
日本物理学会　第 12 回 Jr. セッション

プログラム
 
 日時：2016 年 3 月 21 日（月・祝）8:15 ～ 16:50 
 会場：東北学院大学泉キャンパス 礼拝堂および体育館 
 礼拝堂（1200 席）：交流会，写真撮影，講評，表彰
 体育館：ポスター発表  ＊ポスター発表　102 件（発表時間 120 分）

       総合司会：香取浩子
  8:15 ～ 8:55 受付（体育館）
     ポスター発表 A 貼り出し

  8:55 ～ 9:00 開会あいさつ（松川宏 Jr. セッション委員会委員長）

  9:00 ～ 11:00 ポスター発表Ａ（体育館）    担当：並木雅俊
   21JPSA-1 由利本荘市立大内中学校 ビンから出るトクトク音の原因とその変化における考察
   21JPSA-2 佐賀県立致遠館高等学校 試験管笛における開口端補正の振動数依存性についての研究
   21JPSA-3 熊本県立宇土高等学校 スネアドラムによる音のピッチ降下現象
   21JPSA-4 国立京都教育大学附属高等学校 お天気センサーを作ろう～温度計編～
   21JPSA-5 国立名古屋大学教育学部附属中 ･ 高等学校 エコカイロを長持ちさせる方法の研究
   21JPSA-6 兵庫県立西脇高等学校　地学部（気泡班） 氷の気泡内の温度圧力環境（第１報）
       －マグマの固結過程で生じる穴や金属の凝固過程で入る気泡の環境条件の推定のために－
   21JPSA-7 大阪府立春日丘高等学校　定時制の課程 微小重力を利用して液体を容器に入れずに磁化率を測定する
   21JPSA-8 北海道立北海道札幌北高等学校物理化学部コイル班   簡易リニアモーターの研究 
   21JPSA-9 福岡県立小倉高等学校 スマホアプリを用いた磁束密度の計測
   21JPSA-10 私立札幌日本大学高等学校 金属パイプ内を落下するネオジム磁石球の速度（第 1 報）
   21JPSA-11 兵庫県立加古川東高等学校　風車班 小型風車の羽根のデザインと発生する電力の関係～風の剥離に注目して～
   21JPSA-12 私立早稲田大学高等学院 太陽光発電の効率を上げる方法
   21JPSA-13 岡山県立倉敷天城高等学校 水溶液と濃淡電池の起電力との関係
   21JPSA-14 愛知県立一宮高等学校 色素増感型太陽電池の研究～酸化チタン塗布についての考察～
   21JPSA-15 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に等価なレンズの導出
   21JPSA-16 群馬県立前橋女子高等学校 いつもの星空がもっと綺麗に見えるかも！？　～暗順応による星空の見え方の変化～
   21JPSA-17 福岡県立香住丘高等学校 濃度差のある水溶液境界面の混合速度　—屈折率の差を利用した測定—
   21JPSA-18 愛知県立一宮高等学校 5 万円以内で作る光速度測定装置
   21JPSA-19 愛知県立一宮高等学校 光の干渉を用いたシャボン膜の特性の解明
   21JPSA-20 東京都立小石川中等教育学校 なぜビー玉は二重構造に見えるのか
   21JPSA-21 国立有明工業高等専門学校 Y 系超伝導体の作製とその特性検証　～金型の加工・作製から～
   21JPSA-22 秋田県立本荘高等学校 陽極酸化被膜の応用　その２　～他金属への応用～
   21JPSA-23 静岡県立清水東高等学校 チタン酸バリウム系セラミックスの作製と評価
   21JPSA-24 私立国士舘高等学校 分子間力を持つ非理想気体の状態方程式のシミュレーション解析
   21JPSA-25 福岡市立百道中学校 「水を吸うプラスチックの秘密に迫る！」
   21JPSA-26 国立高知工業高等専門学校 分粒現象に関する研究（５）～水平回転円筒中の分粒と混合～
   21JPSA-27 奈良県立青翔高等学校 打撃によって形成されるケイ砂層の表面模様について 
   21JPSA-28 愛媛県立伊予高等学校 目指せ氷点下！　－ペルチェ効果による低温生成の探究－　
       Toward the sub-zero!　－ Research of low temperature generated by the Peltier effect －
   21JPSA-29 東京都立戸山高等学校 電離放射線の効果的な防護
   21JPSA-30 国立名古屋大学教育学部附属高等学校 宇宙線が地表に届く確率
   21JPSA-31 国立名古屋大学教育学部附属中・高等学校  宇宙線の運動量測定に適した霧箱の製作
   21JPSA-32 岡山県立総社高等学校 静止摩擦係数が生じる要因
   21JPSA-33 私立札幌日本大学高等学校 球体／レール間の様々な摩擦係数（第 1 報）
   21JPSA-34 宮城県仙台第三高等学校 慣性力を用いた加速度計の作成について
   21JPSA-35 国立広島大学附属高等学校 籠の構造と強度について
   21JPSA-36 私立市川高等学校 糸の長さの変わる円錐振り子
   21JPSA-37 山口県立宇部高等学校 ボールのバウンド数　理論
   21JPSA-38 富山県立富山中部高等学校 紙の繊維が引張強度に与える影響に関する研究
   21JPSA-39 福井県立若狭高等学校 ガウス加速器における透磁率と射出速度の関係
   21JPSA-40 愛知県立刈谷高等学校 跳ね返るシャトルコック
   21JPSA-41 私立本郷中学校・高等学校 板にできるクラドニ図形について
   21JPSA-42 国立神戸大学附属中等教育学校 ラトルバックの反転運動　—単純化した形状での再現—
   21JPSA-43 宮城県仙台第三高等学校 空気砲から出る渦輪の応用利用について
   21JPSA-44 国立広島大学附属高等学校 マイクロバブル発生に適した条件の解明，およびマイクロバブル水の性質について
   21JPSA-45 岡山県立岡山朝日高等学校 2 次元平面内での紙飛行機の運動に関する研究
   21JPSA-46 岩手県立水沢高等学校 パラシュートの安定性について
   21JPSA-47 京都市立堀川高等学校 鹿威しで計測する流量率の大きな揺らぎ
   21JPSA-48 国立神戸大学附属中等教育学校 よく飛ぶ紙飛行機の構造研究
   21JPSA-49 茨城県立竜ヶ崎第一高等学校 液面をすべるしずくについて
   21JPSA-50 北海道立北海道札幌西高等学校 温度差による竜巻の再現～人工竜巻装置からみた竜巻発生の条件～
   21JPSA-51 福岡県立小倉高等学校 ダイラタンシーに関する研究

  11:00 ～ 11:25　　休憩　（ポスター入れ替え）



  11:25 ～ 13:25 ポスター発表 B（体育館）    担当：北本俊二
   21JPSB-1 国立名古屋大学教育学部附属中学校 インターネット望遠鏡を利用した月までの距離・月の 2 周期の算出
   21JPSB-2 秋田県立本荘高等学校 パラメトリックスピーカーの原理と研究
   21JPSB-3 青森県立八戸高等学校 メロディーパイプにおける音の発生について
   21JPSB-4 私立福岡大学附属大濠高等学校 弾性球と非弾性球を用いた落下音の解析
   21JPSB-5 北海道立北海道札幌北高等学校 気柱共鳴管内に音源があると？～音源の位置と共鳴点の関係～
   21JPSB-6 兵庫県立龍野高等学校 光害に対する意識調査及び光害対策について
   21JPSB-7 兵庫県立西脇高等学校　地学部（マグマ班） 兵庫県中部～南部の白亜紀後期の基盤岩の形成過程（第２報） 
      －地域の水害に対する防災に向けての基礎研究－
   21JPSB-8 私立ノートルダム清心学園清心女子高等学校 透磁率の周波数による変化
   21JPSB-9 私立札幌日本大学高等学校 磁石球間及び磁石球／鋼球間における磁気力と距離の関係（第 1 報）
   21JPSB-10 私立札幌日本大学高等学校 入射球が磁石球であるガウス加速器の加速メカニズム（第 1 報）
   21JPSB-11 愛知県立一宮高等学校 ホタルの逆位相同期現象の解析
   21JPSB-12 私立早稲田大学本庄高等学院 小型自律型水中ロボット（AUV）の開発
   21JPSB-13 北海道立北海道札幌北高等学校 黒板の最適な消し方 第 3 報
   21JPSB-14 北海道立北海道札幌北高等学校物理化学部表面張力班 浮遊する物体が表面張力によって動く原理 
   21JPSB-15 私立市川高等学校 DC モーター発電機を含む回路中での逆起電力
   21JPSB-16 北海道立北海道札幌西高等学校 チョコレートの電子レンジ加熱における挙動について
   21JPSB-17 東京都立戸山高等学校 雨力による新規発電方法の提案
   21JPSB-18 宮城県仙台第三高等学校 圧電素子を用いた発電方法についての考察
   21JPSB-19 国立仙台高等専門学校　名取キャンパス ピエゾフィルムの特性を生かした発電
   21JPSB-20 私立福岡大学附属大濠高等学校 ゼーベック効果とペルチェ効果のエネルギー変換効率の比較
   21JPSB-21 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中の光線経路の明るさ
   21JPSB-22 秋田県立本荘高等学校 コレステリック液晶の作製条件・操作に伴う色相の出方についての研究
   21JPSB-23 国立奈良女子大学附属中等教育学校 白黒フィルム写真のカラー化
   21JPSB-24 茨城県立水戸第二高等学校 身近なものからオーロラの発生実験
   21JPSB-25 熊本県立宇土高等学校 凸レンズによる心霊写真の再現と“副実像”の公式化への挑戦
   21JPSB-26 北海道立北海道札幌西高等学校 テラヘルツ時間領域分光法による糖類の測定について
   21JPSB-27 北海道立北海道札幌西高等学校 液体ヘリウム　～第二音波測定への道のり～　第二報
   21JPSB-28 岡山大学　科学先取りグローバルキャンパス岡山 同一試料を利用する高温超伝導体特性測定システムの開発 
    （私立岡山高校，岡山県立岡山大安寺中等教育学校， 
    岡山県立倉敷天城高等学校，広島大学附属福山高等学校， 
    私立金光学園高等学校）
   21JPSB-29 福井県立若狭高等学校 溶液中で紫外線を止めるものは何か
   21JPSB-30 兵庫県立加古川東高等学校　粉粒体班 「粉体時計」の実現報告およびそのメカニズムの数理的考察
   21JPSB-31 愛媛県立新居浜西高等学校 ペルチェ素子を熱源にした金属板の熱の伝わり方
   21JPSB-32 岡山県立総社高等学校 動摩擦係数の速さと垂直抗力に対する依存性
   21JPSB-33 大牟田市立宅峰中学校 摩擦及び抵抗を考慮した球の斜方投射における飛距離に関する検討
   21JPSB-34 岡山県立笠岡高等学校 ゴム球の跳ね返り　第３報
   21JPSB-35 福岡県立香住丘高等学校 形状記憶合金を用いた介護入浴支援装置の開発
   21JPSB-36 岡山県立倉敷天城中学校 投げるな！危険　～バランスボールで脱臼した理由の解明～
   21JPSB-37 私立市川高等学校 斜面上のハイドロリックジャンプ
   21JPSB-38 北海道立北海道札幌北高等学校 リングキャッチャーを百発百中に 第 3 報
   21JPSB-39 私立本郷中学校・高等学校 ニュートンビーズの発生と螺旋の関係
   21JPSB-40 福岡県立小倉高等学校 レオナルドの橋の応用
   21JPSB-41 福岡県立小倉高等学校 スマホアプリを用いた加速度の計測
   21JPSB-42 私立西南学院高等学校 ロウソクの火炎　～その形状に対する周囲空気の影響～
   21JPSB-43 福岡県立香住丘高等学校 風レンズとディンプルによる空気抵抗力の低減効果に関する研究　 
      －水平軸回転飛行物体の飛行性能の向上－
   21JPSB-44 兵庫県立加古川東高等学校　水滴班 濡れ性を利用した微小重力空間用ピペットなどの提案
   21JPSB-45 東京都立戸山高等学校 角度と配置とマイクロ風車の関係
   21JPSB-46 私立早稲田大学高等学院 自作風洞による翼の失速原因の解明
   21JPSB-47 私立市川高等学校 ヒラヒラ舞うとはどのような運動か
   21JPSB-48 私立福岡大学附属大濠高等学校 ドラッグシュートの落下速度について
   21JPSB-49 愛知県立岡崎高等学校 粉粒体の層化と分離に関する研究（第 4 報） 
   21JPSB-50 宮城県仙台第一高等学校 Determining the Direction-Dependences of Cosmic Rays by Observing Air Showers
   21JPSB-51 宮城県仙台第一高等学校 Gamma-Ray Shielding Effects of Several Metals

  13:25 ～ 14:40　　   昼食
     （14:20 ～ 14:40　パイプオルガン演奏：礼拝堂）
  （礼拝堂）
  14:40 ～ 15:40 梶田隆章先生を囲んでの交流会   司会：星善元　福田善之

  15:40 ～ 15:50 記念写真撮影   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）
  15:50 ～ 16:05 　 休憩

  16:05 ～ 16:50 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
    表彰式　藤井保彦日本物理学会会長

     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
     後援：宮城県教育委員会，仙台市教育委員会

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：jrsession16@gakkai-web.net
 URL：http://www.gakkai-web.net/butsuri-jrsession/



21JPSA-1 ビンから出るトクトク音の原因とその変化における考察
由利本荘市立大内中学校　代表者：小林龍星
共同発表者：佐々木優太，石井天，阿部稔真，真坂圭都

　なぜビンから出る音はこんなにも僕たちを魅了するのか。その奥深さの意味が必ずある
はずである。ビンから出るトク音は，「高さの変化しない音」と「低周波で構成される変
化の伴う音」，この主に 2 種類の音が短く，長く響き合っているからこそ我々の心をくす
ぐる。この魅力的な音の秘密を解き明かしたいという思いで行った研究である。　　
　ビンから出るトクトク音の「ト音」の原因を解き明かし，さらに発見した「ン音」に続
き，解決できなかった「ク音」の存在について考察した。ク音は無響室での分析から，はっ
きりと存在するとわかった。その音は、水圧によって切れた出口側の空気の振動であるト
音と対になって存在する。すなわち、ビンの中の壁に沿って上がっていく空気の存在に起
因している。「空気」と表現したが、厳密には周りの水によって気づかなかった「空気を
取り囲む空気と水の膜」の振動である。ク音は、空気と水の膜（「気泡膜」と僕たちは呼
んでいる）がビンの中の気圧変化で起こる水の打撃で切れ、振動するときに発せられてい
る低い周波数の音から成る。このことをぼくたちは、「見えないものを見る目」を駆使し、
あくまでも科学的に解くことができた。無響室の使用、それぞれのデータ精度の重視、ク
音を大きく響かせるビンや変形させたビンの存在、音の本体である波形での分析、ハイス
ピードカメラ（ファントム HD）や解析ソフトなどの利用、発想の転換による実験・考察
がこの研究に色を添えている。

21JPSA-2 試験管笛における開口端補正の振動数依存性についての研究
佐賀県立致遠館高等学校　代表者：古舘和佳
共同発表者：光武絢香，森永彩音，吉村麻鈴

本研究は、試験管と水で作成した“試験管笛”を用いて、試験管笛における開口端補正を
求めることを目的に行った。教科書に掲載されていた“試験管と水で音階ができる”とい
う実験 [1] に興味を持ち、試験管に直接息を吹き込むことで音を共鳴させて、音階と気柱
の長さに関する実験を行った。開口端補正は一定であると仮定して、気柱の長さと振動数
の関係を測定したが、理論値とのずれが生じた。教科書にある開口端補正は、音源が開口
部から離してあり、我々の実験方法とは異なる。このことから、開口端補正が振動数によっ
て異なると考えて再度考察をし直したところ、開口端補正は振動数によって異なり、その
値は振動数が大きいほど大きくなり、また、小さくなると“負”の値を取りうることが分
かった。

21JPSA-3 スネアドラムによる音のピッチ降下現象
熊本県立宇土高等学校　代表者：堀田智之
共同発表者：藤本眞輝，岩間大和，髙内悠希，田中泰成

「トランペットを吹いている前でスネアドラムをたたくと、ピッチ（音の高さ）が少し下がっ
て聞こえる」という現象を音楽の先生から聞いた。この現象は先行研究がなく音楽界でも
知られていないことから、この現象を再現して詳しく調べた。その結果、この現象は直管
楽器の高音域がドラムの音によって消失し、音のピッチが降下して聞こえるということが
わかった。このことから楽器の配置には注意が必要であることを示唆できた。

21JPSA-4 お天気センサーを作ろう～温度計編～
国立京都教育大学附属高等学校　代表者：岡山和樹
共同発表者：青木まり子，岡本笙，角田智哉，川本早花，前田將宏

　我々は、センサーの仕組みを利用して身近で役に立つようなものを作れないかと考え、
お天気センサーを作製することにした。天気を知る上で必要な要素のうち、今回は気温に
着目し、第一弾として温度計を作製した。
　温度計を作る上で工夫した点は、サーミスタの温度とサーミスタにかかる電圧値を同じ
にすることにより、一目で温度がわかるようにしたところだ。実験では温度が上がると抵
抗値が大きくなる PTC 型と、抵抗値が小さくなる NTC 型の二種類のサーミスタと抵抗
値が一定な定抵抗を使用した。温度計ができる仕組みは、温度変化によってサーミスタの
抵抗値が変わり、定抵抗との抵抗比が変化することでかかる電圧の比も変化するというも
のだ。
　まず、サーミスタの抵抗値の温度特性を測定し、測定値から回路を作ったときに定抵抗
を付け替えなくても温度計として機能する定抵抗の値を算出した。
　次に、算出した抵抗値を持つ定抵抗を用いて回路を作り、サーミスタあるいは定抵抗の
両端にデジタルマルチメータを接続した時に、サーミスタの温度と電圧表示が同じになる
かを測定した。
　結果的に温度計を作製することはできたのであるが、正しい値を表示できる温度範囲が
狭いことが課題である。そのため、電源装置の電圧や定抵抗値を変えて実験を行う必要が
ある。また、電圧表示の値が測定時によって異なっていることもあり、これからも継続実
験を行う必要がある。

21JPSA-5 エコカイロを長持ちさせる方法の研究
国立名古屋大学教育学部附属中 ･ 高等学校　代表者：角岡泰紀
共同発表者：宮﨑実彩，大橋怜，久野竜平，仁田野竜大，田村真夕，平田真乃香，星静

　エコカイロを使用した時にすぐに冷めた事から、長持ちするエコカイロを作ろうと思っ
た。エコカイロとは、物質が過冷却状態から固体化する際に放出される凝固熱 ( 潜熱 ) を
熱源として利用した懐炉で、繰り返し使う事ができる。このエコカイロの適温持続時間
(40℃以上 ) は約 30 分と、鉄の酸化を利用した使い捨て懐炉の約 10 時間と比べてかなり
短い。我々は、エコカイロの適温持続時間を現状の 4 倍の約 120 分に延ばす事を目的に研
究した。 
　実験では、エコカイロの体積、自作したエコカイロの混合比の最高温度と適温持続時間
への影響を調べた。  
　体積の実験では、市販のエコカイロの中身を 5ml 〜 30ml 迄の 5ml 刻みと 60ml で試験
管に取出し実験した。計測の結果、体積が増えても最高温度に変化はないが、適温持続時
間は長くなる事が分かった。 
　混合比の実験では、市販品で過冷却の安定のために入れられている水を、潜熱蓄熱材で
あるチオ硫酸ナトリウム五水和物で代用し、酢酸ナトリウム三水和物 : チオ硫酸ナトリウ
ム五水和物 =10:0 〜 0:10 の混合比でエコカイロを自作した。適温持続時間は 9:1、0:10 の
時が他の混合比と比べ長かった。0:10 は衝撃を加えても中々反応しなかったが、9:1 では
反応し易く、適温持続もした為、今回調べた中ではベストな比という事が分かった。 
　最後に、ベストな混合比である 9:1 で体積 60ml のエコカイロを自作した所、110 分間
適温持続し、今回目標とした適温持続時間 120 分にあと僅かまで近づく事ができた。

21JPSA-6 氷の気泡内の温度圧力環境（第１報）
   ～マグマの固結過程で生じる穴や金属の凝固過程で入る気泡 
  の環境条件の推定のために～
兵庫県立西脇高等学校　地学部（気泡班）　代表者：北條健太
共同発表者：臼井滉平，足立敬一朗，越前太智，岡本恒輝，篠田睦生，畑中拓，藤原未奈，
  森山李玖

　氷中の気泡の形成環境は、マグマの固結過程で脱ガスして生じる穴（晶洞）や金属の凝
固過程で残存する気泡（巣）の温度圧力環境を推定する手がかりになる。純水を冷凍庫
内で冷却し、気泡、氷、外気の温度を５分ごとに測定した。その結果、気泡内の温度は
冷凍庫内よりも１〜３℃高くなった。また気泡の空気の体積や、水→氷の膨張率（氷の体
積 cm ３／水の体積 cm ３）と、密度の変化率（氷の密度ｇ /cm ３／水の密度ｇ /cm ３）を求
めたところ、気泡の多少にかかわらず氷全体の膨張率や密度の変化率に有意差はみられな
かった。
　気泡が圧縮され、気泡内の圧力は高い可能性がある。地下のマグマだまりで脱ガスする
際、マグマ全体の体積はほとんど膨張できない状態で多くの気泡（晶洞）を生じる。晶洞
形成の環境を閉鎖系と考えると、温度と圧力が高い可能性がある。また、金属の巣内部の
圧力を推定するヒントを与えてくれる。

21JPSA-7 微小重力を利用して液体を容器に入れずに磁化率を測定する
大阪府立春日丘高等学校　定時制の課程　代表者：戸田拓邦
共同発表者：中村圭太，神野佑介，永田英，新居優太郎，今林潤

　2012 年，小型の微小重力装置を製作し Jr. セッションで発表した．この装置は，わずか 0.5
秒の短い時間であるが，落下カプセルを二重にすることで質のよい微小重力環境を提供で
きる．また，2014 年には，永久磁石レベルの磁場を用いて固体の反磁性磁化率を
10-7emu/g オーダーで測定できる装置を製作し発表した．私たちはこの二つのシステムを
組み合わせると，「液体の磁化率を容器にいれることなく測定できるのではないか」と考え，
測定できる方法を模索した．ネオジム磁石を向き合わせた磁気回路を用い，磁極間に「超
撥水」加工の板を置いた．この板の上に水滴をおく．微小重力下で水滴が浮上すると同時
に，水滴には磁場勾配力が働き，加速度運動をすることが期待される．この運動を解析す
ることで，水の磁化率を求めることが可能となる．
　磁気回路を工夫し試行錯誤の結果，水滴を浮上させることができた．その運動を解析し
た結果，水の磁化率の測定値は -6.36×10-7 emu/g となり文献値（-7.20×10-7 emu/g）に
近い値であった．また，同様にして測定した固体のグラファイトも文献値に近い値となっ
た . 
　水を容器に入れることなく，液体の水そのものの磁化率の値を測定することができた．
この方法は，試料の質量測定が原理的に必要ない（質量非依存）．したがって，質量計測
が困難な微量な液体の磁化率を測定することが可能となる．磁化率を測定できれば、その
値から液滴を同定することが可能である．空気中に漂うミストなど．磁場中でその液滴の
運動を解析することだけで同定する事ができるのではないかと考えている．

21JPSA-8 簡易リニアモーターの研究 
北海道立北海道札幌北高等学校物理化学部コイル班 　代表者：砂川果菜水
共同発表者：菊池萌，富澤竜希，能戸湧太，鈴木凜太朗，鍵谷豪太

電池の左右に磁石を付けたもの（以下「電池車」と呼ぶ）をコイル内に入れると、コイル
内を電池車が移動していく。この現象は「簡易リニアモーター」と呼ばれている。この原
理についてはコイル内を通る時に流れる電流により生じる磁力と、「電池車」に付いてい
る磁石の磁力が引き合ったり、反発したりしているためであるといわれているが、不確か
なところもある。そこで、我々はこの現象の原理を究明しようと思い、研究を行っている。

「電池車」は実験を続けていくと止まってしまうことがある。その原因が電池の電圧とコ
イルの酸化によるのではないかという仮説を立て、実験を行った。その結果、コイルの酸
化はあまり関係がなく、電池の電圧の低下が「電池車」の動きに大きく影響していること
が分かった。内部抵抗を含めた詳細なデータは当日報告する。次にインターネット上で、
コイルをホットボンドで固定すると動かなくなったので、コイルの伸縮により「電池車」
が移動するという報告があるが、我々がコイルを金属用のボンドで固め、そこに「電池車」
を通す実験を行った結果、「電池車」はコイル内を通過したので、コイルの伸縮は電池車
の動きに必須ではないと考え、現在実験中である。

21JPSA-9 スマホアプリを用いた磁束密度の計測
福岡県立小倉高等学校　代表者：畠山紘
共同発表者：尾﨑伸一郎

スマートフォンの中には、電話機能の使い勝手を向上させたり、様々なアプリケーション
に応用したりするために、様々なセンサーが内蔵されている。磁場センサーもその一つで、
今回の研究で用いた「Sensor kinetics」というアプリケーションはこれらのセンサーを数
値として測定できる。磁場センサーは磁束密度（Ｔ）を計測することが可能である。また、
このアプリケーションは磁束密度の値を同時に三軸で計測し、数値にすることができる。
市販のセンサーは一軸でしか測定できないものが多く、このセンサーが正常に計測するこ
とが可能であれば、今後の研究での利便性が向上する。そこで、「スマートフォンアプリケー
ションを用いて計測した測定値は理科年表の値とほとんど変わらない。」という仮説をた
てて、学校付近の三カ所で計測した測定値と理科年表に書かれている地磁気要素（今回は
水平分力、鉛直成分、地磁気全磁力、伏角）を比較し、今回の研究ではこの磁場センサー
を用いて、このアプリケーションの信憑性について検証した。

21JPSA-10 金属パイプ内を落下するネオジム磁石球の速度（第 1 報）
私立札幌日本大学高等学校　代表者：加藤くるみ
共同発表者：伊関智佳子

　アルミニウム及び銅などの金属パイプ中を磁石がゆっくり落下する現象は、電磁誘導現
象としてよく知られている。金属パイプ中を落下する磁石としてネオジム磁石球を用いた。
私たち研究目的は、電磁誘導を利用した物体の落下速度の制御方法を研究することである。
本報告では、金属の種類、パイプの管厚、及び落体の質量と落下速度との関係を調べた。
落下速度はネオジム磁石につけた糸の運動をハイスピードカメラで撮影し、その映像を解
析することにより求めた。また、落下速度を表す理論式から得られる理論値と実測値を比
較した。その結果、金属パイプ内を落下するネオジム磁石球の落下速度は、金属の抵抗率
が小さいほど、質量が小さいほど、及び管厚が厚いほど小さくできることがわかった。こ
れは、理論式から予想される結果と一致する。ただし、銅パイプにみられるように、管厚
に関しては、ある厚さのところで落下速度の低下が飽和すると考えられる。また、アルミ
ニウムと銅とでは、落下速度の質量依存性に違いがみられた。

 2 1 J P S A



21JPSA-11 小型風車の羽根のデザインと発生する電力の関係 
  ～風の剥離に注目して～
兵庫県立加古川東高等学校　風車班　代表者：野田歩夢
共同発表者：大橋侑加，杉本沙慧，椙下賀代，一宮亘，堤雄大，安田匠利

私達は小型風車の形状に注目し、発生する電力との関係を研究している。最初に羽根 6 枚
の小型風車について、最も大きな電力が発生する羽根の角度を調査し、風に垂直な面から
10°傾けた羽根が最適であることがわかった。その実験の非常に小さい角度であまり電力
が発生しなかった原因は、風の剥離現象が原因だと考えた。そこで剥離現象を抑えて発生
する電力を大きくするため、鳥の羽に付いている小翼という部分を応用した形状の羽根を
作成し、より電力が発生するデザインを研究した。その結果、電力が飛躍的に向上したデ
ザインを発見した。

21JPSA-12 太陽光発電の効率を上げる方法
私立早稲田大学高等学院　代表者：荒川龍之介

　太陽光パネルを用いた実験により、パネルの角度と発電量の関係や、温度と発電効率の
関係を測定した。パネルの角度を季節ごとに太陽高度に合わせたり、水をかけてパネルの
温度を下げたりすることで、発電効率を上げることが出来ることがわかった。

21JPSA-13 水溶液と濃淡電池の起電力との関係
岡山県立倉敷天城高等学校　代表者：大野さくら
共同発表者：丸山静香，小西悠斗，秦悠己，篠原俊輔

昨年度、ダニエル電池を応用したそれぞれの電極・電解質水溶液の種類を同じにした濃
淡電池を用いて、電極の種類を変えて実験をした。本年度は、電極は全て Cu を用い、電
解質水溶液の種類を変えて実験をした。研究を始めた動機は、昨年度の日本物理学会
Jr. セッションで大学の教授とディスカッションをしているときに、「NaCl と Cu でなぜ
電圧が生じるのか？」と聞かれ、答えられなかったので、その原因を探ろうと考えたこと
である。私たちは、電極と水溶液の陽イオンのイオン化傾向の大小関係に注目して 3 つに
場合分けして電圧発生のメカニズムを考えた。1 つ目は CuSO4 のようにイオン化傾向が
同じ場合。2 つ目は、電極の方が水溶液の陽イオンより大きい場合。3 つ目は、電極の方
が水溶液の陽イオンより小さい場合。実験での水溶液は、CuSO4、NaCl、KCl を用いた。
CuSO4 のときは電圧が生じている。NaCl のときは電圧が生じていて、CuSO4 のときと比
べて電流の流れる向きが逆だった。セロハンの半透膜で実験をしていて浸透圧の影響で水
溶液がワニ口クリップに浸かってしまって、データにばらつきがでたため、塩橋を用いて
実験することにした。昨年度と同じく、NaCl と Cu でも電圧が生じたのは Na+ イオンと
Cl −イオンの質量差によるイオン移動速度の差が原因だと仮定した。この仮説を確かめ
るため、陽イオンと陰イオンのイオン移動速度がほとんど同じの KCl を用いて電圧が生
じるかどうか確かめた。その結果、電圧が生じたため、新しい課題となっている。

21JPSA-14 色素増感型太陽電池の研究 
  ～酸化チタン塗布についての考察～
愛知県立一宮高等学校　代表者：佐分藍子
共同発表者：光崎嘉恭，森嵩登

我々は当初、変換効率の高い色素を見つけることを目的に研究を始めたが、研究を進める
にあたり対照実験の重要性に気付いた。例えば、同じ方法で作製しても性能にばらつきが
あっては色素の比較はできない。そこで、我々は太陽電池を作製する上で、ばらつきの原
因は酸化チタンペーストの塗布方法にあると考え、塗布方法のうちのスキージ法とスピン
コート法に着目し、今後の太陽電池の作製に適する塗布方法についての実験を行った。ス
キージ法は酸化チタンペーストをガラス棒で手前から奥へ押し出すようにして塗布する方
法で、スピンコート法はモーターの回転による遠心力を利用した塗布方法である。2 つの
塗布方法で太陽電池を作製し、測定した値のばらつき度合いを確認するために短絡電流密
度、開放電圧、最大出力、曲線因子の標準偏差を求めたところ、スキージ法で塗布したも
のは、スピンコート法で塗布したものよりもばらつきが大きいことが確認できた。このこ
とから対照実験を行う際には酸化チタンペーストをスピンコート法が適していることが分
かった。酸化チタンの粒径の違いによる比較では粒径 6nm、粒径 30nm の酸化チタンを使
用し 4 種類の塗布方法で酸化チタンを 2 層塗布したもの ( 下：粒径 6nm  上：粒径 6nm、下：
粒径 6nm  上：粒径 30nm、下：粒径 30nm 上：粒径 30nm、下：粒径 30nm 上：粒径 6nm)
で比較を行った。粒径が小さいほど表面積が大きくなり性能が良くなると予想したが全く
逆の結果になった。粒径が小さいほど粒子間の隙間が色素分子の大きさより小さくなり色
素分子が吸着できなくなったためだと推測できた。

21JPSA-15 屈折率勾配を持つ溶液に等価なレンズの導出
静岡県立清水東高等学校   自然科学部物理班　代表者：豊島洸太
共同発表者：池田信乃将，菅野之矩，菊地理紗子，鈴木祐佳，寺尾萌里乃，池谷駿之介， 
  大井昴幸，金原美蘭，辰井裕希，山田征吾，鍋田滉希

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。この溶液を通して水槽背後にある物体を観察すると、蜃気楼のように物体の像が
３個出現する。屈折率勾配の特徴から溶液を３つの水深に分類して、各水深が異なるレン
ズの作用をしていると考えれば溶液の光学的な性質を統一的に説明できることを昨年度確
認した。そこで本年度は、この溶液の光学的性質と等価なはたらきを持つレンズ（「等価
レンズ」と命名）はどんな形状であるかを考えて研究をおこなった。屈折率分布の実験式
と屈折の法則を基に、光線経路を数値解析し、等価レンズの形状を理論的に計算で導出。
実際に製作して実験もおこなった。等価レンズは、曲げたアクリル板を接着して作った容
器に水を入れ、「水レンズ」として製作した。実験の結果、屈折率勾配を持つ溶液を通し
て物体を眺めた場合に出現する３個の像を、等価レンズは見事に再現した。このことから、
溶液の光学的性質をレンズ作用で説明した昨年度の理論が正しかったことを、新しい観点
から再確認できた。

21JPSA-16 いつもの星空がもっと綺麗に見えるかも！？　 
  ～暗順応による星空の見え方の変化～
群馬県立前橋女子高等学校　代表者：岩村桃実
共同発表者：重原優奈，寺内夏子，根岸あゆ香，星野ひとみ，前原那南

本研究では、綺麗な星空を見るための手軽にできる人間側のコンディションの整え方を、
暗順応という眼の性質に着目し、調査と考察を行った。近年、多くの高校生が夜空の明る
さ調査を実施しているが、本研究は現環境をひとまず受け入れ、現環境における最良の観
察方法を提案するものである。人工光源を用いた屋内実験、及び実際の星空を用いた屋外
実験の結果は良く一致し、結論としては、約７分間目を暗さに慣れさせると最初見えてい
た星より約１〜２等級暗い星まで見えるようになると分かった。この７分という時間は周
囲の明るさに左右され、より暗い環境下ではさらに短い時間で暗順応が進むこと、より暗
い等級の星を見ることができるようになることが分かった。

21JPSA-17 濃度差のある水溶液境界面の混合速度　 
  —屈折率の差を利用した測定—
福岡県立香住丘高等学校　代表者：山口琴音
共同発表者：中柴緋音，山川恭直，坂田憂茉，赤島しおり

　濃度差がある水溶液の境界面では、高濃度の水溶液が下層にあるとき上層の水溶液との
密度差によって自然混合は起こりにくいが、時間の経過に伴って徐々に混合する。本研究
では、水溶液の屈折率が濃度によって異なることを利用して、濃度差のある水溶液境界面
の混合状態を可視化する方法を開発した。また、その方法を用いて砂糖水や食塩水を用い
て濃度差境界面での混合状態を測定・比較したところ、混合速度は水溶液の密度差だけで
は説明できないことを見つけた。
　プリズム型水槽に濃度の異なる水溶液を入れて境界面をつくり、レンズで進行方向を制
御したレーザー光を照射すると、プリズム型になった濃度差のある水溶液によって屈折し
たレーザー光がスクリーン上で異なる位置に現れ、境界面の存在を観察することができる。
このとき、境界面付近に入射したレーザー光は全反射によって鉛直方向にずれた光を生じ
る。境界面で溶液の混合が進んで境界層の幅が広がると、全反射したレーザー光の進路は
鉛直方向に変化するため、水溶液境界面での混合状態が可視化できる。この変化をインター
バルカメラ（定点観測カメラ）で撮影し、レーザー光の到達点を追跡・定量化することに
より、混合速度を比較した。水溶液の混合は密度差によって遅延されるが、砂糖水と食塩
水を比較した結果、食塩水の混合は密度差だけでは説明できない要因によって促進されて
いることがわかった。　

21JPSA-18 5 万円以内で作る光速度測定装置
愛知県立一宮高等学校　代表者：土屋裕
共同発表者：尾関優作，澤征都

　マイケルソン干渉計を参考とした自作装置で、可動鏡からの光と固定鏡からの光との間
に生じるうなりの周波数を測定し、その値と光源の振動数から光速度を測定することをメ
インテーマとし、精度はもちろん低コストで装置を作ることを目標に研究をしている。
　うなりは太陽電池で検出し、パソコン上で音や波形に出力している。最初はうなりの振
動数を用いていたが、その後研究が進むにつれてうなりの回数を用いるようになり、現在
では【光速度＝２× 可動鏡の動いた距離 × 光源の振動数 ÷ うなりの回数】
から光速度の測定値を求めている。
　現在の結果としては 14 回の測定を行い (2.99±0.004 )×108  ［m/s］( 有効数字３桁 ) の
結果を得た。( 信頼域は 2σ を用いた )

21JPSA-19 光の干渉を用いたシャボン膜の特性の解明
愛知県立一宮高等学校　代表者：清水美那
共同発表者：尾関花音，位田麻衣

　私たちは、シャボン玉を見ていた時に、ほとんどの場合、シャボン膜の色が赤、橙、黄、
緑、青、藍、紫と変化していき、紫の次に薄い黄色となり、最後に無色となって割れるこ
とに気が付いた。しかし、可視光線は波長が長い順に赤、橙、黄、緑、青、藍、紫で、薄
い黄色は含まれていない。また、膜が薄くなると共に干渉する波長が短くなり、シャボン
膜の色が赤から紫へ変化していくため、紫色を呈した後に薄い黄色が見られるというのは、
不思議な現象である。そこで、この最後に見られる薄い黄色膜の成因について考察をした
ので、その結果について報告する。

21JPSA-20 なぜビー玉は二重構造に見えるのか
東京都立小石川中等教育学校　代表者：植田佳奈子
共同発表者：内田莉央

ビー玉を熱し、冷すと割れる。割れた断面から見ると、均一なガラスでできているはずな
のに、ふちの方に色が濃い層がくっきりと見え、二重構造に見える。これはアクリルの透
明半球や水滴でも見られ、ビー玉ではひとつに見えた層が、実はたくさんのリングからで
きていることも分かった。これは透明半球に共通する特徴であり、透過光ではなく、反射
光による。この現象について書かれたものを私たちは見つけることができなかったので、
自分たちで理論を考え、実験で確かめた。考察、実験には半球面鏡を用いた。半球面鏡で
は中心のまるい像のまわりを何層ものリング状の像がとりまくのがよりはっきり見え、物
体からの光線を作図したところ、まず、反射回数の違いにより像の層が分かれることが分
かった。それぞれのリングは同じ反射回数の光による像からなる。つぎに、真上で遠くか
ら見たとして、「像が見えるためには、真上に出てくる反射光線が必要である」という仮
説をたて、幾何を使って各リングの半径の大きさ、また外界の物体の像が各リング内にで
きるにはそれぞれある角度の範囲になければならないことを導き、それを実験で確かめた。
更に半球面鏡内を水で満たした場合について考察し、この場合は水平以上のすべての外界
の像ができ、一回反射の像の半径のみ水が入っていない時より小さくなることが分かった。
これらによって透明半球が多重構造に見える現象は解明できたと思う。



21JPSA-21 Y 系超伝導体の作製とその特性検証　 
  ～金型の加工・作製から～
国立有明工業高等専門学校　代表者：坂口ももか
共同発表者：大渕しいな，熊谷千尋，中垣拓望

Y 系超伝導体というものを初めて耳にし、私たちが YBCO を作ることができるのか、ま
たそれはどういう特性をもっているのか、すごく興味をもったためこの研究を行いたいと
思った。YBCO の作成方法はある程度すでに確立されているが、金型の作製から作成する
ことは新しい試みであると考え、取り組んだ。
研究方法としては、まず、金型を直径 3cm で加圧できるように設計し、SUS304 での金型
の製作を行った。その後、Y2O3、BaCO3、CuO をモル比で 1：2：3 になるように計算を行い、
電子天秤で秤量した。90 分間、120 分間それぞれ混錬をし、手動の油圧ポンプで 20MPa、
10 分間加圧後、900℃で 2 時間の仮焼きを行った。ペレット状になった試料を再び 90 分間、
120 分間で混錬を行い粉末にし、20MPa、10 分間加圧後 930℃で 18 時間本焼きを行った。
出来た超伝導体のマイスナー効果が確認したのち、室温から冷却していき四端子法を用い
て電気抵抗の温度変化を測定した。
金型を設計、作成するところから、YBCO を作成することができた。作成した超伝導体は
マイスナー効果を確認することができ、臨界温度を測定し、電気抵抗が 0 になることを確
認できた。
今後の展望としては、超伝導反応を示さなかった試料と、超伝導反応を示した試料のどこ
が異なるのか、走査型電子顕微鏡を用いて具体的に調べ理由を明確にしたい。マイスナー
効果を長時間示すことができる試料を作製するために試料自体の重さや混錬時間、焼結時
間など実験の条件を変えながら試料を作りたい。さらに、劣化して超伝導現象が確認でき
なくなった YBCO を再利用する研究も行いたい。

21JPSA-22 陽極酸化被膜の応用　その２　～他金属への応用～
秋田県立本荘高等学校　代表者：佐々木陸
共同発表者：池田貴洋

　この研究は、アルマイトを着色した際の着色範囲の制御、アルミニウム以外に陽極酸化
被膜ができる金属の探求の 2 つを最終目的とし、今回は実験の時の金属板を変えてアルミ
ニウム以外の金属板で陽極酸化被膜ができるのかということについて実験した。
　今回使用した金属は銅、鉄、ニッケル、真鍮、鉛、亜鉛でアルミニウムを使ったとき同
様に電気分解をした。その結果、どの実験でも陽極側の金属板から酸素、陰極側から水素
が発生した。鉄は電気抵抗値に変化が無かったことから実用的な酸化被膜ができなかった。
銅 ･ 鉛はアルミニウムと違う点があったが不導体の被膜ができた。しかし、色素溶液中に
浸すと、結晶が溶けたため実用的ではないと言える。ニッケルはアルミニウムと似た反応
があったが、アルミニウムとは違い、導電性の変化が無かった。亜鉛は不純物が電気分解
の時に出てきた。そのため、これも実用的ではないと言えるだろう。
　これらの結果から不導体ができなかったわけではないが、アルミニウムほど、陽極酸化
被膜に適している金属は無かったと言える。しかし、ニッケルはアルミニウムと似ている
ため、アルマイトとして代用できる可能性は高い。

21JPSA-23 チタン酸バリウム系セラミックスの作製と評価
静岡県立清水東高等学校　代表者：菅野之矩
共同発表者：竹内直明，寺尾萌里乃，永田慎一，熊澤亮雅

　圧電効果とは、電圧を印加すると結晶が変形し、逆に力を加えると、結晶表面に電荷が
生じる性質である。圧電セラミックスは医療分野の超音波診断などに幅広く利用されてい
る。BaTiO3 は鉛フリーの圧電材料としてよく研究されてきた。しかし、室温付近での相
転移の存在により物性が温度に依存する問題点が生じる。Ba から Ca への置換が室温付近
の転移温度を下げ、材料特性の温度依存性を改善する効果が報告された。われわれは Ca
の置換効果に注目し、Ca 置換量のセラミックスの物性に及ぼす影響を調べた。本発表で
は調べた結果について報告する。
　本校の設備を使って固相反応法による (Ba1-xCax)TiO3 セラミックスの作製方法を確立し
た。その結果、1160℃の比較的低い焼結温度で相対密度 90％を超えたセラミックスを作
製することができた。また、その焼結温度で Ca 置換量の限界が約 12% であることも分かっ
た。
　静岡大学の装置を利用し、室温における結晶相及び格子定数、微細構造、誘電率の温度
依存性、電気分極、電場誘起歪みなどを調べた。その結果、チタン酸バリウム系セラミッ
クスにおいて一般に報告されている結果と比べて、相図では類似した結果が得られたが、
正方晶の a 軸が伸び、c 軸が縮むことやキュリー温度の低下や斜方晶 - 菱面体晶の相転移
温度の上昇という点で違いが見られた。それらの違いは試料の結晶性に関係すると推測し
ている。

21JPSA-24 分子間力を持つ非理想気体の状態方程式の 
  シミュレーション解析
私立国士舘高等学校　代表者：森介知

理想気体では、圧力 P、体積 V、物質量 n、温度 T に対して PV=nRT というよく知られ
た状態方程式が成り立つ。これは相互作用のない分子で構成される気体に対しては正しい
式であり、希薄で低密度の気体によく使われる。一方、分子間力の影響を無視できない気
体に対する状態方程式は、この式からずれが生じることから、そのずれは分子間力の情報
を含んでいると考えられる。したがって非理想気体の状態方程式を調べることで、分子間
に働く力の情報が間接的に得られる。本研究では、あらかじめ分子間力として特定の形を
想定した上で分子動力学シミュレーションを行い、その結果から状態方程式を割り出し、
分子間力の形と状態方程式との対応づけを行った。分子間力（ポテンシャルの形で与えた）
として考えたのは、剛体球ポテンシャル、井戸型ポテンシャル、レナード = ジョーンズ型
ポテンシャルである。それぞれに対してシミュレーションを行ったところ、剛体球ポテン
シャルは気体の体積を変える効果（体積排除効果と呼ばれる）があることが明らかになっ
た。残る２つのポテンシャルは、いずれも状態方程式のビリアル展開とよばれる手法で説
明がつく結果となった。以上の研究により、状態方程式が理想気体のそれからどのように
ずれるかを調べることで、分子間力（分子間相互作用ポテンシャル）の情報が間接的に得
られることが明らかになった。

21JPSA-25 「水を吸うプラスチックの秘密に迫る！」
福岡市立百道中学校　代表者：宮岡玲奈

一般的には、紙おむつやおしっこシート等の製品に『高吸水性ポリマー』が利用されてい
ることが知られています。私は、『高吸水性ポリマー』が水を自重の約 300 〜 500 倍吸収
するということを知った時、吸水率の幅の広さに疑問を感じました。
本研究では、その『高吸水性ポリマー』を使用して 4 種類の、組成の異なる水を吸収させ
るという実験を行います。
組成の異なる 4 種類の水を『高吸水性ポリマー』0.1g の上からシリンジ ( 注入型計量容器 )
で一定量垂らしてそれぞれの水を吸収していく様子を試験管とシャーレを用いて観察、比
較します。
その結果、水に含まれる組成によって吸収率が違うということが分かりました。

21JPSA-26 分粒現象に関する研究（５） 
  ～水平回転円筒中の分粒と混合～
国立高知工業高等専門学校　代表者：橋本龍朋
共同発表者：中山昌勲，青野恵莉，岩本拓巳

　水平回転円筒中に封入された粒径の異なる 2 種類の混合粒体は、ある条件下で、紐状分
離、帯状分離を経て、数日かけて完全に分離する。この現象は 1939 年に Y.Oyama 氏によ
り報告されて以来、混合（回転）操作が分粒を引き起こす謎の解明に様々な研究が積み重
ねられてきた。私たちの先輩は自作の装置で得た長時間観測データを基に、独自の解析手
法を用いてモデルを提案、数値解析を通して典型的な分粒機構の理解を深めた。
　本研究では、回転円筒中で典型的な分粒現象が起こる条件について、観測結果を基に考
察を行う。混合（回転）操作が分粒を引き起こさないという（当たり前の）領域との線引
き作業である。粒径比をメインに、2 種類の粒子の混合率、円筒菅の大きさの 3 つの条件
を変化させ実験を行った結果、以下の事が明らかになった。
　（１）①粒径比が 2 倍程度より小さい場合は、回転軸に沿った紐状分離まで観測される。
　　　  ②粒径比が数倍程度の領域においては、紐状分離を経て帯状分離まで出現する。
　　　 ③更に粒径比が大きくなると、分粒は起こらない。
　（２）大粒子の割合を増やすと、分粒し易くなる。
　（３）円筒菅の大きさを大きくすると、分粒し易くなる。
　これらの実験結果は、混合（回転）操作が“分粒と混合のどちらを選ぶか”の線引きの
方向性を明らかにした。今後は観測データの蓄積とモデルの提案を目指している。

21JPSA-27 打撃によって形成されるケイ砂層の表面模様について 
奈良県立青翔高等学校　代表者：大野慎平
共同発表者：豕瀬恵哉，植田友也，東原輝明，岸田和樹，岸田祐季，木根正志，辰谷優斗

私たちは、タッパーケースに敷きつめたケイ砂にケースの底から打撃を与えたとき、ケイ
砂層の表面に小さな砂山群が形成され、ヒョウ柄のような模様が瞬間的に現れることを偶
然発見した。この不思議な模様がなぜ形成されるのか探究した。その結果、模様の形成に
は空気中を伝わる音の震動よりも、ケースの底の振動が大きくかかわっており、ケースの
底の定常波による砂の移動や循環によって模様が形成されることがわかった。さらに、砂
が押し上げられることによるケイ砂の間の空気の流れにより模様が形成されることがわ
かった。 

21JPSA-28 目指せ氷点下！　－ペルチェ効果による低温生成の探究－ 
  Toward the sub-zero!　－ Research of low temperature  
  generated by the Peltier effect －
愛媛県立伊予高等学校　代表者：野﨑祐樹
共同発表者：志賀皓太，鶴岡大輝，土山拓実

ペルチェ素子は直流電流を流すと一方の面が吸熱し、もう一方の面が発熱する半導体素子
である。素子に流れる電流が大きいほど両面の温度差が大きくなるが、一定値以上の電流
を流し続けると発熱側の熱が吸熱側に回ってしまい素子全体が高温になる。また、複数枚
の素子を直列に接続すると素子の内部抵抗により、回路全体に高電圧をかけても大きな電
流は得られなくなる。以上のことより、素子は並列に接続して素子一つ一つに流れる電流
を大きくする、素子の接触面や冷却方法の工夫をする、素子の組み方や電流の大きさ、電
流を流すタイミングの変更などで低温を生成できるのではないかと考えた。
本研究は、限られた枚数のペルチェ素子を用いて低温を生じる条件を確立することが目的
である。１．素子の接触面の処理、２．ヒートシンクの冷却方法、３．素子の組み方、４．
電流値、５．電流を流すタイミング、６．吸熱面の温度分布の条件を変更して素子表面の
温度を測定し、低温を得られる最適な条件を求めた。その結果、低温を維持するには、接
触面の密着、発熱面の冷却、１A 程度の電流で扱うことが重要であることが分かった。接
触面にグリスを用い、氷水の流水で冷却するアルミ製ヒートシンクに素子３枚を重ねた装
置を組み、電流を各素子 1.0A から冷却状況を見ながら電流値を大きくしていき 2.0A の時、
-14.1℃の最低温度を記録した。

21JPSA-29 電離放射線の効果的な防護
東京都立戸山高等学校　代表者：新藤恒樹
共同発表者：武居迅汰，小泉彩芽，中島柚季，吉田奈由

私たちの班は電離放射線の効果的な遮蔽を目的として研究を進めた。放射線の中でも比較
的透過力の強い γ 線は、電磁場の一種である。そのため光と同じ性質を持っていると考
え、水溶液などによって屈折させることができるのではないかと考えた。そして、屈折に
よって γ 線を狭い範囲に集めることができるのではないかと仮定した。普通、γ 線を遮
蔽するためには分子が大きく、分子量が多い物資が効果的であるとされているが、そういっ
た物資は質量が大きいため設置や運搬の際大きなコストがかかってしまう。そのため、γ
線の屈折を利用することで γ 線を狭い範囲に集め、その範囲だけを重い物質で守ること
ができれば、重い遮蔽物の削減につながると考えた。今回は 9 種類の水溶液を用意し、そ
れぞれにつき量を 5 〜 40mm に変えて、その中を通過した γ 線をの量を測定した。また、
理論式を用いて水溶液を通過したあとの γ 線の理論値を求めた。その理論値と、実際の
実験で得られたデータを比較して屈折の関係について考察を行った。



21JPSA-30 宇宙線が地表に届く確率
国立名古屋大学教育学部附属高等学校　代表者：寺島悠登
共同発表者：楠畑天音

　昨年、私たちはミュー粒子 の平均速度、平均寿命から求められる平均飛行距離は、相
対論的効果を考慮しても 6570m で地表から大気上層部までの 距離 10000m より小さい。
そこで、ミュー粒子の速度を固定し、地表に対し鉛直である時の地表到達確率を求めた。
　本研究では Belle Plus でのミュー粒子の速度測定実験で求まった時間の分布と、ミュー
粒子のエネルギーロスから地表到達確率を考えた。実験に用いた器具はシンチレータ、光
電子増倍管、オシロスコープである。シンチレータはミュー粒子の入射によってシンチレー
ション光を発する物質である。光電子増倍管はシンチレータから移動した光子を光電効果
で電子に変換しより大きな電気信号として検出する機器である。オシロスコープは入力さ
れた信号の電圧の時間変化をディスプレイに表示する機器である。
　２本のシンチレータは地面と平行に置き、上のシンチレータと下のシンチレータの距離
は 1.4m とした。ミュー粒子が上のシンチレータを通過してから、下のシンチレータを通
過し終えるまでにかかった時間を求め、ミュー粒子の速度を求めた。得られたミュー粒子
の飛行時間の分布から速度の分布も分かり、ミュー粒子の全速度の地表到達確率を求める
ことができた。

21JPSA-31 宇宙線の運動量測定に適した霧箱の製作
国立名古屋大学教育学部附属中・高等学校  　代表者：長瀬慎弥
共同発表者：工藤陸，吉松朋希，岡田彩花，時野加奈子，松田顕

　霧箱を磁場中に置き、飛跡の曲がりから宇宙線の運動量を測定することを目標とした。
本プロジェクトの先行研究で製作した霧箱（以下、前霧箱）は大型であり、磁場をかける
ために必要なヘルムホルツコイルが大きくなりすぎてしまう。また、前霧箱は飛跡を観察
できる方向が上方からに限られていたため、主に水平方向から入射する宇宙線しか観察で
きない。しかし、宇宙線の強度は天頂方向が強いので、前霧箱では長時間の観測が必要に
なってしまう。 
　これらの点を改善するため、比較的小型であり、水平方向からの観測窓を設けて鉛直方
向の飛跡を観察できる霧箱を製作した。 

21JPSA-32 静止摩擦係数が生じる要因
岡山県立総社高等学校　代表者：津島澄人
共同発表者：藥師寺美聖

物理チャレンジ 2015 の第１チャレンジ実験課題が「摩擦係数」だった。私は，まずはじめに，
物体に対してサンドペーパーの目の粗さを変えて静止摩擦係数を測定する実験を行った。
私は，触った時にざらざら感が強い，サンドペーパーの目が粗い方が値が大きくなると思っ
ていた。しかし，どの目の粗さでも静止摩擦係数の値がほとんど一定になる，という驚く
べき結果がでた。なぜ，静止摩擦係数がほとんど同じになったのか，非常に興味を持ち，
詳しく調べたいと思った。本研究の目的は，静止摩擦係数はどんな状態 ･ 状況に影響され
るのかを調べ，それらを明らかにし，サンドペーパーの目の粗さを変化させても物体との
静止摩擦係数がほとんど一定だった理由を明らかにすることである。その結果、静止摩擦
係数は，接触面積には依存しないことを明らかにした。このことから，当初，不思議に感
じた静止摩擦係数がサンドペーパーの目の粗さに依存しないという原因を突き止めること
ができた。また、材質間の表面の凸凹によるかみ合いの程度が大きいほど静止摩擦係数は
大きくなることを見いだした。さらに、かみ合いが小さいときに，材質同士のかみ合いと
は別に材質の種類によって決まる静止摩擦係数が存在することを見いだした。

21JPSA-33 球体／レール間の様々な摩擦係数（第 1 報）
私立札幌日本大学高等学校　代表者：塩野隼也
共同発表者：佐藤解

　本研究は、球体が回転せずにすべっているときの摩擦係数、球体が回転運動をしている
ときの摩擦係数、及び球体が回転し始めるときの摩擦力（これらをそれぞれ、すべり摩擦
係数、転がり抵抗係数、及び回転運動における最大摩擦力と呼ぶ）の測定法を確立するこ
とを主な目的とした。特に、鋼球の直径と回転運動における最大摩擦力、すべり摩擦係数、
転がり抵抗係数との関係に注目して実験を行った。その際、ハイスピードカメラにより、
球体の運動を確認しながら測定条件を決めた。すべり摩擦係数は球体の種類によって大き
な差が生じたが、球体の直径による有意差はみられなかった。鋼球の転がり抵抗係数は直
径と共に増加する傾向がみられ、直径に依存すると考えられる。転がり抵抗係数はすべり
摩擦係数の約 1/50 と小さい。また、回転運動における最大摩擦力の測定結果から、直径
の大きな鋼球ほど回転運動をし始めやすいことがわかった。

21JPSA-34 慣性力を用いた加速度計の作成について
宮城県仙台第三高等学校　代表者：海老健太郎

　物体の速さを求める時に変位を移動時間で割るが、物体の速さが一定でないと平均の速
さになってしまう。しかし瞬間の速さが必要な時もあるので、自動車や列車には速度計が
搭載されており、瞬間の速さを知ることができる。同じように加速度も物体の加速度が一
定でないと平均の値となってしまう。加速度計を作成すればその瞬間の加速度を知ること
ができる。そこで私は実際に加速度計を作成して精度を調べて実用化が可能かを検討した。
実験では振り子を使って加速度計を作成した。加速度が 0.50m/s2 、1.0m/s2 、1.5m/s2 の
時で振り子の傾きを計算で調べてそれぞれの傾きの時の糸の位置に目盛を書き入れて加速
度計とした。作成した加速度計を力学台車に乗せて目盛に合わせて加速させ、測定結果か
ら v-t グラフを作り、理論値と比較した。
　結果、グラフはほぼ理論値と一致していた。よって振り子を使った加速度計は可能だと
言える。しかし力学台車が走行している状態から急に止めた時、振り子が振動してしまっ
て力学台車が静止しているのにいろいろな値を指してしまうことや、力学台車が揺れると
糸が加速度計と接触して正しい値を指せないことがあるなどの問題点があることがわかっ
た。今後はそれらを解決し、また振り子以外の方法でも加速度計を作成していきたい。

21JPSA-35 籠の構造と強度について
国立広島大学附属高等学校　代表者：茅田善生
共同発表者：藤川理沙子，光野舞，村上詩歩

私たちの暮らしに身近にある「籠」の面が，災害時に耐震性の高い住宅の壁などの建材と
して役立つのではないかと考え，この研究を始めた。籠の強度を決める要因として，用い
る素材の強度と，編み方に注目し，素材のたわみが小さいほど，静止摩擦係数が大きいほ
ど，編み幅が小さいほど，籠の強度が増すという仮説を立てた。　
まず実験 I，II では素材の摩擦力を測定した。素材によって静止摩擦係数が異なり，特に
ペーパークラフトは重ねる角度の違いや湿度の影響が大きいことがわかった。さらに実験
III で編んだ面から，素材を引くぬく時の摩擦力を測定したところ，実験 I，II よりも大き
な力が必要であることがわかった。また実験 IV では，素材に荷重をかけ，たわみを測定し，
素材ごとの強度を調べた。用いた素材の中ではペーパークラフトが最も強度が大きく，ま
た素材の幅によっても変化することがわかった。実験 V では，編み方，素材を変えて編ん
だ面に荷重を加え，たわみを測定した。すべての素材，編み方において四つ目編みの強度
が１番大きく，さらに最も幅の大きいペーパークラフを用いたものが最も強度が大きいこ
とがわかった。
以上より，仮説について素材自体のたわみが大きく素材の摩擦が小さいほど編んだ面の強
度が小さいということが実証された。しかし編み幅については強度に影響を与えていない
ことがわかった。これは編み幅ではなく，編んだ面に生じた隙間の面積が強度に寄与して
いるのではないかと考察し，今後の課題とした。

21JPSA-36 糸の長さの変わる円錐振り子
私立市川高等学校　代表者：守尾直輝
共同発表者：十河篤史

本研究では、軸となる棒に糸が巻き取られながら回転する円錐振り子の動きについて、そ
の動きのメカニズムについて解明することを目的としている。通常の円錐振り子と違い、
支点の位置や、糸の長さが常に変化しながらの動きである。円錐振り子の動きを数式で表
すために、上から見た様子と横から見た様子の２つに着目して考えた。上から見た図につ
いては糸の先端のおもりの角運動の変化について調べた。これらの論理的な考察と、実験
で得たデータと理論値を比較して、研究を進めた。実験では、上と横にそれぞれカメラを
設置し振り子運動の様子を撮影した。撮影された映像をもとに、角速度のおおよその値を
求めた。その値をグラフにまとめた。次に角速度 ω を理論的に求めた。φ が最も開いた
状態を t=0 とし、⊿ t 秒間での、棒が糸を巻き取る長さに着目することで求めることがで
きた。すると、1 / ω = 1 / ω0 − 2r0t / ℓsinθ という ω の関する式をえることができた。
この数式をまとめたグラフと実験値のグラフを比べると、非常に近い値であったことがわ
かった。数式では、ボールに重さはあるが、大きさはないものとして扱っている。また、
空気抵抗や糸の太さも無視して計算している。また、数式の途中過程では、近似値計算を
している。
ここまでの研究で、上から見た二次元的な動きについてまとめることができたので、今後
は横からみた φ や h と物体の動きの関係について調べていく。この二つの変化に関する
数式を得ることで、この特殊な円錐振り子の動きを完全に数式で表せると考えられる。

21JPSA-37 ボールのバウンド数　理論
山口県立宇部高等学校　代表者：弘中祐希
共同発表者：園田慧，古谷健児

本研究では、次のゲームにおけるボールの跳ねる回数の最大値と、それを与える投げ方を
求めることを目的とする。ボールを等間隔に並んだ机の上でどれだけ連続して跳ねさせら
れるかを競う。ボールは手前の机から順に１回ずつ跳ねるものとする。ボールが跳ねるべ
き机の上面以外にあたった場合（床に落ちる、ひとつの机で２回跳ねるなど）はゲーム終
了とする。机の幅を a、机と机の間隔を b、１番目の机の手前の端から１回目のバウンド
までの距離を c、ボールの反発係数を e(0<e<1)、k 回目のバウンドから (k+1) 回目のバウン
ドまでの距離を Dk、はねる回数を N とし、n=N − 1 とする。ボールは質点とみなし、空
気抵抗・摩擦は無視する。まず、斜方投射の式、斜衝突の式を用いて、ボールが一回目に
跳ねる条件、k 回目に跳ねたとき、(k+1) 回目にも跳ねる条件を求める。ここで、後者は
f(k) ≦ D1 ≦ g(k) の形に表される。次に、f(k)、g(k) のグラフを用いて、D1 は g(k)（k は自
然数）の最小値とすればよいことを示す。そして、グラフの平行移動を利用して、c=0 で
あるような投げ方の中に、回数 N の最大値を与える投げ方が存在することを示す。以上を
もとに、k0,N,D1 を求めるプログラムを作成し、実行する。すると、数値に規則性がみら
れたので、e ≒ 1 のとき、近似的にその規則性が成り立つことを条件つきだが確認した。

21JPSA-38 紙の繊維が引張強度に与える影響に関する研究
富山県立富山中部高等学校　代表者：霜野稜悠
共同発表者：山田和輝

　一枚の紙を、どんな形にでもいいから道具を使わずに二分割しなさいと言われたらどう
するであろうか。ほとんどの人は破って分けるに違いない。わざわざ引っ張って分ける人
はいないであろう。これは紙が引っ張りに強いということを生活の中で知らず知らずのう
ちに体験しているからではないだろうか。
　一般に紙には繊維の方向というものがある。繊維の方向に引っ張ると、紙は最も強くな
り、なかなか切れない。私達はまず、この事実をあえて体感してみることにした。装置を
工夫し、本当に繊維方向に引っ張るとなかなか切れないのか確認する作業から実験を開始
したのである。この実験では A4 サイズのコピー用紙で繊維方向と、繊維と直角方向にそ
れぞれ細長い短冊を作り、これらに張力を加えていき、切れたときの張力を測定した。結
果は切るまでに繊維方向が繊維直角方向に比べ約２倍の張力を要するというものであっ
た。
　さらにこの実験を発展させ、いくつかの実験を行ったところ、やがて紙がもつ一つの性
質をあぶり出すことができた。この性質を説明するために構造力学の力を借り、紙内部に
生じる「すべり面」の概念を導入したところ、紙の繊維が果たす「ある役割」を明確に表
現することに成功した。紙の繊維は「この役割」を果たすので、繊維方向に引っ張られる
となかなか切れないのであると結論付けられた。



21JPSA-39 ガウス加速器における透磁率と射出速度の関係
福井県立若狭高等学校　代表者：谷口貴啓
共同発表者：浅妻大樹，川上諄也

ガウス加速器の理論において、射出球の運動エネルギーは入射球が磁石と衝突したときに
持っているエネルギーと射出球の磁石による位置エネルギーの差であると考えられている

［1］。そこで私たちは昨年、射出球を磁石による位置エネルギーの影響を受けにくい透磁
率が低い球に変えた場合、射出速度は透磁率が高いものに比べ速くなるのではないかと考
え実験を行った。球は透磁率の高いカーボン球と透磁率の低いステンレス球を用いた。結
果は、我々の予想と反し、透磁率の高いカーボン球の射出速度のほうが速かった。しかし
ながら、どの先行研究を見てもこのような結果に至った理由を見つけることができなかっ
た。そこで今年度は我々独自の方法で詳細なデータを測定した。実測されたデータと理論
値を比較し、その差異からこの現象について考察した結果を報告する。
[1]「ガウス加速器における仕事とエネルギーの測定」牧原義一　杉本佳隆
www.crc.mie-u.ac.jp/seeds/pdf/20100108-133115_kenkyu1.pdf

21JPSA-40 跳ね返るシャトルコック
愛知県立刈谷高等学校　代表者：堀池由朗
共同発表者：加藤泰成，大村洸翔

本研究では、シャトルコックがどのようにして向きを変えているのかという疑問を解決す
るために、一定の力で打つことができるシャトルコック打撃装置を制作し、実際にシャト
ルコックを打ち、その向きが変わる様子を撮影し、観察した。結論として合成樹脂のシャ
トルコックは羽毛のものより早く回転し、打たれる瞬間の向きが軌道と速さに関係してい
ることが分かった。4 種類のシャトルコックの向きが変わる様子を比較した。また打たれ
る瞬間のシャトルコックの向きで先端が下を向いているものと、ガットを向いているもの
になるようにした。撮影した映像から連続合成写真を製作した。これらからシャトルコッ
クの先端が回転し、最初に速度の方向を向くのにかかる時間を算出した。また画面上を通
過する時間も算出し、比較した。連続合成写真からシャトルコックが急激に減速している
ことが確認できた。最初に速度の方向を向く時間はシャトルコックの種類によって異なっ
ていることが分かった。これらの差異の原因として、シャトルコックの重量や羽の質、接
着剤による強度の違いなどが関係していると考えた。

21JPSA-41 板にできるクラドニ図形について
私立本郷中学校・高等学校　代表者：岸本大輝
共同発表者：榎本宗一郎，赤松豪，高橋拓実，原田大希，丸地孝征

　「クラドニ図形」とは、板や膜などの物体が固有振動をしているときに現れる節線が作
る幾何学模様のことである。スピーカーなどから与えられる振動で固有振動をしている板
に塩や砂などの細かい粒子をばら撒くと、振動で弾かれた粒子が振動していない節に集ま
るため、節線の形を見ることが出来る。また、板に与える振動数を変えることで出来るク
ラドニ図形は変化する。 
　我々は板におけるクラドニ図形について、板の条件を変えることで、好きなクラドニ図
形を発生させたいと考え、板の条件と発生するクラドニ図形のパターンの関係について調
べてきた。 
　以前までの研究では、板の形を正方形に限定し、「一辺の長さ」「厚さ」「材質」を変え
たとき、クラドニ図形はどう変化するかについて調べた。その結果、「一辺の長さ」「厚さ」
を変えても出来るクラドニ図形は変わらないということと、「材質」を変えたときは板の
材質によって、異なるクラドニ図形が発生したりすることがあるということが分かった。 
　それをもとに今回の実験では、板の材質をプラスチックに、厚さを 1.0 mm に限定し、
板の形状を変えて、出来るクラドニ図形を観察した。その結果、円形の板で中心に向かっ
て切れ込みを等間隔に入れた場合、出来る模様はおおよそ３つのパターンに分けられると
いうこと、正多角形の場合は、正三角形を除き、振動数を変えることで一定の規則に従っ
て模様が出来るということが分かった。 

21JPSA-42 ラトルバックの反転運動　—単純化した形状での再現—
国立神戸大学附属中等教育学校　代表者：神﨑皓介

本研究では、ラトルバックの反転運動に注目して、簡略化した形で同様の反転運動を起こ
す条件はなにかという問いを立て、実験を通して研究した。カヌー状のコマを木で作成し、
錘を乗せて左右に回転させた。錘の位置を変えて実験した結果から、反転運動が起こるた
めの錘の位置の条件を見出した。

21JPSA-43 空気砲から出る渦輪の応用利用について
宮城県仙台第三高等学校　代表者：佐藤航輝

　私は昔あるテレビ番組で、でんじろう先生の空気砲の実験を見て空気砲に興味を持った。
調べてみると、空気砲から出る空気の塊のことを渦輪と言うことが分かった。そして、渦
輪には空気の塊を維持し、空間内をほぼ直進するという性質を持っていることも分かった。
私はこの特徴を活かして何かに利用できないかと思い、既知の知識より、空調機器への利
用が最適ではないかと考えた。そしてそれを目的に研究を始めた。先行研究では、渦輪を
用いた空調の既存の空調に対する優位性や、渦輪の最適な射出間隔、渦輪の性質を調べて
おり、渦輪には空調への応用が可能であることが分かっていた。そこでさらに空気砲を用
いた空調の能力を調べるため、空気砲と対象物の距離と対象物の温度変化の関係を調べた。
また原点に戻り、ヒーターによって与えられた熱量と対象物周辺に与えられた熱量を測定
結果から算出し、その効率を調べた。結果として、空気砲を用いた空調は有用性はあるも
のの、射出されてすぐの段階で急激に冷やされたり暖められたりするなど、まだまだ効率
が悪いことが分かった。したがって、これからはその効率を上げる方法を考えていきたい
と思っている。

21JPSA-44 マイクロバブル発生に適した条件の解明， 
  およびマイクロバブル水の性質について
国立広島大学附属高等学校　代表者：金澤圭祐
共同発表者：湯川恵介，吉村宙，宮本勇人，角健太郎

近年マイクロバブルは様々な領域で研究，実際への応用がなされている１），２）。そこで
私たちは，どのような条件下で，どんなマイクロバブルができるかについて，基礎的な研
究を行うとともに，マイクロバブルによる抵抗低減効果について実験を行った。
マイクロバブルの発生にはいくつかの方法があるが，私たちは気液 2 相流旋回法を参考に
して，電動ミキサーを改造した装置を使用して発生させた。また，塩化ナトリウム水溶液
を用い，その濃度や温度をコントロールするとともに，電動ミキサーによる撹拌時間を変
えて実験を行い，発生するマイクロバブルのようすを観察した。その結果，塩化ナトリウ
ムを使用すると，純水の場合よりもはるかに微細で多数のマイクロバブルが発生し，長時
間持続すること，また，高濃度・低温度の条件でも同様の結果が得られることがわかった。
次に，マイクロバブル水中で小球を落下させる実験を行い，上記の効果について考察した。

21JPSA-45 2 次元平面内での紙飛行機の運動に関する研究
岡山県立岡山朝日高等学校　代表者：沼本真幸
共同発表者：高田将睦，安藤貴政

本研究では、直線上を飛行する紙飛行機の軌道を非常に微小な時間ごとの変化を足し合わ
せることによって計算するプログラムを開発し、その正確さを検証実験によって証明した。
そして、そのプログラムを用いて、現実には実験できないような条件内での紙飛行機の振
る舞いを計算し様々な新しい知見を得た。具体的には、水平尾翼を持った一般的な紙飛行
機の速度は、発射された瞬間からその紙飛行機固有の速度へと収束し、その収束した速度
での飛行が、紙飛行機の性能を顕著に示すことを明らかにした。さらに、その力のつりあっ
た状態での滑空比と揚力係数、抗力係数との間にある関係を 3D グラフで表現し、揚力係
数が大きく、抗力係数が小さいほどに滑空比が大きくなることが分かったが、主翼の揚力
係数が抗力係数との兼ね合いによって決まる上限を超えると、速度の収束が消滅し、自ら
を不安定な状態へと変化させていくことが計算によって示された。また、この現象は折り
紙飛行機などでもよく見られるものであるということが推測された。これらの成果から、
滑空比を上げることのみが性能を表すのではないということがいえる。そこで我々は、新
たに安定性を評価する数値として、飛行中の速度の標準偏差を導入し、滑空比のグラフと
重ね合わせることによって、もっともバランスのとれた紙飛行機とは何かについて追及し、
最終的には、具体的な機体での、最適な揚力係数、抗力係数の関係を数値で表現すること
に成功した。

21JPSA-46 パラシュートの安定性について
岩手県立水沢高等学校　代表者：髙橋恒樹
共同発表者：寺村壮玄

　普段私たちはパラシュートを目にすることは少ない。近年宇宙からの大気圏再突入での
ブレーキシステムとして注目されていることを知った。しかし、パラシュートは思うよう
にコントロールできない。そこでパラシュートが、目的の場所に安全に正確に着地できる
条件を実験で探究した。
　実際に落下させるとパラシュートの形や大きさ重さ材質、落下する高さなどにより、落
下の位置が変わり法則性がないように思われた。具体的には、落下距離ｈ、落下時間ｔ、
水平方向のずれの距離ｘ、ｙの関係が、パラシュートが回転することもあり明確でなかっ
た。そこで我々は、水平方向のずれ速度ｖとパラシュートの縦方向の深さｄの関係を実験
で調べ次の関係式を得ることができた。
　　v=0.8841e-11.46d　
この式は、パラシュートの回転あるなしにかかわらず成り立つと考えられる。
この関係式から、目的の場所に正確に着地するには、同じ空気抵抗係数のパラシュートの
場合、深さを大きくすることがよいと考えられる。

21JPSA-47 鹿威しで計測する流量率の大きな揺らぎ
京都市立堀川高等学校　代表者：山田健太

鹿威しの振動間隔は，流れ込む水の流量率が一定でないと，揺らぐ．流量率を酔歩粒子の
速度とみなし，鹿威しの水受けが満水になるまでの時間を酔歩粒子の初通過時間とみなす．
これにより，流量率のレート関数を，流量率の瞬間値とその粗視量の分布を必要とする定
義に従った計算ではなく，上述の初通過時間分布から間接的に求めることができる．コイ
ン投げの大偏差統計に従うような流量率を例題として取り上げ，この手法を説明する．

21JPSA-48 よく飛ぶ紙飛行機の構造研究
国立神戸大学附属中等教育学校　代表者：柏木良太

　本研究では、どのような紙飛行機がよく飛ぶのか実験を行い、一番よく飛ぶ紙飛行機を
考えた。実際の飛行機が飛ぶためには、飛行機の質量や素材・飛行機の大きさ・翼の形・
翼の角度・重心位置という 5 要素が大切であるということが知られている。その 5 要素を
紙飛行機で変化させ、実験を行った。また、実験前に「紙飛行機がよく飛ぶ」とは、「飛
行距離が長い」と定義した。なぜなら、飛行距離は実験で容易に計測が可能であり、実機
で考える時も一番参考資料になると考えたからである。
　結果より、一番よく飛ぶ紙飛行機は、A5 のコピー用紙をデルタ飛行機という折り方で
折り、上半角を 20 度、重心位置を 9cm にしたものだと言える。

21JPSA-49 液面をすべるしずくについて
茨城県立竜ヶ崎第一高等学校　代表者：蕪内涼太

本研究では、しずくが液面を滑る現象を様々な条件下で観察し、本現象の発生する主な要
因を特定する。さらに、しずくが液面を滑る時間を長くする条件を明らかにする。まず、
滴下する高さや位置を変えてしずくが液面を滑る確率を比較し、実験を行う条件を明確に
した。次に液体（蒸留水）の温度を変えながら実験したところ、低温になると確率が高くなっ
た。このことから表面張力が大きくなると確率が高まると仮定し、濃度を変えた NaCl 水
溶液で実験を行ったところ高濃度（表面張力が大きい）ほうが確率が高くなり、表面張力
の大きいほど、しずくが液面を滑りやすいことが分かった。



21JPSA-50 温度差による竜巻の再現 
  ～人工竜巻装置からみた竜巻発生の条件～
北海道立北海道札幌西高等学校　代表者：及川大輔

今回は、竜巻の発生の条件を絞り込むことを目的として実験を行った。現在、竜巻のメカ
ニズムははっきりしていない。一説では積乱雲の中に上昇気流と下降気流が存在する。そ
して、積乱雲の内部でメソサイクロンと呼ばれる渦が発生したとき、上昇気流によってそ
の渦が立たされることによって竜巻が発生する、というものである。そこで、今回は地表
にあたる部分をホットプレートで暖め、上昇気流を発生させ、その上から冷やした空気を
送風機で送ることで、下降気流を発生させることで竜巻を発生させた。また、冷たい空気
の太さによる違い、回転風の有無について、冷たい空気と暖かい空気の衝突の実験を行い、
より詳しい条件を探った。これらの実験によって、竜巻発生の最低条件は、上空に冷たい
空気、地上に暖かい空気が存在すること、温度差が大きいこと、そして暖かい空気の中に
急激な下降気流が発生し、それが地上に到達すること、回転する風が存在することの四つ
であることが分かった。

21JPSA-51 ダイラタンシーに関する研究
福岡県立小倉高等学校　代表者：遠藤百華
共同発表者：山田春花

　我々は、遅いせん断刺激には液体のように振る舞い、速いせん断刺激に対しては固体の
ような抵抗力を発揮するダイラタンシーという流体について研究している。今回の実験で
は、ダイラタンシーが最も硬化する条件を求めるために、様々な条件下でダイラタンシー
( 水と片栗粉の混合物を用いた ) に物体を衝突させ、物体の運動の様子を距離センサーや
ハイスピードカメラを用いて計測した。ダイラタンシーの濃度を変えて行った実験により、
衝突前後でダイラタンシーの硬さが最も大きく変化するのは水：片栗粉 =8：11 の場合で
あることが分かった。また物体を落とす高さを変えて行った実験では、我々の予想に反し、
落とす高さが高い程物体が沈むのにかかる時間が短くなるという結果が得られた。そこで、
測定結果と自由落下運動の公式を用いて時間毎の速度を求め、ダイラタンシーが物体に与
える力の大きさの変化を計算しグラフを作成したところ、落とす高さが高い程ダイラタン
シーが物体に与える力は大きくなることが分かった。今後、これらの結果をもとに容器に
入れたダイラタンシーの上を人が歩いて渡ることが出来るかどうかを実際に実験する。

21JPSB-1 インターネット望遠鏡を利用した月までの距離・月の 
  2 周期の算出
国立名古屋大学教育学部附属中学校　代表者：伊藤平
共同発表者：木下綾乃

　慶應義塾大学が運営しているインターネット望遠鏡プロジェクトを使った月の観測・解
析の方法について、我々は研究を重ねてきた。本研究では、インターネット望遠鏡を使っ
て月の画像を得た。月の満ち欠けの度合いをコンピュータ上で数値化することによって月
の公転周期や朔望月を求めた。また、横須賀と NY の同時観測より地球の中心をから月ま
での距離を求めた。
　本研究では、地球から月までの距離を約 384900km と求められた。理科年表の値は約
384400km となっているため、かなり良い精度で月までの距離を測ることができた。
　公転周期と朔望月を求めると、公転周期は 27.6 日、朔望月は 29.7 日であった。理科年
表の値は、公転周期は 27.5 日、朔望月は 29.5 日だったので、かなり良い精度で 2 周期を
求められた。また、月の公転軌道の離心率を計算すると 0.0667 となり、理科年表の値 0.0549
に比べて大きかった。これは、満月の時に明るすぎて視直径を大きくとりすぎたことが原
因だと考えられる。さらに、公転周期と朔望月が約 2 日ずれているのは、月が地球の周り
を一周する間に地球が太陽の周りを約 30°公転するため、月と太陽の位置関係が変化し
ているからであると考えた。

21JPSB-2 パラメトリックスピーカーの原理と研究
秋田県立本荘高等学校　代表者：伊東秀磨
共同発表者：佐々木裕都，阿部拓人，畠山杏花，梶原舞

指向性スピーカーの原理は直進性のある超音波に音声情報を乗せ、一箇所にのみ聞こえる
ようにするものである。実験ではスピーカーの聞こえる範囲を調べ、その結果をデータと
してまとめた。音源にはスイープ信号という一定の間隔で周波数が変わる物と音楽を使い、
端によればよるほど音が聞こえにくいという結果となり、指向性があるように感じた。反
射した音の場合でも、音が若干広がって聞こえたりするものの、中心の音が最も大きく聞
こえた音であり、指向性自体は持っているのでは無いかと考えられる。

21JPSB-3 メロディーパイプにおける音の発生について
青森県立八戸高等学校　代表者：野口裕一郎
共同発表者：森岡康太，松坂太一，於本昇

メロディーパイプとは、蛇腹構造を持った長さ約 70cm の管である。この管の中に風が流
れるとその風速に応じて離散的な振動数で音が発生する。本研究では、その音源がどのよ
うなメカニズムで形成されているのかを研究した。発生する音の振動数を調べ、さらにモ
デル実験によって空気の流れの中に蛇腹構造があるときにどのような流れができるのかを
観察した。これらの実験結果をもとにして音源についての理論モデルを二つ考えた。風速
と発生する音の振動数との関係を実験によって求め、そこから導かれる振動数の理論値と
実測値を比較し、理論モデルの妥当性を検討した。空力音による説明をするモデルは実験
結果にかなり近い数値を示した。しかし、もう一つのモデルでは主流速度と対流速度の関
係により理論値の値が決まるため、主流速度と対流速度の関係を実験的に決定する必要が
あった。試行錯誤しながら実験方法を考え、PIV により主流速度と対流速度の比を調べた
結果、二つのモデルには相互に関係があり、一つの現象として音源となっていることが示
唆された。しかし、今回行った PIV 計測はカメラのフレームレートや解像度などの問題
で精度があまり良くなかったと考えられる。今後は、データ数を増やすとともに、設備上
の観点からも計測の精度を上げられるように改善していく。

21JPSB-4 弾性球と非弾性球を用いた落下音の解析
私立福岡大学附属大濠高等学校　代表者：古賀智景
共同発表者：永井美桜，丸田優加

本研究では物体の落下高度と弾性力の大きさを変えて着地時に発生する音を録音し、高速
フーリエ変換 (FFT) を行ってスペクトルに表した。その結果、弾性球は非弾性球に比べて
着地時の音の要素の変化が小さかった。また、落下高度を上げるほどスペクトルを表す波
の山と谷がはっきりした。以上のことから我々は落体の弾性力が大きいほど、着地時に衝
突する速さや衝撃の大きさの変化により受ける着地時の音の要素への影響は少なく、落下
高度が上がるほど含まれる音の要素は減少し、要素ひとつあたりの音量が大きくなると結
論づけた。

21JPSB-5 気柱共鳴管内に音源があると？ 
  ～音源の位置と共鳴点の関係～
北海道立北海道札幌北高等学校　代表者：細川万維
共同発表者：青田あかね，山本沙映

　気柱共鳴管内に音源（イヤホン）を入れると、音源が管の外にあるときよりも共鳴音が
はっきりと聞こえることに気付き、昨年より気柱共鳴と音源の位置との関係について研究
を行なってきた。昨年は音の大きさの変化を調べ、報告した。その後、実験中に、音の周
波数を一定にしたまま管内の音源の位置を変化させていくと、音が最も大きくなる水面の
位置（共鳴点）が変化することを発見した。高校の授業では、波長が変化しなければ、共
鳴点の位置が変化することはありえないので、この共鳴点の移動（共鳴点の変位と呼ぶ）
に興味を持ち、以下の実験を行なったので報告する。はじめに音源の位置を管内で動かし
たときの共鳴点の変位を調べ、実験時の音速と周波数より計算した管内の定常波と照らし
て比較すると、音源が節付近にあるときに共鳴する気柱が長くなり、腹付近にあるときに
短くなるという規則性を発見した。さらに管内で音源を移動させるたびに正確な共鳴点に
水面を合わせ、開口部に固定したマイクで共鳴の音の大きさの変化を調べる実験を行った
ところ、すべての周波数で、音源が節の位置にきたとき音が大きくなり、腹の位置にきた
とき音が小さくなることがわかった。

21JPSB-6 光害に対する意識調査及び光害対策について
兵庫県立龍野高等学校　代表者：麦踏松秀
共同発表者：中村篤志，谷口沙彩

本研究では、過剰な照明等が原因である、天体観測や農作物に悪影響を与える害、光害に
ついて、どのくらいの対策をすれば、満点の星空が見えるのかを求めるために、アンケー
ト作成サービスと SNS アプリを用いた意識調査、夜空の明るさの測定、対策の数値化を
行い、考察を行った。まず、私たちはアンケート作成ソフトと SNS アプリを用いることで、
効率的に意識調査を行った。結果、現状より多くの星が見えることを望む人が多い一方で、
現在それを阻害している光害については知らない人が多く、光害を啓発する必要性がある
ことが分かった。そして、夜空の明るさをデジタル一眼レフカメラ及びスカイクオリティ
メーター (SQM) を用いて観測した。すると、夜空の明るさは、たつの市は
約 18 等級、西はりま天文台では
約 21 等級であることが分かった。
次に、街灯を模した電球と水槽を用いて、光害対策の数値化を行った。その結果、街灯に
覆いを被せた場合、電球の明かりを 24.8% にまで減少させることができた。以上の結果を
考察して計算すると、町全体の街灯に覆いを被せると仮定した場合、約 1 等級、夜空を暗
くできることが分かった。
最後に、私たちは光害に対するアンケートを行っている。こちらの URL(http://goo.gl/
forms/ryX7KdYdIs) から回答ができるので、協力していただきたい。

21JPSB-7 兵庫県中部～南部の白亜紀後期の基盤岩の形成過程（第２報）
   －地域の水害に対する防災に向けての基礎研究－
兵庫県立西脇高等学校　地学部（マグマ班）　代表者：田中愛子
共同発表者：吉良洋美，臼井滉平，竹本周，福島茄奈，北條健太，石井紗智，大城戸琢生，
  岡本恒輝，奥田真奈，久保宏斗，戸田亮河，斎藤龍生，坂本光太，篠田睦生，
  田中朱音，中橋徹，西村和真，村上智

　昨年度、水害を受けた部員を中心に、加古川の氾濫の原因を明らかにするために、西脇
市を中心に東西 20km× 南北 18km の範囲の調査を行った。その後の研究で、昨年度の考
察が誤っているのではないかという疑問を抱いた。誤りを修正し、兵庫県中南部の正しい
形成過程を提示しなければならないと考え、兵庫県を東西 20km× 南北方向に日本海から
瀬戸内海まで加古川−円山川沿いに 160km を歩いて詳細な地質調査を行った。採取した
146 試料全てのモード組成、帯磁率、全岩化学組成の分析を行って地域相互に比較した。
凝灰岩は水底で堆積した構造を持ち、モード組成、帯磁率、全岩化学組成には地域ごとに
ばらつきがみられた。下部の凝灰岩は様々な程度に溶結しており、凝灰岩に含まれる岩片
は、西脇市以南は流紋岩で以北は安山岩である。
　兵庫県に広く分布する流紋岩質凝灰岩は地域によって特徴が異なり、兵庫県の形成過程
を明らかにする指標として有効である。これまで兵庫県中南部は、白亜紀後期の巨大な単
一カルデラ湖底で形成されたと考えられていたが、連続する複数回のマグマ活動があった
ことやカルデラ湖の北限を明らかにし、河川断面図を作成した。
　これまで、広域防災を考える基礎資料として必要な、兵庫県全体を統一的視点で俯瞰し
た詳細な研究は行われていなかった。出版されている兵庫県各地域の地質図を並べても、
岩石境界線がつながらず岩石名も不統一である。現在、本研究の成果を行政に提供し、共
同で住民を水害から守る取り組みを始めている。

21JPSB-8 透磁率の周波数による変化
私立ノートルダム清心学園清心女子高等学校　代表者：勝良葉月
共同発表者：野中麻衣

コイル内に鉄（強磁性体）を入れると、透磁率によってインダクダンスが変化する。その
インダクタンスの周波数依存性を調べることで、透磁率の変化がわかる。透磁率は鉄原子
の向きが揃う割合によって決まる。交流磁場中では鉄原子の向きが揃うのに時間差が生じ
るので、透磁率は周波数によって変化すると思われる。今回は透磁率の周波数依存性を調
べた。
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21JPSB-9 磁石球間及び磁石球／鋼球間における磁気力と距離の関係 
  （第 1 報）
私立札幌日本大学高等学校　代表者：河原林正思

磁気力に関するクーロンの法則によると、磁極間に働く磁気力は磁極間の距離の 2 乗に反
比例することが知られている。これまで磁石球間に働く磁気力及び磁石球 / 鋼球間に働く
磁気力について、磁気力と球心間の距離の関係を高い精度で測定し、その関係式で求めた
報告例はない。そこで、磁石球間及び磁石球／鋼球間に働く磁気力と球心間距離の関係を
調べるため、精度の高い磁気力測定法を確立すると同時に、磁石が球体である場合の磁気
力の性質を明らかにすることを目的とした。磁石球としてネオジム磁石球（10mm）、鋼球
としてクローム球（9mm、10mm、11mm）を用い、磁気量を 1×10-4N の精度で測定でき
る装置を作製した。ネオジム磁石球間の磁気力は、球心間の距離が 15mm 以上では距離の
4.0 乗に反比例する。この結果は、磁気力に関するクーロンの法則から理論的に導かれた
結果と一致する。球心間の距離が 15mm 以下になると、距離の 5.3 乗に反比例し、磁石球
同士が接近すると磁気力が急激に増加する。磁石球 / 鋼球の場合、磁気力は鋼球の直径と
ともに大きくなる。磁石球 / 鋼球の方が磁石球同士よりも、磁気力が距離とともに大きく
変化する。これは磁石球が鋼球内につくる磁場自体が距離と共に変化することに起因する
と考えられる。

21JPSB-10 入射球が磁石球であるガウス加速器の加速メカニズム
   （第 1 報）
私立札幌日本大学高等学校　代表者：市川寛治
共同発表者：三浦健太郎，河原林正思，棧翔之介，遠藤良

　本研究の目的は、ガウス加速器における入射球及び射出球の衝突直前・直後の運動を運
動量保存則及び力学的エネルギー保存則に基づき、定量的に考察することである。入射
球としてネオジム磁石球（10mm）を、射出球として強く磁化されるクローム球（8mm 〜
12mm）及び磁石につかないステンレス球（10mm）を用いた。衝突直前・直後における球
体の運動を、ハイスピードカメラにより解析した。磁気力測定装置を自作し、磁石球間に
働く磁気力と距離の関係を調べることにより、磁気力−距離グラフの面積から入射球の衝
突直前の速度を算出した。本実験で用いたガウス加速器の場合、入射球は衝突直前まで加
速度運動をし、衝突直前の速度は 4.1m/s を超えていると考えられる。射出球の直径を小
さくすると、射出速度は増加するが、運動量は減少する。射出後の運動量には、射出球の
磁化の強さ、直径及び重心の高さが、運動エネルギーには磁化の強さ及び重心の高さが関
係する。射出速度の増加には、入射球の衝撃力による力積を射出球に確実に伝える必要が
あり、そのためには射出球に働く射出方向逆向きの力を制御することが重要になる。

21JPSB-11 ホタルの逆位相同期現象の解析
愛知県立一宮高等学校　代表者：石田祐
共同発表者：片桐拓，田中優衣，山田智成

本研究では , ヘイケボタルのコミュニケーションのうちの一つが逆位相同期現象であるの
かの考察を行った . ヘイケボタルは自身の発光を用いて光でコミュニケーションを行うこ
とが知られているが , 我々は昨年度までの研究から , ホタルが交互に発光するコミュニケー
ションである「呼応」を発見している . この「呼応」について , 発光の数値化・位相応答
関数の解析を利用して , ホタルのコミュニケーションを説明すると思われる数理モデルを
作成した . 計算機数値シミュレーションや実測値との比較等を行ったところ , 一変数漸化
式で表されるシンプルなモデルが , 生物の情報伝達である「呼応」を逆位相同期現象とし
て説明しうることを示した .

21JPSB-12 小型自律型水中ロボット（AUV）の開発
私立早稲田大学本庄高等学院　代表者：白石篤志
共同発表者：斎藤喬介，辻雄太

本研究の目的は、日本近海に存在するとされ注目されている海底資源やレアアースの調査
および、東日本大震災による海底の地形変化の調査などに使用できる小型で安価な水中ロ
ボットの開発である。
本研究は 1 年入学当初から 3 人で役割を分担し、丸 3 年間研究を続けてきた。
具体的には ①　モーター制御および姿勢制御を実現するためのソフトウエアの開発
　　　　　 ②　空間把握および自己位置を推定するためのソフトウエアの開発
　　　　　 ③　軽量でコンパクトで安価な本体の開発
を柱にして行った。
①では、３相ブラシレスモーターで機体を制御するために、Ardino や Atmel ATxmega と
いうマイコンを使用し、センサは３軸ジャイロセインサ、３軸加速度センサを用いてソフ
トウエア開発を行った。その結果、マイコンとパソコン間で情報を送受信するソフトウエ
アの開発に成功したとともに、回転軸べクトルと回転量から機体の向きと傾き具合を算出
することができた。
②では、大規模空間における単体カメラによる自己位置推定および空間マッピング

（SLAM）を行うために LSD-SLAM アルゴリズムを用いて安価な WEB カメラで SLAM
を実現することに成功した。
③では、一人で持ち運べて、費用も 30 万円程度で、水中撮影や放射線探知機を搭載でき
る自律航行型水中ロボットの開発を行った。また、使用する環境で使い分けができるよう
に、ケーブルをつけて操縦ができるように製作した。
この間には、東京大学の飯本先生による講義「放射線の物理学」や、株式会社アドフュー
テック様による放射線測定に関する講義を受け、また、JAMSTEC 主催の「第 1 回 Blue 
Earth Academy」に参加し知見を深めた。

21JPSB-13 黒板の最適な消し方 第 3 報
北海道立北海道札幌北高等学校　代表者：堀切悠矢
共同発表者：宮本和哉

私たちは人によって黒板の消し方やチョークの消えあとに違いがあることに気づき、疑問
に思った。そこで様々な条件下で黒板を消し、チョークの粉を最も効率よくふき取るため
に必要な要素を調べることにした。黒板消しに垂直に加える力を大きくすると、ふき取る
ことができるチョークの粉の量も増加し、その量はある一定の力の大きさを超えると飽和
してしまうことがわかった。様々な布を用いて黒板を消したところ、ふき取ることができ
るチョークの量は布によって異なっていた。その原因として布と黒板の間の動摩擦力と、
布の表面の繊維構造が関係しているのではないかと考え、これらの仮説を検証するための
実験を行った。その結果、布の繊維構造に関しては簡略化した図を用いて考えることで関
係性があることを検証できたが、動摩擦力が本当に関係しているのかは十分な検証ができ
たとは言えなかった。黒板を消す速さを変えたところ、ふき取ることができるチョークの
量に変化はなかった。布ごとのふき取るチョークの量が飽和する垂直抗力の大きさと、黒
板を消した後の布を離したところに落ちる粉の量を調べたところ、布と黒板の接触面積が
大きく、チョークの粉に対する密着度が高い程多くのチョークの粉をふき取ることができ
るという可能性があることがわかった。今後はこの可能性の検証を行っていく。

21JPSB-14 浮遊する物体が表面張力によって動く原理 
北海道立北海道札幌北高等学校物理化学部表面張力班　代表者：能戸湧太
共同発表者：鈴木凜太朗，鍵谷豪太，富澤竜希，菊池萌，砂川果菜水

　水を入れた水槽に発泡スチロールを浮かべて、洗剤を加えると発泡スチロールが移動す
る。この原理を詳細に調べるためには、表面張力を測定する装置が必要であると考え、そ
れを開発した。測定方法は、リングを水から引き上げるのに必要な力を求め、その値を、
表面張力を求める式に代入した。 
　この測定装置の有効性を確かめるため、水深とリングの半径の 2 つの条件を変えて、表
面張力を測った。その結果、水深やリングの半径を変えても、表面張力の大きさに変化は
なかった。実験値と理論値を比較したところ、誤差がほとんどなく、これらのことから、
測定装置の有効性を確かめることができた。
　発泡スチロールが動く原理を調べるため、水のみの表面張力と洗剤を水で薄めた溶液の
表面張力を測った。その結果、洗剤に含まれる界面活性剤のはたらきによって、水のみの
ときより洗剤を水で薄めた溶液のほうが表面張力が小さくなった。このことから、表面張
力が下がり、マランゴニ対流が発生することで発泡スチロールが動くと思われる。 
　次に洗剤の濃度と発泡スチロールの移動距離、移動にかかった時間を測定し、平均の速
さを求めた。水に洗剤を水で薄めた溶液 2％、10％、20％、50％、100％を加えて実験を行っ
たところ、速さが 50％までは増加し、それ以降は減少した。これは、洗剤が水槽全体に
拡散するまでの時間が関係し、20％から 50％の間に最も拡散する濃度があると考えられ
る。 

21JPSB-15 DC モーター発電機を含む回路中での逆起電力
私立市川高等学校　代表者：大原正裕

一般に、LED は順方向の電流を流したときにのみ発光することが知られている。しかし
「DC モーター発電機と LED をつないだ回路中で、LED のアノードとカソードを短絡さ
せると、順、逆方向の電流どちらを流しても LED がかすかに光る」といった現象がある
と知り、私は大変興味を持った。この現象は、DC モーターを含む回路中で逆起電力が発
生していると考えると説明が可能になる。本研究では、この現象の原理を明らかにすると
ともに、DC モーター発電機を含む回路中で発生する逆起電力の発生原理を明確にするこ
とを目的とした。
　はじめに、発電機が発生する電圧波形と LED の明るさとの関係を調べた。パルス電圧
が多く表れている時に LED が明るく光ることが分かった。
　次に、自作した Low Pass Filter を回路に接続し、パルス電圧を除去すると LED は点
かず、パルス電圧が LED を光らせている主要因であると確認できた。
　最後に、短絡させる導線をコイル状に巻いて実験したときに LED が明るく光ったこと
から、コイルが逆起電力を発生させていると考えた。そこで回路中のコイルの自己インダ
クタンスを大きくさせたところ、それに伴って逆起電力も増加した。このことからパルス
電圧の発生原因の一つはこの逆起電力であると考えられる。
　以上より、短絡回路で順、逆方向の電流どちらを流しても LED が光るのは回路中の自
己インダクタンスによる逆起電力であることが分かった。

21JPSB-16 チョコレートの電子レンジ加熱における挙動について
北海道立北海道札幌西高等学校　代表者：井口凜人
共同発表者：柳橋勇太，山岡龍太郎

本研究では、チョコレートとその成分に対して DSC および複素誘電率測定を行い、チョ
コレートの誘電加熱における挙動について考察した。カカオマス、カカオバターに対して
測定を行ったことで、従来不透明であったチョコレートが電子レンジで加熱されるメカニ
ズムを解明、カカオバターがその原因物質であると決定することに成功した。

21JPSB-17 雨力による新規発電方法の提案
東京都立戸山高等学校　代表者：髙久智妃
共同発表者：小野美史

本研究では、世界中で注目されている再生可能エネルギーのうち、特に「雨のエネルギー」
に注目した。そこで、圧力を加えると電荷を帯びる圧電素子を使い、雨滴の落下エネルギー
で発電が可能かどうかの実験をし、考察を行った。実験にあたり、底面積の異なったゴム
片を 2 種類用意し、それぞれを圧電素子の上に固定した。さらに定力で力を加え、発生電
流を比較することで、接触面積と発電量の関係を見ることができた。また、本校戸山高校
4 階物理室窓からシャワーヘッドで水を出すことで実際の降水を再現し、発電量をはかる
ことで雨滴による発電が可能であることがわかった。



21JPSB-18 圧電素子を用いた発電方法についての考察
宮城県仙台第三高等学校　代表者：萩田泰晴

　私は，近年注目を浴びている発電床などの振動発電に興味をもち，その原理の元となっ
ているものの 1 つに圧電素子があることを知った。圧電素子は加えられた力を電圧に変換
するものであるが，その力の加え方を工夫すれば，圧電素子の新しい効果的な利用法を見
つけ出すことができるのではないかと思い，この研究を始めた。実験では，まずは最も基
本的な力の加え方と考えられる押す力を圧電素子に加えて，そのときにかかる電圧の大き
さを測定した。その結果，押す力が大きくなるほど電圧も大きくなったが，電圧の変化の
割合は一定にはならなかった。そこで，1 秒間での力の大きさの変化量を計算したところ，
この変化量は力の大きさごとに異なっており，そのことを考慮すれば，電圧の変化の割合
はほぼ一定になることが分かった。そして，圧電素子による電圧の大きさは，圧電素子に
かける力の大きさ，単位時間あたりの力の変化量の両方がパラメータとなっていると結論
づけられた。今後は押す力以外の力でも同じように測定を行って，押す力の場合との違い
を調べるとともに，最も効率よく発電することができる力の加え方を見つけたいと考えて
いる。また，その結果を踏まえて，圧電素子による実際の発電方法についても提案してい
きたいと考えている。

21JPSB-19 ピエゾフィルムの特性を生かした発電
国立仙台高等専門学校　名取キャンパス　代表者：鈴木暢真
共同発表者：佐藤朋彦，玉上颯太

　身の回りに存在するエネルギーの一つである、振動のエネルギーを利用して発電を行う
ことで環境エネルギー問題を解決する方法がこれまで様々なところで試みられている。本
研究では、ピエゾフィルムの優れた耐衝撃性、柔らかさ、軽さ、耐久性を活用して従来と
は違った発電が行えるのではないだろうかと考え実験を試みたのでその結果を報告する。
　今回我々の考えたピエゾフィルムを用いた発電方法は、風によりプロペラが回転する代
わりに、モーターを回転させて、プロペラを回し、固定したピエゾフィルムに接触させて
発電するというものである。この実験においてピエゾフィルムを変形させて電圧の発生を
観察した。
　今回の実験のデータからピエゾフィルムにプロペラにより力を加えると、初めにプロペ
ラに力を加えられプロペラの回転方向にめくられる小さな左側の波。次に、プロペラがピ
エゾフィルムを弾き上げその反作用により図の中で最も大きな電圧を発生する中央部など
加える力の大きさを変動させても大まかな波形が変化しないことが分かった。
　今回の実験結果は、大きな変形を与えれば大きな電圧を得られるというピエゾフィルム
のもつ柔軟性という特性により大型の工業機械を利用した大規模建築現場などではピエゾ
フィルムを実際に利用することができることを示していると考えられる。

21JPSB-20 ゼーベック効果とペルチェ効果のエネルギー変換効率の比較
私立福岡大学附属大濠高等学校　代表者：福田悠人
共同発表者：伊東幸風，牟田口和樹，岩﨑令真

ゼーベック効果とは 2 種類の金属を接合し、接合部に温度差を与えることで瞬間的に電圧
を生じさせるという効果で、ペルチェ効果とは 2 種類の接合された金属に電圧をかけるこ
とで、接合面で継続的に温度差を生じさせる効果である。我々はゼーベック効果とペルチェ
効果の熱と電気のエネルギー変換効率を比較した。実験ではペルチェ素子を用いた。ペル
チェ素子とは、異なる２種類の金属を接合したもので、ゼーベック効果とペルチェ効果の
2 つの効果を起こすことができる素子である。
これまでの研究ではゼーベック効果によって検出される電流と、ペルチェ効果によって検
出される温度差を計測し、グラフ化した。しかしペルチェ効果によって検出できる温度差
のグラフが、当初我々が期待していた規則的なグラフにならなかった。そこで我々は、ペ
ルチェ効果の実験において期待値が出ない理由は、金属に電圧を与えた時の抵抗による
ジュール熱が発生していることと、接合面で温度差ができたために熱伝導が働いているか
らであるという仮説を立てた。今回の実験では、素子のペルチェ効果による温度変化を求
めるために、まず素子に電圧をかけた時の電流を計測して抵抗によって発生するジュール
熱を求めた。次に、熱量を発生し続ける素子の熱伝導率を求めるために、ニクロム線を用
いて素子の熱伝導率を計測した。以上二つの現象をペルチェ効果による発生熱量のグラフ
に反映させた結果、ペルチェ素子の発熱面と冷却面の温度差がほぼ比例しているグラフを
得ることができた。また、ペルチェ効果においてある一定の秒数でゼーベック効果のグラ
フと一致することが分かった。
これまでの研究では素子の比熱、ゼーベック効果による発生電圧、ペルチェ効果による発
生温度差を計測した。その結果、ゼーベック効果による発生電圧は与えた温度差に比例し
たが、ペルチェ効果による発生温度差と与えた電圧は規則的な関係を持たなかった。ここ
で、ペルチェ効果とは素子の接合面で温度差を生む効果であるため、素子の接合面で熱伝
導が起こり、熱量が移動しているため規則的なグラフが得られないと考えた。また素子に
電圧をかけた際にジュール熱も発生していると考えた。そのため今回の実験では、素子に
電圧をかけた際に生じるジュール熱と、素子の発熱面と冷却面で起こる熱伝導を計測した。

21JPSB-21 屈折率勾配を持つ溶液中の光線経路の明るさ
静岡県立清水東高等学校   自然科学部物理班　代表者：豊島洸太
共同発表者：池田信乃将，菅野之矩，菊地理紗子，鈴木祐佳，寺尾萌里乃，池谷駿之介，
  大井昴幸，金原美蘭，辰井裕希，山田征吾，鍋田滉希

真水を入れた水槽の底に、ショ糖の飽和溶液を静かに注入して放置すると、時間の経過と
ともに溶質であるショ糖は水面に向かって拡散し、やがて濃度に応じて屈折率が連続的に
変化した溶液ができる。この溶液を「屈折率勾配を持つ溶液」と呼ぶ。溶液は無色透明で
あるが、水槽の側面からレーザー光を入射させると、溶液中を進む光線の経路が一部の水
深において明るく目視できることを発見した。溶質であるショ糖分子の濃度が高い最深部
では現象が目立たないことから、この現象はチンダル現象ではないと考えられる。また光
線経路の明るさが水深により異なること、拡散後の時間経過によっても変化すること等の
事実より、光線経路の明るさは溶液が持つ屈折率勾配と関係しているのではないかと考え
研究を進めた。撮影方法を工夫し、水深による差・観察する角度による差・時間経過によ
る差を調べた結果、屈折率勾配の大きな水深部ほど、光線経路が明るく観察されることが
わかった。拡散速度の局所的な差により屈折率分布には３次元的に微少なゆらぎが生じる。
このため溶液内部において光線の屈折や反射の乱れが連続的に生じ、光線経路が明るく観
察されると考えられる。

21JPSB-22 コレステリック液晶の作製条件・操作に伴う色相の 
  出方についての研究
秋田県立本荘高等学校　代表者：岡本哲
共同発表者：平場颯汰，村上晟，黒田野亜

　昨年度、自作偏光板の研究した際に液晶を知り、興味を持ち研究することにした。そこ
で、市販の液晶実験キットを利用して予備実験を行った。その結果、コレステリック液晶
というものがあり、作成する方法を変えたり完成した液晶に刺激を与えると色が変化する
ことがわかった。
　今回の研究では、作製条件の違いで液晶がどのように変化するかに注目し、変化させる
条件は溶媒の pH と溶媒の量とした。溶媒の pH は 3、5、7、9、11 の 5 種類、溶媒の量は 1.1mL、
1.3mL、1.5mL、1.7mL、1.9mL の 5 種類を用意した。予備実験の結果などから、溶媒が
強い酸性や塩基性になると観察できる色の数は少なくなり pH7 に近づくほど複数の色が
観察できる、溶媒の濃度が高くなるほど色は濃く、低くなるほど薄くなっていくと予想し
た。
　実験の結果、pH7 から変化するにつれて色が変化した。また、濃度が低くなるにつれて
色が強くなった。溶媒の pH を変化させると溶媒によって HPC が変化して色が変化する
と考えられる。溶媒の量を変化させる実験では、液晶内で濃度が高すぎたため光が変化で
きず、白色に観察されたと考える。
　今後の実験では電圧をかけたり、加熱するなど外部から刺激を与えて液晶が変化するか
観察したい。

21JPSB-23 白黒フィルム写真のカラー化
国立奈良女子大学附属中等教育学校　代表者：上田樹

　一般に用いられているカラー化技術は人の手によるものか、自動的なものも、画像認識
や似たカラー画像を用いて手作業を再現した手法がほとんどである。これらの手法は経験
的なものであり、資料のないものや服などの同じ形でも色の異なるものを正確にカラー化
できない。写真内の情報のみで理論的に色が求まれば、家族写真等の資料のない写真も正
確に、低コストでカラー化できるようになる。本研究は、自動化可能で根拠を持った着色
処理を目指す。
　これまでは白黒写真には同一の明るさを示す色が無数に存在し得るため、理論的なカ
ラー化は不可能だと言われてきた。例えば赤い物体を撮影した際、光の当たり具合で写真
内に明るさの変化が現れる。その変化の仕方は色によって異なり、また明るさの変化した
後の色はより少ない情報から特定できる。そこで私は、1 画素ではなく写真全体で見れば、
輝度の分布等の情報も利用でき、元の色が推測できると考えた。また、すべての画素の色
を特定しなくても、「基準色」という一色が決まればすべての色が再現可能であると考えた。
　現在は、まだ基準色の特定精度が非常に低い。一方で今回の近似方法では、適切な基準
色では単色画像を誤差４％程度で復元できることが分かった。基準色の特定さえ改善でき
れば、根拠を持った色付けを、全自動で、低コストで行うことが可能である。

21JPSB-24 身近なものからオーロラの発生実験
茨城県立水戸第二高等学校　代表者：黒澤里沙
共同発表者：金澤千佳，綿引香菜

　本研究では、身近にあるものを使って普段日本であまり目にすることが出来ないオーロ
ラを実験室で発生する実験を行った。球状にした金属の中に磁石を入れた模擬地球を排気
盤の中に入れ真空に引き、上から電子を降り注ぐことで赤紫色のオーロラを観察すること
が出来た。そこで、物質による発光の違いに興味を持ち赤紫色以外のオーロラを観察した
いと思い、色の変化に着目して実験を行った。結果として、色の変化を観察することは出
来なかったが色の変化は真空度と深く関係があることが分かった。

21JPSB-25 凸レンズによる心霊写真の再現と“副実像”の
   公式化への挑戦
熊本県立宇土高等学校　代表者：清水竜樹
共同発表者：清田大悟，柳田悠太朗，前田裕成，宮城あすか，小山結実，堂上結衣

１つの凸レンズに、本来の実像（以下、主実像と呼ぶことにする）の他に２つの実像が出
現することを本校科学部の先輩らが発見し、“副実像”と名付けた。文献には掲載されて
いなかったことから詳しく調べられ、前方の副実像は 1 回反射、後方の像は 2 回反射で結
像することを突き止めた。今回我々は、なぜ副実像が見落とされてきたのかを調べ、さら
に出現位置の公式化に挑戦した。その結果、副実像は、他のゴーストと異なり、魚眼現象
によって生ずる“特別なゴースト”で、その副実像と本来の実像が重なって心霊写真のよ
うな現象が再現できることを突き止めた。また、システム行列を用いた光線追跡の手法に
よって、凸レンズがつくる副実像の位置を決める公式を導き出すことにも成功した。この
手法を利用すれば平凸レンズにおける副実像の写像公式に応用できることがわかった。さ
らに、昆虫の眼と副実像の関係を調べたところ、オオスズメバチの凸レンズ型の単眼（マ
イクロレンズ）に副実像（前方）が出現することを初めて捉えることに成功した。

21JPSB-26 テラヘルツ時間領域分光法による糖類の測定について
北海道立北海道札幌西高等学校　代表者：大和田真
共同発表者：木浪凜太郎，氏家隼人

テラヘルツ波とは 0.1 〜 10.0THz の周波数帯に存在する、可視光線と電波両方の性質を備
えた電磁波である。これまでの実験では、α グルコースと β グルコースの混合比率を変
えた混合物をテラヘルツ時間領域分光法によって測定し、得られたスペクトルから試料の
混合比率を推定しようと試みてきた。今回私たちは、従来のペレットの作成方法に疑問を
抱き、より均一な試料を作るために作成方法の見直しを図った。また、その過程で興味深
い現象が発生したので報告する。

21JPSB-27 液体ヘリウム　～第二音波測定への道のり～　第二報
北海道立北海道札幌西高等学校　代表者：酒井悠貴
共同発表者：冨田涼華，橋本卓拓，畑空見哉

液体ヘリウム II は、一般的な液体には見られない、不思議な性質「超流動」を持っている。
この超流動状態では、噴水効果やフィルムフロー、第二音波などの私たちの日常の中では
目にすることができない現象が引き起こされる。私たちはそれらの現象の中でも「第二音
波」に着目した。第二音波とは、液体ヘリウム II の超流動体と常流動体の密度変化によっ
て生じる温度の波である。私たちはこの現象に興味を持ち、北海道大学極低温研究室のご
指導のもと、第二音波を測定するための実験を行った。昨年度製作したものを一号機とし、
四号機にまで及んだ今年度の結果について報告する。



21JPSB-28 同一試料を利用する高温超伝導体特性測定システムの開発
岡山大学　科学先取りグローバルキャンパス岡山　代表者：石井宏治 A 

（私立岡山高校 A、岡山県立岡山大安寺中等教育学校 B、岡山県立倉敷天城高等学校 C、 
広島大学附属福山高等学校 D、私立金光学園高等学校 E）
共同発表者：萱尾澄人 B，河端佑一郎 C，篠原俊輔 C，田中愛登 D，秦悠己 C，中原徹也 E， 
  松岡拓也 A

　超伝導であることを示すためには、マイスナー効果（磁気特性）やゼロ抵抗を確認する
ことが必要である。私たちは今までにも何度か測定を実施してきたが、温度の上昇と下降
で臨界温度が異なって測定されたり、途中に大きなノイズが観測されるなどの問題が発生
している。そこで、超伝導特性の温度変化をできるだけ正確に測る事ができる計測システ
ムの開発を目指すことにした。私たちの装置の特徴は、以下の点である。
・電気抵抗と磁気特性を同一の試料で測定可能とする。そのため、電気抵抗測定は電極接
続には銀ペースト等を用いず、アクリル板の弾性で導線を試料に押しつける方法を開発し、
試料にダメージを与えずに取り付け取り外しが容易にできる。
・温度変化を精密に測定するために、液体窒素液面と試料の距離を調節する手法を取り入
れている。さらに、この距離を自動制御することで測定温度の安定化を試みている。

21JPSB-29 溶液中で紫外線を止めるものは何か
福井県立若狭高等学校　代表者：網谷舞
共同発表者：砂原なごみ，新田亜優，森川有希

　過去に本校で行われた課題研究で、透明でも紫外線を通しにくいものがあること、そし
て絵の具を溶かした水では三原色より混合色の方が紫外線を通しにくいことが報告されて
いる。しかしこの研究では紫外線源として太陽光を用いている。また透過量の違いが生じ
る原因として「色」に注目している。太陽光は日、時間によって変化するため、研究のた
めの紫外線源として適していないと思われる。また、水中で紫外線を遮蔽するのは「色」
ではなく、水中にある「物質」であると考えた。
　そこで、私たちは紫外線源として「強紫外線ライト」を使用し、また透過性を調べる試
料に、組成の分かっている塩化ナトリウム等を用いた水溶液、また絵の具を溶かしたコロ
イド溶液を使用し、溶液をつくる媒質と紫外線透過量の関係について調べた。その結果、
塩化ナトリウム水溶液は、濃度が高まるにつれて、紫外線透過量が減少したが、スクロー
ス水溶液の濃度は紫外線透過量に影響を与えなかった。この結果から、水中の紫外線透過
量に影響をあたえるのは分子の大きさよりも「イオン濃度」、または「イオンが周囲の水
分子とともにつくる分子集団の大きさ」であると推察している。また、絵の具の溶液は濃
度に応じて直線的に、大きく紫外線を遮蔽した。これは絵の具の顔料のコロイドが十分大
きいためと考え顕微鏡で調べてみると、直径 0.17μm 程度のコロイド粒子を観測できた。

21JPSB-30 「粉体時計」の実現報告およびそのメカニズムの数理的考察
兵庫県立加古川東高等学校　粉粒体班　代表者：國澤昂平
共同発表者：伊東陽菜，友野稜太，荒谷健太，大西巧真，岡部和佳奈， 谷昌哉， 
  三俣風花

「粉粒体」とは，例えば米や砂粒等の，小さな粒子が多数集まったものをいう。その性質は，
不可解で，未解明の粉粒体現象は数多にある。筆者らは２年前から「粉粒体」の研究をし
ており，興味深い粉粒体現象を探す過程で，「粉体時計」を知った。しかし再現が非常に
困難な現象であり，3 Ｄでの現象の確認はされていない。そこで，「粉体時計」を実現し，「粉
体時計」のメカニズムを解明しようと研究を始めた。

「粉体時計」とは，低い仕切りで 2 部屋に区切られた容器に大小 2 種類の粉粒体をいれて
縦に加振すると各々の粉粒体が 2 部屋を往復する現象である。この現象は，粉粒体現象の
中でも再現が非常に困難かつ複雑なもので，3D での発現は確認されておらず，そのメカ
ニズムは未解明である。筆者らはこの現象に興味をもち，研究を始めた。平均自由行程を
用いてメカニズムの仮説をたて，何千ものデータを解析し，試行を重ねた結果，今年度つ
いに 3D で発現させることに成功した。そのデータを考察し，一般的な粉体時計の発生メ
カニズムを数式によって考察する。

21JPSB-31 ペルチェ素子を熱源にした金属板の熱の伝わり方
愛媛県立新居浜西高等学校　代表者：續木梨愛
共同発表者：松村美来，石川壮，岡添郁

ペルチェ素子は、片方の金属からもう片方へ熱が移動するというペルチェ効果を利用した
板状の半導体素子である。私たちは「えひめサイエンスチャレンジ 2015」に参加し、「ペ
ルチェ素子を用いた低温生成の挑戦」というテーマで実験を行った。限られた条件下で低
温生成の最適条件を見つけるための実験を繰り返す中で、ペルチェ素子の特性として、加
える電圧と放熱をきちんと管理することで精度良く任意の温度を保持できることが分か
り、金属の熱の伝わり方を調べるための熱源として利用できると考えた。金属棒の熱の伝
わり方や熱伝導率の定量的測定法については「物理教育」の論文で述べられているが、私
たちはその理論を参考にして、金属板の熱の伝わり方を検証した。その結果、金属表面か
らの熱が発散する場合については、銅板、アルミニウム板ともに金属棒と同様の温度分布
ができており、同じ温度までの距離の比は、金属の熱伝導率の 1/2 乗の比に等しいことが
確認できた。また、断熱して金属表面からの熱の発散を抑えた場合については、温度勾配
が直線に近づくことが確認できた。

21JPSB-32 動摩擦係数の速さと垂直抗力に対する依存性
岡山県立総社高等学校　代表者：柏野悠吾
共同発表者：横道寛和

「物理基礎」の授業で摩擦力には静止摩擦力と動摩擦力があることを知った。この二つの
性質は全く異なることを知り摩擦力に大変興味をもった。高等学校の物理基礎の教科書に
は「動摩擦係数は、物体の速さや垂直抗力の大きさにはほとんど無関係で、接触しあう
面の種類や状態によって決まる。」とある。このことは本当なのだろうかと思った。特に、
物体の速さに本当に無関係なのか不思議に思った。そこで、動摩擦係数が物体の速さと物
体に加わる垂直抗力とどのような関係であるのか調べたところ、動摩擦係数は物体の速さ
と垂直抗力に依存しないことがわかった。つまり、高等学校の物理基礎の教科書に書か
れてある「動摩擦係数は、物体の速さや垂直抗力の大きさにはほとんど無関係で、・・・」
の部分は、正しいことが実験的に証明された。また、動摩擦力は物体の垂直抗力と比例す
ることも確認できた。本実験を行うに当たり、物体の速さ、垂直抗力、動摩擦力の値を同
時に測定したり、変えたりすることができる実験装置を開発した。さらに、各測定値のエ
ラーバーを求め、各物理量の関係を明らかにした。

21JPSB-33 摩擦及び抵抗を考慮した球の斜方投射における 
  飛距離に関する検討
大牟田市立宅峰中学校　代表者：横山昴

　3 年生の理科の授業で「力学的エネルギー保存の法則」を学び、中学校の理科では位置
エネルギーと運動エネルギー総和は等しいということを知った。そこで重さ以外の条件を
そろえて球を飛ばした時、球がどのように飛んでいくか不思議に思い実験を行うことにし
た。実験は斜面を転がる材質、重さが違う球を発射し球の重量と飛距離の関係を調べた。
また、加速した玉がある角度で発射された場合の飛距離の関係も調べた。
実験の結果、斜面を転がる球の発射実験では落下の高さが等しい場合、球の重さが違って
いても飛距離はほぼ一定になった。また、発射角を変えた場合もそれぞれの球の飛距離は
ほぼ一定であった。このことより「落下高さが等しいとき、球の種類・発射角が違ってい
ても、飛距離は同じ」ということがわかった。
また、この実験では実際の球の飛距離が、公式を用いて計算した飛距離の半分以下だった
ためその原因はどこにあるのかも調べた。実験の結果、その原因は傾斜台と発射台の連結
部で急速に方向を 90°変えるので、その際に大きな摩擦がかかってエネルギーをロスし
ていることがわかった。
そして球の飛距離を、実際に発射台から飛び出す際の球の発射速度に置き換えて再計算し
た。また、実際に球が飛んでいる様子を撮影し球の軌道を読み取った。その二つをグラフ
で比較すると計算値と実測値がほぼ一致した。

21JPSB-34 ゴム球の跳ね返り　第３報
岡山県立笠岡高等学校　代表者：岡田朋也
共同発表者：大倉寛央

　「ゴム球の跳ね返り」（第 10 回）で非弾性ゴム球が 25℃前後では跳ね返らないが、低温
･ 高温で跳ね返ることをゴム球の温度ごとの反発係数を報告した。「ゴム球の跳ね返り第
２報」（第 11 回）で反発係数は球の内部温度と外部温度どちらによって決まるのかを調べ、
反発係数はゴム球の外部温度で決まることを報告した。室温で非弾性ゴム球の反発係数が
0 になることを、ゴム球に加えた力（＝反発力）と変位を調べることで明らかにする。そ
のために 30kg まで測れる電子天秤の上に木製の円柱を固定した板を置き、木枠に固定し
たジャッキの先端に木製の円柱を固定し、上下の木製の円柱でゴム球を挟むことでゴム球
に力を加える加圧装置を作成した。ジャッキを回転することでゴム球に加える力を増やす。
そのときの力は電子天秤の表示で、ゴム球の変形は木製の円柱の間隔をノギスで測る。ゴ
ム球に力を加えていないときの値を基準にして変位を求める。
　非弾性ゴム球に同じ力を加えたとき、外気温が高いときの変形は大きく、20℃以上では
だいたい同じ値である。10.5℃の値は小さく、弾性ゴム球の 31.3℃と 24.1℃の値に近い。
このことは、非弾性ゴム球の反発係数が 20℃以上では０、10.5℃では０でないことを示し
ている。

21JPSB-35 形状記憶合金を用いた介護入浴支援装置の開発
福岡県立香住丘高等学校　代表者：伊東佳澄
共同発表者：重松智穂美，坂本茜，德永涼子

　本研究では、形状記憶合金を使用して温水をエネルギー源とする介護入浴支援装置を発
案し、縮小模型と実用サイズの装置を作製した。
　現在、日本では高齢者の増加が進んでおり、10 年後には大都市圏での介護施設の不足
が問題になるとされている。高齢者を介護する際、介護支援者に最も負担がかかるのは入
浴のときであるが、市販されている介護入浴支援装置は電動式装置が一般的で、高額であ
るため一般家庭への導入は難しい。そのため、家庭にも安価で導入できる安全な介護入浴
支援装置を開発・普及させることで、将来の社会問題を解決する必要がある。
　装置の開発にあたり、最初に市販の形状記憶合金の特性を測定したところ、入浴時に使
用する装置に適することが判明し、この結果に基づいて装置の設計を行った。検証模型・
第１号では、一定量の荷重を形状記憶合金で直接持ち上げる方法で駆動に成功した。しか
し、実用サイズで使用する形状記憶合金の本数を考慮すると、この方法で装置を完成させ
ることは困難であると判断した。次に作製した検証模型・第２号ではエレベータの構造を
採用し、形状記憶合金に直接加わる荷重の軽減を図った結果、実用サイズの装置において
動作させることができる可能性があることが確認できた。そこで、実際に実用サイズの装
置を作製し、構造や強度の問題を解決する方策を考察した。今後は、実用サイズの装置の
改善・実用化と国内外での普及を目指す。

21JPSB-36 投げるな！危険　～バランスボールで脱臼した理由の解明～
岡山県立倉敷天城中学校　代表者：杉本優友
共同発表者：佐藤海斗，小野大樹

　著者らは，投げられたバランスボールを受け損ねて小指を脱臼した。柔らかく安全だと
思っていたバランスボールで，小指を怪我した理由を物理的に明らかにするために，落下
するボールにはたらく力とボールが飛んできた方向に注目した。まず , 柔らかさの異なる
バランスボールを天井から床に落としたときの運動を，ハイスピードカメラで撮影した。
各コマから時間を求めるとともに，画像に写っているボールの扁平からボールにはたらく
力を測定し ,F-t グラフを作成した。また，ボールが手に当たった向きを調べるために，針
金と麻紐 , 紙粘土を使って手のモデルを作成し，脱臼が起こった状態の再現を試みた。さ
らに，中学３年生（115 名）と２年生（114 名）を対象に , バランスボールの危険性に関
するアンケートも行った。
その結果 ,F-t グラフの面積から得られた力積を比較すると，柔らかいバランスボールは硬
いバランスボールよりも , 大きい力が長い時間はたらき，力積が大きいことが明らかとなっ
た。手のモデルの再現実験から , ボールは，中心を外した状態で小指にあたったことが明
らかとなった。さらにアンケートでは，柔らかいバランスボールの方が安全という回答が
多く見られた。以上の結果より，小指の脱臼が起こった要因は，柔らかいバランスボール
が長時間,強い力となって小指にはたらいたためと結論づけた。この事実は，「柔らかいボー
ルは安全」という一般の認識と異なっていることを示すことができた。

21JPSB-37 斜面上のハイドロリックジャンプ
私立市川高等学校　代表者：飯田雅貴
共同発表者：佐藤紘彰

私は自宅などで、蛇口をひねった時にシンク台の上にできる円に興味をもった。その時に
前年度の実験について聞いた。ハイドロリックジャンプについては昨年も我が校で調べら
れており、昨年は平面上の場合に限定して実験していた。今回は前回の平面上の実験の他
に、傾きを加えて実験を行った。まず、実験 1 では水平面上で行い、水の流速と半径の長
さは比例すると分かった。また、下流側の条件を変えたところ、それに関わらず流速での
み関係することが分かった。
次に実験 2 では斜面上で行い、円の水深は傾けるほどに円の外側と内側で近づくことが分
かった。また、円の短径は短径 ×sinθ に比例すると仮説を立てたが、実際は比例せず一
定値に近づくことが分かった。



21JPSB-38 リングキャッチャーを百発百中に 第 3 報
北海道立北海道札幌北高等学校　代表者：伊藤潤平
共同発表者：菊地耕太郎

　リングキャッチャーというマジックがある。リングの中に紐を通し、リングを落とすと、
リングはそのまま落下していかず、紐に絡まるというものだ。 この現象は諸文献の中で「リ
ングが 90 度回転することで成功する」と言われているが、その検証が十分になされてい
るとはいえない。そこで、リングキャッチャーが発生する仕組みを、スロー動画の撮影な
どにより突き止めようとした。その結果、リングキャッチャーは、リングの回転により発
生した紐のしなりの中に、リングが入ることで成功していることがわかった。つまり、リ
ングの回転の他に紐のしなりも必要不可欠であるということだ。
　次に我々は、リングキャッチャーはいつも成功するわけではないということに着目し、
リングキャッチャーの成功率はどのような条件下で高くなるのかを調べた。
　総括すると、しなり決定長（紐の特定の区間の長さ、詳細は論文中で定義する）が適切
な範囲で長いときは、しなりが大きくなり、成功率が高くなった。なお、しなり決定長が
過剰に長い時は、逆回転が発生し成功率は低くなった。次にリングが回転した角度が一定
の範囲の中にあったとき成功率は高くなった。しなりの中にリングが入りやすかったため
と考えた。また、紐とリングの間の力積が適切であるとき、リングの回転角度が適切にな
りやすくなるとともに、紐を変形させやすくなるため、成功率が高くなった。

21JPSB-39 ニュートンビーズの発生と螺旋の関係
私立本郷中学校・高等学校　代表者：粟村圭一郎
共同発表者：小正拓実，白居幸希，伊藤諒太，夏目一樹，木立大介

　小さな金属球をつなげたボールチェーンの端を容器の縁から落とす。すると、逆懸垂線
を描きながら落下していく。この現象をニュートンビーズという。 
　以前までの研究から、今回はチェーンが曲線を描き落ちていく要因は、チェーンが折れ
曲がることでできる螺旋によってニュートンビーズという現象が発生するという仮説を立
てた。それをもとに今回の実験では螺旋を詳しく見るために机の端に壁を設置しボール
チェーンを整列させ、壁の高さ、ボールチェーンと壁との距離（始点）、ボールチェーン
同士の幅を変えて一定の力でチェーンを壁から落とし、ニュートンビーズが起こるか否か、
またその時に螺旋が起こるか否かを観察した。その結果、壁が高い、始点が離れている、
間隔が広いほど落ちるまでの距離が長くなりニュートンビーズが起きにくくなること、そ
れによって螺旋もできなくなることがわかった。また、ニュートンビーズが発生している
すべてのデータにおいて螺旋ができていることから、螺旋はニュートンビーズの発生に深
く関わっており、不可欠であることが分かった。 

21JPSB-40 レオナルドの橋の応用
福岡県立小倉高等学校　代表者：隈元陽
共同発表者：山元日南子，沖田侑椰

　レオナルドの橋とは釘や接着剤を使わずに木材だけで組むことが出来る橋です。私たち
はこの橋をイベント用に発見し、科学実験教室での教材として用いています。この橋を組
む過程でいろいろなものを載せてみたところ、意外に強度があることが分かったため人が
渡ることもできるのではないかと考え、この研究を始めました。
　昨年度の研究で、私たちは模型を用いた実験で強度計測と理論計算を行いました。その
結果をもとに実際にかける橋を設計し、その橋を用いて川を渡りました。しかし、この橋
には多数の課題がありました。
　そこで、今年度の研究では、橋の構造について研究しました。
　私たちはまず橋のどの部分が最も強度が低いのかを調べました。その結果、最も大きな
荷重がかかるのは一番端の段であり、中央に行くにつれ荷重は小さくなるということが分
かりました。すなわち、中央部の強度が最も小さいということが分かります。
　しかし理論計算と実験結果で差が発生しました。それは固定していない木材に力をかけ
ると発生するたわみや、水平方向にかかる力のためでした。よって実験結果と理論計算の
値にずれがありますが値は信用できるものとしました。
　今年度の研究の結果より、中央の時が最も強度が低いということと切込みが強度の低下
を引き起こしているということが分かったので中央は切込みがなくても滑らないため、強
度を増すことを重視して中央は切込みのない木材を使用し、中央以外は強度がかなり高い
ため、切込みのある木材を使用するのが最も良いと考えられる。

21JPSB-41 スマホアプリを用いた加速度の計測
福岡県立小倉高等学校　代表者：山崎信弥
共同発表者：中尾純平，樋口聖，藤野啓弥

本研究では、身近な物理的数値を計測することのできるスマホアプリである「Sensor 
Kinetics」を用いて、物体の運動を計測したものを変位に換算し、実際の変位と比較する
ことでアプリの信憑性を確かめることにした。始めに実験１として力学台車を緩やかな傾
斜の上を初速度 0 で走らせ、その運動を加速度（直線加速度＋重力加速度）、重力、直線
加速度センサーでそれぞれ 3 回計測した。この実験では、初速度 0 の重力加速度のみによ
る運動が起きているため、加速度センサーと重力センサーは正確な値を計測できるが、直
線加速度センサーは重力をキャンセルして値がうまく計測できないという仮説を立てた。
次に、重力に影響されない運動を計測する必要があると考え、実験２として力学台車に初
速度を与え、平らな机の上を走らせ、実験１と同様に計測した。この実験では、初速度が
あり、直線加速度のみによる運動が起きているため、加速度センサーと直線加速度センサー
は値を計測できるが、重力センサーはうまく値が計測できないという仮説を立てた。実験
１の結果は仮説通りになったが実験２で仮説と異なってしまったため、その原因を解決す
るためにスマホアプリの種類やスマホの機種を変えて検証していきたいと考えている。

21JPSB-42 ロウソクの火炎　～その形状に対する周囲空気の影響～
私立西南学院高等学校　代表者：上野竜生大
共同発表者：原竹純平，鬼塚俊佑，田中琢，濵柊一郎

火が着いたロウソクを振り回していると、火が青くなって消えそうになったりまたついた
りする。そんな現象を目の当たりにした私たちは昨年度からロウソクの火炎の形状と周囲
空気との関係について探っている。研究では私たちはロウソクの燃焼において特徴的な物
理量であるパフィング現象に着目した。
実験１〜４よりパフの発生は周辺の空気の加速度運動が関係していることが分かった。実
験５からパフの発生周期と速度には相関関係がなく、加速度とは何らかの相関性があるこ
とが分かった。実験６より加速運動の際はロウソク 1 本や 7 本でも静止時より大きな渦が
形成されることが確認できた。また実験７では風洞でロウソクに送風するとロウソクの炎
の色が青に変化した。これは送風することによって気化したろうが外気とよく混合し完全
燃焼したためだと考えられる。
そして研究を進めていくなかで、古文の教科書に載っている方丈記の「安元の大火」に今
研究しているパフィング現象の事だと思われる記述を見つけた。今後はこの記述について
検証して、火災対策に関する応用も考えていきたい。

21JPSB-43 風レンズとディンプルによる空気抵抗力の低減効果に 
  関する研究　－水平軸回転飛行物体の飛行性能の向上－
福岡県立香住丘高等学校　代表者：木下慎悟
共同発表者：荻本成基，長﨑秀斗，樋口聖弥，谷原空

　本研究では、水平軸回転飛行物体「Ｘジャイロ」の飛行性能を向上させるために、「風
レンズ」、「ディンプル」によって空気抵抗力を低減させることに成功した。
　市販されている水平軸回転飛行物体「Ｘジャイロ」は、水平軸回転を与えながら投射す
ると、最大 180 ｍ飛ばすことが出来ると記載されている。翼を持たない円筒形の物体が長
距離飛行できる理由は、ジャイロ効果によって姿勢が安定することと、重力による落下の
際に生じる揚力が考えられるが、空気抵抗力を更に低減させる方法を研究すれば、飛行性
能をより一層向上させることができると考えた。
　そこで私たちは、水平軸回転飛行物体の飛行性能の向上を研究の目的とした。先行研究
では風力発電機の「風レンズ」による効果が解明されていた。今回の研究ではゴルフボー
ルの「ディンプル」を用いることで水平軸回転飛行物体の空気抵抗力を低減することがで
きるという仮説を立てた。検証実験では、「Ｘジャイロ」の模型と風洞装置を自作し、空
気抵抗力を測定して比較・対照を行った。
　その結果、水平軸回転飛行物体に「ディンプル」の影響が期待できることを確認すると
ともに、「風レンズ」、「ディンプル」の効果を比較しながらそれらを組み合わせた際の効
果を解明することにも成功した。

21JPSB-44 濡れ性を利用した微小重力空間用ピペットなどの提案
兵庫県立加古川東高等学校　水滴班　代表者：屋敷智咲
共同発表者：椙下賀代，神﨑彩乃，頃安祐輔，玉田麗，筒井雄太

本研究は水垢に水が移動する原因の研究で明らかになった，面の濡れ性の違いというもの
を応用し，商品開発を目指している。あるとき宇宙飛行士が宇宙船内で雑巾を絞ると水が
まとわりついてしまう映像を見て，宇宙船内での水の取り扱いには様々な困難があること
を知った。その一つが実験でよく使用するピペットである。宇宙での実験では一般的なピ
ペットが使えない。我々は研究で明らかになった濡れ性の違いを利用して新しいデザイン
のピペットを開発しようと実験を行った。また，地上で使用できる商品についても並行し
て研究を行うことにした。濡れ性の大きな面に汚れなどが付着した場合，水を流すと水が
汚れと面の間に入り込み，汚れが付着しにくいことが分かった。そこでこの性質を利用し，
掃除が困難な屋根瓦の汚れに応用させようと考えた。具体的には瓦の表面の濡れ性を大き
くし，雨が降った際に汚れを落とすことができる商品の開発を目指している。そして研究
中に必要となった濡れ性の大小を測定する方法も研究している。

21JPSB-45 角度と配置とマイクロ風車の関係
東京都立戸山高等学校　代表者：新井葵
共同発表者：鈴木貴大

私たちは都会で発電できるマイクロ風車について研究をしました。マイクロ風車の多くは
複数台で使われますが、実際設置する際にどのような配置で置くのが良いか気になり、風
車全体の発電量に注目して実験を行いました。また「良い」の基準は風車全体を見て一番
安定して、発電量が多いこととしました。風車の性能を決める要因は様々ありますが、今
回は中でも研究があまり行われていない配置と角度について研究しました。配置は 3 パ
ターン用意し、そのうち 2 つは生物模倣（バイオミメティクス）を取り入れたものにしま
した。また、今回の実験は、最終的な目標である実地試験の基礎研究であって、自作の風
洞を使った一定方向の風に対しての発電量で評価しました。実験の結果、実験に使用した
風車においては鳥が空を飛ぶ時の形、V 字形が最も安定して、全ての風車が発電すること
がわかりました。今回の基礎研究をもとに実地試験を行う予定です。

21JPSB-46 自作風洞による翼の失速原因の解明
私立早稲田大学高等学院　代表者：秦和也

　私はヨット部に所属している。ヨットの進行方向が風上に対して 45 度より数度でも小
さくなると、帆が音を立てて振動をはじめ、ヨットは急に失速する。この原因を科学的に
分析したいと考えた。ただし、ヨットの帆は 3 次元構造で解析が非常に難しいので、かわ
りに飛行機の翼を用いて、流体シミュレーションと自作の風洞実験によって失速現象を解
明した。
　風洞装置は、理論に基づいて自ら設計・作成した。簡単化するためにまず、風洞に円柱
を入れて実験した結果、後流に発生する渦列がヨットの帆や翼の振動の原因であることが
わかった。さらに、流体が円柱表面から剥離する様子も確認できた。非粘性流体の理論と
の比較から、この剥離の原因は粘性摩擦であることが分かった。
　翼の失速にも、この流体の剥離が深く関係していると予想できる。そこで風洞中に翼を
置き、迎角を変化させながら、流体の剥離や渦列を観測した。これによって、翼やヨット
の失速の過程について確証を得ることができた。
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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、他 Jr. セッション委員会委員長が指名する者

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、他 Jr. セッション委員会委員長が指名する者

21JPSB-47 ヒラヒラ舞うとはどのような運動か
私立市川高等学校　代表者：中元奏希

紙など薄い膜状のものを落としたとき、ヒラヒラと舞い落ちる。この運動は特徴的で不規
則なものだと思った。これより、紙を落としたとき、紙の重心の軌道はどのように変化し
ているかを調べる実験を行った。先行実験として、空気が紙に与える影響を調べるため、
真空容器内で紙を落下させた。すると、通常紙は傾きを変え、回転しながら落下するが、
真空時傾きを変えず落下しているとわかった。次に、1.5 ｍから半径 10cm の紙を落とした。
このときの紙の軌道をカメラで撮影し、映像をもとに紙の重心移動を調べた。紙の重心の
移動距離は時間とともに周期的に変化しているとわかった。

21JPSB-48 ドラッグシュートの落下速度について
私立福岡大学附属大濠高等学校　代表者：花田利樹
共同発表者：福田悠人，伊東幸風

ドラッグシュートとはスペースシャトルなどに搭載され、落体の減速に利用されるパラ
シュートの一種である。私は今回の研究でドラッグシュートの模型を製作して落下速度の
変化について調べた。ドラッグシュートは単体で落下させると気流によって不安定な状態
で落下するが今回の実験ではドラッグシュートを上に引き上げることにより落下時の空気
抵抗を求め、逆算的に落下速度を求めた。

21JPSB-49 粉粒体の層化と分離に関する研究（第 4 報） 
愛知県立岡崎高等学校　代表者：前田健登
共同発表者：田中勇輝，小塚陽希，伊藤史哉

粉粒体とは、砂などの小さい粒子の集まりのことで、2 種類以上の粉粒体を混合して幅の
狭い箱状の装置に流し込むと、粉粒体同士が分かれて模様を形成することがある。縞模様
を形成することを層化、種類ごとにひとまとまりになって分かれることを分離という。昨
年度までは、2 〜 3 種類の粉粒体を混合して装置に流し込んだときにできる模様の予測と
検証を行ってきた。今年度は検証した時に層化も分離もせず、混合状態で堆積した組み合
わせについて、原因の解明と、層化や分離の誘発を目的として研究を行ってきた。まず、
落下口面積と層化や分離の関係に着目して、落下口面積を変更していき、形成される模様
を各面積について調べた。結果として落下口面積が小さくなるごとに、層化や分離がはっ
きりする傾向にあることが分かった。また、層化したものについては、面積が小さくなる
につれて、できる層一つ分の厚さが小さくなることが分かった。そこで、このようになる
理由を探るため、粉粒体を容器に入れ、容器を振動させることで、層化や分離の原因と考
えているブラジルナッツ効果がどの程度働くのかを、入れる粉粒体の条件を様々に変えて
調べた。この実験から、この効果は粉粒体が斜面を流れる時の層の厚さが小さいほど働き
やすいことが分かり、混合状態で堆積した原因は、落下口面積が大きすぎて単位時間当た
りの落下量が多く、流れるときの層が厚くなって粉粒体同士が分かれにくくなったからだ
と分かった。 

21JPSB-50 Determining the Direction-Dependences of Cosmic Rays  
  by Observing Air Showers
宮城県仙台第一高等学校　代表者：野崎亮也
共同発表者：日向功士，松戸玲菜

This study aims to determine the “Direction-Dependence of Cosmic rays” by observing 
air showers. No one accurately knows where cosmic rays come from. Hence, we want to 
confirm possible direction-dependences and to find their causes. We observed cosmic rays 
indoors and outdoors. By comparing the data, we found that the presence of buildings 
provides a huge effect but there may be other azimuth angle dependences.

21JPSB-51 Gamma-Ray Shielding Effects of Several Metals
宮城県仙台第一高等学校　代表者：松本早織
共同発表者：佐藤創，中村百伽，森みなみ，安部拓弥，櫻井翔平

To determine what metals have the most gamma-ray shielding effectiveness and to find the 
dependences of the shielding effectiveness on the gamma-ray energy is the main purpose of 
this study. We measured the spectra of gamma rays after shielding by using several sheets 
of selected metals and compared them. We found that the thicker the metal is, the more 
gamma ray is shielded and that the higher density of the metal is, the more gamma rays 
are shielded too. 


