 

      初め               １週間後  

初め               １週間後 

②田んぼの水に納豆とオクラをミキサーで分解した
水を入れ、CODの値を調べた。 

結果として、色は変化したが牛乳は浸水コロイドであるため、オク
ラと納豆に含まれる電解質が影響したとも考えられる。 

左から、オクラ、納豆、何もなし 

    初め               １週間後 

パックテストの結果 

実験前 

               １週間後 

左からオクラ、納豆、何もなし 

結果としてCODの値が変化したが何もしていない水に変化があり、

パックテストをした際にミスがあったと考えられる。また、すべての
溶液が無色ではないため、結果を一概に読み取ることはできない。 

③テトラテストで実験した 

④植物にオクラと納豆を載せてみた。 

使った花はティタティタという耐寒性に優れた花 

左から何もなし、納豆を載せる、オクラを載せる 

初め                  １ヵ月後 

結果として、これらに成長具合などの差は見られなかったので、納
豆、オクラが環境に与える悪影響は少ないのではないかと考えら
れる。 

左から何もなし、オクラ、納豆 

ｐＨ ＫＨ(炭酸塩硬度) ＧＨ(総硬度) 
ＮＯ２(亜硝酸塩) ＮＯ３(硝酸塩) Ｃｌ２(塩素) 
を調べることができる。 

－ － 

結果として、項目によっては数値が上昇するものもあったのでやはり納豆、
オクラをそのまま入れただけでは水自体に悪影響を与える可能性がある
と考えられる。  
 

オクラと納豆は牛乳の色を薄くしＣＯＤの値を減少させた。また、テトラテ
ストではオクラはＮＯ2、ＮＯ3の値が高くなり、納豆はＧＨの値が高くなり、

ＫＨの値が低くなった。オクラと納豆の植物への影響は今回の実験では
確認できなかった。 

・納豆、オクラの水への具体的な影響の調査 
・納豆、オクラの浄化作用の原理の解明 

これらの実験から納豆とオクラが牛乳という特定の液体での視覚
的な変化が確認できた。また、オクラと納豆によるそれぞれの指標
の変化が確認できた。しかし、実験方法の家庭にミスがあったため、
今後は方法を的確にやっていく必要がある。 



プロペラによる発電効率 

文理科SSH交流発表会 

韮崎高校 ３年 望月貴斗 勝沼智貴 藤原悠吾 米山友貴 

参考文献・参考URL 

プロペラの半径を40mmを基準に50mm,60mmの記録を取りそれぞれのプロペラの大きさ間での関係を見た。 
その結果、比例関係に近いものが見られた。 

要旨 

   

・モーターと回転翼部の剛性を高く作れなかった。 
・風を起こすのに、ドライヤーを用いた為、 
全体に安定した風を送ることができなかった。 
・軸部の素材をゴム栓以外に考える。 
・大きさだけでなく、接合角度、羽の形状による比較なども 
調べてみたい。 

調査方法・実験方法 

結  果 

考  察 

結論・まとめ・研究の成果 

今後の課題 

仮説 

  

扇風機や換気扇などに使われる回転翼と、風力発電
などに使われる回転翼は、形状が大きく違うが、それ
が何故なのか気になったから。 

テーマの背景 

  

プロペラの大きさを変えると電流などの値に何らかの
関係があるのではないかと予想する。 
 

塩化ビニル板を切り出し、羽を作り、ゴム栓を軸にし、差し込む。 
羽は３枚、接合角度は３０°の回転翼を作成した。 
今回は回転翼の大きさによる変化を調べるため、 
半径４０ｍｍ、５０ｍｍ、６０ｍｍの３種類を用意した。 
実験方法は回転翼に風を当て、回転翼を取り付けたモーターを 
テスターにつなぎ電流を測定する。 
風はドライヤーによって起こし、１５０ｍｍ離れた距離から 
羽の中心に当てる。 

  １          ２          ３ 
40mm 50mm 60mm 
2.3４ 3.38 3.97 

プロペラの大きさを大きくしていけば比例関係が見ら
れるのは、受風面積A〔m2〕の風車を考えると、この面
積を単位時間当たり通過する風速V〔m/s〕の風のエネ
ルギー（風力パワー）P〔W〕は空気密度をρ〔kg/m3〕と
したときに、次式で表すことができる。 
 
 
 
 
 
 
すなわち、風力エネルギーは受風面積に比例し、 
風速の3乗に比例するからである。 
 

実験からも、羽の大きさと電流の大きさにはおおよそ
の比例関係があると分かったが、５０ｍｍと６０ｍｍで
の値の差が４０ｍｍと５０ｍｍでの値の差に比べて小
さかった。 
これは剛性の低さによるものとも考えたが、 

風を起こすのに、ドライヤーを用いた為、全体に安定
した風を送ることができなかった可能性もあると 
考える。 
 
 

羽の大きさと電流の大きさは比例ではなく、 
３乗に比例することが文献調査より分かった。 

https://www.jeea.or.jp/c
ourse/contents/03402/ 



ムレキシド反応：カフェインに過酸化水素水と塩酸を加えて加熱すると
アマリン酸(黄赤色を示す)に変わる。さらにこれにアンモニア水を加え
るとムレキソイン(紫紅色を示す)という物質になる。これらの色の変化
から、カフェインの有無を検出する反応 

 
●緑茶の茶葉での実験 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

カフェインの抽出 
Extraction of caffeine 

SSH３年生課題研究発表会 

山梨県立韮崎高等学校 3年 有井沙英 谷内星音 蟹澤こと美 

参考文献・参考URL 

 
 
 
・茶葉では結晶が観察できたが、コーヒーではできなかった 

・実験の回数が少ないのもあるが、浅煎りの豆でも深煎りの豆と数値が
それほど変わらなかった 

 
  

調査方法・実験方法 

結果 

か 
今後の課題 

化学式C₈H₁₀N₄O₂                                                      
融点：２３６℃  昇華点：１７８℃ 
作用・・・中枢神経を興奮させることによる覚醒作用および強心作用、皮     

下脂肪燃焼効果、脳細動脈収縮作用、利尿作用など。医薬品にも使わ
れ、眠気、倦怠感に効果があるが副作用として不眠、めまいなどの症状
が現れることもある。 

カフェインについて 

緑茶の茶葉よりもコーヒー豆に含まれるカフェインのほうが多い 

仮説 

●カフェインの昇華性を利用してホットプレートによる捕集を行い、ム
レキシド反応で確認する。(緑茶葉とコーヒーで実験) 
①ホットプレートを２００℃に加熱する 
②茶葉とコーヒーを２g(茶葉をすりつぶしたものを１．５ｇ、そのままの

茶葉を０．５ｇ量りとりアルミニウム箔に移し、薬さじで平らにする。こ
のとき表面積を一定にするため画用紙を筒状にしたものを用いる。 
③時計皿の重さを電子天秤で計量する。 
④先ほどの装置に時計皿をかぶせる。→ 

⑤アルミニウム箔の表面温度が200℃付
近になるよう保ちながら20分加熱し、5分
余熱で温める 

⑥時計皿を放冷した後、電子天秤で重さ
を計量する。 

⑦ムレキシド反応でカフェインかを確認す
るため、時計皿に過酸化水素水５滴と塩
酸２滴を加え、アルコールランプで水分を
蒸発させ色の変化を観察する。 

⑧時計皿を放冷した後、アンモニア水２
滴を加え色の変化を観察する。 

緑茶の茶葉とコーヒー豆を加熱してカフェインを抽出し、結晶の観察やカ
フェインの量の測定を行った 

考察 

●コーヒー豆での実験 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 カフェインを含んでいる飲み物を飲むと、眠くなりにくいとされて
いるが、実際どれくらいの量が含まれているか気になったため。 

研究の動機 

4回目 5回目 平均

12.325 12.253

12.339 12.263

0.014 0.010 0.0214

✕ 〇

実験の概要 

1回目 2回目 3回目

加熱前 12.239 12.268 12.242

加熱後 12.253 12.282 12.267
後－前 0.014 0.014 0.025
反応 ✕ ✕ 〇

4回目 5回目 平均

12.268 12.279

12.288 12.300
0.020 0.021 0.0188
✕ ✕

茶葉から抽出した結晶 

1回目 2回目 3回目 平均
加熱前 12.240 12.325 12.252
加熱後 12.254 12.344 12.265
後ー前 0.014 0.019 0.013 0.0153
反応 ✕ ○ ✕

参考文献 

 
 
 
 

・前回の実験から、インスタントコーヒーよりもコーヒー豆のほうがカ
フェインの量が多かったので、多く煎られているほうがカフェインの量
が少なくなる 

・茶葉のほうが、結晶がきれいに観察できたのでコーヒーは色素など
も一緒にでてきてしまったと考えられる 
 
 
 
 
・実験回数を増やす 
・カフェインと眠気にどういう関係があるのか調べる 
・別の種類の緑茶やコーヒー豆での実験をする 
 
 
 
手軽なカフェイン抽出法 
Ｈｔｔｐ：/www.aichi-c.eｄ.ｊｐ
/contents/rika/koutou/kagaku/ka2/cafein/cafein.him 
 

コーヒーから抽出した結晶 ムレキシド反応（茶葉） 



高性能セルロース分解菌の単離 

R1 SSH3年生課題研究発表会 

                        ３年６組 白倉健渡  Abstract 

In recent years, Bioethanol is attracting as one of alternative energies. However, mass production of Bioethanol may cause some problem such as 
lack of cattle feed.  I have been investigating for the purpose of solving those problems by using cellulolytic fungus for resolve cellulose.  I tried 
isolating cellulolytic fungus and surveyed about its ability of resolving cellulose. As a result, all of the isolated cellulolytic fungus have few ability of 
resolving cellulose. 

身近な環境から分離したセルロース分解菌によるセルロースの加水
分解を利用して，グルコースを得，アルコール発酵の基質とすることに
よって，食糧を原料としている・酵素が高価であるという現在のバイオ
エタノール合成の課題の解決を図りたい。 

動機 

実験１ 菌の単離 

参考文献 バイオエタノール - 環境技術解説    tenbou.nies.go.jp 
薄層クロマトグラフィーによる糖質の分離挙動と食品試料への応用  jstage.jst.go.jp 

まとめ 

 実験結果 

 実験方法 

 実験結果(①) 

 実験方法 

実験２ 分解能の調査 

今後の課題 

・糖度を正確に測る方法が必要である 
・分解菌だけを確実に単離する方法が必要である 

各採取地点での気温，土中の温度，土壌pH，含水率を測定した 

採取
地点 

気温 土中
温度 

土壌
pH 

含水
率(%) 

植物 

森林 
地表 

13.5℃ 

14.0℃ 7.9 46.5 
ナラ 
クリ 森林 

地中 
14.0℃ 7.7 30.4 

Table.2 各地点の環境 

〇の部分の菌を培養し分解能を調査した 

バイオエタノールとは 

土１ｇ 

水50mL 
攪拌 
静置 

上澄み150μL 

1サンプルにつき1枚 

24℃で9日間 
   培養 

選択培地 

振とう培養を行い，嫌気条件下でセルロースを分解させ，糖度を測る 

 実験結果(②) 

・誤差の小さい糖の定量法を模索する 
・分解菌のスクリーニングを行い，分解効率の良い分解菌を 
 みつける 
・分解能の調査方法を改め，正確なデータを得る 
・DNAの塩基配列を解析し，種を同定する 

予備実験の結果 実験の条件 

環境中に存在するセルロースが多いと
分解菌も多い 

腐葉土のみを土壌試料とした 

― 採取地点の環境を調査 

デンプン(食糧) グルコース バイオエタノール 

セルロース グルコース バイオエタノール 酵素(高価) 

セルロース グルコース バイオエタノール 

酵母 酵素 

酵母 

酵母 

実験３ 菌の単離Ⅱ 

 実験方法 

 実験結果 

Table.1 変更点 

※採取日 4/17 

今までの実験結果 考察 今回の実験 

糖度の測定値が 
時間によって大きく増減 

分解菌が産生した糖を
消費している 

分解能に加え糖の 
消費量についても調査 

Fig.1 培養後の選択培地 
    地表(左)と地中(右) 

①分解能の調査 

アルギン酸ビーズ(菌) 

水＋セルロース 

水とセルロース(24：1，セルロース源はパルプと
セルロース粉末)に菌を入れ，32℃，60RPMで 
1時間振盪培養 

菌を別の容器に移して振盪培養する 

6回繰り返す(6時間) 

糖度(Brix)を3回測定した平均，TLC 

②糖消費量の調査 

アルギン酸ビーズ(菌) 

グルコース溶液 

4％グルコース水溶液に菌を入れ，32℃，
60RPMで6時間振盪培養 

1時間ごとに糖度(Brix)を測定 

糖度を3回測定した平均を取る 

0
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B
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糖産生 

セルロース 

パルプ 
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5
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B
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) 

反応時間(h) 

糖消費 

菌有 

菌無 

Fig.2 糖産生量 

Table.3 考察と追加点 

Fig.3 糖消費の挙動 

1h 2h 3h 4h 5h 6h 

セルロース × × × × × × 

菌無 × × × × × × 

Table.4 TLCスポットの有無 

TLC結果とBrix測定値の食い違い 
 →Brixが非常に小さい値であり， 
   測定時の誤差 

全体的に菌有の値が菌無の値を
下回っている 
糖度の増減は測定誤差 
 
①，②の結果からこの菌は 
分解能を有していない 

実験1，2の手順と結果を踏まえ，分解能を持つ菌だけを単離する 

1．実験1と同じ手順で培養 
2．培養中の様子から菌を選別し別の選択培地で培養 

Fig.4 培養後の選択培地Ⅱ 

手順1でハローらしきもの
が確認できた13種類 
 

これだけのハローを確認
するのに１カ月以上 
→分解能は低い 

分解菌 



アゾ染料の合成 
ｓｙnthesis of azo dye 

２０１９年 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 笠井希未 佐々木茜 篠嵜友里愛 Abstract 
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これまでの成果 

 実験結果 

今後の課題 

・アゾ基（－N＝N－）をもつ合成染料 
・指示薬や食用色素として使われる 
・黄～赤色を示すものが多い 

 実験方法 

塩化ベンゼン 
ジアゾニウム 

ニューステージ新化学図表 浜島書店   化学 東京書籍 
geocities.jp  manabu-chemistry.com  itdoc.hitachi.co.jp   
   

Table.1 作成0日後～7日後の塩化ベンゼンジアゾニウムを用いて染色した木綿布 

・色と立体構造の関係を明らかにする 
・フェノール類を変えてカップリングを行い， 
 ｐH指示薬として使用できるか検証する 

・ベンゼンから塩化ベンゼンジアゾニウム溶液を合成し， 
  ジアゾカップリングを行うことで布を染色した 
・染色した布の色を，RGB値を用いて分解・数値化することにより， 
 色の変化を分析した 
・染色した乾燥後の布に酸性溶液・塩基性溶液を滴下し， 
 色の変化の目視確認と RGB値を用いての分解・数値化を行った 

アゾ染料とは 

塩化ベンゼンジアゾニウムの保管 

合成手順 

 ベンゼン 

塩化ベンゼンジアゾニウムは１日後から２日後，２日後から３日後にかけて 
かなり変色しているが，RGB値には大きな差異は見られない 

酸性・塩基性溶液の滴下 

 実験方法 

 実験結果 
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色の分解と数値化（フェノール） 
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色の分解と数値化（１-ナフトール） 
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色の分解と数値化（２-ナフトール） 

Ｒ Ｇ Ｂ 

RGB値 RGB値 RGB値 

フェノール：水酸化ナトリウム水溶液を滴下したものが， 
       見た目・RGB値ともにわかりやすく変化している 

・酸性・塩基性溶液の滴下後に色を比較 
 →布自体の色が含まれてしまうのでは？ 

・アゾ染料を用いての染色後に１日乾燥させなければならない 
 →ｐH指示薬としての実用性がない 

酸性・塩基性溶液にアゾ染料を滴下 

 実験方法 

酸性溶液・・・塩酸（２mol/L・６mol/L・１２mol/L） 
塩基性溶液・・・水酸化ナトリウム水溶液（２mol/L・６mol/L・１２mol/L） 

例 メチルオレンジ 

pH3.1    4.4 

－１～０℃で保管 

フェノール，２-ナフトール （７日間同じものを使用） 

作成から０日後，１日後，・・・，７日後の 
塩化ベンゼンジアゾニウム溶液を用いて布を染色 

 ニトロ化 還元 弱塩基遊離反応 

Fig.1 フェノール（乾燥後）のRGB値 Fig.2 2‐ナフトール（乾燥後）のRGB値 

ジアゾ化 ジアゾカップリング 

ニトロ 
ベンゼン 

アニリン 
塩酸塩  アニリン 

塩化ベンゼン 
ジアゾニウム 

アゾ染料 

塩酸（６mol/L/・12mol/L） 
水酸化ナトリウム水溶液（6mol/L・12mol/L） 染色後の布（乾燥済）に溶液を滴下 

The purpose of this study is to synthesize an azo dye from benzene and to verify whether the azo dye can be used as a pH indicator. Azo dyes were 
synthesized by coupling benzene diazonium chloride solution with phenols. The synthesized azo dye was dropped into solutions of differing pHs , and the 
color change was observed. The azo dye that we used 1-naphthol and 2-naphthol as phenols did not change color at pH7 or  higher. On the other hand, 
under pH7, a changed of the color was observed, and this change depended on the pH. The azo dye we synthesized can be used as a pH indicator for pHs 
less than 7. 

 実験結果 

溶液にアゾ染料を滴下 

（カップリング成分：塩化ベンゼン＝２：１） 

Table.2 酸性・塩基性溶液にアゾ染料を滴下 

・フェノール以外は酸性溶液と塩基性溶液で色に差があり， 
  １・２ナフトールは酸性条件下でモル濃度によって色が異なっている 
・純水（ｐH７）は塩基性溶液と色が同じ 
 

Fig.3 酸性・塩基性溶液滴下後の布（染色後）のRGB値 

溶液のｐHを１～１４に設定 

→酸性条件下で指示薬として使用可能 
          （カップリング成分は１・２ナフトール） 

・フェノールを用いて合成したアゾ染料は 
 ｐH指示薬として使用することはできない 
・１－ナフトールを用いて合成したアゾ染料の変色域はｐH２～ｐH3 
・２－ナフトールを用いて合成したアゾ染料はｐH2以下で指示薬として 
  使うことができる 

Table.3 ｐH１～１４の溶液にアゾ染料を滴下 

NaOH 12…15.1 
NaOH 6…14.8 
NaOH 2…14.3 
HCｌ 2…－0.3 
HCｌ 6…－0.8 
HCｌ 12…－1.1 

モル濃度を 
ｐHに換算 

２－ナフトールを用いて合成したアゾ染料の変色域について 
より詳細に調べる必要がある 



ゲンジボタル(南アルプス集団)の遺伝子解析と分布域の確定 
Genetic analysis of Genji firefly (Southern Alps group) and determination of distribution area 

SSH 研究成果発表会 

山梨県立韮崎高等学校 生物研究部  3年 横口 美佳 

Previous  research has  shown  that  the  Genji  firefly  has  a  `Southern  Alps  group  “  that  is  a  separate  group  from  `GroupⅡ”  which  is  also  Yamanashi   
Prefecture .  In  response  to  this,  resarch  a  genetic  analysis  of  the  Southern  Alps  popuration  was  conducted  in  osaus  to  protect  the  purity  of  the 
Southern  Alps  population .  DNA  was  collected  from  the  foot  adalt  Genji  firefly s. The  DNA  was  amplified  using  PCR.  The  DNA  was  confirmed  using 
Electrophoresis.  The  DNA  was  then  futher  pucified ,  and  analyzed  using  a  DNA  sequencer.   There  were  three  places  where  the  Southern  Alps  
group  and  Group Ⅱ  Genji  fireflys  inhabited  the  same  area.  Where  both  populations  inhabit  the  same  place  there  is  a  high  possibility  that  hybrids   
will    be  born. 

動機・目的 

実験方法 

仮説 

・純粋な南アルプス集団の生息域は櫛形山東麓の一部に限られる 
・南アルプス集団と集団Ⅱの混在する地域では互いの交配が起こっている 
・ホタルは水系か道路網を利用してその分布を拡大している 

①サンプル採取・保存 

②DNAの抽出（Dneasy Blood＆tissue kit) 
③DNAの増幅（KOD Dash(東洋紡）を用いてPCRを行った） 
④DNAの確認（電気泳動により確認） 
⑤DNAの精製（PCR Purification kitを用いて精製） 
⑥DNAの解析（DNAシーケンサーを用いて解析） 

採取地点は15地点（黒沢川・高野・オオムラサキセンター・柳沢・白須・横手・南沢
（明野）・南沢（静岡）・沢上沢・小深沢川・大滝・正楽寺・木武川・大門川・井戸尻） 

ゲンジボタルとは 

体長：オス 約10～16ミリ    メス 約12～18ミリ 
学名はLuciola cruciate。幼虫のときは川に生息し，カワニナという貝を食べ

て成長する。成虫になると低山地の里山等に生育する。北海道，南西諸島
を除く本土全域に生息しており，古くから日本人に親まれてきたホタルであ
る。近年では土地の開発などによるカワニナの減少，人工的な光による交
尾の阻害などによってゲンジボタルは減少しつつある。 

考察 

・高室川，鳩川，小田川は同じ地点でもCOⅡ解析とND5解析で結果 
が異なる 

両グループが混在する地域では雑種が形成されている
可能性が高い 

今後の課題 

・より多くの地点を調べ詳細な分布を把握する。 
 

・今回採取したサンプルの中で雑種を形成している可能性があるサ
ンプルの解析を現在行っている。COⅡ，ND5遺伝子はそれぞれミト
コンドリアDNAであるため，雑種の解析には使えない。そこでゲノム
DNAを用いて解析を行うことにした。しかし，目的のDNAを上手く増

幅することが出来ず，電気泳動を行った際に目的の場所にバンドが
出ていないという課題が生じている。そこで，DNAの抽出する試薬を
ゲノムDNAを取り出しやすいものに変えたり，フェノール・クロロホル
ム抽出というDNA抽出方法を用いたりして雑種の解析ができるよう
にしていきたい。 

種内集団に配慮した保護を
行うために山梨大学（宮崎淳
一研究室）と山梨県立巨摩高
校が山梨県内のホタルの遺
伝子の解析を行ったところ，
新たな集団に属するものがい
た。この新たな集団を南アル
プス集団と呼ぶことにした。 

実験結果 

Fig1・2 
COⅡ（左）とND5（右）の系統樹 
 

・Ｆｉｇ１・２より,山梨県の西側では南北（北杜市から身延町）にかけ
て広範囲に南アルプス集団が分布している 

・Fig７でほとんどの南アルプス集団の分布が道路の分布と一致し
ている 
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FIg3 ND5解析結果 

Fig5 
Fig3,4及び先行研究,の分布をまとめたもの 

Fig６  今回採取したサンプルの分布図と河川図を重ねたもの Fig７ 今回採取したサンプルの分布図と道路図を重ねたもの 

もともと生息していた南アルプス集団の成虫が道路網を利用し 
分布を拡大していった可能性がある 

・純粋な南アルプス集団の生息域を確定し，その保護のあり方を考
察する。 


