
良い投球と球速、球種の割合の関係

背景

NPBセ・パ両リーグの先発投手400人の投球成績を

用いた。

【球速に関する研究】

球速が140 km/h以上の投球と140 km/h未満の投球

がそれぞれ何球あるかを調べる。

良い投球はクオリティ・スタート(6 回以上を投げか

つ自責点3以内に抑えた場合)を満たしている投球、そ

うでない投球は満たしていない投球を指すことにした。

それぞれ全投球を1としてどのくらいの割合がある

のかを計算し、良い投球、そうでない投球それぞれ

T検定を使って、差があるかどうかを調べた。有意

差は0.05で検定した。

【変化球に関する研究】

直球、横方向(スライダー、シュート、ツーシーム

等)、カーブ系(カーブ、ドロップカーブ等)シンカー

系(シンカー、スクリュー等)、落下系(フォーク、チ

ェンジアップ等)の球種がそれぞれ全投球において

どのくらい投球してるかを調べる。

良い投球はクオリティ・スタート(6 回以上を投げか

つ自責点3以内に抑えた場合)を満たしている投球、そ

うでない投球は満たしていない投球を指すことにした。

各球種で全投球を1としてどのくらいの割合があるの

かを計算し、良い投球、そうでない投球それぞれT

検定を使って、差があるかどうかを調べた。有意差

は0.05で検定した。

【結果】

【球速に関する研究】

有意差0.05でT検定をおこなったところ、p値が

0.175で有意差を上回ったので良い投球とそうでな

い投球に差はないことがわかる。

【変化球に関する研究】

有意差0.05でT検定をおこなったところ、p値は直球

は0.274、横方向は0.359、カーブ系は0.694、シン

カー系は0.694、落下系は0.276ですべての球種にお

いて0.05を上回ったので差はないとわかる。

【考察】

全ての投手が同じイニング投げるわけではなく、ま

たシーズン終盤では疲労などもあり、良い投球をし

ていても6 回投げ切れず、そうでない投球にカテゴ

ライズされることもある。また、チームの守備力や

球場の関係もあり、公平なデータが取れなかったの

で、あまり差をつけることができなかったのではな

いかと考える。

結論

参考文献

佐々木朗希が完全試合した際、ほとんどの球種

が直球で、球速重視のピッチングだったので、

良い投球をするときに球速と変化球の割合は関

係があるのかどうかどうか気になったから。

仮説

方法

良い投球をするには球速は関係ある。また、直
球以外の球種が多いほうが良い投球ができる。

結果及び考察

良い投球と悪い投球において球数における速球と遅

い球の割合は関係ない。

また、変化球の割合も特にピッチングに影響しない。

佐々木朗希の完全試合「伝説の105球」を振り返る

https://sports.yahoo.co.jp/official/detail/202204120062-spnaviow
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図1 球速と変化球別の有意差の値

https://sports.yahoo.co.jp/official/detail/202204120062-spnaviow


鎌倉幕府成立の
歴史的,地理的な視点からの考察

背景

(1)実地調査の結果や、地図、論文(大学の論
文、インターネット等)、史料などを集める
(2)それらを自分たちで再検証、考察する

〇京都に幕府を開くメリット
・政治,経済,文化の中心地である
・交通の便がいい
・海上交通が可能
・平家残党,朝廷の監視が可能

なぜ京都にしなかったのか？？？

→保元・平治の乱、度重なる飢饉によって
京都は荒廃していた

(京都考古資料館より)

源頼朝はこの荒廃した京都を
嫌がったのではないか？

結論

参考文献

定説では、鎌倉幕府が鎌倉に開かれた理由は

「防御に適した土地だから」,「源氏ゆかりの土地

だから」などと言われている

しかし我々はこれらに疑問を持ち、他にも要因が

あるのではないかと考えた

そこで、鎌倉幕府成立の新しい説を提唱したいと思

った

目的

方法

源頼朝はなぜ鎌倉に
鎌倉幕府を開いたのかを考察する

考察

戦乱や飢饉で荒廃した京都を嫌がり,昔からの勢力

範囲でなかった西国を嫌がった結果

東国で,源氏ゆかりの土地で防御にも適した鎌倉が

選ばれたのではないかと考えられる

https://minobu.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_downlo

ad&item_id=3

48&item_no=1&attribute_id=22&file_no=1

鎌倉幕府成立論(長又高夫 著)
https://kwansei.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_downl

oad&item_id=

13562&item_no=1&attribute_id=20&file_no=1

鎌倉幕府と武士社会の研究(岩田慎平 著)
https://ir.library.osaka-u.ac.jp/repo/ouka/all/81958/31633_Abstract.pdf

鎌倉幕府をめぐる歴史意識の研究(田邊 旬 著）
http://www.tamagawa.ac.jp/㻿I㻿E㼀㼁
/kyouken/kamakura/sagami2/index.html

幕府を創った相模の武士たち(玉川学園・玉川大学 協同 多賀歴史研究所)
https://www.nhk.or.jp/radio/magazine/article/radiru-lab/X6sXy㻾
_Bnw.html NHK特別企画 ～「鎌倉の地理学」なぜ鎌倉に幕府を開いた
の？～ より
http://www.tamagawa.ac.jp/㻿I㻿E㼀㼁
/kyouken/kamakura/michi/index.html

鎌倉時代に発展した海の道や街道の話 (玉川学園・玉川大学 協同 多賀歴
史研究所)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/proge1993/4/0/4_0_175/_pdf

古都鎌倉の史跡環境（山口晴幸 著）
http://jlc.jst.go.jp/DN/JALC/00355304105?from=Google

鎌倉時代の成立時期に就て（水戸部正男 著）
https://minobu.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_downlo

ad&item_id=3

48&item_no=1&attribute_id=22&file_no=1 (身延山大学 リポジトリ)

「鎌倉考古学の基礎的研究」 河野眞知郎・著
「我が国における総人口の長期的推移」 総務省
「頼朝の天下草創」 山本幸司・著
「武士の世に」 入間田宣夫・著
「院政と平氏、鎌倉政権」 上横手雅敬/元木泰雄/勝山清次・著

C-α-02
その他

先行研究

①鎌倉は南側が相模湾、北、西、東側が山に囲ま
れているため、防御に適している。
(学校教育情報資料センターより)
②京都は貴族中心の政治をおこなっており、仕組み
やしきたりが多いため、新しい政治を始めようとして
いた頼朝は嫌がった。
（学校教育情報資料センターより）
③関東には頼朝に味方してくれる武士が多かった。
（玉川大学・玉川学園協同
多賀歴史研究所 多賀譲治より）

〇鎌倉に幕府を開くメリット
・守備がしやすい
・源氏ゆかりの土地である
・海上から貿易ができる
・砂鉄が採れる(工業の発展)

〇鎌倉に幕府を開くデメリット
・平野が少ない
→人口が増加しない
・政治,経済,文化の中心地である

京都からとても離れている



コーヒー豆の多孔質を用いた消臭剤

背景

(1)実験材料

・容積約32Lの発泡スチロール製容器 ・スルメイカ

・コーヒーパック ・約3cm四方のプラスチックのカップ

(2)手順

1.事前に決めた量だけコーヒーパックからコーヒー豆の粉末

を量り取り,プラスチックのカップに入れる。使用済みのものを

用いる場合は,事前に水で抽出されたものを用意する。

2.スルメイカを容器に入れて密封し,5分間放置して容器内に

臭気が充満するのを待つ。

3.蓋を開け,容器内にスルメイカの臭いが充満したかを班員

の嗅覚を使い確認する。

4.1.で用意したプラスチックのカップを入れて密封し,5分間放

置する。

5.蓋を開け,スルメイカの臭いがどの程度になったかを班員

の嗅覚を使い確認し,5段階で評価する。(弱1-強5)

「未使用のもの」,「使用済みで湿ったままのもの」,「使用済み

を乾燥させたもの」の3種類のコーヒーかすを用い,それぞれ

合計1.0 gか2.0 g,容器の中心に全量を置くか両端に半分ずつ

置くかを変えて4回ずつ実験を行った。手順3.での臭いの評価

を5として,手順5.での評価をまとめたものが以下の表である。

比較のため方法4.で何も入れずに実験を行ったところ,臭いの

評価は4になった。未使用の合計1.0 gのコーヒーかすを箱の

両端に置いたものが一番消臭効果があった。

また,使用済みの二つを比較す

ると,2.0 gではほとんど差がなく,

1.0 gでは湿っている方が消臭

効果があった。設置場所による

結果の違いには,共通する傾向

は見られなかった。

ネットに出回っている「コーヒーかすには強い消臭効果があ

る」という俗説の真偽を確かめたいと思ったから。

仮説

方法

コーヒーかすには消臭能力があり,消臭剤として利用できる。

結果

C-β-03

物理

先行研究

多孔質:表面に無数の小さな穴がある構造。表面積が大きく,臭

いの原因物質を吸着することができる。コーヒーかすにもこの

構造があり,その消臭効果は活性炭5倍と言われている。

ほとんどの実験で,何も入れずに行った実験の結果よりも数値

が低くなったため,コーヒーかすには消臭効果があると考えられ

る。コーヒーかすの量が一定量を超えると数値が低くなりづら

かったのは,コーヒーの芳香が強くなり,元の匂いに加えコーヒ

ーの香りもするためだと考えられる。今回の実験では,コーヒー

かすの設置場所による消臭効果の違いは判断できなかった。

これは,容器の大きさが充分でなく,コーヒーかすを容器の中心

に置くか両端に置くかで差ができづらかったためと考える。

考察

合計
1.0g

合計
2.0g

中心に全量 2 3

両端に半分ずつ 3 3

合計
1.0g

合計
2.0g

中心に全量 4 3

両端に半分ずつ 4 3

合計
1.0g

合計
2.0g

中心に全量 3 2

両端に半分ずつ 1 2

表3:使用済みを乾燥させたもの

表1:未使用のもの

表2:使用済みで湿ったままのもの

結論

コーヒーかすには消臭能力があることが分かったため,俗説

は正しかったと言える。また,コーヒーかすの消臭効果を最大

限に生かせる適切な量がある。

参考文献

においと消臭
https://www.jstage.jst.go.jp/article/clothingresearch/54/1/54_25/_pdf/-char/ja
コーヒー抽出後の「かす」が脱臭剤・消臭剤に！？ とってもエコな再利用術
https://hollys-corp.jp/about_coffee/20191030914/
コーヒー抽出かすの脱臭効果がすごい！教えて、コーヒーアカデミー！
https://mystyle.ucc.co.jp/magazine/a_13950/

図1:手順2.の様子 図2:手順4.の一例の様子

予備実験

手順4.でどの程度放置するべきかが定まっていなかった為,

最初にコーヒーかすを1.0g入れて放置する時間を変える実験

を行った。その結果、コーヒーかすの条件を変えて評価を比

較するには5分が適当だという結論が得られた。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/clothingresearch/54/1/54_25/_pdf/-char/ja
https://hollys-corp.jp/about_coffee/20191030914/
https://mystyle.ucc.co.jp/magazine/a_13950/


納豆菌の死滅に関する温度とpHの関係

背景

〈実験材料〉(実験1回あたり)

・ペプトン0.5g       ・塩酸

・酵母エキス0.25g       ・水酸化ナトリウム

・ブドウ糖0.5g       ・納豆10粒

・酢酸ナトリウム0.5g       ・純水50ml

〈手順〉

1.試験管10本に納豆を1粒ずつ入れる。

2.実験材料に記載している赤い点の材料を混ぜて液体培

地を作り、10本の納豆の入った試験管に2.5 mlずつ培地

を入れる。

3.2で作った培地に塩酸(1mol)、水酸化ナトリウム水溶液

(1mol)を下の図1、図2のように適量を加え、10本の試験

管がそれぞれpH1～pH10になるようにする。

4.それぞれの培地を120℃で3分間加熱し、加熱後すぐに

アルミホイルで試験管に蓋をする。

5.30℃のインキュベーターに数日放置して納豆菌が増え

ているか調べる。

6.納豆菌が死滅していなかった温度とpHのところにプロ

ットを打つ。

上記の方法と同じ手順で110℃の場合、100℃の場合のよ

うに10℃間隔で繰り返し実験を行う。常温の場合と同じ

結果が出た場合、その温度より5℃高い温度で実験を行

い変化がなければそれより低い温度は結果が変わらない

ものとみなし、実験を終了する。

実験の結果、右の図3の

ような結果になった。縦軸

がpHで横軸が温度で納豆菌

が死滅しなかったところに

プロットを打っている。

70℃より高い温度では高ければ高いほど死滅しないpHの

範囲が小さくなっていった。しかし、65度と常温と違い

はなかった。

また、左上の写真のように、死滅するかしないかだけで

なく、繁殖のしやすさにも差がでた。温度は90℃で、pH

は左から7、8、9、10の順に並んでいる。右上の写真は

培地に発生した白い物質を顕微鏡で拡大したもので、白

い物質は納豆菌であることが分かった。また、培地を捨

てる際にも納豆菌特有の糸が引いていたので、そこから

も納豆菌であることが確認できた。

以上の結果から納豆菌の死滅において温度とpHを同時に

用いることでより低い温度でより中性に近いpHで死滅さ

せることが出来ることが分かった。また、左上の写真か

らも分かるように死滅するかしないかだけでなく、菌の

繁殖のしやすさにも関係することが分かった。

結論

参考文献

三人が興味を持つ共通の話題から納豆菌を調べることに
なり、納豆菌は生存力がとても強く厳しい環境下でも生
き延びることができるという研究から、どうしたら死滅
するのか興味がわいたから。

仮説

方法

温度とpHを組み合わせることによって、死滅する温度よ

り常温に近い温度かつより中性に近い値で死滅させるこ

とができる。

結果及び考察

温度とpHを組み合わせることで、納豆菌を死滅温度より

常温に近い温度かつより中性に近いpHで死滅させること

が出来た。

｢納豆菌とは｣

https://kawashima-ya.jp/?tid=37&mode=f18

｢納豆研究所①納豆のいいとこQ&A編」https://coop-

sateto.jp/special/natto_labo/

｢納豆菌｣

http://www.toresabi.info/toresabi/gclick.php?gp=tomiryo215

｢納豆のネバネバの正体とは？｣ https://www.tokai-

ema.com/natto.html

C-α-04

生物

https://kawashima-ya.jp/?tid=37&mode=f18
https://coop-sateto.jp/special/natto_labo/
https://coop-sateto.jp/special/natto_labo/
http://www.toresabi.info/toresabi/gclick.php?gp=tomiryo215
https://www.tokai-ema.com/natto.html
https://www.tokai-ema.com/natto.html


スライダクランク機構を用いた発電方法
の研究

6番大上史温 30番中谷旺友 35番藤代航希 36番堀井智也

背景

＜装置の説明＞
1.木の板を押すことにより、アルミパイプ

１を通っているバネが縮み、上下運動が起
こる
2.アルミパイプ２によってつなげられてい

る２枚の木の板のうち、内側の木の板が回
転する
3.スライダクランク機構が働き、装置の上
下運動が手回し発電機の回転運動に変わる

＜実験方法＞
1.機構を上から３０回手で押して動かす
2.電流計と電圧計の値の変化を撮影し、発
電量の平均を調べる
3.装置を改良して１、２を繰り返す

結果
電圧と電流は表のようになった(8回目以降省略)。

一回転で起こる電力の平均は0,039Wだった。

この実験ではアルミパイプと板の間に働く摩

擦力が大きく、スムーズに作動しなかった。そ
のため、摩擦を減らすためにアルミパイプを通
す穴を8mmから10mmに広げて同じ実験を行っ
た。

電圧と電流は表のようになった(8回目以降省略)。

一回転で起こる電力の平均は0,061Wだった。

考察
・穴を広げたことで機構がスムーズに動くよう
になった。
・摩擦で奪われるエネルギーが減った。
・装置の可動域が広くなった。
→1回転でおこる電力が増えた。

結論

参考文献

スライダクランク機構とは上下運動を回転運動
に変換する装置である。踏むこと（上下運動）
によって発電をするシステムとして発電床とい
うものがある。しかし、
発電床は発電効率が悪く
原価も高いため実用化には
至っていない。

仮説

方法

スライダクランク機構を用いて発電することは
可能であり、装置を改良することで発電量を増
加させることができる。

結果及び考察

スライダクランク機構を用いて発電することは可能
であり、装置の改良によって発電量を増加させるこ
とができた。

ロボジョイくらぶ (robojoy-club.com)

電気の子ヨンのくらしと電気、大たんけん!|四国電力
発電床 - Wikipedia 手回し発電機発電量 LEDの使い方
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物理

1 2 3 4 5 6 7

電圧(V) 0,8 0,8 1,0 0,9 1,0 1,1 1,1

電流
(×10^-2A)

3,1 3,5 2,7 3,0 3,1 3,3 3,5

1 2 3 4 5 6 7

電圧(V) 1,3 1,5 1,6 1,6 2,3 2,1 1,5

電流
(×10^-2A)

4,2 4,7 4,0 3,0 4,6 4,3 3,4

手回し

アルミパイプ1

アルミパイプ２

木の板

ばね



効率の良い暗記方法の検討

背景

◎実験1
・調査対象
厚木高校76期生（参加に同意した人）を
無作為に等分しグループA、Bに分ける。

・調査方法 グーグルフォームを用いて暗記、
及びテストを行う。
・調査材料 ポーランド語12単語を覚えてもらう。
グループA

3日間12単語を見せる。
グループB

1日目4単語、2日目、
1日目の4単語に加えて4単語見せる。
3日目、12単語を見せる。
4日目に単語テスト5問に回答してもらう。

◎実験2
・調査対象、調査方法ともに実験1と同様。
実験1終了一週間後、
実験1と異なる単語を用いたテストを行う。

◎実験3
・調査対象 厚木高校76期生2年C組
出席番号１~20、21~39の2グループに分ける。
前半をA後半をBとする。

・調査方法
グループAには2枚の画像(図1,2)を2日間見せ、
グループBは各画像の半分を1日目に、
2日目に全て見せ各グループに部位に応じた名称

を覚えてもらう。
3日目に画像1枚につき5問計10問のテストを行う。

結論

参考文献

限られた時間の中で英単語を覚えるのが

大変だと感じていたため、

効率の良い暗記方法を知りたくなったから。

仮説

方法

ヒンディーメソッドが最も効率よい暗記方法である。

結果及び考察

暗記方法の違いに記憶の定着度は関係しない

記憶の保持率と時間の関係から考える効果的な復習法https://f.osaka-kyoiku.ac.jp/tennoji-j/wp-

content/uploads/sites/4/2021/04/45-11.pdf

.【勉強法】「R15指定」の究極の記憶術https://note.com/forestpub/n/n4ea08b443a833

基本のポーランド単語100https://www.pinhok.com/ja/kb/porando-go/242/kihon-no-porando-tan-go-100/4

C-β-06

教育

図1 図2

〈考察〉
暗記方法の違いによる記憶の定着度の差は
実験を通して現れることはなかった。

有意水準 0.05

P値 0.0512

有意差なし

有意水準 0.05

P値 0.0997

有意差なし

有意水準 0.05

P値 0.127

有意差なし

https://f.osaka-kyoiku.ac.jp/tennoji-j/wp-content/uploads/sites/4/2021/04/45-11.pdf
https://f.osaka-kyoiku.ac.jp/tennoji-j/wp-content/uploads/sites/4/2021/04/45-11.pdf
https://note.com/forestpub/n/n4ea08b443a83
https://www.pinhok.com/ja/kb/porando-go/242/kihon-no-porando-tan-go-100/


重ねた紙に働く摩擦力の一般式
の簡略化

背景

以下、紙の組を(n,n+1)(nは自然数)として表記する。

(実験装置の組み立て)

椅子を6個用意し、椅子の上に椅子を乗せる。同様

のものをもう一組作る。次に、パイプを用意し、こ

れの両端を前述の椅子を重ねたものの上に置く。ま

た、プラスチックハンガーを6個ずつスズランテー

プで固定する。

(コピー用紙の用意)

コピー用紙を520枚用意し、短い方の辺の上端にパ

ンチで穴を開ける。

(6,7),(9,10),(12,13),(14,15),(17,18),(19,20)で、それ

ぞれ3個作って、それぞれプラスチックハンガーに

スズランテープを穴に通すことで固定する。ハンガ

ーと逆側を下端とし、下端から200 mmの位置で2

つを重ね合わせる。各実験で、紙の厚みによる差が

出ないよう、紙の枚数が全体で49枚になるように重

ねた紙の外側に紙を重ねる。重ねた紙は、2本の輪

ゴムで留める。

(実験)

重ねた紙を固定したハンガーをパイプに架け、下に

バケツを取り付ける。バケツにホースからの水を貯

めていく。最終的に耐えきれなくなってバケツがハ

ンガー、下側の紙と共に落下したところで水の供給

を止める。その後、ハンガー、バケツ、水の重さを

量る。これを4回繰り返す。他の枚数の組でも同様

に実験を行う。

バケツを取り付ける。バケツにホースからの水を貯め

ていく。最終的に耐えきれなくなってバケツがハンガ

ー、下側の紙と共に落下したところで水の供給を止め

る。その後、ハンガー、バケツ、水の重さを量る。こ

れを3回繰り返す。他の枚数の組でも同様に実験を行

う。

グラフから、耐久荷重は紙の枚数の1.66乗に比例する

と分かる。ここで言う耐久荷重とは、摩擦力によるも

のである。結果から得られる一般式はyを耐久荷重(N)、

xを紙の枚数(枚)として、

y=x1.66

と表される。ただし、この式は今回のコピー用紙と輪

ゴム2本を用いた時だけに適用できる。

決定係数は曲線グラフの場合0.962、直線グラフの場

合0.921であり、曲線グラフが適している。

耐久荷重は紙の枚数の2乗に近い数値に比例する関係

にある。

求められる一般式は

y=xt (t≒2) である。

結論

参考文献

紙を重ねた際に働く摩擦力については、その大きさ、

理解の容易さから、簡単な実験として取り扱われる

ことがしばしばある。先行研究に記述のある、紙に

働く摩擦力を求める一般式において、動摩擦係数と

静止摩擦係数の混在に疑念を抱き,重ねた紙に働く

摩擦力の大きさの特異性と利用の新規性から、この

研究を行うことにした。

仮説

方法

紙の最大静止摩擦力の大きさをF、枚数をx,質量
をm、静止摩擦係数をμ₀、動摩擦係数をμ、重力
加速度をgとすると、F=x(x-1)μmg+μ₀mgという関
係式が成り立ち、特定の紙に特有の,質量m、静止
摩擦係数μ０、動摩擦係数μは定数化され、Fはxの
二次関数で表すことができると仮説を立てた。

結果及び考察

・福岡県立鞍手高校理数科「重ねた紙による力の考察」
http://kurate.fku.ed.jp/html/wp-

content/uploads/2020/03/2314838a183b3c9596c25fbd3d1e2cbf.pdf

・全国物理コンテスト物理チャレンジ！物理チャレンジ 2015 紙の摩擦
係数の測定
http://www.jpho.jp/2015/2015-1st-chall-exp-report/1530028.pdf

・TOKAIネットワーククラブ みんなの実験室5. ――摩擦の力は接着
剤？――

http://www2.tokai.or.jp/seed/seed/minna5.htm

C-α-07

物理

http://kurate.fku.ed.jp/html/wp-content/uploads/2020/03/2314838a183b3c9596c25fbd3d1e2cbf.pdf
http://kurate.fku.ed.jp/html/wp-content/uploads/2020/03/2314838a183b3c9596c25fbd3d1e2cbf.pdf
http://kurate.fku.ed.jp/html/wp-content/uploads/2020/03/2314838a183b3c9596c25fbd3d1e2cbf.pdf
http://kurate.fku.ed.jp/html/wp-content/uploads/2020/03/2314838a183b3c9596c25fbd3d1e2cbf.pdf
http://www.jpho.jp/2015/2015-1st-chall-exp-report/1530028.pdf
http://www2.tokai.or.jp/seed/seed/minna5.htm


予備調査の結果を使用し、同様の対象と方法で
アンケートを実施し、4パターンの商品名を比較する。
〈アンケート内容〉
購入する場合、どれを購入したいか、以下の4つから
選択
・サクサクからあげ（オノマトペ１つ）
・サクサクじゅわじゅわからあげ（オノマトペ２つ）
・揚げたてからあげ（非オノマトペ１つ）
・揚げたてジューシーからあげ（非オノマトペ２つ）

〈考察〉
・揚げたてジューシーからあげ（非オノマトペ２つ）
が最も多く選ばれた。
→カイ二乗検定の結果
サクサクからあげ（オノマトペ１つ） 有意差あり
揚げたてからあげ（非オノマトペ１つ）有意差あり
サクサクじゅわじゅわからあげ（オノマトペ２つ）

有意差なし
検定の結果より語数が購買意欲に与える
影響は見られたが、オノマトペが購買意欲に
与える影響は見られなかった

商品名と購買意欲の関係

背景

本研究において
・扱う商品
・その商品に付けて比較に使う商品名を
決めるため、神奈川県立厚木高校76期生を
対象にGoogle Classroomでアンケートを実施
〈アンケート内容〉
「カレーパン」「肉まん」「唐揚げ」
「メロン」「みかん」「えび」「かに」の

7つのそれぞれの商品について、
⑴直近半年間において購入する際、商品名を
意識しているか

⑵商品に対するイメージとして最も適する言葉を
オノマトペ・非オノマトペに分けて選択する

結論

参考文献

仮説

方法と結果①予備調査

・商品名が長ければ長いほど単語の数が増え、
カクテルパーティー効果が起こりやすい
・オノマトペが商品名に多く使われている
→オノマトペを使用し、より語数が多い商品が最も
購買意欲を上げると考える

方法と結果②本調査及び考察

本研究において次のことが明らかになった
・語数の多い商品が語数の少ない商品より売れる。
・オノマトペの効果については明確な効果はない
<今後の課題>
・購買意欲を最も上げる適切な語数の追究
・調査対象拡大および調査の正確性の向上

C-β-8

心理

・近年、コンビニやスーパーで長い名前の
商品が販売されている
・商品名にオノマトペが多く使われている
→商品名の長さやオノマトペが消費者の購買
意欲にどのように影響するのか興味をもった。

○消費者心理…消費者が商品の購入を検討する
際に、決定に影響を及ぼす心理的要因

○カクテルパーティー効果…準顕在層（ニーズは
あるが商品を知らないまたは購入を検討していない
ユーザー層）にはたらく消費者心理。自分に関係・興

味
がある情報は耳に入りやすい。

先行研究

https://docs.google.com/forms/d/1jmssYLK7hN
RbUI4ro7C2X9GD9xzBwJSX-
Xf8Z5mFroI/edit?usp=sharingヴェリタスアン

ケート 予備調査
https://docs.google.com/forms/d/1rJWOhE
w7wb_NMmAakOwiZe0X0p4jFi25nlJhLr-
ntmM/edit?usp=drivesdkヴェリタスアンケ

ート 本調査
https://liskul.com/wm_consumer-
8475WEBマーケティングに消費者心理を～
購買意欲をそそる15の秘訣～

図1 からあげに対するイメージ内訳
（非オノマトペ）

図2 からあげに対するイメージ内訳
（オノマトペ）

図3 本調査結果内訳

このからあげに対するイメージとして、最も
近い選択肢を一つ回答してください。

このからあげに対するイメージとして、最
も近い選択肢を一つ回答してください。

あなたが唐揚げを購入するとしたら、どの唐揚げを購入したいですか。ひとつだけ
選んでください。

https://carabao.co.jp/blog/funnel/
https://www.pen-kanagawa.ed.jp/atsugi-h/tokushoku/documents/2i.pdf
https://www.pen-kanagawa.ed.jp/atsugi-h/tokushoku/documents/2i.pdf
https://www.kochi-tech.ac.jp/library/ron/pdf/2019/03/15/a1200426.pdf
https://www.kochi-tech.ac.jp/library/ron/pdf/2019/03/15/a1200426.pdf
https://www.kochi-tech.ac.jp/library/ron/pdf/2019/03/15/a1200426.pdf
https://www.kisnet.or.jp/nappa/software/star/freq/chisq_1xj.htm
https://www.kisnet.or.jp/nappa/software/star/freq/chisq_1xj.htm
https://docs.google.com/forms/d/1jmssYLK7hNRbUI4ro7C2X9GD9xzBwJSX-Xf8Z5mFroI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1jmssYLK7hNRbUI4ro7C2X9GD9xzBwJSX-Xf8Z5mFroI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1jmssYLK7hNRbUI4ro7C2X9GD9xzBwJSX-Xf8Z5mFroI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1rJWOhEw7wb_NMmAakOwiZe0X0p4jFi25nlJhLr-ntmM/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/forms/d/1rJWOhEw7wb_NMmAakOwiZe0X0p4jFi25nlJhLr-ntmM/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/forms/d/1rJWOhEw7wb_NMmAakOwiZe0X0p4jFi25nlJhLr-ntmM/edit?usp=drivesdk
https://liskul.com/wm_consumer-8475
https://liskul.com/wm_consumer-8475


デンプンの老化作用を利用したマニキュアの開発

《参考文献》
小麦粉のはなし|極める|木下製粉株式会社
https://www.flour.co.jp/knowledge/flour/
特性,用途等でん粉の種類 粒 径 特 性 用 途 馬鈴しょでん粉 15~100μ 他
https://www.maff.go.jp/j/seisan/tokusan/imo/pdf/9_2.pdf
キャベツに存在する一新アミラーゼについて 春日井 愛子(大阪女子大学)
農化 第43巻 第10号 p,720~724 (1969) 
https://www.jstage.jst.go.jp/article/nogeikagaku1924/43/10/43_10_720/_pdf/-
char/ja
食品にカビが生えた!カビの種類と特徴,対策について | 食品品質保持剤 | 
FREUND Knowledge Ocean 
https://www.freund.co.jp/knowledge/article/detail20220202162251.html

C-β-09

生物

《背景》
環境や人体に優しいヴィーガンネイルから発想し、身近な
ものを使ってそれを再現できないかと考えた。

《仮説》
仮説1.
図2のようにデンプンには糊化と老化という性質がある。β

デンプンはデンプンが硬くなった状態をいい、含まれるア
ミロースが多いほど老化しやすい。よって表1をふまえ、ア
ミロース比率が最も高い小麦粉デンプンを老化させること
によってマニキュアを再現できると仮説を立てる。

《考察》
・アミロースが多いほど老化作用が強くなるため、ひび割
れや凹凸の原因になる。
・粒の大きさによりなめらかさが変わる。

仮説2.
ムラサキキャベツはアントシアニンという色素を含有し、その
pHによって変色する。その性質を活かすことで着色が可能
であると仮説を立てる。
そのほか、色素を含む粉末を加えることで着色が可能であ
ると仮説を立てる。

表2: 小麦粉,米粉,タピオカ粉の粒の直径の大きさ

《結論》
完成品の製作手順
1.タピオカ粉10gに熱湯100mlを加える
2.さらに食酢一滴を加え混ぜる
3.作製したでんぷんのりをネイルチップに塗り、冷蔵庫に一
日置く
4.さらに常温で一日放置する

防水性能を強化するためにハンドクリームなどを塗るとさら
に良い

図1

《実験》
【実験1】:粉末の種類と量の決定
1.小麦粉,米粉,タピオカ粉(以下粉末)を質量を変えてそれ
ぞれビーカーの中に入れ,100 mlの沸騰した水を注ぎガラ
ス棒でかき混ぜて溶かす。
2.それぞれのビーカーに食酢を1滴加える。
3.製作した試料をネイルチップに塗り,冷蔵庫で保管。
【実験2】:【実験1】で製作したデンプン糊を着色する。
・ムラサキキャベツ
1.ちぎったムラサキキャベツを煮立て,色素を抽出する。
2.抽出した液体を100 mlずつビーカーA.Bに入れる。
3.ビーカーAには食酢を多量に加え,Bには何も加えない。
4.それぞれのビーカーに粉末を加え,【実験1】と同様にデン
プン糊をつくる。
・チョーク,赤ビートパウダー,クチナシパウダー,炭パウダー
1.チョークをすり鉢ですり潰し,粉末に加える。その他パウダ
ーはそのまま粉末に加える。
2.【実験1】と同様にしてデンプン糊をつくる。
・茶葉
1.鍋に水500 mlを入れて沸騰させ,茶葉を加えて色素を抽
出する。
2.色素を抽出した液体100 mlをビーカーに入れ【実験1】と
同様に食酢,粉末に加えデンプン糊をつくる。

粒の大きさ 150μ 140μ  17~20μ

小麦粉 米粉 タピオカ粉

アミロース比率 27~29% 16~23% 17%

小麦粉 米粉 タピオカ粉

表1 ：小麦粉、米粉、タピオカ粉のデンプンのアミロース比率

https://www.jstage.jst.go.jp/article/nogeikagaku1924/43/10/43_10_720/_pdf/-char/ja
https://www.jstage.jst.go.jp/article/nogeikagaku1924/43/10/43_10_720/_pdf/-char/ja


BPMが体感速度に与える影響

背景

●実験材料
ストップウォッチ/有線イヤホン/メトロノームアプ
リ

●手順
①. 有線イヤホンをつけ、何も聞いていない状
態で被験者に30秒測ってもらう。
②. メトロノームのBPMを45に設定し、再度
計測する。
③. メトロノームのBPMを130に設定し、再度
計測する。
※①~③のそれぞれの実験の間に30秒のイン
ターバルをとる。
④. ①と②、①と③の差を出し,T検定を行う。
※①~③を被験者に別日にもう一度計測しても
らう。
⑤. 心理的作用の有無があるか調査するため、
アンケート調査を行った。

●アンケートの質問内容
[1]. 無音のときに比べ、BPM130のとき、30秒
の体感時間はどうだったか。⇒グラフ2

[2]. [1]で”はやく感じた”と答えた人のみ回答。
心の中で30秒経過してからストップウォッチ
を止めたか。(調節をしていないか) ⇒グラフ3

[3]. 無音のときに比べ、BPM45のとき、30秒
の体感時間はどうだったか。⇒グラフ4

[4]. [3]で”おそく感じた”と答えた人のみ回答し
てください。心の中で30秒を数え切ったか。
(調節をしていないか。) ⇒グラフ5

●BPM45の秒差＝BPM45の秒数ー無音状態の秒数
●BPM130の秒差＝BPM130の秒数ー無音状態の秒数

無音状態とそれぞれのBPMの差の平均を求める。⇒グラフ1

))

結論

参考文献

音楽を聴いている時に気分が高揚したり、しっと

りとした曲を聴くと寂寥感があったりなど、音楽

が心理変化に影響を与える事とテンポに関連があ

るか気になったため。

仮説

方法

・BPM45(遅いテンポ)を聞いた時は体感速度が何

も聞いていない時よりも遅くなる。

・BPM130(速いテンポ)を聞いた時は体感速度が何

も聞いていない時よりも速くなる。

結果及び考察

BPMの違いで体感速度に数値的な違いはない。しかし、ア
ンケートの集計結果からBPMの違いで体感速度に心理面で
違いを及ぼすことが分かった。

環境音のリズムが体感速度に与える影響
https://www.ieice.org/tokyo/gakusei/activity/kenkyuu-happyoukai/happyou-

ronbun/23/pdf/142.pdf

音楽聴取が作業効率に与える影響

https://www.jstage.jst.go.jp/article/pacjpa/73/0/73_1EV071/_pdf/-char/ja

BPMのテンポの違いが体感速度に与える影響

https://www.jcss.gr.jp/meetings/jcss2010/pdf/JCSS2010_P3-47.pdf

C-β-10

心理

●有意水準5.0%でT検定⇒有意差は認められなかった。

●8割近くの被験者の体感速度が変化している。
●過半数の被験者が調節をしている。

グラフ2 グラフ3

グラフ1 表1(データ）

グラフ4
グラフ5

https://www.ieice.org/tokyo/gakusei/activity/kenkyuu-happyoukai/happyou-ronbun/23/pdf/142.pdf
https://www.ieice.org/tokyo/gakusei/activity/kenkyuu-happyoukai/happyou-ronbun/23/pdf/142.pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/pacjpa/73/0/73_1EV071/_pdf/-char/ja
https://www.jcss.gr.jp/meetings/jcss2010/pdf/JCSS2010_P3-47.pdf


精油の抗生物質の代替品としての
有用性の検討

現在「薬剤耐性菌の出現」が問題視されていることを受け、
本研究では薬剤耐性菌が発現しない抗生物質に注目した。
そこで植物が元より保持している抗菌作用が鍵となった。

植物から採取できる精油は抗菌効果を示すことが一般的に知ら
れている。精油は百種以上の成分から構成されているため微生
物がそれらすべてに耐性を示すことは極めて困難であり、薬剤
耐性菌の影響を受けにくい。このことから、本研究では精油の
抗菌効果について取り上げるに至った。

C-α-11

生物

背景

◦タイムレッド精油は抗生物質アンピシリンより強い抗菌
効果を持つ。

◦アンピシリンは合成ペニシリンの一種で、天然のペニシ
リンと同様の作用機序で抗菌効果を発揮する。

タイムレッド精油と同種であるタイム精油は、コ
ロニーを阻止した面積で比較したときにペニシリ
ンと同等以上の抗菌効果がある

【材料】

培養培地：ポテトデキストロース寒天培地（以下PDA培地）

オートクレーブで滅菌し平板培地を作成した。

納豆 ：市販の納豆

ペニシリン：市販のペニシリン−ストレプトマイシン溶液

※なお実験操作はすべてクリーンベンチ内で行い、手洗い、

使用器具を消毒した上で実施した。

仮説

実験方法

【実験手順】

1. 納豆1粒 (タカノフーズ株式会社おかめ納豆) と滅菌水5 mL

を試験管で懸濁させた。

1. 懸濁液を1000倍に希釈した。

2. 1000倍希釈懸濁液200 μLをPDA培地に塗布した。

3. タイム（Thymus）750 gから水蒸気蒸留法で精油3.3 mLを抽

出した。

4. ろ紙（直径8 mm）にタイム精油（原液）10 μLを

染み込ませ、PDA培地の中心においた。
※正の対照実験としてペニシリンを染み込ませたろ紙、負の対照実験として

何も染み込ませていないろ紙でも同様の操作を行った。

1. 30℃で48時間培養した。

2. コロニーが発生した面積を測定し、比較した。
※面積測定にはソフトウェアImageJを使用

今回は納豆菌に対する抗菌効果のみの検証だったので、汎

用性を確かめるため、他の菌に対する抗菌効果も検証して

いきたい。

また、精油はリラックス効果や香り付けの用途で知られて

いる。それに加え抗菌効果も主流になるよう抗菌製品に応

用されることを期待する。

現時点では抗生物質の代替品としての有用性が認められる

ような値は得られなかったので、タイム精油内の抗菌効果

をもつ成分の特定を行い、更に抗菌効果が高い天然由来の

抗生物質の生成のため研究を進めていきたい。

結果

考察

今後の展望

参考文献
1)芋川浩、実用化に向けた精油の殺菌抗菌効果の解析その1.タイムレッド、福岡県立大学看護学研究

紀要｛13巻｝、2016年03月31日、｛70-85ページ｝

2) ImageJ,Wayne Rasband,2020-3,閲覧日2022-11-08 https://ij.imjoy.io/

3)中西載慶ほか５人「微生物基礎」実教出版（2004）

4)東京農業大学厚木キャンパス野口先生2022-10-17

タイム精油と抗生物質ペニシリンの抗菌効果に有意差が認

められた。また、タイム精油はペニシリンの29.9％の抗菌効

果があることが確かめられた。

結論

精油と抗生物質の抗菌効果の比較をし、抗生物質の代替品
としての有用性を調べる

目的

タイム精油はペニシリンの29.9 ％の抗菌効果をもつことがわか

った。抗生物質の代替品として用いるには有用性が低い値がで

た理由・今後の展望として以下の2点が考えられる。

①タイム精油の成分中の一部しか抗菌効果を持っていない

→クロマトグラフィーによる抗菌効果を持つ成分の特定

②精油が培地に行き渡らなかった

→あらかじめ培地全体に精油を塗布し、その上から納豆菌を

塗布する

また、タイム精油とペニシリン、タイム精油と純水の抗菌効果

の差をT検定（有意水準0.05）により検証したところ、どちらの

場合においても有意差が確認された。

https://ij.imjoy.io/


レモン汁の量を2.3 mLに変化させた時に生成できた質量
が1番多かった。これはレモン汁の量が2.3 mLの時にカゼ
インが等電点沈殿を起こしたことが考えられる。

＜生成の効率化＞

カゼインを用いた生分解性プラスチック
生成の効率化と製品化の検討

背景

＜カゼインプラスチック生成方法＞
①加熱した牛乳にレモン汁を加え撹拌
②沈殿したカゼインをガーゼで濾取
③キッチンペーパーで水分を除き成形,風乾
④表面に付着した油分を拭き取る

＜生成の効率化＞
①牛乳50 mLに対し加えるレモン汁を1.5 mL,1.8 mL,

2.0 mL,2.3 mL,2.5 mL,2.8 mL,3.0 mLに変化させ生成
②質量を測定する

＜耐久性の向上＞
①マテバシイの枝木,キャベツの外皮から繊維を取り出す
②繊維を加えて下記の条件を変化させ棒状に成形
・繊維とカゼインを質量比1:4,2:3,3:2,4:1にする
・漂白の有無
③生成したカゼインプラスチックの中心に紐をかけ,

重りを吊るして折れた時点での重りの質量を測定

結論

参考文献

近年,自然環境下で分解されにくい石油由来のプラスチ
ックによる海洋汚染が国際的な問題となっている。この
問題の解決策として注目されているのが,微生物により分
解される生分解性プラスチックだ。しかし,その製造に多
額の費用がかかることや性能が石油由来のものに劣るこ
とが課題であり,世界規模での利用には至っていない。

仮説

方法

・効率よく生成できる酸(レモン汁)の量が存在する
・生成時に植物由来の繊維を用いると耐久性が向上する

効率よく生成できるレモン汁の量は存在し,本研究の場
合2.3 mLであった。また,植物由来の繊維を用いることで
耐久性を向上させることができ,本研究ではマテバシイの
枝木の繊維を用いると最も耐久性が向上した。

1)創成化学工学実験.“カゼインプラスチック”.

https://www.ichinoseki.ac.jp/che-site/sosei/hei27/hei27-01.html

2)島田秀昭,桑田康平.“生分解性プラスチックの合成および分解に関する教材研究”.2020

https://kumadai.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=3

2036&item_no=1&attribute_id=21&file_no=1

3)2018信州総文祭/智辯学園和歌山高校 -「みらいぶ」高校生サイト
https://www.milive.jp/live/18sobun/pa03/

C-α-12

化学

図2：レモン汁の量とカゼインプラスチックの質量の関係

目的
カゼインプラスチックを⽤いて,⽣分解性プラスチックが
抱える問題を改善し,製品化に近づける

多額の費⽤がかかる＝効率よく⽣成

品質が石油由来のものに劣る＝耐久性において改
善

カゼインプラスチック
牛乳の蛋白質の主成分であるカゼインを用いたプラス

チック。生分解性プラスチックとして注目されている。

＜耐久性の向上＞

①酸を加える

④固形化

図1：カゼインプラスチック生成の仕組み

H+

②塩析,沈殿

今後の展望

マテバシイの枝木やキャベツの外皮の繊維を用いると
耐久性を向上でき,マテバシイの繊維とカゼインの比率
を3:2にした時に最も耐久性を持たせる事ができた。
繊維の種類による耐久性の差は,マテバシイの枝木は
表皮を用いたため,セルロースの割合が大きかったこと
が関係していると考えられる。

最も耐久性を向上させる生分解性の繊維を見つける
とともに,耐水性等の他の性能も向上させる。
粉末状にした樹脂を用いる石油由来のプラスチック
の生成方法をカゼインプラスチックに応用すると耐久
性や他の性能は向上するのか研究する。

結果・考察

図3：繊維の種類と質量の割合による耐久性の違い
{黒線(780 g)はカゼインのみの値を示す}

③脱水,縮合,重合

https://www.ichinoseki.ac.jp/che-site/sosei/hei27/hei27-01.html
https://kumadai.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=32036&item_no=1&attribute_id=21&file_no=1
https://kumadai.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=32036&item_no=1&attribute_id=21&file_no=1
https://www.milive.jp/live/18sobun/pa03/
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