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エチレンが果物にその及ぼす影響について
Ｓ４１

●りんご(０,１,２,３個)に対しバナナ１本ずつを冷蔵庫内に静置した箱に
入れる。

●２日毎（朝６時半）に中身を観察し、黒い面積の増加量、バナナの状
態を調べる。
●どれか一つのバナナの表面積のおよそ半分以上黒くなるまで続ける。

＜実験の条件＞
冷蔵庫内（約４℃）で放置
●リンゴとバナナを袋に入れる
●2日経過後ごとにバナナを箱から出して観察する。
●黒い面積の増加量（％）

エチレンの量（リンゴの数）によってバナナが黒く変色する面積が一次関
数的に増える。

果物を食べたいときに限ってまだ熟れていなかったり、まだもう少しかな
と思っておいて置いたらすでに悪くなっていたりしているから食べたいと
きに果物を食べるにはどうすればいいのかと思った。

●２日後
(1)バナナの黒い面積に違いが出てきた。(りんごあり)
(2)どのバナナにおいても、薄く茶色になっている部分はほかの黄色い部
分よりも柔らかかった。

観察前(㎝²）1回目(㎝²）変化量(％) 2回目(㎝²)変化量(％)

りんご０個 0.24 0.24 100 4.68 1950
1個 0.96 2.86 298 36.6 3813
2個 0.13 3.85 2962 51.2 39385
3個 0.44 5.50 1250 74.8 17000

●４日後（前回比）
(1)どのバナナにおいても２日後よりもより黒さに違いが出て
きた。
(2)バナナから甘いいい匂いがしてきた。(りんごあり)
(3)どのバナナにおいても前回と同様に黒くなっている部分が
柔らかかった。

５ 考察

変化量(％)は１or２回目÷観察前で出した。
また、小数点以下は切った。

●黒くなる面積が指数関数的に伸びている。
●伸び方はりんごの量に比例している。
●明らかにりんご０個や1個の時に比べて、2個や3個の方が変化
量が多い。

７ 新たな疑問

●どうして黒くなる面積の増え方が、一次関数的でなくて
指数関数的に増えたのか。

●上記に関して、りんごの出すエチレンに相乗効果があ
るのではないか。

リンゴ無し りんご１個 りんご2個 りんご3個

NO IMAGIE

観察前

１回目

2回目

↑黒い部分が見やすいように写真を加工したが、黒い部分への
添削は一切施していない。

８ 感想

●今回は、時間があまりなかったり最初に実験した時には測定
期間が一定ではなかったりしたので、またこのような実験をする
機会があるのならもっと突き詰めて研究したいと思った。
●この実験を機に早く熟れたバナナを食べたいと思う。

●普段朝にバナナを食べることが多いので食べるのに適した状
態かどうかを見極めて食べたい。

６ 反省

●観察前のバナナの黒くなっている面積をそろえなかったがため
に、変化量をパーセンテージで出した時にりんご2個のほうが3個
よりも値が大きくなってしまった。
●バナナと同様にりんごでも状態(熟れ具合等)をそろえなければ
ならなかった。



Ｓ42

仮説
骨の主成分であるカルシウムの摂取
量が少ないほど骨密度が低くなる

骨ごと魚が食べられる！

実験方法１
1. ７０匹の金魚をＡ～Ｃの３つのグルー
プに分ける

2. Ａ～Ｃの餌をつくる

3. 数匹を解剖し、骨密度を測定する
4. １日１回それぞれの餌を与える

5. １か月後、解剖しそれぞれのグルー
プの骨の密度の平均をだす

実験方法２
実験１と同様の餌を水分を含ませ粒状にし
て与える

まとめ
今回の実験を通じて、生物を用いた実験の
難しさを痛感した。

しかし、この実験には有用性があると思う
ので、金魚が死んでしまった他の原因など
を調べ改善し、次に繋げていきたい。

結果・考察１
実験結果が出るまで金魚を育て続ける
ことができなかった。

原因として、つくったエサを粉状にした
ままであげてしまったことで、摂取でき
ていなかったのではと思い、エサを水と
合わせて粒状にしたものに変えた。

はじめに
魚を食べるときに、骨をとるのが面倒な
ので、骨まで食べられる魚をつくることは
できないか？と考えた。また、衛生面か
ら考えても、この研究は役立つと思われ
る。

結果・考察２
一回目と同様に、金魚を育て続けられな
かった。

原因として、金魚の排泄物や、死亡した
金魚によりアンモニアの濃度が増加し、
水質が悪化したことが考えられた。

各水槽のアンモニア、硝酸イオン、亜硝
酸イオンの濃度を調べた。

A) カルシウムを多く含む餌
B) カルシウムを適量入れた餌
C) カルシウムを含まない餌

ＮＨ３ ＮＯ２⁻ ＮＯ３⁻

Ca多め 1.00 X 30

Ca普通 0.40 X 20

Caなし 0.25 X 20

限界値 0.25 0.80 50

単位は全てmg/L

餌の材料

このとき、金魚が生育できるそれぞ
れの物質の最大値を限界値とした。い
ずれの水槽でもアンモニアの濃度が
限界値以上だったため、これが原因の
一つと考えられる。

参考 アクアリウム情報サイトトロピカ～ https://tropica.jp/



光と豆苗の成長の関係

Ｓ４３

生物の授業で光合成について学習した。それを
生かしてより早く豆苗を育てる方法を知りたいと思
いこの研究を始めた。
さらに豆苗をはじめ家庭で育てる植物やその他の
植物へ応用したいと考えた。

１はじめに

豆苗の成長に最も影響を与える限定要因が何
かを明らかにする。

２ 研究の目的

３ 仮説

明るさを変えた場合→明るいほど成長が早い
理由：日陰よりも日なたの方が植物が成長

するから
切る長さを変えた場合→一番短く残したものの

伸び率が一番大きい
理由：最初は葉は育たないので、養分が茎に行く

ため

４ 実験方法

実験の流れ
（１）同じ高さに切る（根：４cm 茎：２cm）
（２）豆苗をインキュベーターに入れる
（３）明るさをそろえてＬＥＤ照明をセットする
（４）朝と昼の毎日決まった時間に長さを測定する
（５）５日間育てる

５ 結果

６ 考察

７ まとめ

８ 参考文献

実験➀ 光の明るさを変えた場合

〈条件〉
LEDを使って５種類の明るさを用意す
る。

使用する明るさ
０ lux １３００ lux

１００ lux ２０００ lux
８００ lux

実験② 切る長さを変えた場合

〈条件〉
切る長さを２㎝、４㎝、６㎝の３つに分ける。

実験①の結果
一番明るい時(2000 lux)で伸び率が大きかった

実験②の結果
一番短いとき(2cm)で伸び率が大きかった
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実験①
明るさが強いほうが光エネルギーを吸収する量が多い
ため、2000 luxの時に一番成長したと考えられる。

実験②
光合成だけでなく豆からの養分でも成長していると考え
られ、豆の養分を使い切る前の長さが一番短い２cmの
時の成長が大きかったと考えられる。

実験を通して、豆苗が一番よく育つ条件を求めること
ができた。これを活かして家庭でも栽培したい。
今回は、家庭で育てる植物しか調べることができな
かったので、家の明かりではなく日光のもとで育つ植
物についても今後調べていきたい。

http://www.saladcosmo.co.jp/sprout/tomyou.html
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はじめに 

味覚には、甘味、塩味、酸味、苦味、うま味の五つ

の存在が知られている。誤解されがちであるが、「辛

味」は「痛み」であり、味覚ではない。当然、辛い

ものに耐性がある人は、痛みにも強いという関連性

があると考え、実験で検証してみることにした。 

 

仮説 

 辛いものが得意な人ほど、痛みに対する耐性が高い。

例えば、辛い物が得意な子どもは歯医者で乳歯を抜

く時に、麻酔を普通よりも少ない量か麻酔なしで抜

くことができる。 

 

実験 

① 唐辛子から辛み成分のカプサイシンを抽出す

る。 

② 20倍、40倍、60倍、80倍、100倍に希釈した

カプサイシン溶液を作る。 

③ 友達に協力してもらい、濃度が違うカプサイシ

ン溶液を一種類ずつ舐めてもらい、好みの辛さを確

認する。 

④ 38℃、40℃、42℃のお湯を用意する。 

⑤ 温度が違うお湯に手を入れてもらい、好みのお

湯の温度を確認する。 

⑥ ③と⑤のデータをもとに、関連性を検証する。 

 

 

結果 

 

 

 20倍 40倍 60倍 80倍 100倍 

38℃ 0 1 0 2 2 

40℃ 1 2 4 3 2 

42℃ 0 1 4 0 4 

 

まとめ 

人では正確な実験結果やデータが得られにくい。 

強い相関ではなかったが、仮説とは逆に強い辛さを

好む人ほど、好みのお湯の温度は低かった。 

 

参考文献 

mountblack.blog122.fc2.com/blog_entry_277/html
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きんにくのじっけん 
 

１． 動機 

 友達が「すべては筋肉が解決してくれる」と言って

いた。それが本当ならば筋肉を効率よくつける必要

があると思ったのでこの実験を行った。 

２．目的  

 調べたところ、筋トレを行う際にその部位を意識し

てすると効果が上がると言われているが、その根拠

はまだ解明されていないので自分たちで見つけた

いと思った。 

３．仮説 

 意識することで通常より筋肉に力が入って筋肉細

胞の破壊が促進され、それが直接的に超回復につな

がると考えた。 

４．実験内容 

 サーモグラフィを用い、運動前と運動後の温度の変

化を調べる。被験者は１5人用意した。 

  

①運動する前の上腕二頭筋の温度を調べる。 

 

 ②一分半腕を垂直に上げ、終わったらすぐに温度を

調べる。（この時に被験者に実験内容を伝えず、腕

を意識させないように実験を行う） 

 

 ③実験の 5時間後に同じ部位の温度を調べる。 

 

 ④後日同じ被験者に実験内容を伝えたうえで上記

の実験を再度行う。 

  

 以上の操作を行い筋トレを行う際に意識すること

で効果は上がるのかを検証する。 

５．実験結果 

 実験内容を知らない１５人に実験に協力しても

らったところ、全被験者の実験を行った部位の温

度は、実験直後は急激に上がったが 5時間後の温

度は実験前の温度とほとんど変わりはなかった。

写真は実験の様子である。 

 

 

 

 

６．実験の考察 

 これにより私たちの仮説は間違っていたことが

分かった。しかし直後の温度は上がっていたた

め、意識することに効果があることは確かだろ

う。実験では内容を伝えたときは腕が平均して２

～４度下がっており、伝えていないときは７～１

０度下がっていた。またこれにより温度も変わっ

ていた。 

 これから意識することで腕の高さを維持し続け

ようという気持ちが気づかないうちに働いてい

たと考えられる。 

７．まとめ 

効率的に筋肉をつけるには、トレーニングして

いる部位を意識し続ける精神力が必要とされ

る。 

これらのことからスポーツにおいて最も重要

なことは強い精神力を持つことであるといっ

ても過言はないだろう。 
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味覚とリラックス効果 

S47  

研究目的 

試合前や試験前など落ち着きたいときには甘いものを

食べるといいとよく聞くが、具体的に何分前に口にす

ると効果が出るのか、また、ほかの味覚ではどのよう

に作用するのか気になり、交感神経や副交感神経を利

用して調べることにした。 

仮説 

甘味→副交感神経に働き、心拍数下降 

辛味→交感神経に働き、心拍数上昇 

酸味→辛味ほどではないが交感神経に働き、心拍数上昇 

また、今回の実験においては、甘・辛・酸・苦・塩・

旨味のどれにも当てはまらないものを無味と定義し

た。 

実験 

1． 平常時の心拍数を 1分間測る。 

2． それぞれの味の代表を口に含む。 

3． 直後、3 分後、5分後に 1分間心拍数を測る。 

（無味→水  甘→砂糖   

辛→激辛ソース  酸→レモン汁  

を用いた。 

男女間で働くホルモンの違いによって味覚の受け

取り方に差があることが分かったので、男女で分

けて実験をした。） 

 

結果 

 

考察 

性別によって反応の違いが出たが、味覚の受容のされ

方によっての共通した違いがそれぞれ見られた。 

今回は 15 分で切り上げてしまったため、次は長時間で

調べてみたいと思う。 

また、心拍数を見失う人もいたので次は正確に心拍数

を測れる機器を用いて実験に挑みたい。 

参考文献 

「スクエア最新図説生物 neo」 

「酸味を感じる仕組み」石井翔 

〈https://www.sbj.or.jp/wp-

content/uploads/file/sbj/9005/9005_biomedia_5.pdf＞ 

「味覚ではなく痛覚で感じる? 不思議な辛み」南恵子 

〈https://allabout.co.jp/gm/gc/386512/＞ 

「六訂版 家庭医学大全科」株式会社法研発行「 
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