




発刊に寄せて 
校 長  赤 岡 正 毅 

 
平成２４年度に文部科学省のスーパーサイエンスハイスクール（ＳＳＨ）に指定され、

３年目の活動を終えようとしています。ＳＳＨは次代を担う科学技術人材の育成のための

教育課程の研究開発を目指すものですが、本校では研究開発課題を「生徒一人一人の将来

につながる『学びのテーマ』を発見させ、科学技術に対する探究心を深め、オリジナリテ

ィあふれる研究活動や科学の諸課題の解決に携わり、グローバルに活躍する『未来の科学

者』を育成するための教育課程と授業内容の研究開発及び評価方法の研究」に設定し、探

究活動や言語活動を通して科学的な思考力、判断力、表現力等を育成することを目指した

教材開発と評価方法の実践研究を進めております。 
本校のＳＳＨにおいて生徒の探究活動の中心的な機会として設定したのが、学校設定科

目「スカラーⅠ、Ⅱ、Ⅲ」の中で実施する「グループ課題研究」です。これは、１年次に

身近な現象や事象から研究テーマを設定し、グループ或いは個人で研究計画を立てて３年

間かけて取り組むもので、学校設定科目の他の内容やフィールドワークにあたるサイエン

スツアーなどのＳＳＨの活動全般と密接な関連を持たせながら進めております。各学年の

終わりに行われる中間発表としてのポスターセッションなど発表の機会を設けて、生徒相

互、運営指導委員や保護者などからの評価を受け、テーマや方法を検討し直しながら研究

に取り組み、こうして最初の研究収録をまとめることができました。 
この３年間の取組により、課題を解決するために必要なスキルもさることながら、素朴

な疑問に目を留める感性とそれに真摯に向かい合う態度や解決に向けて粘り強く取り組む

姿勢、そして、自らの考えを伝えようとする意欲と他者の考えに関心をもち積極的に聞こ

うとする態度、また、そのためのコミュニケーションスキルなど、知識基盤社会を生きる

上で必要とされる基礎を身につけている生徒の様子を多く場面で実感しています。例えば

従来は殆ど質問などもなかった講演会において、ＳＳＨの活動に参加している生徒からの

本質を突く質問により、内容を掘り下げた意見交換がなされるなど、単に理数教科の学習

のみならず学習活動全般にわたって全校生徒への好ましい影響が見て取れます。 
本校のＳＳＨ一期生は、パイオニアとしての役割を十分に果たしてくれました。個々に

見ると充分とはいえない部分もありますが、この活動を通して将来の「学びのテーマ」を

見つけられた者が多くいます。本校のＳＳＨの活動への忌憚のない御意見と、研究を終え

た生徒一人一人の将来の「学び」に対して、また、彼らに続く１・２年生の活動に対して

御示唆を賜りますようお願いいたします。 
末筆ながら、御多忙中にもかかわらず、生徒の研究に暖かい御支援をいただいた研究者

の皆様並びに関係の機関に心より御礼申し上げます。 
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１ 韮高生にも存在する先祖のなごり －DNA解析から導く私たちの起源－ 
Remains of ancestors present in Nirasaki high school students “We lead our origin from DNA analysis” 

 3年 7組 髙野 洋輝 3年 6組 古屋 穂乃佳 堀内 悠汰 

【Abstract】It has turned out that there are  "Jomon type" and the "Yayoi type" genes in human 
mtDNA(mitochondrial DNA).We decided to make it clear whether the genes have been passed from our 
ancestors to Nirasaki High School students, using a method of analyzing the difference between the two 
types. In addition, we investigated the percentage of the two types among Nirasaki High School students.   

 
研究の動機 
私たちは、人種に興味を持っており、人間の先祖

のなごりを DNA 解析を通して調べることができる
と知った。そこで調査対象を韮崎高校の生徒に絞り、

韮崎高校にはどんな人種の DNA を持つ生徒がどの
くらいの割合で存在するのか、ある遺伝子に注目し

て調査してみた。 
1. 目的 
ヒト mt（ミトコンドリア）DNA の遺伝子の一部

には、「縄文型」と「弥生型」があることがわかって

いる。その違いを解析する方法を使って、韮高生に

祖先から、遺伝子が継承されていることを明らかに

する。また、両者の割合について調べ、考察する。 

2. 実験方法 
A．実験の手順 
① ヒト DNAの抽出（Nucleo-Spin）＊口腔上皮細胞から 

↓ 
② ND2遺伝子の増幅（PCR法） 

↓ 
③ PCR産物のチェック（アガロース電気泳動） 

↓ 
④ 制限酵素 AluⅠ で切断配列を切る（37℃、1h） 

↓ 
⑤ DNA断片の確認（アガロース電気泳動） 

↓ 
⑥ 「縄文型」「弥生型」の判定 

 
B．PCR法について 
ヒトゲノムの場合、約 30億塩基対もの長さとなる 

 
DNAで、構成されていると言われている。この中か
ら、必要とする遺伝子領域だけを取り出して、増幅

させるときの操作が PCR(Polymerase Chain 
Reaction)法である。PCR法では、DNAのある一部
分だけを選択的に、増幅させることができる。これ

には、DNAポリメラーゼによる、酵素反応を利用す
る。 

DNAを増幅させるため、まず初めに、DNAを入
れた反応液を 94 ℃にし、熱変性させ二本鎖 DNAを
一本鎖 DNAに変性する。次に、一本鎖 DNAに DNA
ポリメラーゼを作用させるためには、プライマーを

52 ℃で DNAに結合させる。このように、プライマ
ーが DNAと結合することを、アニーリングという。
最後にDNAポリメラーゼを反応させ、72 ℃でDNA
を伸長させる。 

C. RFLP（制限酵素断片長多型）について 
 ミトコンドリア DNA、ND2遺伝子の 5178番目の
塩基には多型が存在する。縄文型（5178 番目が C）

Fig.1  典型的な縄文人（左）と弥生人（右）のイラスト 

 

 

 

c 

 

 

c

Fig.2  PCRによる遺伝子増幅の原理 
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か、または弥生型（5178番目が A）を識別するには、 
制限酵素 AluⅠを使った。5178番目が Cの場合、ち
ょうど「AG|CT」となりこの酵素の識別配列となる。 

このように制限酵素による切断断片によって遺伝

子型を決定する方法を、RFLP（制限酵素断片長多型）
と呼んでいる。 
 この方法を使うと、縄文型の ND2 遺伝子の場合、
410 bp, 220 bp, 190 bpの 3断片が、弥生型のそれの
場合、600 bpと 220 bpの 2つの断片を得ることが
できる。 
3. 実験結果 

PCRによる増幅と RFLPの結果を以下に示す。 
 PCR の増幅産物は、820 bp の大きさであり、多
くの生徒のサンプルで増幅が確認できた。（Fig 4 ←） 
またAluⅠによる切断パターンも予想通りであった。
ただし低分子の 190 bpや 220 bpは電気泳動で確認
できない場合もあったので、600 bp がはっきりわか
るものは「弥生型」と判断した。（Fig 4 △） 

調査対象 31 名の判定結果は縄文型 52％、弥生
48％とほぼ同率であった。（Fig 5） 
 

4. 考察 
歴史学では、縄文人は日本列島の南からやってき

て最初に日本に定住し、その後に大陸からの渡来人

（弥生人）が日本に入り混血が進んだと言われてい

る。その結果、縄文人が北と南に追いやられ、ある

いは、北と南では混血が進まず、北海道と沖縄に縄

文の痕跡が強く残ったと考えられ、実際その説を指

示する先行研究が多い。そのため、日本の西部ほど

縄文型が多く、また東北地方を北上するに従い縄文

型の割合がまた増加する傾向があると思われる。 
韮崎市（山梨県）は日本のおよそ中間地点に位置

しているので、それに比べ弥生型が多く、縄文型と

ほぼ同じ割合で混在するヒト集団になったのではな

いかと推測している。（Fig 6） 

5. まとめ 
・PCR 法を用いて、mtDNA を増幅し、遺伝
子型の判定ができた。 
・今回の実験のデータと歴史的背景を踏まえ

て考察することができた。 
6. 今後の課題 

・実験対象が「31」と少数だったため、今後は全校
を対象とした規模で継続する 

縄文型(切断部位 2箇所) 

C（シトシン） 

220 bp 190 bp 410 bp 

600 bp 220 bp 

弥生型(切断部位 1箇所) 

A（アデニン） 

Fig.3  ND2遺伝子のちがい 

遺伝 

 

 

 

Fig.4  PCRによる増幅の確認（左）と ND2遺伝子の型の判定（右） 

遺伝 

 

 

 

Fig.5  韮高生における ND2遺伝子の割合 
＊調査対象 31 名 

 

 

 

Fig 6  日本民族の混血と移動のようす 
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・実験を効率的に行うための工夫と改善を図る

（DNA抽出の簡素化など） 
・沖縄、九州、東北、北海道などいくつかの地域に

おける同様の遺伝子解析を進め、ND2の多型に関す
る地域性と遺伝子の分布を調べる（他県の SSH指定
校に協力をお願いする） 

7. 参考資料 
A  ミトコンドリアの膜構造 

ND2 遺伝子から合成される蛋白質は、▼印の
「NAD脱水素酵素複合体」のサブユニット2である。 

http://en.wikipedia.org/wiki/Electron_transport_chain 

B  ミトコンドリア DNA 
16.6 kbp,37遺伝子をもつ環状 DNAである。ND2

遺伝子は、「NADH Dehydrogenase subunits」の一
部である。（右図の→の部分） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://blogs.yahoo.co.jp/toma_atlas/GALLERY/show_im
age.html?id=36506608 

 
 

 
http://en.wikipedia.org/wiki/Mitochondrial_DNA 
 
C  PCRで使用した primerの配列 
配列は次の通りである。 
上流の primerの塩基配列 
5'-ctatagcaataaaactaggaatagcccc-3' 
下流の primerの塩基配列 
5'-ctgttacagaaattaagtattgcaacttac-3' 
なお、primerは、外注し（Fasmac社）オリゴヌク
レオチドを合成依頼したものを使用した。 

primerの配列については、NCBIからダウンロー
ドした ND2 geneのシークエンスと以下の資料を参
考にした。 
「遺伝子を身近に感じる実験教材の開発」 
H19上越教育大学研究成果報告書（鶴谷 保） 
https://www.juen.ac.jp/050about/050approach/030
relation/jyosei/files/houkoku_turutani.pdf#search
='PCRRFLP+%E7%B8%84%E6%96%87+%E5%B
C%A5%E7%94%9F' 
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2  燃料電池を作ろう！ 
Let's make fuel cell ! 

3 年 7 組 齊藤 史明  清水 健治  山本 郁 
 

【Abstract】We became interested in fuel cells, which have been put into practical use as a power source 
for cars.  We decided to study to better understand and create fuel cells. 

 
1. 研究の動機 
私たちは、最近、車などの燃料への実用化でよく聞く 

燃料電池について興味を持った。 

発電効率が高く、発電するときに出るのは水だけで環境

を汚染する物質をほとんど出さない燃料電池について理

解を深めるために、電池に関する実験や研究をすることに

した。また、実際に燃料電池を作ることにした。 

 
2. 目的 
燃料電池への理解を深めるために、電池についての実験

や研究をする。また、私達で自作の燃料電池を作り、実用

化にむけた工夫をする。 

 
3. 実験方法および原理 
1・電極による電圧の違いについて調べた。 

溶液は１モルの硫酸１５０ｍLを使用した。 

ボルタ電池と同様の回路（図1）を作り，電極を変えて電

圧を計測した。使用した電極は、アルミニウム・炭素・亜

鉛・銅・ステンレス・鉄・鉛・ニッケル・マグネシウムの

９つ。 

 
図 1 

2・溶液による電圧の違いについて調べた。 
電極は炭素と亜鉛を使用し、 

同じ回路で溶液を変えて電圧を測定した。 

使用した溶液は、すべて１モルに希釈した。 

 

3・グローブ電池を作る 

燃料電池の元であるグローブ電池を、実際に作ったように

組立て、まず水素と酸素を試験管に溜める。溜まったら電

源装置を外し、オルゴールに繋げ、オルゴールが鳴るか、

また、そのときの電圧をテスターで調べた。より高い電圧

を得るために電池を直列につないで実験を行った。 

 
4. 実験結果 
1・電極の種類により電圧は異なる。(表 1) 

（V） アルミ 炭素 亜鉛 銅 ステンレス 鉄 鉛 ニッケル
アルミ -0.87 -0.47 -0.34 -0.48 -0.25 -0.21 -0.45 
炭素 0.87 -1.20 -0.24 -0.05 -0.56 -0.50 -0.29 
亜鉛 0.47 1.20 -0.90 -0.03 -0.30 -0.06 -0.60 
銅 0.34 0.24 0.90 -0.41 -0.44 -0.20 -0.02 

ステンレス 0.48 0.05 0.03 0.41 -0.56 -0.40 -0.20 
鉄 0.25 0.56 0.30 0.44 0.56 -0.20 -0.46 
亜鉛 0.21 0.50 0.06 0.20 0.40 0.20 -0.26 
ニッケル 0.45 0.29 0.60 0.02 0.20 0.46 0.26  

表 1 
マグネシウムは溶液に入れると同時に溶けてしまい、計測 

ができなかった。 

 

2・溶液の種類により電圧は変わらなかった。(表2) 

溶液 電圧（V）
硫酸 1.2
硫酸亜鉛 1.2
塩化カルシウム 1.2
塩化カリウム 1.2
塩化ナトリウム 1.2
塩化バリウム 1.2
炭酸アンモニウム 1.2  

表 2 
 
3・グローブ電池を作った。(図 2)         
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ビーカーの数 電圧　 電流
4つ 5.9V 300mA
3つ 2.2V 120mA
2つ 0.4V 40mA
1つ 0.1V 8.0mA  

表 3 
 
5. 考察  
1電圧は電極の種類にのみ依存する。 

最も電圧が高かったのは、炭素と亜鉛の組み合わせだっ
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ガンと黒鉛、－極に亜鉛という組み合わせによく似ている。

また、電極の＋と－の向きを逆にすると、電圧はマイナス

の値を示した。これは、自由電子の移動する方向は−極（負

極）から+極（正極）であることから来ていると考えられ

る。また，電極に炭素棒と亜鉛を用い，電解液の種類を変

えた場合にはどの電解液で電圧を計測しても、電圧は１．

２Ｖで同じだった。このことより電池の電圧は２つの電極

によってのみ決定されるということが分かった。 

 
3・グローブ電池を作る 
ビーカーを直列に繋げて増やすと、増やしたぶんだけ標準

電極電位という性質によって電圧が増えた。 

 
6. 研究の成果 
・燃料電池は酸化還元反応で動く電池である。 

・電池の電圧は２つの電極に影響される。 

・実験で用いたような通常の電池は、金属などを用いるが、

燃料電池では気体を用いるので継続的に電力を取り出す

ことができる。 

・実験をすることで、様々な発見をすることが出来た。特

に標準電極電位については、今後学ぶことらしいが、やっ

てみなければ予想もつかなかった。 

・グローブ電池の原型を作り、実用化に向けた改善策を考

えることができた。 

 
7. 今後の課題 
実用化に少しでも近づくために、私達はこのグローブ電

池の小型化を考えた。 

まず、ビーカー1つに試験管２本が付いているパーツが

大きいので、この試験管１本の中で酸素と水素それぞれを

溜めることで小型化ができるのではないかと考えた。実際

に仕切りを作ったが、どうしても隙間ができてしまい、分

けることができなかった。シリコンシール剤のようなもの

で固めることでできるのではないかという助言を頂いた。

(図 3) 

 
図 3 

 
 
 
8. 謝辞 
この研究を進めるにあたって、私たちグループの担当をし
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をしていただきました。心より感謝いたします。 

 
9. 参考文献 
標準電極電位 - Wikipedia 
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%99%E6%BA%96
%E9%9B%BB%E6%A5%B5%E9%9B%BB%E4%BD%
8D 
 
グローブ電池の写真 - Wikipedia 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb
/9/93/Grove's_Gaseous_Voltaic_Battery.png/250px-Grov
e's_Gaseous_Voltaic_Battery.png 
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3  石鹸の洗浄効果の基礎実験 
The basic experiment of washing effect of the soap. 

3年 7組 相馬 優樹  中山 祐人  平賀 実 
 

【Abstract】We became interested in the way that soap removes stains. We studied the cleaning effect that 
soap has. 

 
1. 研究の動機 
 私たちは石鹸が汚れを落とす仕組みについて興味を持っ

た。そこで、汚れを落とす石鹸とはどのような材料で作っ

たものなのかを調査し、汚れをよりよく落とす石鹸を作り

たいと考え研究してきた。 

 
2. 目的 
 石鹸をいろいろな油脂(なたね油、とうもろこし油、ご

ま油)を用いて作り、その性能を検証することによって、

どの油脂を使った石鹸が汚れをもっとも落としやすいの

かを確かめる。 

 
3. 実験方法および原理 
<石鹸の作り方> 

・材料  油脂、6mol/L 水酸化ナトリウム水溶液、エタ

ノール、飽和食塩水 

① 油脂をビーカーにとり、エタノールと水酸化ナトリウ

ム水溶液を加える。 

② 加熱しながら、かき混ぜ、鹸化反応を起こす。 

③ 均一な溶液になったら、飽和食塩水にあける。 

④ ろ過する。 

 

 
<実験方法> 

① 石鹸を水に溶かし、石鹸溶液を作る。 

② 油を注ぐ。 

③ かき混ぜる。 

 
 
<原理> 

石鹸分子には親水基(水に溶けやすい部分)と親油基(油に

溶けやすい部分)がある。この 2つの部分があることによ

って、普段は混ざり合わない油と水を Fig 4のように油を

包み込むことによって混ぜ合わせることができる。 

「乳化」 

石鹸によって油と水が混ぜ合わされたとき油を石鹸分子

が包み込み、微粒子となり、水に溶け込んでいる。このと

き、溶液は白濁する。このことを乳化と呼ぶ。 

 

 

Fig 4 

Fig 1 

Fig 2 

Fig 3 

Fig 1

Fig 2

Fig 2 

Fig 1 
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4. 実験結果 
それぞれの溶液で白濁が見られた。 

 

5. 考察  
白濁が見られたことから、乳化したと考えられる。よっ

て、私たちが作った石鹸は親水基と親油基を持つので油汚

れを落とすことができる。 

6. 研究の成果 
ガスバーナーでビーカーを熱してけん化反応を起こし、

石鹸を作ろうと試みたが、油脂の温度が高くなりすぎて焦

げてしまった。 

固体の水酸化ナトリウムを直接油脂に入れてけん化反

応を起こそうとしたが、水酸化ナトリウムが溶けきらず、

反応がうまく起きなかった。 

私たちはけん化反応を起こすときにビーカーをホット

スタラーで直接熱したが、この方法では時間がかかり、触

媒としてエタノールを入れないとなかなかうまく反応が

進まなかった。 

ごま油はほかのなたね油ととうもろこし油に比べて、け

ん化に特に時間がかかった。 

とうもろこし油はほかの 2つの油に比べて、あわ立ち方

がよかった。 

汚れの落ち具合の違いを 3 つの石鹸溶液で比べようと

したが、目視でははっきりとした違いが確認できなかった。

よって、石鹸は油脂の違いによってけん化にかかる時間、

あわ立ちのよさには違いが出るが、洗浄効果は変わらない。 

7. 今後の課題 
 もっと多くの油脂の作用を調査する。 

 石鹸の洗浄作用の数値化を試み、石鹸の油脂によってど

のような違いが出るのかを調査する。 

 大量の汚れを落とす石鹸を作る。 

<数値化について> 

反射率 

当てた光と反射した光の比。白いほど反射しやすいので、

反射率が高いほど汚れの落ち具合は大きい。 

しかし、布の表面は一様ではないので、光が拡散してしま

うので正確な数値が得られない可能性がある。 

 
8. 謝辞 
 実験を進めるにあたり、化学科の坂本先生に貴重な助言
を頂きました。 

 
9. 参考文献 
石鹸百科 

http://www.live-science.com/honkan/soap/soapmanufact
02.html 
鹸化価 

http://www11.plala.or.jp/LavenderHouse/soap/soapken
kaka.html 
石鹸の作り方 
http://handmade-soap.iinoda.com/ 
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4  活性汚泥による水の浄化 
Purification of the water by the activated sludge. 

3 年 7 組 飯嶋 ちこ  浅川 奈菜  茂田 綾香 
 

【Abstract】We have been interested in activated sludge since we learned about it last year, and we want 
to study more about it. This is why we set up this project this year. We made six experiments with 
activated sludge. We want to make sure whether or not these experiments will cause the microbes in the 
activated sludge to change. 

 
1. 研究の動機 

私達は、昨年度のアドバンス講座で活性汚泥を用いた水

の浄化を学び、それから活性汚泥について興味関心を持つ

ようになり、更に深く学びたいと考えた。   

 
2. 実験方法および原理 
 500mLのビーカーに活性汚泥を 200mL入れ、エサとなる

スキムミルクやリン酸一カリウムなどの有機物や無機物

を毎日 0.1mg与える。リン酸一カリウムを与える活性汚泥

に関してはエアレーション有・無を更に光有・無に分けた。

また、光は黒いポリ袋を用いて光を遮断した。 

①スキムミルク 

 季節によって構成生物に変化が見られるか。 

②ブドウ糖・リン酸一水素カリウム(ともにエアレーショ

ン有) 

 与える有機物によって構成生物に変化が見られるか。 

③スキムミルク・ブドウ糖･リン酸一水素カリウム(全てエ

アレーション無) 

 与える有機物によって低酸素状態での構成生物(細菌・

嫌気性生物)に変化が見られるか。 

④パックテスト 

 有機物と無機物ではどちらの方が COD濃度が高いか。      

⑤LB寒天培地 

 活性汚泥中のバクテリアの存在を確認する。 

⑥溶存酸素量 

 活性汚泥中の酸素量を数値化し、構成生物との関連性を

調べる。 

＜仮説＞ 
①季節ごとで気温が変化するため、各季節の温度にあった

生物の増減により構成生物に変化が見られる。 

②ブドウ糖：ブドウ糖は動物のエネルギーとなるため、動

物性の微生物が増える。 

リン酸一カリウム：リンとカリウムは植物にとって重要

な要素であるため、それらの物質を含んだリン酸一カリウ

ムを与えることで植物性の微生物が増える。 

③変化は見られない。 

④スキムミルクとブドウ糖をそれぞれ与えた活性汚泥の

方がリン酸一カリウムを与えたものより COD 濃度が高く

なる。 

⑤活性汚泥中にバクテリアは存在する。 

⑥活性汚泥中の酸素濃度が高いほど微生物が多くなる。 

 
3. 実験結果 

 ①スキムミルク 

  与えた有機物：スキムミルク 

・初夏の方が冬よりも大型の微生物が多い。 

・ 冬と初夏では活性汚泥中の微生物の種類がまったく異

なっていた。(Fig1参照)  ◎：特大  ○：大・：小 

冬 初夏 

 ◎クマムシ 
 ○イタチムシ 
  ・コレップス 
  ・ツリガネムシ 
  ・アスピディスカ 

 ◎クマムシ 
 ◎ヒルガタワムシ 
 ○ウサギワムシ 
 ○カシラワムシ 
  ・ナベカムリ 

②ブドウ糖・リン酸一水素カリウム 

(ともにエアレーション有) 

共通点 相違点 

ナベカムリ、ユーグリ

ファ、ボドーを観察で

きた。 

リン酸一カリウムの場合 

ラン藻類（光有）、緑色の粒（両

方）、サヤツナギ 

ブドウ糖の場合 

バクテリア、螺旋菌、カビ、ボ

ドー を観察できた。 

以上より、リン酸一カリウムを与えた方については植物

性の微生物がエアレーション有で増え、一方ブドウ糖を与

えた方は腐敗気味であまり良い水質ではなかった。 

 

③スキムミルク・ブドウ糖･リン酸一水素カリウム 

(全てエアレーション無) 

Fig1 季節別の活性汚泥中の微生物 

Fig2 左よりナベカムリ(100倍) バクテリア(100倍) 
    藍藻類ユーグリファ(400倍) 
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共通点 相違点 

バクテリア、臭い、ナベカム

リ、螺旋菌、ボドー 

リン酸一カリウム、スキムミ

ルク→カビを観察できた。 

リン酸一カリウムの場合 

緑色の粒 

スキムミルクの場合 

バクテリア、螺旋菌が圧倒

的に多かった。 

ただしバクテリアの種類の同定はできなかった。 

④パックテスト 

 パックテストを用いて活性汚泥中の有機物の量を数値

化した。 

 ｽｷﾑﾐﾙｸ ﾌﾞﾄﾞｳ糖 ﾘﾝ酸一ｶﾘｳﾑ 
エア ＋ － ＋ － ＋ ＋ － － 
光     ＋ － ＋ － 

有機物量 
ppm 20 10 50 100 10 13 20 50 

実験 a b c d e f g h 
 
⑤LB寒天培地 
前回の実験から、活性汚泥中にも食物連鎖が存在すると

考察した。それを確かめるためにＬＢ寒天培地を用いてバ

クテリアの有無を調べ、実験前の活性汚泥で確認されたバ

クテリアのコロニー数を１として相対値で表した。 

スキムミルク     a エアレーション有：   ６ 

           b エアレーション無：   ５ 

ブドウ糖         c エアレーション有：   ５ 

             d エアレーション無:   ７.５ 

リン酸一カリウム e エアレーション有 光有：１０ 

         f エアレーション有 光無：２.５ 

         g エアレーション無 光有：１ 

         h エアレーション無 光無：０ 

⑥溶存酸素量 

活性汚泥中の酸素濃度を測定し、具体的な数値を出した。

しかし、スキムミルクとブドウ糖は一定の値が出なかった。 

 
4. 考察  

①スキムミルク 

・初夏の方が冬よりも気温が高いため、大型の微生物を含

めた生物全体が活発化した。   

・それぞれの微生物によって最適温度が異なるため、季節

によって現れる微生物が変化した。 

②ブドウ糖・リン酸一水素カリウム(ともにエアレーショ

ン有) 

植物の重要な要素であるリンやカリウムを含むリン酸

一カリウムや動物の重要な要素であるブドウ糖は活性

汚泥中の微生物に特定の性質を表すことを誘発する。 

③スキムミルク・ブドウ糖･リン酸一水素カリウム(全てエ

アレーション無) 

細菌や微生物の種類は見分けることができなかったが、

バクテリアや螺旋菌の量には変化が見られた。 

よって、与える有機物の種類が違えば、低酸素状態の活

性汚泥にも影響がでる。 

また、低酸素状態でもバクテリアや螺旋菌を確認するこ

とができたことから、バクテリアや螺旋菌は嫌気性の生

物である。 

 
④パックテスト 

COD 濃度が高いということは、酸素を消費する物質が

たくさんある、ということである。したがって、酸素を

供給したものでは微生物が活発に活動し、有機物が分解

されたことがわかった。 

よって、微生物が有機物を分解するのには多くの酸素が

必要である。 

 
⑤LB寒天培地 

・今回溶存酸素量をスキムミルクとブドウ糖のみ測定す 

ることができなかったのは、特にエアレーション無に

おいて、それらの中の微生物が発酵などの働きを行い、

アンモニアやメタンガスなどを排出したためと考える。 

・リン酸一カリウムを与えた活性汚泥の方が COD濃度が

低いため、植物性の微生物の方が動物性の微生物より

も汚れを分解することができる。 

 

⑥溶存酸素量 

今回の実験でバクテリアが存在すると実証されたため、

活性汚泥中の微生物にも食物連鎖が存在するといえる。 

 
5. 研究の成果 

・季節によって活性汚泥中の構成生物に変化が見られる。 
・活性汚泥中にも食物連鎖が見られる。 
 

6. 今後の課題 

・活性汚泥を用いて、実際に水の浄化を行う。 

・実験時に気温と水温を測定する。 

・微生物の大きさをミクロメーターを用いて測定する。 

・溶存酸素量の正確な数値をだし、微生物の種類との関連

性を調べる。 
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リン酸一カリウムの場合 
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5  オシロスコープを利用して音の違いを調べる 
Investigate the difference in sound using an oscilloscope. 

 
3年 7組 矢崎 陽大  3年 6組 石原 史也  田村 成輝  萩原 広輝 

 
 

【Abstract】We want to investigate the difference between a pleasant sound and an unpleasant sound , 
so we did reach on the different waveforms of a pleasant and an unpleasant sounds.  

 
1. 研究の動機 

私たちは身近な音にはどんな特徴があるのか疑問に思

った。心地の良い音と不快な音の違いを調べたいと思い、

２種類の音の波形から違いを考察した。そしてそこから２

種類の音の波形を決める要因を探ることにした。 

 

2. 仮説 
心地の良い音の波形は比較的安定していて、不快な音の

波形は比較的不安定だという仮説を立てた。 

 

3. 実験方法および原理 
インターネットから音源を探してその音をマイクで拾

いオシロスコープを使って波形を表示した。音源として用

意したのは、Ａ心地の良い音（夜の森の音、せせらぎの音、

1/fゆらぎの音）、Ｂ不快な音（いびきの音、おならの音、
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・心地よい音の波形の特徴 

山の感覚が一定であることから音の高さが一定である。

また、正弦波に似ていて、音が安定している。つまり、音

の大小はあるが、音の高さはほとんど変わらない。 

 

Ｂ 不快な音 

 

Fig 1 夜の森の音 

Fig 4 いびきの音 

 

Fig 2 せせらぎの音 

Fig 3 1/fゆらぎの音 
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・不快な音の波形の特徴 
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ぞれである。特に文化の異なる人々ではその違いがはっき

りしている。音は様々な分野から影響を受けるので奥が深

いと感じた。 

 
7. 今後の課題 
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善する。 
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8. 謝辞 
実験を進めるにあたって物理科の荻野先生、日高先生に

は貴重なアドバイスをいただき大変お世話になりました。

本当にありがとうございました。 

 
9. 参考文献 

JOG(240) 日本語が作る脳 - Biglobe 
http://www2s.biglobe.ne.jp/nippon/jogbd_h14/jog240.ht
ml 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 5 おならの音 

Fig 6 黒板を引っ掻く音 
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6  ライントレースからロボットの仕組みを知ろう 
Let’s know the mechanism of the robot using line trace.. 

 
3年 7組 岩下 郁海  宮澤 亮太  守屋 裕貴 

 
【Abstract】When we were looking for a study of robots,we came to know the mechanism of line tracing 
and we became interested in it. We want to try to make a robot without using a kit.  Through the 
production, we want to learn about the transaction of  input and output information for the robot,the 
mechanism of the controller and so on. 

 
1. 研究の動機 
・ロボット関係の研究を探していたとき「ライントレース」

という仕組みを知り興味を持った。 

・キットを使わずに、自分たちの力だけで製作に取り組み

たい。製作を通してロボットの情報の入力と出力、その制

御の仕組みなどを学びたい。 

 
2. 目的 
・ロボット製作にあたり、電子部品の構造や役割などを詳

しく調べ理解することで、大学で学ぶ前に自分たちなりに、

電気系の知識をつける。 

・製作には何が、どのような理由で必要なのかをインター

ネットや書籍などを使って調べることで、将来のために、

身近にあるロボット（家電製品など）の仕組みなどを理解

するための知識をつける。 

 
3. 実験方法および原理 
①電子部品の調査 

・ライントレースロボット製作に必要な、“CDSセル”“パ

ワートランジスタ”“DCモーター”について、働きや仕組

みについて調べる。 

 
②電流値の測定 

・DCモーターが回転するのに必要な電流値、CDSを使用

する際に必要な電流値について調べる。 

 
③電子回路を考える 

・各電子部品がしっかりと機能を果たすような回路を、

文献など参考に実際に組み立て確認する。 

 
4. 実験結果 
①電子部品の調査 

 

 A CDSセル 

今回のロボットのセンサ部分。（ラインを読み取る）。光の

強さに応じて電気抵抗が低下する抵抗器。今回は以下のも

のを使用。 

・最大電圧：２５０ＶＤＣ 

・最大電力：２００ｍＷ 

・明抵抗：５０ｋ～１００ｋΩ（１０Ｌｕｘ時） 

      １０ｋ～２０ｋΩ（１００Ｌｕｘ時） 

・暗抵抗：１０ＭΩ以上 

 

 

Bパワートランジスタ 

CDSセルによる回路の場合、そのままだと DCモーターを

作動させるのに必要な電流値を得ることができない（CDS

セルの抵抗値が膨大である）ため、電流増幅のために使用

する。 １６０V-２０Aを使用。 

 

 

 C DCモーター 

今回のロボットで車輪を回すために以下のものを使用。 

RE-280RA 使用電圧範囲 1.5～3.0V 

 
 ②電流値の測定 
 A DCモーターが回転するのに必要な電流値 

 

 

Fig 1 CDSセル 

Fig 2 パワートランジスタ 

Table 1 DCモーターの回転具合と電流値 
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B CDSを使用する際に必要な電流値 

・1.5V電池 2個 抵抗なしのとき 

 

・表の 1cm,0cmは、床と CDSの間の距離を表している。 

・センサ付近の明るさ（Lux）が明るい程抵抗値が小さく

なることが、再確認できた。 

③電子回路を考える 

 

・上のように実際に回路を組み立てたが、モーターが回転

しなかった。 

5. 考察  
・110～120mA の間の変化でモーターの回転が大きく変わ

る。つまり、その値の微妙な変化が、ロボットが曲がると

いうことに大きく関わってくる。 

・回路を組み立てて、正常に作動しなかった原因として、

次の４つのことが考えられる。 

① 各々の部品の使用電圧範囲や電流範囲などが、統一さ

れていなかった。 

② 回路を正しく組み立てたつもりだったが、しっかりと

繋がっていなかった。 

③ 回路を流れる電流値が,パワートランジスタによって

増幅されなかった。または、増幅量が足りなかった。 

④ 回路の部品の故障または、部品の不足 

・モーターが正常に作動したら、Table 1・2の結果より、

三輪式のロボットにした際、ラインによる指示通りに曲が

ると考えられる。しかし、ラインを読み取る CDSセルはラ

インの色の明るさによって抵抗値を変化させているので、

環境によっては（例えば、蛍光灯がつかない室内など）正

常に作動しない場合も十分に考えられる。 

6. 研究の成果とまとめ 
・電気系の実験では、本当に微量の数値の違いが最終的に

大きな違いを生み出すということが分かった。 

・計算式などを立ててもっと物理的に考察をしたいと思っ

た。 

 

・電気系の実験をするにあたり、私たちは色々な面で準備

不足であった。次の機会があれば、しっかり準備をして臨

みたい。 

 
7. 今後の課題 
・電子部品の構造や仕組み、回路にしたときどのような働

きをするのかということの理解を深め、実際に回路として

組み立てていきたいと思う。 

 

・実際に三輪式のロボットとして完成させ、正常に作動す

るか確認する。確認した後は、改良点などを話し合いより

高度なものに仕上げていきたい。 

 

・仕組みを理解した上で、ライントレースの仕組みが、ど

のような形で社会貢献できるかを考えていきたい。 

 
8. 謝辞 
前年度研究のアドバイスなどをしてくださった物理の荻

野先生、また今年度私たちの研究の担当をしてくださった

物理の日高先生、未熟な私たちのために熱心に指導してい

ただき本当にありがとうございました。 

 
9. 参考文献 
・始める電子回路 
http://startelc.com/Link_nElc.html 

http://startelc.com/elc/elc_14moterContl.html 

・エフテック株式会社 
http://www.ftech-net.co.jp/robot/howto/trace01.html 

 
・公益財団法人ニューテクノロジー振興財団 
http://www.ntf.or.jp/mouse/m_trace.html 

 
・intelホームページ 

http://japan.intel.com/contents/museum/transworks/p

age_3.html 

 
・EE Times Japan 

http://eetimes.jp/ee/articles/1012/10/news124.html 

Table 2 CDS使用時の電流値 

Fig 3 トランジスタを使用したモーター回路 
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7  植物に含まれる色素の研究   
An experiment of the pigment contained in a plant. 

 
3 年 6 組 永田 健司  小林 正   

 
【Abstract】 We analyzed pigments in leaves of land plants and aquatic plants using chromatography and 
compared them. We also investigated pigments in red and yellow flower petals using absorbance. 

 
1. 研究の動機 
私たちは、陸生植物と水生植物では相違点は見つからな

いと分かったので身近にある花がどんな色の光を吸収し

ているのか気になり、それによってどんな色にみえるのか

興味を持ったのでの調べることにした。 

2. 目的（研究の仮説） 
・陸生植物と水生植物の色素の違いを調べる。 

：生活する場所の違いによって植物の色素の違いがあ

るのではないか。 

・花の色で色素は変わるのかを調べる。 

 ：実際に見えている色と色素は違うのではないか。 

 ：花の種類によって色素は異なるのではないか。 

3. 実験方法および原理 
【薄層クロマトグラフィー】 

Ⅰ,材料とメチルアルコール(2 mL)を乳鉢に入れ、乳棒で

すり潰し液を出す。大変な場合は、ハサミで細かく切った

り、水を足したりする。  

Ⅱ,エチルエーテル(2 mL)と 10 ％塩化ナトリウム水溶液

(2ml)をⅠで作った液体と一緒に試験管に入れてよく振り、

親水性の層と材料の色素が含まれている親油性の層で分

けられるので、親水性の層を捨てる。 

Ⅲ,再び、10 ％塩化ナトリウム水溶液(2 mL)を加え、よく

振り別の試験管に材料が入っている親油性の層だけを、別

の試験管に移し、色素を集める。 

Ⅳ,毛細管で色素液を取り、マイクロチューブに入れ、色

素液をフィンチップで取り TLC プラスチックシートにス

ポットする。 

Ⅴ,展開液に入れ展開し、Rf値を調べ何が入っているのか

を調べる。 

【薄層クロマトグラフィーの原理】 

・色素混合物をスポットしたクロマトシートを展開溶媒に

浸すと、展開溶媒への溶解性やクロマトシートへの吸着の

強さが、色素によってそれぞれ異なるので、溶媒とともに

色素が移動する速度が少しずつ異なり、溶媒の上昇に伴っ

て分離される。このため、異なった分子の形や性質を持つ

色素どうしが分離される。 

・各色素を分離するため、色素を、展開液で分離する。そ

の移動距離の差から、Rf値(Rf値とは原点を中心として距

離を調べ何の物質が入っているかを明らかにする値を調

べ何が入っているか求める。 

【分光光度計】 

Ⅰ,すり潰した材料にメチルアルコール(12 mL)または、純

水(12 mL)を加えて、駒込ピペット(2 mL)で色素液を取り、

マイクロチューブに入れ分光光度計または吸光度計にか

けて調べる。 

Ⅱ,分光光度計をパソコンにつなぎ、材料の吸収スペクト

ルを見て何が入っているのかを調べる。 

4. 実験結果 
『クロマトグラフィーを利用し色素を測定する実験』 

最初の実験では TLC プレートを用いて陸生植物と水生

植物の相違点を調べるためシリカゲルを加え水生植物を

すり潰すのを容易にしたり、水やエタノールで溶けやすさ

の違いで分けたりし、工夫をして葉の色素を調べた。  

緑色はクロロフィルーａ、黄緑色はクロロフィルーｂ         

オレンジ色はルテイン、青色はフェオフィチンーａ 

水色はフェオフィチンーｂ             

【陸上植物】  

～ホウレンソウ～ 

 
Fig 1 ホウレンソウの Rf値 

 

～シダ植物～ 
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水(12 mL)を加えて、駒込ピペット(2 mL)で色素液を取り、

マイクロチューブに入れ分光光度計または吸光度計にか

けて調べる。 

Ⅱ,分光光度計をパソコンにつなぎ、材料の吸収スペクト

ルを見て何が入っているのかを調べる。 

4. 実験結果 
『クロマトグラフィーを利用し色素を測定する実験』 

最初の実験では TLC プレートを用いて陸生植物と水生

植物の相違点を調べるためシリカゲルを加え水生植物を

すり潰すのを容易にしたり、水やエタノールで溶けやすさ

の違いで分けたりし、工夫をして葉の色素を調べた。  

緑色はクロロフィルーａ、黄緑色はクロロフィルーｂ         

オレンジ色はルテイン、青色はフェオフィチンーａ 

水色はフェオフィチンーｂ             

【陸上植物】  

～ホウレンソウ～ 

 
Fig 1 ホウレンソウの Rf値 

 

～シダ植物～ 
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2 

 
Fig 2 シダ植物の Rf値 

【藻類】 

～ワカメ、布海苔～ 

 
Fig 3 ワカメ、布海苔の Rf値 

しかし植物によって相違点は見つからなかった。 

そこで、分光光度計を用いて陸生植物と水生植物の吸収

スペクトルを調べた。しかしそこでも相違点は見つからな

かった。 

『吸光度を利用し花の色素を測定する実験』 

陸生生物と水生生物では相違点が見つからなかったの

で、様々な色素が採れそうな花びらで分光光度計を使って

調べることにした。しかし、分光光度計に使われていたタ

ングステンランプは 700 nm～ 800 nm辺に最大のピークが

あり、500 nm 以下はほとんど光が出ていないため良い結

果が得られなかった。そこで次に 450 nm（青色）,580 nm

（黄色）,640 nm（オレンジ色）,700 nm（赤色）,760 nm

（赤の波長に注目して吸光度を調べた。          

赤系の吸光度のグラフを見ると日々草（紫）は 700 nm

と 750 nm の赤は見えにくく、450 nm、580 nm､640 nm の

青、黄、オレンジが見えやすいことがわかる。また日々草

（赤）と比較すると 450 nm、760 nmの値がかなり近い値

である。サルビアとサツキは濃度の違いで全体的な吸光度

の高さが違うが 640 nmのオレンジの吸光度がさらに下が

っていた。そのため見た目は赤だがオレンジの色も含まれ

ているとわかる。 

黄色系のオオキンケイギクは 580 nmの黄色が吸光度が

低いので、見えることがわかる。しかし、マリーゴールド

はオレンジの 640 nmと赤の 760 nmの赤い色が見えること

がわかった。 

 
Fig 4 花の吸光度のグラフ 

5. 考察  
陸生植物も水生植物もクロロフィル、フェオフィチンを

含んでおり、相違点が見られないと考えられる。 

同じ種類の花の日々草(赤)(紫)は 450 nmと 760 nmの値

がほぼ同じなので、色が違う花でも遺伝によって、似たよ

うな色素があるのではないかと考えられる。 

同じ黄色系の花でもオオキンケイギクとマリーゴールド

の花は、640 nmと760 nmの吸光度値が大きく異なるので、

色は同じでも含まれている色素の量が異なっているので

はないかと考えられる。 

6. 研究の成果 
・水生植物と陸生植物に相違点は見つからなかった。 

・タングステンランプは色素を調べるのに使用するのは困

難であり吸光度計を使う方が適当であることがわかっ

た。 

・植物は私たちが見える色と色素は違うことが分かった。 

・植物の種類によって色素の共通点や相違点が分かり、そ

の違いで色が異なっているのが分かった。 

7. 今後の課題 
・植物は私たちが見る色と色素の違いを利用して未知の花

を調べたり、その結果を、私たちの身近でも利用できるよ

うにしたい。 

・実験のサンプルの種類を増やす。 

8. 謝辞 
指導教官として実験について指導して下さり、アドバイ

スを下さった大塚先生、実験道具の準備や片付けを手伝っ

て下さり、植物の情報を教えて下さった根津先生、そして

実験を手伝って下さった生徒の方々にこの場をお借りし

て感謝申し上げます。 

9. 参考文献 
増補四訂版 サイエンスビュー 生物総合資料（実教出版） 

新課程 NEW PHOTOGRAPHIC 生物図説 生物基礎 生物 

EXTRA SIZE（秀文堂） 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%89%B2%E7%B4%A0 

（wikipedia 「色素」） 
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8  エステルの合成（Ⅱ）  
Synthesis of ester 

3年 7組 生山 綾華  3年 6組 神山 結 

【Abstract】Last year, we were surprised that ester has smell, so we started to study about ester.  First, 
we studied the structural formulas and properties of ester, because we thought there were some 
connections between the structural formulas and smell. Then we synthesized ester from alcohols and 
acids, and we succeed in making those smells better.
 

1. 動機 

身近にある「におい」というものに興味を持ち、

先生が掲示してくださったテーマの中から「エステ

ルの合成」を選び、研究を始めた。まず、エステル

の構造式とにおいに関係があると考え、インターネ

ットや書籍を中心に調査を行い、その後、実際にエ

ステルを合成した。 
 
2. 仮説  

「におい」と構造式は関係があり，構造式が長い

ほどいいにおいになる。 
 
3. 調査と結果 

インターネットを用いてエステルのにおいと構造

式を調べた。Table 1参照。 
 
4. 考察 

構造式の長さは関係ないのではないか。 
炭素以外の原子の配列により、よいにおいがつく

れるのではないか。 
 
5. 実験方法 I 

試験管を８本用意し、４本に酢酸を１ml、残り４
本に酪酸を入れ、それぞれペンタノール、イソアミ

ルアルコール、エタノール、メタノールを１mlずつ
入れた。全ての試験官に濃硫酸 0.3ml を入れ、ウォ
ーターバスで温めたのち、水 2mlを加えエステルを
分離させた。 
出来上がったエステルを 13人に嗅いでもらい、感

想とどのにおいが一番いいにおいかを尋ねた。 

 

 

6. 実験結果 I 

においをかいだ感想の共通点は、エタノールと合

成したエステルはどれも「果汁っぽい」や「におい

がきつくない」などであった。また、ペンタノール

側のほうが「においが強い」「いいにおい」などの感

想であった。 
一番いいにおいと答えた人が多かったのは、エタノ

ールと合成したものだった。 
酢酸メチルが合成できなかった。 
全体的に顔をしかめたくなるほどくさいにおいで

Table 1 

エステル名 構造式 調査結果 

酪酸イソアミル 
 
果 実 臭 

酪酸ペンチル 
 
洋 ナ シ 

酪 酸 エ チ ル 
 

パイナップル 

酪 酸 メ チ ル 
 

リ ン ゴ 

酢酸イソアミル 
 
バ ナ ナ 

酢酸ペンチル 
 
バ ナ ナ 

酢 酸 エ チ ル 
 

果 実 臭 

酢 酸 メ チ ル 
 

フルーツ香 
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フルーツ香 

あった。においの感想は Table 2参照。 
7. 仮説 II 

酢酸メチルの沸点が 57.9℃と低く、濃硫酸を加え
た時の熱で蒸発してしまった。においが濃かったか

らくさく感じたのではないか。 

8. 実験方法 II 

合成の仕方は実験 I と同様に行い、濃硫酸を加え
る際試験管を水につけ冷やしながら合成した。また、

生成されたエステルに合成する際に加えたアルコー

ルを 0.5ml入れてみる。 

9. 実験結果 II 
これまでの調査結果と実験結果を table 3 にまと

めた。今回の実験で合成された酢酸メチルは酢酸の

においが若干残っていたが、エステル化したと思わ

れるにおいも感じられた。また、アルコールを加え

ることで調査結果のにおいに近づいた。 
 

10. 今後の課題 
においの感じ方は人それぞれで、良いにおいとい

う人もいればくさいという人もいて、調査結果をま

とめていく際に曖昧な部分が出てしまった。今後は

においを数値化して表せるようにしたいと考えてい

る。また、酢酸メチルの合成も改善できるようにし 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

たい。 

Table 2 

エステル名 実験Ⅰ結果 

酪 酸 イ ソ ア ミ ル バ ナ ナ 

酪 酸 ペ ン チ ル 
バ ナ ナ 

油 っ ぽ い 

酪 酸 エ チ ル 
果汁 ラムネ 

メ ロ ン 

酪 酸 メ チ ル く さ い 

酢 酸 イ ソ ア ミ ル マ ス タ ー ド 

酢 酸 ペ ン チ ル 
バ ナ ナ 

マ ニ キ ュ ア 

酢 酸 エ チ ル 
リ ン ゴ 

ゴ ム 風 船 

酢 酸 メ チ ル 失 敗 

Table 3 

エステル名 構造式 調査結果 実験Ⅰ結果 実験Ⅱ結果 備考 

酪酸イソアミル 
 

果 実 臭 バ ナ ナ 

どれも少しにおい

が薄まり、調査結

果に近づいた。 

 

酪 酸 ペ ン チ ル 
 

洋 ナ シ バ ナ ナ 
 

酪 酸 エ チ ル 
 

パイナップル 果汁  メロン 
 

酪 酸 メ チ ル 
 

リ ン ゴ く さ い 
 

酢酸イソアミル 
 

バ ナ ナ マ ス タ ー ド 
 

酢 酸 ペ ン チ ル 
 

バ ナ ナ バ ナ ナ 
 

酢 酸 エ チ ル 
 

果 実 臭 リ ン ゴ 
 

酢 酸 メ チ ル 
 

フ ル ー ツ 香 失 敗 56,9で気化 
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  9  運動方程式の正確性 
The accuracy of the motion equation 

 
3年 6組 丸茂 一貴  3年 7組 宮﨑 類  中村 勇斗 

 
【Abstract】We made a device for measuring acceleration to make sure of the accuracy of the motion 
equation that we learned in physics class. The aim of the experiment is to prove the motion equation by 
measuring how the weight of flatcar and plumb changes the acceleration. 
 

 
1. 研究の動機 
 物理で習った公式が本当に正しいのか、またどれくらい

正確なのかを調べ、運動方程式の本質的な理解をしようと

思い研究した。 
前回の研究では、加速度が運動方程式を利用することに

よりa=mg / (M+m) として求められ、台車の質量Mによ
り加速度の値が変化することがわかった。今回は運動方程

式の正確性を調べるために、加速度を縦軸に、おもりの数

を横軸にとったグラフで、そのときのおもりの数における

加速度の変化率と、実際に自分たちの実験で用いた値を、

式a=mg / (M+m)に代入したときの変化率とを比べ、同じ
値になるかを調べようと考えた。 
 
2. 仮説 

F=Maの式からM（台車の質量）を一定にしたとき、F
（おもりの質量）を 2 倍 3 倍にすると a（加速度）も 2
倍3倍になるのではないかという仮説を立てた。 
 
3. 実験方法および原理 
【実験Ⅰ】 

まず滑車、タイマー、糸そして台車（1個～3個）、おも
り（1個～3個）を利用した加速度測定装置を組み立てて、
0.1秒ごとに 5打点する計測器をつかい、0.1秒でどれだ
け進んだかを求め、t秒ごとの変位xを求める。 

 
 
 
 
  

 
 
 

次にv / tより加速度αを求める。その加速度αと時間 t
のグラフを作成し、そのグラフの傾きを平均の加速度とし、

平均の加速度を縦軸、おもりの数を横軸にとりグラフを作

成する。そのグラフから加速度の変化率（ある台車の数か

ら台車の数を増やしたとき加速度が何倍になるか）を計算

する。 
 また、前回の計測結果を踏まえて、机の傾きによる誤差

を考慮し、机の両方向から測定を行い、その平均を加速度

とした。 
【実験Ⅱ】 

パラメーターを加速度についての a=mg/(M+m) の式
に代入し、【実験Ⅰ】との比較から運動方程式の正確性を

考える。 
 
4. 実験結果 
【実験Ⅰ】 

台車（1個~3個）、おもり（1個~3個）を組み合わせ9
パターンで測定した結果、おもり 2個と台車 1個の組み
合わせの時が最も誤差が小さかった。以下はその表である。 

 
また、これらのデータをグラフにしたのがFig 2 である。 

t 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 

x 2.94 5.68 7.99 10.85 13.46  

v 29.4 56.8 79.9 108.5 134.6 163.5 

α 274 231 286 261 289  

y = 271.51x 
R² = 0.9988 

0 
50 

100 
150 
200 

0 0.2 0.4 0.6 0.8Fig 1 
Fig 2 

Table 1 
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この場合平均の加速度は271.51である。 
このように9パターンの計測をし、求めた加速度とおも
りの数のグラフを作成したグラフは以下である。（縦軸を

加速度、横軸をおもりの数とした） 
加速度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このグラフからおもりの数が 2倍 3倍になると加速度の
値は1.3544301倍、1.6391767倍になることがわかる。 
【実験Ⅱ】 

この実験におけるパラメーターは、Tableの通り。 
このパラメーターを加速度に

ついての式a=mg / (M+m) に
代入すると加速度 a の値が以
下のTableのようになる。 
 
 

 
 
 
 
 

それぞれのおもりの数において、台車 1個→台車 2個と
台車2個→台車3個の加速度の変化率の平均をとると、 
台車1個→台車2個は、1.7172997倍、台車2個→台車3
個は1.4131933倍となった。 

5. 考察  
【実験Ⅰ】の加速度の変化率と【実験Ⅱ】の加速度の変化

率を比べると、以下の表のようになった。 

 
このことから【実験Ⅰ】での加速度の変化率と【実験Ⅱ】

での加速度の変化率はほぼ一致したことが分かる。よって、

運動方程式F=maの正確性が保証された。 
 
6. 研究の成果 
運動方程式 F=ma は一見すると比例式のように思える
が、台車についての運動方程式は 
Ma=T 
おもりについての運動方程式は 
ma=mg－T 
となり、この2つの式より 
a=mg / (M＋m） 
よって加速度 aは分母のMの値によって変化すること
が分かる。これよりF（おもりの重さ）が2倍 3倍になっ
ても加速度は 2 倍 3 倍とはならずに、1.3544301 倍、
1.6391767倍となる。逆に実際にそれぞれのパラメーター
をa=mg/（M＋m）に代入すると1.4131933倍、1.7172997
倍となるから上の値とほぼ一致する。よって運動方程式を

使って検証することができた。 
 
7. 今後の課題 
今後の課題として運動方程式 F=ma は摩擦力が働いて
も成り立つ公式なので台車の車輪の摩擦、滑車の摩擦、机

の表面の摩擦などを変化させて様々な条件下での多くの

データを取り、運動方程式を用いて検証することができる

か考えていきたい。 
 
8. 謝辞 
鈴木先生、荻野先生をはじめ多くの先生方にアドバイス

をいただきこの研究を進めることができました。本当にあ

りがとうございました。 

台車1 965 g 

台車2 965 g 

台車3 958 g 

おもり 200 g 

重力加速度 9.8 m/s2 

1 2 3 

1 1.682403 2.871795 3.757188 

1+2 0.920188 1.682403 2.324111 

1+2+3 0.634715 1.192214 1.68578 

 実験Ⅰ 実験Ⅱ 
台車 1個→台車 2個の
ときの加速度の変化率 

1.6391767倍 1.7172997倍 

台車2個→台車3個の 
ときの加速度の変化率 

1.3544301倍 1.4131933倍 

 

y = 120.25x 
R² = 0.9182 

y = 73.36x 
R² = 0.9924 

y = 54.163x 
R² = 0.9977 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

1 2 3 

1 2 3 

1.6391767倍 

 
1.3544301倍 

Fig 4     おもりの数 
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10  植物はどのように成長するのか 
How plants grow ? 

 
3 年 7 組 石坪 卓巳  金子 紘野   

 
【Abstract】    It is known that plants growth are affected by gibberellin. We are studying the 
relationship between plants growth and size of cell .  We grew white radish sprout and observed their 
cells. We have found that plant growth has something to do with size of plant calls and plant cells grow 
by gibberellin. Colchicine separates micro tubules , and so plans cannot cause cell division when they are 
given colchicine . 
 

 
1. 研究の動機 
私たちは3年間植物の成長と植物ホルモン「ジベレリン」 

の関係について調べてきた。昨年は植物の成長と細胞の大

きさについて調べた。その結果、植物の成長は細胞数の増

加と細胞の成長によって起こることが分かった。ジベレリ

ンは細胞のサイズを大きくし個体の成長となっているこ

とが分かった。植物の成長、細胞分裂、ジベレリンの作用

について調べようと思った。 
そのひとつとして、細胞骨格である微小管の形成を阻害

する「コルヒチン」を与え成長の変化について調べること

にした。 
 
2. 目的 
 植物がどのように成長しているのか、また植物ホルモン

「ジベレリン」が植物の成長にどのように関与しているか 
確かめる。 
3. 研究の概要と成果 
・研究１ 【カイワレダイコンの成長】 
 カイワレダイコンを蒸留水で育て、カイワレダイコンの

草丈と細胞のサイズを測定する。このとき使用する細胞は、

細胞の成長が安定しているカイワレダイコンの下部とす

る。 
・実験結果１ 

 

Fig.1 
 草丈が長くなると縦方向に細胞が成長するが、横方向の

長さは変わらない。また、発芽後は急激に細胞が成長する。 
 
・考察１ 
 細胞は分裂した際に横の幅が決まり、その後縦方向に成

長すると考えられる。その細胞の成長によって草丈の成長

につながっていると考えられる。 
 
・研究２【各部による細胞の大きさの違い】 
 １３㎝カイワレダイコンを２㎝ずつ根元から切り分け

各部ごと細胞のサイズを測定していく。 
 
・実験結果２ 

 
                                              Fig.２ 

 根に近い細胞はサイズが安定している。また、茎頂に近

い細胞は根付近に比べ小さい。 
 
・考察２ 
 先端部の細胞が小さいのは、茎頂分裂細胞であるためだ

と考えられる。また、根に近い細胞は細胞分裂後、細胞が
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How plants grow ? 

 
3年 7組 石坪 卓巳  金子 紘野   

 
【Abstract】    It is known that plants growth are affected by gibberellin. We are studying the 
relationship between plants growth and size of cell .  We grew white radish sprout and observed their 
cells. We have found that plant growth has something to do with size of plant calls and plant cells grow 
by gibberellin. Colchicine separates micro tubules , and so plans cannot cause cell division when they are 
given colchicine . 
 

 
1. 研究の動機 
私たちは3年間植物の成長と植物ホルモン「ジベレリン」 
の関係について調べてきた。昨年は植物の成長と細胞の大

きさについて調べた。その結果、植物の成長は細胞数の増

加と細胞の成長によって起こることが分かった。ジベレリ

ンは細胞のサイズを大きくし個体の成長となっているこ

とが分かった。植物の成長、細胞分裂、ジベレリンの作用

について調べようと思った。 
そのひとつとして、細胞骨格である微小管の形成を阻害

する「コルヒチン」を与え成長の変化について調べること

にした。 
 
2. 目的 
 植物がどのように成長しているのか、また植物ホルモン

「ジベレリン」が植物の成長にどのように関与しているか 
確かめる。 
3. 研究の概要と成果 
・研究１ 【カイワレダイコンの成長】 
 カイワレダイコンを蒸留水で育て、草丈と細胞のサイズ

を測定する。このとき使用する細胞は、細胞の成長が安定

しているカイワレダイコンの下部とする。 
・実験結果１ 

 

Fig.1 

 草丈が長くなると縦方向に細胞が成長するが、横方向の
長さは変わらない。また、発芽後は急激に細胞が成長する。 
 
・考察１ 
 細胞は分裂した際に横の幅が決まり、その後縦方向に成

長すると考えられる。その細胞の成長によって草丈の成長

につながっていると考えられる。 
 
・研究２【各部による細胞の大きさの違い】 
 １３㎝カイワレダイコンを２㎝ずつ根元から切り分け

各部ごと細胞のサイズを測定していく。 
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 根に近い細胞はサイズが安定している。また、茎頂に近
い細胞は根付近に比べ小さい。 
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 先端部の細胞が小さいのは、茎頂分裂細胞であるためだ

と考えられる。また、根に近い細胞は細胞分裂後、細胞が

最大まで成長しているため細胞のサイズが安定している

と考えられる。 
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最大まで成長しているため細胞のサイズが安定している

と考えられる。 
  

・研究３ 【植物ホルモン「ジベレリン」のはたらき】 
 植物ホルモン「ジベレリン」をカイワレに投与する。 
蒸留水のみとジベレリンで育てる。 
ジベレリンの濃度は１０⁻⁵％、１０⁻⁴％、１０⁻³％、 
１０⁻²％、とする。 
 
・実験結果３ 

 
                           Fig.3 
10⁻²%の種は芽が出たがそれから育つことはなかった。

10⁻³%までの濃度では濃度が高くなるほど成長が促進さ

れる。 
・考察３ 
 濃い濃度でも薄い濃度でも成長の抑制作用があると考

えられる。濃度が10⁻³%であるとき、もっとも成長の促進

作用があることが分かった。 
 
・研究４ 【ジベレリンを与えたときの細胞のサイズ】 
 水のみと、最も育った10⁻³％のジベレリンの濃度で育

てたカイワレダイコンの根元の細胞のサイズを測定する。

このとき測定する草丈は、７㎝とする。 
 
実験結果４ 

 
                           Fig.4 
ジベレリンは植物細胞の成長を促進させている。約１.2
倍の大きさになる。 
 
・考察４ 
 ジベレリンは細胞のサイズを大きくしていることが分

かる。細胞を大きくさせることにより、水のみで育てた場

合よりも草丈が長くなったと考える。 
 
～コルヒチンとジベレリンの関係～ 
・研究５ 【コルヒチンとジベレリンの同時投与】 
 コルヒチンを与えカイワレダイコンを成長させる。 
コルヒチンとジベレリンを同時投与する。 
ジベレリンはもっとも効果のある10⁻³%を使用し、コルヒ

チンの濃度は10⁻⁵%,10⁻⁶%,10⁻⁷%,10⁻⁸%,10⁻⁹%で与える

とする。 
 
・実験結果５ 

 
                           Fig.5 
コルヒチンには作用が大きく変化する濃度の境界が存

在し、コルヒチンのみでは10⁻⁶%と10⁻⁷%の間、ジベレリ

ンとの同時投与では10⁻⁵%と10⁻⁶の間となった。 
コルヒチン＆ジベレリン10⁻⁵%においてはジベレリン

の作用がなくコルヒチンの作用により打ち消されるが、コ
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ルヒチン＆ジベレリン10⁻⁶%においてはジベレリン作用

のほうがコルヒチンの作用よりも強くなる。 
コルヒチン10⁻⁵%、10⁻⁶%、コルヒチン＆ジベレリン

10⁻⁵%を与えたカイワレダイコンは長くならないが太く

なる。 
 
・考察5 
 コルヒチン＆ジベレリン10⁻⁹%においての成長の不良

は、今回のジベレリン10⁻³%で溶液が少なく、蒸発量が多

くなりジベレリンの濃度が高くなりすぎ阻害効果が出た

ためと考えられる。 
 ジベレリンは、細胞数の増加には関係せず、細胞のサイ

ズを大きくする作用があると考える。また、ジベレリン＆

コルヒチン10⁻⁶%のデータより、細胞の分裂よりも細胞の

成長のほうが植物の成長には作用すると考える。 
 コルヒチンの作用により、縦方向の微小管の形成が阻害

され、横方向に微小管が形成されたためカイワレが太く成

長したと考える。 
 
6. 研究の成果 
 植物の成長は、茎頂分裂組織で細胞分裂が繰り返され、

細胞の増加とその下部が成長することにより草丈が伸長

している。成長した細胞はある一定の大きさになると成長

が止まると考えられる。すなわち、植物の成長は細胞数の

増加と細胞の成長である。 
 植物ホルモン「ジベレリン」は植物細胞の成長に関与し、

濃度により成長を促進または抑制する。ジベレリンは、植

物細胞の細胞分裂後の成長を促進させ、細胞のサイズの成

長を促している。しかし、細胞数の増加には関与していな

いと考えられる。 
 文献によるとコルヒチンは、作用が強く出る境界におい

て完全に微小管の阻害を見ることが出来るが、うすい濃度

であると微小管の阻害が見られなくなる。また、作用が弱

くなる前の濃度では完全な微小管の阻害はなくなるが、ジ

ベレリンを加えることにより極めて作用が弱くなると考

えられる。 
 
7. 今後の課題 
・一定の温度下での育成。 
・コルヒチンを与えた植物の細胞の観察。 
・コルヒチンを与えた植物の細胞内での微小管形成阻害の 
 確認。 

・中心体以外の細胞小器官とジベレリンとの関係性。  
 
8. 謝辞 
 研究を進めるにあたり指導教官である川村先生、また前

指導教官であった宗像先生にご指導頂きました。また、生

物科や化学科の先生方にも助言をいただきました。 
 ありがとうございました。 
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11 一晩寝かせたカレーはなぜおいしいのか（Ⅱ） 
The reason that curry is delicious one day after 

 
3年 7組 飛田 早紀  依田 夏輝   

 
【Abstract】We have heard that the curry paste tastes more delicious 24 hours after it has been cooked. 
We examine whether this is true and ensure that the curry in 24 hours (curry A) tastes better than the 
newly cooked curry(curry B). Do psychological factors and the scientific factors affect our sense of taste? 
We conducted five experiments to confirm this. 

 
1. 研究の動機 
一晩寝かせたカレーはおいしいと聞くが、本当においし

くなっているのか、また、なぜおいしくなるのかを調べて

みたいと考えた。 
 
2. 仮説 １ 
一晩寝かせたカレーは本当においしくなっているのか。

心理的な理由ではないのか。 
 
① 実験方法 １ 
一つは本当の日にちを言い、もう一つは本当とは逆の日

にちを言い、どちらがおいしかったか統計を取る。 
 
② 実験結果 １ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③ 考察 １ 
どちらも変わらないという結果になった。また、1日目
でも2日目でも変わらないという結果になった。これは、
先に行った実験2の1回目の実験を経て、協力者が警戒
していたからだと考えられる。 
 
 

3. 仮説 ２ 
一晩寝かせたカレーは本当においしくなっているのか。 

 
① 実験方法 ２ 
具ありと具なしの1日目と2日目を作り、どちらが1
日目か2日目かを教えずに食べてもらい、どちらがおいし
かったか統計を取る。 

 
② 実験結果 ２ 

 

 

 
 

 

 
 
③ 考察 ２ 
具ありの1回目と具なしは明らかに2日目の方がおい
しいという結果だったが、具ありの2回目は2日目より1
日目の方がおいしいと感じた人が多いという結果になっ

た。これは、1回目の実験を経て、協力者たちが警戒して
いたからだと考えられる。 
 
4. 仮説 ３ 
カレーがおいしいのは L-グルタミン酸の量が増えたか
らではないか。 
 

本当のカレーの日にち 1日目 2日目 

協力者に伝えた日にち 1日目 2日目 

  25 25 

 

 本当のカレーの日にち 1日目 2日目 

協力者に伝えた日にち 2日目 1日目 

  26 24 

Table 1 本当の日にちを言う n=50 

Table 2 本当とは逆の日にちを言う n=50 

Table 3 具あり 1回目 n=23 

Table 4 具あり 2回目 n＝51 

Table 5 具なし     n=19 
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【Abstract】We have heard that the curry paste tastes more delicious 24 hours after it has been cooked. 
We examine whether this is true and ensure that the curry in 24 hours (curry A) tastes better than the 
newly cooked curry(curry B). Do psychological factors and scientific factors affect our sense of taste?  
We conducted five experiments to confirm this. 
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① 実験方法 ３ 
1日目のカレーと2日目のカレーを同量取り、それぞれ
遠心分離機にかけ、上澄み液を採取する。さらに、発色試

薬を加え、20分間放置し、吸光度を測定することで、う
ま味のもとであるアミノ酸の一種、L-グルタミン酸の量を
測定する。 
 
② 実験結果 ３ 
 
 
 
 
③ 考察 ３ 

L-グルタミン酸は2日目の方が20%前後減少している。
グルタミン酸は熱に弱く、温度依存性があるので、高けれ

ば高いほどより変性し、分解する性質をもつ。2日目の吸
光度の値が小さいのは、この性質によってL-グルタミン
酸が分解されたと考えられる。よって、2日目のカレーに
はL-グルタミン酸は関係していないと考えられる。 
 
5. 仮説 ４ 
粘度が関係しているのではないのか。 

 
① 実験方法 ４ 

1日目、2日目のカレーを作り、それぞれ、もち・サト
イモ・ジャガイモ・小麦粉をいれたカレーと通常のカレー

の計5種類を台に置き、90度に保ちながら、落ちるまで
の時間を計測する。もちは電子レンジでやわらかくなるま

で温め、サトイモ・ジャガイモはすりおろし、小麦粉は水

に溶かして入れる。 
 
② 実験結果 ４ 
 
 
 
 
 
 
 
 
小麦粉は塊が一気に落ちた。 
 

③ 考察 ４ 
通常のカレーは 2 日目のほうが落ちるのが速くなり粘
度が小さいことが分かる。2 日目の方が粘度が高くなり、
舌への滞留時間が長くなりおいしく感じるのではないか

と考えたが、逆の結果であった。この結果から、1日置く
ことによって、カレーの具の成分粒子が小さくなり、粘度

が小さくなると共に、成分粒子と舌への接触面積が増え、

うまさを感じるのではないかと考えられる。 
 
6. 仮説 ５ 
カレーに溶けている成分粒子が関係しているのではな

いのか。 
 
① 実験方法 ５ 

1日目のカレーと2日目の温めなおしたものと冷たいも
の、またそれぞれにヨウ素液を加えたものを、それぞれ遠

心分離機にかけ、上澄み液を採取する。その上澄み液を顕

微鏡で観察する。また、粒子の大きさを計測する。 
 
② 実験結果 ５ 
 
 
   
 
 
                   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1日目     (s) 2日目      (s) 

通常 112 5 

もち 落ちない 落ちない 

サトイモ 40 119 

ジャガイモ 落ちない 102 

小麦粉 1 2 

 

Table 6 1回目 Table 7 2回目 

Table ８ 粘度 

Fig 1 1日目 Fig 2 1日目 ヨウ素あり 

Fig 3 2日目 温 Fig 4 2日目 冷 

Fig 5 2日目 ヨウ素あり 

  粒子 大 （μ m） 粒子 小 （μ m） 油   （μ m） 

1日目 94.41 27.52 99.06 

2日目 温 61.24 19.76 110.43 

2日目 冷 41.14 22.33 91.14 

 
Table 9 粒子の大きさ 



24 25

SSH3年生グループ課題研究成果発表論文－2014 / 1期生 

 3 

③ 考察 ５ 
1日目と2日目では写真から大きな塊の量と油の量が変
わっている。また、Table 9からも1日目と2日目を比べ
ると、粒子が小さくなっている。また、観察の結果、小さ

い粒子が多くなっている。よって、舌に触れる表面積が大

きくなり、おいしく感じるのではないかと考えられる。さ

らに、舌にある味蕾は、長さ 60～80 マイクロメートル、
直径が約50マイクロメートルぐらいの大きさであり、数
個の味細胞から構成されているものである。2日目の粒子
はこの味蕾よりも小さくなるので、1日目よりも細胞と一
致するものが多く、おいしく感じるのではないかと考えら

れる。また、ヨウ素を加えたものは 1日目と 2日目で青
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7. 研究の成果 
実際にカレーがおいしくなっていると考えられる。その

原因として、成分粒子が細かくなったことやブドウ糖など
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8. 今後の課題 
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日目のようになるのかを調べる実験を行いたい。また、嗅
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も様々な視点から考察し、実験したい。 
 
9. 謝辞 
実験を行うにあたり、化学科の加藤先生に助言をいただき

ました。また、たくさんの方々に実験に協力していただき

ました。ありがとうございました。 
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12 列車における輸送効率の変化の仕方 
How transport efficiency of trains changes  

 
  物理化学部 3年 7組  清水 陽介  

 
【Abstract】 We guessed there is a relationship between transport efficiency of trains and a mode of 
transportation. We carried out experiments using a model of a train. We found that when we change a 
mode of transportation ,the transport efficiency changes,too. 

 
1. 研究の動機 
私たちは今まで列車速度の変化の原因の研究を行って

きた。その中で速度は荷重量と大きく関係していること気

付いた。また速度や荷重量(荷物の重量)が輸送効率の変化

に大きく関係していることを知った。そこで輸送効率と速

度や荷重量との関係性について、研究を始めた。  

 
2. 目的 
模型の列車を走らせて、その走行時間を計測する実験を

する。それをもとに列車の輸送効率を計算する。荷重量や

コース形状などを変えて各輸送効率を比較し、輸送効率と

速度や荷重量の関係性を調べる。 

 
3. 実験方法および原理 
①荷物を積んだ列車をコース上で走らせる。  

②走るのにかかった時間を計測し、そこから列車の輸送

効率を計算する。  

③それを各 5回ずつ行って、 平均値を求める。 

④実験Ⅰ～Ⅲは直線と曲線、実験Ⅳは曲線の内側と外側

のそれぞれ 2コースで実験を行う  

なお輸送効率は荷物がする仕事率として考えて、以下の計

算方法で計算した。 

 

またコースは以下の通り  

 直線コース：3.0 m 

 曲線コース：（内側）1.35 m(×4周)[ ｒ＝0.215 m ] 

       （外側）1.73 m(×4周)[ ｒ＝0.275 m ]  

各実験の条件は以下の通り 

【実験Ⅰ】 

各貨車に積む荷重量を同量にして、重さをかえる。  

（0，20，40，60，80，100，150，200［g］ ）  
【実験Ⅱ】 

1編成に積む荷重を 400ｇにし、1編成あたりの貨車の

両数をかえる。（1，2，3，4［両］）  

【実験Ⅲ】 

積む荷重を 400ｇにし、荷重を積む貨車の位置を編成

内でかえる。 （機関車側から 1，2，3，4［両目］）  

【実験Ⅳ】 

各貨車に積む荷重の重さを同量にして、重さをかえる。 

（0，20，40，60，80，100，150，200［g］ ）  

また、曲線コースの外側と内側で比較する。 

 
4. 実験結果  
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5. 考察  
①輸送効率が負の値になることがあるが、これは荷重が

「仕事をされる」状態である。  

②輸送効率は、総荷重量・貨車数と相関関係にある。グラ

フにすると二次曲線の凸グラフになるので、総荷重量や

貨車数を増やしすぎると、減少し

ていくのではないだろうか。  

③輸送効率は、荷重を積む貨車の位

置をかえても変化しない。ただし

貨車の中で荷重を片寄らせて走行

すると、不安定な走りをする。  

④荷重量を増やしていくと、著しく

速度が落ちることがあった。これ

は、限りなく静止摩擦力が動摩擦力に近づいたからとみ

られる。  

⑤実験中に貨車に傾きが生じたが、これは遠心力によって

荷重がコースの外側に引っ張られていることにより生

じたと思われる。また、遠心力により車体が コースの

外側に引っ張られて走行しづらくなり、速度が遅くなっ

て輸送効率が減少したと考えている。  

⑥また実験Ⅳで、外側コースは内側コースよりも 全体的

に輸送効率が小さかった。これは外側が内側よりも半径

が大きいので遠心力が大きなって、より車輪がレールに

ぶつかりやすくなってので、輸送効率が小さくなったと

考えている。  

6. 研究の成果 
積載する荷重や貨車数が大きすぎると、輸送効率が減少

する。 

列車の編成内で荷重を積む貨車を変えても、ほとんど輸

送効率に変化はない。 

コースの形状が曲線よりも直線の方が速度を速くする

ことができ、輸送効率が増加する。 

カーブ半径が大きいと遠心力が大きくなり、速度が遅く

なって輸送効率が減少する。 

 
7. 今後の課題 
実験に用意ができた貨車数が4両と少なかったので、長

大な編成でも同様な結果が得られるか実験をする。  

他に実験するべき荷重以外の条件として、“コースの形

状が直線上である場合”や“コースに傾斜が掛かった場合”

などが挙げられているので、そのような条件で実験をする。  

また、遠心力以外に荷重によって仕事率が変化する原因

を考察していきたい。  

 
8. 謝辞 
この研究を進めるにあたり、指導教官の鈴木先生、荻野先

生にアドバイスをいただきました。本当にありがとうござ

いました。 
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13  バイオリアクターの作成と性能評価 
Making bioreactors and quality assesment for them   

 
環境科学部 3年 7組 羽中田 悠生  平賀 実   

 
【Abstract】 We have tried to make the equipment which can make ethanol. We call the equipment 

“Bioreactor”.  We have studied about Bioreactor , which consist of amylase and yeast. 
 

1. 研究の動機 
 私たちは SSHの授業でバイオリアクターを作成した。ア

ルギン酸ビーズに酵母菌を閉じ込めて利用できることに

興味を持ち、それを利用した「自動アルコール生成装置」

を作成しようと考えた。 

 

KeyWord：バイオリアクター Bioreactor 

 生体触媒(生きた菌、酵素など)を利用して、意図的に反応を連

続的かつ自在に起こすことができる装置のことを総称してバ

イオリアクターという。その機能があれば、どのような規模や

形状でもそうよぶことができる。 

 

2. 目的 
・私たちは、アミラーゼと酵母を使用してデンプンを

アルコールにするバイオリアクター(「自動アルコー

ル生成装置」)の完成を最終目標にしている。 

 
3. 実験方法および原理 
 Ⅰ. バイオリアクターの作成 

(1)バイオリアクターの作成 

 私たちは、カラムにバイオ

カプセルを詰めたバイオリア

クター(以下、装置)を用いて、

研究を進めた。(左図) 

〈材料〉 

・カラム 

アクリル製のパイプ(外径

25mm、内径 21mm)を 14cmに

鋸で切って作成。 

・ゴム栓 

 6号のものを二つ用意。両方にガラス管を通すための穴   

を開け、片方には更に空気を抜くための穴を開けた。 

・ガラス管 

・バイオカプセル 

 本実験では同じバイオカプセルを使用した。 

 

この装置はカラムの中にバイオカプセルを詰めて使う。上

部のガラス管から注入したデンプン緩衝液は、カラム内を

通って下部のガラス管より出てくる。その際にカラムに詰

めたバイオカプセルによってデンプンが分解される。 

なお、カラム内の空気が抜けないとデンプン緩衝液を流し

込む事ができないので、上部のゴム栓には上記の通り空気

穴を開けた。 

 

(2)バイオリアクターの分解能力の検証 

①バイオリアクターにデンプン溶液を流入させた。 

②2分ごと 4回に分けて、下部から流し出した。 

③バイオリアクターから流れ出た液に発色液(KI/I2)

を加えた。 

④660nmの吸光度を測定した。 

 

Ⅱ. 酵母バイオカプセルの作成と試用 

(1)酵母バイオカプセルを作った。 

  なお、酵母は市販のドライイーストを使用した。 

       

Fig 2 使用したドライイースト   Fig 3 酵母バイオカプセル 

(2)グルコース溶液にバイオカプセル(酵母入り)を入れて、 

 5分間反応させた。 

(3)出てきた溶液 0.1mLに 5％フェノール溶液を 1.0mL加

えた。 

(4)さらに、濃硫酸 5.0mLを加えた。 

(5)10分放置後、混合液の発色の様子を確かめた。 

※比較対象として、カプセルを入れないものを用意した。 

 

 

Fig 1 バイオリアクター 
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Ⅲ. アルコール生成装置の原型 

アミラーゼと酵母のバイオカプセルを詰めたカラムを

接続して、デンプン濃度 3％に調節した、デンプン‐リン

酸緩衝液混合液を通した。 

その後セルロースチューブに装置を通したものを 20mL

いれて一晩純水 200mLに入れ、グルコースを純水に透過さ

せる。そして、それを糖度計で計測した。 

4. 実験結果 
Ⅰ 

(2) 

 

Fig 4  30秒ごとの吸光度 

30 秒以降の値にほとんど変化が見られないことから 30

秒の段階でデンプンが既に分解されたと考えた。そこで、

澱粉バッファーを装置に通すだけにしてみたところ、発色

しなかった。 

Ⅱ 

 
Fig 5  発色の様子 

2時間の値は測ることができなかった。 

カプセルを入れたものは発色が薄かった。 

Ⅲ 

 
 

 
5. 考察  
Ⅰ 

カラムにアミラーゼバイオカプセルをいくつも詰めて

使えば、瞬間的にデンプンを分解できることがわかった。 

Ⅱ 

酵母バイオカプセルはグルコースを分解することがわ

かった。 

Ⅲ 

装置を通したあとの値が高いことから、アミラーゼのは

たらきは見られるが、酵母のはたらきはいまひとつだと考

えられる。 

 
6. 研究の成果 
 カラムにバイオカプセルをつめて流すと、バイオリアク

ターとして利用できる。 

 酵母をアルギン酸ビーズに固定してもバイオカプセル

として利用できる。 

 アルコール生成装置では酵母バイオカプセルの運用に

改善が必要である。 

 
7. 今後の課題 
Ⅰ 酵母バイオカプセルの最適な運用条件の調査 

Ⅱ 最適な条件で運用するための機構の考案、作成 

Ⅲ 流速の調整による、装置の運用効率の向上 

 
8. 謝辞 
 実験を進めるにあたり、化学科の坂本先生に貴重な助言

を頂きました。 

 
9. 参考文献 
バイオリアクター 

http://www.sc.fukuoka-u.ac.jp/~bc1/Biochem/bioreact.htm 

身近なものを使ったバイオリアクター 
http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&s

ource=web&cd=37&ved=0CNYCEBYwJA&url=http%
3A%2F%2Fousar.lib.okayama-u.ac.jp%2Ffile%2F1439
1%2F008_001_008.pdf&ei=CrjPU_6zG4LfoATlxIDwD
w&usg=AFQjCNEeXsKhjX9mK5OboMlxfUvZdKxWt
w&sig2=Ctt8KuqsPivJpJBScnc6oA  
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１回目 ２回目 ３回目 ４回目 ５回目 平均 計算後*
装置を通す前 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.08 0.2
実験① 0.5 0.6 0.3 0.2 0.1 0.34
実験② 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.18 2.1
実験③ 0.2 0.3 0.3 0.2 0.5 0.30

時間(分) 吸光度 

0 3.032 

5 2.378 

Table 1 糖度計の値 

0分 5分 2時間 
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14  甘利山の土壌環境調査 
Soil environmental research of Mt,Amariyama  

 
環境科学部 3年 6組 猪股 颯  3年 2組 矢崎 百笑   

 
【Abstract】We researched the soil of Mt.Amari.  We researched if the soil environment of Mt.Amari 
would be suitable for growing plants.  

 
1. 研究の動機 
近年甘利山のレンゲツツジの個体数は減少傾向にある。

その原因は鹿の食害であるとされているが，我々はこのこ

とに疑問を持った。確かに鹿による被食痕や糞などはみら

れるが，土壌はレンゲツツジの生育に問題のない状況ある

のだろうかという疑問を抱き，本研究を行った。 

 
2. 研究の仮説 
甘利山の土壌はレンゲツツジの生育を阻害している環境

や物質が存在する。 

 
3. 実験方法および原理 
以下の 5項目について調査した。 

Ⅰ.保水量 
採取した土壌10 gをカセットコンロで加熱し水分を蒸発

させた。 

乾燥試料の質量から土壌に含まれる水分量を算出した。 

Ⅱ.pH 
土と水とを質量比 1:2の割合で混ぜ，攪拌して pHを測定

した。 

Ⅲ.生分解性プラスチック分解菌の菌体数 
5 gの土壌に 45 mLの食塩水を加え 30秒攪拌した。 

100倍希釈しプレート状培地に 200 μL滴下し，均等に

拡げた。 

27 ℃のインキュベーターで 5 日間培養しコロニー数を

測定した。 

Ⅳ.セルロース分解菌の菌体数 
1 gの土壌に 50 mLの水を加え，30秒攪拌した。 

5分後にプレート状培地に上澄み液を200 μL滴下し， 

均等に拡げた。 

27 ℃のインキュベーターで 5 日間培養しコロニー数を

測定した。 

Ⅴ.リン酸濃度 
サンプルと水の質量比が1：9になるように試料を調節 

した。 

市販のパックテスト Kitでリン酸濃度を測定した。 

 

昨年度甘利山で採集した土壌 7月、8月、今年度採集した

土壌 4月、5月、6月を比較した。 

Ⅰ～Ⅴをそれぞれ甘利山、韮崎市、美し森の平均で比較し

た。 

 
サンプル採集地点 
甘利山 
サンプル番号 場所 日照 

1 三角点付近 木陰 

2 三角点横 日向 

3 南側斜面 日向 

3.5 南側斜面(鹿柵内) 日向 

4 鍋頭南側斜面 日向 

5 鍋頭山頂付近 日向 

6 甘利山山頂付近 日向 

7 甘利山山頂付近(鹿柵) 日向 

Fig 1 甘利山のサンプル採集場所 

鹿柵とは鹿の食害を防ぐために立てられた柵である。 

 
4. 実験結果 
Ⅰ.保水量 

 

今年度で見ると、保水量の差が少なかった。 

 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

1 2 3 3.5 4 5 6 7 平均 

保
水
量

(ｇ
) 
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7月 

Fig 2 甘利山の保水量の比較 
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韮崎市が少なかった。 

今年度の甘利山、美し森の保水量が多かった。 

Ⅱ.pH 
サンプル番号 1 2 3 3.5 4 5 6 7 平均 

甘利山8月 5.5 5.0 5.7  5.5 5.4 5.1 5.0 5.3 

甘利山4月 6.1 6.4 5.4 5.2 5.3 5.0 5.2 5.1 5.4 

甘利山5月 5.5 5.1 4.9 4.9 4.6 4.7 4.6 4.7 4.9 

甘利山6月 5.1 5.0 4.5 5.1 5.3 5.2 4.8 4.4 4.9 

甘利山7月 4.9 4.7 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.7 4.9 

韮崎市8月 6.4 6.9 6.2 5.5     6.3 

韮崎市6月 6.0 6.3 5.9 5.8     6.0 

韮崎市7月 7.3 6.0 6.8 6.3     6.6 

美し森9月 7.6 6.9 5.6 6.2     6.6 

Fig 4  3地点のpHの比較 

甘利山が全体的に低い。 

Ⅲ.生分解性プラスチック分解菌の菌体数 

 

甘利山 5月のサンプル番号1の菌体数が多かった。 

今年度は平均の差があまりなかった。 

 

甘利山、美し森の菌体数が少なく韮崎市の菌体数が多か

った。 

 

4.セルロース分解菌の菌体数 

 
甘利山 8月が最も菌体数が多い。 

甘利山 6月は全ての地点で菌体数が増加している。 

 
美し森の菌体数が最も少なく、甘利山 8月の菌体数が最

も多かった。 

今年度の甘利山の菌体数は暖かくなるにつれ増加した

いる。 

Ⅴ.リン酸濃度 
サンプル番号 リン酸濃度 

(土100gあたり) 

サンプル番号 リン酸濃度 

(土100gあたり) 

1 20mg 5 50mg 

2 20mg 6 20mg 

3 50mg 7 20mg 

4 20mg   

Fig 9 甘利山のリン酸の比較 

すべてのサンプルで大きな変化はなかった。 

 
5. 考察 
保水量は今年度で見ると甘利山の土壌の差が少ないこ

とから、甘利山の土壌は天候に左右されないのではないか。 

韮崎市の保水量の差も少ないことから甘利山の保水量と

同じことが言えるのではないか。 

保水量は甘利山と美し森で採取した土壌が高いので、植
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物の生育環境がよいといえる。 

他の 3地点に比べて、甘利山の pHが低い。弱酸性が植

物の生育に適していることから甘利山土壌は植物の生育

環境に適している。 

生分解性プラスチック分解菌は甘利山、美し森という自

然環境では少なく、人の活動が活発である韮崎市では多い

ことから、人の手が加わっている場所が比較的多い傾向が

ある。 

セルロース分解菌は落葉する秋に増加するのではない

か。 

セルロース分解菌は他の地点に比べて多いことから、甘

利山の物質代謝が活発であると考えられる。 

自然界の土壌のリン酸は 40～50mgが一般的とされてい

る。甘利山のリン酸は少ない地点があるが問題ないと思う。 

しかし、他の3地点に比べて、甘利山のpHが最も低い。

このことは植物のリン酸吸収に悪影響を与えている恐れ

がある。 

 
6. 研究の成果 
この研究で、甘利山の土壌の特徴が分かった。この研究

では、リン酸と pHの関係から土壌に影響があると考える

事ができた。しかし、実際のことはまだ未検証なので、今

後甘利山の土壌がレンゲツツジの生育に問題ない状況か

調査したい。 

土壌採集を行った事で周囲の環境に目を向ける機会が

増え、身近な環境や植物に興味を持った。 

 
7. 今後の課題 
秋にセルロース分解菌が増加するのか検証する。 

引き続き甘利山のデータを集める。 

pHとリン酸吸収の関係を調べる。 

 

8. 謝辞 
今回に研究を進めるに当たり、甘利山倶楽部のみなさん

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。ありがとうございました。 
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15  �イ���������は������のか 
Drosophila melanogaster・・・How many colors can been seen? 

生物研究部  3 年７組 倉田 裕斗  3 年 6 組 辻 光希  3 年 5 組 清水 龍介 
 

【Abstract】We conducted a study about phototaxis of Drosophila melanogaster . Using a handmade 
experimental device , we researched how much the Drosophila melanogaster is attracted to different 
lights . As a result , we found Drosophila likes blue light and the stronger the light is , the ease in it in to 
gather Drosophila . In the future , we are planning to conduct  experiments to let Drosophila learn about 
the light . 

 
1. 研究の動機 
私たちはキイロショウジョウバエ Drosophila 

melanogaster（以下Drosophilaと略す）が光に集まる習

性「正の光走性」の存在を知った。どのような光に集合す

るのか、それはなぜかについて研究をおこなった。 
 

2. 目的（または研究の仮説） 
 正の光走性について研究を行うため自作の実験道具を

使用した。（Fig 1）また、実験対象となった系統は原則と

してOR（野生型）の成虫である。 
 研究の結果、Drosophila には確かに「正の光走性」が

備わっていることが確かめられた。さらに、照射する光の

波長 nm、照度 lux、さらには個体の視覚状態により光に

対する集合のようすが異なることがわかった。 
 
3. 実験方法および原理 
まず片方のガラス管（以下Ａと略す）にDrosophilaを

100匹程入れる。もう片方のガラス管（Ｂと略す）と結合

し5分間放置する。Ｂでは発光ダイオードを照射し、5分

後通り道を塞ぎＢに移動した個体数を測定する。 
（Ｂにいる個体数/ＡとＢにいる個体数）×100（％）の数

値を集合した割合とした。（以後、集合率とする）集合率

が高いほど、正の光走性が強かったといえる 

 

4．実験内容 
実験Ⅰ 光の強さに���集合率は変��のか 
青色を発する発光ダイオードの光の強さを変化させ、そ

の時の集合率を測定した。なお照度の測定は、Fig 1−Aの

位置で行った。 
《結果Ⅰ》 
 光が強いほど光に集合する個体数は増加した。(Fig 2) 
また、1694 Lux のときに大幅な上昇があった。しかし、

262 Luxから585 Luxにおける上昇は緩やかであった。 

《考察Ⅰ》 
正の光走性が存在することが確認できた。また585 Lux

から 1694 Lux にかけて集合率の大幅な上昇があったこ

とから、平均的な個体にとって1000 Lux前後に光走性を

引き起こす一つの閾値（限界値）が存在すると考えられる。 
 
実験Ⅱ 光の������と光��は変��のか 
 昆虫の色覚に関しては先行研究が行われており、ミツバ

チはよく解明されており、ミツバチ4色などと言われてい

る。昆虫であるDrosophilaにも光走性を強く引き起こす

特定の波長（域）があるのではないかと考えた。 
今回は3種類のLEDを用いて実験を行った。使用した

のは、赤色、緑色、青色LEDであり、波長の極大はそれ

ぞれ660 nm、525 nm、470 nmである。また光の強さ

(Lux)そのものが、結果に影響しないように照度をほぼ同

直流電源装置 

 

発光ダイオード

 
↓通り道 

  
A 

↓通り道
B 

Volt 

 

160mm 

 160mm 160mm 

Fig 1  集合率の測定に使用した実験装置 
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じに設定した。具体的には、照度(Lux)の測定を Fig 1-B
の位置で行い、明るさを 1700〜1800 Lux となるように

調整した。 
《結果Ⅱ》 
 青色に比べ赤色・緑色に対する集合率は有意に低かった。

（Fig 3） 

《考察Ⅱ》 
 赤色と緑色に対する集合率が低いのはDrosophilaがそ

れらの波長の光を感じ取ることができないため、あるいは、

忌避しているためと考えられる。反対に青色は光として強

く感じている、また好む色の波長と考えられる。 
 他の昆虫同様にDrosophilaにも光走性を起こす特定の

波長が存在することがわかった。 
  
��Ⅲ 単眼と複眼�光走性に�ういう�����か 
 Drosophila を含め多くの昆虫には単眼と複眼と呼ばれ

る2種類の眼が存在する(Fig 4 )。そこで今回OC (単眼欠

失)とnorp (複眼活動電位消失)という2つの突然変異体を

用いて実験を行った。 
《結果Ⅲ》 
単眼のみの系統(norp)は,
赤色や緑色光を含め、ど

の波長の光に対しても

集合率が高かったが、複

眼のみの系統(OC)は単

眼のみ(norp)の場合と比

較して全体的に集合率

が低下した。（Fig 5,6）              

《考察Ⅲ》                             
先行研究によりDrosophilaの脳内の神経系の情報処理

の流れがわかっている。それによると、単眼・複眼から得

た情報は後傾斜と呼ばれるところで統合され、筋肉運動

（行動）に移されことがわかる。（Fig 7）しかし、

Drosophila の脳における「視覚中枢」や「後傾斜」の情

報処理や統合のしくみはほとんど解析されていない。 
OC および norp から得られた実験結果は、単眼・複眼

のどちらかの情報が欠落してしまうと脳内での光情報の

統合がうまくいかず、それが光走性の行動に影響を与える

と考えられる。興味深いのは、単眼からの光情報が視覚中

枢を経ずに、後傾斜そして行動に直結していることである。 
単眼のみ（norp）の情報で、波長に関係なく光走性が

増強したことから、単眼は主に明るさを受容すると考えら

れ、そこに複眼からの波長の情報が「後傾斜」において統

合されることで、正の光走性が制御されているという仮説

を私たちは考えている。単眼を失ったOCにおいて、光走

性の行動が大きく低下したことも、この仮説を支持してい

ると思う。（Fig 5） 

 
��Ⅳ cryptochromeと光走性の��性 
先 行 研 究 に よる と 、 Drosophila の 身 体 には

cryptochrome（クリプトクロム: 以下 cry ）と呼ばれる

光受容蛋白質が存在し、青色光を受容することが知られて

いる。光を受容すると cryは体内リズム（時計遺伝子）を
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Fig 7  Drosophila の脳内における情報処理経路（神経回路） 
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リセットする。Drosophilaが青色光に好んで集まるのは、

このことと関係があるのか調べるために、次の2種類の突

然変異体を使って、青色光への集合率を測定した。 

 
A cry変異の検出 
cryは補酵素NADを必要とする蛋白質であり(Fig 9)、cryb 

は、その結合部位のアミノ酸配列が1つ異なり、補酵素が

結合できなくなっている。(Fig 8) 

 そこで、cry と cryb のゲノムデータをNCBI より得て

遺伝子の違いをPCRと制限酵素で切断する方法を使って、

変異を確かめた。primerを
設計し PCR 産物を制限酵

素「FokⅠ」で切った。cryb

は、1 塩基が異なるため制

限酵素で切れない箇所があ

り長い DNA 断片が得られ

る。 
《結果》 

 予想通り、OR に比べて

cryb では長い DNA 断片

(139 bp)が得られた(Fig10)。 
 
B 青色光への集合率測定 

cryb
、cryb;norpは野生型

と比べてともに集合率が低下する傾向が見られた。特に

cryb;norp は対照と比べて著しく集合率が低下する傾向が

見られた。実験において観察すると、cryb;norp は行動が

緩慢に見えた。(Fig 11) 

《考察Ⅳ》 

単眼・複眼は正常な cryb  の集合率が、対照の暗黒条件

程度に低下することから、光走性の誘発には cryへの光入

力が必要と考えられる。また cryb;norp がほとんど青色光

に反応しないことを含め次のような2つの理由を考えた。 
①単眼や複眼からの光入力があっても、cryからの光情 
報がなければ脳内で光情報の統合ができない。（入力側の異常） 
②cryが機能していないと光を嫌う（負の走性へ転換）ま

たは筋肉をうまく運動させることができない。（出力側の異常） 
またDrosophila が青色光に集合するのは cry を使った

体内時計の調節のためと考えられる（意義） 
 

5. 得られた研究の成果 
①Drosophila は 470nm の青色光を光として認識してお

り、それによって正の光走性が引き起こされる。660nm
の赤色光、525nmの緑色光は認識しているか不明である。                                  
②単眼は光走性の原動力になるが、複眼からの光情報が脳

内で統合され、行動の強さが制御される可能性が高い。 
③全身に分布する青色光受容蛋白質 cry が光走性には重

要な役割を持つ 
 
6．今後の課題 
①匂いと光の条件付け学習を行い、赤、緑が認識されてい

るのか確かめる。 
②cryb・norp・OC  3重変異体を作成し行動を解析する。 
③昆虫に見えているといわれる「紫外光」で測定する。 
 
7．謝辞 
 ロンドン大学のRalf Stanewsky教授と産総研の花井修

次先生に、実験に関する貴重なご指導をいただきました。 
8. 参考文献 
・「時計遺伝子」-花井＠産総研（産業総合研究所） 
・昆虫の視覚世界を探る-チョウと人間、目がいいのはどちら？- 
蟻川謙太郎 

・ショウジョウバエ脳内の情報の流れ（Jfly） 
 http://jfly.iam.u-tokyo.ac.jp/lab/overview_L.jpg 
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 16  キイロショウジョウバエの寿命は何によって決まるのか 
What  factor  do  regulate  the  life-span  of  Drosophila  melanogaster ? 

 
生物研究部  3年７組 倉田 裕斗  3年６組 辻 光希  3年 5組 清水 龍介 

 
【Abstract】 We have been researching the oxidative stress in and behavior at Drosophila for five years. 
  As a result, the life span of Drosophila were found to have changed depending on the influence of its 
environment. It is known that its life span and the state of stress are strong related. We measured the 
life span of Drosophila in various living environments.  Also we researched the relationship to it’s stress 
level and analgged the protein oxidited by stress. 
 

 
1. 研究の動機 
私たちはこれまでキイロショウジョウバエ（以下

Drosophilaと略）のストレスの解析を進めてきた。そ
の結果、Drosophilaのストレスレベルは生活環境によ
って変化することがわかった。一般に生物の寿命とス

トレスは関わりがあるといわれているため、私たちは

生活環境を変化させたときのDrosophilaの寿命を測定
し、ストレスとの相関を調べた。 
2. 研究の仮説 
①産卵が寿命にどのように影響を与えるか確かめる

実験においては、産卵の負荷の高さゆえ、産卵した雌

のストレスが高く寿命も短いという仮説を立てた。②

次に、温度による寿命の影響については、Drosophila
が変温動物であることから低温環境より高温環境で過

ごした方が長生きするのではないかと仮説を立てた。

③3つ目として、餌である培地に含まれる酵母の濃度と
の寿命とストレスの影響について実験することとした。

一般に「腹八分目が長生きの秘訣」などと言われるこ

とから、酵母濃度が高いほど、Drosophilaのカロリー
摂取量も高くなり、寿命短縮につながるという仮説を

考えた。 
3. 実験方法および原理【SOD活性測定の方法】 
生物は飢餓などの過酷な状況に置かれると、体内で

ROS（活性酸素種）が発生する。ROSは寿命短縮や免
疫力の低下といった生物にとって悪影響を及ぼす物質

であり、酸化ストレス（oxidative stress）の指標とな
る。SODはROSを除去する酵素スーパーオキサイド
ジスムターゼ（Superoxide disumutase）であり、SOD
の活性が高いほど高い酸化ストレス状態にあると言え

る。→Fig 1 

なおROSは次の代謝によって無毒化されていく。 
ROS→SOD→H2O2（過酸化水素）→カタラーゼ→H2O 
 実際のSOD活性は、SODがHT（ヘマトキシリン）
の自動酸化を抑制する原理を用いた試薬キットを使用

した。SOD活性はHTが吸収する光、560nmの波長
における吸光度を使って測定した。{（コントロールの
傾き）－（サンプルの傾き）} ／（コントロールの傾き）、
この比を、SODを阻害する割合とした。この阻害率が
高いほど、SOD活性は高いと言える。つまり、control
に比べて直線の傾きが小さいsampleほどSOD活性が
高いと考えてよい。→ Fig 2 

4. 実験結果および考察 
 実験A 産卵は寿命に影響するのか 
野生型（OR）の♀および♂について「♂♀8 ペア」,
「♀単独（飼育）」「♀16匹（同性飼育）」の3つの環 
境で実験を行ってみた。単独や16匹といった産卵がで
きないものに比べて、産卵する 8 ペアの寿命が有意に
短縮した。→Fig 3 

外界からの刺激 活性酸素種ROS 
寿命短縮 
老化促進 
DNA異変 

酵素SOD 

  

SOD活性が高いとストレスレベルが高い 

    

酸化ストレス 

Fig 1 SOD活性のメカニズム 

Fig 2 SOD活性の測定（controlとsampleのグラフ） 

control 

sample2 

sample1 

Fig 3 産卵と寿命の関係 

平均30.4日→ ←平均37.1日 

←平均45.5日 

n=63 
n=40 

n=92 
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考察A 
♀は産卵に多くのエネルギーを使うため寿命が短縮し
たと考えた。エネルギー代謝が高い環境ほど寿命は短

縮すると思われる。 
 
実験B 飼育温度による寿命の変化はあるか 
いずれも 16 匹の個体群を使った。結果は♂♀共に

18℃にすると寿命は大きく延長し、30℃にすると寿命
が大きく短縮した。→Fig 4 

考察B 
エネルギー代謝の大小で寿命が変化すると考えられ

る。やはりエネルギー代謝の速度が大きいと寿命も短

縮すると言える。 

実験C 本当に温度でエネルギー代謝は変化するか

エネルギー代謝の指標として「呼吸活性」を測定し

た。密閉容器にハエを 1000 匹以上入れ、O2センサー

を使って2000秒後の酸素消費量を測定した。→Fig 5
このように、18℃に比べてより温度の高 30℃が高い
という結果になった。→Fig 5 

考察C 
高温にすると呼吸活性が上がることから、代謝速度が

上がり寿命短縮につながると考えられる。 
 
実験D  酵母濃度はストレス・寿命に影響するか 

Drosophila の餌となる酵母の濃度を標準 5 ％の濃
度に加え2倍濃度(10 %)、2分の1濃度(2.5 %)、5分の
1濃度（1.25 %）用いて実験を行った結果、2倍の濃度

で飼育した個体群は他に比べて寿命が短縮した。2分の
1と 5分の 1濃度で飼育した個体群は、標準とほぼ同
じくらい長生きをした。→Fig 6 
そこで、摂取カロリーが大きいほど寿命が短縮する

ので、その個体群はSOD活性が高く酸化ストレスレベ
ルも高いという仮説を考え、酵母濃度の異なる個体群

のSOD活性を測定した。その結果、酵母濃度が高い環
境ほどSOD活性も上昇する傾向がみられた。→Fig 7 

考察 D 
私たちの予想通り、酵母濃度が高いほどSOD活性も
上昇していた。過剰なカロリー摂取は酸化ストレスを

上昇させる可能性が示唆された。 
 

実験E  ♂ ♀ の酸化蛋白質検出を検出する 
これまで私たちが行ってきたストレス測定は、SOD
活性によって ROS(活性酸素種)の状態を間接的に測定
するという方法であった。寿命とストレスの関係につ

いてより深く調べるため、SODに代わる新たなストレ
ス測定の方法を考えた。それは酸化蛋白質を直接検出

するというものである。 
ROSの高い状態が続くと、細胞内の蛋白質のアミノ
酸がカルボニル化されることが知られている。酸化蛋

白質を検出する方法としてウエスタンブロット（以下

WBと略す）「ビオチンヒドラジド法」を採用した。一
般的なWBでは、蛋白質の解析に化学発光を検出する
必要があるが、この方法はメンブレンの上で青色色素

Fig 7 酵母濃度を変えた場合、♂SOD活性の変化 

 Fig 6 酵母濃度が寿命に与える影響 日数（day） 

生
存
率 

％ 

酵母濃度順にn=88 ,121, 132, 165 

←平均56.8日 

←平均55.7日 

平均44.5日→ 
平均49.6日→ 

SOD

活
性 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Fig 4 飼育温度が寿命に与える影響 

n=80 
n=80 

n=48 
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 Fig 5 温度による呼吸活性の変化 

測定に使用した 
O2、CO2センサー 

 

左からn=72 ,80, 62 

←平均19.8日 
←平均27.6日 
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←平均40.6日 ←平均64.2日 

←平均82.5日 
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アルカリホスファターゼ 
標識・アビジン 

ビオチンヒドラゾン 

PVDFメンブレン 

カルボニル化 
蛋白質 

− CH = N – NH − B   A AL 

BCIP / NBT 

Indigo Dye 

Fig 8 酸化蛋白質を検出するWB「ビオチンヒドラジン法」 

 

が生成し肉眼で標的蛋白質の検出ができるという利点

がある。方法の原理は次の通りである。→Fig 8 

   
SDS-PAGE（電気泳動）したゲルから、Fig 8のよう
にPVDF膜に蛋白質を転写し、ビオチン(B)を酸化蛋白
質に結合させる。ビオチンはアビジン(A)と特異的に結
合するため、アビジンと共有結合したアルカリホスフ

ァターゼ(AL)が、基質BCIP/NBTを変化させ発色させ
る。青色に発色した部分が酸化蛋白質である。 
検出実験に使用したサンプルは♂♀共に単独で 7日間
飼育した個体群（腹部8匹相当）である。 

その結果♀の酸
化蛋白質は♂のそ
れよりも多い結果

となった。→Fig 9 
考察E 

SOD活性と酸化
蛋白質の比較は次

表のようになる。 
SOD活性が高い

♀はやはり酸化蛋
白質も多く、ある程

度相関が認められ

た。 
しかし、この酸化

の差は♂♀の体長

の差が関係している可能性も考えられた。実際に♀は

♂より体長が大きいので、そもそも蛋白質量も♀の方

が多いのが理由とも考えられる。そこでProtein Assay
（Bio-Rad）を使って、Drosophila の蛋白質濃度の定
量をしてみた。その結果、私たちが普段使用している

腹部8匹から調整したサンプルの総蛋白質の濃度は、 

・Drosophila ♂ 3.4 mg/mL 
・Drosophila ♀ 4.3 mg/mL  
（ただし、蛋白質濃度はBSA/ウシ血清アルブミン換算） 
と♂♀で違いがあることがわかった（♀は♂の1.3倍）。 
より正確なデータを得るために、今後はアプライする

サンプル量を替え、♂♀のサンプル中の蛋白質濃度を同
じにしてWBの解析を試みる必要があるだろう。 
 
5. 研究の成果とまとめ 
寿命を決める要因としては、環境の温度・産卵・エ

ネルギー代謝・カロリー摂取などが複雑に関係してい

ることが明らかになった。 
1．産卵は寿命を短縮させるおもな要因と考えられる 
2．温度が高くなるにつれて寿命が短縮する傾向にある 
3．カロリーの過剰摂取は寿命短縮につながる 
4．SOD 活性の高い系では酸化蛋白質が増加している
場合とそうでない場合があった 
 
6. 今後の課題 
酸化ストレス状態と寿命の長短についての相関関係

はまだ明確とはいえない。今後SOD活性測定系の酸化
蛋白質検出を行い、寿命の長短との相関について探究

していく必要がある。 
 

7. 謝辞 
首都大学東京細胞遺伝学教室 相垣俊郎 先生、東邦大
学薬学部 高橋良哉先生 大寺恵子先生に実験に関す

る指導をして頂きました。 
 
8. 参考文献 
・MATING STATUS AND LIFESPAN OF D.VIRILIS 
(T.AIGAKI AND S.OHBA) 
・A  Delayed Wave of Death from Reproduction in 
Drosophila (Carla M.Sgro and Linda Partridge)    
www.sciencemag.org  SCIENCE VOL286  24 
DECEMBER 1999 
 

 ♂1（単独） ♀1（単独） 
ROSを除去するSOD活性 56.64 77.27 
カルボニル化酸化蛋白質 少ない 非常に多い 

Fig 9  ♂ ♀ の酸化蛋白質の検出 

アルカリホスファターゼ

標識・アビジン
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生徒の声 
 
○ SSHから得たもの 
研究名「4 活性汚泥による水の浄化」        3年 7組 飯嶋 ちこ 浅川 奈菜 茂田 綾香 
 3年間の SSHの活動は、私たちにとって楽しいだけでなく非常にハードなものだった。特に勉強や部
活動との両立は本当に大変だった。しかし、SSH にはそのような思いをしてでも最後までやり遂げる価
値があったと思う。 
 グループ課題研究で、私たちは“活性汚泥”について研究した。最初は、なかなか実験が思うように進ま
ず思い悩むことや、グループ内で揉めることもあった。しかし、みんなで一つ一つ徹底的に話し合って
いくことで乗り越えることができた。そのことを通して、自分の意見をしっかり持つこと、相手の意見
を尊重することの大切さを学んだ。また、自分たちが努力して作り上げた研究成果を、大勢の方々に知
ってもらうことの喜びを知った。 
 この 3年間、私たちは SSHの活動を通して多くのことを学び、人として成長できたと思う。これまで
SSH の活動を続けてこられたのは、私たちのために携わってきてくださった大勢の方々の存在があった
からだ。そのことに感謝したいと思う。3年間、私たちの SSHの活動に協力してくださり、本当にあり
がとうございました。 
 
○ SSHに参加して 
研究名「7 植物に含まれる色素の研究」             3年 6組 小林 正 永田 健司 
科学に関心を持った私たちは SSHに参加した。アドバンス講座とグループ研究では、科学についての
思考や知識を学ぶことができた。 
グループ研究では、自らテーマを決め、それについて深く探求した。初めてのことだらけで研究の最

初は困惑したが、慣れてくると積極性や考え方が身につき、徐々に効率も良くなった。また、研究発表
の際も、実際に多くの人に理解してもらえるよう、自分達で隅々まで理解し、相手に伝えるための工夫
をした。 
また、私達は先生方や両親から助言をいただくなどして、多くの人に助けられ、支えられたことで、
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大切だと思えてくるようになった。今後も行動する自分をさらに成長させていきたいと考えている。 

課題研究を終えて
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H26 韮高 SSHグループ課題研究 研究成果発表一覧 
 

この課題論文集にある多くの研究は、次の大会・研究交流会および科学系コンテスト等で成果発表するこ

とができた。主に SSHⅠ期生（自然科学部を含む）が関係した記録をここに記載する（H27.3.1） 
O : 口頭発表  P : ポスター発表  R : 論文発表 

 
A 校内および県内関係＊ 
年度 月 名  称 研 究 発 表 形式 発表者 

H24 11 
 

 
11 
 
2 
2 
3 

県芸文祭自然科学部門＊ 
「ﾎﾟｽﾀｰ発表部門」 
 
山梨科学ｱｶﾃﾞﾐｰ総会 
研究交流会＊ 
山梨ｻｲｴﾝｽﾌｪｽﾀ＊ 
SSH 研究成果発表会 
文理科 SSH 研究交流会 

 
ｷｲﾛｼｮｳｼﾞｮｳﾊﾞｴのｽﾄﾚｽと寿命 
【芸術文化祭賞・全国総文祭出場】 
ｷｲﾛｼｮｳｼﾞｮｳﾊﾞｴのｽﾄﾚｽと寿命 
【山梨ｱｶﾃﾞﾐｰ生徒科学賞】 
13 演題を発表 
18 演題を発表 
18 演題を発表 

 
P 

 
O 

 
P 
P 
P 

 
小池・小俣 
 
自然科学部 
 
各ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
各ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
各ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

H25 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
3 
3 

県芸文祭自然科学部門＊ 
「化学部門」 
 
「生物部門」 
 
「地学部門」 
 
「ﾎﾟｽﾀｰ発表部門」 
 
山梨ｻｲｴﾝｽﾌｪｽﾀ＊ 
文理科 SSH 研究交流会 
H25 南ｱﾙﾌﾟｽ学講座＊ 

 
ﾊﾞｲｵﾘｱｸﾀｰの作成と性能評価 
【理科部会特別賞・県 3 位】 
ｷｲﾛｼｮｳｼﾞｮｳﾊﾞｴの寿命は何で決まるか 
【教育長奨励賞・県 2 位】 
甘利山の土壌環境調査 
【教育長奨励賞・県 2 位】 
ｷｲﾛｼｮｳｼﾞｮｳﾊﾞｴは何色が見えるのか 
【芸術文化祭賞・全国総文祭出場】 
20 演題を発表 
29 演題を発表 
甘利山の土壌環境調査 

 
O 
 

O 
 

O 
 

P 
 

P 
P 
O 

 
羽中田・平賀 
 
清水・辻 
 
猪股・矢崎 
 
倉田 
 
各ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
各ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
矢崎・平澤 

H26  SSH3 年生研究成果発表会 16 演題を発表 O 3年各ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
 
B 県外および全国関係 
年度 月 名 称 研 究 発 表 形式 発表者 

H24 
 

8 
8 
 
8 

 

SSH 生徒発表会（横浜） 
第 1 回高校生ﾊﾞｲｵｻﾐｯﾄ 
 
第 36 回全国総文祭（富山） 
ﾎﾟｽﾀｰ発表部門 

ｷｲﾛｼｮｳｼﾞｮｳﾊﾞｴの生育とｽﾄﾚｽ応答 
ｷｲﾛｼｮｳｼﾞｮｳﾊﾞｴの生育とｽﾄﾚｽ応答 
【審査員特別賞】 
ｷｲﾛｼｮｳｼﾞｮｳﾊﾞｴの生育とｽﾄﾚｽ応答 
【奨励賞・全国 6 位相当】 

P 
P 
 

P 
 

小池・小俣 
小池・小俣 

 
猪又・林 

 
H25 8 

8 
SSH 生徒発表会（横浜） 
第 2 回高校生ﾊﾞｲｵｻﾐｯﾄ 

ｷｲﾛｼｮｳｼﾞｮｳﾊﾞｴのｽﾄﾚｽ・摂取ｶﾛﾘｰ 
ｷｲﾛｼｮｳｼﾞｮｳﾊﾞｴは何色が見えるのか 

P 
P 

倉田.清水.辻 
倉田.清水.辻 
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ｷｲﾛｼｮｳｼﾞｮｳﾊﾞｴは何色が見えるのか 

P 
P 

倉田.清水.辻 
倉田.清水.辻 

8 
 
9 
3 

第 37 回全国総文祭（長崎） 
ﾎﾟｽﾀｰ発表部門 
SSH 研究交流会 
（東京多摩科学技術高校） 

ｷｲﾛｼｮｳｼﾞｮｳﾊﾞｴの寿命は何で決まるか 
 
ｷｲﾛｼｮｳｼﾞｮｳﾊﾞｴの寿命は何で決まるか 

P 
 

O,P 
 

小池・小俣 
 

岡本・平澤 
 

H26 8 
8 

SSH 生徒発表会（横浜） 
第 38 回全国総文祭（茨城） 
ﾎﾟｽﾀｰ発表部門 

甘利山土壌環境調査 
ｷｲﾛｼｮｳｼﾞｮｳﾊﾞｴは何色が見えるのか 

P 
P 

猪股・矢崎 
清水・辻 

 
C 科学系コンテストおよび学会等 
年 月 名 称 研 究 発 表 形式 発表者 

H24 7 
12 

首都大学東京実験研修 
日本分子生物学会（MBSJ 福岡） 

ｷｲﾛｼｮｳｼﾞｮｳﾊﾞｴの生育とｽﾄﾚｽ応答 
ｷｲﾛｼｮｳｼﾞｮｳﾊﾞｴの生育とｽﾄﾚｽ応答 

O 
O,P 

猪又・林 
小池・小俣 

H25 7 
12 
12 

 
 
1 
 
1 
 
3 

東邦大学実験研修 
日本分子生物学会（MBSJ 神戸） 
ｻｲｴﾝｽｷｬｯｽﾙ東京大会 
 
 
日本学生科学賞 
 
高校生科学技術ﾁｬﾚﾝｼﾞ 
 
日本動物学会中部支部大会 

ｷｲﾛｼｮｳｼﾞｮｳﾊﾞｴのｽﾄﾚｽと寿命 
ｷｲﾛｼｮｳｼﾞｮｳﾊﾞｴの寿命は何で決まるか 
ヒレの形状による推進力の変化 
甘利山土壌環境調査 
【東京農工大学賞】 
ｷｲﾛｼｮｳｼﾞｮｳﾊﾞｴの寿命解析 
【県知事賞】 
ｷｲﾛｼｮｳｼﾞｮｳﾊﾞｴは何色が見えるか 
【全国佳作入選】 
甘利山土壌環境調査 
【口頭発表優秀賞】 
ｷｲﾛｼｮｳｼﾞｮｳﾊﾞｴの寿命は何で決まるか 
【口頭発表優秀賞】 

O 
O,P 
P 
P 

 
R 
 

R 
 
O,P 
 
O,P 

小池・小俣 
岡本・平澤 
中村・土橋 
猪股・矢崎 

 
生物研究部 

 
生物研究部 

 
猪股 

 
岡本・平澤 
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