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Ice movement on metal
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熱せられた金属レーン上に置いた氷が左右に動く現象を確認した。この現象において表面張力が大きく関係しているという結果が出たので、
これを報告する

実験
1. 使用する金属等について
2. 氷が運動するレーンの温度について
3. 使用する固体について
4. 表面張力が氷に与える影響について

結果
１. 熱伝導率が関係している

⇒熱伝導率の違いからアルミレーンが適切。

２. レーンの温度によって、動きが変わる
⇒８０℃が適温

３. 氷だけ(純粋な水から成る)が大きく左右に動く
⇒ ・レーンとの接面に固体、粒子がないこと

・溶ける際、固体の下に液体がたまっていること

４. 表面張力があること
⇒運動の不規則性と表面張力の不規則性に関係がある

以上のことをレーン上で氷が動くための条件と考えた
また以降、実験はアルミレーンで行い、温度は８０度とする

概要

テーマ:表面張力による動き
界面活性剤による実験
界面活性剤を金属レーン塗ると、一方向に動く。

⇓
界面活性剤を塗った境目に氷を置く実験を行うことで、
本現象に界面活性剤が与える影響について考察した。

マランゴニ効果との比較

マランゴニ効果とは

過去の実験とその結果

今回の研究目的

結論・まとめ・研究の成果

今後の展望

表面張力が働いているなら界面活性剤で弱くすることを考える。
↓

表面張力をなくしたときに動きに単調性がみられる。
↓

動力源が表面張力。

仮説

夏場、家の窓のアルミサッシに氷を置くと、左右に氷が動く現象
を発見した。この現象に興味を持ち、強い好奇心のもと研究を始
めた。
研究を進めていく中で、この現象に表面張力が関係している可能
性を考えた。

経緯

ここに
図

https://www.face-kyowa.co.jp/science/theory/what_surface_tention.html
協和界面科学株式会社
https://www.cradle.co.jp/glossary/ja_M/detail0103.html マランゴニ対流
(cradle.co.jp)

We confirmed the phenomenon that the ice placed on the heated metal lane moves from side to side. We report the result that 
the surface tension is greatly related to this phenomenon.

液体表面に作用する表面張力や異なる液体間に生じる界面張力に
よって引き起こされる流れのこと。
液体表面の表面張力が一様な場合、その液体は表面の曲率と液体内
外の圧力差がつり合う形状で静止するが、液体表面の濃度や濃度に
ばらつきがある場合には、表面張力の不均一が生じる。この不均一
によって界面上にせん断応力が発生し、流動現象が引き起こされる。

動きの分析
界面活性剤の塗った境界に氷を置いたときの考察

⇓
動きの規則性が見出せるのでは?

動き
界面活性剤がある方向に動き
塗っていない方向には動かない。

１.動きの規則化

２.詳細の解明

温度勾配をつけたときの
氷の動きの変化

表面張力の大きさを段階的に大きく
（小さく）したときの動きの変化

温度勾配の調節によって動きを操作可能になるのでは?

時間的・空間的温度分布の分析

運動の詳細解明

水 水氷

進行方向

水
氷

進行方向

左右への動きと界面活性剤を垂らした時の反応から
本現象は表面張力によって発生すると考えられる

時間の経過

水

相違:液体中の固体が、完全に浮いているか、否か。界面活性剤を
垂らした時の動きがマランゴニ対流と反対となると考えると、
マランゴニ効果は液体中の固体が完全に浮いている必要があ
ると考えられる。

表面張力
表面張力には物質を液中に
引き込もうとする力がある。
この力が氷を左右に運動
させているのではないかと
考えた。

マランゴニ効果・対流の参考模式図

本実験マランゴニ対流

界面活性剤を垂らす

垂らした方向に動く垂らした方と反対に動く

R3 サイエンスフェスタ



マグヌス効果における回転数と揚力の関係
Relationship between rotation speed and lift in the Magnus Effect

R4 サイエンスフェスタ

韮崎高校 ２年 今井悠太 高垣直真 竹内唯人
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要旨

回転数が多くなるほど、物体は高く上昇した。
回転数が多いほうが距離が短いところで最高地点に到達した。

また、最高地点に到達するまでの時間は回転数によって変化はあ
まりみられなかった。
回転数が多い時には発射速度が速く、少ない時には遅かった。

調査方法・実験方法

結 果

考 察

結論・まとめ・研究の成果

今後の課題

物体の運動はたくさんの種類がある。

高校の物理では、鉛直投げ上げや等速直線運動などの様々な抵
抗や偏りを考えないものとして計算を進めてきた。

しかし実際は、様々な抵抗は物体の運動に大きく関わり、中でも空
気抵抗はその運動に大きな影響を与える。

そこで物体の実際の運動を観察し実験しようとした私たちは、野球
の変化球やサッカーの無回転ボールの変化に関わるマグヌス効果
というものがあるものを知った。

興味を持って調べているうちに、マグヌス効果における物体の速度
と揚力については正の相関があるが、回転数と揚力の関係につい
てはあまり言及されていないことに気づいた。

そのことから私たちは回転数と揚力の関係に注目してマグヌス効果
を分析することをテーマとした。

テーマの背景

マグヌス効果には物体の速度によって揚力が変化することが知られているが、回転数に関してはあまり言及されていない。そこで、我々はマグヌスコッ
プを用いて、回転数を変えてマグヌスコップの上昇の度合いを測定し、回転数と揚力の関係を調べ、結果を元に考察した。

仮説

運動する物体についてその物体の回転数は揚力に影響し、最高
地点に達するときの水平方向の距離が短くなる。また、回転数が
多いほど、最高地点が高くなる。

使用した道具
・市販の飲料用簡易コップ
(約２０５ml 底の周１６㎝ 飲み口２４㎝)
・セロハンテープ
・輪ゴム(折径６ｃｍ)

実験方法
１．マグヌスコップを用意した

紙コップの底を合わせセロハンテープで止め、回転数を記録
するために目印をつけた。

２．輪ゴムを５本つなげ、うち１本を机に引っ掛け、セロハンテープ
で固定した。

３．２の輪ゴムをマグヌスコップに２本分を２周巻き付けた。

４．回転数を変えるために所定の位置まで輪ゴムを引き、マグヌス
コップを水平に発射した。
そしてその様子をスローモーションカメラでマグヌスコップの最
高地点を計測し、そこに到達するまでの回転数を測定した。

５．4を繰り返した。

https://youtu.be/2OSrvzNW9FE
https://www.bing.com/saves?&FORM=savim1

・回転数と揚力の関係を調べるうえでマグヌスコップを発射する
際に速度の影響を完全に排除しきれなかったこと。
・速度を一定にして回転数のみを変える方法をみつける。
・飛び値が多く、データの信ぴょう性が弱まってしまったこと。
・手作業で行ったため、安定して試行を繰り返せなかったこと。

実験の結果から、回転数と揚力には右肩上がりの関係がみられた。

物体の回転数があがれば、その分だけその物体には揚力が働き、
上昇すると考えられる。

回転数が多くなるほど、発射速度が速く、最高地点をむかえる発射
地点からの距離が近くなった。
これより、発射速度と揚力に関係がある可能性も考えられる。

回転数が多くなるほど、揚力が働いていることが分かった。

このことから、揚力には回転数が関係しているのではないかと考え
られる。

しかし、発射速度が揚力に影響している可能性を今回の実験では
検証することができなかった。

図1マグヌス効果の原理 図２実験の様子



カエデの種子の研究
~Reserch of maple seed~

山梨県立韮崎高校 ２年６組 小林昇太 柴田春 直井壱成

カエデの種子は落下の際に、プロペラのようにまわりながら落ちる。我々はカエデの種子がなぜそのように落ちるのか疑問を持ち、研究していくことにし
た。具体的には、種子の何の要素が回転落下にとって必要条件なのか、対照実験をして調べていった。

実験1では仮説より種子の特徴（羽の形や重さ）が回転に関係してい
いるか調べた。
1－① 羽の形状と重さの調査
・種子の羽部分と種子本体の重さを測り具体的な比を出す。
・形状をスケッチし特徴をまとめた。
1－② 種子の模型作成
・1－①の結果をもとに重量比、形状を本物と同じようにした模型を作

った。
・その模型を実際に落下させ、回転するか調査する。
1－③ 羽の再スケッチ
・②の結果、考察より、羽の再スケッチを行い羽の形状をより細かく再
現する。
1－④ 模型の改良
・③の結果をもとに模型を再び作成し、回転するか調査した。

実験2では1－④をもとに、回転に必要な条件を絞り込んでいった。
・回転した模型からおもりを取り除いたもの
・回転した模型から背骨を除いたもの
・回転した模型から羽を外したもの
・回転した模型に実物と同じように羽にしわをつけたもの
上記４つのものの回転を調査した。

要旨

1－①
分析より次のことが判明した。
・羽、種子の部分がある
・立体的に曲がっている波状の部分がある

（a側）
・重さの比が羽：種子＝1：7となっていた。

1－②
①をもとに作成した模型では回転しなかった。
このことから
・波状の部分をうまく作れていない

・重要な特徴を見落としている と予想した。

１-③
波状の部分を修正することはできなかった。
羽に固い背骨のような部分があることが
わかった。（a）

２つの実験より、カエデの種子の回転には、羽、おもり、種子（重り）と
いう3つの要素が関係しており、どれか一つでも欠けると回転することが

できなくなると考えられる。だが、羽についているしわは回転に関係ない
と考えられる。

①カエデの種子の回転落下に関係すると考えられる、種子の特徴を
3つ〖羽・おもり・固い背骨〗発見することができた。
羽：おもり＝1：7となることが、回転に関係するかは今回確かめること
ができなかった。

②発見した3つ特徴すべてが回転に関係するとともに、種子の回転に
は必須となる要素であると確認できた。
羽の部分のしわは回転に関係ないと確認できた。

・今回作成できなかった波状部分を模型で再現して、波状部分が種子の
回転に影響しているのかどうか調べていきたい。

・種子と羽の重さの比が７：１であることが何かしら意味を持っているかも
しれないので調べていきたい。

・種子が回転するための必要条件があまり綿密ではないため、これから

追求していきたい。

調査方法・実験方法

結 果

考 察

結論・まとめ・研究の成果

今後の展望

カエデの種子には左の図のように特徴的な羽をもっている。
普通の紙では落下時に回転しないため、この羽の形
や種子が回転に関係しているのではないかと考えた。

仮説

我々は、物理の先生からカエデ種子の回転落下について研究しないか
とすすめられた。我々自身もその話を聞いて、カエデの非自明な回転
運動にとても興味を持ち、研究していくことにした。

テーマの背景

実験１

実験2

実験１

（a側）

(a)

1－④
③の結果を反映した改良型は、回転した。

おもり、背骨、羽を取り除いた模型で実験したが、結局どれも回転しな
かった。

３つの条件、すべてが必要だとわかった。
しわをつけたものとつけないものではどちらも同じように回転した。

しわは回転に関係ないとわかった。

実験2

実験１ 実験2

改良型試作品



イチョウの葉を腐らせる方法
A Method Of Rotting Ginkgo Leaves

サイエンスフェスタ 令和４年

韮崎高校 ２年 内藤栞奈 ウィジェワルダナ ラヌディ 笠井和佳奈 柘植明日美

参考文献・参考URL

要旨

調査方法・実験方法

結 果

考 察

結論・まとめ・研究の成果

今後の課題

謝 辞

イチョウの葉は、なぜ腐りやすいのか他の葉と比較して実験し、イチョウを早く腐らせる方法を見つけるための実験を行った。

仮説

テーマの背景

研究を進めるにあたり、協力してくださった先生方、
ありがとうございました。

一般にイチョウは腐りにくいといわれている。そのため、イチョ
ウを捨てる際は、腐葉土になりにくいので、燃料ごみにだすこ
とでしかイチョウは処理ができない。その問題を解決するた
めにも、イチョウが腐りにくい原因を調べ、いかにしてイチョウ
をくさらせることができるかを考えた。

エチレンとは、植物ホルモンの細胞壁の分解に関わる酵素
の合成を誘導し、成熟した状態に導く気体である。この気体
を利用することで、イチョウの葉の腐敗がより促進するので
はないかと考えた。また、イチョウの葉の構造は、葉脈が途
中から2つに分かれ、先端に行くとまた２つに分かれる。根本
から流れ込む水分や養分は、先端に行くほど十分に供給さ
れていない。その事実を水酸化ナトリウム水溶液を用いて実
験を行った。

エチレンを用いた実験において、瓶詰めサクラの内側は少し
曇っていたが、瓶詰めイチョウは曇っていなかったことから、イ
チョウは油分が多い分水分量が少ないと考えた。また、実験前
と実験後では葉の質量が変化したが、水分以外にも他の物質
が抜けたことも考えられる。腐り方はサクラの方が著しかったこ
とから、イチョウは腐りにくいということを再確認することができ
た。水酸化ナトリウムを用いた実験では、葉の葉脈の形と脱色
の仕方を確認することができた。水酸化ナトリウムと葉に含まれ
る成分の反応の変化も異なると考えられる。

エチレンは、腐りにくいといわれているイチョウにさえも、効果が
顕著に表れることが分かった。また、イチョウの腐敗には、油分
の量が関係しているということが分かった。
水酸化ナトリウムかたんぱく質を変性し、脂質を乳化させる。

ケイ素には、植物の複合ストレスを軽減する働きがある。エチレ
ンを用いずに、ケイ素を取り除く方法を実践してみる。

瓶あり 葉だけ 差

イチョウ 195.8ｇ 0.4g ー0.15g
サクラ 169.3g 0.3g －0.11g

実験１

①エチレンとイチョウとサクラの葉の

質量を量る。

②２つの集気びんを用意し、１つの

フラスコにはイチョウの葉を入れ

、もう片方にはサクラの葉を入れる。

③エチレンを入れてシールで

しっかり密閉させる。

④イチョウとサクラの変化を観察し、葉の質量の差を比べる。

実験２

①水酸化ナトリウム２５ｇｍｌと蒸留水２５０ｍｌを用意し、１０％の

水酸化ナトリウム水溶液を作る。

②イチョウ１．０７ｇとサクラ１．０５ｇの葉をシャーレの中に入れる。

③それぞれのシャーレに水酸化ナトリウム水溶液を３５ｇずつ入
れる。

④①、②と同様に蒸留水を入れたものと何も入れていないもの
を用意し、2週間程度経過を観察する。

実験１
イチョウ・・・黄緑色だった葉が黄色に変わり、まだ

ら模様に黒く変色している部分も見れ
た。水滴はついていなかった。

サクラ・・・黒く茶色くなった。葉そのものの表面に
乾燥した白いカビが覆うように生えてお
り、瓶の内側の上の部分には水蒸気が
付着していた。

ジエチルエーテルを用いてイチョウの葉に含まれる油分を分解
する実験を行いたい。
イチョウの葉に含まれる油分を抽出し、その量を調べる。

質量の変化は、左の
表のようになった。

実験２
右の写真は40日経
過したものである。水
酸化ナトリウム、水の
どちらにおいても、サ
クラの葉の方がイチョ
ウの葉よりも色素の
抜け方が明らかであ
ることがわかる。

https://love-evergreen.com/zukan/plant/15647
https://apec.aichi-
c.ed.jp/kyouka/rika/junior/2018/1nen/youmyaku/youmyaku.
岡山大学資源植物科学研究所
http://www.rrib.Okayama-u.ac.jp



甘利山はレンゲツツジの群生地として有名であるが，このレンゲツツジの個体数が年々減少傾向にある。我々はその原因が土壌にあるのでは
ないかと考え、平成２５年より研究を行っている。これまでの研究より甘利山土壌はリン酸を多く含んでいるが、活用できていないことが考えられる。
我々は土壌中のリン酸を植物が、利用可能にする酵素、酸性ホスファターゼとそれを産生する酸性ホスファターゼ産生菌についての研究を行った。

経緯

甘利山土壌環境調査ⅩⅠⅠⅠ

概要

山梨県立韮崎高等学校 環境科学部 2年 立中響樹 中沢智也 深澤遥介

土壌 採取地点・方法

これまでの研究成果

酸性ホスファターゼ（ACP)とは

参考文献

研究の成果と考察・今後の課題

甘利山のレンゲツツジの個体数が近年減少傾向にある。我々は土壌環
境に着目し、レンゲツツジの個体数減少の原因究明と施肥に頼らない持
続的な解決を目的として平成25 年より土壌環境の調査を行っている。

土壌採取地点

甘利山土壌はリン酸を多く含んでいるが、リン酸吸収係数が高く
土壌中のリン酸をレンゲツツジが活用できていない。

謝辞
本研究を進めるにあたり千葉農林総研（当時） 塚本崇志博士

山梨大学准教授 田中靖浩博士に多大な御指導御助言を頂きました。
NPO法人甘利山倶楽部の皆様にも調査を行うにあたり、多大なご協力を頂いて
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リン酸モノエステル加水分解酵素。有機態リン酸を無機化し植物
が吸収可能な状態にする活性を持つ。甘利山土壌中ではACPと
その産生菌が少ないため、リン酸を活用できていないと考えた。

実験Ⅱ ACP活性の測定

成果・考察

実験方法

実験結果

実験Ⅰ ACP産生菌の培養・単離・種の同定

昨年度培養した青コロニーから画線培養法を用いて単離

実験方法

実験結果

20年前の甘利山 現在の甘利山

土壌はレンゲツツジの根の深さである３０㎝に鉄パイプを挿入し採取した。

ACP産生菌は存在したが
発生した数が少ない

培養後の選択培地

培養後の選択培地 顕微鏡観察（×1000）

単離に成功
単離後も活性が維持
顕微鏡観察から
２種以上の存在の示唆

ACP産生菌の種の同定

コロニーダイレクトPCRによる
16S rRNA遺伝子の増幅・取得

Eub-926Rプライマーを用いた
塩基配列解析（ファスマック社）

精製後

16S rRNA遺伝子相同性より

α種をPantoea allii とPseudomonas frederiksbergensis と同定

β種の16S rRNA遺伝子精製に失敗（プライマーの問題）

アガロースゲル電気泳動結果

実験方法

実験結果

土壌 0.5g
トルエン 0.1mL
0.5Ｍ Trisマレイト緩衝液(pH6.5) 0.6ｍL
蒸留水 1.8ｍL
12.5ｍＭ p-ニトロフェニルリン酸ナトリウム 2.4ｍL

ろ過

30℃で1時間反応

エタノール 8ｍL

2M Tris溶液 2ｍL 攪拌
吸光度測定

インキュベーションを除き、氷水につけて操作

今後の展望

ACP産生菌の培養

8回、試料を変えて測定

各地点の吸光度
（8回測定の平均）

• 甘利山のACP活性は低い
• 石森山が同程度 使用した土壌

レンゲツツジの生育数減少にACPが関係している
石森山は可給態リン酸が多く、ACPを必要としない可能性

各地点の吸光度（実測値）

• β種の種の同定

• 環境問題への発展応用
枯渇が危惧されるリン資源を持続的に利用するサイクルシステム

プライマーの再設計、遺伝子精製の精度向上、メタゲノム解析

• レンゲツツジ栽培実験

• ACP及びその産生菌が働く最適環境の特定

ACP産生菌の単離

私たちの研究

実験Ⅰ ACP産生菌の培養・単離・種の同定
実験Ⅱ ACP活性の測定・比較

実験方法

実験結果

ACP産生菌の選択培地による培養
ACP産生菌コロニーを青色に着色

塩基配列解析結果

甘利山土壌の高いリン酸吸収係数に対してACP活性が十分でない可能性

• ACPは土壌中で多様な種によって産生

• Pantoea属、Pseudomonas属の菌がACP産生

• ACPがレンゲツツジの生育数増減に関係している

• 可給態リン酸濃度によってACP活性が変化する可能性

青コロニー発生数

参考
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日本土壌肥料學雜誌 1974 年 11 月 45 巻 11 号 p. 505 508
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階段の踊り場で一定の高さの音を出すと、踊り場にも固有振動数があり、音源を節の位置に置いた場合のみ定常波を作ることが分かった。
そこで、階段の踊り場で固有振動数以外の周波数を鳴らしたとき、音圧に特有の変化をもたらすことを発見したのでここに報告する。

概要

山梨県立韮崎高等学校 物理化学部 ２年 中島旺 浅川天夢 井川堅造

階段の踊り場で様々な音程の声を出すと、一定の音程で大きく響く
ことがある。そこで、スピーカーから様々な高さの音を出したところ、
特定の振動数で共鳴することがわかった。ここから、階段の踊り場を
大きな気柱共鳴装置と見なし通常の気柱管共鳴装置では不可能な
様々な実験が行えるのではないかと考えた。

・数研出版 物理基礎 ・数研出版 物理

実験①とその方法

昨年度までの研究

①固有振動数と定常波の存在確認

階段の踊り場には固有振動数が存
在し、その音を整数倍した倍音でも
固有振動数となった。また、音源を
踊り場の中央に設置し、固有振動数
の正弦波を発生させると定常波がで
きることがわかった。

動機

参考文献
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図２ 2倍音の測定結果
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気柱中央 気柱なし バランスボール 気柱 腹

②物体を置くことによる消音

踊り場において、共鳴する長さの気
柱を定常波の音波の節の位置に
置くと大幅に消音できることが分
かった。気柱を音波の腹の位置に
置いた場合や、共鳴しない物体を
置いた場合はほとんど音圧に変化
はなかった。また気柱の内径が大
きくなればなるほど消音効果も大き
くなることがわかった。

図３ 消音効果の実証

階段の寸法 高さ:341.5cm 幅:363cm

⑰⑯⑮⑭⑬⑫⑪⑩⑨⑧⑦⑥⑤④③②①

①

②

③

図５ ３Ⅾモデルによる踊り場のイメージ

結果①

実験②

結果②

・右の図から、気柱を置いた場合は
置いてない場合の時の波形がずれ
たと考えられる。今後、このズレと気
柱との正確な関係を調べていきたい
・約９７Hzより高い周波数では、気柱
を階段の踊り場に設置しないときよ
りも音圧が小さくなり、消音効果が生
じた。これは昨年度の研究で起こっ
た消音現象と同じものだと考えられ
る。また、約96Ｈｚよりも低い周波数
では、気柱を階段の踊り場に置いた
ときのほうが音圧が大きくなった。
・実験①の結果と実験②の結果を比
べてみると、あまり因果関係が見受
けられないことがわかる。この二つ
のデータの関係性は今後実験を重
ねて、調べて生きたい。

研究の成果

①階段に気柱を置いたときに、周波数によって消音現象が発生して
いるときと、増幅効果が発生しているときがあることわかった。
②気柱のみでの音圧の変化を観察することができ、気柱単体でも
消音効果は発生した。しかし、その効果と階段の踊り場での消音効
果の関係性は見られなかった。

今後の展望

・階段の踊り場に気柱を置いたときに発生する、音の増幅効果と減
少効果が新たな技術の発展に貢献できるかどうか将来的に研究し
ていきたい。
・今回の研究は二つの実験を行ったが、これらにどのような関係性
があるのか、もっと精密に調査していきたい。
・また、気温が階段の踊り場での定常波に影響しているのかどうか
確かめていきたい。

実験場所

韮崎高校にある階段の踊り場において実
験を行いスマートフォンのアプリケーション
（ATGLite)とBluetoothスピーカーで音源を
用意し、音圧センサーを用いて測定を行っ
た。また、昨年度までの実験では右の図
のような分割点に分けて音圧センサーを
置き測定を行った。

昨年度までの研究より、階段
の踊り場に気柱を置いたとき
に消音効果が発生することは
わかったが、気柱単体では周
波数ごとにどのような音圧の
変化が生じるのか調べること
にした。方法としては右の図
のようにスピーカーと音圧セン
サー、９７Hzの1/4λの長さの
気柱を置き測定を行った。

周波数ごとに気柱の音圧を測定し
てみた結果下のグラフのようになっ
た。約９７Hzの周波数で気柱を置い

たとき、音圧が最大になっていて、
音圧が約９８Hzの周波数では気柱

を設置していないときよりも音圧が
小さくなっていることが読み取れる。

・９７Hzの付近で音圧が最大になる理由としては、気柱がその周
波数に共鳴しているからだと考えられる。一方、９８Hz付近の周波
数で、音圧がスピーカー単体のみのときよりも小さくなっていた。こ
の現象の要因については今後研究を重ねて検証していきたいと
考えている。
⇒この音圧の低下が階段の踊り場でおきる消音効果に影響して
いるのではないかと考え実験②を行った。

階段の踊り場で共鳴する長さの気柱
を置き定常波を発生させると消音さ
れることが昨年までの研究で判明し
たが、その消音効果が固有振動数以
外の周波数でも発生するのか検証し
た。また、その研究結果と実験①の
結果をくらべ因果関係が存在するか
確かめた。実験方法としては右の図
のようにスピーカーと音圧センサー、
気柱をおき音圧を測定した

考察



撥水性と水の運動の関係性
relationship between water repellency and water movement

Ｒ３年度 サイエンスフェスタ

韮崎高等学校 2学年 小林圭汰 三井康平 横内新大

参考文献・参考URL

撥水性と水の滑り出す瞬間の角度に関係があると考えたので、研究をした。

①接触角の測定 θ/２法を利用した。

➝撥水性を調べた。

②水滴の滑り出す角度を
右の図のような装置を
作って調べた。

要旨

測定した①、②の角度をそれぞれ次の表にまとめた。
下の写真は接触角を図る際に用いた。

写真① 写真② 写真③ 写真④

Ｎｉ Ａｌ Ｐｂ ヨーグルトの蓋

結果より、撥水性が高いであろうヨーグルトの蓋
の滑り出しの角度がほかの金属板よりも大きく
なった。撥水性の高さと滑り出しの角度には関係
性が薄くほかの原因があるのではないかと考え
た。撥水性が高い分、強い表面張力が働き水滴を
板の上に留まらせる力が強くなったのではないか
と考えた。

今回の実験では仮説と異なり、撥水性が高いヨー
グルトの蓋の方が滑り出しの角度が大きいという
結果となった。撥水性と水滴の滑り出しの関係を
調べたことにより接触角が大きいことと滑り出し
の角度に直接関係が働いているということでな
く、表面張力や、逆に親水性が高いことなども関
係してくるのではないかと考えた。

今回の研究では、接触角をもとに撥水性と水の運動
についての研究を行った。私たちは今回の研究後に水
の滑り出す運動の角度の他に、摩擦との関係もあるの
ではないかと考えた。今後の研究では、撥水性と摩擦
について考えるために接触角と摩擦係数に着目して
研究したい。

調査方法・実験方法

結 果

考 察

結論・まとめ・研究の成果

今後の課題

撥水性と水の滑り出す瞬間の角度には、撥水性が高
いほど滑り出す瞬間の角度は小さくなり、逆に撥水性
が低いほど滑り出す瞬間の角度は大きくなるという関
係が確認できるのではないかと考えた。

仮説

撥水性を研究するきっかけとなったのは、蓮の葉が撥
水性をもち、それがヨーグルトのフタに利用されている
ことを知ったので興味を持ち、撥水性について自分た
ちで研究してみようと思ったことだ。撥水性（ぬれ性）
は水のはじきやすさのことだ。水をはじくということは、
水がある物体の表面上を滑ることと同意なのではない
かと考えたので、撥水性と水の滑り出す瞬間の角度の
関係を調べることをテーマとして、研究をした。

テーマの背景

接触角（ぬれ性とは） www.  face-kyowa.co.jp

物質・物体 Ｎi Ａl Ｐｂ ヨーグルトの蓋

滑り出した角度（） 37.90 31.01 38.49 48.56
接触角 85.6 85.2 115.6 122.4

左下にある表を元に次のグラフを作った。

グラフから、接触角の高いヨーグルトの蓋
の方が、水が滑り出す角度が大きくなるという
仮説とは異なる結果が得られた。
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氷の性質と濁りの関係
Relationship between the nature of ice and turbidity

サイエンスフェスタ 令和４年度

韮崎高校 ２年 小林龍一 渡邊逢一

参考文献・参考URL

溶液の条件により氷の性質や濁りの量は変化すると考えたので研究した。

概要

調査方法・実験方法

結 果

考 察

結論・まとめ・研究の成果

氷にひびが入ってしまい結果が分かりにくくなってしまうので改善
したいと思う。また、今回は3つの溶液で実験を行ったが次は種類
を増やしてデータを増やし、より詳しい氷の特徴や性質をとらえる
ことができるようにしたい。

今後の課題

きれいな水でできた氷は不純物が少ないため結合が強固で溶けに
くいと考えた。また、凍らせたペットボトル飲料は飲み始めの方が味
が濃く感じることから、不純物を含むと溶けやすいのではないかと
考えた。不純物は重力により下の方にたまると考えた。

仮説

白く濁りのようなものがある氷と透明できれいな氷ではきれいな氷
のほうが溶けにくいのではないかと思ったため研究した。また、濁
りのでき方は溶液によって変化するのか気になったため研究した。

テーマの背景

どの水溶液にも凍った後の結晶には白い濁りの様なものがみえた。
しかし蒸留水＜水道水＜食塩水の順番で濁りの度合いに差があっ
た。濁りの白い部分は下の方にたまると思っていたが濁りは中心に
集まり、その結果容器の底の部分の透明度が高かった（Fig１）。冷
蔵庫の温度によって気泡の形が違った。

食紅を入れた氷を見ても中心に不純物がたまっているのがわかっ
た。ほかには気泡が放射線状に出ていることがわかった。また、実
験２でできた氷は、気泡の数が減り、気泡の大きさも小さくなった。

食塩水はほかの２つと違い透明な部分はなく氷がほかの２つと比べ
脆かった。また、−１４度の冷蔵庫では完全に凍りきらなく、−２５度の
冷蔵庫では完全に凍きり、中心が白く濁った（Fig２）。

不純物が多ければ多いほど濁りが
強いのではないか。またプラスチッ
クのコップを使用したので周りから
冷却されて凍りにくい不純物は中心
に集まったのではないか（図１）と考
えた。そして今回使用した冷蔵庫が
一般的な家庭用冷蔵庫−１４度のも
のと、一般のものより強力な−２５度
ものを使用したので、−２５度の冷蔵
庫を使用して凍らせた際、結晶にひ
びが入ったことから温度が低いとき
はひびが多く入ってしまうと考えた。

＜不純物： ＞

図１実験１、水道水、蒸留水、食塩水（１mol/L）の3種類の溶液を用意
して−１４度、−２５度、２つの冷蔵庫で各溶液を凍らせその見た目
や性質の違いを観察する。また、すべての溶液に不純物が見や
すくなるように０．０１gの食紅をいれた溶液も作り食紅なしと比較
する。

実験２、気泡が濁りの原因になって
いるのではないかと考えたため溶
液を１度沸騰させた後冷蔵庫に入
れて凍らせた。

左が−１４度の冷蔵庫
右が−２５度の冷蔵庫

同じ冷凍庫で同じ量の溶液を凍らせた際、食塩水＜水道水＜
蒸留水の順で濁りは少く、強度は濁りの多さに反比例した。蒸
留水、水道水でできた氷はのこぎりで割ることも難しいほど硬
かったのに対し、食塩水は握っただけでつぶすことができるほど
強度が低いことから、不純物が多いほど氷の強度が下がること
が分かった。中心にいくほど隙間が多く、外側に比べ更に強度
は低かった。着色料を混ぜてから凍らせた際、氷の中心にいく
ほど色が濃くなっていたため、氷の中心の強度が低いのは不純
物が中心にたまるからだと考えられる。また、－25度の冷凍庫
で作った氷は－14度の冷凍庫で作った氷よりも濁りが強く、更に、
大きなひびがいくつも入っていたため―14度で作った氷よりも強
度が低かった。

この結果から他の溶液を凍らせたら中心のほうが濃度が濃くな
るのかまた、それが外側と比べどれくらい差があるのか、溶液
によってその差は異なるのかも研究したい。

実験２で作った氷は確かに気泡の数は減っていて外側の透明
度は増したが、濁りそのものに大きな変化は見られなかった。

着色ありが、−１４度、な
しが−２５度の冷蔵庫で
作った氷である（Fig３）。
写真からもわかるように
気泡の形が違うのだがこ
れは温度の違いによっ
て凍る速さが変わるから
ではないかと考察した。
気泡の形が濁りにどんな
影響を与えるのかにつ
いても研究したい。

実教出版株式会社 新版 化学 新訂版

（Fig１）

（Fig３）

（Fig２）



水中コイン落としの研究

サイエンスフェスタ 令和３年度

韮崎高校 2学年 山本真大 八塩斗真

参考文献・参考URL

私たちのグループでは、水の中にコインを落とす際に落とし方を操作することによって、そのコインの軌道や落ちる位置を操作することは
可能なのか調べる研究を行った。コインが水に入るときの高さや角度操作することで軌道などの操作も可能である、という仮説をもとに研
究をした結果、軌道をある程度一定にできるという結論を得ることができた。

要旨

実験について

結 果

●水中に落としたコインはなぜ左右に振れるのか。
→水平面と角度をなして水に入ったコインは、水中で前方と後方
流体の密度に差ができるため、浮力や水圧の差よって左右に振
れると考えた。（図１）
また、コインが水に入ったときの断面の違いによってコインにか
かる水の抵抗が変わってくるため振れる回数もそれによって変
わってくるのだと考えた。（図２）

浮力

（図１）
●なぜ傾斜が小さくなると振れる回数が多くなる。
→これは傾斜が小さくなったことによって、コインにかかる斜面に
そう重力が小さくなり、コインの落ちる速度が遅くなるためである
と考えられる。
●なぜ０回という結果があるのか。
→水に入ったときにコインにかかる浮力と水圧、重力がすべて釣
り合うためであると考えた。（１つの例としては、コインが水に対
して垂直に入った場合。）
●同じ傾斜でもなぜ振れる回数に違いが出るのか。
→・連続して実験を行ったことによる水面の揺れ
・拭き取り切れずにコインに付着したままになった水滴による定
規を滑るコインの速度の変化
などが関係しているのだと考えた。
●振れた回数が同じコインは、落ちる位置も大体同じだったことか
らやはりコインの角度から軌道を操作することで、落ちる位置も
ある程度操作可能であると、考えられる。

考 察

ここまで行った研究から、コインの振れる回数や落ちる位置が傾
斜の角度によってある程度一定になることが分かった。しかし、

４５°付近の角度は振れる回数が安定しなかった。そこの原因を
もっと突き詰めていけば、さらにコインの軌道や落ちる位置を操作
できるようになっていくのではないかと思った。

結論・まとめ・研究の成果

〇コインについた水滴や水面の揺れに注意を向けながら、より正
確なデータの取れる実験をする。
〇今回調べた傾斜での実験の回数を増やしていき、それぞれの
角度での振れる回数や落ちる位置をもっと明確にする。
〇今回の研究で疑問になった４５°付近の角度の軌道や落ちる
位置についてもっと調べる角度を細かくして実験をしていき、振
れる回数が安定しない原因を追究する。
〇コインを落とす高さを変えて実験を行い、コインの速さと軌道の
関係について調べる。
〇水以外の液体ではどんな軌道を描いてどの場所に落ちていく
のかを調べる。

今後の課題

コインが水に入るときの高さや角度を操作することで、軌道
や落ちる位置も操作することが可能になる、と考えた。

仮説

水の中にコインを落として、水中のコップにコインを入れる
ゲームを見かけることがあり、そのゲームから、コインの落
とし方を考えることによって、コインの軌道や落ちる位置を
操作することは可能なのかということに興味をもった。

テーマの背景

★使用した器具
・水槽（のもの） ・３０ｃｍの定規 ・台座 ・分度器
・割りばし ・１円玉硬貨
〇実験方法
①まず水槽に２０ｃｍの高さのところまで水を入れる。
②水を入れた水槽と定規、台座、割りばしを用いて下の
写真のような装置を作る。

※割りばしを用いたの
は、1円玉が定規から
落ちる途中ではみ出
ないようにするため。

③定規の傾斜を調べたい角度に調節して、定規の２０ｃｍの表示
の場所から1円玉を落として、1円玉が左右に振れた回数を計測
する。
今回は30°40°45°50°60°の５種類の角度で実験を行った。

◆傾斜３０°

◆傾斜４０°

◆傾斜４５°

◆傾斜５０°

◆傾斜６０°

振れた回数が同じコインは、落ちる位置も大体同じだった。

※赤色の数字はそれぞれの結果で最も多かった数字を表してい
る。

振れた
回数

０回 １回 ２回 ３回 ４回 ５回 ６回 合計

枚数 ０ ０ ０ ２ ２４ ２２７ ４７ ３００

振れた
回数

０回 １回 ２回 ３回 ４回 ５回 ６回 合計

枚数 ０ ０ １ ６ ５６ ３７ ０ １００

振れた
回数

０回 １回 ２回 ３回 ４回 ５回 ６回 合計

枚数 ５４ ２８ １６ ８７ １０７ ８ ０ ３００

振れた
回数

０回 １回 ２回 ３回 ４回 ５回 ６回 合計

枚数 ５６ ２１ ６ １０ ７ ０ ０ １００

振れた
回数

０回 １回 ２回 ３回 ４回 ５回 ６回 合計

枚数 １５２ １１０ ２８ １ ０ ０ ０ ３００

密度大

密度小 浮力小 浮力大

コイン

・垂直 ・平行

断面が小さいため
水の抵抗も小さい

断面が大きいため
水の抵抗も大きい

（図２）

https：//kotobano.gift/suichu-coinotoshi/

水面



塩化ナトリウム水溶液の沸点上昇

学校名韮崎高等学校 ２学年 生徒氏名土田維澄 中山彩歩

参考文献・参考URL

沸点上昇が質量モル濃度に比例していくので沸点もそれに伴って上昇していく。
沸点上昇の公式は飽和水溶液になるまで適用されるがそれ以上塩化ナトリウムを入れた場合の結果を確かめる。

要旨

１．それぞれ質量パーセント濃
度が違う塩化ナトリウム水溶
液をつくった。

２．３００度のホットプレートで
加熱し1分ごとの温度を測った。

３．温度が一定になったところ
を沸点と考えその時点で実験
を終了した。

調査方法・実験方法

結 果

質量パーセント濃度が上がると沸点が上昇していく様子が
見られた。

しかし、公式に当てはめたときの沸点よりも低い温度で沸騰
した。
気圧も1014hPaだったので、１気圧よりも大きかった。

その理由については、ビーカー内部の圧力が低くなってい
たか、もしくは誤差があったと考察した。

沸点上昇は溶質を純溶媒に溶かすと気体に変わる溶媒分
子が減少する現象なのでこのまま濃度を上げ続けると飽和
水溶液になるまで沸点は上昇すると考える。

仮説で提示した飽和水溶液より濃度が高くなった時の実験
はまだ出来ていないので、実験が進んでから考察をし直す
ことにした。

考 察

私たちが実験した濃度までは、仮説通り沸点は上がり続け
たが公式通りの結果はでなかった。

しかし肝心の飽和水溶液と同じ濃度の水溶液やそれよりも
濃度の高い水溶液の実験は行うことができず仮説を確かめ
ることができなかった。今回の研究ではそれぞれの濃度の
水溶液の温度上昇を一度しか調べられていないので、まだ
誤差や0.5molや1.0molのように急激に温度が上がる原因が

まだわかっていない。器具が原因という可能性や、湿度温
度の関係をこれから調べていく。

結論・まとめ・研究の成果

実験回数が少なくなってしまい高い濃度までできていなかっ
たので高い濃度まで一通り実験を行ったあと誤差を減らす
ために同じ実験を繰り返し行きたい。

時間がかかる実験ではあるが回数を重ねていくことでデー
タの正確性が増していくので根気強く続けていく。

気圧が大きくても沸点が１気圧のときの公式より低いことが
あった。
その理由をきちんと考察していきたい。

今後の課題

謝 辞

飽和水溶液より濃度が低いときは公式通り質量モル濃度を
高くしていけば沸点が上昇していくが、濃度が飽和水溶液よ
り高くなったとき、気体に変わる溶媒分子数が飽和水溶液と
変わらないので、沸点が上昇しなくなるのではないかと考え
た。

仮説

沸点上昇が日常生活の中で使われていることを知り、興味
を持って先生に聞いてみたところ沸点上昇は濃度が低いと
きと高いときで様子が違うということが分かったので検証して
みることにした。

沸点上昇とは純溶媒に溶質を溶かすと気体に変わる溶媒分
子数が減少し、それによって沸点が上昇する現象である。
公式は以下のとおりである。
ΔTｂ＝Kb×ｍ
ΔTｂ：沸点上昇度 Kｂ：モル沸点上昇(K×ｋｇ/mol)
m：質量モル濃度(mol/kg)
水のモル沸点上昇は０．５２で、水の沸点は９９．９７４とした。

テーマの背景
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担当してくださった渡辺先生に実験に関するアド
バイスやご指摘感謝いたします。
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様子。



気圧によるマシュマロの変化
changes in marshmallows due to atmospheric pressure

サイエンスフェスタ 令和4年

韮崎高等学校 2年 長谷川澄映 細田裕美 松林かえで

参考文献・参考URL

要旨

実験方法①

結 果①

考 察②

結論

今後の課題

謝 辞

仮説②

経緯

物体は気圧を下げると膨らむというところに着目し、マシュマロ、台所
用スポンジ、炭酸水、スポンジケーキ、ゼリー、発砲スチロールを実際
に下げてみて、その中で一番変化が大きかったマシュマロについて調
べてみることにした。

マシュマロに含ませた水分がマシュマロ内の空気が抜けるのを妨
げ、大気圧に戻したときにできるしわが少なくなる。

仮説①

実験方法の改善。

水分の研究を掘り下げ、水分がどのように関係しているの
か調べる。

水分を含ませると実験①の結果と反対に変化が少なくなったことで、
ラップなしのほうが、水分が飛んでいると考えた。このことから、しわは
できなかったが、しわのおもな原因は水分ではないと考えた。

結 果②

１ ２ ３ ４ ５ 平均

縦(cm) 3.1➡1.39 3.2➡1.16 3.15➡1.21 3.05➡1.7 3.2➡1.69

変化量 1.71 2.04 2.29 1.7 1.51 1.85
横(cm) 2.5➡1.69 2.2➡1.52 2.35➡1.61 2.4➡1.75 2.6➡1.21

変化量 0.81 0.68 0.74 0.65 1.39 0.845

１ ２ ３ ４ ５ 平均

縦(cm) 2.95➡1.94 2.81➡1.29 2.82➡1.48 2.9➡1.93 2.98➡1.93
変化量 1.01 1.52 1.34 0.97 1.05 1.178
横(cm) 2.28➡1.7 2.23➡1.69 2.2➡1.55 2.28➡1.62 2.37➡1.72
変化量 0.58 0.54 0.65 0.66 0.65 0.616

【ラップなし】

【ラップあり】

考 察①

１ ２ ３ ４ ５ 平均

縦(cm) 2.97➡2.35 2.89➡2.49 2.71➡2.08 2.79➡2.31 2.91➡2.29
変化量 0.62 0.4 0.63 0.48 0.62 0.492
横(cm) 2.19➡1.66 2.29➡1.82 2.09➡1.61 2.15➡1.65 2.21➡1.68
変化量 0.53 0.47 0.43 0.5 0.53 0.55

【ラップなし】

【ラップあり】

１ ２ ３ ４ ５ 平均

縦(cm) 2.96➡2.34 2.88➡2.25 2.75➡2.13 2.69➡2.0 2.52➡2.09
変化量 0.62 0.63 0.62 0.69 0.43 0.598
横(cm) 2.29➡1.79 2.25➡1.75 2.01➡1.5 2.07➡1.6 2.18➡1.6
変化量 0.5 0.5 0.51 0.47 0.58 0.512

マシュマロのしわをなくすことができるのは水分であるが、しわ
の主な原因ではない。

https://oshihaku.jp/nenkan/page/13152319

研究にご協力していただいた先生方ありがとうございました。

実験方法②

↑ノギスでマシュマロを
測っている様子

図1 図2

↑排気盤

ラップなし・減圧後の様子→

図３

←ラップあり・減圧後

図4

↑水分あり・ラップなし・
減圧後の様子

↑水分あり・ラップあり・減圧
後の様子

図5 図6

私たちは排気盤と真空ポンプを使って気圧によるマシュマロの変化について実験した。水分やラップの有無によってマシュマロの変化量や様子を
比較した。

ラップをすることで空気が抜けにくくなり、マシュマロの変化量が
小さくなる。

1. マシュマロの縦と横の長さをそれぞれ測る。
2. ラップに包んだマシュマロと包まないマシュマロを排気盤に入れる。
3. 圧力を最大まで下げ、マシュマロの変化を見る。
4. 排気盤の栓を抜き、マシュマロの変化を見る。
5. そのマシュマロの縦と横の長さをそれぞれ測り、変化量を調べる。

ラップなしとラップありの変化量を比較するとなしのほうが変化量が大
きく、ありのほうが変化量が小さかったので、原因はラップにあるので
はないかと考えた。ラップのことについて調べると、水分が抜けにくくな
ることが分かり、原因は水分にあるのだと考えた。

1. マシュマロの底面の中央に割り箸で貫通させない程度の深さの
穴を作り、水に２０秒浸す。

2. そのマシュマロをラップに包むものと包まないものに分け排気盤
に入れる。

3. 圧力を最大まで下げ、マシュマロの変化を見る。
4. 排気盤の栓を抜き、マシュマロの変化を見る。



花粉管の誘引
Attracting pollen tubes

韮崎高校 2年 白倉沙希 村松愛菜

トレニアの花粉管の出芽に適した条件と胚珠による誘引現象について実験を行った。概要

トレニアの出芽に適する培地の濃度を決定した。

花粉を観察したときに球状の物体が付いていた。トレニアの開花時期
が6月から10月と開花時期の終わりが近づき寒くなったことが原因では
ないかと考えた。

• 寒くなるとトレニアの花粉管の伸びを妨げる物質が出ている。

• トレニアを夏と同じ環境にすることで長い期間花粉を作り続ける
ことができる。

• 胚珠を置かないと花粉管の伸びに方向性が見られない。

実験方法

実験１

研究の成果と今後の課題

花粉症の症状が毎年酷く、花粉のことについて知りたいと思い実験の
テーマにした。今回の実験では背嚢の一部が珠孔から飛び出しており、
観察に適しているためゴマノハグサ科トレニア属Torenia fournieri Lind(ト

レニア）を用いることにした。先行実験として名古屋大学の東山哲也教授
の「花粉管ガイダンスの動的システムの解明」が行われていて、花粉管
は助細胞が放出する誘引物質によって卵細胞に引き寄せられることが
分かっている。そこで多種間でも交配が起こるのか興味を持った。

テーマの背景

令和3年度サイエンス交流会

1. スクロースと寒天と製精水を調整して様々な濃度の寒天培地を作成
した。

2. 電子レンジで気泡が出るまで温めて取り出して混ぜた。
（これを寒天が溶けきるまで繰り返した）

3. こまごめピペットを使って4mlをシャーレに移した。
4. 固まった寒天培地を切り取りスライドガラスに乗せて、その上にトレ

ニアの花粉をつけた。
5. カバーガラスをかぶせて顕微鏡で観察した。

結果

表1 寒天培地の濃度決定

写真2 2回目の結果 （600倍）写真1 2回目の結果 （600倍）

2回目の出芽率40％が最も高かったためスクロース10％、寒天0.8％
をこれからの実験に用いることにした。

実験２

花粉管の観察をした。

結果

写真4 花粉の周りの物体 （６００倍）

拡大

写真3 簡易温室の中身

実験を10月に行ったところ濃度決定をした時より
も出芽率が低くなった。花が最も咲いていた7,8

月の気温に近づけるために簡易温室に入れるこ
とにした。

写真7 写真6の拡大 （600倍）写真6 実験4の結果 （150倍）

写真5 花粉管と胚珠の関係（600倍）

胚珠↑

実験３

簡易温室に1日中入れたトレニアを用いて観察した。

結果

出芽率は変化しなかったが花粉の周りにあった球状の物体はなく
なった。採取できる花粉が少なくなったため、温度がより一定になる
インキュベーターを用いることにした。

実験４

インキュベーターに4時間入れたトレニアを用いて観察した。

結果

ニューステージ生物図表BIOLOGY 浜島書店 改定生物Biology 東京書籍 世界の植物１ 朝日新聞社

インキュベーターに入れたことによって採取
できる花粉の量が増え、花粉管の出芽率が
回復した。また、花粉管が胚珠に向かって
伸びているものもあった。
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気温と出芽率の関係

気温(℃） インキュベーター（℃） 出芽率(％)

a b c →実験2

d e f g →実験3

h i j →実験4

参考文献

成果

課題

• 出芽率70％を目指す。
（よりトレニアに適している培地の濃度や気温の調節等を再度
行う。）

• インキュベーターを継続して使用し、花粉管が胚珠に引き寄せ
られているのかを調べる。

• 胚珠が花粉管を引き寄せる条件や物質を調べる。

An experiment on the attraction phenomenon by the ovule under the condition that the torenia’s pollens sprout.



マスクに適した素材

Ｒ３年度 サイエンスフェスタ

参考文献・参考URL

代表的なマスクのうち、不織布マスクが1番機能性が高いと仮定し、通気性、飛沫防止力、繊維の耐久性の3つの観点から実験を行った。
これらの実験から以下の結果が得られたので報告する。

要旨

調査方法・実験方法

結 果

考 察

結論・まとめ・研究の成果

今後の課題

通気性の良さ→ポリエステル＜不織布＜ポリウレタン
飛沫防止力→ポリウレタン＜ポリエステル＜不織布
繊維の耐久性→不織布＜ポリウレタン＜ポリエステル

仮説

テーマの背景

近年コロナウイルスの影響により日常的にマスクを使用するようになった。一時期、
不織布マスクの需要が高まり工場の生産が追いつかなくなり不織布以外のマスクの
需要が高まった。このことを受け、不織布に比べてどれほどの機能があるのか疑問
に思い、通気性、飛沫防止力、繊維の耐久性の3つの観点から実験を行った。

１．通気性
煙の実験

材料：マスク、ペットボトル×２、石灰水、線香、マッチ
①ペットボトル１に線香で煙を１分間ためる
②ペットボトル２にマスクをかぶせる
③ペットボトル１，２の口を合わせペットボトル１を２０回押して

ペットボトル２に空気を送り込む
④ペットボトル２に石灰水１５mlを入れ、よく振る
⑤様子を確認する

２．飛沫防止力
蛍光スプレーの実験

材料：マスク、蛍光スプレー、ビニールテープ、定規、ペットボトル、画用紙、
ブルーライト

①マスクをペットボトルに広げて固定する
②マスクと蛍光スプレーの距離を１５ｃｍあける
③蛍光スプレーを吹きかける
④様子を確認する
⑤ブルーライトを当て様子を確認する

３．繊維の耐久性
洗濯の実験

材料：マスク、洗濯ネット、顕微鏡
①マスクを3回、7回洗濯する
②顕微鏡で繊維の様子を確認する

種類 不織布 ポリエステル ウレタン

結果 少し白く濁った

ペットボトルを押
した感じ1番固く

空気が入りにくく
感じた

白く濁った

押した感じは柔ら
かく押しやすかっ
た

1番白く濁った

煙の移動がはっきり
見えた

不織布 ポリエステル ポリウレタン

3回 糸が切れていた あまり変わりはな
いが一部糸がほ
つれていた

隙間が広がっている

ふちが少し黒くなって
いた

７回 3回目よりさらに糸
が切れていた

3回目より糸がほ
つれていた

隙間が全体的に広
がっている
ふちが3回目より黒く
なっていた

種類 不織布 ポリエステル ポリウレタン

結果 マスクの裏には少
し蛍光塗料がつい
た。

スクの裏に蛍光塗
料はつかなかった

マスクの裏の下の
ほうに一番広範囲
に蛍光塗料がつい
た

通気性が１番良かったのはポリウレタンマスクだった。しかし、通気性が良すぎ
ることはウイルスなどをその分通してしまうのでマスクの機能としてはあまり望
ましくないのではないかと考えた。

蛍光スプレーの実験ではポリエステルが１番飛沫を通さないことが分かった。こ
れは吸水性が関係しているのではないかと考えた。

繊維の耐久性はどのマスクも洗う回数が増えるにつれ、ダメージを受けている
ことが分かった。その中ではポリエステルが１番変化が少なかった。これはマス
クの網目がほかのマスクよりも頑丈なためダメージが少ないのではないかと考
えた。

繊維の耐久性の結果から洗濯の回数を増やすことでダメージを受けることが分
かったため、通気性（煙の実験）、飛沫防止力（蛍光スプレーの実験）でも洗濯
後のマスクからどのような結果が得られるか調べる。

蛍光スプレーの実験の結果の違いには吸水性が関係しているのではないかと
考察したため、新たな実験を加え、吸水性について調べる。

通気性の良さ→不織布＜ポリエステル＜ポリウレタン
飛沫防止力→ポリウレタン＜不織布＜ポリエステル
繊維の耐久性→不織布＜ポリウレタン＜ポリエステル

3つの素材それぞれに特徴があった。そのため、用途や使う時期、使う場面に
よってそれぞれ使い分けるのが良いのではないかと考えた。

例えば、運動をするときには通気性の良いポリウレタン、たくさんの人がいる場所
に行くときには飛沫防止力があるポリエステルなどである。

また外側と内側で違う素材を組み合わせることでそれぞれの特徴の良さを使うこ
とができるのではないかと考えた。

煙の実験

蛍光スプレーの実験

洗濯の実験

韮崎高校 ２年 浅川英夢 坂本明日香 三井優花

不織布 ポリエステル ポリウレタン

実験の様子

④

⑤

不織布 ポリエステル ポリウレタン

０目

3回

7回

不織布 ポリエステル ポリウレタン

今回使用したマスク
使い捨てサージカルマスク クー・メディカル・ジャパン株式会社
PASTEL MASK クロスプラス株式会社
PITTAMASK ARAX



紙飛行機と揚力
令和3年度 SSH交流発表会

山梨県立韮崎高等学校 一年 市川涼太 樋口翔惺 清水蒼士 浅川優斗

紙飛行機を飛ばすとき、形や重さによって飛行距離、飛行経路などが変わることに着目し、装置や人の手によって飛ばすことで、飛行
距離の長い紙飛行機の共通点を探る。

要旨

今回計測した2パターンでは、形も性質も大きく異なり、ま
たへそ型に関してはデータにばらつきがあった為、具体的な
結果とその要因を導き出せなかった。

• 今回は手で飛ばしたので正確性が欠けたのでなにか装置
を作る。

• 人の手によって飛ばす場合は、初速度などの条件とともに
計測する。

• 実験したモデルが少なく、より多様なデータを得たいので
モデル数を増やす。

• へそ型は今回の実験としては長距離を飛ぶ折り方ではな
いとわかったが、ギネス型と似ている点から、その差異を
調べる方向でも進めていくことにする。

調査方法・実験方法

考 察

結論・まとめ・研究の成果

今後の課題

仮説

テーマの背景

研究テーマを考えるのにあたり、ふと子供のころに遊んでいた
紙飛行機を思い出した。そこでどのような紙飛行機がよく飛ぶ
のかを研究することにした。飛行機について調べていると飛行
機が飛ぶのは揚力という力が働いているからだと分かった。ま
ず空気には形状に沿って流れる性質があるため、飛行機の翼
の後縁（後ろの先端）が下を向いていると空気の流れが下向き
に曲げられる。翼は空気を下に押し下げているので、作用・反
作用の法則で押し下げた空気の反作用として機体を持ち上げ
る力が生まれる。それが揚力と言われる。私たちはこの力が強
ければ強いほど紙飛行機がより長く飛ぶのではないかと思いい
くつかの紙飛行機で飛ぶ距離を測定しようと考えた。

揚力が大きければ大きいほど合計の飛行距離が長くなると仮
定し、翼の羽の大きさを調整することで揚力を上げることとする。
ここでは、やり型とへそ型の二つの折り方を比較する。装置の
製作も試みたが、都合により断念し、人の手で150回投げた距
離の平均を測ることによって計測することにする。

・いくつか種類の違う紙飛
行機を用意する
・それらの翼の角度がどの
ようになっているかを調べ
る
・それぞれを１３０回投げて
飛ばし飛行距離を測定し
平均値を出す

紙飛行機
名前

羽の厚み 高さ 全長

やり型(①,②) 0.6 5.1 22.9

へそ型(③,④) 0.1 6.2 16.4

ギネス型（ギ
ネス世界記録
を飛行距離の
長さで受賞し
たもの）(⑤,
⑥)

0.1 4.9 16.5

（cm）

ギネス世界記録に認定された折り方で造られた紙飛行機と
へそ型を比較すると、高さが役1cmほど違うことがわかる。
しかし結果はやり型の結果よりも小さい距離であった。
それによって重心が変化してしまったとも考えられる。
あるいは揚力の上へ押し出す作用が大きくなりすぎたのか
もしれない

①

②

③

④

➄

⑥

(尚、ここでは比較対象としてギネス型の紙飛行機を取り上げ
ており、ギネス型の紙飛行機の実験は今回行っていない。)

結 果

へそ型とやり型の大きな違いは、飛行軌跡にあった。へそ
型は投げるときに旋回してしまい、データにばらつきが生ま
れ、紙飛行機としては適した形状でなかったと言える。

やり型の平均 へそ型の平均

１０.４６７５５ｍ ６.８１１５３８ｍ

距離(ｍ) やり型 へそ型 

２ ０ ３ 

３ ０ ３ 

４ ０ ４ 

5 1 11 

6 1 26 

7 1 25 

8 8 24 

9 9 18 

10 22 5 

11 35 5 

12 43 3 

13 9 0 

14 0 2 
 



市販の昆虫マットを食べさせた幼虫と腐葉土を食べ
ていた幼虫の糞から出てきた同種だと思われる細菌
を比較したが違いは見られなかった

カブトムシの腸内細菌

カブトムシの幼虫の腸内はpH8前後の前腸,後腸、pH10前後の中腸からなる。いずれもアルカリ性の環境であ
りこれらの腸内にいる腸内細菌によって普段食べている腐葉土や朽木を分解していると考えられている。

カブトムシの幼虫の腸内環境はアルカリ性であるため
アルカリ性環境で腐葉土や朽木の成分のセルロースを
多く分解する。

カブトムシの幼虫は細菌以外には分解できない腐葉土
を分解しており、どのような腸内細菌がいるのか気に
なった。私たちはそのことについて調べてみることに
した。また、調べた細菌が腐葉土を分解できたときに
それらを肥料の作成に役立てられないかと考えた。

セルロースを含んだ寒天培地（pH10,pH8,pH7,pH5）
に「腐葉土」と「市販の昆虫マット（カブトムシ育成
マット 発売元DCMホールディングス）」を餌とし
て与えたカブトムシの幼虫の糞の混濁液をそれぞれ滴
下して、コロニーができた細菌を同様の培地で二重培
養した際の増殖具合を調べた。

酸性の培地➡細菌の増殖は緩やか

市販の昆虫マットを食べさせた幼虫
腐葉土を食べさせた幼虫

アルカリ性の培地➡細菌の増殖が急激

餌による細菌の違いは見られなかった

餌による違いはない

セルロースを含む培地にコロニーが確認できた

アルカリ性の培地での増加が多かった

腐葉土を分解する作用がある

アルカリ性を好む

カブトムシの腸内細菌はアルカリ性を好み腐葉土や
朽木を分解できる。

・希釈した菌の種の同定
・嫌気性環境で同様の実験をする
・クワガタやカナブンでも同様の実験をする

『昆虫腸管における植物細胞多糖類資化性共生微生物の
分子生態的解析－安齋寛』
（http://hp.brs.nihon-u.ac.jp/~coe14/research_01_g.html）
報文紹介「カブトムシ幼虫の腸内細菌について」
（https://ameblo.jp/red-mobilio/entry-12506201287.html）

要旨

テーマの背景

仮説

実験方法

結果

腐葉土

市販マット

考察

結論

今後の展望

参考文献

pH10

pH7

pH7pH8

pH5pH8pH10
（培養日数３日）

（培養日数３日）

pH5

韮崎高等学校 １年 小池和輝 八巻蒼 浅川倫太朗 三上哲平

・PCR検査をして細菌の種を同定しようとしたが、
希釈が十分でないことが原因で失敗してしまった。

課題

出てきた細菌を希釈し、再び検査をする。
同定した菌について調べる。

細菌の希釈

1.試験管に2mlの蒸留水を入れ、白金耳で細菌の
コロニーを溶かす。

2.細菌溶液0.4mlを40mlの蒸留水に溶かし(100倍)、
100倍の希釈液0.4mlをもう別の40ml蒸留水に溶か
す(1万倍)。そして、1万倍の希釈液0.4mlをもう１
つの40ml蒸留水に溶かす。(100万倍)

3.100万倍の希釈液0.4mlを培地に摘下し、
インキュベーターで培養。

希釈中の培地（pH8）

http://hp.brs.nihon-u.ac.jp/~coe14/research_01_g.html
https://ameblo.jp/red-mobilio/entry-12506201287.html


カエデの種子の回転
Rotation of maple seed

R4 サイエンスフェスタ

参考文献・参考URL

実験内容は実際にカエデの種子を落下させ動画を撮り、落下速度や回転数、回転の方向、落下する直前の種の向きの関係などを記録する。
そのデータをもとに種子の模型を作り同じように回転するものを作る。また、形状や、種類について、何か違いがあるのかを調べる。

Ⅰ-種子の形状を観察し、回転の原理を調べる。
Ⅱ‐種子の質量と回転数を計測し、結果を比べる。
Ⅲ-羽根の大きさと回転数を計測し、結果を比べる。
Ⅳ-落下する直前の種の向きに対する、落下速度と回転数を計測し、結
果を比べる。

Ⅴ-カエデの種子の羽根を様々な形で切り、落下させ速度を調べる。
Ⅵ-カエデの種類で種子に何か違いがあるか調べる。

要旨

・種子の回転方向は、種子の形状で決まっているので、
落下の初期にどちらの面を向くかで決まる。
・種子が重いと回転数が少ない。
・種子の羽根の部分が大きいほど、回転数が小さい。
・1秒間の回転数が多い方が、落下速度が速い。
・反時計回りで回る種子が多い。
・時計回りに回りやすい種子は、回転数が少ない。
・羽根を下にして落下すると、滞空時間が上がる。
・種を下にして落下すると、すぐに落下する。
・羽の表面積が大きいほど、地面に落ちるまでの時間は長く、落下
速度は遅い。

• 種子の模型を作成する。

• その模型を利用して、滞空時間を延ばせるように実験する。

調査方法・実験方法

結 果

考 察

結論・まとめ・研究の成果

今後の課題

・種子自体が重いほど早く落ちる。
・回転数が多いほど遅く落ちる。
・種の向きが上の時の方が落ちるのが遅くなる。
・カエデの種子の羽根を切ると、落下速度が遅くなる。
・カエデの種類は、何か回転に関係がある。

あい
カエデの種子が落下する際、1枚の羽でプロペラのように回りながら落

ちるのを見てなぜこのように落ちるのか不思議に思いカエデの種子の
回転の仕組みについて研究することにした。

テーマの背景

左回り

右回り

「種の部分」を軸にして「直線で厚い」方に回転する

実験（Ⅰ）

質量（g) 0.057 0.062 0.046 0.056 0.053 0.054 0.042

縦（cm) 1.3 1.2 1.1 1.0 1.2 1.1 1.0
横（cm) 1.4 1.6 1.5 1.4 1.5 1.3 1.2
縦×横 1.8 1.9 1.7 1.4 1.8 1.4 1.2

・ ネイチャーテック研究会 http://nature-sr.com/index.php?Page=11&Item=11

・ 改訂版物理 （数研出版）

実験（Ⅳ）

実験（Ⅱ，Ⅲ）

回転させる力

実験（Ⅱ）種子が重いと回転数が少ない傾向にある。
実験（Ⅲ）回転数が少ないほど、種子の羽根の部分が大きい。

回転数が多いほど、種子の羽根の部分が小さい。
実験（Ⅳ）羽根を下にして落下すると、種子が回りやすくなり、

滞空時間が上がる。
種を下にして落下すると、種子が回りにくくなり、
すぐに落下する。

実験（Ⅴ）羽の表面積が小さいほど、落下速度は速い。
実験（Ⅵ）種類は関係なく、大きさにより速さが変わる。

種子の質量

種子の大きさ

種を上にして落下させたときの
１秒間の回転数、回転の向き、
落下速度のグラフを参照

種を下にして落下させたときの
１秒間の回転数、回転の向き、
落下速度のグラフを参照

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

実験（Ⅴ）

種子の羽の部分を切った写真を参照
適当に羽の部分を切り、それぞれで比べてみたが、回るものと回らない
ものがあった。また、１ｍから落下させると、ほとんど回転しなかったの
で２ｍのみで記録した。種だけでは回転しなかった。
カエデの種子１とカエデの種子６は回りづらかった。

実験（Ⅵ）

羽を切ったカエデの種子が落ちる秒数のグラフを参照

カエデの種子を落としてからの時間を計り、比べたが、違いをあ
まり見つけることが出来なかったので、もう少し多くの情報を集め、
違いを見つけたい。

種子の回転数・・・１秒間の種子の回転数のグラフを参照

仮説

山梨県立韮崎高等学校 秋山蓮 雨宮漱汰 加藤俊和 新海涼

実験Ⅱ：質量が重い方が回転数が安定している。
実験Ⅲ：種子が大きい方が回転数が安定している。

種を下向きにすると回りにくくなる。
種が上向きだと回転の向きにばらつきがあるが
種が下向きだとほぼ一定になる。
種が下向きの方が落下速度が速い。

http://nature-sr.com/index.php?Page=11&Item=11


霜柱ができる条件
Conditions for forming frost columns.

R４ サイエンスフェスタ

⼭梨県⽴韮崎⾼等学校 1学年 今福翔太 荻野惺 ⽵⽥陸 深澤洸弥

参考文献・参考URL

概要

3回とも霜柱を作ることができ、１時間〜2時間
で⽣成した。

実験②では、⼩さい粒で実験を⾏うと実験①よりも
規模が⼩さくなったので、霜柱の⽣成には⼟の隙間
が関係していると分かった。

実験①

実験① 結果

結果・考察

結論・まとめ・研究の成果

今後の課題

仮説

テーマの背景

1回⽬ 2回⽬ 3回⽬
有無 有 有 有
時間 2時間 1時間半 1時間15分

霜柱のできる条件の⼀つとして⼟の隙間が関係して
いると考えた。
⼟の隙間が⼩さいほど⽔分が通りずらく霜柱ができに
くい、⼩さくなると考えた。

・⼟をまっ平らにした場合を考え、実験②のデータ
を集める。
・温度や⽔分量、⼟の吸⽔性などが霜柱の⽣成に関
係しているのかしらべる。

私たちは霜柱が毎⽇のように作られている場
所と、全くできていない場所があることに疑問
を持ち、霜柱がどんな状況下で出来るのか興味
を持ったので霜柱の研究を始めた。
霜柱とは、寒い夜に地表近くの⽔分を含む地

⾯が凍って、凍っていない少し下の地中の⽔分
が、凍った⼟の粒の間の狭い隙間を地⾯に向
かって上っていく現象（⽑細管現象）が起き、
冷たい空気に触れて凍結する。これが繰り返さ
れることで、作られる。

実験⽅法
専⽤の装置を作る。そこに湯を注ぎ、⼟(⿊⼟)
を⼊れる。⼟を湿らせるために装置を１５分
ほど放置し、冷凍庫(－20℃)に⼊れ霜柱の有
無を調べる。

装置は右の通り

実験②
実験⽅法
実験①と同じ装置に湯を注ぎ、ふるいにかけた

細かい⼟を⼊れ押し固める。 押し固める前後の
⼟の⾼さを測っておく。 常温で15分放置し冷凍
庫(－20℃)に⼊れ、霜柱の有無とできるのにか
かった時間を調べる。

本実験では、霜柱のできる条件の⼀つとして、⼟の隙間が関係していると考えた。霜柱は⽑細管現象
により⽔分が上がることでできるので、⼟の隙間が⼩さいほど⽔分が上がりずらく、霜柱ができにく
いと仮説を⽴て、実験を⾏った。

https://weather.goo.ne.jp/summer/study/13‐2.html

・使⽤させて頂いた実験装置

固めた場合︓全くできる気配がなく、霜柱はできなかった。

固めない場合︓実験①と⽐べると規模は⼩さいが霜柱を作
ることが出来た。また、2回とも1時間半程で⽣成した。
よって⼟の隙間が⼩さいと霜柱は出来にくい。

1回⽬ 2回⽬ 3回⽬ 4回⽬
固めたかどう
か

固めた × 固めた ×

発⽣の有無 無 有 無 有
⽣成時間 × 1時間15 × 1時間半
縮めた深さ
(ｃｍ)

１．３ ０ １．０ ０

考察︓固めた場合でも⼟の⽔分量は⼗分にあった。
そのため、まっ平らにしたことが霜柱の発⽣
に関係しているのではと考えた。

1回目 4回目



PCRで調べる日本人のルーツ
PCR inspection to check Japanese roots

令和４年度 サイエンスフェスタ

山梨県立韮崎高等学校 １年 荻原玲雄 齋藤心美 髙橋温 中込百音

参考文献・参考URL

PCRによって増幅させた遺伝子の一部を用いて、日本における二種類の遺伝子型の分布を調べる。

要旨

・食塩水を用いて生徒4人のDNAを採取する。
・DNAを取り分け、それぞれにマスターミックスプライマーを加える。
・サーマルサイクラーを使ってDNAサンプルを急速に温度変化さ
せ、DNAを増幅する。
・増幅したDNAにローディングダイを加え、アガロースゲルに滴下
して電気泳動する。
・Fast Blast Stain染色液でゲルを染色する
・脱色し観察する

調査方法・実験方法

・実験を２回行ったが、いずれも結果を出すことができなかった。１
度目はアガロースゲルの染色のしすぎ、２度目はDNAを正しく採

取することができなかったことが原因だと考えられるので、今後は
FTAカードを使用するなどしたい。

結 果

結果を得られなかったため、実験について詳細に説明する。

・PCR（ポリメラーゼ連鎖反応）とは、温度を変化させDNAを増幅さ
せる技術である。温度を変えることでDNAを一本鎖に分離し（変

性）、プライマーと結合させ（アニーリング）伸長することで、数を２
倍ずつに増やしていく。

・増幅したDNAを、特定の塩基配列で切断する制限酵素で処理す
ることで、塩基の違いから、切断数、長さに違いが生まれる。

・電気泳動はDNA分子を大きさによって分けることができるので、
遺伝子型を区別できる。

考 察

改善点をグループ内で話し合い、次回の発表までに実験を繰り
返して成功させるようにしたい。また今後は大人数での実施を
考えているため、どのように実験を行うかも検討する。また、見
た目で人を判断してはいけないというが、縄文型や弥生型だと
考えられる顔の人が実際にその通りなのか実証していきたい。

結論・まとめ・研究の成果

・実験対象が少なかったため、今後は規模を広げて実験を行う。
・可能であれば、他校に協力を募る。

今後の課題

謝 辞

今回の実験は４人というごく少人数での実施だが、山梨県は日本
列島のほぼ中央部に位置しているため、縄文型・弥生型が半々
ほどなのではないかと予想した。

仮説

昨今のコロナウイルス流行により、その陽性・陰性を判定できる
PCR検査が知られるようになった。私たちはそのPCR法を用いるこ

とによって、日本人の性質を縄文型か弥生型かに区別できること
を学んだ。先行研究では、「東端・西端に行くほど縄文型の割合が
多く、中央部では混血が進んだ」と考えられている。そこで私たち
はその仮説を実証するのと同時に、各地域で二種類の型がどのく
らいの割合で存在しているのか調べた
いと思った。

左：縄文人 右：弥生人
イメージ →

テーマの背景

変性 94℃ 2分 1回

温度サイクル

変性 94℃ 30秒

35回アニーリング 52℃ 30秒

伸長 72℃ 1分

最後の伸長反応 伸長 72℃ 10分 1回

鶴谷保 研究成果報告書 山口県立宇部高等学校
研究テーマ 遺伝子を身近に感じる実験材料の開発
Biotechnology ExplorerTM実験用テキスト BIO RAD社
SSH3年生グループ課題研究成果発表論文 2014／1期生
「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」

本実験を進めるにあたり丁寧に指導していただいた渡辺先生
に感謝します。



ブラックライト照射時に発光し、消灯後に蓄光するプラスチック以外の物
質はMPとの判別が難しいため、MPの追加の判別方法を用いて河川の
砂と水におけるMPの存在の有無について追加確認をする。

今回の調査で、河川の水や砂から、ブラックライト照射に発光し、消灯
後に蓄光した物質が検出された。この反応からプラスチックと考えられる。
山梨県の河川にもMPは存在する可能性が高い。

・ブラックライト照射時に青白く発光した繊維物質は、空気中に漂うほこり
が試料に混入したと考えられるため河川から採取されたと考えにくい。
・黄緑色に発光し蓄光する物質は0.25~0.42㎜で非常に多く確認できたた
め、製品の段階から0.25~0.42㎜程度の大きさの粒子だと推定される。
また、発光の仕方から人工物だと考えられるためＭＰである可能性が
高いが、ブラックライト照射時に発光し、消灯後に蓄光する物質として、
道路の白線もあるため、今後、プラスチックかどうか確認が必要である。
・河川に流入するプラスチックとして、ポイ捨て等で発生した各種包装資
材やペットボトル、農業用のビニルマルチ、洗剤等に含まれるMPが想
定される。
・試料1と試料2で観察できた物質にばらつきが生じたのは、試料2をろ過
装置へ移す際に使用した器具に試料2の物質が付着し、採取したすべ
ての物質をろ過できなかったためだと考えられる。

釜無川(甲斐市双田橋付近)において砂を採取、釜無川(韮崎市韮崎西
中学校付近)において河川の水を採取した。

Ⅰ.河川の砂のMP調査
場所：釜無川（甲斐市双田橋付近）
①網目1.5mmのふるいにかけ、そのうち砂100ｇを取り出し、網目0.84㎜、

0.42㎜、0.25㎜、0.1㎜のふるいにかけ分離した。
②それぞれの試料を水を用いて比重分離し、ろ過後、乾燥させた。
③暗室にてブラックライトを試料に照射し、蓄光物質の有無・発光した物
質の個数と発光の仕方・蓄光の有無を調べた。

Ⅱ.河川の水のMP調査
場所：釜無川（韮崎市韮崎西中学校付近）
①ふるい0.42㎜を川に５分間入れ自然通水。
②目視で自然物を取り除き、試料を半分に分け試料1・試料2とし、ろ過し
た。
③34.5％過酸化水素水（Ｈ₂Ｏ₂） ５０mlに試料を加え、３日間静置させ有
機物を分解させた。
【③追加で34.5%過酸化水素水(H₂O₂) 50mlを加え、さらに4日間静置。合
計7日間、過酸化水素水(H₂O₂)に試料を静置させた。】
④試料を取り出し、ろ過。その後乾燥させた。
⑤調査方法Ⅰ‐③と同様

海岸域におけるマイクロプラスチックの調査手法の確立静岡県環境衛生
科学研究所環境科学

マイクロプラスチックによる海洋汚染
http://www.edu.pref.shizuoka.jp/nirayama‐h/home.nsf

今回の研究に際し、MPの採取方法に関してアドバイスをくださった県職
員の吉村様に感謝申し上げます。ありがとうございました。

釜無川の河川の水を韮崎市で採取し、甲斐市で砂を採取した。その周辺の砂にマイクロプラスチック(以下「MP」と言う。)が混入しているか調査した。そ
の結果、プラスチックと考えられる物質が発見された。

河川におけるマイクロプラスチックの調査

Ｒ3年度 サイエンスフェスタ

韮崎高等学校 1年６組 上原爽世花 浅川瑞姫 坂本萌音 清水双葉

参考文献・参考URL

要旨

調査方法
Ⅱ.河川の水のMP調査
試料1よりも試料2で、より多くの発光する物質が確認された。また、確
認された物質の種類も多くばらつきが大きかった。

表2 河川の水から観察された物質のブラックライトへの反応と
蓄光の状況

考 察

結論・まとめ

今後の課題

謝 辞

海洋の水や砂からMPが採取されることと同様に、河川の水と砂にMPが
含まれる。

仮説

近年、 MPの海洋汚染が注目されているため水がきれいな山梨県の河
川でもMPが確認されるのか興味を持った。

Ⅰ.河川の砂のMP調査
ブラックライト照射時に発光し、消灯後に蓄光した物質はプラスチックの
可能性が高く、河川の砂と水から5種類の物質が検出された。また、黄緑
色に発光し、蓄光物質が含まれる物質が0.25~0.42㎜で極端に多く確認で
きたが無数にあるため計測できなかった。ふるいの目の大きさとMPの個
数に相関性はなかった。
表1 河川の砂から観察された物質のブラックライトへの反応状況

調査結果

テーマの背景

図5 0.25~0.42㎜のブラック
ライト照射下の状況

図6 0.25~0.42㎜の
ブラックライト消灯直後

図1 発光する物質

蓄光物質：光エネルギーを蓄え暗闇でも一定時間
発光するため、蓄光物質が含まれる物質にブラック
ライトを一定時間照射した後、ライトを消すと暗闇で
発光し続ける。蓄光物質は人工物であり、プラス
チックである可能性が高い。

図2 0.84~0.42㎜ 図3 0.42~0.84㎜ 図4 0.10~0.25㎜

https://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko‐510/documents/412sum.pdf



日焼け止めをつくる
Make sunscreen

サイエンスフェスタ 令和３年度

山梨県立韮崎高等学校 １年 小尾みずき 保延たま子 矢巻桃花

参考文献・参考URL

日焼け止めを自作し紫外線防御効果について、市販製品との違い、成分による効果の違いを調べた。また、紫外線吸収剤が紫外線を防ぐ際に生み
出す熱エネルギーの量と、紫外線散乱剤は熱を生まないのかについて調べた。その結果、メトキシケイヒ酸エチルヘキシルの紫外線防御効果が最も
高いことがわかった。

日焼け止めの作り方（総量100g時）
材料：☆ココナッツオイル 60g

☆蜜蝋 11.4g
☆シアバター 10.8g
◆酸化亜鉛、チタン 15g（←ここの材料を変え対照実験する。）
◆メトキシケイヒ酸エチルへキシル 20ml

①ココナッツオイル、蜜蝋、シアバターを湯煎で溶かす。

②①が完全に溶けたら◆を加え、湯煎から降ろしてよく混ぜて冷やす。
◇紫外線防御効果を調べる
①シャーレに紫外線に反応するビーズを入れる。

②切ったクリアファイルに日焼け止めを塗り、シャーレに乗せ、ブラック
ライトを当てる。
◇熱エネルギーの発生を調べる
①日焼け止めにブラックライトを当てる。
②温度計で日焼け止めの温度を測る。

要旨

「なぜ日焼け止めは、紫外線をブロックできる？原理をわかりやすく解説」
https://jp.mitsuichemicals.com/jp/molp/article/detail_20200806.htm

https://www.goinggreenharuka.com/natural‐diy‐sunscreen/

https://www.ricepowershop.jp/topics/lifestyle/ultraviolet/
「あなたの日焼け止め、危険かも！日本初の『サンゴに優しい日焼け止め』って？」
https://lee.hpplus.jp/kurashinohint/1172679/

①ブラックライトだけでなく、日光を当てた場合のデータを取りたい。

②サンゴ礁の白化現象や、その他の海洋生物への影響が問題になっ
ているので、環境にやさしい日焼け止めをつくりたい。
③(２)の実験で室温が一定に保たれていなかった可能性があるので、
できるだけ室温が変化しないようにしたい。

調査方法・実験方法

結論・まとめ・研究の成果

今後の課題

研究動機：研究テーマを探しているときに日焼け止めを作ることができ
ると知り、既存製品と効果に違いがでるのか調べてみようと思ったため。
用語解説
紫外線：殺菌作用・体内でビタミンDを生成するなど化学的な作用があ

る。波長は短く100〜400nm。波長の長い順に「UV‐A」「UV‐B」「UV‐C」が
ある。

紫外線吸収剤：化学的な仕組みで日焼けを防ぐ。紫外線を吸収する
際、微小だが熱エネルギーを生む。

紫外線散乱剤：紫外線を跳ね返すことで日焼けを防ぐ。今回の研究で
使用する酸化亜鉛、酸化チタンなどが含まれている。
メトキシケイヒ酸エチルヘキシル：紫外線吸収剤。
SPF：紫外線防御効果。UV‐Bを防ぐ指標。

UVチェックビーズ：フォトクロミックビーズ。紫外線を感知すると色が変
化する。

テーマの背景

④酸化亜鉛

酸化亜鉛 ブラックライト 市販製品

①ココナッツオイル

⑤シアバター
ココナッツオイル ブラックライト 市販製品

シアバター ブラックライト 市販製品

⑥ココナッツオイル・シアバター・蜜蝋

☆印 ブラックライト 市販製品

考 察対照実験のために

☆の材料には紫外線を防ぐ効果がない

仮説

既存製品に成分表示から、多く含まれる順に効果が高いものである
と考えた。なので、酸化亜鉛→メトキシケイヒ酸エチルへキシル→酸
化チタンの順で効果が高いと考えた。

また、紫外線吸収剤は紫外線を吸収する際微小な熱エネルギーを
生むそうだが、どれぐらいの熱なのか、紫外線散乱剤は熱を生まな
いのかを調べた。

(１)の実験では、仮説とは違いメトキシケイヒ酸エチルヘキシルの

入った日焼け止めの効果が最も高かったため、紫外線吸収剤の効
果の方が高いと考える。また、(２)の実験からは熱が発生しなかった

ため、実験方法を変える必要がある。もしくは、使用した温度計では
表示されないほど小さな熱が発生したと考える。

結 果

➂メトキシケイヒ酸エチルヘキシルの場合

メトキシケイヒ酸… ブラックライト 市販製品

⑥酸化チタンの場合

酸
化

チ
タ
ン
の

写
真

酸化チタン ブラックライト 市販製品

(１)紫外線を防ぐ効果を調べる実験

(２)熱エネルギーを確かめる実験(室温10.3℃)

酸化亜鉛 酸化チタンメトキシ… 市販製品

実験から、メトキシケイヒ酸エチルヘキシルの効果が最も高い。

どの日焼け止めからも熱は発生しなかった。

実験から、紫外線吸収剤であるメトキシケイヒ酸エチルヘキシルが、最
も紫外線を防ぐ効果が高いことがわかった。しかし、熱の発生の実験で
は思うような結果が得られなかったため、実験方法の工夫が必要であ
る。

「ナチュラル手作り日焼け止めレシピ|海と肌に優しい紫外線対策」

「紫外線って何？」

使用した市販製品の日焼け止め：アネッサ パーフェクトUVスキンケアミルク



化粧水の保湿力の持続 Ⅱ
Sustaining moisturizing power of lotion

R3 サイエンス交流会

山梨県立韮崎高等学校 １年 芦沢 澪 北原 優海 三枝 優里奈 志村 桃花

参考文献・参考URL

化粧水水溶液と精製水をそれぞれ、手の甲の決められた範囲に塗り広げ一定時間経過した後、食塩をかけてその落ちた量から保湿力を
調べた。その結果、油分が含まれている化粧水の方が精製水よりも食塩の付着量が多かった。

・精製水、グリセリン、ポリソルベート‐８０、ヒマシ油を用意する。
①グリセリン5％水溶液５０ｍｌを作る。
②ヒマシ油にポリソルベート⁻８０を入れて混ぜる。
③①に②を入れて白く乳化するまで混ぜる。
④手の甲に直径３ｃｍの円を描き、そこに５ｍｌピペットで溶液を
２滴落とす。

⑤１０秒で塗り広げ５分放置する。
⑥５分後、食塩１gをかける。
⑦落ちた量から肌についた量を求め、保湿力を調べる。
・対照実験として精製水のみのものでも実験をする。
・異なる4人A、B、C、Dの肌を用いて実験をする。

グリセリン５％水溶液の方が精製水よりも食塩の付着量が多かった。

・➀の仮説通り、油分が含まれている化粧水は精製水に比べ
て、保湿力が高まり食塩の付着量が多くなったことから、蒸発量
が少なく浸透した量が多いと考えられる。BとDで精製水の実験結
果に大きく差が出たのは、Bは手に残っていた精製水に食塩が溶
けてしまい、Dは精製水が蒸発する量が多く、食塩がほとんど付
着しなかったからと考えられる。
・②の仮説通り、肌の状態は個人差が生じ、実験結果に影響が
出た。特にAは乾燥肌、Bは定期的に肌をハンドクリームなどで保
湿していたことから、結果に大きく差が出たと考えられる。
・実験回数が少なく個人の実験結果の平均値が出せていないた
め、今回の実験結果が正確な値とは言えないと考えられる。

・油分が含まれている化粧水は食塩の付着量が多いことから、
肌を保湿する性質があることが分かった。
・実験を行う人の肌に含まれる油分の違いが、化粧水が浸透す
る量に影響することが分かった。
・実験を何度も行い、個人の平均値を出すことが必要だと分かっ
た。

・肌の状態がなるべく同じになるように、実験前はハンドクリーム
で保湿することなどを避ける。

・グリセリンの濃度を変えた化粧水での実験を行い、保湿力を比
較する。

・食塩を手にかけるときに、一定の範囲外に落ちてしまうので、
円形のふちを用いて実験をし、正確性をもたせる。

調査方法・実験方法

結 果

考 察

結論・まとめ・研究の成果

今後の課題

グリセリンで保湿！「手作り化粧水」の効果と作り方
https：//macaro-ni.jp/31344

①油分が多いと化粧水の蒸発量が少なくなることが分かってい
るので、油分が含まれている化粧水のほうが精製水に比べ、保湿
力が高まり、肌への食塩の付着量が多くなると考えられる。

②肌の状態は個人差が生じるため、手の油分が実験結果に影
響してくると考えられる。

・『化粧水の保湿力の持続Ⅰ』では、化粧水水溶液の蒸発した量
から保湿力の違いについて研究を行っていた。そこで今回は、実
際に人の肌を用いた実験を行いたいと思った。

・保湿力は油分と界面活性剤の混合割合によって、変化がみら
れることが分かっている。肌の状態によっての保湿力の変化がま
だ分かっていない。

・油は疎水性を持つことから乳化させるために、界面活性剤とし
てポリソルベート‐８０を使用した。

テーマの背景

①

② ⑥

仮 説

要 旨
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薄層クロマトグラフィー～光合成色素と葉の色の関係～

発表会名と年度

韮崎高校 １学年 岩山未希斗 小野真叶 新海寿大

参考文献・参考URL

要旨

調査方法・実験方法

結 果

考 察

結論・まとめ・研究の成果

今後の課題

謝 辞

仮説

テーマの背景

④

植物の葉と光合成色素の関係について、薄層クロマトグラ
フィーを利用して調べた。
そこから、植物に含まれる光合成色素をRf値を用いて調べ
た。
＊Rf値とは原線から各スポットまでの距離÷原線から溶媒
前線までの距離

温度などの条件によってずれが生じる。

私たちは、この実験をするにあたって２つの仮説を立てた。
①植物の葉の色は、光合成色素に依存する。
②植物の葉の色は、光合成色素の組み合わせによって作られている。
１の仮説は葉の色とほぼ同じ色の色素が得られるもの。
２の仮説は様々な種類の色素を組み合わせて(美術の絵の具のように)葉の色を
作っているとしたもの。

実験に用いた道具

・アカシデ、クスノキ、ナンテン、 ・試験管、試験
管立て、シリコン栓、毛細管、クロマトグラフィー
用TCLシート、マイクロチューブ

・シリカゲル ・駒込ピペット ・乳鉢、乳棒 ・薬さ
じ ・色素抽出液 ・展開液
手順

① 葉を細かくちぎって、乳鉢にシリカゲルととも
に入れる。乳棒で水分がなくなるまで、すりつぶ
す。

② ①でできた粉末をマイクロチューブの半分ま
で入れた後、色素抽出液を容器の線まで入れる。
③ ②の容器の上澄み液と毛細管を使ってTCL
シートに抽出液をしみ込ませる。
④ 液が乾いたのちにTCLシートを展開液にしみ
込ませる。

⑤ 展開液が溶媒前線に達した所で、展開をや
める。

各植物ごとに観察できた光合成色素名を、Rｆ値を用いて調べる。

緑色の葉の色素について調べたが、TLCシートには黄
色の色素が見られた。

このことを私たちが立てた仮説と照らし合わせて回答
を出す。

・葉の色が緑だからと言って、緑色の色素のみが見ら
れるわけではない。

・葉の色と同じ色素が出るのではなく、クロロフィルや
ビオラキサチンなど2種類以上の色素の組み合わせ
によって葉の色は作られている。

つまり、私たちが立てた仮説１が間違いであることが
分かった。

実験から得たRf値から葉に含まれている色素名が分かっ
た。

葉に含まれる色素は、葉の色が濃いほど多く、黒っぽい
色素であった。
また、含まれている色素の数も多かった。
TLCシートからは、Rf値が高いものは、それほど展開液に
溶けやすいことが分かった。
似た色の色素(カロテン、ルテイン、ビオラキサンチン)しか
しRf値がまったく違うことから、展開液絵の溶けやすさがち
がうことも明らかになった。
クロロフィルのようにaとbがあるものはRf値がほぼ変わら
ずaの方がRf値が少し高いことが分かった。

今回は種類の異なる葉について調べた。次回は、同じ葉でも緑
色のものと枯れてしまったものと比べて、含まれる色素の違いに
ついて調べてみたい。

植物の葉の色は色素に依存しない

①

②

③

展開距離 ５ｃｍ

色調 距離(ｃｍ) Rf値 光合成色素名

緑 3,4 0,68 クロロフィルa

黄緑 3,0 0,6 クロロフィルｂ

黄 2,4 0,48 ルテイン

うす黄 1,2 0,24 ビオラキサンチン

展開距離 ５ｃｍ

色調 距離(ｃｍ) Rf値 光合成色素名

緑 3,7 0,74 クロロフィルa

黄 4,8 0,96 カロテン

黄緑 3,5 0,7 クロロフィルb

黄 3,2 0,64 ルテイン

うす黄 1,6 0,32 ビオラキサンチン

展開距離 ５ｃｍ

色調 距離(ｃｍ) Rf値 光合成色素名

黄 3.0 0,6 ルテイン

黄緑 3,3 0,66 クロロフィルb

緑 3,5 0,7 クロロフィルa

苔色 4,0 0,8 フェオフィチン

うす黄 1,5 0,3 ビオラキサンチン

←右の場合
Rf値＝3,4÷5,0ｃｍ

＝0.68

http://blog.livedoor.jp/foodatoz/archives/51
958566.html



韮崎・甲陵サイエンスフェスタ 令和３年度

韮崎高校 1年 赤坂雅樹 堀口優空 渡辺大斗

参考文献・参考URL

要旨

調査方法・実験方法

結 果

考 察

結論・まとめ・研究の成果

今後の課題

謝 辞

仮説

テーマの背景

様々な場所に付着した微生物の観察

・様々な場所で微生物を採取し、培養して観察する。 ・日当たりの良しあしや、人の接触によって繁殖する微生物にどんな違いがでるのかを調べる。
・観察したものの共通点などから観察した微生物がどんな種類なのかを考える。

＜まとめ＞
・人のよく触れる場所で確認できた共通の微生物は緑がかった藻のようなものだった。（蛇口、自販機）
→おそらく糸状菌（カビ）だと考えられる。

→種類：ペニシリウム 特徴：生活環境に多い。アレルギーの原因。
エアコンのフィルター、クローゼット、押し入れ、家具の裏などの埃の中によく見られる。
冷温でもゆっくりと生育することができる。

・一番多く観察できたのは糸状のものだった。（蛇口、自販機、駐輪場の土、中庭の土）
→おそらく糸状菌(カビ)だと考えられる。

→糸状菌は土壌微生物のなかでも最も種類が多く、環境問わずさまざまな場所に生息している。

＜研究の成果＞
・今回の実験によって身の周りに付着し生息している微生物の種類や共通点を知ることができた。
また、今回の実験だけでは確認しきれなかったことや、見つけられなかった共通点もあるとおもうので
今後の課題にしていきたい。

・次は人のいないところでは、人のいるところで観察できた共通点を観察することができ
るのか。
人が触れたものにみられた共通点は本当にそのものだけの共通点なのか。
を調べたい。

・なぜ糸状菌がいろんな環境に適応できるのかを追求したい。

＜仮説＞
採取したものや場所による違いを考える。
1.普段人が触れるような場所では同じような微生物が観察できるのではないか。
2.土でも日陰や日向、採取した場所によって観察できる微生物は変化するのではないか。

＜考察＞
・自販機と蛇口ではシャーレ上で同じような塊が確認できた。＜図１＞
→共通点 ・外に設置されている。 ・人がよく触れる。
→相違点 ・違う色のものも確認できた。（今回観察したのはどちらも緑の斑点）

＜図１＞ ＜図２＞ ＜図３＞
蛇口 自販機

・どちらも緑がかったものが観察できた。＜図２＞ ＜図３＞
→共通しているのは糸状菌（カビ）であると考えられる。種類：ペニシリウム 特徴：生活環境中に多い。アレルギーの原因。

・同じ土でも採取した場所によって観察できるものが違う。＜図４＞ ＜図５＞

＜図４＞ ＜図５＞ ＜ペニシリウムの
駐輪場 中庭 参考画像＞

・土の日当たりによっても観察できる微生物が変わった。悪→糸状 良→斑模様

日当たりの違いによって生じる土壌の水分の含み方の変化によって生息する微生物の種類が変わったと考えることができ
る。
ただ、土質の違いや周りの植物の量による変化とも考えられる。

・今回の観察では糸状のものが一番多く観察できた。
→糸状菌（カビ）で様々な場所で観察できたので最も適応力が高いと考えられる。

・駐輪場の土では糸状のものと数珠状のものが観察できた。
→直線状の放線菌だと考えられる。

・今回の実験では培養した期間が一週間で統一しているので同じ微生物ならどこで採取していても観察できると考えると
観察できなかった微生物はそこには生息していないと考えられる。

・培養中の環境によっては違うものが観察できたのではないかとも考えられる。

4.中庭の椅子付近の土（日当たり良）
斑模様のようなものが観察できた。

採取した場所ごとの結果

1.蛇口
緑がかったものが観察できた。

2.自販機
藻のようなものが観察できた。

3.駐輪場近くの土（日当たり悪）
数珠状のものが観察できた。

＜実験方法＞
様々な場所から採取した微生物を観察した。
1.それぞれの場所で道具を用いて～を採取する。
2.シャーレの培地で一週間培養する。
3.その後、道具を使って微生物をスライドガラスに移し顕微鏡で観察した。

例）

<テーマの背景>
・私達の身の回りには微生物がいることは知っていた
・だが、どういった環境でどのような微生物が観察できるのかは今まで考えてこなかった
・そこで、身の回りにある微生物を採取して環境と微生物の関連性を調べようと思った

土壌微生物の世界https://www.yanmar.com/jp/agri/agri_plus/soil/articles/02.html
びせいぶつってなに？http://www.microbial-ecology.jp/or/microbial.html
カビの基礎知識 その①：カビってなんだろう？１．カビの基礎知識 その①：カビってなんだろう？ | ビルトイン空
気清浄機はトルネックス (gaiki-seijouki.jp)
とやざき農業日誌 https://blog.goo.ne.jp/toyazaki_nouen/e/2c80e1d83d86c88ac2c234a445c5c405

https://www.yanmar.com/jp/agri/agri_plus/soil/articles/02.html
http://www.microbial-ecology.jp/or/microbial.html
https://www.gaiki-seijouki.jp/column9/2239/
https://blog.goo.ne.jp/toyazaki_nouen/e/2c80e1d83d86c88ac2c234a445c5c405


学校の身の回りにいる菌の種類の数と場所調べ
Find out the number and location of the types of bacteria around the school

令和三年度サイエンス交流会

山梨県立韮崎高等学校 1年 内田葵子 秋山凛乃 北原聖菜

参考文献・参考URL

要旨

調査方法・実験方法

結 果

考 察

結論・まとめ・研究の成果

今後の課題

謝 辞

仮説

テーマの背景

・身近にどれほどの種類の菌がいるのか気になったから

・砂や土に多いと思う。

・電柱は人にあまり触れないと思うので少ないと思う。

器具のこと
かき混ぜ棒、培地、スタンプ、顕微鏡、蓋つきの容器

①学校または外での菌の採取

②培地に調べたいものを付けたら、インキュベーターにいれて一
週間培養する

③培地に生えた菌の種類を肉眼で数える

電
子
顕
微
鏡

肉眼で見える微生物の大きさについて

光
学
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微
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【図1】微生物の大きさ
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肉眼で見える菌の種類

【表1】

よくわかる微生物学の基本としくみ 高麗寛紀著

・菌の種類の多い場所の共通点は、手の触れやすいところだと考え
られる。

・土や砂には、菌の種類は少なかったが量は多かったように見えた。

・電柱には、菌の種類が多くみられ、風に乗って菌が運ばれてきたの
ではないかと考えられる。

・一番多い場所は、上履きの裏であり、一番少ない場所は、自動販
売機の人気のないボタンであった。

・また、菌の種類の多い場所に共通することは手に触れやすいところ
であった。

・学校の身の回りの場所のどこが、菌の種類が多いか少ないか、またはそれらの共通点について調べた。

【次回の課題】

・コロニーカウントするための専用器具や希釈方法を使って詳しく量
や種類の数を調べてみたい。

【次回の取り組みたいこと】

・上履きの裏に菌が多かったため、室内のどの辺りの床が最も菌が
いるか調べてみたい。そこから予測できることを調べてみたい。

微生物とは、真正細菌、古細菌、真核生物の中の菌界に属するもの。
真正細菌と古細菌は、原核生物。

上履きの裏 電柱花壇の土

【図２】実験後の培地

【図３】実験後の培地 自動販売機のボタン比べ

人気のある飲み物のボタン 人気のない飲み物のボタン



身近に潜む菌
韮崎サイエンスフェスタ ２０２２

韮崎高等学校 １年 向山音葉 坂本真弥

参考文献・参考URL

実験対象
・グラウンドにある水道場の蛇口：不特定多数の人が使うから。
・校舎裏にある木の苔：自然界での様子。
・電柱：普段触ることがないから。

実験方法

・対象物をプラスチック製の容器に採取する。または、直接培地に着け
る。

・ケースの方は純水を入れ振り、しばらくしたら上澄み液をスプーンで取
り培地に2，3回こすりつける。
・１週間放置する。
・培地に広がった物の観察
・培地に広がった物を顕微鏡で観察

要旨

①木の苔

培地の様子からどの場所も多くの生物が存在していること、ま
た培地の様子がどれも似ていることが分かる。
実際に顕微鏡で覗いた特徴と採取した場所から、

①・・・糸状の菌：糸状菌（カビ）
丸いツブツブの菌：ピキア菌（酵母）

②・・・凹凸のある糸状の菌：糸状菌（カビ）or放線菌

③粒状の菌：ピキア菌（酵母菌）

ではないかと考えられる。

以上のことから、人が触るところにはそれ特有の菌が存在す
るのではないかということが言える。

人が触れるところに糸状菌または放線菌のようなものがそ
んざいしており、人があまり触れないところにはピキア菌（酵
母菌）が存在していると思われる。

場所によってそれぞれ特有の菌が存在しており、どのような
菌が存在しているかをおおよそ予測することができた。

また、自然界には人が触る触らない関係なしにたくさんの菌
が潜んでおり、その中の一部を私たち人間が手に所持してい
るということが分かった。

触らないところとして電柱を挙げたが、まれに触る人がいたた
め完全ではなかったので、もっと条件のいいところを探したい。

培地にできた菌のうち一か所しか調べられなかったり、培地の
どこか採取したのかを把握していなかった。次の実験では、採取
した場所を把握したうえで、できるだけできた菌をすべてしらべら
れるようにしたい。

調査方法・実験方法

結 果

考 察

結論・まとめ・研究の成果

今後の課題

手を洗うことが習慣になりつつあるとは言えども、それはあくまで外から
帰ってきたときのことであり、一時間ごとに手を洗ったりしている人はそ
う居ない。しかし、私たちは日頃色々なものに触っている。そしてそれら
を持ち歩いている。とするならば人の触る触らない関係なしに物にはた
くさんの生物おり、似たようなものが存在していると思う。

具体的にはどこにでも繁殖するカビなどの生物がいるのではないかと
思う。

仮説

テーマの背景

一昨年より新型庫コロナウイルスの感染が流行し、今では手洗いうが
いといったことが習慣となりつつある。では、そもそも私たちは日常の
中で一体どんなものに触れているのだろうか？ということに興味を持ち、
水道の蛇口など不特定多数の人が触るところについて調査してみた。
また、普段人があまり触れない様な場所や自然界ではどの様な違い
があるのかという比較もしてみた。

②蛇口

③電柱

ピキア（ハンゼヌラ）「食品衛生の窓」東京福祉保健局
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/kabi/kabi1-
10.html

放線菌
放線菌 - Wikipedia

糸状菌
糸状菌 - Wikipedia

チーズのカビを顕微鏡で見てみる
チーズのカビを顕微鏡で見てみる | 科学者ママnickyオフィシャルブ
ログ「科学者ママのお料理ノート」Powered by Ameba (ameblo.jp)

人が触るところと触らないところの菌の違いについてまた、どのような菌が存在しているのかについて調査してみた。



「カビについて」

山梨県立韮崎高等学校 ２年 望月朋樹・馬場洸輔・望月洋太

参考文献・参考URL

概要

結論・まとめ・研究の成果

今後の課題

仮説

考察

テーマの背景

実験内容：カビを採取し、観察した。
結果：カビが多くいる場所と、少ない場所があった。

カビは、菌糸が集まってできていると考えられる。

・ふだん見ることのできないカビがどのような形をしていて、
どのような所にいるか気になったから。

・カビは酵母、キノコを含め真菌と呼ばれる微生物の一群
である。

・カビの種類は１０万種あり、その中には有害なカビ、有益
なカビなど様々。

調査方法・実験方法

結果

１．培地にカビをつける

（試験管の場合）1-１ 試験管の中に土を入れる

1-２ 試験管の中に水を入れる

1-３ ふたをして試験管を数回振る

1-４ 上澄み液が出るまで時間をおく

1-５ 出てきた上澄み液をつまようじ

で取り培地につける

２培地のふたをを閉じ一週間常温で保存する

３一週間後、培地のふたを開ける

４培地についているカビを爪楊枝で取り、スライドガラ

スにつける

５つけた部分に水を一滴たらし、カバーガラスをのせる

６カバーガラスの上にろ紙を置き上から手で力を加える

７ろ紙を取り、作ったプレパラートを顕微鏡のステージ

にのせ、観察する

→

・人が触れる場所でも場所によって菌の量が違う。
鉄棒＝多い 自販機のボタン＝少ない

ボタンには何らかのコーティングがされている。調
べた結果、抗菌・抗ウイルス「Dｒハドラスコーティン

グ」がされていた。このコーティングは染み込むも
の以外のほとんどにコーティング可能。抗ウイル
ス・抗菌性とともに防汚、防キズなどの効果が5年
間持続される。よって菌の量が少なかった。

・菌の形は細長い形が多かった。菌糸の拡大図と
似ていたことから菌糸が伸びて集まってできてい
るので、カビ・キノコの仲間と考えられる。

・食べ物にいる菌を調べる。
・菌によって色が違うのはなぜか。
・菌の働きについて調べる。
・菌の種類について調べる.

・菌がどのようにして誕生したのか。

日本きのこセンターきのこのからだ｜きのこ百科
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000057495.html

人がよく触れるものや場所にはカビがたくさん存在する。
理由
・ 人には様々な菌がついているから。

・ 温度が高く陰の多い場所ではカビが生えやすいから。

・カビは菌糸があるため細長い形をしている。

・菌が細い糸状になっているのは、菌糸が寄り集まっ
たものであると分かった。

・たくさんの人が使うような場所には抗ウイルス・抗菌
性のあるコーティングがされていることがわかった。

→

観察した菌の写真。
細長いものが集まってできている。
菌糸と似ているため
菌糸が集まってできていると考えられる。

ボタンの部分は菌がない。 全体的に菌がある。



中和滴定による酸の濃度測定
令和3年度 サイエンスフェスタ

韮崎高校 1年 藤森一翔 久末悠月

参考文献・参考URL

私たちは身近にある酸味がする溶液のなかで３つの飲み物（ポッカレモン100％、Doleオレンジ100％、Doleリンゴ100％）の
酸の濃度を中和滴定によって求め、その後比べ最も酸味が強いものを科学的に求めた。

要旨

実験方法

考 察

研究の成果・今後の課題

仮説

テーマの背景

・身近にあるすっぱいと思うものは、数値からみてどれくらいの酸の濃
度なのか、他のものと比べてどれくらい酸の濃度の違いがあるのか疑
問に思ったから。

調査方法

すっぱいものに入っている酸（Ｈ＋）と水酸化ナトリウムに入っている
（ＯＨ－）が釣り合ったとき（Ｈ＋＝ＯＨ－）に指示薬（フェノールフタレイ
ン溶液）が反応する実験。色が変わったところが中和したことを表して
いるため、それまでに使った水酸化ナトリウムの量から計算で含まれ
ている酸の濃度を求めることができる。
※今回使用したジュースの酸をクエン酸と仮定して実験を行う。

今回実験するジュースではレモン100％→オレンジ100％→リンゴ100％

の順に酸味が強いと感じたので、その順にクエン酸の濃度が高いと考
える。

＊器具
ビーカー、100mlメスフラスコ、10mlホールピペット、安全ピペッター、
ビュレット、コニカルビーカー、洗浄瓶、ろうと、ビュレット台、安全メガネ

＊使用する薬品等

水酸化ナトリウム水溶液、蒸留水、フェノールフ
タレイン、希釈した果汁

実験方法

①．ホールピペットでジュースまたは果汁を
10ml測り取りとり、メスフラスコに移し、10倍にう
すめる

②．①を10ml測り取りコニカルビーカーに入れ、
そこにフェノールフタレインを2～3滴入れる。

③．ビュレットに水酸化ナトリウム溶液を入れ活
栓を開いて、ビュレットの先端まで溶液で満たさ
れるようにし、水酸化ナトリウム水溶液の液面
の目盛りを読む。

④．ビュレット台の下に溶液の入ったコニカル
ビーカーを置き、ビュレットから水酸化ナトリウ
ム溶液を少しずつ滴下する。②の溶液の色がう
すい赤色になり、混ぜても色が消えなくなったと
ころで滴下をやめ、そのときの水酸化ナトリウ
ム水溶液の液面の目盛りを読む。

⑤．②と④の操作を繰り返し行い水酸化ナトリ
ウム水溶液の滴下量の平均値を求める。

結 果

・レモン100％

1回目 2回目 平均滴下量 クエン酸酸のモル濃度

滴定終了（ml） １１．１６ ２２．７９

滴定開始（ml） ０．５９ １１．６１

滴下量（ml） １１．０２ １１．１８

1回目 2回目 3回目 平均滴下量 クエン酸のモル濃度

滴定終了（ml） １．７０ ２．３４ ２．９１

滴定開始（ml） １．０９ １．７０ ２．３４

滴下量（ml） ０．６１ ０．６４ ０．５７

・オレンジ100％

・りんご100％

1回目 2回目 3回目 平均滴下量 クエン酸のモル濃度

滴定終了（ml） ５．１８ ６．６０ ８．１２

滴定開始（ml） ３．６１ ５．１８ ６．６０

滴下量（ml） １．５７ １．４２ １．５８

＊クエン酸のモル濃度の求め方

・中和滴定の実験の原理
https://nobita-60-chemistry.hatenablog.com/entry/2020/10/15/210042

・中和滴定濃度決定の計算式
https://kou.benesse.co.jp/negate/science/a13q08bb01.html

レモン100％→オレンジ100％→リンゴ100％の順で酸のモル濃度が高かったため、
その順に酸味が強いということが考えられる。それは、レモン100％の酸の濃度
はオレンジ100％の約7.3倍、リンゴ100％の約18.5倍、オレンジ100％の濃度はリ
ンゴ100％の約2.6倍と大きな差があったからだと考えられる。

今回実験したジュースのなかでは、レモン100％が一番酸の濃度が高
いということがわかった。リンゴ100％は意外と酸の濃度が低いことが

分かった。実験では実験の回数が違ってしまったため正確なデータに
ならなかったと思うので、回数を合わせてより正確なデータを出せるよ
うにしたい。また、クエン酸と仮定したためクエン酸ではない酸も含まれ
ていると思うので正確な結果が出るように実験していきたい。

今後は以下のことを調べていきたい。

・水酸化ナトリウム以外の水溶液（ＯＨ－をもつ）でも同じ実験が行える
のか。
・反応した酸の成分の分析。

・実験した物のフェノールフタレインによって色が変わるか、変わらない
かの境界を調べる。
・反応による塩の組み合わせはどうなるのか。

11.1（ml）

１．５２（ml）

０．６１（ml）

０．０５１
（ Τ㏖ L）

０．３７
Τ（㏖ L ）

X

10
×
3 × 10

1000
=
1 × 0.1 ×平均滴下量

1000

０．０２
（ Τ㏖ L）

https://kou.benesse.co.jp/negate/science/a13q08bb01.html


リンゴジュースの酸味料による味覚への影響

Ｒ３年度 サイエンスフェスタ

山梨県立韮崎高等学校 １学年 前嶋諒政 石川拓杜 猪股友助

参考文献・参考URL

要旨

調査方法・実験方法

結 果

考 察

結論・まとめ・研究の成果

今後の課題

仮説

テーマの背景

結果に書いた数値からNaOHの量は
果汁２０％は0,49、果汁１００％は平均0,45なので0,45
リンゴジュースの密度を1,0、酢酸の物質量を６０として
１×x×１０００分の１０＝１×0.100×１０００分のNaOH量
でmol濃度を求め
上の計算の答え×１０×６０
で１Ｌの中の酢酸の質量を求め
１０００×１，０分の上の計算の答え
で酢酸の濃度（％）を求めることができる
計算をすると酢酸濃度は
果汁２０％では0,27％、
果汁１００％は0.252％となった。
この数値を鵜吞みにすると0,018%分使っていると
思われるが、果汁２０％の方の数値は一回分だけなので
信憑性が少ないことから0.018%に近い数値と
思われる。

リンゴジュースは果汁が使われている量が違う品があり
果汁２０％には酸味料が使われており果汁１００％
には使われておらず、興味が湧いたから。

濃度が不明の酸や塩基を濃度がわかっている酸や塩基で中和して濃度を求める操作。
今回では、リンゴジュース（酸）の濃度を求める。また、濃度がわかっている塩基はNaOHを使用した。

実験器具
ビーカー、１００mLメスフラスコ、１０mlホールピペット、ろうと、
安全ピペッター、ビュレット、コニカルビーカー、洗浄瓶、
安全メガネ、ビュレット台

実験
（１） ビュレットにNaOH水溶液を満たし、コックを開放し先
端部分の空気を抜く。
（２） 希釈した果汁をホールピペットを用いて１０mlコニカル
ビーカーにとり、フェノールフタレインを２，３滴加える。
（３） コニカルビーカーを振りながらNaOH水溶液をビュレッ
トから滴下する。

（４） コニカルビーカー内の水溶液が淡い赤色になったら、
ビュレットの目盛りを読む。
（５） 使用したコニカルビーカーは、純水で洗って再度使う。
（６） 以上の操作を繰り返し、中和に必要なNaOH水溶液の

体積の平均値を求める。（少数第３位を四捨五入して、少
数第２位まで求める。）

1つ目（果汁２０％）
１～３回目にかけてNaOH水溶液が多く濃い赤色になった。し
かし、４回目は淡い赤色になった。

http://sekatsu-kagaku.sub.jp/neutralization-titration.htm

・中和をするときのNaOH量が多くなってしまったので次はそこ
に意識を置いて実験したい。
・機会があれば今回使った果汁２０％のリンゴジュースを
使い、実験の回数を増やしたい

・今回はリンゴジュースで実験を行ったので他の酸でも試して
みたい。

果汁１００％から２０％になっても果汁の酸の濃度はほぼ
変わらないから、酸味料で多少酸は濃くなっていると
思われる。

２つ目（果汁１００％）
１，５回目は濃い赤色になってしまったが２～３回目は淡い
赤色になった

１回目 ２回目 ３回目 ４回目

滴定終了（mL) 1,00 1,50 2,01 2,50
滴定開始(mL) 0,02 1,00 1,50 2,01
滴下量(mL) 0,98 0,50 0,51 0,49

結果

１回目 ２回目 ３回目 ４回目 ５回目

滴定終了（mL) 0,70 1,12 1,60 2,05 2,55
滴定開始(mL) 0,12 0,70 1,12 1,60 2,05
滴定量(mL) 0,58 0,42 0,48 0,45 0,50

果汁２０％で酸味料があるものと
果汁１００％ではどちらも酸の濃度はほとんど変わらず
食酢の酢酸濃度は約６、０％酢酸が入っていると
自分たちの実験ではでたのでこれと比べると
とても少ないことが分かった。
そして、酸味料が使われているといっても、
それは、本当に少しで味覚に差し支えないと分かった
だというのもわかった。

wikipedia



中和滴定
令和4年度サイエンスフェスタ

韮崎高校　１年３組　相吉優人・朝川響・川山慶大

参考文献・参考URL

要旨

調査方法・実験方法

結　　果

考　　察

結論・まとめ・研究の成果

今後の課題

仮説

テーマの背景

仮説：レモン果汁の方が酸性度が高い。
概略：酸性の水溶液（果汁20%のリンゴジュースと果汁100%のレモン果汁）の酸性度を調べ、比べる。

果汁が含まれる飲料などを１０倍に薄め、フェノールフタレインを加える。
それに水酸化ナトリウムを水溶液が薄い赤色になるまで加えることで、中和に必要な水酸化
ナトリウム水溶液を量り、クエン酸のモル濃度を調べる。

手順：
　１ 水酸化ナトリウム水溶液でビュレットを共洗いする
　２ ビュレットに水酸化ナトリウム水溶液を満たし、コックを解放して先端部分の空気を抜く
　３ 希釈した果汁で共洗いしたホールピペットを用いて10mlコニカルビーカーにとり、フェノール

　フタレインを２，３滴加える
　４ コニカルビーカーを振りながら水酸化ナトリウム水溶液をビュレットから滴下する
　５ コニカルビーカー内の水溶液が薄い赤色になったら、ビュレットのメモリを読む
　６ 使用したコニカルビーカーは、純水であらって再度使う
　７ 以上の操作を繰り返し、中和に必要な水酸化ナトリウム水溶液の体積の平均値を求める

この実験は酸性の対象物と、アルカリ性の水酸化ナトリウム水溶液との、中和につい
てを調べる実験である。
酸性度が高いほど、クエン酸濃度が高く、変色するまでの水酸化ナトリウム水溶液の
滴下量は多い。
レモン果汁とりんごジュースでは、レモン果汁の方が酸性度が高いと予想する。
理由としては、酸性の特徴である酸味がレモン果汁の方が強いからである。

・中和滴定よってそれぞれの果汁にはどのくらいクエン酸が入ってるか調べたかったから。
・明らかになっていること：果汁によって中和させるための滴下量はそれぞれ違う。
・中和滴定の基礎知識
中和滴定とは中和反応を用いて、酸や塩基の濃度や物質量を求める操作のことを中
和滴定という。
・中和滴定の原理
酸（H＋）のmol    　＝ 塩基（OH−）のmol

例)クエン酸と水酸化ナトリウムの中和反応式
C6H8O7＋3NaOH→C6H5O7Na3＋3H2O 

この実験で普段見る飲料などのクエン酸濃度を調べ、レモン果汁
とリンゴジュースの酸性の高さがわかった。
レモン果汁の場合、クエン酸のモル濃度は3.7×10^-1mol/L
りんごジュースではクエン酸のモル濃度は1.5×10^-2mol/L
という結果になった。
つまり、モル濃度が約2.47倍高いレモン果汁の方が酸性度が高
いことがわかった。

・しくみ
中和滴定（ちゅうわてきてい）は濃度未知の
酸や塩基を濃度既知の酸や塩基で中和して
酸や塩基の濃度を決める操作（滴定）である。

・仮説に対する解答
実験をした結果、クエン酸濃度はレモン果汁が多
い結果となった。つまり仮説通りの結果となる。

・https://rikeilabo.com/neutralization-titration
・http://www.asahi-net.or.jp/~ye3t-hrby/2000jikken/
Btyuwa.html

　 　 　　　　　　　　平均適下量 11,1㎖
　　　　クエン酸の量 3.7×10^-4mol
　クエン酸濃度 3.7×10^-1mol/L

・同じものを使い、水酸化ナトリ　　
　ウム水溶液を別のものに変えた　
　時の結果
・アルカリ性の強さを調べる実験

この実験では食酢ではなく
果汁の入った飲料など

㎖ 1回目 2回目 ３回目 4回目
測定終了 4.2 4.6 5.05

測定開始 3.7 4.2 4.6

適下量 0.5 0.4 0.45

㎖ 1回目 2回目 ３回目 4回目
測定終了 11,61 22,79

測定開始 0,59 11,61

適下量 11,02 11,18

藤森一翔、久末悠月班より
ポッカレモン100
(レモン果汁100%)

純水りんご
（果汁２０％）

平均滴下量　　　           0.45㎖
クエン酸の量       1.5×10^-5mol
クエン酸濃度    1.5×10^-2mol/L

https://rikeilabo.com/neutralization-titration


ジュースの中和滴定
韮崎⾼校 1年 清⽔理紀

細⽥菜緒
落合 倫

1回⽬ 2回⽬ 3回⽬ 4回⽬
滴定開始（mL） 1.39 2.32 2.81 3.32

滴定終了（mL） 1.91 2.81 3.29 3.92

滴下量（mL） 0.52 0.49 0.48 0.60

式）（0.52+0.49+0.48+0.60）÷4＝0.5225

⼩数第3位を四捨五⼊して⼩数第2位まで求める
平均滴下量：0.52mL

1回⽬ 2回⽬ 3回⽬ 4回⽬ 元の希釈果汁

実験結果

実験結果から希釈果汁に含まれるクエン酸のモル濃度を求める

クエン酸と⽔酸化ナトリウムの中和反応式
C6H8O7 + 3NaOH → Na3(C6H5O7) + 3H2O

①0.52mLの時の⽔酸化ナトリウム⽔溶液のmolの値
1000：0.1＝0.52：x

x ＝5.2×10^(-5)mol

②希釈果汁のmolの値
5.2×10^(-5)mol÷3＝1.79×10^(-5)mol

③希釈果汁のmol/L
1.79×10^(-5)÷0.01＝1.79×10^(-3)mol/L

希釈果汁に含まれるクエン酸のモル濃度：1.79×10^(-3)mol/L

考察

①ビュレットに⽔酸化ナトリウム⽔溶液を満たし、
コックを開放して先端部分の空気を抜く。

②10倍に希釈した果汁で共洗いした
ホールピペットを⽤いて10mlコニカルビ
カーにとり、フェノールフタレインを2,3滴加える。

③コニカルビーカーを振りながら
⽔酸化ナトリウム⽔溶液を
ビュレットから滴下する。

④コニカルビーカー内の⽔溶液が薄いピンク⾊になったらビュレットの⽬盛
りを読む。

⑤使⽤したコニカルビーカーは純⽔で洗って再度使⽤する。

⑥以上の作業を繰り返し、中和に必要な⽔酸化ナトリウム⽔溶液の体積の平
均値を求める。

⼿順

ビーカー、100mlメスフラスコ、ビュレット
安全ピペッター、コニカルビーカー、洗浄瓶、10mlホールピペット、
ろうと、ビュレット台、安全メガネ
⽔酸化ナトリウム⽔溶液(10mol/L)、蒸留⽔、フェノールフタレイン
希釈した果汁(Tropicanaエッセンシャルズマルチビタミン果汁18%)

使⽤する器具・薬品等

果汁18%の飲料⽔を⽤いたため、果汁に含まれるクエン酸のモル濃度は18%に限りなく近くなると仮説をたてた。しかし、実験結果では18%より
モル濃度が低くなった。これは、実験の際含まれている酸をクエン酸の仮定したため、この果汁の中にはクエン酸以外の酸も含まれている含まれ
ていると考えられる。

要旨

この実験は中和反応を⽤いて、クエン酸と⽔酸化ナトリウムが過不
⾜なく反応する点を調べ、クエン酸のモル濃度を求める実験である。
濃度が不明の酸(ここではクエン酸)の⽔溶液が完全に中和するまで
(薄いピンク⾊になるところ)を濃度が分かっている塩基(⽔酸化ナト
リウム)を滴下し、完全に中和した時点の塩基の体積を調べる。酸と
塩基のモル濃度は等しいので、その体積を⽤いてクエン酸のモル濃
度を求めることができる。

⽤いる化学反応式
C6H8O7 + 3NaOH → Na3(C6H5O7) + 3H2O

テーマの背景

実験に⽤いたジュースの果汁が18%であったため、クエン酸のモル濃度も
18%に近くなると考えられる。

仮説

この実験の⽬的に沿って、中和滴定の結果から果汁に含まれ得るクエン酸
の濃度を1.79×10^(-3)mol/Lと求めることができた。
その結果、仮説通り希釈果汁のモル濃度と実験に⽤いたジュースに記載さ
れている濃度は異なった。
よってクエン酸以外の様々な酸(リンゴ酸など)が実際には含まれているこ
とが分かった。

結果

実験結果としてモル濃度を出せたものの、各回数ごとに⾒てみると、1〜
３回⽬にかけて滴下量の調整が上⼿くいかず、きちんと中和できていない
ことがわかる。
また、４回⽬はほんのりとピンク⾊に染り、視覚的には実験の成功を感じ
た。しかし数値としては1〜３回⽬より多く⽔酸化ナトリウム⽔溶液を加
えていることになり、誤りが⽣じている。
そのため、なぜこの誤りが⽣じたのかを考え、⼩さなミスを改善していき、
また違った実験データを出してみたい。

今後の課題

②→
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