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校長 飯田 春彦  
 

令和元年度スーパーサイエンスハイスクールＳＳＨ第Ⅵ期生課題研究論文集の発刊にあ

たり、御指導を賜りました研究者の先生方をはじめ携わっていただいたすべての皆様に心

より御礼申し上げます。  
本校は平成２４年度から５年間、文部科学省によりスーパーサイエンスハイスクールに

指定（Ⅰ期）され、さらに一昨年度（平成２９年度）から５年間、Ⅱ期の指定を受け、今

年度Ⅱ期３年目を迎えました。Ⅱ期の研究開発課題は、「韮高から世界へ！スーパーサイエ

ンス ハブ スクールの構築～未来の科学者と市民を育てる～」として設定しております。

このテーマの到達目標は、本校が、「科学」による地域連携のハブとなること、さらに、本

校生徒が、中心的な役割を担い、地域の小中学校、高校、大学、企業等と連携・協働を図

り、科学的活動を広め、深化させていくことで、地域理数教育の質の向上につなげ、本校

卒業生の偉大な大先輩大村智博士に続く未来の科学者を育成することにあります。  
この目標達成のため、ＳＳＨ基本理念を、大村博士の「イズム継承」に掲げ、この先の

予測困難な未来に向けて、「人のためになる」研究を創造できる人材育成こそが本校の使命

であると考えております。この基本理念実現のため、生徒が、自ら考え、判断し課題研究

に取り組めるよう、全教職員が、本校教育方針「人間を育てる」を踏まえながら、熱心に

学習指導・生徒指導に取り組んでおります。  
本校ＳＳＨ取組の特色は、生徒の探究力を高めるために、独自に開発したＳＳＨメソッ

ドに則り、次のような教育課程を実施していることにあります。まず、学校設定科目「ス

カラー」、「ＳＳ英語などＳを付した科目」において、集中的に講義と実習を行い、課題研

究に対する「基礎的・基本的知識・技能」の習得に努めます。ここで身に付けた力を活用

し、思考力・判断力・表現力等の育成を図り、その後、教科を横断して探究的な学習活動

を自ら展開できるよう、到達目標などステップを明確にして指導をしております。「スカラ

ー」については、「大村学」、「地域自然学」外部専門家による「アドバンス講座」等を取り

入れ、独自色を打ち出す指導内容となっております。これに加え、鹿児島（１年生）、関西

（２年生）、峡北（３年生）の科学研修によって先端科学施設の見学や生物多様性の観察等

のプログラムも組み込んでおります。こうしたカリキュラムマネジメントにより、生徒の

科学に対する興味・関心が非常に高くなっており、日常生活においての様々な事象に疑問

を持ち、課題や問題を発見し、論理的思考力を駆使して、課題解決を図っていくという問

題解決能力が育成されていると感じております。今年度からは、「総合的な探究の時間」に

おいて、全校生徒が、ＳＳＨ課題研究のプロセスを活用し、課題研究に取り組む体制を構

築しており、さらなる本校生徒の進化が期待されるところであります。  
このような教育活動に加え、自然科学系の３部においても活発な研究活動が行われてお

り、今夏、佐賀県で開催された全国高等学校総合文化祭自然科学部門において、本校生徒

の研究が全国最優秀賞を受賞するなど、輝かしい実績も残しております。一歩一歩ではあ

りますが、大村博士の「イズム継承」を実現している生徒が存在することは、本校の誇り

でもあります。  
結びに、本年度も、生徒が主体的に課題研究に取り組んだ成果を課題研究論文集として

発刊することができましたが、今後の本校ＳＳＨの活動の発展のため、多くの皆様から忌

憚のない御意見・御指導を賜りますことをお願い申し上げ、発刊によせての御挨拶させて

いただきます。  
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  １.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 
 

山梨県立韮崎高等高校    3年 5組 安藤 颯音    5組 中谷 駿佑 
 
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 
 

 
1. 研究の動機 
・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。 

 
2. はじめに 

【フルーツ魚について】 

『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ま

す。 

【目的】 

非柑橘系の果物・川魚でもフルーツに含まれている抗酸化

物質によって酸化が抑制されると仮定し、その結果を知る

ために研究を行った。 
【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。このことから、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。 

 
3. 実験条件 
以下のように実験条件を定めました。 

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２つ

を選びました。 

①アブラハヤ ②ブルーベリー 
【選択した理由】 

①…捕獲が簡単・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 

【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 
※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。 
・粉末餌は『キョーリン・日本産淡水魚用飼料』を使用 

【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  

⑤結果から、考察する 
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※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ました。 
 

4. 実験結果 

実験結果は以下の通りになりました。 

・pH測定値 

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 

 

・変色、身の劣化の様子 

 (ブルーベリー) (粉末餌) 

  変色  変化なし  黄ばみあり 

 身の劣化  張りがある  しなれている 

 
5. 考察  
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。私達は『川魚に対してポリフェノールは過酸化脂質を

抑制する効果が薄い』もしくは『ブルーベリーの皮は酸化

を促す可能性があるのかもしれない』の２つのことを考え

ました。しかし、身の変色については抑制されている部分

が見られたため私達は変色・身の劣化については効果があ

ると考察しました。 
 
6. 研究の成果 
①実験魚(粉末餌) 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酸化に対

して働いたのかを正確に知ることはできませんでした。 
身の変色・劣化も観察したところブルーベリーを与えてい

た個体は変化がなく、身の張もありましたが粉末餌だけを

与えていた個体は黄ばんでいる箇所があり身もしなれて

いる個体がほとんどでした。 

7. 今後の課題 
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、正確な実験結果は得られなかっ

たためさらに改善できる点については見直していきたい

と思います。 

 
8. 謝辞 
今回の実験においては、担当教諭の古屋先生を始め、多く

の先生方に協力をしていただきました。また、発表会で意

見・質問をされた方々にも感謝したいです。ありがとうご

ざいました。 
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http://www.wakasanohimitsu.jp/seibun/blueberry/kasseisa

nso.html 

『トリメチルアミン 三菱ガス化学株式会社』 
https://www.mgc.co.jp/products/nc/trimethylamine.html 
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過冷却について 
About Supercooling 

 
 

山梨県立韮崎高等高校 3 年 5 組 齊藤皓己 中山侑威  
 

【Abstract】We learned about supercooling in class and would like to know how the concentration of aqueous 
solutions affects the temperature and time it takes for the solution. Into four test tubes, either 0, 1, 2, or 3 grams 
of sucrose and 10mL.of tap water were added to make aqueous solutions. These test tubes were placed in ice 
water bath and timed until solidification occurred. 
    

 
1. 研究の動機 
 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。 
 
2. はじめに 
【過冷却について】 

過冷却とは、水溶液が一度０℃より低くなってから凍り始

め、凝固熱によって温度が上がるという現象だ。 

先行研究を行って水道水 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。 
 
3. 実験方法  
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) 
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 
(10mLホールピペット、−10℃の氷水) 
 
4. 実験結果① 

 

 
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 
 
5. 考察① 
・3グラムの過冷却現象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ため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

こるのではないか 
 
6．実験結果② 

 濃度が低い順にすべ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た。取り出したときは液体だっ

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。 
 
7．考察② 
・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野下がり方が一

定だったのではないか。 -10
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6. 研究の成果（または、まとめ） 
・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と氷水の温度が足りなかったからで

はないか 
・氷水の温度が低い方が凝固の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実感と温度は変化して、

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になった。 
 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) 
 
7. 今後の課題（または、ディスカッション） 
・実験に使用した水道水とショ糖を蒸留水と純度100％の

ショ糖にすればもっと的確な結果が得られた 
・実験に時間がかかることに加え成功率が低いためデータ

の量が少なかったため、成功率を上げたい 
・氷水の温度が一定に保てなかったため方法を探したい 
・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 
 
8. 謝辞 
 今回の実験をやるにあたって実験器具を準備してくれ

た先生、文章を校閲してくださった先生、意見をくださっ

た方々ありがとうございました。 
 
9. 参考文献 
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%8E%E5%86%B
7%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 
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3  過熱水蒸気の利用 
Usage of superheated steam 

 
山梨県立韮崎高等高校    3 年 5 組 齊藤道彦  長井真也  和智拓夢 

 
【Abstract】We are experimenting 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. 

It turned out that it can heat, preventing a combustion from the above thing. 

1. 研究の動機 

 

・研究内容を決める際に、水蒸気を加熱して 100℃以上に

した水蒸気を用いて加熱を行うと、物質を加熱することが

できるということや、石油工業や家庭用オーブンなどに利

用されていること知った。水による加熱で、焦げ目がつく

ことを意外に感じ、身近なものでも行えるのか気になった

ため、本研究を行った。 

 

2. 仮説 

 

・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。  

 

3. 実験方法 

 

実験 1 

 

① ビーカーに

入れた水を

加熱して、

水蒸気を発

生させた。 

② 発生させた

水蒸気を、

銅管に通した。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。

このとき過

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、乾燥脱脂綿はシリカゲルを用いて乾燥させ

た。 

 

実験 2 

 

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。 
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4. 実験結果 

 

実験 1 

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 

 

・燃焼しなかった物質はいずれも焦げた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実験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。 

 

5. 考察  

 

実験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。ほかの物質が燃焼し

なかったのは、過熱水蒸気の温度が対象の物質の発火点に

達していないと考えた。トーチバーナーの数を増やせば燃

焼すると考えた。乾燥させた新聞紙と脱脂綿を用いたが、

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。 

 

実験 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、過熱

水蒸気の熱が空気中に逃げてしまい、それが原因で加熱す

ることができないと考えた。さらに、銅管とガラス管をつ

ないでいる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。 

 

6. 結論 

 

・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。 

・物質を燃やさずに加熱できるのは、過熱水蒸気を利用す

るメリットになる。 

 

7. 今後の課題 

 

・マッチ以外の物質が燃焼し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調べ

る。 

・過熱水蒸気で酸化を防ぎつつ加熱を行えるかを調べる。 

 

8. 参考文献 

 

・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_121/_article/-char/ja/) 
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４ ダンゴムシと炭酸カルシウムの関係性について   
 
 

山梨県立韮崎高等高校    3 年 5 組 福島麗音   松野息吹   
 

【Abstract】 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  
 

 
1. 研究の動機 
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 
 
2. はじめに 
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。 

 
Fig 1 飼育の様子 
 
3. 実験目的、方法 
実験１：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た。 
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。 

 
Fig 2 実験１の様子 
 
実験２：光の色の違いによる反応の差を調べた 
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。 
 
実験３：ダンゴムシの保管状態によって反応に差が出るの

か調べた。 
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。 
 
4. 実験結果 
実験１： 
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２： 
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Table 1 実験２の結果 
 
青色より赤色を避ける反応が強かった。 
 
実験３： 

 
Table 2 実験３の結果 
 
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。 
 
5. 考察  
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。 
 
実験２： 
・この実験から、ダンゴムシが、赤色の光により強い負の

走光性を持っていると考えられる。 
 
実験３： 
・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。 
 

6. 研究の成果 
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。 
 
7. 今後の課題（または、ディスカッション） 
・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。 
・比較実験で若葉と枯葉を変えることは炭酸カルシウムの

影響と何も関係しないのでする必要がなかった。 
 
8. 謝辞 
指導をしてくださった川村先生をはじめとした多くの先

生方に協力していただきありがとうございました。 
また、発表を聞いて意見やアドバイスをくださった多くの

方々のおかげでより考察を深くすることができました。 
 
9. 参考文献 
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/da
ngomushi_10-01.htm 
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５ 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- 

 
山梨県立韮崎高等高校  所属  3 年 5 組 秋山涼乃 ５組 輿水由美香  ５組 藤森莉奈 

 
【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.

1. 研究の動機 
約20万年前の八ヶ岳の山体崩壊により発生した韮崎岩

屑なだれ堆積物は，八ヶ岳南麓から甲府盆地地下に広範囲

に分布している（熊井ほか，1994）．また，山梨県北杜市

高根町乙坂地域に，約10万年前の陸上堆積物が分布する

ことが明らかにされた（中澤ほか2019） ．この陸上堆積

物中の最下位には，土石流堆積物が含まれており，堆積物

の中に大きなブロックを含むなど，韮崎岩屑なだれ堆積物

と同様の特徴が報告され，乙坂土石流堆積物と命名された

（中澤ほか2019） ． 
HjulstromF. (1935)は流される粒子の流速と粒径の関係

から，粒子の挙動の違いが発生することを示した．つまり，

水が流れる環境において，泥，砂，礫が同一の場所に堆積

しにくいことを示している。土石流堆積物の堆積機構を検

討するために、土石流堆積物の含泥率を測定し現生河川流

路堆積物及び韮崎岩屑雪崩堆積物との比較検討し、さらに

土石流堆積物を基質と礫に分け、それぞれの密度を測定し、

比較検討した。 
 
2. 研究の仮説 
 仮説①粒子が水によって流化しているならば泥をほと

んど含まない 
 仮説②基質中に礫が点在しているので基質と礫の密度

は同じ 
 
3. 実験方法および原理 
＜実験方法１＞ 
 含泥率の測定方法 
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 

⑤ ①の重さから④の重さの差を①の重さで割り、 
  含泥率を求める 
 
＜実験方法２-密度の測定＞ 
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，乙坂土石流堆積物

の基質と礫に分けて，それぞれの密度を求めた.先行実験

としてスライムを利用した測定方法の信用性について調

べた。 
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 
 
4. ＜実験結果1＞ 
含泥率の測定 

  

  

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% 7.2% 
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＜実験結果２＞ 
密度の測定 

 
5. 考察  
実験① 現世河川流路と比較し、韮崎岩屑なだれ堆積物と

同様、乙坂土石流堆積物の岩泥率は高い 
実験② 基質の密度は、礫の密度より小さい。また、基質

の密度のばらつきが少ない。 
実験①②より 
・乙坂土石流堆積物において，河川流路堆積物と異なり韮

崎岩屑なだれと同様に含泥率が高い。 
→水流によって粒子が流されている状態で堆積したもの

ではないと考えられる. 
・密度が礫より小さい基質中において，礫が点在する. 
→土石流の基質の粘性が高く，粒子同士がお互いを支持し 
 ながら流下していると考えられ，間隙水の量が少ないと

考えられる。 
・基質の密度の標準偏差がとても小さい. 
→基質がよく混合していると考えられ，土石流全体が変形 

しながら流下することによって混合したと考えられる。 
よってこの乙坂土石流堆積物は，韮崎岩屑なだれ堆積物

と同様，砕屑物と比べ水が少なく，粒子同士がお互いに支

えあって変形しながら流下，堆積したと考えられる。 
 
6. まとめ 
・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． 
・乙坂土石流は，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。 
 
7. 謝辞 
 この研究を進めるにあたり，多くの方々にお世話になっ

た． 
 富士山研究所の内山 高 博士には，調査に同行してい

ただき，貴重なご意見をいただいた．佐田牧場の関係者の

方には，調査に協力していただいた。韮崎高校の先生方に

は，調査に同行していただき，研究を様々な面で支援して

いただいた． 
 この場を借りて感謝いたします。 
 
8. 参考文献 
HjulstromF. (1935). Studies of the morphological 
activity of rivers as illustrated by the River Fyris, 
Bulletin. Geological Institute Upsalsa, 25, 221-527. . 
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. 
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． 
中澤 仁，秋山 涼乃，輿水 由美香，藤森 莉奈．（2019），
韮崎岩屑なだれ堆積物上の陸上堆積物の古環境復元，平成

30年度山梨県立韮崎高等学校SSH研究成果発表会． 
 
 
 
 
 
 
 

基質の体積 
(㎤) 

基質の密度 
(g/㎤） 

7.58 1.49 

10.33 1.42 

8.28 1.53 

3.55 1.10 

2.45 1.27 

1.25 1.44 

4.02 1.27 

1.14 1.35 

2.84 1.26 

5.13 1.28 

3.33 1.46 

2.63 1.16 

11.13 1.41 

平均 1.34 

標準偏差 0.13 
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６番 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 

 
山梨県立韮崎高等高校  所属  3 年 6 組 小倉颯馬 5 組 浅川綾汰 

 
【Abstract】 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. 
 

 
1. 研究の動機 
「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。 
 
2. はじめに 
【巡回セールスマン問題とは】 
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。 
【アルゴリズムとは】 

数学、コンピューティング、言語学、あるいは関連する分

野において、問題を解くための手順を定式化した形で表現

したものを言う。コンピュータにアルゴリズムをソフトウ

ェア的に実装するものがコンピュータプログラムである。 
今回の実験では、プログラムを実行する際の方法の事を指

す。 
【計算複雑性理論とは】 
計算複雑性とは、特定の計算問題の解法の複雑性（計算問

題の困難さ）などを数学的に扱う。 
計算複雑性理論で扱う計算問題の多くは決定問題である。

決定問題とは、答えが「はい」か「いいえ」になる問題を

指す。今回の巡回セールスマン問題は、 
入力: 都市の有限集合C = {1, 2, . . . ,n}，任意の２都市 i, 
j ! C 間の距離d(i, j) ! Z+，および移動距離の上限b ! Z+ 
質問: 集合C の都市すべてを１度だけ通り，移動距離がb 
を越えない旅程，!n−1k=1 d(ik, ik+1)+d(in, i1) # b を満た

す{1, 2, . . . ,n} の順列(i1, i2, . . . , in) は存在するか？ 
この問題はクラスＮＰ完全であることが知られている。ク

ラスＮＰとは、答の証拠を教えてもらえば、それが問題の

条件を満たすかどうかのチェックを多項式時間で行える

が、それらの証拠を１つ１つチェックするという方法では、

指数時間を使うような膨大な時間がかかる問題である。 
 
3. 実験方法および原理 
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）
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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   図２ 点と辺のみを表し

マップ           たグラフ 
 
 
 
 
 
 

図３ 辺のコストを行列で記述した表 
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。 
 
4. 実験結果 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図４ 実際のプログラム画面と計算実行結果 

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） 
 

5. 考察 、まとめ 
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できる

のか。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。 
今回計算におよそ５分かかったが、ルートを探索するプロ

グラムに時間がかかったと考えられる。より良いコードを

書けばより計算時間が短くなると考えられる。 
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。 
 
６. 参考文献 
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 
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 ７  水中シャボン玉の研究Ⅱ  
            Research of underwater soap bubble Ⅱ 
山梨県立韮崎高等高校  所属 ３年６組 小関光太  ６組 加賀谷湧  ６組 篠原蒼真 ６組 西澤勇紀 

 
【Abstract】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 15μm 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.   
 

1. 研究の動機 
界面活性剤を少量加えた水溶液を容器に入れ、その中

にストローを1~2cm差し込む。ストローの上の部分を

指で塞ぎ、水面から少し上までストローを持ち上げる。

塞いでいた指を離しストローの溶液を容器の中に落と

すと水中シャボン玉ができる。普通のシャボン玉は空

気が液体に包まれているが、水中シャボン玉は液体が

空気に包まれていて、大変興味深い現象である。私は、

一昨年からこの水中シャボン玉の研究を行っており、

昨年は、水中シャボン玉の研究を行っており、昨年は、

水中シャボン玉のできる仕組みや作りやすい条件につ

いて一定の結論を出すことができた。しかし、水中シ

ャボン玉に見られる空気膜は実際の膜なのかという新

たな疑問が生じた。そこで、水中シャボン玉が壊れる

ときに発生する空気の泡を集め、水中シャボン玉の空

気膜の厚さを調べることにした。また、光が空気膜を

通過するときに屈折する様子をコンピューターシミュ

レーションで再現し、実験結果と比較することにした。 
 
2. 実験の目的 

これまで研究を行っていく中で、水中シャボン玉の空気膜

は、実際に目に見えている部分なのかという疑問が出てき

た。このことは、私たちの研究において非常に重要で根本

的な問題である。そこで、今回の研究の目的を、「空気膜

の厚さを調べること」とした。 
 
3. 研究の内容 

(1)水中シャボン玉が壊れたときに出る空気の泡を集めて、

空気膜の厚さを測る。 

 水中シャボン玉が壊れた時に出る空気の泡を試験管で

集めた(Fig1)。落とす液体の量はストローで3cm（0.85mL）

とし、試験管に空気が１mL溜まるまで行った。その結果、

水中シャボン玉 1 個当たりの空気は 0.0018mL が全て水

中シャボン玉になったと仮定すると、空気膜の厚さは約

4.2μmとなった。(この方法は、下記の参考文献(2)を参考

に行った。) 
 

Fig1 実験(1)で用いた道具 
 
 
 
 
(2)水中シャボン玉にレーザー光をあてて、膜を確認する。 

 レーザー光線を凸レンズの焦点に置き、平行なレーザー

光線を作り水中シャボン玉に当てた。容器にはケント紙を

張りそこに写る像をビデオカメラで撮影した。 

下の画像(Fig2)が撮影したものになり、暗くなっている部

分には光が届いていないと考えられる。 

 画像から、液体の直径 A と空気膜の厚さ r を測り、そ

の比 r/Aを求めた()。平均値は0.152となり、この値はコ

ンピューターシミュレーションとの比較に使用した。 

 
Fig2 撮影した画像 

 
 
 
 
 
 
(3)レーザー光線の進み方 

水中シャボン玉を通る光の進み方は、下の図(Fig3)のよう

に３つが考えられる。 
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①は、中の液体の中を通る場合である。この光は、屈折し

ながらも反対側に通過する。 

②は、空気膜に一度入り、中の液体を通らずに外に出る場

合である。この光は、反対側には来ない。 

③は、液体と空気膜のところで全反射する場合、この部分

の光も反対側には来ない。 

 

Fig3 水中シャボン玉の中を進む光の進み方 
 
 
 
 
 
 
(4)レーザー光線上を水中シャボン玉が通過 

レーザー光線を固定し、そこを水中シャボン玉が通るよう

にして、ビデオで撮影した。 

下図のように上の空気膜が通過したときは光が上方向に

曲げられ、下の空気膜が通過したときは光が下に曲げられ

る。 

 

4. コンピューターシミュレーション 

(1)コンピューターシミュレーションのモデル化 

コンピューターシミュレーションで水中シャボン玉中を

進む光を再現することにした（Fig4）。 

(a)①の光は、A 点の座標を決めると屈折の法則や図形の

関係からB,C,D点の座標が決定できる。 

(b)線分 AB が中の液体球と交わらない場合は②の経路に

なる。 

(c)A点での入射角が臨界角を超えている場合は、③のよう

に全反射される。 

屈折率は、n=1.3とし、開発ソフトはVisual Basic6.0を

用いた。 

           Fig4 光の屈折の経路 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2)シミュレーションについて 

ここでは、水中シャボン玉の大きさを直径１cm、実際の

空気の膜を2mmとした。 

図の黒い線は全反射する光を表している。rの部分は光が

届かない所で、A の赤の部分は光が見えるところである。 

この r/Aの値が、実験結果と合うように、膜の厚さを変え

る。 

 

Fig5 シミュレーション結果 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3)シミュレーション結果 

シミュレーションの r/Aの値が、実験で求めた値（平均値）

になるように膜の値を変えた。（図 11）。その結果、膜の

厚さは、0.0015mmとなった。 

 

5. 結果と考察 

(1) 結果 

実験による空気膜の厚さは、0.0042mm（4.2μm）となり、

コンピューターシミュレーションの結果は、0.0015mm
（15μm）となった。 

 
(2) 考察 

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。実験の測定値とシミュレー

ションの値にずれがあるが、実験の精度を上げることで、

より正確な膜の厚さを求めることができると考えられる。 

 

6. 参考文献 

(1)水中シャボン玉の研究（韮崎高校物理化学部2018信州

総文祭論文集（P18）） 

(2)Antibubble アンチバブル（www.geocities.jp／science 
apple／antibubblesecondary.html） 
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  ネバネバで水をきれいにする 
Clean the water with sticky rubber 

山梨県立韮崎高等高校  所属  3 年 6 組 中山竜一 古屋翔太 小田切尊 
 

【Abstract】 
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,okura had higher values of NO2 and NO3 and natto had higher GH values and lower KH values.The 
effects of okura and natto on plants could not be confirmed in this experiment.From these experiments we 
could confirm the visual changes natto and okura had on the milk. In addition changes in each COD index by 
okura 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. 
 

1.研究の動機 
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。そこで納豆をそのま

ま使っても水を浄化できるのか知りたいと思い研究を始

めた。また、同じようなネバネバを持つオクラにも浄水作

用があるのか調べ、それらの環境への影響も調べた。 
 
2.仮説 
直接、納豆やオクラを水に入れても水は浄化される。また

環境にも影響はない。 
 
3.実験 
 
【実験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。 
 
実験結果１ 
 
納豆 

    

初め         一週間後 
左から 牛乳のみ 納豆を10粒入り ねばねば入り 

 
 
オクラ 

 
     初め        一週間後 
左はオクラ入り 右は牛乳のみ 
 
考察１ 
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のか、浄化されたのか判

断できない。 
 
【実験２】 
田んぼの水に納豆とオクラをミキサーで分解したものを

入れ、CODの値を調べた。 

 

    初め         一週間後 
 
左から オクラ入り 納豆入り 田んぼの水のみ 
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パックテストの結果 
実験前 

 
 
一週間後 

 
左から オクラ 納豆 田んぼの水のみ 
 
考察２ 
結果として COD の値が変化したが何もしていない水に

も変化があったので、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。 
 
【実験３】 
テトラテストで実験した 

 
テトラテストは 
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。 
 
左から 何もなし オクラ入り 納豆入り 
 
考察３ 
項目によっては数値が上昇するものもあったので、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

る可能性もあると考えられる。  

 
【実験４】 
植物に納豆とオクラをそれぞれ載せて成長具合を観察し

た 
 
使った花はティタティタという耐寒性に優れた花 
 
初め 

 
 
 

一ヵ月後 
 
 
 

 
左から何もなし 納豆を載せたもの オクラを載せたも

の 
 
考察４ 
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。 
 
4.結論 
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。 
 
5. 今後の課題 
・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 
 
7.参考文献 
化学基礎 東京書籍 
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9 プロペラによる発電効率 

Power generation efficiency by propeller 
 

 山梨県立韮崎高等高校  3年 6組 望月 貴斗 勝沼 智樹 藤原 悠吾 米山 友貴 

 
【Abstract】Because the shape of the rotor blades used for wind power generation and the 

rotor blades for electric fans and ventilation fans is greatly different, the area that reseives the 

wind 

changes greatly, but I was worried about the reason. Prepare three rotor blades eith different 

areas, attach them to the motor, and apply wind to them. This is connected to a tester and the 

current is measured. Wind is generated using a dryer and applied to the center of the wing from 

a position 150mm away. It was found that there is a proportional relationship between the area 

of the wing and the current. From the research results, it was found that the proportional 

relationships A, B, and C were established. In addition, in this experiment, the influence of the 

low rigidity of the shaft part of the rotor blade was significant, so a little more ingenuity was 

nesessary.  

 
1. 研究の動機  

 扇風機や換気扇などに使われる回転翼と風力発電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。 

 

2. 仮説 

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。 

 
3. 実験方法 

塩化ビニル版を切り出し、羽を作り、ゴム栓を軸にして、差し込む。 

羽は 3枚、接合角度 30 °の回転翼を作成。 

半径は 40 mm、50 mm、60 mmの 3種類。 

モーターに取り付けた回転翼に風邪を当て、その時の電流を測定する。 

（風はドライヤーで起こし、１５０ｍｍ離れた位置から垂直に中心に当てるものとする。 

 
4. 実験結果 

結果より、羽の大きさと電流の大きさは 3乗に比例したと考えられる。 
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5. 考察 

受風面積を A（ｍ２）、単位時間当たりの風のエネルギーを P（W）、空気密度を ρ（ｋｇ／ｍ３）

として運動エネルギーの式に当てはめると、風力エネルギーは受風面積 A に比例し、風速の３

乗に比例している事が分かる。 

 
 P= 1/2 mV2 = 1/2 (ρAV)V2 = 1/2 ρAV3 

 

実験の数値からは、3 乗に比例したとは断言し辛い数値が出たが、これらの原因は以下にある

と考えられる。 

 
１、プロペラの剛性の低さ（主に軸部） 

２、送風方法 

 

6. 研究の成果 

・風力エネルギーは受風面積に比例する。 

・つまり、風力エネルギーは風速の３乗に比例する。 

 
7. 今後の課題 

・考察にて見つかった主に２つの課題を解決する為、プロペラの軸部素材、送風方法などを検

討する。 

・接合角度、羽の形状などによる比較も行う。 

 
8. 謝辞 

今回の実験及び研究にご協力頂いた先生方、有難うございます。 

 
9. 参考文献 

https://www.jeea.or.jp/course/contents/03402/ 

風力発電システム-公益社団法人 日本電気技術者協会 
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10  カフェインの抽出 

Extraction of caffeine 
 

山梨県立韮崎高等高校  所属  3 年 6 組 有井沙英 蟹澤こと美 谷内星音 
 

【Abstract】Caffeine has an awakening effect, a burning subcutaneous fat effect, and so on, but it may cause 
dizziness and insomnia as a side effect. So, we experimented how much caffeine is included in green tea and 
coffee that are usually close to us. We took advantage of caffeine’s sublimability to capture caffeine by hot 
plate. It was confirmed by the murexide reaction whether it was caffeine or not. We were able to confirm the 
reaction and observed caffeine crystals in the green tea. The coffee did not show any reaction and the crystals 
were not observed so much. We changed the instant coffee into the coffee made of deep roasted coffee beans, 
but the results did not change much. In coffee experiments, it is thought that impurities such as pigment have 
been extracted at the same time. From the results of last year’s experiment, it is thought that the amount of 
caffeine extracted from coffee beans is larger than of instant coffee. 

 
1. 研究の動機 
カフェインには、覚醒作用や、皮下脂肪燃焼効果がある反

面、副作用としてめまいや不眠などを引き起こす場合があ

る。そこで、普段私たちの身近にある緑茶やコーヒーには

どのくらいカフェインが入っているのかを調べた。 
2. 研究の仮説 
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

うが多いと仮説をたてた。 
3. 実験方法および原理 
●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。 
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（すりつぶしたものを１.５ｇ、

そのままのものを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

うに保ちながら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。 
 

 
      Fig1 実験装置 
 
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。 
4. 実験結果 
●緑茶の茶葉での実験 
  1回目 2回目 3回目 
加熱前 12.268 12.256 12.330 
加熱後 12.288 12.291 12.358 
後－前 0.02 0.035 0.028 
反応 〇 〇 〇 
    
 
 
 
 
 
 

4回目 5回目 平均 
12.325 12.253   
12.339 12.263   
0.014 0.010 0.0214 
✕ 〇   

 

5. 考察 

受風面積を A（ｍ２）、単位時間当たりの風のエネルギーを P（W）、空気密度を ρ（ｋｇ／ｍ３）

として運動エネルギーの式に当てはめると、風力エネルギーは受風面積 A に比例し、風速の３

乗に比例している事が分かる。 

 
 P= 1/2 mV2 = 1/2 (ρAV)V2 = 1/2 ρAV3 

 

実験の数値からは、3 乗に比例したとは断言し辛い数値が出たが、これらの原因は以下にある

と考えられる。 

 
１、プロペラの剛性の低さ（主に軸部） 

２、送風方法 

 

6. 研究の成果 

・風力エネルギーは受風面積に比例する。 

・つまり、風力エネルギーは風速の３乗に比例する。 

 
7. 今後の課題 

・考察にて見つかった主に２つの課題を解決する為、プロペラの軸部素材、送風方法などを検

討する。 

・接合角度、羽の形状などによる比較も行う。 

 
8. 謝辞 

今回の実験及び研究にご協力頂いた先生方、有難うございます。 

 
9. 参考文献 

https://www.jeea.or.jp/course/contents/03402/ 

風力発電システム-公益社団法人 日本電気技術者協会 
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Fig3 ムレキシド反応（茶葉） 

Fig2 茶葉から抽出した結晶 

 

●コーヒー豆での実験 

 
 
 
 
 
 

（単位：ｇ） 

                      
   

 
 
コーヒーでは反応が出なかったのは、出てくるカフェイン

の量が少なすぎたのではないかと考えた。そこで、深煎り

の豆よりも浅煎りの豆の方がカフェインが多く含まれて

いる可能性があると知り、浅煎りの豆で再度実験を行った。 
◇浅煎りの豆での実験結果 

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。 
 
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。 

5. 考察  
昨年の実験から、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といえる。 
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。 
6. 研究の成果（または、まとめ） 
今回の実験結果から言うと、コーヒー豆よりも緑茶の方が

抽出された物質は多かった。しかし、ムレキシド反応の結

果から抽出された物質がカフェインと言い切れるのかが

正確ではないため、カフェインかを調べるこの他の方法を

試す必要がある。 
7. 今後の課題（または、ディスカッション） 
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。 
（人間の心拍数などとの関係を利用） 
別の種類の緑茶やコーヒー豆での実験をする。 
抽出した物質が本当にカフェインなのかを、この方法以外

でも調べられるのか検討する。 
8. 参考文献 
手軽なカフェイン抽出法 
http://www.aichi-c.ed.jp/contents/rika/koutou/kagaku/k
a2/cafein/cafein.htm 
 
 
 
 

  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 
✕ ✕   

  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 ✕ ○ ✕   
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11 高性能セルロース分解菌の単離 
Isolating cellulolytic fungus 

 
 

山梨県立韮崎高等高校 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. 

 
1. 研究の動機 

 現在，石油代替エネルギーとして注目を集めているバイ

オエタノールだが，その生産には原料面とコスト面で大き

な課題がある。それらの課題をセルロース分解菌の利用に

よって解決したいと思い，本研究を行った。 

 
2. はじめに 
【バイオエタノール合成について】 

バイオエタノールは，酵母によるグルコースのアルコール

発酵で得られる。グルコースにはトウモロコシ等のでんぷ

ん質由来のものとセルロース由来のものがある。 

【生産の課題】 

原料となるでんぷん質は食料面での需要があるため，食料

問題との競合が考えられる。また，セルロース分解に使わ

れる酵素が高価であるため，それらを原料とするバイオエ

タノール生産にはコストがかかる。 

 
3. 実験方法  
実験Ⅰ 

以下の手順でセルロース分解菌の単離を試みた。 

① セルロース分解菌が多く生息していると思われる土

壌試料として，腐葉土を採取した。その際，地表から

0~15 cm，15~30 cmの2つの深さに分け採取した。ま

た，採取地点の気温，土中温度，土壌 pH，含水率，

主な植物を調べた。 

② ①で採取した土壌試料 1.0 gと純水 50 gを攪拌，静

置し，懸濁液 150 μL を選択培地に撒き，24℃で 9

日間培養した。 

実験Ⅱ 

以下のA，Bの実験を行った。 

A. 実験Ⅰで得た菌のセルロース分解能を調べた。 

B. 菌のグルコース消費量について調べた。 

【A】 

以下の手順で実験を行った。 

① 三角フラスコに純水 72 ｇとセルロース源(パルプと

セルロース粉末の 2種類)3 g，アルギン酸ビーズで固

定化した菌をいれ，32 ℃，60 RPMで 1 時間振盪培養

した。 

② ①で使用したアルギン酸ビーズを別の三角フラスコ

に移し，①と同様に 1 時間振盪培養した。 

③ ②を 5 回繰り返し計 6 時間振盪培養を行った。 

④ ①~③で得た試料の糖度を簡易糖度計で 3 回測定し

平均値をとった。また，TLCを用いてスポットの確認

を行った。 

 【B】 

以下の手順で実験を行った。 

① 三角フラスコに 4 %グルコース水溶液とアルギン酸ビ

ーズで固定化した菌をいれ，32 ℃，60 RPMで6 時間

振盪培養した。 

② ①の三角フラスコから 1 時間ごとに試料をとり，糖

度を簡易糖度計で 3 回測定し平均値をとった。 

実験Ⅲ 

実験Ⅱの結果からセルロース分解菌の単離がうまくいっ

ていないと考え，実験Ⅰの手順を少し変更し，以下の手順

でもう 1 度菌の単離を試みた。 

① 土壌試料 1.0 gと純水 50 gを攪拌，静置し，懸濁液

150 μLを選択培地に撒き，24℃で，培地に明確なハ

ローを確認できるまで培養を続けた。 
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4. 実験結果 

Ⅰ 

Ⅱ 

【A】 

【B】 

Ⅲ 

5. 考察 
Ⅰ 

・試料の様子や菌の生育に関して試料を採取した深さによ

る差は見られなかった。 

・菌の生育は見られたものの明確なハローを確認するには

いたらず，分解能の有無は断定できない。 

Ⅱ 

【A】 

・簡易糖度計では糖を検出できたが，TLCでは検出できず，

分解能を有していない，もしくはごく微弱な分解能を有

している菌と考えられる。 

【B】 

・値に不自然な変化は見られるものの，全体的にはコント

ロールより低い値となっており，菌がグルコースを消費

したと考えられる。 

Ⅲ 

・Ⅰと違い明確なハロー形成が見られるものの，培養に１

ヶ月以上かかったため強い分解能は有していないと思

われる。 

6．まとめ 
・分解菌と思しき菌を単離したもののバイオエタノール合

成に利用できるほどの分解能は有していなかった。 

・グルコース濃度が低い場合，簡易糖度計とは別の測定方

法が必要。 

7．今後の課題 
・グルコース定量方法の模索 
・菌の効率のよい培養方法の考案 
・単離した菌の塩基配列の解析 
8. 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 

Fig 1培養後の選択培地地表(左)と地中(右) 

Table 1 採取地点の環境 
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Fig 2 グルコース産生量 

Table 2 TLCスポットの有無 
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Fig 3 糖消費量 

Fig 4 培養後の選択培地 
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アゾ染料の合成 

山梨県立韮崎高等学校  3年 6組 笠井 希未 佐々木 茜 篠嵜 友里愛 

【Abstract】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. 

1．研究の動機 

 実験自体は教科書に載っている簡単なものだが，自分

たちで合成したアゾ染料を使って染色する瞬間は面白い。

また，染料を指示薬として使用できるかもしれないとい

う点が興味深いと思い，この研究に取り組んだ。 

 

2．はじめに 

【アゾ染料について】 

アゾ染料とはアゾ基（－N＝N－）をもつ合成染料のこと

であり，指示薬や食用色素として使われている。黄色か

ら赤色を示すものが多く，メチルオレンジなどが代表的

な例である。 

混酸にベンゼンを加え，加熱後冷水中に注ぐと、ニト

ロベンゼンができる。これを還元するとアニリンが得

られ，ここに塩酸，亜硝酸ナトリウム水溶液を加える

と塩化ベンゼンジアゾニウムが合成される。これとカ

ップリング成分を反応させることでアゾ染料が合成

される。 
 

3．実験内容 

 本研究では合成したアゾ染料を指示薬として使用でき

るか調べるために以下の【A】，【B】，【C】の実験を行った。 

A：塩化ベンゼンジアゾニウム溶液の保管 

B：染色後の布に酸性・塩基性溶液を滴下 

C：酸性・塩基性溶液にアゾ染料を滴下 

【A】 

①上記の手順で塩化ベンゼンジアゾ二ウム溶液を合成し，

低温（－１～０℃）で保管した。 

②フェノール，２－ナフトールをカップリング成分とし，

作成から０日後，１日後，・・・，７日後の塩化ベンゼ

ンジアゾ二ウム溶液を用いて布を染色した。カップリ

ング成分は８日間同じものを使用した。 

③ 染色した布の乾燥後の色を RGB 値に分解・数値化し

た。 

【B】  

①アゾ染料を合成し，布を染色する。カップリング成分

にはフェノール，１－ナフトール，２－ナフトールを

使用した。 

②布を乾燥させ，酸性溶液・塩基性溶液を布に数滴滴下

した。酸性溶液として塩酸（６mol/L・12mol/L），塩基

性溶液として水酸化ナトリウム水溶液（6mol/L・

12mol/L）を使用した。 

③溶液滴下後の布の色を RGB値に分解・数値化した。 

【C】 

①塩化ベンゼンジアゾ二ウム溶液を合成し，カップリン

グ成分と２：１でジアゾカップリングを行ってアゾ染

料を合成した。使用したカップリング成分は Bと同様。 

②酸性溶液・塩基性溶液にアゾ染料を数滴滴下した。酸

性溶液として塩酸（２mol/l・６mol/L・１２mol/L），

塩基性溶液として水酸化ナトリウム水溶液（２mol/L・

６mol/L・１２mol/L）を使用した。 

③②で使用した酸性・塩基性溶液のモル濃度を pHに換算

すると，１より小さい，または１４より大きい値にな

ってしまうため，溶液のｐH を１から１４に設定し，

同様の実験を行った。 

 

4．結果  

【A】 

Table－１ 染色した布 
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アゾ染料の合成 

山梨県立韮崎高等学校  3年 6組 笠井 希未 佐々木 茜 篠嵜 友里愛 

【Abstract】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. 

1．研究の動機 

 実験自体は教科書に載っている簡単なものだが，自分

たちで合成したアゾ染料を使って染色する瞬間は面白い。

また，染料を指示薬として使用できるかもしれないとい

う点が興味深いと思い，この研究に取り組んだ。 

 

2．はじめに 

【アゾ染料について】 

アゾ染料とはアゾ基（－N＝N－）をもつ合成染料のこと

であり，指示薬や食用色素として使われている。黄色か

ら赤色を示すものが多く，メチルオレンジなどが代表的

な例である。 

混酸にベンゼンを加え，加熱後冷水中に注ぐと、ニト

ロベンゼンができる。これを還元するとアニリンが得

られ，ここに塩酸，亜硝酸ナトリウム水溶液を加える

と塩化ベンゼンジアゾニウムが合成される。これとカ

ップリング成分を反応させることでアゾ染料が合成

される。 
 

3．実験内容 

 本研究では合成したアゾ染料を指示薬として使用でき

るか調べるために以下の【A】，【B】，【C】の実験を行った。 

A：塩化ベンゼンジアゾニウム溶液の保管 

B：染色後の布に酸性・塩基性溶液を滴下 

C：酸性・塩基性溶液にアゾ染料を滴下 

【A】 

①上記の手順で塩化ベンゼンジアゾ二ウム溶液を合成し，

低温（－１～０℃）で保管した。 

②フェノール，２－ナフトールをカップリング成分とし，

作成から０日後，１日後，・・・，７日後の塩化ベンゼ

ンジアゾ二ウム溶液を用いて布を染色した。カップリ

ング成分は８日間同じものを使用した。 

③ 染色した布の乾燥後の色を RGB 値に分解・数値化し

た。 

【B】  

①アゾ染料を合成し，布を染色する。カップリング成分

にはフェノール，１－ナフトール，２－ナフトールを

使用した。 

②布を乾燥させ，酸性溶液・塩基性溶液を布に数滴滴下

した。酸性溶液として塩酸（６mol/L・12mol/L），塩基

性溶液として水酸化ナトリウム水溶液（6mol/L・

12mol/L）を使用した。 

③溶液滴下後の布の色を RGB値に分解・数値化した。 

【C】 

①塩化ベンゼンジアゾ二ウム溶液を合成し，カップリン

グ成分と２：１でジアゾカップリングを行ってアゾ染

料を合成した。使用したカップリング成分は Bと同様。 

②酸性溶液・塩基性溶液にアゾ染料を数滴滴下した。酸

性溶液として塩酸（２mol/l・６mol/L・１２mol/L），

塩基性溶液として水酸化ナトリウム水溶液（２mol/L・

６mol/L・１２mol/L）を使用した。 

③②で使用した酸性・塩基性溶液のモル濃度を pHに換算

すると，１より小さい，または１４より大きい値にな

ってしまうため，溶液のｐH を１から１４に設定し，

同様の実験を行った。 

 

4．結果  

【A】 

Table－１ 染色した布 
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Fig－１・２ RGB値 

１…RGB 値は全体的に日が経つにつれて上昇しており，

赤に対する緑・青の割合が増加した。 

２…１に比べて緑の値が小さく，赤の値が低下していっ

た。 

【B】 

Fig－３・４・５ 溶液滴下後の布の色の RGB値 

３…水酸化ナトリウム水溶液を滴下したものの RGB 値が

大きく変化した。布自体にも変色や縮んで固くなる

という変化が見られた。 

４…塩酸・水酸化ナトリウム水溶液のどちらを滴下した

場合も RGB 値は変化したが，布自体の見た目の差は

わかりづらかった。 

５…水酸化ナトリウム水溶液を滴下したものの青の値が

大きくなった。布自体に大きな変化は見られなかっ

た。 

【C】 

Table－２ 酸性・塩基性溶液にアゾ染料を滴下 

フェノールを用いて合成したアゾ染料以外は酸性溶液に

滴下したあとと塩基性溶液に滴下したあとで色に差があ

り，１・２ナフトールを用いたものは酸性条件下でモル

濃度によって色が異なった。４種類とも純水（ｐH７）は

塩基性溶液と同じ色になった。 

 

 

 

 

Table－３ ｐH１～１４の溶液にアゾ染料を滴下 

フェノールを用いて合成したアゾ染料はいずれのｐH に

おいてもほとんど同じ色を呈色した。 

１－ナフトールを用いて合成したアゾ染料はｐH1・２と

３～１４で色が分かれた。 

２－ナフトールを用いて合成したアゾ染料はｐH１以外

はすべて同じ色を呈色した。 

 

5．考察 

【A】塩化ベンゼンジアゾニウム溶液は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。色と物質の立

体構造の関係などを調べる必要がある。 

【B】酸性・塩基性溶液の滴下後に色を比較しても，布自

体の色が含まれてしまうのではないかと考えた。ま

た,アゾ染料を用いての染色後に１日乾燥させなけ

ればならず，ｐH指示薬としての実用性がない。 

【C】フェノールを用いたアゾ染料はｐH指示薬として使

用することはできない。１－ナフトールを用いたア

ゾ染料の変色域はｐH２～ｐH3 である。２－ナフト

ールを用いたアゾ染料はｐH２以下で指示薬として

使用することができる。 

 

6．今後の課題 

 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したい。 

 

7．参考文献 

(1) ニューステージ新化学図表 浜島書店 

(2) 化学 東京書籍 

(3) geocities.jp  

(4) manabu-chemistry.com 

(5）itdoc.hitachi.co.jp   
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13．コニシキソウから天然ゴム成分は抽出できるか 
 

山梨県立韮崎高等高校  所属  3 年 6 組 成田みのり 青柳明華梨 
 

【Abstract】Recently, research on the extraction of rubber components from plants has been progressing. We 
decided to study whether we could extract natural rubber components from the Konishikisou plant. Dried 
chipped Konishikisou and an organic solvent either from hexane, heptane or toluene, were combined in a flask, 
and refluxed at their respective boiling points. The liquid obtained was filtered and the mass of the substance 
obtained by filtration was measured. They were also analyzed using NMR spectroscopy to determine if the 
material was a natural rubber. In the first experiment, the mass of the rubber extracted was the highest when 
the solvent was toluene and the lowest when the solvent was heptane. In the second experiment, the mass of 
the rubber extracted was highest when the solvent was hexane and lowest when it was heptane. For that 
reason, the experiment was performed three times using only toluene and hexane as solvents. The mass of 
the rubber extracted using toluene was larger than that extracted using hexane in all three runs of the 
experiment. The reason why the results were different in the 5th experiment was because the experimental 
conditions, such as the temperature, could not be made the same. However, since the result of each of the 3 
experiments was that the amount extracted was the largest when using toluene, we think that it is toluene that 
is the solvent that can extract the large amount of natural rubber components from the Konishikisou plant. 

 
1. 研究の動機・目的 
近年、植物からゴム成分を抽出する研究が進んでいるとい

うことを聞き、私たちは身近な植物であるコニシキソウを

使用し、天然ゴム成分を抽出できるか研究することにした。 
 
2. 実験方法１ 
東京都立戸山高校で行われた先行研究を元に次のように

実験を行った。 
① 丸底フラスコに乾燥させて細かくしたコニシキソウ

30 gと有機溶媒(トルエン、ヘキサン、ヘプタン)100 g
をそれぞれ入れる。 

② それぞれの沸点(トルエン→110 ℃、ヘキサン→

68.7 ℃、ヘプタン→)で還流した。 
③ ②で得られた液体を吸引ろ過して、液体とコニシキソ

ウに分けた。 
④ ③で得られた液体にメタノールを加え、天然ゴム成分

を沈殿させてから吸引ろ過を行った。 
⑤ ④で得られた成分を乾燥させて、質量を計った。 
⑥ ⑤を終えた成分をNMRにかけて、天然ゴム成分かど

うか確かめる。 
 
3.仮説１ 
先行研究から、ヘキサンを使用したときの抽出量がもっと

も多く、トルエンを使用したときの抽出量がもっとも少な

いのではないか。 
 

 
4. 実験結果１ 
Table‐１ 抽出結果１(１回目) 

 
 

Table‐2 抽出結果１(２回目) 

 
 
Fig.‐1 NMRスペクトル 

 
 
5. 考察１ 
ヘキサンの析出量がもっとも多いという仮説は実証でき

たが、ヘプタンの析出量がもっとも少なかったのは仮説と

異なった。このことから、ゴムの組成が違ったのではない

かと考える。 

単位/ｇ ろ紙 ろ紙＋抽出物 抽出物
トルエン 0.813 0.098 0.095
ヘキサン 0.813 0.831 0.018
ヘプタン 0.813 0.834 0.021

単位/ｇ ろ紙 ろ紙＋抽出物 抽出物
トルエン 0.69 0.786 0.096
ヘキサン 0.693 0.751 0.058
ヘプタン 0.688 0.836 0.148
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また、NMRスペクトルから次の図のような構造式が考察

できる。 
Fig.-2 構造式 

 

 
この構造式は、天然ゴム成分であるポリイソプレンなので、

天然ゴム成分は抽出できると考える。 
 
6. 実験方法２ 
考察から、使用する溶媒をトルエンとヘキサンのみにして、

今までと同様の実験を行った。 
 
7.仮説２ 
今までも実験から、トルエンを使用したときの抽出量がも

っとも多く、ヘキサンの抽出量がもっとも少ないのではな

いか。 
 
8. 実験結果２ 
Table‐3 抽出結果２(１回目) 

 

 
Table‐4 抽出結果２(２回目) 

 

 
Table‐5 抽出結果２(３回目) 

 

 
8. 考察２ 
差に違いはあるが、トルエンを使用したときの抽出量のほ

うが多くなったことから、コニシキソウから天然ゴム成分

を抽出するのに効果的なのはトルエンなのではないかと

考えられる。 

9.まとめ 
実験１、実験２で結果が違ってしまったのは、温度や採集

場所など、実験条件の統一ができていなかったことが原因

だと考えられる。しかし、その中でも３回トルエンを使用

したときの抽出量が多いという結果を得られたことから、

コニシキソウから天然ゴム成分を多く抽出できる溶媒は

トルエンであると考える。 
 
10. 今後の課題 
コニシキソウから天然ゴム成分を抽出するのにもっとも

効果的なのはトルエンなのかを調べたい。また、今回の実

験ではできなかったが、ろ紙から抽出物を集めて加硫とい

う実験を行い、弾性がでるかを調べる。 
 
11.参考文献 
(１)「タンポポを用いた天然ゴム代替資源の開発」東京都

立戸山高校 
(２)化学図録 
(３)【化学301】化学 東京書籍 
 
12.謝辞 
本研究を進めるにあたって山梨大学の NMR スペクトル

の解析に協力してくださった皆さん、甲府昭和高校の根津

先生に貴重なご意見をいただきました。この場をお借りし

深謝いたします。 
 

単位/ｇ ろ紙 ろ紙＋抽出物 抽出物
トルエン 0.679 0.754 0.075
ヘキサン 0.685 0.776 0.091

単位/ｇ ろ紙 ろ紙＋抽出物 抽出物
トルエン 0.644 0.743 0.099
ヘキサン 0.644 0.707 0.063

単位/ｇ ろ紙 ろ紙＋抽出物 抽出物
トルエン 0.644 0.717 0.073
ヘキサン 0.644 0.663 0.019

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 

山梨県立韮崎高等学校３年 横口 美佳 
１．Abstract 

Previous research has shown that the Genji firefly has a Southern Alps group that is a  separate group from 

GroupⅡwhich is also Yamanashi Prefecture . In response to this,  research 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 fireflys. 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 GroupⅡ Genji fireflys  inhabited the same 

area. Where both populations inhabit the same place there is a high  possibility that hybrids will be born. 

２．研究の動機（問題の所在） 

ホタルは我々にとって身近な昆虫の１つである。

なかでもゲンジボタルは遺伝子解析の結果によっ

て大きく４つのグループに分けられる。その内,山

梨県に生息するゲンジボタルについて山梨大学と

山梨県立巨摩高等学校の先行研究により,山梨県に

既存していた「集団Ⅱ」というものとは別に「南

アルプス集団」という単系統群が発見された。 

しかし,「集団Ⅱ」と「南アルプス集団」の詳細な

分布は明らかになっておらず,どのようにして「南

アルプス集団」が形成され,今日まで維持されてき

たかなど不明な点は多くある。これを受け,南アル

プス集団がどこまで生息しているのかや周辺の集

団Ⅱとのすみ分けは行われているのかを明らかに

すること,遺伝子汚染を防ぐために遺伝解析に基づ

く分布域の確定を行うことが今回の研究の目的で

ある。そして,その知見を基に将来的にはホタルの

生息環境の保全や南アルプス集団の効果的な保護

方法を検討していきたいと考えている。 

３．仮説 

①南アルプス集団はごく限定的な地域に融離され

た集団であると考えられるため純粋な南アルプス

集団の生息域は櫛形山東麓の一部に限られる。 

②ホタルは水系か道路網を利用してその分布域を 

拡大している。 

③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。 

４．研究の方法 

 ［実験１］ 南アルプス集団の分布域の確定 

①サンプル採取：７月から８月にかけて 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）

で行った。午後 8 時から 9 時の発光が盛んな時間

帯に採取し，採取したサンプルはすぐに 99.9％エ

タノール入りの 1.5 チューブに保存した。 

②DNA の抽出：Dneasy Blood & tissue kit （キア

ゲン）を用いて、成虫の足から DNA を抽出した。 

③PCR(ポリメラーゼ連鎖反応)：KOD Dash(東洋

紡)を用いて変性 94℃１分間、アニーリング 50℃

30 秒間、伸長 72℃１分間の条件で 40 サイクル行

った。 

④電気泳動：TEB buffer を満たした Mupid-2plus

で電気泳動を行った。 

⑤精製：PCR Purification Kit を用いて精製を行っ

た。 

⑥シーケンス：山梨大学の塩基配列解析装置で

DNA の塩基配列を決定した。 
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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 

山梨県立韮崎高等学校３年 横口 美佳 
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DNA was collected from the foot adalt  Genji fireflys. The DNA was amplified using PCR. The DNA was 

confirmed using Electrophoresis. The DNA was then futher pucified, and analyzed using a DNA sequencer.   
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帯に採取し，採取したサンプルはすぐに 99.9％エ

タノール入りの 1.5 チューブに保存した。 

②DNA の抽出：Dneasy Blood & tissue kit （キア

ゲン）を用いて、成虫の足から DNA を抽出した。 

③PCR(ポリメラーゼ連鎖反応)：KOD Dash(東洋

紡)を用いて変性 94℃１分間、アニーリング 50℃

30 秒間、伸長 72℃１分間の条件で 40 サイクル行

った。 

④電気泳動：TEB buffer を満たした Mupid-2plus

で電気泳動を行った。 

⑤精製：PCR Purification Kit を用いて精製を行っ

た。 

⑥シーケンス：山梨大学の塩基配列解析装置で

DNA の塩基配列を決定した。 
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①電気泳動の結果 

 
Fig1.電気泳動の様子 

Fig1 から目的の 909bp の位置にバンドが出ている

ことを確認することができた。そのサンプルはす

ぐに精製をし，山梨大学に持ち込んだ。また，こ

の写真でバンドが確認できなかったものについて

は後日もう一度電気泳動を行い，909bp にバンド

が出ることを確認してから精製を行った。 

②シークエンス解析の結果 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

６．考察 

Fig4 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 

・Fig４でほとんどの集団Ⅱの分布が道路の分布に

沿って広がっていることから集団Ⅱが道路網を使

用した人為的移動によって南アルプス集団の生息

域に運び込まれ,それと同様に南アルプス集団も広

がってしまい,このように複雑に分布が入り混じっ

てしまったのではないかと考える。 

７．今後の課題 

・県北西部から南アルプス東麓地域を経て県南部

に至る地域でより詳細なサンプリングを行い，

両集団の分布状況を細かく把握する。 

・シーケンスに頼らない遺伝子解析の方法として

制限酵素を用いた方法の開発を行う 

・南アルプス集団と集団Ⅱの混在する地域では雑

種の形成状況を明らかにし，純粋な南アルプス

集団の生息域を明らかにする。 

・純粋な南アルプス集団の生息域の保護にむけた

方策を検討し，実行していく。 

８．参考文献 

・塩島広大 他，「山梨県内のゲンジボタルの分子

系統学的解析(その１)」 

山梨県立巨摩高等学校芸術文化祭事前論文 

 

Fig２. ND5 遺伝子により解析した系統樹 

Fig３ 水系と分布図を重ね合わせたもの 

Fig４ 道路図と分布図を重ね合わせたもの 
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①電気泳動の結果 

 
Fig1.電気泳動の様子 

Fig1 から目的の 909bp の位置にバンドが出ている

ことを確認することができた。そのサンプルはす

ぐに精製をし，山梨大学に持ち込んだ。また，こ

の写真でバンドが確認できなかったものについて

は後日もう一度電気泳動を行い，909bp にバンド

が出ることを確認してから精製を行った。 
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東京都立戸山高校第 6 回生徒

研究成果合同発表会 
化学工学会 
 
 
 

水中ｼｬﾎﾞﾝ玉の研究 
高性能ｾﾙﾛｰｽ分解菌の単離･同定 
ｹﾞﾝｼﾞﾎﾞﾀﾙ（南ｱﾙﾌﾟｽ集団）の遺伝解析

と分布域の確定 
水中ｼｬﾎﾞﾝ玉の研究 
高性能ｾﾙﾛｰｽ分解菌の単離･同定 
ｹﾞﾝｼﾞﾎﾞﾀﾙ（南ｱﾙﾌﾟｽ集団）の遺伝解析

と分布域の確定 
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小関 
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小関 
白倉・佐々木 
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生徒の声 課題研究を終えて 

 
 
「失敗から学んだ研究」3 年 5 組 17 番 中谷 駿佑 
研究テーマ「ポリフェノールが持つ抗酸化成分は川魚の身の酸化を抑制できるか」 
共同研究者  安藤 颯音 
 
私たちは「ポリフェノールが持つ抗酸化成分は川魚の身の酸化を抑制できるか」というテーマのもとで研究を

行った。フルーツ魚に魅せられた私たちは、その多くが「海水魚」と「柑橘系」で行われていたため、身近な「川
魚」と県産の「ブルーベリー」でも魚の身の酸化を抑制することはできるのではないかと考え、そこから研究は
始まった。私たちは、ポリフェノールを多く含むブルーベリーの皮を利用し、川魚の身の酸化を観察した。しか
し納得できる結果は得られなかった。そこで私たちは切り身を入れ、放置した水のｐH を測定することにした。
それでも良い結果を得ることは出来ずに私たちの研究は終わってしまった。私たちの研究は結果として失敗とい
う形になってしまったが、得たことは多くある。それをこれからも大切にして行きたい。また安藤君や先生方が
いなければ何一つ研究できなかったと思うので、心から感謝したい。 
 
「研究を通して」3 年 5 組 23 番 秋山 涼乃 
研究テーマ「韮崎岩屑なだれ堆積物上の土石流堆積物の堆積機構」 
共同研究者 輿水 由美香、藤森 莉奈 
 
私たちは「土石流堆積物の堆積機構」について研究を行った。研究を始めるにあたり私たちは研究の試料とな

る土石流堆積物を採取するところからスタートした。現地へ行き、実際に自分たちで採取したのは良い経験にな
った。しかし実験が始まると上手くいかないことも多く、挫折しそうになった。そんな中頑張って来られたのは
仲間の存在が大きいだろう。そして完成した私たちの研究は多くの場所で発表する機会を得た。人前で自分たち
の研究を発表したり、議論したりするのは大変だったが、同時に様々な人とコミュニケーションがとれて楽しい
と感じた。私たちの研究が成功したのは先生方の協力、多くの人の支えがあったからだ。またこの研究を通して
普段の学校生活では学ぶことができない経験を多くした。この経験は私たちの将来に必ず良い結果をもたらして
くれるだろう。私たちの SSH の活動は充実したものとなった。 

 
「研究を通して」3 年 6 組 6 番 小関 光太 
研究テーマ「水中シャボン玉の研究Ⅱ」 
共同研究者 加賀谷 湧、篠原 蒼真、西澤 勇紀 
 

 私たちの研究は既に水中シャボン玉についての研究を行っていた先輩たちの研究に参加させていただいたと
ころから始まった。１年生の時は１人で研究を行うことが多く、実験の効率が悪かったが、２年生になってから
はグループメンバーが増えたことにより意見交換ができるようになり実験の効率が上がった。また、どの研究も
そうだが、今やっている実験が本当に自分たちの研究につながっているのかという不安が常にあり、途中で投げ
出したくなるときもあったが周りの人たちの支えもあり、グループメンバーと話し合い、何度も試行錯誤を繰り
返し、自分たちの結論を出すことができた。課題研究などのＳＳＨの活動を通して、自分たちが普段から周りの
人たちに支えられていることを知ることができ、人間として成長することができたと思う。このような貴重な経
験をさせていただき、携わっていただいた先生方には感謝の気持ちしかない。この経験を将来に活かしていきた
い。 
 
「研究を通して」  ３年６組３７番  横口 美佳 
研究テーマ「ゲンジボタル（南アルプス集団）の遺伝子汚染と分布域の確定」 
 
 私は巨摩高校から研究を受け継ぎ，２年生の頃からこの研究を進めた。１年生の時に研究していた分野とは全
く異なる研究だったため，知識を増やすことも実験を行うことも大変だった。成果が出ない時期もあった。しか
し，得られた結果を分析し，どのようにしたら成功するのかを考え使う試薬を工夫したり，実験の手法を変えた
りした。その結果，成功した実験もありとても嬉しかった。 
 私が課題研究で学んだことは諦めずこつこつと粘り強くやり抜く大切さと，自分が行ってきた研究を誰かに伝
える楽しさだ。この２つを学び，日々の研究に励んできたことで，最後に出場した全国大会で賞を受賞できたこ
とにも繋がった。ここで学んだことは社会に出た時にも生きてくると思うので今後の人生の糧にしていきたい。 
 最後に，韮崎高校の SSH 活動に参加できたことで成長できたことに感謝したい。本当にありがとうございま
した。 
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生徒の声 課題研究を終えて 

 
 
「失敗から学んだ研究」3 年 5 組 17 番 中谷 駿佑 
研究テーマ「ポリフェノールが持つ抗酸化成分は川魚の身の酸化を抑制できるか」 
共同研究者  安藤 颯音 
 
私たちは「ポリフェノールが持つ抗酸化成分は川魚の身の酸化を抑制できるか」というテーマのもとで研究を

行った。フルーツ魚に魅せられた私たちは、その多くが「海水魚」と「柑橘系」で行われていたため、身近な「川
魚」と県産の「ブルーベリー」でも魚の身の酸化を抑制することはできるのではないかと考え、そこから研究は
始まった。私たちは、ポリフェノールを多く含むブルーベリーの皮を利用し、川魚の身の酸化を観察した。しか
し納得できる結果は得られなかった。そこで私たちは切り身を入れ、放置した水のｐH を測定することにした。
それでも良い結果を得ることは出来ずに私たちの研究は終わってしまった。私たちの研究は結果として失敗とい
う形になってしまったが、得たことは多くある。それをこれからも大切にして行きたい。また安藤君や先生方が
いなければ何一つ研究できなかったと思うので、心から感謝したい。 
 
「研究を通して」3 年 5 組 23 番 秋山 涼乃 
研究テーマ「韮崎岩屑なだれ堆積物上の土石流堆積物の堆積機構」 
共同研究者 輿水 由美香、藤森 莉奈 
 
私たちは「土石流堆積物の堆積機構」について研究を行った。研究を始めるにあたり私たちは研究の試料とな

る土石流堆積物を採取するところからスタートした。現地へ行き、実際に自分たちで採取したのは良い経験にな
った。しかし実験が始まると上手くいかないことも多く、挫折しそうになった。そんな中頑張って来られたのは
仲間の存在が大きいだろう。そして完成した私たちの研究は多くの場所で発表する機会を得た。人前で自分たち
の研究を発表したり、議論したりするのは大変だったが、同時に様々な人とコミュニケーションがとれて楽しい
と感じた。私たちの研究が成功したのは先生方の協力、多くの人の支えがあったからだ。またこの研究を通して
普段の学校生活では学ぶことができない経験を多くした。この経験は私たちの将来に必ず良い結果をもたらして
くれるだろう。私たちの SSH の活動は充実したものとなった。 

 
「研究を通して」3 年 6 組 6 番 小関 光太 
研究テーマ「水中シャボン玉の研究Ⅱ」 
共同研究者 加賀谷 湧、篠原 蒼真、西澤 勇紀 
 

 私たちの研究は既に水中シャボン玉についての研究を行っていた先輩たちの研究に参加させていただいたと
ころから始まった。１年生の時は１人で研究を行うことが多く、実験の効率が悪かったが、２年生になってから
はグループメンバーが増えたことにより意見交換ができるようになり実験の効率が上がった。また、どの研究も
そうだが、今やっている実験が本当に自分たちの研究につながっているのかという不安が常にあり、途中で投げ
出したくなるときもあったが周りの人たちの支えもあり、グループメンバーと話し合い、何度も試行錯誤を繰り
返し、自分たちの結論を出すことができた。課題研究などのＳＳＨの活動を通して、自分たちが普段から周りの
人たちに支えられていることを知ることができ、人間として成長することができたと思う。このような貴重な経
験をさせていただき、携わっていただいた先生方には感謝の気持ちしかない。この経験を将来に活かしていきた
い。 
 
「研究を通して」  ３年６組３７番  横口 美佳 
研究テーマ「ゲンジボタル（南アルプス集団）の遺伝子汚染と分布域の確定」 
 
 私は巨摩高校から研究を受け継ぎ，２年生の頃からこの研究を進めた。１年生の時に研究していた分野とは全
く異なる研究だったため，知識を増やすことも実験を行うことも大変だった。成果が出ない時期もあった。しか
し，得られた結果を分析し，どのようにしたら成功するのかを考え使う試薬を工夫したり，実験の手法を変えた
りした。その結果，成功した実験もありとても嬉しかった。 
 私が課題研究で学んだことは諦めずこつこつと粘り強くやり抜く大切さと，自分が行ってきた研究を誰かに伝
える楽しさだ。この２つを学び，日々の研究に励んできたことで，最後に出場した全国大会で賞を受賞できたこ
とにも繋がった。ここで学んだことは社会に出た時にも生きてくると思うので今後の人生の糧にしていきたい。 
 最後に，韮崎高校の SSH 活動に参加できたことで成長できたことに感謝したい。本当にありがとうございま
した。 

３年グループ課題研究　指導ユニット
No.

テーマ

班員 3503 安藤　颯音 3508 齊藤　皓己 3509 齊藤　道彦 3519 福島　麗音 3537 藤森　莉奈

班員 3517 中谷　駿佑 3518 中山　侑威 3516 長井　真也 3520 松野　息吹 3523 秋山　涼乃

班員 3522 和智　拓夢 3528 輿水　由美香

班員

備考

分野

担当教官(理科)

担当教官(数学)

担当教官(国語)

担当教官(英語)

No.

テーマ

班員 3601 小倉　颯馬 3606 小関　光太 3614 中山　竜一 3619 米山　友貴 3622 有井　沙英

班員 3501 浅川　綾汰 3603 加賀谷　湧 3602 小田切　尊 3618 望月　貴斗 2626 中山　麻由

班員 3607 篠原　蒼真 3617 古屋　翔太 3604 勝沼　智貴 3636 谷内　星音

班員 3615 西澤　勇紀 3616 藤原　悠吾

備考

分野

担当教官(理科)

担当教官(数学)

担当教官(国語)

担当教官(英語)

No.

テーマ

班員 3610 白倉　健渡 3630 佐々木　茜 3635 成田　みのり 3637 橫口　美佳

班員 3624 笠井　希未 3620 青柳　明華梨

班員 3631 篠　友里愛

班員

備考

分野

担当教官(理科)

担当教官(数学)

担当教官(国語)

担当教官(英語)

髙見澤　あず美

篠原　友紀子

14

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

生物研究部

生物

萬木　敏樹

田中　基之

三枝　敦子 保坂　加奈子 松田　頼樹

伊藤　毅 植松　光和 植松　光和

坂本　容崇 坂本　容崇 渡邉　瑞枝

角田　具矢 手塚　清孝 成嶋　孝明

環境科学部

化学 化学 化学

11 12 13

高性能セルロース分解
菌の単離

アゾ染料の合成
コニシキソウから天然ゴム
成分は抽出できるのか

保坂　加奈子 西條　ゆかり 松田　頼樹 髙見澤　あず美 塩沢　育代

廣瀬　正巳 岡　由理 廣瀬　正巳 三間　裕之 三間　裕之

成嶋　孝明 名取　寿彦 川村　穣 名取　寿彦 渡邉　瑞枝

成嶋　孝明 手塚　清孝 志村　勇造 仲田　浩士 志村　勇造

口頭発表、物理化学部

数学 物理 生物 物理 化学

6 7 8 9 10

モンスターハンターを利
用した巡回セールスマ
ン問題

水中シャボン玉の研究
Ⅱ

ネバネバで水をきれい
にする

プロペラによる発電効
率

カフェインの抽出

西條　ゆかり 松田　頼樹 髙見澤　あず美 塩沢　育代 三枝　敦子

小林　理恵 小林　理恵 岡　由理 京ヶ島みどり 京ヶ島みどり

古屋　文明 渡邉　瑞枝 坂本　容崇 川村　穣 坂本　容崇

名取　中 石原　治人 藤森　一樹 石原　治人 仲田　浩士

口頭発表 物理化学部 物理化学部 口頭発表

生物 化学 化学 生物 地学

1 2 3 4 5

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

「過冷却」について 過熱水蒸気の利用
ダンゴムシと炭酸カルシ
ウムの関係性について

韮崎岩屑なだれ堆積物
上の陸上堆積物の古環
境復元
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