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図 1 表を用いた倍積完全数の作り方 

素数の累乗と約数の総和の関係について ～倍積完全数に迫る～ 
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１．背景・目的 

  整数は日常にあふれ、特別な意味を持つようには見えない。だが数学的な考察を試みればその整数

には、4 は平方数、5は素数等と、個々に違った特徴があることが分かる。私はこのような整数の不思

議な性質に興味を持ったため、数論の研究を始めた。数論の中でも私は完全数に着目した。完全数と

は、その正の約数の総和が元の数の２倍になる数のことである。完全数について調べるうちに倍積完

全数というものをみつけた。これは完全数が元の数の２倍であるのに対し、それを自然数倍まで拡張

したものである。倍積完全数の中でも２倍完全数は完全数のことである。そこで、倍積完全数で一般

的な理論が完成すればそれが完全数にも適応でき、間接的に完全数を研究できると考え、倍積完全数

を研究することにした。 

２．方法 

  「素数の累乗」とその「約数の総和の素因数分解」の対応表を独自に作成し、倍積完全数の性質を

探る。特に、「素数の累乗」とその「約数の総和の素因数分解」の関連性を探る。 

３．倍積完全数の性質 

「素数の累乗」とその「約数の総和の素因数分解」の対応表（表１）のＡ列から数を適切に選び、

選んだＡ列に対応するＢ列の数をすべて掛け合わせることで倍積完全数を作ることができる。 

表１ 「素数の累乗（Ａ）」とその「約数の総和の素因数分解（Ｂ）」 

        

2 3 3 22 5 2×3 7 23 

22 7 32 13 52 31 72 3×19 

23 3×5 33 23×5 53 22×3×13 73 24×52 

24 31 34 112 54 11×17 74 2801 

25 32×7 35 22×3×7 55 2×32×7×31 75 23×3×19×43 

26 127 36 1093 56 19531 76 29×4733 

27 3×5×17 37 24×5×41 57 23×3×13×313 77 25×52×1201 

28 7×73 38 13×757 58 19×31×829 78 32×19×37×1063 

（nを自然数、σ(n)を nの約数の総和、k = ( )
として、k倍完全数とする。） 

 

 

  



例として、３倍完全数 120 を作る過程を示す。 

① Ａ1列から 23を選ぶ。対応するのは 3×5である。 

k = ×
となる。kは自然数でなければならないがこのままでは自然数にならない。 

② Ａ２列から 3を選ぶ。対応するのは 23。 k = ( × )×
( )×  となる。まだｋが自然数にならない。 

③ Ａ3列から 5を選ぶ。対応するのは2 × 3。 k = ( × )×( )× ×
( )×( )× = 3で kが自然数となるためＡ列か

ら数を選ぶ作業を終了する。 

④ 選んだＡ列の数 23, 3, 5 を全てかけると 120 になる。これで３倍完全数 120 の完成である。 

このように表から選んだ数に関して 
隣接する B列の数の積

選んだ A列の数の積
 が自然数とならなければいけないが、そうな

るためにはどのようにＡ列から数を選べばよいかについては明らかになっていない。 

一方で、表１からいくつかの法則性が見つかった。その中でも特に『Ａ列で素数の奇数乗になって

いるものの約数の総和が、その素数の１乗の約数の総和の倍数になっている』ということに注目し

た。例えば 3５の約数の総和は、3の約数の総和の倍数（つまり 22＝４の倍数）になる（表２）。 

底 2の場合を例にして表３を作成した。左列に指数を 1から順に並べる。そしてそれらの実際の値

とその約数の総和、そしてその左側にはそれぞれの素因数分解の指数を表している。例えば 25の約数

の総和は 63 で素因数分解すると 32×7となり、3の指数が 2、7の指数が 1であるから、3の列に 2、7

の列に 1 を入力している。この表の列を見ると素因数分解の指数が一定の間隔

で現れていることが分かる。例えば 3 の列には、元の数の指数が 1，3，5のよ

うに奇数の時のみ数が現れている。3以外の列でもある一定の規則性が見られ

た。底を 2以外にして同様の表を作っても素因数分解の指数に規則性が見られ

た。そこで、素数の累乗の約数の総和にはある一定の規則性があるのではない

かと考えた。今作成している表のすべての列に関して言えることが次の２つで

ある。 

 約数の総和の任意の素因数はある一定の間隔で現れる。 

 その一定の間隔を sとした時、最初に数が現れるのは元の数の指数が s-1 のとき。 

 

表３ ２の累乗とその約数の総和の素因数分解２ 

指数   値 約数の総和 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 … 

1 2 (1+2=)   3  1          … 

2 4 (1+2+4=)   7    1        … 

3 8 (1+2+4+8=)  15  1 1         … 

4 16 (1+2+4+8+16=)  31           1 … 

5 32 (…=)  63  2  1        … 

6 64 (…=) 127            … 

7 128 (…=) 255  1 1    1     … 

8 256 (…=) 511    1        … 

… … … … … … … … … … … … … … … 

A2 B2 

3 2２ 

… … 

35 22×3×7 

表２ 表１の抜粋 



図２ 5 で割った余りの進行 

 ４．主張と整理 

  以上のことを踏まえて、以下に主張としてまとめる。 

  表３の素因数 5の列について、指数が規則的に現れるということは「素数の累乗の約数の総和が 5

の倍数であるものが規則的に現れている」と言い換えられる。ここで逆に、素数 2の累乗の約数の総

和が 5の倍数であるための必要十分条件を考えてみる。 

σ(2 ) = 1 + 2 + 2 +⋯+ 2 + 2   

= ( ) = 2 − 1  
つまり、2 − 1 ≡ 0(mod 5)であればよい。 

2 ≡ 1(mod 5)  
ここで 2の累乗が 5で割って 1余るとき、その指数を 1ずつ増やすとその余りは 

1,2,4,3,1,2,4… 

というように４つずつ循環することがわかる（図２）。 

つまり、σ(2 )(nは自然数)が 5の倍数であるような自然数 nは４個の連

続する自然数の中に１個ずつ定期的に表れることがわかる。実際に表３で

確認すると４個に１個ずつ素因数 5が現れることが確認された。 

これを合同式で表現すると、約数の総和が 5の倍数になるような最小の

2の累乗は 23で、ここから指数が４ずつ増えるから、 ( ) ≡
(  )となる。 

この例から、素数の累乗をそれと異なる素数で割った余りの周期は、表３にみられる周期に密接に

関係しているのではないかと考えた。 

ここで、先ほどの式を一般化した主張を次のようにまとめた。 

 , を相異なる素数、 を自然数とする。 を、 で の累乗を割った余りの循環の周期であるとする。 

このとき、 ( ) ≡ (  )  
別の表現をすると 

σ(a ) = a − 1 ≡ 0(mod p)   
a ≡ 1(mod p)  
ここで、p, aは相異なる素数であるから互いに素、フェルマーの小定理より 

a ≡ 1(mod p)  
つまり 

a ≡ a (mod p)  
底aが両辺で共通で、素数pで割った余りが等しいから、指数について、p− 1 と sn は s を法として

合同となる。（∵s は a の累乗を素数 p で割った余りの周期）つまり 

p− 1 ≡ sn(mod s)  
p− 1 ≡ 0(mod s)  
つまり、s は p− 1の約数となる。 

これによって、周期 s が p− 1 の約数であることを示せば、s と表３にみられる周期が密接に関係

しているといえる。実際に表で確認したところ確認できる範囲内のすべての場所で s は p− 1 の約数

となった。また、  を実際に求めてみたが(表４)そこに法則性のようなものは今のところ見出すこと

ができなかった。 

2 ≡ 1(  5) 
2 ≡ 2(  5) 
2 ≡ 4(  5) 

2 ≡ 8 ≡ 3(  5) 
2 ≡ 6 ≡ 1(  5) 



表４ a = 2の場合の  

p 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 

s 2 4 3 10 12 8 18 11 28 5 

p− 1s  
1 1 2 1 1 2 1 2 1 6 

 

５．今後の課題 

  表１でＡ列から選んだ数がどのような条件をみたすべきかについては明らかになっている。ここで

Ｂ列に該当する素数の累乗の約数の総和に規則性や法則性が見つかれば、素数の累乗の約数の総和を

ある程度予測することができるようになるため、Ａ列から数を選ぶ手順を推察することができる。ま

た、今まではそれぞれの表を作るときに、 

［素数の累乗を計算→その約数の総和を求める→それを素因数分解する］ 

という時間のかかる手順を踏んでいた。素数の累乗を順に計算するということは等比数列を１つずつ

順に求めているようなもので数が非常に大きなものになりやすく、計算に時間が掛かる上、コンピュ

ータでは処理できないほど大きな数になってしまうことがよくあり、パソコンがフリーズするという

事態もしばしば見られたため、作業の効率化を図りたい。 

 主張をある程度まとめることはできたが、証明しようと思うと難解であった。だが、これを証明す

ることができれば、表３の規則性と４.主張と整理で用いた s が完全に結びつくことになり、問題に

なっていることを別の角度から見つめることができるようになるので、この主張の証明を進めるとと

もに、素数の累乗をそれと異なる素数で割った時のあまりの周期についても調べていきたいと思う。 

 

６．参考文献 
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愛媛農業を救いたい‼～法人化と小規模農業の可能性～ 

愛媛県立松山南高等学校 農業班 

谷ノ内鈴花 藤家亜衣  指導教諭 福澤 純治 

１．はじめに 

 愛媛県農林水産部が発表した令和元年度の「愛媛農業の動向」(１)では販売農家における戸数、人口の減少

が示されるとともに、農家の高齢化も全国平均を上回り、愛媛県の農業は大きな課題を抱えていることが分

かる。また、平成 26 年に国が発表した「農林水産業・地域の活力創造プラン（改訂）」(２)には、生産性の向

上を狙った大規模経営、農地の大区画化、農業経営の法人化、農業への企業参入など「攻めの農業」を掲げ

た日本農業再生の方策が示されている。私たちは、国の方針と私たちが持つ愛媛農業の印象とのギャップに

驚き、愛媛県の農業の未来について危機感をもった。さらに、2017 年に国連総会で定められた「家族農業の

10 年」が 2019 年から始まっていることを知り、日本の方針とは反対といえるこの採択に関心をもち、本研究

を始めることにした。本研究では愛媛県農業の実態、特に農家の高齢化について明らかにし、法人化の現状

を把握しながら、愛媛県農業の課題を考察し、国の方針と国連採択を踏まえ改善のための方策を提案する。 

２．研究の方法 

 農林水産省が 5年毎に行う調査「農林業センサス」の数表を e-Stat から取得し、主に 2010 年と 2015 年の

データ比較による考察を行う。 

３．結果 

(1) 高齢化 

  表１に販売農家の年齢別経営者数の 2010 年-2015 年比較(増加数)を挙げた。65 歳以上の減少が 64 歳以

下を圧倒しており、高齢化の進行状況が危機的状態であることが分かる。しかし、54 歳以下の層は増加が

見られ、増加分の合計人数は 674 人と決して少ない数字ではない(ここには、新規者だけでなく経営者の代

替わりによる増加分が含まれている）。表２には、農地面積の規模別販売農家数の比較(増加数)を挙げた。

3.0ha 未満の減少が他を圧倒している。表２の増減に代替わりは反映されないため、全体の構成から考え

て 65 歳以上の減少分のほとんどは 3.0ha 未満に分布していると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 法人化 

図１に県内市町村の法人数 2010 年-2015 年比較（増加数）を挙げる。法人化の増加は見られるがその数

は多くはない。増加率が全国平均を超えている地域は半数に満たない。図２には全国と愛媛県の法人数の

比較を挙げる。増加率はあまり変わらないものの増加数は 40 以上の差がある。実数の少なさが読み取れ

る。しかし、表３に挙げた販売金額 1000 万円以上の経営体増加数を見ると、販売農家での増加数は芳しく

ないものの組織経営体（愛媛県ではほぼ法人）では概ね増加しており、法人が力をつけていることが分か

る。また、八幡浜の販売農家の増加数が突出しているが、ブランド化された八幡浜みかんの力のみならず、

みかん農家が全国でも先進的な取組で力をつけたことを付け加えておく。 

表１ 販売農家の耕地面積規模別経営体増加数(3) 

 

(出典:農林業センサス) 

年齢別農業経営者増加数（販売農家）　増加数
2010ー2015 単位：人

計 15～19歳 20～24 25～29 30～34 35～39 40～49 45～49 50～54 55～59 60～64 65～69 70～74 75～79 80～84 85歳以上

- 6 , 0 4 4 1 19 36 72 1 54 1 40 1 39 1 13 - 17 -6 -5 29 -6 23 - 1 , 2 2 1 - 1 , 8 4 1 - 2 , 4 8 1愛媛県

表２ 販売農家の年齢別経営者数増加数(4) 

 

（出典:農林業センサス) 

経営耕地面積規模別経営体数（販売農家）　増加数
2010ー2015 単位：経営体

計
経営
耕地

0.3ha
未満

0.3
～

0.5
～

1.0
～

1.5
～

2.0
～

3.0
～

5.0
～

10.0
～

20.0
～

30.0
～

50.0
～

100.0
ha以

- 6 , 0 4 4 3 6 4 5 - 1 , 6 2 1 - 2 , 6 1 1 - 9 7 6 - 4 6 5 - 4 3 1 - 6 6 2 4 1 7 0 2 2 0愛媛県



(3) 販売農家と組織経営体 

  最後に図３に販売農家と組織経営体の経営耕地面積に占める割合を挙げる。20ha 以上の面積を有してい

る組織経営体が多くなっている。販売農家＝家族経営体では大規模化は進んでおらず、法人による大規模

化の様子が分かる。つまり愛媛県で大規模農地において販売額を伸ばしているのは法人化している農家で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．考察 

(1) 高齢化による課題 

表１から、65 歳以上での減少が全体の 9割を占めていることが分かったが、少子高齢化社会の中、高齢

による労働力の減少はどの業界においてもみられる傾向であり、農業の特異な年齢構成においてそれを食

い止めることは不可能だ。また、表２から 65 歳以上の経営者の減少分は経営耕地面積が小さい層、特に

1.5ha 未満の減少率に深く関わっていると分かったが、これは高齢化により利用放棄される土地は面積の

小さな農地が多くなることを示す。減少率の多さに目を取られがちだが、65 歳以下では経営者数は平均⒈

2 倍以上増加しており、若い世代の就農者を増やす取組を続けつつ、リタイアしていく高齢者のもつ土地

を活用することを考えるべきである。高齢化そのものよりも利用放棄地の有効活用こそが愛媛県の農業の

課題だと考える。 

 
図３ 販売農家と組織経営耕地面積規模別 

割合(8)（出典:農林業センサス）  
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販売農家と組織経営体の経営耕地面積規模別割合 2015

販売農家 組織経営体

表３ 販売金額が 1000 万以上の経営体数の 

増加数(7)（出典:農林業センサス） 

                 

販売金額1,000万以上の経営体増加数(2010-2015)
農業経営体 販売農家 組織経営体

愛媛県 86 32 54
松山市 -19 -23 4
今治市 -1 -4 3
宇和島市 47 32 15
八幡浜市 102 101 1
新居浜市 3 0 3
西条市 -20 -22 2
大洲市 7 4 3
伊予市 -10 -11 1
四国中央市 -12 -16 4
西予市 -19 -26 7
東温市 2 1 1
上島町 0 -1 1
久万高原町 -2 -1 -1
松前町 1 1 0
砥部町 -4 -4 0
内子町 8 4 4
伊方町 6 5 1
松野町 2 0 2
鬼北町 -9 -7 -2
愛南町 4 -1 5

 
図２ 法人経営体数の増加数(6) 

（出典:農林業センサス） 

（経営体数） （増加率） 

 

図１ 愛媛県内の法人化実数(5)（出典:農林業センサス） 

全国平均 

（増加率） 
（経営体数） 



(2) 法人化の方向性における課題 

  利用放棄地を農地として再利用する方法としては農作業の委託が主になる。しかし、個人的な委託では

受け手も高齢化で預け先がなく新規者の増加が追いつかない、という現実から全ての土地が再利用される

ことは難しい。一方、国や県は法人化、企業参入による農地集積＝大規模化を推進しており、さまざまな

支援や利点もある。農地集積を行うことで利用放棄地が減るとともに大規模化によって生産量を増やし、

比較的安定した収入を得ることができる。さらに組織経営体数と農業従事者の常雇用には正の相関(相関係

数 0.77)があるため、組織経営体＝法人が増えることで雇用創出に繋がる。意欲ある法人、力ある法人に土

地を預けることには多くの利点があるが、松岡（2018）(9)によると愛媛県における農地集積の実態は以下

のとおりである。 

・平成 30 年３月現在で愛媛県の農地集積率は 29.8%であり、全国平均を 25.4 ポイント下回っている。 

・県内の 10 市町は農地集積率が 20％未満。農地集積を進める上での問題点として、「農業従事者の減少・

高齢化」や「農地の分散」が多くの市町から指摘されている。 

・平成 26 年、川上地区（八幡浜市）の担い手農家 19 戸を対象として調査したところ、量的にはかなりの

樹園地が集積されたが、組織的な樹園地の利用調整を行っても、面的な樹園地集積の実現が非常に難し

い。 

愛媛県は様々な理由から農地集積に向いていない、農地集積が進まないという実態があり、土地の再利

用の方法として集積＝大規模化だけでは解決しないことは明らかである。松前町の有限会社「あぐり」が

地域の農地集積、耕作放棄地の減少に大きな貢献をしているように、企業参入や法人化による農地集積は

大切な方向性ではあるが、その一方でその他の農地の維持が非常に大きな課題である。 

(3) 行政支援の在り方  

  全国新規就農相談センターが平成 28 年に行った調査(10)において、若い新規参入の就農者に年代別に就

農理由を尋ねたところ「農業が好きだから」といった農業そのものへの愛着と併せ「自ら経営の采配を振

れるから」「農業はやり方次第でもうかるから」と農業経営者としての裁量や経済面での可能性に着目する

回答が多い。これは 40 代以下で特に多いが、50 代以上でも他の理由よりも多い回答がある。注目すべき

は、それが３年前、６年前と比べ大きく増加している点であり、農業経営に対する関心が高まっているこ

とが伺える。就農者の増加を目指したとき、法人、企業への就職としての就農よりも法人化する・しない

にかかわらず個人経営者としての就農を積極的に推進していく必要があることを示している。そして他の

産業での起業家と同じように、夢を持って新規就農する人たちの夢を叶えられるような行政支援が必要で

ある。 

５．提案 

(1) 小規模農業のススメ 

  国連の「家族農業の 10 年」によって、家族農業・小規模農業が見直されている。２ha 未満の農地で営ま

れる農業を見直そうという動きである。私たちが指摘する愛媛農業の課題解決のための方策としてこの小

規模農業を提案する。高齢化の課題に挙げたように、愛媛県において特に 1.5ha 未満の農地を持つ経営体

の減少が大きな課題であり、行政はそれらの土地を新規就農者へ提供する。急激な経営体の減少から、優

良な農地は少なからずあると考えられ、元所有者などが相談役となり生産のアドバイスを与えるなど安定

収入の支援を同時に与える。また、全国の優良事例を収集、分類しファシリテーターとしての役割を担う

（事例１）。また、「農地を残す」という観点から事例２のような農家の在り方も考えられる。 

事例１ 兵庫県淡路市の若手農家を中心とした農園グループの形成 

個々の農園を持ち独立就農の形をとりつつ、生産した野菜をグループで販売している。「分からないこ

とがあっても、すぐにメンバーに相談できる」「農業の機械や農具をみんなで共有できる」などの利点が

あり、連帯は農業に勢いと強みをもたらすことになると考える。 

事例２ 「半農半Ⅹ」：塩見直樹さんが提唱する小規模農家の在り方 

生産としては自給することをベースにし（半農）、できた時間で自分の長所や天性を生かして世の中に

貢献する（半Ⅹ）という農業と自分のやりたいことを組み合わせた就農形態。近年、繁忙期の産地で収



穫などのアルバイトをしながら全国を渡り歩く若者が非公式であるが５万人いると言われており、農業

への多様な関り方を可能にしていくことも重要な方策であると考える。 

 (2) 農業生産関連事業の見直し 

全国の農業生産関連事業への取組を表４にまとめた。全国平均と標準偏差を計算し、47 都道府県の取組

を偏差値で評価した。それによると、農業生産関連事業を行っている実経営体数の「直接販売」を除く全

ての項目で偏差値が 47 未満なのは愛媛県を含む、5県だけである。愛媛県は農業生産関連事業に関して非

常に遅れていることが分かる。加えて、貸農園・体験農園の偏差値は 42.0 ととても低い。愛媛県が平成 28

年に示した「えひめ農業振興基本方針 2016」には、県政モニターへのアンケート調査で「家庭菜園・週末

菜園を行いたいか」という問いに対して 80％の人が行いたいと答えた、とあり、小さい農地を貸農園・体

験農園として再利用することは一定の需要が期待できる。また、肥田野ら（2012 年）(12)は、短時間で断片

的な農業体験ではなく、学童期における農業者の関与による、一貫性をもち体験時間を十分確保した内容

の充実した農業体験こそが、就農に好ましい影響を与える、と報告している。この場合、広い土地は必要

なく、小規模農地を整備し、行政または NPO 法人等が関わることで、県内の多くの場所で取り組むことが

可能である。新規就農者を持続的に確保するためには、時間がかかるが有効かつ不可欠な取組と考える。

他にも他県に比べ愛媛県は農業生産関連事業への取組が鈍く、行政のファシリテーターとしての役割がこ

こでも必要であると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) その他 

 愛媛県には課題解決に取り組んだ優良事例は多い。また全国を見渡せば新たな取組が多く報告されてい

る。農地の減少は避けられないが、これから先、就農希望者の数だけ優良農地を提供できるよう「農地を

残す取組」も重要であり、多様な視点で多くの人が知恵を出し合うことが重要である。 

６．展望 

今回のような提案だけでは土地の減少に簡単には追いつかず課題解決には程遠いが、県内だけでもさまざ

まな取組が次々となされ農業には夢があると感じた。今後は、各取組を分類し深く分析するとともに農福連

携といった新たな取組がもたらす影響についても調べていきたい。 

７．引用文献・参考資料 

(1) 愛媛県農林水産部（2019）『令和元年度版 愛媛農業の動向』 

(2) 農林水産省ウェブページ https://www.maff.go.jp/j/kanbo/katsuryoku_plan/index.html 
(3)~(8)(11) 農林業センサス 2010 年、2015 年   (9) 松岡淳(2018)、愛媛県における農地集積の現状と課題 
(10) 全国新規就農相談センター(2016)『新規就農者の就農実態に関する調査結果』 
(12) 肥田野 修・平泉 光一(2012)、農業後継者の確保に関する研究―学童期の農業体験が就農に及ぼす影響―、農業

普及研究、第 17 巻第 1 号 

表４ 農業生産関連事業の比較(11)   （出典:農林業センサス） 
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摩擦の特性 

愛媛県立松山南高等学校  摩擦班 

田川智乃進  友石捺南子  福岡利々香  松岡直哉  指導教諭 参河厚史 

 

１．はじめに 

摩擦の法則であるクーロン・アモントン則には弾性体において法則を満たさない場合があることが知

られている。クーロン・アモントン則とは、「(1)摩擦力は、接触面に垂直に加えられる力に比例し、物

体間の見かけの接触面積とは無関係である」「(2)動摩擦力はすべり速度には無関係である」「(3)動摩擦

力は最大静止摩擦力よりも小さい」というものである。   

私たちは前回までこの法則が正しいかどうかについて自作の斜面を使った装置で実験してきた。その

結果、アルミニウムはこの法則に従っていたが、弾性体のときにはこの法則との関係性を見いだすこと

ができなかった。よって、私たちは弾性体における、１つ目のクーロン・アモントン則である最大摩擦

力（または、静止摩擦係数）と接触面積との関係を具体的に調べることで摩擦力の性質を明らかにした

いと考え研究を進めた。これまでの実験では、最大摩擦力と面積との関係において傾向を見いだすこと

ができた。さらに、詳細に調べることができるように装置の改良を行い、再実験を行った。 

 

２．研究の方法と結果・考察 

２－１ 【実験１】 最大摩擦力と面積との関係 

(1) 実験装置の改善 

最大摩擦力の測定において、ゴムの面に均一に力が加わることと、正確に面に加わる荷重を調整

することを目的として、次の①②の改善を行った。 

① ゴムの貼り方（図１） 

     変更前：同じ厚さの正方形状のゴムシート 

を同じ面積（2cm×2cm）で切り出 

して容器の下に両面テープで固定 

する。正方形状のゴムシートの枚 

数を増やすことで面積を増やす。 

変更後：面積から計算された辺の長さを持 

つ１枚のゴムシートを容器の底に 

貼り付ける。面積を変えるごとに 

張り替える。 

② 容器に乗せるおもりの変更 

変更前：実験室にあるおもり用いた。 

変更後：粒の細かい砂を用いた。 

 

(2) 方法と準備物(図２) 

準備物: 台車、力センサ、距離センサ、容器、砂、糸、滑車、クリップ、ゴムシート 

① 台車に糸をつなぎ、滑車に吊る。 

② 1.0cmごとに長さを変えた一辺が5.0～10.0cmの正方形のゴムシートを容器底の中央に貼り

図１ ゴムシートの貼り方 

（左：変更前、右：変更後） 



つける。 

③ 糸の両端にクリップをつけ、容器に挟む。 

④ 力センサを台車に固定し、測定部に③の 

糸を引っ掛ける。 

⑤ 容器を判別できるように距離を置いて距 

離センサを固定し、容器に砂を重りとし 

て入れる。 

⑥ 糸を引っ張り、容器を動かして最大静止摩 

擦力を測定する。距離センサの測定値と合 

わせて、容器がすべる直前の力センサの計 

測値を最大静止摩擦力にする。 

⑦ 底のゴム板を変えて、①～⑥を繰り返す 

 

(3) 結果と考察 

(3)－１ 垂直抗力と最大摩擦力との関係 

垂直抗力（荷重）と最大摩擦力との関係が比例関係であることがグラフ（図３）で示すことがで

きている。ゴムシートが図２で取り上げた以外の枚数においても、同様のグラフが得られた。グラ

フの傾きから静止摩擦係数を十分に知ることができる。 

(3)－2 弾性体の面積と最大摩擦力との関係（図４） 

図４に弾性体の面積と最大摩擦力との関係を示す。面にはたらく荷重ごとに面積と最大摩擦力と

の関係を示している。クーロン・アモントン則に従えば、同一荷重においては、面積が変わっても

最大摩擦力は変わらないはずではあるが，どの荷重においても、１辺の長さが 0.06ｍ（面積 3.6×

10－３ｍ2）を境に、最大摩擦力が一度減少した後元に戻る傾向が見られた。荷重が大きくなるとこの

傾向が強くなり、これは改良前にも行った測定結果と似た結果となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 最大摩擦力の測定実験 

図３ 最大摩擦力と垂直抗力（面にかかる荷重）との関係 

（左：ゴムシート４枚，右ゴムシート５枚） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－２ 【実験２】 周囲の環境が摩擦力に与える影響について 

２－１の実験の結果から、同じ垂直抗力（荷重）で最大摩擦力が変わるとするのはなぜかと考えた。

私たちは垂直抗力と最大摩擦力を結びつける静止摩擦係数μが、最大摩擦力を測定する周囲の環境によ

って変わるのではないかと考えた。教科書には「静止摩擦係数は面の種類や状態で定まる」と記載され

ている。面の種類を変えずに状態を変えるものとして、物体と面との間に存在する空気の状態の違いが

静止摩擦係数を変えることになると考えた。まず、空気の状態を表す要素として温度、圧力、湿度が考

えられる。まず、私たちは湿度が静止摩擦係数に及ぼす影響を調べてみることにした。湿度を変えるこ

とができる 

温室（図５）を作り、実験２－１と同じ方法で最大摩擦力の測定を行った。 

 

(1) 準備物 

台車、力センサ、距離センサ、容器、砂、糸、滑車、クリップ、ゴムシート、温室（図５） 

(2) 方法 

実験 1と同じ装置を用いて湿度が一定となるように温室を利用し温室内で実験を行う。 

そして、最大静止摩擦力と湿度の関係について調べるために、５％刻みで湿度を変化させた。 

(3) 結果と考察 

図５のグラフのように、最大静止摩擦力と湿度には関係があることが分かった。湿度が高くなる

と、最大摩擦力は大きくなる傾向が見られた。湿度 40～45％は冬場の平均湿度程度、65％は夏場の平

均湿度程度である。データのばらつきを示す分散値も湿度が大きくなると大きくなる傾向にある。こ

れらのことから、最大摩擦力または静止摩擦係数の測定値は、湿度の影響を受けやすく、湿度の高い

ときは最大摩擦力の測定には不向きであることが分かった。夏場に実験を行うのであれば、エアコン

等で湿度を一定に保つという管理が必要であることが分かった。 

 

 

 

図４ 最大摩擦力と面積との関係（凡例の数値はおもりの質量〔g〕である） 
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４．結論 

(1) 【実験１】１つ目のクーロン・アモントン則「最大摩擦力とみかけの接触面積」との関係 

最大摩擦力は垂直抗力（荷重）に比例することが明らかとなり、この関係においては法則に従うこ

とが分かった。最大摩擦力と面積との関係においては、１辺の長さ 0.06ｍ（面積で 3.6×10－３ｍ2）を

境に最大摩擦力が一度低下して再び元に戻る傾向が見られた。垂直抗力（面に加わる加重）が大きく

なるとその傾向は強くなる。この点に関しては法則に従わないことが分かった。 

(2) 【実験２】最大摩擦力と湿度との関係 

最大摩擦力と湿度には湿度が高くなると大きくなる傾向がある。 

 

５．まとめ 

今回の実験から、弾性体においては、最大摩擦力（または静止摩擦係数）は、みかけの接触面積に無

関係であるというクーロン・アモントン則に従わない場面があることがうかがえる。また、弾性体が湿

度の影響を受けやすいことが分かった。今後は、測定データのばらつきが小さい 45％の湿度に保って最

大摩擦力の測定を行いたい。気圧が摩擦に与える影響は、気圧の変化と面にかかる荷重との関係を計算

によって推察できると考えるので、その点についても同時に進めていきたい。 

 

６．参考文献 
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〇岡山県立倉敷天城高等学校（2015）「３つの異なるアプローチによる動摩擦係数・静止摩擦係数測定」 

〇岡山県立総社高等学校（2016)「静止摩擦係数が生じる要因」 

図５ 温室 図６ 摩擦力と湿度との関係 



固体物を水面に落とした時の水のはね返りに関する研究 

愛媛県立松山南高等学校   水滴班2019 

高城和佳 竹田夏菜 西尾怜愛  指導教諭 本藤雅彦 

 

１．はじめに 

雨の日や台所、トイレなどの日常における身近な場面では、水がはね返る光景がよくみられる。私た

ちの暮らしと水は密接に関わりがあり、この水がはね返る現象にはどのような性質があり、また、この

現象はどのような原理によって起こるのかを解明したいと考え、この研究を行うことにした。 

本校の物理水滴班では、水滴を水面に落とした際のはね返りについて研究が進められており、本研究

はその継続研究である。しかし、水がはね返る場面を想定してみると、落下物は必ずしも水滴だけでは

なく、固体物であることも多いことから、本研究では固体物を落とした時の水のはね返りを研究し、そ

の特性やメカニズムを明らかにすることで、水滴のはね返りに対する見地の幅を広めようと考えた。 

 

２．仮説 

先行研究(2017)1)では、水滴を滴下する高さを高くするにつ

れて、水面からはね上がる水滴の高さは一度大きくなった後、

ほぼ一定の高さに収束する事が分かった (図１) 。また、はね

返る高さが収束するのは、滴下された水滴の速さが終端速度に

達したためではないことも示されている。 

また、先行研究(2019)2)では、水滴の大きさ(質量)を変えても

水滴がはね上がる高さにピークが見られることと、水滴が最も

大きくはね返るための滴下の高さは水滴の質量に関係すること

が明らかになった。 

私たちは、このような水がはね返る現象では、落下物がもつエネルギーや運動量といった物理量が、

水滴のはね返る高さに関係すると考えた。そこで固体物を落とす場合には、水滴の場合に比べて大きな

物理量をもつ物体が液体と衝突するため、次のような仮説を立てた。 

固体物を落とした場合は、はね上がりの高さは水滴よりも急激な変化を見せる。 

また、はね上がりの高さはある程度の高さで一定となる。 

 

３．研究方法 

(1) 研究に用いる器具 

本研究で用いた器具・道具は次のとおりである。 

電磁石を用いた落下装置、水槽、実験台、実験用金属球(

鉄:直径11㎜)、ものさし、照明器具、反射板、磁石、暗幕

ハイスピード撮影対応デジタルカメラ(CASIOHIGH SPEED 

EXILIM EZ-ZR850)、同(Panasonic DC-TZ90)  

本研究では水滴を落とす場合との比較を行うため、落下す

る物体の形状は球とした。また、実験装置を図２に示す。 

 

図１ 水滴を滴下する高さと 
はね返った水滴の高さの関係 

図２ 実験装置 



(2) 実験の手順 

① 鉄球(直径11mm)を水面(水深35mm)に落下させ、水滴がは

ね返る様子を動画で撮影する。落下させる位置の水面から

の高さは16cmから4cm刻みで変え、それぞれの高さで20回測

定(撮影)を行う。 

② PCの動画再生ソフトでコマ送り再生する。 

③ はね返った水滴が最高点に達した瞬間の静止画で画像上

の画素数からはね返りの高さを求める。はね返った水滴が

複数ある場合は、最も高くはね返ったものを測定の対象と

する(図３)。 

 

４．結果 

物体を落とす高さとはね上がった水滴の高さの関係は

図４のようになった。グラフを見ると、物体を落とす高

さが高くなるにつれてはね上がりの最高点の高さが高く

なることが分かる。そして、落とす高さが72㎝を越える

と、はね上がった高さが急減に減少しており、水滴の場

合と似た傾向が見られた。なお、どの落とす高さにおい

ても、はね上がりの高さには大きなばらつきが見られる

ことが分かった。 

    

５．考察 

私たちは図４の結果より、物体を落とす高さが72cmではね上がる水滴の高さが急減を減少する原因に

ついて考察を行った。 

(1) 速さに関する考察 

まず、はね上がりの高さの減少を引き起こした原因として、水滴がはね上がるときの速さが関係す

ると考えた。先行研究(2019)2)では、水滴が水面に当たった時には水面が大きく凹み、その反動で大

きくはね上がることが明らかになっている。つまり、「水面が大きく凹む→はね上がりの速さが速く

なる→はね上がりの高さが高くなる」の関係がある。しかし、固体物は水面に衝突した後、水中に入

り込むために水面を凹ませることはできないことから、私たちは物体が水面に衝突する速さが一定量

を超えると、逆に水面が元に戻りにくくなり、水面がはね上がる加速がなくなると考えた。 

 そこで、72cm以降で実際にはね上がりの速さが遅く

なるかどうかを確かめる為に、水滴のはね上がりの速

さを計測した。その結果を図５に示す。 

はね上がりの速さは物体を落とす高さが高くなる

につれて増加した。しかし、72cm以降においては減少

するどころか、急に増加するという予想とは逆の結果

となった。つまり、はね返る高さが減少する原因は、

水滴がはね上がる速さが減少するためではない事が

分かった。 

図３ はね返った水滴が複数ある場合 

図４ 物体を落とす高さとはね返りの高さ

図５ 物体を落とす高さとはね上がりの速さ 



(2) 水滴がはね上がる角度に関する考察 

  はね上がりの高さが減少する別の原因を探るために、動画の再生

を繰り返して確認したところ、はね上がる水滴は必ずしも鉛直上向

きではなく、斜め除法に飛び出し、水滴が放物線を描くことに気が

付いた(図６)。そこで、私たちは水滴がはね上がる角度が関係する

のではないかと考え、動画から水滴がはね上がる角度を調べること

にした。 

私たちは当初、カメラ１台で正面から撮影をしてい

たが、水滴の放物運動は三次元的な動きをするため、２

台のカメラを用いて二方向から同時に撮影することで

、角度を割り出せるように改善した。計測の結果を図７

に示す。 

物体を72cmより低い位置から落とした場合は、はね

上がりの角度はどれも約80度となり、高さ72cm以降に

おいては角度の減少が見られた。このことから、はね上

がりの高さが減少する原因は、水滴がはね上がる角度

が小さくなるためであることが分かった。 

 

(3) はね上がり方に関する考察 

 考察(2)では、物体を落とす高さがある値に達すると、はね上がりの角度の減少が起きることが明

らかになった。このとき、水面ではどういった変化が起きているのだろうかという新たな疑問が出て

きたため、引き続き調べることにした。これまでに得たデータを見返していたところ、はね上がりの

角度の分布(図８)から、はね上がりの角度は80°付近と45°付近に集中していることが分かった。 

このことから、私たちは、水滴のはね上がり方が２種類存在し、72cm以下では垂直に押し出されて

いた水滴が、高さ72cmを超えることで落下速度が上がり、衝撃の増加によって横へ押しのけられるよ

うになると推測した(図９)。  

    

    

 

この予想を確かめるために、フレームレート1000fpsのハイスピードで、各高さから物体を落とした

時の水滴のはね上がる様子を60回動画で撮影した。その際、水面の様子を観察しやすくするために、

水を着色した。しかしはね返り方には違いは見られず、ほとんど同じになった(図10)。連続写真では

鉄球が水面に接触した後、周囲の水が鉄球の表面を伝うように上がっていき、鉄球が完全に水中に入

図８ はね上がる角度の分布 

鉛直上方 

斜め上方 

落下速度が小さいとき 

落下速度が大きくなると 

図９ 水滴のはね返り方の違い 

図６ 斜め上方にはね上がる水滴 

図７ 物体を落とす高さとはね上がる角度 



るとき、表面を伝った水が上部でまとまっている。後に、まとまった水は水柱を形成しはね上がる様

子が見られる。この様子は私たちが推測した図９上と類似していると考えた 

一方、愛媛大学工学部からお借りしたハイスピードカメラで、2000fpsでの撮影をしたところ、図10

とは異なるはね返り方をすることがあることが分かった(図11)。なお、図11は、物体を落とす高さが

80cmのときものであり、水滴が水面に衝突した時に周囲の水が横へはねのけられるようにはね上がっ

ていることが確認できる。そして、私たちはこのはね上がり方が、図９下に類似していると考えた。 

      

 

(4) 落下する物体の運動に関する考察 

  これまでの研究発表で、数人の先生方から「物体が落下中に回転し、それが水滴のはね上がりの角

度に影響しているのではないか」という意見を何度か受けたため、落下する物体が回転しているかど

うかについても確認した。落とす物体の半面を油性ペンで着色し、落下する様子をハイスピードカメ

ラで撮影したが、落下する球体に回転は見られなかった。 

 

６. 今後の展望 

 現時点では、はね返る水滴の高さが減少する原因として、水滴がはね上がる角度が減少するためであ

ることが明らかになった。また、水滴のはね上がり方が２種類存在することも確認できた。しかし、図

11(図９下)のようなはね返り方はごく少数しか確認できていないため、今後はこの２つのはね上がり方

についてデータの数を増やし、さらに詳しく調べていきたいと考えている。また、図10で見られた、物

体の表面に形成される水の膜に関しては、２つのはね上がり方の違いを分ける要因ではないかと考えて

おり、膜の上がる速さや特性についても調べたいと考えている。さらには、落とす物体の大きさや材質

(密度)を変えた実験も行っていきたい。 

 

７. 参考文献 

○千葉県立船橋高等学校(2014)「ミルククラウンの発生条件」 

○学校法人奈良学園 奈良学園高等学校(2013)「水中を落下する球状物体に働く抵抗力」 

○滋賀県立膳所高等学校(2017)「球体の落下運動」 

○愛媛県立松山南高等学校ＳＳ物理水滴班(2017)「水面からはね返る水滴に関する研究」1) 

○愛媛県立松山南高等学校三代目水滴班(2019)「水滴が水面から大きくはね返る条件を探る」 

図 10 水滴がはね上がる連続写真 図 11 ハイスピードによる撮



ガウス加速器の射出球発射のメカニズムを探る 

愛媛県立松山南高等学校   ガウス加速器班 

嶋田颯太  竹井美織  中嶋滉  御崎勇太   指導教諭  露口猛 

 

１．はじめに 

ガウス加速器とは、磁石に球を衝突させる際に、反対側に２個以上の球がついていれば磁力の影響を

受けて射出される球が加速される現象である。先行研究[1]は衝突でのエネルギー保存について研究され

ており、その際衝突直前に球が射出されている現象らしきものが確認された。先行研究では得られたデ

ータが少なかったために、この現象については解明されていない。私たちはこの現象に興味を持ち、ど

のようなしくみで起こっているのかを調べることで、ガウス加速器での射出メカニズムを明らかにでき

ると考え、研究した。 

にわかには理解し難いこの現象を、私たちは衝突直前に射出球の磁極が切り替わっているのではない

かと仮説を立てて実験を行った。ハイスピードカメラ(1000fps)を用いて衝突の瞬間を撮影すると、衝突

する直前に飛び出しているもの(衝突前射出)らしきものと衝突の瞬間に射出されるもの(同時射出)が

確認された。そこで、よりフレームレートが高いカメラを用いて視覚的に衝突前射出を確認する実験と、

磁力計を用いて磁場の変化を測定する実験を行った。 

２．方法 

(1) 衝突前射出の検証（実験①） 

まず衝突前射出の有無と衝突直前と直後の速度を求めるため、ハイスピードカメラを用いて衝突の

瞬間を撮影、1フレームごとに確認した。(図１)使用道具は、ネオジム磁石(球型)/ 鉄球（ｒ＝0.47cm)/ 
ハイスピードカメラ（4000・8000 枚/s）/レール（幅 0.75cm）である。 

  

図１ ハイスピードカメラでの撮影    図２ 磁場の変動の撮影 

(2) 衝突時の磁場の変動の測定（実験②） 

加速器の上に鉄粉をまいた透明容器を置き、射出時の磁場の様子を撮影 

した。(図２)また、射出球側の磁場の変化を(A)～(D)の条件のもと、セン

サーを用いて測定した。（図３）使用道具は、ネオジム磁石(球型)/鉄球（ｒ

＝0.47cm)/磁力計（20Hz）である。 

 (A) 衝突球の速度を 1.24m/s として測定。 

 (B) 衝突球の速度を 0.11m/s として測定。  

 (C) 指で衝突球を抑え、ゆっくりと磁石へ近づけ測定。 

 (D) 磁石の近くで衝突球を保持し、ゆっくりと近づけ測定。       図３ 磁場の変動の測定 



３．結果 

(1) 衝突前射出の検証（実験①） 

  本校にある 1000fps のカメラで撮影した結果を図４～６に示す。衝突する球が磁石に衝突する直

前に、射出される球が動きだす様子が捉えられた。しかし、それは非常に稀な現象であった。そこ

で、より高速撮影可能なカメラ(4000fps)で撮影した。その様子を図７～９に示す。 

  衝突前後のフレームを見比べると、衝突の瞬間をとらえて衝突球と射出球ともに接触している様

子が伺える。限られた条件でしか撮影できなかったが、得られた全ての映像について衝突の瞬間を

検証したところ、いずれの条件下でも衝突前射出を確認することはできなかった。しかし同時射出

は多数確認することができた。 

一方、動画から計算した衝突前後の速度を表１に示す。表１から、次のことが分かった。 

  ・スタートの高さと衝突直前の速さには関係がない。 

・射出球側の球数と速度比にも関係がなく、速度比はほぼ一定である。 

・ガウス加速器で、必ず加速されるわけではない。 

 

   

  図４ 衝突 1 フレーム前      図５ 衝突瞬間      図６ 衝突１フレーム後 

   

  図７ 衝突１フレーム前      図８ 衝突瞬間      図９ 衝突１フレーム後 

   

表１ 衝突球と射出球の速度 

射出側 

球数 

fps スター

ト高 

衝突球側 射出球側 速度比 

(直後/直前) 加速前 衝突直前 衝突直後 加速後 

2 個 
4000 20cm 

0.67 1.14 1.11 1.00 0.97 

3 個 0.67 1.00 1.25 1.33 1.25 

2 個 

8000 
30cm 

0.77 0.95 1.29 1.29 1.35 

0.78 1.03 1.38 1.29 1.34 

4 個 
0.87 1.00 1.29 1.33 1.29 

20cm 0.68 0.89 1.25 1.14 1.41 

   

(2) 衝突時の磁場の変動の測定（実験②） 

図 10～12 は衝突前後の磁場の変化を示す。図中に囲まれた部分の模様が変化しており、その点に

特に注目した。そこで、図３にあるように磁場センサーを用いて、射出球周辺の磁場の変動を測定し

た。衝突前後で射出球側において、S 極の磁場が弱まることが確認できた。また、磁極の反転、つま



り S極から N極への変化は確認できなかった（図 13）。 

磁場の変動値は表２の通りである。衝突前後での磁場の変動幅は衝突の速度には関係ないことが分

かった。さらに実験(D)の結果を図 14 に示す。磁石に衝突球を近づけるにつれ、S極側の磁場が強ま

ることが確認できた。また、衝突球が磁石に当たっても射出球が飛び出ず、(A)～(C)のような磁場の

弱まりはなかった。 

 

   

      図 10 衝突前の磁場   図 11 衝突瞬間     図 12 衝突後 

    

 
図 13 衝突前後の磁場の変化（射出球側） 

    

表２ 衝突前後の磁場の変動幅 

実験 
衝突球速度 

[m/s] 

衝突前磁場 

[G] 

衝突後磁場 

[G] 

磁場の変化 

[G] 

A 1.24 71.5 48.6 22.8 

B 0.11 69.6 46.4 23.1 

C ほぼ 0 62.0 40.7 21.2 

 

 
図 14 実験(D)の結果 
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４．考察 

実験①及び実験②の(A)～(C)より、同時射出は多数確認することが出来たが、衝突前射出は起こって

いないと判明した。また、スタートの高さと衝突直前の速さには関係がなく、射出球側の球数と速度比

にも関係がなく、速度比はほぼ一定であることが分かった。さらに、衝突時に磁場が弱まるが磁極の反

転は起こらないことも分かった。以上から、磁石を固定している場合の衝突時の様子を推定した。 

・ 衝突球は磁石に近づくと、それまでの速度に関わらず磁極の強さと透磁率の関係で決まる磁気力

によって加速される。 

・ 衝突時には周辺の磁場が変動するが、あくまで衝突球や射出球の有無によって磁力線の様子が変

わるだけであり、磁極の変化等は起こらない。それは、速度比が一定であることからも推定され、

磁場の変化も一定であることからも分かる。 

一方、磁石が二つ並べた鉄球に当たった際にガウス加速器のように鉄球が加速されて飛び出すという

現象が確認された。この現象を 1000fps のカメラで撮影したところ、磁石に近い鉄球が振動し、衝突前

射出のように球が接触する前に飛び出す様子が見られた。動画から磁石が回転していることが確認され、

磁極が反転し続けるように回転している場合には衝突前射出に類似の現象が確認できるのではないか

と考えている。現在はまだデータが足りないため、今後の実験で解明する予定である。 

実験(D)のように磁力が強くなったのは、磁気力に関するクーロンの法則で説明されると予測される

が、今後も実験を重ねることで解決されるのではないかと期待している。 

５．まとめ 

(1) 衝突前射出は確認できず、同時射出は確認することができた。 

(2) 衝突の前後に磁極の反転は起こらず、先行研究で明らかになったエネルギー保存則に従った加速

が行われていると考えられる。 

(3) 磁石を固定せず、その磁極が反転し続けるように回転すれが、衝突前射出も確認できるのではな

いかと考える。 

(4) 使用する鉄球の数と位置で磁場の様子が変わるが、あくまで鉄球の存在によってその場の透磁率

が変化することによる。 
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ゼーゲル式を用いた赤色釉薬の研究 

愛媛県立松山南高等学校    梅ちゃんズ 
熊谷響輝 吉田匡希 渡部華夏   指導教諭 石丸靖夫 目見田拓 

 

１．はじめに 

 本校では、一昨年より愛媛県の特産品である砥部焼の発展に関わる研究を行っている。当初は本校の

シンボルツリーであるイチョウを用いてスクールカラーの紫色の釉薬を開発する研究であった。そこで、

私たちは砥部焼の里である砥部町の特産の「七折梅」を用いて、私たちが七折梅からイメージした透明

感のある赤色に発色する釉薬を目指して研究を行うようにした。 

釉薬とは、陶器や磁器の表面をコーティングするガラス層のことであり、「うわぐすり」ともいわれて

いる。焼き物を装飾するだけでなく、強度を上げたり、汚れにくくしたりする働きがある。 

 

２．仮説 

 先行研究２、４）より釉薬に CuO を加えると赤系統の発色が見られた。そこで、梅の灰に CuO を加える

と透明度の高い赤色に発色する。 

 

３．梅の灰を用いた実験の方法 

梅の枝を乾燥させたのち燃やして灰にした。その灰の水簸を行い、乾燥させてふるいにかける。そし

て、福島長石との混合比を変えたものに Li2O 10%、CuO 1%を加え、テストピースをつくる。そのテスト

ピースを 1250℃で還元焼成を行う。 

 

４．梅の灰を用いた実験の結果 

赤色の発色が見られなかった（図１）。梅の枝の灰には多くの発色に関わる化学物質が含まれており、

発色の原因が分かりにくかった。また、発色剤・媒熔剤・補助剤の相互の働きや、釉薬の状態が明確で

なかった。そこで、加える化学物質限定するためにゼーゲル式を用いて、次の実験を行った。 

 

図１ 梅の灰を用いた実験の結果 

 

５．ゼーゲル式について 

(1) ゼーゲル式について 

ゼーゲル式では、釉薬の性質を事前に考察することや、化学的に釉薬を操作することができる。 

釉薬の調合をモル量は表記されている。一酸化物（アルカリ要素：媒熔剤）、二酸化物（酸性要

素：釉薬の本体 SiO2）、三酸化物（中性要素：両方の働きをする物質 Al2O3）これらの 3つのグルー

プの量で表記されており、ドイツの化学者ゼーゲルの名をとってゼーゲル式と呼ばれている。 



(2) グラフについて 

横軸は SiO2（mol）/媒熔剤（mol）、縦軸は Al2O3（mol）

/媒熔剤（mol）である。グラフ④は砥部焼釉薬の平均

値である SiO2:Al2O3が 4.0mol：0.45mol１）である。Ⅰ

～Ⅴは横軸の値が１～５のときの釉薬を表す。 

グラフ中のⅠ～Ⅴで実験を行ったところⅠ・Ⅱ・

Ⅲ・Ⅳは釉が熔け、Ⅴでは釉が熔けなかった。 

また、Ⅰ・Ⅱの釉は流れやすかった。この結果から

ゼーゲル式のⅢのところで実験を行うことに決め

た。 

 

 

 

６．ゼーゲル式を用いた実験の方法 

SiO2と Al2O3を砥部焼釉薬の平均値である 4.0mol：0.45mol とし、ゼーゲル式の値を考慮して媒熔剤

を加え釉薬(以下基礎釉とする)とした。そこに発色剤としてCuOを加え、1250℃での還元焼成を行った。 

 

７．ゼーゲル式を用いた実験の結果・考察 

(1) まず基礎釉に CuO 1%を加え、発色を確かめた。その結果、厚く塗った部分で青色の発色が見られ

た（図 3）。これは、表面の Cu2O が酸化されたことで青色の発色となったと考えられる。 

(2) 次に基礎釉に CuO 1%を加えたものを還元焼成の時間を長くし、実験を行った。その結果、880℃ま

で還元焼成を行うと、赤色の発色が見られた（図４）。釉薬が固まるまで還元を行うと、表面の酸化

を防ぐことができた。しかし、砥部焼は 1250℃で還元を止めるため、これは釉薬として使うことがで

きない。そのため、媒熔剤を組み合わせることで青色の発色を抑えることにした。 

(3) まず青色の発色を抑えるために SnO2を用いた３）。基礎釉３に CuO 1%、SnO2の加える割合を変えて

実験を行った。その結果、青色の発色が抑えられ、全体的に赤色の発色が見られた。また、SnO2の割

合が増えると青色の発色が見られなくなった（図 5）。これは、SnO2が還元剤として働いたため、青色

の発色が抑えられたと考えられる。 

(4) 媒熔剤として BaO を用いた。基礎釉３に CuO 1% 、BaO の加える割合を変えて行った３）。その結

果、BaO の加える割合を増やすと釉薬が流れていた。また、BaO の割合が増えると赤色の発色が強ま

った（図 6）。BaO の媒熔剤としての働きと発色を強める働きが見られた。 

(5) 赤色の発色を透明度の高いものにするため、SnO2、BaO を用いた。基礎釉３に CuO 1%、SnO2 5%、

BaO の加える割合を変えて行った。その結果、全体が深みのある赤色の発色となった（図 7）。これは

SnO2が還元剤として働き、BaO が媒熔剤として働いたため赤色の発色となったと考えられる。 

 

 

 

 

 

 
図 3 基礎釉に CuO 1%を加えた 

図 2 ゼーゲル式を用いたグラフ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

８．コーティング剤を用いた実験・考察 

 これまでの研究は、釉薬の成分、つまり媒熔剤を変えることで表面の酸化を防ぐものであった。し

かし、それとは別に、釉薬表面を赤色釉薬よりも熔けやすい透明釉薬でコーティングすることで、表

面が酸化されないようにする研究を行った。 

 用いたコーティング剤は、基礎釉３より熔けやすいゼーゲル式の値が 1になるように設定し、基礎釉

に加える SnO2、 BaO の割合を変化させながら実験を行った。その結果、釉薬、コーティング剤の両方に

SnO2を用いているものでは、表面が酸化されて青くなることなく赤色の発色が見られた。また、コーテ

ィング剤を用いていないときと比べて、表面が滑らかになっており、光沢が増していた（図 8）。  

赤色釉薬を、熔けやすい無色釉薬でコーティングすることで、釉薬が酸化されにくくなっただけでな

く、透明感が増した赤色に発色したと考えられる。 

図 5 基礎釉 3に CuO 1%,SnO2の加える割合を変えて加えた 

図 6 基礎釉 3に CuO 1%, BaO の加える割合を変えて加えた 

図 7  基礎釉 3に CuO 1%, SnO2 5%, BaO の割合を変えて加えた 

図４ 基礎釉に CuO 1%加え、還元時間を変化させた 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．まとめ 

 今回の研究では、2 つの方法で釉薬表面の酸化を防ぎ、赤色に発色する釉薬を作ることができた。ま

ず、媒熔剤を組み合わせることで表面の Cu２O が酸化されるのを防ぐことができ、赤色に発色する釉薬

をつくることができた。 

次に、赤色釉薬を、熔けやすい透明釉薬でコーティングすることで、釉薬表面の酸化されるのを防ぎ、

赤色に発色する釉薬を作ることができた。さらに、コーティング剤を用いた場合には、赤色の発色が鮮

やかになり、表面の光沢を強めることができた。 

 

10．今後の課題 

今後は、表面をコーティングする方法で研究を進めることにし、当初の目標である七折梅の灰を用

いた透明感のある赤色に発色する釉薬を開発するために、コーティング剤の成分などの条件を確立し

たい。 
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図 8 コーティング剤を用いた発色 



 ヒドロキシ基の配置の違いがもたらす影響について 

 愛媛県立松山南高等学校  浸透班 

青山稜輝 有田亘輝 千崎雅也  指導教諭 兵頭英樹 
 
１．はじめに 

理想溶液において、浸透圧はファントホッフの法則(Π＝cRT)で表せられる。しかし、実際には分子の

相互作用によって理想値と異なる値を示す。井上らの先行研究(2018)では同濃度・同分子量の糖類の浸

透速度を測ったところ異なる結果を示した。糖類は立体異性体であり構造以外の違いは見られない。ま

た糖類には親水性を示すヒドロキシ基があり、分子間の相互作用によって浸透圧の数値に影響を及ぼす

ことから、ヒドロキシ基の配置による違いであると説明されていた。本研究は理想値からのずれについ

てヒドロキシ基と水分子の相互作用の影響を明らかにする。 

 

２．研究の概要 

(1) 糖の理想値からのずれについて 

水中にはトリジマイト構造と呼ばれる水の 3次元構造が見られる。奥田の先行研究(1993)におい

て、このトリジマイト構造と糖類の立体異性体のヒドロキシ基がうまく合致することでヒドロキシ

基の影響が打ち消されることが示されている。図１で示されたように、水のトリジマイト構造によ

って影響が打ち消されるヒドロキシ基は六員環に対して平行であるエクアトリアルのみであり、六

員環に対して垂直であるヒドロキシ基のアクシャルは浸透現象への影響が打ち消されず、理想値へ

影響を及ぼす。 

このことから、私たちはエクアトリアルの数が多いほど浸透圧は理想値に近づくと考えた。糖の

立体異性体のエクアトリアルの数と浸透圧の理想値からのずれの大小関係を求めることで、相互作

用を明らかにすることを目的として研究を行った。 

      

 

 

図１ 水のトリジマイト構造と 

グルコースの相互関係 

 
 

図２ myo-イノシトールの構造式 



(2) myo-イノシトールについて 

脂肪やコレステロール類の代謝を行う働きを持つことから脂肪肝や高脂血症の治療に有用である

といわれているイノシトールは、貴重な生理活性物質であり、栄養食品や医療品などの成分として幅

広く利用されている。しかし、myo-イノシトール（図２）を含む生物活性を持っているすべての異性

体は、細胞外液の浸透圧が上昇した場合、細胞内のイノシトール濃度を上昇させ細胞内の水分を保つ

働きをするが、その濃度変化には数日を要し、すぐに細胞外に排出することができないので、水分を

異常に細胞内に保持してしまい脳浮腫を引き起こすなどの問題がある。そのため、イノシトールは過

剰に摂取してはならない。加えて、浸透圧は定量的な実験ができず、数種類の異性体を持つ糖を溶質

として扱った実験において危険性があるといえる。そこで私たちは myo-イノシトールの見かけの分子

量を求めることによって浸透圧の数値化を試みた。 

 

３．方法 

実験 1  myo-イノシトールの浸透圧の実測値を求めるための実験 

(1) 凝固点降下法の浸透圧への応用 

浸透圧と同じ熱力学的法則で成り立ち、束一的である凝固点降下による測定において、実際の溶質

の分子量がどの程度働いているかの指標である見かけの分子量を求めることができる。この見かけの

分子量を以下のファントホッフの法則に当てはめることで浸透圧が求められる。この際、モル濃度と

質量モル濃度は計測結果が同じであることから同じものとして扱う。 

 

 

(2) 凝固点降下度の測定について 

図３中の試験管①に実験試料 0.2mol/L を 5g 入れ、試験

管②に食塩の飽和水溶液を入れた。試験管②の中に①の試

験管を入れたことで、ムラなく実験試料の温度を下げるこ

とができた。また、食塩をかけた氷③を入れたことで、温度

を氷点下以下にすることができた。デジタル温度計を試験

管①に差し込みゴム栓で固定した。 

(3) 見かけの分子量の浸透圧への適用 

凝固点降下法によって計測された凝固点降下度を凝固点

= × × 1000
 

 

=  

・凝固点降下法より求められる分子量についての

・ファントホッフの法則から求められる式 

∆ :凝固点降下度[K] 

 :溶媒のモル凝固点降下[ ∙ ⁄ ]  

 :質量モル濃度[mol/kg]   

Ⅿ:溶質のモル質量[ｇ/mol]  

 :溶質の質量[ｇ]  

:溶媒の質量[ｇ]  

 :浸透圧[Pa] 

 :溶液の体積[L] 

 :溶質の物質量[mol] 

 :気体定数[Pa∙L/(K∙mol)] 
 :絶対温度[ｋ] 

 

図３ 凝固点降下測定装置 



降下度の式に代入し見かけの分子量を求めた。その結果をファントホッフの法則に代入することで

見かけ上の浸透圧を求めた。 

実験２ 糖の立体異性体のエクアトリアルの数と浸透圧の理想値からのずれの大小関係を求める実験 

（なお、糖の立体異性体は、グルコース、ガラクトース、フルクトース、ミオイノシトールを使用した。） 

(1) エクアトリアルの数について 

それぞれの e-OH 基の数を核磁気共鳴法（以下 NMR とする。）測定で計算した。なお、NMR 測定によ

る求められるエクアトリアルの数については実験機材が高価であるため先行研究から引用した。 

(2) 浸透圧の大小関係について 

用いる糖の立体異性体の凝固点降下度を実験１-(2)と同様にして求めた。凝固点降下度と浸透圧の

大小関係については凝固点降下度の式とファントホッフの法則より一致することがわかる。 

 

 

 

４．結果 

(1) 実験 1 

ミオイノシトールの凝固点降下度は-0.25℃で、そこから求められる見かけの分子量は 276.348 と

なり、浸透圧の実測値は 334893Pa、理想値は 515220Pa となった。生体内で起こると仮定し絶対温度

は 310K とした。 

(2) 実験 2 

表 1 より、凝固点降下度の大小関係はフルクトース＜ガラクトース＜イノシトール＜グルコースと

なり、表 2 より e-OH 基の数の大小関係はフルクトース＜ガラクトース＜グルコース＜イノシトール

となった。 

 

５．考察 

実験 1で求めた浸透圧は現実性のない非常に大きな値を示した。このことから、浸透圧が定量的な実

験ができないというのは、理想溶液として扱うことのできないほどの濃度で存在している非理想溶液で

= × × 1000
 

 

・凝固点降下度の式 

・ファントホッフの法則から求められる式 

= Π × 1000kV
 

 

=  

・凝固点降下度の式とファントホッフの法則か

ら求められる式から求められる式 



あり、気体定数(8.31Ｊ/(K・mol))のような値も変わってしまうため、実験で得た実測値をファントホッ

フの法則にあてはめるのが問題ではなく、式にある値が変化してしまうことに影響されると考えられる。 

実験2の大小関係の比較よりミオイノシトール以外の物質に比例関係が見られることから関連性があ

るため、この実験はヒドロキシ基を含む立体異性体において、理想値とのずれを把握するのに適してい

るといえる。しかし、ヒドロキシ基の数が、基準であるグルコースと異なる場合はその数を考慮しなけ

ればならない。 

 

６．結論 

 凝固点降下を利用して浸透圧を求めることはできない。しかし、エクアトリアルの数と理想値を示す

物質があれば理想値とのずれの大小関係を把握することはできる。 

 

７．今後の課題 

グルコースのヒドロキシ基の数である 5 個を超える、または下回るときには e-OH 基の数の考慮をし

なければならないという問題が発生した。これについて今回、私たちは水のトリジマイト構造によって

影響が打ち消されるというエクアトリアルの特異性に着目して浸透圧との大小関係を比較したが、実際

に浸透圧の理想値に影響を与えているのはアクシャルであるためにヒドロキシ基の数が異なることで

大小関係に違いが出たと考えた。つまりヒドロキシ基の数が異なることでエクアトリアルの大小関係と

理想値に影響を与えると考えられるアクシャルの数の大小関係に相違が生まれたと考えた。そこで今後

はエクアトリアルの数で比較することにしたい。加えて、ガラクトースとフルクトースの値が近いため

試行回数を増やし、正確な値を求めていきたい。 

 

８．参考文献 

・奥田知晴[他] (1993)「凝固点降下法による糖水溶液の水分活量係数の測定」『三重大学生物資源学

部紀要』p167-176. 

・井上[他] (2018)「糖の分子構造と浸透現象の関係性』, 松山南 SSH 

・上田初穂(1981)「蛋白質構造の安定性に及ぼす糖の作用」 

・上田初穂[他]（1990）「Hydration of Oligosaccharides」 



廃棄物による重金属の吸着 

愛媛県立松山南高等学校 重金属班 

近藤瑠海 富永夏帆 豊島芳野 樋口りさ  指導教諭 楠本仁義   

 

１．課題設定の理由 

 先行研究では、養殖業の廃棄物として生じたカキ殻やアコヤガイ貝殻の主成分は炭酸カルシウムであ

り、それらを加熱処理して得られた、主成分が炭酸カルシウムである貝殻粉末を用いると、リン酸イオ

ンや金属イオンを除去できることが報告されている。私たちは、日常的にどの家庭からも出るごみの中

に含まれるアサリなどの貝殻に着目した。家庭ごみとして出る貝殻は一般的には可燃物として処理され

ているが、個々の家庭ごみを合わせると大量になる。アサリの貝殻も主成分は炭酸カルシウムであり、

金属イオンを除去できる可能性がある。そこで、私たちはこの廃棄物であるアサリの貝殻を用い、加熱

処理などを行うことなく、重金属イオンを除去し水質保全ができないかと考え、本研究を行うことにし

た。 

 

２．研究の方法  

(1) アサリの貝殻の粉末化 

  アサリの貝殻を乾燥後、殻に付着しているタンパク質を処理し、CaCO3の割合を大きくするために

NaOHaq に加えた。その後図１の粉砕機を用いて粉砕し、図２のふるいを用いて、0㎛～150 ㎛の粉末

と 150 ㎛～300 ㎛の粉末をつくった。 

(2) 撹拌時間と銅(Ⅱ)イオン量の変化の関係 

  今回用いる金属イオンは、定量実験が行える青色の銅(Ⅱ)イオンとする。吸光度計を用いて、吸

光度の変化から銅(Ⅱ)イオン量の変化を測定した。また、陰イオンの影響を調べるために、Ｃｕ２＋

が含まれる水溶液として、Cu(NO3)2aq と CuCl２aq の２種類を用いた。 

①  0.10mol/L の、Cu(NO3)2aq と CuCl２aq 100ｍLに、(1)で得られたアサリの貝殻粉末（150 ㎛～

300 ㎛）2.0ｇをそれぞれ加え、図３のようにマグネティックスターラーを用いて撹拌した。 

② １分ごとに、駒込ピペットを用い、溶液を２ｍLずつ取り、ろ過した水溶液の吸光度を測定し

た。この操作は 10回繰り返した。この測定は３回行い、平均値で考察した。 

(3) 粉末の大きさと銅(Ⅱ)イオン量の変化の関係 

① 0.10mol/L の Cu(NO3)2aq と CuCl２aq 100ｍLに、(1)で得られた２種類のアサリの貝殻粉末（0㎛

～150 ㎛の粉末と 150 ㎛～300 ㎛の粉末）それぞれ 2.0ｇを加え、図３のようにマグネティックス

ターラーを用いて撹拌した。 

② 10 分ごとに、駒込ピペットを用い、溶液を２ｍLずつ取り、ろ過した水溶液の吸光度を測定し

た。この操作は６回繰り返す。この測定は３回行い、平均値で考察した。 

(4) 粉末の量と銅(Ⅱ)イオン量の変化の関係                 

① 0.10mol/L の Cu(NO3)2aq と CuCl２aq 100ｍLに、(1)で得られたアサリの貝殻粉末（150 ㎛～300

㎛の粉末）1.0g、2.0g、3.0g をそれぞれ加え、図３のようにマグネティックスターラーを用いて

10 分間撹拌した。 

 ② 10 分後、駒込ピペットを用い、溶液を２ｍLずつ取り、ろ過した水溶液の吸光度を測定した。

この測定は３回行い、平均値で考察した。 



(5) 銅(Ⅱ)イオンの除去のメカニズムの解明              

銅(Ⅱ)イオンが除去される仕組みを明らかにするために、アサリの貝殻粉末で銅(Ⅱ)イオンを除

去後、ろ過したアサリの貝殻粉末を蒸留水の中に入れて撹拌し、いったん除去された銅(Ⅱ)イオン

が再び、蒸留水中に出てくるかを調べた。 

① 0.10mol/L の CuCl２aq 100ｍL に、(1)で得られたアサリの貝殻粉末（150 ㎛～300 ㎛の粉末）

2.0g を加え、30 分間マグネティックスターラーを用いて撹拌した。 

② 30 分後の溶液をろ過し、ろ紙上に残った沈殿物を乾燥させた。 

③ ②で得られた沈殿物を蒸留水に入れ、60 分間マグネティックスターラーを用いて撹拌し、60分

後の溶液を２ｍL 取り、ろ過した水溶液の吸光度を測定した。この測定は３回行い、平均値で考

察した。 

 
 

３．結果と考察  

(1) 撹拌時間と銅(Ⅱ)イオン量の変化の関係 

Cu(NO3)2aq、CuCl２aq ともに、撹拌時間が経過するごとに、

肉眼でも銅(Ⅱ)イオンの青色が徐々に薄くなっていく様子が確

認できた（図４）。 

  経過時間と吸光度変化の関係を図５、６に示す。 

 硝酸銅(Ⅱ)水溶液では、アサリの貝殻粉末を加え、撹拌を始

めて３分後に吸光度がほぼ０になり、銅(Ⅱ)イオンが全て除去されたことが分かった。一方で、塩

化銅(Ⅱ)水溶液にアサリの貝殻粉末を加え、撹拌をした場合、全般的に吸光度は小さくなるもの

の、増減する傾向がみられた。 

銅(Ⅱ)イオン濃度が同じであることから、アサリの貝殻粉末に銅(Ⅱ)イオンが吸着する際、陰イ

オンが何らかの影響を与え、特に、塩化物イオンの存在下では、いったん吸着した銅(Ⅱ)イオンが

離脱するのではないかと考えた。 

(2) 粉末の大きさと銅(Ⅱ)イオン量の変化の関係 

アサリの貝殻粉末の大きさが異なる２種類（0 ㎛～150 ㎛の粉末と 150 ㎛～300 ㎛の粉末）で銅

(Ⅱ)イオンの除去を比較した結果、図７～10 のようになった。 

この結果より、アサリの貝殻粉末の大きさが 150 ㎛より小さいものの方が、最初の 10 分間で急速

に銅(Ⅱ)イオンを除去することが分かった。これは、粉末が小さいほど表面積が大きくなったこと

が原因と考えた。 

  また、40分後から再び吸光度が増加する場合があることが分かった。これは、炭酸カルシウムに一

 
図１ 粉砕機を用いた 

  貝殻の粉末化 

 
図２ ふるいによる粉末の分別 

 
図３ マグネティックスターラー 

を用いた撹拌の様子 

図４ 撹拌後の溶液の様子 



度吸着した銅(Ⅱ)イオンが、撹拌を続けたことで吸着が外れたのだと考えた。炭酸カルシウムと銅

(Ⅱ)イオンが化学結合したと考えると、このようにいったん結合した銅(Ⅱ)イオンが離れることは考

えにくい。 
そこで、私たちは、銅(Ⅱ)イオンが炭酸カルシウムに物理的に吸着していると考えた。もし、吸着

しているのであれば、銅(Ⅱ)イオンが結合した炭酸カルシウムを蒸留水に入れて、撹拌すると銅(Ⅱ)

イオンが離れるのではないかと考えた。 

 

  

  

図５ 硝酸銅(Ⅱ)水溶液における撹拌時間と吸光 
度変化の関係 
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図６ 塩化銅(Ⅱ)水溶液における撹拌時間と吸
光度変化の関係 
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図７ 硝酸銅(Ⅱ)水溶液におけるアサリの貝殻 
粉末の大きさと吸光度変化の関係（0 ㎛ 
～150 ㎛） 
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図８ 硝酸銅(Ⅱ)水溶液におけるアサリの貝殻 
粉末の大きさと吸光度変化の関係（150 
㎛～300 ㎛） 
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図９ 塩化銅(Ⅱ)水溶液におけるアサリの貝殻 
粉末の大きさと吸光度変化の関係（0 ㎛ 
～150 ㎛） 
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図 10 塩化銅(Ⅱ)水溶液におけるアサリの貝殻 
粉末の大きさと吸光度変化の関係（150 
㎛～300 ㎛） 



(3) 粉末の量と銅(Ⅱ)イオン量の変化の関係    

実験結果を図 11、12 に示す。この実験では、塩化銅(Ⅱ)水溶液においては、加えるアサリの貝殻粉

末が多くなるほど、銅(Ⅱ)イオンが除去されることが分かった。一方で、硝酸銅(Ⅱ)水溶液では、粉

末の量を増やしても吸光度の減少は見られなかった。この実験結果には疑問が残るので、再度実験を

やり直してこの結果についての真偽を確かめたい。 

(4) 銅(Ⅱ)イオンの除去のメカニズムの解明  

アサリの貝殻粉末に銅(Ⅱ)イオンが結合したものを蒸留水の中に入れて撹拌すると図13のように

いったん除去された銅(Ⅱ)イオンが再び蒸留水中に出てくることが分かった。このことから、アサリ

の貝殻粉末に銅(Ⅱ)イオンは化学結合したのではなく、吸着され撹拌すると離脱すると考えた。 

  

 

４．研究のまとめと今後の課題 

本実験を通して、アサリの貝殻粉末を加熱処理することなく粉末化することで銅(Ⅱ)イオンを吸着

して除去できることが分かった。また、粉末の大きさは 150 ㎛より小さいものの方が、吸着効果が高

いことが分かった。さらに、銅(Ⅱ)イオンはアサリの貝殻粉末に吸着されて除去されたことも分かっ

た。現在、コバルトイオンの吸着実験を行っているが、他の金属イオンについても行っていきたい。 

５．参考文献 

・愛媛県立宇和島東高等学校、水質浄化に向けた廃棄物中の炭酸カルシウムの再利用、2017 

・愛媛県立宇和島東高等学校、アコヤガイ貝殻粉末による水質浄化-産業廃棄物の有効活用-、2018 

・芋川あゆみ・早田隆典、長崎県総合農林試験場、かき殻を用いた水質浄化剤の畑地における有効利用に関する研究、

2001 
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図 11 硝酸銅(Ⅱ)水溶液におけるアサリの貝殻粉 
末の量と吸光度変化の関係 
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図 12 塩化銅(Ⅱ)水溶液におけるアサリの貝殻粉 
末の量と吸光度変化の関係 
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クモの牽引糸における破断強度とその増強 

愛媛県立松山南高等学校   クモ糸班 

鎌田航己 二村佳杏 山川さくら  指導教諭 佐々木謙一 

 

１．はじめに 牽引糸とは 

クモは一般に７種類の腺から別々の糸を用途に応じて出し、巣作りや捕食、卵の保護や命綱など、様々

な用途に使い分けている。自然界で生きるために、クモの糸は結構な強度が必要とされ、また日数経過

に対する耐性も求められる。クモの糸が衣食住の素であるのだ。ではそのクモの糸はどのようにして自

然界に適応しているのか。内部のタンパク質構造や強度の秘密がわかれば私たちの生活に応用できるの

ではないだろうか。このような理由から、私たちはクモの糸に関心を持った。その中でも特に、クモの

命綱の役割を果たす牽引糸は強度が高いと言われるが、クモの糸に関する研究はあまり多くの人によっ

て行われていない。そこで、自ら「牽引糸ロープ」を作成してその直径と破断強度の関係、さらに破断

強度増強のための操作を明らかにしようと思いテーマとした。先行研究（大﨑，2016）によると、1 本

の牽引糸は２本のフィラメントから構成されており

（図１）、そのクモの体重の２倍の強度を持つ。自分

の身を守るために２倍の安全性を持っているのだ。

また、ジョロウグモの牽引糸に一定時間紫外線を照

射した場合に弾性限界強度の増加がみられるという

ことも分かっている。 

本実験を行うにあたって、私たちは牽引糸を集め

て撚ったものを「牽引糸ロープ」と定義する。 

 

２．仮説 

(1) クモの牽引糸ロープの直径とその破断強度は比例しており、正の相関を持つ。 

(2) 日数経過に伴って強度と直径はともに減少し、劣化する。 

(3) ジョロウグモ以外の牽引糸ロープに紫外線を照射した場合も、弾性限界強度は照射時間に伴って

増加していき、最大になる照射時間が存在する。 

 

３．クモの牽引糸ロープの直径とその破断強度 

３－１ 研究方法 

(1) 近隣で最もよく手に入る種類であるオオシロカネグモ（図２）を本研究で扱うものとする。ストロ

ーのフレームで牽引糸を採取し撚る（図３）。牽引糸ロープの直径を顕微鏡で測定し、フォースセンサ

ー（図４）の先に牽引糸ロープをかけて引き、切れた点での値を破断強度として記録した。 

(2) (1)と同様の実験を３～４日ごとに行い、日数経過に対する直径と破断強度の変化の様子を調べた。 

(3) 紫外線（UV-A）の照射、冷凍等の操作を行い、経過時間とそれに対する破断強度を調べ、破断強度

増強のための最適な操作を探る。これは機材の都合上まだ行っていないため、データは今後集めてい

くものとする。 

３－２ 結果 

(1) 牽引糸ロープの直径とその破断強度を散布図で表しその回帰直線を求めたところ、傾きは 0.0044

 

図１ 牽引糸のフィラメント（大﨑，2016 より） 



で比例関係があり、相関係数Ｒ＝0.89706 となり強い正の相関が見られた（図５）。 

(2) 経過日数に対する直径と破断強度をそれぞれ相対値で表し、牽引糸ロープごとに色分けして表し

た。これによると、日数経過に対して大幅な直径の減少は見られず、全体的に増加しているもののほ

うが多かった。中には２倍以上になっているものもあった（図６）。破断強度は日数経過後も大幅な強

度の変化はあまり見られなかったが、一部３倍になっているものもあった（図７）。 

 

 

 

図２ オオシロカネグモ 

 

図３ 牽引糸の巻取り 

 

図４ フォースセンサー 

 
図５ 牽引糸ロープの直径と破断強度 
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図６ 経過日数と牽引糸ロープの直径 
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３－３ 考察 

(1) 日数経過における強度の大幅な変化が見られなかったのは、

牽引糸ロープ内のタンパク質構造は日数経過後も変化しにくい

からではないかと考えた。 

(2) クモの糸は水分を吸収すると長さが縮み短くなるという事実

（図８：大﨑，2016）があるため、実験時の空気中の水分の影響

により、牽引糸ロープが空気中の水分を吸収して、日数経過に伴

って直径が増加したのではないかと考えた。 

 

４ 日数経過に伴う直径の増加と破断強度の関係 

４－１ 研究方法 

３－４(2)より、日数経過に伴う直径の増加は空気中の水分が関係しているという考察を検証するた

め、追加で実験を行った。乾燥条件下と湿潤条件下の瓶を用意し、それぞれの中に牽引糸ロープを入れ

１週間保管し、その後直径と破断強度の変化を調べた。乾燥条件維持のために CaCl2 を用いた。湿潤条

件維持のために水とろ紙を用いた。この際、水が直接牽引糸ロープにつかないように注意した（図９）。 

４－２ 結果 

 一週間後（図 10）、直径と破断強度を記録しグラフを作成したところ、直径は乾燥、湿潤条件下どち

らでも全体的に増加していた（図 11）、また、破断強度は両条件下ともほぼ変化なしまたは減少してお

り、結果２とは異なり増加しているものは一つも見られなかった（図 12）。 

 

 

 

図７ 経過日数と破断強度 
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図９ 乾燥条件下と湿潤条件下 前 

 
図 10 乾燥条件下と湿潤条件下 後 

 

図８ 水分吸収前後の牽引糸 



     

 

４－３ 考察 

(1) 乾燥、湿潤条件下の両方で直径の増加がみられたということは、これらの直接の原因は空気中の

水分以外であると考えられる。 

(2) 破断強度においては、結果２の図７とは異なる結果を得たことより、適度な湿度条件であれば日

数経過後も破断強度は保存または増加されるが、今回のように極端な乾燥、湿潤条件下であると増加

はせず減少の割合が高くなると考えられる。 

 

５．今後の展望 

(1) 日数経過に対する直径と破断強度の変化の様子のデータをさらに集め、同時に追加実験のデータ

の追加と相対値での結果の検討を行い、日数経過後の直径の増加と破断強度の変化の要因を探る。 

(2) 紫外線照射、冷凍などの実験を行い、２本のフィラメントの結合やタンパク質構造の変化による

破断強度の増強を引き起こす操作を見つけることにつなげていく。 

(3) 最終的に、牽引糸の強度の増加を引き起こす構造を解明し、それを用いることで、漁網や服などゴ

ミ問題などで環境負荷の大きい石油由来の合成繊維に劣らない実用的な自然繊維として、また、人工

血管や手術縫合糸などバイオミメティクスとして、クモ糸を活用していくための一助としたい。 

 

６．参考文献 

・大﨑茂芳（2015）.「クモの糸の不思議」.日本家政学会誌,66(10),521-528. 

・大﨑茂芳（2016）.『クモの糸でバイオリン』.岩波書店. 

  

 
図 11 牽引糸ロープの直径の変化 
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図 12 牽引糸ロープの破断強度の変化 
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アサギマダラの効率的な飛翔メカニズムの探究 

愛媛県立松山南高等学校 アサギマダラ班 

 山崎 豊  花岡龍之介 白石浩都  指導教諭 若山勇太 

 

１．はじめに 

私たちは昆虫の機能的な生態に興味を持ち、日本において長距離の渡りを行うアサギマダラ

Parantica sita の飛翔に着目した。若山ら(2011)によって四国においてアサギマダラの異常な飛翔ルー

トが報告されていることを知り、私たちは風が影響していると考え、飛翔に与える風の影響に関する研

究を行った。そして風速 1,6m/s を境に、風に向かって飛ぶ逆風飛翔と風から遠ざかる逃避飛翔を行う

ことが分かった（花岡ら,2019）。また、池田ら(2017)によるとアサギマダラは温度感受性が高く、体温上

昇を防ぐ飛翔メカニズム「省エネ飛翔」によって、アゲハチョウ類に比べて約 9℃体温を低く保っていること

が分かっている。これらを踏まえた上で、アサギマダラの飛翔をさらに追究するために、私たちはアサギマ

ダラの翅の構造に焦点を当て、研究を進めた。アサギマダラと同サイズかつ体長と前翅長の比が比較的

近いアゲハ Papilio xuthus と鱗粉の密度やはばたき回数、体温を比較して飛翔に与える影響の探究を行

った。また流体力学的な観点から鱗粉密度が空気の流れ場に与える影響を探究し、アサギマダラの効率

的な飛翔のメカニズムを解明する手掛かりを得ることを目的としている。 

２．研究項目 

(1) 鱗粉密度（鱗粉面積指数）の算出 

私たちは風の影響に加えて翅の構造が飛翔メカニズムに影響を与えると考え、翅の鱗粉の密度を求

めた。なお、対照群として、アサギマダラと同サイズかつ体長と前翅長の比が比較的近いアゲハを用

いた。以下(2)～(4)についてもアゲハと比較した。 

(2) 2 種間の鱗粉密度に差異があるならば、羽ばたき回数にも影響が及ぶと考え、1秒間当たりの羽ば

たき回数を計測し、比較を行った。 

(3) 羽ばたきに伴う筋運動による体温変化に着目し、飛翔前後の体温差を測定した。 

(4) 鱗粉密度が飛翔に及ぼす影響をさらに探究するために、蝶（標本）の翅の周りの空気の流れ、すな

わち流れ場の可視化を試みた。 

３．研究方法 

(1) 鱗粉密度（鱗粉面積指数）の算出 

アサギマダラ、アゲハの雄について、翅の５つの部位（前翅頂部・前翅後角部・前翅中室・後翅肛

角部・後翅中室）を光学顕微鏡で観察して撮影した（図１）。両種において以下に示す鱗粉面積指数を

算出し、T検定を行って有意差を調べた。 

   鱗粉面積指数 ＝ 鱗粉総面積 ／ 視野面積  

(2) はばたき回数の計測 

実験室内で一定時間放蝶し、カウンターとストップウォッチを用いてはばたき回数（回／秒）の平

均値を算出した。 

(3)  飛翔前後の体温測定 

放射温度計を用いて（2）の実験前後の体温差[℃]を測定した。 
(4) 流れ場の可視化実験 

スモークテスタというハンディタイプの塩素系白煙発生装置を用いてアサギマダラ、アゲハの標本

に空気の流れ場を作り、可視化することを試みた（図２）。その様子を撮影した動画から翅の周囲の空

気の流れ場を観察した。個体に当てる白煙の威力を一定にするために工作用紙を材料とした整流格子

とアクリル板を用いた風洞を利用し、白煙を見やすくするため照明器具を用いた。 



 

 

 

４．結果 

(1) 鱗粉密度（鱗粉面積指数）の算出 

標本を用いて鱗粉の密度を算出し（表１）、レーダーチャートを作成した（図３）。アサギマダラは

アゲハに比べて前翅が全体的に高密度である一方、後翅（特に後翅中室）の密度が低かった。また、

アゲハは比較的正五角形に近い、つまり全ての部位の密度がほぼ均一であった。 

(2) はばたき回数の算出 

はばたき回数を算出したところ、アサギマダラ(n=11)は平均 4.0（回／秒）（標準誤差 0.15）という

結果になり。アゲハ(n=6)は平均 5.0（回／秒）（標準誤差 0.07）だった（図４）。ｐ<0.05 より有意差

ありと判断した。 

(3) (2)で用いたアサギマダラ５個体の体温差[℃]は個体によって-3.4～＋5.7℃、アゲハ６個体の体温

差[℃]は個体によって-5.5℃～＋0.1℃と幅があった。測定方法の改善も含めて今後さらにデータを

得る必要がある。 

(4) 流れ場の可視化 
アサギマダラ(n=1)アゲハ(n=1)について角度を水平、滑空姿勢、前傾に設定しそれぞれについて撮

影を行った。観察の結果、アサギマダラにあたった風は後翅の上で渦を巻いている流れ場が頻繁に見

られた。それに対して、アゲハにあたった風は渦を巻くような流れ場が見られず、そのまま通り抜け

ていくように見られた（図５）。 

 

  
図１－① 鱗粉を観察した部位 

（白水(2006）より引用) 

１ 前翅頂部

２ 前翅後角部

３ 前翅中室

４ 後翅肛角部

５ 後翅中室   

図１-② 前翅頂部の光学顕微鏡撮影画像 

（左：アサギマダラ、右：アゲハ） 

 
図２ 流れ場の可視化実験の装置の模式図 

表１ 鱗粉の密度（鱗粉面積指数＝鱗粉総面積／視野面積）の比較 

 

A B C 平均 A B C D 平均 p値 有意差
１ 前翅頂部 1.37 1.27 1.39 1.3 0.94 1.02 1.01 0.87 1.0 0.0007 有
２ 前翅後角部 1.39 1.26 1.32 1.3 1.07 0.99 0.95 0.91 1.0 0.0011 有
４ 後翅肛角部 1.62 1.5 1.54 1.6 1.39 1.17 1.14 0.99 1.2 0.0135 有
５ 後翅中室 0.63 0.89 0.84 0.8 1.32 1.1 1.17 1.14 1.2 0.0063 有
３ 前翅中室 1.41 1.37 1.33 1.4 1.15 1.1 1.06 0.73 1.1 0.0253 有

部位
アサギマダラ アゲハ t検定



    

 

５．考察 

(1) 鱗粉密度が飛翔に及ぼす影響 

アサギマダラは前翅の鱗粉密度が高く飛翔中の揚力を得やすくなっているとともに、後翅中室にお

ける鱗粉密度が低く、飛翔に伴う筋運動によって生じる熱を逃がしている可能性があるのではないか

と私たちは考えている。また、指導助言をいただいている渕脇正樹教授（九州工業大学）によると、

鱗粉密度が高い前翅は抵抗低減に寄与している可能性があるという。抵抗低減の身近な例としてゴル

フボールの表面構造が挙げられる。ゴルフボールは表面に小さな凹構造を設けることで空気抵抗を小

さくし、飛距離を伸ばしている。これと似た効果が、鱗粉密度が大きい前翅の表面で起こっているの

ではないかと考える。また、電子顕微鏡で撮影したそれぞれの後翅中室の写真（図６）を見ると、鱗

粉の重なり度合いや密度がアサギマダラのほうが小さいことがわかる。また鱗粉の形にも違いが見ら

れる、今後はこの形の違いによる影響について、飛翔前後の体温変化と関連付けて探究したい。 

(2) はばたき回数と体温変化の関係 

アサギマダラの羽ばたき回数はアゲハに比べ、約 1 回／秒ほど少なかった。このことから、アサギ

マダラは羽ばたき回数を軽減し、体温上昇を抑えて飛翔していること（省エネ飛翔）が示唆された。 

  一方で、体温については誤差が多く、測定方法の改善が必要である。蝶の体温の測定方法は 3種類

あり、本研究で用いている放射温度計の他に、針型の熱電対を昆虫の体に刺して測る方法、サーモグ

ラフィーを用いた方法がある。それぞれの方法に長短があるので、それらを踏まえた上での再検討を

していく。なお、池田ら(2017)によると，アゲハ類の平均体温は 31℃程度、アサギマダラの平均体温

は 22℃程度であり、約 9℃の差があるという。 

 

図３ 鱗粉面積指数の比較 
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図４ はばたき回数の比較 

 
 

図５ 流れ場の可視化実験（左：アサギマダラ、右：アゲハ） 



(3) 後翅後方に生じる渦状の流れ場が飛翔に及ぼす影響 

図５の結果から、私たちはアサギマダラが高密度な鱗粉を利用して翅の上に渦をつくり、揚力を得

ているのではないかと考えた。また、九州工業大学の渕脇正樹氏から、「全体的に光が当たりすぎてい

るため、光をシート状（スリット）にして、二次元断面にするといい」という指導助言をいただいた

ので、今後は実験条件を改善し、流れ場が飛翔に及ぼす影響を解明したい。 

 

 

６．まとめ 

 本研究により、以下の２点がアサギマダラの効率的な飛翔に寄与していることが示唆された。 

(1) アサギマダラはアゲハに比べて前翅の鱗粉密度が高く、飛翔中の抵抗低減に寄与している。 

(2) アサギマダラはアゲハに比べて後翅中室の鱗粉密度が低く、そこから体温を逃がすとともに、は

ばたき回数も少ないため、体温上昇を抑制している。 
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図６ 後翅中室の鱗粉の電子顕微鏡画像（左：アサギマダラ、右：アゲハ） 

（撮影協力：愛媛県立今治西高等学校生物部） 

（機器：株式会社日立ハイテクノロジーTM3030） 



グリーンヒドラの行動と光の関係 

愛媛県立松山南高等学校    ヒドラ班 

阿部時弥 田村佳典 藤野恵多 本田丈征  指導教員 山﨑涼 

 

１．はじめに 

(1) 研究の背景と目的 

  グリーンヒドラ Hydra viridissima(図１)には、体内にクロレラ(緑藻類)が共生しているという興

味深い特徴があり、光合成を行う動物として研究されている。 

共生クロレラは光合成産物である炭水化物をグリーンヒドラに供給し、グリーンヒドラは窒素源な

どの栄養を共生クロレラに与えている。そのため、グリーンヒドラでは窒素代謝に重要な遺伝子発現

が上昇し、共生クロレラでは硝酸同化にかかわる遺伝子が失われていることが分かっている(文献 1)。

このように、グリーンヒドラと共生クロレラとの共生メカニズムについては研究が進んでいるが、ク

ロレラとの共生によって、グリーンヒドラの環境応答にどのような影響が出たのかについての研究は

進んでいない。                                                                                                     

そこで、本研究は、グリーンヒドラの光刺激への応答を調べることを目的とした。実験１では、光

の有無によってグリーンヒドラの行動の活発さが変化するかを調べた。グリーンヒドラの移動距離が

大きいほど行動の活発さが大きいと解釈し、明条件区では共生クロレラの光合成に必要な光が十分に

存在するため、グリーンヒドラの行動は活発化せず、暗条件区では光合成に必要な光を求めて活発化

すると仮説を立てて実験を行った。 

ヒドラには緑色光を受容する物質が存在すると示唆される(文献 2)一方で、クロレラは光合成のた

めに赤色光と青色光を吸収し、光合成以外の用途としても、クロレラが属する緑藻類には、まだ発見

されてはいないが赤色光と青色光を吸収する光受容体がそれぞれ存在すると考えられている(文献 3)。

そこで、実験 2 では、グリーンヒドラが最も活発化する光の色を調べることから、グリーンヒドラの

光刺激の受容において、グリーンヒドラと共生クロレラのどちらが光刺激を受容したのかを調べた。

光刺激を受容したのは共生クロレラであり、共生クロレラから輸送された何らかの物質によってグリ

ーンヒドラの行動が活発化したと仮説を立てて実験を行った。 

(2) グリーンヒドラの形態と移動方法 

グリーンヒドラは淡水産の刺胞動物で、クロレラとの共生によって体色は緑色であり、伸長時の体

長は 5mm 程度である。触手に接触したミジンコなどのプランクトンを感知し、刺胞によって対象の動

きを止めて体内に取り込むことによって捕食を行う。 

グリーンヒドラは足盤という器官を用いて固着生活を送る。移動する際は、体を伸び縮みさせなが

ら、足盤と触手の両方を用いる。この方法はとんぼがえりと呼ばれる(図２)。           

(3) 飼育条件 

水温 22℃、明暗周期 13時間(630lx)：11 時間とした。一週間に 2回程度、給餌(ブラインシュリン

プ)と換水(ミネラルウォーター)を行った。 

      

 
図１ グリーンヒドラ 図２ とんぼがえり 



２．研究方法 

2.1 実験 1：光の有無による行動の活発さの変化 

ミネラルウォーターをプラスチックシャーレ(直径 8.9cm)の壁面の高さの 8

割程度まで入れ、プラスチックシャーレ 1 枚につきグリーンヒドラを 1 体ずつ

入れてそれらを各光条件のインキュベータ(水温約 22℃)内で 1 時間放置した

(図３)。グリーンヒドラの初期位置と放置後の位置をプロットし、2点間の直線

距離を移動距離として物差しで計測した。移動距離が大きいほど行動の活発化

が大きいと解釈した。光条件は明条件 (630lx)、明条件(630lx)から切り替えた

直後の暗条件、その直後の暗条件とした。                               

2.2 実験 2：光の波長による行動の活発さの変化 

 グリーンヒドラの行動が最も活発化する光の色を調べるために、赤色光、青色光、緑色光、赤色光＋

青色光の光を照射した後、実験１と同様にヒドラの移動距離を測定した。赤色光、青色光、緑色光は、

それぞれ赤色、青色、緑色のセロファンでインキュベータ内の照明を覆うことによって得られた。赤色

光＋青色光は、赤色光のセロファンと青色光のセロファンを重ねたもので照明を覆うことによって得ら

れた。移動距離は、明条件(白色光)から各光条件に切り替えた直後の1時間は馴化期間として計測せず、

馴化期間直後の 1 時間に計測した。 

 

３．結果 

3.1 実験 1 

 実験1における光の有無による移動距離の変化を図４に示した。横軸は光条件、縦軸は移動距離(mm)、

エラーバーは標準誤差を示す。各光条件の移動距離の平均は、①2.9mm、②1.5mm、③0.48mm で、①・②

間での t 検定を行ったところ、1%水準の有意差がみられた。                          

3.2 実験 2 

 実験 2 における光の波長による移動距離の変化を図５に示した。横軸、縦軸およびエラーバーは実験

１と同様に示す。すべての色で１mm 以上動いた。最も長距離を移動したのは赤色光+青色光区で、平均

2.8mm 移動した。全ての群の組み合わせで t 検定を行ったところ、赤色光区・赤色光＋青色光区間と、

緑色光区・赤色光区＋青色光区間でそれぞれ 5%水準での有意差がみられた。 

 

  

 
図４ 実験１の結果 

 

図３ 実験の様子 



   

 

４．考察                                                   

4.1 実験 1  

 我々の仮説とは反対に、光刺激によってグリーンヒドラの行動が活発化することが示唆された。その

メカニズムとして、グリーンヒドラ自体の光刺激への反射的な応答によって活発化したか、共生クロレ

ラから輸送された物質によって活発化できたかのいずれかが考えられる。暗条件区ではエネルギーの消

費を避けるために移動しなかったか、エネルギーを使い果たしたために移動できなかったかのいずれか

と考えられる。 

4.2 実験 2                            

仮説は立証され、すべての色の光でグリーンヒドラの行動が活発化したことから、行動の活発化にか

かわる光の受容はグリーンヒドラと共生クロレラのどちらも行っていると考えられる。しかし、赤色光

＋青色光区で最も活発化し、その移動距離は実験 1 の明条件区と近似したことから、行動の活発化にか

かわる光刺激の受容には、赤色光と青色光を吸収する光受容体を持った共生クロレラが関係していると

考えられる。また、共生クロレラによってグリーンヒドラの行動が活発化したことから、共生クロレラ

から何らかの物質が輸送されたと考えられるが、グリーンヒドラの行動の活発化に関与したのは光合成

産物でエネルギー源となる炭水化物か、その他の生理活性物質であるかという疑問が生じた。 

 

５．結論 

 グリーンヒドラの行動は光刺激によって活発化し、行動の活発化に関わる光刺激の受容はグリーンヒ

ドラ自体によっても行われるが、共生クロレラの光受容による影響が大きく、共生クロレラから輸送さ

れた何らかの物質がグリーンヒドラの行動を活発化したと考えられる。また、輸送された物質が、光合

成産物でエネルギー源となる炭水化物か、光受容体が関わる反応によって生成された光合成産物以外の

物質であるかという疑問が生じた。 

 

６．今後の課題・展望 

実験 2では白色光をセロファンに透過させることによってそれぞれの色の光を作っていたが、それら

の光の波長の正確な値は得られていないため、吸光光度計を使用するなどして実験 2でグリーンヒドラ

に照射した光の波長を調べる。また、セロファンは特定の波長の光しか透過しないはずであるから、赤

色のセロファンと青色のセロファンを重ねた赤色＋青色がなぜ光を透過しているのかは疑問である。そ

こで、今回得られた赤色光＋青色光区の結果の信頼性を高めるために、新たな実験方法として、セロフ

 

 

図５ 実験２の結果 



ァンを重ねるのではなく、インキュベータ内の照明の面積を 2等分し、そこに赤色と青色のセロファン

を半分ずつ貼ったものに白色光を透過させたものを照射することを計画している。 

 また、実験 2では、グリーンヒドラの行動を活発化させた共生クロレラ由来の物質の正体を特定する

という課題が生じた。グリーンヒドラは、共生クロレラ由来の光合成産物を利用するという栄養獲得経

路と、自ら餌を捕食するという栄養獲得経路を併せ持つ。もし、グリーンヒドラの行動の活発化の原因

が、単に共生クロレラ由来の光合成産物によってエネルギーを得たためであるならば、光照射後のグリ

ーンヒドラの捕食行動は抑制されると我々は考える。そこで我々は、以下のような実験操作を計画して

いる。一定数のグリーンヒドラを明条件(630lx)・給餌あり、明条件(630lx)・給餌なし、暗条件・給餌

あり、暗条件・給餌なしの異なる４種類の光・栄養条件下で飼育する。その後、共通の暗条件下で一定

数の餌(ブラインシュリンプ)をグリーンヒドラに与える。3 時間放置した後で、各実験区のブラインシ

ュリンプの生存数を計測することにより、光・栄養条件の違いによってグリーンヒドラの捕食行動に差

が出るかどうかを確かめることができると考えている。この実験には、4 種類の異なる光・栄養条件を

設けることにより、グリーンヒドラにおけるそれぞれの栄養獲得経路の重要性を評価するねらいもある。 

 

７．参考文献 

・動物と藻類の共生の謎を解明 ～ヒドラと共生クロレラの栄養相互作用と進化をゲノムから読み解

く～:岡山大学、沖縄科学技術大学院大学、キール大学 
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・ヒドラの行動の研究２ 宮城県仙台二華高等学校 生物部 

https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahU

KEwjrosft87TnAhUay4sBHQaUAq8QFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fnika.myswan.ed.jp%2Fwysiwyg%2

Ffile%2Fdownload%2F1%2F119&usg=AOvVaw3FCuQqU7AsHTe0CVRlmP93 
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安全なブロック塀の製作 

愛媛県立松山南高等学校    ブロック塀班 

石原涼平  八尋龍大  山岡竜平  山田和波  指導教諭 松下吉之 

 

１．はじめに 

近年、地震の発生によるブロック塀での事故が報告されており、新しく作り直すなどの対策がなさ

れている。そこで、私たちは安価で、強度の高いブロックを製作し、そのブロックを用いて倒れにく

い、防災を目的としたブロック塀を開発しようと考えた。 

私たちは倒れにくいブロック塀を製作するにあたって２つの観点で研究を行う必要があると考えた。

１つ目はブロック塀を構成するコンクリートブロックの構造、２つ目は材料である。これら２つの観点

に注目し研究を始めた。 

 

２．コンクリートブロックの形が強度に及ぼす影響  

２－１ 実験方法 

コンクリートブロックの構造の違いによる強度を調べるために、紙粘土を用いて実験を行った。実

験するブロックの構造の種類は、丸型（図１）三角型（図２）四角型（図３）とし、形をくりぬいた。

それぞれ図４のような方向から油圧型プレス機（図５）で圧力をかけた。そして、紙粘土が割れたと

きに、かけた力を計測した。実験の結果より強度のあるブロックの構造を考察した。ただし紙粘土は

1 つが 8.7×3.9×2.0 ㎤の型（図６）にいれて製作した。 

  

     

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 力 力 力 力 力 力 

図１ 丸型 図２ 三角型 図３ 四角型 図４ 圧力をかける方向 

図５ 油圧型プレス機 図６ 製作した紙粘土 



２－２ 結果 

(1) 丸型（図７） 

割れたときにかけた力の平均が 145kgf（図７の実線）だった。他の種類の型に比べて一番強度が高

かった。その要因として丸という形が外からの力をうまく分散できていると考えられる。 

(2) 四角型（図８） 

割れたときにかけた力の平均が 105kgf（図８の実線）であった。丸型よりも強度は劣るが、三角型

よりは強度が高いということがわかる。しかし、丸型のようにうまく力を分散できていないことがわ

かる。 

(3) 三角型（図９） 

割れたときにかけた力の平均 90kgf（図９の実線）と一番強度が低いことがわった。三角の形の頂

点から亀裂が入り、割れている試料が多いため三角形という構造が力を分散できていないことがわか

る。 

２－３ 考察                                

三角形の頂点や四角形の角から亀裂が入っていいたことから、角のある三角型や四角型のブロック

と比べて、角のない丸型のブロックのほうがプレス機による力を分散することができるため、より強

度の高い構造になったと考えられる。 

 

  

                                                                                

 

 

３．コンクリートブロックの材料の配合比が強度に及ぼす影響 

３－１ 実験方法 

コンクリートブロックの材料の配合比の違いによる強度を調べるために、モルタル・砂利・水を用

 

図７ 丸型の強度 

 

図８ 四角型の強度 

 

図９ 三角型の強度 



いて実験を行った。最適な配合比は、モルタル：砂利=1：1～1：3 という村田二郎、長瀧重義、菊川

浩治らの先行研究より、モルタルと砂利の配合比を 1：1～1：3の間で設定し、強度を測定した。 

モルタルと砂利を 1：1で配合したものを【比率①】（図 10）、1：2で配合したものを【比率②】（図

11）、1：3で配合したものを【比率③】（図 12）とした。配合比はすべて体積比とする 

まず、【比率①～③】のコンクリートを 2×2×22 ㎝の型に流し込み、コンクリートブロック（図 13）

を製作する。次に、製作したコンクリートブロックを岩石カッター（図 14）で 2×2×2㎝の立方体に

カットする。カットした立方体のコンクリートブロックを油圧型プレス機（図５）でプレスし、ヒビ

割れ・亀裂が入ったときにかけている単位面積当りの重さ（圧力）を測定する。 

次に、モルタル・砂利の単位体積当たりの価格を調べ、単位体積あたりの製作コストをそれぞれの

比率で算出する。 

コストパフォーマンスの高い比率を探るために、
割れたときにかけた圧力（㎏／㎠）

ブロックの製作コスト（円）
（=評価値）として計算

する。この評価値を用いて最も安価で強度の高い比率を考察する。 

        

         

 

 
 
 

 
 
    
 

 

 

 

 

 

３－２ 結果と考察 

比率③から①になるにつれて強度の平均値が高くなっていくことが分かった（図 15,16）。そのこと

から粗骨材（砂利）どうしを結合するセメントの割合が高くなればなるほど強度が高くなることがわ

かった。そのため、強度のみを追求するのであればセメント 100％が最も強度の高い配合比であると予

想する。 

また、比率③から①になるにつれて標準誤差が大きくなっていることから（表１）、比率①の平均値

は比率③に比べて母集団の真の平均値を示しているとは言い難いことが分かった。 

評価値においても同様で、比率③から①になるにつれて評価値の平均が高くなっていくことが分か

った（図 17,18）。しかし、標準誤差においては、あまり差がみられなかったため（表２）、平均値での

比較は正確であると言える。 

図 14 岩石カッター 

図 10 モルタル：砂利＝１：１ 図 11 モルタル：砂利＝１：２ 

図13 製作したコンクリートブロック 

図 12 モルタル：砂利＝１：３ 



 

   

 

 

４．まとめと今後の展望 

 今回の実験では比率①が最も安価で強度の高い配合比であることが分かった。しかし、配合比 モルタル：砂

利＝1：1 まででの実験で終わってしまった。モルタルの単価は砂利に比べて高い。そのためモルタルの比率を

上げるほど費用が高くなり、評価値は低くなる。今後はセメントの割合を高くし、同様の実験を行い、評価値の最

大値を取る時の比率を研究していきたい。また、今回はコンクリートブロックの材料配合比・構造というブロック単

体の性能向上の研究で終わってしまった。私たちの最終目標は倒れにくい防災を目的としたブロック塀の製作

であるため、今回の実験で得られたデータをもとに次のステップであるコンクリートブロックの積み上げ方や、ブロ

ック塀の製作方法等についての研究も進めていきたい。 

５．参考文献 

・3.7.4 コンクリートの強度（令第 74）https://www.icba.or.jp/kenchikuhorei/2018tsuiho/179_181-2_3.7.4.pdf 

・実験データを正しく扱うための実験・分析データの統計解析入門 （甲南大理工山本雅博） 

・土木材料 コンクリート 第 2版 （村田二郎、長瀧重義、菊川浩治） 

 
図 15 材料の比率と強度の関係（平均値） 

 
図 16 強度の平均値と平均誤差 

 
図 17 材料の比率と強度の関係（評価値） 

 
図 18 評価値の平均と標準誤差 

表１ 強度の平均値の標準偏差と標準誤差（n は試行回数） 

 

比率 平均値(kg／㎠) 不変標準偏差 標準誤差

比率① 94.0 94±36.3 94.0±7.6（ｎ＝23）
比率② 68.4 68.4±25.3 68.4±5.5（ｎ＝22）
比率③ 39.3 39.3±11.2 39.3±4.0（ｎ＝8）

表２ 評価値の平均値の標準偏差と標準誤差（nは試行回数） 

 

比率 平均値 不変標準偏差 標準誤差

比率① 23.5 23.5±9.1 26.2±1.9（ｎ＝23）
比率② 22.8 22.8±8.4 22.3±1.8（ｎ＝22）
比率③ 19.7 19.7±5.6 21.8±2.0（ｎ＝8）
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図２ Ｎ＝100,1000 での分析 図３ 平方数を 4 つ使ったときの数量の変化 

（平方数を最低でも 4 必要とする数の間の数量） 

 

ウェアリングの問題の分析 

愛媛県立松山南高等学校 ウェアリング班 

玉井啓史  指導教諭 笹岡慎太郎 

 

１．はじめに 

 私は、自然数や整数を用いて表す式に興味を持っており、全ての自然数を正の整数乗で表すというウ

ェアリング問題(エドワード・ウェアリング,1770)に着目した。本研究での目的は、平方数を用いた際の

数の変化の規則性や、全ての自然数を表すための平方数の必要数を考察することであり、さらに、ｎ乗

（ｎ ∈ ℕ）を用いた場合、そのべき乗の数の必要数を考察することである。現段階での研究の仮説は、

「4 つの平方数があれば全ての自然数を表すことができるのではないか」ということである。 

 

２．方法 

 本研究の研究方法は、現段階では平方数を扱うので平

方数を 1 回、2 回、3 回と足したときにＮ（Ｎ ∈ ℕ）まで

の数をエクセルで確認し、それをＮまでの表にまとめて

いく。※異なる回数足したときを表では分けていき、規則

性などを見つけていく。 

 図１はＮ=1000 の時の試行をまとめた表で、赤の数字が

平方数を 1 回足したもの、緑の数字が２回足したもの、

黄色の数字が３回足したもの、茶色の数字が４回足した

ものとなっている。 

                             

３．結果 

 今回の試行を通して分かったことは、1000 までの自然数は 4 つの平方数で表せることである。また、

平方数を 3つ使う数の割合が全ての自然数の中で一番高かった（図２）。 

 規則性という観点では、最低でも 4つの平方数が必要な数の数量間が若干の規則性（図３）を見るこ

とが出来た。 

   

                        

 

図１ Ｎ＝1000 の図 



４．考察 

 今回の試行を通して考えられることは、全ての自然数は 4つの平方数の和によって表すことができる

のではないかということである。また、平方数が最低でも 4つ必要な数の数量間で、変化のパターンが

決まっている所は、式で表すことができるのではないかと考察した。 

 

５．まとめと今後の展望 

 今後の課題は、まず 4 つの平方数の和で自然数を表すことを証明していくことである。式にすると、 

+ + + = ( , , , ∈ ℕ)    
について証明していきたい。また、平方数が最低でも 4 つ必要な数の規則性について調べていきたい。

それを踏まえて平方数だけではなく、立方数や 4乗した自然数でも同様の試行を行い、結果を式化でき

るようにしていきたいと考えている。 

 

６．参考文献 

・リチャード・オクラ・エルウィス(2016)「マスペディア 1000」ディスカヴァー・トゥエンティワン出

版 
 



効率の良い音力発電について探る 

愛媛県立松山南高等学校  音力発電班 

楠本乃愛 重見陸斗 橘亜美佳   指導教諭 参河厚史 

 

１． はじめに 

持続可能な社会の実現に向けて、我々にとってエネルギーを有効に活用することは重要な課題である。

私たちは、少しでも無駄にしているエネルギーを電気エネルギーとして取り出すことができないかと考

えた。そして、私たちは、日常様々な場面で私たちを取り巻いている音を使った音力発電に目を付けた。

しかし、過去の先行研究を調べたところ、どの研究を見てもあまり良い結果は出ていないようだった。

そこで私たちは少しでも効率良く電気エネルギーを取り出すために、「音の集め方」を追及しようと考

えた。 

 

２． 方法・内容 

(1) 実験方法 

圧電素子と集音装置で作った自作のマイクをテスターにつないでいない状態で数秒間音を流し、そ

の後にテスターにつなぐ（図１左）。その時の電圧の最大値を５回計り、平均値を算出する。音の大き

さは 100 ㏈で一定とする。音の高さは 200Hz から 400Hz まで 100Hz 毎に増やしていく。計測時間も同

様に 20 秒から 40 秒まで 10 秒毎に増やしていく。 

 

(2) 発電装置と集音装置 

発電装置は圧電素子を使用し、紙で作ったコップの底に圧電素子を貼った（図１右）。発電原理は圧

電効果を利用したものである。圧電効果とは、特定の種類のセラミックなどに圧力を加えることで、

生じるひずみに応じて電圧が発生する現象をいう。今回は圧電素子に音による振動を加えることでひ

ずみを生じさせて、発電を行っている。 

 

 

 

 

 

３． 結果 

300Hz で 30 秒間集音したとき、得られる電圧が最大となった（図２）。次いで 400Hz で 40 秒間集音し

たとき大きな電圧が得られた（図３）。 

 

図１ 圧電素子を用いて自作した集音装置（マイク） 



  
 

 

 

４．考察 

今回の実験では、圧電素子を用いて電気エネルギーを取り出すことができることが分かった。しかし、

安定して電圧を取り出すことが難しいことが分かった。今回の測定では測定頻度を増やすことや得られ

た電気信号を安定して取り出すことができるモジュール回路を自作のマイクと出力部との間に入れる

ことで安定して電圧が取り出せるようにしたい。圧電素子は、構造上コンデンサーのように電気をため

る性質があることが分かったので、実験後の圧電素子は一度抵抗につないで放電をしてから再び実験を

行うようにしたい。また、音圧レベルを 100dB の音を用いたが、これに関しても圧電素子にとって最適

な音圧レベルが存在する可能性があるので、実験で確かめたい。 

 

５．今後の展望 

まずは、電圧を安定して計測できるように装置の改善を行うことが最優先の課題である。圧電素子の

周波数・音圧・集音時間との関係を調べた上で、効率よく音を集め電圧に変換できる集音装置の形状を

探りたい。 

この研究が発展すれば、カラオケマイクの充電池や、コンサート・ライブ会場での発電を行うことが

できると考える。音はどこにでもあるため、災害時の電力不足時にも活躍できる。少しでも多くの電気

を発電できるよう研究していきたい。 

 

６．参考文献 

・TECH-MAG   力で電気を生み出す仕掛け-身の周りにある圧電効果- 

https://www.jp.tdk.com/techmag/knowledge/200803u/index.htm 
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熱音響現象における温度変化の最適条件 

愛媛県松山南高等学校 熱音響班 

田中諒 村上聖音  指導教員 露口猛 

 

１．はじめに 

熱音響システムとは、熱音響現象によって熱エネルギーを音エネルギーに変換し、変換された音エネ

ルギーによる冷却または発電を行うシステムのことである。熱音響現象を利用した冷却システムである

ループ管において、スタックは熱エネルギーと音エネルギーの変換を行うという非常に重要な役割を持

っている。私たちは、スタックにおいてどのような条件が熱音響現象の効率化に影響するかに興味を持

った。堀田ら(2009)や藤田ら(2005)をはじめとする報告によれば、適切なスタックの位置や長さ、穴の

大きさについては解明されている[1][2][3]。しかし、適切な穴の形についてはまだ解明されていない。 

一方、近年地球温暖化が問題視されており、CO2を大量に排出する火力発電に代わるクリーンなエネル

ギー源の開発や省エネルギーが重要視されている。大阪府では、給湯・暖房によるものだけでも、人工

排熱量が年間約 80PJ（ペタジュール；ペタ＝10の 15 乗）、産業部門からの利用可能排熱量は、100℃以

上の温度レベルのものだけでも、約 98PJ である[4]。そこで、私たちは排熱を有効に利用することが大切

だと考えている。 

以上から仮説として、音波の安定という観点から、正面からみたスタックの穴の形が真円に近づくほ

ど伝達距離や反射の仕方が安定すると考え、温度変化が大きくなると予想した。正面からみた穴の形が

正多角形であるスタックを用い、多角形の頂点を増やした実験を行う予定である。 

 

２．方法 

(1) 研究の構成 

 実験〈１〉スタックの穴の形状による音響冷却の温度低下量の変化：スタック穴での条件として、表

面積と穴の口の面積をそろえることが困難なため、我々の実験環境下におけるその差異による温度

低下量への影響を調べる。 

 実験〈２〉穴の形状変化の実験における統一条件の設定：本実験において波長を統一するため、杉野

ら(2019)の研究より、定在波として３倍振動を使用した。 

 実験〈３〉３Ｄプリンタによるスタックの作成：３Ｄプリンタで作成したスタックによって３倍振動

の腹で温度降下量が最大になるかを確かめる実験を行った。 

(2) 実験に使用した機器、試料 

形状による誤差を小さくするために、スタック作成が容易になる３Ｄプリンタを使用して試料を作

成した。 

＜実験器具＞前述したもので作成したスタック(高さ 40mm・直径 71mm)、 

塩化ビニルパイプ(内径 72mm、外径 76mm)、スピーカー(8Ω・3w)      

(3) 実験方法 

塩化ビニルパイプに図３のようにスピーカーを接続、パイプ内部の３倍振動の腹の位置に合わせて

スタックを設置し、下記の実験を行った。 

① スピーカーのない端を蓋でふさぎ、音を流す前に熱電対温度計でスタック前後の温度を測った。 

② 蓋をしたまま３倍振動を１分間スピーカーで流した。 

③ 熱電対度計でスタック前後の温度を測り、最低温度を記録した。 



④ ①～③を５回繰り返し、①と③の数値の差の平均を測定値として用いた。 

(4) 変化させる条件 

条件１ 穴の形を正３～12 角形とする。各辺の長さの和あるいは総面積を統一した。 

条件２ 一つの穴の大きさを 2×2(mm)、4×4(mm)、6×6(mm)に設定した。 

条件３ スタックの位置を腹、腹から 115mm スピーカー寄り、腹から 115mm 蓋寄りに設定した。 

 

３．結果 

実験〈３〉の結果を図４に示す。図

４より、３倍振動の腹にスタックを置

いた場合、最も温度降下量が大きい。

３Ｄプリンタでのスタックでも、杉野

ら(2019)の研究[5]におけるストロー

スタック同様の結果となった。 

 

４．考察 

スタック左右で温度変化に差があまりない。これはスタック外径とパイプ内径の差が大きく、熱音響

現象によって冷却された蓋側の空気がスピーカー側に流れ込んでいるためと考えられる。今後、スタッ

クとパイプとの間を縮め、測定を行いたい。 

 

５．まとめ 

今回の実験〈３〉により、杉野ら(2019)の研究[5]におけるストロースタック同様に、３Ｄプリンタで

のスタックでも、３倍振動の腹で最も温度降下量が大きいことが分かった。今後、実験〈１〉・〈２〉で

も、スタックを３倍振動の腹に固定し実験を行う予定である。 

 

６．参考文献 

[1]堀田浩平,坂本眞一,塚本大地,渡辺好章,“小型熱音響冷却システムにおける前兆変化とスタック特

性の関係について”（2009） 

[2]藤田武,坂本眞一,吉田秀穂,今村陽祐,渡辺好章,“熱音響システムにおけるスタックの長さに関する

基礎研究”（2005） 

[3]坂本眞一,“熱音響技術研究”(http://shin-ichi.org/ctt.html) 

[4]照井奈都,鳴海大典,下田吉之,“人口排熱の排出特性都市熱環境の際現に及ぼす影響―京阪神地域を

対象とする感度分析―,”日本ヒートアイランド学会論文集,Vol4,15-25（2009） 

[5]杉野悠生,橋本豪,高市康平,“熱音響現象での温度変化の最適条件” 

            
図１ ３Dプリンタで   図２ ストロースタック       図３ 実験装置 

作成したスタック   

図４ 実験〈３〉の結果 
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翼果の飛行性能を探る 

愛媛県立松山南高等学校 翼果班 

玉井健登 水田涼斗 毛利和暉   指導教諭 参河厚史 

 

１．はじめに 

私たちは自然の中で種子が回転しながら落下し、種子を飛行させ繁殖させる性質を持つ植物を知り、

その種子の飛行能力の高さに興味を持ち、研究することにした。その植物は翼果に分類されるものであ

る。翼果とは果皮または果皮の一部が発達して翼となったもので風によって飛び散る。代表的なものに

は、カエデ・ニレ等があることが知られており、今回は、それら種子を用いてそれぞれの種子の特徴を

探る実験を行った。 

２．目的 

 翼果の飛行のメカニズムの解明するために、翼果（トウカエデ・アキニレ）の翼の全長、種子の長さ、

面積、質量などを測定し、種子の「回転数」や「滞空時間」との関係を探ることを目的とする。マルチ

コプターなど回転翼を持つ飛行物体の利用価値が高まる中、安定かつ省エネルギーで飛ぶことができる

回転翼を探りたい。 

３．仮説 

回転数が大きくなると、種子の翼が空気を迎える速さが増すので、大きな揚力が得られると考える。

よって、種子の直径に対して翼果の全長が大きいほうが、回転数が大きくなる。また、単位質量あたり

の翼の面積が大きいほうが空気からの力を大きく受けることになるので、回転数が大きくなる。揚力が

大きくなったことにより、翼果の滞空時間や滑空時間が長くなると予想する。 

４．実験 

(1) 実験方法 

① 図 1のトウカエデ、アキニレを５個、無作為抽出し落下実験を行った。 

 ② 抽出したトウカエデ、アキニレの全長を定規で、質量を電子てんびんで測定した。面積は図２の

ように複写し、トウカエデは複数の台形の複合体、アキニレは楕円形として考えた。 

③ 落下は風の影響をなくすために円柱状の筒を使用し 121ｃｍの高さから自由落下させた。 

④ 落下の様子の動画を撮影し、コマ送りし「落下時間」と「回転数」を求めた。 

 

 

 

 

 

 

５．結果 

測定結果を表に示す。落下時間については解像度がカメラの解像度が低く、種子が小さかったためコ

マ送りにしても視認することできず測定ができなかった。また、回転の方向は進行方向向かってっ右回

りであった。 

 

 

図１ トウカエデ（左）とアキニレ（右） 

図２ 翼の面積の計算方法 



 

 

 

６．考察 

 測定結果から、「種子長に対する全長比」と「回転数」との関係（図３）、「質量に対する面積比」と「回

転数」との関係（図４）について考察した。 

トウカエデは、種子長に対する全長比が大きくなると回転数が小さくなる傾向がある。アキニレは種

子長に対する全長比が大きくなると回転数が大きくなる傾向がある。単翼型のトウカエデと両翼型のア

キニレの構造の違いが表れている可能性が考えられる。質量に対する面積比と回転数の関係は、具体的

には明らかにすることができなかった。質量に対する面積比が大きくても小さくても回転数の大きいも

のが見られるので、今後は滞空時間と合わせて考察をしていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．今後の展望 

 落下時間の計測の際、解像度が低く種子が視認出来なかったので、解像度の高いカメラを用いて落下

の様子の動画を撮影し、落下時間を計測するとともに落下速度を求めるとともに、回転する翼の姿勢か

らどのように力を受けているかを分析していきたい。回転の方向が一定だったので、落下方法を変えて

も同様に進行方向に対して右回りとなるのかについても調べていきたい。 

８．参考文献 

・下篠裕生、伊澤悠、波多野圭介（2018）「飛行性能の高い翼果の構造」 

全長[ｃｍ] 1.80 1.60 1.50 1.40 1.00 1.20 1.10 1.00 0.90 0.80

種子長[ｃｍ] 0.51 0.45 0.44 0.35 0.27 0.46 0.40 0.46 0.43 0.31

質量[ｇ] 0.019 0.016 0.008 0.009 0.005 0.007 0.008 0.004 0.008 0.006

表面積[ｃｍ²] 0.720 0.755 0.595 0.410 0.255 0.754 0.605 0.707 0.565 0.502

回転数[回/ｓ] 16.7 12.5 14.3 5.8 10.0 1.9 1.6 1.7 1.3 2.0

トウカエデ アキニレ

表 種子に関する数値の測定結果 
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図３ 種子長に対する全長比と回転数との関係 
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レーザー光の干渉による布の物理的性質の比較―天然繊維に着目して― 

愛媛県立松山南高等学校  回折班 

片上航瑠  國田章真  佐々木桜  二宮結愛    指導教諭 参河厚史 

 

１． 背景・目的 

私たちは、光の干渉を用いることで結晶の構造を解明することができることを知った際、布の繊維や糸

の隙間を回折格子と見なすことで、布の構造を解析できるのではないかと考えた。高橋ら(1975)の先行研

究では、He-Ne レーザーを布に当てると回折像がみられること、布を二次元回折格子とみなした場合、布

の厚みの影響は特になく、定量的にも測定できることが分かっている。 

私たちの最終的な目標は、プラスチックに負けない強さや耐久性を持った天然繊維でできた製品作りに

対して、科学的な根拠に基づいて提言を行うことである。そのために、丈夫なことで知られている愛媛県

の伝統工芸品である伊予かすりも研究対象とし、伊予かすりの構造や物理的特性を明らかにすることで、

その価値を見出し、知見を得ようとしている。「繊維を構成する材料や織り方によって布の強度や特性は変

わる」と仮説を立てて、研究を行うことにした。今回は見た目と手触りが異なる２種類の綿100％の布（以

下、布Ａ、Ｂとする）を用いて基礎的な実験を行い、物理的性質の比較を行うとともに、実験方法の妥当

性を検証することを目的とする。 

２． 原理・方法 

(1) 原理 

  布の隙間の間隔を格子定数 d の回折格

子と見なして、レーザー光を布に垂直に

入射させると、布の隙間を通ったレーザ

ー光は干渉をし、スクリーン上に明点の

回折像をつくる。隣り合う明点の間隔⊿x

とスクリーンとの距離L、布の隙間の間隔

d、レーザー光の波長λの関係は、 

⊿x＝Lλ/dということが知られている。 

(2) 実験方法 

① 布を 200㎜×110㎜の大きさに切り、光学顕微鏡で布の繊維や隙間を観察し写真を撮影した。 

② ２台のスタンドを用いて布の両端を挟み、赤色レーザー（波長 632nm）を当て、スクリーン上に現

れた回折像の写真をタブレット端末のカメラ機能を利用して撮影した。 

③ 布の下の方をクリップで挟み、おもりを取り付けて布に力を加えて①,②を同様に行った。 

④ 撮影した回折像の明点の間隔を測定し、布の隙間の間隔を算出した。 

(3) 解析方法 

① 0 次の明点を基準とし，力を加える方向を y 方向正の向き、それと直交する方向を x 方向とする座

標軸を設定した。 

② x、y 方向それぞれで 0 次の明点と隣り合う明点が１次の明点である。x、y 方向各々で 0 次の明点

と1次の明点の間隔⊿x（y 方向では⊿y）を測定し、格子定数 d＝Lλ/⊿x を算出し dx、dyとした。 

③ 布に力を加えないときの d を d0 として、力を加えていったときの d の値との差をとり、⊿d とし

た。x、y 方向それぞれ、⊿dx、⊿dyとした。さらに、d0に対する⊿d の比率（⊿d/d0）を計算し、百

分率％で表した（以後これを「伸び率」と呼ぶ）。 

３． 結果 

２種類の布に力を加えていないときの布の隙間のようすを顕微鏡で観察した。図２はその写真である。

図1 実験概念図 

スクリーン 
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布ＡとＢの隙間の大きさには見た目の上では大きな差はなかった。繊維の太さは、布Ａの方がＢよりも太

い。布に加えた力の大きさと布の隙間の間隔との関係を表１に示す。布に加えた力と隙間の間隔の伸び率

との関係を図３のグラフに示す。 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

４． 考察 

布Ａ、Ｂともに繊維が縦横に規則的に織られており、布を二次元の回折格子として扱うことができる。

布ＡとＢは、見た目の上で布の隙間の間隔には大差は見られなかったことから、格子定数も近い値になる

と考えられたが、実際に算出してみると異なっていた。 

図３のグラフに近似直線を加えて、伸縮の傾向を見た。布Ａでは力を加える方向と平行な y 方向が伸び、

x 方向が縮んだことに対し、布Ｂでは y 方向が縮み、x 方向が伸びた傾向が見られる。よって、布は必ず

しも力が加わった方向に伸びるのではなく、布によって力に強い方向や弱い方向が存在すると考えた。 

５． 今後の課題 

今回の実験から布を二次元回折格子として扱うことで、布の隙間の間隔を格子定数として算出すること

ができることが分かった。表やグラフを見ても分かるように、算出した格子定数のばらつきが大きい。実

験装置を設置する際の精度や回折像の撮影方法などが原因として考えられる。また、この解析方法では、

力を加えないときの布の隙間の間隔が基準となるので、それを正確に測定する必要がある。よって、常に

同じ条件で測定することができる再現性の高い実験装置の開発と撮影方法の改善が今後の課題となる。 

また、今回の実験で布には力に対して強い方向や弱い方向が存在すると予想される。よって、45°ずつ

向きを変えながら布に力を加えることで力に対する特性を調べたい。また、顕微鏡写真からも布の繊維の

太さや織り方も観察できるので、それらを数値化することで、力に対して強い布の条件を明らかにしたい。 

６． 参考文献 

・高橋雅江・南澤明子・竹中はる子（1975）「二次元格子としての布の回折像による織物の物性」日本女子

大学  

・由元美凪（2015）「欠陥のある二次元回折格子と回折像」埼玉県立不動岡高等学校  
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図３ 布に加えた力と隙間の間隔の伸び率との関係（左：布Ａ、右：布Ｂ） 

図２ 布の隙間のようす 

（左：布Ａ、右：布Ｂ） 

表１ 引く力と布の隙間の間隔との関係 

 

布に加えた力〔N〕 0.00 0.49 0.98 1.47 1.96 2.94 3.92 4.90
布A̲dy〔×10-6m〕 3.75 3.60 3.25 3.49 3.71 3.84 3.90 3.64
布A̲dx〔×10-6m〕 4.69 4.18 4.42 4.66 4.19 3.88 4.36 4.21
布B̲dy〔×10-6m〕 2.65 2.18 2.02 1.85 2.36 2.37 2.00 1.88
布B̲dx〔×10-6m〕 2.39 1.63 2.02 2.15 2.11 2.15 2.28 1.80



光触媒を用いたカビの分解 

愛媛県立松山南高等学校  チタン班 

西岡昂哉  田中虹成  林龍奈   指導教諭 楠本仁義 

 

１．背景 

トイレの黄ばみの分解については、光触媒を用いて分解できることが証明されている（巻末URL参照）。

光触媒とは光を当てることで化学反応を促進させるもので、植物の葉やゴキブリも分解できることが分

かっている。そこで光触媒が身の周りにあるカビも除去できないかと考え、本研究を行った。 

 

２．実験方法 

(1) 蛍光灯の裏側にあるカビを生理食塩水でぬらした綿棒で採取し、それを 50ml の生理食塩水を入れ

たビーカーに浸してよく振り混ぜ作製水を調製した。  

(2) 作製水を４つに分け、生理食塩水を足しそれぞれ 50ml に合わせた。その後 48 時間光を当てるも

のと 72 時間光を当てるものの２つずつに分け、それぞれ１つずつに酸化チタン（TiO2）を入れよく混

ぜたあと光を当てた。  

(3) 光を当てた後、カビ・酵母用検出紙を浸しシャーレにのせ、25℃に設定された恒温器で 72 時間培

養し、カビの量を比較した。 

 

３．結果 

48 時間光を当てたもののうち、酸化チタンを入れた水溶液は酸化チタンなしのものよりもカビの量が

減ったことが分かった（図１）。また、72時間光をあてたものは見た目だけでは判断することができな

かったため、カビの量を比較することができなかった（図２）。 

 

    
Tio₂なし（左） Tio₂あり（右）       Tio₂なし（左） Tio₂あり（右）               

図１ 48 時間光を当てたもの    図２ 72 時間光を当てたもの 

 

４．考察 

実験結果より酸化チタンを入れた検出紙と酸化チタンなしの検出紙を比較してみると、酸化チタンが

光触媒の分解作用によりカビを分解したと考えられる。しかし、72 時間のときよりも 48 時間のときの

ほうが多くカビが繁殖したことから、対照実験の条件が合っていない可能性があるため、もう一度同じ

実験を行い、今回の結果が正しいことを確かめる。 

 



５．まとめ 

 採取したカビを生理食塩水と混ぜ、酸化チタンを入れた水溶液を一定時間光に当てると、光触媒作用

によりカビを分解することができた。この結果から、よりカビの量を減らすためにビーカーに当てる光

の強さや時間を変えたり、酸化チタンの量を増やしたり、また酸化チタンの光の当て方を変えるといっ

た課題が見つかった。その課題を研究していくことで、光触媒による分解作用がさまざまな種類のカビ

を分解するのに、より効果的でかつ効率が良いということを確かめたい。 

 

６．参考文献 

・中野結(2016)「光触媒による水の浄化」 

・東京大学(2014).「FEATURES 光触媒の新世界 市場との対話が生んだブレークスルー」. 

https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/features/f_00057.html.2020 年 2 月 6 日 

・(株)光触媒研究所オフィシャルサイト(2012).「光触媒の機能」 

http://photocatalyst.co.jp/wordpress/?page_id=22 .2020 年 2月 6日 

 



金属イオンを用いたアントシアニンの安定化 
－塩基性における変色時間からの検討－ 

愛媛県立松山南高等学校 色素班 

    宮岡愛奈  橘円香  小田村莉見    指導教諭 兵頭英樹 

 

１．はじめに 

自然界の多くの色素が存在する中で、私たちはアント

シアニンという色素に注目した。アントシアニンは、花

や果実などに広く分布する代表的な植物色素であり、ア

ントシアニジンという色素の本体に糖、有機酸、金属な

どが結合したものの総称である（図１）。 

中川ら(2006)は、アントシアニンは酸性・中性・塩基 

性で少しずつ分子構造が変わるために分子が吸収する光

の波長が変わるため、色素液の色が変化すること、㏗変

化で赤,紫,青以外の緑や黄にも変化すること、塩基性で

は色素が不安定なことなどを報告している(図２)。私た

ちは、ムラサキキャベツに含まれる色素がなぜ緑色や黄

色になるのか、どのようにすれば色素が安定になるのか

を明らかにしたいと考え、本研究を行うことにした。 

２．方法 

(1) アントシアニンの抽出 

ムラサキキャベツを蒸留水に入れ、加熱しながら色

素液を抽出することが一般的であるが、なるべく濃い

色を抽出するために、今回私たちは細かく切ったムラサキキャベツを凍結保存し、解凍した際に細胞

壁が破れることを利用することとし、５ｇの凍結ムラサキキャベツを 100mL の蒸留水の中に入れて色

素液を得た。 

(2) 各㏗におけるアントシアニンの発色 

㏗＝１から 13の水溶液 5mL に、(1)の色素液をそれぞれ 12滴ずつ加えて、発色を調べる。 

(3) 塩基性におけるアントシアニンの色調変化 

pH=1～3 では色素は安定なので、先行研究で色素が不安定な㏗＝11、12、13 の水溶液 5mL に、(1)の

色素液を 12 滴加えて、経時時間と色調変化について調べる。 

(4) 金属イオンによる色素の安定化 

 (1)の色素液 30mL に、0.01mol／L MgCl₂aq、FeCl₃aq、AlK(SO₄)₃aq(ミョウバン水溶液)をそれぞれ

20mL ずつ加え、金属イオンを含む色素液をつくる。これを㏗＝11、12、13 の水溶液 5mL に 12 滴ずつ

加え、経時時間と色調変化について調べる。 

３ 結果と考察 

(1) 各㏗におけるアントシアニンの発色 

凍結ムラサキキャベツの色素液を pH が１～13 の溶液に加えると、赤、桃、紫、青と鮮やかに変化

した。また、強塩基性の領域では、いったん緑色になった後、黄色に変化した（表１、図３）。 

(2) 塩基性におけるアントシアニンの色調変化 

アントシアニンは、図２のように赤色から青色までの変化であるが、ムラサキキャベツ色素液は、

強塩基性で緑色や黄色になった原因について考察した。私たちは、ムラサキキャベツにはアントシア

ニン以外に別の色素Ｘが含まれていて、塩基性領域ではアントシアニンの色と混合して発色している

と仮説を立てた。表２のように、その色素Ｘが、酸性・中性では無色であるが、塩基性では黄色に変

色すると考えると、pH＝11 では青＋薄い黄＝青緑、pH=12 では薄い青＋黄＝黄緑、pH=13 では無色＋

黄＝黄と説明ができる。 

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構のデータベースで調べてみると、植物体内でア

ントシアニンが形成される途中物質に図４のフラボノールがあり、この色素は酸性・中性では無色で

あるが、塩基性では黄色に変色すると書かれていた。そこで、私たちは、アントシアニン以外に含ま

れる色素Ｘはフラボノールであると考えた。 

次に、アントシアニンの安定性を調べるために、pH＝12、13 でいったん黄緑、黄色になったものに、

図２ ㏗による構造変化 

図１ アントシアニンの構造 



pH＝１の塩酸を加え、色が戻るか調べた。すると、pH＝１の塩酸を数滴加えたところで、紫色に戻る

ことが分かった。短時間であればアントシアニンの色は可逆反応することが分かった。 

(3) 金属イオンによる色素の安定化 

pH＝11、12 でいったん青緑、黄緑になったものを放置すると、それぞれ 54秒後、32秒後に黄色に

変色すること、さらに長期間放置するとその黄色もなくなり、無色になることが分かった。私たちは、

塩基性が強いほど、アントシアニンの青色が無色に変化する速度が速く、また、黄色のフラボノール

も長期間で無色に変化するのではないかと考えられる。 

そこで、先行研究をもとに、金属イオンによる色素の安定化を調べることにした。ムラサキキャベ

ツ色素液にそれぞれ 0.01mol／L MgCl₂aq、FeCl₃aq、AlK(SO₄)₂aq を加えると、もとの紫色と異なり、

それぞれ、薄い紫色、青紫色、濃い紫色に変色した（図５）。 

この金属イオンを加えた色素液を pH＝11、12、13 の溶液に加え、色の変化を長期間調べた(図６)。

その結果、表３のような結果が得られた。金属イオンを加えずに放置した場合、無色に変化したが、

金属イオンを加えることで黄色が長期間保たれることが分かった。中でも、Fe3+は２週間以上経過し

ても黄色が保持されており、錯イオンとなって色素を守るはたらきが強いと考えた。 

４．研究のまとめと今後の課題 

ムラサキキャベツ色素液が塩基性で黄緑色や黄色に変色するのは、ムラサキキャベツにはアントシア

ニン以外に、塩基性で黄色に変色するフラボノールという色素が含まれており、その色変化が合わさっ

ていると考えられる。また、黄色の状態も放置しておくと無色になることが分かった。これに金属イオ

ンを加えると黄色が長期間保たれ、中でも Fe3+は黄色が２週間以上保たれることが分かった。これは、

アントシアニンと Fe3+などの金属イオンが錯イオンを作ったと考えられる。今後は、経過時間と色素の

色の変化との関係について、吸光光度計を用いてさらに詳しく実験を行いたい。 

５．参考文献 

○中川裕子、一柳考志、小西徹也、松郷誠一、「生理活性植物因子アントシアニンの色と構造」、J. Jpn. 

Soc. Colour Mater., 79 [3] , 113-119 (2006) 

〇国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 http://www.naro.affrc.go.jp/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１ ムラサキキャベツ色素液の pH による色変化 

 

ｐＨ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

色 赤 薄い赤 桃 紫 紫 紫 紫 紫 紫 青 青緑 黄緑 黄

表２ 色素 X が存在すると仮定した塩基性領域での青緑、黄緑、黄に関する考察 

 

 ㏗ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

アントシアニン 赤 薄い赤 ピンク 紫 紫 紫 紫 紫 紫 青 青 薄い青 無

色素X 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 薄い黄 黄 黄

アントシアニンと色素
Ｘが合わさった色

赤 薄い赤 ピンク 紫 紫 紫 紫 紫 紫 青 青緑 黄緑 黄

表３ 金属イオンを加えた色素液の pH による色変化 

   

 ㏗ MgCl₂ FeCl₃ AlK (SO₄)₂

11 2日(緑→無) 3日(黄緑→薄い黄) 3週間以上(青)

12 3日(黄緑→無) 1週間以上(黄) 4日(黄緑→無)

13 1週間以上(無) 2週間以上(黄) 4日(黄→無)

図３ pH による色変化 

上段㏗＝１～６ 

中下段ｐＨ＝７～13 

 

図４ フラボノール 

 
図５ 各溶を加えた後の色変化 

左からムラサキキャベツ液、

MgCl₂、FeCl₃、AlK(SO4)₂ 

 
図６ MgCl₂、FeCl₃、AlK(SO₄)₂を加えた

色素液の 1週間後の様子 



異なる光条件下におけるサニーレタスとミニトマトに含まれる 
アスコルビン酸、リコピン、βカロテン量に関する研究 

愛媛県立松山南高等学校 ビタミンＣ班 

河瀬茉結 黒田耕生 澤原仁愛 冨田晃宏   指導教諭 目見田拓 

 

１．はじめに 

異なる光条件で培養したシアノバクテリア内のビタミンＣを定量することで、ビタミンＣ生合成に光

が関与していることが示唆された（伊藤ら，2019）。そこで、トマトやレタスなどの高等植物においても、

光の強度とその照射時間を変化させることでビタミンＣ量を増やし、栄養価を高めた野菜の栽培が可能

になるのではないかと考えた。もし、光の強度で栄養価を高めた野菜の栽培が可能になれば、近年人気

になりつつある家庭菜園などで栽培した野菜の栄養価を簡単に高めることができ、ビタミン欠乏改善の

一助となるのではないかと考え、この主題を設定した。 

２．方法 

(1) 試料の検討 

一般家庭でも栽培が容易であり、ビタミンＣ含有量の高い野菜を文部科学省の食品成分表 2)を用い

て選び、実験に用いる試料をサニーレタスとミニトマトに設定した。 

サニーレタスは、苗を植え付けたあと 30 日ほどで収穫することができ、夏でも冬でも気温を 20℃

程度に保つことで収穫することができるため、継続した実験が容易である。また、表１に示すように、

ＡｓＡ量はサニーレタス 100g 中 17ｍg であり、これはレタスに比べて 3.4 倍もの含有量である。さ

らに、ＡｓＡと同様に抗酸化作用が知られているβカロテンも豊富に含み、サニーレタス 100g 中 2000

μｇであり、レタスに比べて 3.3 倍もの含有量である。 

ミニトマトは、苗を植え付けたあと 30 日ほどで収穫することができ、夏でも冬でも気温を 25℃程

度に保つことで収穫することができるため、継続した実験が容易である。また、表２に示すように、

ＡｓＡ量はミニトマト 100g中 32mgであり、これはトマトに比べて 2.1倍もの含有量である。さらに、

ＡｓＡと同様に抗酸化作用が知られているリコピンも豊富に含み、ミニトマト 100g 中 8μg であり、

トマトに比べて 2.6 倍もの含有量である。 

(2) 抽出方法の検討 

伊藤ら（2019）によると、ガラスビーズを用いて塩溶液中で物理的に細胞を破砕した後、メタリン

酸水溶液を用いてpH1程度の酸性にすることでシアノバクテリアからＡｓＡが抽出可能であることが

わかっている。しかし、βカロテンとリコピンは脂溶性であるため、塩水溶液とメタリン酸を用いて

ＡｓＡと同時に抽出することが難しい。そこで、ペーパークロマトグラフィーを用いてこれらの脂溶

性の成分抽出を試みた。 

試料の水分、葉脈を取り除き１cm程度の大きさに千切ったのち乳鉢に入れ、抽出溶媒（石油エーテ

ルとメタノールを１：３で混合）40 mL を少しずつ加えながら葉の形が少し残る程度まですり潰し、

抽出液を作製した。この抽出液を 200mL フラスコに移し、そこに 10％食塩水を 80 mL を加え混合した

のち、20 mL の石油エーテルを加えて抽出液の層と石油エーテル層に分離させた。石油エーテル層を

10mL のバイアル瓶に分取した。展開用ろ紙の底辺から 3㎝の所に鉛筆で線を引き，毛細管で色素抽出

液を吸い上げ、線の上をなぞった。この作業を 10回以上繰り返した。その後、あらかじめ 200mL の展

開溶媒を入れて放置しておいた展開槽に作成したろ紙を立てかけた。溶媒がろ紙の上端から 2㎝の所

でろ紙を取り出し、溶媒の達したところに線を引いた。その後、それぞれの色素を含む部分を取り出



し、約 2mL のアセトンで色素を抽出した。また、この色素溶液の紫外吸収スペクトルを測定した。 

 

表１ サニーレタスに含まれるＡｓＡ量とβカロテン量 

野菜名 100g 当たりの AsA 量(mg) 100g 当たりのβカロテン量（mg） 

サニーレタス 17 2000 

レタス 5 240 

 

表２ ミニトマトに含まれるＡｓＡ量とリコピン量 

野菜名 100g 当たりの AsA 量(mg) 100g 当たりのリコピン量（mg） 

ミニトマト 32 8 

トマト 15 3 

 

３．結果と考察 

サニーレタスに含まれる脂溶性の成分をペーパークロマトグラフィーにより抽出した。その結果、下

から緑色をした層①と薄い黄色をした層②と濃い黄色をした層③に分かれた。そこで、それらの層に抽

出された成分の極大吸収波長を調べたところ、図１のようになった。この結果から、この波長に含まれ

る成分はクロロフィル a、クロロフィル b、β カロテンであると考えられる。 

 

    層①             層②             層③ 

図１ 各層に抽出された成分の極大吸収波長 

 

４．まとめ 

脂溶性の成分も抽出することが可能であることがわかった。今後は、もう少し成分の濃度を高めるこ

とが必要である。また、今回水分量が多くリコピンの抽出がうまくいかなかったミニトマトについても、

水分量を調整することで、リコピンの抽出を可能にしていきたい。そして、抽出した試料をヨウ素滴定

により定量することで、高等植物を用いた実験手法を確立していきたい。 

 

５．参考文献 

・伊藤祐希、藤原諒(2019)「異なる光条件下におけるシアノバクテリアに含まれるアスコルビン酸量に

関する研究」pp8-9 

・文部科学省「日本食品標準成分表 2015 年版(七訂)追補 2018 年」 

http://www.mext.go.jp/a_menu/syokuhinseibun/1411578.htm 



天然灰を用いた釉薬の開発研究 

愛媛県立松山南高等学校  釉薬班 

 大西黎 ⻆川陽大 増田希美 松浦瑠音 山田佳明   指導教員 石丸靖夫 

１．はじめに 

釉薬とは陶磁器の表面に付着したガラスの層のことであり、釉薬のことを「うわぐすり」ともいう。

材料は種類によって異なるが、代表的なものに灰釉がある。これは草木の灰と、長石などの砕いた土石

類を水で熔いたものである。釉薬は素焼きの後に施釉し、本焼きをすると釉薬が高温で熔けて、陶磁器

の表面でガラス質になる。 

先行研究では、銅を発色剤として用いたとき還元焼成でありながら青色や緑色の発色が見られた。還

元焼成では、赤系統の発色が見られるのが普通だが、青色や緑色の発色が見られたのはなぜだろうかと

疑問に思った。私たちは、科学的手法を用い、高校生の視点から新しい磁器用釉薬を開発し、砥部焼の

魅力をより幅広い世代の人に広め、地域を活性化できると考え、本研究を行った。 

２．方法 

(1) 灰の作製手順 

葉や枝をそれぞれ集めて乾燥させたものを燃やして灰にし、アルカリ分を抜く水簸作業を行った。

それらをふるい（2 ㎜）にかけ、炭を取り除いて乾燥させ、再度ふるい（150μm、75μm）にかけ粒子

の大きさを均一にした。 

(2) テストピースの作製手順 

ア 灰と福島長石の混合比率の決定 

灰と福島長石（以下、長石とする）の混合比率を変えた釉薬

に、同程度の水を加え、それらを筆に含ませ、素焼き盤（あら

かじめ 900℃で焼成を行ったもの）に塗り、1250℃の還元焼成

を行った。 

先行研究より、図１のように灰：長石＝２：８の比率が最も

発色が分かりやすいと考え、今後、この比率で混合させた釉薬

を用いて研究を行った。 

イ 金属塩の相互作用による発色の確認 

媒熔剤となる灰と主材となる長石を混合し、熔解の補助剤

として三種類の金属（酸化銅(Ⅱ）、酸化マンガン(Ⅳ)、酸化コ

バルト(Ⅱ)）を使用した。それらの割合を変えたものを混合

し、16 種類作製した。 

３．結果 

釉薬に添加した金属イオンの相互作用で、発色に対してどのよ

うに変化を及ぼすかを調べるために、３種類の化学物質の割合を

変えながら加え、図２のような三角座標を用いて比較する実験を

行った。釉薬に対して金属塩を外割で 10％加えた。 

図３、図４のテストピースの比較から、イチョウの葉の灰を使用したテストピースのほうが、私た

ちが目指すものに近い青色の発色が見られることが分かった。また、コバルトの割合が多いものが青色

の発色が強く、青色を出すにはコバルトの割合が重要であることが分かった。 

 

図１ 灰と長石の比率による 

発色の変化 

 

 
図２ 発色変化の比較に用いる 

三角座標 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 灰の基礎釉（灰：長石＝２：８）に加えた CuO＋MnO＋CoO の相互作用 

 

４．考察 

この結果は、主材に対して熔解の補助剤として三種類の金属の割合が大きかったため、中には釉薬表

面に結晶化した金属が出てきたものがあった。また、三種類の金属の割合が大きかったため釉薬に影響

を及ぼす相互関係を明らかにすることが難しかった。そのため、外割で入れる金属量を減らしてどのよ

うな発色が見られるか確かめていきたいと考えている。 

 

５．まとめ 

先行研究より、還元焼成を行った場合、釉薬に添加した銅は一価の状態となり赤系統に発色すること

が分かっている。今回の研究を進める中で先行研究と同じように,銅を添加し還元焼成をすることで緑

色系統の発色が見られた。これは、銅イオンが釉薬に含まれる何らかの物質と配位して発色したのだと

考えられるが、それが本当なのかは明らかにできていない。そのため今後はこれらの色が安定して発色

する条件などに関して追究していきたい。また、私たちは、釉薬全体に対して加える金属量を減らすこ

とで、釉薬の発色がはっきりとみられると予想している。現在、釉薬全体に対して 1％の金属を加えた

テストピースの作成を考えており、発色の原因も同時に探っていきたいと考えている。 

 

６．謝辞 

農事組合法人「ななおれ梅組合」組合長東洋二様に七折梅の枝を提供していただきました。そして、

愛媛県産業技術研究所窯業技術センターの方々、愛媛県立松山南高等学校砥部分校烏谷ひかる先生に御

協力いただきました。感謝申し上げます。 

 

７．参考文献 

・樋口わかな（2007）『焼き物実践ガイド：陶器作りますます上達』誠文堂新光社 
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アカハライモリにおける色覚を利用した学習 

愛媛県立松山南高等学校  アカハライモリ班 

家山倖貴  島田紗菜  水野華恋  指導教諭 佐々木謙一 

 

１．はじめに  

 近年、アカハライモリの生息地である田や川がコンクリートによって整備され、その存在を見たこと

のない人も多い。生息地が減少したことにより、生息数も減少している。先行研究から、アカハライモ

リは色を判別できることを知った。そこで、私たちはイモリには嗜好性があり色を用いて学習させるこ

とが出来るのではないかと考えた。色覚を利用した学習の研究を通してアカハライモリの嗜好性や学習

能力を明らかにすることで関心を持ってもらい、保全に努めたい。 

２．方法 

 先行研究で関心が高いとされた赤と緑に注目することにした。水槽にＹ字路を作成し、分かれた部分

をこの２色で囲った（図１）。アカハライモリは愛媛県東温市で採集したもので、個体５匹（オス２匹、

メス３匹）で試行した。水槽の大きさは高さ 36cm 横 30 ㎝縦 60cm（緑側：ブロック X、赤側：ブロック

Y とする）である。 

(1) 実験１ 

  アカハライモリの色（赤・緑）に対する嗜好性を確認するため、個体ごとに各ブロックに入った時

間を 100%として各色の割合を算出した。また、試行は一回につき５分間行い、体長の半分が入った時

から計測した。 

(2) 実験２ 

  実験１から嗜好性が弱い方に餌を使って繰り返し試行し、色を学習させ、学習させた色の割合が、

全体の 85%に達すると今回の実験では学習完了とする。 

３．結果  

図２に、実験１の結果を示した。結果から分かったことは以下の４点である。 

(1) アカハライモリの種としての嗜好性の傾向はなく、個体ごとの傾向があった。 

(2) イモリＣ、Ｄは特に片方のブロックに固執していた。 

(3) イモリＡは嗜好性がないように思われる。 

(4) ブロックごとの滞在時間は個体差が見受けられた。 

    

 

図１ 実験で使用した水槽 

 

図２ 実験１の結果（n=4） 



４．考察   

(1) アカハライモリの種としての赤と緑に対する嗜好性は見られなかったが、個体ごとに嗜好性に違

いがあるということは、ヒトと同じように個体ごとに嗜好性が異なっていると考えられる。 

(2) ブロックの滞在時間が短い個体がいたことから、色付きの環境への警戒心が残っていると考えら

れる。 

(3) そのため水温を同じにするなどといったイモリに対する刺激を少なくできるようにしていきたい。 

(4) 嗜好性を判断するにはデータ数がまだ足りない。 

 

５．まとめ 

 今回の実験では、個体ごとの嗜好性があり、イモリの特徴として興味深いものだと思われた。学習能

力については、今後実験していくことで明らかにしていきたいと考えている。今後の展望としては、実

験１のデータを増やすとともに実験２の試行も進めていきたい。また、結果の表し方について、よりよ

い表示の仕方を考えていきたい。 

 

６．参考文献  

・木村誠・上野糧正・谷内通（2013）．「アカハライモリ（Cynops pyrrhogaster）における水強化を用い

た同時視覚弁別学習」．動物心理学研究，63(1)，87-93． 

・齋藤貴秀・白木大登（2019）．「イモリの学習能力について」．『平成 26年度指定スーパーサイエンスハ

イスクール生徒課題研究論文集』．学校法人市川学園市川中学校・高等学校． 
 



アサギマダラが獲得する防衛物質の有効性 

愛媛県立松山南高等学校 PA 班 

 伊藤優希 大澤璃奈 豊岡杏菜 難波和佳奈  指導教員 若山勇太 

 

１．はじめに 

 私たちはアサギマダラ Prantica sita が毒蝶と呼ばれていることを知り、興味を持った。アサギマ

ダラは幼虫期の食草であるキジョランや、成虫の訪花植物に含まれるピロリジジンアルカロイド（以下

PA）やフェナンスロインドリジジンアルカロイド（以下 PIA）などのアルカロイドを蓄積し、天敵から

身を守るための防衛物質として使用していることが知られている（本田，1998）。しかし、カマキリなど

の捕食昆虫の一部ではアサギマダラを捕食しても影響が出ないことが分かっている（辻本，2011）。 

これらのことから、私たちは、アサギマダラの防衛物質はすべての捕食昆虫に有効なわけではないの

ではないかという仮説を立て、アサギマダラが獲得する防衛物質の有効性を追究したいと考えている。

私たちは、食草に含まれるアルカロイドに着目し、アサギマダラの天敵とされる肉食性生物が食草に含

まれるアルカロイドに対してどのような行動をとるのかを観察した。 

 

２．方法 

(1) PA 抽出液の調製 

PA を含む植物の一種であるフジバカマ Eupatorium japonicum の花・茎・葉と、キジョラン

Marsdenia tomentosa の葉をそれぞれすりつぶしたものにメタノール 20ml を加え、抽出液を作る。対

照群としてメタノールのみのサンプルも用意し、計５種の抽出液を調製し、それぞれスクリュー管に

保管した。 

(2) 忌避行動の観察 

アサギマダラの捕食者として知られているジョロウグモ Nephila clavata を 10 匹用意し、抽出液

0.5ml をしみこませたろ紙をと一緒に１匹ずつ水槽に入れ、揮発した抽出成分に対する忌避行動を 15

分間観察する。この作業を個体別、抽出液別に行った。 

また、ジョロウグモの忌避行動の定義の基準を以下の通りに設定し、行動を観察した。 

ア 忌避行動   

・設置したろ紙の周りから遠ざかる。 

・移動の進路上にろ紙があった場合、迂回する。 

イ 非忌避行動  

・動かない。 

・設置したろ紙を無視して行動する。 

 

３．結果 

忌避行動の観察結果を表１に示した。また、それぞれの抽出液に対する個別の観察結果を以下にまと

めた。「フジバカマ・茎」の抽出液では、ジョロウグモが忌避行動と見られる反応を示した。しかし、実

験を行った個体数が少なく、抽出液との関係性を有意に示すことはできなかった。 
(1) メタノール（対照群） 

ろ紙を置いた直後に、他の抽出液よりも警戒するような行動をとった個体もいたが、その後は動か

なかった。 

(2) フジバカマ・茎 

試験した抽出液の中で忌避行動を示した個体が最も多かった。（4個体） 



(3) フジバカマ・花 

ろ紙を置いた直後に警戒するような行動をとった。その後 No.5 が測定開始から 3分 26 秒後に忌避

行動をとったが、そのほかの個体は動かなかった。 

(4) フジバカマ・葉 

ろ紙を置いた直後に警戒するような行動をとったが、その後は動かなかった。 

(5) キジョラン・葉 

ろ紙を置いた直後に警戒するような行動をとったが、その後は動かなかった。 

 

４．考察 

 ジョロウグモが示した忌避行動はフジバカマ（アサギマダラ成虫の訪花植物）に対してのみ観察され、

キジョラン（アサギマダラ幼虫の食草）に対しては観察されなかった。有意なデータが得られていない

ので推測に過ぎないが、キジョランを食べる幼虫にはいわゆる「毒」は蓄積されにくいのではないかと

想像する。 

アサギマダラが摂取した食草に含まれるアルカロイドを天敵からの防衛物質として使用できるのは

アルカロイドが持つ苦味成分が原因であることが分かっている（本田，1998）。このことからジョロウグ

モなどのアサギマダラの天敵とされる肉食性生物は主に味覚によって有毒物質を感知していると考察

できる。今回の実験では味覚に関する情報をジョロウグモに与えられなかったため抽出液に対する十分

な忌避行動を観察できなかった可能性が示唆された。 

 今後は、ジョロウグモなどの造網性のクモ以外の肉食性生物として、カマキリを用いて忌避行動を観

察したい。辻本ら（2011）によると、味覚情報をより与えやすく、マダラ類のチョウが持つ防衛物質に

対しての捕食傾向に顕著な差が表れるという。また、忌避行動を観察しやすくするために水槽を小型化

したり、抽出液の成分分析を行ったりしてさらにデータを収集し、関係性を追究したい。 

 

５．まとめ 

 今回の実験では、ジョロウグモのアルカロイドに対する忌避行動を観察できなかった。今後はカマキ

リを使用するほか、捕食者に味覚に関する情報を与えたり、使用する水槽を改良したり、抽出液の成分

分析を行って、さらにデータを得たい。 

 

６．参考文献 

・辻本 始（2011）「カマキリが食べるアサギマダラと食べないアサギマダラ」昆虫と自然 2011,4 月 

p,24,25,26,27 
・本田計一（1998）「鱗翅目昆虫とアルカロイド」化学と生物 p,360 
 

表１：抽出液に対するジョロウグモの忌避行動の観察結果 

 

抽出液/個体番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

メタノール（対照群） × × × × × 〇 0分00秒 〇 0分00秒 × × 〇 0分0０秒

フジバカマ・茎 × × × ー 〇 9分34秒 〇 9分40秒 ー 〇 2分23秒 × 〇 0分01秒

フジバカマ・花 × × × ー 〇 3分26秒 × ー 〇 0分00秒 × × 

フジバカマ・葉 ー × × ー × ー ー 〇 0分00秒 × ー

キジョラン・葉 ー × × ー ー ー ー × × ×

〇：忌避行動あり（時間表示は測定開始からの経過時間）
×：忌避行動なし
ー：実験中に死亡



プラナリアのストレスによる再生への影響 

愛媛県立松山南高等学校   プラナリア班 

柳瀬隼輔 前田真那 兵頭慶信 二宮悠山  指導教員 山崎涼 

 

１．はじめに 

プラナリア（Tricladida）とは扁形動物門ウズムシ網ウズムシ目ウズムシ亜目に属する動物の総称で

あり、今回使用するナミウズムシ(Dugesia japonica)を以降プラナリアと呼ぶ。私たちがこのプラナリ

アに着目した動機は、その高い再生能力にある。文献[１]では、「過去には 1 匹のプラナリアを 200 個

の断片にバラバラにしても、再生した」と報告されている。 

文献[２]によると、陸産プラナリアには、石・木片・枯葉の下や土中に生息する習性がある。このこ

とから我々は、プラナリアが普段暗い場所で生活しているため、明るい場所ではストレスがかかり再生

が遅くなるのではないのかと考えた。加えて、石の裏で生活しているため外部からの刺激がほとんどな

いと考え、物理的刺激を与えることでストレスが加わり再生が遅くなるのではないかと考え、「プラナ

リアに通常とは異なるストレスを加えることによって再生の速度に支障が出る」という仮説を立てた。

再生という生命現象が起きる際の最適な環境や不適な環境を調査し把握することは、再生医療という人

の生命に関わる分野にも貢献しうると考え、この研究に着手した。 

 

２．方法 

(1) 飼育方法 

飼育には水温 10～20℃を保った培養水を用い、薄暗い場所に置き、８、９日おきに一般的にえさと

して用いられているアカムシを与えた。培養水とは家庭用浄水器を使用してろ過した水道水を、蓋を

したポリエチレン樹脂容器に入れて１週間置いたものを煮沸し冷却したものである。 

(2) プラナリアに行った操作 

切断した際に自分の消化液による死亡を防ぐために５日間絶食させたプラナリアを剃刀で切断し

た（図１）。そしてシャーレ A,B,C に頭部側２匹、尾側２匹ずついれたものを用意した（図２）。その

後プラナリアに対する実験１，２を行った。 

① 実験１ 

A の個体には０lx の無光の状態で放置し、Bの個体には 1400lx の光でストレスを与え、各プラナ

リア片の再生にかかる時間を調べた。 

② 実験２ 

A の個体には刺激を与えずに放置し、個体 Cにはガラス棒で A.M.8:00，P.M.1:00，P.M.6:00 の３

つの時間帯に分けてストレスを与え、各プラナリア片の再生にかかる時間を調べた。 

              

             図１ プラナリアの切断        図２ 実験の様子 



３．結果 

(1) 実験１の結果 

実験に使用したプラナリアがすべて死滅してしまった。原因は、プラナリアをシャーレで飼育し、

エアーポンプを用意しなかったためであり、水中の酸素濃度が低下した結果、プラナリアが窒息して

しまったのだと考える。 

(2) 実験２の結果 

こちらの実験においても、すべてのプラナリアが死滅してしまった。シャーレ A,B における死滅の

原因は、やはり酸素濃度の低下であると考える。一方 Cでは、死滅までの期間が比較的短く、切断時

に漏出した消化液が死滅の原因となったと考える。 

 

４．考察 

実験する際に餌を与えて５日間絶食させたプラナリアを使用したがシャーレ Cでは、自分の消化液に

よって溶け死んだと考えているので５日間ではなくもう少し長く絶食させるほうが良いと考えられる。 

また、朝、夜と日中の急激な温度差による過剰なストレスの可能性も考えられる。プラナリアは川の

上流部に生息しているおり、常に流れがあるため水温がほぼ一定である。そのため、急激な温度差によ

るストレスが死亡した原因になったと考えられる。 

 

５．まとめと今後の展望 

次の実験で同じ失敗を繰り返さないように実験失敗の原因を突き止め、研究に繋がる値を求められる

ようにする。また、今回の研究で急激な温度変化によってプラナリアに「通常とは異なるストレス」が

かかると考えられるので、その項目に関しても、研究を進めていきたい。 

 

６．参考文献 

〔１〕立命館大学理系スペシャルサイト(2018)「不死身って本当にあるの？脳神経がよみがえる１cm の

小さな生き物（立命館大学 北村佳久 小早川達貴）」 

http://www.ritsumei.ac.jp/tanq/375775/ .2020 年 2月 6 日 

〔２〕公益財団法人 東レ科学振興会 東レ理科教育賞(2017). 

「プラナリアの教材化（岡山県立玉野高等学校 宮崎武史 高橋京子）」. 

http://www.toray-sf.or.jp/activity/science_edu/pdf/s61_12.pdf  2020 年 2月 6日 

 



ライトカーブを用いた小惑星の形状の推定 

愛媛県立松山南高等学校 ライトカーブ班 

前田瀬那  塚本萌夢    指導教諭 曽我部由香 

 

１ 目的 

ライトカーブとは、自転により時間の経過とともに変動する天体の明るさをグラフにして表したも

のである。北本ら(2017)は小惑星のライトカーブから、その形状の推定を試みた。本研究では、ライ

トカーブを用いた小惑星の形状のより正確な推定を目的としている。そこで、小惑星に見立てた模型

のライトカーブを作成し、模型の形状とライトカーブとの相関を明らかにするという実験を行った。 

 

２ 方法 

(1) 模型の作製 

球、円柱、三角柱、立方体、直方体Ⅰ、直方体Ⅱをすべて同じ質量の紙粘土を使って製作する

（図１）。直方体は図２のように置き、面積の小さい面を面①、大きい面を面②としている。直方

体Ⅰは面①と面②の面積比が１：２、直方体Ⅱは１：３となっている。粘土は固まる際に収縮して

へこむため、固まった後にヤスリで削り、できるだけ平らにした。 

(2) 光度変化の測定 

一定の速さ(6 秒/周)で回転する回転台に模型を乗せる。模型に光源の光を当て、反射した光の光

度の変化を光センサー(Dr.duck)を用いて観測する。その際、周囲の光を遮断し、模型が反射した光

のみを測定するために模型からセンサーまでの間に 32.3cm の筒を設置した。筒から模型までの距離

が近くなるほどグラフは急になり、遠くなるほど緩やかになるため、筒の先端を回転台の中心から

10cm の距離に固定した (図３)。また、模型の中心と回転台の中心のずれが、ライトカーブに大きく

影響する。そのため、回転台の中心にテープで印を付け、模型の中心と一致させた。 

(3) データの分析 

以下の点に注目し、ライトカーブと模型の形状との相関を分析する。 

① ライトカーブの山の数 

② ライトカーブの谷から山の高さ 

③ ライトカーブの山から山の幅 

 

３．結果 

それぞれの模型における測定結果を図４に示す。また各模型のグラフを分析した結果を表１に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 模型（左から球、円柱、三角柱、立方体、直方体Ⅰ、直方 図２ 直方体のモデル 

面① 面② 

図３ 実験装置 



 
図４ 各模型における測定結果（横軸：経過時間（秒）、縦軸：相対的な光度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．考察 

表の①から山の数と面の数が対応していることが分かった。今回は垂直な面のみの測定であったた

め、今後は角度を変えたり、さらに面の数を増やすなどして実験を行いたい。直方体のライトカーブ

に緩急の変化が見られる。光源に近づく際にはカーブが緩やかになり、光源から離れていく際にカー

ブが急になる。これは光源と光センサーとの位置関係によるものと考える。そのため、光源の位置を

変えてカーブの緩急にどのような変化が現れるか調べていきたい。直方体Ⅰ、Ⅱでは、底面積と側面

積が異なるため、山の幅が異なる。しかし、面積に関わらず、山の頂点の高さには差異が見られない。

これは、回転する際に底面は光源に近くなり、側面は光源から離れるが、面積が大きいほど明るさが

増すためであると考えられる。そのため光源からの距離と面積の影響を調べる必要がある。 

 

５．まとめ 

本研究では、模型のライトカーブは面の数、面積、光源との距離、光源とセンサーの位置に関係し

ていることが分かった。今後は、３D プリンターを用いてより複雑な模型で同様の実験を行い、模型の

形状とライトカーブの関係をさらに詳しく調べていきたい。そして、ライトカーブから物体の形状の

再現を可能にしたい。 

 

６．参考文献 

・北本菜々花 徳永優希 山本千聖 吉岡爽(2017)｢光度変化を利用した小惑星の解明 ～微弱な変化

から、全体の形状を推定する～｣ 

  ①山の数 
②高さ  ③幅  

面① 面② 面① 面② 

球 0 0 0 

円柱 0 0 0 

三角柱 3 13.7 1.885 

立方体 4 6.2 1.362 

直方体Ⅰ 4 6.4   10 1.146  1.650 

直方体Ⅱ 4 6.4  14.3 0.750  1.289           

表１ 各模型における測定値 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


