
表1：pH測定結果

世界三大珍味の1つでもあるトリュフは、ヨーロッパなどの地域ではその生態について研究が盛んに行われており、栽培も行われているが、日本では知
見が少なく日本産トリュフの栽培も他のキノコと比較して全くと言っていいほど進んでいない。そこで、現状を改善するための第1歩として、日本産トリ
ュフの1種であるアジアクロセイヨウショウロ(T.himalayense)の生息環境と生態の調査を行った。

研究者 有賀陶子 北澤理一 小池達也 小林暖
指導者 三上賢司
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アジアクロセイヨウショウロの生育環境の調査

緒言

実験1の結果と考察

実験方法と解析

結論

アジアクロセイヨウショウロの子実体の発生が確認されている信州大学農学部キャンパス内にある生息地を調査した。調査地では、駐車場の南側と西側の二か所の地
面に多く発生することが分かっている。南側の箇所を第1サイト、西側の箇所を第2サイト、南側のはずれを第3サイトと呼ぶ (図1)。

土中温度の測定に用いるロガーと水分含有量の測定
に用いる水分計を、ロガーはサイトごと2地点（1地
点：深さ5,10, 15cmに設置）、水分計はサイトごと
1地点（深さ5,10cmに設置）に設置し、土中の水分
量や温度の測定を行った

実験1 実験2

8月～11月まで週1回の定期観測を行い
子実体の発生が確認された場所及び
個々の個体の大きさを記録した。

今回の調査では、信州大学農学部内において8月～10月に発生が確認された。
発生場所では岩の近くなどの木の細根が集まりやすい場所に生える傾向があったと考えられた。
アジアクロセイヨウショウロは他のキノコと同様、地中温度の低下や土壌中の水分量の変化が発生に大きく影響することが示唆された。
pHは先行研究と同様比較的高いところを好むことが分かった。

発生個体総数は33個体である。また9月10日～16日に最も新規個体が確認された。個体は、第1、第3サイトでは、岩石や縁石付
近で多くみられる傾向があった。これは木の根が正面から大きい障害物にぶつかることで周辺に木の細根が集中し、その細根に
トリュフ菌が共生することによって発生が多く見られたと考える。

図3: 発生個体の位置

実験2の結果と考察

8月19日に初めて新規個体が確認され,新規個体が発
生した週は平均降水量が多かった。新規個体が確認
された週以降の平均地中温度は17℃以下になってい
た。シイタケは16℃で菌糸の活動できる温度外にな
るので、成長個体がなくなったと考えることができ
る。また、水分の含水率は、0.16～0.19㎥/㎥の間で
発生がみられることから、水分の含水率0.16～0.19
㎥/㎥への上昇が発生の条件であると考えられる。

図2: pH測定方法
図1: 調査地の詳細
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①②④⑤の土壌の平均pHは7.1であり、
③⑥⑦の土壌の平均pHは6.4であった。
よって、アジアクロセイヨウショウロの発生が確認され
た付近の土壌pHは確認されなかった地点付近に比べ㏗が
高かった。これより先行研究と同様にアジアクロセイヨ
ウショウロは比較的周囲より㏗の高い土壌を好むと考え
られた。

図4：第2サイトの状況
（北側からみた図）

さらに、第2サイトでは発生場所周囲の下草が少なかった。
T. melanosporumなどでみられるブリュレを形成したと考えられる。

下草が少な
かった

実験3の結果と考察

アジアクロセイヨウショウロが半径20㎝以内に1つ以上確認された
①②④⑤と、半径20㎝以内に確認されなかった地点③⑥⑦の計７か
所で土壌サンプルを採取しpHを図2のように計測した。
また、これをそれぞれ3回行い㏗の値の平均をとり小数第3位を四捨
五入した値を出す。 それを「土①」～「土⑦」の㏗と定義する。

実験3

そして最後に成長個体が確認された週以降
の平均気温について着目してみると、地中
温度が10℃以下になっていた。シイタケは
16℃で菌糸の活動が停止するので、アジア
クロセイヨウショウロも同様に菌糸の活動
が停止したのではないかと考えることがで
きる。

水分量と新規個体数の関係
(水分量は各データを平均したものである)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5

10

15

20

25

30

8

月2

日

1
9

日

2
6

日

9

月2

日

9

日

1
6

日

2
3

日

3
0

日

1
0

月7

日

1
4

日

2
1

日

1
1

月

成
長
個
体
数

(個
)

地
中
温
度

(℃
)

日付
第一サイト 第二サイト 第一サイト地温 第二サイト地温

地中温度と成長個体数の関係
(地中温度はサイトごとにデータ
を平均した。)



水辺で波の勢いを弱め消波する、消波ブロックがある。先行研究よりブロック間の隙間の大きさによる消波効果の違いは判明してるが、消波ブロックの隙
間に構造物を入れた時の消波効果は確かめられていなかった。そこで消波ブロックの隙間に構造体を入れ、消波効果を研究した。
消波ブロック（グラスプRタイプ）と隙間に入れる構造体（立方体、三角柱、正四面体、球）を作製し、それらを組み合わせたものに波を当てた。計測物
が流された距離により、どの構造体を入れた時が消波効果が高くなるかを調べた。

研究者 伊藤妃花 上田達也 梅津朱莉 浦野貴如 渡邉晴菜
指導者 大野寛務
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消波ブロックの隙間に組み込む物体の形状による消波効果

要旨と研究目的

概要

実験1、2、3により消波効果を高めることのできた形状は波を受けることができるかつ波を受け流すこともできる形状であることがわかった。よって、
グラスプの隙間に三角柱の側面(四角形の面)を波に対して垂直に向けて組み込むのが、私たちが提案する新しい消波ブロックの使い方である。

結論

目的
波がブロックに当たった後、水がどのような動き
をしているかを確かめる。

右の図のように容器に汲んだ水を流し
波を起こす。
その際、計測物が流れる距離を計測す
る。

結果と考察

波が立方体の側面に当たり上面を乗り越えている。

波で転がり受け流してしまい勢いが減少していない。

1,底面（三角の面）を前にすると波が越えるときに斜
面で横に流れ弱まる。 2,
角を前にすると上に乗り上げたり横に流れ、勢いが
弱まらない。

波が面に沿って一方向にしか流れず水位が上がり隙
間から流れ出て勢いが強まる。

立方体

球

三角柱

四面体

概要

目的
どの構造体を入れた時が一番消波効
果が高いのかを確かめる。

構造体

結果と考察

グラスプの隙間に各構造体を入
れた時の計測物が流れた距離

面が前になっている構造物の時は、消波効果が大きくなり、角が前や
球の時は、消波効果が小さくなった。その中でも三角柱が置き方が違
うと消波効果に影響があることが分かった。

各構造体を入れた時の計測物の流
れた距離の平均値

結果と考察

三角柱３
側面（四角形の面）を前にした
とき、波が横に流れず、後ろが
斜面であることでそのまま流れ
ず消波効果が大きくなった。

三角柱４
底面（三角形の面）が面の時、
角が下にありグラスプの隙間と
うまくかみ合ったことで、通り
抜けた波がグラスプに当たり勢
いを弱めた。

三角柱５
斜面が前で角が上の時、斜面で
波を受け流してしまい消波効果
が小さくなってしまった。

三角柱６
波が当たった時、水が跳ねていた
ために勢いが強まり、その後その
まま通過するため消波効果が小さ
くなってしまった。

計測物が流れた距離計測物の流れた距離の平均値

実験方法

概要

目的
実験２により、三角柱の置き方による消波効果の違いが大きいことが分
かったため、ほかの置き方でも違いが出るかを検証する。

三角柱３
底面（三角の面）を前で
角を下

三角柱４
側面（四角の面）を前

三角柱５
斜面を前で角を上

三角柱６
斜面を前で角を下

実験１

実験２

実験３

三角柱１
底面を前にしたとき、波が斜面
に沿って、横に流れてしまい、
流れが弱まった。

三角柱２
角を前にしたとき、上に乗り上げ
たり、横に流れたりして、勢いが
弱まらない。

三角柱1
底面（三角の面）を前

三角柱２
角を前



私たちは先行研究より成長途中の樹木が横からの力を受け傾き、その後鉛直方向
に戻りながら成長することでできる樹木の屈曲から、地すべりの発生を推定でき
ることを知り、伊那北周辺で調査を行った。

研究目的
伊那北高校周辺のそれぞれの樹木の傾く方位と角度を計測し、過去の地すべりの
有無や範囲、強さを調べる、

木の屈曲から伊那北周辺の過去の地すべり
を調べよう

研究者 加藤 功基 那須 瑞生 小山 資貴 福澤 俊輔
指導者 丸山 結衣先生
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緒言

データ処理方法

実験 手順と解析

過去に伊那北で地すべりが起きたと推定したが、断定できなかった。しかしハザ
ードマップより、調査地は土砂災害警戒区域に指定されている。地すべりが起き
たかどうかを確認するためには樹木の傾き以外にも調査地の地形や地質の構造が
必要だと考えられる。地すべりは水を通しにくい地層の上に水がたまり、その上
の地層がすべることで生じる。根曲がり調査に加えて調査地の粒径や岩質を調査
することで地すべりの発生を推定できるのではないか。

結論

実験2結果と考察

実験用具
・記録用紙 ・クリノメーター ・ビニールテープ ・名札 ・地図
実験の目的
樹木の傾きを1.2メートル以下と1.2メートル以上に分けて８方位調べ、樹
木の屈曲タイプごとに分類する。また樹木の位置を地図に記録すること
で、樹木の傾きの方向や角度から過去に起きた地すべりの強さや範囲を
明らかにする。

*対象樹木
針葉樹・ヒノキ・スギ・カヤ・サワラ
2, 調査する樹木に名札をビニールテープ
で貼り付け、番号を記入した。
3,クリノメーターの左側面を当てて角度を
記録する(1,2mより上と下、それぞれ8方
位)。
また針が中心から左に動いた場合をプラ

ス、右に動いた場合をマイナスとした。
（図１では、右に動いているのでプラス
🔸）。
4, 地図に樹木の位置とデータを入力した。
5, データから樹木の屈曲タイプごとに「根
曲がりの木」「傾斜木」「直立の木」に樹
木を分類し地図に入力した。

①8つの傾きをx-yグラフに
点をうった。なおxを東、y

を北、原点をoとする。また、
負の傾きは対の方位とした。
対同士の方位の点2点の平均
の点をうち、8つの点を4つ
の点にした（図２）
②その4つの点のx,yを考え
て、その平均をとった（図
３）。平均をとることで、
その樹木がどの方向に傾い
ているかが分かった。
③平均の点のx,yが分かった
ら、原点を端として平均の
点を通る半直線の方角を求
めた。x,yの値を用いてexcel

のatan関数により角度を求
めた。

-180度<西<-157.5度、-157.5度≦南西<-112.5度、-112.5度≦南<-67.5度、-67.5度
≦南東<-22.5度、-22.5度≦東<22.5度、22.5度≦北東<67.5度、67.5度≦北<112.5

度、112.5≦西≦180度として方角を求めた。この作業をそれぞれの樹木の1.2メ
ートル以下と1.2メートル以上で行うことで、樹木に屈曲ができているかどうかが
わかった。先行研究より、その角度と5度を比較することでそれぞれの樹木の種
類を調べた。

調査した樹木は合計１１６本、うち直立木が７２本で約６２％を占めた。傾斜木は８本で極
めて少なく、調査地全体にまばらに存在していた。根曲がりの木は３６本で調査地の北西
に多く見られ、調査地の伊那北高校北西方面にある傾斜が急なところに多くが存在した。
北向き（北西、北東を含む）の根曲がりの木であった。南東方面では東向きの根曲がりの
木が多く存在した。

1,現在の地すべりについて
今回調査した樹木116本のうち、傾斜木が8本と少ないことから現在この地域では
地すべりが起きている可能性は極めて低いと考えられる。傾斜木も複数確認でき
たが、この地域の傾斜に沿って分布しているわけでもなく、まばらに存在してい
るため、その点でも地すべりの起きている可能性は低いと考えられる。傾斜木の
生成の理由には、地すべりだけでなく大雨や積雪なども関係している。大雨が降
ると斜面の上から下に雨水が流れることにより樹木に対して横からの力がはたら
く。積雪も斜面を滑ることで樹木に対して横からの力がはたらく。
2,過去の地すべりについて
地図２の①の範囲で北向きの根曲がりの樹木、②の範囲で東向きの根曲がりの樹
木、③の範囲で北東向きの樹木が見られ、現在の傾斜の方向と概ね一致していた。
よって、この近辺の傾斜の分布は大きく変化しておらず、過去に地すべりが起き
たと推測できる。しかし伊那建設事務所に問い合わせたところ過去に調査地域で
大きな地すべりは起きた記録はなかったため、大規模な地すべりではなかったと
考えられる。

図１

図２

図３

地図１

地図２

地図３ 地図４



川エビに関する研究は、水質の指標生物としての研究を除き、ほとんど報告されて
いない。先行研究を調査し、川エビの生態を調べる中で私たちは、餌を得られる状況
を記憶できるかという点に着目し、研究を行うことにした。

研究目的
ミナミヌマエビは餌の位置を記憶することができるのかどうか、そして餌の位置を

記憶できた個体が現れた場合、刺激と餌をリンクさせ、刺激を与えただけで餌の位置
まで移動することができるのかどうかを調査する。

研究者 牛山沙也 唐澤愛佳 竹上希美 宮下諒也 村松若奈
指導者 古川 知世

伊那北高校 理数科 課題研究 生物１班

ミナミヌマエビの記憶獲得能力の有無

緒言

実験1 結果と考察

実験1 目的と方法

結論

実験2 結果と考察

目的
ミナミヌマエビ(以下川エビ)を用いて、
刺激(音または光)の直後に餌が来るとい
うことを記憶するのかを調べるために、
刺激のみで餌台に登ってくるのかを調べ
る。

実験①の結果から、餌台に来た川エ
ビは餌の位置を記憶した可能性がある
が、餌の匂いに反応して向かっただけ
という可能性も残る。
この可能性を排除するために行った
実験②ではほとんどの個体が餌台に移
動しなかったため、偶然その場に来た
だけという可能性もある。
以上から、餌台に移動した個体は、
餌の匂いによって動いているだけで記
憶はしていない、または、餌の位置は
記憶できていても、刺激と併せて記憶
できていない可能性が考える。

⇒餌の位置を記憶させる実験を行い、
記憶したかを確認する実験を行う必
要がある。

実験2 目的と方法

【水槽a】
実験初期は餌台に移動する個体はい
なかったが、実験の回数を重ねるにつ
れて餌台に移動する個体が増加した。
【水槽b】
一定数の個体が餌台に移動したが、
時間経過による個体数の増加は見られ
なかった。
【水槽c】
餌台に登ってくる個体数にあまり変
化はなかった。

目的
実験１では、餌の位置の記憶と刺激の記憶と
いう２つを同時に行っており、餌の位置を覚え
ているかを確認ができなかった。そこでまずは
餌の位置を記憶するかを確認する実験を行う。
その後、餌の位置を記憶した個体に対し、餌を
得られる状況(刺激)を記憶させ、刺激(光)が来
ると餌を与えている位置に移動するかどうかを
調べる。

実験2において餌台の位置を覚えることができる個体群を得ることができた。しかし、
この個体群は刺激のみで餌台に登れる時と登れない時があり、餌と刺激をリンクさせて覚
えているとは言い難い。
以上のことから、ミナミヌマエビは、餌の位置、並びに刺激を記憶することも可能では
あるが、全ての個体が餌の位置を記憶することは無かったことから、この記憶獲能力は個
体差の可能性が高いと結論付ける。しかしながら、実験後半になるにつれて餌台を記憶で
きたと考えられる個体が増加していったため、ミナミヌマエビの記憶獲得の有無を論じる
ためには、もう少し長い期間での実験を行う必要があると考える。

刺激のみを与えた実験②(餌の位置
と刺激をリンクさせて記憶しているか
確認する実験)では、ほとんどの個体
が餌台に登ってこなかった。
・音刺激のみ:1匹
・光刺激のみ:0匹

結果①

考察

【結果③】

1度餌の位置に来たが2度目は来なかった個体群(水槽A→B→A)は減少傾向にはあった。
これらの個体群は、全体の約半数を占めたことから、偶然餌の位置に到達しただけで、
餌の位置を記憶できていない可能性が高いと考えられる。

また、2度連続で餌の位置に来た個体群(水槽A→B→C)は実験回数を重ねるごとに増加
し、約半数を占めた。これらの個体群は、餌の匂いで餌の位置を記憶した可能性が高い
と考えられる。

結果③から、川エビは餌の位置を記憶できると考えられるが、全ての個体が記憶でき
るわけではないと考える。

【結果④】

刺激だけで餌台に移動できた個体が増加傾向を示したことから、これらの個体群は、
餌台の位置と刺激をリンクさせて記憶したと考えられる。

刺激だけで餌台に移動できた個体は増加傾向を示した。

＜餌の位置に対する記憶＞

ミナミヌマエビは、餌の場所を記憶できる可能性が高い

＜餌と刺激の記憶のリンク＞

ミナミヌマエビは、餌場と餌がもらえる条件をリンクさせて記憶できる可能性あり

しかし、半数が記憶できなかったことから、ミナミヌマエビの記憶は、個体差であ
る可能性が高い。

考察

方法
①餌を与える際同時に、音または光の
刺激をそれぞれの水槽に与え、15分間
観察した。(図１)

②音と光の刺激のみをそれぞれの水槽
に与え、川エビが餌の位置まで移動す
るか15分間観察した。(図２)図２
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実験日 結果②

方法
③餌の匂いがついた水を水槽に入れ、川エビが
餌の位置に来るか15分間観察した。(図３)

④光刺激のみを与え、川エビが餌の位置に来る
か15分間観察した。(図４)

💡

図３

図４

水槽A:複数回餌台に登った個体／水槽B:もう一度餌台に登った個体／水槽C:餌台に登った個体

各水槽における餌台に登った個体の割合

結果③

【水槽A】
実験の回数を重ねるにつれて餌台に登った個体が増加したことで、水槽内の個体の割
合は減少傾向を示した。
【水槽B】
餌台に登った個体が見られる一方で、登らなかった個体も見られた。しかし、実験期
間全体を通してみると、実験の後半になるにつれて、個体の割合が減少した。
【水槽C】
実験の回数を重ねるにつれて水槽に移動してきた個体が増加したことで、個体の割合
は増加した。

結果④
水槽C 刺激のみ

餌
台
に
登
っ
た
個
体
数



研究者 伊藤駿吾 小山滉貴 宮澤太地 宮下尚也 森川翔太
指導者 安達 隆太

伊那北高校 理数科 課題研究 物理２班

生物模倣を用いた風力発電

緒言

背景 風力発電が普及しない理由の一つとして装置が大きいことが挙げられる。そこで装置の小型化を目指すために、生物模倣を用いた小型ブレードを使用し、小さなブレードでも 大きな
電力を得られるブレードの特徴を見つけようと思った。

・ブレードに形状加工を行い、電力を得るのに適したブレードの形状の方向性を明らかにする
・ブレードに表面加工をすることで、電力の上昇がどれくらい得られるかを明らかにする。

目的

結論・今後の展望

・形状加工でカモメ型の最大電力は基準に比べ2.0±0.7 倍となり、一番電力を得ら
れた
・ブレードの形状が進行方向に対して山型であれば電力が大きくなる可能性がある
・表面加工したブレードの最大電力は基準と比べて0.76倍~1.07倍であったため大
きな変化はなく、表面加工をする深さに最適値があると考えられる

今回は進行方向の前方の形について研究したが、進行方向の逆側の形が電
力にどのような影響を与えるか分からなかったため、そこを研究していきた
い。また、ブレードを回転させる力のモーメントについてもさらに精度をあ
げて実験する必要がある。

結論

今後の展望

実験方法（力のモーメント）

上記の装置でブレードを回転させる力[F]を計
測し、中心からの距離 r = 0.047mの力のモー
メントM = Fr = F×0.047[N・m]を計測・比
較
※これ以降の各グラフにおけるエラーバー

は標準誤差（３σ）を使用

実験方法（電力測定）

⑴ 右図の装置（風速約3m/s, ブレードの長さ
15cm，発電機は自転車ライトに使用されている

リムダイナモ）、回路で
・形状加工したブレードの発電した最大電力
・表面加工したブレードの発電した最大電力
をそれぞれ比較
⑵ 各ブレードはソリディティを統一

※これ以降の各グラフにおけるエラーバー

は標準誤差（３σ）を使用

結果・考察（形状加工）

※最大電圧の時、発電機の内部抵抗は無 視

できるので最大回転速度を評価し、比 較した．

()は基準に対する倍率.

カエデ①3.2±0.3V(1.3±0.1)

カエデ3.31±0.07V(1.33±0.06)

カモメ3.34±0.09V(1.34±0.07)

チョウ2.5±0.2V(1.01±0.09)

・回転進行方向に対して山型の形状

をしているブレードは良く回転し、

最大電力も大きいので、風車のブレ

ードに適しているといえる。（カエデ

型①、カエデ型②、カモメ型）

考察

（）は基準に対する倍率．
カエデ①72±5mA(3.4±0.9)
カエデ27.2±0.4mA(1.3±0.3)
カモメ91.3±0.1mA(4.3±0.9)
チョウ21±１mA(1.0±0.4)

↓各ブレードのI-Vグラフ

（）は基準に対する倍率．
カエデ①67±4mW(1.9±0.5)

カエデ②59±1mW(1.6±0.3)
カモメ72±12mW(2.0±0.7)
チョ34.1±0.9mW(1.01±0.09)

単位はN・m×10^-3．（）は基準に
対する倍率．
カエデ①3.92±1.92(0.86±2.19)
カエデ②3.87±1.13(0.85±2.34)
カモメ10.26±3.26(2.26±6.30)
チョウ2.35±0.65(0.52±0.67)

赤い部分が山

※↑右上ほど電力は大きい

結果・考察（表面加工）

・カエデ➁において片面加工が最も電力を生み出し,両面加工が片面加工より
劣っている⇒彫る深さに最適値がある.

・片面表,片面裏で最大電力に大きな差がない⇒表面の葉脈の模様が風そのも
のに対して影響を与えるわけではない.

考察

・回転進行方向に対して山型の表面加
工を施したブレードは風車に適している．

最大電流 ()はカエデ①に対する倍率
カエデ①72.5±1.7mA
カエデ①表65±11.1mA(0.9±0.2)
カエデ①両面
45.2±10.6mA(0.7±0.2)

右上ほど電力が大きい。

カエデ①（表面加工なし）＞カエデ

①表＞カエデ①両面

右上ほど電力が大きい

カエデ②裏≒カエデ②表＞

カエデ②両面＞カエデ②

最大電圧 ()はカエデ②に対する倍率

カエデ②3.31±0.07V

カエデ②表3.23±0.03V(0.98±0.0074)

カエデ②裏3.25±0.02V(0.98±0)

カエデ②両面3.25±0.02V(0.98±0) 

最大電圧 ()はカエデ①に対する倍率

カエデ①3.24±0.2V

カエデ①表2.97±0.04V(0.92±0.011)

カエデ①両面

2.94±0.06V(0.91±0.025)

最大電力 ()はカエデ①に対する倍率

カエデ①67±4 mW

カエデ①56±2mW(0.83±0.05)

カエデ両51±2mW(0.76±0.04)

最大電力 ()はカエデ②に対する倍率

カエデ②59±1 mW

カエデ②裏62.5 ±0.9 mW

（1.04±0.08）

カエデ②表60.5±0.9 mW(1.07±0.01)

カエデ②両面57±1 mW(1±0.02)

最大電流 ()はカエデ②に対する倍率

カエデ②27.2±0.4 mA

カエデ②裏65±1mA（2.39±0.03）

カエデ②表61±1 mA(2.25±0.03)

カエデ両面27.8±0.4 mA（1.02±０．０１）



緒言

実験2 手順

実験1 

結論

実験2 固体回収率 結果・考察

実験2 回収物の色の変化 結果・考察

消しカスの分離によるポリ塩化ビニルの回収
研究者 溏田白空 髙山日那 登内結斗 原美詞

指導者 伊東淳
伊那北高校 理数科 課題研究 化学1班

ポリ塩化ビニル(PVC)は様々な製品に使用されており、その
1つがプラスチック消しゴムである。本実験では消しカスを
分離することでPVCを取り出すことができるのではないか
と考え、PVCの溶媒としてシクロヘキサノン、貧溶媒とし
てエタノールを用いて消しカスの分離を行った。

消しカスの中で消しゴム由来の成分、芯由来の成分の割合
を調べることを目的として消しゴムから消しカスを作りそ
の質量の比を出した。

・PVCが含まれると考えられる固体を回収したが、状態に差があり、安定して不純物の少ないPVCを取り出すことはできなかった。
・回収物の状態には乾燥時間が関係している可能性がある。

したがって今後は回収物に含まれる物質を調べ、乾燥との関係について確かめる必要がある。

吸引濾過と遠心分離により純粋なPVCを多く回収することを
目的とした。

＋シクロ
ヘキサノン

＋エタノール

溶解1 濾過

遠心分離

濾別

色の測定

回収

析出2 A

B2

3 4

5

6

乾燥7

8

1日後

芯の成
分の有
無

有 有 有 無

消しカ
スの質
量(g)

2.100 1.057 0.500 1.112

消しカ
ス
:CYC

1:1.5 1:20 1:40 1:40

回収率
(％)

5.0 11 12 19

色の変
化

黒→黒 白→白 白→黒 白→白

芯の成
分の有
無

有 有 有 無

回数 7 2 5 3

濾別直
後
(R,G,B)

G(172,

172,

171)

G(172,

172,

171)

1日後
(R,G,B)

B(36.9,     

37.3,

38.0)

L(193,  

196,
191)

D(47.5,     

55.0,
52.8)

L(198,

198,
194)

目的

実験方法

質量9

消しカスとシクロヘキサノンの質量比によるPVC回収率
の変化、回収物の色の変化を調べる

・①シクロヘキサノンは消しカスの質量の1.5倍、20倍、40倍
を加え実験し回収率の変化を調べる(芯を含まない消しカスを
用いてシクロヘキサノンの質量を40倍とし、同様の実験を行
う)

・①PVCを溶解するときは約40℃で30分間温める

・②分離方法は濾過(実験A)と遠心分離(実験B)である
実験Bは実験Aで最も回収率が高い質量比(40倍)のみ実験を行う

・⑥濾別直後、色をCOLORGUIDE(スマートフォンアプリ)で
測定し⑦1日乾燥させて⑧色(RGB値)を測定し色の変化を
調べる

・実験はそれぞれ3回ずつ行う

固体回収率=(回収物の質量/消しカスの質量)×100

・消しカスに対するシクロヘキサ
ノンの割合が高い方が回収率が高
くなる傾向だが、その割合が1:20

を越えると回収率の差はほとんど
見られない。これは、その割合が
低いときにはPVCが完全に溶解し
ておらず、1:20のときに溶解する
からではないかと考えられる。

・芯の成分を含む時の方が回収
率が低いが、これはPVCが芯と
絡み合ったことで濾紙の穴に通
りにくくなった可能性がある。

・遠心分離の方が吸引濾過より
も2%だけ回収率が高くなったが、
顕著な差は見られなかった。

・回収物に含まれた黒い部分は芯の成分と考えられ、濾別直
後から黒かった実験では芯の成分を完全に取り出すことがで
きなかったと考えられる。

・色の変化が白→黒の実験では濾過の時間が短く、白→白の
実験は長かった。
・固体は時間の経過に伴って乾燥するにつれ色が変化した。
以上のことから色の変化には吸引濾過の時間による
乾燥の度合いが関係していると考えられる。

・遠心分離と吸引濾過からそれぞれ1回ずつ、1日後も白の固体を回
収しており、遠心分離と吸引濾過の違いによる色の変化の差は見ら
れなかった。

消しカスの質量 0.462

回収率（％） １４

A  濾過

CYC-シクロヘキサノン

1日後濾過直後

黒

測定したのは実験Aの質量比が20倍、40倍の
6回と実験Bの3回、また40倍は色の観察のた
め追加で実験を行った5回の計14回である。

B遠心分離

回収物は濾別直後から黒い固体と白い固体があり、白い固体に
は1日後に黒く変化した固体があった。

考察

結果

結果

考察

RGB値は 0≦x≦255で数字が大きいほど白に近いことを表している。
また色の白、黒は計測したカラーネームがLight Grey,Greyであった固体を
白、Black,Dark Greyを黒とした。表には色の頭文字を記載している。

黒

白 白

結果 消しゴムの質量：消しカスの質量＝1:1.009

消しカスの質量の約0.9％が芯の成分であると考えられる。

白 黒



坊主めくりの勝敗
研究者 小倉直樹 改野瑛士 田坂龍駕 古谷勇二 吉村颯馬

指導者 中山賢二

伊那北高校 理数科 課題研究 数学班

由緒

勝ち負けは運次第的な坊主めくりで、もし勝ちやすい順番が存在し、知っていたらゲームで有利な立場に立つことができる。
そこで、坊主めくりにおける勝敗の確率を求め、坊主めくりで多く勝ち、人気者になりたいと思った。

・百人一首の絵札を使用する。
・シャッフルし、一つの山札にまとめる。
・引く順番を決め、山札から1枚ずつ引く。
・札にはそれぞれ役割があり、それぞれのルールに従う。
・殿：札を自分の手札に加える。
・坊主：自分が持っている手札をすべて捨てる。
・姫：捨てられた札がある場合、それらの札をすべて自分の
手札に加える。また山札をもう1枚引く（ここで引いた札もル
ールに従う）。
これを山札がなくなるまで繰り返し、最終的に一番多くの
札を持っていたプレイヤーが勝ちとなる。
今回は5人で坊主めくりを行う。

ルール設定 実験結果

5人で坊主めくりを行った結果、
50万回の試行のうち、3番目の
プレイヤーが最も勝ち、1,5番目
のプレイヤーが最も負ける結果
となった。
また、1000回×100セットの試
行との相関係数は勝ちは0.69、
負けは0.94となりどちらも正の相
関関係があることが分かった。こ
のことから、今回の試行は偶然
ではないと考えられる。
この結果を受けて他の人数で
行った時も同じような傾向が見ら
れるのかを確かめたいと思い、
次に7人で坊主めくりを行うことに
した。

7人で坊主めくりを行った結果、
50万回の試行のうち、6番目の
プレイヤーが最も勝ち、2、3、4
番目のプレイヤーが最も負ける
結果となった。
また、1000回×100セットの試
行との相関係数は勝ちは0.82、
負けは0.59となりどちらも正の相
関関係があることが分かった。こ
のことから、今回の試行は偶然
ではないと考えられる。
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実験手順

坊主めくりを行う際の時間
短縮のために作成したマクロ
(右図)を用いる。
初めに、より正確な結果を
求めるために50万回の坊主
めくり行う。この時、勝ったプ
レイヤーと負けたプレイヤー
を1回ずつ記録する。・・・①
次に、①の試行が偶然でな
いことの信憑性を高めるため
に1000回×100セットの試行
を行う。この時、勝ったプレイ
ヤーと負けたプレイヤーをセ
ットごとに記録する。・・・②
①、②の試行結果を比べて
何番目に引くプレイヤーが勝
ちやすいかを確かめる。

Sub 坊主めくり()

Dim n, r, p As Long

p = 1
n = 1

Do While n <= 100

If p > 5{7} Then
p = 1
End If

Cells (n, 4) = p

If Cells (n, 3) =”H” Then
r = 1

Do While r < n

If Cells (r,4) =”” Then
Cells (r,4) = p
End If

r = r + 1

Loop

n = n + 1
Cells (n,4) = p

End If

If Cells (n,4) =”B” Then
r = 1

Do While r <= n

If Cells (r,4) = p Then
Cells (r,4) =””
End If

r = r + 1

Loop

End If

p = p + 1
n = n + 1

Loop

End Sub

結論

5人で坊主めくりを行う場合、3番目に山札を引くプレイヤーが勝つ確率が高く、1、5番目に山札を引くプレイヤーが
負ける確率が高くなると考えられる。

また、7人で坊主めくりを行う場合、6番目に山札を引くプレイヤーが勝つ確率が高く、2、3、4、番目に山札を引く
プレイヤーが負ける確率が高くなると考えられる。

しかし、今回行うことができた試行回数は坊主めくりの全貌のほんの一部でしかない。そのため、さらに試行を積み
重ねることで坊主めくりでのプレイヤーの勝ちやすさなどがより明らかになり坊主めくりが運にかかっているゲームで
なくなる日が来るかもしれない。

考察

引く順番によって勝ちやすさや負けやすさが変わるということの考察として坊主めくりのゲーム中の最終ターンが影
響しているのではないかと考えた。というのも、最終ターンは姫の、山札をもう1枚引くという能力の影響で、全員が
山札を引けるとは限らないのである。例えば、最終ターンに1枚のみが残っている場合、1番目のプレイヤーが引くとき、
坊主を引くか、または捨てられた札が残っている中で姫を引くかなどで結果が変わってくる。

このような影響が坊主めくりの結果にかかわってきていると考えた。
この考えは5人の場合と7人の場合、どちらも当てはまる。



今日、私たちは生活の様々な場面で石鹸を使っている。しかし、現在脂肪酸の組
み合わせや割合による洗浄力の違いについて研究しているものはなかったため、
私たちは脂肪酸の組み合わせや割合によって洗浄力が変化するのか実験すること
にした。

研究目的
脂肪酸の種類や割合を変化させた石鹸を作り、クレヨン(赤、青)で汚した布を実
際に洗濯し、どの石鹸が一番洗浄力が高いか明らかにすること。

研究者 小松 夏弓 鈴木美尋 細田 良響
指導者 山岡 久俊

伊那北高校 理数科 課題研究 化学2班

脂肪酸の違いによる石鹸の洗浄力

緒言

実験1 手順

結論

実験2 結果

<目的>

4種類の油脂(豚脂、ひまわり油、オリーブ油、えごま油)で石鹸
を作り、その洗浄力を調べること。
<手順>

0.025mol/Lの石鹸溶液100mLで汚れ(墨汁、醤油、クレヨン赤、
青)のついた布を１０分洗濯した後、5分間水洗いをする。

実験2手順と解析

「色しらべ」というアプリを用いて、
布の中心を測定した。
RGBの値からx=R+G+B (0≦x≦255*3)

を算出し、xが大きいほど白色に近づき
洗浄力が高いとした。
※RGB：光の三原色。各値が255に近い
ほど白に近い。

豚脂で作った石鹸は醤油、墨汁、
クレヨンの汚れに対して有効で
あることが分かった。また、水
に溶けにくかった豚脂、ひまわ
り油を用いた石鹸は洗浄力が高
い傾向にあった。

炭素数が少ない脂肪酸で作った石けんは冷水に溶けやすく、油汚れに対する洗浄
力は弱い。逆に炭素数が多くなると冷水に溶けにくいが油汚れに対する洗浄力の
高い石けんになると知られている。今回用いた油脂は、えごま油、ひまわり油、
オリーブ油、豚脂の順で平均的な炭素数は多くなるが、洗浄力は、豚脂、ひまわ
り油、えごま油、オリーブ油の順であったことから今回の実験では成り立たない
と考えた。ただし今回の実験でも、水に溶けにくかった石鹸のほうが特にクレヨ
ンの汚れに対しては洗浄力が高かった。

実験2に向けて
豚脂で作った石鹸の洗浄力が総合的に高かったことから豚脂の脂肪酸割合をも
とに、クレヨンの汚れにおいて洗浄力が高かったひまわり油の脂肪酸割合で最
も高いリノール酸の割合を変化させることでより洗浄力の高い石鹸をつくれる
のではないかと考えた。

<脂肪酸石鹸の脂肪酸比率(％)>

石鹸①、②、③は豚脂の
基準の脂肪酸割合を パ
ルチミン酸27.2％、ステ
アリン酸15.4％、オレイ
ン酸47.4％、リノール酸
10％とし、豚脂の脂肪酸
割合をベースとした上、
ひまわり油の中で割合の
高いリノール酸の比率
20%、50%と変えて石鹸
を作成した。左の表はそ
の割合である。

<目的>

脂肪酸のみで石鹸を生成し、クレヨンを用いて洗浄力を確かめ、
実用性を明らかにする。

<手順>

これらの石鹸を用いて実験1と同様に洗濯した。

実験2 考察

実験2でも実験1と同様に結果を出した。下のグラフは、その結果である。

<脂肪酸石鹸の洗浄力>

実験1 結果

実験1 考察

<醤油(上)と墨汁(下)の洗濯後> <クレヨン赤(上)と青(下)の洗濯後>

石鹸②と石鹸④で作った石鹸の洗浄力はほぼ等しかった。これら
の石鹸の洗浄力は実験1の豚脂で作った石鹸の洗浄力に近いものだ
った。
また、石鹸③は水に溶けやすかった一方で洗浄力は低かった。

石鹸⑤も洗浄力は低い結果となった。

パルチ
ミン酸

ステア
リン酸

オレイ
ン酸

リノー
ル酸

石鹸① 27.2 15.4 47.4 10

石鹸② 24.2 13.6 42.1 20

石鹸③ 15.1 8.6 26.3 50

石鹸④ 100

石鹸⑤ 100

・脂肪酸を組み合わせることで、豚脂の洗浄力に近い石鹸を作る
ことができた。
・脂肪酸を組み合わせることで、単一で生成した時とは別の傾向
が現れる可能性はあるが、今回の研究ではそれを明らかにするこ
とができなかった。したがって、さらなる実験を重ねていく。

脂肪酸を組み合わせたとき、石鹸①のように単一の石鹸では洗浄
力を発揮するオレイン酸の割合が高くても、洗浄力が最も高いと
いう結果にはならなかった。また、単一の石鹸では洗浄力が低い
リノール酸を石鹸①よりも高い割合で含んでいる石鹸②のほうが
洗浄力が高いという結果になった。このことから、脂肪酸を組み
合わせたときでは、単一の石鹸で生成した石鹸の洗浄力の傾向は
現れないと考えられる。しかし、本研究ではそれを断言できる根
拠となるデータを得ることができなかった。
また、現在市販されている石鹸は、単一の脂肪酸のみで生成され
ているものは少ない。その理由として、形成においての利点もあ
るが、脂肪酸を組み合わせることで洗浄力の相乗効果を得ること
ができるのではないかと考える。このことも先の考察を考えた一
因になった。

<左から石鹸①、②、③の洗濯後の様子> <左から石鹸④、⑤の洗濯後の様子>

今後の展望

・実験2で洗浄力が高かった石鹸②と石鹸④について、さらにリノール
酸の値を下げオレイン酸の値を大きくすると洗浄力にどのような影響を
及ぼすのかを調べる。
・実験2で生成した石鹸からオレイン酸を抜き洗浄力にどのような差が
現れるか調べる。
・脂肪酸の組み合わせで作成した石鹸は融点が高いため水道水の平均水
温である17°前後でも水に溶けやすい石鹸を生成する方法を見つける。

参考文献

手作り石けんの洗浄力
https://www.naganoc.ed.jp/seiho/intro/risuka/kadaikenq/paper/2016/10%E3%80%

80tedukurisekkenn.pdf
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調査範囲　本校の弓道場跡地
調査期間　2022年６月から１１月の間で15時〜20時に、0.5〜1.0時間かけて20回調査を行った。
調査方法　縦4m, 横2m, 深さ0.2mの池を掘り、目的の種を発見次第捕獲し、真上・真横から写真を撮った後、
　　　　　逃がした。
判別方法　ナゴヤダルマガエルとトノサマガエルの判別方法について、今回は主に①背中線の有無、②明瞭な黒色　　　　　　　　　　　　
　　　　　模様、③背中の隆状突起の三点に着目して判別を行い、両個体の特徴を併せ持つものは中間個体（雑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　種）とした。以下の写真は判別方法に基づいて判別した個体である。

ナゴヤダルマガエルの保全
研究者　鈴木智貴　藤森諒　河西祐鳳　牛山想太郎

指導者　倉石典広
伊那北高校　理数科　課題研究　生物３班

緒言

調査方法と種の判別について

ナゴヤダルマガエル トノサマガエル

①なし
②あり
③なし

①あり
②なし
③あり

調査結果

ナゴヤ トノサマ 中間 合計 調査日数

6月 0匹 4匹 3匹 7匹 3日
７月 6匹 6匹 1匹 13匹 4日
８月 4匹 2匹 2匹 8匹 2日
９月 6匹 8匹 7匹 21匹 5日
１０月 6匹 0匹 6匹 12匹 4日
１１月 0匹 0匹 0匹 0匹 2日
合計 22匹 20匹 19匹 61匹

表１．各月における捕獲個体数と調査日数

ナゴヤ トノサマ 中間

６月 ０％ 57.14% 42.86%
７月 46.15% 46.15% 7.69%
８月 50.00% 25.00% 25.00%
９月 28.57% 38.10% 33.33%
１０月 50.00% 0% 50.00%
１１月 0% 0% 0%
種別合計 36.07% 32.79% 31.15%

表2.各月における種類別割合

考察

6月にカエルの捕獲数が少なかったのは、池を作った最初の月であり、計測を開始したのが終盤になっ
てしまったこと、また完成したばかりの池をカエルが警戒したためと考える。
7～10月については、本種群のカエルが活発に活動しやすい気候であったことや、カエルが成体にな
る時期であったので、１日あたりの捕獲数が多くなったのではないかと考えられる。11月にカエルを１体
も捕獲できなかった要因としては、気温が低下し、カエルが活動できる気温ではなかったため、すでに
冬眠したか、土の中に潜っていたかして捕獲できなかったと考える。また、７月上旬に池で見られたオタ
マジャクシはアマガエルばかりであったので本種群のカエルが人工池を産卵用に利用した可能性は低
く、個体が流入したと思われる付近の水田の調査も必要と考える。

人工池によって本種群のカエルの生息域を広げることは可能であると考えるため生息域を確保する意
味で人工池を作ることは本種の保全に有用であると考える。しかし他種のカエルも人工池を利用するこ
とが考えられるので、今後はナゴヤダルマガエルのみが利用しやすい人口池の研究を進めていく必要
があるだろう。

結論

・推定個体数
標識再補法で最も基本的な計算式

を用いた。

推定個体数（N）
1回目で捕獲された個体数（M）
2回目で捕獲された個体数（C）
2回目で再捕獲された個体数（R）

「N=MC/R」

・捕獲個体数

６月と７月の調査をそれぞれ１回目、２回目の調査と
して上記の式を計算すると、本調査地の推定個体数
Nは52.5となった。

近年、地球温暖化や環境汚染による生態系への影響は顕著なものとなっており、かつては身近な存在に感じられた生物の
多くが今、絶滅の危機に瀕している。本研究では、長野県の伊那盆地にその多くが生息し、近年個体数の減少により絶滅危
惧種ＩＢ類に分類されているナゴヤダルマガエルの保全のため、個体数の推定を元に、人工池を作ることが生息域を確保す
るのに有用的であるかを調査した。


