
 

発表題目 

平戸瀬戸と大村湾のマイクロプラスチック量の比較 

 

 学校名 猶興館高等学校 

団体名 自然科学部 

  

 

 

 顧問氏名 森真之 

 生徒氏名（学年）石田和也（2年）山内理史（2年）鴨川正明（2年） 

 研究発表要旨 

≪背景・目的≫ 

僕たちが生まれ育った平戸の海はとても綺麗だという誇りがある。だが海洋マイクロプラスチックの研究をはじめ、海岸 

 に行ってみると砂浜にたくさんの発泡スチロール片やプラスチック容器をたくさん見つけショックを受けた。そこで海洋マ 

 イクロプラスチックの調査をすることにより、今以上にきれいな平戸の海を将来に残すためのヒントを探ろうと思い研究を 

 行った。 

≪実験方法≫ 

マイクロプラスチックは海中からではなく砂浜に打ち上げられたものを採取す

 ることにした。分離方法はマイクロプラスチックより比重が大きい溶液を作り砂 

 を入れ、マイクロプラスチックを分離する。その手順を以下に説明する。 

Ⅰ.砂の採取方法：GoogleMAPを使い緯度経度を基準に採取場所を右図のようにあら

かじめ設定し、5ヶ所から採集する。理由は、現場で意図的にごみの多い砂をと

ることを避け、複数個所採り平均化するためである。 

Ⅱ.マイクロプラスチックの回収方法：マイクロプラスチックの中で特に比重の大きいPET[比重1.35～1.39]が浮く溶液と  

してガムシロップと砂糖の混合溶液を使いマイクロプラスチックを浮かせることにより砂とごみを分離し回収した。 

Ⅲ.回収方法の検証：ガムシロップと砂糖の混合液を作りPETを5mm未満に裁断して人工的に作ったマイクロプラスチック  

を入れ1日放置した後、液面に浮いた人工マイクロプラスチックを回収する。結果は以下の表に示す。 

 

 1回目 ２回目 ３回目 

添加数 30個 30個 30個 

回収した数 29個 29個 29個 

回収率 96.7% 96.7% 100% 

以上の結果から、PETより比重が小さいマイクロプラスチックを回収できることが確認できた。 

≪大村湾のマイクロプラスチック≫ 

川棚町の砂浜5ヶ所から砂を採取し実験したところ、マイクロプラスチックを回収 

 できなかった。砂浜の面積が狭すぎて広範囲に採取できずデータの信用性に疑問が残る

 今後は場所を変えて砂の採取を行う。  

≪平戸瀬戸のマイクロプラスチック≫ 

砂を採取しに行ったところ、大量の発砲スチロール片やペットボトルが見つかり  

マイクロプラスチックが多いことが予想できる。 

 



 

発表題目「フェーリング溶液中における酒石酸と銅の錯イオ

ンの構造に関する 理論的研究 第3報」 

 

          

        写真 

 学校名 長崎西高等学校 

団体名 化学部 

  

 

 

 顧問氏名 権藤 好信、野口 大介 

生徒氏名（学年）岩本 崇弘(2年)、鶴田 尚也(2年) 

福﨑 仁志(2年)、吉武 龍星(2年) 

 研究発表要旨 

 【序】 

アルデヒドの還元性の確認のために使われるフェーリング反応では、Cu(Ⅱ)の還元が起こり、Cu2O が生成

することが知られている。しかし、フェーリング反応に関与している酒石酸(LH4)と銅の錯イオンについての

理論的研究例は非常に少なく、アルコールでも反応が観測されたという研究発表も見られるなどその反応機構

及び形成される錯イオンの構造については不明な部分が多

い。Hörner と Klüfers は、B3LYP などの様々な汎関数と TZVP

関数を用いて、酒石酸と銅の錯イオンの様々な構造を提案して

おり、強塩基では単核錯体の可能性を提唱している。

(Eur.J.Inorg.Chem.2016,1798-1807)私達は、M06-L /6-31+G(d)

の計算レベルで構造最適化及び TDDFT計算結果と実験結果の比

較を行い、酒石酸と銅の錯イオンの構造は二核錯体の構造をと

っている可能性が高いことを示してきた。本研究では、単核錯

体の酒石酸 1分子が、水分子や水酸化物イオンに置き換わった

ものについても、報告する。第 1 報は、第 14 回分子科学討論

会 2D13 、第 2 報は第 15 回分子科学討論会 2P081 である。 

【方法 (実験・理論計算)】 
(1)  フェーリング液の UV-Vis スペクトルを測定した。 

(2)  密度汎関数法（DFT)を用いて錯イオンの安定構造を求め、TDDFT 計算で UV-Vis スペクトルを求めた。

300nm～400nm 及び 600nm～700nm の領域において実験と計算値の比較を行った。計算は M06-L/6-31+G(d)

レベルでおこなった。また、今回は水溶液中の反応であるため、溶媒効果は PCM によって考慮した。計算に

は、Gaussian09 及び 16 と本校の PC を用いた。 

【結果・考察】 

 

pH が大きいほど水素イオンを手放し易く

なり OH 基が O-になると考え、錯イオンの

構造は表のようにモデル錯イオンを構築し

た。実験値との比較から考えると二核錯体

の構造が有力である。しかし、酒石酸イオ

ンを 1 つのみ持つ錯イオンのうち、 [Cu 

(LH3-)(H2O)2]-は、d-d 遷移と CT とがほぼ同

じ強度を示している。このような単核錯体

についても研究を行ったが二核錯体で存在

しているものと考えられる。 
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発表題目 身近な合成着色料 

～ハンドソープや液体洗剤の着色料は取り出せるか 

 

 

 学校名   長崎工業高校 

団体名   科学部 
  
 顧問氏名  大保 弘之 

 生徒氏名（学年） 山口楓斗 (2年) 佐藤一色 (2年) 

          大曲莉好夢 (2年) 風浦翠晶 (2年) 

 研究発表要旨 

１ はじめに 

    紅ショウガの鮮やかな赤色やたくあんの黄色は合成着色料が用いられている。これらの漬け汁 

に酢酸を加え毛糸を浸すと、それぞれの色に染まる。合成着色料は陰イオンであり、酸性でプラ 

スに帯電した毛糸に染着するからである。今回は、食品の着色料、ハンドソープに含まれる着色 

料、液体洗剤に含まれる増白剤について毛糸を用いて取り出せるか調べた。 

２ 実験の概要 

(1) 合成着色料の取り出し 

食品の漬け汁やハンドソープは約3倍、液体洗剤は100倍に希釈した。この溶液にそのまま毛糸 

をつけた時と、溶液60mLに100% 酢酸2mLを加え酢酸酸性にしたものに毛糸をつけた時、毛糸が染 

まるかを調べた。概要を右表に示す。 

もとの溶液が酸性のものは、酢酸を 

加えなくても染まった。酢酸酸性に 

すると、薬用ハンドソープＡ以外は 

すべてのケースでよく染まり、取り 

出せた。液体洗剤の増白剤は毛糸を 

見てもわかりにくいので、溶液の吸 

収スペクトルを測定した。 

(2) 赤106号はなぜ取り出せないか 

右の構造式のように赤102号は－3 

価のイオンであり、赤106号は－1価 

のイオンである。ハンドソープの成 

分に1価や2価の陰イオンも含まれて 

いて、これらが赤106号の毛糸への 

染着をじゃましていると考えた。 

(3) 赤106号水溶液による染着実験 

ハンドソープの着色料以外の成分の影響を除くため、市販の赤106号着色料の溶液、それを酢酸 

酸性にした溶液に毛糸をつけ、染着がおこるか調べた。さらに、着色料の酢酸酸性溶液に硫酸Na 

を10% 1% 0.1% 添加したものについて、染着がおこるか調べた。分光光度計での測定も行い、 

(2)の仮説が正しいことが示された。なお、実験結果の詳細は発表時に示す。 

(4) 赤106号を取り出すほかの方法 

着色料の電荷が大きいときは、着色料が優先的に毛糸に染着するが、電荷が小さい場合は着色 

料以外が染着する。ハンドソープでは電荷が小さい着色料が用いられ、布や皮膚への染着がおき 

ないようになっていると考えられる。電荷が小さい、または持たない有機物を分離するには普通 

ODSカラムが用いられる。そこで、簡易型のODSカートリッジにハンドソープＡをうすめて流して 

みた。赤106号が帯状になった。しかし、これをメタノールで溶離させ、溶媒を蒸発させると、 

まだ色素以外の成分が含まれていた。さらに溶離液を改善する必要があると考える。 

 



 

発表題目 蓄光塗料を用いた色素増感型太陽電池の開発 

 

 学校名 佐世保北高等学校 

団体名 科学部 

  

 

 

 顧問氏名 小佐々恵輔 

 生徒氏名 川口育（2年） 中村祐太（２年） 

 １ 研究動機 

 近年、エネルギー問題が多く取り上げられている。このことを知った私たちは、種々あるエネルギーの

中でも再生可能エネルギーの 1 つである太陽光発電に着目した。しかし、太陽の光を利用する太陽光発

電には夜間の発電ができないという欠点がある。そこで私たちは、その問題を解決するために蓄光塗料

の利用を考えた。太陽光がある間、蓄光塗料に光を蓄え、暗所で光を放つ性質を利用して、夜間にも発電

可能な色素増感型太陽電池の開発に取り組んだ。 

２ 方法 

 ・色素増感太陽電池の作成 
（1）乳鉢に酸化チタン（TiO₂）粉末とポリエチレングリコールをいれ、混錬し、ペースト状にした。 

（2）導電性(フッ素ドープ酸化スズ：FTO)ガラスに(1)をスキージ法で塗布し、500℃、1時間焼成した。 

（3）(2)を色素溶液に浸漬後、風乾した。今回光源として利用する蓄光塗料は緑色の光を放出するため、

色素溶液として赤色食用色素 102号を溶かした水溶液を用いた。 

（4）金属板、プラスチック板、(2)の順番ではさんだ。 

（5）(4)にヨウ素溶液とジメチルスルホキシドを１：5で混合した電解液を染み込ませた。 

 ・蓄光塗料板の作成 

（6）スライドガラスの片面に白色ラッカー塗料を塗布し、もう片面に緑色蓄光塗料（大平製作所）を塗布 

した。白色塗料を塗布するのは蓄光塗料の発光性能を保つため※である。 

（7）蓄光塗料板に可視光（LED）を当て、発光させた。 

（8）発光した蓄光塗料板を色素増感太陽電池に当て、光電圧を測定した。 

３ 結果 

 (3)の操作を行い、色素溶液に浸漬した TiO2電極（色素増感型）と色素がついていない純粋な TiO2電極
それぞれに対して蓄光塗料板から放出される光を照射した結果、色素増感型でのみ 0.01 mV の光電圧が測定

された。 

４ 考察 

 今回の実験では、非常に低い光電圧値しか観測されなかった。理由として、蓄光塗料板の出す光が弱

く励起する電子の量が十分でなかったこと、使用した色素の吸収帯が蓄光塗料板から放出される光の波

長に対して最適でなかったことが考えられる。 

５ 今後の展望 

・蓄光塗料の発光輝度は体積に依存するため※、蓄光塗料の厚みを増し、光電圧が増加するか、検証を行う。 

・どのような色素が蓄光塗料から放出される光をより効果的に吸収するのか、検討・実験を行う。 

・繰り返し利用しても性能が劣化しないかを実験で確認する。 

６ 出典 

 ※大平製作所、蓄光塗料、https://www.chikkou.com/chikkousetumei6.html 

 



 

発表題目 色素増感型太陽電池における植物由来色素が 

     起電力に及ぼす影響 

 

 学校名  佐世保北高等学校 

団体名  科学部 

  

 

 

 顧問氏名 小佐々 恵輔 

 生徒氏名 松本望実（１年） 浅田菜々美（１年） 

大住梨菜（１年） 北浦啓菜 （１年） 

 
1. 研究の動機と目的 

酸化チタン(TiO2)を用いた色素増感型太陽電池（Dye Sensitized Solar Cell：DSSC）に興味を持ち、より
効果的に電気変換効率を上げることができる色素を、身の回りにあるものや廃棄物などから探そうと思った。
また、紫外線がない条件(可視光照射下)で駆動する太陽電池を
作製することで、室内でも利用できるのではないかと考えた。 

 
2. 研究方法 
・色素の抽出方法 
（1）エタノール(濃度99.5％)に各試料を入れ、70℃になる 

まで湯浴で加熱した。 
（2）常温で10分間放冷した。 
（3）ビーカーの中の試料を取り出し、色素溶液を作製した。 
 
・DSSCの作製 
（1）乳鉢にTiO2粉末とポリエチレングリコールを加え、混錬し、

ペースト状にした。 
（2）導電性(フッ素ドープ酸化スズ：FTO)ガラスにスキージ法を

 用いて(1)を塗布し、500℃で1時間焼成した(TiO2電極)。 
（3）TiO2電極を色素溶液に浸漬後、風乾した。 
（4）金属板、プラスチック板、(3)の順にし、クリップではさむ。 
（5）(4)にヨウ素溶液とジメチルスルホキシドを2：5で混合した

電解液を染み込ませた。 
（6）可視光(LED)照射下における、光電圧を測定した。 
 
3. 結果 

可視光照射(LED)下で駆動するDSSCの開発に成功した。計19
 種の試料から色素を抽出し、光電圧を測定した結果(図1)、玉ね
 ぎの皮やお茶類から抽出した色素を用いた場合、比較的高い値
 を示した。玉ねぎの皮に関して、色素を抽出する際のエタノー
 ル濃度を変えて実験を行ったところ、濃度50％の時が最も高い 
光電圧を示した(図2)。 

 

4. 考察 

玉ねぎの皮とお茶類の光電圧が高い値を示したことから、玉ねぎの皮とお茶類に共通している色素である
「ケルセチン」が作用しているのではないかと推測した。また、色素を抽出する際のエタノール濃度を変化さ
せることで光電圧の値が変わったことから、玉ねぎの皮以外の他の試料でも変化が現れる可能性がある。した
がって、色素の種類によって最適なエタノール濃度が存在する可能性が示唆された。 

 

5. 今後の展望 
・試料として玉ねぎの皮を用いた実験においてエタノール濃度を変えると光電圧の値が変化することから、他
の試料でも同様に実験を行う。 

・どの色素(成分)がどのくらいの量(吸着量)で効果的に作用しているのか、検討・実験を行う。 
・引き続き、他のいろいろな試料も試していきたい。 
・TiO2の種類を変えることで、透明性を有したDSSCの作製に挑戦したい。 

 

図１ 種々の色素溶液で作成した DSSCの光電圧 

図 2 エタノール濃度の影響（試料：玉ねぎの皮） 

kozasa keisuke



