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肥料無し Ｋ

～肥料の三要素について～
理数科２年 阿蘇品 理子 浦野 結衣 大山 夢路 松田 奈々美 山見阪 粋人

1．目的

小学校のとき、アサガオの栽培で毎日水やりをしていたが、他の生徒よりも成
⾧が遅く、花の数も少なく、悔いの残る思い出となった。そこで、我々はは今
後アサガオを育てる人々が誰でも手軽に立派なアサガオを育てられるように、
植物を育てる際に必ず使用する肥料に焦点を当て、アサガオに対して最適な
肥料を作ることを考えた。そのために、まず、肥料の主成分である、窒素、カリ
ウム、リンについて重点を置き、それぞれが植物の各器官にどのような影響を
与えるのかを調べることにした。また、土壌栽培だと虫害や土の成分、天候に
よる植物の成⾧の影響が考えられるため、最近流行している室内で簡単に
行える水耕栽培に挑戦した。

７．参考文献
やまむファーム（単肥の特徴と使用方法について）
https://ymmfarm.com/cultivation/basis/chemical-fertilizer
NHKテキストView (肥料の三要素について)
https://textview.jp/post/hobby/29661#:~:text=%E3%81%9D%E3%81
%AE%E3%81%AA%E3%81%8B%E3%81%A7%E8%82%A5%E6%96%9
9%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6,%E6%A7%8B%E6%88%90%
E5%85%83%E7%B4%A0%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E9
%87%8D%E8%A6%81%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82
LOVEGREEN（吸水スポンジの使用法について）
https://lovegreen.net/movie/p71004/
ウィキペディア（水耕栽培について）
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E8%80%95%E6%A0%BD
%E5%9F%B9
マイナビ農業（水耕栽培について）
https://agri.mynavi.jp/2018_01_23_16792/
住友化学園芸（水溶性肥料について）
https://www.sc-engei.co.jp/qa/h_qa/7.html
一般社団法人日本植物性留学学会（高さの計測方法について）
https://jspp.org/hiroba/q_and_a/detail.html?id=0912&target=number&k
ey=0912

６．今後の展望

三要素を添加するタイミングを工夫することで植物の成⾧過程にあった
栄養素を与えることができるため、肥料の効果が最適になる条件を追
究していきたい。

・計測方法（図３、図４）
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4.考察

本実験
Ｐ:栄養成⾧→葉、茎の成⾧に悪影響。

生殖成⾧→平均以下の身⾧でつぼみを複数つけた。→生殖機能の保持。
→生殖成⾧にPは必要である。

N:栄養成⾧→葉、茎の成⾧に好影響。
→ 栄養成⾧に重要な要素である。
生殖成⾧→切り替える段階で分化が進まなくなると考えた。

K:成⾧の様子で肥料なしと大きな変化は見られなかったが、冬の栽培でも葉
が枯死しなかった。
→冬場の厳しい寒さに耐えるために必要な要素である。

予備実験
アサガオに直接肥料を与えると影響が大きいのではないか。⾧期間肥料
なしで生育させたため、急な肥料の添加に対応することができなかったの
ではないかと考えた。そこで水を張り、そこに肥料を与えることで根から肥
料を吸収すると考えこの方法で実験を開始することにした。

・予備実験(図５)
添加後数日で葉が枯死した。

肥料なし NP K

・本実験(図６、図７)
肥料なし:約６ｃｍをピークに成⾧は停滞し、徐々に葉が枯死した。
Ｐ:肥料を添加後約７ｃｍになると成⾧が止まり、葉が枯死した。
黄化し、早期に葉が枯死したが、つぼみは4つできた。
また、葉に代謝物も見られた。（図８）

Ｎ:肥料を与える前後で成⾧率が最も高く、約９ｃｍまで成⾧したが、
葉が枯死した。色は濃くなり、伸⾧成⾧を最も促進した。
また、Pとは別のものと思われる代謝物が見られ、 葉が枯死した。（図９）

Ｋ:約８ｃｍを境に成⾧が止まり、枯死せず現状を維持した。葉の色と
大きさは肥料無しの場合と変わらなかった。最後まで枯死した葉の数
少なかった。（図１０）

３．結果

２．方法

・予備実験（図１）
アサガオの水耕栽培の方法や肥料の濃度について
調べるため、吸水スポンジでアサガオを栽培し、それ
ぞれに肥料を添加した。

・本実験（図２）
水に浮かべたスポンジでアサガオを栽培し、それぞ
れに種類の違う肥料を添加した。
①台所用スポンジの網を切り、一つのスポンジに
２×３個の穴をあけ、水を張ったバッドに種を乗
せたスポンジを浮かべた。
②発芽し、高さ3cm以上に成⾧した後、スポン
ジの穴に根を通し小さなバッドに移した。
③バッドごとに添加する肥料を変え、アサガオの成⾧過程を観察した。
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予備実験 肥料添加後の葉の枚数比較
A B C D

肥料添加

①鉢にビニール袋をかぶせ、輪ゴムで固定した。
②園芸用スポンジを一時間程度水に浸した。
③スポンジに指で凹みをいれた。
④凹みに種を置いた。
⑤毎日水をやり、観察、測定をした。

肥料無し Ｐ

Pと肥料無しのつぼみの数

11/25 12/22

Nのつぼみの日数比較

Kと肥料無しの葉の変化

５．結論

・栄養成⾧の際には葉の拡大や茎の伸⾧成⾧の促進、葉緑体の増加に作
用するＮが必要である。
・生殖成⾧の際にはつぼみをつけるPが必要である。
・寒さや暑さに耐えるためにはＫが必要である。
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・動機

・無駄な動きをせず、さらに効率よく歩行できる
軌道を描くことができないのか知りたかったから。

・チェビシェフ機構とは

変形しない物体が関節と呼ばれる可動部分により、

接続され１つ以上の閉路（始点と終点が同じ軌跡のこ

と）を構成するものを使用し、疑似直線を作り出す機構。

図１ チェビシェフ脚の比率（左）

図２ チェビシェフ脚の軌道（右）

点A,Bを固定し点Aを中心にADを回すことによって点Eが

図２の矢印の軌跡を描く。

・実験１
手順１ シミュレーションソフトAlgodooを使ってチェビシェフ

脚を再現する。

手順２ 辺DEを内分する点Cの位置を変え、DC:CEの比率

を変えていき点Eの軌道をシミュレーションをする。

手順３ シミュレーション結果をもとに歩幅と歩高を計測し、

ほかの比率のデータと比較する。

私たちは「（歩幅）－（歩高）」の値が大きいほど効率のいい

機構であると考えた。

歩幅は１歩歩くときに進む距離で、歩高は歩くときに足を

あげる高さ。

・結果１

図４ 比率ごとの（歩幅）－（歩高）の値

１；１ ２；３

図５ 各比率での脚の軌跡

・実験２ 予備実験 手のひらサイズのモデル

手順１ やすりスティックにねじ用の穴をあける

手順２ 長さを延長するためにDCとCEを接続する

手順３ 実際に辺ADを回してシミュレーションと同じように

動くか確かめる

・予備実験結果
シミュレーションと同様の動きを

再現することができた。 図６ 手のひらモデル

・実験３ 本実験
A4のプリントが置ける歩行装置の作成

手順１ 作成したモデルをもとに段ボールをそれぞれ決

めた長さにカットし、グルーガンで固定する。

手順２ 木材を取り付け糸を３カ所

巻きつける。

手順３ 図７のように糸を引いて装置

が動くか実験する。

図７ 糸を引く向き

・本実験結果
今までの研究・作成において、図８のような装置が出来上
がり、動かすことができた。

図８ 作成した装置

・考察
チェビシェフの機構を装置で作り出すことはできたが、モー
ターを動力として動かすには装置が重すぎることが分かっ
た。糸を用いた手動でも二脚の足を動かすのに大きな力
が必要であることが分かった。

・今後の展望
今回はチェビシェフ機構を用いたが、機構にもさまざまな種
類があるので、どの機構がより効率よく装置を動かせるか
シミュレーションしていきたい。また、今回は１：１の比率で
しか作成していないので、２：３のものも作成し、どちらがよ
り効率が良いのか実験したい。

・参考文献
http://uemurakoubou.xsrv.jp/kawarobowiki/

index.php?%A5%C1%A5%A7%A5%D3%A5%B7%A5%A7%A5
%D5%B5%D3

http://karakurist.jp/?p=618

～チェビシェフ機構を用いた歩行シミュレーション～
理数科２年 一ノ瀬尊 久保田水樹 坂本稜弥 白波瀨海晟 東斗真



パンパンの水溶液もっとパンパンにしてみた
理数科２年 木下広大 田島雅也 沼田海弥 宮本翔大

１、はじめに

２、目的

飽和溶液にほかの物質がどれくらい溶けるか、
また、溶け方に法則があるか調べるため。

３、共通イオン効果とは

４、実験方法

水・飽和硝酸ナトリウム水溶液・飽和食塩水・
飽和硝カリウム水溶液に様々な物質を溶かし、
溶けた量を記録し、それがどれだけ溶けたかや、
溶け方に法則性があるかついて調べる。

５、結果

７、今後の展望

飽和塩化ナトリウム水溶液には物質量が溶ける物質が多い。

６、考察

•飽和塩化ナトリウム水溶液には物質量が10~15 mmol溶け
る物質が多い。

•飽和塩化ナトリウム水溶液には硝酸アンモニウムのように
ほかの物質に比べ多く溶ける物質もある。
•飽和硝酸ナトリウム水溶液にはすべての物質が20 mmol
前後溶けた。

•飽和硝酸カリウム水溶液に溶ける物質量はあまり法則性
が見つけられなかったのは、硝酸カリウムの温度による溶
解度の差が大きいからだと考えられる。

・飽和水溶液と溶かす物質の種類を増やし、物質量以外（沸
点・融点、電離度、水溶液のpH値）で法則性を見つけたい。
・飽和塩化カリウム水溶液でも同様の実験を行い、陽イオンと
陰イオンの違いによる溶解度の差を調べたい。

・実験の際に溶解度をそろえるために、低コストで温度を一定
に保つ方法を考え、硝酸カリウムに溶ける物質量にほかの水
溶液と同じような法則があるのか調べたい。



橋の構造の違いによる耐久性について
～より強い橋を求めて～

理数科２年 穴井徹 浦元創巧 岡田航輝 小原宇恭 三舩一瑳

• 動機
地球温暖化の影響により、狭い地域に集中して

雨が降る現象がよく見られる。
2019年8月27日の九州豪雨で橋が崩壊し
孤立してしまう人たちが見られた。

自分たちには何かできないか

• 目的
トラス橋は、自重は軽いが構造的な安定度は高く、

建設費用も抑えられる。

今回の研究においてトラス橋の構造を模した
パスタ橋を作成し、

橋の構造と耐久性の関係性をみつけ、
より強い橋の構造を探す。

• 仮説
斜弦材の長さを短くすれば橋の歪みが減るとともに、

耐久性も高くなる。

• 実験方法
○使用器具
パスタ（1.6mm）・グルーガン・グルースティック・割りばし
Ｓ字フック・ペットボトル・電子天秤・ばねばかり

○橋の作成方法
①耐久性の点から、パスタ3本1セットを骨組みとした。
②上弦材を13cm、下弦材を26cmに固定。
斜弦材をそれぞれ11cm、13cm、15cmの橋を2つずつ作成。

○実験内容
実験Ⅰ：斜弦材の長さとパスタ橋の歪みの関係
橋の側面に垂直に負荷をかけ、
橋の中心での変位（図1の矢印）を測定した。

実験Ⅱ：斜弦材の長さと橋の耐久性の関係
割りばしで作成した板を下弦材の上に置く。
Ｓ字フックを板にかけ、おもりをつるし、橋が完全に折れたときの
おもりの重量を耐久値とする。

• 実験結果
実験Ⅰ

実験Ⅱ

• 考察
考察Ⅰ
耐久性の見直し
耐久性を
「橋1gあたりが耐えられる負荷」（これをパスタ指数と定義）とすると、
斜弦材の長さとパスタ指数の関係は上の図のようになり、
斜弦材が短いほどパスタ指数が大きいため、
耐久性が高いといえる。

考察Ⅱ
耐久性とグルーの量の関係

橋の重量の差＝グルーの量の差
11cmの橋 重量差 2g グルーの量が少ない方が耐久
13cmの橋 重量差 3g グルーの量が多い方が耐久
15cmの橋 重量差ほぼない 耐久値は大きく異なっていた。

耐久値にグルーの量は影響していない。

考察Ⅲ
すべての橋が図5の黒丸で囲まれている部分から折れていた。
端は１本の斜弦材で支えているために、
水平方向に大きな負荷がかかっていて折れやすい。

そこを補強すべき！！

• 今後の展望
・長さを変えていき、適正な長さを調べたい。
・橋の数を増やすとともに、斜弦材の長さについても
1cm毎にするなど、実験データを増やしていきより強度の高くなる
斜弦材の長さを求めたい。
・材料、上弦材、下弦材の長さを変更し、
人の渡れるサイズまで拡大していきたい。

• 参考文献
https://www.mirai-kougaku.jp/laboratory/pages/190913.php

http://kentiku-kouzou.jp/struc-hasinokouzou.html

https://seihin-sekkei.com/calculation-tool/resolution_of_forces/

負荷と変位には、
比例関係が見られた。
斜弦材の長さが
11㎝と13㎝の橋では
変位に差が見られなかったが、
15㎝の橋は変位が大きかった。

斜弦材の長さと
耐久値については
関係性を見出すこと
ができなかった。

耐久値
[㎏]

重量
[g]

パスタ指数
[g/g]

11㎝ （赤） 2.72 57.79 47.07

11㎝ （黒） 2.64 59.81 44.14

13㎝ （赤） 2.95 63.20 46.68

13㎝ （黒） 2.30 60.04 38.31

15㎝ （赤） 2.25 63.86 35.23

15㎝ （黒） 2.81 63.87 44.0



糸電話withコロナ
理数科２年 柴尾海翔 冨吉菜乃佳 福島花菜 吉武勇人

・結果/考察

・実験

・仮説

・はじめに
話している人の声が小さくて聞こえなかったり、
何を言っているのか聴き取りづらかったりした経験がある
⇒紙コップの大きさを変えて音の振幅の変化を調べる

①音を出す側の紙コップが大きいほうが
伝わる音は大きくなる。
②音を受けとる側の紙コップが小さいほうが
伝わる音は大きくなる

• スピーカー側の紙コップが大きい方が伝わる音は
大きくなった

• マイク側の紙コップが小さい方が伝わる音は
大きくなった

紙コップの表面積が広い
方が紙コップは多くの音を
受け取ることができ、振幅
が大きくなる

タコ糸と紙コップがつな
がっているため、底の面積
が小さい方が振動が大きく
なる

・今後の展望
• 今回の研究では、用意した紙コップの大きさが大
小の二種類と少なく、他の大きさでも考察のように
なるとは言えないため、紙コップの大きさの種類を
増やして実験を行いたい。

• マイクの位置と振幅の大きさの関係を改めて詳し
く調べて見つけたい。

• 周波数の違いによる音の伝わりやすさの変化を
調べたい。

・参考文献
• Wave Spectra
https://efu.jp.net/soft/ws/ws.html

• Tuning Fork Pro
https://apps.apple.com/us/app/tuning-fork-pro/id1390334198

糸電話は話す側の紙コップが大きいほど、聞く側の
紙コップが小さいほどよく聞こえる

・追加実験
大小でコップの底からマイクまでの距離を等しくする

紙コップ大きさと振幅の大きさの関係は
変わらなかった

この特徴的な振幅の大きさは
何か原因があると考えられる

しかし確証を得ることはできなかった

紙コップの大きさ 5秒00時の1周期毎の振幅

実験番号
スピーカー
側

マイク側 1周期目 2周期目 3周期目 平均

［１］ 大 小
プラスの振幅 2640 2641 2626 2636

マイナスの振幅 2259 2272 2250 2260

［２］ 小 小
プラスの振幅 2177 2184 2174 2178

マイナスの振幅 2145 2173 2149 2156

［３］ 大 大
プラスの振幅 2070 2088 2092 2083

マイナスの振幅 2034 2009 2006 2016

［４］ 小 大
プラスの振幅 1834 1839 1845 1839

マイナスの振幅 1789 1770 1771 1777
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1.目的
現在よりも蛍光灯の本数を増やせば教室を明るくするの
は容易である。そこで私たちは、蛍光灯の本数を現在の6
本または減らした状態で教室全体を勉強する際に最適な
明るさである700～750lxになる配置を探す。

2.実験方法

ライトの配置や本数を変え、教室内の中央の席と四隅の
席の計5か所を模型上での机の高さで、照度計を用いて値
を測定する。
今回の実験では、ライトが現在の教室と同じ配置のとき
の模型での各位置の明るさを基準とした。

3.実験1
基準となるライトが現在の教室と同じ配置のときの模型
での各位置の明るさを測定する。

4.実験1の結果
1回目 2回目

右前 401 lx     462 lx

右後 389 lx     432 lx

中央 831 lx     822 lx

左前 507 lx     515 lx

左後 492 lx     444 lx

図1 現在の教室の配置 （平均 528.1 lx)

5.実験1の考察
平均が700～750lxに約200lxも届かないことから、模型の
教室全体を700～750lxにすることは難しいと考えた。その
ため、明るさの平均をより高くすることを新たな目標とした。
また、現在の教室の配置では、中央が端より最大440lx程
度高いことが分かる。

6.実験2
実験1を元に、中央ではなく端を明るくできるような配置を
ライトの角度を現在の向きから45度、もしくは90度回転して
配置することにした。

7.実験2の結果
1回目 2回目

右前 310 lx    293 lx

右後 281 lx    268 lx

中央 412 lx    465 lx

左前 291 lx    336 lx

左後 286 lx    271 lx

図2 コンセント形配置 （平均 321.5 lx）

1回目 2回目

右前 341 lx   325 lx

右後 356 lx   372 lx

中央 717 lx   725 lx

左前 453 lx   428 lx

左後 520 lx   520 lx

図3ⅹ形配置 （平均 457.1 lx）

1回目 2回目

右前 570 lx  540 lx

右後 513 lx  505 lx

中央 522 lx  534 lx

左前 546 lx  513 lx

左後 466 lx  595 lx

図4三形配置 （平均 526.6 lx）

1回目 2回目

右前 585 lx  564 lx

右後 498 lx  519 lx

中央 597 lx  585 lx

左前 517 lx  489 lx

左後 581 lx  651 lx

図5Ⅱ形配置 （平均 558.8 lx）

8.実験2の考察
図2の結果からライトが4つのときは図1よりにいずれの場
所も明るく照らすことはできないことが分かる。そのため、
ライトが4つ以下のときは配置を変えても教室全体を十分
に明るく照らすことはできないと考えた。図4、図5から、端
の値は図1より高いことが分かる。そして、図4と図5を比べ
ると中央の値は図5の方が高いことが分かる。これらのこと
から、蛍光灯を元の向きから90度回転することで、横の壁
に近くなり端の値が高くなったと考えられる。また、四隅の
ライトは黒板と平行に、中央のライトは黒板に垂直にした
方が、各場所に光が集まりやすくなり、その結果全体的に
値が高くなると考えた。

9.まとめ
今回の実験では、教室全体を700～750lxにすることはで
きなかった。そのため、教室全体を平均的に明るくできる
配置を探した。
ライトが4つ以下のときは配置を変えても教室全体を十分
に明るく照らすことはできないことが分かった。ライトが5つ
のときは図2のＸ形配置が最も平均的に教室全体を明るく
できることが分かった。また、ライトが6つのときは、現在の
教室の配置より教室全体を平均的に明るくすることができ
る配置は図4のⅡ形配置であることが分かった。

10.展望
今回の実験では、模型を用いて明るさを測定したが5か
所しか測定せず、さらに太陽の光を考慮せずに実験したの
で、これからもっと模型の精度を上げ、測定か所も増やし、
周りの環境にも考慮した実験を行いたい。また、模型だけ
でなく実際に私たちが使用している教室を行い、できること
なら蛍光灯の配置を変えて明るさを測定し、もっと研究をし
たい。

11.参考文献
大林史明 他 知的作業における集中度評価指標と集中
度向上証明 Vol.62 No.1 May 2016

馬場泰 思考的作業に集中できる照明環境についての研
究 ‐照度、色温度が集中度に与える影響について
‐https://stupidwise.net/illumination/

～教室全体を最適な明るさにするためには～
理数科２年 荒木涼 石井駿二 五嶋太一 高瀬桐也 安永涼介



Plastic of Dairy
理数科２年 児玉渉 長嵜拓海 平山曉也 福澤光瑠 松尾芹

・動機
プラスチックによる環境汚染が問題になっている⇒

自然界で分解されるという特徴をもつ生分解性プラス
チックの中の牛乳や乳製品に含まれるカゼインという
たんぱく質を原料とするカゼインプラスチックによる
製品が広まることが環境問題の解決に繋がるのではな
いかと考えた。
・目的
カゼインプラスチックを利用した製品を作るために

数種類の乳製品からとれるカゼインの量を比較しより
多くのカゼインがとれる方法を探ること。
・原理
水溶液中では陽イオン 双性イオン 陰イオンが

平衡状態にあり、pHの値によってそれらの濃度が変
化して水溶液中での正と負の電荷がつりあい
全体の電荷の総和が０になるpHの値を等電点という
牛乳の等電点は約pH4.6であり、このとき
カゼインの粒子同士が結合しやすくなり沈殿する。
・実験①
①乳製品(牛乳 50mL、ヨーグルト 44g)が入った3つ
のビーカーを用意し、それぞれに酢の量を5mL 10mL
15mL加えた。
②①をガラス棒で2分間攪拌し、カゼインを沈殿させ
、ろ過した。(図１)
③ ②を数日おいて乾燥させ、ろ紙とともに
重さを量り、最後にろ紙の重さを引いて記録した。
・結果①
酢(ｍL) ５ １０ １５

無調整ヨーグルト 3.87 4.20 4.20

低脂肪ヨーグルト 3.06 3.32 3.23

無調整牛乳 3.96 4.27 4.81

低脂肪牛乳 1.89 2.31 1.73

・考察①
低脂肪のものより、無調整のもののほうが多く取

ることができていたのは、双方の差は脂肪分がほと
んどなので脂肪分の含有量が関係すると考えられる。

無調整牛乳：3%以上
低脂肪牛乳：0.5～1.5%以下
⇔無調整牛乳＞低脂肪牛乳

・実験②
実験①と同様の実験操作を、成分無調整の牛乳を

使用し、牛乳を一定(50mL)にして酢の量5mLずつ
増やして5~45mLまでをそれぞれ3回ずつ行った。
・実験③
酢の量を全て一定(10mL)にして無調整の牛乳の量

を10mL 20mL 30mL 50mL 70mLでそれぞれ5回ずつ
実験を行った。

・結果②

・考察②③
酢の量を変えても規則性が見られなかったが、

牛乳の量を変えると、規則性が見られたので、
酢ではなく、
牛乳の量と取り出せる沈殿物の量に相関性がある
と考えた。
・全体の考察

・グラフがほぼ直線➡比例している
・牛乳10mLあたり約0.9gの沈殿物
また、文献では牛乳100mLに対して2.6gのカゼインが
あるとあった。
しかし、今回とれた沈殿物は牛乳100mLに対して約9g
となったので、実験で取り出した沈澱物には
カゼイン以外の脂質や炭水化物などが含まれていると考
えられる。

・プラスチックの製品化

・今後の展望
・環境問題解決のために、プラスチックの強度を高め、
実際に使用できる製品を開発したい。
・酢を10mL以外の数値で一定にした場合はいつでも牛
乳と沈殿物の量が比例するかを調べたい。
・牛乳の量をさらに増やした場合、取り出せる沈殿物の
量に限界があるのかを調べたい。
・たんぱく質の変性という性質を踏まえて、条件を高温
に設定して結果がどのように変化するか調べたい。
・脂肪分が多く含まれていない低脂肪の牛乳についても
調べたい。

・参考文献
牛乳の栄養と機能 一般社団法人日本乳業協会
https://www.nyukyou.jp/dairy/index.php?rm=4&qa_id=469
牛乳乳製品の栄養成分表データ
https://www.dairy.co.jp/milk_i/seibun-hyou/index.html

・結果③

何度か作成したが、
とても脆くすぐに
折れてしまい、
実用的なものを
作ることは
できなかった。



手を清潔に保つには？～石鹸vsアルコール～
理数科２年 𩵋住悠 久冨春香 宮田怜美 山見坂桃子 吉岡菜々子

1．目的
除菌効果を可視化することで、より多くの人に感染予防の重要性を実感
してもらうこと。
外出時に簡単に手を清潔に保つことができる方法、使用するアルコール
の適切な量を調べること。

3．仮説
（1）実験Ⅰ
石鹸洗い＋アルコールジェル、石鹸洗い、アルコールジェル、水洗い、
手洗いなし、の順に除菌効果が高くなると予想した。
（2）実験Ⅲ
ウェットシート、アルコールジェル(2.01g)、アルコールスプレー
(5.22g)、アルコールジェル(0.90g)、アルコールスプレー(2.87g)、の順に
除菌効果が高くなると予想した。

2．材料と方法
（1）寒天培地の作成
手順： ①シャーレ、三角フラスコ、ビーカーを1分間熱湯で煮沸した。

②三角フラスコに蒸留水、グルコース、寒天パウダーを入れ、
混ぜた。
③ラップで三角フラスコに蓋をし、爪楊枝で穴をあけ、電子レ
ンジで混合物が溶解するまで加熱した。
④シャーレに約30mlずつ注ぎ、すぐに蓋をした。
⑤寒天培地が固まるまで静置した後、恒温器(36℃)で保管し
た。

（2）実験方法Ⅰ
①実験対象者がバスケットボールでキャッチボールをした。
②次の処理を行った。
処理ア：キャッチボール後、手を洗わない
処理イ：水洗い
処理ウ：石鹸を使った手洗い
処理エ：手を洗わずアルコールジェルを手に馴染ませる
処理オ：石鹸を使った手洗い＋アルコールジェルを手に馴染ませる
③作成した寒天培地に指の腹を3秒間押し付けた。
④2週間程度、菌の増殖の様子を観察した。

（3）実験方法Ⅱ
①実験対象者を増やし、生物実験室の顕微鏡の棚の上に手で触れ、ホ
コリを付着させた。
②次の処理を行った。
処理ウ：石鹸を使った手洗い
処理エ：手を洗わずアルコールジェルを手に馴染ませる
③寒天培地に指の腹を3秒間押し付けた。
④1週間程度、菌の増殖の様子を観察した。

（4）菌の増殖率
①シャーレの面積を25cm2とした。
②imageJという画像解析ソフトに、色の濃淡を区別させ、菌が増殖した
面積を算出させた。

③ 菌の面積
シャーレの面積×100で増殖率を算出した。

（5）実験方法Ⅲ
アルコールのタイプに着目した。
①生物実験室の顕微鏡の棚の上に手で触れ、ホコリを付着させた。
②次の処理を行った。
処理カ：手を洗わずアルコールジェル(0.90g)を手に馴染ませる
処理キ：手を洗わずアルコールの吹きつけ(2.87g)
処理ク：手を洗わずアルコールジェル(2.01g)を手に馴染ませる
処理ケ：手を洗わずアルコールの吹きつけ(5.22g)
処理コ：除菌ウェットシートで手指を拭く
③寒天培地に指の腹を3秒間押し付けた。
④1週間程度、菌の増殖の様子を観察した。

4．結果と考察
（1）実験Ⅰ
実験日を0日目とした。無菌培地から菌の増殖は確認されなかった。
1日目では、どの処理もほとんど菌の増殖は確認されなかった。処理ア
では、手を置いた場所を中心に多くの菌が増殖した。処理オでは、他の
処理と比べて菌の増殖が抑制できていた。処理ウと処理エに明確な差は
確認できなかった。
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5．結論
・石鹸洗い＋アルコールが最も除菌効果が高い。
・石鹸とアルコールではアルコールの除菌効果が高い。
・アルコールの中では、除菌ウェットシートが最も効果が高い。
・使用する量は少なすぎなければ、多くても効果にほとんど差はない。
→学校や商業施設などに設置されているアルコールは、

他の人のことも考えて、使いすぎないようにする！
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7．参考文献
栄研化学株式会社 “培地組成の例”
https://www.eiken.co.jp/uploads/es33.pdf
健栄製薬株式会社 “有効成分”
https://www.tepika.net/products/tepika_spray_popup.html#section03
白十字株式会社 “アルコールタオル”
https://www.hakujuji.co.jp/medical/products/01/04/03.html

(3)実験Ⅲ
実験日を0日目とした。無菌培地から菌の増殖は確認されなかった。1日
目では、全ての処理で菌の増殖が抑制できていた。菌の増殖率より、除
菌ウェットシートが最も効果的だとわかった。除菌ウェットシートの除
菌力が最も高いのは、ジェルやスプレーを手に馴染ませる際よりも丁寧
に指先まで拭き取るからだと考えた。また、アルコールの量が効果に与
える影響は少なく、適量をどう手に馴染ませるかが重要だと考えた。

6．今後の展望
・アルコール以外に身近に存在するものから効果的な殺菌物質を見つけ
出し、その効果を持続させる方法を探究していきたい。

（2）実験Ⅱ
実験日を0日目とした。無菌培地から菌の増殖は確認されなかった。
1日目では、アルコールの方が菌の増殖を抑制できていた。しかし、3
日目では、アルコールの菌の抑制効果が低下し、石鹸を使った手洗い
の方が菌の増殖を抑制できていた。この結果から、短時間で強い殺菌
効果を発揮するアルコールの方が感染予防に有効であると考えた。
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