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ウェアリングの問題の研究 

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．背景・目的 

 ある自然数は任意の𝑝 乗数の形であらわすことが出来る(𝑝は自然数)。単純に考えればただこの事実

だけで終わらせていただろう。しかしこの形で表すのに必要な𝑘乗数はいくつ必要なのか、といった純

粋な好奇心からこの問題が誕生したのだと考えられる。私はこのような問題の中で「四平方和定理」

(すべての自然数は 2 乗された自然数が少なくとも 4 個あれば表すことができる)ということに興味を

持ち様々な文献を調べるようになった。 

私は昨年度、ウェアリング問題の可視化について研究していたが、その中でも、四平方定理を用い

て、それを四次元空間上に表現できないかと模索した。しかし、良い結果が得られなかった。そのと

き、数学Ｂの数列の授業で、自然数の累乗和について学習し、𝑝 乗数の和で構成されている式構成が

本研究と関連性があると感じた。また中井ら(2020)によって、𝑆𝑃 = ∑ 𝑘𝑝𝑛
𝑘=1 において𝑆1

2 = 𝑆3という関係

性を図形的に表現し、説明できることを知った。そこで、自然数の累乗和の一般化と、それらを可視化

することにより、ウェアリング問題の知識構造の把握が容易になり、数学が苦手な人でもウェアリン

グ問題を知ってもらう機会が増えることを願い、この研究を行った。 

２．方法 

(1) 積分を用いて∑ 𝑘𝑝𝑛
𝑘=1  を一般化した式の導出 

 𝑓𝑚(𝑛) = ∑ 𝑘𝑚 = 1𝑚 + 2𝑚 +⋯+ 𝑛𝑚𝑛
𝑘=1  としたとき、恒等式(𝑘 + 1)𝑚+1 − 𝑘𝑚+1 = ∑ 𝐶𝑖𝑘

𝑖
𝑚+1

𝑚
𝑖=0 と階

差数列の和の考え方、及び積分を用いて 𝑓𝑚(𝑛)を２通りの式で表す。 

(2) 導出された 𝑓𝑚(𝑛) を用いて表される 𝑓4(𝑛)、𝑓5(𝑛) の考察 

𝑓4(𝑛)、𝑓5(𝑛) を式変形し、積の形にしたとき、縦、横、高さのそれぞれの長さにおける n の次数が少

なくなるよう分割する。そして分割した式に着目して階差数列を求めていき、𝑝がある任意の自然数で

あるときに必要な体積について変化を調べる。 

３．結果 

(1) 積分を用いて∑ 𝑘𝑝𝑛
𝑘=1  を一般化した式の導出 

恒等式(𝑘 + 1)𝑚+1 − 𝑘𝑚+1 = ∑ 𝐶𝑖𝑘
𝑖

𝑚+1
𝑚
𝑖=0  について、𝑘 = 1,2,⋯𝑛 の場合を考えると 

2𝑚+1 − 1𝑚+1 = ∑ 𝐶𝑖1
𝑖

𝑚+1

𝑚

𝑖=0
 

3𝑚+1 − 2𝑚+1 = ∑ 𝐶𝑖2
𝑖

𝑚+1

𝑚

𝑖=0
 

(𝑛 + 1)𝑚+1 − 𝑛𝑚+1 =∑ 𝐶𝑖𝑛
𝑖

𝑚+1

𝑚

𝑖=0
 

となり、これらを加えると 

 (𝑛 + 1)𝑚+1 − 𝑛𝑚+1 =∑ 𝐶𝑖𝑓𝑖(𝑛)𝑚+1

𝑚

𝑖=0
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となる。右辺の総和記号を式変形すると 

(𝑛 + 1)𝑚+1 − 1 =∑ 𝐶𝑖𝑓𝑖(𝑛)𝑚+1

𝑚−1

𝑖=0
+ 𝐶𝑚𝑓𝑚(𝑛)𝑚+1  

となり、m > 1 において 

𝑓𝑚(𝑛) =
1

𝑚 + 1
{(𝑛 + 1)𝑚+1 − 1 −∑ 𝐶𝑖𝑓𝑖(𝑛)}      (3.1)𝑚+1

𝑚−1

𝑖=0
 

が導出される。更に𝑚 = 𝑚0 + 1 とすると 

𝑓𝑚0+1
(𝑛) =

1

𝑚0 + 2
{(𝑛 + 1)𝑚0+2 − 1 −∑ 𝐶𝑖𝑓𝑖(𝑛)}𝑚0+2

𝑚0

𝑖=0
 

となり、𝑛 = 0 を代入すると 

𝑓𝑚0+1
(0) =

1

𝑚0 + 2
(−∑ 𝐶𝑖𝑓𝑖(0))𝑚0+2

𝑚0

𝑖=0
 

となり、𝑓𝑚(0) = 0 よりこの式の値は 0 となる。 

 また、積分を用いて 

𝑓𝑚(𝑛) = ∫ 𝑚𝑓𝑚−1(𝑡)𝑑𝑡 + (1 − ∫ 𝑚𝑓𝑚−1(𝑡)𝑑𝑡)𝑛       (3.2)
1

0

𝑛

0

 

を導出した。 

(3.2)の式を導出するうえで∫ 𝑓𝑝(𝑡)𝑑𝑡 =
𝑥+1

𝑥
𝑥𝑝となるような関数𝑓(𝑡)について考える。この関数を導

出することで 𝑥 が自然数の時、任意の連続する自然数を範囲とする積分区間において面積がそれら

の自然数の小さいほうの値となるため、このことを利用すると1𝑝から𝑘𝑝までの和は 

∫ 𝑓𝑝(𝑡)
2

1

+∫ 𝑓𝑝(𝑡)
3

2

+∫ 𝑓𝑝(𝑡)
4

3

+⋯+∫ 𝑓𝑝(𝑡)
𝑛+1

𝑛

 

と表すことができる。 

また同一の関数の積分において、積分する範囲が連続している場合はまとめることが出来るので、

上記の関数は 

∫ 𝑓(𝑡)𝑝

𝑛+1

1

 

と表すことができ、この関数が∑ 𝑘𝑝𝑛
𝑘=1 の数列の和を表している。このように表すこともできる上

に、今回では 1 から𝑘までの等比数列の和から 1から𝑘 − 1 までの等比数列を引くと第 𝑘 項が残るこ

とを利用する。𝑘𝑟の 1 から𝑘までの数列の和を𝑠𝑟 (𝑘)と置くと、 

𝑠𝑟 (𝑘) − 𝑠𝑟 (𝑘 − 1) = 𝑘𝑟  

この式を微分する。 

(𝑆𝑟 (𝑘))′ − (𝑆𝑟 (𝑘 − 1)) ′ = 𝑟𝑘𝑟−1 

ここで、𝑘 = 1,2,3⋯𝑡と代入した式について考察をすると 

(𝑆𝑟 (1))′ − (𝑆𝑟 (0))′＝r・1𝑟−1 

(𝑆𝑟 (2))′ − (𝑆𝑟 (1))′＝r・2𝑟−1 

 

(𝑆𝑟 (n))′ − (𝑆𝑟 (n − 1))′＝𝑟・n𝑟−1 
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となり、この数列の和は 

(𝑆𝑟 (n))′ − (𝑆𝑟 (0))′＝r𝑆𝑟−1(𝑛) 

このような式を積分することにより、𝑠𝑟 (𝑘)の値について考察することが出来る。 

 

(2) 導出された 𝑓𝑚(𝑛) を用いて表される 𝑓4(𝑛)、𝑓5(𝑛) の考察 

(3.1)は次数が大きくなるほど導出の過程が長くなり、多くの時間を要する。(3.2)は次数が大きく

なっても(3.1)を用いた場合と比較して計算量が少ない。また、𝑓4(𝑛)、𝑓5(𝑛) ともに式変形によって、

２次以下の指数の積で表された。 

 

４．考察 

5次の和の時にすべての成分が 2 次の式となったので、６次以上の和となると必ず３次以上となる

長さの成分が出てくるのが容易に想定できる。しかし、今回のように元々の和の式に幾らか掛けるこ

とにより全ての長さが自然数として出てくるので、工夫を重ねる必要性がより高まったことが分かっ

た。もしくは６次以上であれば４次元などを用いれば共通点を見つけられる可能性もある。 

また、今回の試行(r=0,1,2,3 も含む)で次のような予想を立てた。 

∑𝑘4 =
1

30
𝑛

𝑛

𝑘=1

(𝑛 + 1)(2𝑛 + 1)(3𝑛2 +3𝑛 −1)∑𝑘5 =
1

12
𝑛2(𝑛 + 1)2

𝑛

𝑘=1

(2𝑛2 +2𝑛 −1)

∑ 𝑡 = 𝑛𝑡

𝑛

𝑘=1

∑𝑘1 =
1

2
𝑛

𝑛

𝑘=1

(𝑛 + 1)

∑𝑘3 =
1

 
𝑛2

𝑛

𝑘=1

(𝑛 + 1)2∑𝑘2 =
1

 
𝑛(𝑛 + 1)(2𝑛 + 1)

𝑛

𝑘=1

 

〇𝑟が奇数で∑ 𝑘𝑟𝑛
𝑘=1 を積の形に表したとき→n(n+1)を因数に持つ𝑟 ≥ 3ではこれらの因数が二乗

の形となって出てくる。 

 

 〇𝑟が偶数で∑ 𝑘𝑟𝑛
𝑘=1 を積の形に表したとき→n(n+1)(2n+1)を因数に持つ。 

実際に r=6 の時は∑ 𝑘𝑟 =
1

42
𝑛(𝑛 + 1)(2𝑛 + 1)(3𝑛3 −  𝑛2 + 3𝑛𝑛

𝑘=1 − 1)となり、この形で表すことがで

きることがわかった。 

このことを用いると、立体的に表す場合にこのような形で表される部分はある長さに固定して考え

ることが可能であると推測される。 

 

５．結論 

 今回の試行では、どちらの場合でも全ての長さの成分が２次以下とすることができたので階差数列

を取ると１次の式にすることが出来た。殆どは一般化した式で増加分の長さを表すことが出来たが、

𝑝＝ ,5で 𝑛＝1 のほとんどの長さが一般化した形で表すことができなかった。(表１) 

 また、𝑝 =    の場合において、𝑘 がある任意の自然数であるときに必要な体積において、模型を作

成し、考察することができた。(図１～図３) 



 

7 
 

 

      

     図１ n=１           図２ n=２           図３ n=３ 

 

６．今後の課題 

 r=4,5 における∑ 𝑘𝑛
𝑘=1

𝑟
を実際に模型を用いて表すことが出来たので実際に自分もどのような値の増

え方をするのかが視覚的に学ぶことが出来たことが今回の活動を通して 1 番よかったことであると思

った。しかし、今回の研究はまだ十分とは言えない結果しか残していないので、今後はこのような試行

を重ねていき、𝑝が変数であるときに縦、横、高さをどのようにすれば次数を最も少なくし、規則性が

可視化できやすい形になるのか、について探求していきたい。 

 また、このような研究を通して∑ 𝑘𝑛
𝑘=1

𝑟
を一般化した式を自らの手で表していくことが現段階での大

きな課題であると思った。 

 

７．参考文献 

・中井ら(2020) 「‘自然数の累乗和’の累乗公式」滋賀県立彦根東高等学校 2020 課題研究論文 

http://www.hikonehg-h.shiga-ec.ed.jp/report 

p=4の場合 p=5の場合

加える長さ 縦 横 高さ 加える長さ 縦 横 高さ

n=1 2 2 12 n=1 1 1 3

n=2 2 3 18 n=2 2 2 8

n=3 2 4 24 n=3 3 3 12

n=t 2 1+t 6(t+1) n=t t t 4t

全体の長さ 2n+1 全体の長さ

(上記の式 ×15) (上記の式 ×3)

∑ 𝑘4 =
1

30
𝑛(𝑛 + 1)

𝑛

𝑘=1
(2𝑛 + 1)(3𝑛2 +3𝑛 − 1) ∑ 𝑘5 =

1

12
𝑛2 𝑛+ 1 2(2𝑛2 +2𝑛 −1)

𝑛

𝑘=1

𝑛(𝑛 + 1)

2
3𝑛2 +3𝑛 −1

𝑛(𝑛 + 1)

2
2𝑛2 +2𝑛 −1

𝑛(𝑛 + 1)

2

高さ 

横 

縦 

表１ p＝4，5 の時の各長さの増加量 
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シャーペンの芯にかかる摩擦力の測定－書き味の数値化を目指して－ 

愛媛県立松山南高等学校  ２代目摩擦班 

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 

私たちは日常的に使っているシャーペンの書き味に注目した。倭文ら（2016）の先行研究では、シャ

ーペンの芯にはたらく最大静止摩擦力と静止摩擦係数を用いてこれを解析していた。しかし、実際に字

を書く際にシャーペンの芯に働く力は動摩擦力である。そこで私たちは動摩擦力を測定できる装置を開

発し、動摩擦力の測定を可能にしようと考えた。そして、今回はシャーペンの芯にかかる荷重などを変

えて動摩擦力を算出し、その値をもとにシャーペンの書き味の数値化を試みた。しかし書き味といって

も人それぞれであるため今回は荷重 2.45(N),紙は画用紙、芯が HBの時の動摩擦係数をμ₀としこれをも

とに他の条件での動摩擦係数との比較を行っていく。 

 

２．実験について 

(1) 実験原理 

図１のように、一端が固定されたアルミニウム板の他端に外力 Fを加えたときに、ひずみゲージを貼

り付けた位置に加わる応力 σは、ひずみをε、縦弾性係数 E(GPa)とすると、 

σ＝E・ε  ・・・① 

と表すことができる。これより、このアルミニウム板のひずみεは、曲げモーメントを M、アルミニウ

ム板の断面係数を Zとすると、 

ε＝
𝑀

𝑍𝐸
・・・② 

のように表すことができる。曲げモーメントの大きさはアルミニウム板にはたらく外力の作用点からひ

ずみゲージセンサーまでの距離 L を用いると、M＝F・L となる。また、アルミニウム板の断面係数は、

断面が長方形のときは Z＝
1

6
𝑏ℎ2{b(m)は板の厚み、h(m)は板の高さ}となる。よって②式のひずみ εは 

ε＝
6𝐹𝐿

𝐸𝐵ℎ2
・・・③ 

となる。③式より外力 Fの大きさは、 

F＝
𝐸𝑏ℎ2

6𝐿
𝜀となる。 

図２のように、このアルミニウム版にはたらく外力 Fはシャーペンの芯にはたらく動摩擦力 fと同じ

大きさになる。ひずみゲージでεを算出しこの式に代入することで動摩擦力を算出することができる。

加えた荷重を m〔kg〕、重力加速度を g〔m/s²〕とすると、垂直抗力 Nは、 

N＝mg・・・④ 

となる。また、摩擦係数をμとすると、 

F=μN・・・⑤ 

となり、④、⑤よりμ=F/mgとなる。 
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(2) 実験装置の開発 

私たちは、ひずみゲージ、ひずみ版(アルミ無垢材)、ペットボトル、鉄球、スタンドを用いて動摩擦

力の測定をするための装置を開発することにした。シャーペンに輪切りにしたペットボトルを固定し、

その中に鉄球を入れることで荷重を変化させることを可能にした(図３)。次にひずみゲージからアルミ

板までの長さについては、試作で短すぎると上手くひずまず、逆に長すぎるとひずんだ時に生じる振動

が大きすぎてうまく測定ができなかった。複数、試作を作った結果、今回は 0.13(m)のものを使用した。

また、これまでの予備実験から図４のように動摩擦力は常に一定に働くのではなく変動しながらはたら

くとステック・スリップ現象を観察することができた。 

(3) 動摩擦力の測定方法 

① シャーペンをひずみ板（アルミニウム製）に固定した。 

② シャーペンの下に紙を敷き手動で滑らした。 

③ 確実に動摩擦力の値を取れるようにするため測定を開始し、３秒後から５秒後の２秒間のデー

タを取りそれを平均した。 

④ ③を同じ条件下で５回行った。 

⑤ 条件を変えて計測した。ひずみは電圧として計測器から DrDAQ(pico scope)に出力される。出力

された電圧を Vとひずみεとの関係は、ε=2.0×10⁻³×V である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ ひずみ板にはたらく力(上から見た図) 

 

 

 

f 紙 

紙を動かす向き 

ひずみ板が受け

る力 

F シャーペンが 

支持される力 

図２ シャーペン・ひずみ板には

たらく力(水平方向) 

図４ 観察されたスティック・スリップ現象 図３ 実験装置の外観 
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３．実験結果と考察 

(1) 筆圧(荷重)を変えて測定（実験１） 

実験では、筆圧(シャーペンの芯にかかる荷重)を 2.45、4.90、7.35、8.82〔N〕て測定した。どちら

も紙の材質は画用紙を、芯は「uni」の 0.5mmの HB を使用した。だが、8.82(N)の時は紙が破れたり、芯

が折れたりして計測が困難であったため、今回は結果に含めないこととした。その結果が下の図５であ

る。図５は加えた荷重と動摩擦力 F、動摩擦係数μ、2.45〔N〕の時の動摩擦係数を１とした時の相対摩

擦係数の関係を表している。図５から、加えた荷重と動摩擦力との間には比例関係があることが分かる。

また、表１から、動摩擦係数μは加えた荷重が大きいほど減少傾向にあることが分かる。 

(2) 紙の材質を変えて測定（実験２） 

この実験では紙の材質をざらしに変え、画用紙の時と比較した。どちらも荷重は 0.25(kg)を、芯は uni

の 0.5mm の HB を使用した。その結果が表２である。生じた動摩擦力は画用紙よりざらしのほうが大き

かった。意外とざらしは書く時に労力を消費しているのかもしれない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

加えた荷重(N) 2.45 4.90 7.35 

動摩擦力 F(N) 0.59 0.69 0.86 

動摩擦係数μ 0.24 0.14 0.12 

相対摩擦係数 1.00 0.59 0.49 

 
画用紙 ざらし 

動摩擦力 F(N) 0.59 0.67 

動摩擦係数μ 0.24 0.27 

相対摩擦係数 1.0 1.1 

0

0.5

1

0 2 4 6 8

加えた荷重（N)

動
摩
擦
力F

（N
)

図５ 加えた荷重〔N〕と動摩擦力 Fとの関係 

表１ 加えた荷重と動摩擦力、動摩擦係数との関係 

表２ 紙による動摩擦力や動摩擦係数の違い 
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(3) 芯の濃さを変えて測定（実験３） 

この実験では uni の 0.5mm の B を用いて測定し、HB の芯の時と比較した。どちらも荷重は 2.45(N)

を、紙の材質は画用紙を使用した。その結果が表３である。芯がＨかＨＢかの違いだけで動摩擦力が

0.060(Ｎ)も変化した。もっと濃い芯や薄い芯を使用すれば更に変化が顕著に現れるのではないか」。 

  

 

 

 

 

 

 

 

４．まとめ 

実験から紙をざらしに変えたり芯をＢに変えたりしたときに起こった変化は、荷重を変えたときに比

べ微小であったが今回の測定時間は２秒間であるため学生のように一日に何度も文字を書けばその差

が大きな差となるだろう。今回の実験ではざらしやＢの芯を使ったときに荷重を変えて実験を行わなか

ったので今後どうなるか実験していきたい。また、現段階では紙を等速度で引く手段が確立されていな

いため、紙を等速度で引く装置の開発にも取り組んでいきたい。 

 

５．参考文献 

・倭文龍騎・田辺晴希（2016）「書くということ」川崎市立川崎高等学校科学部 

  HB B 

動摩擦力 F(N) 0.59 0.65 

動摩擦係数μ 0.24 0.27 

相対摩擦係数 1.0 1.1 

表３ 芯による動摩擦力や動摩擦係数の違い 



12 
 

熱音響現象における温度変化の最適条件 

愛媛県立松山南高等学校  熱音響班 2020 

田中諒  村上聖音  指導教諭 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

ーを用いて冷却または発電を行うシステムのことである。廃熱を有効活用する手段の一つとして研究されて

いる分野でもある。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、細い流路であるスタック

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おり、スタックの最適化によ

って温度変化を最適化できるのではないか、と考えた。 

 

２．本研究の目的 

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][4]。しかし、温度変化に影響するスタックの穴の形状については未知の状態であり、

この形状について研究することとした。 

 

３．仮説 

熱音響現象はスタック壁面と気体分子の衝突による熱交換と、気体分子の移動によっておこる現象である。

そのため気体分子のスタック壁面への衝突し易さが動くことが温度変化にも影響するのではと考えた。以上

により 

       「スタック穴の形状の対称性が高くなるほど温度差が大きくなる」 

という仮説を立て実験を行った。 

 

４．実験方法 

(1) 実験装置及び基本的な測定法 

図１・図２のようにアクリル製もしくは塩化ビニル製パ

イプの一端にスピーカーを接続する。パイプ内にスタック

を設置し、下記の実験を行った。なお、本研究では、スタ

ックの両端（図２の A端と B端）の温度が熱音響現象によ

って変化し、スタック両端に温度差が発生することに注目

し、A・B端の温度差を測定することで熱音響現象の最適度

を測ることとした。 

ア スピーカーの反対の端をフタでふさぎ、音を流す前の

スタックの A・B端の温度を熱電対温度計で測る。 

イ 気温から音速を求め、パイプの長さから定在波の波長を決め、３倍振動となる振動数の音を一定時間ス

ピーカーから入れながら、熱電対度計 A・B端の温度を一定時間測る。 

ウ ア・イを５回繰り返し、A端と B端の温度差の平均を測定値として用いた。 

 

 

図２ パイプとスタック 

スピーカー フタ 

 
スタック 

A端     B端 

図１ 実験装置 
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(2) 実験の種類 

ア 実験１：温度差の時間変化の予備実験 

スタックによる実験の前に、魚類飼育に使用するエアポンプの中のフィルターをスタックの代わりに用い

て同様の実験を行い、温度差の時間変化の様子を調べた。 

イ 実験２：３倍振動におけるスタックと温度差の関係 

先行研究によって、温度差が効率的に発生するスタックの位置は分かっているが、我々の実験環境下でも

同様の結果が得られるかどうか、確認した。 

ウ 実験３：スタック穴の面積・スタック壁の表面積と温度差の関係 

スタック穴の面積・穴の壁の表面積と温度差の関係を調べ、どちらが温度

差に影響がより大きいのかを調べた。穴は真円の前段階として正方形のも

のを使用。図３のように、穴の総面積数は同じで、穴の数を９・16・36 個

とした。 

エ 実験４：スタック穴の形状と温度差の関係 

端面の穴の形状が正多角形であるスタックを用いて、温度差と多角形の

頂点数の関係を調べた。 

 

 

５．実験結果 

(1) 実験１：温度差の時間変化の予備実験 

図４にフィルターを使った場合の A・B端の温度差

の時間変化を示す。ガムテ有・無については、パイプ

の密閉性を高めるためにフタの部分にガムテープを

巻いたかどうかを示す。 

ガムテープ有の方が温度差は大きく、効率がよいこ

とが分かった。また、温度は 200～300秒で安定し、

その後の変化はないと見てよいと考えられる。そのた

め、今後の実験では音を鳴らし始めてから 300秒後の

温度差を、測定値として使うこととした。 

(2) 実験２：３倍振動におけるスタックの位置と温

度差の関係 

スタック位置と温度差の関係を図５に示す。腹と節

の中間で温度変化最大（図中②）となった。これは先

行研究［1］とも一致する。よって以降の実験では、

３倍振動定在波中の節と腹の中間にスタックを固定

し、実験を進めることとした。 

 

 

 

図３ スタックの穴の数 

図４ 温度差の時間変化 

図５ スタック位置と温度差の関係 
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(3) 実験３：スタック穴の面積・スタック壁面積と温度差

の関係 

スタック穴表面積とスタック壁体積との関係は図６の

通りである。 

スタック穴壁の面積の増加に伴い温度差も増加するこ

とが分かった。(図中③)パイプの内径とスタック穴の細か

さに限りがあるため多くのサンプルは取れなかったが、グ

ラフの形から穴壁面積と温度差は比例しておらず、一定値

に近づきつつあるのかもしれない。 

(4) 実験４：スタック穴の形状と温度差の関係 

実験３までを踏まえ、スタック穴壁面積を統一し、穴の

形状の異なるスタックを作成し(図７)実験を行った。穴壁

の面積以外に、穴の数を統一し、配置も差異が無いように

した。スタックの長さについても同様である。 

実験結果を図８に示す。穴の形状の頂点が増えると、温

度差も増加している。しかし、究極の多角形である円では

大きく温度差が下がってしまった。なお、五角形について

は３D モデル製作ソフトの関係で作成が困難であったた

め、今回は見送りとした。 

 

 

６．考察 

(1) 実験１：温度差の時間変化の予備実験 

温度差が発生し、その値が安定するまでに 200～300秒かかった。これは、熱輸送が行われ温度差が生じ、

周囲からの熱流入と平衡状態に達するまでの時間と見ることができる。断熱がより厳密に行われ、もしくは

大量の熱交換・熱輸送が起こった場合は、瞬時に熱平衡状態に達するものと考えられる。 

(2) 実験２：３倍振動におけるスタックの位置と温度差の関係 

節と腹の中間地点で温度差が最大であった。これは空気が高密度時にスタック管壁との熱交換が盛んに行

われ、その後密度減少時に空気が移動し、熱輸送に関与するという熱音響現象のモデルと合致する。先行研

究の結果とも一致しており、我々の測定系が先行研究のものと近いものを構築できている証左ではないかと

考えられる。 

(3) 実験３：スタック穴の面積・スタック穴壁面積と温度差の関係 

スタック穴壁面積の増加に伴い温度差も増加したことから、スタック穴壁面積の増加に伴って気体分子と

スタック壁面との接触回数が増え、壁面との熱交換が盛んになり、温度差が増大していると考えられる。今

回は穴を小さくし、穴の数を増やすことで穴壁面積を増やした。ということは、穴壁面積を最大限増やすこ

とで温度差が増大すると考えられ、そのようなスタック作製が今後求められる。 

(4) 実験４：スタック穴の形状と温度差の関係 

温度差の大きい穴の形状について共通することは、「角があり、なおかつ点対称」である。これは仮説「ス

タック穴の形状の対称性が高くなるほど温度差が大きくなる」と異なっており、仮説は誤りであったと言え

る。もっとも、五角形、七角形以降の図形について検証できていないため、その点は今後の課題である。 

図７ スタック穴形状の違い 

三角 四角 六角 円形 

図８ 穴形状と温度差の関係 

図６ スタック穴壁面積と温度差の関係 
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円形の温度差が小さかったことから、対称性が温度差に完全に関係しているとは言い難い。頂点の数の増

加に伴って、温度差が増えていることは認められたので、次の可能性が考えられる。 

① 温度差にはスタック穴壁面積のみが関係し、スタック穴の形は無関係である。三角・四角・六角の差は、

実験環境の変化による影響と考えられる。 

② 多角形と円形では、角の有無が違う。角があることが熱交換・熱輸送に影響があるのかもしれない。い

ずれにしても、もっと測定回数を増やし、精度を上げることで違った傾向が見られる可能性がある。 

 

７．まとめ 

「スタック穴の形状の対称性が高くなるほど温度差が大きくなる」との仮説を立て、実験を行ったが仮説

は否定される結果となった。スタック位置による影響、スタック穴壁面積と穴体積の関係から測定条件を詰

めていき実験４まで行ったが、穴の形状は温度変化に影響しない可能性も考えられた。角の有無について検

討する必要もあると考える。 

 

８．今後の展望 

今後、実験結果の検証と確認を入念に行っていきたい。そもそも当初から温度差の値が小さい。先行研究

では数℃から数十℃の温度差が生じることが報告されており、再度実験方法について練り直す必要がある。

温度差の小さい原因としては、機密性、スタック穴の大きさ、スタック壁面積の少なさ、等が考えられる。

その検討には、実験１のフィルターでの結果が示唆しているものを生かしたいと考えている。 

 

９．参考文献 

[1] 堀田浩平、坂本眞一、塚本大地、渡辺好章(2009)“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 

[2] 藤田武、坂本眞一、吉田秀穂、今村陽祐、渡辺好章(2005)“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” 

[3] 畠沢政保,瀬尾宜時 (2002)“熱音響音波発生機の性能に及ぼすスタック位置の影響” 

[4] 坂本眞一(2018)“はじめての熱音響” 
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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 大西大輔 
 

１ はじめに 

植物の種子の中には、少しでも長く空中にいて、種子をできるだけ遠くに

運ぶため、翼果とよばれる翼をもつものがある。私たちは、その種子の飛行

性能の高さに興味を持ち、それが風力発電やヘリコプター、ドローンなどの

羽に応用できるのではないかと考えた。下篠ら（2018）によると、質量が小

さく、全長と単位質量当たりの面積が大きい翼果の滞空時間が長いことが分

かっている。本研究では、トウカエデの翼果(図１)を用いて、それらのバラ

ンスの最適条件を探るために研究を行った。 

 

２ 仮説 

実験を行う前によく飛ぶ翼果の定義を「落下時間が長く空中にいる時間の長い翼果、つまり、落下速

度の小さい翼果」とした。またマルチコプターやドローンなど羽を回転させて空中に浮かぶものは回転

数を多くすることで安定して空を飛んでいることから、私たちは翼果も同じようによく飛ぶ翼果の回転

数は大きいと仮説を立てた。 

 

３ 実験方法 

【実験Ⅰ】 ５種類のトウカエデの翼果を使用し、その質量や全長、面積などを測定した。面積は、複

写した後、台形の複合体として計算した（図２）。翼果を落下させると、どの翼果も 20cm落下したとこ

ろから安定して回転し始めることが分かった。よって、図３のように、落下距離 20～120cmの 100cm の

区間について、落下時間と回転数を動画再生アプリ「Coach’s eye」でのスロー再生によって測定し、

回転数と落下速度を計算した。 

【実験Ⅱ】 図４のように、翼果を翼と軸、種子の３つのパーツに分け、軸と種子の部分の大きさを固

定した模型を作り、翼果の最適条件を探った。軸の幅を 15㎜、18㎜、21㎜に変えて実験を行い、次に

面積だけを変え、翼果の面積と落下速度及び回転数の関係を調べた。翼果の面積は、翼の四分円の半径

を 10～24mm の間で 2mm ずつ変えた 8 種類の模型を作成し、実験Ⅰと同様に回転数と落下速度を測定し

た。 

 

図１ トウカエデの翼果 

図３ 翼果の落下実験 

種子 

翼 

軸 

図４ 翼果の模型 

 

図２ 面積の計算 
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４ 実験結果・考察 

(1)【実験Ⅰ】 

測定結果を以下の表１及び図５～10に示す。結果から、回転数が大きくなるほど落下速度は速くなっ

ていることが分かった。これは回転数が大きくなること、空気抵抗と揚力が小さくなるからではないか

と考えている。また、面積に対する質量比や質量に対する面積比が変化しても落下速度や回転数はあま

り変化しておらず、明らかな相関は得られなかった。これは先行研究とは異なる結果であった。このこ

とから、どの翼果も自然界では、出来るだけ遠くに飛ばし効率よく繁殖させるためにある程度バランス

がとれており、質量と面積のバランスには最適条件が存在するものだと考えた。 

(2)【実験Ⅱ】 

測定結果を図 11～図 14に示す 

ア 軸の幅について 

図11，12より軸幅21㎜のものが最も回転数が小さく落下速度が遅いということが分かった。また軸の

幅が短くなるにつれて回転数が大きくなり落下速度が遅くなるのではなく、軸の幅15㎜のものを境にそ

れぞれの関係性が変わっていることが分かった。このことから、私たちは軸の幅15㎜のものが本当に最

も飛ばない条件であるのか、軸の幅をもう少し細かく変化させようと考えた。 

イ 面積について 

図 13，14のように、面積が大きくなるにつれて、回転数は小さくなることが分かった。これは、軽く

て小さい翼果は空気抵抗が小さく、回転しやすいからだと考える。しかし、回転数が大きくても落下速

度が遅くなっているわけではないので、回転数が多いものがよく飛ぶとは限らないのではないと考えて

いる。以上より、面積と落下速度の関係には最適値が存在するものと思われ、面積を大きくしていくに

つれて、落下速度が小さくなるわけではないことが分かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図５ 回転数と落下速度 図６ 全長と落下速度 
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図７ 面積と落下速度 図８ 質量と落下速度 

図９ 質量に対する面積比と回転数 図 10 面積に対する質量人回転数 

図 11 軸の幅と回転数 図 12 軸の幅と落下速度 

図 13 面積と回転数 図 14 面積と落下速度 
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５ 今後の課題 

模型 8 個を作り実験を行ったが、翼果の最適

条件を探るにはサンプル数が少なかったので、

もう少しサンプル数を増やしていきたい。よく

飛ぶ翼果の質量と面積のバランスには、最適条

件が存在するものと考え、模型を作成し、様々

な条件を変えながら、さらに細かくそのメカニ

ズムなどを分析し、翼の質量に対する面積比な

どの最適条件を探ろうと考えている。また、現

在、作成した翼の模型で、図 15に示す風力発電

用モーターを作成し、その発電能力について図

16 のように調べている。その結果を表２、図 17

に示す。 

また、翼果は揚力を得るために、その表面には

渦が発生していると考えている。翼果が落下し

ているときの流体(空気)の可視化を行い、翼果

が揚力を得るメカニズムについて詳しく調べて

いきたい。 

 

              表２ 翼の面積と発電量の関係 

面積[cm2] 359 384 407 428 447 467 479 492 

発電電圧[V] 0.93 0.65 0.87 1.06 0.61 0.73 1.05 1.39 

   

 

６ 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」岐阜県立恵那高等学校 

図15 風力発電用モーター 図16 発電実験 

0

0.5

1

1.5

350 400 450 500

発
電
電
圧
[V
]

面積[cm2]

図17 面積と発電電圧 
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レーザー光の干渉を用いた布の物理的性質の比較 

愛媛県立松山南高等学校 光の干渉班 

片上航瑠 國田章真 佐々木桜 二宮結愛  担当教諭 参河厚史 

 

１．はじめに  

X 線回折を利用した結晶構造解析の理論を用いて、布を回折格子と見立ててレーザー光を透過させ

ることで二次元回折像を得ることができ、その明点間隔を測定することで布の隙間の大きさを測定す

ることが可能であることを確かめた。私たちは、この方法を用いて天然繊維や合成繊維でできた布に

力を加えたとき布の隙間を調べることで布の物理的特性、特に力に対する特性を調べることとした。

髙橋ら(1974)の研究では、加えた力に対する布の伸長方向の特性が明らかになっている。私たちは布

に加えた力と平行方向・垂直方向の二方向での隙間の変化を調べるとともに、一度、最大重量 9.8N ま

で力を加えた後に力を減らしていくとき、実験後に日をおいてから再び力を加えたとき、力を複数回

加えたときの布の隙間を測定し変化を調べた。私たちは、この研究を通して、天然繊維でできた布の価

値を再発見し、プラスチック製品の代替となる布製品の促進や環境の保護につなげたいと考えている。 

 

２．実験方法  

 図１は実験概念図である。ヤングの実験の複スリット、及び透過型回折格子を用いた光の回折・干渉

実験において、スクリーン上の 0 次の明点と 1 次の明点の間隔Δx に対して回折格子と見立てた布と

スクリーンとの距離 L が十分に大きいときに、干渉条件式から近似的にΔx は、Δx＝Lλ/d となる。

これより、明点間隔Δx を測定することで布の隣り合う縦糸どうし、横糸同士の間隔 dを求めた。  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 伸び率について 

布に加わる力が 0N のときの布の隙間の大きさ dを基準(d0)として、それに対する隙間の大きさの変

化量(Δd)が占める割合(Δd/d0)を布の伸び率とした。伸び率がプラスならば布が伸びたということ、

マイナスならば布が縮んだということを示す。 

(2) 実験① 

2.5N のおもりで鉛直下向きの力を加えた布にレーザー光(波長λ＝632nm)を垂直に入射させ、スクリ

ーン上の回折像の 0 次の明点を中心 O として４方向の明点間隔をノギスで測定する。おもりを１つず

つ増やすごとにΔx を測定する。最大４個で 9.8N の力になるようにする。最大まで力を加えた後、お

もりを１つずつ減らしていくごとにΔx を測定する。Δxの測定後、布の隙間の大きさ dと伸び率を算

出する。実験①では綿とポリエステルの布をそれぞれ 4枚用いて、伸び率の平均で比較をする。 

(3) 実験② 

スクリーン 

布（回折格子） 

レーザー光源 

おもり 

L 

Δｘ 

１次の明点 

０次の明点 

波長 λ 

隣り合う明点の間隔：Δｘ                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 

OB 

OF 

OD 

OH 

0N 

5.1N 

2.6N 

7.6N 

9.8N 

０次の明点を中心 O として４方向の間隔を測定し、d を算出した  

図 1 実験概念図 

 

 

図２ 回折像の解析

方法 

( 

０ 次 の 明

１次の明点 

１次の明点 

１次の明点 
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同じ布で実験①を 0、1、4、9、16日後の計 5回日をおいて繰り返す。実験を繰り返すことによる布

の変化と、日をおくことによって変化した布の隙間がどのようになるのかを調べる。実験②では綿と

ポリエステルの布をそれぞれ 4枚用いて、実験①と同様に伸び率の平均を出した。 

(4) 実験③ 

9.8N のおもりを 100 回連続してつるした後、おもりを外して伸び率を算出し考察する。おもりは最

大 500 回つるす。繰り返し力を加えることによって、布の力に対する耐久性を明らかにする。実験③

では綿とポリエステルの布をそれぞれ 5 枚用いて、実験①と同様に伸び率の平均を出した。 

 

３．結果 

(1) 実験① 

綿(図３)では、おもりのつるし始めの伸び

率が最も大きく変化していた。また伸び率の

変化が±10%に収まった。おもりを減らした

時の 0N の伸び率は、0%近くになっていた。

ポリエステル(図４)では、力と平行方向は隙

間が広がり、垂直方向は隙間が狭まっていく

ことが顕著である。おもりを減らした時の 0N

の伸び率は 20%広がったままであった。 

(2) 実験② 

綿(図５)では、どんなに日をおいても伸び

率は 15%以下であった。また、５回目(16 日

後)は、加える力を変えても伸び率の変化—5

～0％以内だった。 

ポリエステル(図６)では、ODと OH(力と平

行方向)が 0N と一部の 2.6N のとき以外は測

定不可だった。よって、OBと OF （力と垂直

方向）の結果を用いた。ポリエステルはどの

力の大きさの時も、伸び率はほとんどマイナ

スの値となった。実験①で、力と平行方向の

伸び率がプラスになると、力と垂直な方向の

伸び率はマイナスになることが分かってい

るため、今回は力と平行方向での測定が不可

能であったが、伸び率はプラスを示すと判断

した。 

(3) 実験③ 

綿では、おもりをつるす回数を増やして

も、伸び率はマイナスを示していた。また、

力と平行方向のほうが垂直方向と比べてよ

り小さい伸び率であった。おもりをつるす回

数が増えても、伸び率の変化は小さい。 

ポリエステルでは、おもりをつるす回数が

増えると伸び率も大きくなっていた。 

 

 

 

図３ 綿の伸び率の変化 

 

図４ ポリエステルの伸び率の変化 

 

図５ 経過日数と伸び率の変化(綿) 

0N：青 2.6N：橙 5.1N：灰 7.6N：黄 9.8N：紫 

 

図６ 経過日数と伸び率の変化(ポリエステル) 

（図３と同様） 
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４．考察  

実験①より、綿は加える力が小さいときの伸び率の変化が大きいが、加える力を大きくしていくと、

伸び率の変化は小さい。すなわち、力の加え始めの伸びの変化が大きいが、それ以降は大きく変化しな

いといえる。加えて、綿は布の隙間が最初の大きさに戻りやすいこと、最大 9.８N では隙間の大きさ

の変化が小さいことが考えられた。一方、ポリエステルは力を加えた方向に綿よりも伸びやすいこと、

伸びた直後では布の隙間の大きさが広がったままであることが考えられた。また、平行方向の伸び率

がプラスだと垂直方向はマイナスの値になることより、ポリエステルは平行方向の隙間が広がると、

垂直方向の隙間が縮むという関係であると分かった。 

実験②より、綿は実験を 5 回繰り返しても隙間の大きさは大きく変化していないことが分かった。

また、0、1 日後は伸び率の変化が大きかったが、それ以降は徐々に伸び率の変動が小さくなっていっ

たことから、４日後からは布の形状維持の性質がよく現れたといえる。ポリエステルの力を加えた方

向では 0N と一部の 2.6N のとき以外は明点間隔を測定できなかった。これは、布に大きな力が加わる

ことで隙間の大きさが広がり過ぎて、レーザー光による回折・干渉が起こらなかったからであると考

える。また 5.1N 以降も同様のことがみられたため、布の隙間が広がった状態が維持されていたと予想

できる。力を加えた方向と垂直な方向は日をおいても伸び率がマイナスを維持、すなわち、縮んだ状態

を維持していることが分かった。ポリエステルは繰り返した実験によって布の隙間が元の状態に戻る

ことなく力を加えた方向は伸びた状態が維持されることが分かった。どちらの布もおもりをすべて外

した直後は布の隙間が広がっているが、綿は、日をおくことで力によって広がった布の隙間が元に戻

る性質がポリエステルに比べて強いことが分かった。 

 実験③より、綿は力を加える回数を増やしても伸び率の変化は小さいことから、繰り返し加えた力

に対する布の隙間の大きさの変化は小さいということがわかる。マイナスになったことは、おもりで

力を加えることによって広がった布の隙間がレーザー光をあてるときにおもりを外したため、その瞬

間に広がった隙間が糸の弾性により縮んだからではないかと考えられる。ポリエステルは、おもりを

つるす回数が増えるにつれ、伸び率が大きくなることから布の隙間がますます広がったということが

わかる。布の隙間が元の状態に戻らないのは、糸が弾性の限界を超えて伸び切ったからであると考え

られる。 

 

５．結論  

 今回の研究から、綿は最大 9.8Nの力では隙間の大きさに顕著な変化が見られなかったこと、一度力

を加えても日をおくと十分に隙間の大きさが戻っていることからポリエステルよりも布の隙間の形状

を維持することができると考えた。ポリエステルは、明点間隔が測定できないほど隙間が広がったま

まであったことや力を加える回数が増えるほど布の隙間が大きくなったことから、力と平行方向での

伸びやすさが優れているが、繰り返し力を加えると、元の状態に戻ることが難しく、耐久性に関しては

綿に比べて劣る（表１）。 
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おもりをつるした回数(回)

綿

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%

0 100 200 300 400 500

伸
び
率(%)

おもりをつるした回数(回)

ポリエステル

図７ おもりをつるす回数と 

伸び率の変化(綿) 

 

図８ おもりをつるす回数と伸び率の変化 

(ポリエステル) 
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表１：綿とポリエステルの耐久性の比較 

 

 

６．今後の課題 

次の３点を今後の課題とする。１点目、布に力を加えたとき、力を減じたとき布の隙間でどのような

変化が起こっているのかを光学顕微鏡等用いて調べる。２点目は、伝統的な布の物理的性質を明らか

にするために、愛媛県発祥の伊予かすりを実験に用いる。３点目、比較した布の性質を分かりやすく表

示する方法を検討する。 

 

７．謝辞 

本研究を行うにあたってご助言いただいた、愛媛大学教育学部中本剛教授、愛媛県立新居浜東高等

学校藤本茂州教頭に厚く御礼申し上げます。 
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・高橋雅江・南澤明子・竹中はる子（1975）「二次元回折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 

力に対する応答性 隙間を維持する性能 伸縮性

(より応答するものを◎とする) (より隙間を維持できるものを〇とする) (より伸縮性が大きいものを◎とする)

伸びやすさ: △
縮みやすさ:○

伸びやすさ:◎
縮みやすさ:×

綿

ポリエステル

加え始め:伸び〇

力と平行方向:伸び◎
力と垂直方向:縮み◎

〇

×
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過酸化水素水を用いた酸化チタン（Ⅳ）TiO2の酸化力を増大させる研究 

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   指導教員 松田栄二 

 

 

１．はじめに 

光によって触媒としての働きを示す物質を光触媒といい、酸化チタン（Ⅳ）（以下 TiO₂）は、その代

表的な物質である。光（紫外線）にあたった TiO₂は、強い酸化作用や超親水性などの性質を示す。私た

ちは、光触媒の反応の過程で発生するヒドロキシラジカル（・OH）という有機物の分解を行う物質に着

目し、先行研究１）から、TiO2に過酸化水素を加えることで、より多くのヒドロキシラジカルが発生する

のではないかと思い、過酸化水素を用いることにした。また、分解の対象物として、主なにおいの原因

菌でもある、アンモニア水 0.01 mol/Lを 50ml用いて実験を行った。 

 

２．実験方法 

(1) アンモニアと TiO2を用いた光触媒反応 

過酸化水素水を用いず、TiO2のみの酸化力でどれくらいの効果があるのかを調べた。実験器具として

三角フラスコを用意し、アンモニア水とフェノールフタレイン溶液をそれぞれ入れ、TiO2をフラスコの

ふちに塗るものと、溶液に直接入れ混ぜるもの、TiO2を加えないものの 3つに分け、それぞれに紫外線

を 3日間あてた。 

(2) 吸光度計を用いた測定 

アンモニアの量が減るとフェノールフタレイン溶液の色が薄くなるという性質を使って、光触媒によって

分解されたアンモニアの量の違いが色の濃さで判断できるのではないかと思い、アンモニア水にフェノール

フタレイン溶液を混ぜて実験を行うことにし、光照射後のフェノールフタレイン溶液の色の変化を、吸光度

計を用いることで数値化した。実験器具として、図１のようにアンモニア水と過酸化水素水を混ぜたものと

過酸化水素水を混ぜないものの 2種類用意し、三角フラスコに入れ、フェノールフタレイン溶液を１ml ずつ

入れた。その後、三角フラスコのふちに TiO2を適量塗り、紫外線に 3 日間あてた。照射後色の違いを確かめ、

さらに吸光度計でフェノールフタレイン溶液の色の濃さを調べた。 
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(3) pHメーターを用いた測定 

吸光度計の代わりに pH メーターを用いることにした。さらに一定量の TiO2 に対して、過酸化水素水の量

の違いでどれくらいの差が生まれるのかも調べた。 

実験器具として、(1)と同様に三角フラスコを用意しアンモニア水と過酸化水素水を入れた。その後、フラ

スコのふちに TiO2を適量塗り、紫外線に 3日間あてた。今回は、さらに同じ実験器具を作り、過酸化水素水

を 0ml、1ml、 2ml、 3ml用意しそれぞれフラスコ内に入れ、同様に紫外線を 3日間照射した。照射後、フェ

ノールフタレイン溶液を入れ色の違いを確かめ、さらに PH メーターを用いて細かい数値まで調べた。 

 

３．実験結果と考察 

(1) TiO2 と光触媒効果 

TiO2を三角フラスコのふちに塗ったもの、直接

入れたもの、入れなかった物の順番にフェノール

フタレイン溶液の色が薄くなった。（図２）このこ

とから、TiO2の酸化作用はアンモニアを分解する

効果があることが確かめられた。また、TiO2を三

角フラスコのふちに塗った方が一番効果的であ

ると分かった。よって、今後の実験では、TiO2を

三角フラスコのふちに塗って実験を行いたい。                                      

(2) 過酸化水素水によるフェノールフタレインの退色 

写真のフェノールフタレイン溶液の色の変化や吸光度計の計測結果（図３）から，アンモニア水に過

酸化水素水を加えた方が加えていない時よりも、吸光度の値が低くなっていることが分かった。さらに、

紫外線をあてたときとあてていないときでは、吸光度や色の違いに大きな差があることが分かった。こ

のことから、TiO₂による酸化作用の効果は見られたが、過酸化水素水ありとなしでは色の違いや吸光度

の値の差がほとんど見られなかったため、過酸化水素水により効果が増大したと確実には言えなかった。 

また、フェノールフタレイン溶液の色が黄色に変わったことや先行研究２）から、フェノールフタレイ

ン溶液が過酸化水素水により退色されたことで色が変わってしまった可能性があると考えた。よって次

の実験では、フェノールフタレイン溶液を照射後に入れることにし、吸光度計の代わりに PH メーター

を用いてアンモニアの量の変化を調べることにした。 

  

(左) 紫外線ありとなしでの違い（どちらも過酸化水素水あり）               (右) 過酸化水素水のありとなしでの違い 

図３ 吸光度計で測定したグラフ 

 

波長(nm) 波長(nm) 

 

図２：TiO2と光触媒効果 

(左から）TiO2なし/直接入れたもの/壁に塗ったもの 
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(3) TiO2と過酸化水素水によるアンモニアの分解 

図４の結果から、過酸化水素水と紫外線なし、過酸化水素水なし紫外線あり、過酸化水素水あり紫外

線あり、の順に pHの値が低くなった。このことから、過酸化水素水を加えたときの方が加えなかった時

よりも多くのアンモニアを分解できたといえる。しかしどの結果も pH の値が高かったため、アンモニ

アの量に比べ TiO₂や過酸化水素水の量が少ないと考えた。また図５の結果から、一定量の TiO₂に対し

て過酸化水素水 2mLがアンモニアを分解する最大量だと分かった。このことから、TiO₂の量を多くすれ

ばするほど消費する過酸化水素水の量も多くなっていくと考える。 

(4) 過酸化水素水を用いたにおい分解装置の作製と実践 

(1)から(3)までの結果を通して、私たちは TiO₂の光触媒と過酸化水素水の２つを用いて、実際にトイレの

においを分解できる装置作り、実際に校内のトイレに置いて、どれくらいの威力と効果があるのかを調べた

（図６）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 試作装置と設置場所 

 

 

 

 

 

 

図４ NH₃を 0.01mol/Lにした時の pHの値の変化 

（全てＴｉＯ₂あり） 

 

 

図５ 全てに紫外線をあてた時の pHの値の変化 

（ＮＨ３：0.01mol/L、全てＴｉＯ２あり） 
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４ まとめと今後の展望 

実験結果から、光触媒反応が起こる際に過酸化水素水を TiO2のそばに置いておくと、TiO2の酸化作用

が強化され、より多くのアンモニアが分解された。 

このことから、過酸化水素水は TiO₂の光触媒作用の効果を強化し、対象の有機物を分解する速さや力

を促進させる力を持っていると考える。これは、光触媒が行われている際に発生する、ヒドロキシラジ

カル（・OH）の量が過酸化水素水により増加したことで、より多くのアンモニアを分解したのではない

かと考える。また、一定量の TiO2に対して過酸化水素水 2mlがアンモニアを分解する最大値であるとわ

かった。このことから、TiO2 の量を増やせば増やすほど消費する過酸化水素水の量も増えると考える。 

今後の研究として、実験結果から TiO2の量やその量に伴った過酸化水素水を変えて、さらに測定した

pH の値からアンモニアの減少量を計算して正確な変化量を調べていきたいと思う。また、３(3)の実践

では、まだ装置に不備があり実際に置くにはまだ困難なため、今後の実験で改良していきたい。 

 

５ 参考文献 

１）大石ら（2000）「過酸化水素の性状と取り扱い設備について」 

２）藤岡和男（2001）「フェノールフタレインの過酸化水素による退色-反応速度の研究」 
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金属イオンや糖類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 

自然界には多くの美しい色素が存在する。その中

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。その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、つまり、

OH の付き方によって色が変わる。赤色、紫色、青色

以外の緑色や黄色にも変化すること、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）。 

そこで、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、また、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 1ｍLずつ加えて、発色を調べた。 

(3) 塩基性におけるアントシアニンの色調変化 

㏗＝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 1ｍLずつ加えて、経時時間と色調変化について調べ、吸光光度計を用いて測定した。 

(4) 金属イオンによるアントシアニンの安定化 

(1)の色素液 30mLに、0.01mol／L の 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

色素液を調製した。これを㏗＝11、12、13の水溶液 5mLに 1ｍLずつ

加え、経時時間と色調変化について調べた。また、㏗=13における経

時時間と色調変化について吸光光度計を用いて測定した。 

(5) 糖によるアントシアニンの安定化 

(1)の色素液 30mLに、単糖類である C6H12O6（ガラクトース）、C6H12O6、
（グルコース）、またその異性体の C6H12O6（myo-イノシトール）（図

３）を 0.1mol／L の濃度でそれぞれ６mLずつ加え、糖を含む色素液

を調製した。これを㏗＝11、12、13の水溶液 5mLに 1ｍLずつ加え、

経時時間と色調変化について調べ、吸光光度計を用いて測定した。 

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㏗＝１～13の溶液に加えると、

赤色、桃色、紫色、青色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（図４、表１）。 

さらに㏗ =11～13 について吸光光度計を用いて測定したところ、

図２ ㏗による構造変化 

図４ pHによる色変化  
上段㏗＝１～６ 

中下段ｐＨ＝７～13 

図１ アントシアニンの構造 

図３ myo-イノシトールの
構造 
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600nｍ付近で吸光度が最大となった（図５）。 

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６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、㏗＝12、13 で

いったん黄緑色、黄色になったものに、㏗＝１の塩酸を加え、色が

戻るか調べた。すると、㏗＝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。 

また、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。 

(2) 塩基性下の経過時間と色調変化 

そこでさらに、㏗＝11、12、13 の溶液の経過時間と吸光度の変

化の関係を吸光光度計を用いて測定した。その結果、次のような結

果が得られた。㏗＝11では青緑色、㏗＝13では黄緑色という結果

が得られ、30 分間での色調変化はほとんど無かった。また、㏗＝

13 では、30分で黄緑色から黄色に変化したという結果が得られ、

㏗＝13 における吸収最大波長である 614nm の吸光度が時間とと

もに 11.2％も減少したことが分かった（図７）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 金属イオンによる色素の安定化 

㏗＝11、12でいったん青緑色、黄緑色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た。 

そこで、先行研究をもとに、金属イオンによる色素の安定

化について調べることにした。30mLのムラサキキャベツ色素

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 

図８ 左からムラサキキャベツ液、 
   MgCl₂、FeCl₃、AlK(SO4)₂を 

それぞれ加えた液 

表１ ムラサキキャベツ色素液の pHによる色変化  

色素液 
✛ 

MgCl₂aq 

色素液 
✛ 

AlK(SO₄)₂aq 

色素液 
✛ 

FeCl₃aq 

㏗ 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

㏗ 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

 

図５ 吸光度の測定 

 

図６ フラボノール 

 

図７ ｐH＝13における吸収最大 

   波長 614nmの吸光度と経過 

時間との関係 
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液に 0.01mol／L の MgCl₂aq､FeCl₃aq､AlK(SO₄)₂aq を２0mL

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８）。 

これらの金属イオンを加えた色素液を㏗＝11、12、13の溶

液に加え、色の変化を長期間調べた（図９）。その結果、次の

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（表３）。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、錯イオンとなって素

を守るはたらきが強いと考えた。 

さらに、㏗＝13 における、経過時間と色調変化について、吸

光光度計を用いて測定した。その結果、次のような結果が得られ

た。㏗＝13 における吸収最大波長である 614nm の吸光度は、

金属イオンを加えることで、経過時間による吸光度の減少を抑え

る効果があることが分かった。その効果は、Al³⁺＞Fe³⁺＞Mg²⁺の順

番であった（図 10）。 

私たちは、この結果から、なぜ金属イオンを用いると色素が安

定したのかを考えた。Al³⁺、Fe³⁺、Mg²⁺は、配位数が６の正八面体

の錯イオンを形成している。そこで、アントシアニンと錯イオンを

形成し、安定化したのでないかと考えた（図 11）。 

 

 

 

 

 

 

(3) 糖によるアントシアニンの安定化 

次に、糖によるアントシアニンの安定化について調べることにした。ムラサキキャベツ色素液に 0.1 

mol／L の C6H12O6（ガラクトース）、C6H12O6、（グルコース）また、その異性体の C6H12O6（myo-イノシトー

ル）を 6mLずつ加えた。金属イオンの時とは異なり、加えた際の色の変化は見られなかった。これらの

糖を加えた色素液を、㏗＝11、12、13の溶液に加え、色の変化を長期間調べた。その結果、次のような

結果が得られた（図 12、表４）。 

１日目では、㏗＝11 で紫色、㏗＝12 で青色、㏗＝13 で黄緑色のきれいな発色が見られた。さらに、

２日目では、㏗＝11 で桃色、㏗＝12 で青色、㏗＝13 で黄色ときれいな発色が見られていた。さらに 7

日後には㏗＝11 で桃色、㏗＝12 でも桃色、㏗＝13 で黄色となっていた。金属イオンを添加した場合よ

りきれいな発色が続き、1～4日目までは特によく発色が見られた。糖を加えずに放置した場合、無色に

変化したが、糖を加えることで濃い色が長期間保たれることが分かった。1 日目から強い発色であり、

途中で㏗＝11，12は酸性の時と同じ発色である、赤色や桃色となったまま色が保たれていた。 

図９ MgCl₂、FeCl₃、AlK(SO₄)₂を 
  加えた色素液の 1週間後の様子 

表３ 金属イオンを加えた色素液の pHによる色変化 

図 12  C6H12O6（ガラクトース）、C6H12O6、（グルコース）C6H12O6（myo-イノシトール）を加えた 
色素液の様子(左から順に 1日目、3日目、7日目) 

㏗ 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 10 金属イオン添加時の 614nmの 

   吸収スペクトルと経過時間と 

の関係(㏗＝13) 

 

図 11 正八面体の分子構造 
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さらに、㏗＝11、12、13 における、経過時間と色調変化につい

て、吸光光度計を用いて測定した。その結果、次のような結果が

得られた。㏗＝11、12、13吸収最大波長である 614nmの吸収スペ

クトルは、糖を加えることで、経過時間による吸光度の減少を抑え

る効果があることが分かった（図 13）。 

その効果は、C6H12O6（myo-イノシトール）＞C6H12O6（ガラク

トース）＞C6H12O6、（グルコース）の順番であった。私たちは、

この結果から、なぜ糖を加えることで色素が安定したのかを

考えた。アントシアニンの元であるアントシアニジンという

色素には、糖が含まれている。また、アントシアニンは、OHの

付き方によって色が変わることが分かっている。C6H12O6（myo-

イノシトール）は糖の異性体であり、他の糖である、C6H12O6（ガ

ラクトース）、C6H12O6、（グルコース）に比べて OH の数が多い

（図３）。そのため、分子構造の安定がしやすくなったのでは

ないかと考えた。 

 

４．研究のまとめ 

本研究で分かったことは、主に次の 3つである。 

(1) ムラサキキャベツ色素液が、塩基性でアントシアニンの分子構造上、発色しないはずの青緑色、緑

色、黄緑色、黄色へと変色したのは、アントシアニン以外に含まれるフラボノールの色が混合され発

色したと考えた。 

(2) 塩基性下で、ムラサキキャベツ色素液に金属イオン（MgCl₂aq、FeCl₃aq、AlK(SO₄)₂aq)を加えると、

吸光度の減少が少なくなったことから、金属イオンはアントシアニンと錯体をつくることで色の退色

を抑え、安定化させる効果があり、その効果は、Al³⁺＞Fe³⁺＞Mg²⁺の順であることが分かった。 

(3) 塩基性下で、ムラサキキャベツ色素液に糖類（C6H12O6（ガラクトース）、C6H12O6、（グルコース）、

C6H12O6（myo-イノシトール））を加えると、金属イオンを加えた時に比べて、より色素を安定させる効

果があり、その効果は、myo-イノシトール＞ガラクトース＞グルコースの順であることが分かった。 
 

５．今後の課題 

今後は、アントシアニンが含まれる食材のアレルギーに対する効果について調べるために、糖類を用いて安

定化させたアントシアニンの機能性について研究を深めていこうと考えている。現在、愛媛大学大学院農学研

究科の石田萌子先生の御指導を受け、ジニトロフェニル等を用いてアントシアニンのアレルギーに対する効果を

調べる研究を計画している。 

 

６．参考文献および参照したサイト 

○中川裕子・一柳考志・小西徹也・松郷誠一(2006)「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 

○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 

図 13  C6H12O6（ガラクトース）、C6H12O6、（グルコース）C6H12O6（myo-イノシトール）添加時の 
614nmの吸収スペクトルと経過時間との関係(左から順に pH＝11、12、13) 

 

表４ ガラクトース、グルコース、 

  myo-イノシトールを加えた 

色素液の変化 

１日目 ３日目 ７日目

13 黄色 黄色 薄い黄色

12 青色 青色 薄い紫色

11 紫色 紫色 薄い紫色

13 黄色 黄色 薄い黄色

12 青色 青色 薄い紫色

11 紫色 紫色 薄い紫色

13 黄色 黄色 薄い黄色

12 青色 青色 薄い紫色

11 紫色 紫色 薄い紫色

色変化

ガラクトース

グルコース

myo-イノシトール

加えた糖類 ｐＨ
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ホウレンソウに含まれるアスコルビン酸の定量方法の確立 

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

 伊藤ら（2019）によって、異なる光条件下で培養

したシアノバクテリアに含まれる AsA の定量結果か

ら、AsA 生合成に光が関与していることが示唆され

た１)。近年、サプリメントなどから栄養を摂取してい

る人が多くみられる²⁾（図１）。 

その一方で、新型コロナウイルス感染拡大により、

食生活で野菜や果物を食べることへの意識が高まっ

ている³⁾（図２）。 

そこで、先行研究の結果を野菜に応用し、栄養価

を高めた野菜の栽培を行うことで、青果からのより

効率的な栄養摂取を可能にし、脱サプリメント社会

を実現したいと考えた。応用実験の中で必要になる

AsAの定量方法には、伊藤ら（2019）と同様にヨウ素

滴定を用いようとしたが、抽出液に細胞片が漂い、

吸光度が上手く測定できないことや、溶液に色がつ

いていて、滴定終点の判断が困難であること（図３）

などが問題となった。そのため、本研究では、野菜

の抽出液に含まれる AsA の定量方法の確立を研究の

目的とした。 

２．研究方法  

(1) 本研究で用いた試薬 

・10%塩化ナトリウム 10ml 

・1.6×10－3 mol/Lヨウ素溶液 

(ヨウ素 0.45g、ヨウ化カリウム 0.9g をエタノール

24ml に溶解し、100ml にメスアップして作成したヨ

ウ素溶液を 10倍希釈したものを、デンプン溶液 10ml

と 0.01mol/L のチオ硫酸ナトリウム水溶液 10ｍｌの

混合液に滴下し、酸化還元滴定により濃度を特定し

た。) 

(2) 試料の検討  

栽培、破砕が容易であり、AsA含有量の高い野菜を食

品標準成分表 4）をもとに検討し、ホウレンソウを研究対

象として選んだ。冬採れのホウレンソウに含まれる AsA

は一般的なレモンの果汁に含まれる AsA の約 1.2 倍で

ある（図４）。 

図２ 食生活で意識したことのアンケート結果 

 

図１ サプリメントの摂取量の変化 

図４ ホウレンソウ（夏採れ・冬採れ）100gと 

レモン果汁 100gに含まれる AsA量の比較 

 

図３ ホウレンソウ抽出液 
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図７ ヨウ素溶液滴下量と吸光度の変化 

(3) 定量方法の検討  

伊藤ら（2019）の AsA 定量方法を参考に以下の方法でホウレン

ソウ中の AsAの定量を試みた。 

葉脈を取り除き、1cm角にちぎったホウレンソウの葉 2,3枚（10g

程度）に 10％NaCl 水溶液 10ml を加え、乳鉢と乳棒を用いて破砕

を行った。次に、ろ過を行い、AsAを抽出した（図５）。その後、

抽出した AsA溶液にビュレットを用いて 1.6×10－3 mol/Lのヨウ

素溶液を滴下し、ヨウ素デンプン反応によって AsAを定量した。 

実際にこの方法で定量実験を行ったところ、すでに抽出液にホ

ウレンソウの緑色がついているため、目視による反応終点の判断

が難しいことが分かった（図６）。また、滴下するヨウ素溶液の

濃度が薄く、ビュレットでの細かな操作による滴下では、終点が

安定しないことも分かった。（図７） 

そこで、私たちは反応前後の色の変化に注目し、分光光度計

(日立 U-2001)を用いて、ヨウ素溶液滴下前後の溶液の吸収波長

の違いを調べることで、終点判断の基準となる波長を決定した。

(結果②)このとき、抽出液に細胞片が漂っていて、吸光度が上手

く測定できなかったため、ろ過を行った後に遠心分離(VS-100N)

を行うこととした。(結果①)そして、マイクロピ

ペット(ケニス BDL-1000)を用いて 500µLヨウ素溶

液を滴下するごとに(結果③)、分光光度計を用い

て終点における波長の吸光度変化を測定し、吸光

度が変化するまでに滴下したヨウ素溶液の量から

ホウレンソウに含まれる AsA量を求めることにし

た(結果④)。ただし、吸光度を測定するごとに、

試料はコニカルビーカーに戻した。 

 

３．結果  

(1) 細胞片の除去 

遠心分離をすることで、細胞片が沈殿し、上澄みだけを抽出できた（図８～図 11）。 

 

 

図８ 遠心分離前の

ホウレンソウ抽出液 

 

図９ 遠心分離 

 

 

図 10 遠心分離後の

ホウレンソウ抽出液

と沈殿した細胞片 

 

 

図 11 遠心分離後のホウ

レンソウ抽出液の上澄み 

 

 

図５ ヨウ素溶液滴下前の 

   ホウレンソウ抽出液 

 

図６ ヨウ素溶液過剰滴下後の 

  ホウレンソウ抽出液 



34 
 

図 12 ヨウ素溶液滴下前後の吸光度変化 

 

(2) ヨウ素滴定における終点判断基準の確立 

ヨウ素溶液を滴下する前のホウレンソウ抽出液

と、1.6×10－3 mol/L のヨウ素溶液を過剰量滴下し

ヨウ素デンプン反応により青紫色を示すホウレンソ

ウ抽出液について、350nm から 800nm における吸収

スペクトルを調べた（図 12）。そこで、2 つの溶液

における吸収波長の差に注目し、ヨウ素デンプン反

応による青紫色の極大吸収波長が 530 nm であるこ

とがわかった。 

(3) ビュレットを用いたヨウ素滴定の結果 

  図 13 に示すように、ビュレットを用いて 500μL

ずつ 1.6×10－3 mol/Lのヨウ素溶液をホウレンソウ

抽出液に滴下した際は、ヨウ素溶液を過剰量加えて

も吸光度が変化せず、正しい滴定を行うことができ

なかった。 

そこで、滴下するための器具をビュレットからマ

イクロピペットに変更し、一定量のヨウ素溶液を正

確に素早く滴下できるようにした。すると、2.0 mL

滴下したところで、吸光度が変化した（図 14）。 

(4) 吸光度変化を用いたヨウ素滴定の結果 

図 13に示すように、デンプン溶液ではヨウ素溶液

滴下直後から吸光度が変化したのに対し、ホウレン

ソウ抽出液では、1.6×10－3 mol/L のヨウ素溶液を

2.0 ml滴下するまで吸光度の変化が見られなかった

め、この実験では 1.6×10－3 mol/Lのヨウ素溶液を

2.0 ml滴下した所を反応の終点とした。 

 

４．考察  

ヨウ素溶液過剰滴下後の溶液では、530nm に極大吸収波長が認められたため、この波長をヨウ素デン

プン反応による青紫色の波長と定めた。ヨウ素溶液の滴下による 530nmの吸光度変化を測定することで、

反応の終点を判断することができる。 

ビュレットを用いた従来のヨウ素滴定では、ヨウ素溶液を過剰に滴下しても吸光度が変化することが

なかった。これは、実験に用いたヨウ素溶液の濃度が、1.6×10－3 mol/Lと非常に薄いため、紫外線に

よる影響を受けやすく、数滴ずつの滴下が必要なビュレットを用いる方法では、結果が安定しないと考

えられる。そこで、操作が単純で、再現性が得やすいマイクロピペットを用いて、500 µLずつ滴下する

ことで、光や時間経過によるヨウ素溶液濃度変化への影響を少なくすることができた。 

その結果、図 14が示すように、ヨウ素溶液を 2.0 mL滴下するまではホウレンソウ抽出液では、吸光

度の変化が抑えられている。これは、ホウレンソウに含まれる AsAが還元剤として働いたことを示唆し

ている。今回の方法を用いることで、ホウレンソウに含まれる AsAの定量が可能となった。 

 

図 14 ヨウ素溶液の滴下量と 530nmの吸光度変化. 

図 13 マイクロピペットによるヨウ素滴定 
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５．今後の課題・展望 

私たちは、ホウレンソウなどの高等植物において

も先行研究 1）と同様に、光の強度とその照射時間を

変化させることで AsA 含有量を意図的に変動させる

ことができるのではないかと考えている。 

今回の実験では、検量線（図 15）を用いて AsAを

定量しようとした。しかし、ホウレンソウには様々

な成分が含まれているため、AsA 以外の抗酸化物質

も含まれているのではないかと考えられる。したが

って、すべての還元物質が反応するヨウ素滴定では

AsA以外の抗酸化物質も反応してしまい、AsAの濃度を検量線で特定することは困難であると思われる。 

そこで、今後は、ヨウ素溶液と反応するすべての抗酸化物質を機能が同じものであると考え、ヨウ素

滴定時のヨウ素溶液滴下量の違いから相対的な抗酸化物質の量の変化を見る。 

この方法を用いて、野菜の持つ AsA量を増加させるための光条件の検討を進めていきたい。そして将

来的には、栄養価の高い野菜の栽培や輸送・保存方法の確立を目指したい。 

 

６．参考文献 

１）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」愛媛県立松山南高等学校 

２）厚生労働省(2019)「国民生活基礎調査の概況 Ⅲ 世帯員の健康状況」 

３）住友生命保険相互会社（2020.8.5）「With コロナに高まる健康意識」 

４）文部科学省「日本食品標準成分表 2015年版(七訂)追補 2018年」 

図 15 AsA検量線 

（ｍｌ） 
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 媒熔剤が鉄（Ⅱ）イオンの青色発色に及ぼす影響の研究 

 愛媛県立松山南高等学校  砥部焼ぎんなんズ 

大西黎 角川陽大 増田希美 松浦瑠音 山田佳明  指導教諭 石丸靖夫 

 

１．はじめに 

本校では、イチョウの葉や梅の枝などの廃棄物を用いた釉薬の開発研究を行ってきた。今年度は、イチ

ョウの実の灰（以下ギンナン）に着目し、その灰を愛媛県窯業技術センターで成分分析をした結果、約

6％の Fe２O３が含まれていることが分かった。先行研究で、Fe２O３は還元焼成で FeO となり、青緑色の発

色が見られることが分かっている１）。そこで私たちは、釉薬を熔かしやすくするアルカリ酸化物などの媒

熔剤を用いて、砥部焼独特のコバルト顔料による濃い青ではなく、鉄（Ⅱ）イオンによる透明感のある青

色の発色を目指して本研究を始めた。高校生の視点から、愛媛県の伝統工芸品である砥部焼に用いる磁

器用釉薬を開発し、砥部焼の魅力を幅広い世代の人に広め、地域の活性化に貢献したいと考えている。 

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。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もある１）。 

 

２．実験方法 

(1) ギンナンの作製手順 

① イチョウの実を集めて乾燥させた。 

② 燃やして灰にした。 

③ 灰を水ですすぎ、アルカリ分を抜く作業（水簸）を行った。 

④ ふるいにかけ、炭を取り除いた（順に 600㎛、150㎛、75㎛）。 

⑤ 乾燥させた。 

⑥ ④と同じ手順でふるいにかけ、粒子の大きさを均一にした。 

(2) テストピースの作製手順 

① ギンナン：フリット(ガラス粉)（2:8）10gに、金属塩を適量量

り取り、混合した。 

② ①と同程度の質量の水と市販の沈殿防止剤のにがり(MgCl2)を 4

滴加え、釉薬を作成した。 

③ ②の厚さが同じになるよう、素焼き板（あらかじめ 900℃で焼成

を行ったもの）の塗る面に、30秒間かけ、10秒垂直に傾けて余分

な釉薬を落とした。 

④ 1250℃の還元焼成を行った。 

(3) 発色の確認 

① 10000 ㏐の LED ライトをテストピースに当て、カメラを表面から５cm の距離で統一した条件下で

写真を撮影し、ＲＧＢ変換ソフト『ペイント 3D』((c) 2015 - 2018 Microsoft Corporation)を使用

して数値化した（図 1-1）。 

② ＲＧＢの値をレーダーチャートを用いてグラフ化した（図 1-2）。 

図 1-2 目標色のレーダー

チャート 

Ｒ 136

Ｇ 165 

Ｂ 181 

図 1-1 目標色の値 
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(4) 媒熔剤ごとの釉薬へ及ぼす影響の確認 

① 先行研究およびゼーゲル式から釉薬の状態を決定し２）、ギンナン：フリット（ガラス粉）（2:8）＋

Al２O３1.5ｇ＋SiO２3.0ｇ、Fe２0３0.5%（以下基本釉）に媒熔剤（Li２O、MgO、BaO、SnO２など）を加え、

1250℃で還元焼成した。 

② 実験 1 のテストピースの発色を 10000 ㏐の LED ライトをテストピースに当て、カメラを表面から

５cm の距離で統一し条件下で写真を撮影し、ＲＧＢ変換ソフトを使用して数値化した。そして、そ

の値をレーダーチャートを用いてグラフ化し、目標色の値(以下目標値) (図 1－1、図 1－2)と比較

した。 

  

３．結果・考察 

(1) MgOを加えた場合 

Li２Oの割合が多いと透明な青色に発色する傾向が見られた（図２）。

MgO の割合が多いとき、比較的表面に光沢がない不透明な釉薬の状態

(マット調)で、結晶が多く見られ、結晶釉になっていた。よって、MgO

は結晶を作る作用があり１）、割合を多くしたことで、結晶釉を作る作

用が働いて結晶が多く見られたと考えられる。また、MgOでマット調が

多く見られるのは、釉薬全体に対する MgO の量が増えたことで釉薬の

熔ける温度が上がって、光沢のない釉薬の状態になったと考えられる。

Li２O と MgO の割合がともに多い時に貫入があまり見られなかったの

は、Li２O、MgOには、釉薬を熔けやすくする作用があるからと考えられ

る。MgOのレーダーチャート（図３、図４）では、Ｂの値が目標値と近

かった。また、目標値と比べてＲの値が大きくなっていた。 

 

(2) BaOを加えた場合 

Li２Oの割合が多いと透明な青色に発色する傾向が見られた。図５の

場合、緑色のような発色が多く見られ細かい貫入（陶磁器の素地と釉

薬の膨張・収縮率が異なるため生じる釉薬の表面にできたひび）が多

く見られた。よって、BaOは釉薬の透明感を出す作用があるため、BaO

を加えたテストピースは透明釉が多く見られたと考えられる。BaO の

レーダーチャート（図６、図７）では、Ｇの値が目標値と近かった。

また、目標値と比べてＲの値が大きくなっていた。 

 

 

図３ ①のレーダーチャート 

 

図４ ②のレーダーチャート 

5% 

3% 

1% 

Ba 

Li 

1% 

3% 

5% 

図５ 基本釉＋Li２O＋BaO 

③ 

④ 

5% 

3% 

1% 

Mg 

Li 

1% 

3% 

5% 

図２ 基本釉＋Li２O＋MgO 

② 

①  
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(3) SnO2を加えた場合 

図８の場合、SnO2の割合が多くなると、青白い発色が多く見られ、

表面は滑らかだが、濁ったようになっていた(失透釉)。また、貫入が

少なかった。よって、SnO2の割合が多い時に、青白い発色が見られた

のは、SnO2が失透剤として働いたため、透明釉に比べて少し濁ったよ

うな発色になったのだと考えられる。また、SnO2は釉の粘度を上げ、

熔ける温度を高くし、釉に弾力を与えるので、貫入に対する抵抗性が

増したため、貫入が少なかったと考えられる。SnO2のレーダーチャー

ト（図９）では、Ｒ、Ｇ、Ｂすべての値が目標値を上回っていた。 

(4) MgOを用いた釉薬による還元焼成 

(1)～(3)の結果をうけて、３つの媒熔剤の中で一番Ｂの値が近かっ

た図２の②基本釉＋Li２O ５％＋MgO ５％の釉薬を豆皿に塗って還元

焼成を行ったところ、テストピースのような発色は見られないうえ、

多くの結晶が生じており釉薬として使える状態に適していなかった。

釉薬として使用するには、改良が必要であることが分かった。 

(5) Li2Oの割合を増やした場合 

(1)の結果より、青色の発色には Li2Oの割合が関係していると仮定

し、基本釉＋Li2O 5%、7%、10%＋媒熔剤(BaO、SnO2) 1%、3%のテスト

ピースを作成した。 

図 11、図 12 ともに、Li2O の割合を多くしても、大きな発色の変化

は見られなかったが、透明感、光沢感が増していた。そして、Li2Oの

割合を多くしたことで釉薬が流れやすくなっていた。よって、Li2Oの

割合を増やすことで、釉薬の粘度が小さくなって、光沢が増したと考

えられる。釉薬が流れやすくなっていたのは、Li2Oには、釉の表面張

力を小さくする作用があるため、流れやすくなったと考えられる。 

図 13、図 14ともにＧ、Ｂの値が目標色に近かった。Li2Oを増やす前(図５、図８)と比べると、Ｂの値

が大きく変化し、Ｒの値は Li2Oの割合を増やす前とあまり変化しなかった。 

 

 

図６ ③のレーダーチャート 

 

図７ ④のレーダーチャート 

5% 

3% 

1% 

Sn 

Li 

1% 

3% 

5% 

図８ 基本釉＋Li２O＋SnO２ 
 

⑤ 

 

図 10 MgOを用いた釉薬の豆皿 

 

図９ ⑤のレーダーチャート 



39 
 

 

(6) BaO:SnO2の割合を変化させた場合 

(5)の結果より、Li2O 10%に BaO と SnO2の割合を変化させて加えることで目標色に近づくと仮定した。

図 15 より、BaO の割合が多い時は透明釉で、青が際立っていた。SnO2の割合が多い時は青く発色してい

たが乳濁していた(乳濁釉)。よって、BaOの割合が多い時に青色の発色が強く見られたのは、BaOの鉄に

よる青磁釉の青っぽさを促進する作用が働いたためだと考えられる。SnO2 の割合が多い時に青く発色し

ていたが乳濁していたのは、SnO2 が還元剤として働き青く発色して、また乳濁剤として働いて、乳白色

の釉調になったと考えられる。基本釉＋Li２O 10%＋BaO:SnO2(6:4) 5%(図 15の⑧)のときが最も目標値に

近かった。また、BaO と SnO２はそれだけではＲの値を小さくすることはできなかったが、この 2 つを混

合させることでＲの値が小さくなり、全体を通して目標値のレーダーチャートに近い形になった（図 16）。 

   
 

５．まとめ 

今回は、ギンナンを用いて、還元焼成での鉄(Ⅱ)イオンの発色をＲＧＢで数値化し、目標色に近くなる

ように釉薬の状態を確認しながら研究を進めてきた。そして、Li2O 10%に BaO と SnO２の混合物を加える

と極めて目標値のレーダーチャートの形に近くなることが分かった。今後は、基本釉に Li２Oと、どの組

み合わせの媒熔剤が目標色に近づくのかを確かめたい。そして、今回の結果をもとに、ギンナンの灰での

釉薬の開発を引き続き行いながら、実用できる釉薬の開発も行っていこうと思う。 

６．参考文献 

1) 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  

2) 熊谷響輝・吉田匡希・渡部華夏(2020)『ゼーゲル式を用いた赤色釉薬の開発』愛媛県立松山南高等学校 
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図 11 基本釉+Li2O+BaO 
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図 12 基本釉+Li2O+SnO2 

⑦ 

 

図 13 ⑥のﾚｰﾀﾞｰﾁｬｰﾄ 

 

図 14 ⑦のﾚｰﾀﾞｰﾁｬｰﾄ 

Ba:Sn 

図 15 基本釉＋Li２O 10%＋BaO:SnO2 5% 

8:2 6:4 5:5 

4:6 2:8 

⑧ 

 

図 16 ⑧Ba：Sn（6:4）のレーダーチャート 
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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  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 

アカハライモリは明暗及び色を知覚でき、明暗による学習が可能であることが木村ら(2013）によっ

て示されている。そこで、私たちはイモリには色に対する嗜好性があり、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。まず、齋藤ら(2019）により関心が高いとされた同種の腹部の色に近い赤

色と水草を想定した緑色に対する嗜好性を確認することにした。近年、野生イモリの生息数減少が指摘

されていることから、色に対する嗜好性や学習についての研究成果をイモリの保全活動に活用していき

たいと考えている。  

 

２．方法 

(1) 被験体と実験装置 

ア 被験体：愛媛県東温市で採集したアカハライモリ６匹（オス３匹、メス

３匹）を用いて試行を行った。 

イ 装置１（図１）：60㎝水槽にＹ字迷路を作成したものを使用した。分岐

先を緑（ブロックＸ）と赤（ブロックＹ）の２色で囲った。 

ウ 装置２（図２）：直径 25cm の円形水槽を赤と緑に分けたものを使用し

た。 

(2) アカハライモリの色（赤・緑）に対する嗜好性の確認（実験１） 

１‐a：装置に被験体を入れ、各ブロックにとどまった時間を計測した。いず

れかのブロックに入った時間の合計を 100％ として、各色にとどまっている

時間の割合を算出した（図３）。 

１‐b：１回の試行で最初に入った色の割合を算出した（図４）。 

１回の試行につき５分間行い、体長の半分がブロックに入った時点でそのブロ

ックに入ったとみなした。試行回数は被験体１匹につき 18 回行った。左右の

試行差をなくすため、左右の色を変えて試行した。 

(3) 餌強化による色覚学習（実験２） 

円形水槽（図２）を用いて、実験 1 から嗜好性が弱いと判断された方に餌を用いて繰り返し試行し、

餌と色の関係を学習させた。試行は被験体１匹につき 48回行った。1回の試行時間は５分とした。Ｙ字

迷路でテストを行い、最初に入った色の割合が全体の 75％に達すると今回の実験では学習完了とした。 

(4) 水強化と餌強化による色覚学習（実験３） 

実験２の影響を考慮して実験２から１ヵ月ほど期間を置いて本実験を行った。乾燥させたＹ字迷路

（図１）を用いて繰り返し学習させた。木村ら(2013）を参考にアカハライモリの体表をキッチンペーパ

ーで拭き取ったのち魚類飼育用のセラミックサンドを付着させることにより、体表の水分を除去した後

に試行を行った。緑を正反応、赤を誤反応とした。正反応の場合は餌の入った水に３分間入ることがで

きた。誤反応の場合は、水に入ることはできずセラミックサンドの上に置かれた。１回の試行時間は最

長３分で、いずれかのブロックに入った時点で、試行を終了する。時間内にブロックに入らなかった個

 
図１ Ｙ字迷路 

 

図２ 円形水槽 
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体はピンセットで強制的に正反応へ誘導し、試行を終了させた。なお、この場合は、正反応として計上

しなかった。12試行を１セッションとしてセッションごとに正反応率の計算を行った。２セッション連

続で 75%の正反応を得ることを学習基準とした。学習基準に到達すると、学習完了とみなした (第１セ

ッションは含まない)。 

 

３．結果 

(1) 実験１の結果 

イモリＣのみ実験途中で死亡したため、試行回数は９回であった。図３、図４が示す通り５匹中４匹

で赤が優勢であった。イモリＣのみ嗜好性が異なり、緑を好む結果となった。また、図３、図４より有

意差があると思われたためＴ検定を行い、ｐ値を算出した（図５、図６）。特異的な嗜好性であったた

め、イモリＣを除いての統計処理を行った。図５では有意差は見られなかった（ｐ＝0.12）。図６では

有意傾向であった（p＝0.052）。図７、図８では有意差が見られた（ｐ＝0.04、ｐ＝0.005）。本研究で

はｐ＞0.1 ならば有意差がない、0.1≧ｐ≧0.05 ならば有意傾向にある、ｐ＜0.05 ならば有意差がある

と言えるという一般的に用いられている定義に沿って判定した。イモリＣを除いた場合では大きく有意

差があり、イモリ全体での嗜好は赤が優勢であった。 

(2) 実験２の結果 

日による摂食量にばらつきがあり、餌に関心を持たない場面が多く見られた。そのため、効果的な餌

強化を行うことができず、私たちが期待した結果は得られなかった（図９）。 

なお、イモリＦは実験２の途中で死亡した。 

(3) 実験３の結果 

現在、イモリＥのみ学習基準に到達している（図 10）。 

    

 

 

図３ 実験１‐aの結果 
 

図４ 実験１‐bの結果 

 

図５ 実験１‐aの有意差検定 

 

図６ 実験１‐bの有意差検定 
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４．考察 

(1) 実験１の考察 

イモリとしての平均的な嗜好は、赤が優勢である。しかし、個体ごとに嗜好性に差があることから、

ヒトと同じように個体により嗜好性が異なっていると考えられる。イモリＣは嗜好性が緑と特異であっ

たため、他の個体と比べて環境に適応する能力が低かった可能性が考えられる。 

(2) 実験２の考察 

アカハライモリは毎日摂食する必要はない生物であり、空腹の調節が難しく餌強化の有効性がほとん

どみられない結果になったと考えられる。そのため、餌強化のみでの実験は困難であると判断した。 

 

図７ 実験１‐a(除イモリ C)の有意差検定 

 

図８ 実験１‐b(除イモリ C)の有意差検定 

 

図９ 実験２の結果 

 

図 10 実験３の結果 
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(3) 実験３の考察 

現在、イモリＥのみ学習基準に到達したが、学習を成立させるためには膨大な試行回数が必要になる

ことが分かった。しかし、実験１の結果と比べると現段階で全体の赤と緑の割合が逆転していることか

ら一定の学習効果があると認められる。 

 

５．まとめ・今後の展望 

餌の存在が期待される緑色ではなく、一般的には警告色とされる赤色に対する嗜好性が高いことは、

私たちの予想に反した興味深い結果であった。イモリには個体により嗜好性に差があると判断されイモ

リの特徴として興味深いものだと思われた。イモリを餌強化のみでの学習させることは極めて困難だと

分かった。しかし、餌強化と先行研究で行われていた水強化を組み合わせることで、色に対する学習を

させることが可能であることが示唆された。今後は、学習基準に到達したイモリから忘却曲線の作製を

行い、イモリの学習能力に関する考察を進めていくとともに、赤に対する嗜好が優勢である要因につい

ての検討も行っていきたい。 

 

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

同時色覚弁別学習」.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年度指定ｽｰﾊﾟ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. 
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チョウの翅から見た省エネ飛翔の可能性 

愛媛県立松山南高等学校 松南バタフライ班 

伊藤優希 大澤璃奈 豊岡杏菜 難波和佳奈  指導教諭 若山勇太 

 

１．はじめに 

私たちはチョウの翅の構造が扇風機の羽根に応用されていることを知り、昆虫の機能的な生態、特に

チョウの飛翔メカニズムに興味を持った。山崎ら(2020）によると、日本において長距離移動をすること

で知られているアサギマダラ Parantica sita は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 に比べて風の抵抗を低減し、少ないはばたき回数で飛ぶことが示唆されている。私たち

はこの効率的な飛翔を「省エネ飛翔」と定義し、アサギマダラが「省エネ飛翔」を行っていると仮定し

た。香川大学教育学部の松本一範氏からいただいた御助言をもとに、アサギマダラと同じタテハチョウ

科であるツマグロヒョウモン Argyreus hyperbiusを加えた 3種のチョウの鱗粉面積（密度）、1秒間あ

たりのはばたき回数、飛翔前後の体温差を比較し、さらには流体力学的な観点から翅の周辺に発生する

空気の流れ場にも着目した。以上 4 つの観点からチョウの飛翔メカニズムを探究し、「省エネ飛翔」の

可能性を見出すことを目的として本研究を行った。 

 

２．研究項目・方法 

(1) 鱗粉面積指数の算出 

アサギマダラ・ツマグロヒョウモン・アゲハ（いずれも雄）について、翅の 5つの部位（前翅頂部・

前翅後角部・前翅中部・後翅後角部・後翅中室）を光学顕微鏡で観察して撮影し（図１）、以下のように

定義した鱗粉面積指数を算出した。この指数は、植生調査などで用いられる「葉面積指数（Leaf Area 

Index[LAI]）」（単位面積あたりの葉面積の合計）を鱗粉に当てはめた独自の算出方法である。算出され

た指数は Tukey-Kramerの多重比較検定によって、5％水準で有意差を判定した。 

         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 

アサギマダラ・ツマグロヒョウモン・アゲハ（いずれも雄）について、室温を一定に保った実験室内

でチョウを一定時間放蝶し、その様子をスマートフォンで撮影してスロー再生した映像をもとにカウン

ターとストップウォッチを用いて、目視によって一秒間あたりのはばたき回数を計測した。 

(3) 飛翔前後の体温差の測定 

(2）の計測時にレーザー機能付きの放射温度計を用いて飛翔前後の静止状態の胴体部分の体温を測

定し、その差を体温差とした。なお、飛翔後に静止した際、体温が上昇するのを防止し、光源の位置

による飛翔の変化をなくすため室内の蛍光灯はすべて消灯した。 

(4) 流れ場の可視化実験 

ハンディタイプの塩素系白煙発生装置（スモークテスタ）を用いて標本に正面から白煙を当て、翅周

辺に形成される空気の流れ場を可視化し、その様子を撮影した動画から翅周辺の空気の流れ場を観察し

た。その際標本に当たる白煙の威力を一定にするため、工作用紙で作成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利用した。また、先行研究より九州工業大学大

学院情報工学研究院の渕脇正樹氏から頂いたご助言をもとに、照明器具の発光部にアルミホイルを張る

ことで光をシート状（スリット）にし標本全体に光が当たりすぎないようにしている（図２）。 
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図 1－① 鱗粉を観察した部位        図 1－② 前翅頂部の光学顕微鏡撮影画像 

（白水（2006）より引用）             （ツマグロヒョウモン） 

   

 

             図２ 流れ場の可視化実験の装置の模式図 

 

３．結果 

(1) 鱗粉面積指数の算出 

3種間における鱗粉面積指数を算出し、レーダーチャートを作成した（図３・表１）。アサギマダラと

ツマグロヒョウモンは前翅の指数が全体的に大きかったが、後翅中室においてはアサギマダラの指数が

他 2種と比較して小さかった。また、ツマグロヒョウモンの面積指数はアサギマダラと比較して各部位

間の差が小さく、レーダーチャートは正五角形に近いものとなった。これはアゲハのレーダーチャート

に類似した形であるが、ツマグロヒョウモンの指数はすべての部位においてアゲハよりも大きい。有意

差検定ではアサギマダラ・ツマグロヒョウモン間においては後翅中室で、ツマグロヒョウモン・アゲハ

間においては前翅後角部で有意差がみられた。なお、アサギマダラ・アゲハ間では T検定によりすべて

の部位において有意差が確認されている（山崎ら，2020）。 

(2) はばたき回数の計測 

アサギマダラ（n＝17）は 4.8回/秒、ツマグロヒョウモン（n=7）は 7.4回/秒、アゲハ（n=22）は 7.3

回/秒だった（図４）。アサギマダラ・ツマグロヒョウモン間とアサギマダラ・アゲハ間において有意差

がみられた。 

(3) 飛翔前後の体温差 

アサギマダラとアゲハでは飛翔後に体温が低

下する傾向が見られた一方、ツマグロヒョウモ

ンでは飛翔後に体温が上昇する傾向がみられた

（図５）。どの種間においても有意差はみられな

かった。 

(4) 流れ場の可視化実験 

アサギマダラでは前翅と後翅、ツマグロヒョ

ウモンは前翅において渦上の流れ場がみられ

た。アゲハでは渦上の流れ場はみられなかった

（図６）。 

 
図３ 鱗粉面積指数の比較 

　　　図3　鱗粉面積指数の比較
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４．考察 

(1) 鱗粉面積指数 

ツマグロヒョウモンはアサギマダラと同様に前翅における指数が大きい。このことから、飛翔中に揚

力が得やすくなっている可能性が示唆された。渕脇正樹氏（九州工業大学大学院）によると、鱗粉面積

指数が大きくなることで翅の表面に凹凸状の構造が形成され、抵抗低減に寄与する可能性があるという。

凹凸構造を設けることで空気抵抗を低減している例として、ゴルフボールなどが挙げられる。また、ツ

マグロヒョウモンはアサギマダラと比較して後翅中室における指数が大きいことから、飛翔に伴う筋運

動によって胴体部分から生じる熱が逃げにくくなっているのではないかと考えた。今後は電子顕微鏡を

用いて鱗粉の形状を撮影し、形状の違いが飛翔前後の体温変化と翅周辺の空気な逃れ場に及ぼす影響に

ついて探究したい。 

(2) はばたき回数 

アサギマダラはツマグロヒョウモンと比較して約 2.6回/秒、アゲハと比較して約 2.5回/秒少なかっ

た。このことから、アサギマダラは同じタテハチョウ科で比較してもはばたき回数が少なく、体温の上

表１ 各チョウの部位別鱗粉面積指数の比較 

 

種名 供試数

アサギマダラ 3 1.34 a  1.32 a 1.37 1.55 0.79 b

ツマグロヒョウモン 3 1.15 ab 1.26 a 1.14 1.49 1.46 a

アゲハ 4 0.96 ｂ 0.98 b 1.01 1.17 1.18 a

判定

表中のアルファベットはTukey-Kramerによる統計処理結果

異符号間に５％水準で有意差あり

判定結果… ns：有意差なし　＊：p<0.05　＊＊：p<0.01

＊ ＊＊ ns ns ＊＊

前翅
頂部 前翅
後角部 前翅
中部 後翅
後角部 後翅
中室

 
図４ はばたき回数の比較    
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図５ 飛翔前後の体温差の比較 
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              図６ 流れ場の可視化実験 
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昇が抑制された効率の良い飛翔、すなわち「省エネ飛翔」を行っている可能性が示唆された。一方で、

はばたき回数はチョウの体重や翅長が大きいほど少なくなる傾向にあるという反比例の関係にあるの

ではないかと考えているため、今後はそれらの条件を再検討していく。 

(3) 飛翔前後の体温差 

アサギマダラとアゲハにおいて飛翔後に体温の低下がみられた。このことから、これらのチョウは飛

翔することでむしろそれに伴う筋運動によって生じた熱を逃がしているのではないかと考えた。一方で

ツマグロヒョウモンでは飛翔後に体温の上昇がみられたことから、ツマグロヒョウモンは他 2種と比較

して熱を逃がしにくい可能性が示唆された。今後は飛翔前の体温の一定化、体温の計測方法などの改善

を行い、試行数を増やしてデータを補填していきたい。 

(4) 空気の流れ場 

アサギマダラとツマグロヒョウモンにおいて渦状の流れ場が形成された。このことから空気の圧力変

化が起こり、揚力が生じている可能性が示唆された。今後は翅の角度を変更することで滑空姿勢などさ

まざまな飛翔姿勢を再現し、流れ場形成についてさらに探究していきたい。 

 

５．まとめ 

３種の比較より、以下の３点が示唆された。今後は実験条件の改善を経て試行回数を増やし、蝶の省

エネ飛翔の可能性をさらに探究したい。 

(1) アサギマダラとツマグロヒョウモンは前翅の鱗粉面積指数が大きく、揚力の確保に寄与するとと

もに、翅の周辺に渦上の流れ場が形成し飛翔中の抵抗を低減している。 

(2) アサギマダラは後翅中室の鱗粉面積指数が小さく、飛翔時に生じた熱を逃がしている。一方、ツマ

グロヒョウモンは後翅中室の鱗粉面積指数が大きく、熱を逃がしにくい。 

(3) アサギマダラは他種と比較してはばたき回数が少なく、飛翔による体温の上昇が抑制されている。 

 

６．謝辞 

本研究を進めるにあたり、松本一範氏（香川大学教育学部）と渕脇正樹氏（九州工業大学大学院情報

工学研究院）に貴重な指導助言をいただいた。心から感謝申し上げる。 
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・山崎豊・花岡龍之介・白石浩都（2020）「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

松山南高等学校理数科課題研究論文集』愛媛県立松山南高等学校,p39～42 
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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  指導教諭 山﨑涼 

 

１．はじめに 

 プラナリアとは扁形動物門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理由は、プラナリアが有する非常

に高い再生能力にあり、過去のトーマス・ハント・モーガンの研究では、２７９個にバラバラにしても

再生したという報告もされている。そこで私たちは、川の上流の石や枯葉などの裏に張り付き、暗い場

所で生活しているプラナリアに、普段受けることのないストレスを与えることで、再生に影響が出ると

考え、光によるストレス、ガラス棒で体表をつくストレス、洗剤によるストレスの３つで実験を行った。

すると、再生したプラナリアのうち光を当てた個体に大きな変化が見られたため、「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さに影響が出る」という仮説を立て「光」に関して

の実験を行った。 

２．実験方法 

(1) 飼育方法 

 18℃に保った天然水を用い、光を遮った気温１８℃ほどの場所に安置し、餌としてアカムシを１週間

おきに与えた。天然水は滑川渓谷の上流で採取した水である。 

(2) 実験方法 

 ア 再生率の測定 

① 切断の際に漏れ出した自身の消化液による死滅を防ぐために、１０日間プラナリアを４つのシ

ャーレにそれぞれ１匹ずつ入れて、煮沸消毒した剃刀で切断した。（図１）  

② 室温を 18℃に保ったインキュベーター（図２）の中に、切断されたプラナリアが入ったシャー

レを入れた。 

③ 光（0,800,1200Lux）を当て、プラナリアの当日の体長を前日の体長で割り、それを再生率とし

た。 

④ 室温を 18℃に保ち暗闇で再生率を測った個体を対照区とし、それと比較した。用いた個体数は

1200Luxに３匹、800Luxに３匹、対象区に２匹である。 

イ 体長の測定 

毎日同じ時間にビデオカメラで撮影した動画からおよそ５つの時点での体長を測り、頭部と尾部

それぞれと、頭部と尾部を合わせた平均を求めそれを前日のデータと比較して伸び幅を割り出した。

体長の測定には『ClickMeasure』というパソコン用のフリーソフトを用いた。具体的な計算式は以

下の通りである。 

   通算再生率＝当日の体長/初期長 

再生率＝当日の体長/前日の体長 

       

 

 

 
    

図１ プラナリアの切断  図２ インキュベーター 
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３．結果 

(1) 通算再生率 

頭部再生率は、対象区と 800Luxのプラナリアは１日目、２日目と通算再生率が低下した。1200Luxの

条件下におけるプラナリアが最も通算再生率が高くなった（図３）。 

尾部再生率は、800Lux、1200Lux、対象区の全てにおいて３日目以降、通算再生率が高くなった。頭部

と同様に、1200Luxの条件下におけるプラナリアが最も通算再生率が高くなった（図４）。 

 通算再生率は、1200Lux、800Lux、対照区の順番で再生率が高くなるという結果となった。最終的には、

どの条件下においてもプラナリアは再生した（図５）。 

(2) 再生率 

 頭部再生率は、1200Lux の条件下におけるプラナリアは２日目、800Lux、対象区の条件下におけるプ

ラナリアは３日目に非常に再生率が高くなった（図６）。 

尾部再生率は、1200Lux の条件下におけるプラナリアの１日目から３日目にかけての再生率が非常に

高くなった。対象区のプラナリアの２日目から３日目の再生率が高くなった（図７）。 

 再生率は、800Lux、1200Lux、対象区の全てにおいて、グラフの外形が似通っている。特に、800Lux、

対象区においては酷似している。一日目に、全ての条件下において再生率が低くなった（図８）。 

 

 

図３ 頭部通算再生率 

 

 

図４ 尾部通算再生率 
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図５ 通算再生率 

 

図６ 頭部再生率 

 

図７ 尾部再生率 
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４．考察 

通算再生率、頭部通算再生率、尾部通算再生率では最終的には 1200Luxでの通算再生率が最も高くな

っているので光が強いほど再生に良い影響を与えると考えられる。 

再生率、頭部再生率、尾部再生率では 1200Luxの再生率が最も高くなっているためこちらの視点から

みても光が再生に良い影響を与えていると考えられる。 

ほとんどの区で１日目に再生率、通算再生率が低下しているため切断してから次の測定時の間に切断

の反動でプラナリアの体が縮まっていると考えられる。 

また、図８において 1200Luxのプラナリアの１日目から３日目にかけての再生率が異常な数値のため、

誤差の可能性が高い。 

 

５．まとめと今後の展望 

プラナリアを飼育してあるシャーレそのものがストレスを与えるのではないかとの指摘があったの

で、シャーレに長く飼育してシャーレに慣れさせて実験を行うことで、実験への影響を最低限に抑える

という方法を試行して解決へ向かいたい。 

 データ測定にかなりの時間を要してしまい、実験回数をこなすことができなかったため、より早く正

確な測定方法を確立することが必要である。また、自切を防止しようと実験前の絶食期間を１０日から

１５日へと変更したが、対象区で自切が起こり、防ぐことができなかったためそれの対策案を考えなけ

ればならない。さらに、光源の仕様上シャーレに当たる光が少しまばらになってしまったので改善が必

要である。今後は試行回数を増やして信頼性、正確性の高いデータを収集していく。 

 

６.参考したサイト 

・Mette Handberg-Thorsager , Enrique Fernandez, Emili Salo(2008)Stem cells and regeneration 

in planarians（https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18508666/） 

・サイエンスポータル（https://scienceportal.jst.go.jp/reports/other/20191219_01.html） 

  

図８ 再生率 
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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 秋長由香 

 

１.研究目的 

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)では、ライトカーブには小惑星の形状や自転周期が現れることを利用し、形状や自転軸

が複数あることが分かっている小惑星から作成したライトカーブと、その形状に似せた模型のライトカ

ーブとの比較を行っている。しかし、あまり高い精度とは言えず、そこから未知の小惑星の形状を推定

することは困難であった。そこで、モデル実験を行い、ライトカーブと模型の形状との関係を詳しく分

析することで小惑星の形状の推定を可能にすることを本研究の目的とした。 

 

２.方法 

(1) さまざまな形状の模型を用いた光度変化の測定（実験ⅰ） 

ア 模型の作製 

紙粘土を使って球、円柱、三角柱、立方体、直方体Ⅰ、直方体Ⅱを作製した(図１)。直方体の底面

を面 A、側面を面 B とし、面 A：面 B が1：2となるものを直方体Ⅰ、1：3となるものを直方体Ⅱとし

た。 

 イ 光度変化の測定 

① 一定の速さ(6秒/周)で回転する回転台に模型を乗せた(図２)。 

   ② 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)を用いて観測した。

(この際、周囲の光を遮断するために筒を設置した。) 

  ③ グラフ作成ソフト(pico scope)でライトカーブを作成した。 

 ウ データの分析 

グラフの山の数、グラフの谷から山の高さ、グラフの山から山の幅に注目し、ライトカーブと模型

の形状との相関を分析した。 

(2) 立方体と台形の模型を用いた光度変化の測定（実験ⅱ） 

 立方体と台形の模型(図３)を作製し、実験ⅰの実験装置で光源の位置を変化させて同様の手順で実

験を行った(図４)。 

(3) ライトカーブの比較（実験ⅲ） 

 北里ら(2007)により作成された小惑星イトカワのライトカーブを実験ⅰ、ⅱの結果から分析し、実

際のイトカワの写真を参考に作成したモデルのライトカーブと比較した。 

 

    

  
 

図１ 紙粘土で作製した模型 図２ 実験装置 

図３ 模型 

図４ 光源の位置を変化させた様子 
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３.結果 

(1) 実験ⅰの結果 

実験ⅰの結果を表１に、ライトカーブを図５に示す。なお、図５は横軸が経過時間(秒)、縦軸が相

対的な光度である。 

(2) 実験ⅱの結果 

 実験ⅱのライトカーブを図７に示す。なお、図７は横軸が経過時間(秒)、縦軸が相対的な光度であ

る。 

(3) 実験ⅲの結果 

 北里ら(2007)により作成された小惑星イトカワのライトカーブ（図９）を実験ⅰ、ⅱの結果から分

析し、実際のイトカワの写真（図８）を参考に作成したモデル（図10）のライトカーブと比較した

（図11）。 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ①山の数 ②高さ ③幅 

球 0 0 0 

円柱 0 0 0 

三角柱 3 13.7 1.89 

立方体 4 6.2 1.36 

直方体１：２ 4 6.4   10 1.15   1.65 

直方体１：３ 4 6.4  14.3 0.75   1.29            

図７ 実験ⅱのライトカーブ 

 

図５ 実験ⅰのライトカーブ 

表１ 実験ⅰの結果 

図６ 底面 
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４.考察 

表１の①から山の数と面の数は対応していた。直方体のライトカーブに緩急の変化が見られるのは、

光源とセンサの位置関係によるものと考える。また、面積の小さい面はより光源に近づくため山は高く

なるが、面積の大きい面と比べ、あまり山の頂点には大きな変化が見られなかった。これは、面積が大

きいほど明るさが増す為と考えられる。 

図７のライトカーブは図5より変化が明瞭になった。これは、左から光を当てることによりセンサに

届く光が完全に遮断される瞬間があるため、緩やかなカーブを描けなかったと考える(図12、図13)。 

光源や模型、光センサの位置関係により得られる結果が変動した。そのため、ライトカーブから天体

の位置を推定できる可能性がある。しかし、実際の天体は各天体間の距離が大きく離れており、その影

響の大きさは異なる可能性がある。 

イトカワの模型を使用し、様々な条件でライトカーブを作成したが、最も似通っていたものは図11の

ライトカーブだった(図14)。山の数は対応しているが、初めの山から初めの谷まで、初めの谷から二度

目の山までの緩急が再現しきれなかった。直方体のライトカーブの分析結果から考察すると、イトカワ

のライトカーブが作成された際の太陽とイトカワ、観測点の位置関係が図11の作成時に再現できていな

かったためであると考えられる。今回は模型に光をあてる角度を考慮していなかったため、イトカワの

ライトカーブを完全には再現できなかった可能性もある。そのため、今後は光を照射する角度を変化さ

せて分析を行う必要がある。また、異なる形状が同じライトカーブを示す場合の選別法を追究していく

必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８ 小惑星イトカワ 

 

図10 イトカワの模型 

図９ イトカワのライトカーブ（北里ら,2007） 

図11 イトカワの模型のライトカーブ 

(JAXA ホームページより引用) 

 

光

源 

図12 光源がセンサの左側 図13 光源がセンサと同じ位置 
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５．まとめ 

 本研究では、模型のライトカーブは模型の面の数とグラフの山の数、模型の面積とグラフの山の幅が

対応し、光源との距離、光源とセンサの位置関係によっても得られる結果が変動することが分かった。

また、異なる形状が同じライトカーブを示す場合についての課題が残った。 

 

６．参考文献と参照したサイト 

・北本菜々花ら(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～｣

平成29年度愛媛県立松山南高等学校課題研究 

・北里宏平ら(2007)「地上観測によって検出された小惑星イトカワの YORP 効果」 http://www.mtk.i

oa.s.u-tokyo.ac.jp/kisohp/////////RESEARCH/symp2007/pdf/kiso2007_kitasato.pdf 

・はやぶさ２プロジェクト http://www.hayabusa2.jaxa.jp/topics/20180323/ 

・JAXA 宇宙情報センター https://spaceinfo.jaxa.jp/ja/utyu_taiyokei_itokawa.html 

筒 

図14 ライトカーブの比較 
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数列の可視化と立式 

愛媛県立松山南高等学校  数列班 

佐伯心太朗 新宮紗瑛 藤井雅斗 藤田幸星   指導教諭 笹岡慎太郎 

１．はじめに 

私たちが 4 乗の総和数列の式の可視化に試みたのは、笹岡（2013）の研究で 2 乗・3 乗の総和数列の

式の模型を製作することで可視化し、理解しやすくしている研究を知り、2 乗・3 乗の総和数列の式よ

りも理解しにくい 4乗の総和数列の式を可視化することで、理解しやすくなると考えたからである。そ

して私たちが 4乗の総和数列の立式に試みたのは、独自の方法での立式を行いたかったからである。 

可視化では、笹岡（2013）の研究を基に、代入する値を大きくしたときにひとつ前の値を代入した模

型を中に差し込むことで総和をイメージさせられる模型ができると仮説を立てた。立式では、通常手計

算で 4乗の総和数列の式を計算しようとすると（K⁴+１）⁴－K⁴のようにするので同じように K⁴を表に用

いて計算することで立式できると仮説を立てた。 

 

２．方法 

 私たちは 4乗の総和数列の式の可視化を、模型を作成することで行った。笹岡（2013）の研究では大

量の木のブロックを使用して 2乗・3乗の総和数列の式の模型を作成していた。2乗・3乗の総和数列の

式の模型では、幅 1 縦 1 横 1 の木のブロックをボンドで張り合わせそれぞれの 1 ブロックを制作した。

2 乗の総和数列の式の模型では幅 1 縦 2 横 2 のブロックを 1 ブロックとして、3 乗の総和数列の式の模

型では幅 1 縦 3 横 2 のブロックを 1 ブロックとしてそれらを組み合わせることで模型を制作していた。

（図１、図２） 

2乗の総和数列の式の模型では合計で 12個の 1のブロックを使用し、3乗の総和数列の式の模型では

合計で 36 個の 1 ブロックを使用し製作していたが、その方法では木のブロックを大量に使用しなくて

はならないため、私たちは「TINKERCAD」というサイトを使用して模型を作成した。そして、正方形の表

の中に数を規則的に並べて作ったものを二つ使用して 4乗の総和数列の式を導出した。  

 

 

 

 

図１ 2乗の総和数列の式の模型        図２ 3乗の総和数列の式の模型 

 

３．結果 

 可視化では、まず木のブロックで作られている 2 乗・3 乗の総和数列の式の模型を 4 乗の総和数列の

式の模型と比較しやすいようにサイト（TINKERCAD）で作り、そののち 4乗の総和数列の式の模型を製作

した。4乗の総和数列の式の模型を製作するにあたり、4乗の総和数列の式の分母の 30をはらって整数

にしてから模型を製作するために、幅１縦 5横 6のブロックを１ブロックとした。そして、そのブロッ

クを合計 98個使用して組み合わせることで 4乗の総和数列の式の模型を製作した。 

最初、ふたがある状態の模型を作ったが 1ピース余ってしまい失敗した。次にふたのないような模型

を作ったが、またもや 1ピース余ってしまった。そこで、笹岡（2013）の研究で作られていた模型を再

度見直し、観察を行ったところ、4 乗の総和数列の式に 2 を代入する時点で 1 を代入した模型を中に差

し込むのだが、その際に１を代入した模型を 90 度回転させてから中に差し込んでいたことに気付き 90

度回転させた模型を作り直して成功した（図３）。                                      
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また、立式では正方形の中に規則的に数を並べて作った表から式を導出しようとし、表１から式を導

出しようとしたが∑ 𝑘4𝑛
𝑘=1 しか求められず、具体的な式の形が分からなかった。また、立てた仮説の通り

に K⁴を表に用いて計算することでの立式を進めたが式が得られず、失敗した。そこで表１を基に表２を

製作した。そして表１・表 2の差分から∑ 𝑘4＝
6𝑛5+15𝑛4+10𝑛³−𝑛

30

𝑛
𝑘=1 の式を導出することができた。 

 

 

 

 

                                  

図３  4乗の総和の模型 

 

表１ 正方形の中に規則的に数を並べたもの     表２ 表１を基に中の数を変更したもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．考察  

2乗・3乗の総和数列の式の模型と 4乗の総和数列の式の模型を比較すると、4乗の総和数列の式の模

型はブロックの大きさの度合いが明らかに大きいことが分かる。よって、より理解しにくい 4乗の総和

数列の式を視覚的に理解しやすくすることに成功した。また、正方形を利用した独自の立式方法に成功

した。 

 

５．まとめ  

(1）結論  

先行研究で可視化されていた 2乗の総和と 3乗の総和の立体を基に、4乗の総和の可視化に成功し

た。表を用いた新しい方法で 4乗の総和の立式に成功した。  

(2) 今後の課題  

（ア） n乗の総和の立式。  

（イ） 5乗の総和の可視化及び立式と、これまでの研究から可視化に対する規則性の発見。 

 

６．参考文献 

・笹岡慎太郎（2012）「数列の指導法の研究」『愛媛県高等学校教育研究会数学部会誌』愛媛県高等学

校数学部会 p35～38 

・笹岡慎太郎（2013）「数列の和Σの立体模型の製作に関する研究」『愛媛県高等学校教育研究会数学

部会誌』愛媛県高等学校数学部会 p39～41 

1 4 9 16 … ｎ² 

4 8 18 32 … ： 

9 18 27 48 … ： 

16 32 48 64 … ： 

： ： ： ： … ： 

ｎ² … … … … ｎ³ 

1 4 9 16 … ｎ² 

2 8 18 32 … 2ｎ 

3 12 27 48 … 3ｎ 

4 16 36 64 … 4ｎ 

： ： ： ： … ： 

ｎ … … … … ｎ³ 
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飲食店を救う提案 

愛媛県立松山南高等学校  数学統計班 

渡部庵  指導教諭 福澤純治 

１．はじめに 

 私は新型コロナウイルスによる飲食店の売上を改善·向上させるための解決策を提案する。私たちに

多大な影響を与えた新型コロナウイルスは、飲食店にも影響を与えた。いつか終わると祈っているだけ

ではいけないと思い、解決策を考えることにした。 

２．方法 

新型コロナウイルスによる飲食店への影響をデータをもとに分析し、課題を見つけ、解決策を考える。 

３．結果·考察 

(1) 自炊への関心 

ぐるなびの予約サイトにおける予約の推移（図１）を見ると、新型コロナウイルスによって予約件数

が下がっていることがわかった。飲食店を

利用する人が減り、飲食業界は大きな打撃

を受け、重要な課題となっている。また図２

はインターネットのおけるグルメ·レシピ

の検索件数の推移である。これから自炊へ

の関心が大きくなっていることが分かる。

新型コロナウイルス流行後、飲食店が利用

できなくなったなど等により、自炊への関

心が高まったと考えられる。図３から、自炊

が増えていることが分かる。 

 

 

図２ 「グルメ·レシピ」の検索数 

（出典：V-RESAS） 

 

図 1 愛媛県内の飲食店の予約件数 

(出典：V-RESAS) 
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(2) 私たちの提案 

(1)を踏まえ、自治体による「地域統合デリバリーサービス」を提案する。運営様式は図４に示す。 

【利用方法 1】飲食店から料理を PC、スマホを使って予約 

【利用方法 2】飲食店の料理を作れる自炊セットをデリバリー 

◯ 飲食店でカットされた材料と調味料がセットで届く 

◯ 材料だけなので、代金を押さえることができる 

◯ 自炊のデメリットである、「食材が余ってしまう·食材を無駄にしてしまう·栄養バランスが偏る」

なども、解決することができる 

【利用方法 3】飲食店から食材が届く 

◯ 飲食店からその時期の旬の食材や、市場にはあまり出回らない食材も扱う 

◯ スーパーとは違い、自分で選ぶなどの手間が省ける 

◯ 消費者が直接欲しい野菜を設定することもできる。 

◯ 地域の飲食店が参入しているので、地産地消にもなる。 

◯ 専門の人が選んでくれるので、外れがないというメリットもある。 

◯ 1,000 円~ 500 円単位で値段を設定し、その範囲での食材が届くというサービスもある。 

(3) メリット 

私たちは以下の①～③のメリットを考えた。今までのデリバリーサイトとは違い、デリバリー用に今

ある料理を改良しなくてもいい。また、その地域の飲食店が参入やすいので、都市部以外でも使いやす

い。この提案を実行することによって、外出を減らすことができるので、コロナ対策の一環となる。ま

た、自治体が運営することで税金を使うことになるが、飲食店が活気付き経済が回ると所得税が増える。 

① 地域の飲食店が参入しやすい。 

② 外出を減らすことができる。 

③ 飲食店が活気付き経済が回る。 

４．まとめ 

 地域統合デリバリーサービスにより、飲食店業界を救うことができる。ニーズに会わせた利用方法で、

利用者の幅も広がる。そして、外出を減らすことで感染リスクを減らすこともできる。地域が連携する

ことで、経済を盛り上げることにもなる。 

５．参照したサイト 

・株式会社 GEEK WORKS “普段の自炊” PRTIMES 2020-4-7 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000050254.html 

・内閣府 地方創生推進室 ビッグデータチーム “「グルメ·レシピ」の検索数” V-RESAS 2021-2-2 

https://v-resas.go.jp/#company-finance 

 

図３ 自炊の頻度 

(出典：PRTIMES) 
 

図４ 運営様式 
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コイル周辺の磁束の様子 ～電力伝送のために～ 

愛媛県立松山南高等学校   磁束班 

越智 怜楽 久保田 嘉伸 稲葉 光  指導教諭 露口 猛 

 

１．はじめに 

近年電気自動車が開発され、日本でも地球環境保全のため、2030 年半ばにはガソリン車販売禁止の方

向へ向かっている。私たちは電気自動車の問題点である充電場所の不足に着目した。その解決の一つと

してワイヤレス充電があり、先行研究［1］より部屋の壁や床等に送電装置を埋め込む例があることを知

った。これを自動車の場合に適用できないかと考え、行き着いたのは「トンネル」であった。新たな充

電場所として｢トンネル｣を使えないかと考え、その手法開発のために、鉄製パイプを「トンネル」と見

立てて予備実験を行った。 

 

２．仮説 

 パイプによって磁束が外部に漏れることが抑制され、パイプ内の磁束量が増えると考え、「交流・直

流ともに、鉄製パイプ内ではコイルにより作られる磁束は大きくなる。」という仮説を立てた。 

 

３．実験方法 

(1) 50 回巻きのコイルに電源装置をつなぎ、2～10V の電圧をかけ、

電流計と電圧計でコイルの電流・電圧を測定した。テスラメーターで

コイルの中心と上部から縦､横 1 ㎝毎で 0～5 ㎝の位置で磁束を測定

した（図１）。直流の場合は直流安定化電源装置、交流の場合は実験

室の交流 100V 電源にスライダックをつけ、電圧を制御した。 

(2) 図２のように長さ 80.0 ㎝､内径 14.2 ㎝の鉄パイプに長さ 80 ㎝の

鉄板を入れ、鉄板の端から 40 ㎝の位置にコイルを固定した。テスラ

メーターを用いて、鉄パイプ内のコイルから 1 ㎝毎で 0～5cm､5 ㎝

毎で 5～25 ㎝の各位置で磁束を測定した。コイルを鉄板上で寝かせ

ることで縦､立たせることで横の測定とし、直流・交流共に測定した。 

(3) (2)で用いた鉄パイプを取り外し、パイプ外として(1)と同様に磁

束を測定した。 

 

 

４．実験結果 

(1) 直流 

図３、図４、図５に直流での実験結果を示す。磁束の大きさは縦・横方向共に、コイル中心からの距

離に反比例することが分かった。鉄パイプ内では、パイプ外よりコイルの縦・横方向共に磁束が大きく

なった。また､鉄パイプ内では 5cm 以上離れても磁束が 0 ではなく､磁束がより遠距離にも届くことが

分かった。 

(2) 交流 

図６に交流での実験結果を示す。鉄パイプ内でも直流に比べて磁束が小さかった。また、鉄パイプ内

で 5cm 以上離れた点では磁束は距離できない結果となった。 

図１ 鉄パイプ内のコイル 

縦 

横 0 

コイル 

図２ コイルと縦横 
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５．考察 

(1) 直流において、磁束の大きさと距離がどの方向でも反比例する傾向は、直線電流が作る磁場の式と

一致しており、コイルの作る磁束が直線電流の作る磁束と同じ傾向として扱ってよいことを示してい

る。また、パイプ外よりパイプ内の方で磁束が大きく、仮説が正しいことが分かった。これは、鉄パ

イプが電力伝送において重要な役割を担う可能性を示唆していると考える。 

(2) 交流では､鉄パイプ内と鉄パイプ外の磁束がほぼ変化が無かった原因はまだ分からないが、交流の

周波数と磁束の関係について調べる必要があると考えている。 

 

 

６．まとめと今後の課題 

鉄パイプ内外で直流・交流をコイルに流した際の磁束について、直流では磁束と距離に反比例の関係

があること、パイプ内では磁束が大きくなることが分かり、仮説は正しかったと示すことができた。 

今後、交流での磁束と周波数との関係を調べることで、電力伝送における有効性を検討したい。また、

鉄パイプ自体をコイル化したときの磁束の強さ・性質について交流・直流で調べ、効率の良い電力伝送

方法について検討したい。 

 

 

７．参考文献 

［１］川原圭博(2019)”スマホなど部屋中どこでもワイヤレス充電東大が実験部屋を公開“ 

(https://www.t.u-tokyo.ac.jp/shared/press/data/setnws_201906111450167441845423_217957.pdf) 

図３ 縦方向距離と磁束(直流) 図４ 横方向距離と磁束(直流) 

図６ 距離と磁束(交流・パイプ内) 図５ パイプ内外の影響(直流) 
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開管の気柱の共鳴－波形のスペクトル分析を使って－ 

愛媛県立松山南高等学校  共鳴班 

奥田眞央  指導教員 参河厚史 

 

１．はじめに 

 加藤ら(2011)の研究に、ユーフォニウムという金管楽器を、金属を利用せずにプラスチック製のパイ

プで再現したものがあり、開口管の材質を変えていくことで音色にどのような変化があるのか研究して

みたいと考えた。実際、金属以外の材質で金管楽器を再現できるということに大変興味を持ったので、

学校にある実験器具を利用して、この先行研究をもとに、金管楽器の音色の謎について調べようと考え

た。共鳴を起こす管の材料が音色にどのように影響するのかを明らかにしたいと考え、今回は今後の研

究のための予備実験として、紙でできた共鳴管で実験を行い、音波の波形分析を行った。また、パイプ

を通さずに共鳴させない場合と比べてどのような違いがみられるのかを調べる実験を行うことにした。 

 

２．研究方法 

(1) 実験１ 

長さ１ｍ１２ｃｍ、穴の直径約５ｃｍの紙パイプを使用した。音源は、スピーカー、音を拾うのはマ

イクを使用した。音の周波数を変化させるソフトは、理科ねっとわーくの Generato と言うソフトを使

用し、波形やスペクトルを解析するソフトは、加藤ら（2011）が使用されていた WaveSpectraを使用し

た。そして、図１のように機材をセットして音を共鳴させたときの波形のデータを取った。基音を計算

より 155Hz として、2 倍音、3 倍音、4 倍音・・・と変えていき、音はサイン波、三角波、ノコギリ波、

方形波１・２・３と階段波と分けてそれらの音波の波形と音圧を解析した。 

(2) 実験２ 

マイクに直接スピーカーの音を拾わせ、パソコンでその音を解析した。これも実験１のときと同じ周

波数で、同じ音圧で同じ音を出し、比較した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．結果 

 実験１(図２)と実験２(図３)を比べてみると、方形波１とサイン波と方形波３は実験１の場合、3倍

音のときに音圧が大きくなっていることが分かった。 

  

 

 

図１ 実験の様子 
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４．考察 

 結果より、実験１の 3倍音の周波数がこの紙の共鳴管の固有振動数であったとすれば、共鳴管の材質

の違いによって、増幅される音の周波数が変化する可能性があると考えられる。 

 

５．課題・展望 

 今回の研究では、開口の気柱で共鳴させ、音の種類や倍音を変化させることによってどのような変化

がみられるのか調査した。次回からは、パイプも別の材質にして、パイプの材質の変化によってどのよ

うな変化がみられるのかも確かめていきたいと考えている。 

 

６．参考文献 

・加藤里虹・加藤七星(2011)「金管楽器は何故あの音が出るの？-ユーフォニウムの音色を奏でる楽器

をつくろう！-」牛久市立下根中学校 

図２ 実験１の結果 
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図３ 実験２の結果 
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音のエネルギーを効率よく伝える媒質についての研究 

愛媛県立松山南高等学校   糸電話班 

武智研吾  井上隼   指導教諭 参河厚史 

  

１．はじめに 

光や音などの波動現象は、振動のエネルギーを遠くへ伝えることができ、通信技術などに応用されて

いる。糸電話は音を、糸を介して遠くに伝える道具であり、言い換えると、音の振動エネルギーを遠く

に伝える装置である。よって、振動のエネルギーを遠くへ伝えるモデルとなると考えた。小林ら（2015）

より、音を伝える媒質である糸を変えると聞こえ方が変わるということがわかっている。私たちは、様々

な媒質や振動数を用いて入力した音と出力した音の振幅分析を行い比較することで、音の振幅の再現性

が高くなる媒質や振動数の条件を明らかにし、身近に存在する音の振動エネルギーを効率よく伝える方

法を明らかにしたいと考え、この研究を始めた。 

私たちは、「同じ媒質で同じ張力の時、振動数が大きくなるほど振幅が大きくなる。同じ振動数で同じ

張力の時、細くて丈夫な媒質ほど振幅が大きくなる」と予想し、「最も音のエネルギーを効率よく伝えら

れるのは、振動数が小さく、細くて丈夫な媒質を使ったときである」と仮説を立てた。 

 

２．方法 

 今回は糸、タコ糸、ナイロンのテグスの３種類の媒質を使用し、それぞれの媒質の長さを 2.0mにメー

トルに揃えた。糸電話の受話部，送話部に紙コップを使用し、受話部側にばねばかりをつけた。糸電話

に入力する音は、パソコンのソフトよりスピーカーを通して出力した。糸電話から出力された音は、マ

イクを通してパソコンのソフトに記録した。スピーカーから送話部の距離は 2.0cm、受話部の渕からマ

イクの距離は 0cm にそれぞれ固定した。糸電話はばねばかりの値が 1.0N のところで固定した。それぞ

れの媒質について入力する音は正弦波を用いり、周波数を 300Hz,440Hz,500Hz,1000Hz,1500Hzに変化さ

せた。この時、スピーカーから出力する音の大きさは変化させない。それぞれの条件で出力音の振幅の

振れ幅を調べた。 

  

３. 結果 

 いずれの媒質も、音源の音の高さが上がるにつれ伝わる音の振幅も大きくなった（表１、図１、図２）。

しかし一定の値まで音源の音の高さを高くすると、それ以上は音の振幅は大きくならなくなった。今回

の研究においては、糸とテグスが 440Hz、たこ糸が 500Hz が限界であった。また、今回用いた媒質は全

て、1500Hzで音の振幅は 0に近い値となった。たこ糸を媒質とした場合は、基本的に他の媒質を用いた

場合よりも小さくなった。 

表１ 振動数の変化に伴う振幅の大きさ 

媒質 300 440 500 1000 1500 （Hz) 

糸 623.60 865.3 526.9 538.4 13.3   

たこ糸 108.6 310.5 369 141.6 29 （㏈) 

テグス 969.6 1056.2 812.2 134.2 10.2   
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図１ 媒質ごとの伝える音の振幅      図２ テグス 440Hzの時の波形と音の大きさ 

 

４．考察 

今回の実験の結果から、振動数によって振幅が一番大きい値が違うことが分かった。これには、媒質

の固有振動数が関係し、媒質と伝わる音が共鳴をして振幅が大きくなったためだと考えられる。また、

周波数を変化させていく途中で振幅が大きくなったり、小さくなったりを繰り返していた場所もあった。

これも、共鳴によるものだと考えられる。この３種類の媒質だと、振幅の大きさは異なっているけれど、

どれも 440Hz（ラの音）付近で最大値になっている。また、1500Hzの時には、どの媒質も音を伝えられ

ていない。これらのことから、やはりそれぞれの媒質には、伝えやすい振動数と伝えにくい振動数があ

ると考えられる。 

 

５．まとめ 

 物体はそれぞれ固有の伝えやすい振動数、伝えにくい振動数をもつ。基本的に振動数が多くなりすぎ

ると、音の振幅は小さくなっていくということが分かった。しかし今回の実験は、媒質の種類も少なく、

変化させる振動数の間隔も大きかったので、細かい変化が計測できなかった。そのため今後は、媒質の

数を増やし、媒質ごとの共通点から音の伝えやすい物体の条件を確立する。また、受話部で受け取った

音の波形を分析し、その変化を可視化できるようにすることを課題とする。 

 

６．参考文献 

・小林斗夢 清水春穂 二見和斗 松澤洸(2015)「糸電話に関する研究」長野県立大町高校 
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布の種類による周波数ごとの防音効果の違い 

愛媛県立松山南高等学校  物理防音班 

北村悠羽 篠原光音 本田丈一郎  指導教諭  大西大輔 

１．はじめに 

私たちがこの研究を試みたのは、身近にある布で生活音などの騒音を抑えたいと思ったからだ。現在、

日本では災害が多く発生しており、それによって避難所で暮らすことになるかもしれない。避難所では

大勢の人が同じ空間で過ごすのでちょっとした音が目立つようになると思われる。そのような騒音を、

災害時でも手に入る身近な布で抑えられないかと考えた。私たちは、次のような仮説を立てた。繊維を

絡める不織布よりも、織られた布の方が、防音効果が高いと考えた。また、神山(2008)によると、綿の

繊維がポリエステルよりも太く、音を吸収しやすいと思ったため、自分たちの実験に使う布の中で、綿

が一番、防音効果が高いと予想した。(表１) 

表１ 綿とポリエステルの性質 

繊維の種類 太さ（μ） 比重 水分率（20℃,65％RH） 

綿 12～28 1.5 38 

ポリエステル 1～10 1.4 50 

        ※フェルトは、様々な繊維を使用しているため、詳しい記録はない 

２．方法 

(1) 準備物 

 布（フェルト、綿、ポリエステル）、段ボール 、Genereto（音波発生ア

プリ）、音メートル（音圧測定アプリ）、スピーカー、はさみ、紙テープを用

意した。 

(2) 実験方法 

① スピーカーの大きさに合わせ、縦 30.7㎝、横 16.0㎝、高さ 27.0㎝

の段ボールを作成し、縦 13.5㎝、横 7.0㎝の穴をあけた。※スピーカ

ーの大きさは、縦 19.0㎝、横 12.4㎝、高さ 22.8㎝とした。 

② 布を、縦 18.5 ㎝、横 18.5 ㎝に切り、薄い布を重ね、厚さを約 1 ㎜

に揃えた。 

③ スピーカーを段ボールに入れ、パソコンとつなぎ、音を出せるように

した。 

④ 図１のように、音圧測定アプリを、音源から 16.5㎝離した場所に置

いた。 

⑤ 布をつけていない状態で、Generato（図２）を用いて、測定する周波

数の音を出し、70dBに合わせた。サイン波を使用した。 

⑥ 図３のように穴を開けた場所に布をつけ、20秒間、dBを測定した。

尚、周波数は、300㎐～1200㎐までを、100㎐ずつ測定するものとした。 

⑦ ⑤、⑥を、10回ずつ行い、それぞれ平均を求めた。 

⑧ ⑦を各布で行い、それぞれの平均を求め、布の種類における、周波数

ごとの防音効果を比較した。 

図１ 携帯アプリの設置 

図２ Genereto 

図３ 音圧の測定方法 
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３．結果 

フェルトは平均 1.5㏈、綿は平均 3㏈、ポリエステルは平均 5㏈防音効果があることがわかった（図

４）。よって、ポリエステル、綿、フェルトの順に防音効果が高いことが分かった。また、フェルトは周

波数ごとの防音効果の違いがあまり見られなかったが、綿は周波数が 900～1200（Hz）の間、ポリエス

テルは 900～1000（Hz）の間で高くなることがわかった。ポリエステルでは、500（㎐）で、基準の 70dB

を上回った。 

 

４．考察 

この研究から、周波数ごとに防音効果の違いがある布と無い布があると思われる。ポリエステル一部

の結果が、基準の 70 ㏈を上回った原因としては、測定誤差や測定時の騒音、布での共鳴などが考えら

れる。 

今回の研究では、フェルトの防音効果が低いという結果になったが、フェルトに使用されている繊維

の種類が変わることで結果が変化する可能性がある。この場合に、どのような変化が起きるのか、布の

繊維の太さと周波数の関係、紙などの隙間のないものでの防音効果についても実験し検証していきたい。 

 

５．まとめ 

全ての布ではないが、身近にある布でも防音ができる。今後は、結果で基準の 70㏈を上回った理由を

調べたい。また、この実験結果を生かし、布の組み合わせや、布のつけ方、貼り方を変えて、防音効果

を高めたいと考えている。 

 

６．参考文献 

・神山征彦（2008）『繊維の基礎知識－天然繊維からスーパー繊維まで－』蔵前工業会関西蔵前懇話会 

 

図４ 測定結果 
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梅干しの種の灰を使った青色の釉薬作り 

愛媛県立松山南高等学校 小梅ブラザーズ 

太田祐弥 中村光汰 西坂大樹 廣瀬蓮  指導教論 石丸靖夫 

 

１．要旨 

本研究は、砥部分校との共同研究の一環である。過去には、イチョウや、梅の廃棄される枝や、葉を

使用し、研究を行ってきている。私たちは鉄(Fe₂O₃)が多く含まれていると考えられている梅の種に注目

し青色釉薬作りの研究をしたいと考えている。 

釉薬とは、陶磁器の表面に付着させるガラス層のことで、「うわぐすり」とも呼ばれている。装飾や強

度の強化、汚れをつきにくくする役割が釉薬にはある¹⁾。 

 

２．研究の背景 

本研究は、「オール松山南高校」の一環として始めた砥部分校との共同研究で,高校生が考える新しい

イメージの砥部焼を作ることを目的とした研究である。先行研究では、媒熔剤の働きで Cu₂O の発色を

自分たちが求める紫や赤色にしているので、私たちは梅干しの種に含まれている鉄に媒熔剤を働かせて

青色の釉薬を作ろうと思い、本研究に至った。 

 

３．研究目的・意義 

梅の種には、鉄が多く含まれていると考えられている。普通、鉄は還元焼成では緑色に発色する²⁾が、

私たちは青色に発色する釉薬作りを目指している。そこで、目標とする青色の発色のために必要な媒熔

剤の種類や量などを求める必要がある。そのために目標とする青色や、釉薬の発色をＲＧＢで数値化す

ることで、得られた釉薬の発色の評価をしていきたい。このＲＧＢによる色の評価は、本校２年生ぎん

なんズが行った研究成果である３）。 

 

４．研究方法 

(1) 七折梅の種の灰の作成の手順 

ア．七折組合の竹内勝様にいただいた七折梅の梅干しの種（以後梅の種と呼ぶ）を乾燥させた（図１、

図２、図３）。 

 イ．乾燥させた梅の種を燃焼させ、灰にした。 

 ウ．水簸をして、ふるいにかけた（図４）。 

 エ．乾燥させた。 

     図１ 頂いた七折梅の   図２ 乾燥中①   図３ 乾燥中②     図４ 水簸の様子 

梅干しの種 
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(2) 梅の種の灰を使った発色の調査（予備実験） 

 ア．福島長石（以後長石）と梅の種の灰の比率を、灰：長石＝10:0、8:2、6:4、5:5、4:6、2:8の割合

で混ぜ、素焼き板に塗った。 

 イ．1250℃で還元焼成を行った。 

 

５．研究結果  

梅の実の灰を使った先行研究から、梅の種の鉄の含有量が多く、梅の実と同様の発色（図５）をする

のではないかと考えていたが、十分な鉄の発色は得られなかった（図６）。 

この結果から、愛媛県産業技術研究所窯業技術センターに灰の成分分析を行っていただいたところ、

先行研究の梅の実の灰の値３）（図７）と、今回の分析結果（図８）では、鉄の含有量は図中の赤全で囲

んだ値のように異なっていた。 

                        

図５ 梅の実の灰の                図６ 梅の種の灰の 

テストピース³⁾                  テストピース 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

図７ 梅の実の灰               図８ 梅の種の灰 

 

６．まとめ 

今回、梅の種の灰に含まれている鉄の量が少なく、発色には不十分であることが分かった。梅の実の

灰に含まれている鉄は 11.5%であったのに対し、梅の種の灰には 2.55%と少ない。なお、６％の鉄を含む

ぎんなんが、すでに先行研究で用いられているので、今後梅の種の灰を用いた研究を行うことは困難で

あると考えられる。第二学年では、新たな発色を目指した研究を行おうと考えている。 

 

７．参照したサイトおよび参考文献 

１）陶磁器 お役立ち情報 とろうじ https://torouji.com 

２）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 

３）大西黎・角川陽大・増田希美・松浦瑠音・山田佳明（2021）「媒熔剤が鉄（Ⅱ）イオンの青色発色に

及ぼす影響の研究」愛媛県立松山南高等学校 
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野菜におけるビタミンの滴定方法の検討 

愛媛県立松山南高等学校  理数科 1年ビタミン C班 

上笹莉子  上甲莉沙  宮本凜    指導教諭  目見田拓 

 

１．はじめに 

伊藤ら（2019）によると、異なる光条件下で栽培したシアノバクテリアに含まれるアスコルビン酸（AsA）

がその条件によって変化していることが示唆されている。また、森村ら（2007）によると AsAは、抗酸

化作用を持ち、光合成によって生じる活性酸素の除去を行うことで植物細胞をストレスから守っている

ことも知られている。そこで、野菜などの様々な栄養価を持つ植物では、AsA 以外の抗酸化作用を持つ

物質も光と相関があるのではないかと考え、脂溶性ビタミンと光の関係を調べることにした。 

しかし、水溶性の AsAとは異なり、脂溶性ビタミンを正確に抽出、定量方法は、高速液体クロマトグ

ラフィー（HPCL）による方法が一般的であるが、機器などにかかる費用も高く高校生では、扱うことが

難しいことがわかってきた。そこでまずは、脂溶性ビタミンを抽出する方法を考え、高校生レベルで脂

溶性ビタミンの定量を行うための方法を検討することにする。 

 

 

２．準備物 

ホウレンソウの葉 2枚、抽出溶媒４０ml（石油エーテルとエタノールを１：３の割合で混合）、展開溶

媒１０ml（ヘキサンとアセトンを 15：１の割合で混合）、10％食塩水、２００ml三角フラスコ、バイア

ル瓶、２００mlビーカー、漏斗、乳鉢、乳棒、ペーパークロマト用ろ紙(1.5㎝×２０㎝)、ガラス毛細

管、試験管、試験管立て、ゴム栓を用意した。 

 

 

３．方法 

(1) ペーパークロマトグラフィーを用いて、ホウレンソウから脂溶性ビタミンを抽出する。 

(2) 抽出した脂溶性ビタミンを再度アセトンに分離し、吸光度を測定することで抽出した脂溶性ビタ

ミンを測定する。 

(3) 脂溶性ビタミンの極大吸収波長における吸光度の変化から、その量を求める。 

  

 

４．結果と考察 

ペーパークロマトグラフィーによって、ホウレンソウに含まれる脂溶性の成分を抽出した（図１）。そ

のときの色と、得られた rf 値を表１に示す。ここで、rf 値とは、基準となる下線から各色素の中央部

までの距離を基準となる下線から上の二重線までの距離で割ることで算出した（式１）。 

 

rf値 =
下線から色素中央部までの距離

下線から上二重線までの距離
 ・・・ 式１ 
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図１より、６つの色素が抽出されていることが確認できる。下から順に色素１、２，３，４，５，６

とおく。各色素の rf値を求めると、色素１が 0.27、色素２が 0.38、色素３が 0.43、色素４が 0.54、色

素６が 0.69であった。 

この結果から、色素１はビオラキサンチン、色素２はルテイン、色素３はフコキサンチン、色素４は

クロロフィル b、色素５はクロロフィル a、色素６はフェオフィチンであると考えられる。 

 

 

表１ 抽出したホウレンソウの色素の色と rf値 

 色素 1 色素 2 色素 3 色素 4 色素 5 色素 6 

色素の色 黄 黄 黄 黄緑 青緑 灰 

rf値 0.27 0.38 0.43 0.54 0.60 0.69 

   

  

 

 

 

 

 

 

図１ ペーパークロマト 

グラフィーの結果 

 

５．今後の展望 

今回の実験では、抽出した色素が薄くさらに文献から予想されるよりも少ない色素数となってしまっ

ている。これは、抽出時の食塩水が多く水成分を多く含んだこと、また抽出時の攪拌の力が足りずしっ

かりと抽出できなかったことが考えられる。しかし、ペーパークロマトグラフィーによる脂溶性成分の

抽出は可能であると考えられるので、実験スキルを身に付けることが大切である。 

また、ペーパークロマトグラフィーによって抽出した成分を分離することができていないため、成分

を分離し、分光光度計により極大吸収波長を求めることで、rf値から予想した成分かどうかを確かめる

必要がある。また、rf値は気温や湿度によっても変化することが知られているため、実験を行う上での

実験条件の検討も大切である。 

今後は、同様の方法で脂溶性成分をさらに正確に抽出する方法を検討し、光による成分の変化を定量

するための方法を検討していきたい。 

 

 

６．参考文献 

・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」愛媛県立松山南高等学校 

・森村洋子（2007）「植物はなぜビタミン C を多量に合成するのか」恵泉女学園大学園芸文化研究所報

告：園芸文化 
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生分解性プラスチックと海洋プラスチックの分解のメカニズム 

愛媛県立松山南高等学校  プラスチック班 

土居拓久斗 堀田駿 高岡勇翔 大政玲空  指導教諭 兵頭英樹 

１．はじめに 

２０２０年７月１日、気候変動や海洋プラスチック問題などの解決に向けてレジ袋が有料化されたこ

とをふまえて、僕たちは海洋プラスチックが生物に悪影響を及ぼすことを知った。そこで、「生分解性

プラスチックにどのような意義があるのか、本当に地球にやさしいのか、どこに弱点があるのか、など

を明らかにする」また「生分解性が低いプラスチックの特徴を深く理解」し、世界的に問題になってい

るプラスチック問題の解決に少しでも貢献したいと思い、研究を始めた。 

２．方法 

現段階は、「生分解性が低いプラスチックの特徴を深く理解する」の途中である。私たちが今行って

いる実験は、PET を使用して銅（Ⅱ）イオンの吸着を調べる、生分解性プラスチックと、身近で最も多

く利用されている三種類のプラスチック、PET(ポリエチレンテレフタラート）、PS(ポリスチレン)、

PE(ポリエチレン)への銅（Ⅱ）イオンの吸着度合いを比較する、というものである。実験方法は、以下

の２つである。 

(1) 梅津寺近くの海岸で拾ってきたペットボトルと，生茶のペットボトルを正方形に切り取り、（以降、

「かけら」と呼ぶ。）以下の３つ（つまり６種類）に分けた。 

① 日光に一か月間あてた。 

② 切り取ったものをベンゼンに浸し、内側に塗布されたノニルフェノールを除去した。 

③ 何もしない 

(2) (1)の方法で区別した PET のかけらを、硫酸銅（Ⅱ）水溶液に入れ、PET への銅（Ⅱ）イオンの

吸着を吸光光度計を用いて調べ、各かけらへの銅（Ⅱ）イオンの吸着の度合いを調べた。 

    

３．結果 

 結果を図３にまとめた。どの PET のかけらも、微妙に数値は違うものは出るものの、何度実験をし

ても規則性は見つからず、その上その数値も誤差の範囲だった。(よって、各 PET のかけらに違いはな

かったといえる。) 

 

図１．PET(ポリエチレンテレフタラ

ート)の構造式 

 

図２．ノニルフェノールの構造式 
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４．考察 

 吸光光度計に示された数値が、原液と各かけらを入れた液において違いが見られなかったことから、 

銅（Ⅱ）イオンは、吸着してなかったと考えられる。その原因として、以下の仮説を考えた。 

① ペットボトル表面にコーティングされている有機溶剤（ノニルフェノール）を除去しきることが

できなかった 

② PET には、銅（Ⅱ）イオンは吸着・変化をしない 

③ そもそも、「プラスチック」に「イオン」は化学的吸着をせず、物理的吸着をしている。 

④ かけらを硫酸銅（Ⅱ）水溶液につけた時間が短かった。 

⑤ 本来海洋プラスチックは、プラスチックと様々な有害物質（いろいろなイオン）が海で吸着する

ことで問題となるが、今回の実験では、海での条件に合わせることができていなかった。 

５．今後の課題と展望 

 考察を踏まえ、「生分解性が低いプラスチックの特徴を深く理解する」ために、以下のことを実践す

る。 

(1) ①に関して、ペットボトル表面に塗布されている有機溶剤（ノニルフェノール）を完全に除去する。 

(2) ②、③に関して、フィールドワークや分析を行い、この仮説を証明していく。 

(3) ④に関して、鉄やアルミイオンの水溶液で同じような実験を行う。また、水溶液にプラスチックを

つける時間を変えて実験を行う。 

(4) ⑤に関して、イオンの割合や、紫外線量などを、より海の環境に近い条件で実験を行う。 

(5) PS(ポリスチレン)や PE（ポリエチレン）、生分解性プラスチックにも同じような実験を行い、そ

の有害物質に見立てたイオンの吸着具合を調べ、「生分解性プラスチックにどのような意義があるの

か、本当に地球にやさしいのか、どこに弱点があるのか、などを明らかにする」という最終目標を達

成する。 

 

図３．「海岸で拾ってきた」「ベンゼンに浸した」「日光に一ヶ月間当てた」の 3つの条件を満たし

た PETのかけらの吸光度を、吸光光度計を用いて調べたグラフ（縦軸は吸光度、横軸は照射し

た光の波長を示す。） 
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ミノムシ糸の採取と強度測定を目指して 

愛媛県立松山南高等学校  ミノ糸班 

西岡 愛佳  明神 莉々花  渡部 華子  王 栩隠  指導教諭 佐々木 謙一 

 

１．はじめに 

 先行研究 1)より、ミノムシ糸の方がクモ糸を超える強さを持っていることが分かっているためクモ糸

とミノムシ糸の強度と特性の違いを明らかにしようと思った。また、ミノムシ糸は石油などから人工的

に作る糸ではないため、生産過程での CO2放出を削減し、地球温暖化防止に繋がる。現在、ミノムシは

絶滅危惧種に認定されている種類もあり、この研究を通して多くの人にミノムシに興味関心をもっても

らい、ミノムシの保全に繋げたい。そこで、2015年９月の国連サミットにて「誰一人取り残さない」持

続可能で多様性と包摂性のある社会の実現のため採択された 17の国際目標である SDGsの目標９「産業

と技術革新の基盤をつくろう」、目標 12 「つくる責任つかう責任」、この２つを重視し研究を進めてい

くこととし、以下の３つの仮説を立てて実験を行った。 

1)糸の太さは体重の重さに応じて太くなる 

2)クモ糸と比較すると経過日数に対する強度の変化は同じにはならない 

3)クモ糸同様、ミノムシ糸も紫外線を照射すると強度は増すが変化の様子は異なる 

２．方法 

(1) 体長・体重・糸の太さの測定方法 

① ミノムシの体長と体重を測定した。 

② 黒フェルトの上を歩かせ糸を採取した。 

③ 顕微鏡でミクロメーターを使用して糸の太さを測った。 

(2) ミノムシ糸の破断強度の測定 

① 最低５分下敷きの上を歩かせ 20cm以上の糸を採取した。 

② フォースセンサーを用いて 1本ずつ強度を測定した。 

３．結果 

(1) 体長と糸の太さを散布図で表し回帰直線を求めたところ傾きは-0.4097 で比例関係があり、相関

係数 R=0.46087となりやや相関が見られた（図１）。  

体重と糸の太さも同様に求めたところ傾きが-0.0034で比例関係があり、相関係数 R=0.20420とな

りほとんど相関が見られなかった（図２）。 

(2) 糸を採取することはできたが、強度を測ることができなかった。 
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４．考察 

(1) 測定値全てを対象とした分析（図１、図２）からは、体長がやや糸の太さに影響を与える可能性は

あるものの、相関係数が小さく体長や体重は糸の太さにあまり影響を与えないと判断する。 

なお、図１の（体長，糸の太さ）＝（12，8.75）を外れ値と考えると、相関係数 R=0.10677となり

ほぼ相関が見られず、体長は糸の太さに影響を与えないと言える（図３）。 

また、図２の体重と糸の太さの場合についても同様に処理すると、相関係数が R=0.02 となりほぼ

相関が見られず、体重は糸の太さに影響を与えないと言える（図４）。 

(2) 強度を測ることができなかった主な原因は糸が柔らかすぎた、十分な糸の長さが取れない、糸が

何本も絡み合い 1本に分けるのが困難であったことが考えられる。測定を可能にする手法の再検討が

必要である。 

 

   

 

５．今後の課題 

(1) 方法(2)を実現させるため測定方法を検討し、下記の方法①～③に挑戦する。 

① １本で測るのではなく５本から 10本束ねて測る。 

② その日に取った糸で測るのではなく数日置いてから測る。 

③ 下敷きの上を歩かせていたが１本の細い黒画用紙の上を歩かせる。 

(2) 糸に紫外線を照射し強度の変化を調べる。 

(3) ミノムシ糸の立体画像を撮りミノムシ糸の構造とクモ糸の構造の違いを見つける。 

 

６．参考文献 

1)Taiyo Yoshida Takuya Tsubota Kohji Tashiro Akiya Jouraku & Tsunenori Kameda (2019). A study 

of the extraordinarily strong and tough silk produced by bagworms. Nature 

Communications,10(1469). 
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温暖化による貝類の北上化予測 

愛媛県立松山南高等学校   海洋班 

上杉斗輝  佐藤照通  伊藤萌音  大石歩樹    指導教諭 若山勇太 

 

１．はじめに 

2001年 4月に発表された IPCC（気候変動に関する政府間パネル）の報告書（IPCC編,2001）では、海

面水温が約 3℃上昇することが予測されている。この水温上昇は、我が国周辺に分布する水産生物に大

きく影響するものと考えられる。この水温上昇による影響で、サンゴが北上化していることが報告され

ている（山野，2011）。私たちはその他の水産生物でも同様の北上化が起こっているのではないかと仮定

し、貝類（特にアサリ、アワビ）に注目してその北上化を予測することを試みた。 

２．方法 

ｅ-Stat政府統計の総合窓口（https://www.e-stat.go.jp/）の海面漁業生産統計調査および海面漁業

魚種別漁獲量累年統計(都道府県別)を用いて、全国各地の貝類の漁獲量変化を分析した。私たちが特に

注目したのは、統計期間（1960年～2015年）において漁獲量が大幅に減少していたアサリとアワビであ

る。さらにサザエを加えた３種を対象として、海洋や緯度による漁獲量の変化を解析し、北上化の傾向

があるかどうかを考察した。 

３．結果 

(1) 海洋ごとの貝類漁獲量の変化 

 貝類漁獲量について海洋別（北海道近海、太平洋、日本海、瀬戸内海）に経年変化をまとめた（図１）。 

アサリについては、図１―①で示すように、全国的に漁獲量が大幅に減少した 1985年代から 1990年

代にかけて日本海沿岸（特に福岡県、熊本県）で漁獲量が激減し、一方で愛知県では倍増した。それ以

降は太平洋沿岸での漁獲が中心と言える。 

アワビについては、図１―②で示すように、1980年代に北海道近海の漁獲量が半減した。1985年代か

ら 1995 年代にかけて全国的に漁獲量が激減した。1995 年代に日本海沿岸や瀬戸内海での漁獲量が半減

し、それ以降は低水準が続いている。 

サザエについては、図１―③で示すように、1960 年代から 1980 年代にかけて漁獲量が増加し、1985

年代を除いて比較的漁獲量は高水準を維持していたが、2000 年代を境に日本海沿岸での漁獲量が減少

し、全国的に漁獲量が減少している。 

(2) 緯度の違いによる漁獲量の変化 

 緯度の違い（N25-30、N30-35、N35-40、N40-45）による漁獲量の経年変化をまとめた（図２）。 

 アサリについては、図２－①で示すように、1960年代から 1970年代は N35-40での漁獲が中心だった

が、N30-35での漁獲量も増加し、1975年代からはその割合が逆転した。以降は N35-40での漁獲量は減

少の一途をたどり、現在は N30-35での漁獲がほとんどである。 

 アワビについては、図２－②で示すように、1970年代をピークにして N35-40と N40-45での漁獲量が

減少の一途をたどった。2000年代からは N35-40と N40-45での漁獲量が徐々に回復しつつある。 

 サザエについては、図２―③で示すように、1975年代から 1980年代にかけて N35-40の漁獲量が増加

して全国的に漁獲量がピークを迎えたが、2000 年代以降については、N30-35 と N35-40 での漁獲量が

徐々に減少している。 

４．考察 

 アワビについては、1990年代以降東北地方の太平洋沿岸での漁獲割合が増加傾向にあり、北上化が示

唆される。アサリとサザエについては、九州の日本海沿岸での漁獲量の減少が全国の漁獲量に大きな影

響を与えている。大きな漁獲量変化があった 1985 年代は、国営の干拓事業や農地造成などの国策が重

なった時代でもあり、それらの影響が貝類の分布にどのような影響を及ぼしたのかを今後さらに追究し

ていきたい。また、海面温度に対する貝類の感受性や生態についても考慮して考察を深めたい。 
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５．まとめ 

アワビについては北上化の傾向が見られたが、アサリ、サザエでは北上化の傾向は見られなかった。

1985年代から1990年代に貝類の漁獲量が大きく減少しており、今後はその原因について探究していく。 

 

６．謝辞 

 本研究を進めるにあたり、岩尾研二氏（元阿嘉島臨海研究所）ならびに大本將人氏（愛媛県立野村高

等学校）に文献の提供や指導助言をいただいた。心から感謝申し上げる。 

７．参考文献と参照したサイト 

・IPCC編，気象庁・環境省・経済産業省監修，気象庁（ほか）訳（2001）「IPCC地球温暖化第 3次レポ

ート気候変化 2001」p. 289. 

・山野博哉(2011)「サンゴ分布北上検出までの長い道のり、そしてこれから」特定非営利活動法人 OWS

の会報「季刊エブオブ」vol.41,p.2-5. 

・ｅ-Stat政府統計の総合窓口 https://www.e-stat.go.jp/ 

 

図１―① アサリ 

 
図１―② アワビ 

 
図１―③ サザエ 

 

図１ 海洋別貝類漁獲量の経年変化 
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図２―① アサリ 

 
図２―② アワビ 

 
図２―③ サザエ 

 

図２ 緯度帯別貝類漁獲量の経年変化 
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発芽玄米の水に浸す温度、時間による抗アレルギー成分の変化 

愛媛県立松山南高等学校   発芽玄米班 

今井陽翔  岡大翔  カン・シェロズ  篠崎藍人  指導教員 山崎涼 

 

１．はじめに 

  現在、日本ではコメの自給率が 100%なのにもかかわらず消費量が急激に低下している１）。そこで我々

は、消費率を上げるための方法を検討した。現在、発芽玄米の摂取とアレルギー性鼻炎の治療効果の関

係について、アレルギーを持っている人に１年間１日３食の発芽玄米食を続けてもらい、３か月ごとに

アレルギー症状の変化を調べる実験が行われている２）。また、発芽玄米にはアレルギーに対して効果の

ある GABAという水に溶ける成分が含まれている３）。これらの先行研究を見て、我々は、発芽玄米の発芽

条件を変えアレルギー治療効果を高めることができないかと考えた。 

 アレルギーには、体内の抗体（IgE）が外部の物質に過剰反応することによって引き起こされるⅠ型ア

レルギー反応がある。抗アレルギー機能を持つ食品によって、感覚神経を刺激するヒスタミンの放出を

抑えられる（脱顆粒抑制効果）ことが知られている。例えば、ミカンの皮に含まれているノビチレンは、

花粉症の症状を緩和する４）。この仕組みを応用した食品（エヌプラスドリンクヨーグルト）などが愛媛

大学農学部と企業との研究によって製品化され、発売されている。 

 

２．方法 

(1) 供試米 

本実験ではコシヒカリの玄米を用いた。 

(2) 発芽玄米抽出液の調整（予定） 

 500mlビーカーに玄米 10g、蒸留水 25mlを入れ、水の蒸発を抑えるためにラップをかける。これを 35

度に設定した恒温機内で発芽させた（図１、図２）。発芽させる期間が２日間、３日間、４日間の各実験

区（２日区、３日区、４日区）を設定した。発芽期間が終わるまで毎日朝、夕にビーカーの中の水を替

えた。それぞれの期間恒温器で処理した玄米を取り出し、蒸留水を 60 mL加えてすりつぶし、30 mLの

上澄み液を得る。比較対象として、玄米を発芽させないまますりつぶして上澄み液を得、これを対照区

とした。 

(3) 抗アレルギー効果の測定(予定)                             

発芽玄米抽出液を細胞株に処理し、IgE量の変化を測定する。この実験は、愛媛大学大学院農学研究

科の石田萌子先生に実施していただく。               

                                          

図１ 発芽２日目の玄米   図２ 恒温器の中で発芽させている様子） 
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３．結果   

現段階ではまだ実験の開始に至っていない。予備実験として玄米 25gと蒸留水 25 mlを入れ、恒温器

の中に２日間入れた。その結果、半分程度発芽している様子が確認できた。 

 

４．今後の展望 

黒米などの様々な品種でも変化は起こるのかどうかを検証していきたい。また、発芽玄米は白米より

も少し味が落ちるという点があり、なかなか普及しないのが現実である。抗アレルギーなどの機能性を

兼ね備えた発芽条件を見つけていきたい。 
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免震ゴムが免震の力をより発揮するための条件 

愛媛県立松山南高等学校  1年地学班 

尾崎友香  柳沢蒼汰  越智俊哉  渡部智紀  指導教諭 松下吉之 

 

１．はじめに 

現在、日本では非常に多くの地震が起こっており、甚大な被害をもたらしている。そんな地震への対

策の１つに免震ゴムが知られている１）２）３）。私達はその免震ゴムに興味を持ったので、免震ゴムが免震

の力をより発揮するための条件について調べ、人々が少しでも安心して暮らせる世の中を作りたいと考

えた。 

２．方法 

まず、私達で免震ゴムを作り、条件を変えて地震発生装置「地震くん mini」を使って揺らし、それぞ

れを比較する。免震ゴムは、薄い鉄板とゴム板が交互に積み重なっていて、水平方向には自由に動き、

鉛直方向には全く動かないという特徴がある。 

(1) 免震ゴムの作り方 

(A) 準備物 

・鉄板(約 1m×約 30cm×1mm)1枚 ・ゴム板(10cm×10cm×3mm)6枚 ・潤滑油(168ml)1本 

・平ゴムロープ(幅 3cm×20m)1 個 ・コンパス ・ゴム用接着剤(20ml)1個  

・紙やすり ・金属やすり ・金切りばさみ ・はさみ 

(B) 作成方法  

① 鉄板を金切りばさみを用いて、ゴム板と同じサイズのものを 5枚切った。 

② ゴム板 6枚と鉄板 5枚を直径 8.5㎝の円に切った。 

③ 鉄板の表面と側面、ゴム板の側面を紙やすりや金属やすりを用いて削った。（板同士を滑りや

すくするため。） 

④ ゴム板→鉄板→ゴム板→鉄板…の順に重ね、それぞれの間に少量の潤滑油を垂らした。 

⑤ 平ゴムロープを板の周りに被膜として巻き、ゴム用接着剤で接着した。 

⑥ 直径 8.5cm、高さ 3.0cmの免震ゴムが完成させた（図１）。 

 

図１ 作った免震ゴム          図２ 実験装置 

(2) 免震ゴムを使った実験 

(A) 準備物  

・免震ゴム ・地震発生装置 ・装置付属の建物の模型（高さ約 30cm） 

・加速度計（スマートフォンのアプリ「加速度・ジャイロスコープ・磁力センサー」） 

(B) 実験方法 

まず、地震発生装置の１周期のスピードを 1秒で 10㎜に設定した。 

（ア）実験 1〈観察〉 
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① 免震ゴムを建物の模型の下に置いて 10秒間揺らした。 

② 免震ゴムなしで（ア）①と同じ条件のもと 10秒間揺らした。 

（イ）実験 2〈グラフ化〉 

① 免震ゴムの上にスマートフォンを置いて、計測アプリを用いて（ア）①と同様にし、a-t グ

ラフを作成した。 

② 免震ゴムなしで（イ）①と同じ条件のもと揺らした。 

３．結果  

(1) 実験 1の結果 

① 建物の高いほうでは、低いほうよりも激しく揺れた。 

② 免震ゴムがあってもなくても揺れ方に差はないように見えた。 

③ 免震ゴムは形を保ったまま動いていた。 

(2) 実験 2の結果 

 結果を図１に表した。 

免震ゴムなし         免震ゴムあり          

     

（模型を揺らす方向を X軸とし、青は X軸、赤は Y軸、緑は Z軸を表す） 

図１ 実験２の結果 

４．考察 

(1) 建物の高いほうでも揺れが激しくならないようにする必要がある。 

(2) X軸方向と Y軸方向では、同じような波形を示したこと、免震ゴムが形を保ったまま動いていたこ

とから、板がスライドしていないため免震ゴムがうまく機能していないことがわかる。 

(3) 緑の波形が免震ゴムありの方が激しくなっていることから表面が平らではない。 

５．まとめ 

地震対策の 1つである免震に注目した私達は、自作の免震ゴムで、免震ゴムが免震の力をより発揮す

る条件とは何かを調べようと考えた。実験を行うと、現時点では免震ゴムは機能していないことが分か

った。その理由として、免震ゴムの表面が平らでないことや被膜が厚いため板が滑らなかったというこ

とが挙げられる。今後は、この実験装置に適した免震ゴム、特に表面が平らで被膜の薄いものを作るこ

とを研究の中心としていきたい。 
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横軸：時間

（0.1s） 

縦軸：重力加速度
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