
ロスフラワーを用いた色付き紙
の製作

背景

[実験1].紙の製作
1.花を取り、適当な大きさ(1cm~2cm)に切る
2.切った花の茎や葉をたたき、10%重曹水溶液
で40分間煮る。その際、水で洗って触ると皮が
バラバラになるくらいが最適。
3.水で洗って、漂白剤の入った水につける。そ
の後、数時間手洗いする。(これをAとする。)

4.ミキサーに、洗濯のりと水と一緒にAを入れ
てかき混ぜる。(この時,繊維の間に細かい泡が
あるといい状態)

5.紙すき枠の中に流し込んで,均一の大きさに広
げる。
6.水を切り,新聞の上に木綿を置いて,できた紙

をのせる。さらに上に木綿を置いて新聞紙をの
せ,一番上に板を置いて重しとする。(新聞は水
を吸ってしまうので、交換する。)

7.作製した紙の強度を,重しを吊るして調べる。

実験2 色の付け方
1.花弁を10 %以上の食塩水に浸漬する。
2.食塩水の量は,花弁の2∼10倍量が適している。
3.数日放置すると、食塩水内に色素が集積する。
4.色素が集積した食塩水を凍結させて,静置して
もう一度解凍すると色素が下の方にたまる。
5.4の抽出液を紙をミキサーに入れる時に一緒
に入れる。
6.スマホアプリを用いて,ついた色が何色かを調
べる。

実験1の結果
コピー用紙の方が強度
が高かった。しかし、
作製した紙も420 g

までは耐えたため、
紙として使用できると考える。

実験2の結果
作製した紙に色をつけることはできた。

しかし、赤色の花弁を用いたのに対して、色の
識別結果は檜皮色という色になってしまった。

原因として考えられるのは、色素を水の中で保
存していたが、蒸発や使用する時に酸素に触れ
てしまうということを考慮していなかったため
だと考えられる。

結論

参考文献

コロナ渦での生花の需要の減少により、花屋に
おいて花が余りがちになってしまい、余った花
が廃棄されるようになってしまった。このよう
なロスフラワーの活用方法を見出せないかと考
えたことが背景にある。

仮説

方法

廃棄予定の花を用いて紙を作ることができ、その紙
には花弁を用いて色を付けることができる。

結果及び考察

廃棄予定の花を用いて、ある程度の強度がある
色付き紙を作ることができた。

雑草で紙づくり-徳島県立博物館
https://museum.bunmori.tokushima.jp/ogawa/kami/kami01.htm

厚木高校75期生 2年E組3班雑草を用いた紙の作成

https://3b677cc9-084a-45a0-874e-a40431020d57.

filesusr.com/ugd/3d64ce_6aa2841c6eef4591a0f84758f00ac2ea.pdf

自由研究は牛乳パックで再生紙を作ろう!幼児から高学年まで応用がきく | あんふぁんWeb

https://enfant.living.jp/mama/mamnews/europe/799967/

JP2013087121A 花の香りと色の抽出製造法

https://patents.google.com/patent/JP2013087121A/ja

まだ十分に楽しめる!廃棄予定の花「ロスフラワー」を購入できるサイトを紹介

https://lifehugger.jp/column/loss-flower-online-shopping/
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生物

図1 強度実験の結果

図2 強度実験の様子 図3 作製した紙に色を付けた様子
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ドクダミ由来の物質の
他感作用についての研究

背景

①学校敷地内の土に生えているドクダミを採集し、
葉の部分をハサミで切り取る。水で土を洗い流し、
最低一日新聞紙にくるんで乾燥させる。

②乾燥させたドクダミの根をすり鉢とすりこぎか
フードプロセッサーで粉末状にする。（図１）

③実験で使用するA~D液を作成する。（図２）
A液：ドクダミの粉：純水を30 g:570 mlで混ぜ、

火にかけて煮出しろ過で液体を抽出
する。
B液：ドクダミの粉：純水を30 g:570 mlで混ぜ、

常温でおいておきろ過で液体を抽出する。
C液：ドクダミの粉：酢酸エチルを30 g:120 ml混ぜ
ろ過した液体を常温で水を蒸発させ、そこ

に200 gの純水を混ぜ5%液体を抽出する。
D液：純水

④実験１
プラスチックの容器を2つ用意し、スポンジを敷き、カ
イワレ大根の種を5 gまいて、それぞれの容器にA液とD

液を30 mlを入れて4日間育てた。（図３）

⑤実験2-1
４つの容器にA,B,C,D液を30 mlずついれ、種を100粒ま
き四日間栽培し、対照実験をした。（図４）

⑥実験2-2,2-3
実験2の正確性を高めるため、全く同じ実験を一回目と

開始を2日ずつずらして4日間行った。

図１ 図２

図３ 図４

表１
抑制効果の原因物質は、ガスコンロにおける弱火程
度の熱には十分に耐性をもち、抑制効果を失なわな
いことがわかった。（表１）

表２ 表３
表４

ドクダミ液：純水の発芽数比が 56：121（表１）

一回目 A : B : C : Dの発芽数比が

4 : 27 : 68 : 88 (表2)

二回目 A : B : C : D の発芽数比が

73 : 30 : 63 : 85（表3）

三回目 A : B : C : D 発芽数比が

16 : 6 : 87 : 83 (表4)

ドクダミにはアレロパシー効果がある。

また、その成分は有機溶媒（酢酸エチル）との

混合液の結果から原因物質は水溶性であり、

実験2の二回目に関して、発芽の判定の仕方や栽培

中に不備があり他とは異なる結果が出てしまった。

結論

参考文献

雑草を活用できないかと考えたときに、

多年草のドクダミは使い道が少ないと思い、
新しい使い道を発見するため。

仮説

方法

ドクダミには成長抑制効果の他感作用があり、
これによる除草や農業ができるのではないか。

結果及び考察

ドクダミの根には他感作用があり、原因物質は
ある程度熱に耐性がある水溶性の物質である。

1.ドクダミが他の植物に及ぼす影響
https://f.osaka-kyoiku.ac.jp/tennoji-j/wp-content/uploads/sites/4/2020/08/2002_27_13-18_dokudami_.pdf

2.アレロパシーとは？野菜栽培に役立つ具体例を紹介【雑草・害虫対策】
https://minorasu.basf.co.jp/80067

3.植物のアレロパシーJ-Stage
https://minorasu.basf.co.jp/80067
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https://f.osaka-kyoiku.ac.jp/tennoji-j/wp-content/uploads/sites/4/2020/08/2002_27_13-18_dokudami_.pdf


パスタの廃棄分を利用した
バイオエタノールの開発

背景

実験方法
１、パスタ50 gをゆでたものとゆでていないも

のをそれぞれミキサーにかけ、種麹0.2 g水

400 gを加えた。

２、30 ℃に保って糖化させた。

３、糖度が一定になったら、ドライイーストを

加え30 ℃に保ってアルコール発酵させた。

［表１］作成した試料一覧

考察
全ての試料に膜や泡のようなものが見られた。

このような膜の張った試料には共通して糖度が

上がりにくいという共通点があった。

→試料に雑菌が入って種麹の

働きが妨げられたから。

→次の実験では器具を滅菌する。

[図２]試料に膜の張った様子

実験方法
①乾熱滅菌器には三角フラスコを、

オートクレーブにはパスタの茹で汁を入れ、滅

菌した。

②実験１と同じ手順でおこなう。

ただし、観察するときはクリーンベンチを使用

した。

結果
[表3]試料５と６の比較

考察
蒸留後のアルコール濃度とバイオエタノールの

量から、５の試料の方がより濃度が高い。

ゆでた方が糖度が高くなったのは、ゆでること

によってデンプンがα化し、種麹にとって分解

しやすい構造になったこと、パスタの組織間の

結合が緩められたことが原因だと考えられる。

糖度が高くなり、グルコースが増えたので、最

終的にアルコール濃度も高くなったと考える。

結論

参考文献

パスタを粉末状にすることでより濃度の高いバ

イオエタノールを生成することができる。

滅菌をしたパスタとそのゆで汁で作るとより濃

度の高いバイオエタノールを生成できる。

1) ニップン廃棄物削減と循環型社会

https://www.nippn.co.jp/csr/environment/recycle/1222901_10531.html

2) 米麴・雑穀麴への加工

https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/319708.pdf

3) 生パスタなど、麺類を茹でないといけない理由とは

http://kannoseimenjo.com/pasta/2105/
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化学

・食品ロスとなってし

まう廃棄物からバイオ

エタノールを作りたい

と考えた。

・厚木高校の近くには

パスタ工場があるため、

製造の過程で余り廃棄

されるパスタが活用で

きると考えた。

実験1

実験２

［図１］
バイオエタノール生成
のプロセス

仮説

https://www.nippn.co.jp/csr/environment/recycle/1222901_10531.html
https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/319708.pdf
http://kannoseimenjo.com/pasta/2105/


ラディッシュを用いた
根菜の水耕栽培の検討

背景

[実験1]ラディッシュを下記の6つの方法で教室の窓側で
育てた
表1 実験1の方法及び結果

[実験2]土の中の圧力を測定する
1, 蓋が無く,側面(=A面)が自由に開閉

できるような四角い容器,糸,ばねばかり,

ゴム球を用意する

2, 糸の片端をA面に貼り付け,もう一方の

片端をA面と向かい合う面に通しばねば 図1 容器のイメージ

かりに結ぶ。この時糸とばねばかりが床

と平行になるようにする

3, 糸が埋まらない所まで土を詰め,中にゴム球を入れる

4, 数回ゴム球に空気を送った際のばねばかりの目盛りを

読み取る

表2 実験2の結果

土中には微小な圧力しかかかっていない

[実験3]インキュベーターを用いてラディッシュ
を育てた

～今後の発展～

温度や濃度に着目してきたが、今回の条件だけ
ではなく数値を変えたりサンプル数を多くする
ことでより再現性のある実験が見込まれる

←実際に濃度1倍・温度26℃で
育ったラディッシュの様子
実験期間の都合により
途中で断念した

結論

参考文献

根菜の水耕栽培はいまだ成功していない
→成功すると農業技術の発展が見込まれる

仮説

方法,結果及び考察

加圧をし土に似た環境を再現できれば水耕栽培ができる

今回の設備では水耕栽培をすることが困難であった
→湿度や溶液の濃度、光等の関係性も調べる必要がある

神奈川県立厚木高等学校:根菜の水耕栽培
https://drive.google.com/file/d/1fBvpwG9KBHrBEQTzIr7ZvMuhMut-

YJXl/view?usp=drive_web&authuser=0
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発芽環境 生育環境 成長具合

土壌
球ポリマー+ ハイポネッ

クス原液
発芽後枯れた

スポンジ
球ポリマー+ ハイポネッ

クス原液
発芽後枯れた

粉ポリマー
粉ポリマー+ ハイポネッ

クス原液
発芽後枯れた

スポンジ
スポンジ+ ハイポネック

ス原液
葉4cm茎10cmまでは成長
したがその後枯れた

土壌
ペットボトルにスポンジ

を詰めたもの*1

+ ハイポネックス原液
通常通り成長

土壌 土壌 通常通り成長

回数 1 2 3 4 5 平均

力[N] 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.12

温度[℃] 濃度 根の長さ[cm] 赤い部分[cm] 葉[cm]

20

1

1.8 3.2 7.3

4.2 2.8 7.5

2

4.2 4.6 6.7

4.9 1.9 7.2

26

1

16 6.0 15

28 3.9 19

2

4.2 4.0 9.0

5.0 8.0

使用しタたイン
キュベーター

実際に中で育て
たもの



産業廃棄物を利用した紙及び糸の作成

背景

【方法】
＜紙及び糸の作り方＞
・パラグラスを重曹水溶液で十数分間中火で煮る。
・全体が漂白液につかるようにし、数日間漂白する。
・漂白したものを軽く水洗いをする。
・洗濯のりと共にミキサーに数秒間かける。
・紙すき枠に流し込み、軽く水気を飛ばす。
・枠から外しキッチンペーパーではさみ、重石を乗せ数日間乾燥させる。
・出来た紙を3mm幅で切り、よりをかけて糸状にする。

＜糸の耐久実験＞
・糸の両端をクリップで挟む。

・片側をスタンドにはさんであるばねばかりにかけ、他方をゆっくりと手で引っ張る。

・糸が切れた瞬間のばねばかりの数値を耐久値として計測する。

また、切れた瞬間の数値を見るためにスマートフォンのスローモーションカメラで撮影する。

どちらの実験も以下４パターンで行った

・枯れたパラグラス,漂白なし ・枯れていないパラグラス,漂白なし

・枯れたパラグラス,漂白あり ・枯れていないパラグラス,漂白あり

【結果】
全てのパターンで紙及び糸の作成が出来た。

漂白の有無による糸の耐久値の比較

パラグラスの状態による糸の耐久値の比較

紙の厚さによる糸の耐久値の比較

【考察】
・厚さが均一で薄く、しなやかな紙ほど糸が作りやすい。

・漂白を行う等、繊維がやわらかい状態ほどしなやかな紙が作りやすい。

・枯れていないパラグラス,漂白ありが紙及び糸の作成に適している。

➡本実験では薄い・厚さが均一・しなやかな紙を作成する

以下の理由から産業廃棄物としてバナナの皮を使用した。

・繊維が長い ・入手しやすい

・繊維が豊富 ・大量に廃棄され、有効活用がされていない

【方法】
＜紙及び糸の作り方＞
・バナナの皮を重曹水溶液で十数分間中火で煮る。
・全体が漂白液につかるようにし、数日間漂白する。
・漂白したものを軽く水洗いをする。
・洗濯のりと共にミキサーに数秒間かける。
・紙すき枠に流し込み、軽く水気を飛ばす。
・枠から外しキッチンペーパーではさみ、重石を乗せ数日間乾燥させる。
・出来た紙を3mm幅で切り、よりをかけて糸状にする。

1⃣事前検証で最も上手くできた方法の検証

・乾燥していないバナナの皮,漂白あり を検証した

2⃣パラグラスのように繊維を残してできないかの実験
1 ⃣の結果を踏まえ、しなやかな紙を作るために繊維の形を残してできないか、

以下５パターンで行った

・乾燥させたバナナの皮,漂白あり,洗濯のりあり

・乾燥させたバナナの皮,漂白あり,洗濯のりなし

・乾燥させていないバナナの皮の表面部,漂白なし

・乾燥させていないバナナの皮の白い部分,漂白なし

・乾燥させていないバナナの皮,漂白あり,漂白後変色あり

【結果1⃣】
紙及び糸の作成が出来た。

しかし、パラグラスの時の様には繊維の形が残らなかった。

図1 事前検証で作成したパラグラス紙 図2 本実験1⃣で作成したバナナ紙

(枯れていないパラグラス、漂白あり) (乾燥していないバナナの皮,漂白あり)

【結果2⃣】
全てのパターンで紙の形にすることは出来たが、

糸状にできたのは乾燥させていないバナナの皮,漂白あり,漂白後変色ありのみだった。

図3 作成したバナナ紙 図4 作成したバナナ糸

(乾燥させていないバナナの皮,漂白あり,漂白後変色あり） ( 乾燥させていないバナナの皮,漂白あり,漂白後変色あり)

【考察】
・乾燥させていないバナナの皮を使用したり、漂白をすることで繊維がやわらかくなり、

しなやかな紙が作れる。

・繊維の形がしっかりと残っていなくても紙を作ることは可能である。

・繊維を細かくするほど厚さが均一な紙が作りやすくなる。

・厚さが均一で薄くしなやかな紙ほど、糸への加工がしやすくなる。

結論

参考文献

・産業廃棄物になってしまう植物があり有効活用したい

・現在の糸の多くは石油などから作られる化学繊維
＝天然繊維よりも化学繊維を製作する方が環境を汚染してしまう

➡ 産業廃棄物になってしまう植物を使い、

環境負荷が少ない新たな糸を作りたい

仮説

事前検証
＜パラグラスを使用した実験＞

産業廃棄物である植物から紙を作り、
よりをかけることで糸を作ることができる

本実験
＜産業廃棄物を使用した実験＞

・産業廃棄物(バナナの皮)から紙及び糸を作ることは可能である。
・柔らかい繊維を細かくし、目の細かい網などですくことで
厚さが均一でしなやかな紙を作ることができる。
・厚さが均一で薄くしなやかな紙であれば、糸を作ることが
できる。

1)  和紙布ができるまで｜ORIGAMIX

https://origamix1891.jp/story
2) 伝統技術で、サトウキビからジーンズを作る

https://www.tv-tokyo.co.jp/my_green_life/backnumber/index.html?trgt=20220306
3) 「バガスを再利用したデニム」サトウキビ再生糸で職人が縫製＜みんなで支える県産品＞3                                                                         

https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1425226.html

4) 野菜で紙すき体験！親子で楽しみながら食を学ぼう！｜あんふぁんweb
https://enfant.living.jp/enfant_mate/mate2_085/mate_gourmet/562234/

5) 植物から紙へ
https://school.gifu-net.ed.jp/ena-hs/ssh/H30ssh/sc2/21842.pdf

6) 雑草で紙作り

https://museum.bunmori.tokushima.jp/ogawa/kami/kami01.htm

G-β-05

生物

https://origamix1891.jp/story
https://www.tv-tokyo.co.jp/my_green_life/backnumber/index.html?trgt=20220306
https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1425226.html
https://enfant.living.jp/enfant_mate/mate2_085/mate_gourmet/562234/
https://school.gifu-net.ed.jp/ena-hs/ssh/H30ssh/sc2/21842.pdf
https://museum.bunmori.tokushima.jp/ogawa/kami/kami01.htm


シャトルランにおける効率の良い走り方の検討

背景

（１）実験材料
石灰,メジャー,スマートフォン（シャトルランの音源×1,ター

ンの撮影×1）,ダートフィッシュパソコン
（２）手順
1：昇降口前のコンクリートの路上に0 m,3 m,17 m,20 mを測
り、線を引く。
2：被験者は、音源に合わせて0 ｍラインから20 mラインを5 往
復する。その様子を撮影する。
3：撮影した動画をDartfishで解析する。ターン時の股関節の角
度、地面と足のつくる角度、胴体と地面の角度を求める。
4：求めたデータをグラフ化し、相関を調べる。
被験者：班員5 人＋厚木高等学校2 年G 組の生徒4 人

身長とターンにかかった時間が一番短い股関節の角度には相関関係があ

る。

結論

参考文献

シャトルランのターンの方法の違い
↓

記録に違い
↓

最も効率的なターンの方法

仮説1

方法1

シャトルランの記録には、ターン時の股関節の角度が関係している。

仮説2

散布図のトレンドラインによって導き出された関数y=0.907x-

82.2のxの値に自分の身長の値を代入すると自分のターンにかか

る時間が一番短い股関節の角度が算出され,より良い記録が出る

と推測される。しかし,この結論の検証ができなかったため,この

関数が信憑性をもつか確かめることはできなかった。

方向転換テクニック切り返しからの加速を改善
バスケットボール部・サッカー部必見!【CRAMER SCHOOL】
http://youtu.be/Q5sFtcEtl7w

スムーズな減速のための姿勢方向転換のカギは減速力にあり
バスケットボール部・サッカー部必見!【CRAMER SCHOOL】
http://youtu.be/SHkFxKoCWPI

G-β-06
スポーツ
科学

結果及び考察1

r = 0.2374121085

弱い正の相関

r = 0.793089093

強い正の相関

r = 0.644524925

正の相関

結論1

シャトルランの記録と最も相関関係が強いのは股関節の角度

方法2

1.実験1と同様の場所でメジャーで0 m,3m.20 mを測り、それぞ
れ石灰でラインを引く。
2.被験者は20 mラインから0mラインの間をできる限り速く1往
復走る。
3.2の時より小さい歩幅でターンする。
4.2の時より大きい歩幅でターンする。
5.ターン時の股関節の角度を測る。
6.被験者の身長を測定し、手順4,5,6の中でターンにかかった時
間が一番短かった股関節の角度との関係を調べる。
被験者：男子班員3人＋厚木高等学校2年G組の生徒11人

結果及び考察2

身長とターンにかかった時間の一番短い股関節の角度

には、正の相関がある。

図1 シャトルランの記録と股関節の角度

図2 シャトルランの記録と地面と足の作る角度

図3 シャトルランの記録と胴体と地面の作る角度

図5 股関節の角度とターンにかかった秒数の結果1

図4 股関節の角度と身長

図6 股関節の角度とターンにかかった秒数の結果2

http://youtu.be/Q5sFtcEtl7w
http://youtu.be/SHkFxKoCWPI


体の角度の変化とロングキックの
飛距離の関係

背景

ダートフィッシュという動画解析ソフトを使う。10月か

らは動画撮影の際、三脚使用。 調査対象は班のメン

バー 4人とする。 (経験者 2人、未経験者 2人 )

①ロングキックの飛距離を測定

②飛距離の最高値と最低値をダートフィシュで解析

③解析結果から最適なフォームを見つける

解析するポイントは、ボールの重心、つまりボールのヒ
ットポイント、背中の反り具合、軸足の位置とする。

6種類の角度の解析を行った
角度a背中の角度
角度b 地面と軸足の角度
角度c けり足と上半身の角度
角度d 地面と軸足の内側の角度
角度e 蹴る直前の足の開く角度
角度f 上半身と軸足の角度

図1 解析画像① 図2 解析画像②

● 結果のグラフの最高記録と最低記録を比

べると、角度fが最も差があったので、

その角度を調整することで飛距離が出や

すくなると考えられる。

● 他にも、角度a,eも飛距離に関係してい

ると考えられる。

結論

参考文献

サッカーの試合でDFラインでファールされた時のフリー
キックや相手がオフサイドになったときのキックなどロ
ングボールが必要な場面が多く、ロングキックを毎回飛
ばすにはどうしたらいいか気になったから。

仮説

方法

考察

● 角度b,c,dはボールの飛距離が変化し

てもほぼ変化していなかった。

● そのため、角度a,e,fが飛距離に関係し

ていると考えられ、どれか一つが理

想の角度から離れていると飛距離が

伸びなくなる。（理想の角度は最高

記録のもの）

● 背中の角度は飛距離には関係するが、

一番関係しているわけではなかった。

サッカーのキック動作におけるボール飛距離の調節に関する基礎的研究 【初心者向け動画付】サッカーのロングキックの蹴り方のコツ
sms.u-tokai.ac.jp/publication/magazine/doc/ttj_of_sms_29/P013-P024. https://www.all-stars.jp/news/soccer-long-kick-technique/

ロングキックの蹴り方は？初心者でもできるキックのコツも紹介 ロングキックのイラスト
https://www.sakaiku.jp/column/technique/2021/015233.amp.html https://www.irasutoya.com/2013/09/blog-post_5077.html?m=1

【動画解説】ロングキックが爆発的に上手くなる！正しく蹴るためのコツを6つご紹介！ ロングキックの蹴り方のコツ！遠くに飛ばす方法とは？
https://sakareko.com/technique/8898/amp/ https://activel.jp/football/vwCly

G-β-7
スポーツ
科学

体の角度を変えることでボールの飛距離を伸ばすことが
できる。その場合、ボールの飛距離には"背中の反り"が一
番関係していると考えた。

結果

図3 宇野の記録 図4 隅田の記録

図5 橋本の記録 図6 佐野の記録

http://www.sms.u-tokai.ac.jp/publication/magazine/doc/ttj_of_sms_29/P013-P024.pdf
https://www.all-stars.jp/news/soccer-long-kick-technique/
https://www.sakaiku.jp/column/technique/2021/015233.amp.html
https://www.irasutoya.com/2013/09/blog-post_5077.html?m=1
https://sakareko.com/technique/8898/amp/
https://activel.jp/football/vwCly


竹由来のフラボノイド類による防錆剤
の開発

背景

○抽出液の作成
①竹の葉を

ハサミで細かく刻む。

②沸騰した水500ml

で煮沸する。

○鉄くぎによる実験
①10本の鉄くぎを耐水研磨紙で

水を混ぜながら研磨する。

②筆で竹抽出液を塗布した釘と

なにもしない釘を5本ずつ用意する。

③塗布した竹抽出液が乾いた後､

測定範囲を分ける。

④11/24,25の15:50に0.3%食塩水

を霧吹きで1回吹きかける。

⑤11/28まで放置する。。

○グレースケール化したRGB値の変化

有意水準5%としてT検定した結果、有意
差が認められた。

結論

参考文献

竹にはフラボノイド類という抗酸化

作用を持った物質が含まれている｡

また竹は生育が早いため、資源とし

て有用だと考えた｡

仮説

方法

竹由来のフラボノイド類による防錆剤が
開発できる。

結果及び考察

竹由来のフラボノイド類による防錆剤が開発で
きる。

・RGB値について
ペイントのRGB値について - Nec-lavie
https://faq.nec-lavie.jp › qasearch › app › servlet › relatedqa

・RGB値のグレースケール化について
【画像処理】RGBカラーからグレースケールへ変換する計算式

https://algorithm.joho.info › 画像処理

G-β-08
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竹 なし

実験前 247 243

実験後 173 63



アボカドの種を利用した新規農薬の開発

背景

結論

参考文献

廃棄量減少を目指す
→身近な食べ物であるアボカドを有効活用し、

種などに含まれるぺルシンの作用で農薬を作る
ことができないかと考えた

仮説

方法

ペルシンには虫に対する忌避性があり農薬とし
て利用できる※1※2

結果及び考察

ペルシンは虫に対し忌避性がなく、新規農薬
としての利用は不可能である

※1 食べてはいけないもの②|MIRU動物病院 https://www.miru-
ah.jp/2021/02/05/336
※2 公表特許公報(A)_生物活性化合物が濃縮されたアボカド抽出物由来の抗菌、
抗細菌、または芽胞発芽阻止活性

https://dbsearch.biosciencedbc.jp/Patent/page/ipdl2_JPP_an_2013523692.html

G-β-09

化学

1 アボカドの種をミルで
細かく砕き、酢酸エチル
に浸す
2 マントルヒーターで酢
酸エチルを揮発させる
残った液体を純水で薄め、
それをペルシン液とする

表2 10分後のミルワーム20匹の位置(11月30
日)

実験1 ペルシン液の作成

実験3【2】ミルワームに対する実験
(乾かした酢酸エチルと何もつけないキッチンペーパー)

実験3【1】ミルワームに対する実験(ペルシン液と純水)

キッチンペー
パー

新聞紙 新聞紙の外

ペルシン液(匹) 12 4 4

純水(匹) 9 4 7

表1 10分後のミルワーム20匹の位置(11月28日)

実験3【2】ミルワームに対する実験
(乾かした酢酸エチルと何もつけないキッチンペーパー)

実験3【1】と同じ手順
で行う

1 湿らせたキッチンペーパーの上にミルワームを20匹のせる
2 10分後のミルワームの位置を調べる
※新聞紙の外に出たミルワームはそのまま回収する

※酢酸エチルはすぐに揮
発してしまうため、なに
もしていないキッチンペ
ーパーを用いて対照実験
を行う

キッチンペーパ
ー

新聞紙 新聞紙の外

乾かした酢酸
エチル(匹)

1 11 8

何もつけてな
い(匹)

10 6 4

図1 砕いたアボカドの種と酢酸エチルに浸した様子

図2 実験3【1】の構図

図3 実験3【2】の構図

T検定結果→実験3【1】【2】共に有意差なし

実験3【1】ミルワーム対する実験(ペルシン液と純水)

実験4 ガスクロマトグラフィー

図4 実験4結果

不純物が多い,ペルシンの試薬が無いため測定不可

➡ミルワームに対する忌避性なし

➡ペルシン液にペルシンが含まれている確証がない

今後ペルシンの研究が進みペルシンの沸点が明らかに
なれば、適切な温度でペルシン液を作成できる

https://www.miru-ah.jp/2021/02/05/3365/
https://www.miru-ah.jp/2021/02/05/3365/
https://dbsearch.biosciencedbc.jp/Patent/page/ipdl2_JPP_an_2013523692.html


クロロフィルを用いたプラスチックにおける劣化の防止

背景と先行研究

【仮説】
先行研究よりクロロフィルには紫外線をカット・吸収す
る効果があることがわかっているので、クロロフィルを
ほかの物質と混ぜることで紫外線をカット・吸収する日
焼け止めを作ることができると考えられる。

【実験準備】クロロフィル抽出液の作成
1.ケイノコヅチを細断してエタノールを加え,めん棒でさ

らに細かくすり潰した

２.１の液体をろ過した

【方法】
1.クロロフィル抽出液1 mlをそれぞれ寒天溶液,ボンド,洗

濯糊10 gが入ったシャーレに入れた（この時、比較のた

めにクロロフィル抽出液をエタノールに代用したものも

同様に作成した）

2.１で作成したそれぞれの物質に紫外線を当て、各点を

透過した紫外線の強さを測定した

3.2で測り終えた物質を乾燥機で40℃で7時間乾燥させた

【結果】

（図1）各日焼け止めを透過した紫外線の大きさ

・クロロフィル抽出液と他の物質を混ぜた物質で紫外線
の透過を防ぐことができた
・乾燥させると、寒天溶液・洗濯のりと混ぜた日焼け止
めは透明のフィルム状になった

【考察】
・クロロフィルをほかの物質と混ぜることで紫外線をカ
ット・吸収する日焼け止めを作ることができる
・作成した日焼け止めを乾燥させることで、紫外線を防
止するフィルムを作ることができる

【仮説】
実験１より、クロロフィル抽出液と塗料を混ぜ、乾燥さ
せて、紫外線を防止するフィルムを作ることができると
考えられる。このとき、塗料に混ぜるクロロフィル抽出
液の濃度が高くなるほどカット・吸収する紫外線が多い
と考えられる。

【方法】
1.クリアペンキとクロロフィル
抽出液の比率がそれぞれ5:3,5:4,

5:5になるように混ぜた（この時
、比較のためにクロロフィル抽
出液をエタノールに代用したも
のも同様に作成した）

2.それらをそれぞれクリアファ

イルにガラス棒を使い塗った

3.室内で乾燥させた

4.実験1と同様に紫外線透過度を

測定した

【結果】
下記の方法で紫外線透過度を求めた。

（図4,5）各フィルムの紫外線透過度

【考察】
クロロフィル入りエタノールとクリアペンキは3:5の割合
で混ぜたときに、もっともクロロフィルが紫外線カッ
ト・吸収する効果がみられた

結論

参考文献

私たちの身の回りにある雑草を使い、プラスチック製品
の劣化を防ぎ、処分数を減らしたいと考えた。
また、先行研究として以下のことが分かっている。
・クロロフィルには紫外線を吸収する効果がある
・プラスチックの劣化には紫外線が関係している
・日焼け止めは、紫外線を反射、吸収して肌を紫外線か
ら守っている
これらより、雑草由来のクロロフィルを用いてプラスチ
ックの日焼けによる劣化や変色を防ぐことができると考
え、研究することになった。

実験1

実験2

結論として、本研究では仮説の通りクロロフィルを用い
てプラスチック製品紫外線を防止することができるとい
うことが確かめられた

・顕微鏡生物実験室16 植物色素の紫外線カット効果 2022年 6月

http://www2.tokai.or.jp/seed/seed/seibutsu16.htm

・製品設計知識 プラスチックの紫外線劣化のメカニズムと対策の考え方 2022年 6月

https://seihin-sekkei.com/blog-pla-think-19-2/

・テクの雑学 TDK 第69回 お肌を守る微粒子達 -日焼け止めのナノテクノロジー -

2022年 6月

https://www.tdk.com/ja/tech-mag/knowledge/069
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（図2,3）作成したクロロ
フィルフィルムの様子

http://www2.tokai.or.jp/seed/seed/seibutsu16.htm
https://seihin-sekkei.com/blog-pla-think-19-2/
https://www.tdk.com/ja/tech-mag/knowledge/069


廃棄物を利用した酸性土壌の改良

背景

【準備】るつぼを用いてチョークの粉とサザエの粉を加熱する

（このとき30g加熱し,チョークと栄螺どちらとも28gとなった)

また、電子オーブンを用いて加熱した(このとき30g加熱しチョ

ークは17g,栄螺は18gとなった)

実験①

実験材料:ピートモス､酸性土壌に加えるもの(砕いたサザエ､チ

ョークの粉､CaO、ガスバーナーで加熱したサザエとチョーク

の粉、電子オーブンで加熱したサザエとチョークの粉)                                                                                              

手順:ピートモスに上記の物質加えたもの7種と何も加えないも

のの計8種用意し、水素イオン指数の変化を見る。

実験②

実験材料:ピートモス,チョークの粉,ガスバーナーで焼いたチョ

ークの粉,マリーゴールド

手順:ピートモスに焼いたチョークの粉,チョークの粉を加え,A,B

そして何も加えなかったものをCとして,マリーゴールドの種を

3つ植え,成長を見る。

実験③

実験材料:実験①でピートモスに加えたもの7種,ピートモス,中性

の土壌,アネモネ

手順:ピートモスに7種の物質を加えたもの,何も加えなかったも

の,中性の土壌を用意し,アネモネを植え成長を見る。

【結果】
実験①
CaOを加えた場合のみが水素イオン指数が7.0となり，加
熱をしていない栄螺とチョーク,ガスバーナーで加熱した
サザエとチョーク,電子オーブンで加熱した栄螺とチョー
クを加えた時の水素イオン指数が6.5，何も加えなかった
場合のみ,水素イオン指数指数が5.5となった。

実験②
Aの加熱したチョークの粉を加えた鉢のマリーゴールド
の高さは5.2,4.8,4.5㎝で平均4.83cm,

Bの加熱していないチョークの粉を加えた鉢のマリーゴ
ールドの高さは3.3,3.1,0㎝で平均2.43cm、Cの何も加え
ていない鉢はどれも芽が出なかった。

実験③
実験期間終了までに発芽しなかった｡

【考察】
実験①の結果からはチョークの粉と栄螺は同様に使うこ
とができると考えられる。また,今回実験に使用した土壌
酸度計が0.5間隔での水素イオン指数の計測をするもので
あったので、実際の水素イオン指数では差が出ていた可
能性も考えられる

実験②の結果から、加熱したチョークの粉をピートモス

に入れると中和が起こることがわかった。また，Bの鉢

のマリーゴールドがAの鉢のものより育ちが悪いのは，

入れたのが純粋な酸化カルシウムではなかったからだと

考えられる。

実験③で発芽しなかった原因としては,アネモネが球根タ
イプの植物であり,発芽に時間がかかるためであると考え
られる｡

結論
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酸性土壌では、植物を育てるのが難しい。

そこで、貝殻やチョークの粉などCaCO₃を含んだ廃棄物

を用いて、土壌を中性に近づけることができるのではな

いかと考えたから。

仮説

方法

貝殻やチョークの粉などの廃棄物は石灰と同様に酸性土
壌を中和できる。
【先行研究】
中性、弱アルカリ性を好む植物の育成の際,酸性土壌に石

灰を加える場合がある。

CaCO₃を加熱すると,CaOとCO₂を生成することができ,

約900℃で完全に変化したときの質量比は

CaCO₃：CaO：CO₂=25:14:11

マリーゴールドやアネモネ酸性土壌を嫌い中性の土壌を

好む植物である

結果及び考察

酸化カルシウムより効果は薄いが、チョークの粉や栄螺

でも酸性土壌を中和することが出来る。

マリーゴールド https://www.atariya.net/hana/marigo.htm

ピートモスの使い方や特徴 https://lovegreen.net/plantcare/p31421/
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