
Super fly 

～紙飛行機をよく飛ばすには～ 
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＜ 研究要旨＞ 

紙飛行機は、どのくらいの大きさ（翼の面積）が、飛距離が長くなるのかというテーマを基に、それぞれ

面積の異なる 6個の紙飛行機を、無風の状況で飛ばし、その飛距離を計測する。また、計測結果をもとに、

考察する。 

＜仮説＞ 

翼の面積が大きくなるほど、飛行距離は長くなる。 

＜方法＞ 

① 紙飛行機を作る 

② 翼の面積を測る 

③ 翼の面積のみを変えて、さらに 5 個紙飛行機を作る

（飛行機の形状などは変更しない） 

④ 発射装置を作る 

⑤ 紙飛行機をそれぞれ 10回ずつ飛ばし、その飛距離を

計測する 

＜結果＞ 

グラフから読み取れるように、翼の面積が大きくなるにした

がって平均飛行距離も長くなる傾向にある 

 

     
＜考察＞ 
小さい飛行機の初速は速かったが、すぐに地面についてしまったので記録が伸びなかった。それに比べて

大きい紙飛行機は弧を描くようにゆっくり降下していったので記録が伸びたのだと思う。小さい紙飛行機

でも軌道が良いと大きい紙飛行機より飛んでいるものもあった。このことから大きい紙飛行機のほうが翼

の面積が大きい分、空気抵抗を強く受け、急な降下をしてしまったため記録が伸びなかったのだと思う。 

 

＜研究の問題点および今後の課題＞ 

今回の実験では空気抵抗をあまり受けなかった大きい紙飛行機がなめらかな降下となったため記録が伸

びた。 

紙がボロボロになってしまったので、次回は、紙の材質を変えて実験してみたい。 
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○目的 

シャボン玉が割れないためには、何が必要であり、何が原因で割れるのかを確かめる。また、シ

ャボン玉が割れるときの状況も確かめる。 

 

○仮説 

洗剤、砂糖ともに多くしたほうが割れにくい。こうすることで粘り気が増すから。 

○手順・方法 

１ 洗剤、洗濯ノリ、水を、25ml､50ml､25mlずつ混ぜる。これを標準液とする。 

２ 標準液に増粘剤を加える。増粘剤として砂糖、蜂蜜を用意した。 

３ 直径 8cmの円を書いた紙の上にラップを敷いて、そのうえでシャボン玉を半球状に膨らま 

  せ、直径 8cmになった時点から割れるまでの時間を計測する。これを複数回行う。 

 

○結果 

グラフは別紙にて記載する。 

砂糖や蜂蜜といった、増粘剤が多ければ多いほど、シャボン玉が割れにくかった。 

 

○考察 

これらの結果から、増粘剤を多く加えたシャボン玉のほうが、割れにくいことが分かった。 

また、増粘剤を多く加えた時のシャボン玉の表面の虹がほとんど動かなかった。手で触れても、

割れないほどの強度もあった。 

増粘剤が、シャボン玉に強度を与え、シャボン玉が、割れにくくなったと考えられる。 
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研究目的 

 静電気を抑えられる素材、温度、溶剤の条件を見つけるため。 

仮説 

 ・素材によって静電気の発生の違いがある。 

 ・柔軟剤を使うと抑えられる。 

 ・温度が高いほうが抑えられる。                         ↑湿度を上げた箱

方法 

 実験①衣類を柔軟剤を用いて洗濯し、棒で五十回こすり、箔検電器で開きを調べる。 

 実験②二種類の衣類を同時に棒でこすり、箔検電器で開きを調べる。 

 実験③箱に湿度の高い空間を作り、その中で衣類をこすり箔検電器で開きを調べる。 

 ※静電気力 F＝ｍｇtanθとし、三角関数の表から tanθを小数第三位で四捨五入する。 

 Ｆが大きい方が静電気が発生しやすい。                      

  

 

結果 

 実験①柔軟剤を使う→０．３６mg 

           使わない→０．６５mg   ⇒柔軟剤を使ったほうが静電気を抑えられる！！  

 実験②Fの値  

  ナイロン 綿 ポリエステル アクリル 綿・ポリ 

ナイロン 0.27 0.31 0.12 0.27 2.25 

綿  0.84 0.03 0.04 2.25 

ポリエステル   0.47 0.09 0.70 

アクリル    0.27 0.09 

綿・ポリ     0.47 

※単位はｍｇ 

 実験③何もしない(箱の中)→１．７３mg 

   湿度を上げた状態 →０．０９mg ⇒湿度が高いほうが静電気を発生しにくい！！ 

 

 

考察 

 帯電する電気量で比較した結果、高温、高温湿度で帯電しにくく、柔軟剤の使用の有無や素材の組み合わせなど      

についても、帯電する静電気の大きさに変化が見られた。 

 また、放電する電気量については、調べていないが、帯電する電気量が大きければ、それだけ放電する電気量が 

 大きくなると考えられる。 
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１ はじめに 

  私たちは音に囲まれた生活をしていて、その中には

不快感を与える音もある。そこで、私たちはそのような

音に着目し、どうしたら不快音を軽減、遮断することが

できるのか興味を抱いた。 

２ 仮説 

  耳栓が最も遮音性が優れているという仮説を設定し

た。 

 

３ 方法 

1 騒音計の挿入と耳栓の装着ができるようにマネキン

を加工する。 

 

2 マネキンの耳に何もつけない状態でヘッドホンをつ

け、特定の周波数を流し、音の大きさ（dB）を測る。 

 

3 マネキンの耳にキムワイプ,耳栓,イヤホンをつけた

状態でヘッドホンを付け、特定の周波数を流し、そ

れぞれ音の大きさ(dB)を測る。 

※この時他の音が入らないように注意する。 

 

4 それぞれの結果を比較する。 

 

 

 

４ 結果 

  何もつけない状態で実験を行った時どの周波数に

おいても他の 3 つの状態で実験を行ったときと比較す

ると観測される音の大きさが最も大きかった。またキム

ワイプを耳に装着して実験を行ったとき各周波数にお

いて観測される音の大きさの差異は小さく、ほぼ一定で

あった。今回の実験でイヤホンと耳栓の遮音性はほとん

ど変わらないが、僅差で耳栓の遮音性が高く、全体を通

して耳栓の遮音性が最も高い結果となった。 

 

 

 

 
 

５ 考察 

今回の実験で得られた結果から、周波数によって多

少の差異は生じたが耳栓が最も遮音性が高いというこ

とが分かった。また遮音性はすべての周波数で一定では

なく各周波数に依存されることが分かった。 

 

６ まとめ 

今回の研究では、耳の型を作るときにマネキンの耳

の穴をくり抜いただけで、実際の人間の複雑な耳の型を

表現できなかったので、今後は耳の型を取って人間の耳

の形と同じ条件で実験したい。また騒音計を出し入れす

るときの雑音が予想以上に大きく、iPod の出力ではそ

の音の大きさを超えられず、アンプを使ったので測定方

法も改善したい。 

７ 参考文献 

社団法人 日本音響材料協会、騒音•振動対策ハンドブック、 

技報堂出版株式会社 (1982) 

慶応大学理工学部機械工学科 宮本尚英さんの論文「耳栓

の防音効果」 

 

周波数 なし キムワイプ イヤホン 耳栓

125 105.6 99 92.4 96.2

250 106.6 96.1 91.7 94.8

500 101.5 96.3 98.4 93.5

1000 100.5 98.3 94.9 98

2000 98.3 97.4 97.1 95.3

4000 99.2 94.4 90.4 88.1
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パスカルの原理とは 
パスカルの原理は、ブレーズ・パスカルによる「密閉容器中の流体は、その容器の形に関係なく、ある一点に受け

た単位面積当りの圧力をそのままの強さで、流体の他のすべての部分に伝える。」という流体静力学における基本原

理である。 

目的 
卵を用いてパスカルの原理が適用される条件を調べる。 

仮説 
球体かつ流体で満たされており、さらに全体的に力を加えれば割れない。 

実験 
事前準備 握力をはかる（測定者：48kg） 

１、いろいろな握り方を試しながら、卵を握る 

２、殻に穴をあけて、卵を握る 

３、握った時の面積を測る 

４、水風船を握る 

結果 
 

 

 

 

考察 
 卵においてパスカルの原理を適用するために必要な条件は、 

 握るときに卵の表面触れる、ある程度の面積 

 殻の中に空気が入っていないこと 

 卵に触れている面積には同じくらいの力を加えること     が必要である。 

まとめ 
 今回の研究を通して、卵を握っても割れないのはパスカルの原理が深く関わっていることが分かった。また、パ

スカルの原理が適用される条件もいくつか知ることができた。今後、パスカルの原理を利用して大事なものを保管

するような何かを作る機会があればこの研究を生かしたいと思う。 

 

なぜ卵は握りつぶせないのか 

卵の向き 手 備考 結果
よこ 片手 ５本指 ×
よこ 片手 ４本指 ×
よこ 片手 ３本指 ×
よこ 片手 ２本指 ×
よこ 両手 プレス ×
たて 片手 ５本指 ×
たて 片手 ４本指 ×
たて 片手 ３本指 ×
たて 片手 ２本指 ×
たて 両手 プレス ×

穴の大きさ 穴の数 穴ふさぎ 結果 割れた時の指の本数
0.7mm 1 × ×
1.0mm 1 × ○ 3本
0.7mm 2 × ○ 5本
0.7mm 1 ○ ×
0.7mm 2 ○ ×
0.7mm 2 × ○ 3本
0.7mm 2 ○（空気IN） ○ 5本

面積 指が触れる面積 結果 割れた時の指の本数
3996㎟ 小 ○ 5本
3810㎟ 大 ×

厚さ 握り方 結果
0.15㎜ 卵のように ○
0.15㎜ 全てを覆うように ×

実験１ 実験２ 

実験３ 実験４ 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhq_7V1ILVAhWFqo8KHTzOB7AQjRwIBw&url=https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%81%AE%E5%8E%9F%E7%90%86&psig=AFQjCNHstXoAkr07HXR_VMfXzVy-IpmlYQ&ust=1499911663997471


アロマが頭の回転を良くするか  
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INTRODUCTION 

最近流行りのアロマの中で、頭を整理しやすい効能のある実用的なものがあるのかを学生ならではの視点でためしてみました。 

 Ⅰ 思考力 

まず、思考力について、言葉の関連性を読み解く遊び（巷でいうなぞなぞ）を行って調べました。結果は以下のようになりまし

た。個人差が顕著に現れたため、一概に効果があるとは言えない結果となりました。 

Ⅱ 計算力 

次は、計算力について、2桁×2桁の計算問題 10問を解き終えるまでの時間を測って調べました。レモンは被験者の集中力を向上

させ、計算時間の短縮に効果があることが分かった。一方で、ローズマリーは独特な特異臭を漂わせ、それにより集中力を下げた

ため、計算時間では効果がみられなかった。しかし、正答率は上昇しため、効果が完全に出なかったわけではなかった。 

Ⅲ 記憶力 

ラベンダーやレモンは、正解数こそ効果が見られなかったが、リラックス効果が大きく、被験者全員が、眠気に襲われる一幕もあ

りました。又、レモンは、計算力こそ効果が見られましたが、記憶力の向上には、効果がないと判断できます。 

Ⅳ CONCLUSION 

このことから、レモンは、題意に対して、効果があると判別できますが、これは、私たちの最初の仮説と一致します。しかし、ロ

ーズマリーやラベンダーは、1,8-シネオールが含まれており、体の免疫に良い作用があり、必ずしも悪いものではありません。勉

強時でなく、リラックス時に使用することでその真価を発揮させることができます。 
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研究の背景と目的 
光はすべて混ぜると白色光となる。では炎も同

じことがいえるのではないか。と考えたため 

また、中間色もできるか確かめる。 

 

仮説 
光の三原色を用いることで、白色炎を作れる。 

中間色どうしをまぜることで白色炎を作成する。 

実験方法 

LiCl,NaCl,KCｌ,CaCl₂,SｒCl₂,BaCl₂,CuCl₂の水溶液

を作る。 

【それぞれ 0,01mol で統一し純水３０ｍｌでうすめ

る】 

7つの水溶液からいくつか選び０,5ml ずつとり、

ビーカーに入れてしっかり混ぜる。 

ビーカーに白金線を入れ、少量の混合水溶液

を取り、ガスバーナーで炙る。 

色の変化を観察する。 

 

実験結果 

 
  2種類以上の水溶液を混ぜたり水溶液の比

率を変えたりしたが、この時間では白を作成するこ

とは不可能だった。 

 

・全てを混ぜたとき    オレンジ Na の色 

・BaCl₂+CuCl₂           緑→青 

・BaCl₂＋NaCl           オレンジ 

・BaCl₂＋SrCl₂   赤とオレンジ たまに緑 

・KCl+BaCl₂     黄→オレンジ→黄→赤       

・LiCl+BaCl₂       赤と黄の混合 

・CaCl₂+BaCl₂      薄いオレンジ 

・KCl:CuCl₂=2:1          緑 

・NaCl+KCl             オレンジ 

・LiCl+KCl             ピンク 

・CaCl₂+KCl     オレンジっぽいピンク 

 

 

 

 

 

 

 

色々な物質を混ぜていく中で、炎自体の色が

混ざったように見えるものと異なった色の炎が分か

れて燃えているように見えるものがあった。 

NaCl の色はすべての溶液を混ぜても色が勝っ

た。 

Li Sr Na Cu K Ca Ba

赤 紅 黄色 青緑 赤紫 橙赤 黄緑



CO₂濃度変化時における植物の光合成 
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１ 研究動機・目的 

近年、環境問題になっている二酸化炭素の量の上昇

により、二酸化炭素を使用する植物の光合成にどの

ような変化が出るのかを知る。 

２ 仮説 

二酸化炭素濃度が上昇するほど、多くの二酸化炭素

を吸収することができるので、光合成の速度は上昇

するのではないか。 

３ 実験           

気体検知管、トマト、CO₂

スプレー、密封できる容器

（容積７L）を用意する。 

容器に二酸化炭素とトマ

トをいれ、二酸化炭素濃

度を測る 

日の当たる場所に置き、5

時間後、再び容器の中の

CO2濃度を測り、減少量

を調べる。また、開始時の濃度を１％ごとに変え、1

時間の減少量を調べる。 

４ 結果 

容器内の二酸化炭素濃度を７％で開始し、5時間光

合成をさせたときの二酸化炭素濃度の減少量の平均

のグラフと、1時間の減少量をもとに作成したグラ

フを比較すると、5時間での平均の速度の方が、5時

間経過時では遅かった。

 

 

３％で開始した場合には 5時間の平均の速度の方が

5時間の時点で減少速度が速かった。しかし途中ま

では 1時間のデータのグラフのほうが速かった。

 

５ 考察 

７％で開始したときには、1時間のデータをもとに

したグラフの減少量が大きく、３％で開始したとき

には、5時間の平均のグラフのほうが減少量が大き

かった。このことから、植物が二酸化炭素を吸収す

るにつれて、光合成の速度は徐々に減少していくの

ではないかと考えられる。それによって、７％で開

始したときには、本来、減少するであろう値より減

少量がすくなくなったと考えられる。一方、３％で

開始したものは、二酸化炭素の吸収量が少ないため

近い値が出たと考えられる。 

６ 今後の課題 

実験時の天候が異なっており、それによる照度の違

いから光合成の速度に違いが出たと考えられる。 

またトマトが成長し、一部は実ができていたため、

葉の面積の増加や、実ができたことによる光合成の

変化も考えられ、グラフが正確でない可能性がある

ため、正確なデータを取れるようにしたい。データ

も平均のものなので、さらに短い時間での変化を調

べてみたい。 

７参考文献 

高 CO₂と光合成の生化学（牧野周）２０１３年 



合金電池 
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１.研究動機・目的 
合金を電極板に用いた電池と、純粋な金属板を用いた電池の発生電流を比較することで、最も電流が流れる

金属板の組み合わせを調べ、金属板に含まれる金属と電流の発生量の関係を考察する。 

 

２.仮説 
発生する電流の量は、電極内に含まれる金属の種類と物質量の割合によって一定の関係がある。 

 

３.実験の説明 
① 硫酸のモル濃度を変えて調整する。 

（0.3、0.5、0.75、1.0㏖） 

② 真鍮、ステンレス、金属板（Ｃｕ，Ｚｎ,Ａｌ） 

を用いて測定を行い、電流の測定を行った。

  

４．結果 
硫酸のモル濃度を変化させたところ、概ね濃度が大きくなるほど電流の発生量が増加したが、反応が起こら

ない金属も見られた。 

 亜鉛とステンレスの組み合わせでは、最も多く電流が流れたが、電流計の針が大きく揺れ安定しなかった。 

 硫酸のモル濃度が増えると電流発生量が低下するものも見られた。 

 

５.考察 
ステンレスと亜鉛の組み合わせで最も電流が

流れたのは、ステンレスにはマンガンなどの金

属などのほかに硫黄やリンなども含まれてお

り、これらの元素が金属の構造的、あるいは科

学的に他の金属との差異を生んでいるからだと

考えられる。 

電流が低下したものは、硫酸化物の付着など

が考えられる。 

 

６.研究の問題点と今後の課題 
・今回の実験では、電流の測定時に電流計の針が大きく振れていたものもあり、正確な値が測定できなかった

と考える。電流が低下したものや、反応が起こらなかったものについて、その原因を調べる。 

・電極板に含まれる金属の物質量や質量から、発生する電流との関係を考える。 

・分極の防止として過酸化水素を加えるなど、正確なデータを得られる実験状況の改善などを行う必要がある。 

 

７.参考文献 
金属材料データブック JISと主要海外規格対照（日本規格協会） 

電気化学 基礎と応用（東京化学同人） 

 



ダイヤモンドダストを見てみよう！ 
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 はじめに 

  昨年の冬にニュースを見ていたとき、北海道で     

ダイヤモンドダストが見られたというのを聞いて、ダイヤモ

ンドダストとは何だろう？愛知県では見られないのか？ 

という疑問が生まれたので、調べてみようと思った。 

 

 ダイヤモンドダストとは？  

    大気中の水蒸気が昇華してできた、ごく小さな氷晶
（氷の結晶）が降ること。細氷とも呼ばれる。 

よく晴れた朝など、気温が氷点下 10℃以下の状態の

ときに発生する。視程は1km以上である。日光で輝いて

見える。人工的に作ることもできる。 

氷晶で光が反射、屈折することで、太陽や月の周囲、

ダイヤモンドダストが発生している大気中に暈（かさ）、幻

日（げんじつ）、太陽柱などの大気光学現象が現れるこ

とがある。  

   

実験方法 

 用意するもの 

   ・大きい空き缶       ・エアキャップ 

   ・小さい空き缶       ・スポンジ 

   ・アクリル絵の具（黒）   ・LED懐中電灯 

   ・塩水            ・ドライアイス 

    

実験装置のつくりかた 

１,小さい缶の内側を黒く塗る 

2,スポンジを小さく切り、小さい缶の側面に張り付け、 

  大きい缶に入れる 

3,エアキャップを大きい缶に巻き付ける（図１） 

４,缶と官の隙間に塩水を入れる 

５,冷凍庫でマイナス 20度程度になるまで冷やす（図２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

        図１                図２ 

 

 

実験 

  冷凍庫から缶を取り出し、（暗い部屋で）ドライアイスを缶

の中に適量入れて素早く息を吹き込む 

LED懐中電灯で缶の中を照らし、ダイヤモンドダストを 

観測する。 

 

 

 

 

 

 

 

実験結果 

１日目 たくさんのダイヤモンドダストを観測できた 

２日目 あまり見られなかった 

 

考察 

１日目と２日目では湿度が１日目の方が高かったため、 

ダイヤモンドダストの観測には湿度が大きく関係していると 

推測できる 

 

 

まとめ 

 環境のわずかな変化に左右され、かつ実験材料の状態変

化が急速であったため、短期間に連続的に実験すべきであ

った。当初予定していた通りに事が運ばず、後に予定してい

たことが実験できなかった。 

 

 

参考文献 

氷点下の宝石 

https://site.ngk.co.jp/lab/no91/ 

ハピエネ 

www.ctv.co.jp/hapiene/program/20160109/index.html 

https://site.ngk.co.jp/lab/no91/

