
 植物による乳化作⽤と⽯鹸への応⽤ 

 神奈川県立厚木高等学校 

 2  年　  E  組　  1  班（　α　） 

 １．背景 
 乳化という現象は食べ物や洗剤など，私たちの生活に関わっていて身近である。特に，石鹸が乳化とい 

 う現象を利用していることに着目し，私たちの身近にある天然物質を用いた石鹸の洗浄力や乳化作用が 

 どの程度なのか調べたいと思った。 

 ２．⽬的 
 現在，一般的に販売されている洗剤や石鹸には汚れを乳化して落とす効果のある界面活性剤が含まれ 

 ており，特に石油由来の原料で作られた合成界面活性剤を用いているものが多い。合成界面活性剤は 

 生物の体で分解できない物質のため環境への負荷が大きいが，天然由来の物質から作られている界面 

 活性剤は生分解性が高いため環境への負荷が少ない。天然由来の界面活性剤として働く成分を持つ 

 大豆とジャガイモから石鹸を製作し，それらに洗浄力があるのかを明らかにする。また，界面活性剤となる 

 物質の質量と洗浄力との関係を調べる。 

 ３．仮説  
  （１）根拠となる先⾏研究・原理等 
 乳化とは，界面活性剤と呼ばれる物質によって起こる水と油の界面張力が下がる現象である。界面活性 

 剤は親水基と疎水基の両方をもつという特徴があり，普通は混ざりにくい水と油が均一に混ざりエマルジョ 

 ン状態にすることができる。石鹸は、乳化を利用して汚れを落としている。石鹸は油と水酸化ナトリウムを 

 混ぜて鹸化させ、塩として発生する脂肪酸ナトリウムが乳化作用を持つ。よって、脂肪酸ナトリウムが表 

 面に付いた油汚れを乳化作用で浮かせるため汚れが落ちる。 

 大豆はレシチンやサポニンを含み，ジャガイモはサポニンの一種であるソラニンを含む。レシチンとは，リ 

 ン脂質という，構造中にエステル部位をもつ脂質の一つであり，グリセリンを骨格に，２つの脂肪酸がエス 

 テル結合して親油基となり，コリンがリン酸エステル結合した部分が親水基となる，両性界面活性剤であ 

 る。サポニンとは，親油基となるサポニゲンはトリぺルテンやステロイド，親水基がオリゴ糖で構成されて 

 いる物質である。レシチン，サポニンとともに乳化剤として働く。 

 乳化力測定法 

 エマルジョンを生成後  10  分，  24  時間(  1  日)，  168  時間(  7  日)にその状態を観察し，乳化相の全容積に  対する 

 比率を  A  で表す。エマルジョン生成後  1  日のこの比率を乳化度(  A1  )とし、また次式であらわされる  S7  を乳  化 

 安定度とする。  A7  は  7  日後における乳化相の容積の比率をあらわす。 

 乳化安定度  (S7)=A7/A1×100 (%) 

 （２）仮説 
 大豆やジャガイモといった天然由来の界面活性剤が含まれている石鹸には洗浄力がある 

 石鹸に含む天然由来の界面活性剤の質量と乳化度には正の相関がある 

 石鹸に含む天然由来の界面活性剤の質量と洗浄力には正の相関がある 

 乳化度と洗浄力には正の相関がある 

 ４．⽅法  
  （１）実験材料 
 大豆，ジャガイモ，純水，水酸化ナトリウム，油，エタノール，ガスバーナー，ビーカー，蒸発皿，ガラス棒 

 ，温度計，スポイト，メスシリンダー，マグネチックスターラー，鍋，口紅，ラー油，布，シャーレ     
    （２）⼿順 
 実験  1 



 1) 
 1  ，大豆  30 g  ，  60 g  ，  90 g  をそれぞれ純水  200 ml  にひたして一日おいておく。 

 2  ，１に純水  200 ml  を入れ，鍋で  15  分煮る。 

 3  ，ジャガイモの皮と皮に近い実を切り取り，みじん切りにする。 

 4  ，  3  を  30 g  ，  60 g  ，  90 g  にわけ，純水  200 ml  を加えて鍋で  15  分煮る。 

 5  ，  2  と  4  を濾す。 

 2) 
 1  ，純水  10 ml  を蒸発皿に入れて，ガスバーナーで  60℃  になるまで熱する。 

 2  ，  1  に水酸化ナトリウム  0.76 g  加えて混ぜる。 

 3  ，油  30 ml  を  40℃  になるまでガスバーナーで熱する。 

 4  ，  3  にエタノールを加えて混ぜる。 

 5  ，  2  に  4  を入れて，  20  分間攪拌する。　 

 6  ，純水  10 ml  を  1)  の溶液に変えて，それぞれ同様に行う。 

 3) 
 1  ，  2)  で製作したものをメスシリンダーに移し，実験後  2  日目，  9  日目に水の層の量，乳化層の量，油の層の 

 量を計測する。 

 2  ，乳化度  =  乳化層  (9  日目  )/  全体  ×100(%)  として乳化度を算出する。 

 3  ，乳化安定度  =  乳化層  (9  日目  )/  乳化層  (2  日目  )×100(%)  として乳化安定度を算出する。 

 実験  2 
 1  ，  5 cm×5 cm  の布に口紅を一度塗りする。 

 2  ，  5 cm×5 cm  の布にラー油をつける。 

 3  ，洗浄前の汚染布の写真を撮り，画像を白黒化して  25  か所の点の  RGB  値を出し，平均をとる。 

 4  ，プラシャーレに汚染布と実験  1  の  2)  で作った石鹸をそれぞれ  10 ml  を入れ，  10  分間つけておく。 

 5  ，純水  200 ml  に  4  をいれ，マグネチックスターラーで  3  分攪拌する。 

 6  ，純水  200 ml  に  5  をいれ，マグネチックスターラーで  2  分すすぐ。 

 7  ，  6  の布の写真を撮り，画像を白黒化して  25  か所の点の  RGB  値を出し，平均をとる。 

 8  ，  4  の石鹸  10 ml  を純水  10 ml  に変えて，同様に実験する。 

 ５．結果 

 図  1  　乳化層の様子　　　　　　　　　　　　　図  2  　乳化安定度 



 図  3  　大豆の質量とラー油汚れの洗浄力　　　　　図  4  　大豆の質量と口紅汚れの洗浄力 

 図  5  　ジャガイモの質量とラー油汚れの洗浄力　図  6  　ジャガイモの質量と口紅汚れの洗浄力 

 図  7  　大豆の質量と乳化度　　　　　　　　　　　　　図  8  　ジャガイモの質量と乳化度 

 図  9  　大豆の乳化度とラー油汚れの洗浄力　　　図  10  　大豆の乳化度と口紅汚れの洗浄力 



 図  11  　ジャガイモの乳化度とラー油汚れの洗浄力　図  12  　ジャガイモの乳化度と口紅汚れの洗浄力 

 乳化安定度の数値はばらつきが大きかった。口紅汚れの明度の差についてはジャガイモ  30 g  と  90 g  は有 

 意差がなかった。図  7  ，図  8  ，図  10  は正の相関があり，図  4  ，図  9  は相関がなく，図  3  ，図  5  ，図  6  ，図  11  ，図  12 
 は負の相関となった。 

 ６．考察  
 乳化安定度の数値に大きなばらつきが出たことに関して，ジャガイモの実が沈殿するなど，誤差が出る 

 要因があり，正確に乳化力が測定できていない。界面活性剤の質量と乳化度には正の相関があるという 

 仮説と，大豆の乳化度と洗浄力には正の相関があるという仮説は成り立つ。界面活性剤の質量と洗浄力 

 には正の相関があるという仮説と，ジャガイモの乳化度と洗浄力には正の相関があるという仮説について 

 は棄却された。このことから，ジャガイモから作った石鹸については洗浄力を確かめることはできなかった 

 が，大豆から作った石鹸については洗浄力があるといえる。 

 ７．結論 
 乳化作用のある物質を含む大豆からの石鹸には洗浄力がある。ジャガイモに関しては，洗浄力は確かめ 

 られなかったが，ソラニンの含有量を抽出方法の改善などによって増やすことで洗浄力が確かめられるの 

 ではないかと考えられる。 

 ８．参考⽂献  

 画像の色解析-カラーサイト.com 

 https://www.color-site.com/image_pickers 

 市販洗剤の乳化作用について 

 https://www.jstage.jst.go.jp/article/jhej1951/13/4/13_4_249/_pdf/-char/ja 

 油と水酸化ナトリウムでつくる石けんの作り方！-イドガバネット 

 http://www.idokaba.net/article/2017/06/04/1138 

 界面活性剤とは-濡れ評価ならあすみ技研 

 https://www.contact-angle.jp/contact/faq/column20210621/ 

 天然にも存在している界面活性剤-ほたるの星のお洗濯屋さん 

 https://www.hotaru-osentaku.com/?mode=f34 

https://www.color-site.com/image_pickers
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jhej1951/13/4/13_4_249/_pdf/-char/ja
http://www.idokaba.net/article/2017/06/04/1138
https://www.contact-angle.jp/contact/faq/column20210621/
https://www.hotaru-osentaku.com/?mode=f34


モーメントを利用した回転落下運動の制御

神奈川県立厚木高等学校

2年 E組 2班（ α ）

１．背景

　私たちは日常的にスマートフォンを利用しているが、その中でスマートフォンを落としてしまうこともある。

それについて、モーメントを利用し、角速度を変化させることができれば、スマートフォンの落下面を制御

することができるのではないかと考えた。

２．目的

　回転しながら落下するスマートフォンの角速度を制御し、液晶面から落ちにくいスマホケースを作る。

３．仮説　

　（１）根拠となる先行研究・原理等

・力のモーメント

　物体にはたらく力の大きさF[N]とうでの長さl[m]の積Mは、大きさのある物体を、回転軸のまわりに回
転させる力のはたらきを表し、この積Mを回転軸Oのまわりの力のモーメントという。
　M=Fl
　M:力のモーメント[N・m]　F:力の大きさ[N]　l:うでの長さ[m]

・角速度

　1秒間における回転の大きさを角速度という。単位は[rad/s]で表される。

　ω=
2π
𝑇

　ω:角速度[rad/s]　T:周期[s]
　（２）仮説

　角速度とは物体の一秒間の回転の大きさを表すので、その大きさが変化させることができれば、物

体が回転落下を始めてから着地するまでの回転数を変えることができると考えられるため、角速度を

変化させることを考える。ここで、力のモーメントは、回転させようとする力のはたらきを表すので、その

大きさがが大きくなるほど角速度は大きくなるのではないかと考え、うでの長さ（物体の支点から重力

の作用点までの長さ）を変えることで、角速度を変えることができるのではないかと考えた。

　そこから、回転しながら落下する物体の角速度は重心の位置が影響しているという仮説を立てた。



４．方法　

　（１）実験材料

・型となるスマホケース

（実験ではiPhone SE用[140.0 mm×71.0 mm]のものを利用）
・粘土

・鉛テープ

・ガムテープ

・実験用スタンド

　（２）手順

　スマホケースが下四分の一埋まる程度（実験では12.1 g）
の油粘土をスマホケースに詰める。

　そこにある程度の大きさで切り取った鉛テープ（実験では

86.4 g）を、重心の位置が右の【図1】のように、スマホケース
の下端から2.8 cm,4.2 cm,5.6 cm,7.0 cm, 8.4 cm, 9.8 cm,11.2
cmになるように鉛テープの位置を調整しながらガムテープ
で固定して設置する。重心の位置は、スマホケースに事前

に重心にする予定の位置に印をつけておき、鉛テープをず

らしていき、ボールペンの上にその印乗せてほとんど傾か

なくなる位置で固定させることで調整させる。

　そしてそれぞれの物体を【図1】の青いところのように、下端の中心が実験用スタンドのはさみの中心
になり、はさみが1.5 cmの長さをつかむような形ではさむ。その後、はさみに当たらないように、はさみ
を勢いよく開かせ、物体を回転落下運動させる。

　また、その物体を落下させる前にタイマーを開始させておき、それと落とす物体が落下する様子が

映るようにカメラで動画を撮るようにする。落下はそれぞれの重心で10回ずつ行う。
　落下運動が終了した後、とった動画で、落下が開始した時と落下させた物体が半回転した時の時

間の差を動画上のタイマーの表示している時間の差から求め、その時間から平均の角速度を求め

る。

　平均の角速度ω [rad/s]の求め方は、半回転するまでの時間をt [s]とすると、

　　ω= で求められる。
π
𝑡

　最後に、下端から重心までの距離と角速度との関係をグラフに表すことで、その二つには関係性が

あるのかを明らかにする。

　　　 　

　　　　　【図2】実際に作成した物体　　　　　　　　　　　　　【図3】落下実験の様子



５．結果

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【図4】実験結果



６．考察　

　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　【図5】物体の下端から重心までの距離と角速度の関係

　実験結果をグラフにまとめると【図5】のようになり、角速度は重心の位置に影響されていることがわか

る。物体の下端から重心までの距離をx cm(スマホケースの大きさより0<x<14)とすると、
ω=-1.19x+19・・・①　　という関係式が得られた。
また、物体が1.25 mを落下するのにかかる時間tは,

1.25= gt2　(gは重力加速度、g=9.8)
1
2

よって、t=0.50 s
ゆえに、0.50 sの中で2nπ（πは自然数）回転するような角速度にすればよい。
その時の角速度は、

ω= =4nπ・・・②　となる。
2π
0.50

①、②より、-1.19x+19=4nπ
n=1のとき、

-1.19x+19=4π
よって、x=5.406...ゆえに、x=5.41
つまり、物体の下端から5.41cmの位置に重心が来るようなスマホケースを作れば、今回の実験の条件
である、下端1.5 cmが押さえられた状態で1.25 m落下させた時には、着地時に上面だった面が落下
開始時に上面だった面と同じ面になると考えられる。

n=2のとき、
-1.19x+19=8π
よって、x=-5.142...ゆえに、x=-5.14
ここで、x<0より不適。

n≦3も同様に、x<0より不適。
よって、この落下条件で、0<x<14を満たす重心の位置xはx=5.41より、物体の下端から5.41 cmの点に
重心があればよいと考えられる。ただ、下端の押さえられた長さが変われば、うでの長さも変わるのでこ

の重心の位置xは変わると想定される。つまり、x=5.41の値のスマホケースであれば必ずしも1.25 mから
落ちにくいとは言えないが、今回の実験で角速度は物体の重心の位置に影響されることが分かったか

ら、目的のスマホケースを作るにはスマートフォンの落とすときにどのような場合で落としやすいのかを

調査したうえ、その条件で落下実験を行い、重心の位置を求める必要があると考えられる。



７．結論

　回転しながら落下する物体の角速度はその物体の重心の位置が影響している。

８．参考文献　

第一学習社　改訂　高等学校　物理　文部科学省検定済み教科書

http://www.daiichi-g.co.jp/rika/textbook/book.asp?b=BR_316

http://www.daiichi-g.co.jp/rika/textbook/book.asp?b=BR_316


い草由来の植物性エタノール生成の検討

神奈川県立厚木高等学校

2年　E組　３班（　α　）

１．背景

　現在日本で一番利用されているのは火力発電である。しかし、この発電方法には限界があり、環

境にも悪影響を及ぼす。これは、SDGsにある、「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」にも繋が

る問題である。そこで、近年注目されているのがバイオエタノールである。しかしバイオエタノール

にもデメリットはある。なのでそれを解消したいと考えた

２．目的

　主なバイオエタノールの原料は、とうもろこしやサトウキビなどの人間が食料としているものであ

る。そのため、食糧不足問題の一端になってしまうのではないかと言われている。そこで、近年需

要が減りつつある畳の材料であるい草(セルロース系原料)を上手く活用できるのではないかと考

えた。しかしまだセルロース系原料のバイオエタノールの研究は進んでいない。よってこの実験を

通してセルロース系原料のバイオエタノールの研究発展と共に、SDGs達成に少しでも貢献するこ

とも目的としている。

３．仮説　

　（１）根拠となる先行研究・原理等

　濃硫酸法を行うことによってセルロースを分解することができる。セルロースが分解されることによってエ

タノールの元である糖になる(「セルロース系バイオマスの酵素糖化の現状と将来」参照)

　（２）仮説

　い草もセルロース系原料であるため、事前処理→前処理(塩酸に浸すことで繊維をほぐす)→糖

化→発酵→蒸留、脱水の過程を踏むことで、バイオエタノールを作ることができる

４．方法　

　（１）実験材料

・い草

・ミル

・ビーカー

・試験管

・pH試験紙

・ガスバーナー

・温度計

・マイクロピペット

・駒込ピペット

・スターラー

・95%濃硫酸

・水酸化ナトリウム

・純水

・糖度計

・麹

・漏斗



・ガラス棒

・リービッヒ冷却器

・枝付きフラスコ

・三角フラスコ

・アダプター

・マッチ

・エタノール濃度計

・シャーレ

　　

　（２）手順

①い草の染土を落とす

②い草をミルを用いて細かく粉砕する(写真1)

③濃硫酸法を行う

◯濃硫酸法の実験手順

1,95%硫酸を75%硫酸になるように純水を用いて希釈する

2,75%硫酸10gを、い草が2g入ったビーカーに入れ、40℃で15分間湯煎しながら攪拌する

3,2を終えたら、75%硫酸を15%硫酸となるように希釈し、そのまま加水分解を行う。※ラップをして蒸発を

防ぐ

4,加水分解後、76℃で35分湯煎しながら攪拌する

5,水酸化ナトリウムを用いて中和する(写真2)

④③の手順で得た試料Aを濾過する

⑤この試料Aを糖度計を用いて糖度を計測する。（濃度が高ければ高い程エタノールの元である糖が多

く含まれていると判断できる為）

⑥10日間発酵を行う

発酵のために試料Aに麹を入れる

　　試料　ー　麹

1,    25ml ー 25g
2,    25ml ー　25g
3,    25ml ー　15g
4,    25ml ー　15g
5,    50ml ー　50g
これら５つに分ける（それぞれ麹に触れる面積を増やすため）

⑦試料を一つに戻す

試料50ml,麹50gのもの（B,C）を２つ、試料50ml,麹30gのもの（D）にする

※これは麹50gのもの２つでこの後純水を加える量を変え、対照実験を行うため。麹30gを用いて、麹の

量によって得られるエタノール濃度に違いがあるのか調べるため

⑧蒸留を行う(写真3)

・B,Dの蒸留

固形に近いため、純水200mlを加える。一滴得られてから2分置きに4本分の三角フラスコにエタノールを

取る

・Cの蒸留

固形の状態で蒸留を試みたが、行えなかったため、純水50mlを加え、一滴得られてから2分置きに4本分

の三角フラスコにエタノールを取る

⑨エタノールなのか確かめる

取れたエタノールをシャーレに移し、マッチを用いて点火する。(写真4)燃えない場合は、エタノールに紙

を浸し、乾いた状態との燃え方の差異を調べる。また、取れたエタノールを少量エタノール濃度計にか

け、その濃度を計測する



　　　　

５．結果

１、糖度計で糖度を計測したところ14.4％だった。(写真5)その液体の質量は413ｇだったので、液体に含

まれる糖の質量は59.4ｇである。

２、Bの試料

１本目のフラスコ…２滴

２本目のフラスコ…２滴

３本目のフラスコ…０滴

４本目のフラスコ…数滴

全て点火できなかった。3

※この段階ではエタノール濃度計の存在を知らないため、計測していない

３、Cの試料

どのフラスコも数滴ずつ取れた

点火したが、火は付かなかった。しかし、純水に火を付けた時には鳴らない「ジュ」という音は鳴った

４、Dの試料

１本目のフラスコ…１滴

２本目のフラスコ…０滴

３本目のフラスコ…０滴

一滴のみしか取れなかったため、フラスコには落ちてきてないがリービッヒ冷却器内やアダプターに詰

まっているエタノールをかき集めた

エタノール濃度計で計測したところ27.3%だった。(写真6)

６．考察　

１、試料内に糖が存在することが確認できたため、い草の加水分解によって糖ができたと考える

２、火が付かなかったため、エタノールではないと考える。元の試料の水分含有量が多かったため、蒸留

時に水分がたくさん出てきてしまったのではないかと考える

３、火を近づけたところ音が鳴ったため、エタノールが少量でもできているのではないかと考える

４、エタノール濃度計で調べたところエタノールの存在が確認できたため、蒸留して出てきたものはエタ

ノールであると考える

　　

７．結論

い草からエタノールを作ることは可能である

８．参考文献　

バイオマスの利活用　可食部から非可食部である細胞壁利用への流れ

https://abenokinoko.blog.fc2.com/blog-entry-125.html

バイオエタノールの生成

https://school.gifu-net.ed.jp/ena-hs/ssh/H29ssh/sc2/21735.pdf

セルロース試料の酸化加水分解法による糖化

https://www.jstage.jst.go.jp/article/fiber1944/44/1/44_1_13/_pdf

食料と競合しないバイオ燃料

https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_1000564_po_0627.pdf?contentNo=1

セルロース系バイオエタノール 製造技術の開発 ～高収量バイオエタノール製造技術の実証試

験成果～

https://www.eng.nipponsteel.com/company/r_and_d/reports/pdf/vol11_07.pdf

木材から糖をつくる（木材糖化）

10707051215.pdf (hro.or.jp)

https://abenokinoko.blog.fc2.com/blog-entry-125.html
https://school.gifu-net.ed.jp/ena-hs/ssh/H29ssh/sc2/21735.pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/fiber1944/44/1/44_1_13/_pdf
https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_1000564_po_0627.pdf?contentNo=1
https://www.eng.nipponsteel.com/company/r_and_d/reports/pdf/vol11_07.pdf
https://www.hro.or.jp/list/forest/research/fpri/rsdayo/10707051215.pdf


糖含有物から効率よく糖を取り出す方法を探る

https://school.gifu-net.ed.jp/ena-hs/ssh/H23ssh/sc3/31132.pdf

セルロース系バイオマスの酵素糖化の現状と将来

https://www.amano-enzyme.co.jp/corporate/foundation/pdf/09/theme-7.pdf

写真1

写真2

写真3

写真4 写真5

https://school.gifu-net.ed.jp/ena-hs/ssh/H23ssh/sc3/31132.pdf
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空気層による断熱効果の検証 

神奈川県立厚木高等学校 

2年 E組 4班（β) 

 

 

１．背景 

氷や暖かい飲み物のように保温したほうが良いものはたくさんある。保温する器具はたくさんあるが真空な

どは簡単には再現できない。 

 

２．目的 

氷や暖かい飲み物を身近にたくさんあるもので保温するため。 

簡単に手に入り、捨てられることが多いダンボールを有効活用するため。 

 

３．仮説  

 （１）根拠となる先行研究・原理等 

先行研究 ヒーターである高温壁と冷水が流れる低温壁の間にアルミニウム製の仕切り板を設置する。熱

透過率は仕切り板を1 枚設置すると設置しない場合と比べると減少する。仕切り板を設置することで輻射

熱を除くことができる。 

原理 1,鉄の熱伝導率は83.5 W/m・K、ガラスは0.55~0.75 W/m・K、 

空気の熱伝導率は0.0241 W/m・K。このように空気は動かなければ熱伝導率が低い。   

 2,図1のペアガラスはガラスとの間に空気をいれることで保温効果を高めている。 

   

 図1 

  

 （２）仮説 

原理1から空気層がよりある方が保温効果がある。 

原理2からダンボールの壁を増やし、空気層を増やすことによって保温効果が高まる。  

 

４．方法  

 （１）実験材料 

ダンボール（全て同じ製品）、アルミボトル（高さ16.7 cm）、デジタル温度計 

ダンボールの容器の種類 

できるだけ密着させたもの（図2）、アルミボトルの側面や上端から等隔で  離した直方体

（図3）（0.5 cm、1.0 cm、2.0 cm、3.0 cm、4.0 cm、5.0 cm、7.5 cm、9.5 cmの

8 種類）、二重、三重、二重あけ、三重あけ  （全て間隔は1 cm） 

図2       

図3（5 cmの容器） 

あけとは空気の層による保温効果を示すために温度を記録する時に 1番内側以外のダンボ

ールを外して間の層の空気を入れ替える操作              

（２）手順 

 1,アルミボトルに熱湯（約80℃）を入れる。 

 2,ダンボールの容器にアルミボトルをいれて、5 分ごとに40 分間の水温を記録する。  

 データの数が少ないと正しい検定ができないため、1 種類の容器に対して少なくとも3 回実験を行った。 

  



 

５．結果 

表1 40 分の温度と0 分の温度の差               

なし 密着 0.5 cm 1 cm 2 cm 3 cm 4 cm 

23.4 19.7 15.6 16.8 18.2 20.3 19 

23.1 18 15.4 18.6 17.2 21 18.2 

23.4 19.1 15.9 16.4 18 19.7 18.1 

 19 19 19.2    

5 cm 7.5 cm 9.5 cm 二重 三重 二重あけ 三重あけ 

21.2 19.1 21.9 17 13 19.2 16.7 

19.4 22.8 23 15.8 14.3 17 16.2 

18.5 21 21.4 14.3 14.5 19.3 17.9 

図4 温度変化の平均 

６．考察  

ダンボールなしと密着、0.5～9.5 cm、二重、三重のそれぞれでT検定を有意水準0.05で行ったところダ

ンボールなしと7.5 cm、9.5 cmの比較で有意差なしとなり、それ以外の比較は有意差ありとなった。したが

って7.5 cmと9.5 cmの容器は保温効果がない。7.5 cmと9.5 cmの時は空気層が大きすぎて対流が起こっ

ているので保温効果が得られなかったと考えられる。 

0.5～9.5 cmの8 つの群でTukey-kramer検定を有意水準0.05で行ったところ0.5 cmと9.5 cmの比較で

有意差があった。グラフで1 枚の壁の場合0.5 cmがもっとも温度変化が小さいことと0.5 cmと9.5 cmの比較

で有意差があったことから0.5 cmがもっとも保温効果がある。したがって1 枚の壁の場合は距離が近い方

が保温効果があると考えられる。 

密着と0.5 cmでT 検定を有意水準0.05で行ったところ有意差ありとなった。したがって空気層がある方が

保温効果があるので、空気層には保温効果がある。 

1 cm、二重、三重の3 つの群でTukey-kramer検定を有意水準0.05で行ったところ1 cmと三重で有意差あ

りとなった。よって壁の数を増やすことで保温効果が高くなる。1 cmと二重、二重と三重で有意差なしとなっ

たのは、1 枚壁が増えただけでは保温効果の差が小さかったため有意差がなかったと考えられる。 

二重と二重あけ、三重と三重あけのそれぞれでT検定を有意水準0.05で行ったところ三重と三重あけで有

意差ありとなった。したがって空気層を増やすことによって保温効果をより得られる。だが、二重と二重あけ

で有意差なしとなったのは空気層が少ないので空気層による保温効果が小さく、差が生まれなかったと考

えられる。 

７．結論 

空気層には保温効果があり、空気層がある方がものをより保温することができる。 

空気層を増やすことによってものをさらに保温できる。 

８．参考文献  

（原理1）空気がトップレベルの断熱材！？ - フルマークハウスhttps://www.fm-house.jp/staffblog/each/2875/ 

（先行研究）空気層を利用した断熱法の実験的研究https://muroran-it.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_comm

on_download&item_id=7956&item_no=1&attribute_id=24&file_no=1 

（原理2）内窓と断熱・結露～防寒目的ならペアガラス!  https://uchimado-club.com/mado/colum/colum-mado/2304 

（検定方法）【完全版】多重比較の考え方・選び方-Staat 

https://corvus-window.com/whats_multiple_comparison/  

https://www.fm-house.jp/staffblog/each/2875/
https://www.fm-house.jp/staffblog/each/2875/
https://muroran-it.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=7956&item_no=1&attribute_id=24&file_no=1
https://muroran-it.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=7956&item_no=1&attribute_id=24&file_no=1
https://uchimado-club.com/mado/colum/colum-mado/2304
https://corvus-window.com/whats_multiple_comparison/
https://corvus-window.com/whats_multiple_comparison/
https://corvus-window.com/whats_multiple_comparison/


食材の廃棄部分から作る絵具

神奈川県立厚木高等学校

2年　E組　5班（　β　）

１．背景

　日本では食べることができるのに食品を捨ててしまうという食品ロスが問題となっている。そこから,野菜

の皮などの捨ててしまう部分をなにか有効活用することができるのではないかと思い,食材が本来持つ色

に着目し絵具を作ることにした。

２．目的

　日本の食品ロス,ゴミ問題を軽減させること。

３．仮説　

　（１）根拠となる先行研究・原理等

　市販の絵具の成分は水,顔料,水溶性糊料,安定剤である。

　色素には水溶性色素と油溶性色素がある。

　ペクチンとは植物の細胞壁を作っている成分の一つであり,天然のゲル化剤である。果物の細胞の硬さ

を調節し,細胞同士をつないでいる。柑橘類や林檎果皮などに多く含まれていて,それらを煮ることでペク

チンが溶け出し,大量の砂糖と強い酸とともに加熱されて固まる。

　（２）仮説

　食材の廃棄部分から絵具を作ることは可能である。

４‐１．方法　

　（１）実験材料

食材の廃棄部分（今回は人参の皮） 鍋　菜箸　ざる　ボウル　まな板　包丁　コンロ　ミキサー

すり鉢　すりこぎ　水　キャノーラ油　ガーゼ　絵具用筆　画用紙　計量カップ　計量スプーン　　

　（２）手順

実験1
　1,包丁で人参の皮をむく。

　2,すり鉢,すりこぎで水と人参のかわを擂る。

実験2
　1,包丁で人参の皮をむき,細かくする。

　2,鍋に水を張り人参の皮を入れ柔らかくなるまでゆでる。

　3,ゆでた人参の皮の水をざるで切り,すり鉢に移し,水を入れすりこぎで擂る。

実験3
　1,包丁で人参の皮をむき,細かくする。

　2,鍋に水を張り人参の皮を入れ柔らかくなるまでゆでる。

　3,ゆでた人参の皮の水をざるで切り,すり鉢に移し,キャノーラ油を入れすりこぎで擂る。

実験4
　1,包丁で人参の皮をむき,細かくする。

　2,鍋に水を張り人参の皮を入れ柔らかくなるまでゆでる。

　3,ゆでた人参の皮の水をざるで切り,ミキサーに入れ水と混ぜる。

４‐２．結果

実験1



　人参は火を通さないととても固いためすり鉢で細かくするのは出来なかった。なので次の実験からは人

参に火を通すようにする。

実験2
　水と人参の色の部分が分離して色が薄かった。図1参照。人参の色素であるαカロテンとβカロテンはど

ちらも油溶性で水に溶けないため色が薄かったと考えられる。なので含ませるものを水からキャノーラ油

に変えてみる。

実験3
　水と溶かした実験2のときより色が濃く出た。油にも色素がありその色も混ざっているのではないかと考

えたため油のみでも画用紙にかいてみたが色は出なかったため人参に含まれる色素がしっかり出ている

ことがわかった。また,油の量を変化させてみたが絵具の機能として変化はなかった。図2参照。

実験4
　今までで一番身がしっかりと粉々になり絵具として使いやすい状態になった。しかし,どうしても繊維が

残ってしまうためガーゼでこしてみるとちょうどよい液体感のある絵具ができた。図3参照。

図1人参と水の絵具　　　　　　　　　　　　　　　　　　図2人参とキャノーラ油の絵具

図3ミキサーで作った絵具

４‐３．考察

　ミキサーで水と混ぜ,ガーゼでこしたものが絵具として適していた。つまり,人参に含まれる繊維が障害と

なっていることがわかった。また,この結果を踏まえ,食材の持つ色素のみを抽出するには浸透圧法とアル

コール法という色素抽出の方法が適しているのではないかと考えた。

５‐１．方法　

　（１）実験材料

ナイロン袋　食塩　エタノール　食材（実験5はぶどうの皮,実験6はみかんの皮）　画用紙　筆　　

　（２）手順



実験5-1
　1,ナイロン袋にぶどうの皮10.8gと水大さじ1を入れしばらく揉む。

　2,ガーゼでこして液体と固体を分離させる。

実験5-2
　1,ナイロン袋にぶどうの皮10.8gと水大さじ1と食塩大さじ1とを入れしばらく揉む。

　2,ガーゼでこして液体と固体を分離させる。

実験5-3
　1,ナイロン袋にぶどうの皮10.8gと水大さじ1とエタノール大さじ1を入れしばらく揉む。

　2,ガーゼでこして液体と固体を分離させる。

実験6-1
　1,ナイロン袋にみかんの皮32.8gと水大さじ1と食塩大さじ1入れしばらく揉む。

　2,ガーゼでこして液体と固体を分離させる。

実験6-2
　1,ナイロン袋にみかんみかんの皮32.8gと水大さじ1とエタノール大さじ1とを入れしばらく揉む。

　2,ガーゼでこして液体と固体を分離させる。

　　　　

５‐２．結果

実験5
　実験5-3のアルコール法で色素抽出したものが濃く色が出たので最も適していた。しかし,色の特に濃

い部分が斑点のように出た。図4参照。

実験6
　実験6-1の浸透圧法で色素抽出したものがはっきりとした色が出た上に全体の色の出方も安定してい

たため最も絵具として適していた。図5参照。

図5ぶどうの皮の色素抽出　左から実験5-1,実験5-2,実験5-3

図6みかんの皮の色素抽出　左から実験6-1,実験6-2
５‐３．考察



　浸透圧法とアルコール法では,浸透圧法は色はアルコール法と比べて薄く出るが全体の色の出方が安

定していて,アルコール法は色が濃く出るが全体の色の出方が安定していなかった。アルコール法で色

素を抽出したものに色の出方の安定性ともう少しの粘度があることでより絵具としての性能が良くなると考

えた。そこで天然のゲル化剤であるペクチンに着目し,ペクチンを混ぜることでアルコール法で色素を抽

出したものの欠点を補えるのではないかと考えた。

　

６‐１．方法　

　（１）実験材料

食材（実験7はレモンの皮,実験8はりんごの皮と芯）　鍋　包丁　まな板　コンロ　ざる　布巾　砂糖

　（２）手順

実験7
　1,きれいなレモンの外皮,内皮,薄皮,種を切り分け重さを計る。

　2,鍋にたっぷりの水と外皮を入れて沸騰させ、外皮の苦味がとれるまで茹でこぼす。(目安1～3回ほど)

　3,外皮と同様に内皮、薄皮、種も茹でこぼし苦味をとる。

　4,外皮＋内皮・薄皮・種の重さの1/3の量の果汁を絞る

　5,鍋に外皮＋内皮・薄皮・種の重さの4倍の量の水と手順4で作ったものを入れ、触ってみて内皮や薄

皮がとけるまで蓋をして弱火で　茹でる。(目安60~70分)

　6,茹でたものを濾し、液体(ペクチン)を抽出する。

実験8
　1,リンゴの皮と芯を5mmほどに薄く切る。

　2,大鍋に水とリンゴを入れ火にかけ、沸騰したら弱火で1時間ほど煮る。(今回は45分）

　3,布巾を二枚重ねにし、煮込んだものをこす。リンゴの皮もぎゅっと絞る。

　4,ペクチン液と砂糖を2:1の割合で鍋に入れ半分の量になるまで弱火で煮込む。

　5,熱湯消毒した瓶に入れ,冷めたら冷蔵庫で一晩以上おく。

６‐２．結果

　レモンのペクチンは常温と冷蔵庫に入れたものの2種類を用意したが,作りたてはりんごのペクチンが最

も粘り気があった。日をおくと常温のレモンのペクチンの粘り気が増した。図7参照。

図7ペクチンの抽出　左からりんご,レモン（冷）,レモン（常）

６‐３．考察

　常温のレモンのペクチンが絵具に使うには最も良い粘度になったと思われる。

７‐１．方法　

　（１）実験材料

実験5-3で抽出した液　実験7,8で抽出したペクチン液（今回は比較のため両方冷却したものを使用）

画用紙　筆　



　（２）手順

　小さじ1,小さじ2,小さじ3,小さじ4と4パターンのものをりんごのペクチンとレモンのペクチンでそれぞれ作

り画用紙にかいて比較する。

７‐２．結果

　りんごのペクチンの小さじ2が最も色が良く出て色の出方も安定していた。図8,図9参照。

図8りんごのペクチン

図9レモンのペクチン

７‐３．考察

　りんごのペクチンのほうがレモンのペクチンより本来持つ色素の色が近いため色が濃くなったと考える。

また,ペクチンの粘りによって色の出方を安定させることに成功したと言える結果になったと考える。

　

８．結論

　顔料を野菜や果物の廃棄部分から抽出することのできる色素で代用し,水溶性糊料,安定剤を果物の

果皮から抽出することのできる水溶性のペクチンを代用することで絵具を作ることができる。

９．参考文献　

ニンジンに含まれるα-カロテンとβ-カロテンの簡易分別定量法

https://www.naro.go.jp › results › vegetea › vegetea06-16

α-カロテン - Wikipedia

https://ja.wikipedia.org › wiki › Α-カロテン

β-カロテン - Wikipedia

https://ja.wikipedia.org › wiki › Β-カロテン

色素抽出について

https://www.csj.jp/chemclub/backissues/200602/200602-4.pdf

野菜を絵の具に

https://www.shokuotamagazine.com/shokuotanote_yasaipaint

https://www.naro.go.jp/project/results/laboratory/vegetea/2006/vegetea06-16.html#:~:text=%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%B3%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%80%81%E4%B8%BB%E3%81%AA,%E5%AE%9A%E9%87%8F%E3%81%99%E3%82%8B%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8B%E3%80%82
https://www.naro.go.jp/project/results/laboratory/vegetea/2006/vegetea06-16.html#:~:text=%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%B3%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%80%81%E4%B8%BB%E3%81%AA,%E5%AE%9A%E9%87%8F%E3%81%99%E3%82%8B%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8B%E3%80%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%CE%91-%E3%82%AB%E3%83%AD%E3%83%86%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%CE%91-%E3%82%AB%E3%83%AD%E3%83%86%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%CE%92-%E3%82%AB%E3%83%AD%E3%83%86%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%CE%92-%E3%82%AB%E3%83%AD%E3%83%86%E3%83%B3
https://www.csj.jp/chemclub/backissues/200602/200602-4.pdf
https://www.shokuotamagazine.com/shokuotanote_yasaipaint


レモンからのペクチン抽出方法

https://cookpad.com/recipe/4235792

絵の具の成分

https://nihongago.com/suiseibun

水溶性色素と脂溶性色素

https://jspp.org/hiroba/q_and_a/detail.html?id=1167

https://cookpad.com/recipe/4235792
https://nihongago.com/suiseibun
https://jspp.org/hiroba/q_and_a/detail.html?id=1167


　　　　　　　　そば粉由来の物質ルチンとバイオエタノールを用いた除草剤の制作

神奈川県立厚木高等学校

2年E組6班（　β　）

１．背景

雑草は、強靭な生命力、繁殖力を持つために、ほかの植物の成長を阻害する、本来植物が生え

るべきでない場所にすら生えるなど、人類にとっての害が発生することも少なくない。

それを除く為に作られた除草剤は、主に人工的な物質によって構成されており、それらを精製す

るためには手間がかかり、環境への被害が多少なりともある。

また、雑草の生育を防止する薬剤もあるが、それらも環境への被害が懸念される。

そこで、アルコールで植物の組成を破壊することで、実質的な除草をすることができるという点、植

物から抽出できる物質であるルチンの植物の種子発達を抑制する効果がある点に注目し、これら

を組み合わせることで、自然への害を減らし、かつこれ一つで除草から新たな雑草の生育防止ま

で済ませられるより良い除草剤が作れるのではないかと考え、この研究を始めた。

２．目的

バイオエタノールと植物から抽出した物質を用いて、植物を枯らし、生育を防止する。

３．仮説　

　（１）根拠となる先行研究・原理等

　　アルコールには脱水作用がある。

　　ルチンには、植物の無核果形成、種子減少または種子発達の抑制効果がある。

　（２）仮説

　　バイオエタノールと、植物に含まれる物質のルチンとの混合液を植物に散布することで、植物　

　　を脱水することで植物を枯らし、ルチンの効果で新たに生やさないことができる。

４．方法　

　（１）実験材料

　　材料

　　・雑草

　　・ソバ粉

　　・硫酸　2.0 mol
　　・水酸化ナトリウム

　　・米麹

　　・イースト菌

　　実験器具

　　・凍結乾燥機

　　・金属タッパ

　　・ビーカー

　　・フラスコ

　　・ラップ

　　・マグネティックスターラー

　　・ウォーターバス

　　・リービッヒ冷却器

　　・温度計

　（２）手順

　　実験は以下の手順による。



　　①校内で採取した雑草を凍結乾燥機に入れ、乾燥させる。

　　②乾燥した雑草を細かく粉砕する。

　　③粉砕した雑草を75 ％硫酸に入れ、40℃で湯煎しながら撹拌したのち、純水を用いて15 ％

　　　に濃度を下げ、90℃で撹拌し、加水分解する。

　　④溶液を水酸化ナトリウム適量で中和する。

　　⑤溶液に米麴5.0 gとイースト菌5.0 gを混ぜ、一週間程度発酵させる。

　　⑥発酵させた溶液を二回蒸留し、バイオエタノールを抽出する。

　　⑦抽出したバイオエタノールを用いてそば粉を振とう抽出し、除草溶液を作る。

　　⑧除草溶液を雑草に散布し、散布していないものと一緒に観察。RGB法を用いて雑草の色を

　　　調べることで、雑草を枯らし、除草できるかどうか確認する。

５．結果

以下に、除草溶液を散布した植物のRGB値及び散布していない植物のRGB値、それぞれのグラ

フを示す。　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　図1　それぞれの雑草における日数ごとのRGB値

　図2　除草溶液を散布した植物のRGBグラフ　　　　図3　除草溶液を散布していない植物のRGBグラフ

RGB法では、色の数値が256に近いほど色は明るくなり、数値が256に近い色が多いほどその色

は白いと言える。そのため、図2,3より、RGB値が日ごとに増加した散布後の方は、植物が枯れて

いると言うことができる。

６．考察　

アルコールには脱水効果があるため、植物に必要な水分を脱水することにより、植物を枯らすこと

ができたと考えられる。

今回のデータにおいて最終日である7日目のデータは、タイミングが悪く、光源の少ない時間で撮

影しているため、全体的に暗めのデータが出ており、本来のデータに比べて大きな誤差が生じて

いると考えられるため、光源が常に一定になる撮影場所で撮影し、より正確なデータを入手すると

いったようなことが求められる。

また、今回の実験では実験時期と気候の関係により、発芽やそれに関連した植物生育の抑制に

関する研究が出来ていないため、それらのデータを入手できる実験が必要になる。

７．結論

バイオエタノールとルチンを用いた除草剤には、植物を枯らすことができる効果がある。



８．参考文献　

1.植物生長調整物質による柑橘類の無核果形成に関する研究

比嘉,照夫 竹島,久善 琉球大学農学部

https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2010253851.pdf
2.ルチンの定量によるそば粉と小麦粉からなる混合品の混合割合の定量

大田朋槻,野妻義巳,天野千秋,朝長洋祐

https://www.customs.go.jp/ccl_search/info_search/foodstuffs/r_45_03_j.pdf
3.バイオエタノールの生成

村山雅斗,伊藤建哉,大山駿輔

https://school.gifu-net.ed.jp/ena-hs/ssh/H29ssh/sc2/21735.pdf
4.ウキクサで作るバイオ燃料

中山 拓海,蜂谷 英介,保谷 聖耀,原 直矢

https://school.gifu-net.ed.jp/ena-hs/ssh/H28ssh/sc2/21643.pdf

https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2010253851.pdf
https://www.customs.go.jp/ccl_search/info_search/foodstuffs/r_45_03_j.pdf
https://school.gifu-net.ed.jp/ena-hs/ssh/H29ssh/sc2/21735.pdf
https://school.gifu-net.ed.jp/ena-hs/ssh/H28ssh/sc2/21643.pdf


飲み物における抗菌作用 
神奈川県立厚木高等学校 

2年 E組 7班（β） 

１．背景 

コロナウイルスの流行により、身近なもので抗菌できるものについて調べようと思ったから。そ

の中でも緑茶に抗菌作用があると聞いたことがあったため、その他にも抗菌作用がある飲み物が

あるか興味が沸いたから。 

 

２．目的 

どの飲み物に抗菌作用があるかを調べること。 

 

３．仮説  

 （１）根拠となる先行研究・原理等 

カテキンについて 

ポリフェノールの1種で抗菌作用をもち 

エピカテキン、エピガロカテキン、エピガロカテキンガレート等がある 

 

調べる飲み物の成分 

緑茶:エピガロカテキンガレート 

紅茶:テアフラビン 

ウーロン茶:エピガロカテキンガレート 

コーヒー:コーヒーポリフェノール 

 

寒天培地の作り方 

1、ペプトン、食塩、粉寒天を量り、水を入れて混ぜる 

2、電子レンジに入れ1が溶けるように熱する 

3、ベンチクリーンの中に2とシャーレを入れ、シャーレに薄く2を注ぎ固まるまで待つ 

 

 （２）仮説（実験１） 

緑茶以外にも抗菌作用を示す飲み物はあると考える。 

理由:抗菌作用がある物質を含んでいる飲み物が多いから（調査対象に） 

 

その中でも緑茶が最も抗菌作用を示すと考える。 

理由:緑茶が1番多くカテキンを含んでいるから 

 （３）仮説（実験２） 

緑茶の中でも茶葉が最も抗菌作用を示すと考える 

理由：市販の緑茶よりも茶葉から淹れたほうが濃い場合が多いから 

４．方法  

 （１）実験材料（実験1） 

緑茶、麦茶、紅茶、牛乳、コーラ、コーヒー、水、豆乳、ウーロン茶 

粉寒天、ペプトン、食塩、シャーレ、三角フラスコ、クリーンベンチ、電子レンジ 

   

 （２）手順（実験1、実験2共通） 

1、寒天培地を作る（先行研究参照） 



2、納豆をすりつぶし、1で培養する 

3、調査対象を滴下しする 

4、一定時間経過させ、納豆菌の変化を調べる。 

   （3）実験材料（実験2） 

茶葉、おーいお茶、綾鷹、特茶、抹茶、伊右衛門、水     

５．結果（実験1） 

 
図1                         図2 

 
図3                         図4 

 
図5                         図6 

 
図7                        図8 

 
図9 

 



紅茶、緑茶、コーヒーには抗菌作用が見られた。 

また、その中でも緑茶が最も抗菌作用が見られた。 

６．考察（実験1） 

結果より、緑茶、紅茶、コーヒーには抗菌作用が見られた。よって緑茶以外の飲み物でもカテキ

ンなどの抗菌作用のある物質を含む飲み物には抗菌作用があると考えられる。 

また、緑茶が最も抗菌作用を示したのは、カテキンを多く含んでいるからだと考えられる。 

 

 

 7.結果（実験2） 

 
図10                      図11 

 
図12                      図13 

 
図14                      図15 

 
図16 

 

どの緑茶にも抗菌作用は見られたが、その中で茶葉が一番抗菌作用を示した。 



 8.考察（実験2） 

結果より茶葉が最もカテキンを含むと考えられる。 

緑茶が示す抗菌作用はカテキンの量に比例すると考えられる。 

 9 ．結論 

緑茶以外にも抗菌作用を示す飲み物はあるが、緑茶が最も強い抗菌作用を示す。 

その中でも茶葉が一番抗菌作用を示す。 

 

８．参考文献  

カテキンの成分 

カテキンの種類と効果と摂取量 | 健康長寿ネット (tyojyu.or.jp) 

テアフラビン 

紅茶の抗菌・殺菌効果｜インフルエンザの予防効果も！｜紅茶豆知識 | 紅茶教室と紅茶通販の専

門店 Tea studio y2（ティー スタジオ ワイワイ）-東京都府中市 (tea-studio-y2.co.jp) 

ポリフェノール 

ポリフェノールとは？体への効果と摂取できる食品・飲み物を解説！ | MediPalette (lotte.co.

jp) 

微生物基礎（実教出版） 

https://www.tyojyu.or.jp/net/kenkou-tyoju/shokuhin-seibun/catechin.html#:~:text
https://tea-studio-y2.co.jp/blog/1242/
https://tea-studio-y2.co.jp/blog/1242/
https://medipalette.lotte.co.jp/bodycondition/979
https://medipalette.lotte.co.jp/bodycondition/979


米のとぎ汁の洗浄効果

神奈川県立厚木高等学校

2年　E組　8班　　

１．背景

米の研ぎ汁は廃棄されることが多いが,油汚れを落とす洗浄効果があることを知り,米の加工状態や品種

で洗浄効果に差があるのか興味を持った。このことから米の研ぎ汁を掃除などに再利用できるのではな

いかと考えた。

２．目的

最も洗浄効果の高いジャポニカ米の加工状態は何かを調べる。

インディカ米に洗浄効果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

ジャポニカ米の玄米はぬか層や胚芽がついているが白米にはついていない。白米はでんぷんが多く含

まれる胚乳がむき出しになっている。米のとぎ汁は,糠部分の窒素,リン,カリウム等のミネラル成分を含む

ものである。米糠に含まれるγグロブリンというタンパク質には界面活性剤の働きがあり,油になじんで汚れ

を落とす効果がある。米のとぎ汁は発酵させると,酸化還元電位の値が小さくなる上,菌の数が増えて還

元力が高くなる。還元力が高くなると,水の浸透力が上がるため汚れが落ちやすくなる。

　

　（２）仮説

実験①：白米はぬか層がないため中の成分がとぎ汁に溶け出しやすくなり,発酵させると洗浄効果がさ　

　　　　　らに高まることが期待されるため,発酵させた白米の研ぎ汁が最も洗浄効果が高くなる。

実験②：ジャポニカ米とインディカ米では成分の違いは見られないため,インディカ米にも洗浄効果があ　

　　　　　る。

４．方法　

　（１）実験材料

米（ジャポニカ米とインディカ米）,電動歯ブラシ,家庭用精米機,ペットボトル,油性ペン（黒色）,ザル,ボウ

ル,水道水,純水,布（白色でワイシャツ程度の強度があるもの,7 cm×7 cm）,プラスチックコップ,

色判定アプリ（色彩ヘルパー）,ビニール手袋,計量カップ,ろうと,まな板,瓶

　

　

図1　実験①で使用した米
（左から白米,七分づき,五分づき,玄米）



（２）手順

実験①　ジャポニカ米の加工状態による比較

1．家庭用精米機を用いて,ジャポニカ米の玄米を五分づき米,七分づき米,白米に精米する。これらを　

　  それぞれ一合の半分（70 g）用意する。

2．米を入れた瓶に計量カップで量った水100 mlを入れ,ふたを閉める。

3．瓶を3回振って,水を捨て,瓶にもう一度100 mlの水を入れる。

4．瓶を10回振って米をザルで除き,出てきたとぎ汁をプラスチックカップに移す。

5．研ぎ汁に布（油性ペンで5 cmの長さの線を引いたもの）を5分間浸す。

6．とぎ汁から布を取り出し,電動歯ブラシで力を加えないようにして１分間擦る。

7． 純水を入れたボウルの中で軽く布をすすぎ,乾かす。

8．布をスマホで撮影する。

　  撮影する際は影が入らないように布を斜めに立てかけて撮る。

9．色識別アプリを用いて2と8で撮った布に引いてある線のRGB値(10進法表記)を測定し,実験前後で　

　　比較する。

これらを玄米,五分づき米,七分づき米,白米のそれぞれのとぎ汁,純水(対照実験を行うため),さらにこれら

5つの試料を発酵させたとぎ汁の計10種の試料を用いて実験を6回行った。

RGB値の測定の手順

1．R,G,Bのそれぞれの値を測定し,その平均をとる。この作業を1 cm間隔になるように5箇所で行う。

2．1で出した5箇所の値の平均をとる。これをRGB値の平均とする。

3．実験後の値から実験前の値を引く。

これらの手順を終えたものを以降,RGB値の平均の差と呼ぶ。

発酵させる手順

1．500 mlペットボトルに4種のとぎ汁,純水をそれぞれ入れる。

2．常温でふたを閉めたま,39日間置く。置いている期間はペットボトルを振って攪拌し,ふたを開けてガ　

　 ス抜きをするという作業をほぼ毎日行った。

本研究のとぎ汁の発酵の定義は,以下の3つの条件をすべて満たすものとする。

・酸っぱいにおいがする。

・ふたを開けると音がして,気体が発生しているとわかる。

・色が濃くなっている。

ただし,純水については発酵しないため同じ期間置いたものを便宜的に発酵させた水と呼ぶこととする。



図2 布を浸す前の写真

図3 発酵させたとぎ汁
（左から白米,七分づき,五分づき,玄米,水）

実験②　

インディカ米を用いた実験インディカ米のとぎ汁,純水,さらにこれら２つの試料を発酵させたものの計4種の

試料を用いて実験①と同様の手順で5回行った。　　　　



５．結果

図4 実験①のRGB値の平均の差の比較

実験①

図4から,水よりも米のとぎ汁の方がRGB値の平均の差が大きいことがわかった。また,発酵させたとぎ汁と

発酵させなかったとぎ汁ではあまり大きな差が見られなかった。

図5 実験②のRGB値の平均の差の比較

実験②

図5から,インディカ米のとぎ汁よりも水の方がRGB値の平均の差が大きいことがわかった。このことから、

インディカ米に洗浄効果はないといえる。また,発酵させたものよりも発酵させなかったものの方がRGB値

の平均の差が大きいことが読み取れた。



６．考察　

ジャポニカ米のとぎ汁が水よりもRGB値の平均の差が大きく,洗浄効果があったといえるのは,米に含まれ

るタンパク質が溶け出したからであると考えられる。しかし,米の加工状態で洗浄効果に差が見られな

かったため,米の加工状態では溶け出るタンパク質の量にあまり差がないと推定される。とぎ汁を発酵さ

せたものと発酵させなかったものではあまり大きな差が見られなかったことから,発酵させても洗浄効果は

高くならないと考えられる。ジャポニカ米とインディカ米では成分に違いは見られないにもかかわらず,イ

ンディカ米に洗浄効果がなかったことについて明らかにすることは今後の課題としたい。

本研究の反省

とぎ汁の保存状態に若干差が出てしまった。写真を撮る時間や状態を統一しきれなかった。得られた

データから科学的に洗浄効果や発酵状態での比較を行えなかった。これらを踏まえて,より深い考察や,

検定を行う必要がある。　　

７．結論

ジャポニカ米では米の加工状態で洗浄効果に差はない。また,インディカ米に洗浄効果はない。

８．参考文献　

1)米のとぎ汁の洗浄力要因の推定と関連消費者情報の分析

https://www.jstage.jst.go.jp/article/senshoshi/62/8/62_528/_pdf

2)お米の研ぎ汁ってスゴイ！「お米の発酵水」がお掃除に大活躍

https://haccola.jp/2016_11_30_482/

3)日本食品標準成分表

https://fooddb.mext.go.jp/details/details.pl?ITEM_NO=1_01152_7

https://fooddb.mext.go.jp/details/details.pl?ITEM_NO=1_01083_7

https://www.jstage.jst.go.jp/article/senshoshi/62/8/62_528/_pdf
https://haccola.jp/2016_11_30_482/
https://fooddb.mext.go.jp/details/details.pl?ITEM_NO=1_01152_7
https://fooddb.mext.go.jp/details/details.pl?ITEM_NO=1_01083_7


ゴボウから天然ゴムの代替成分抽出実験

神奈川県立厚木高等学校

１．背景

様々な社会的な問題がある天然ゴムを身近なもので代用出来ないかと思ったこと

２．目的

ゴボウから天然ゴムの代わりとなる成分を抽出する

３．仮説　

　（１）根拠となる先行研究・原理等

東京都立戸山高等学校の実験より,タンポポにはゴム成分が含まれており,ヘプタンを溶媒として還流す

ることで抽出することが出来る

　（２）仮説

ゴボウには天然ゴムの代わりとなる成分が含まれている

４．方法　

　（１）実験材料

・ゴボウ

・ヘプタン

・メタノール

　　

　（２）手順

1,ゴボウを薄くスライスし,乾燥させる

2,すり鉢で粉砕し,粉末状にする

3,ヘプタン(156 ml)に手順2の試料(7.8 g)を加え,6時間還流を行う(写真1・2)

4,還流したものを吸引ろ過する(写真3)

5,ろ液をエバポレーターで10分の1程度に濃縮する(写真4)

6,濃縮したものに多量のメタノールを加え,固体が析出するか調べる

　写真1　　　　　　　　　　　　　写真2



　写真3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　写真4

５．結果

手順6の段階で想定していたような固体は析出を確認出来なかったが写真5のようなものが確認出来た

　写真5
６．考察　

今回の研究で上手く固体が析出しなかった原因について,1つ目は手順2の段階で上手く粉末状に出来

ていなかったことがあげられる。2つ目の理由としてはエバポレーターによるろ液の濃縮が適切に行えて

いなかったことがあげられる。3つ目としてはそもそも仮説において誤りがあり,ゴボウには天然ゴムの代替

成分が含まれていなかったということがあげられる。

　　

７．結論

ゴボウには天然ゴムの代替成分を抽出することが出来ないと分かった。

またの機会があれば考察で記した反省点を生かして実験方法を見直して再度実験を行いたい。

８．参考文献　

https://www.jss.or.jp/fukyu/mentor/data/ScienceMentor2015_Yajimakonno.pdf

タンポポを用いた 天然ゴム代替資源の開発(東京都立戸山高等学校)

https://www.jss.or.jp/fukyu/mentor/data/ScienceMentor2015_Yajimakonno.pdf

