
次世代の太陽電池
〜低コストで効率的！色素増感太陽電池～

背景

実験1
1.  二酸化チタン6g,酢酸9mLペーストを作成

2. 縦5cm,横3cmのITO導電性ガラスに塗布

3. 電気炉にて400°Cで60分焼き付ける

4. 食用色素の溶液に8時間浸す

5. やすりで削ったステンレス板を鉛筆で塗る

6. ヨウ素溶液を3滴落としガラスをのせる

7.  電流計と電圧計を適切に接続する

8. 電池を穴1つあけた箱の中に入れる

9. スマホの懐中電灯機能の光を穴から当てて測定

実験2 | FTO導電性ガラス使用

実験1の手順で縦5cm,横2cmのFTO導電性ガラスに

変更し色素吸着時間を6時間に変更。

実験3 | ポリエチレングリコール使用

受験1の手順で二酸化チタン2g

,酢酸1ml,ポリエチレングリコ

ール4mlに変更し色素吸着時間

を4時間に変更。

実験1
・電流計と電圧計の針の振れは確認できなかった。

→ペーストが色素吸着の際にはがれてしまい、うま

く層を作れなかったからだと考えられる。

実験2

・色素未吸着の時は先行研究と逆向きに40μAの電

流が流れた。電圧計の針の振れは確認できなかった。

→ペーストがヨウ素液に触れてはがれたことのほか

に予期せぬ電気経路が成立していたと考えられる。

・色素吸着させた時は先行研究と同じ向きに2μAの

電流が流れた。電圧計の針の振れは確認できなかっ
た。

→ペーストが色素吸着の際にはがれてしまったが、

抵抗値の低いFTO導電性ガラスに変更したからだと

考えられる。

実験3
・色素吸着させた時は先行研究と同じ向きに2μAの
電流が流れた。電圧計の針の振れは確認できなかっ
た。
→ペーストははがれなかったが電池の構造が成立し

ていなかったか食用色素の余計な成分が電子の移動

を阻害したからだと考えられる。

・色素吸着させた時ガラスとステンレス版をずらす

と瞬間的に電流計の針が振り切れそうになった。

→瞬間的に電池の構造が成立して本来の大きさの電

流が生じたと考えられる。

・色素未吸着の時は先行研究と逆向きに1μAの電流

が流れた。電圧計の針の振れは確認できなかった。

結論

参考文献

色素増感太陽電池とは
色素増感太陽電池は、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

着させて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。シリコンの太陽電池より安価だ

が、発電効率の悪さが

課題である。

色の性質

黒色に近いほど吸収可

能な可視光の波長の範

囲が広い。

仮説

方法

使用する色素を混合させ黒色に近づければ発電効率
が良くなるのではないか。

結果及び考察

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。

構造色とは１｜テクノシナジー

http://www.techno-synergy.co.jp/opt_lectures/about_SColor01.html

色素増感太陽電池の研究 -ＳＳＨ・探究ＮＥＷＳ

https://www.osaka-c.ed.jp/blog/ikuno/ssh-news/2012/02/15-132520.html

色素増感太陽電池を作ろう！

https://www.mirai-kougaku.jp/laboratory/pages/121031.php# 
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人気楽曲と政治の関係

背景

(1)実験材料
JOYSOUNDが集計している年ごとのヒット曲ラン
キング・BPMデータベースで調べた曲ごとのBPM

・(図1)日本の消費者物価指数・過去の日本で流行
した感染症のデータ
図1

(2)手順
スプレッドシート上での検定・グラフでの比較をす
る。今回f検定を使用したが全て分散が異なってい
たためt検定で比較を行った。

BPMの平均値は図の数字順に138.8、117.3、
113.8でありあまり差はないが分散の仕方を見
ると差が見て取れた。t検定の結果は、基準年
に対し2つの年は有意差が認められた。
図5 図6

図7

この3つは、2002、2009が感染症が日本で流行した年
で、2005は感染症が流行していない年としてデータを
取った年である。順にBPM平均値は、114.7、132.4、
122.9であった。
2022年のデータとも合わせて見てみると、感染症流行
という点で同じ3つの中で約24の差がある。分散の仕
方も2002では100以下のものが多いのに対して2009年
と2022年では少ないのがわかる。そして感染症が流行
した3つの年と感染症が流行していない年とのデータ
に明確な差が見受けられなかった。t検定の結果は、
2002年と2005年では有意差が認められたが、2009年
では有意差が認められなかった。
これらの要素で比較をした結果、日本では物価の高

騰及び感染症の流行と音楽の関係性はないものである
と考えられた。これは日本国内のことのみで比較、検
定を行った結果であるが、アメリカといったような海
外で同様に比較等を行ったときに同様に音楽と経済と
の関係性はないという結果が得られると考える。

結論

参考文献

音楽と経済状況などの社会情勢が相互に影響を
及ぼすことがあるのか、もし及ぼすのならばそ
こから社会状況の予測が立てられるのではない
か。

仮説

方法

社会情勢が同様な年では基準年と近いBPMの結

果が得られる。逆と言える年では低い、または
高いデータが得られる。

結果及び考察

日本の音楽と物価高騰、つまり経済と感染症の
流行とに直接的な関係はない。

https://www.billboard-japan.com/charts/detail?a=hot100_year&year=2022

ビルボードチャート国内TOP20 2022
https://bpm-database.tokyo/

BPMデータベース
https://www.sound-cafe.jp/search/year-list

ジョイサウンド年代別カラオケランキング
https://ecodb.net/exec/trans_country.php?type=WEO&d=PCPI&c1=JP&s=&e

日本の消費者物価指数の推移ｰ世界のネタ帳
https://www.seirogan.co.jp/fun/infection-control/infection/pandemic.html

健康情報局ｰ人を脅かす感染症のパンデミック
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図2 図3

この3つのグラフは2022年
の物価高騰の度合いと近似
した年2つのヒット曲
TOP20のBPMの分散のグラ
フである。

https://www.billboard-japan.com/charts/detail?a=hot100_year&year=2022
https://bpm-database.tokyo/
https://www.sound-cafe.jp/search/year-list
https://ecodb.net/exec/trans_country.php?type=WEO&d=PCPI&c1=JP&s=&e
https://www.seirogan.co.jp/fun/infection-control/infection/pandemic.html


海藻を用いた可分解容器の作成

背景

【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、乾燥させたオオバコの葉をミルで粉
砕する。

②つなぎにゼラチン水(ゼラチン:お湯=1:20)を用いる。
(a)ゼラチン水16.0gとオオバコの葉1.50g(乾燥重量)

③(a)を乾燥機で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が作れるか調べる
①海藻の汚れを洗い流す。
②水につけ､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つなぎに寒天水(寒天:お湯=1:50)を用いる。
＊寒天→原材料テングサ
(b)寒天水15.0gと海藻1.00g(乾燥重量)

③つなぎにアガー水(アガー:お湯=1:50)を用いる。
＊アガー→原材料スギノリ、ツノマタ
(c)アガー水15.0gと海藻1.00g(乾燥重量)

④(b)、(c)を自然乾燥させる。

【実験3】海藻の煮汁で容器が作れるか調べる
(寒天がテングサを煮濾した煮汁で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む。
②煮込んだ後の煮汁を布やフィルターで漉す。
③熱を取るために冷蔵庫で冷やす。

【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。
②①を塩素系漂白剤(※)に4時間つけて漂白する。
③②をシャーレに入れ、寒天水を流し入れる。
④乾燥機:90℃で容器の内側外側を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のそれぞれで脱色したと
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

結果
【予備実験】
容器を作成することができた。

【実験1】
海藻や水に変化なし。ぬめりなし。

【実験2】
(b)は自立し、硬さ有り。
(c)は自立しなかった。
両方とも海藻の臭い有り。

【実験3】
煮汁は固まらず、粘性なし。

【実験4】
指で叩くと音がするくらい硬かった。
容器が水を吸収した。
おもりは32.8gまで耐えた。
海藻の臭いなし。

考察
【実験1】
今回使用した海藻はつなぎとして使えないため、他のつ
なぎとなるものが必要だと考えた。

【実験2】
つなぎにはアガーより寒天が適していると考えた。乾燥
機の利用でより実験の効率がよくなると判断した。

【実験3】
今回の海藻の煮汁にはものを固める力がなく、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】
乾燥時の容器は強度もあったが、水の吸収が速いため、
乾燥したものの容器として使う事ができると考えた。

結論

参考文献

プラスチックのポイ捨てにより、動物がプラスチックを
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。

仮説

方法

漂着している海藻を利用し､可分解容器を作ることがで
きれば、環境問題の解決につながるのではないか。

結果及び考察

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が見込める｡

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

厚木高校75期2‐G12班の実験ポスター
https://3b677cc9-084a-45a0-874e-a40431020d57.filesusr.com/ugd/3d64ce_8a8695ef3f184ebd8c64095601b8c74a.pdf

DELISH KITCHEN アガーと寒天とゼラチンの違い
https://delishkitchen.tv/articles/523
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生物

図3 (a)

図4 4時間後

図5 (b) 図6 (c)

図7 煮汁

図8 サンプル

図9 破れたサンプル

図1 塩素系漂白使用 図2 エタノール使用

https://news.yahoo.co.jp/articles/9a496023cc8d3c1c77f27d2a703492003417c75e
https://3b677cc9-084a-45a0-874e-a40431020d57.filesusr.com/ugd/3d64ce_8a8695ef3f184ebd8c64095601b8c74a.pdf
https://delishkitchen.tv/articles/523


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。

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。)

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,常に35.3%になるように

水と食器用洗剤の量を調整し,下図のように実験する。

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,下図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。

v=終端速度,g=重力加速度,ρs=ビー玉の密度,ρ=水の密度,d=

ビー玉の直径,μ=水の粘度

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

シャボン玉の粘度と濃度による耐久力の関係

背景

結果

シャボン玉液の最適な比率を見つける実験

実験結果は下の図のようになった。

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

実験結果は下の図のようになった。

シャボン玉液の粘度を求める実験

実験結果は下の図のようになった。

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。

結論

参考文献

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。

仮説

方法

水：食器用洗剤：洗濯のり＝200g:20g:100gが最適な比

率となる

結果及び考察

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。

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/
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x(g) 6 7 8 9 10

大きさ(m) 0.35 0.59 0.51 0.23 0.31

x(g) 1 2 3 4 5

大きさ(m) 0.26 0.20 0.37 0.46 0.52

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

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

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

背景

実験1.2 (実験2はBGMありのみ実施)

実験3

※アンケートは実験1.3ではテストに関して、実
験2では普段の勉強環境に関して行った

被験者
実験1.2⇒厚木高校2年生(女子20名 男子20名)
実験3 ⇒戸室小学校の生徒
(静か:女子7名 男子19名
音あり:女子7名 男子19名)

厚木高校職員(女性3名 男性9名)

【結果1】
・性別と環境の間に交互作用は認められない
・アンケート

【考察1】
・男子は一点集中型のために集中できなかった

【結果2】
・音のある環境では男女間に有意差あり
・アンケート

【考察2】
・男性は一点集中型のために集中できなかった
・男性に比べ女性の方が音のある環境下の勉強
に慣れている。

【結果3】
・小学生→どちらの環境も男女に有意差はなし
・大人→どちらの環境も男女に有意差はなし

【考察3】
・小学生に勉強習慣はまだなく男女で環境への
慣れに差がない

・大人は各自で行ったことと被験者が少なかっ
ために正しく検定が出来なかった

結論

参考文献

音読は小学校から教育活動にかかさず存在する。
また女子は騒がしい所で集中できるが男子は集
中するのが苦手という意見が出た。これらから、
音読における環境と性別の関係を調べ、教育現
場での言語習得の効率化に役立てる。

仮説

方法

環境の変化で受ける影響は男女で異なる
音のある環境→女性の方が音読の効果がある

結果及び考察

環境と性別の間に相互作用はない。
高校生は音のある環境下で女性の方が音読の効果が
高いが、一般化はできなかった。

「記憶力がいいのは男女どっち？」https://www.galu-himeji.jp/blog/2191

「男女の脳の違いを知らないと損するかも？」https://futaba-tax.co.jp/staffblog

使用した音：【都会の音】改札口付近の話し声や足音雑音

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=bdM-lsM3Bfk

使用した統計ソフト：JavaScript-STAR-C-faclty-

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

一斉に音読(BGMあ
り)

各環境をそれぞれ検定

音源と問題を配
布（各自で行

う）

アンケート

回収

被験者を一人ずつ教室に呼び出す

音読(BGMあり)

アンケート

二要因の分散分析

テスト回答

音読(BGMなし)

音読(BGMなし)

テスト回答

テスト回答

大人小学生

● 1.気にならなかった ● 2.あまり気にならなかった
● 3.少し気になった ● 4.とても気になった

いつからその勉強環境か勉強環境

男子の方が音が
気になる傾向が
ある

https://www.galu-himeji.jp/blog/2191
https://futaba-tax.co.jp/staffblog/%E7%94%B7%E5%A5%B3%E3%81%AE%E8%84%B3%E3%81%AE%E9%81%95%E3%81%84%E3%82%92%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%A8%E6%90%8D%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%8B%E3%82%82%EF%BC%9F/
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Raspberry PiとOpenCVを用いた顔認識
機能の応用

背景
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情報

問題点

解決策

コロナ禍の中で社会の様々な場面で省人
化やデジタル化による効率性の向上が見
られる。私達が過ごす学校内でも効率化
が図れる部分があるのではないかと考え、
顔認証とLINEを組み合わせた出席確認シ
ステムの構築を目指した。

①顔写真の精度を上げる
→写真を撮る際にopenCVを使用し、顔
として認識しているもののみ採用した。

②写真の量を5枚から20枚に増やす

③openCVからopenCV contribにする
（windowsで予め動作確認を行った。）

結果と結論と考察

①②→精度の向上には繋がらなかっ
た。
③→Raspberry Piとの相性が悪く、
取り込むことができなかった。

このことからRaspberry Pi上でシス
テムの大枠を作ることはできたが、
精度の向上は図れなかった。

windowsなどでは精度を向上できる
と思われる。

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)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

3)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

4)OpenCVを使って誰の顔なのかを推定する
https://qiita.com/hitomatagi/items/8f2f37646179aca68649

使用機材

・Python

・LINE Notify

・openCV

・Raspberry Pi

方法

①クラス内の協力者の顔写真を収集
②顔写真をOpen CVに学習させ写真をデ
ータとして保存

③カメラで認識している顔と学習済のデ
ータを照合

④一致した場合、画面に表示がされると
ともにLINEに通知が送られる

▲稼働中のRaspberry Pi



植物はどのぐらい土壌流出を防げるのか

背景

≪肥料作り≫

納豆水、生ごみ、発酵茶の茶殻、何も手を加え

ていない土、水を不織布製のバックに入れて約

1か月置いておく。

適宜かき混ぜる。

入れた生ごみが原型をとどめていないぐらい分

解されたら、堆肥として使用する。

≪実験≫

中庭に植物を入れたペットボトル、メスシリン
ダー、脚立、ホースを用意し、メスシリンダー
に水が50mm入るまで脚立の上からホースで水
をかけ続ける。

≪植物と土の組み合わせ≫

1.ひげ根植物＆肥料ありの土
2.ひげ根植物＆肥料なしの土
3.   主側植物 ＆肥料ありの土
4.   主側植物 ＆肥料なしの土
5.土のみ

図1 ひげ根と土のみ 図２主側根と土のみ
の土壌の流出量 の土壌の流出量
≪結果≫
T検定 有意水準５％
1~4は認められず、5,6は認められた
土壌流出量比較すると、
1.ひげ根 堆肥有 ＝ 堆肥無
2.主側根 堆肥有 ＝ 堆肥無
3.堆肥有 主側根 ＝ 堆肥有 ひげ根
4.堆肥無 主側根 ＝ 堆肥無 ひげ根
5.ひげ根 ＜ 土のみ
6.主側根 ＜ 土のみ
≪考察≫
・ひげ根と主根側根→有意差がない

土壌の表面からの流出が大部分を占めていたと
考えられる。プランター型のとき、深く根を張
ることよりも土壌の表面に根を張ることが有効
ではないか。
・堆肥→有意差がない

発酵は問題なく行われていた。植物を植えてか
ら実験するまでの時間が短すぎたことが1つの要
因ではないか。
・植物を植えたもの＜土のみ

さらに土壌流出を抑えるために、植物を植える
密度を上げる。そのために、新たに植物が正常
に成長できる密度を調べる実験が別で必要であ
る。

結論

参考文献

近年、日本の自然災害の発生件数は異常気象等
の影響などから年々増加傾向にある。且つ日本
は植生の豊かな環境であるた
め、それらの植物を利用する
ことで、被害を軽減できるの
ではないかと考えた。

仮説

方法

T検定 片側検定
1.ひげ根 堆肥有が無 より
2.主側根 堆肥有が無 より
3.堆肥有 主側根がひげ根 より
4.堆肥無 主側根がひげ根 より
5.ひげ根 が 土のみ より
6.主側根 が 土のみ より

帰無仮説 土壌の流出量に、差がない
対立仮説 土壌の流出量が、少ない

結果及び考察

ひげ根と主根側根では土壌流出量に差はない。堆
肥が植物の土壌流出量に対する効果は認められい。
植物を植えることで土壌流出を減らすことができ
る。

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,1996https://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
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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://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2030550056.pdf
https://www.pwri.go.jp/jpn/results/report/report-project/2015/pdf/pro-8-5.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

背景

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。

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、各画面に用意した
スライドのうちから一色を3秒間表示する。な
お、覚えるよう対象者に喚起する。

④③から1日後、②で集めた30名と同じ各名に
前日の数字5つを覚えているかを確認するグー
グルフォームを回答してもらう。

⑤②,③,④を最初に集めた30人と同じ30人で各
色で繰り返す。

実験②
①英検一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。

②①で作成した紙を使い3分間で暗記してもら
い、直後に2分間でテストを行う。

実験①
・結果

表1  2周分の結果を示した表

・考察
黒色が最も高い正答率となったが、どの色が記憶に良

いかという性向は断言できない。
1周目で正答率の高かった色が2周目で正答率が下がり、

その逆も言えるが結果を左右するほどの法則ではない。

実験②
・結果

図1  実験②の結果を示した箱ひげ図
Tukey-Kremar法を用いた検定では、黒色と青色の間に

のみ有意差が認められた。

・考察
検定では有意差が認められたものの、最初に行った黒

色の実験を行う際に説明が足りておらず、それぞれの色
で条件が全く同じではなかったことから、有意差とはい
えない差が出たと考える。

結論

参考文献

学習において暗記は必須ともいえるものだが、
部活動・委員会活動などで忙しい厚高生は多い

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。

仮説

方法

先行研究より、最も記憶に残りやすい色は、
青色である。

結果及び考察

記憶効率に文字の色は関係ない

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

背景

結論

参考文献

廃棄される植物を使用して油吸着材を作成する
ことで、タンカー事故による海洋汚染や工場の
排出油を環境にやさしく処理できると考えた。
また食器などについた油の処理を改善したい。

仮説

方法

繊維同士の隙間が大きく気孔性に富んだ構造を
もつ植物を利用すると油分の吸収量が大きくな
る。2）
強度を高めるためには枝を配合すると良い。

結果及び考察

網状脈枝:網状脈葉 3:1 で混合した吸着材の油の吸
着効率が最も優れている。
平行脈枝の吸着材が強度、柔軟性に富んでいる。

1)吸収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)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

B-β-11

化学

網状脈枝を圧力釜で蒸し、
樹皮を剥がす。

網状脈枝の樹皮、葉、平
行脈枝、葉をミキサーで
細かくし、9.09％重曹溶
液で30分煮たのち、
4.76％漂白剤溶液に2時
間浸ける。

繊維を包丁で叩き細かく
し、洗濯糊を加え乾かし、
3.5×11cm²の紙状の吸着
材を作成した。

実験⓪吸着材の作成

実験①吸着量の測定 1

実験①吸着量の測定 1

結果①

実験②吸着量の測定 2

結果②
網状脈枝:網状脈葉3:1の

吸着材が一番油の吸着
量が多かった。

考察①
結果①より、網状脈枝の
吸着材が一番油の吸着量
が多かった。

その理由として、樹皮に
は疎水性のスベリンが多
く含まれていることが考
えられる。

考察②③
網状脈枝で作った試料は
繊維が大きく、表面積が
大きいため、吸着量が大
きくなった。

しかし、繊維は大きかっ
たが面状だったため、そ
の隙間に葉の繊維が入る
ことでさらに吸着量が増
えたといえる。

実験②吸着量の測定 2

100mlの油、水を単一試

料の吸着剤にそれぞれ吸
着させ、質量変化から吸
着量を求めた。

実験③双眼実態顕微鏡で観察

網状脈枝の樹皮と他の
3種類の試料を
1:3,1:1,3:1の割合で混

合した吸着材を作り、
①と同様の方法で吸着
量を求めた。

実験③双眼実体顕微鏡で観察

結果③

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