
次世代の太陽電池　～低コスト効率的！色素増感太陽電池～

神奈川県立厚木高等学校

2年B組1班（α）

１．背景

色素増感太陽電池はシリコンを用いる太陽電池に比べ安価に作れるが,発電効率が悪いという問題点が

ある。これまでには様々に工夫して天然色素を用いた安価で発電効率の良い色素増感太陽電池を作る

実験はされていたが,天然色素を混合させて発電効率を高めようとする実験はあまり確認できなかった。

そこで色素の混合によっても発電効率の向上が見込めるのではないかと考え,色素混合による発電効率

の変化を調べようとした。

２．目的

安価な材料で発電効率の高い色素増感太陽電池を作る。

３．仮説　

　（１）根拠となる先行研究・原理等

色素増感太陽電池とは,二酸化チタンの紫外線を吸収して自身の持つ電子を励起させる性質を,色素を

付着させることで可視光も吸収可能にして太陽電池として利用したものである。二酸化チタンは表面積

が大きくなるような構造を持っているので色素の付着には非常に適している。

また,一般的には黒色に近い物の方が吸収できる可視光の波長の範囲が広い。

　　

図1 色素増感太陽電池の動作原理図　　　　　　　                図2 白,グレー,黒の吸収強度の違い

　（２）仮説

色素を混合させ,黒色に近づけることで受け取ることができるエネルギーが増加し,材料をほとんど変えず

に発電効率の向上を実現できるのではないか。

４．方法　

　（１）実験材料

平均約110 ΩのITO導電性ガラスまたは平均30 ΩのFTO導電性ガラス

二酸化チタン

pH3の酢酸

分子量200のポリエチレングリコール

食用色素

ヨウ素液

8Bの鉛筆

ステンレス板



　（２）手順

実験1
二酸化チタン6 gに酢酸9 mLを少しずつ加えながらすり鉢で混ぜて作った酸化チタンペーストを縦5 cm,

横3 cmのITO導電性ガラスにスキージ法でセロテープ2 枚分の厚みで塗り,電気炉で酸化チタンペースト

を塗った導電性ガラスを400°Cで60分あたため焼き付ける。その後,食用色素を入れて作った色素液に8
時間浸し色素を付着させる。対照実験用に色素を付着させていないものも残しておく。同時にステンレス

板の表面を紙やすりで削り,鉛筆で濃く塗りつぶしておく。ステンレス板の上にヨウ素溶液を3滴ほど落と

し,導電性ガラスを導電面を下にして少しずらして置き電池本体を作成して電流計,電圧計を適切に接続

し,電池本体を穴を1つあけたダンボールで囲い,穴からスマートフォンの懐中電灯機能による光を当てて

電流と電圧を測定する。

実験2
実験1と同様の手順で導電性ガラスを耐熱性の高い縦5 cm,横2 cmのFTO導電性ガラスにして電流と電

圧を測定する。食用色素を溶け切らなくなるまで溶かした色素液に6時間浸す。

実験3
実験1と同様の手順で酸化チタンペーストの材料を二酸化チタン2 g,酢酸1 ml,ポリエチレングリコール4
mlに変えて電流と電圧を測定する。食用色素を溶け切らなくなるまで溶かした色素液に4時間浸す。

　

図3 ITO導電性ガラスでの色素増感太陽電池　図4　ペースト焼き付け後のFTO導電性ガラス

５．結果

実験1では色素付着の際に酸化チタンペーストがほとんどはがれてしまった。また,電流計と電圧計の針

の振れは,振れていないか非常に小さく,確認できなかった。

実験2でも酸化チタンペーストは少しはがれてしまった。色素を付着させていないガラスでは先行研究と

逆向きに40 μAの電流が流れた。色素を付着させたガラスでは先行研究と同じ向きに2 μAの電流が流れ

た。また,どちらの場合も電圧計の針の振れは,振れていないか非常に小さく,確認できなかった。

実験3では酸化チタンペーストはほとんどはがれなかった。色素を付着させたものでは先行研究と同じ向

きに2 μAの電流が流れた。しかし,ステンレス板とガラスを少しずらしたときに瞬間的に電流計の針が振り

切れそうになった。また,色素を付着させていないものでは先行研究と逆向きに1 μAの電流が流れた。ど

ちらの場合も電圧計の針の振れは,振れていないか非常に小さく,確認できなかった。



６．考察　

酸化チタンペーストのはがれを防ぐには,材料にポリエチレングリコールを用いて,酢酸の割合を減らすこ

とが効果的であると考えられる。

実験3の瞬間的な電流計の針の振れを除いて全体的に電流計の示す値が小さかったり先行研究と逆向

きに電流が流れたりしたのは酸化チタンペーストのはがれの他に,ガラスの抵抗値が大きいことやステン

レス板への黒鉛の付着が十分にできていなかったことなどによって電池の構造がうまく作れていなかった

ことが原因なのではないかと考えられる。

全体を通して色素として食用色素を付着させても電流や電圧はほとんど変わらないという結果が得られ

たが、これは食用色素に色素以外の成分が含まれていて、それが酸化チタンへの電子の移動の阻害や

光の遮断をして発生する電流や電圧を低下させ,可視光が吸収できるようになったことによる電流や電圧

の増加とつりあったのではないかと考えられる。あるいは電池自体の構造が成り立っていなかったために

色素の有無での差が確認できなかったとも考えられる。

７．結論

得られたデータが少なく,仮説が正しいかどうかは確かめられなかった。

８．参考文献　
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伝わる絵を描くためのヒント 

 

神奈川県立厚木高等学校 

2年B組2班（ α ） 

 

１．背景 

イラストレーターの知り合いがどうやったら、伝わりやすいデザインができるか、と悩んでい

て、実際どうなのか気になったから。 

２．目的 

図形の縦横比と認識率の関係を求めて、デザインの伝わりやすさの指標を作り、イラストレータ

ーやデザイナーの負担を軽減する。 

３．仮説  

 （１）根拠となる先行研究・原理等 

文字デザインの縦横比(ローマ字とカタカナ)６７％程度までの長体化は正体とほぼ同じ視認性 

 （２）仮説 

先行研究と違い、よりシンプルな「図形」で実験するため、1:1.5より極端な縦横比（1:2や1:3）

でも認識されるのではないかと考えられる。 

４．方法  

 （１）実験材料 

厚木高校生徒、縦横比を変えた図形 

 （２）手順 

白黒で表した図形の縦横比を１:１〜１:５、２:１〜５：１の９段階に変更する。それらの図形に

関して、「何色に見えたか」「何に見えたか」を質問する。図形の作者が意図した図形に見えて

いれば正解、そうでなければ不正解として集計する。 

５．結果 

観測度数表     期待度数表   

 正解 不正解 計   正解 不正解 

1:1 10 6 16  1:1 11.35483871 4.64516129 

1:2 12 3 15  1:2 10.64516129 4.35483871 

計 22 9 31  

0.283390618

6   

観測度数表     期待度数表   

 正解 不正解 計   正解 不正解 

1:1 10 6 16  1:1 10.66666667 5.333333333 

1:3 12 5 17  1:3 11.33333333 5.666666667 

計 22 11 33  

0.622300772

5   



観測度数表     期待度数表   

 正解 不正解 計   正解 不正解 

1:1 10 6 16  1:1 10.35294118 5.647058824 

1:4 12 6 18  1:4 11.64705882 6.352941176 

計 22 12 34  

0.799681279

2   

観測度数表     期待度数表   

 正解 不正解 計   正解 不正解 

1:1 10 6 16  1:1 9.806451613 6.193548387 

1:5 9 6 15  1:5 9.193548387 5.806451613 

計 19 12 31  

0.886440126

5   

 

観測度数表     期待度数表   

 正解 不正解 計   正解 不正解 

1:1 10 6 16  1:1 11.5 4.5 

2:1 13 3 16  2:1 11.5 4.5 

計 23 9 32  0.23818495   

観測度数表     期待度数表   

 正解 不正解 計   正解 不正解 

1:1 10 6 16  1:1 10.85714286 5.142857143 

3:1 9 3 12  3:1 8.142857143 3.857142857 

計 19 9 28  

0.483380001

4   

観測度数表     期待度数表   

 正解 不正解 計   正解 不正解 

1:1 10 6 16  1:1 9.806451613 6.193548387 

4:1 9 6 15  4:1 9.193548387 5.806451613 

計 19 12 31  

0.886440126

5   

観測度数表     期待度数表   

 正解 不正解 計   正解 不正解 

1:1 10 6 16  1:1 10 6 

5:1 10 6 16  5:1 10 6 



計 20 12 32  1   

 

６．考察  

カイ二乗検定の、結果有意差は全ての縦横比にあったが、1：3以上の縦横比は期待値との差が許

容出来ない（3割以上の人に伝わらない）と考えられた。 

７．結論 

白黒の絵は１：２よりも極端な縦横比にすると見る人に伝わりにくくなる。また、文字よりも絵

は極端に縦横比を変更しても伝わる。 

８．参考文献  

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jslrr5/9/0/9_0_24/_article/-char/ja/ 

 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jslrr5/9/0/9_0_24/_article/-char/ja/


海藻を用いた可分解容器の作成

神奈川県立厚木高等学校

2年B組4班（α）

１．背景

世界中でプラスチックのポイ捨てにより、動物がプラスチックごみを誤食してしまうことが問題になってい
る。また、海藻の漂着が原因で臭いが発生してしまうことも問題になっている。

２．目的

漂着している海藻を利用し、可分解容器を作ることでプラスチックによる環境問題を解決する。

３．仮説　
　（１）根拠となる先行研究・原理等

昨年度75期2−G,12班のヴェリタス研究
【実験1】オオバコの粘性生かした容器の作成が可能か調べる
①オオバコの汚れを洗い流す。

②茎と葉を水につけ、腐らないように冷蔵庫の中で保管する。

【実験1−結果】
僅かなぬめりがあった。他のものを固めるような力はなかった。

【実験2】容器を作るための適切なつなぎは何か調べる
①オオバコを洗い、自然乾燥させた葉の部分を使用する。乾燥したオオバコの葉をミルで30秒粉砕
する作業を10回繰り返す。
②オオバコのつなぎとしてデンプンのりを用いる。デンプンのりと水を1:3の割合で混ぜてデンプン水
を作る。

　(a)デンプン水10.0gとオオバコ1.00g (乾燥重量）
　(b)デンプン水10.0gとオオバコ1.25g(乾燥重量)
それぞれを混ぜて乾燥機で60°Cで3時間乾燥させる。
③デンプンと水を1:2と1:3の割合で混ぜたものを2種類作る。
　(c)1:2のデンプン水10.0gとオオバコ1.00g(乾燥重量）
　(d)1:3のデンプン水10.0gとオオバコ1.00g(乾燥重量）
それぞれを混ぜて乾燥機で60°Cで3時間乾燥させる。
④オオバコのつなぎとして粉ゼラチンを用いる。ゼラチン5.00gとお湯100mlの割合で混ぜてゼラチン
水を作る。

　(e)ゼラチン水16.0gとオオバコの葉1.50g(乾燥重量)
それぞれを混ぜて乾燥機で60°Cで3時間乾燥させる。
【実験2−結果】
(a)〜(d)は容器として自立しなかった。(e)は容器として自立し、一番強度があった。

以上の先行研究から、丈夫な葉脈を持つオオバコとゼラチンを用いて容器が作成できるのならば、

繊維を多く含む海藻と植物由来の寒天やアガーでも容器を作成することができるのではないかと考

えた。

　（２）仮説

海藻を用いて可分解容器を作ることができれば、プラスチックによる環境問題の解決につながるの

ではないか。



４．方法　
　（１）実験材料

鵠沼海岸で採集した海藻,学校で採取したオオバコ,ゼラチン,寒天,アガー,塩素系漂白剤
　　

　（２）手順

【75期2‐G12班の実験を予備実験として行う】
①オオバコを洗い、自然乾燥させた葉の部分を使用する。乾燥したオオバコの葉をミルで30秒粉砕
する作業を10回繰り返す。
②オオバコのつなぎとして粉ゼラチンを用いる。ゼラチン5.00gとお湯100mlの割合で混ぜてゼラチン
水を作る。ゼラチン水16.0gとオオバコの葉1.50g(乾燥重量)を混ぜて乾燥機で60°Cで3時間乾燥さ
せる。

【実験1】海藻の粘性を生かした容器の作成が可能か調べる
①海藻の汚れを洗い流す。

②水につけ、腐らないように冷蔵庫の中で保管する。

【実験2】容器を作るための適切なつなぎは何か調べる
①海藻の汚れを洗い流し、自然乾燥させる。

②海藻のつなぎとして水に溶いた粉寒天(原材料テングサ)を用いる。寒天水は粉2.00gとお湯100ml
の割合で混ぜて作る。

　(a)寒天水15.0gと海藻1.00g(乾燥重量)を混ぜて乾燥させる。
③海藻のつなぎとして水に溶いたアガー(原材料ツノマタ)を用いる。アガー水は粉2.00gとお湯
100mlの割合で混ぜて作る。
　(b)アガー水15.0gと海藻1.00g(乾燥重量)を混ぜて乾燥させる。

【実験3】海藻の煮汁を使った容器の作成が可能か調べる
(寒天はテングサを煮濾して糊状になった煮汁から作られていることから、同様のことができるかを調

べる)

①海藻を洗い、沸騰したお湯に入れて煮込み、煮込んだ後の煮汁を布やフィルターで漉す。

②熱を取るため冷蔵庫で冷やす。

【実験4】海藻と寒天を用いて強度と耐水性のある容器を作ることが可能か調べる
①海藻を煮込み、煮込んだ海藻をハサミで細かく刻む。

②煮込んだ海藻を塩素系漂白剤(※)に4時間つけて漂白する。
③漂白した海藻をシャーレに入れ、寒天水で底や縁をコーティングする。

④乾燥機で乾燥させる。(90℃で容器の内側と外側を4時間ずつ)
⑤容器におもりと水を入れて、強度と耐水性を調べる。

(※)エタノールと塩素系漂白剤を使用しそれぞれ脱色したところ、塩素系漂白剤の方が適しているこ

とが分かったため、今回は塩素系漂白剤を使用した。



５．結果

【予備実験】

オオバコを用いた容器をゼラチンをつなぎとして使用して作成することができた。

【実験1】
海藻や水に変化はなく、ぬめりも確認することができなかった。

【実験2】
海藻と寒天を用いて容器を作ることができた。寒天の容器はすぐに乾燥し、硬さがあった。

海藻とアガーを用いた容器は作ることができなかった。アガーの容器は容器として自立せず、乾燥に時

間がかかってカビが生えてしまった。

どちらの容器にも海藻の臭いが強く残っていた。

【実験3】
煮汁は固まらず、粘性もなかった。



【実験4】
海藻と寒天を用いて容器を作成することができた。表面は指で叩くと音がするくらい硬かった。

水を入れると容器が水を吸収してしまった。そのため、おもりは32.8gまでが限界でそれ以上のおもりを入
れて持ち上げると底が破れた。漂白すると海藻の臭いがなくなっていた。

６．考察　
【実験1】
今回使用した海藻は容器のつなぎとして使えないため、容器を作成するには他のつなぎとなるものが必

要だと考えた。

【実験2】
海藻のつなぎとして寒天を使用することができ、今回の研究ではアガーよりも寒天が適していると考え

た。また、自然乾燥ではなく乾燥機を使用した方が効率的に実験を進めることができると判断した。

【実験3】
今回使用した海藻の煮汁には他のものを固める力がなく、容器のつなぎとして使えないため、容器を作

成するには他のつなぎとなるものが必要だと考えた。

【実験4】
容器が乾燥している時は強度もあったが、海藻を用いた容器は水の吸収が速く、水分を含むものは入れ

ることができないため、乾燥しているものを入れる容器として使う事ができると考えた。

７．結論

海藻と寒天を用いることで可分解容器を作ることができる。

耐水性はないが、小物入れとしての利用を見込むことができる。

例)コイントレー



８．参考文献　
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https://3b677cc9-084a-45a0-874e-a40431020d57.filesusr.com/ugd/3d64ce_8a8695ef3f184ebd8c64095601b8
c74a.pdf
富澤商店　基本の寒天液　作り方

https://tomiz.com/recipe/pro/detail/o-se-200809a-01
ＤＥＬＩＳＨ ＫＩＴＣＨＥＮ　アガーと寒天とゼラチンの違い
https://delishkitchen.tv/articles/523
エタノール脱色

https://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/files/public/3/31261/20141016180954314615/AnnEducRes_39_319.pdf
マイクロプラスチックの脅威

https://www.wbsj.org/activity/conservation/law/plastic-pollution/article/2021-05-06/
ヤフーニュース・海水浴場に大量のアオサ漂着

https://news.yahoo.co.jp/articles/9a496023cc8d3c1c77f27d2a703492003417c75e

https://3b677cc9-084a-45a0-874e-a40431020d57.filesusr.com/ugd/3d64ce_8a8695ef3f184ebd8c64095601b8c74a.pdf
https://3b677cc9-084a-45a0-874e-a40431020d57.filesusr.com/ugd/3d64ce_8a8695ef3f184ebd8c64095601b8c74a.pdf
https://tomiz.com/recipe/pro/detail/o-se-200809a-01
https://delishkitchen.tv/articles/523
https://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/files/public/3/31261/20141016180954314615/AnnEducRes_39_319.pdf
https://www.wbsj.org/activity/conservation/law/plastic-pollution/article/2021-05-06/
https://news.yahoo.co.jp/articles/9a496023cc8d3c1c77f27d2a703492003417c75e


葉の抗菌作用の検討  

 

神奈川県立厚木高等学校 

2年 B組 5班(α)  

１．背景 

 植物の葉を用いた自然由来で安全な食品向けの抗菌剤の開発が,食品ロスという問題の解決に繋がる 

と考えたから。 

 

２．目的 

 桜の葉からクマリンを取り出し,抗菌作用を調べる。 

 様々な葉の抗菌作用を調べ,食品向けの抗菌剤の開発に繋げる。 

 

３．仮説  

 （１）根拠となる先行研究・原理等 

  抗菌作用があると言われる植物と含まれる物質 

  ・桜の葉･･･クマリン 

  ・びわの葉･･･サポニン 

  ・笹の葉･･･ビタミンK,安息香酸,クロロフィル 

 （２）仮説 

  桜,笹,びわの葉には抗菌作用がある。 

 

４．方法  

 （１）実験材料 

  実験① 

   桜の葉50枚 

  実験② 

   ポテト培地,桜の葉の抽出液,クマリン,純水 

  実験③ 

   桜の葉56 g,笹の葉56 g,びわの葉56 g,ポテト培地,クマリン,純水 

  実験④ 

   ブルーチーズ,きゅうり,なす,桜の葉の液,笹の葉の液,びわの葉の液,クマリン,純水 

   

 （２）手順 

  実験① 

   1 桜の葉50枚用意する。 

   2 水蒸気蒸留で成分を取り出す。 

  実験② 

   1 ポテト培地を15 mlずつ分注する。 

   2 クロカビを滅菌水で1000倍希釈する。 

   3 コンラージ棒で培地にクロカビを広げる。 

   4 クマリン溶液,桜の葉の抽出液,純水をペーパーディスクにしみこませ,培地の中心に置く。 

  実験③ 

   1 それぞれの葉56 gと水200 gをミキサーにかけて液状にする。 



   2 ポテト培地を15 mlずつ分注する。 

  3 コンラージ棒で手を洗った水を塗る。 

   4 それぞれの葉の液,クマリン溶液,純水をペーパーディスクにしみこませ,培地の中心に置く。 

   5 25℃で培養し 3日後に確認する。 

  実験④ 

   1 きゅうりとなすを断面が見えるように切る。 

   2 カビを純水100 mlに溶かす。 

   3 野菜の断面に2を塗る。 

   4 それぞれの葉の液,クマリン溶液,純水をスプレーで断面に吹きかける。 

   5 25℃で培養し,3日後に確認する。 

 

５．結果 

 実験① 

  微量だが桜の葉の匂いがする液体を取り出すことができた。 

 

 実験② 

   
  図1 クマリン溶液             図2 桜の葉の抽出液         図3 純水 

   

  カビの繁殖具合にほとんど差が見られなかった。 

 

 実験③ 

   
  図4 クマリン溶液             図5 桜の葉の液           図6 笹の葉の液 

   
  図7 びわの葉の液          図8 純水 

 



  クマリン溶液,笹の葉の液,びわの葉の液の培地にはほとんどカビが繁殖していなかった。桜の葉の液     

の培地には少しカビの繁殖が見られた。純水の培地にはカビの繁殖が見られた。 

 実験④ 

   
  図9 クマリン溶液          図10 桜の葉の液         図11 笹の葉の液 

   
  図12 びわの葉の液        図13 純水 

  クマリン溶液,笹の葉の液,純水の培地にはほとんどカビが繁殖していなかった。桜の葉の液,びわの   

葉の液の培地には少しカビの繁殖が見られた。 

６．考察  

 実験② 

  差がほとんど見られなかったのは,観察期間が長すぎたためだと考えられる。 

 実験③ 

  純水の培地と比べると,桜,笹,びわの葉の液の培地の方が,広がったカビが少なかったので,葉の     

液には一定の抗菌作用があると言える。 

 実験④ 

  カビが広がらなかった野菜は,葉の中では笹だけだった。その理由は,実験③で用いたカビと実験④   

で用いたカビの種類が違うため,それに抗菌作用として対応できるものが,笹の葉だけだったからだと考えら

れる。 

７．結論 

 笹の葉の抗菌作用は認められたが,桜,びわの葉に抗菌作用があると言い切るのは難しい。 

８．参考文献  

１)｢サクラの葉のクマリン成分の研究 高石清和」ja (jst.go.jp) 

２)｢今も継承される！昔ながらの日本の抗菌の知恵」 

今も継承される！昔ながらの日本の抗菌の知恵 - 料理王国 (cuisine-kingdom.com) 

３)｢驚くべきびわの葉の効能！昔ながらの自然療法で身体の不調を改善♪｣ 

今も継承される！昔ながらの日本の抗菌の知恵 - 料理王国 (cuisine-kingdom.com) 

４)｢ビワの葉温灸｣ 

ビワの葉温灸 | 鍼灸マッサージつぼぜん 鹿児島市 (tsubo-zen.com) 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/yakushi1947/88/11/88_11_1467/_pdf/-char/ja
https://cuisine-kingdom.com/japan-antibacterial/
https://cuisine-kingdom.com/japan-antibacterial/
https://cuisine-kingdom.com/japan-antibacterial/
https://cuisine-kingdom.com/japan-antibacterial/
https://cuisine-kingdom.com/japan-antibacterial/
https://www.tsubo-zen.com/blog/5265#:~:text=%E3%81%B3%E3%82%8F%E3%81%AE%E8%91%89%E3%81%AB%E5%90%AB%E3%81%BE%E3%82%8C,%E4%BD%9C%E7%94%A8%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
https://www.tsubo-zen.com/blog/5265#:~:text=%E3%81%B3%E3%82%8F%E3%81%AE%E8%91%89%E3%81%AB%E5%90%AB%E3%81%BE%E3%82%8C,%E4%BD%9C%E7%94%A8%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
https://www.tsubo-zen.com/blog/5265#:~:text=%E3%81%B3%E3%82%8F%E3%81%AE%E8%91%89%E3%81%AB%E5%90%AB%E3%81%BE%E3%82%8C,%E4%BD%9C%E7%94%A8%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82


シャボン玉の粘度と濃度による耐久力の関係

神奈川県立厚木高等学校

2年B組　6班（　β　）

出席番号1　　氏名

（班員；）

１．背景

テレビで割れないシャボン玉について知り,どのような要素で作られているのか調べようと思ったから。

２．目的

　シャボン玉液を作る際の水,洗濯のり,食器用洗剤の最適な比率を見つける。また実験計画表に記載さ

れていなかったシャボン玉の膨らませ方を確立する。

３．仮説　

　（１）根拠となる先行研究・原理等

　（２）仮説

　水：食器用洗剤：洗濯のり＝200g:20g:100gが最適な比率となる

４．方法　

　（１）実験材料

　シャボン玉液の最適な比率を見つける実験

　食器用洗剤,洗濯のり,水,アルミワイヤー,実験用スタンド,風速計,電子天秤,ドライヤー,シャーレ,ガラス

棒,ダートフィッシュ,パソコン,スマートフォン,スタンド

シャボン玉液の粘度を求める実験

　 食器用洗剤,洗濯のり,水,電子天秤,メスシリンダー,ピペット,ビー玉,ダートフィッシュ,パソコン,スマート

フォン,スタンド

　　

　（２）手順

シャボン玉液中の洗濯のりの最適な比率を見つける実験

　　1,水：食器用洗剤：洗濯のり＝200g:20g:20xg(xは自然数)の比率でビーカーに入れて混ぜる。　(重さ

はデジタル計量器で量る。)
　　2,シャーレに溶液を移して,アルミワイヤーで作った直径5.5cmの枠に浸す。

　　3,枠を装置に移して,ドライヤーで膨らませる。

　　4,動画に撮って,ダートフィッシュで分析し,枠からシャボン玉がどれだけ膨らんだか長さを出す。

　　(手順3において,ドライヤーと枠の距離を23.0cmとする。)

ドライヤーの風速は5回計測しその平均値とする。結果は図1より2.7m/sとする。

図1

回数 1 2 3 4 5

風速[m/s] 2.7 2.7 2.6 2.8 2.7



シャボン玉液中の食器用洗剤の最適な比率を見つける実験

シャボン玉液中の洗濯のりの割合が前の実験より常に35.3%になるように水と食器用洗剤の量を調整す

る。

図2

水(g) 食器用洗剤(g) 洗濯のり(g)

実験1 14.0 8.8 2.2

実験2 11.8 8.8 4.4

実験3 9.6 8.8 6.6

実験4 7.4 8.8 8.8

実験5 4.4 8.9 13.2

実験6 2.9 8.9 13.2

　

図2の実験1〜６のシャボン玉液をシャボン玉液中の洗濯のりの最適な比率を見つける実験と同じように

実験する。

シャボン玉液の粘度を求める実験

　1,メスシリンダーにシャボン玉液を入れる

2,シャボン玉液にビー玉を落とし下までの落下時間を測る

　3,図3のストークスの公式に代入し、シャボン玉液の粘度を求める

図3

v=終端速度,g=重力加速度, =ビー玉の密度, =水の密度,d=ビー玉の直径, =水の粘度ρ𝑠 ρ µ
５．結果

シャボン玉液の最適な比率を見つける実験

図4

x(g) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

大きさ
(m)

0.26 0.20 0.37 0.46 0.52 0.35 0.59 0.51 0.23 0.31



図5

図4,5よりx=7つまり洗濯のりが140gの時が最適である。よってシャボン玉液に対しての洗濯のりの割合が

35.3%の時が最適である。

シャボン玉液中の食器用洗剤の最適な比率を見つける実験

図6

洗剤の割合(%) 8.8 17.0 26.4 35.3 47 53

大きさ(m) 0.43 0.75 0.55 0.41 0.34 0.34



図7

図6,7より食器用洗剤の割合が17.0%が最適である。

シャボン玉液の粘度を求める実験

図8

洗濯のりの割合(%) 8.8 17.0 26.4 35.3 47

粘度 5.41 4.78 5.25 5.95 7.91

大きさ(m) 0.57 0.57 0.61 0.56 0.39



図9

図10

図8,9,10より粘度が5.25の時が最適だと考えられる。しかしこの実験は誤差が生じやすいので、粘度が5
付近が最適である。



６．考察　

結果より,シャボン玉が膨らむことには,少なくとも洗濯のりの全体に対する割合や食器用洗剤の全体に対

する割合,シャボン玉液の粘度が関係してると考えられる。

　　

７．結論

水:食器用:洗剤洗濯のりの比が47.7%:35.3%:17%の時がシャボン玉が1番大きく膨らむ。

８．参考文献

粘性の違いによるシャボン玉の強度の差に関する実験

https://school.gifu-net.ed.jp/ena-hs/ssh/H26ssh/sc2/21423.pdf
シャボン玉の性質

https://school.gifu-net.ed.jp/ena-hs/ssh/H29ssh/sc2/21734.pdf
公害防止管理者受験対策

http://kougai.net/2019/03/31/post-734/　

https://school.gifu-net.ed.jp/ena-hs/ssh/H26ssh/sc2/21423.pdf
https://school.gifu-net.ed.jp/ena-hs/ssh/H29ssh/sc2/21734.pdf


  男女での音読による記憶定着の差 

 

神奈川県立厚木高等学校 

2年 B組 7班（ β ） 

[実験1] 

1．背景 

学校の授業では声を出して読むことが多くある。先生は「声を出す方がよく覚えられる」と言っていたが,本

当に黙読よりも音読の方が覚えられるのかは知らなかったので調べたところ,音読の方が効果があるという

意見が多数であった。さらに班で話し合っていると女子の周りが多少うるさくても集中できるという意見に対

し,男子は周りがうるさいと気になって集中できないという意見が出た。そこで男子と女子の差に注目して調

べたいと思った。 

 

 

2．目的 

周りの環境の違いによって男子と女子で音読の効果に差があるのかを調べる 

 

 

3．仮説  

 （1）根拠となる先行研究・原理等 

・感情が絡むような記憶に関して記憶力がいいのは女性である

とされている。脳の中には,感情の中枢である偏桃体と,記憶の

中枢である海馬があり,部位的に隣り合わせに位置している。

偏桃体が反応すると,感情が動き海馬が記憶する。この連係プ

レーは女性のほうがすぐれているため,女性の方が記憶力がい

いと言われている。              

                                                                               

図１ 脳の構造  

 

・一般的に男性は右脳が発達していて物事への論理的な思考,分析に優れる。また一点集中型とされる。

一方で女性は左脳が発達していて言語能力が高く,周囲とコミュニケーションを築くことにたけていると言わ

れている。 

 

 

 （2）仮説 

環境の差によって男女への音読の効果は異なる。特に静かな環境に比べ音のある環境で,男子は集中し

づらく音読の効果が下がるが女子は影響を受けづらく音読の効果は変化がないと考える。また周りの環境

によりイライラや不快といった感情がかかわってくると考え,女子のほうが音のある環境下での記憶は有利で

あると考えた。 

 

 

4．方法  

 （１）実験材料 

被験者,音読内容1が記載された紙,テスト用紙,音ありの環境の際に流す音2,アンケート 



調査対象：厚木高校2年の生徒 男子19人 女子20人 
1音読内容は大学のセンター試験の国語の問題より引用（問題の難易度をある程度そろえるためセンター

試験より引用した） 
2youtubeより引用  

 

 

 （2）手順 

1. 被験者を1人ずつ教室に呼び出す 

2. 静かな環境で3分間音読を行ってもらう 

3. 静かな環境で10点満点のテストを解いてもらう(時間の制限なし) 

4. 音のある環境で3分間音読を行ってもらう 

5. 静かな環境で10点満点のテストを解いてもらう(時間の制限なし) 

6. 環境と性別の二要因で分散分析を行う 

7. テスト問題についてのアンケートを実施する 

 

 図2 静かな環境,音読用紙      図3 静かな環境,テスト用紙 

  

 

図4 音のある環境,音読用紙      図5 音のある環境,テスト用紙     図6 アンケート用紙 



5．結果 

  （1）テスト結果 

音ありの環境下と静かな環境下での男女の得点は以下の通りであり,男子も女子も似たような分布をしてお

り,大きな差は見られなかった。 

 

 
  図7 音ありの環境                      図8 静かな環境 

 

以上の結果から統計ソフト「js-STAR＿XR+」の分散分析AsB（2要因混合）を使い検定を行った。 

その結果が下の表1である。 

 

表1 性別と環境を要因とした分散分析の結果 

  

A(2) = 性別 

B(2) = 環境 

----------------------------------------------------- 

 S.V          SS        df       MS        F 

----------------------------------------------------- 

  A           0.3510    1        0.3510   0.10 ns 

 subj       124.1105   37        3.3543 

----------------------------------------------------- 

  B          92.2981    1       92.2981  62.58 ** 

 AxB          0.2981    1        0.2981   0.20 ns 

 sxB         54.5737   37        1.4750 

----------------------------------------------------- 

Total       271.6314   77   +p<.10 *p<.05 **p<.01 

 

 

F値に*があれば有意差が認められることを踏まえると,表1より要因A（性別）による音読の効果に有意差はな

く,要因B（環境）による音読の効果には有意差があるとわかる。また要因Aと要因Bに交互作用があるかを表

すA×BのF値からは有意差は認められなかった。つまり性別と環境の間に交互作用はない。 

 

 

（2）アンケート結果 

テスト後に「音のある環境での音読で音が気になったか」について4段階で回答してもらった。その結果が

次ページのグラフである。 



 

 

 
 

図9 男子                           図10 女子 

 

 

女子よりも男子の方が音が気になったと回答する人の割合が多く,男子で「1気にならなかった」を選択した

人はいなかった。一方女子は気になった人と気にならなかった人は半分ずつと大きな偏りはなかった。 

 

 

 

6．考察  

結果より男女の環境別の平均点をグラフにすると右のよう

になる。図11と性別と環境の間に交互作用が認められな

かった事から,環境の変化は男子にも女子にも同じくらい

影響を与えたことがわかり,男女ともに静かな環境から音の

ある環境に変化した事で集中しづらくなったと考えられ

る。一方でアンケートの結果では男子と女子では環境の

変化に対する体感が異なっていたため,男子の方が音の

ある環境でより集中が出来ていないと考えられる。 

                                      図11 環境の違いによる点数の平均の差  

7．結論 

性別と環境の間に交互作用はなく,男子と女子ともに環境の変化に影響を受ける。 

 

 

[実験2] 

1．背景 

実験1では仮説を立証することはできなかったが,私たちの班では実験1のアンケート結果に着目した。アン

ケート結果より男子の方が音のある環境下で集中できていないと考えたため,音のある環境において男子と

女子どちらの方が音読の効果があるかを調べることにした。 

 

2．目的 

音のある環境で男子と女子の間に音読の効果の差があるのかを調べる 

 

 



3．仮説 

 （1）根拠となる先行研究・原理等 

・実験1と同様 

・実験1のアンケート結果 

 （2）仮説 

音のある環境下では女子の方が音読の効果がある。 

 

4．方法  

 （1）実験材料 

実験1と同様。 

ただし被験者は実験1と同じ被験者に再び協力してもらい,テスト問題とアンケートは新しく作成した。 

 （2）実験方法 

1. 被験者を1人ずつ教室に呼び出す 

2. 音のある環境で3分間音読を行ってもらう 

3. 静かな環境で10点満点のテストを解いてもらう(時間の制限なし) 

4. テスト点数と性別のデータで検定を行う 

5. 勉強環境についてのアンケートを実施する 

 

 
図12 音読用紙               図13 テスト用紙              

図14 アンケート用紙 

 

 

5．結果 

  （1）テスト結果 

音のある環境下での男子と女子の点数は右の通りであり,男子

に比べ女子の方が得点が高い事がわかる。 

またこの結果を統計ソフト「js-STAR＿XR+」の分散分析 

Ａｓ(1要因参加者間）を使い検定を行った（表2)                                                                                                       

図15 音ありの環境における男女の得点 

 



表2 音のある環境下における分散分析の結果 

 

 A= 性別 

 

 S.V        SS        df        MS        F 

------------------------------------------------ 

  A         16.4667    1       16.4667   7.00 ** 

 subj       76.2000   37        2.0595 

------------------------------------------------ 

Total       92.6667   38   +p<.10 *p<.05 **p<.01 

 

 

F値に*があれば有意差が認められることを踏まえると,表2より性別による音読の効果に有意差があるとわか

る。つまり音のある環境では男子よりも女性の方が音読による効果がある。 

 

 

 （2）アンケート結果 

実験2の結果が得られた理由を考えるため学習環境についてアンケートを行った。質問は下の3つであり,

その結果を以下のグラフで示す。 

 

問1 周りに音がある環境と静かな環境どちらが落ち着くか 

問2 勉強する時の環境は音のある環境,静かな環境,その他どの環境であるか 

問3 問2の環境はいつからか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図16 問1                  図17 問2                      図18 問3 

 

問1より音のある環境を好む割合は男女でほとんど変わらない。問2より勉強する環境として静かな環境を好

むのは男女両方であるが,音のある環境を選ぶ割合は女子の方が高い。また問3より小学生のころから同じ

環境で勉強をしていた割合は女子の方が高く,中学生のころから同じ環境で勉強をしていた割合は男子の

方が高いとわかる。 

 

6．考察 

図15と検定結果より性別による音読の効果には有意差があり,女子の方が男子よりも音読の効果があると考

えられる。この結果になった理由として,普段から音のある環境で勉強をする割合が女子の方が高く,実験の

音読の際も音を気にせず集中できた,女子は男子よりも昔から同じ環境で勉強をしていたため男子に比べ

て高く音のある環境に慣れていたことなどが考えられる。 



7．結論    

音のある環境下では女子の方が音読の効果がある。 

                                 

8．参考文献  

(1)「記憶力がいいのは男女どっち?」 

https://www.galu-himeji.jp/blog/2191 

(2)「男女の脳の違いを知らないと損するかも?」 

https://futaba-tax.co.jp/staffblog 

（3）センター試験 

実験1   静かな環境 ： 2012年度追試験 三浦哲夫「メリーゴーランド」 

          音ありの環境 ： 2010年度追試験 中里恒子「日光室」 

実験2   2014年度本試験 岡本かの子「快走」 

（4）【都会の音】改札口付近の話し声や足音雑音BGM 

https://m.youtube.com/watch?v=bdM-lsM3Bfk 

（5）js-STAR＿XR+ 

http://www.kisnet.or.jp/nappa/software/star/ 

 

https://www.galu-himeji.jp/blog/2191
https://futaba-tax.co.jp/staffblog
https://m.youtube.com/watch?v=bdM-lsM3Bfk
http://www.kisnet.or.jp/nappa/software/star/


 

LINEに通知を送るカメラの活用 

~Using of the camera sending messages to LINE~ 

 

 

神奈川県立厚木高等学校 

2年B組8班（ β ） 

１．背景 

 近年,世界がコロナウイルスによるパンデミックに襲われ,社会構造は革新的な変化の中にあった。働き方

の改革が声高に叫ばれ,街は静まり返り,癒やしであった娯楽は疾風のごとく消え去った。しかし多くの制限

を受け人々が嘆く中,皮肉にもこの歴史的大災害は社会に効率化の波をもたらした。リモートワークや省人

化など、様々な場面で変化が見られた。感染対策という大号令のもとで暮らしの利便性は大幅に向上した

のだ。そしてそれはこの厚木高校においても例外ではなかった。生徒が感じたわかりやすい変化としては,

それまで手書きで行っていた朝の健康観察がGoogle Form上で完結するようになったことだろう。生徒は毎

日用紙に記入する必要があるし,教師はそれを回って確認しなければならない。そんな面倒な作業が端末

上でのちょっとした操作で済むようになったのだ。こうしてデジタル化による作業の効率化を目の当たりにし

た私達は学校内において同じように効率化できる事柄があるのではないかと考えた。 

 

２．目的 

今回の研究では顔認証機能とLINE を組み合わせたシステムを制作し,それを用いることによって出席確認

の効率化を図る。 

 

３．仮説  

 （１）根拠となる先行研究 

・第1回 OpenCVとは？ 最新3.0の新機能概要とモジュール構成 

https://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/articles/1507/27/news154.html 

・Eigenface と LBPH を組み合わせた表情・照明変化に ロバストな顔認識 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fipsj.ixsq.nii.ac.jp%2Fej%2F%3Faction%

3Drepository_uri%26item_id%3D188735%26file_id%3D1%26file_no%3D1&psig=AOvVaw3D0KCMKn5D3q

dksFAIY5sK&ust=1673346736526000&source=images&cd=vfe&ved=0CA4QjhxqFwoTCPia1sqkuvwCFQAAA

AAdAAAAABAh 

 

 （２）仮説 

汎用性の高いシングルボードコンピュータであるRaspberry piと画像処理・画像解析のためのライブラリ

であるOpen CVを組み合わせた顔認証システムにさらにLIVE Notifyを組み入れることで出席している人物

を識別,記録,通知することができ,出席確認が大幅に改善される。 

 

４．方法  

 （１）実験機材 

・Raspberry pi4 Model B 

・ウェブカメラ(解像度1280×720) 

・ノートPC 

https://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/articles/1507/27/news154.html
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fipsj.ixsq.nii.ac.jp%2Fej%2F%3Faction%3Drepository_uri%26item_id%3D188735%26file_id%3D1%26file_no%3D1&psig=AOvVaw3D0KCMKn5D3qdksFAIY5sK&ust=1673346736526000&source=images&cd=vfe&ved=0CA4QjhxqFwoTCPia1sqkuvwCFQAAAAAdAAAAABAh
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fipsj.ixsq.nii.ac.jp%2Fej%2F%3Faction%3Drepository_uri%26item_id%3D188735%26file_id%3D1%26file_no%3D1&psig=AOvVaw3D0KCMKn5D3qdksFAIY5sK&ust=1673346736526000&source=images&cd=vfe&ved=0CA4QjhxqFwoTCPia1sqkuvwCFQAAAAAdAAAAABAh
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fipsj.ixsq.nii.ac.jp%2Fej%2F%3Faction%3Drepository_uri%26item_id%3D188735%26file_id%3D1%26file_no%3D1&psig=AOvVaw3D0KCMKn5D3qdksFAIY5sK&ust=1673346736526000&source=images&cd=vfe&ved=0CA4QjhxqFwoTCPia1sqkuvwCFQAAAAAdAAAAABAh
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fipsj.ixsq.nii.ac.jp%2Fej%2F%3Faction%3Drepository_uri%26item_id%3D188735%26file_id%3D1%26file_no%3D1&psig=AOvVaw3D0KCMKn5D3qdksFAIY5sK&ust=1673346736526000&source=images&cd=vfe&ved=0CA4QjhxqFwoTCPia1sqkuvwCFQAAAAAdAAAAABAh


 

・Python 

・その他周辺機器(コードなど) 

   

 （２）手順 

①顔データの収集 

顔を認識した際に照合するための顔のデータを予め集めておく必要がある。 

なお、顔写真は個人情報保護法によって個人情報と定義されているのでその収集にあたっては事前にGoo

gle Form上でアンケートを実施し同意が得られた場合のみ撮影させていただいた。https://docs.googl

e.com/forms/d/e/1FAIpQLSdME8eHbFF7UVvsZysJFK8-lP9d_PFPf9vKF0T21nl_G2LuJA/viewform 

▲アンケートフォームのリンク 

 

また,集めたデータはGoogle クラウドに保存し,実験終了後は削除することとした。 

 

条件は以下の通り 

 

・集めるデータは一人あたり5枚 

・それぞれ名前付きのフォルダで個別に管理 

・カラー写真 

 

②Open CVにデータを学習させ、顔写真を1つのデータに変換 

 

 
▲図1Open CVでできる主な処理 

 

③作成したデータを元に顔認証を行う 

 

④保存済みのデータと実際にカメラに写っている顔を比較、照合を行い,一致したら名前を画面上に表示し

同時にLINEへ通知が送られる 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdME8eHbFF7UVvsZysJFK8-lP9d_PFPf9vKF0T21nl_G2LuJA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdME8eHbFF7UVvsZysJFK8-lP9d_PFPf9vKF0T21nl_G2LuJA/viewform


 

 
▲図２ 照合時の画面 

 

 
▲図３ LINEの様子 

 

５．問題点 

以上の手順を踏んで作成したシステムは精度が約50%ほどと悪かった。 

・カメラに写っている人と表示される人が異なる 

・顔を認識できない 

などが問題点としてあげられる。 

 

考えられる原因としては 

①顔写真の枚数不足 

②Open CVの機能上の問題 

がある。 

 

６．改善 

上記の問題に対してそれぞれ次のような改善を行った 

①撮影する写真の枚数を増やす 

従来までの5枚から20枚まで増やし,よりデータの質を高めることを目指した。  

 

②写真撮影をOpen CVが動作してる上で行う 

今までは普通にカメラで撮影した画像から顔を探す,という形だったが、撮影の際もOpen CVを使用すること

によって顔として認識して初めて撮影することが可能になった。 

 

③写真をLBP変換する 

Open CVのアップグレード版であるOpen CV contribを使用。その中に含まれる画像のLBP変換を使用し照

明や顔の変化に特化した写真を読み込ませる。 



 

 
▲図4 LBP変換を経由した写真 

 

５．結果 

Rspberry piを用いたシステムでは,システムの大枠を作ることは可能であるが精度は悪く,改善するためのO

pen CV contribがRspberry pi上では正状に動作しなかったため実際に出席確認に使用できる精度まで高

めることはできなかった。 

 

６．考察  

・Open CVcontribを導入できなかった理由 

Raspberry piを動かしているLinuxのpipのバージョンが上がりきらなかったことによると思われる。 

・精度が向上しなかった理由 

WindowsでLBP変換を行ったところ大幅な精度の向上が見られたのでこれが大事だったものと思われる。 

 

７．結論 

Raspberry piで高精度の出席確認システムを構築することはできなかった。しかし,Windowsなどを用いる

ことで可能になる可能性はある。 

 

８．参考文献  

1)第1回 OpenCVとは？ 最新3.0の新機能概要とモジュール構成 

https://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/articles/1507/27/news154.html 

2)Eigenface と LBPH を組み合わせた表情・照明変化に ロバストな顔認識 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fipsj.ixsq.nii.ac.jp%2Fej%2F%3Faction%

3Drepository_uri%26item_id%3D188735%26file_id%3D1%26file_no%3D1&psig=AOvVaw3D0KCMKn5D3q

dksFAIY5sK&ust=1673346736526000&source=images&cd=vfe&ved=0CA4QjhxqFwoTCPia1sqkuvwCFQAAA

AAdAAAAABAh 

3)Raspberry PiとOpen CVによる画像認識で人の顔を判別する 

https://www.pc-koubou.jp/magazine/19205 

4)LINE Notify + ラズパイで自宅から研究室のモニタリングをした話。 

https://qiita.com/kotaxtech/items/26dd581054e94b2b1edd 

5)OpenCVを使って誰の顔なのかを推定する 

https://qiita.com/hitomatagi/items/8f2f37646179aca68649 

https://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/articles/1507/27/news154.html
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/ej/?action=repository_uri&item_id=188735&file_id=1&file_no=1
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/ej/?action=repository_uri&item_id=188735&file_id=1&file_no=1
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/ej/?action=repository_uri&item_id=188735&file_id=1&file_no=1
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/ej/?action=repository_uri&item_id=188735&file_id=1&file_no=1
https://www.pc-koubou.jp/magazine/19205
https://qiita.com/kotaxtech/items/26dd581054e94b2b1edd
https://qiita.com/hitomatagi/items/8f2f37646179aca68649


植物はどのくらい土壌流出を防げるのか

神奈川県立厚木高等学校

2年　B組　9班　β
出席番号　氏名

１．背景

　日本では毎年のように川の氾濫や土砂崩れなどの災害に見舞われている。その災害による被害を少し

でも減らしたいと思った。そこで、植物が土壌流出を防ぐということがわかったら、災害が起きた際の河原

の植物の有効性が証明され、河川氾濫による被害を減らせると考えた。また、食料の廃棄量の多さも社

会問題となっている。そこで、廃棄された食糧から昔からある堆肥を作り、土壌に混ぜてより植物の根の

張りを強くできたら、さらに河川氾濫による被害を減らせるのではないかと考えた。　　

２．目的

　植物の根の種類と産業廃棄物を堆肥にして土壌に混ぜたものを組み合わせて、大雨警報の発令基準

の降水があったとき、どの組み合わせが最も土壌の流出量を抑えられるのか調べる。

３．仮説　

　堆肥を入れた方の土と何も手を加えていない方の土では、堆肥を入れた方の土の方が栄養が豊富に

なるため植物がより成長して土壌の流出を防ぐことを促すと思う。そして、主根と側根からなる根とひげ根

とでは主根と側根からなる根の方がより深くまで根が張れるため土壌の流出を防げると考える。よって、

堆肥を入れた主根と側根の組み合わせが最も土壌の流出を抑えられる。

表1 それぞれの対立仮説と帰無仮説

対立仮説 帰無仮説

ひげ根同士 堆肥はひげ根に対して土壌の
流出を防ぐことを促す

堆肥はひげ根に対して土壌の
流出を防ぐことを促さない

主根側根同士 堆肥は主根側根に対して土壌
の流出を防ぐことを促す

堆肥は主根側根に対して土壌
の流出を防ぐことを促さない

堆肥なし同士 主根側根の方が土壌流出を防
ぐ

主根側根の方は土壌流出を防
げない

堆肥あり同士 主根側根の方が土壌流出を防
ぐ

主根側根の方は土壌流出を防
げない

ひげ根と土のみ ひげ根は土壌流出を防げる ひげ根は土壌流出を防げない

主根側根と土のみ 主根側根は土壌流出を防げる 主根側根は土壌流出を防げな
い



４．方法　

　（１）実験材料

主根と側根からなる植物、ひげ根からなる植物、油などが付いていなく加工されていない植物の生ご

み、卵の殻、納豆、水、土、2 Lペットボトル、ショベル、スコップ、不織布製のバック、はんだごて、定規、
カッター、ホース、電子はかり、50 mlのメスシリンダー、プラスチック製の箱、梯子、平たく底面積が広い
皿　　

　（２）手順

1. 不織布製のバックに土、生ごみや卵の殻、土の順に入れていく。早く分解されるように生ごみや卵の
殻は小さくちぎって入れる。その上に納豆を水に入れて一晩置いておいたものの水の部分のみを土の

上からかける。常に土の表面は湿っている状態にする。

2.  2 Lペットボトルを底から15.7 cmのところをカッターで切り取り、キャップが付いている方を捨てる。ペッ
トボトルの底に排水用の穴をはんだごてで4個開ける。
3. 学校の敷地内に自生している主根と側根の植物とひげ根の植物を採取しペットボトルに植える。ペッ
トボトルの上部から約9.7 cm下のところまで土を入れる。堆肥を入れる時は、土と堆肥の割合を1:1にする
ようにする。植物が入っていないが同じ高さまで土が入ったものも用意する。この時、ペットボトルの中の

土の量を測っておく。

4. ホースを蛇口に繋げ、梯子の最高部に通す。ペットボトルに植えた植物の土の表面と同じ高さのとこ
ろまでカッターで切り、プラスチック製の箱の中に50 mLのメスシリンダーと共に入れる。ホースから植物と
メスシリンダーに水がかかるようにし、メスシリンダーで50 mLを超えるまで水をかけ続ける。
5. メスシリンダーのメモリを超えたら、植物を箱から引き上げて残った土を平たい皿に入れる。土を入れ
る前に平たい皿の重さを事前に測っておく。土から水分を抜くため、日に当たり風通しの良いところで自

然乾燥させる。

6. 土の表面が乾燥したら測りで重さを測り、事前に測った平たい皿の重さを引き、残った土の量を測る。
7. 3で測った土の量から6で測った残った土の量を引いて、どのぐらい土が残ったのか調べる。
8.   F検定とT検定を行い、堆肥の有用性と根の種類の違いによる土壌の流出量の差、植物に土壌の流
出量を減らす効果があるのか調べる。

５．結果　　

　　　　　　　　

図1 主根・側根の土壌の流出量　　　　　　　　　　図2 ひげ根の土壌の流出量

堆肥を入れた土壌で育てたひげ根の個体と堆肥を入れていない土壌で育てたひげ根の個体を有意水

準5％で検定した結果、有意差が認められなかった。
堆肥を入れた土壌で育てた主根側根の個体と堆肥を入れていない土壌で育てた主根側根の個体を有

意水準5％で検定した結果、有意差が認められなかった。
堆肥を入れていない土壌で育てた主根側根の個体と同じく堆肥を入れていない土壌で育てたひげ根の

個体を有意水準5％で検定した結果、有意差が認められなかった。



堆肥を入れた土壌で育てた主根側根の個体と同じく堆肥を入れた土壌で育てたひげ根の個体を有意

水準5％で検定した結果、有意差が認められなかった。
堆肥の有無に関わらずひげ根の個体と土のみで植物を植えていない個体を有意水準5％で検定した結
果、有意差が認められた。

堆肥の有無に関わらず主根側根の個体と土のみで植物を植えていない個体を有意水準5％で検定した
結果、有意差が認められた。

６．考察　

　T検定の結果より堆肥を入れた土壌はひげ根と主根側根の両方で有意差が認められなかったことか
ら、堆肥に植物の成長を促進させる効果はなかったと考える。このような結果になった理由として、堆肥

を入れてから実験を実施した期間が約1週間しかなかったからか、そもそも堆肥が機能していないのかは
わからなかった。堆肥が機能しているかどうか、他の植物で確かめる必要があると思った。

　根の種類による土壌の流出量ではT検定の結果肥料の有無にかかわらず両方で有意差が認められな
かった。プランターのように土壌の周りがしっかりとしている場合、土壌の流出の大半が土壌の表面から

起こるため、ひげ根のように表面に根を張る植物でも土壌の流出は防げると考えた。根が深くまで張って

いることは、もっと大きな規模の時に威力を発揮するのではないかとも思った。

　土とひげ根、土と主根側根では両方ともT検定で有意差が認められた。このことから、植物は土壌の流
出を防げることがわかった。土のみのとき、最も土壌が流出したのは表面からだったのではないかと考え

た。さらに土壌の流出を抑えるために、単位面積あたりの植物の密度を植物の成長が阻害されない程度

に植えることが必要なのではないかと思った。今回の実験で、実施回ごとの土壌流出量の差が大きい

が、土のみと植物ありの差をより広げるためには植物の個体数を増やすことが一つの改善策だと考え

た。

７．結論

　　堆肥を入れたほうの土と何も手を加えていない方の土では、堆肥が植物の成長を促し、土壌の流出

を防ぐかどうかわからなかった。主根側根とひげ根では、どちらも土壌の流出は変わらなかった。植物を

植えたものと土のみでは植物を植えたものの方が土壌の流出量を抑えられる。

８．参考文献　

茶殻の堆肥化とその堆肥を用いたチンゲンサイの生育

日本作物学会講演会、178-178,2009

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jcsproc/228/0/228_0_178/_article/-char/ja/

未利用資源の農業利用に関する研究(2):縦型発酵槽を用いたコーヒー粕単独堆肥の製造

神奈川総合研究所、1996

https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2030550056.pdf

河川地形改変に伴う氾濫原環境の再生手法に関する研究

自然共生研究センター

https://www.pwri.go.jp/jpn/results/report/report-project/2015/pdf/pro-8-5.pdf

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jcsproc/228/0/228_0_178/_article/-char/ja/
https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2030550056.pdf
https://www.pwri.go.jp/jpn/results/report/report-project/2015/pdf/pro-8-5.pdf


文字の色と記憶効率の関係性

神奈川県立厚木高等学校

2年　B組　10班（　β　）

１．背景

　学習において暗記は必須とも言える作業だが,部活動・委員会活動など学習以外にも時間を費やさな

ければいけない厚高生は多い。少しでも学習における記憶の効率を上げるにはどうすればよいか,という

観点から誰でも気軽に実践できる文字の色について研究することにした。

２．目的

　英単語や漢字など記憶の効率が重視される学習において,どのような色を文字色に利用すれば,より記

憶効率が上がるのか調べる。

３．仮説　

　（１）根拠となる先行研究・原理等

　　色には,脳に影響して様々なホルモンを出させる働きがある。

　　特に青色は集中力や記憶力を高めるセロトニンを分泌させる働きがある。

　（２）仮説

　　先行研究に基づき,最も記憶に残りやすい色は青色である。

４．実験【１】の方法　

　（１）実験材料

　　　実験【1】　使用機器：クロームブック31台
　　     　　　　　対象：厚木高校2年生30人
　　　

　（２）手順

　　　実験【1】　①黒色,赤色,青色,緑色の各色で,5桁の数字がランダムに書かれたスライドを作　　　　　　

　　　  成する。

　　　　　　　　　※数字の作成は乱数メーカーで行う。(http://mpnets.net/rand/)　

②被験者30名を集めクロームブックを配布する。

　　　　　　　　　  クロームブックは学校のものを使用する。

　　　　　　　　　

　　　　　　　　  ③それぞれのクロームブックの画面から対象者までの距離を約50cmとし,各画　　　　　　　

　　  面にグーグルミートを使用して用意したスライドのうちから一色を3秒間表　　　　　　　　　  示する。

　　　　

　　　　　　　　  ④ ③から1日後,②で集めた30名と同じ各名に前日に覚えた数字をグーグル　　　　　　　　

　　　  フォームに入力してもらう

⑤ ②から④を四色各２回ずつ行う。

http://mpnets.net/rand/


５．実験【1】の結果

　実験【1】1周目の結果

　 図1:黒色での回答　　　　　　　　　　　　　　　　　　図2:赤色での回答

　　 　
図3:緑色での回答　　　　　　　　　　　　　　　　　 図4:青色での回答

　実験【1】2周目の結果

図5:黒色での回答　　　　　　　　　　　　　　　　　　図6:赤色での回答

図7:緑色での回答　　　　　　　　　　　　　　　　　　図8:青色での回答



表1:実験【1】での正答率のまとめ

６．実験【1】の考察　
　結果としては黒色が最も高い正答率となっているが,どの色が記憶に良いかという性向が断言できな
い。前後2回の関連性については,「1回目で正答率が比較的高かった黒色,赤色が2回目では正答率が
減少しており,1回目で正答率が低かった緑色,青色は2回目では正答率が増加している。」ということがい
える。

７．実験【2】の方法
　　(1)実験材料　実験【2】　使用したもの：英単語10語とその意味が書かれた紙

　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　覚えた単語を書く解答用紙

　　　     　　　　　　　　　  対象：厚木高校2年B組の生徒25人

　 (2)手順 実験【2】①英検1級レベルの英単語とその日本語訳を10個ずつ印刷した紙を黒     　

　　　　　　　　　　　　　色,赤色,青色の各色でそれぞれ作成する。

　                                               ※英単語は英語アプリ「mikan」から抜粋

　　　　　　　　　　　　　② ①で作成した紙を使い3分で暗記してもらい,直後に2分間でテスト　　　　　　　　

　　　　　　を行う。

８．実験【2】の結果

　

　　図9:実験【2】の結果を表す箱ひげ図



このデータをTukey-Kramer法を用いて検定すると,黒色と青色の間に有意差が認められた。

黒色と青色以外の各色間には有意差が認められなかった。

9．実験【2】考察
　黒色より青色のほうが記憶に残りやすいといえる。しかし,黒色と青色以外の組み合わせでは,記憶の残

りやすさにそれぞれ差は認められない。

10.結論
　以上のことから,記憶効率に文字の色は関係ない。

11．参考文献　
〈暗記に効果のある色とは〉

https://f.osaka-kyoiku.ac.jp/tennoji-j/wp-content/uploads/sites/4/2020/09/43-06.pdf



植物由来の油吸着材の作成

神奈川県立厚木高等学校

2年　B組　11班（　β　）

１．背景

食器などに付いた油を直接シンクに流すことを防ぎ,環境汚染を防ぎたい.

２．目的

処分される予定の雑草や枝から油吸着材を作成する.

植物の種類や混合する組み合わせによる吸水量,吸油量,油の吸着効率,強度を実験により調べる.

３．仮説　

　（１）根拠となる先行研究・原理等

吸着材を作成した時に,繊維間の隙間が大きくなるほど液体の吸着量は大きくなる.和紙は洋紙と比較す

ると繊維間に多くの隙間があるため,液体の吸着に優れている.

木材は春から秋にかけて成長した部分が比較的気孔性に富んでいて,主にこの部分が水を吸収する.

また,植物の種類によって気孔性には差がある.

　（２）仮説

吸着材を形成した際に繊維同士の隙間が大きくなる構造をしているほど液体の吸着量が大きくなる.

葉に比べて枝の繊維のほうが硬いため,枝を使用した吸着材のほうが強度が高くなる.

４．方法　

　（１）実験材料

網状脈葉(シラカシ,ヤブツバキ,ノブドウ,ウメ) 網状脈枝(シラカシ) 平行脈葉,枝(ササ,ヒメシャガ,ツユクサ,

エノコログサ) 植物油 水 重曹 すりこぎ 網 新聞紙 ペットボトル ジップロック ミキサー 洗濯糊 包丁 鍋 電

子天秤 まな板 ラップ ドライヤー 塩素系漂白剤 双眼実体顕微鏡　

　（２）手順

実験1　植物の種類による吸水量,吸油量の違いを調べる.

1.吸着材の作成

網状脈枝を使用した場合の手順

1)網状脈枝97.2 gを圧力釜で蒸し,その後樹皮を剥がす.

2)樹皮をミキサーで細かくする.

3)9.09 ％重曹溶液で30分煮る.

4)4.96 ％漂白剤に2時間浸ける.

5)ラップに包み,すりこぎや包丁で叩き,繊維をほぐす.

6)洗濯糊を適量加え,よく混ぜたのち平らに伸ばして網の上で乾燥させる.

7)作ったものを3.5 cm×11 cmに切る.

網状脈葉 平行脈葉 平行脈枝を使用した場合の手順

1)網状脈葉90.0 g,平行脈葉50.3 g,平行脈枝62.8 gをミキサーで細かくする.

2)平行脈枝を圧力釜で蒸し,樹皮を剥がす.

3)上記のものを9.09 ％重曹溶液で30分煮る.

4)4.96 ％漂白剤溶液に2時間浸ける.

5)ラップに包み木槌で叩き,その後包丁でさらに叩き繊維をほぐす.

6)洗濯糊を適量加え,よく混ぜたのち平らに伸ばして網の上で乾燥させる.



7)作ったものを3.5 cm×11 cmに切る.

2.吸着量の測定

1)ビーカーに油,水100 mlを4つずつ入れ,全体の質量を測定する.

2)吸着材をクリップで支柱に固定し10分間液体に浸ける.

3)ビーカーから吸着材を取り出し,残った液体の質量を測定する.

4)上記の質量の差を計算し,吸着量とする.

図1 吸着の実験の様子(左から網状脈枝,網状脈葉,平行脈枝,平行脈葉,手前が水,奥が油)　　　

実験2 植物の組み合わせによる吸水量,吸油量の違いを調べる.

1.吸着材の作成

1)実験1と同様の方法により,網状脈葉,網状脈枝,平行脈葉,平行脈枝の繊維を用意する.

2)実験1で最も油の吸着効率の良かった網状脈枝をベースに,網状脈枝とその他の繊維をそれぞれ

1:3,2:2,3:1,の質量比で混合する.

3)網状脈枝のみの吸着材を作成する.

4)洗濯糊を適量加え,よく混ぜたのち平らに伸ばして網の上で乾燥させる.

5)作ったものを5 cm×2.5 cmに切る.

2.吸着量の測定

1)ビーカーに油,水100 mlを入れ,全体の質量を測定する.

2)吸着材をクリップで支柱に固定し10分間液体に浸ける.

3)ビーカーから吸着材を取り出し,残った液体の質量を測定する.

4)上記の質量の差を計算し,吸着量とする.

図2 吸着量の実験の様子(手前から網状脈枝:平行脈葉,網状脈枝:平行脈枝,網状脈枝:網状脈葉,左か

ら混合比率1:3,2:2,3:1)

実験3

1)双眼実体顕微鏡を用いて実験2で作成した各吸着材の構造を観察する.

　



５．結果

実験1
図3より、網状脈枝で作られた吸着材の油のの吸着量が比較的多く,また実験中に崩れることもなく強度

にも優れていた.

図4より,網状脈枝から作られた吸着材が最も油の吸着効率が良かった.

図3 水と油の吸着量の平均値のグラフ　　　　　　　　　　 図4 水と油の吸着量の平均値の比のグラフ

実験2
図5より,網状脈枝と網状脈葉を3:1の比率で混合した吸着材の油の吸着量が最も多く,さらに水の吸着量

に対して油の吸着効率も最も優れていた.

図5 水と油の吸着量の比のグラフ

実験3
油の吸着効率が優れていた順に並べると以下のようになる.



図16 各吸着材を観察した様子をまとめた図(網状脈枝,葉は網枝,網葉,平行脈枝,葉は平枝,平葉と略し

て記載している)

６．考察　

実験1
網状脈枝の繊維はその他の繊維と比べて比較的大きく,繊維同士の隙間が大きくなったため,表面積が

増え,液体の吸着量が多くなったと考えられる.

網状脈,平行脈ともに,葉で作成した吸着材は枝で作成した場合に比べて繊維が絡みにくく崩れやす

かったため,実用化には適していないと考えられる.

参考文献8より,樹皮には疎水性のスベリンが多く含まれているため,網状脈枝の油の吸着効率が高く

なったのだと考えられる.

網状脈枝の繊維は比較的大きく硬かったため,強度には優れていたが形状変化に弱かった.そのため,

網状脈枝の繊維をさらに細かくしつつ,柔軟性に優れていた平行脈の繊維を組み合わせることで,形状

変化に強い吸着材を作ることができると考えられる.

実験2　実験3
網状脈枝で作った吸着材の繊維の隙間に葉の繊維が入ったことにより,さらに繊維同士の隙間が増え,

液体の吸着量が増えたと考えられる.

また,平行脈は網状脈に比べて非常に繊維が細かく密着していたので,網状脈葉を混合した吸着材が最

も繊維同士の隙間が増え,吸着量が増えたと考える.

　　

７．結論

網状脈枝と網状脈葉を3:1の比率で混合した吸着材の油の吸着効率が最も優れている.

網状脈枝の吸着材と平行脈枝の吸着材はどちらも強度に優れていたが,平行脈枝の吸着材のほうが柔

軟性に富んでいた.

８．参考文献　

1 吸水木材の燃焼に及ぼす影響

https://www.jstage.jst.go.jp/article/oubutsu1932/11/2/11_2_84/_pdf
2 鳥取県産業技術センター研究報告 高吸油性、高吸水性を有する因州和紙あぶらとり紙の開発

https://tiit.or.jp/userfiles/file/05_2010(1).pdf

https://www.jstage.jst.go.jp/article/oubutsu1932/11/2/11_2_84/_pdf
https://tiit.or.jp/userfiles/file/05_2010(1).pdf


3 校地で観察できる植物一覧

https://www.sendai-c.ed.jp/~yosinari-el/index.yosi/totoro/totoro.html
4 樹木の見分け方(サクラ)

https://www.jugemusha.com/jumoku-mw-sakura.htm
5 葉から調べる校庭の樹木 １ 校庭でよく見かける針葉樹の葉

http://digirika.el.tym.ed.jp/wp-content/uploads/2014/01/1-3-13_2_hakarashiraberu_koutei_jumoku.pdf
6【連載】学校の樹木トップ20 第1位 サクラ｜林将之/Masayuki Hayashi
https://note.com/whatree/n/nec将之59c838ac0a
7 雑草で紙作り

https://museum.bunmori.tokushima.jp/ogawa/kami/kami01.htm
8 クチンとスベリンのポリエステル

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9780470015902.a0001920.pub3
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