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 顧問氏名 永池秀明 

 生徒氏名（学年） 楠田晃聖（２） 郡山 寛（２） 

山口世藍（２） 藤瀬和樹（２） 

研究発表要旨 

【研究動機】 
 着色した水と透明な水では光を当てた時にどの程度熱の吸収が違うのか興味をもったため。 
〈仮説１〉 
 黒く着色した水と、何も混ぜていない水では着色した水のほうがより熱を吸収する。 
【実験１】 
 試験管に黒く着色した水(20mL)と、水(20mL)を入れ、40Wの白熱電灯を当て、その温度上昇を調べ

る。 
 ※実験の際、他の光の影響を受けないように、段ボールの中に試験管を入れ実験を行う。 
 ※白熱電灯や段ボールの温度が上昇することで、試験管の周りの温度が上がらないように、段ボール

の内側にはアルミホイルを貼り、扇風機で熱した空気が段ボールに入らないようにした。 
 ※段ボール内の温度（気温）も測定した。 
【結果】 

  
【考察】黒に着色した水の方が温度が上がった。気温の条件が一致しておらず、最初の気温と水温の差

も一致していない。条件をそろえることが難しかった。 
〈仮説２〉 
 着色した色により温度の変化に違いがある。 
 ※実験１の結果をもとに、実験方法や分析方法を改善し、仮設を検証する実験結果を当日発表しま

す。 
 

 



 

発表題目 タイヤの溝の形状と排水性能の関係について 

 

 学校名 大村高等学校 理科部 

団体名 

  

 

 

 顧問氏名 碓井利明 宮田睦子 

 生徒氏名（学年）中島誠拓（２年）竹本いぶき（２年） 

         井元昊八（２年） 

《動機》大雨の時、車が大量の水しぶきを上げながら進んでいる光景がよく見られる。そこで、車が水を排水することにタ

イヤに彫られている縦と横の２つの溝が関係していると考え研究を行った。 

 《目的》縦溝と横溝の排水量の違いを解明することが、本研究の目的である。 

 《仮説》水が流れる向きに垂直に彫られている溝（横溝）は、流れる水を切るように排水するので、水が流れる向きと同じ

溝（縦溝）に比べ、横溝タイヤのほうが排水性能が良い。そのため、水を流した時に排水にかかる時間が短くなる。 

 《実験》水が流れる坂を作成して、坂に接するようにタイヤを設置する（上図）。                  

     縦溝と横溝、浅い横溝と深い横溝のタイヤを回転させながら坂に水を流し全て水が流れるまでの時間を比べる。 

     木の板から水が流れなくなった状態を、全て水が流れた状態とする。 

  器具の作成 タイヤのモデル：3Dプリンターで作成、プラスチック製、半径30mm、溝の深さは10mmと5mm、幅は20mm   

                タイヤの回転数は600rpm 

        水を流す板：木の板材にビニールテープを貼る(防水のため)                     

水が横に流れるのを防ぐために側面にアクリル板を設置。                                

木の板とタイヤの隙間は8mm 

   実験１ 溝の向きで比較する。水の量を100g,200g,300gにし、全て流れるまでの時間を測定する。結果は図１である。 

実験２ 横溝の深さで比較する。水の量を実験１と同様にし、全て流れるまでの時間を測定する。結果は図２である。 

 （結果）タイヤのモデルなしで水を流した時の排水時間は、100gは4.10秒、200gは5.57秒、300gは6.60秒である。 

            

図１：水の量と時間の関係（縦溝と横溝）         図２：水の量と時間の関係（横溝と深い横溝）  

  ・溝の向きは縦、深さは深いほうが排水性能が良い。 

  ・横溝を基準にすると、縦溝は約7.03％、深い横溝は約4.23％、排水性能が良くなった。 

  ・縦のほうが排水性能が高いという市販のタイヤの溝の排水特徴と一致する結果となった。 

 《考察》実験1より水の進行方向と溝の向きが同じ方向の縦溝は、せき止められる水が少なくなり、排水性能が良いと考えら

れる。                                                

実験2では溝を深くしたことによって、溝に入り込む水の量が増えたため、深い横溝のほうが排水性能が良いと考え

られる。                                               

排水性能をより良くするには、溝の深さよりも進行方向に対する向きが重要だと考えられる。 

 《展望》・Arduinoを用いたモーター制御                                     

     ・縦溝の深さを変えて実験する。                                     

     ・タイヤの溝の特徴を長靴の靴底に活用できるか検証する。 

 《参考HP》タイヤショップツーエル「タイヤの溝の役割」 

 

  

 

 

 



 

発表題目 シャープペンシルを持つ角度が芯に与える影響 

 

 学 校 名 長崎西高等学校 

団 体 名 物理部 

  

 

 

 顧問氏名 田中 潤 

 生徒氏名 中村 昂太（１年） 水町 元紀（１年） 

      岩﨑  陽（１年） 

＜研究の動機＞ 

鉛筆やシャープペンシル（以下、シャーペン）で文字などを書くときの筆記具の最適な角度は、紙に対し

て55°～60°と言われている。もし、筆記具の角度によって芯の消費量が変わるのならば、消費量が少ないの

はどの角度なのか疑問を持ち、研究を行った。 

  

＜仮説＞ 

紙に対するシャーペンの角度を変化させると芯の消費量は変化し、角度が60°のときに芯の消費量は最も

少なくなる。 

 

＜実験の方法＞ 

電子計量器の上に模造紙を置き、その上にシャーペンを一定の

角度で固定する。その状態で模造紙を一定の速さで巻き取り、芯

の減少した長さを測り、芯の消費量とする。シャーペンはモノグ

ラフ（株式会社トンボ鉛筆）、芯はuni 0.5 HB（三菱鉛筆株式

会社）を使用し、模造紙は幅10cm、長さ8mに統一する。 

シャーペンが水平となす角度θ（図１）は 30°、45°、60°、90°

の4つとする。また、シャーペンの上部におもりを乗せることで、

実験開始時点で電子計量器にかかる重さを、90g～100gと150g～

160gの２種類に変えてそれぞれ実験を行うことができる。 

 

＜結果＞ 

角度が大きくなるほど、芯の消費量が少なくなった。(図２) 

 

＜考察＞ 

角度が小さくなるほどペン先の固定に必要となる力が大きく

なるため、角度が小さくなるほど結果のばらつきが大きくなっ

た。 

 

＜今後の予定＞ 

今回の実験では、シャーペンの角度が90°のときが最も消費量

が少なくなり、仮説は否定された。今後は、どのような条件に対

して60°が最適なシャーペンの角度になるのか実験し、その成果

を発表したい。 

 

 
図１：シャーペンが水平となす角度θ 

 
図２：芯の消費量と角度の関係 

 
図３：装置の全体図 
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発表題目 不織布マスクを用いたエネルギー 

ハーベスティングの可能性について 

 

 学 校 名 長崎西高等学校 

団 体 名 物理部 

  

 

 

 顧問氏名 田中 潤 

 生徒氏名 猪野晃太(1年) 甲斐田颯哉(1年）重野修太朗(1年)  

副島由理(1年) 藤原遼太朗(1年) 

＜研究の動機＞現在 、新型コロナウイルスの流行により、日本では３層構造の不織布マスクが主流となってい

る。その２層目にあたる「メルトブローン不織布」は、誘電分極の状態を固定することで半永久的に静電気を維

持できる不織布（以下、帯電不織布と呼ぶ)であり、この静電気力が、不織布の目よりも小さな花粉や飛沫を捕

えるフィルターの役割を果たしている。そこで、帯電不織布がもつ静電気を発電に利用することで、エネルギー

を取り出すことができるのではないかと思い、今回の研究を行った。 

 

＜研究の目的＞帯電不織布の帯電量を大きくする方法を発見し、それを用いて電気エネルギーを取り出す。 

 

＜予備実験＞ 

実験材料：3300mFのコンデンサ、塩ビパイプ、布、50mm×60mmの銅板2枚、導線

2本、デジタルマルチメーター、静電気測定器(サンハヤトEG-1) 

方法：塩ビパイプを、布を用いて摩擦し、静電気測定器で塩ビパイプの帯電電

位(kV)を距離 0.04m にて測定すると、-10.9kV であった。あらかじめ放電したコ

ンデンサの両極に導線と銅板をつなぎ、2 枚の銅板の間をわずかに離して置く。

負に帯電した塩ビパイプを銅板から 3～5cm 離し、図１の矢印方向に複数回動か

す。その後、コンデンサから導線を外し、デジタルマルチメーターでコンデン

サの電圧を計測したところ、0.005V であった。以上のことから、静電誘導によ

って移動した自由電子がコンデンサに蓄えられたことが確認でき、この回路で

静電気による発電が可能であることが示された。 

 

＜実験１＞ 

帯電不織布１枚だけで得られる帯電電位は -3.0kV 程度であるため、予備実

験で使用した塩ビパイプに比べて帯電量が少ない。我々は、帯電不織布を様々

な面積になるように折って重ねると表１のように帯電電位が変化することを突

き止め、次の①、②の結果を得ることができた。 

① 帯電不織布１枚であれば、帯電不織布の裏の面同士が重なるように折り、

元の面積の1/4だけ折って重ねると、電位の絶対値が最も大きくなる。 

② ①の帯電不織布を同じ向きに重ねると大きな帯電電位が得られる。 

そこで、静電気測定器が手元になくても電位の絶対値を大きくすることができる

折り方(図２)を考案し、帯電不織布から大きな帯電電位を得る方法を考案した。 

 

 

 

 

＜実験２＞ 

図２の折り方により作成した-9.6kVの帯電電位をもつ帯電不織布を、予備実験

で用いた塩ビパイプの代わりに使用し、同様の手順で発電し(図３)、計測した

ところ、コンデンサの電圧は0.004Vを示した。 

 

＜今後の展望＞本研究で取り出すことができたエネルギーはごく微小であるが、不織布マスク内の静電気という

隠れた資源から電気エネルギーを取り出す「エネルギーハーベスティング」技術であるといえる。今後は銅板の

形状や大きさを工夫し、実用化にむけて、より効率的な発電方法の発見を目指したい。 

 

 
図１：塩ビパイプを用いた 

発電の様子 

 
図２：電位の絶対値を大きく 

する折り方 

表 1：帯電不織布を折った部分の面積比と帯電電位の関係 

元の不織布との面積比 １ 1/2 1/4 1/8 1/16 

帯電電位（kV） -3.2 -5.0 -6.1 -5.7 -3.9 

 
図３：帯電不織布を用いた 

発電の様子 



 

発表題目 永久機関について 
 

          

        写真 

 学校名 長崎県立長崎東高等学校 

団体名 理学部 

  

 

 

 顧問氏名 原口 幸義 

 生徒氏名（学年）加来 尚寛(二年) 

  研究発表要旨 

永久機関は熱力学第二法則により、作れない機関となっている。だが「法則により否定されるから」

という理由だけで、納得できなかったため。 

１， サイフォンの原理を用いた水の循環。 

サイフォンの原理で放出した水を、放出した水力を利用した水車を用いてくみ上げる（図１）。 

２， 毛細管現象を用いた水の循環。 

毛細管現象によってくみ上げた水を放出し、放出した水力を用いて発電を行う(図２)。 

といった水を用いた二つの装置を作成し、循環を試みる。 

結果は失敗に終わったため、なぜできなかったかを口頭発表を説明していく。 

 

図１ 

 

図２ 

 

 



 

発表題目    電流の屈折 
 

          

        写真 

 学校名 長崎北陽台高等学校 

団体名 数理科学部 

  

 

 

 顧問氏名 中須賀史彦 内藤健一 

 生徒氏名（学年）１年 岩瀬敦哉 生田凌雅 下邊拓実 

            大楠英加 佐藤陽菜 

 研究発表要旨 

 「板状の導体を進む電流は異なる抵抗の境界面で屈折するか？」 

という問いを立てて研究を行った。金属板を、抵抗を格子状に配置 

したものと考えて流れる電流をシミュレーションした。 

１．格子点の電位計算方法の検討 

図のように格子状の 1.0(Ω)抵抗を考え、少ない格子数でキルヒ 

ホッフの式を解き、抵抗を流れる電流と各点の電位を求めた。この 

とき各点の電位が、周囲の電位の平均の値をとっていることがわか 

った。そこで、初期状態として長方形の左上を1.0(V)、右下を0(V) 

として、隣接する部分の電位を平均する計算を続けていけば、各点 

の電位に収束するのではないかと考えて実験した。シミュレーショ 

ンの結果は、キルヒホッフで解いたものと一致したので、この考察 

は正しいことがわかった。 

２．屈折の処理 

 途中で抵抗の値が変化したときの電流を考えるため、図のように 

１Ωの抵抗と２Ωの抵抗を配置した回路を考え、キルヒホッフを解 

いて電流と電位を計算した。境界部分より上側の周囲がすべて１Ω 

に囲まれている点、境界部分より下側の周囲がすべて２Ωに囲まれ 

ている点はどちらも隣接点の電位の平均になっていた。 

 屈折部分は、格子点が１Ωの抵抗を介す隣接点は２倍し、２Ωの 

抵抗を介す隣接点はそのまま足して合計を取り、全体を７（2+2+2+1） 

で割った値になっていることが分かった。抵抗の比率に合わせて重 

みをかえて平均をとるように、境界部分の計算プログラムを修正した。 

３．シミュレーション結果 

 図は10×10の格子でシミュレーションした結果である。抵抗がすべ 

て１Ωの場合正方形の対角線部分の電位が 0.5V となるが、下半分の。 

抵抗を２Ωに変えると0.5V の等電位の 

ラインが 0V 側に近づいてくる。これは 

抵抗が大きい部分での電圧の下がり方が 

大きい事を示しており、抵抗の直列つな 

ぎのときと同じ結果を示している。 

 電位の勾配や各抵抗を流れる電流の 

大きさを参考に境界面における屈折点 

を特定し、波の屈折と比較した結果に 

ついて報告する。 

 

境界部分 

下半分が２Ω 抵抗はすべて１Ω 

0.50Vの等電位ライン 



 

 

 
メカニカル・メタマテリアル 
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 学校名 佐世保北高校 

団体名 科学部 物理班 
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 顧問氏名 小佐々恵輔 十時実穂 

 生徒氏名（学年） 吉村大和（２年） 牧山司（２年） 

 脇川優喜（２年） 

＜研究動機＞ 

 ゴム製の空気入りタイヤは、130余年の歴史の中で絶えず進化・発展を繰り返し、現在では幅広く活用されている。

欠点としては「パンク、バースト」といったトラブルがつきまとうことだ。そこで現在、実用化に向けて研究・開発

を進められているのがエアレスタイヤだ。従来のタイヤのように、タイヤを支える張力に封入気体を使わず、内部に

設けたゴムまたは樹脂製の支柱に張力を支えさせ、封入空気と同じ「バネ」としての効果を得る方式としたものだ。

そこで私たちは将来エアレスタイヤに利用できるような構造の創出を目的として、画用紙を用いて三角形、四角形、

六角形でそれぞれモデルを作り、重りで鉛直方向に力を加え、内部構造による圧力への耐久性を検証した。 

＜方法＞ 

表１ モデルの底面の図形 

 底面の図形の一辺の長さ 

三角形 四角形 六角形 
底面の図形

の外接円 

の半径 
1.00 ㎝ 1.7cm 1.4cm 1.0cm 

※モデルの高さはすべて2.0cmとする。 

表をもとに、画用紙で三角柱、四角柱、六角柱を作

る。その際、セロハンテープを用いる。同じ図形同士

を５.0cm四方の大きさになるように、図形同士を両

面テープを使って貼り合わせてモデルを作る。上に木板を乗せ、それぞれのモデルに均一に力が加わる状態にして重

りを乗せて、構造の様子を観察し、何kgまで耐えられるか検証した。その際図形の種類、大きさを変えて比較する。 

 

＜結果＞                           

おもりを加えていくと、三角柱は24.0kgのおもりを乗せた１秒後に、四

角柱は14.0kgのおもりを乗せた1秒後に、六角柱は18.0kgのおもりを乗

せた3秒後に構造のバランスが崩れた。結果、三角形が最大で、六角形、

四角形の順に、モデルに耐久力があるとわかった。 

＜考察＞ 

今回の実験では、ハニカム構造を作る六角形のモデルが一番おもりに対

して耐久力があると予想したが、結果は三角形のモデルが一番耐久力を

もった。それは三角形という形が、3辺の長さが決まると1つの図形のみ

を作るが、ほかの図形は辺の長さが決まっても角度が変わり、さまざま

な種類の図形ができ、構造を作ったときにぐらついてしまうからだと考えられる。これから、タイヤに応用できる構

造を考えるに当たり、鉛直方向以外の方向からの力がモデルに対して働いて、ひねりが生じ、そのような実験におい

ては、今回とは違う研究結果が出るかもしれない。おもりを揺らしながらモデルに対して力を加えるなどして研究し

ていきたい。 
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