
日本物理学会　第 10 回 Jr. セッション

プログラム 
 日時：2014 年 3 月 28 日（金）9:00 ～ 16:45 
 会場：東海大学湘南キャンパス 松前記念館講堂　 
 松前記念館講堂（297 席）：口頭発表，高校生向け講演，講評，表彰，写真撮影
    ＊口頭発表　　　9 件（1 件 15 分 : 講演時間 10 分，質疑応答 5 分） 
 同講堂内フラットスペース：ポスター発表   ＊ポスター発表　45 件（展示講演時間 120 分）

プログラム：    総合司会：興治文子
  9:00 ～ 9:05　開会あいさつ（松川宏 Jr. セッション委員会委員長）
  9:05 ～ 11:05　28aJPS（ポスター発表 45 件）   座長　河内明子　佐藤　仁　田中忠芳
   28aJPS-1 私立市川高等学校 ドミノ倒しの進行速度
   28aJPS-2 静岡県立掛川西高等学校 大型振り子によるガウス加速器の研究
   28aJPS-3 愛知県立岡崎高等学校 水面上で跳ねる物体の振る舞いの観察
   28aJPS-4 北海道立北海道札幌北高等学校　物理化学部 回転する円柱が落下するときの法則性
   28aJPS-5 愛知県立岡崎高等学校 振動による斜面上の物体の摩擦 
  28aJPS-6 熊本県立第二高等学校 災害時の救助活動におけるペットボトルロケットの有効活用
   28aJPS-7 私立広尾学園高校 深海生物の構造研究に向けた高圧装置の開発
   28aJPS-8 私立本郷中学校・高等学校 非円形の空気砲の渦輪について
   28aJPS-9 私立市川高等学校 渦の性質と相互作用
   28aJPS-10 北海道立北海道札幌西高等学校 温度差による空気の動きについて～竜巻発生装置の製作を目指して第３報～
   28aJPS-11 ノートルダム清心学園　清心女子高等学校 水の対流・温度と流速の関係～サーミスタによる測定と目視による測定～
   28aJPS-12 青森県立八戸高等学校 揚力の発生原理とその応用
   28aJPS-13 富山県立富山中部高等学校 5N-Pb と Pb95Sn5 の超伝導の性質
   28aJPS-14 岡山県立笠岡高等学校 ゴム球の跳ね返り
   28aJPS-15 岡山県立津山高等学校 超伝導の有用性の検証
   28aJPS-16 茨城県立水戸第一高等学校 ドープ型ナノクリスタル蛍光体の発光メカニズムに関する研究
   28aJPS-17 北海道立北海道札幌西高等学校 ブドウ糖の混合比からみるテラヘルツ波の吸収スペクトルの違い
   28aJPS-18 北海道立北海道札幌西高等学校 銅酸化物高温超伝導体における試料表面の原子像の観測
   28aJPS-19 北海道立北海道札幌西高等学校 磁性の研究～ Co 化合物を用いて～
   28aJPS-20 福岡県立小倉高等学校 赤外線遮断効率の研究
   28aJPS-21 茨城県立水戸第一高等学校 Fe2+ と Fe3+ により生成した金属錯体に関する研究
   28aJPS-22 北海道立北海道札幌北高等学校　物理化学部 気柱共鳴とヘルムホルツ共鳴を利用した笛　第２報
   28aJPS-23 私立市川高等学校 ペットボトル振動子の周期解析
   28aJPS-24 私立市川高等学校 下敷きの音の特殊性の解明～力学的視点における数学的モデル解析～
   28aJPS-25 静岡県立清水東高等学校   自然科学部物理班 屈折率勾配を持つ溶液が示す凸レンズの作用
   28aJPS-26 岡山県立倉敷天城中学校 サーモクロミズムを利用した温度計の作製
   28aJPS-27 広島大学附属高等学校 筒を覗くと見える不思議な模様
   28aJPS-28 福岡県立小倉高等学校 偏光ステンドグラスに関する研究
   28aJPS-29 私立十文字高等学校 音速と気圧の関係
   28aJPS-30 私立市川高等学校 スリットを通る光による干渉縞の明るさ
   28aJPS-31 私立西南学院高等学校　物理部 ヘリウム中の音波
   28aJPS-32 福井県立若狭高等学校 揺れない船の工夫
   28aJPS-33 茨城県立水戸第二高等学校　数理科学同好会 Belousov-Zhabotinsky 反応の振動の復活はどのようにしておこるのか
   28aJPS-34 私立本郷中学校・高等学校 蝋燭の炎の振動メカニズムの解明
   28aJPS-35 群馬県立前橋女子高等学校 二重振り子のカオスの理解と制御
   28aJPS-36 愛知県立岡崎高等学校 粉粒体が形成する模様の研究
   28aJPS-37 高知工業高等専門学校　物理研究会 分粒現象に関する研究 ( ４) ～サイズ効果～
   28aJPS-38 兵庫県立加古川東高等学校 地学部（物理班） 満員電車から乗客をスムースに降ろす方法～砂時計の砂の落下をヒントにして～
   28aJPS-39 茨城県立鉾田第二高等学校 コンピュータシミュレーションによるブラウン運動の数学的モデルについての研究
   28aJPS-40 愛知県立一宮高等学校 大気圧プラズマによる樹脂表面の親水化・復疎水化の研究
   28aJPS-41 私立金光学園高等学校 茶柱の発生要因
   28aJPS-42 兵庫県立尼崎小田高等学校 ブラックホール連星はくちょう座 X-1 の質量推定
   28aJPS-43 青森県立八戸高等学校 液状化と地質の密接な関係
   28aJPS-44 広尾学園中学校 理科で考えるサイコロの「確からしい」という言葉
   28aJPS-45 茨城県立水戸第二高等学校 オーロラの形成と実験機の製作

  11:05 ～ 11:15　 記念写真撮影（参加者全員）  撮影担当：田中忠芳　種村雅子（記念写真以外の各講演の撮影も担当）

    　 昼食　11:15 ～ 12:30
 
  12:30 ～ 15:00　28pJ（口頭発表 9 件）   座長　中村　琢　12:30 ～ 13:45
   28pJ-1 北海道立北海道札幌北高等学校　物理化学部 氷山はなぜ回るのか　第２報 
      ～海氷 - 海洋相互作用による氷の形状変化と内部波動に関する実験的研究～
   28pJ-2 福岡県立香住丘高等学校 「逆立ち独楽」や「ラトルバック」等の変則回転運動に関する研究
   28pJ-3 私立市川高等学校 振動によるしゃぼん膜の変化
   28pJ-4  茨城県立鉾田第二高等学校 リキッドドームの形成に関する研究
   28pJ-5 私立早稲田大学高等学院中学部 シャープペンシルの芯の構造と強度

    　 休憩　13:45 ～ 14:00
        座長　飯沼昌隆　14:00 ～ 15:00
   28pJ-6 群馬県立前橋女子高等学校 月の色の不思議　なぜ、月の色は昼間は白っぽく、夜は黄色っぽく見えるのか
   28pJ-7 奈良県立青翔高等学校 ケイ砂が形成する砂山の安息角について
   28pJ-8 愛知県立一宮高等学校 曲面を流れる物体が及ぼす力について
   28pJ-9 大阪府立春日丘高等学校　定時制の課程　科学部 反磁性磁化率をはかる～永久磁石による磁場勾配力と重力とを直交させた測定法の開発～
     　 休憩　15:00 ～ 15:15
   15:15 ～ 16:00　 高校生向け講演  司会　八木隆志
     「世界最先端のソーラーカーを支えるテクノロジー」
      講師：木村英樹（東海大学 工学部 電気電子工学科）

    　  休憩　16:00 ～ 16:15

  16:15 ～ 16:45  教育功労賞受賞式
     講評　松川宏 Jr. セッション委員会委員長
    　 表彰　斯波弘行日本物理学会会長

     主催：日本物理学会
     共催：高等学校文化連盟全国自然科学専門部
     協賛：神奈川県教育委員会　平塚市教育委員会　伊勢原市教育委員会　秦野市教育委員会

問い合わせ先：日本物理学会　Jr. セッション係 
〒 113-0034　東京都文京区湯島 2-31-22　湯島アーバンビル 8F

TEL：03-3816-6201 ／ FAX：03-3816-6208 ／ E-mail：jrsession14@gakkai-web.net

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



28aJPS-1 ドミノ倒しの進行速度
私立市川高等学校　代表者：北村栄佑 
共同発表者：久保裕一郎，安藤大我，東野哲也

　我々はドミノが倒れる速度に何らかの規則性があるのではないかと疑問に思い調べ始め
た。まず、先行研究を調べたところドミノが倒れる際に直前に倒れたドミノの影響しか考
慮していないことに気づき、改善する余地があると思い研究を開始した。
　実際ドミノを倒したところドミノの速度はどんどん速くなるがある地点から速度に近づ
いているように見えたため、ドミノは倒れる際に、それ以前に倒れた全てのドミノでなく
有限枚のドミノの影響だけを受けると予想し、計算で先頭のドミノが傾く角度と倒れたド
ミノの数との関係式を求め、速度はドミノが何枚目まで進むと一定に近づくか推測した。
　実験方法は先行研究を基にドミノを並べ、倒れる様子をハイスピードカメラを用いて撮
影し、各ドミノが倒れる速度を調べグラフ化した。そのグラフからドミノが倒れる速度は
予想通りの枚数で一定に近づくことが確認できた。そしてドミノの高さを 2 倍、間隔を２
倍とかえても関係式に代入した時と同様の結果が得られ、関係式はドミノの大きさを変え
ても成り立つ事がわかった。
　今後はドミノ自体の質量をかえても求めた関係式が成り立つか調べ、また今回は数学的
に考えているのでもっと力学的に考えていくつもりである。

28aJPS-2 大型振り子によるガウス加速器の研究
静岡県立掛川西高等学校　代表者：中川龍一 
共同発表者：大庭伸一，曽根翔太

　ガウス加速器とは強力な磁石を利用した加速器である。数個の鉄球が磁石についた状態
で、鉄球をつけた側の反対側に新たに鉄球を衝突させると、つけておいた鉄球が勢いよく
飛び出す。この時、飛び出す球の速度は衝突させた鉄球の速度より大きいため、加速器と
よばれている。
　なぜ加速するのかという疑問の答を求めて、衝突前後で運動量保存の法則、エネルギー
保存の法則がどのように成り立っているかを調べ、原理を追求しようと試みた。昨年、レー
ル上に磁石を並べ実験を行ったが、予測した通りの結果が得られなかった。考えられる問
題を改善するため、大型 2 点吊り振り子型の装置の製作など、実験器具や方法の変更を行っ
た。
　実験の結果より、衝突前後の運動量の和がほぼ等しいことから、運動量保存の法則がほ
ぼ成立しているとわかった。しかし、衝突球と飛び出す球の運動エネルギーがほぼ等しい
にもかかわらず、最高点での重力による位置エネルギーは衝突後の鉄球ほうが大きくなっ
ていた。本研究ではこの原因が磁石による位置エネルギーの差であることを解明し、ガウ
ス加速器は磁石による位置エネルギーの差を利用して加速する装置だと結論づけた。

28aJPS-3 水面上で跳ねる物体の振る舞いの観察
愛知県立岡崎高等学校　代表者：鈴木悠太
共同発表者：安藤正登，佐藤悠，藤田涼雅，松月大知

　私たちは、「水切り」という遊び、現象について研究、考察し、「何故石が水面で跳ねる
のか」という根本的疑問の解決、その現象で成り立つ法則の発見、水切り遊びで高いスコ
アを出すための方法の考案を目指して活動している。水切りでは石に回転をかけて投げる
が、今回は技術的な理由で、無回転で碁石を発射した場合における石の振舞の予測法を考
案することを目標とした。
　無回転で碁石を発射する装置（よく曲がるレールを用いて碁石の位置エネルギーを運動
エネルギーに変換することで、碁石を無回転で発射できる）を製作して石が水面を跳ねる
様子を、入射するときの速さや角度の条件を変えて観察し、跳ねた後の速さ、角度を調べた。
その結果、入射するときの速さが速いほど碁石は高く跳ねることが分かった。また、跳ね
る直前と跳ねた直後の速度の水平成分に明確な相関関係があることが分かった。データ数
を増やせば、跳ねる前後の速度の水平成分に比例関係、もしくは一定の関係が見出される
可能性がある。さらに、碁石が水面から出る瞬間の軌道が水面のなす角は、水面につく前
の碁石の軌道が水面となす角度、速さに依存せず一定（13.5°）であることが分かった。
　これらの結果をもとに、碁石の無回転発射における碁石の軌道を予測した。今後は、力
学を用いて予測につかう法則を説明し、より物体を多い回数跳ねさせる方法を考える必要
がある。

28aJPS-4 回転する円柱が落下するときの法則性
北海道立北海道札幌北高等学校　物理化学部　代表者：渡邉佑
共同発表者：松木倫太郎，石井日菜，地野氷那瀬

　高さ 2m からたこ糸を巻き付けた発泡スチロールやバルサ製の円柱を回転させながら落
下させ、水平移動距離を測定した。まず、同一形状で密度の異なる 2 種類の円柱を用いて
測定を行った。その結果、円柱の長さが長くなるほど水平移動距離が大きくなる傾向があ
ることがわかった。また、円柱の密度が小さくなるほど水平移動距離が大きくなる傾向が
あった。次に、同一密度で、直径が異なる円柱を用いて同様の測定を行った。その結果、
直径が小さいほど水平移動距離が大きくなった。しかし、直径が小さい円柱では、ある
長さに以上になると水平移動距離が急激に減少した。この原因について、円柱の表面積と
密度の関係には水平移動距離がピークを持つ特性があるのではないかという可能性と、円
柱がある長さ以上になると円柱が湾曲しながら落下することで、円柱に複雑な力が働くた
めであるという可能性を考えた。そこで、この２つの可能性を検証するため、湾曲しにく
いバルサ製で直径が異なる２種類の円柱を用い、発泡スチロール製の円柱と同様の実験を
行った。測定した結果、途中からの水平移動距離の減少は起こらなかったことから、湾曲
がその原因であったことが確かめられた。

28aJPS-5 振動による斜面上の物体の摩擦
愛知県立岡崎高等学校　代表者：松岡駿 
共同発表者：渋谷直哉

　斜面上で静止している物体があるとき、その斜面に振動を与えると、物体が動き出すこ
とがある。それはどのような条件がそろった時に起こるのか詳しく調べた。
　最初に、板を徐々に傾け、物体が滑り出したときの斜面と水平面のなす角度を測定した。
次に、板を振動させた状態で同じ実験を行った。条件を変えるために、振動を与えるため
に板に付けたモーターに２通りの大きさの電圧をかけ、モーターの向きを変えて板に与え
る振動を変化させた。物体が滑り出したときの角度をそれぞれ記録した。
　結果は振動させた状態のほうが振動させなかった状態より物体の滑りだした角度が小さ
くなった。また、振動が大きければ大きいほど、その角度が小さくなる傾向があった。こ
れは、モーターによって与えられた振動によって、物体に加速度が加えられ、物体が滑り
出さないための最大静止摩擦力が減少したためだと考えられる。
　よって、振動によりみかけの摩擦係数が減少したということが分かった。また、振動が
大きいほど、みかけの摩擦係数は減少した。
　モーターの回転数を測ることができていないので、今後、モーターの回転数を測定し、
滑り出す角度の予測値を算出し、実測値と比較したい。もしも実測値と一致すれば、僕達
の考察はかなり正確であるといえる。また、与えられている振動の様子をさらに正確に知
るため、モーターの取り付ける向きや大きさをさらに変えて角度を測定したい。また、計
測精度を上げたい。

28aJPS-6 災害時の救助活動におけるペットボトルロケットの 
  有効活用
熊本県立第二高等学校　代表者：緒方勇真
共同発表者：島村裕哉，竹内湧希，田中荘太朗，冨田拓実

【背景と目的】
2013 年の梅雨に九州を襲った九州北部豪雨では熊本県を流れる白川の堤防が決壊し、多
くの地域が孤立するという被害が発生した。また、熊本県には防災救助ヘリコプターが 1
台しかなく、救助を待つ人々が大勢いた。このような状況から、救助ヘリ以外の救助手段
の開発が必要である。本研究の目的は、災害時に孤立した人々の救助手段としてペットボ
トルロケットを用いてロープを届ける方法を確立するために、河川を越える飛距離を出す
ための最適条件を調べることである。

【方法】
ペットボトルロケット内の水量、空気圧と発射角度の３つの条件を変え、最長飛距離との
関係を考察する。まず、ペットボトルロケット内の水量を変えながら、飛距離を測定する。
次にペットボトルロケット内の空気圧、発射時の角度と変えながら飛距離との関係を調べ
た。

【結果】
ペットボトルロケット内の水量は 1.5L ペットボトルを使用した場合 400ml 程度が最も飛
距離が伸びた。ペットボトルロケット内の空気圧が高くなると、飛距離は長くなった。最
長飛距離が出る発射角度は、ペットボトル内の水量が増えるほど高くなった。

【結論】
ペットボトルロケット内の水量、空気圧、発射角度と最長飛距離との関係を明らかにする
ことができた。ただし、1.5L ペットボトル使用時の最適水量は 300ml から 650ml の間に
あると考えられるので、さらに詳しく調べる必要がある。

28aJPS-7 深海生物の構造研究に向けた高圧装置の開発
私立広尾学園高校　代表者：加藤之愛留

① 背景と目的
　深海にいる生き物は大きな圧力に耐えぬいて生きている。体の外側にかかる水圧を調整
して適応しているのではあれば、深海にとってベストな構造が存在するはずである。 そ
れを知る第一歩として、高圧実験装置を一から製作することにした。その装置の性能評価
として私たちの身近にあるペットボトルやブタメンのカップの素材を生かした実験を試み
た。また、実際に漁船にのせてもらい、深海生物をサンプリングし、耐圧や生命力を調べ
てみようと試みた。
② 研究方法
　水を入れた圧力容器の中にいろはす、おーいお茶、炭酸水の 3 種類のペットボトルを入
れ、水圧をかけた。その時、各一定水圧毎のペットボトルのつぶれ方や体積を測定した。
ブタメンのカップも同様に水圧をかけた。また、まだ名前がついていないといわれている
深海ダコの解剖や深海に生息する貝の観察なども行った。
③ 結果
　環境対策を視野に入れ設計されたいろはすや内圧に耐える必要がある炭酸水のようにそ
れぞれの目的要素に合わせ、耐圧性能が異なることがわかった。
また、ブタメンのカップを水圧にかけることによって深海の水圧の大きさを知ることがで
き、生きた深海生物を実際に加圧装置に入れることで生命力なども観察することが出来た。
④ 結論
　今回の結果からこの圧力装置を用いることで、適切に高圧条件下を再現し深海生物の体
の構造を検討するうえで十分な準備が整ったといえる。
⑤ 今後の展望
　３Ｄプロッターを用いて、任意のプラスチックチェンバーを製作し、高圧条件にも耐え
られるチェンバー壁面の構造を検討することで、より深海生物の体の構造に迫れると考え
ている。また、深海生物の耐圧構造を評価するために、同じ等脚目でありながら生息地が
陸地、海辺、深海とそれぞれ異なるダンゴムシ、ワラジムシ、グソクムシを用いて違いを
観察し、それぞれの生息地に適していることを証明する。その他、未だ解明されていない
深海ダコや深海貝の生体系を研究していく。

28aJPS-8 非円形の空気砲の渦輪について
私立本郷中学校・高等学校　代表者：渡邉伊吹 
共同発表者：鷹取夏輝，園悠希，生稲直希，岩本直也，音山敬祐，白居幸希

　空気砲は，密封した容器に穴をあけ，容器内の空気を急激に穴から出すことで渦輪と呼
ばれる空気の輪を出す装置のことを言う．この空気砲の穴を正多角形にすると，渦輪の形
は穴の形と円形を周期的に繰り返すことが今までの研究によってわかっている．
　我々はこの現象について，条件を変えた時に振動数がどのように変化するのかを調べ，
振動の原因を考えるため，ピストン型の空気砲を作成し実験した．
　三角形の穴から渦輪を出して観察した結果，打ち出された三角形の渦輪は三角形の角に
あたる部分の煙の速度が周りの速度よりも遅くなり，渦輪の後方に回り込んで変形してい
た．そこから，渦輪の変形は発射面に垂直な面での渦輪の回転によるものだと考えた．
　そして，穴の形と押し出す強さを変えて空気砲から渦輪を出し，その進行速度と周波数
をハイスピードカメラを用いることで測定し，渦輪の周波数が穴の大きさと進行速度に
よってどう変化するのかを調べた．結果，渦輪の振動数は渦輪の進行速度に比例し，穴の
外接円の半径が大きくなると振動数も大きくなるということが分かった．

  ポ ス タ ー 発 表 （ 2 8 a J P S ）



28aJPS-9 渦の性質と相互作用
私立市川高等学校　代表者：池端耕輔 
共同発表者：福永悠

　私たちは身近にありながらなかなか詳しく調べる機会のない、水の渦について研究して
いる。今回報告する実験は大きく分けて 4 つある。渦の発生のしくみ、渦を作るための板
の速さと渦の深さの関係、発生してから消滅するまでの渦の深さの変移、そして２つの渦
を衝突させた時の相互作用である。
　まず渦の発生については、発生する瞬間をハイスピードカメラで撮影し丁寧に分析した。
その結果、動かす板の進行方向から流れてくる水と背後から来る水の２つが行き交い巻き
込んでいくことで渦が作られていることが判明した。
　2 つ目に、ある区画の間を板が移動する時間を計って板の速さを計算し、また真横から
ハイスピード撮影することで渦の最大の深さを測り、この２つの関係をグラフに表してみ
た。すると 2 つの間にはおおむね比例関係があることが分かった。
　3 つ目の深さの変移については、渦の発生から消滅までを何回も撮影し、その深さを時
間ごとに計測して丹念に８つグラフを作成した。すると単純に深くなって浅くなる経過以
外にも変移のタイプがあったが、その原因は渦の発生する瞬間の板の角度のズレや動きに
あるのではないかと考えている。
　最後の相互作用に関してはまだ観察段階ではあるが、予想に反して２つの渦がすぐに打
ち消しあうことはなく、その２つの渦の深さによって相互作用に違いが現れることが判明
した。
　以上のように、手軽な先行研究がほとんど見つからない中、試行錯誤の末いくつか渦の
性質について良い結論を得ることができた。

28aJPS-10 温度差による空気の動きについて 
  ～竜巻発生装置の製作を目指して第３報～
北海道立北海道札幌西高等学校　代表者：湊健吾 
共同発表者：久恵桃子，鈴木瑠位子，根本匠，佐藤諒，飛弾野壮真，久祢田駿太郎，
　　　　　　星野泰我，引地茉奈，牧野嵩也，船水健汰，川島栞，三谷日姫

　竜巻は積乱雲の下で発生する高速かつ渦巻き状の上昇気流である。私たちは身近で起こ
る自然災害である竜巻に興味を持ち、一昨年から継続して研究に取り組んでいる。ファン
などの気流を発生させる装置を用いずに、実験室内で人工的に竜巻を発生させることを目
標としている。今回は、ホットプレートとドライアイスを用いて作った温度差の中で生じ
る空気の動きを可視化・数値化することができたので、その成果を報告する。

28aJPS-11 水の対流・温度と流速の関係
   ～サーミスタによる測定と目視による測定～
ノートルダム清心学園　清心女子高等学校　代表者：廣澤文香
共同発表者：大倉莉奈，大田麻里子，貝原愛，金武麻由香，藤原さなみ，町田花子，
　　　　　　柳茉友子，渡辺紗央，渡邊祐里依

　2012 年春に学校にビオトープができたことをきっかけに、池の水の温度変化、それに
よる対流、温度分布など生物への環境がどのように作られるかに興味を持った。また、対
流の様子を写真で見ることは多いが、その際の温度や速さについてはあまり紹介されて
いない。そこで、2013 年の春から水の対流と温度の関係を明らかにするための実験装置、
測定方法などを開発し水温と対流速度などの測定をはじめた。
　水槽の中にヒーターを入れ、一定時間電流を流すことで、対流を起こしその様子を墨汁
で目視するとともに測定装置のサーミスターの抵抗変化から温度測定を行い、温度と対流
の関係を調べた。特に温度変化に鋭敏なサーミスターを使うことで時間による温度変化の
様子が測定でき、対流の速度、温度変化から対流の広がり・速さなど定量的にとらえるこ
とができた。目視の結果と対流が層流から乱流に変化する様子なども温度変化としてとら
えることができた。

28aJPS-12 揚力の発生原理とその応用
青森県立八戸高等学校　代表者：三浦史都
共同発表者：長者久保昂代

　我々は去年、ヨットの帆を応用して「逆風で走る車」を製作しようと試みたが、完成に
は至らなかった。そこで、帆に働く揚力という力の原点を調査した。
　調べたところによると、揚力の発生原理には二つの意見があることが分かった。
①翼の上面と下面で生じる風速差のために「ベルヌーイの定理」から圧力差も生じ、それ
が上向きの力を働かせているという説。
②仰角をもった、すなわち下向きに傾いた翼の周りに流体を流した際、その流体がコアン
ダ効果という作用によって翼に沿って下向きに流れるため、その反作用で上向きの力が働
いているという説。
　これら二つの意見はネット上などで激しく議論を交わされていることも多く、我々はこ
れに興味を抱き、実験によって真偽を確かめることとした。
　現在我々が行った実験は、前者の意見に関するもののみである。まず、翼の上面下面で
風速差が生じる理由を調査したところ、渦によるものという意見が見受けられた。そこで、
風洞の中に自作の翼の模型を入れて煙で空気の流れを可視化して確かめたところ、上面に
渦と思われる流れが発生していることがわかった。
　まだ我々の研究は途上であり、完全な結論には至っていない。しかし、これまでの実験
で前者の説が正しい可能性は示唆されている。
　これからはさらに研究と実験を進め、前者の説に関する審議を確固たるものにすると同
時に、後者の説に関する研究も進め、揚力の真理に迫りたい。

28aJPS-13 5N-Pb と Pb95Sn5 の超伝導の性質
富山県立富山中部高等学校　代表者：朝日基晴
共同発表者：飛島寛人

　超伝導は電気抵抗率がゼロ、マイスナー効果がある有限温度以下で発現した状態である。
超伝導転移温度 (Tc) や磁場に対する反応が物質により異なるため、どんな要素が物質の
超伝導の性質に影響を及ぼすのか疑問を抱いた。そこで我々に身近な金属である鉛 ( 純度
99.999%)とハンダ(鉛とスズの合金Pb95Sn5)を用いて超伝導の性質について実験を行った。
　実験の結果、超伝導転移温度は鉛もハンダほぼ同じであるが、Tc 付近の温度による抵
抗率の変化はハンダのほうが鉛に比べて緩やかであった。また、超伝導状態の鉛とハンダ
に磁場を加えていく実験では、鉛はある磁場の強さで急激に抵抗率が上昇するのに対して、
ハンダはある磁場からゆるやかに抵抗率が上昇していった。これらから鉛は第一種超伝導
体、ハンダは第二種超伝導体であることが推定された。
　第二種超伝導体の混合状態やピン止め効果の性質をハンダでみられるか確かめるため、
超伝導状態のハンダに磁場を強めながら加え、その後に加える磁場を弱めていき、その際
のハンダの磁化を計測した。その結果ヒステリシスがみられ、ハンダに第二種超伝導体の
性質が確認できた。また反磁性の性質が失われて初めて抵抗値が生じることが分かった。
　実験を通して純粋な鉛に少量のスズを混ぜても超伝導転移温度はあまり変化しないが、
磁気的な性質は大きく変化することが分かった。超伝導の性質に温度と磁場が大きな影響
を及ぼすことが分かった。

28aJPS-14 ゴム球の跳ね返り
岡山県立笠岡高等学校　代表者：早川千尋
共同発表者：藤井理代，水川愛美

　静止している台車にシリコンゴム栓のついている台車を衝突させると静止している台車
が動き出し，動いていた台車が静止した。これをきっかけに衝突に関わる実験をしていく
中で，質量に速度をかけた運動量が保存されることを知った。しかし，運動量保存の法則
だけでは衝突後の物体の速度が定まらない。衝突の仕方が条件となる。机にゴム球を落と
すと跳ね返るが，ほとんど跳ね返らないゴム球（非弾性ゴム球）があることを知った。普
通のゴム球（弾性ゴム球）と非弾性ゴム球では衝突の仕方が違うことになる。衝突の仕方
を表す物理量として反発係数があり，ゴム球を落とす高さを変えながら反発係数を調べる
実験をした。常温ではほとんど跳ね返らなかった非弾性ゴム球が，冷凍庫で冷やすとかん
高い音とともに跳ね返った。温度を変えると跳ね返り方，つまり反発係数が変わるで，弾
性ゴム球と非弾性ゴム球を比較しながら詳しく調べた。
　ゴム球の大きさ，ゴム球の温度，落とす高さ，落とす場所（机・床）を変えながら実験
し，実験結果を最小二乗法でグラフにした。非弾性ゴム球は温度が高くても非弾性と予想
していたが、５０℃では弾性ゴム球より非弾性ゴム球の方が高く跳ね返った。非弾性ゴム
球は，ある温度範囲ではほとんど跳ね返らない非弾性を示すが，それ以外の温度では跳ね
返るゴム弾性を持つことが分かった。

28aJPS-15 超伝導の有用性の検証
岡山県立津山高等学校　代表者：鳥取岳広

　今後の社会での活躍が期待されている科学技術の１つに高温超伝導がある。今回の実験
ではこの高温超伝導体の技術的な面での利点や欠点を実験で示すことを目的とした。
　実験は高温超伝導の直流送電と電磁石における有用性の検証を電磁気の分野で広く利用
されている銅と比較することで行った。
　直流送電における検証は、乾電池や抵抗を用いて、送電線が銅の場合と高温超伝導体の
場合の各場合における直流送電の様子を模擬した回路を作り、その二つを比較することで
行った。その結果、送電線が高温超伝導体の場合、定常状態では、消費地からの距離に関
係なくどの発電所もポテンシャルを最大限まで発揮できること、電力供給を電力需要の大
きさの順に最適な形で行えることが分かった。また過渡状態では、大きな突入電流が流れ
高温超伝導体がクエンチしてしまう可能性があること、送電線の不特定の場所でクエンチ
や絶縁破壊がおきてしまう可能性があることが分かった。
　電磁石における検証では、電磁石が超伝導体でできている場合、長時間大電流を流し続
けても発熱せず、強い磁場を維持できることが分かった。

28aJPS-16 ドープ型ナノクリスタル蛍光体の発光メカニズムに
   関する研究
茨城県立水戸第一高等学校 　代表者：鈴木佳太

　近年応用が期待されている蛍光材料として，ナノクリスタル蛍光体(ナノ蛍光体)がある。
ナノ蛍光体には，ミクロンサイズの蛍光体にはない様々な利点がある。そのため幅広い分
野において，その応用が期待される。私たちはこれまでの研究において，高校の実験室に
おけるナノ蛍光体の合成法について詳細に検討してきた。その結果，粒子が凝集しにくく
発光強度の優れたナノ蛍光体の高校でできる簡単な合成法を確立することができた。
　ZnS:Mn2+ ナノ蛍光体の物性は多面的に研究されてきた。しかしながら，その発光メカ
ニズムに対しナノ蛍光体を構成する各物質の役割が曖昧であり，その詳細なメカニズムは
未だ解明されていない。そこで本研究では，ナノ蛍光体を構成する各物質が，発光メカニ
ズムにどのように関与しているのかを評価した。
　実験から，ナノ蛍光体において，Mn2+ 以外に ZnS がナノ蛍光体の発光過程に影響を及
ぼすことが示唆された。さらにその結果として，新たな発光メカニズムを構築すること
ができた。まず ZnS:Mn2+ が励起され振動緩和等でエネルギーが減少していき，エネル
ギー移動なしで，橙色発光として放出される経路である。この新たなメカニズムにより，
ZnS:Mn2+ ナノクリスタル蛍光体が発光すると考えた。

28aJPS-17 ブドウ糖の混合比からみるテラヘルツ波の
   吸収スペクトルの違い
北海道立北海道札幌西高等学校　代表者：川島栞
共同発表者：三谷日姫

　近年、テラヘルツ波を用いた物質の物性測定技術が発展を遂げている。私たちはテラヘ
ルツ波とその技術に興味をもち、北海道大学光物性研究室の協力のもと、昨年度から糖類
についての実験を行っている。昨年度の実験でブドウ糖の構造異性体である α グルコー
スと β グルコースそれぞれを用いて作製した試料にテラヘルツ波を照射して得られた吸
収スペクトルに違いがあることがわかった。今回はブドウ糖に含まれている α グルコー
スと β グルコースの割合を推定する方法を調べることを目的とし、α・β グルコースの
混合比を変えて実験を行った。得られた周波数と吸収係数のグラフから、ピーク位置の違
いによりブドウ糖中の α・β グルコースの割合を推定することができること、さらに、
ブドウ糖に含まれる α グルコースと β グルコースの割合を推定するための簡単な計算式
を見いだせる可能性があることがわかった。このことを報告する。



28aJPS-18 銅酸化物高温超伝導体における試料表面の原子像の観測
北海道立北海道札幌西高等学校　代表者：湊健吾
共同発表者：久恵桃子

　私たちは昨年度から北海道大学の高圧物理学研究室で超伝導についての研究をしてい
る。超伝導とはある温度以下になると電気抵抗が急激に下がり、0 になる現象をいう。通
常の超伝導体と比較して高い温度で超伝導状態を示す高温超伝導体は、液体窒素温度であ
れば容易に超伝導状態をつくることができる試料である。私たちはこの高温超伝導体を作
製することにした。昨年度は銅酸化物高温超伝導体である、YBCO 試料を作製し、試料
を利用してマイスナー効果による磁気浮上実験と、低温下における電気抵抗と磁化率の測
定を行った。今年度も引き続き銅酸化物高温超伝導体に着目し、作製した試料を走査トン
ネル顕微鏡を使用して試料表面の原子像の観測を目的とした。以下にその過程と結果を報
告する。

28aJPS-19 磁性の研究～ Co 化合物を用いて～
北海道立北海道札幌西高等学校　代表者：根本匠
共同発表者：星野泰我

　昔から多くの科学者は物質の磁性を研究し、研究から得られた発見によって、私たちの
日常生活が支えられているといっても過言ではない。私たちは昨年度から北海道大学極低
温研究室の協力のもとで、この磁性について研究を行ってきた。今年度は R-Co5(R は希土
類金属 ) の化合物である GdCo5 と NdCo5 に着目し、試料を作製した。次に X 線回折を行
い、それによって得られた回折パターンを先行研究値と比較し、作製した試料の構造を確
かめた。次に、超伝導量子干渉素子 (SQUID) により磁化測定を行った。原子磁気モーメ
ントがもつエネルギーに関して学んでから測定結果を考察した。GdCo5 と NdCo5 がどの
ような特徴をもつ物質であるのかということを報告する。

28aJPS-20 赤外線遮断効率の研究
福岡県立小倉高等学校　代表者：加納侑弥 
共同発表者：小林龍汰，野田開仁，山口幸高，園田唯華，村岡真帆

　私たちは、赤外線の熱作用を利用し、温度調節を可能にした快適な家づくりを目的に研
究を行った。私たちは主に物体が赤外線を遮断する割合 ( 遮断効率 ) について研究をした。
実験では赤外線の発生源として、光源装置、赤外線 LED を用い、光センサ、赤外線セン
サを用いて計測した。赤外線 LED は波長が 830nm から 1550nm の七種類を使用した。遮
断効率は『1 － ( 物体を光源とセンサの間に挟んだ時の光源点灯による増加量 )÷( 物体を
挟んでいない時の光源点灯による増加量 ) 』で求めた。
　一つ目に可視光と赤外線で偏光板の遮断効率に違いがあるかを調べた。偏光板とは一定
方向の波の光だけを通す板で、直角に重ねると光を遮断することができる。実験の結果、
可視光では角度によって、遮断効率が大きく変化したが、赤外線ではあまり変化がなかっ
た。したがって赤外線は可視光と違い、偏光板の影響をほとんど受けないことが分かった。
　二つ目に可視光に対して透明な物体の遮断効率を計測した。この実験では、プラスチッ
クのうち LDPE、PP、PS、PET、PE とガラスの六種類の物体を使用した。その結果、
物体によってそれぞれ通しやすい波長、通しにくい波長があることが分かった。また、全
体的に波長が大きいほど遮断効率が大きくなった。
　二つの実験によって、赤外線は可視光と性質が異なっていること、物体によって遮断効
率が異なることが分かった。今後はさらに物体の種類を増やした実験、太陽光を用いた実
験を行いたい。

28aJPS-21 Fe2+ と Fe3+ により生成した金属錯体に関する研究
茨城県立水戸第一高等学校　代表者：村上寛樹

　鉄は生活に欠かせない金属の一つである。鉄を含む物質は赤青鉛筆に使用されるなど，
用途は多様である。
　鉄イオンには Fe2+ と Fe3+ の 2 種類がある。それらとヘキサシアノ鉄 (II) 酸カリウム，
ヘキサシアノ鉄 (III) 酸カリウムの組み合わせでできる錯体は，教科書等では青白色沈殿，
濃青色沈殿，褐色溶液として扱われている。それらの物質は教科書以外に資料集にも取り
扱われるほど重要だが，それらの名称は曖昧に扱われているのが現状である。また，青白
色沈殿や褐色溶液は名称だけでなく化学式も曖昧であった。そこで本研究では，鉄イオン
錯体の名称と構造を明らかにすることを目的とした。
　まず，鉄イオン錯体に関する名称を文献により調査した。その結果，青白色沈殿，濃青
色沈殿，褐色溶液には一般的に定着していると考えられる名称があった。青白色沈殿は“プ
ルシアンホワイト (PW)”，濃青色沈殿は“プルシアンブルー (PB)”，褐色溶液は“ベルリ
ンブラウン (BB)”であった。さらに PB の構造は既に明らかにされていることも分かった。
PB の構造は可溶性と不溶性の 2 種類があった。
　PW や BB の構造を推測するために，既に明らかになっている PB の構造を基にした酸
化 ･ 還元実験を行った。その結果として，PW ⇄ PB の反応および PB ⇄ BB の反応が可
能であることが分かった。したがって，PW や BB の構造は PB の構造に類似しているこ
とが示唆された。

28aJPS-22 気柱共鳴とヘルムホルツ共鳴を利用した笛　第２報
北海道立北海道札幌北高等学校　物理化学部　代表者：高倉彩衣 
共同発表者：幸高響子

　私達は科学の祭典で子供向けにヤクルトジョアの容器で笛を作っている。この笛を吹い
てみるとオカリナのような音がすることに気付いた。また、大きさの割に音域が広く、容
器の底を押さえるだけで音階が変化することがわかった。私達はこの笛の仕組みに興味を
持ったので、どのような原理で鳴っているのかを調べた。昨年の Jr. セッションでは開口
部の覆う面積、吹き口の位置や面積や笛の底を押さえる力を変えると周波数が変化するこ
とを報告した。今回は昨年の結果を踏まえ、開口部全開と開口部全閉の２つの場合につい
て、開いている部分の面積・体積・管長を変化させて周波数を測定し、昨年の結果も含め、
詳細に検討した。その結果、開口部全開のときは気柱共鳴、開口部全閉のときはヘルムホ
ルツ共鳴の性質をもつため音域が広いということがわかったので、報告する。

28aJPS-23 ペットボトル振動子の周期解析
私立市川高等学校　代表者：青木敦貴
共同発表者：高見令幸，的場太郎，木南優希

　水を入れたペットボトルに管をつけたキャップを取り付け逆さまにすると、水の流出と
空気の流入を交互に繰り返す振動現象が起こる。これがペットボトル振動子である。
　当現象の先行研究の特徴は、管の長さに関する考察があまりされていないこと、水の流
出速度を考察して振動数や周期に触れていないこと、２つのペットボトルを繋げることで
見られる同期現象について考察していることである。そこで我々はこの現象を、管の長さ
とペットボトル内外の圧力に注目して解析した。特に管の長さを用いて振動数に関する方
程式をたてることを試みた。
　６種類の長さの管を用意し、単位時間あたりに水が流出した回数（振動数）と、振動１
回あたりに流出した水の量（排出量）をそれぞれ測定した。その結果、管の長さと振動数
や排出量の間に相関関係が見られた。また時間経過とともに全ての管でどちらの値も変化
した。
　そこで我々は排出量がペットボトル内外の圧力差により決定されると仮定して方程式を
立てたところ、実験結果と一致した。さらに水の流出速度、管の長さと水の排出量を用い
て水の流出時間の理論式を導いた。その結果、我々は管の長さや時間経過が振動数に相関
していることを理論的に導いた。また、実験結果からもその裏付けをとることに成功した。
　今後は空気の流入時間やペットボトルの凹みによる復元力も考え深く考察したい。

28aJPS-24 下敷きの音の特殊性の解明
   ～力学的視点における数学的モデル解析～
私立市川高等学校　代表者：山本龍一郎
共同発表者：宮下優一

　下敷きを一瞬でたわませたときに発生する“ホワン…ホワン…”という特徴的な音。僕
らの研究はこの音が奇妙に聞こえる原因を解明することです。
　まず、FFT ソフトを用いて音を解析した結果、一回の“ホワン”という約 0.06 秒の間に、
周波数が 140Hz から 915Hz に高速かつ連続的に変化していることが分かりました。これ
が音の奇妙さの原因と考えられます。
　また、周波数が高速かつ連続的に変化する原因として、以下の仮説を立てました。一つは、
下敷きのたわみ具合の増加によって、音の固有周波数が変化していること。これは、音の
発生と同時に下敷きの運動をハイスピードカメラで記録したところ、下敷きがある一定の
運動をしたときに音が発生していたからです。もう一つは、“長方形振動板の固有振動数
の式”より、振動次数がたわみ具合によって変化していること。振動中は下敷きがたわん
でいるため、この式をそのまま適用することはできません。ここで僕らは、この式の何ら
かの値が下敷きのたわみ具合の変化と関係しているのではないかと思い、振動次数に注目
しました。
　実際に下敷きに圧電式加速度センサを取り付け、音響加振で下敷きのモード解析を行い
ましたが、式に上手く値を入れることが出来ず、仮説を証明できませんでした。
　また、下敷の形状を数学的モデルを用いて定義し、張力の変化と振動数の関係や、一次
元波動方程式を用いた、下敷きを伝わる波の形状の定義などを行いました。

28aJPS-25 屈折率勾配を持つ溶液が示す凸レンズの作用
静岡県立清水東高等学校   自然科学部物理班 　代表者：荒井優花
共同発表者：竹森達也，池田亮太，竹内実喜子，伴野文香，広瀬奈緒子，中村麗人，
　　　　　　西子幸裕，鍋田拓実，牧野萌，神美雪，佐藤圭太

　水槽の底からショ糖を拡散させて濃度勾配を持たせた水溶液では屈折率も連続的に変化
している。水槽背後にある物体を、この溶液を通して観察すると、蜃気楼のように物体の
像が３個出現する。各像の出現の仕方について、屈折率勾配を持つ溶液が３つの水深ごと
に異なる強さの凸レンズとしてはたらいていると考えると、像の位置や性質等について統
一的に説明できることに気がついた。そこでこの仮説を確かめるため実験に取り組んだ。
出現する像の位置を正確に求めるため、デジタルカメラの合焦位置を利用し、画像解析し
た。また水槽は場所ごとに厚さが３段階に変化する特殊な水槽をアクリル板で自作して実
験に使用した。溶質はショ糖を使用した。屈折率勾配の小さな浅い水深部と深い水深部は、
弱い凸レンズとしてはたらき、屈折率勾配の大きな水深中央部は、強い凸レンズとしては
たらくと予想し実験を行った。その結果、強い凸レンズとしての作用については仮説が支
持できたが、弱い凸レンズとしての作用については予想と反する実験結果も見られた。

28aJPS-26 サーモクロミズムを利用した温度計の作製
岡山県立倉敷天城中学校　代表者：北濵駿太
共同発表者：渡邉勇煕

　塩化コバルトは有機溶媒中で温度に依存して色が赤色や青色に可逆的に変化する。この
色の変化はサーモクロミズムとよばれている。さらに，塩化コバルトは溶媒の種類によっ
ても色が赤－青に可逆的に変化する。この色の変化はソルバトクロミズムと呼ばれている。
本研究では塩化コバルトのもつサーモクロミズムの性質とソルバトクロミズムの性質を組
み合わせ，温度計を作製した。実験では，メタノール - アセトン混合溶媒中での塩化コバ
ルトの温度依存性と色との関係を測定することで検量線を求めた。色の解析には，ディジ
タルカメラで撮影した画像データを RGB 解析により分解し処理した。より正確な実験環
境となるように装置を手作りするとともにデータの数的処理も行った。10,000 を超える画
像処理の結果， － 20℃から 50℃までの水の温度を誤差 ±5℃で測定できる温度計を作製
することができた。

28aJPS-27 筒を覗くと見える不思議な模様
広島大学附属高等学校　代表者：阿部佳一朗
共同発表者：金俊浩，黒川雅弘

　金属の筒を覗いてみると，同心円状のリング状の模様が観察される。この模様がどうし
てできるのか私達は疑問に思ったので調べることにした。
　先行研究が見当たらないので，私たちはまず，筒の円を黒い紙で半分隠してみたところ，
同心円状の模様が互い違いに黒くなることがわかった。このことから，同心円状の模様は，
筒の内側で光が，1,2,･･･ 回と反射を繰り返した虚像を見ているのではないかとの仮説を
たて，その検証を行った。まず，白色平面（投影用スクリーン）をのぞいた時に得られた
画像について，中心線に沿って輝度の測定を行い，グラフ化した。中心からの円がそれぞ
れ 1，2，･･･ ｎ回反射像であるなら，輝度は等比数列的に減少するはずと考えたが，輝度
のグラフから得られたそれぞれの輝度は正確な等比数列とはならなかった。次に，ｎ次反
射の同心円の輝度が，外側になる程減少する原因を，入射角が増加するに従って反射光の
輝度が減少するからではないかと考え，鏡について，入射角－反射光輝度を測定したが，
入射角にはほとんど関係なく反射光の輝度は一定であることがわかった。
　今後は，筒の長さを長くしてより多くの同心円を観察したり，反射面を金属表面にして
実験するなど，私たちがたてた仮説の検証を行う予定である。



28aJPS-28 偏光ステンドグラスに関する研究
福岡県立小倉高等学校　代表者：梶谷尚輝
共同発表者：峰下颯也

　二枚の偏光板の間にセロファンテープを挟むと、偏光板を直角に組み合わせても光はそ
れを通過するようになる。これを偏光ステンドグラスと呼ぶ。
　これは光の振動面を回転させる性質、すなわち旋光性をセロファンテープが持つためと
私たちは仮定した。
　検証の結果、旋光性ではなく複屈折によるものだと判明した。振動面の回転した角度が
90 度の倍数ではなくては振動面が収束しない、という制約を複屈折はもつ。
　また実験で白色光に偏光ステンドグラスを通過させた結果白色光ではなくなった。この
ことからセロファンテープ一枚ごとに振動面が回転する角度（以後回転角と表記）は波長
ごとに異なることが推測される。
　この回転角を求めて目的の色を発色させることがこの研究の目的である。

28aJPS-29 音速と気圧の関係
私立十文字高等学校　代表者：池田莉都
共同発表者：穐田真佑美，干場希乃

　私たちが習っている高校物理の教科書では、空気中の音速 v は v=331.5+0.6t( ここで t
は温度である ) という式で与えられることから、音速は温度に影響することが一般にわかっ
ている。しかし、私たちは“音の媒質の変化は音速に影響しないだろうか”という疑問を
抱き、空気中の粒子の数密度に着眼し、気圧が異なる場合、空気中の隣り合う粒子の間隔
が変化すると考えた。そこで、『気圧が低いほうが、粒子同士の間隔が広くなり、音速が
遅くなる』という仮説を立てた。富士山頂は地上にある十文字高等学校（以下では地上と
する）と比べると気圧が低いので、音速がこの式で与えられないことを予測した。この予
測を確かめるために２種類の実験を行った。1 つは音速測定器のタイマー部が最も精度よ
く測定できるタイマー部とフラッシュ部の距離を調べる実験で、もう 1 つは音速測定器を
最も精度よく測定できる状態に設けて富士山頂と地上での音速を測り、気圧の変化が音速
に影響するか調べる実験である。1 つ目の実験から音速測定器のタイマー部とフラッシュ
部の最適な距離は 10.0m と分かった。また、2 つ目の実験からは、富士山頂で地上よりも
音速が遅くなっている可能性を見ることができた。しかし、測定回数が少ないことから測
定誤差の可能性もあるため、今回の実験データだけでは私たちの仮説は正しいと言いきる
ことはできない。今後は、実験環境を整えることや測定回数を増やして実験を行うことで、
仮説を実証していきたい。

28aJPS-30 スリットを通る光による干渉縞の明るさ
私立市川高等学校　代表者：鈴木啓太
共同発表者：樫村知之，藤ノ木祐真，内田成耶

スリットを通った光の干渉縞の各地点における明るさを求めるための計算式を考察し、そ
れを Excel によって理論上の各地点の明るさを求めた。一方で、自分たちで作ったスリッ
トを用いた実験をし、考えた計算式が正しいかどうか確認した。その結果、明線と暗線の
位置はほぼ正しく示すことがわかったが、光が広がることで中央明線から離れる程暗くな
るという事実が計算式であらわせていないことがわかった。

28aJPS-31 ヘリウム中の音波
私立西南学院高等学校　物理部　代表者：藤将大
共同発表者：福地健太郎，由比詞子

　ヘリウムを吸引すると声が高くなる。私達は、この事を不思議に思ってその理由を追究
することにした。人間は声帯が振動して出た微弱な音が、喉・鼻・口の中で共鳴すること
によって声を出している。私達はこれらをそれぞれ、弦の振動、気柱の共鳴によるもので
あるとした。
　実験１では、これらの内、どちらが気体の種類に関係しているのか調べた。おんさ（弦
の振動）、リコーダー（気柱の共鳴）を用いた。結果としては、弦の振動は気体の種類に
関係ないことが分かった。また、ヘリウム中において、リコーダーは鳴らなかった。これ
は、そもそもヘリウム中において、リコーダーが共鳴していなかったと考えられる。
　実験２では実験１を踏まえて、リコーダーを強く吹いてみた。その結果、空気の方がヘ
リウムよりも振動数が大きくなった。
　実験３では今回の実験で用いたリコーダーの基本振動数を測定した。その結果、空気で
は 545.3Hz、ヘリウムでは 1061Hz であると分かった。しかし、ヘリウムの値より、求め
た気柱の全長は、実際の長さより、かなり大きくなってしまった。
　実験４ではヘリウム中に含まれる空気の量と振動数の関係について調べた。その結果、
空気の量が増えれば増えるほど、振動数が減少することを確認した。
　これらの結果から、①声帯の振動はヘリウムで変化しない　②気柱の基本振動数はヘリ
ウム中の方が高い　ということが分かった。
　今後は、薄いゴム膜を用いた、声帯モデルの作成し、さらに奥深く研究するつもりである。

28aJPS-32 揺れない船の工夫
福井県立若狭高等学校　代表者：田中杏奈
共同発表者：野頭愛実

　船酔いする人でも安心して、薬を飲まずに乗船できる、酔わない、せめて酔いにくい船
を造ることはできないか、船の揺れを軽減させる方法はないか、研究を始めた。
　はじめに水槽中の水面に円柱状ケースを浮かべて、さらに円柱状ケースの中に入れる水
の量を変えて揺れの変化を観察すると、ケースに入れる水の量を増やして重くすればする
ほど、揺れ幅が小さくなった。船の質量が大きくなればなるほど揺れは小さくなるのでは
ないかと考えた。
　次に波の影響を小さくするために、人工芝やプラスチック板を活用した、私たちが考え
た工夫を加えた船の模型（全長約 30 cm）を２つ作った。工夫を加えることによって船の
揺れがどの程度軽減されるか、工夫を加えたものとそうでないものを今後学校のプールや
海に浮かべて、波を受けた時の揺れ具合を比較する。その結果を含めて、報告する予定で
ある。
　研究の過程で、揺れには３つの方向があり、それぞれを評価しなくてはいけないと教え
ていただいた。私たちの考えた工夫に、特定の方向の揺れを軽減する効果があるのではな
いか、と期待している。

28aJPS-33 Belousov-Zhabotinsky 反応の振動の復活は
   どのようにしておこるのか
茨城県立水戸第二高等学校　数理科学同好会　代表者：園部由美子
共同発表者：清水さゆり

　化学振動反応は、ビーカー中などの閉鎖系で行った場合、いずれ熱力学的平衡状態に達
し、そこでは振動はおこらない。すると平衡状態に達する前に振動反応は停止するが，非
平衡状態での非線形振動であり、その止まり方は振り子の振動停止のように自明ではない。
　本校数理科学同好会の過去の研究から、溶液の初濃度を変えて酸化還元電位を長時間測
定した結果、４通りの振動の止まり方が得られている。その中で最も興味深いものが、一
旦振動が停止した後再び振動が始まる、『振動の復活』である。私達は（１）振動の止ま
り方の状態分岐図の濃度範囲を広げ、（２）第２ステージ振動が起こる条件について調べ
ることで、振動の復活が起こる濃度条件を調べた。その結果、第２ステージ振動はマロン
酸と臭素酸ナトリウムの濃度がともに小さい領域に分布し、フェロイン触媒が十分解離す
る約２０時間後に起こることがわかった。また触媒を硫酸セリウムに変えると、いずれの
初濃度でも振動の復活は確認できなかった。そして、フェロインの初濃度が小さくなるに
従い、第２ステージ振動の始まる時間が早くなった。これらの結果から振動の復活するシ
ナリオは、まず（１）フェロイン触媒が時間とともに解離していく中で、第１ステージ振
動がマロン酸と臭素酸ナトリウムの消費により振動停止して定常状態となる、次に（２）
この定常状態がマロン酸、臭素酸ナトリウムとフェロインがさらに低濃度になると不安定
になり、第２ステージ振動が始動する、ということがわかった。

28aJPS-34 蝋燭の炎の振動メカニズムの解明
私立本郷中学校・高等学校　代表者：野村直生
共同発表者：三保尚太，松原遼太郎，三上紘史，榎本宗一郎，奥村知己，斎藤伶永瑠

火のついた 2 本の蝋燭を近づけると炎が長くなったり短くなったりする . この現象を蝋燭
振動子という . 我々は様々な条件において , 振動数や炎周辺の空気の流れを調べその振動
メカニズムを解明することを目的とした .
まず ,2 つの炎の間の距離と炎の振動数の関係を調べた .
結果は ,2 つの炎の距離が短くなると振動数は大きくなった .
次に , 上昇気流の速さが振動の原因に関係しているという仮説を立て , その検証のため蝋
燭の炎に光を当て , 炎の周りの空気の流れの速さを測る実験を行った .
結果は蝋燭の間距離が短くなると上昇気流が速くなった .
さらに 2 本の蝋燭の間に仕切りを立てると炎の振動は止まった .
以上のことから 2 本の蝋燭間で温められることによって生じる上昇気流と ,2 つの炎の上
昇気流が合わさることで上昇気流が速くなるということが分かった .

28aJPS-35 二重振り子のカオスの理解と制御
群馬県立前橋女子高等学校　代表者：田賀井佳奈

　日頃からカオスやランダムといった不規則なものに興味を持っていた私は、rand 関数や
サイコロ、ランダム振り子、二重バネ振り子といった、ありとあらゆる不規則な可能性の
あるものに対する文献調査や試行を経て、ようやく不規則な動きをすることで有名な二重
振り子へとたどり着いた。
　二重振り子とは、振り子の先にもうひとつの振り子をつけたものであり、力を加えると
カオス性を持った揺れを繰り返す。二重振り子には「初期値敏感依存性」という、言わば
二重振り子のカオスの根源がある。そのため、初期値がわずかに異なるだけでも、しばら
くすると全く異なる振る舞いが現れるのだ。
　この研究は、二重振り子のカオス制御を目的として、初期値依存性がもたらす影響、及
び回転運動とカオスの関係性を、それぞれシミュレーションと実物の二重振り子を用いて
調べたものである。
　その結果、前者では、完全に初期値を一致させないと同じ運動はしないということ、初
期値によって初期値依存性の影響の大きさにも不規則な違いが存在するということが分
かった。また後者では、最後の回転運動を機に、二重振り子の運動はカオスから非カオス
へと移行することが分かった。
　これらの研究を通して、二重振り子の運動がいかに不規則であるかが分かった。しかし、
まだまだ研究する余地はあるため、今後は様々な観点からカオス制御を試みるつもりであ
る。

28aJPS-36 粉粒体が形成する模様の研究
愛知県立岡崎高等学校　代表者：萩原一斗

大きさや形状の異なる２種の混合された粉粒体を 2 枚の板の狭い空間に流し込むと、粉粒
体が層を形成する『層化』、または粉粒体同士が上下に分離する『分離』という現象がみ
られる。これらを利用することによって将来的に、複数の混合された粉粒体の中から、特
定の粉粒体を抽出できるようになるなど、実用的な利用につながると考えている。本研究
では、粉粒体を 3,4 種使用した時の模様のでき方を予測し、その検証実験を行った。模様
の予測をする過程で、粉粒体を 4 種以上使用したときに予測ができない粉粒体の組み合わ
せが存在することが分かった。私たちはこれを UC(Unpredictable Combination) と名付け
た。また、今までは 5 種以上の粉粒体を使用した時の模様の予測には時間を伴ったが、『ペ
ア』（２種類以上の粉粒体をまとめること）を用いた考え方よって、より早く正確に模様
の予測ができるようになった。さらに、この『ペア』によって、UC も瞬時に判別できる
ようになった。これらの仮説を検証するために 3 種の粉粒体を使用しての実験を行った。
その実験では、使用した粉粒体同士の体積におの違いが大きかったなどの理由により、予
想通りの模様は見られなかったが、その様子や結果から、新たに『GT 効果（Granular 
Transportation Effect）』と名付けた考え方により、理論を補正する方針を立てることがで
きた。これからより理想的な粉粒体を用いた実験により、さらに仮説を補正していきたい。



28aJPS-37 分粒現象に関する研究（４） ～サイズ効果～
高知工業高等専門学校　物理研究会　代表者：角田瑠輝 
共同発表者：小松聖矢，笹岡修太，三木啓嗣，平城柊

　水平に近い状態で設置した円筒管内に大きさの異なる２種類の粒子を入れて回転させた
とき，ある条件下で数本から数十本の帯状に分離した後，長時間（数日）をかけて帯が合
体を繰り返し，最後は大粒子の帯と小粒子の帯に完全に分粒する。この現象は１９３９年
に Y.Oyama 氏により報告されて以来，様々な実験が行われているが，その原理は完全に
は明らかになっていない。
　私たちは，これまでに長時間の分粒現象を動画として短時間に圧縮して観察できるシス
テムを製作して，観測結果を紹介してきた。また，長時間をかけて帯が移動していく様子
を一枚の図としてみることができるタイムスペースダイアグラムを製作し，回転速度によ
る分粒過程の違いについて考察を行い，小粒子が大粒子の間を移動する“ざる効果”が分
粒現象において重要な役割を果たしていることを明らかにした。今年度は，観測範囲を広
げて，混合粒体の粒径比を変えることによる分粒現象の変化の様子（サイズ効果）を調べ
た。昨年までの分粒現象が起こり易い領域での観察とは逆に，分粒現象が起こらなくなる
直前の境界領域における観察により得られた新しい知見について報告する。今回の長時間
観察データを解析することにより，従来観察されていたタイプとは異なる新しいタイプの
分粒プロセスがあることを発見した。

28aJPS-38 満員電車から乗客をスムースに降ろす方法 
  ～砂時計の砂の落下をヒントにして～
兵庫県立加古川東高等学校 地学部（物理班）　代表者：阿江俊明 
共同発表者：木下真由美，小寺星来，阪口友深

　筆者らは毎朝満員電車に揺られて登校している。電車から乗客が一気に降りる最寄りの
駅では、車内が騒然となってなかなか順序よく降車することができない。ある日そんな自
分が砂時計の砂粒のひとつのように思え、満員電車から乗客を効率よく、できるだけ短時
間で降車させる方法のヒントが砂時計にあるのではないかと考えるようになった。砂時計
を詳細に観察した後、自作の実験装置を用いて実験をおこなった。その結果、ドアの前の
乗客は素早く降車できるが、ドアの横の乗客はその流れに乗って降車することができず、
その場で（摩擦力によって）回転するばかりであることがわかった。にもかかわらずドア
横の乗客が無理にドアに向かおうとすると降車の流れを損ない、結果的に車内の乗客が降
車を終えるまでの時間が長くなってしまう。効率的な降車のためには、ドア横の乗客がド
ア正面および後方の乗客が降車を終えるまで待つ必要がある。満員電車の乗客を粉粒体に
見立てると、電車の側壁の乗客にかかる圧力は列車奥の乗客の人数を考慮する必要はない。
また、乗客が降車する速さの時間平均値は、列車内に残っている他の乗客の数に関係しな
いと考えてよい。

28aJPS-39 コンピュータシミュレーションによるブラウン運動の
   数学的モデルについての研究
茨城県立鉾田第二高等学校　代表者：野原美希

　ブラウン運動のはじまりは，植物学者のブラウンが水中の花粉が不規則に動く現象を発
見したことである。アインシュタインはこの現象を溶媒の熱運動による現象として捉え，
アインシュタインの関係式を発見した。1906 年にペランがこの理論に基づいて行った実
験によって原子の存在が明らかになった。
　これまでに微粒子の不規則な運動を CCD カメラ，キャプチャーユニット，顕微鏡を用
いて観察したペランの追実験が大学等で報告されている。そこで，本研究ではブラウン運
動を数学的モデル ( ランダムウォーク ) でとらえ，フリーのグラフ作成ソフト「GRAPES」
を用い，ペランの実験のシミュレーションを行った。
　1000 粒子での平均 2 乗距離の値からアボガドロ定数を算出した結果，NA = 5.84 ×1023 
[ / mol ] になり文献値NA = 6.02×1023 [ / mol ] に十分近い値を得ることができた。
　また，ブラウン運動のシミュレーションにおける粒子の運動のランダム性について 2 つ
の統計的検定などの考察を行った結果，本研究のシミュレーションの方法はブラウン運動
の十分な近似であることが示唆された。

28aJPS-40 大気圧プラズマによる樹脂表面の親水化・復疎水化の 
  研究
愛知県立一宮高等学校　代表者：池山竜一 
共同発表者：小川雄大，野間章寛，山内遼平

　私達は 2010 年夏に自然科学機構核融合科学研究所を訪ね、そこで He プラズマジェッ
トの照射による物質の親水化効果について興味を持ち、「大気圧プラズマによる物質の親
水化」の研究を始めた。私達が研究を行っている「大気圧プラズマによる物質の親水化」
は多岐にわたる工業的価値が見出されている反面、He など高価なガスを用いなければな
らないこと、一度親水化した物質が時間の経過に伴い元の疎水性に戻る「復疎水化現象」
が起こることなど、多くの課題が残されている。昨年度の研究で He に CO2 を微量混合す
ることで親水化効果が増大したことを偶然発見したことから、親水化効果は化学的作用で
あると推測した。そこで今年度は親水化効果の化学的作用及び復疎水化の要因究明を目的
として実験を行った。その実験結果から親水化効果は反応ガスや試料の表面構造等の化学
的作用によるものであり、特に O 原子を含む物質に親水化効果促進の要因があると考察
した。一方、復疎水化は反応ガスの種類ではなく試料の組成に主要因があると考えられる。
復疎水化現象のメカニズムは官能基を保持するためのエネルギー供給がないため、試料の
親水性が失われるのだと考えられる。しかし、一部完全に結合していた親水基や、親水化
に寄与していた電荷が完全に元の疎水性に戻らない原因だと思われる。

28aJPS-41 茶柱の発生要因
私立金光学園高等学校　代表者：髙田淳平

私は「茶柱」の発生要因について研究した。
調査動機は，「茶柱が発生するのは珍しい」と言われていて，果たして本当に茶柱は珍し
いのか（＝茶柱の発生確率は低いのか）気になったから，そして，どうして茶柱が発生す
るのか気になったからである。
研究の目的は，①茶柱の発生確率を求める　②茶柱の発生するメカニズムを解明する　の
2 つである。
これら 2 つを明らかにする為に，私は，実物のチャノキの茎や，それを模した各種モデル
を用いて，発生確率・茎への熱湯浸入の様子観察・茎両端への水浸入量測定・茎両端直径
測定等の様々な実験を行った。
研究の結果，茶柱の発生確率は，30 分間で約 18.4％である事が明らかになった。
又，茶柱は，茎内部に浸入した熱湯の重さがいわば錘の役割を果たし，片端のみがより重
くなってバランスが崩れる事により，そちらを下として発生する事が明らかになった。
しかも，この現象は単に内部に浸入した熱湯量のみによって決定されるわけではなく，「熱
湯の浸入量」と「茎両端の太さ」の 2 つのファクターによって決定される，両端の「モー
メント」の差によってどちらが下となるかで決定される事が明らかになった。

28aJPS-42 ブラックホール連星はくちょう座 X-1 の質量推定
兵庫県立尼崎小田高等学校　代表者：松原巧
共同発表者：福場和哉，大浦正司，平島栄志

　はくちょう座 X-1（CygX-1）は太陽系から約 6000 光年の距離に位置し、強力な X
線を放射しており、その挙動から最も有力なブラックホール候補天体だとされている。
CygX-1 は連星を成しており、その伴星（HDE226868）は可視光を放射する青色超巨星で
ある。本研究では HDE226868 の可視光を観測することによる、CygX-1 の質量推定を目
的とした。
　観測を兵庫県立西はりま天文台の 60cm 反射望遠鏡に V フィルターを取り付けて行っ
た。TYC2678-548-1 と V1674 を比較星として、HDE226868 を相対測光することにより
HDE226868 の実視等級を算出した。次に等級補正を行い絶対等級を算出した。質量光度
関係グラフで、絶対等級を用いて伴星の質量を 16.9±3.9 と推定した。最後に、質量関数
を用いることで CygX-1 の質量を推定した。その結果、CygX-1 の質量を 13.4±1.7 太陽
質量と推定した。

28aJPS-43 液状化と地質の密接な関係
青森県立八戸高等学校　代表者：山田竜太郎
共同発表者：下田恵一，渡部雄士

・動機
　３年前の東日本大震災で発生した液状化現象に興味を持ち、私たちの住む地域で液状化
現象の発生し得る場所は無いかと考えたため。
・研究方法
　液状化現象が発生しやすい環境を特定し、その状況を再現して実験し、より正確な液状
化の仕組みを知る。液状化現象への予防・対応策を考える。
・震災での液状化の比較
　八戸市と千葉県浦安市では東日本大震災での計測震度がほぼ同じだが、液状化の被害は、
千葉県浦安市の被害が甚大な一方、八戸市では液状化は発生したが、その発生面積・被害
共に小規模だった。
・結果
　浦安市と八戸市の地盤の違いを調べ、次の事を確かめた。
◇浦安近辺の方が、地盤が緩い
　東日本大震災の際液状化した所は、その場所近くのボーリングによる地質調査結果によ
り、主に砂・シルト混じりの砂など粒の比較的細かいものが堆積しており、また地下水位
も地表付近になっているため、粒の間に水が入り込んで地盤が緩くなっている。
◇多くの埋立地によって地盤が多く水を含む。　
　浦安市は今までの海面埋立事業により、市域の総面積が以前の約４倍になった。そのた
め浦安市は、元々海だった所を埋め立てた土地の割合が多く、八戸市より液状化した面積
が大きいと思われる。
・考察
　２地域間の液状化の規模・面積の違いの最大の原因は、地盤の組成と水の含み具合によ
る。
・今後の展望
　東日本大震災だけでなく過去に発生した地震との比較研究をし、液状化の規模が違う原
因を突き詰めたい。

28aJPS-44 理科で考えるサイコロの「確からしい」という言葉
広尾学園中学校　代表者：村山華子
共同発表者：宮脇里奈

「サイコロの出る目の確率」という数学ではおなじみの言葉に疑問をもち、サイコロのそ
れぞれの面の穴の掘られ方やサイコロを振る環境によって違いが出るのではないかという
仮定のもと実験を行った。市販のサイコロを空気中、スポンジ上、水中という 3 つの環境
下で振った時、それぞれ一番多く出た面と少なく出た面の差が約 4 〜 5% に収まったため、
サイコロの出る目は多少の誤差があるが同様に確からしいと表せる。3 つの実験をふまえ
て、私達はサイコロに掘られている穴による影響を考え、極端にある面に大きな穴を開け
たサイコロで、条件の異なる実験を行った。穴の掘られている面を 1 の面として考えると、
その裏の不安定な 6 の面が出にくく、1 の面が出やすいという仮説のもとで進めて行った
が、始めの 2 cm 立方のサイコロを水中に落とす実験では期待した結果は得られなかった。
これは大きさによる転がりにくさや落下の時間が関係しているとみて、次に 1 cm 立方の
サイコロを作成した。その結果、仮説通り最も多く出た 1 の面と少なく出た 6 の面には差
が約 26% あり、明らかな違いを発見することが出来た。空気中で同じサイコロを振る実
験を行ったところ、差が約 8% となったため水中とは明らかな違いが得られた。今後は水
中でのサイコロの動きを観察するために高さ 2 m のアクリルの筒を使用しサイコロの落ち
方を観察したり、サイコロの材質を変えて重さによる影響を検証したりしていきたい。

28aJPS-45 オーロラの形成と実験機の製作
茨城県立水戸第二高等学校　代表者：丸山理彩
共同発表者：田口千晶

　私たちは、極地方でしか見られないオーロラを実験室で作り出してみたいと思いました。
そのため、過去の SSH 課題研究報告書を参考に、実験室にある器具を用いオーロラを発
生させることのできると思われる装置を試作し、オーロラの形成・色の変化を観察する。
私たちの目標は模擬地球として設置した半球の上にリング状にプラズマを作ること。これ
が、私たちのオーロラの完成形とする。
　( 実験１) 剣山とアルミホイルを用いて２つの電極とし実験をしたが、細いプラズマに
なってしまった。
　次に、プラズマボールにフィラメントが使われていることに着目し ( 実験２) 剣山をフィ
ラメントに変えて実験を行った。これにより、はじめは広範囲にプラズマは出たものの、
すぐに細いプラズマになってしまった。おそらく、排気盤にアルミホイルを挟んだため、
短時間で真空度が下がり、長時間広範囲に広がるプラズマが保てないのではないかと考え
た。
　真空度を保つため ( 実験３) アルミホイルをはずし、剣山のみで実験を行った。半球の
ところどころに突き刺さるようなプラズマの放電となった。
　次に剣山の代わりに ( 実験４) フィラメントのみで実験を行ったところ、実験１・２に
比べ、帯のように広がるプラズマとなった。
　残念ながら４つの実験でリング状のプラズマを作り出すことはできなかったが、オーロ
ラを作り出すのには、真空度を高く保つ必要があり、剣山よりフィラメントのほうが適し
ていることがわかった。



28pJ-1 氷山はなぜ回るのか　第２報 
  ～海氷 - 海洋相互作用による氷の形状変化と 
  内部波動に関する実験的研究～
北海道立北海道札幌北高等学校　物理化学部　代表者：大西晴夏
共同発表者：堀川優太，脇島将吾

　近年の地球温暖化によって、大陸氷河の融解が早まり、当時より氷山の放出量が増えて
いる可能性が高いといわれている。動画投稿サイトには氷河見学クルーズに出かけた旅行
者の投稿動画がいくつも見られ、そこには氷山がダイナミックに縦回転している様子が見
られることがある。氷山が回転する原因は、何らかのきっかけによって氷山が割れるなど
して重心の位置がずれたためであると説明されることが多い。本研究は簡単な水槽内での
氷の融解実験によって氷が回転する原因を見つけ出すことを目的に行った。結果から、氷
山が割れることがなくても、氷の融解による形状の変化によって回転が生じる可能性があ
ることが明らかとなった。また、回転しやすい形状に氷が融解するためには周囲の水の環
境が大きく影響していることが観察された。この周囲の水の環境も氷の融解水の影響をう
けて変化することが観察され、氷と水槽内の水が相互に作用し合うことで氷の回転という
現象が起こっていることが示唆された。さらに、氷山が見られる実際の海洋環境の観測結
果を基に、現実の条件に近づけた水槽実験を行い、その場合でも氷の回転を再現すること
ができた。

28pJ-2 「逆立ち独楽」や「ラトルバック」等の変則回転運動に 
  関する研究
福岡県立香住丘高等学校　代表者：石川竜一郎
共同発表者：蒲原凛太郎，赤島しおり，松本拓哉

　「逆立ち独楽」や「ラトルバック」を回転させると逆立ちや逆回転が生じるなど、興味
深い現象が観察できる。これらの物体の運動は、ゆで卵を回転させると立ち上る現象を含
めて、これまで個別に議論・研究されてきた。本研究では、個々の物体の変則的な回転運
動が生じる理由を統一的に説明し、共通する力学的プロセスを解明することが目的であ
る。「ラトルバック」や「逆立ち独楽」の形と回転状態の変化は複雑であり、複合的な現
象が連続して生じることにより、逆回転や逆立ちを引き起こしていると考えられる。そこ
で、より単純な回転運動を行うモデルとして、「はまき型物体」・「たまご型物体」に注目し、
その模型を製作して回転の変化を分析することにより、動摩擦力によって水平軸回転が生
じる仕組みがあることを説明する。更に、「ラトルバック」と「逆立ち独楽」の回転の変
化に関する観察・実験の結果と合わせて、回転物体の形状の非対称性が個々の回転の変化
に深く関わっていることを示す。以上の考察から、これらの物体の回転の変化を考察する
ためのキーワードは、「摩擦力」、「水平軸回転」、「非対称性」であることを提起し、一見
すると不規則な回転運動にも、共通する力学的プロセスが存在することを示すとともに、
これらの回転運動の共通点・相違点を整理する。

28pJ-3 振動によるしゃぼん膜の変化
私立市川高等学校　代表者：井村紗絵
共同発表者：渡邉亜美

＜目的＞
振動によって発生するしゃぼん膜の変化について観察し、その原因を明らかにすること。
＜方法＞
正方形の針金を使いしゃぼん膜を張りスピーカーに平行に近づけて、ジェネレーターを
使って音の振動数を変化させながら、膜の様子を観察した。装置を垂直と水平の状態に分
けて実験した。
＜結果＞
膜に見られた結果は、(1) 凹凸の観察、(2) 渦の観察に分けることができた。(1) 凹凸の観察
では、偶数ｍとしてｍ × ｍ個のマス目状に分かれた模様が見られ、振動数や針金の大き
さを変えることでｍの値が変化した。ｍの値と振動数は比例関係、ｍの値と針金の大きさ
は反比例関係であった。(2) 渦の観察では、膜上に多数の渦が見られたので、振動数を渦
の回転が一番速かった 160Hz に固定して、渦の特徴を垂直と水平の違いや共通点を含め
てまとめた。
＜結論＞
(1) 波動方程式を使って、この凹凸は膜振動の定常波であることがわかった。(2) 渦の特徴
から、渦の発生は定常波にできる凹凸と重力により膜の流れの速さに違いが生じることに
よるものであると予想し、渦の発生のメカニズムの仮説を立てた。

28pJ-4 リキッドドームの形成に関する研究
茨城県立鉾田第二高等学校　代表者：田所優香

　Liquid Crown（リキッドクラウン）とは“液体の王冠”を意味している。私はこれまで
に，液滴を液面に滴下することによって形成されるリキッドクラウンについて研究を行っ
てきた。その研究の過程で，液滴を液面に滴下する高さを高くすると，丸みを帯びたクラ
ウン，“リキッドドーム”の形成が確認された。
　今回の研究では，リキッドドームの形成に大きな影響を与えると思われる要因，「位置
エネルギー」，「表面張力」，「粘度」の 3 つについて分析を行なった。
　今回の実験では，エタノール混合水溶液を用いて，さまざまな位置エネルギー，表面張
力，粘度におけるリキッドクラウンまたはリキッドドームの動画を撮影した。撮影した動
画を，約 0.03 秒ごとに一枚の静止画にし，その後，リキッドクラウン又はリキッドドー
ムの形状を観察した。
　実験の結果，リキッドドームの形成には位置エネルギーと粘度の与える影響が大きいこ
とが示唆された。

28pJ-5 シャープペンシルの芯の構造と強度
私立早稲田大学高等学院中学部　代表者：廣瀨智優
共同発表者：保科拓海

　シャープペンシルの芯が折れるという日常生活の中で起きる現象について、温度や湿度、
また角度や書くスピードによって折れ方は変化するのかということを実験を通して研究し
た。
　本実験では、温度・湿度の他に会社や濃さなどを変化させて強度測定実験をし、結果は
それぞれグラフや表にまとめた。この実験をする際には、企業で使用している実験機の原
理に基づいて、ホームセンターで購入した材料を使って試験機を自作し、実験を行った。
　また、本実験の前の予備実験では、芯の製造会社 3 社へ芯に関する様々な質問をしたり、
マイクロメーターを用いた芯の直径の計測、またシャープペンシルの芯の破断面と端部の
電子顕微鏡観察も行った。芯の顕微鏡観察実験の過程では、早稲田大学理工学術院基幹理
工学部の先生方・学生の方々のご協力していただき、普段目にすることのできない小さな
世界の観察結果から、シャープペンシルの芯の製造会社によって芯の内部構造に大きな違
いがあることが分かった。
　最終的な結論としては、予備実験と本実験の結果から、芯の内部構造が温度・湿度の変
化といった筆記する際の環境に大きな影響を受け、そして芯の強度と太さが変化すること
を発見した。
　今後は、レコードプレイヤーを使用した角度と強度の関係や、芯の書き味と強度の関係
などまだ行っていない実験を行い、本研究をもっと発展させていきたいと考えている。

28pJ-6 月の色の不思議　なぜ、月の色は昼間は白っぽく、 
  夜は黄色っぽく見えるのか
群馬県立前橋女子高等学校　代表者：石倉彩美

　以前から月の色が昼間は白っぽく、夜には黄色っぽく見えることを不思議に思っていた
ので、昼間と夜で異なった色に見える理由を明らかにしたいと思い、研究することにした。
　実験Ⅰでは、目の錯覚なのかどうかを調べるために月の写真を撮影し、見かけ上、数値
上の色の比較をした。数値上で色が異なっていたので、昼間の月は、散乱によって減少し
た青や緑の光が青空によって補われて白く見えるが、夜の月は補われないため、黄色に見
えるのではないか、という仮説をたてた。これを数式化すると、夜の月＋（太陽の大気散乱）
＝昼の月…①　昼の月－（太陽の大気散乱）＝夜の月…②となる。この２式を示すための
実験Ⅱでは、実験Ⅰで撮影した月の写真を 40 分おきに抽出し、ステライメージ７を用い
て空の色を引いたり足したりした。RAW 分析で減算、加算ともにほぼ同じ色になったの
で、仮説の①、②の式は正しいと考えられる。よって、月の色が昼間は白っぽく、夜は黄
色っぽく見える理由は、昼間は月の光のうちの散乱した青や緑が太陽の光が散乱した青空
によって補われて白く見えるが、夜は太陽の光がなく、散乱した緑や青が補われないため、
黄色に見えるからだ、という結論を出した。この結論をもとにして、昼の月－夜の月＝（太
陽の大気散乱）が成り立つか確認したり、実験室で現象を再現する実験を行ったりした。

28pJ-7 ケイ砂が形成する砂山の安息角について
奈良県立青翔高等学校　代表者：青木大也
共同発表者：田元啓太，中川貴輝，大石悠雅，森田優一，前川泰志，髙橋直矢，中川拓真

私たちは、正方形の板の上に砂を静かに落とすと、いつも同じ大きさのピラミッド型の砂
山ができることを体験しその不思議さに感動し、砂山の形成に関するしくみを調べたいと
思った。砂山の形は、安息角で示されることを知り、安息角の大きさは何によって決まる
のかを研究することにした。初めに、ケイ砂をふるい分けし粒径の異なるケイ砂を用意し
て、粒径ごとの安息角の値を測定した。その結果、ケイ砂においては、安息角の値は、粒
径が大きい方が大きくなることがわかった。さらに、砂の表面での摩擦力が砂山の形成に
関わると考え、砂と木材の静止摩擦係数、砂と砂の静止摩擦係数を粒径ごとに測定し、静
止摩擦係数は、粒径が大きいほうが小さくなることがわかった。次に粒の形に注目し、粒
の安定をえるためには、平面の断面が必要と考え、粒径ごとに平面をもつ粒子の数を調べ
た。その結果、平面を多く持つ粒子は、粒径の大きいケイ砂に多いことがわかった。この
研究より、転倒に対する安定性が高いケイ砂粒子の形状が、ケイ砂の安息角を大きくする
要因であると考えた。

28pJ-8 曲面を流れる物体が及ぼす力について
愛知県立一宮高等学校　代表者：松岡佑亮
共同発表者：磐下裕樹，中野壮毅

①背景と目的　スプーンの背側に水を流すとスプーンが背側に引きつけられる現象があ
る。この現象は一般的に 2 つの説明がされている。１つはベルヌーイの定理による説明で、
もう 1 つは水流が受けた力積の反作用による説明である。私たちは、スプーンの腹側に水
を流した時も背側に流した時と同様に背側向きに力がはたらくことから、力積の反作用に
よる説明が正しいと考え、そちらに焦点を当てて実験を行った。②研究方法　スプーンに
見立てた j 型に曲げたアルミ板の腹側や背側に水を流し、その時に観測された実測の力と
力積の反作用を用いて導いた理論値を比較した。③結果　腹側、背側ともに実測値と理論
値はほぼ等しかった。④発展　次に、大学教授から新しい説を教えて頂いたので、その説
について研究することにした。その説とは、腹側を流れる水と背側を流れる水とでは速度
変化が異なり、ベルヌーイの定理でもこの現象は説明できるというものである。ア . 方法
　j 型に曲げたアルミ板の表面を流れる水の速度変化を調べた。イ . 結果　新しい説の通
り腹側では流速が遅くなり、背側では流速が速くなった。⑤結論　この現象が起こる主要
因は力積の反作用で説明できる。ベルヌーイの定理でも説明できる可能性があることが分
かった。⑥今後の展望　今後は、水流の速度変化からベルヌーイの定理によって理論値を
求め、実測値と比較して、新しい説の検証をしていきたい。

28pJ-9 反磁性磁化率をはかる～永久磁石による磁場勾配力と 
  重力とを直交させた測定法の開発～
大阪府立春日丘高等学校　定時制の課程　科学部　代表者：永田英
共同発表者：神野佑介，戸田拓邦

　一般には磁石に反応しないと思われている物質も非常に弱いながら磁気活性をもつ．こ
れらの物質のうち，反磁性物質の磁化率を，重力と直交する向きに磁場勾配力を働かせる
ことにより永久磁石レベルの弱い磁場で計測できる装置を考案し製作した．糸に吊り下
げられた試料にかかる磁場勾配力と重力と糸の張力の３力のつりあいという簡単な原理を
使って磁化率を求めた．磁石を平行に向かい合わせた磁気回路を用いることにより，磁場
勾配に極大値をつくることができたため，試料に働く磁場勾配力が最大になる点を一意的
に決定することができた．6 種類の反磁性物質の磁化率を 2 桁に渡る範囲でこの装置によ
り測定し，文献値と比較した．測定値はほぼ文献値に一致し，この装置が充分に 10-7emu/
g レベルの反磁性磁化率を測定することができることが検証できた．この装置には試料ホ
ルダーが存在しないため，その補正を必要としない．また，試料の質量測定をする必要も
ない．この特徴を利用し，今後，測定精度を上げることにより，非破壊で物質を同定する
ことが可能となると見込まれる．
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Jr. セッション委員会委員（任期：2013 年 4 月 1 日～ 2014 年 3 月 31 日）

 委員長  松川　宏（青山学院大理工） 
 委員  飯沼昌隆（広大先端物質）  興治文子（新潟大教育）
    河内明子（東海大理）  北本俊二（立教大理）
    佐藤　仁（広大放射光科学研セ）  佐藤　実（東海大理）
    鈴木　亨（筑波大附属高）  田中忠芳（金沢工大数理工教育研セ）
    種村雅子（大阪教育大）  谷口和成（京都教育大）
    田村裕和（東北大理）  中村　琢（岐阜大教育）
    並木雅俊（高千穂大）  藤井康裕（青山学院大理工）
    八木隆志（東海大理）

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、その他（委員長の指名する者）


