
日本物理学会　第 6回 Jr. セッション

プログラム
 
 日時：2010 年 3月 21 日（日）9:00 ～ 17:00 
 会場：岡山大学津島キャンパス創立 50周年記念館　 
 多目的ホール（409 席） ：口頭発表，高校生向け講演 ＊口頭発表 14 件（1件 15 分 : 講演時間 10 分、質疑応答 5分） 
 1F スペース ：ポスター発表 ＊ポスター発表 14 件（展示講演時間 75分）

プログラム：
  9:00 ～ 9:10　開会あいさつ（並木雅俊 Jr. セッション委員会委員長）

  9:15 ～ 12:00　21aFC（口頭発表 10 件）  座長　香取眞理　9:15 ～ 10:30

   21aFC-1  岐阜県立岐山高等学校 α線に関する研究
   21aFC-2  岡山県立岡山一宮高等学校 磁性体のキュリー点に着目した熱機関に関する研究
   21aFC-3  清心女子高等学校 デジタルオシロを使った<磁極の強さ>の測定
   21aFC-4  本郷中学校・高等学校 様々な条件下においての水の冷却
   21aFC-5  茨城県立水戸第二高等学校 化学振動はどのように止まるのか 

      休憩　10:30 ～ 10:45
     　     座長　鈴木　亨　10:45 ～ 12:00

   21aFC-6  早稲田大学高等学院 惑星の運動とコンピュータプログラミング　～太陽系惑星から地球への影響～
   21aFC-7  広島県立広島国泰寺高等学校 ゴム球の反発係数の研究　～温度依存性と衝突速度依存性～
   21aFC-8  北海道立北海道札幌北高等学校 シャボン膜に現れる液体の流動
   21aFC-9  本郷中学校・高等学校 風洞装置を用いた空力翼艇の研究
   21aFC-10  愛知県立一宮高等学校 衝撃を吸収する装置の考察

    　 昼食　12:00 ～ 12:45
 
  12:45 ～ 14:00　21pFCPS（ポスター発表 14 件）  座長　江尻有郷　12:45 ～ 14:00

   21pFCPS-1  岡山県立津山高等学校 合成繊維の強度
   21pFCPS-2  岡山県立岡山一宮高等学校 風力発電　～集風器・拡散器を使った発電効率上昇の検証～
   21pFCPS-3  岡山県立岡山一宮高等学校 自然界のフラクタル
   21pFCPS-4  岡山県立津山高等学校 色素増感型太陽電池の高性能化について
   21pFCPS-5  青森県立青森高等学校 山脈はどうして青いのか 
  21pFCPS-6  岡山県立玉島高等学校 光の屈折率の測定 
  21pFCPS-7  岡山県立岡山城東高等学校 管内での音速について
   21pFCPS-8  岡山県立岡山一宮高等学校 岩石から出る放射線について　～岩石に含まれるウランの分布を視覚で確認～
   21pFCPS-9  岡山県立玉島高等学校 ガイガーミュラー管を用いての放射線測定 
  21pFCPS-10  香川県立三本松高等学校 2 地点観測からスプライトの発生高度を探る
   21pFCPS-11  兵庫県立加古川東高等学校 山陽帯加古川酸性マグマの累進的酸化条件　～角閃石の波状累帯構造を指標として～ 
  21pFCPS-12  兵庫県立加古川東高等学校 マグマ残液による熱水交代作用の環境を推定する
       ～加熱実験における凝灰岩の赤色化を指標にして～
   21pFCPS-13  岡山県立倉敷古城池高等学校 地磁気の伏角計測
   21pFCPS-14  岡山県立玉野高等学校 高校生による地域に向けた理科実験講座の実践報告

    　  休憩　14:00 ～ 14:15

  14:15 ～ 15:15　21pFC（口頭発表 4件）   　 座長　興治文子　14:15 ～ 15:15

   21pFC-1  静岡県立清水東高等学校 光線追跡による蜃気楼モデルの解析 
  21pFC-2  広島大学附属高等学校 眼を閉じたときに見える浮遊体の研究
   21pFC-3  北海道立北海道札幌西高等学校 クントの実験における媒質のたまり方（第三報）
   21pFC-4  北海道立北海道札幌北高等学校 グラスハープにおける音階決定の法則性の研究　第 2報

    　 休憩　15:15 ～ 15:30
 
  15:30 ～ 16:15　 高校生向け講演「科学する心を世界へ !」 原田　勲（岡山大自然科学研究科）

    　  休憩　16:15 ～ 16:30

  16:30 ～ 17:00  講評　審査委員会
    　 表彰　大貫惇睦日本物理学会会長
    　 写真撮影

   主催：社団法人 日本物理学会
   後援：岡山県教育委員会，岡山市教育委員会，香川県教育委員会，兵庫県教育委員会
 

問い合わせ先：日本物理学会　Jr. セッション事務局 
〒 105-0004　東京都港区新橋 5-34-3　栄進開発ビル 5F

TEL：03-3434-2671 ／ FAX：03-3432-0997 
E-mail：jrsession10@gakkai-web.net

URL：http://www.gakkai-web.net/butsuri-jrsession/



21aFC-1 α線に関する研究
岐阜県立岐山高等学校　代表者：澤田圭甫
共同発表者：伊藤諒，河合亮典，棚瀬泰宏

　私たちは部活でウランとトリウムの飛跡を観察していたら偶然、飛跡が一点
から出ていない物があり、なぜそうなるのか不思議に思い、どのような時、こ
のような飛跡ができるのか知りたいと思った。そして、原子核乾板のα崩壊の
飛跡による放射線の分析方法を習得し、この方法を用いてα崩壊の飛跡の長さ
を計算して崩壊のさいのエネルギーと温度との関係性を調べた。
　まず、原子核乾板を作成し一般的な顕微鏡で観測できるようにした。飛跡が
見えるように１０×１５０倍の顕微鏡を使い、５，２０，３０℃の乾板で飛跡を
６０個ずつ探し、それを接眼ミクロメーターで飛跡の端の点を測る。
　次に飛跡１つ１つの中から最長の物のＸ、Ｙ、Ｚ座標を測定し、それぞれの
飛跡の水平方向の長さと鉛直方向の長さを求めた。その関係からもともとの乾
板の厚さ（１００μｍ）より乾板が縮んだ比率を出す。その乾板の縮んだ比率
をもとに飛跡の離れた距離を求めた。その温度と移動距離の関係を求めた。
　結果より、放射線のずれの距離は５℃、２０℃、３０℃の順で大きくなった。
温度が高くなるほど原子核の熱運動や、原子核乾板内の可動性も大きくなるた
めと考えられる。よって温度が高くなるほどずれの距離が大きくなっていくと
考えられる。

21aFC-2 磁性体のキュリー点に着目した熱機関に関する研究
岡山県立岡山一宮高等学校　代表者：森優太
共同発表者：赤松秀治，岡本悠太郎，黒澤僚太，竹下智貴，古屋野裕介

　本研究は、熱すると磁性を失うキュリー点という温度の特性を持ったニッケ
ルを利用して作用する熱機関を作成し、その特徴を明らかにすることを目的と
した。実験方法は、ステンレス棒をＶ字型に折り曲げ、その根元に垂直に回転
軸を取り付け、そのステンレス棒の先端にニッケルを取り付けた装置を用いて
実験を行った。片方のニッケルを磁石に近づけた状態から、そのニッケルをろ
うそくで熱するとキュリー点に達して磁性を失い、もう一方のニッケルが磁石
に引き寄せられ振動が起こる。その動作を 1分間観察し、振動数を測定した。
その結果、振動数は、ニッケルと磁石の距離とともに減少することがわかった。
また、ニッケルと磁石の距離が 1.3cm 付近に振動数のピークが見られた。さら
に、この装置が単振動をしているということを理論的に証明した。

21aFC-3 デジタルオシロを使った＜磁極の強さ＞の測定
清心女子高等学校　代表者：大村早希 
共同発表者：廣江瑞季，田中智子，釋成美，城内瑞穂，藤井宏美 

　方位磁石同士の相互作用の研究を行うために、方位磁石内の磁石の強さを知
る必要があった。ファラデーの法則を用いて磁石の強さを測定した。パイプに
コイルを巻き、その中に磁石を落下させ、誘導起電力の総和から磁石の強さを
求めた。
適切な実験条件を調べるために、コイルの長さ、パイプの内径、落下する高さ
による差を確かめた。
　①　パイプの内径が小さいほど、実験データーは安定している。
　②　コイルの長さは小さいものほど、より正確な値が得られる。
　③　磁石を落とす高さは高いほど良い。
装置作成の技術から、コイルの巻き数は１００回、長さを２ｍｍ、パイプの内
径は７ｍｍ、長さを１ｍのもので行った。この結果は、ガウスメータによる測
定と比較して同じ値になり、適切な方法であることが分かった。
磁石の長さを長くするため、複数の磁石で測定すると主ピークの他に小さい
ピークが生じることが分かった。
 

21aFC-4 様々な条件下においての水の冷却
本郷中学・高等学校　代表者：中村諒
共同発表者：児玉真一，櫻井幹生，後藤雅貴，高田周平，渡邊正理，野村直生

　空気中に置かれた高温の固体の温度変化率は、固体の表面積に比例すること
は、ニュートンの冷却の法則により、よく知られている。
　私達はこのことに関心を持ち、液体である水の場合はどのような影響を受け
て冷却されるのか、物体の冷却は質量、表面積、熱伝導、熱放射に関係するこ
とから、これらの条件を様々に設定して実験を行い、温度変化率について考察
した。
　なお、水の温度の測定と同時に水の質量も測定し、蒸発が水の温度変化率に
どのように関係するかについても考察した。
　実験に際し、断面積の異なる様々なアクリルの容器、熱伝導を防ぐための発
泡スチロールの断熱材、熱放射を防ぐためのアルミホイルによる鏡面、蒸発を
防ぐアクリル製の蓋を用意し、それらを組み合わせることで前述のように様々
な条件を設定した。
　また、蒸発を防ぐための蓋は容器の水面に浮かべられるアクリルの容器の断
面積と等しい大きさのものを用意した。実験の結果より、水の温度は室温に近
づいていくと考えられる。さらに、0‐2分の区間において、水の温度変化率は、
水の質量に反比例し、表面積に比例すると考えられる。

21aFC-5 化学振動はどのように止まるのか
茨城県立水戸第二高等学校　代表者：小沼瞳  
共同発表者：大久保絢夏，横川真衣

　ベローゾフ・ジャボチンスキー反応（BZ反応）は、代表的な化学振動反応
である。私たちはバッチ系（閉鎖系）でBZ反応の振動がどのように止まるの
かについて疑問を抱き研究をおこなった。振動が止まるとき、振幅は徐々に小
さくなって停止するのではなく、突然プツッと停止した。つまり振り子などの
力学的な振動の停止と大きく異なる。また反応が進むにつれて振動が停止する
付近の周期は、初期の振動よりもだいぶ長くなった。また、振動が停止する時
の周期は一定でなく、変化しながら停止することが分かった。
　振動停止後は定常状態に遷移するが、その振動の止まり方には３種類あるこ
とがわかった。１つはマロン酸に対して臭素酸ナトリウムの初期濃度が大きい
とき低電位から高電位に遷移する酸化定常状態に遷移する。２つ目は逆にマロ
ン酸に対して臭素酸ナトリウムの初期濃度が小さいときで、低電位の還元定常
状態に遷移する。このとき酸化定常状態に落ち着く濃度領域と、還元定常状態
に落ち着く濃度領域には境界線がはっきり引けることが分かった。さらに、そ
の境界線上に、一旦振動が停止した後再び振動を再開する、振動領域が２つ現
れる濃度領域があることを見いだした。

21aFC-6 惑星の運動とコンピュータプログラミング
   ～太陽系惑星から地球への影響～
早稲田大学高等学院　代表者：関和樹

　本論文ではコンピュータプログラミングで太陽系を再現して、地球の運動に
対する他の惑星からの影響を調べた。プログラムでは、天体間に万有引力を与
え、運動方程式を逐次的に解いて地球の運動の時間変化を計算している。この
方法の特徴は、解析的に解けない多体問題を扱えることなので、太陽と地球の
２体シミュレーションと、他の惑星を考慮した多体シミュレーションの結果を
比較した。まず、太陽からの万有引力のみを考慮した場合、地球の運動がケプ
ラーの３法則を満たしていることを確認した。次に太陽からの万有引力ととも
に、他の惑星からの万有引力も考慮した場合、２体問題のときは完全に一定で
あった地球の面積速度が周期的に変化することを発見した。さらに、その変化
に最も大きく影響を及ぼしているのは木星であり、変化の周期は木星と地球と
の会合周期にほぼ一致することが分かった。また、その面積速度にはより長い
周期の変動が見られるが、それは木星の公転周期にかなり近い値となることが
確認できた。

21aFC-7 ゴム球の反発係数の研究
   ～温度依存性と衝突速度依存性～
広島県立広島国泰寺高等学校　代表者：大下翔誉 
共同発表者：大角正直，末森拓馬

　私たちが，この研究を行うようになったきっかけは，ゴム球の反発係数の測
定を行っていたところ，冬と春とで値が変化する現象に気付いたことである。
　それで，ゴム球の温度を変化させたり，落下させる高さを変化させたりする
と反発係数がどのように変化するのかを実験で確かめた。その結果，弾性球の
ゴム球の温度を上昇させると反発係数が大きくなり，また，落下距離を大きく
して，床への衝突する速さを大きくすると反発係数は小さくなることが確かめ
られた。
　この理由を，ゴムの粘弾性の性質を取り入れたフォークト模型と呼ばれる力
学的モデルで，運動方程式を立てて解明した。その結果，次のようなことが明
らかになった。
①力学的モデルから反発係数が変化する原因は，粘弾性のうち粘性の性質によ
る損失エネルギーが変化するためであることが明らかとなった。
②反発係数が温度により変化するのは，粘性の性質が温度により変化し，損失
エネルギーが変化するためである。
③反発係数が床への衝突する速さに依存するのは，空気抵抗の影響は小さく，
衝突する速さが大きいほど，粘性による損失エネルギーが大きくなるためであ
る。
　課題は次のとおりである。ゴム球を床に衝突する速さを０に近づけると理論
的には反発係数が１に近づくことがわかった。これが正しいのか，衝突させる
速さを小さくしても反発係数が測定できる実験装置を今後考案していきたい。

21aFC-8 シャボン膜に現れる液体の流動
北海道立北海道札幌北高等学校　代表者：冨田大介 
共同発表者：熊谷浩也，倉佑希，武田雄大，立木佑佳，橋本捷人，橋本結花，
　　　　　　藤掛椋

　私たちは昨年度のJr.セッションから「シャボン膜」の研究を進めてきた。シャ
ボン膜の観察を行っているときに、シャボン液の重力による下降とは別に、シャ
ボン膜内で液体が上昇していく動き（以下「流動」と呼ぶ）が観察された。さ
らに私たちは性質の異なる二種類の流動を見つけた。今回は、この二つの流動
の発生原因に着目し実験を行った。一つ目の流動は、黒い粒がシャボン膜の中
に現れて上昇していくものである。この黒い粒の発生は、私たちの普段使って
いるシャボン液（水：洗剤：洗濯のり：グリセリン＝ 6:1:3:0.75 で混ぜたもの）
をしばらく置いておいたときにシャボン液の上部に浮遊する白い不純物に関係
している事が分かった。二つ目の流動は、シャボン枠に沿うようにシャボン液
が上昇していく流動である。この流動が、枠の付近で発生することに加え、シャ
ボン膜上部の薄い部分と、下部の厚い部分とでは流動の速さに違いが見られる
ことから、シャボン膜と枠の接着面積が減るようにはたらく力（界面張力）が
発生原因だと考えた。そこで太さの違う二つの枠で流動の速さを比べた。結果、
シャボン膜と枠の接着面積が広い、太い枠の方が流動の速さ及び速さの変化が
大きいことが分かった。このことから、シャボン膜と枠の界面張力が発生に関
係していると考えられる。これらのことについて報告する。

  口頭発表（2 1 a FC）



21aFC-9 風洞装置を用いた空力翼艇の研究
本郷中学校・高等学校　代表者：出頭明旺 
共同発表者：田中康彬，桐野将，渡邊拓磨

　空力翼艇とは、飛行機と同じ原理で揚力を発生し地面や水面すれすれの高さ
を飛行する乗り物で、飛行機の速さと船舶の輸送力を併せ持つ乗り物として注
目されている。
　私達は空力翼艇のことを科学技術館で知り、地面効果をはじめとするその特
性に興味を持ち、2008 年から空力翼艇の研究を開始した。去年までは作成し
た様々な空力翼艇の模型を輪ゴムで飛ばす実験を行った。そして、その飛距離
から揚力の大きさを推察した。しかし、その実験では、輪ゴムを引く強さがど
うしても毎回異なってしまう事、飛行中に地面からの高さが常に変化し続ける
事、機体ごとに質量や空気抵抗が異なり、一概に「飛距離の長さ＝揚力の大きさ」
とできないことなど信頼性のある実験データを得るには多くの問題があった。
　そのため今年から、自作の風洞装置を用いた実験を行った。私達の風洞は内
部に地面を模した台を設置し、そこに空力翼艇を様々な高さで設置できるよう
にしたことが特徴である。
　最初に、空力翼艇を内部に設置せずに風洞装置の特性を調べ、この装置を用
いて信頼性のあるデータを得る事ができる事を示した。次に、空力翼艇を装置
内に設置し、風速と揚力の関係や地面からの高さと揚力の関係などを調べる本
実験を行った。
　本日は、風洞装置作成における工夫と一連の実験結果について報告する。

21aFC-10 衝撃を吸収する装置の考察
愛知県立一宮高等学校　代表者：竹内紳之介 
共同発表者：岩嶋俊輝，横井雅史

　ケント紙で作った装置が落下時の衝撃をいかに吸収できるかを競う東京工業
大学の「エッグドロップコンテスト」に興味を持ち、装置の衝撃吸収の仕組み
を研究した。今回、円錐型の装置（コーン型）が他の装置に比べて成功しやす
かったため、コーン型の衝撃吸収の仕組みを考察した。コーン型はケント紙が
つぶれる際に抵抗力Fが働き、それが仕事をして衝撃を吸収するという仮説
をたてた。そして、頂点から高さYまでの間にケント紙が床から受ける仕事
Wは、W＝πＦY2sin( θ /2)（θはコーン型の頂角の値）力学的エネルギー
をE（一定値）とすると、力学的エネルギーと仕事の関係よりY=√ {E/ ２
π Fsin( θ /2)} が得られ、この式より、頂点からつぶれた部分までの距離（＝
Y）は√ {１/sin(θ /2)} に比例すると考えた。実験では弾性力のあるゴムチュー
ブとともに一定距離だけ台車を引いてコーン型に衝突させ、頂点からつぶれた
部分までの距離を測った。すると、頂点からつぶれた部分までの距離が√ { １
/sin(θ/2)}に比例するという結果が得られたため、仮説は正しいと考えられる。
結論としては、衝撃はケント紙がつぶれる際に受ける仕事によって吸収され、
その仕事は、θの値と頂点からの距離（＝Y）の２乗に比例するため、装置が
つぶれるにつれてより大きな仕事をし、より衝撃を吸収する。つまり、コーン
型は徐々に衝撃を吸収するためクッションのような働きをする。

21pFCPS-1 合成繊維の強度
岡山県立津山高等学校　代表者：大谷真
共同発表者：片山達貴，神谷康介，森田崇聖

　学校で作ることができるさまざまな合成繊維を合成してその強度を測定し
た。その結果，ナイロンの強度が最も高いことがわかった。
　またカプロラクタムとラウリルラクタムを物質量 1：1で共重合させ，ナイ
ロン 612 をつくりその強度を測定した。その結果，ナイロン 6よりも強度が
高く，ナイロン 12 よりも柔らかく繊維化しやすかった。これよりナイロン
612 はナイロン 6とナイロン 12 の両方の利点が現れていることがわかった。
　また 2つのラクタムの混合比を変えてナイロン 612 を作り，その強度を測
定した。その結果，カプロラクタム：ラウリルラクタム =3：7の物質量比の
ときに一番強度が高かった。これより，混合比を変えることで，濃度の高いほ
うの繊維の性質に近づくことがわかった。

21pFCPS-2 風力発電
   ～集風器・拡散器を使った発電効率上昇の検証～
岡山県立岡山一宮高等学校　代表者：小林峻
共同発表者：岩藤竜飛，岡本佑太，小西勇介，的野倫也，山本健太

　風力発電は有限の資源を必要とせず、環境にもやさしいクリーンなエネル
ギーであるが、発電過程で無駄になるエネルギーが多い発電方法とされ、発電
効率が必ずしも良いとは言い切れないのが現状である。そして、そのような無
駄なエネルギーを可能な限り減らすことによって発電効率を上げることが課題
とされている。今日、日本は世界の国々から見ても、風車を設置するための広
い面積を確保することが困難であり、必ずしも風車を十分に有効利用するため
の立地条件が整っているとは言えない。
　現在、一般的に実用化されている風車の発電効率を超える風車を一から作る
ということは困難を極める。そこで風車自体を改良するのではなく、発電過程
で無駄になったエネルギーを再び利用することで、発電効率を上げることがで
きるのではないか、と考えた。そこで、私たちは風車を通り抜けた風を集め、
再び利用することで風車を一直線上に並べた場合でも発電効率を上げることが
でき、それにより面積あたりの発電量を上げることができるのではないかと考
え、研究を始めた。
　同じ型の市販の風車三つを一直線上に並べ、６つの条件を定めてそれを元に
種類の違う 4つの実験装置を用意し、風を送り対照実験を行った。その結果そ
れぞれの装置で特性の異なる実験結果が得られた。

21pFCPS-3 自然界のフラクタル
岡山県立岡山一宮高等学校　代表者：津村康平
共同発表者：小野由美子，近藤護，田熊啓人，則武将治，前原真喜子

　私たちは扇風機の 1/f ゆらぎボタンに興味を持ち、調べた結果、1/f ゆらぎ
とフラクタルが深い関係があることが分かり、身の回りのフラクタルを調べて
みたいと思った。
　フラクタルとは、自然界や私たちの身のまわりにある不規則な現象や形を数
学的に解明したもの。自己相似性を持っている。次元を求めることができ、こ
れをフラクタル次元という。実験目的として、身の回りのものが実際にフラク
タルであるかを調べ、フラクタル次元を求める。落ち葉の面積、砂の粒の重さ、
1曲の楽譜の中の音符の数、精米の粒の重さがフラクタルであるかを実験で確
かめた。そして、落ち葉、砂、クラシック音楽、ロック音楽がフラクタルであり、
精米がフラクタルでないことが分かった。精米は自然界のものであるが、精米
されているので、粒の大きさが均一になり、フラクタルではなかったと考えら
れる。今後、実験によって得られた次元がどういう性質を持つのか調べたいと
思う。

21pFCPS-4 色素増感型太陽電池の高性能化について
岡山県立津山高等学校　代表者：竹内貴亮
共同発表者：土居史明

　近年注目を集めている色素増感型太陽電池の性能向上についての研究をおこ
なった。従来のシリコンを使った太陽電池に比べ，発電面の色が多様性に富む，
低コストで作成できるという面を持った次世代型の太陽電池である。
　まず，酸化チタンペーストの最適な配合比率を求める実験を行った。実験の
結果，PEGは過不足により性能は下がり，ある点で性能は最大値をとり，酢
酸は入れないほうが性能はよくなることがわかった。
　次に色素別の性能差についての実験を行った結果，ハイビスカスローズヒッ
プティーを使用することで最も良い性能が得られた。また色素がないものでも
溶液中の成分によっては起電力を得られることがわかった。このことから色素
増感型太陽電池の高性能化をねらうには，色素だけでなく色素水溶液中に含ま
れる色素以外の成分にも注目する必要があることが示された。

21pFCPS-5 山脈はどうして青いのか
青森県立青森高等学校　代表者：今愛美
共同発表者：藤田和果菜，古川周

　木々に覆われた山が木々の色ではなく青く見えることがある。山が青色に見
える程度は気象条件と距離によって変化する。山肌の色具合と大気の水蒸気量
の関係を調べ，さらに距離との関係をしらべようと考えた。青森高校からみえ
る山をデジタルカメラで撮影し，その画像RAWデータをすばる望遠鏡画像処
理ソフトマカリ）で輝度とRGBの数値化を行った。人間の目で見た風景の暗
さや鮮やかさを表す数値を得るため，ISO100，絞り値（f=16），シャッタース
ピード（1/125 秒）の露出を基準として，輝度とRGBの値を補正した。
　その結果，大気の水蒸気圧が上昇することによって，RGBのうちのRed の
相対値が上昇し，Blue の相対値が減少した。Green の相対値はほとんど変化
がなかった。水蒸気量が増えると山肌が青っぽく見えるのは，Red の値が下が
るのではないかと期待したが，その逆となった。水蒸気量が多くなるとRGB
のそれぞれの値が等しくなる傾向を示すので白っぽく見えるものと考えられ
る。距離との関係も遠くの山ほどRGB値が等しくなる傾向がみられた。

21pFCPS-6 光の屈折率の測定
岡山県立玉島高等学校　代表者：木村祐輝

（1）今回の研究では、光の屈折率について調べた。光の屈折率を測定する道　
　　具には、ガラスを使用して３通りの実験を行った。
（2）最初は手作りの光源を作り分度器を使用して屈折率を測定したが、分度器
　　を使用したので詳しく測定することができなかった。また、手作りの光源
　　なので光が太くうまく測定できなかった。
（3）次に分度器を使わずに三角比を使用して、最初の実験よりは詳しく測定で
　　きたが、まだ誤差があり十分には測定できなかった。
（4）最後に分光器を使用して実験を行った。分光計を使用しての実験は、格段
　　に精密に測定することができた。

21pFCPS-7 管内での音速について
岡山県立岡山城東高等学校　代表者：藤原孝将

　通常音速は気体の温度のみによって変化するとしめされているが、管内で
はその振る舞いが異なることがある。例えば、通常摂氏 18 度であれば音速は
342.3[m/s] を示すが、管の種類によっては約 310[m/s] まで小さくなるものもあ
る。
　私はその音速を非常に短い時間だけ発振させ、受信する時間の差を観測する
ため、オッシロスコープを用いた測定で、音速を測る方法を考え、どのような
管でより音速が変化するのか調べた。
　意外なことに、また、管の内径によっての変化はあまり見られなかったが、
蛇腹の管で音速が約 310[m/s] になることが観測された。
　実験結果より私は、音速が変化するのは内部に障害物があるためであると考
え、内部で音波が屈折しているという説や仮想的に閉管ができているという説
の２種類の仮説を立て、その仮説が正しいものであるか検証した。

  ポスター発表（2 1 p FCPS）



21pFCPS-8 岩石から出る放射線について 
  ～岩石に含まれるウランの分布を視覚で確認～
岡山県立岡山一宮高等学校　代表者：木元拓
共同発表者：小川大輔，田村圭一郎，新井清久，前田有紀，宮本愛理

　ガイガーカウンターを用いると放射線量は計測できるが、岩石のどの部分か
ら出ているのかは分からない。そこで、α線を検知することができるCR-39
と呼ばれるプラスチック板を用いて岩石の表面から出ている放射線を観察し
た。
　人形峠で採取してきた岩石をCR-39 の上に 3週間置き、それを 7mol/L の
水酸化ナトリウム水溶液を 80℃に温めたものに 12 時間つけて、エッチングし
た。その結果、CR-39 に放射線の跡（ピット）を確認することができた。石
を置いた部分と岩石を置いていない部分では、ピットのつき方に違いがあるこ
とが分かった。
　さらに、その岩石を 1mol/L の硫酸につけた後に、最初の実験と同じよう
にCR-39 の上に 3週間のせて同じようにエッチングした。その結果、最初の
CR-39 よりもピットの数が少ないことがわかりました。このことから、ウラ
ンは岩石表面に分布し、硫酸によって抽出されることが確認できた。
　CR-39 を使うことで岩石から出る放射線を詳細に観察できることで、岩石
のどの部分から放射線が出ているかも詳しく分かるようになった。さらに、岡
山一宮高校のすぐ近くで採れる「万成石」と呼ばれる花崗岩も調べて比較した
いと思っている。

21pFCPS-9 ガイガーミュラー管を用いての放射線測定
岡山県立玉島高等学校　代表者：高渕健太

　相対性理論に興味があり、素粒子を使って相対性理論の効果を確認できない
かと思い、身近な素粒子の一種のβ線を使用して相対性理論の効果を確認する
実験を行った。
　最初に学校にある岩石標本から放射線を出している岩石を調べ、次にその中
で放射線を多く出していたモナズ石を使って、角度や距離の違いによる放射線
の量の変化を調べた。最後にネオジム磁石を使用して磁場中で放射線がローレ
ンツ力によって屈曲されるかを調べた。
　最初の実験からモナズ石が多くの放射線を出していることがわかり、その後
の実験から角度と距離の違いによる放射線の量の変化についてある角度からの
み多くの放射線が測定できることが分かった。磁石を用いた実験では最初の２
つの実験の結果と比較することで放射線の量の変化を確認することができた。
よってこれらの実験から相対性理論の効果を確認できたと言える。
　今後は実験を重ね、より詳しい結果を得ることで放射線の量の変化の規則性
も見つけたいと思っている。またモナズ石が含んでいる放射性元素の特定もし
たい。

21pFCPS-10 ２地点観測からスプライトの発生高度を探る
香川県立三本松高等学校　代表者：三好優香
共同発表者：梁木俊冴，秋朝和弥

　2006 年度から始まったスプライトと呼ばれる中間圏での発光現象の観測を
テーマとした全国スーパーサイエンスハイスクールコンソーシアム高知研究会
は４年目を迎えた。各校の観測態勢の充実とともに観測数は年々増えている。
2008 年度のコンソーシアム全体の観測数はのべ 677 件、本校では 187 件、本
校と他校との同時観測は 89 件。2009 年度 (12 月末現在 ) のコンソーシアム全
体の観測数はのべ 242 件、本校では 82 件、本校と他校との同時観測は 34 件
となっている。本発表では、本校でのスプライト観測状況を報告するととも
に、単独観測ではわからない 2008 年度 1年間のスプライトの発生高度を、他
校との同時観測データから調べた結果を報告する。また、スプライト発生時の
ELF/VLF帯の環境電磁波変動の関係を調べるための研究計画、進捗状況を報
告する。

21pFCPS-11 山陽帯加古川酸性マグマの累進的酸化条件
   ～角閃石の波状累帯構造を指標として～
兵庫県立加古川東高等学校　代表者：井上仁美
共同発表者：小林愛理，沼田聡子，江草麗子，池田志保，今村柾美，梅田剛志，
　　　　　　梅田将志，大西慶子，岡本裕貴，角山怜祐，黒田絢香，陳東あかね，
　　　　　　野高緑，原由洋，山口航輝，横山朋弘，井上紗智，江籠徳行，
　　　　　　近江毅志，角田優貴，瀧本百花，田村優季，十倉麻友子，福本美南

　兵庫県南東部加古川市～高砂市には流紋岩～流紋岩質火砕岩・凝灰岩類を貫
いて、バソリスをなす白亜紀後期の角閃石黒雲母花崗閃緑岩が小岩体として
点々と分布している。花崗閃緑岩は低い帯磁率を示し、山陽帯チタン鉄鉱系列
に分類される。筆者らは自形～半自形角閃石の淡緑色リム部から波状累帯構造
を発見した。これは、山陰帯磁鉄鉱系列に属する島根県東部大東～横田地域の
石英閃緑岩の角閃石で初めて発見されたもので、マグマ残液と反応してイオン
置換をおこした結果形成される。本研究では、両系列の花崗岩類から発見され
た波状累帯構造の化学組成の比較をおこない、山陽帯のマグマ分化末期の過程
を推定した。
　自形角閃石には自形～半自形の大きなチタン鉄鉱が包有されており、マグマ
分化早期には還元的環境であったことを示している。その後サブソリダス条件
下の流体相循環による第１交代作用で角閃石の外縁部が再平衡し、淡褐色コア
と淡緑色リムが形成された。さらに第２交代作用がおこり、角閃石に波状累帯
構造が形成され、チタン鉄鉱は結晶粒間でルチル＋スフェーンに再平衡した。
山陰帯では、角閃石の淡緑色リム部が形成される第１段階交代作用ですでに脱
ガスがおこりCl の逸脱過程が進行していた。山陽帯の角閃石でも、角閃石の
リム部に包有される自形燐灰石は脱ガスしているが、第２交代作用で形成され
た角閃石の波状累帯構造のCl 含有量は山陰帯に比べて非常に高い。これは、
２つの交代作用の間でH2O 供給の可能性を示唆する。筆者らの研究では、角
閃石の波状累帯構造は多くの花崗岩類に普遍的に存在していると考えられ、マ
グマ分化末期の流体相の状態を比較推定する指標となるとして注目される。

21pFCPS-12 マグマ残液による熱水交代作用の環境を推定する
   ～加熱実験における凝灰岩の赤色化を指標にして～
兵庫県立加古川東高等学校　代表者：福本美南
共同発表者：大西慶子，原由洋，井上紗智，池田志保，井上仁美，今村柾美，
　　　　　　梅田剛志，梅田将志，岡本裕貴，角山怜祐，黒田絢香，小林愛理，
　　　　　　陳東あかね，沼田聡子，野高緑，山口航輝，横山朋弘，江草麗子，
　　　　　　江籠徳行，近江毅志，角田優貴，瀧本百花，田村優季，十倉麻友子

　兵庫県南東部には、白亜紀後期の流紋岩質火砕流堆積物が広く堆積している。
このうちハイアロクラスタイトを形成する凝灰岩は「竜山石」とよばれ、優秀
な石材として古墳時代から全国的に知られていた。竜山石は、青・黄・赤の３
色に分類され、予備実験より、オリジナルの色相は青色で、これが熱によって
酸化されると赤鉄鉱を生じて赤色化することがわかった。そこで色相変化の条
件を定量的に求めるため、赤鉄鉱を含まない青色凝灰岩をさまざまな温度・時
間条件下でガスバーナーと加熱炉を用いて加熱した。
　ガスバーナーによる部分加熱で、青色部分と赤色化した部分の境界領域の鉱
物組成や構造は天然のものと酷似した。加熱炉による定値加熱では、赤鉄鉱の
晶出が赤色化の原因であり、晶出低限は 220℃であった。また数秒の加熱では
700℃で赤色化した。昇温加熱実験では、温度ごとの赤鉄鉱晶出に必要な最低
時間を求めた。酸化の原因はマグマ残液のO2 であることもわかった。凝灰岩
の赤色化の原因は熱による酸化で生じる赤鉄鉱にある。その熱源は凝灰岩を形
成した流紋岩質マグマで、700℃前後の熱水残液が節理面に沿って急激に上昇
したと推定される。露頭と薄片の観察から、酸化の原因は、上昇にともなって
マグマ残液の圧力が下がり、含まれていたH2O が発泡して解離したO2 と考え
られる。

21pFCPS-13 地磁気の伏角計測
岡山県立倉敷古城池高等学校　代表者：鈴木智博
共同発表者：三宅雄大，杉原圭亮，中村啓人

　地磁気の向きは水平面内での「偏角」と鉛直面内の「伏角」で表される。学
校付近の伏角について緯度・経度でどのようになるかを学校にあった伏角方位
計を使用して調べた。
　当初，緯度・経度 30 秒毎の交点での値を測定しようとしたが，観測を始め
てみると，非常に困難であった。そこで，道路上で緯度又は経度が 10 秒毎で
の測定に変更し，98 箇所でデータを測定した。
　25000 分の 1地形図に緯度・経度 10 秒毎にメッシュを入れ測定データを記
入したものがFig.1 である。測定結果を「伏角－北緯」，「伏角－東経」，「伏角
－標高」で描いた散布図がFig.2 である。
　極端に伏角が異なる付近の「偏角」と「伏角」の様子を描いたものがFig.3
である。

21pFCPS-14 高校生による地域に向けた理科実験講座の実践報告
岡山県立玉野高等学校　代表者：妹尾真明
共同発表者：國屋龍之介，藤原大，川原裕貴，松澤広敏，滝口弘也，大萩権明，
　　　　　　有松大地，内河竜一郎，中山智史，長谷井あい

　今年度４月より，地域の小学生親子を対象とし，私たちが企画・運営・指導
を行う理科実験講座を毎月１回ずつ，学校を会場に開催してきた。この活動の
目的は，①理科離れが懸念されている子どもたちに理科の楽しさを伝えること，
②私たちのプレゼンテーション能力を高めること，③地域と学校の関係づくり
を行うことである。12 月末までに９度開催し，のべ 691 名の親子が参加して
くれた。講座終了後に行った各親子へのアンケート調査の結果より，各回とも
95%以上の参加者が内容の楽しさと分かりやすさについて満足またはほぼ満
足してくれたことが分かった。また，参加者の 95％以上が，この講座に参加
したことによって理科に対する興味が増えたと回答した。参加理由も，内容に
興味があったからという回答が約 65％であったのに対し，以前参加して楽し
かったからという回答が約 40％に上り，高校生が親切に指導してくれたので
今回も参加したという回答も複数あった。以上のことから，このような活動が
上記の目的を達成するための有効な方法であることが推察できる。さらに，保
護者から参加を言い出す割合が約 30％から 50％と予想以上に高いことも分か
り，子どもたちに対してだけでなく，保護者に対しても興味や関心を引き起こ
しやすいテーマの設定やＰＲが必要であることが分かった。



Jr. セッション委員会委員（任期：2009 年 9月 1日～ 2010 年 8月 31 日）

 委員長  並木　雅俊（高千穂大） 石野　宏和（岡山大理）
  江尻　有郷 興治　文子（新潟大教育）
  香取　眞理（中央大理工） 倉本　義夫（東北大理）
  作田　　誠（岡山大理） 鈴木　　亨（筑波大附属高）
  谷口　和成（京都教育大） 種村　雅子（大阪教育大）
  中屋敷　勉（岡山県立笠岡高） 新田　英雄（東学大教育）
  味野　道信（岡山大理） 山田　修義

 なお、審査は次の手順で、次の本会関係者により厳正に行っています。
第 1次審査（応募講演の評価）
　領域代表者、Jr. セッション委員会委員

第 2次審査 :（講演発表者の決定）
　Jr. セッション委員会委員

第 3次審査 :（講演会当日 : 各賞の決定）
　理事、教育関係委員会委員、領域関係者、Jr. セッション委員会委員

21pFC-1 光線追跡による蜃気楼モデルの解析
静岡県立清水東高等学校　代表者：池田浩太
共同発表者：岡山俊一，榛葉雄亮，鳴田竜也，村田祐介，齋藤高太郎，
　　　　　　大石涼太，加藤真之佑，鈴木希，竹内悠，大野涼子，寺井勇，
　　　　　　稲葉幸志，杉山大貴

　鉛直方向に濃度勾配を持たせたショ糖の水溶液を作成し，その水槽をとおし
て物体を眺めると，物体の虚像が複数個観察される。私たちは，この美しい現
象に興味を持ち，昨年度より研究に取り組んできた。光線経路と像との関係に
ついて定量的な解析をするためには，光線が溶液内部を進む座標について計算
する必要がある。そのため，溶液内部における屈折率分布を測定するとともに
屈折率分布の実験式を仮定し，さらに経路の微小区間ごとに屈折の法則を適用
して光線経路を計算で求めた。理論的に求めた光線経路は，光線の屈曲の様子
を見事に再現したばかりではなく，屈折率勾配を持つ溶液が持つ性質について，
実験データをよく説明できることがわかった。
　屈折率勾配が小さい場合，光線は像の上下が逆になるほどの大きな屈曲をし
ない。屈折率勾配が大きな水深の近傍を通過する光線が，大きな屈曲をして反
転像を形成すること等も分かったので報告する。

21pFC-2 眼を閉じたときに見える浮遊体の研究
広島大学附属高等学校　代表者：坂本郁弥
共同発表者：奥迫諒，梶原啓太，永原圭将，西田紗桜

　私たちは，眼を閉じたとき，眼を細めたとき，青く晴れた空を見上げたとき，
白い壁を見たとき，顕微鏡を覗いたときなどに，視界に漂って見える糸くずの
ようなものを浮遊体と名付け，これについて研究した。浮遊体は，あたかも水
中を漂うように視界を漂って見える。その形状は直線であったり，円形であっ
たりし，濃度も様々である。
　まず，メンバー全員で浮遊体の観察を行った結果，年齢，性別，視力の差に
関わらず全ての人が浮遊体を認めることが分かった。ほか，浮遊体は左右の目
で異なることがわかり，浮遊体の一見複雑な形状を，基本的な６種類の形状に
分類し，浮遊体の成立を仮説づけることが出来た。また，浮遊体は小孔を通す
と見えやすくなる現象の再現実験を行った。
　次に，眼球の運動と浮遊体の運動の連動性に着目し，それぞれ速度を比較し
た結果，連動性の一致を確かめることができた。そこで，水で満たした半球モ
デルを製作し，浮遊体を模したコルク片の動きをデータ化して計算した結果，
浮遊体は硝子体全体に分布しているが，実際に見ている浮遊体は網膜から数㎜
以内にあることがわかった。また，眼球モデルを用いて再現実験を行い，浮遊
体の見え方を確かめた。
　最後に，実際にヒトの眼球を眼底検査用顕微鏡を用いて観察した結果，浮遊
体の存在と運動を確認した。

21pFC-3 クントの実験における媒質のたまり方（第三報）
北海道立北海道札幌西高等学校　代表者：平川雅人
共同発表者：鹿内奈南，山田有紗，中田有香，田口采奈，仲條莉央，玉置都華，
　　　　　　坂谷内茉倫，岩井菜穂，栗原沙織

　気柱の共鳴実験の一つにクントの実験があり、媒質として石松子を用いた場
合、石松子は定常波の節にたまっている。部の先輩は、物理図録（数研出版）
の中にスピーカーを用いた気柱の共鳴実験を見つけ、媒質として発泡スチロー
ル球を用いた場合は腹にたまることに注目した。そして、その違いを探るため
に実験を行った結果を昨年度の Jｒ．セッションで報告を行った。私たちはこ
の実験を引き継ぎ、新たな媒質を探していく中で見出した和紙、卵の殻、ホウ
砂を用いて実験を行った。その結果、粉末状にした媒質が節にたまるか腹にた
まるかは、媒質の断面積と質量に関係することがわかってきた。ここでは、そ
の結論に至るまでの過程と今後の展望について報告する。

21pFC-4 グラスハープにおける音階決定の法則性の研究
   第 2 報
北海道立北海道札幌北高等学校　代表者：川端茜
共同発表者：工藤有里菜，立松愛梨，本田佳己，三浦瑛絵

　グラスハープとは、水を入れたワイングラスの口の縁を濡らした指でなぞり、
音を鳴らす楽器であり、水の量を調節することによって様々な音階の音をつく
ることができる。私たちは、どのような要素が作用しあって音階を決定づけて
いるのかということに興味を持ち、研究を始めた。まず、形状の異なる２種類
の太いグラスと細いグラスを用いて様々な音階の音をつくった。水の量と音程
の関係について調べたところ、水の体積が減るにつれ、水面の円周は大きくな
り、周波数が増加したことから、水の体積と水面の円周が関係していることが
予想された。そこで、水面の円周のみを変化させる比較対照実験を行ったとこ
ろ、水面の円周が大きくなるほど周波数は減少し、水の体積のみを変化させる
比較対照実験では、水の体積が増えるほど周波数は減少することがわかった。
また、音階はグラスの最上部からグラスの外周が最も大きいところ（最大外周）
の間で水を増減させた場合にのみ変化が生じ、最大外周より下部では水の量を
変えても周波数は変化しないことがわかった。次にグラス内の液体によって、
周波数が変化するのではないかと考え、石けん水と水で比較対照実験を行った
ところ、周波数は変化しなかった。しかし、一定以上の濃い石けん水では音が
鳴らなくなることがわかった。その原因は石けん水の粘性にあると考えられる。
以上のことについて報告する。

  口頭発表（2 1 p FC）


