
植物由来のシリカゲルの開発

背景

籾殻からの調製

手順の確認や簡略化、得られる量の予測のため
に先行研究をなぞった。この実験を通してスス
キからの調整に役立ったことを述べておく。

理論上の水酸化ナトリウムを加えた際、突沸が
起き非常に危険であったため、温度が90℃より

上がりすぎないよう気を付けた。また、その後
生じたケイ酸ナトリウムと確実に反応させるた
め、上澄みを取り出し、実験に用いた。
ススキからの調製
籾殻からの調整では見られなかっ
たが、上澄みを取り出す際の層が
三層のようになった（図１）。そ
のうち、灰の沈殿が見られない無
色透明の層・白色沈殿の層を抽出
し塩酸と反応させたところ、無色
透明の部分を脱水中にゲルが生じ
た。そのため、ケイ酸ナトリウム
や反応前のシリカは沈殿せず、水
溶液中に溶けていると考えた。

水ガラスは本来水酸化ナトリウムを加えた際に
生成するが、今回の実験ではいずれも塩酸を加
えた際に生成が確認できた。これは水酸過ナト
リウムが余分に入っていたためであり、上澄み
を取り出したあとの塩酸で中和され生じたと考
察した。よって、水ガラスの生成とケイ酸ナト
リウムの反応は同時に起こっているだろう。

籾殻由来に比べて、原量に対してのシリカを含
む量が少なく、効率は悪いようであった。その
原因はCa等の不純物がより多く含まれている
ためだと考えられる

シリカゲルの調製

原料をガスバーナーの直火で炭にする。表面積
を大きくして燃焼効率を上げるため、炭を粉砕
し、さらに燃焼させて灰を生成する。

灰をビーカーに移し、水酸化ナトリウムを加え
て加熱し、反応させる。

SiO2+2NaOH→Na2SiO3+H2O

加熱を続け、発生したケイ酸ナトリウムを水と
反応させて水ガラスを生成する。

水ガラスから不純物を取り出すため、純水を加
えて試験管に移して数日静置し、上澄みを取り
出す。

上澄みにフェノールフタレインを加え、塩酸を
塩基性が見られなくなるまで反応させる。

Na2SiO3+2HCl→H2SiO3+2NaCl

生成した白色沈殿を加熱し、水分を蒸発させて

シリカゲルを析出させる。

性能評価

生成した物資をビーカーに入れる。試験管に水
を入れて沸騰させ、水蒸気をホースで捕集して
ビーカーに流す。

事前に測った物質の質量と比較し、質量の増加
度を水の吸収量とする。

結論

シリカゲルの原材料はSiO２を多く含む珪砂だ

が、バイオマス発電に使われるため不足傾向に
あることに加え、生成時に二酸化炭素を多く排
出する。そこで、SiO２を多く含む植物からシ

リカゲルが作れないか考えた。植物由来であれ
ば、砂不足解消と二酸化炭素削減が見込める。

仮説

方法

先行研究では籾殻からシリカゲルの生成が可能
なことから、同じイネ科であるススキからシリ
カゲルが調製できる。

結果及び考察

ススキからシリカゲルを調製できる。
ススキ灰からの効率はイネの籾殻よりも悪い。

参考文献
籾殻を用いた非晶質シリカの調製
https://www.aichi-inst.jp/mikawa-

yougyou/research/report/10ty22.pdf

シリカゲルとは？性質・製法を総まとめ！【高校化学】
http://www.jukenmemo.com/chemistry/inorganic/silica-gel
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図１三層の様子

表１ 結果



植物の不可食部を用いた防滑紙の開発

背景

実験1

1.  バナナの皮100 gを鍋に入る位の大きさに切る。

2.  鍋に1 Lの水と50 gの重曹とバナナの皮をいれ、コンロの火にか

ける。

3. 12分ほど煮たら取り出し、ミキサーに入れる。水500 ml、洗濯糊キ

ャップ1杯分を加え、強で1分間ミキサーにかける。

4. 紙漉き機に入れ、均等な厚さになるようにならす。

5. 新聞紙に挟み、重りとして2 Lの水を入れたペットボトルを乗せ、完

全に乾くまで1週間ほど乾燥させる。

6. 作成した紙を4 cm×5 cmの大きさに切る。

7. A4コピー用紙を半分の大きさに切り、一方を机に両面テープで固

定する。間に6の手順で作った紙を挟んで、上にもう一方のA4コ

ピー用紙を乗せ、机と固定したコピー用紙と両面テープで固定

する。

8. 上に100 mlの水が入ったカップを乗せ、紙にダブルクリップをつけ、

そこにばねばかりをつける。

9. 床と平行になるようにばねばかりを引き、紙が動いた瞬間の ばね

ばかりの値を読み取る。

10.水を入れたカップ、クリップ、紙、半分に切ったA4コピー用 紙の

重さをはかり、ばねばかりの値とともに F=μN に代入し て摩擦

係数を求める。

この手順を牛乳パック、枝豆の皮、落花生の殻、トウモロコシの皮で
も同様に行う。

実験2

実験1の手順をトウモロコシで行い、煮る時間を15分・20分・35分に
変え、ミキサーの時間は3分・4分・6分に変えて行う。

実験3

作成した紙をステージ上下式顕微鏡及び、双眼実体顕微鏡で観察

し、それぞれの写真を撮って比較する。

〈実験１〉
結果

図1 実験1の結果

考察

バナナは繊維が柔らかいため絡まりが強くなり表面がつるつるになっ
たことで摩擦係数が小さくなった。枝豆や落花生の殻は、繊維の硬さ
に対して煮る時間が短かったため、失敗してしまったと考えた。今回
の実験の範囲ではトウモロコシの皮が最も防滑紙の作成に適してい
た。
〈実験2〉

結果

図2 実験2の結果

考察

煮る時間よりもミキサーの時間の方が摩擦係数に影響している。35

分煮たものの摩擦係数が小さくなったのは、繊維がよくほぐれたため

紙が薄くなり真実接触面積に影響が出たと考えられる。摩擦係数が

限界値に達した可能性もあると考えられる。

〈実験3〉

結果

図3 15/3                  図4 15/4                       図5 20/3             図6 20/4

考察

目視では違いがあまり確認できなかった。煮る時間は繊維の絡みや

すさに影響し、ミキサーにかける時間は線の繊維の細かさに影響し

ていた。また、表面粗さには繊維の細さや長さが関係していると考え

られる。

結論

参考文献

植物紙を作成するという前例は多いが、その紙を応用させる実験
はほとんど見られない。
飛行機の機内食や、振動に弱いものを運ぶ際に使われている防
滑紙を、植物の不可食部から作成することができれば環境資源の節
約ができるのではないかと考えた。

仮説

方法

防滑紙の素材となる植物には強度のあるイネ科であるトウモロコシ
が適していると考えられる。繊維が細かい方が繊維同士の隙間が埋
まるので、真実接触面積が大きくなる。
また、凹凸が多いほうが接触面積が大きくなり、摩擦力も大きくなる。

結果及び考察

防滑紙の作成において、今回の実験で行った範囲ではトウモロコシ

の皮が最も適していた。

同程度の厚さの紙で比較すると、繊維は細く、短いほうが摩擦力は

大きくなる。

防滑紙宇野紙株式会社荷崩れ防止滑り止め

http://www.unopaper.com/boukatsu.html

雑草で紙作り

https://museum.bunmori.tokushima.jp/ogawa/kami/kami01.htm
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http://www.unopaper.com/boukatsu.html
https://museum.bunmori.tokushima.jp/ogawa/kami/kami01.htm


板書のテキスト化精度の向上に適

した画像の二値化処理方法の検討

背景

＜手順＞

手順1 板書の写真を撮り、再現を作る。

手順2 二値化処理を行う。

手順3 文字識別AIに識別させ、正答率をだす。

結論

参考文献

厚木高校でもデジタル化が進んでいる昨今、板書を

テキスト化できたらと考えていたところ、昨年のヴ

ェリタスに同様の趣旨の研究があったため引き継い

だ。

仮説

実験と考察

黒板とチョークの画素値に差があると考えて、黒板

の色とチョークの色は固定されているため、モード

法を用いた単純な二値化処理が最適である。

大津の二値化はノイズを表示することがある。どち
らの適応的二値化も板書には向いていない。濃度ヒ
ストグラムを用いればしきい値を簡単に決定できる
ため、手動二値化処理が最も適している。

SSH研究開発資料 | 神奈川県立厚木高等学校
https://www.pen-kanagawa.ed.jp/atsugi-h/tokushoku/documents/2a.pdf

Python-OpenCVで二値化する方法
https://monowith.com/program/opencv-threshold/
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図1 板書横書き 図2 板書縦書き 図3 しきい値150横書き

図4 しきい値150縦書き 図5 大津横書き 図6 大津縦書き

図7 ガウシアン横書き 図8 ガウシアン縦書き 図9 平均値横書き

図10 平均値縦書き 図11 板書再現横書き 図12 板書再現縦書き

図13 しきい値90横書き 図14 しきい値90横書き 図15 大津横書き

図16 大津縦書き 図17 ガウシアン横書き 図18 ガウシアン縦書き

図19 平均値横書き 図20 平均値縦書き

＜考察＞
図6で見られたノイズは主に黒板の消し残りである。図
7から図10は境界線が明確でないこと、多くのノイズ
が原因で文字化けした。

表1 AIの全図についての正答率

横書き 正答率 縦書き 正答率

図3 21.2 図4 10.6

図5 24.2 図6 ー

図7 ー 図8 ー

図9 ー 図10 ー

図13 100.0 図14 72.7

図15 100.0 図16 45.4

図17 57.5 図18 53.0

図19 63.6 図20 50.0

https://www.pen-kanagawa.ed.jp/atsugi-h/tokushoku/documents/2a.pdf
https://monowith.com/program/opencv-threshold/


消費者心理に基づいた動画広告の作成

背景

（１）実験対象

厚木高校76期、77期の全生徒

（２）手順

【1】動画広告を制作する

(A)音楽は「アップテンポ」「ハッピー」「落ち着く」の3つ

それぞれを使った動画広告を作る

(B)問題の難易度は「簡単」「普通」「難しい」の3つの難

易度の問題を掲示した動画広告を作る

(C)見出しは「ハロー効果」「バーナム効果」「シャルパン

ティエ効果」「ハード・トゥ・ゲット・テクニック」の4つそ

れぞれの効果を用いた動画広告を作る

(D)背景の色は「セピア色」「緑色」「赤色」「青色」の4つ

それぞれの色を用いた動画広告を作る

※難易度に関してはその知識を初めて履修する学年

数から決定した。

【2】制作した動画広告をGoogle Form で実験対象にアン

ケートをとる

考察
音楽については、明るい音楽が高揚感を与え、クイズゲ

ームにおいては大きな効果を発揮するとわかった。

難易度は、簡単な問題は解けた時の爽快感を感じやす

く、クイズゲームに適切だという結果となった。

見出しの効果は、厚高社会科教師の中で最も有名な先

生と思われる、谷田先生の名前を使ったハロー効果で、

良いイメージを与えることに成功した。

背景の色は、懐古感と親近感を与えるセピア色が動画

広告において人々を引きつける能力を大きくを発揮する

ことがわかった。

結論

参考文献

スマホやパソコンを使用していると、商品やゲームソフト

の動画広告をよく見ることがあるが興味をひかれるものと

ひかれないものがある。社会ではごく普通のものとして

定着している動画広告には視覚、聴覚、心理等に関す

るさまざまな技術が用いられて作られている。

仮説

方法

今回の研究では (A)音楽、(B)問題の難易度、(C)見出

しに使用する消費者心理効果、(D)背景に使用する色、

の4観点でそれぞれ比較をする。

(A)の音楽は広告を明るい雰囲気にし、視聴者を

楽しませるようなアップテンポの音源が最も人

気になると考えた。

(B)の問題の難易度は一番解きがいを感じられ

る、普通の難易度が最も人気になると考えた。

(C)の見出しは最もインパクトを与えやすく、身近

であるハロー効果を使用したものが最も人気に

なると考えた。

(D)の背景の色は先行研究にもある、懐古感、親

近感を与えやすいとされるセピア色を用いた広

告が最も人気になると考えた。

結果及び考察

動画広告ではアップテンポな音楽、掲示する問題は簡

単に、著名な人も使っていることなどを示したハロー効

果を用い、懐古感、親近感を感じさせるような色を使うこ

とが良いと分かった。

また、落ち着きを感じさせるような色や音楽は適していな

いことも分かった。

2次因子分析によるハロー効果の測定_pdf (jst.go.jp)

サウンドロゴの反復呈示とメロディ親近性が商品評価に及ぼす効果

認知心理学研究 第4巻第1号 2006年、1-13 (jst.go.jp)

広告と消費者心理単純接触効果による安心感とノスタルジア

ja (jst.go.jp)
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図1 広告の難易度に関するアンケート結果 図2 広告の音楽に関するアンケート結果

図3 広告の見出しの関するアンケート結果 図4 広告の背景の色に関するアンケート結果

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jima/56/2/56_KJ00006065071/_pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jcogpsy/4/1/4_1_1/_pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/psychono/28/1/28_KJ00005878683/_pdf/-char/ja


苔の生育環境と光合成、
消臭効果について

背景

(1)実験材料
苔(縦5cm、横5cm)、同じ量の土、プランター、
ジップロック、シャーレ8つずつ
二酸化炭素検知管、アンモニア検知管16本ずつ
GASTEC気体検知管、二酸化炭素ボンベ
アンモニア水

(2)手順
学校で採取したギンゴケを同じ大きさ(縦5cm、横
5cm)に統一して、下の表のように8つの生育環境

日光 水やり 湿度
A 〇 週１ 90％ 図１
B 〇 週１ 50％
C 〇 週２ 90％

D 〇 週２ 50％

E ✕ 週１ 90％

F ✕ 週１ 50％

G ✕ 週２ 90％

H ✕ 週２ 50％

[1]生育環境と光合成の実験
苔には二酸化炭素を吸収する能力がある。
水やりの回数は苔の生育環境と関係ない

[2]生育環境と消臭能力の実験

個体によってアンモニア吸収量の変化は見られ
なかった。

結論

参考文献

地球温暖化が問題となっている現在、それを防
止するために植物の光合成について着目した。

そのとき厚高の周りに生息しているギンゴケに
着目し、光合成を活発化させるために最も適し
た生育環境を調査した。

また苔には消臭効果があるということも聞いた
ことがあるので、消臭剤としての役割があるの
かどうかも調査した。

仮説

方法

・ギンゴケは日光が当たらない場所を好む。
・ギンゴケは湿度が高い所を好む。
・ギンゴケは水やりをあげすぎず、週2,3回程
度を好む。
→ギンゴケの生育環境に最も適している日光が
直接当たらず、湿度が高く、水やりが週2回の
条件である。

苔が最も二酸化炭素を吸収し、消臭能力がある
と考えた。

結果及び考察

光合成に関する実験

ギンゴケの生育環境に適しているのは、直接日光が

当たらず湿度が高い場所だと分かった。

←水やりの回数の関係性は見られなかった

消臭能力に関する実験

コケには消臭能力はあるが、生育環境とは関係がな

いということが分かった。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/turfgrass1972/32/supplement1/32_supplement

1_138/_article/-char/ja/蘚・苔類数種の生育と土壌環境要因
https://scholar.archive.org/work/ghi3cavpxvfxjdrmcqbuke7f3m/access/wayback/h

ttps://www.jstage.jst.go.jp/article/taiki1978/22/5/22_5_347/_pdf

ギンゴケ中の含有金属による大気汚染の評価に関する研究
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jspp/2003/0/2003_0_94/_article/-char/ja/

コケの乾燥耐性の有無と乾燥に伴う光合成系の変化の比較
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https://www.jstage.jst.go.jp/article/turfgrass1972/32/supplement1/32_supplement1_138/_article/-char/ja/
https://www.jstage.jst.go.jp/article/turfgrass1972/32/supplement1/32_supplement1_138/_article/-char/ja/
https://scholar.archive.org/work/ghi3cavpxvfxjdrmcqbuke7f3m/access/wayback/https://www.jstage.jst.go.jp/article/taiki1978/22/5/22_5_347/_pdf
https://scholar.archive.org/work/ghi3cavpxvfxjdrmcqbuke7f3m/access/wayback/https://www.jstage.jst.go.jp/article/taiki1978/22/5/22_5_347/_pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jspp/2003/0/2003_0_94/_article/-char/ja/


情報量の違いによる単純接触効果

背景

〇調査①
使用するもの：Generated photos,Google 
classroom,Google Form,cupcut
調査対象：厚木高校76期生
1, generated photosを用いて顔のサンプルを作る。サン
プルの種類は、1人分のマスクなしの顔とマスクありの顔
を3人分、1人分の6種類の顔（無表情、恐、幸、悲、驚、
うんざり）を3人分であった。
2,1で作成したサンプルで動画を作成する。動画の種類
は、マスクなしの画像を呈示する動画、マスクありの画像
を呈示する動画、多表情の画像を見せる動画、無表情
の画像を見せる動画の4種類であった。作成時のルー
ルは、「サンプルの呈示=0.5秒、インターバル=0.5秒」で
あった。このルールで、画像を10セット呈示した。
3,Google classroomを用いてアンケートを行った。
4,T検定を行い、好感度の違いを確かめた。
〇調査② 使
用するもの：家族の顔写真,Google Form,cupcut 調査
対象：厚木高校76期生、77期生
1,班員の家族の顔写真を撮影し、サンプルを作成する。
顔の種類は、マスクありの顔とマスクなしの顔を2人分、
喜怒哀楽の顔と無表情の顔を2人分であった。
2,1で作成したサンプルで動画を作成する。動画の種類
は調査①と同様であった。作成時のルールは、「サンプ
ルの呈示=0.3秒、インターバル=0.3秒」で、これを1セット
とし、このルールに従ってサンプルを10セット呈示した。
3,アンケートのQRコードを作成、掲示し、アンケートの回
答を集めた。 4,T検定を行い、好
感度の違いを確かめた。

図1 図2 図3 図4 図5 図6 図7 図8 図9 図10 図11 図12

図13     図14     図15     図16     図17     図18     図19     図20      図21     図22      図23     図24

○調査①
〈結果〉
マスクの有無による好感度の差はない。
表情の有無による好感度の差はある。
単純接触効果は見られなかった。
〈考察〉
7段階調査ではデータが散らばりにくかったため、60点
満点での採点に変更する。
サンプルが外国人で馴染みがなかったため、日本人を
実際に撮影したものをサンプルとする。
動画を最後まで見ず、写真のみを見て評価している可
能性があったため、動画に関する質問を設置し、調査の
信憑性を高める。
○調査②
〈結果〉
調査1同様、マスクの有無による好感度の差はない。
表情の有無による好感度の差はある。
単純接触効果は見られなかった。
〈考察〉
60点満点に、サンプルを日本人に、それぞれ変更したも
のの、2つの調査方法に違いは見られなかったため、採
点方式では結果に散らばりが出にくいと考える。
採点方式を変える必要がある。
動画に関する質問を設置したものの複数人でまとまって
回答していたため、効果がなかったと考える。
回答時間を設け、確実に動画を見てもらう、また、回答
時の注意事項を直接伝える必要がある

結論

参考文献

コロナ禍で、マスクを外した時の顔に対する印象が変化
することがある。その現象が単純接触効果に関係がある
のかについて調査しようと考えた。
また、マスクを着用することで表情が読み取りにくくなっ
たため、表情の量と単純接触効果の関係性も調査しよう
と考えた。

仮説

方法

マスクの有無に関しては、マスクありのほうが好感度が
高い。また、表情の有無に関しては、表情があるほうが
好感度が高い。

結果及び考察

単純接触効果によるものかは分からないが、接触時の
マスクの有無による好感度の差はなく、接触した表情の
量による好感度の差はあった。

単純接触効果（ザイオンス効果）とは？単純接触効果を活かした働き方
https://go.chatwork.com/ja/column/work_evolution/work-evolution-099.html

多面的単純接触効果 連合強度を指標として -J-Stage-
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjpsy/82/5/82_5_424/_article/-char/ja/

対応のない場合のt検定 例題・問題
https://www.geisya.or.jp/~mwm48961/statistics/ttest_question2.htm

単純接触効果と無意識 ─われわれの好意はどこから来るのか─
https://www.jstage.jst.go.jp/article/ems/1/1/1_010117/_pdf/-char/ja
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図25 図26 図27 図28 図29 図30 図31 図32 図33

図34 図35 図36 図37 図38

https://go.chatwork.com/ja/column/work_evolution/work-evolution-099.html
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjpsy/82/5/82_5_424/_article/-char/ja/
https://www.geisya.or.jp/~mwm48961/statistics/ttest_question2.htm
https://www.jstage.jst.go.jp/article/ems/1/1/1_010117/_pdf/-char/ja
https://www.jstage.jst.go.jp/article/ems/1/1/1_010117/_pdf/-char/ja


飛距離とベルヌーイの定理に基づいた
ブーメランの軌道

背景

先端を重くしすぎると飛距離は伸びるが，戻
ってくる距離は縮まる。
画用紙1枚でガムテープなしより少しでも重く

することで飛距離は伸び，戻ってくる距離も
伸びる。

結論

参考文献

昔、オーストラリアのアボリジニという民族が、狩
りの際にブーメランを使っており、そのときのブー
メランは遠くに飛ばすことかつ、しっかり戻って来
るものが一番効率が良いので、そのときの工夫はど
のようなものか疑問に思ったから。

仮説

方法

ヘリコプターの羽が4本であることから揚力が
最も効率よく発生するのは4本だと考えた。ま

た、空気抵抗に邪魔をされないように画用紙を
3、4枚重ねたり、ガムテープで羽を補強した時
が最も飛距離が伸びると考えた。

結果及び考察

・ブーメランの先端にガムテープを巻き
おもりをを加えると、飛距離は伸びる。

・二周以上巻くと紙がガムテープの重さに
耐えられなくなるため戻ってこなくなる。

『 誰にでも作れる”学園ブーメラン”片桐泉 』
https://www.jstage.jst.go.jp/article/pesj/42/3/42_KJ00005896567/_pdf/-char/ja

・ 『ブーメランの翼に関する考察 柴田洋一』
https://www.jstage.jst.go.jp/article/oyama/42/0/42_27/_pdf/-char/ja

・『移動格子有限体積法を用いたブーメランの飛行運動シュミレーション』
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsces/2015/0/2015_20150016/_pdf
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表１ 画用紙１枚ガムテープなし

表2 画用紙1枚ガムテープ1周

表3 画用紙2枚ガムテープなし



カゼインプラスチック作成時の
温度差による環境への影響

背景

1.200 mlビーカーに150 mlの牛乳を入れる。
2.ガスコンロで牛乳を決めた温度まで熱する。
3.酢を駒込ピペットで1 mlずつ入れていく。

4.出てきた固形物をガーゼでこしとる。

5.水で洗い、水気をとってシャーレに入れる。

6.日光の当たるところに置いて乾燥させる。

7.1円玉の半分くらいの大きさに砕き、袋状の

ネットに入れ、土に埋める。

8.時間をおいて掘り出し、中身を確認する。

結果

考察

温度が高いと酢の量が少ない原因は加熱する
とエネルギーが加えられて反応しやすくなるこ
とや、加熱すると水がH+とOH-に電離すること
で重合しやすくなることが考えられる。

分解しきらなかった原因は埋める期間が短かっ
たことや、気温が低いことによって微生物など
の分解者の活動が低下したことが考えられる。

結論

参考文献

プラスチックは自然環境では細かくなるだけ

で分解されない。適切な処理がされなかったプ

ラスチックによる環境汚染や、それに伴う生物

への影響が問題視されている。

仮説

方法

結果及び考察

カゼインプラスチックを土に埋めると少しだ

け分解された。もっと期間が長く、気温が高け

れば、完全に分解されたかもしれない。また、

作る温度による自然分解の速さの変化は見られ

なかった。

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

生分解性プラスチックとは？NHK for School

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005301326_00

000

カゼインプラスチックってすごい!

https://www.city.osaka-izumi.lg.jp › files › group
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カゼインプラスチックは作る温度によって、

自然分解の速度が変わる。

牛乳にはカゼインというタンパク質の一種が

含まれている。カゼイン同士は負の電荷を持ち、

反発しあっているが、酢のような酸(H＋)が加わ

ることによってカゼインの負の電荷が奪われ、

カゼイン同士がくっつくようになる。そしてこ

のカゼインを乾燥させることによってカゼイン

同士の間にある水分が抜けてそこで圧力をかけ

ることでカゼインが大きな分子となる。このこ

とを縮合重合という。

図1 酢を入れた

後の様子

図3 土に埋めた

後の様子

図6 カゼインが負の
電荷を奪われる様子

図5 牛乳中のカゼイン
の様子

図2 完成したプ

ラスチック

図4 酢の量温度のグラフ

➜ ➜

➜ ➜

図7 負の電荷を奪われた
カゼインがくっつく様子

図8 脱水して縮合重
合する様子

図9 縮合重合して大きな分
子になった様子

https://www.ichinoseki.ac.jp/che-site/sosei/hei27/hei27-01.html
https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005301326_00000
https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005301326_00000
https://www.city.osaka-izumi.lg.jp/material/files/group/72/2009jh-iinkai.pdf


バナナ由来タンニンによる抗菌剤の開発
The Development of Antibacterial Agent by Banana

【実験①】 熟度ごとのタンニン含有量
≪仮説≫

熟していないバナナの方がタンニン含有量が多い。
➔ A>B>C>D

≪実験方法≫＊2

A B C D

≪結果≫

・塩化第二鉄との呈色反応により
タンニンであることが確認された。

・タンニンの量

➔ A>C>>D>B

≪考察≫

バナナの追熟過程でタンニン含有量が変化
→追熟過程とタンニン含有量の関係性

〈参考文献〉
＊1天然ポリフェノールの構造と機能タンニンを中心として

(岡山大学薬学部教授吉田隆志,ファルマシア,2000年,36巻12号,pp.1044~1048)

＊2いくつかの若い果実からの縮合型タンニンの簡単で迅速な精製方法

(鹿児島大学農学部トモアキ・マツオ伊藤三郎,Agricultural and Biological 

Chemistry,1981年8月1日,Volume 45 Issue 8,pp.1885–1887) 

＊32年G組9班新規農薬の開発

【実験②】 熟度ごとの抗菌効果
≪仮説≫

熟していないバナナの方が抗菌効果が高い。
➔ A>B>C>D

≪実験方法≫

≪結果≫

≪考察≫

含有量と抗菌効果の密接な関連はない。
熟す過程でタンニンの種類が変化

→抗菌効果が失われた可能性

【背景】
バナナ→皮のゴミ、「規格外」による廃棄処分

食品ロス、廃棄ロス

【先行研究】
バナナの皮には縮合型タンニンが含まれる。

非水溶性の植物の渋み成分
抗酸化作用、防腐効果、抗菌効果etc.＊1

【目的】
バナナの皮のタンニンからの新規抗菌剤の開発

【結論】
緑色のバナナ（Aグループ）
が最も抗菌剤の実用化に適している。
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【謝辞】 ※多大なるご協力を賜りました。厚く御礼申し上げます。
・川村通商株式会社
川村通商株式会社

・バナナ大学 ・Dole
バナナ大学 -バナナの情報総合サイト - バナナはドール - Dole® Sunshine

ペーパーディスクにタンニンを染み込ませる。

寒天培地にペーパーディスクを置く。(図4)＊3

恒温器に入れて
1週間後の様子を観察する。

バナナの皮からタンニンを抽出する。

塩化第二鉄でタンニンであるか確認する。(図2)

石灰水に加え、沈殿の様子を観察する。(図3)

図4 寒天培地にペーパー
ディスクを置いた様子

図2 タンニン

【今後の展望】
・熟度ごとのタンニンの詳細な分析
・最適条件（温度etc.）の調査

新規抗菌剤の開発、食品ロス削減へ

図3 石灰水を加えた様子

図1

熟度によ
る
グループ
分け

https://www.kawamura-net.co.jp/
https://www.banana.co.jp/
https://dolesunshine.com/jp/ja/


①野比４丁目地区を
北武断層をまたぐ
AとBの地域に分け、
断層から25m離れた
それぞれ25箇所、
計50箇所での想定震度と
全半壊世帯数を調べる。

※数値は、防災科研の地震被害シミュレー
ションサービスのものを参考にした。

地震の設定は、神奈川県の調査で北武断層が
活動した場合、マグニチュード6.7程度の規模
の地震が発生することが分かったため、
過去の同規模地震のデータの平均値を調べ、
・季節→春
・時間帯→14時として設定している。

②それらの数値をＴ検定にかけ、
有意差があるか否かを調べる。

検定にかける数値は、
・震度→表示されない地域は０

６強は6.75、６弱は6.25
・全半壊世帯数→表示されない地域は0

1世帯未満は0.5、1~5世帯は
2.5、5~10世帯は7.5とした。

方法

横須賀市が土地利用を規制している野比４丁目
の、北武断層をまたぐ両側の地域では、予想震
度と全半壊世帯数に差がある。

仮説

横須賀市が土地利用を規制している野比4丁目
の北武断層を跨ぐ両側の地域では、

今回の研究では、地盤などの自然条件に着目し
たが、全国的に導入するためには社会条件も加
味して検討する必要がある。

日本には、2000を超える活断層がありその活
断層直上や周辺にも住宅や、病院、教育機関が
立ち並んでいる地域も全国的に珍しくない。
日本の今日の活断層周辺の利用状況から活断層
が震源地となる地震によって引き起こされる被
害が拡大されると考えられる。そのため、減災
につながる活断層周辺の土地利用規制を設ける
ことができないかと考えた。

参考文献

結論

●結果
震度→有意水準0.05で検定した結果、有意差は
認められなかった。
全半壊世帯数→有意水準0.05で検定した結果、
有意差は認められなかった。

また、野比4丁目地区の結果を受けて、野比4丁
目を含む北武断層全域に範囲を広げ、同じ方法
で検定を行った結果も有意差は認められなかっ
た。

●考察
仮説と結果が異なったことについて、原因とし
て以下の2点が挙げられると考えた。

①地震被害シミュレーションサービスに地点を
入力する際、手動で行ったため誤差が生じて
しまったこと
②今回調べた震度と全半壊世帯数は地形や地盤
に影響を受ける地域が多いが、北部と南部で
有意差が認められなかったということは、横
須賀市の宅地造成の際の地盤調査と活断層対
策が必要十分だったこと

背景

・活断層とはなにか - 国土地理院
https://www.gsi.go.jp/top.html
・活断層直上の災害を最小化するための土地利用制限の提案
https://www.cpij.or.jp/com/ac/reports/20_186.pdf
・あなたのまちの直下型地震 - 防災科研https://nied-weblabo.bosai.go.jp/amcj/
・過去の被害地震 - 気象庁
https://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/higai/higai-1995.html
・地理院地図/GSI Maps|国土地理院
https://maps.gsi.go.jp/#16/67.901488/135.701966/&ls=afm&disp=1&lcd=afm&vs
=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s1
m0f1&vs2=f1&sync=1&ls2=seamlessphoto&disp2=1&lcd2=seamlessphoto
・横須賀の活断層(その1):るりぼしの日々雑感
http://ruriboshi.cocolog-nifty.com/blog/2011/09/post-2a40-4.html
・北武断層と建築規制 ぶらり防災の旅 | 弁護士永野海 法律と防災のページ
http://naganokai.com/kitatake/
・野比(北武断層エリア)/三浦半島断層群:まち空間プラス vol.1
https://funatowato.exblog.jp/18859777/

活断層周辺の土地利用規制法導入の検討D- β -10
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図１野比4丁目地区の分類
（赤い線が北武断層、
青い線で囲まれた
地域が野比四丁目地区）

予想震度と全半壊世帯数に差がなかった。

結果及び考察
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