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祝　　辞

　はいさい、ぐすーよー、ちゅーうがなびら。

　第 41 回沖縄青少年科学作品展の開催にあたり、御挨拶を申し上げます。

　沖縄電力株式会社が中心となり 1979 年（昭和 54 年）からスタートした「沖縄青少年科学作品展」が、今年も盛大

に開催されますことをお喜び申し上げます。

　本作品展は、県下の小・中・高校生を対象に、産業界、教育界等が連携して実施する大規模な行事となっておりま

す。その分野は、生物、化学、物理、地学そして産業など多岐にわたり、本県の科学技術振興並びに地域産業の将来

の担い手たる人材育成に大きく貢献してこられました。長年にわたり本作品展の開催に御尽力なさった関係者の皆様

に心から敬意を表します。

　さて、昨年、京都大学特別教授の本庶佑先生がノーベル生理学・医学賞を受賞されました。先生は、京都大学医学

生の頃、御友人をがんで亡くされたことをきっかけに、研究者を志し、その後数十年にわたる努力により、がん治療

の新薬につながる発見を成し遂げられました。

　本庶先生は、「科学雑誌に載っていることも信じない」、「自分の頭で考えて、納得できるまでやる」と語っています。

また、「知りたいという思いを大切にしてほしい」と子供達にエールを送っています。

　今回の作品展に研究成果を応募された皆様も、先生方や御家族の協力のもと、科学に対する探究心を深め、忍耐力

と発想力で調査や実験などを積み重ね、作品を完成させる貴重な体験を経験されたことと思います。

　皆様には、今回の作品を完成させたことを励みに、好奇心や探究心を持ち続け、将来の沖縄、日本を牽引する人材

として、御活躍されることを心から願っております。

　また、保護者の皆様、産業界、教育界など各界の皆様、そして本日お集まりの皆様におかれましては、本県の子供

達が科学技術に親しみ、理解を深め、将来のキャリア形成へと繋がるよう惜しみない支援をお願いするとともに、科

学技術を積極的に活用した事業展開、高度な科学技術人材の登用・育成等に、引き続きお力添えをお願い申し上げます。

　結びに、沖縄電力株式会社をはじめ、関係者の皆様の益々の御発展と、御来場の皆様の御健勝を祈念申し上げ、お

祝いの言葉といたします。

　いっぺーにふぇーでーびる。

平成 31 年 2 月 9 日 　　　　

沖縄県知事　玉城デニー
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Congratulatory Speech

　Haisai Gusuu-yoo Chu-uganabira. (Hello everybody, how are you)

　I would like to say a few words as to celebrate the 41st Exhibition of the science-work by the 

students in Okinawa to take place.

　I also would like to celebrate commemorating the 41st year of this exhibition since started back in 

1979.

　This exhibition has been a big event to be held, collaboration with industry field and education field, 

targeting elementary, middle and high school students. This exhibition has been greatly contributing to 

promote science technology and raising future local industry leader and categories are from biology, 

chemistry, physics and earth science. I would like to show my sincere gratitude for those of who were 

involved to host this exhibition for a long time.

　Last year, distinguished professor from Kyoto University Mr. Tasuku Honjo have won the Nobel Prize 

for Medicine physiology. He wanted to become a researcher triggered by losing a friend who passed due to 

cancer when he was medical student at Kyoto University, and discovery lead to new medicine of the cancer 

treatment was accomplished by the effort for the next dozens of years.

　Mr. Honjo said that “don’t believe what is written on the science journal”, “use your brain to 

think and continue to do it until you are satisfied”. Also, he said that “cherished the feeling of want 

to know” and send his encouragement to children.

　I am sure that students who entered their project here were supported by teaches and their family to 

deepen their inquiring mind, continued investigations and experiment with patience and ideas in order to 

complete the project must have been very valuable experienced.

　I'm hoping that receiving a prize here will encourage you to continue having curiosity and inquiring 

mind, making an effort heartily to become a talented person to lead the future Okinawa,

　I would like to ask for your continuing support to parents, people from industry, and education field 

for children to be more familiarized in science and leads to future career. Also at the same time, 

support the business development that utilized technology proactively, upbringing of the high technology 

talented person to everyone who gathered here today. 

　At last, I would like to wish the prosperity and continuous success of the Exhibition to make this as 

my congratulatory speech. I thank you very much.

February 9th 2019.

Governor of Okinawa prefecture

Denny Tamaki

－ 2 －



ご　挨　拶

　第41回沖縄青少年科学作品展の表彰式に当たり、ご挨拶を申し上げます。

　受賞された皆さん、誠におめでとうございます。

　また、これまで御指導にあたられた先生方、そして常に子供たちの側で励ましてくださっている保護者の皆様に、

心からお祝い申し上げます。

　今回の入賞作品を見ましても、豊かな発想で行った研究やねばり強く長期間にわたり観察を続けた作品など、皆さ

んが様々な視点で熱心に取り組んだ成果には目を見張るものがあります。きっと、御来場の皆さんに、驚きと感動を

与える作品となっているものと確信しております。

　皆様もご承知のように、2018 年ノーベル医学生理学賞は、がんの免疫療法につながる画期的な研究で、京都大学

特別教授の本庶佑氏が受賞されました。本庶教授は、優れた研究者になるためには６つの「C」が必要であると説い

ています。それは、「好奇心（curiosity）、勇気（courage）、挑戦（challenge）、確信（confidence）、集中（concent

ration）、継続（continuation）」です。

　児童生徒の皆さんは、好奇心を大切に、勇気を持って困難な問題に挑戦し、必ずできるという確信をもち、全精力

を集中させ、あきらめずに継続することで、時代を変革するような研究を発信できる人材となることを期待していま

す。

　沖縄県教育委員会では、児童生徒の皆さんが、郷土の自然を愛し、楽しく科学を学べるように、地域の自然や文化

遺産など、地域素材の積極的な教材化を推進するとともに、高校生を対象とした「沖縄科学グランプリ」、中学生を

対象とした「科学の甲子園ジュニア沖縄県大会」を開催する等、理科教育の充実・発展に努めているところです。

　受賞された児童生徒の皆さんは、本日の受賞の喜びと感激を忘れることなく、科学する楽しさや未知の世界を探究

する心、最後までねばり強くやり遂げる態度を、持ち続けてほしいと思います。そして、この沖縄から世界に羽ばた

く研究者が数多く育っていくことを期待しています。

　結びに、この事業のために多大な御尽力を賜りました沖縄電力株式会社様をはじめ、大会を支えてくださっている

皆様に深く感謝と敬意を表し、挨拶といたします。

平成 31 年 2 月 9 日　

沖縄県教育委員会 　

教育長　平敷昭人
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Congratulatory Speech

　I would like to congratulate in this awarding ceremony at the 41st Exhibition of the science -work by 

the students in Okinawa.

　Congratulation to all the prizewinner here today.

　I would like to congratulate teachers and parents who provided guidance and support to students from 

bottom of my heart. 

　By looking at the project that won the prize, I can see tenacious long time study and observation that 

lead from great idea. I am convinced that your effort and this result will touch people’s heart who 

visits this exhibition.

　As you may already know that Mr. Tasuku Honjo who is a professor from Kyoto university won the 

Nobel Prize for Medicine physiology in medical field for 2018, the research which leads to cancer 

immunotherapy. Mr. Honjo talks about six “C” in order to become a researcher. Those are “Curiosity”, 

“Courage”, “Challenge”, “Confidence”, “Concentration” and “Continuation”.

　I'm hoping that students challenges a difficult problem with courage for curiosity carefully and has 

the conviction that it is possible for by all means and centralizes all energy and expects that it is 

with the talented person whom  revolutionizing the times without giving it up.

　As Okinawa Board of Education, we would like to continue our effort to fulfill and develop teaching 

science, such as materializing information regarding local nature and cultural heritage, so that 

students could keep their love for nature, and to have a fun learning the science. We also carry out “the 

Okinawa science Grand prix” for high school students, “Okinawa junior science Grand prix” for junior 

high school students for enhancement, development of the science education.

　I would like to ask you to keep the pleasure you gain from scientific knowledge, the heart that 

investigates the unknown world and the attitude accomplished perseveringly until the end without 

forgetting today's delightful feeling of winning a prize. I hope that many researchers will be produce 

and spread their wings in the world from Okinawa.

　At last, I would like to thank all the support we received from the Okinawa Electric Power Co, Inc. 

and all the people who put in their effort to make this possible.

　Thank you very much. And I would like to make this as my speech.

Feb 9th 2019

Okinawa prefectural board of education

Chairman of the board  Shoujin Heshiki
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主催者挨拶

　第41回沖縄青少年科学作品展の開催にあたり、ご挨拶申し上げます。

　1979 年から毎年開催してまいりました本作品展は、今年で 41 回目を迎えました。これもひとえに、児童・生徒の

皆さんの努力はもとより、指導者の皆様、関係各位の多大なご支援とご協力の賜と深く感謝いたします。

　今年も多くの研究作品の応募があり、いずれの作品も素晴らしい出来栄えでした。本日表彰を受ける児童・生徒の

皆さん、おめでとうございます。また、日頃から熱心にご指導された先生方、保護者の皆様へ心よりお祝いを申し上

げます。

　さて、昨年は生理学・医学の分野で本
ほん

庶
じょ

 佑
たすく

さんがノーベル医学・生理学賞を受賞しました。これまでのノーベル

賞を受賞した発見・発明には、レントゲンとも呼ばれているⅩ線や青色ＬＥＤなど、私たちの生活に役立っているも

のがたくさんあります。この世界最高の栄誉であるノーベル賞受賞の道のりも、第 1歩は「なぜだろう」という身の

回りの小さな気づきからスタートしています。この小さな気づきから地道な努力を続けて素晴らしい研究成果を築き

上げているのです。あるノーベル賞受賞者は次のようなことを言っています。「本当に面白いのは、誰もが注目して

いない領域を開き、研究の新しい種を見つけることだ」

　この場にいる青少年の皆さんにも沖縄青少年科学作品展を通して培った、小さな発見を大切にする気持ち、疑問を

探求する気持ちを忘れず、様々なことに挑戦していただきたいと思います。

　今回の作品展のテーマは「集まれ未来の科学者たち」です。児童・生徒の皆さんが、科学に対する関心と興味を持

ち続け、将来、世界で活躍する科学者が現れることを期待しています。沖縄電力は、これからも本作品展を通して、

沖縄県の科学教育の振興と人材育成を応援してまいります。

　結びに、本日ご臨席を賜りましたご来賓の皆様方、本作品展の開催にあたり、多大なご協力をいただきました沖縄

県、沖縄県教育委員会、理科教育に携わる多くの先生方、そして、アメリカンスクールを含め関係者の皆様に心から

感謝申し上げ、ご挨拶といたします。

平成 31 年 2 月 9 日　　　　　

沖縄電力株式会社　　　　 　

代表取締役社長　大嶺　滿
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A word from Sponsor

　I would like to say a few words for commencing of the 41st Exhibition of the science-work by the 

students in Okinawa.

This is 41st year for this exhibition since we started to host in 1979. This was made possible thanks to 

all the students who are here today for putting your effort, also all the people who were involved and 

provided support in this exhibition. And I thank you. 

　We had many projects entered this year and every project was great project. I would like to say, 

congratulation to all the prizewinner for recognition of your hard work. In addition, I would like to 

congratulate to all the teachers and parents who provided the guidance to the students.

 Mr. Tasuku Honjo won the Nobel Prize for Medicine physiology last year in a medical field. There are 

many inventions and discovery helping our life including the X-rays known as Roentgen and blue LED in 

discovery, the invention that won the Nobel Prize in the past, The road to receiving this world-known 

honorable Nobel Prize start out from noticing a small thing around your daily life as “Why”. Noticing 

a small thing and put in hard work leads to wonderful result. One Nobel Prize winner had said that “most 

interesting thing to do is to find a new seed for research in the area where no one ever pioneered”.  

　I would like each and every one of you here to continue to cherish a small discovery and inquiring 

mind, and to challenge various things.

　This year, we have the theme as “Gather around future scientists”. I hope that you will continue to 

have your scientific curiosity to become scientist who will be successful around the world in the future. 

As our company stands, we would like to continue our effort to promote science education and to support 

cultivating key persons through this exhibition. 

　At last, I would like to thank you all for your great support, Okinawa prefecture, Okinawa board of 

education and all the science teachers, including DoDDS who put great effort in making this exhibition 

successful, from bottom of my heart.Thank you very much. And I would like to make this as my greeting 

address.

February 9th 2019

The Okinawa Electric Power Co,.Inc

President   Mitsuru Omine

－ 6 －



実行委員長挨拶

　第41回沖縄青少年科学作品展の開催にあたりご挨拶申し上げます。

　本作品展も児童・生徒の皆さま、指導者の皆さま、関係各位の多大なご支援とご協力のもと 41 回目を迎えること

ができました。

　昨年は、京都大学特別教授の本
ほん

庶
じょ

 佑
たすく

さんが、免疫を抑制するタンパク質を発見し、がん免疫治療薬の開発につな

げた功績をたたえられ、ノーベル医学・生理学賞を受賞しました。このような優れた功績を機にますます、青少年の

皆様が科学に対する好奇心を広げ、探求する心を育んでいただきたいと思います。

　本作品展は青少年の科学に対する関心と興味を喚起し、沖縄県の科学教育の振興に資するとともに、地域産業の担

い手としての人材育成に寄与することを目的に 1979 年にスタートいたしました。第 41 回は「集まれ未来の科学者た

ち」をテーマに開催いたします。

　本作品展では、県内の小・中・高等学校、高等専門学校、アメリカンスクールから、総数 119 点の応募がありまし

た。小・中学校部門には、身近な生活や自然の中で感じた素朴な疑問に対し、工夫を凝らした実験や地道な観察を重

ねた力作が揃っています。また、高校・高専部門には、実験・観測の結果から優れた分析を行った作品が多く出展さ

れています。アメリカンスクールからは、身の周りの疑問に対してユニークな発想と着眼点で取り組んだ作品が集ま

りました。

　このような素晴らしい作品の中から、特に優秀と認められ表彰を受ける児童・生徒の皆様、ご指導が評価され優秀

指導者賞を受けられる皆様、誠におめでとうございます。

　また、熱心に指導された先生方、保護者の皆様にも改めて敬意を表します。

　本作品展では、全入賞作品の展示に加え、上位入賞者によるポスターセッションを行います。また、会場では、県

内の高等学校の先生方による「科学実験ステージショー」や科学の楽しさを体験できる ｢ チャレンジ実験コーナー ｣

など科学に関するイベントが盛りだくさんの内容となっております。さらに、より深く科学への興味を抱くための企

画として、講義形式により学べる「科学教室」も設けております。

　本作品展を通して、科学に対する関心と興味が芽生えるきっかけとなると共に、沖縄県の科学教育の発展の一助と

なれば幸いです。

　最後に、本作品展の開催にあたり、多大なご支援・ご協力をいただきました沖縄県、沖縄県教育委員会、小・中・

高等学校、高等専門学校およびアメリカンスクールの理科教育に携わる先生方、ならびに関係者の皆様に心から感謝

申し上げます。

平成 31 年 2 月 9 日　 　　　　　　　　

沖縄青少年科学作品展 　　　　　　　

実行委員長　島袋　清人 　　　
（沖縄電力株式会社　代表取締役副社長）
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Greeting address
by chairman of the executive committee

　I would like to say a few words for commencing of the 41st Exhibition of Science-work by students in 

Okinawa.

　Thanks to the support and cooperation from all the students, teachers and those of you who are 

involved to make this exhibition to see the 41st year. 

　Mr. Tasuku Honjo won the Nobel Prize for Medicine physiology last year in medical field for leading 

the development of finding the protein to control immune system and treatment medicine for cancer. Taking 

advantage of such a superior achievement, I hope all of you will widen curiosity for the science and to 

nourish your inquiring mind.

　We started this exhibition back in 1979 to arouse students’ interests and enhance their involvement 

in Science and to contribute to the promotion of Science Education and the training of engineers as key 

persons in Okinawa regional industries as our goal. For this 41st year, we have a theme as “Gather 

around Future Scientist”.

　Total of 119 projects from elementary, middle, high schools and specialized vocational high school 

within the prefecture as well as from DoDDS entered the exhibition this year. The projects, which 

entered from elementary and middle schools were excellent projects, which repeated an experiment and the 

steady observation that concentrated a laborer for the simple question that they felt in everyday life 

and nature. In addition, in high schools and specialized vocational high school division, there are many 

superior works which they analyzed, and it is exhibited by a result of an experiment, the observation. 

The projects from DoDDS have unique idea and viewpoint from everyday life.

　I would like to congratulate to all the students who are receiving the awards, teachers who provide 

the guidance to the students and to parents who supported the students. 

　Moreover, I would like to extend my gratitude to teachers and parents who lead the students with such 

enthusiasms and received recognitions.

　In addition to exhibition of the projects, we have poster session by top prize winners. Other than 

that, we have very popular “Science Demonstration Stage Show” conducted by teachers from high schools 

and “Challenging Experiment Booth”, where you can really feel the fun part of science; we have many 

events that make you feel more interested in science. Furthermore, we have an event that is like a class 

where you will be more interested in science.

　I would be very happy if we were some help to you to deepen the interest to science while you enjoy, 

feel closer and have interest in science. And at the same time I hope to contribute to development of 

science education in Okinawa through this exhibition.

　At last, I would like to thank you all, to Okinawa prefecture, to Okinawa prefecture board of 

education, to teachers who were involved in science education at elementary, middle, high school, 

specialized vocational high school and DoDDS, and to all the staff who put great effort to make this 

exhibition successful from bottom of my heart.

February 9th, 2019

Kiyohito Shimabukuro

Executive Committee Chairman

Exhibition of Science-work by the Students in Okinawa

(Executive director of The Okinawa Electric Power Co., Inc.)
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第 41 回沖縄青少年科学作品展審査総評

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沖縄青少年科学作品展

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　審査委員長　上　間　　均

（沖縄県立総合教育センター　理科研修班長）

はじめに

　作品の審査につきまして、本作品展の趣旨である「青少年の科学に対する関心と興味を喚起し、沖縄県の科学教育

の振興に資するとともに地域産業の担い手としての人材育成に寄与する」ことを踏まえ、作品の審査基準に沿って慎

重かつ公平、総合的に審議を行いました。沖縄県知事賞、沖縄電力社長賞、沖縄県教育長賞、環境奨励賞、佳作、入

選、審査委員奨励賞、優秀指導者賞の各賞の選定をしました。

　応募作品数は、小学校２３点、中学校２６点、高等学校６６点、アメリカンスクール２点の合計１１９点でした。

応募した学校数は、小学校２０校、中学校２１校、高等学校１７校、アメリカンスクールが２校でした。応募作品の

調査・研究の態様は、小学校が個人で出品した個人研究が１７点、グループで研究した共同研究が６点、中学校で個

人研究２１点、共同研究５点、高等学校では個人研究が３点、共同研究が６３点、アメリカンスクールではすべてが

個人研究となっておりました。これらのことより小学校・中学校の作品は、夏休みに集中して研究した内容や、興味

関心をもって長期的に取り組んだ継続研究の作品が多く、高等学校では、探究活動の時間や科学クラブでの研究した

作品が多いのが特徴となっております。また、教科領域別の応募作品数では、生物領域が全体の３８点、化学領域が

３２点、物理領域が２２点、地学領域が１５点、産業領域が８点で、身近にいる生物に興味関心が高く、外来生物に

ついて研究した作品もありました。

１　応募作品の校種ごとの概要

　応募作品について各校種ごとの大まかな特徴を述べたいと思います。小学校・中学校からの応募作品については、

各地区科学作品展、沖縄県児童・生徒科学賞作品展で優秀な成績の中から推薦された作品で、「もっと詳しく読んで

みたい」「研究した児童生徒のポスターセッションを聴いてみたい」と思うような研究が多数ありました。

　⑴小学校においては物理５点、化学５点、生物１１点、地学２点の計２３点の出展がありました。どの作品も、地

区・県大会から推薦された作品であり内容も充実していました。日常生活や身近な自然について感じたことや疑

問に思ったことをテーマに取り上げ、個人やグループ、学校全体で観察や実験を行い、楽しく生き生きとした研

究の様子が覗える作品ばかりでした。また、前年度の成果や課題を踏まえながら粘り強く継続した研究や、前年

度と同じテーマでありながら、視点を変えて新たな課題に取り組んだ研究、物づくりや採集活動に取り組んだ研

究など、どの作品も図や写真 ､表やグラフなどを効果的に使い、きれいに見やすくわかりやすくまとめられてい

ました。上位入賞した作品は、オリジナリティだけでなく、仮説を立て、それを検証するために工夫した実験や

丁寧な観察が行われています。今後は、予想や実験方法、考察などの場面における科学的な視点を充実させてい

くことで、さらに素晴らしい研究がふえてくることが期待されます。

　⑵中学校においては、物理５点、化学８点、生物８点、地学５点の計２６点でした。個人研究では、身近な自然現

象や日常生活で興味や不思議に思ったことを研究した作品、実験や観察の豊富なデータをもとに考察した継続研

究の作品、共同研究では、地域の自然を２つの中学校で観察調査し環境保全と活用を考えた研究などがありまし

た。いずれも見やすく良くまとめられておりました。

　⑶高等学校では、物理１２点、化学１９点、生物１９点、地学８点、産業８点の計６６点でした。その中でも共同

研究が多く、継続的な研究、研究機関のアドバイスを受けながら進めた研究、学校の特色や地域の特色を生かし

た研究などがありました。

　　　また、産業分野では、商品開発に向けて授業で学んだことを生かし、市場調査や実験方法の検討、実験、地域

を巻き込んで商品化が行われた研究が特徴的でした。
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　⑷アメリカンスクールでは、化学２点、生物１点、地学１点、計４点でした。日常生活の中で感じた様々な疑問を

テーマにして、自分なりの視点で研究を行っていました。

２　応募作品の校種ごとの講評

（小学校の部　審査講評）

（１）物理分野

　今回の小学生による物理分野には５作品の出展がありました。日常生活で不思議に感じたことを、学校の理科の時

間で学んだことを生かしながら、自分なりの予想や仮説をもとに観察、実験を構想し、繰り返し実験を行ってデータ

をとっていました。不思議に感じた事物・現象を「こうじゃないかな？」からスタートして、科学的に調査するとい

うことを楽しみながら研究していたように感じました。実験データの取り方も、一度だけの計測で終わるのではなく、

複数回計測し、その平均をとるという手法は、これからさらなる研究をすすめていく上でとても大切なことです。今後、

同様な計測を行う場合には、可能なかぎり同じ条件で観察、実験を行い、計測回数を増やしていくことで、より信頼

性のあるデータになるでしょう。たとえば、紙飛行機を飛ばす際の気温や湿度、風向といった気象条件をそろえると

いったことです。また、自分の予想や仮説を確かめるために確かめたいことに関わると考えた条件を少しずつ変える

ということも、予想や仮説を検証するために非常に重要な手法です。観察、実験の結果、自分が考えた結果とちがう

結果が出た場合、それは失敗ではなく、「予想とちがう結果」として受け止め、「なぜちがう結果になったのだろう？」

と考え、さらに条件を変えて検証することがより深い研究となります。研究をすすめる上での「みつける目」と「さ

まざまな考え」を持ち、試行錯誤を繰り返して観察、実験を楽しんでくれることを願います。

（２）化学分野

　今回は５作品の出展がありました。どの作品も身のまわりの生活体験の中で「なぜだろう？」という探究心から研

究が行われております。生活の中から出てくる疑問を、「実際にやってみたい！」から、さらに「こうするとどうな

るのかな？」へと思考が変わり、新たな疑問が生まれてきています。今まで知らなかったことを自ら発見する喜びと

して、次への探究心へとつなげながら科学の面白さを身近なものとして感じて下さい。

　化学分野では、様々な実験を行って結果を導き出しており、自分のアイデアや独自性がとても価値のあるものになっ

てきています。いずれの作品も独自性があり、レポートを読むとワクワクしてきました。

　特に、沖縄県教育長賞を受賞した作品「高分子吸収体の謎」は、研究の過程を通して新たな疑問が次々と生まれ、

自身の考えをもとに探究を進めていく作品となっています。

　身のまわりにある「不思議だな」と感じる感性を大事にして、これからも研究を行って下さい。

（３）生物分野

　今回の生物は、１１点の作品の出展がありました。その中で、４作品が継続研究で前年度の研究を深めたものが多

かったです。また、学校でのグループ研究も多く、計画的、長期にわたる研究が目につきました。高学年だけではな

く、低学年の児童もとても一生懸命に研究に取り組んでいました。研究内容も目の付け所が良く、レポート、パネル

も非常に丁寧にまとめられていました。

（４）地学分野

　応募作品は２点で、１点は身近な現象から疑問に思ったことを、仮説を立て、検証するために実験道具を工夫して

作成しているところが見事でした。もう１点は様々な場所で、一定期間の定点観察によるデータを積み重ね、そこか

ら考察できることを導き出した地道ながらも非常に貴重な研究でした。

　２点において共通するのは、地道な観察、または実験によるデータ収集の積み重ねと、そのデータからわかること

を自分なりの仮説または予想に基づいて考察している作業がとてもていねいであることでした。また、結果を比べる

ための、グラフや表のまとめが工夫されていて、わかりやすく、見やすいように表現されています。もう一歩努力し

てみてほしいところとしては、データのまとめやグラフを工夫することや、考察はどの部分を見ることによって導き

出したのかを提示することで、他の人が見たときにわかりやすくなります。これらのことができるようになるとさら

に良くなるでしょう。ぜひ本人の努力点であるとともに、指導していく上での課題としてとらえても良いのではない

でしょうか。
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（中学校・高等学校の部　審査講評）

（１）物理分野

　今年の物理分野には、中学校は昨年度と同じ５点、高等学校は 1 ２点（昨年度 15 点）と合計１７点の出展があり

ました。中学生の作品は、全員が個人研究でした。そのうち、昨年度からの継続研究が２点ありました。研究内容は、

普段の生活の中や授業で疑問に感じたことをテーマに設定し、素直な発想から丁寧に研究に取り組む姿勢が感じられ

ました。継続研究についても、昨年度の研究の成果をふまえ、製作物や実験方法などを工夫しながら改良を重ね研究

を進めている点が大変良いと思います。またお店で売られている沖縄そばやラーメンの麺とスープの絡みやすさの関

係を明らかにしようと試みたユニークな研究もありました。沖縄県教育長賞を受賞した「省エネで強い電磁石を作る

条件を探る」研究では、実験に使う測定装置を製作するだけでなく、コイルを巻くための装置も製作するなど、目的

に合った実験ができるように工夫している点が大変良いと思います。また、沖縄県知事賞を受賞した「モデルロケッ

トの打ち上げ実験その２」は、昨年度からの継続研究で、今回は「安定した飛行の実現」を目指して、重心の位置や

フィンの形状と安定性の関係について研究を進めていました。測定にもセンサーを使うなどより正確なデータとなる

ような工夫が見られました。この二つの作品の共通点は、①研究の目的が明確であること、②自作の道具や装置など

が丁寧に作られていること、③データの正確性を維持するために条件をそろえて信頼性の高い測定を行ったこと、④

グラフなどが適切に処理されていること、⑤データに基づいた考察が的確であること、⑥研究内容に関する理論につ

いての基本的な知識を持っている等があります。また、ポスターについても、グラフや写真、説明などがわかりやす

く配置され、研究内容がとてもわかりやすく仕上げている点などが高い評価を得ることができ、今回の受賞につなが

りました。

　高校生の作品の内容は、力学に関する研究が４点、音に関する研究が４点、電磁気に関する研究が３点、プログラ

ム制御に関する研究が１点ありました。そのうち、４点が継続研究でした。

　内容については、高校生らしくレベルの高い研究テーマを設定し、それぞれ独創的な手法で研究を進めた作品が多

くありました。飛行機の翼とトンボの羽の比較研究、ダイラタンシーの成因について化学的な考察も含めた研究、骨

導音という骨を伝わって聞こえる声の分析についての研究、などユニークな研究や単振動のばね振り子など授業で学

習した内容を自分なりの方法で確かめようと取り組んだ作品、７回目の出展となるクッキングヒーターや、昨年度か

らの継続研究となる電波のエネルギーの研究、前回の研究成果をふまえて新たな課題について取り組んだ作品など、

興味深い作品が多くありました。

　しかし、意欲的に取り組んだ作品もありましたが、データ数の不足や、理論に対する基本的な知識が不十分なため、

安易な考察でまとめるなどの研究内容に深まりがない作品も見受けられました。これらの原因として、ほとんどが自

作の実験装置を使って研究を進めているようでしたが、写真や実物を見る限り、実験装置が簡単に作られている印象

を受けました。このことが、データ不足や実験がうまくいかなかった原因の一つだと考えられます。

　今後の改善点としては、まず、時間をかけてじっくり研究に取り組み、データを十分に集め、考察を深めるなどの

工夫が挙げられます。また、グラフの表記の方法、理論計算の正当性、結果と考察の整合性などポスターやレポート

作成にも丁寧に取り組むことが挙げられます。また、研究を効果的、効率よく進めるためにも、測定器具などの製作

物は丁寧に仕上げるようにしましょう。

　最後に、このような研究活動を行うことは、単に実験の技術や技能を身につけるだけでなく、計算やグラフの分析

等の数学的な力、文章をわかりやすくまとめるための表現力や国語的な力、授業で学習した内容をさらに深めたり、

新しい知識を得たり、総合的な力を身につける事ができると思います。

　また、製作した実験器具等を写真ではなく実物を展示することで、なお良いアピールになると思います。

（２）化学分野

　化学分野、中学校は８点の出展があり、個人研究と共同研究がそれぞれ４点でした。題材は「ゴーヤーの苦みを中

和する」や「おなかをこわしたときの大根（消化酵素）入りおかゆ」といった日常での出来事と授業で学習した内容

を結びつけ、疑問を解消するために研究をすすめたもの、「液体を早く冷やすため」や「大根と豚肉を煮るときの味

の染み方」、「ムーチーを包むゲットウの殺菌作用」といった、生活の知恵を発展させる形で研究をすすめたもの、「河

川の水質調査」や「人工環境と自然界での水草育成の違い」といった環境に関する研究、さらには授業の中で想定し

た結果と異なる結果が出て、それについて研究を深めたものなど、いずれの作品もきっかけは小さな「なぜだろう」

という疑問をもつところから始まっており、中学生らしい作品に仕上がっていると思います。ただ、せっかく仮説を

立てて実験を行ったのに、結果をきちんと検証したり、考察したりということができていない作品がいくつかあった
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ことは、今後の課題だと思います。指導して下さる方としっかり相談しながら、伸びやかな発想で取り組んでくれる

ことを期待します。

　高等学校は１９点の応募があり、すべて共同研究でした。内容としては身近な題材をテーマとしたもの、環境調査

及び分析を行ったもの、県産の農産物に着目したもの、教科書の実験を発展させたり、代替法を研究したものと様々

でした。高校生ならではの視点から研究を始め、意欲的に取り組んだ作品が多くありました。なかにはスマートフォ

ンを使った新しい測定法に挑戦したものもあり、既存の学習内容だけでなく新しい取り組みについても積極的な姿勢

が見られました。一方で課題設定のもととなる疑問・仮説について、実験・観察でしっかり結果を出せずに、考察が

浅くなってしまった作品がいくつかありました。研究内容をまとめる際には、良い結果・良くない結果のどちらが得

られたとしても、その結果をもとにしてしか考察することができません。期待に添わない結果が得られたのなら、可

能な限り設定条件などを変えて実験・観察をやり直すか、あるいは良くない結果が出た原因についての考察を深める

ことで、より良い作品になると思われます。今後も高校生らしく、どんどん失敗しながら学ぶことで、研究に取り組

むすばらしい姿勢が培われることを期待します。

（３）生物分野

　中学校の生物分野は、８校８点の出展がありました。昨年に比べ作品数は少なくなりましたが、研究内容はレベル

の高いものでした。

　近年は、教師以外の専門家の適切なアドバイスを受けた研究も目につくようになりました。これらの研究は目的や

意義が明確であり実験･観察・測定項目の設定なども適切で、それらの結果の分析・解析などのまとめ方、レポート

やパネル等のまとめ方も丁寧になされています。こうした傾向は、自然科学研究の進め方を学ぶ環境としては望まし

い状況ですが、中学生自身の研究対象の生物や事象に対する基礎知識や研究の目的や意義の理解の程度により、考察

の深まりや新たな課題の発見などの研究の発展性などの最終的なまとめの段階で大きな差が見られます。

教師を始めとする指導者の皆さんには、中学生自身の論理的な思考を育てる ｢研究の進め方 ｣を意識した指導を今後

ともお願いします。

　参考として、上位賞に入賞した ｢止水域におけるトンボの生息条件 ｣は力作です。

　過去４年間のトンボ研究から、トンボの種類と生息環境との間には相関関係があることに気付き、過去の観察結果

を基にトンボの生息に強く影響しそうな環境項目を吟味した上で、適切な研究計画や仮説をたて研究を進めています。

また得られたデータの処理（図表化）や分析も素直な視点で無理なくすすめられており、パネルも丁寧かつ見易く整

理されています。プレゼンテーションとしてのパネルのまとめ方も上手です。生態学的な研究の手法としての完成度

の高い作品ですので、自分たちの研究とどこが違うのかをじっくりと読んでいただくことをお勧めします。

　高等学校の生物分野は身近な生物を題材に、高校生らしい素朴な疑問を発展させてテーマ設定をしている作品が多

く、実際に自分自身で野外へ出かけて調査したり、室内で実験・観察を行って得られた結果をまとめているところに

好感が持てました。特に今回教育長賞を受賞した宮古高校の「宮古島産クロマダラソテツシジミの季節消長と分布状

況」と、環境奨励賞を受賞した北山高校の「今帰仁村内の河川調査 II 〜瀬切れ現象からの水生生物の回復過程につ

いて〜」は、地域の自然や生物を題材に、足繁くフィールド調査に出かけ、得られた膨大なデータを適切に解析し、

そこから自分たちなりの考察を展開している点が評価されました。また、全体的に表現に工夫が凝らされた作品が多

く、とても見やすいパネルに仕上がっていたと思います。その一方で、内容面、表現面でもう少し努力が必要な作品

も見られました。

　内容面では、研究の目的や仮説などが不明確で、何のために研究をしたのか読者に伝わってこない作品がみられま

した。研究の目的を明確にし、生じた疑問から仮説を立て検証する、といった科学的な思考の流れが見えるような構

成を心がけると、より一層良い研究が増えると思います。また、サンプル数が少なく、または明記されていない作品

も多くみられました。データの妥当性を担保にするには相応なサンプル数が必要となります。もちろん、研究対象に

よっては、材料の発見・入手や、飼育・栽培が困難な場合もあり、実験・観察の回数を簡単に確保できない場合もあ

ります。しかし、サンプル数が明記されていないものは、結果や考察の信憑性が評価できないので、今後改善してい

く必要があります。

　表現面では、一見すると見栄えが良く好印象を与えるが、いざ読んでみると内容が伝わりいくい作品が見られまし

た。レポートをそのままパネルにするのではなく、伝えたいポイントを整理し、大事な箇所が一目でわかるよう強調

する、表や図に説明（吹き出しなど）をつけるなどの工夫を凝らすとより伝わりやすいパネルができると思います。

また、継続研究の場合、昨年度の結果と今年度の結果を明瞭に区別してパネルや論文を作成すると、今年度の成果が
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より分かりやすくなると思います。提示されたグラフが適切でない場合も見受けられました。グラフは、得られた結

果をより分かりやすく効果的に表現するために示すものです。グラフは、表計算ソフトにデータさえ入力すれば簡単

に作ることができますが、何を表現したいのか、目的が明確でないものは逆に読者に誤解や混乱をもたらしますので

注意が必要だと感じました。

　以上の事を念頭に作品をご覧になり、入賞した皆さんも、入賞しなかった皆さんも、次年度出展を考えている皆さ

んも今後の研究の参考にしていただきたいと思います。

（４）地学分野

　地学分野では、中学校５点、高等学校８点、合計１３点の応募がありました。

　中学校では、５作品全てが継続研究で、そのうち４作品は、地域の身近な素材に注目した内容でした。残り 1作品

も液状化現象に注目したもので、地域の素材を用いて液状化を防止するための検証を行っています。普段の生活の中

から、身近な自然を見つめ疑問に思ったことを探究しようという気持ちを多くの中学生が持っているようで、大変、

うれしく感じます。身近な自然に注目し、その現象や謎を解明しようという気持ちは、自然科学研究の出発点として

大変重要なものです。その点において、どの作品もしっかりと地域の素材を見つめ観察し考察したものとなっており、

素晴らしい内容となっています。今後も研究を継続するにあたり、これまでの研究の蓄積を基礎にさらに謎や新しい

発見を見つけ、さらなる研究の深化を期待します。最後に、残念ですが、パネル、レポートの誤字や脱字が目立った

作品がありました。また研究の内容を全てパネルに表現しようとするあまり、パネルが見にくく内容が伝わりにくい

ものがありました。素晴らしい作品を提出する前に、もう一度、レポート、パネルをしっかりと読み直し、見る側に

立って、本当に見やすいもの、理解しやすいものとなっているか確認し提出するようお願いします。

　高等学校では、津波・漂着ゴミ・台風・岩石・土壌・地下ダム・ジオツアーなど多岐にわたる作品が出展されてい

ます。高校らしい、テーマの多様さとスケールの大きさに感心します。その反面、必要な知識も膨大になるため、情

報を集めることにエネルギーを費やし、研究まで深まらない印象を受けます。実験や観察で新しい価値を発見できる

ように、調べた内容から課題を見つけ出し、テーマを絞って研究を行った方が良いでしょう。それぞれの研究が今後

深まっていくことを期待します。また今回は、実験や観察に使った機材や標本等の出展がほとんどありませんでした。

それらを一緒に出展する方が研究としての価値も高まります。オリジナルの実験道具や標本・作品を作ることも重要

で、十分評価に値します。パネルの作成も見る側の立場に立って、はじめて見る人でも理解しやすいように工夫をし

てみて下さい。

（５）産業分野

　産業部門は、普通高校３作品、農業高校２作品、工業高校１作品、水産高校２作品の計８作品での審査となりました。

出展された作品は、それぞれの地域の特産物や学校の特色を活かした研究であり、高校生の視点で課題を捉え、その

課題を如何にして解決するかといった視点での取り組みは大変評価できます。特に今回は、高校の部で県知事賞と県

教育長賞を受賞できたことは、とても素晴らしいことだと思います。

　普通高校からは、「闘牛の餌植物に関する研究」「プロジェクト辺高～めざせ！やんばるブランド !! ～」の２作品

でした。闘牛の飼料成分の分析し、闘牛に適した餌の条件を探ることを目的とした内容と、地域の観光資源・地場産

物の魅力発見を目的としたやんばるブランドの商品開発を目指す内容でした。産業分野への出展として、今後どのよ

うに地域産業と関わるのか目標を定めて、さらに研究を重ねてほしいと思います。

　農業高校の出品には「トマト栽培及びカボチャ栽培における酢酸カルシウムの有効性に関する研究」「沖縄の新土

産開発プロジェクト城下町っ子の挑戦」「カラキを使った事業化計画大宜味村の村興しと新商品開発を目指して」の

３作品であり、有用な地域資源を活用することで地域の活性化に繋げ、新たな特産物の開発等意欲的に取り組む姿を

見ることができました。北部農林高校のカラキを使った新商品開発は、地域資源としてのカラキに注目し、地域興し

に繋げ、地域の産業としての確立を目指す素晴らしい取り組みだと思います。研究の裏付けとなるレポートがしっか

り作られており、実験を行い客観的なデータが取られています。また、南部農林高校は、観光立県沖縄の土産品とし

ての商品開発と食品ロスの改善の二つの課題を解決するために、琉球菓子の作り方に挑戦しており、食文化の継承・

普及という点でも評価できます。宮古総合実業高校は、学科の特性を活かし、理想的な循環を未来図として表し、研

究の方向性をわかりやすく示し取り組んでおり、実験・実習における記録の取り方、データのまとめ方に高い評価が

示されました。

　工業高校からの出品は、「沖縄県産品の魅力を活かした商品開発」のみでした。県産木材が持つ素材の良さを活かし、

相欠き継ぎの木工技術を用いた魅力ある県産木工品の商品開発を目指す研究であり、本県産業の活性化に繋がる素晴
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らしい取り組みです。今後も消費者ニーズを掘り下げて分析するなど継続研究を行い、よりよい商品開発に取り組ん

でもらいたいと思います。

　水産高校からは「沖縄県産フルーツフィッシュの開発」「シラヒゲウニの陸上完全養殖を目指して」の２作品で、

両作品とも昨年度からの継続研究でした。フルーツの風味や香りがする養殖魚を沖縄県のブランドとして開発を目指

した内容と、シラヒゲウニの陸上完全養殖を目指しての内容は、どれも産業として発展性のある研究で、沖縄県の貴

重な水産資源の確保に繋がり、持続可能な資源の活用として期待できます。特に沖縄県産フルーツフィッシュの開発

では、養殖業者と連携し、商品化に向けたより実践的な内容になっており、客観的データでフルーツフィッシュを実

証している点が高く評価されました。パネルの文字や表記も大変見やすく作られており、今後の継続研究に期待しま

す。

　産業における研究テーマは、産業と結びつく研究を題材とし、研究がいかに地域の活性化や人々のためになるかと

いう視点で、児童生徒の皆さんの斬新なアイデアやアプローチが重要であると考えます。その際、大切になるのが実

験データです。素晴らしい研究テーマでも、実験データの提示が少ないものや実験結果を科学的に分析し客観性のあ

る考察が不足していると、研究の発展性にも影響します。

　今回の出展作品の多くは、科学的な手法を様々な観点からアプローチする努力が多く見られたが、一方でデータ処

理や分析方法及び実験に用いるサンプル数などを推考して欲しい作品もありました。実験方法は、これで良いのか、

仮説とあった実験がなされているのか、課題解決に向けた手法は正しいのか等、再度確認をしながら一歩ずつコツコ

ツとデータを積み重ね研究を進めてほしいと思います。本県の未来の産業を担うであろう児童生徒の皆さんの活躍に

期待します。

３　今後の課題

　個々の作品について、審査委員からの講評が添付されております。今後の研究の参考にしていただきたいと思いま

す。また、これからの研究をより深めていくにあたって工夫・改善していただきたいことを述べたいと思います。

　⑴研究目的を明確にし、仮説を立てて、条件設定をしっかり行ったうえで実験、観察を行い得られたデータをもと

に検証、考察を行って下さい。そして考察が論理的・客観的に述べられているか、新たな疑問や課題は何かなど

を述べるとよいでしょう。また、友達や、先生、研究者との意見交換や議論などを行うことも大切です。そうす

ることによって、研究が深まり発展性が期待できます。

　⑵継続研究の場合は、年度ごとの研究の重複がないようにし、新たに発展させた研究内容が明確に区別できるよう、

研究論文のまとめ方などを工夫する必要があります。

　⑶昨年度に比べて展示パネルは、読み手側が読んでみたい、どのような研究なんだろうと興味関心が沸き起こるよ

うなパネルの作成になっています。しかし、まだ文字の大きさや文字数、写真やグラフ・図表の配置などの工夫

が必要なパネルが見られます。次年度に向けて工夫して下さい。上位入賞した作品は、これらのことがしっかり

と守られておりました。

　指導者の先生方へのお願いです。新学習指導要領が告示され、理科の授業の中で理科の見方・考え方を働かせ

て科学的に解決したり、探究したりするために必要な資質・能力の育成が求められております。そのためには、

自然事象とのかかわりから出てきた気付きや「問い」を活かした授業展開すなわち「自然事象に対する気付き」

→「課題の設定」→「仮説の設定」→「検証計画の立案」→「観察・実験の実施」→「結果の処理」→「考察・

推論」→「表現」の学習過程に見通しと振り返りを取り入れながらスパイラルに回していくことが大切です。そ

のような授業実践を積み重ねることによって児童生徒の研究論文がなお一層充実したものになると感じており

ます。ぜひ、問いが生まれる授業展開の工夫をお願いいたします。

　最後に指導者の先生方やご家族をはじめ多くの方々のご協力とご支援に心より感謝申し上げ、　今後も児童生徒が

研究活動を続け、内容の深い作品に数多く出会えることを期待し第４１回青少年科学作品展の審査総評を終わります。
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- 13 -

科 目 作　品　名 受　賞　者　名 学 校 ／ 担 当・指 導 者

生物
プロジェクト RYU-Q
～リュウキュウオオスカシバを探
せ ! ～　パート 2

眞榮城　綾香　６年 豊見城市立伊良波小学校
宮城　孝芳

物理

モデルロケット打ち上げ実験　その
２
～正しい重心位置と最適なフィンの
形を見つけよう～

岡部　壮良　２年 石垣市立石垣第二中学校
大盛　あずさ

生物 止水域におけるトンボの生息条件 大城　航　１年 昭和薬科大学附属中学校
上原　千種

産業 沖縄県産フルーツフィッシュの開発

新垣佑美茄３年　神谷　力　３年
金城功之介３年　佐藤　項羽３年
仲里　雄飛３年　松田　茉仁３年
佐々木絵凜南ドゥエル　３年

沖縄県立沖縄水産高等学校
中村　信行

科 目 作　品　名 受　賞　者　名 学 校 ／ 担 当・指 導 者

地学 竜巻のふしぎ
～温帯低気圧に注目して～ 玉井　大喜　４年

那覇市立曙小学校
小波津　葉子

科 目 作　品　名 受　賞　者　名 学 校 ／ 担 当・指 導 者

化学 高分子吸収体の謎 新垣　尚琉　６年
南城市立大里北小学校
神山　亮二

生物

２０１８年アメリカザリガニ駆
除計画
学校の池で増えすぎたアメリカ
ザリガニに小学生たちが挑む

寺田　恭介６年　寺田　周太６年
中村　百香６年　波照間　颯６年
城間　悠輝６年　儀保　知仁６年
翁長　良昇６年　大田　龍毅６年
伊藤　真人６年　城間　瑠華４年

南風原町立津嘉山小学校
石嶺　真樹

物理
省エネで強い電磁石を作る条件
を探る

比嘉　駿　１年
国立大学法人琉球大学教育学部附属中学校
比嘉　司
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科 目 作　品　名 受　賞　者　名 学 校 ／ 担 当・指 導 者

生物
私達と海岸生物が共有できる漢那海
岸にしていくために

湖城　美玖６年　仲間　朝美６年
山口力哉登６年　大城　大樹６年
石川　和昂６年　根間　隆匠５年
仲村渠瑠珈５年　伊藝　士来４年
仲栄真心晴４年　金城　美桜４年
仲間明日美４年

宜野座村立漢那小学校
友利　義明

生物 クラゲの研究Ⅲ 平良　建史朗　３年
浦添市立神森中学校
長堂　嘉偉

生物
今帰仁村内の河川調査Ⅱ
～瀬切れ現象からの水生生物の回復
過程について～

伊豆原滉一朗２年　新城　航也１年
山口　宙　１年　新垣　柊人１年
渡邉　琴璃１年　渡邉鼓太朗１年

沖縄県立北山高等学校
北村　崇明　金城　優奈

科 目 作　品　名 受　賞　者　名 学 校 ／ 担 当・指 導 者

生物
断熱材：クジラにとっての最高の断
熱材は皮下脂肪でしょうか？

イーヴィー　ウォルノス　小２
E.C. キリン エレメンタリー スクール
メリー　タッカー

地学 衛星の方向調節 アナベル　ロジャース　中２
リュウキュウ ミドル スクール
マーラ　キメル

科 目 作　品　名 受　賞　者　名 学 校 ／ 担 当・指 導 者

生物 植物の生長と蒸散と光の関係 奥浜　一輝　３年
国立大学法人琉球大学教育学部附属中学校
額田　侑実子

地学

ダルマザメなら初記録！？化石
新発見への道
～海岸の化石調べ　パート 6 ～

岩瀬　暖花　１年
那覇市立安岡中学校
洲鎌　朗子

生物

宮古島産クロマダラソテツシジ
ミ chilades pandava の季節消長
と分布状況
～ソテツを守る方法を探れ～

山城　若奈２年　濱川　詩織２年
羽路　水結２年　宮國　茉央２年

沖縄県立宮古高等学校
儀間　朝宜

産業

カラキを使った事業化計画
～大宜味村の村興しと新商品開
発を目指して～

新城　美波２年　末吉　夏菜２年
石倉　瑚真２年　山端　汐梨２年
江田　優季２年　川末紗矢香１年
仲田　心希１年

沖縄県立北部農林高等学
校
竹西　広一

－ 16 －
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科 目 作　品　名 受　賞　者　名 学 校 ／ 担 当・指 導 者

物理 バネの不思議 嘉手納　知星　５年
南城市立大里南小学校
知念 一志

物理
浮く乗り物のしくみ（気球とホバー
クラフト）

山根　寛矢　４年
沖縄カトリック小学校
譜久村　智

物理 紙ひこうきの飛距離 川上　輝羅　５年
北谷町立浜川小学校
大湾　達治

物理 熱の伝わり方 神谷　咲希　６年
八重瀬町立白川小学校
宮城　団志

物理 かみでっぽうのおとのおおきさ

星野　北東２年　吉峯　秀貴２年
大城　総司２年　平川　結　２年
松尾　龍樹１年　大石　愛姫１年
永村　龍希１年　伏見　粋　１年

与那原町立与那原東小学校
網敷　藤代

化学 酵素のはたらきを調べよう 伊佐　茉佑子　５年
沖縄カトリック小学校
伊藤　祐介

化学 おむつのふしぎ 玉城　奏音　２年
沖縄市立比屋根小学校
仲間　有桂子

化学 いろみずってきれい！ 桃原　満ちる　１年
南城市立大里北小学校
神山　亮二

化学 酵素のはたらき 屋良　凜々愛　５年
那覇市立真嘉比小学校
有銘　兼志

生物
地域の自然を発見 2018
～屋古集落と大宜味小学校周辺の
チョウの研究～

宮城　はち６年　島袋　月菜６年
溝川　唯花６年　島袋　音々６年
與那嶺りる６年　上原　正遥５年
大城　璃來５年　高江洲奈緒５年
幸山ひなの４年　島袋　恭輔４年
瑞慶山時来４年　高山　莉生４年
高良　心　４年　宮城　松　４年
吉本　心菜４年　宮城　遼楠３年
高良　凌平１年　東恩納颯人１年
宮城　わら１年　吉田　芽生１年

大宜味村立大宜味小学校
清水　寛詩

生物 まめのけんきゅう 寄川　柚葉　１年
沖縄カトリック小学校
濱元　すが代

生物
しょっかくか？バランスか？
ダンゴムシジグザグ歩きのひみつ　
ＰａｒｔⅡ

富濱　蔵人　３年
与那原町立与那原小学校
比嘉　俊雄

生物
シリケンイモリの研究２
～シリケンイモリの産卵とカエルと
の生態くらべ～

安田　愛永５年　比嘉　幹太５年
翁長　凪　５年　當山　水樹５年
甲斐　花楠５年　伊波由依華５年

本部町立伊豆味小学校
宜野座　司

－ 17 －
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科 目 作　品　名 受　賞　者　名 学 校 ／ 担 当・指 導 者

生物 カビキングをさがせ 中村　愛偲　３年
豊見城市立とよみ小学校
赤嶺　尚也

生物
うみそらハリセンボンのかんさつ
～寄生虫フグノエについて～

岩瀬　花海　４年
岩瀬　海　　２年

那覇市立天久小学校
當山　晃代

生物
玉城野々花の野の花図鑑
～パート５根っこ編～

玉城　野々花　５年
浦添市立前田小学校
玉城　結

生物 アメリカザリガニが引き起こす問題 大城　蒼　５年
那覇市立泊小学校
比嘉　豊

地学
わたしたちのくらしと気温
かんきょうや時間、天気による変化
を調べる

友利　妃来　４年
名護市立名護小学校
田港　朝勇

物理 不思議な銀色のたまご 知念　凜香　２年
浦添市立浦添中学校
石川　郁子

物理 回りやすい風車の形の研究 石原　穂乃花　３年
那覇市立上山中学校
美差　礼子

物理 スープに絡む麺の研究 呉屋　李維　１年
沖縄市立宮里中学校
平安名　常健

化学

石垣島の河川の水質とそこに生息す
る生物調査 Since2014
～河川環境の変化を分析し水環境の保
全と活用を考える～

野里　実優３年　富川裕二朗３年
丸山　葵　３年　立津　琉人２年
野里　慎　２年　國仲　賢杜２年
富川翔三郎１年

石垣市立崎枝中学校
内原　徹

仲村　速斗　３年
大江　みちる　２年

石垣市立石垣第二中学校

化学
「塩の不思議」
～食塩水は中性かと思いきやなんと
…！？～

新城　莉璃　　３年
與那嶺　日向　３年

南城市立玉城中学校
中村　りえ

化学 ゴーヤーの苦みをなくそう！ 津波古　笑来　３年
片桐　花菜　３年

南城市立玉城中学校
中村　りえ

化学
一瞬で水を冷やすには
～吸熱変化から見る塩の性質～

仲松　日菜子　２年
沖縄県立球陽中学校
漢那　哲二

化学 大根と豚肉を煮る 平良　菜穂子　３年
那覇市立那覇中学校
根間　綾子

化学
ゲットウのヒミツに迫る！
～ムーチーはゲットウにくるまれ、
守られているのか？～

市場　智也　２年
宜野湾市立普天間中学校
野島　崇

－ 18 －
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科 目 作　品　名 受　賞　者　名 学 校 ／ 担 当・指 導 者

化学
水草観察　
～ FINAL 自然環境と水槽の環境の
違い～

仲地　琉希　３年
国立大学法人琉球大学
教育学部附属中学校
額田　侑実子

化学 食べ物に含まれる酵素 小波津奈緒３年　宮城　優芽３年
福井　紅葉３年

国立大学法人琉球大学
教育学部附属中学校
額田　侑実子

生物
オオジョロウグモの糸（わく糸、け
ん引糸）の弾性限界強度について

田村　日拡　１年
浦添市立港川中学校
上原　充

生物 太陽熱による葉の表面温度への影響 與島　明来　３年
豊見城市立伊良波中学校
上原　みなみ

生物

沖縄本島で初確認されたサソリモド
キの調査
君はタイワンサソリモドキか？アマ
ミサソリモドキか？

嶺井　琉　３年
本部町立伊豆味中学校
稲嶺　尚幸

生物
屋部川周辺の小鳥類調査Ⅱ
～スズメは減っているのか？～

北村　渓登　１年
名護市立屋部中学校
志良堂　清則

生物 鶏の体のつくり - 骨格と脳 - 清水　碧　３年　瀧口　美都３年
神山　詩歩３年

沖縄県立開邦中学校
幸地　健次

地学
浅井戸の研究　パート 2
晴れの日と降雨後 ( 中 ) の水量・水
質の変化

後藤　麻衣　３年
北中城村立北中城中学校
崎濱　睦美

地学 北部の地層と岩石の研究　Part Ⅱ 崎山　芽留３年　名嘉いちず３年
松瀬　望叶３年

名護市立大宮中学校
平山　佳成

地学
液状化現象を理解するパート 2
～液状化を防止するには～

木下　颯太３年　宮城　敬斗３年
與那城令雄３年

国立大学法人琉球大学
教育学部附属中学校
額田　侑実子

地学

続：父が遊んだ寺川（垂川）を調べ
よう
～寺川の年間の変化と沖縄県の川を
調べよう～

久場　琴史　３年
恩納村立山田中学校
宜野座　陽子

化学
チーズケーキにできるヒビの大きさ
と数に与える熱伝達性の影響

リンゼイ　ドーラン　中２
リュウキュウ ミドル スクール
マーラ　キメル

生物 電気の流れた植物 メーガン　ファイフ　中２
リュウキュウ ミドル スクール
マーラ　キメル

物理
電波で GO ！ part ２  ～電波のエ
ネルギーを集めよう～

阿嘉遼太朗２年　山城　龍矢１年
屋良　朝陽１年

沖縄県立石川高等学校
山城　富

－ 19 －
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科 目 作　品　名 受　賞　者　名 学 校 ／ 担 当・指 導 者

化学
簡易的な電気泳動ゲルの開発及び天
然色素の新規単離法の確立

金城　藍　３年　伊集　俊　３年
屋富祖百音　３年

沖縄県立美里高等学校
宮城　仁志

化学 サガリバナから洗剤がつくれるか
安藤　圭市３年　西表　大貴３年
山里　将也２年

沖縄県立南部農林高等学校
大城　伸明

化学

沖縄県産植物に含まれる無色の紫外
線吸収物質の探索
～オオバギの茎における発見と活用
～

仲尾　優希２年　石原　妃奈２年
大濵　彩佳２年

沖縄県立球陽高等学校
玉寄　江梨香

化学
炭による汚れの吸着作用に関する研
究

中林　咲良２年　松島　果南２年
宮城　希凪２年　金城　有沙２年

沖縄県立開邦高等学校
佐和田　千香子

化学 粉塵爆発の爆発条件とその変化
城間　泰斗２年　古波藏優也２年
森田　千聖２年　高嶺　朝輝２年
上江洲大晴２年

沖縄県立開邦高等学校
親泊　亮二

生物 石垣島のムカデミノウミウシの研究 大濵　珠希１年　大浜　朋笑１年
仲田　蒼史１年

沖縄県立八重山高等学校
山﨑　仁也

生物
石垣島アンパルのキバウミニナの研
究

田渕　鈴夏　１年
沖縄県立八重山高等学校
山﨑　仁也

生物
センダングサの防虫効果
～野草の活用方法を考える～

久場　七星２年　井上　優芽２年
平良　佳子２年　真榮平夏菜２年
美濃里彩子２年　宮城帆乃佳２年
山谷　悠夏２年

沖縄県立開邦高等学校
谷口　エリ子

生物
島ヤギの嗜好性について
～ヒージャーは外来植物駆除の救世
主となれるか～

長谷川瑶碧３年　徳盛なつき３年
儀間竜之介３年　宮城　龍樹３年

沖縄県立辺土名高等学校
東　竜一郎

生物
飼育下におけるシリケンイモリの成
長Ⅳ～今年上陸個体から飼育４年目
個体まで～

新垣瑠良華１年　新里　凜　１年
城間里沙子１年　内間ひより１年
寺下　七海１年　金城　未夢１年

沖縄県立向陽高等学校
城間　篤

地学 台風の研究
～観測記録を活用して～

川間　彩加２年　嘉手川智穂１年
名護　姫奈１年　宮良かのん１年

沖縄県立那覇高等学校
知念　幸子

地学 土壌と植物
～身近なものから pH を調整する～

名嘉真華西２年　仲村　梨聖２年
我謝　伊吹２年　新城マライア２年

沖縄県立球陽高等学校
高山　一夫

産業
トマト栽培及びカボチャ栽培におけ
る酢酸カルシウムの有効性に関する
研究

糸数　琉基２年　洲鎌　清香２年
佐久本　鈴２年　根間　響　２年
狩俣　蓮　２年　小禄　竜貴２年
前原　龍成２年　濱川　義幸２年
福里　啓人２年

沖縄県立宮古総合実業高等
学校
安座間　康

－ 20 －
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科 目 作　品　名 受　賞　者　名 学 校 ／ 担 当・指 導 者

産業 沖縄の新土産開発プロジェクト
～　城下町っ子の挑戦　～

金城　寛加３年　島袋　優希３年
幸地　真央３年　仲里　優奈３年
仲宗根奈美３年　松下　理紗３年
運天　章吾３年　喜友里優希３年
山入端きらら２年　諸見里咲紀２年

沖縄県立南部農林高等学校
高江洲　聖

産業
沖縄県産品の魅力を活かした商品開
発

仲座　心　３年　新里　浩希３年
祝嶺　忍　３年　大城　康矢３年
渡久平啓祐３年　富本　惟月３年
石橋　葵　２年　上原　悠雅２年
大城デイビット　怜音２年
島袋　将　２年　砂川　稔樹２年
内間雄一郎２年　大城　茉梨１年
松田　瑠姫１年

沖縄県立浦添工業高等学校
坂田　文六

産業
シラヒゲウニの陸上完全養殖を目指
して

奥原　雅　３年　金城　世亜３年
小橋川弥成３年　米須　隆雅３年
新里　拓海３年　前堂　佑斗３年

沖縄県立沖縄水産高等学校
福永　咲野　神谷　良洋

－ 21 －
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科 目 作　品　名 受　賞　者　名 学 校 ／ 担 当・指 導 者

物理 水中における光発電の謎を追究する
知花耕太郎２年　大前　風土２年
宮城　風花２年

沖縄県立八重山高等学校
西川　昌裕

物理
フォルマント解析を用いた骨導音の
基礎的研究

玉城　紀香３年　安里　憂依３年
與久田彩奈３年

沖縄県立美里高等学校
宮城　仁志

物理
食品由来デンプンによるダイラタン
シーの形成要因の解析

小波津美海３年　比屋根香怜３年
島袋　夏帆３年　兼城　誉　１年
幸地　直雄１年　古謝　宝　１年

沖縄県立美里高等学校
宮城　仁志

物理
IH クッキングヒーターの原理　
Part Ⅶ

上原絵利花２年　前里　颯汰２年
佐藤　多恵１年　黄　東森　１年

沖縄県立那覇国際高等学校
安里　清寛

物理 単振動ばね振り子
伊志嶺朝紀２年　山城　倫　２年
喜瀬　愛基２年　竹尾慎太郎２年

沖縄県立開邦高等学校
呉屋　士郎

物理 免震～揺れを抑えよう！～
下地　諒太２年　髙良　亘史２年
屋比久祥平２年　西表　華音２年
崎濱　安寿２年

沖縄県立開邦高等学校
呉屋　士郎

物理
迫真航空力学部 ‘‘ 飛行の裏技 ‘‘
～翼型の変形による飛行実験～

幸喜　礼佳２年　益田原慶尚２年
小濱　礼央２年　與那覇朝基２年

沖縄県立開邦高等学校
呉屋　士郎

化学
沖縄産島ネギおよび近縁ネギ類の形
状および成分の比較について

平田　頼矢　１年
金城　颯真　１年

沖縄県立美里高等学校
宮城　仁志

化学
金属微量作用（銅）について　～ヒ
トスジシマカと酵素を用いた実験～

稲福　大成２年　内間　日葵２年
黒木　春菜２年　眞榮城　嵐２年
高江洲昌樹２年　上間　月乃２年
前田亜利沙２年　田場　大翔１年
宮里　帆高１年　山城　琉歌１年
榮門　龍星１年　下地　凜　１年
喜久山姫乃１年

沖縄県立具志川高等学校
大隅　大

化学
過酸化水素水の酸化剤・還元剤の境
目

崎原　共生２年　渡嘉敷通那２年
新垣　善斗２年　金城　周吾２年
久場　啓裕２年　具志堅英勝２年

沖縄県立球陽高等学校
後藤　真

化学
曇り止めと植物の酵素
～曇り止めとなるヨモギの酵素と
は？～

太田　涼子２年　當眞　寧菜２年
屋嘉比風音２年　玉城　由捺２年
神山菜ナ美２年

沖縄県立球陽高等学校
金城　雄一

化学
身の回りの植物でカビを防ぐことが
出来るか

市場　優香２年　玉城　南帆２年
浜比嘉咲京２年　宮城　奈瑠２年
宮里　美音　２年

沖縄県立球陽高等学校
金城　雄一

化学
高級脂肪酸を用いた石鹸の洗浄力の
比較の研究

奥浜　佳南２年　米吉　志織２年
新垣　心愛２年　照屋奈津実２年
赤嶺亜寿花２年　宮里　雅　２年

沖縄県立開邦高等学校
仲村　将直

－ 22 －
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科 目 作　品　名 受　賞　者　名 学 校 ／ 担 当・指 導 者

化学 炭素棒の燃料電池における役割
新崎　和志２年　赤嶺　建典２年
小池　海翔２年　田島　圭　２年
照屋　慶太２年

沖縄県立開邦高等学校
仲村　将直

化学
色素増感太陽電池の金属塩と色素の
違いによる電流量の差異

宮城杏友見２年　池間　仁南２年
伊志嶺綺子２年　音野樹里香２年
江口　陽菜２年

沖縄県立開邦高等学校
佐和田　千香子

生物
オオカナダモおよびクロモの紅葉に
及ぼす環境要因の解析

國吉　悠利２年　池保　昂弥２年
德田　光瑠２年

沖縄県立美里高等学校
工藤　美鈴　宮城　仁志

生物
オキナワカブトと本土産カブトムシ
の形態および生殖に関する研究

當銘海空斗１年　大城　利穏１年
宮里　虎哉１年

沖縄県立美里高等学校
宮城　仁志

生物
思春期の食事が肌の状態に及ぼす影
響

比嘉　優花　３年
又吉　真子　３年

沖縄県立美里高等学校
宮城　仁志

生物
片頭痛発生時における天気およびバ
イタルサイン変動に関する研究

池保　昂弥２年　石原　妃桜２年
石橋　寧々２年

沖縄県立美里高等学校
工藤　美鈴　宮城　仁志

生物 校内を流れている河川の調査Ⅲ 西表　大貴３年　安藤　圭市３年
山里　将也２年

沖縄県立南部農林高等学校
大城　伸明

生物
北山高校周辺の土壌動物を用いた環
境診断

玉村和花奈３年　濱川　友瑚３年
宮里　香帆３年

沖縄県立北山高等学校
北村　崇明

生物
防 げ！ お 肌 の 砂 漠 化！ NEVER　
GIVE UP!!!　PART3
～オクラ液のにおい消し～

上原あかり２年　嘉手納光梨２年
石川くらら２年　長崎　萌香２年
知念　芹奈２年　玉城陽菜多２年

沖縄県立開邦高等学校
谷口　エリ子

生物
ビリビリ生き抜けプラナリア
～電気がプラナリアの生存と分裂と
に与える影響～

谷久保咲弥２年　城間　理子２年
下地　春菜２年　仲松　由菜２年
中川　美帆２年　池間　祐貴２年
平良　太鵬２年

沖縄県立開邦高等学校
近藤　吉生

生物
沖縄在来のカブトムシ（オキナワカ
ブト）の研究
～形態的特徴と繁殖生態について～

儀間竜之介３年　宮城　龍樹３年
長谷川瑶碧３年　徳盛なつき３年
比嘉　良　２年　東　沙南　２年
上原　玄武２年　大城　悠太２年
比嘉　佑斗２年　金城　尚輝２年
崎濱　幸多２年　大城　満　２年
儀保　雄大２年　上地　明斗２年
阿賀嶺礼旺２年　伊勢田楼子２年
石井　千啓２年　大石　圭延２年
金城芽衣莉２年　當山　全翔１年
上地　志文１年　田港　朝斗１年
杉山　純　１年

沖縄県立辺土名高等学校
東　竜一郎

－ 23 －
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科 目 作　品　名 受　賞　者　名 学 校 ／ 担 当・指 導 者

生物 アサギマダラの謎に迫る

宮城　龍樹３年　儀間竜之介３年
長谷川瑶碧３年　徳盛なつき３年
渡慶次　彩３年　比嘉　沙英３年
山田　鈴乃３年

沖縄県立辺土名高等学校
髙良　耕平　島袋　陽
東　竜一郎　城間　恒寿

生物
具志頭海岸におけるアリの生息状況
調査Ⅱ

秀島　徳亮２年　町田　幸大１年
知念晃治郎１年　野原　大夢１年
桃原　千太１年

沖縄県立向陽高等学校
城間　篤

生物
渡嘉敷産ミナミメダカ復活プロジェ
クト

座安　康盛３年　金城　奨樹３年
金城　光　３年　宮城　海大３年
山本　圭人３年　與儀　充　３年
岡村　淳守　３年

沖縄県立沖縄水産高等学校
奥田　賢司

地学
フルスト原遺跡と明和の大津波の関
係

譜久村笑奈３年　竹本　佳奈３年
吉田　愛香３年

沖縄県立八重山高等学校
八幡　史織

地学
津波石
～大浜海岸の津波石分布調査～

松川　快斗３年　新盛　之拡３年
山城　良太３年

沖縄県立八重山高等学校
八幡　史織

地学
中城湾の砂浜における漂着ゴミの分
散形式とマイクロプラスチックの現
状

崎山　昌真１年　上江洲祐太１年
普天間太陽　１年

沖縄県立美里高等学校
宮城　仁志

地学
石垣島の岩石・鉱物とその特徴　
Part6

新井　舞桜　１年
沖縄県立那覇国際高等学校
宜保　久子

地学
ジオツアーを通して学ぶＯＫＩＮＡ
ＷＡ　

譜久嶺拓人２年　野村まりね２年
金城　大基２年　上地　悠太２年
大城　瑞貴２年

沖縄県立開邦高等学校
兼島　達也

産業 闘牛の餌植物に関する研究 田場　莉那　２年 沖縄県立美里高等学校
工藤　美鈴　宮城　仁志

産業
プロジェクト辺高
～めざせ！やんばるブランド !! ～

安次嶺海月３年　東江　俊幸３年
徳盛なつき３年　比嘉　貫生３年

沖縄県立辺土名高等学校
城間　恒寿　松原　亘佑

－ 24 －
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沖 縄 県 知 事 賞

プロジェクト　Ryu-Q

～リュウキュウオオスカシバを探せ！～

パート２

　
豊見城市立伊良波小学校

６年　眞榮城　綾香

1 2
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3 4

65
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7 8

109
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11 12

1413
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15 16

1817
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講　評

　昨年からの継続研究です。リュウキュウオオスカシバとオオスカシバの幼虫段階でのタイプ別の見分け方、

両者の羽化と気温との関係について研究しています。この研究の良さは、自分自身で野外から卵、幼虫を採取し、

番号をふって羽化まで飼育して観察しているところです。その形態観察から得られたデータをもとに客観的に

考察しています。ＩＣＴ機器であるデジカメを活用して、幼虫の特徴を記録し、成虫と幼虫の特徴を照らし合

わせて、自分なりの見分け方を見つけています。そして、考察では、今までの研究をもとにタイプ別の分類から、

チャート図を作成し、第三者による個体識別ができる段階にまで、研究をまとめています。

　また、両者の羽化と気温との関係と国内での生息域から、気温の低い環境でも適応できるオオスカバが、気

温が上昇しない早い時期から先行して発生し、新芽や栄養価の高いつぼみに産卵できること、食草が重なるリュ

ウキュウオオスカシバとの間で幼虫が成育しやすい環境をオオスカシバが先取りしていることなどによる個体

数の差について深い考察を行っている点も評価できます。

　また、研究を通してそれ以外にわかった事にオオスカシバとリュウキュウオオスカシバの成虫のからだのつ

くりの違いもあげられています。今回作成したチャート図の更なる細分にもつながるデータとして、発展性の

ある研究となっています。さらに身近な自然や環境に目を向け、それを大切にする心、自然保護の重要性など

について、たくさんの視点で考えさせられる、意義深い研究です。今後の更なる研究に期待します。

❁上位賞受賞のポイント❁

・卵、幼虫を自分で採集して、その個体を観察したデータを分析して比較し考察している。

・得られたデータに信頼性、妥当性があり、そのデータより考察している。

・昨年からの継続研究であり、オオスカシバ 108 頭、リュウキュウオオスカシバ 36 頭、計 144 頭の羽化を観

察しており、膨大なデータを採取している。

・研究結果をもとに、個体識別用のチャート図を作成し、まとめている。研究の成果物となっている。

－ 31 －



沖 縄 県 知 事 賞

モデルロケット打ち上げ実験　その２

　
石垣市立石垣第２中学校

２年　岡部　壮良

ロケット発射時
八重山毎日新聞社撮影

ロケットのノーズコーンに搭載したカメラから撮影した八島小学校上空

－ 32 －



動機：「小惑星探査機はやぶさ」にあこがれて

　この研究の最終目標は、自分の「はやぶさ」（缶サット：空き缶サイズの模擬人工衛星）を作り、各種データを収集し解

析することだ。昨年の「モデルロケット打ち上げ実験その１」では、ロケットの仕組みを知り、モデルロケットを飛ばして

みることから始めた。

　エンジンの大きさをかえたり、おもりを機体の前方・中心・後方と付け替えて、重心位置がロケットの飛行にどのような

影響を及ぼすのかを検証した。しかし、上空に飛んでいくロケットの高度や軌道を目視で測るのは難しく、正確なデータを

得ることができなかった。

　そこで今年はセンサーを搭載し、再度、重心位置を変える実験とフィンの形状がロケットの安定飛行にどのような影響が

あるのかを検証しようと思った。

目視による測定のため、あいまいなデータとなった昨年の実験結果

（国立科学博物館　小惑星探査機はやぶさ　レプリカ）

－ 33 －



モデルロケット打ち上げ実験　その１　概要

①目的

　この研究の最終目標は、自分の「はやぶさ」（缶サット：空き缶サイズの模擬人工衛星）をロケットで打ち上げ、各種デー

タを収集し解析すること。今回の研究は、ロケットの仕組みを知ること。缶サットを搭載するために、重心位置やエンジン

の大きさによる飛行変化を、モデルロケットの打ち上げ実験を行い観察する。また、気象観察を行い気象条件の影響も調べる。

②方法

1 . 事前に、打ち上げ場所で気象データの測定を行う。

2 . おもりの位置を変えスイングテストを行い、ロケットの飛行の様子を観察する。

3 . おもりの位置を変え、モデルロケットを打ち上げる。風向・風速・高度・落下方向・落下距離・飛行の様子などのデー

タ測定を行う。高度は自作の高度測定器で角度を測り、三角比によって求める。

4 . エンジン出力の大きさを変えてモデルロケットを打ち上げ、同様に測定を行う。

5 . 風洞装置を作成し、モデルロケットをつるしサーキュレーターで風を送る。風が当たったロケットの様子を観察する。

③結果

1 . 間前から発射地での気象調査を行った。直前まで天気は良好だったが台風が発生し、打上げ実験を延期した。

2 ... スイングテストの結果、バランスの取れた重心位置では、ノーズコーン側が進行方向を向き回転した。おもりの位置

が前方のときは、ノーズコーン側が回転の中心から外側に、後方のときは内側に向いて回転した。

3 .重心位置比較の打ち上げ実験では、どれもロケットの飛ぶ向きはスイングテストの結果から予想した通りだった。しかし、

高度や落下距離などは予想通りではなかった。風速等の気象条件の違いによると思われる。

4 . エンジン出力の違いによる打上実験では、出力の大きなエンジンのロケットは海に墜落し回収不可能になると考え、お

もりを着けることにした。この為、同じ条件での比較実験を行うことができなかった。

5 . 風洞装置の実験では、つるしたモデルロケットはどのような方向を向いていても、風上を向いた。

④考察

　モデルロケット打ち上げ実験を行って、重心位置をかえることで、高度や空中での体勢、飛んだ軌道などに変化が起きる

こと、そしてこの結果にはロケット自体の条件の違いだけではなく、気象条件が大きく関わっていることがわかった。また、

ロケットが風上に向かって飛ぶ性質があることが、風洞実験を行うことでよくわかった。次回は、この風洞装置を使ってフィ

ンの形がロケットの安定飛行にどのように影響を与えるのかを実験したい。また、今回行った高度計測は目視のため誤差が

生じている。ロケットにセンサーやカメラをつけた缶サット（模擬人工衛星）を搭載し、無線送信で地上でより正確なデー

タの収集を目指すつもりである。

ロケット打ち上げ実験その２

目的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　模擬人工衛星を放出する為には、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高い飛行高度と、安定した飛行姿勢の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロケットが必要となる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　正しい重心位置と最適なフィンの形を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　見つけよう。

－ 34 －



ロケット打ち上げ実験のための準備

準備その 1：打ち上げ場所・日時の選定

　モデルロケットの打ち上げ実験では広い場所が必要とされる。

　風速８m/s 以上の場合は安全性を考え打ち上げは行わない。その為、事前に気温・風向や風速などの気象情報が必要となり、

１週間前から１日１回の気象調査及び測定を現地で行う。

　条件に合った候補地を探し、3か所に絞る。

　３ヵ所とも使用を快く了承していただいたので 7日間かけて打ち上げ実験を行う。

第１候補　八島小学校

－ 35 －



第 2候補　サッカーパークあかんま

第 3候補　美崎牧場牧草地

－ 36 －



1 . 八島小学校グランド　2018 年 4 月 8 日、7月 29 日、8月 3日

　　野球部部活動が行われていない日の使用となる。

2 . サッカーパークあかんま　2018 年 8 月 17 日、8月 20 日、8月 23 日

　　土日祝日は終日、サッカー部活動が利用するため、平日に使用する。

3 . 美崎牧場牧草地　2018 年 8 月 19 日

　　石垣空港の近くなので、飛行制限区域内であった。

　　まず、石垣空港管理事務所に緯度と経度を伝え、飛行制限区域内の確認を行った。

　　許可がないと 45 ｍ以上は飛ばせないとことがわかったので、那覇空港事務所長に許可書を申請した。

　　必要書類

　　　モデルロケット打ち上げ許可申請

　　　打ち上げ場所の地図（発射位置・着地範囲の緯度経度）～国土地理院地図

　　　使用ロケットの写真

　　※打ち上げ時間は午前 6時 30 分～午前 8時までとする。

　　　（石垣空港を利用する飛行機が飛ばない時間帯）

　　　打ち上げ前日に、石垣空港管理事務所に電話連絡をし、ロケットを打ち上げると、

　　　当日、緊急時の飛行が発生した場合に備えて携帯電話の番号を伝える。

準備その２：気象調査及び測定

　３ヶ所の打ち上げ場所に風速計を持っていき測定する。ロケット打ち上げに必要な風速・風向等は、ロケット発射地にて

測定を行わなければならない。

－ 37 －
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準備その３：ロケットに搭載する機器

　ALTIMETER THREE

　三軸加速度センサーと気圧センサーがついている。.

　計測データは Bluetooth でスマートフォンに送信され保存される。

　重心位置比較実験では、モデルロケットのノーズコーンを加工し、中に入れた。

　フィン形状比較実験では、モデルロケットの回収ができなかった場合を考えパラシュート付き筒形容器（ペイロード）に

入れ、モデルロケット本体に搭載した。パラシュート放出時に本体の外に排出される仕組み。

パラシュート付きペイロード

ALTIMETER THREE 小型カメラ

－ 39 －



ロケット打ち上げ実験１

重心位置比較

実験方法

　ナット 8個を重りとして、ロケットの前側と後ろ側に付け替えて実験する。

予想

　昨年の実験を参考に、飛行高度は後ろ重心が一番高く、前重心が一番低く、中間にノーマルとなると考えた。

昨年の実験結果

前重心 後重心

－ 40 －



結果

　表１の結果から、Altitude（高度）は予想通り、後重心が一番高く、二番目にノーマル、一番低いのは前重心となった。

Maxspeed（最高速度）は、ノーマル、後重心、前重心の順番になった。

　その他の項目については、結果がまちまちであった。

考察

　センサー（ALTIMETER THREE）の測定データ（Flight Report）から三軸加速度（Ｙ軸は進行方向の加速度、X 軸 Z 軸は、

推進方向に対する垂直の加速度）が得られたため、Ｘ軸と Z 軸のデータを抜き出し、グラフにすることで、飛行時の機体の

ぶれを考察してみる。
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　これらのグラフを見ると、前重心・後重心のどちらもノーマルに比べ、BURNOUT（燃焼終了）前のエンジン噴射時の加速

度変化が大きく、推進方向に対し大きくぶれていることがわかる。

　ノーマル重心位置がエンジン噴射時のぶれが少ない。

　以上のことから、高度は後重心のロケットが高いが、安定した飛行姿勢はノーマル重心のロケットが一番良いことがわかっ

た。

　ロケットの打ち上げは安全が第一である。特に火薬を使用しているため、エンジン噴射時のぶれを抑えることは非常に大

事なことだ。今後の実験ではノーマルの重心位置を選択する。
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発射地定点カメラ（動画）を設置

　動画で飛行の様子を確認した。

　前重心のロケットは、ノーズコーンが揺れ蛇行して飛んでいた。

　後重心のロケットは、おもりのせいでロケットが風上に向かって飛ぶという習性が抑制され、前重心ほどではないが安定

性のない飛行になっていた。

　これらの結果からも、重心位置を変えるとロケットの飛行は安定しないことがわかる。

ロケット打ち上げ実験２

フィン形状比較

発射地点カメラ
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実験方法

　厚さ 3ｍｍのバルサ板を三角形、台形、四角形の３種類の形状で４枚ずつ作成し、ロケットに取り付ける。（面積 64 ㎠）

モデルロケット製作キットでついている形状のものを標準とし（面積 46.05 ㎠）、全部で４種類のフィンの形状比較を行う。

予想

　三角形のフィンが一番飛ぶと考えた。

　理由は、推進方向に対し風の抵抗が一番少ないと思うから。
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結果

　表２の結果から、Altitude( 高度）が一番高いのは標準である。次に三角形で、他の自作フィンに比べ１回目も２回目も

平均して高い。台形と四角形は平均値をとると、台形の方が高い。

　Max speed（最高速度）を平均値で見ると、標準、三角形が 153.15 ㎞ /h で一番速い、次に四角形の 149.85 ㎞ /h、最後に

台形の 143.25 ㎞ /h となっている。

考察

　実験１と同様に、センサー（ALTIMETER THREE）の測定データ（Flight Report）から三軸加速度（Ｙ軸は進行方向の加速

度、X軸・Z軸は、推進方向に対する垂直の加速度）が得られたため、Ｘ軸とＺ軸のデータを抜き出し、グラフにすることで、

飛行時の機体のぶれを考察してみる。
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　これらのグラフから、標準のフィンはエンジン噴射後のぶれが一番少ないのがわかる。

　三角形は BURNOUT（燃焼終了）の前後で同じくらいのぶれが続いている。Flight22 のグラフのエンジン噴射時のデータの

大きな乱れは、風の影響を受けたのではないかと思われる。

　フィンにパラシュートが絡まりやすく、飛行に影響を及ぼした。

　台形は、Flight18 のグラフでは BURNOUT（燃焼終了）の激しいぶれがなく標準の値に近い。

　四角形は、2回ともエンジン噴射時に激しくぶれている。また、上昇から頂点までの飛行時間の平均値が一番短い。

　エンジン噴射時のぶれは四角形以外はあまり差がなかったが、慣性飛行時のぶれは標準と台形のフィンが少なかった。

　以上のことから、今後の実験では標準か台形のフィン形状を選択する。

まとめ・感想

まとめ

　センサーを搭載した実験でわかったことは、動力飛行時の激しいぶれは慣性飛行にも影響があり、不安定な飛行になる。

ぶれの少なさを考慮すると、重心が前後に偏っていないもので、標準か台形のフィン形状が最適であることがわかった。

　打ち上げには火薬を使用しているため、安全性の面からもエンジン噴射時のぶれを抑えることが大事である。

今後の展望

　計測器を搭載したペイロードに、カメラも搭載できるようにしたい。そのために機体の大型化を行っていく。また、測定

値をデータ通信で地上に送信するプログラミングの実証実験をする。最終的に、計測器・カメラ・通信機を搭載した模擬人

工衛星を搭載したモデルロケットを打ち上げる。

　そこから得られる測定値の解析力をつけたい。そのために物理学・高校数学の勉強を進めたい。

　発射地定点カメラ（動画）を設置したが、暑さで動作不能になり撮影できないことがあった。

　熱処理の課題が残る。また、発射スピードが速い為、スロー再生しても動きをとらえにくかった。ハイスピードカメラで

撮影してみたい。

感想

　４月から８月にかけて、天候調査を行いながら時期や場所の選定、機材の調達を行い、約 30 回のロケット打ち上げ実験

を行った。

今回の実験で苦労したこと

1 . 書類作成～この実験の最終目標である模擬人工衛星の搭載に向けて、ロケットを大きくしエンジン出力も上げたため飛

行高度が高くなった。これにより飛行制限区域での打ち上げは、那覇空港事務所に許可申請を行わなければならなかった。

沖縄県でも初めての申請のため、書類のやり取りに時間がかかった。

2 . 天候～雨が続き天気の回復を一週間近く待たなくてはならなかった。

3 . 機体の損失～風に流され機体回収不能になったものが２機、パラシュートが開かず半壊状態になったものが２機ある。

計測器を搭載していないかったことが救いだった。

4 . 英語表記～計測データが英語表記で、翻訳しながらの解析で時間がかかった。

5 . 解析力～ログ解析のための物理学の知識が足りない。専門家のアドバイスを求めた。

　この研究を通して、安全で確実な打ち上げ技術、測定値の見方や解析する方法。また、航空法や飛行制限区域での許可申

請方法を学ぶことができた。実験前の天候調査を続けることで気象について知識を得ることができた。
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　この経験を生かし、2018 年 10 月 20 日（土）にＪＡＸＡつくば宇宙センターで開催された第 33 回モデルロケット全国大

会に出場し、ペイロード定点着地競技で 5位に入賞した。

謝辞

　ジュニアドクター育成塾「琉大ハカセ塾」の第２段階教育プログラムで、琉球大学の先生方にこの研究の後押しをしてい

ただいています。前野昌弘先生のご指導を受け、データの分析方法に関して有益な助言をしていただきました。実験場所の

提供をしてくださった八島小学校・サッカーパークあかんま（石垣市）・有限会社美崎畜産、そして実験の補助をしてくれ

た家族、この研究を支えてくださる皆様に心より感謝申し上げます。

※当研究にあたって、以下の文献を参考にした。

◆書籍

「手作りロケット入門」　日本モデルロケット協会編　（誠文堂新光社）

「ロケットを理解するための１０のポイント」　青木宏　（森北出版株式会社）

「宇宙ロケット工学入門」　宮澤政文　（朝倉書店）

「ロケット工学基礎講座」　冨田信之　鬼頭克巳　幸節雄二　長谷川恵一　前田則一　共著　（コロナ社）

「ロケットの科学」　谷合稔　（ＳＢクリエイティブ）

◆ホームページ

気象庁　各種データ・資料

http://www.jma.go.jp/jma/menu/menureport.html

JAXA 宇宙航空研究開発機構

http://www.jaxa.jp/

特定非営利活動法人　日本モデルロケット協会

http://www.ja-r.net/

NASA　アメリカ航空宇宙局

https://www.nasa.gov/
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打ち上げ許可書・申請書

および

依頼書・使用許可書
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左からＣ型、Ｂ型
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Ｂ型ロケット　機体
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講　評

　今回の研究では「ロケットの機体の安定化を高める」という明瞭な目的の下、的確な方法で実験をすすめ、

検証を行っている点が高く評価できます。実験内容についても、前回の実験をふまえていろいろと工夫をして

おり、重心の位置やフィンの形状など、目的に沿った研究を進めています。データの取り方についても、前回

は自作の高度計を使って目視による研究を行っていたのですが、今回は目視では測定できない機体のぶれ具合

を、三軸方向センサーを使うことで、より精度の高いデータを得る事ができました。こうして得られたデータ

についても、きちんとグラフ化するとともに、関連する写真を有効的に使うなど、実験の内容とその結果をわ

かりやすく表示している点もよく工夫していると思います。考察についても、測定結果を十分に検討し、そこ

からわかることを的確にまとめている点も評価できます。一方、本実験は測定条件（環境）を完全に同一にす

ることが難しいと推測され、発射毎に測定に影響を与える要因が多少なりともあると思います。その点につい

ても、ポスター等で議論するとより信頼のできる研究になると思います。ロケット自体、何回も打ち上げられ

るものではないので、限られた回数のなかで、実験を行い、結果を考察したうえで、次の実験へと進んでいる

ことがリーズナブルで大変良いと思います。打ち上げに際して、航空法や飛行制限区域での申請方法や実験前

の気象調査を行った上で、実験に望んでいる姿勢が大変素晴らしいと思います。今後の展望についても、きち

んとまとめられており、次の研究成果が楽しみです。期待しています。

❁上位賞受賞のポイント❁

○明瞭な目的の下で実験を行い、センサーを用いるなど精度の高い測定を行っている。

○グラフと関連する写真を有効に使っており、実験の中身と結果がわかりやすく表示されている。

○１つの実験結果から考察を深め、そこから次の課題へ取り組むなど、研究の進め方が合理的である。

○実験を進めるに当たって、必要な知識、技能についてしっかりと学習して望んでいる。
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沖 縄 県 知 事 賞

止水域におけるトンボの生息条件

　
昭和薬科大学附属中学校

１年　大城　航

１.要旨，概要

　小学生の時は主にトンボの生態について研究をしてきた。今回は，化学的な水質，底質や太陽の当たり具合などの環境と

トンボの生息との関係性を調べることにした。調査環境はトンボが多く見られる止水域を対象に行った。

　調査場所は沖縄本島の止水域 9 か所で，トンボの種類と，水質 6 項目とその他の生息条件 9 項目の計 15 の環境調査項目

を調べた。止水域は北部 4か所，中部 2か所，南部 3か所で調査した。環境調査項目では，水質はパックテストや pH メーター

などを用い，その他の生息条件は目視によって太陽の当たり具合などを区分した。

　これらの結果を，トンボの種類ごとに区分された環境調査項目をあてはめ，共通性のあるものをまとめることによって，

トンボの生息条件を 5つのグループに分けることができた。

　なお，止水域とは，水の流れがほとんど見られない，池や水田などのことを示す。

 

２.問題提起，研究目的

　小学校 3 年生ではリュウキュウハグロトンボを中心としたトンボの生態について調べ，トンボは川の上流や，止水域に多

いことが分かった。5 年生ではトンボやヤゴの採取，ヤゴの餌，天敵などを調べ，トンボは成虫幼虫ともに環境によって違

う種類が生息することが分かった。6 年生では都会の屋上にトンボを呼ぶことが出来るのかやトビイロヤンマの生息環境な

どについて調べ，都会（家）の屋上には特定の数種類以外トンボがあまり来ないことや，トビイロヤンマが生息するには山

に囲まれていることなどいくつかの条件を満たさないといけないことが分かった。以上の研究により，太陽の当たり具合や

周囲の環境，流水や止水などによって生息するトンボの種類が異なることが分かった。（図 1）

　今回は，止水域において，化学的な水質，底質や太陽の当たり具合などを細かく把握し，より詳しく環境とトンボの生息

との関係性について調べることにした。これを調べることによって，良好な止水域を守る，または創出するための資料（デー

タ）になると考えられる。

　僕のこれまでの研究をもとに仮説を立てた。

　①　水の見た目がきれいなところでは，トンボが多くみられたため，水質によって生息するトンボの種類が変わると考え

られる。

　②　川の上流の木が生い茂った場所では，下流の木の少な

い場所に比べトンボの種類が多く見られたため，日の

当たり具合で生息するトンボの種類が変わると考えら

れる。

　③　沖縄本島では，北部には山原（やんばる）と呼ばれる

自然が多く残る地域があるため，北部＞中部＞南部の

順にトンボの種類が多いと考えられる。

　④　木の生い茂った場所ではトンボの種類が多く，ヤゴが

羽化するためには植物が必要なため，植物（木・周辺

の草などすべて含める）が多いところにトンボの種類

が多いと考えられる。 図 1　前回までの研究
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３.研究方法

　沖縄本島にある止水域のうち，アクセスのしやすい９か所で，トンボの種類・環境を調査し，環境とトンボの生息との関

係性を調べた。

　⑴　調査場所

　　○今回調査する止水域の環境

　　　池………人工的な池，水たまりもすべて含む。

　　　水田……水を張ってある田。

　　　ダム湖…水力発電や治水・利水などとして使うために川をせき止めたり，雨を溜める施設

図２．調査を行った止水域の分布
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図 3　調査を行った止水域
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　⑵　調査項目及び研究方法

　　　〈表 1〉に調査項目及び研究方法を示した。また，以下に各項目の数値の区分や研究方法の詳細を示した。

【トンボの種類】

　トンボの種類は，以下の方法で選定する。

　　①成虫を見るまたは捕って種類を見分ける。

　　②幼虫を採集し，見分ける。

　　③過去に何度も訪れ，最後に来た時から 1年以上経っていない場所に限り，ほとんどの時にいたトンボの種類。

【水質】

　水質は以下のように判定する。

　　①水質階級は各地点で全国と沖縄県の指標生物を採集し，総合的に判断する。

　　② pH は pH メーターを使う。

　　③ DO は共立理化学研究所のキットを使う。

　　④ COD，無機態窒素，PO ₄ ³ ⁻ -P は共立理化学研究所のパックテストを使う。

　②，③，④については，ペットボトルに空気が入らないように詰めて持ち帰り，保存のため冷蔵庫で冷やして自宅で実施

した。

　①　水質階級

　　　全国と沖縄県の指標生物を採集し，それを各階級と照らし合わせ，各地の水質階級を特定する。

　　　水質階級Ⅰ：きれいな水

　　　水質階級Ⅱ：少し汚い水

表１　調査項目及び研究方法
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　　　水質階級Ⅲ：汚い水

　　　水質階級Ⅳ：大変汚い水

　②　pH（水素イオン指数）

　　　水の酸性・アルカリ性の強さを調べる。

　　　雑貨工業品品質表示規定に基づき基準を以下の通りに決めた。

　　　pH ＜ 3.00　酸性

　　　3.00 ≦ pH ＜ 6.00　弱酸性

　　　6.00 ≦ pH ≦ 8.00　中性

　　　8.00 ＜ pH ≦ 11.00　弱アルカリ性

　　　11.00 ＜ pH　アルカリ性

　③　DO（溶存酸素）

　　　水に溶けている酸素の量を調べる。

　「一般に多くの魚は DO が 5mg/L 以上に生息する（DO キット説明書より）」とされるため，5mg/L 以上を“高い”，5mg/

L 未満を“低い”とした。

　④　COD（化学的酸素要求量）

　　　水中の有機物の量を示す。

　「川としては0～5mg/Lが望ましい（CODパックテスト説明書より）」とされるため，5mg/L未満を“低い”，5mg/L以上を“高

い”とした。

　⑤　無機態窒素

　　A.NH ₄⁺ -N（アンモニウム態窒素）

　　　　無機態窒素の一種。高いと，生活・工場排水や田畑からの肥料分がすぐ近くから流れている可能性があると分かる。

　「＜ 0.2mg/L はきれい，≧ 0.5mg/L は少し多い（NH ₄⁺ -N パックテスト説明書より）」とされるため，0.5mg/L 未満を“低

い”，0.5mg/L 以上を“高い”とした。

　　B．NO ₂⁻ -N（亜硝酸態窒素）

　無機態窒素の一種。高いと，比較的近くで汚れが流れ込んでいる可能性があると分かる。

　「0mg/L はきれい，通常は≦ 0.02 ｍｇ /L（NO ₂⁻ -N パックテスト説明書より）」とされるため，0.005mg/L 未満を“低

い”，0.02mg/L 以下を“普通”，0.02mg/L 以上を“高い”とした。

　　C．NO ₃⁻ -N（硝酸態窒素）

　無機態窒素の一種。高いと，上流（遠く）で汚れが流れ込んでいる可能性があるとわかる。しかし元から含んでい

る場合もある。

　「＜ 1mg/L は少ない，通常は 1 ～ 2mg/L 前後（NO ₃⁻ -N 説明書より）」とされるため，1mg/L 未満は“低い”，1 ～

2mg/L は“普通”，2mg/L より上は，“高い”とした。

　この 3項目のうち 2つ以上“低い”または“普通”だった場合を“低い”，それ以外を“高い”とした。“高い”場合は，

水が富栄養であることを示している。

　⑥　PO ₄ ³ ⁻ -P（リン酸態リン）

　リンの一種。高いと，自然界から入ってくる分に加え，外から急激に食べ物のカスや肥料などの汚れが入ってきてい

る可能性があるとわかる。

　「＜ 0.05mg/L はきれい，0.05 ～ 0.2mg/L は少し多い（PO ₄ ³ ⁻ -P 説明書より）」とされるため，0.05mg/L 以下は“低

い”，0.05mg/L ～ 0.2mg/L は“少し高い”，0.2mg/L より上は“高い”とした。“高い”＞“少し高い”＞“低い”の順に，

水が富栄養であることを示している。
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　窒素・リン共に値が高いときは，生活排水の汚れなどが流れてきている可能性があることが分かる。

【その他の生息条件】

　①　底質

　【大きい石（直径 30cm 以上）・中くらいの石（直径 5cm ～ 30cm）・小石（直径 5cm 以下）・砂・泥・落ち葉・コンクリー

ト・その他】から選ぶ。（何個でも）

　②　太陽の当たり具合（目測）

　水面に当たる日光の割合。

　【A（75％～ 100％）・B（50％～ 75％）・C（25％～ 50％）・D（0％～ 25％）】から選ぶ。

　③　水深

　その止水域の平均的な水深。単位は（cm）。

　④　周囲の環境

　【海・森林・樹林・山・住宅地・田畑】から選ぶ。（何個でも）

　また，森林・樹林の場合，木の名前も答える。（何種でも）

　⑤　水際の草本植物

　目視による有無。

　主な植物の名前を答える。（何種でも）

　⑥　水草

　　　目視による有無。

　　　主な水草の名前を答える。（何種でも）

　⑦　におい

　　　実際ににおいをかいで判別。

　　　【しない・少しする・する】から選ぶ。（下水・ドブなどの不快感のあるにおい）

　⑧　水の濁り (目測 )

　　　目視による判別。

　　　【透明・少し濁っている・濁っている・大変濁っている】から選ぶ。

　⑨　外来種

　　　採集または目視により，トンボ以外にいた生物の名前を記録して，その中から外来種を選定する。（何種でも）

４.結果

⑴　トンボの種類

　・全 9か所で 17 種類確認した。

　・一番種類が多かったのは④漢那ダム第二貯水池で，9種類確認した。次に多かったのは①オクラレルカ畑で 7種類だった。

　・一番種類が少なかったのは⑥桑江公園と⑨受水走水で 1種類だった。

　・一番多くの場所にいたのはハラボソトンボで 7か所だった。次に多かったのはタイリクショウジョウトンボで 6か所だった。

　・詳しくは〈表 4-1〉，〈図 4-1〉に記した。

⑵　水質

　各地点の水質と生息するトンボを〈表 4-2〉に記す。〈表 4-2〉をもとに，水質とトンボの関係を〈表 4-3〉にまとめた。〈表

4-3〉での水質は以下のように設置した。

　①　水質階級

　　　水質階級Ⅱでは 17 種類全種，Ⅳでは 5種類確認された。
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　②　pH

　　　弱アルカリ性では 6種類，中性では 17 種類全部確認された。

　③　DO（溶存酸素）

　　　一般に多くの魚が生息する DO 5mg/L の“高い”場所では 17 種類全種，“低い” 場所では 4種類確認した。

　④　COD（化学的酸素要求量）

　　　川として望ましい COD 5mg/L 未満の“低い”場所では 9種類， “高い”場所では 14 種類確認した。

　⑤　無機態窒素

　　A. アンモニウム態窒素（NH ₄⁺ -N）

　　B. 亜硝酸態窒素（NO ₂⁻ -N）

　　C. 硝酸態窒素（NO ₃⁻ -N）

　富栄養ではない“低い”場所では 16 種類，“高い”場所では 6種類確認した。

　⑥　PO ₄ ³ ⁻ -P（リン酸態リン）

　　　富栄養ではない“低い”場所では 7種類，“少し高い” 場所では 7種類，“高い” 場所では 13 種類確認した。

⑶　その他の生息条件

　〈表 5-4〉をもとに〈表 5-5〉を作った。

　①　底質

　　　コンクリート（人工型）と，その他（自然型）に分けることができた。

　　　コンクリート底では 8種類，その他では 16 種類確認した。

　②　太陽の当たり具合（目測）

　　　≧ 50％（50％以上）と＜ 50％（50％未満）に分けることができた。

　　　≧ 50％では 17 種類全種，＜ 50％では 4種類確認した。

　③　水深

　　　≧ 25cm（25cm 以上）と＜ 25cm（25cm 未満）に分けることができた。

　　　≧ 25cm では 17 種類全種，＜ 25cm では 7種類確認した。

　④　周囲の環境

　　　広葉樹林と公園型植林，住宅地の 3つに分けることができた。

　　　公園型植林とは止水域の周りに人工的な植物があるような場所のこと。

　　　広葉樹林では 15 種類，公園型植林では 8種類，住宅地では 5種類確認した。

　⑤　水際の草本植物

　　　植物の有る場所では 16 種類，無い場所では 8種類確認した。

　⑥　水草

　　　水草の有る場所では 15 種類，無い場所では 9種類確認した。

　⑦　におい

　　　少し臭う場所では 9種類，無臭の場所では 16 種類確認した。
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　⑧　水の濁り

　　　大変濁っている場所では 3種類，少し濁っている場所では 13 種類，透明な場所では 11 種類確認した。

　⑨　外来種

　　　多い場所では 3種類，少しいる場所では 7種類，いない場所では 16 種類確認した。

５.考察

　今回確認したトンボ 17 種を水質とその他の生息条件の結果からグループ分けをした。〈表 2〉

　A グループは，多くの地点に出現した，水質やその他の条件にあまり影響されないグループである。打水産卵を行い，ヤ

ゴの生息にあまり植物の有無が関係ないウスバキトンボなどの 3種を選定した。

　B グループは，日当りの良い，人工的な開けた場所（③，⑤，⑥，⑦）に生息するグループで，アオモンイトトンボ 1 種

を選定した。アオモンイトトンボは植物内産卵を行うため植物が必要である。しかし，植物のない③せせらぎ広場にも生息

していたのは，この池の上流の川から流れてきたものと思われる。

　C グループは，広葉樹林に囲まれた，水草や水際の植物などが有る自然的な場所で，DO が高く，外来種もいないなど，良

い条件のそろった場所に生息するグループである。このグループはコフキヒメイトトンボなど計 7種を選定した。

　D グループは，日当りが良く，住宅地ではない，外来種が少ない場所に生息する。このグループにはタイワンウチワヤン

マなどの 3種が選定した。

　Eグループは，今回の研究ではグループ分けを行えなかった種で，オキナワオオシオカラトンボなどの 3種だった。

各種の結果のまとめは 18 ページからの「採集トンボ　詳細」に記した。（なおその中の項目「環境指数 A」は文献を読んで

いるとき、トンボの詳細として使用できると考えたため入れた。）

表２　トンボの生息条件グループ
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６.結論（課題）

　⑴　仮説の正誤

　　仮説①：水質によって生息するトンボの種類が変わる。

　総合的に見ると，俗に“汚い”状態にも生息できるハラボソトンボやタイリクショウジョウトンボなどは，“きれい”

な状態の場所にも生息していたが，“きれい”な状態に生息しているトンボの種類の方が多かったため，成り立った

と言える。また，地点ごとに見ると，①水質階級，② pH，③ DO，⑤無機態窒素では成り立ち，④ COD，⑥ PO ₄ ³ ⁻ -P

では成り立たなかった。

　　仮説②：日の当たり具合で生息するトンボの種類が変わる。

　今回研究した場所では，日がよく当たる方が生息するトンボの種類が多かったため，成り立ったと言える。

しかし，森林におおわれた止水域と，平地のあまり日の当たらない止水域では種類は違うと推測されるため，そのこ

とについては今回の研究では証明できなかった。

　　仮説③：沖縄本島では，北部＞中部＞南部の順にトンボの種類が多い。

　北・中・南部の平均確認種数を求めると，北部 (6.5 種 ) ＞南部 (3.7 種 ) ＞中部 (2.0 種 ) の順番になったため，

今回の研究では成り立たなかった。

　しかし，北部や南部は環境が良好な地点も調査したが，中部はあまり良好ではなかった地点のみしか調査していな

いため，中部の良好な環境のある場所を調べれば，結果が変わる可能性がある。

　また，北部の①オクラレルカ畑，②イジョーバル公園，④漢那ダム第二貯水池には，他の地点で見られなかった種

類がいたため，山原（やんばる）は独自の生態系を持っていることが分かる。 

　　仮説④：植物（木・周辺の草などすべて含める）が多いところにトンボの種類が多い。

　周囲の環境では“広葉樹林”，水際の植物・水草は有る場所を選び見ていくと，これらの項目に当てはまるトンボ

の種類が多いことが分かった。よって，今回の研究ではこの仮説は成り立った。

　⑵　課題

　この研究の反省点は，各地点で確認したトンボの成虫・幼虫 ( ヤゴ ) を分けなかったことだ。成虫はたまたまその地

点を飛んでいただけかもしれないので，幼虫を主に調べた方が良かった。また，水質階級については，指標生物はあく

まで河川用だったので，見つけることが難しく，種類も集まらなかった。だから，止水域用の指標生物とその階級を設け，

自分で作ってみたい。
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〇使用器具

　共立パックテスト ®による徳用 川の水調査セット 型式　TZ － RW －２　　㈱共立理化学研究所
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　溶存酸素 (DO) キット　型式　AZ － DO － 10　　㈱共立理化学研究所

　　デジタル PH メーター　PH-02　　Excelvan
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講　評

○過去４年間のトンボ研究から、トンボの種類と生息環境との間には相関関係があることに気付き、過去の観

察結果を基にトンボの生息に強く影響しそうな環境項目を吟味した上で、適切な研究計画や仮説をたて研究

を進めています。また得られたデータの処理（図表化）や分析も素直な視点で無理なくすすめられており、

パネルも丁寧かつ見易く整理されています。

○具体的には「止水域性のトンボ類」に焦点を絞り、得られたデータ（環境項目）を図表化し、各環境項目ご

とに客観的に分析し、更にそれらを統合的に考察・検討した上で、環境特性毎に５つのグループに分けるな

ど、データに基づく分析手法と仮説の検証も含め、生態学的研究のすすめ方として高く評価できます。

○得られた成果は、県内の都市部の学校や公園なども含めた「水場環境の環境指標生物」として活用できる可

能性の高い内容で、小・中学校での環境教育への活用も期待できます。

○今後の課題の一つとして、学校のプールや公園の水場環境なども加え、さらに各環境ごと（池・水田・ダム・

プールなど）の調査地点（データ）数を増やし、分析をさらに深めて欲しいです。また課題の２つめに、本

人も考えているようにトンボの生息環境とは具体的には「ヤゴの生育可能な環境」と捉える視点が大切です

ので、その視点で分析を深めると更に素晴らしい研究になると思われます。

❁上位賞受賞のポイント❁

　過去の観察に基づく研究対象の基礎識を基にテーマを整理した上で、適切な研究計画（調査項目、調査方法

など）を吟味して研究を進めています。また得られたデータを図表化し、項目毎の客観的な分析をした上で最

後に統合的に整理するなど、生態学的な研究の手法としての完成度の高い作品です。プレゼンテーションとし

てのパネルのまとめ方も上手です。
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沖 縄 県 知 事 賞

沖縄県産フルーツフィッシュの開発

　
沖縄県立沖縄水産高等学校　総合学科　海洋生物系列　３年

新垣　佑美茄　　神谷　力　　金城　功之介　　佐々木　絵凜南ドゥエル

佐藤　項羽　　仲里　雄飛　　松田　茉仁

１　はじめに

　現在、世界の漁業生産量のうち、およそ 50％を養殖業が占めている。天然資源を獲る漁業が頭打ちとなる中、2030 年に

は養殖業が 60％を超えることが予測されている。このように世界的にみると養殖業は成長産業であるが、日本の生産高だ

けは全く伸びていないのが現状である。国と地域別の漁業生産の予測によると、2030 年までに世界平均では 23.6％増加し、

いずれの国や地域においてもプラス成長が予測されているのに対し、日本のみマイナス成長が予測されている。このことか

らも、日本漁業の衰退は世界の中でも特異的だといえる。そのような中、平成 29 年の沖縄県における漁業総生産量のうち、

養殖業の占める割合が初めて 50％を超えた。しかし、養殖生産量のうち 93％はモズクが占めており、魚類はわずかに３％

しかなく、県内魚類養殖は衰退傾向にあるのが現状である。

　近年、西日本を中心にフルーツフィッシュが注目されている。フルーツフィッシュとは、魚肉の臭みを消すために、餌に

柑橘類などの果物生成物を混ぜて育てた養殖魚のことである。元々は魚肉の変色を抑えることを目的に高知大学が開発した

技術であり、魚嫌いの人が指摘する魚臭さを抑えるだけではなく、果物の香りが感じられるなどのメリットがある。鹿児島

県の「柚子ブリ王」や大分県の「かぼすブリ」、愛媛県の「みかんフィッシュ」など、現在多くのフルーツフィッシュが存

在しており、各地の特産品として商業的に成功している。いずれも養殖魚に柑橘系の果物のエキスや皮、果肉、果汁を加え

て作った配合飼料を与えて育てている。養殖魚として新たな地位を確立しているフルーツフィッシュであるが、沖縄県では

本格的な生産はされていない。そこで私達は、低迷する県内魚類養殖における新たなブランド養殖魚として、沖縄県産の柑

橘類を用いたフルーツフィッシュを開発することを目的として研究に取り組んだ。

図１．2030 年までの世界の漁業生産の変化予測 図２．沖縄県の漁業生産量の内訳（H29）
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２　材料

　(１) 魚種

　　①ハマフエフキ（地方名：タマン）

　現在その養殖量は減少しているが、県内で古くから養殖の行われている種である。また本校では長年種苗生産に取

り組んでおり、成魚の数が揃っていることも選定理由の一つである。前回の研究の水槽実験で使用した。また体サイ

ズは商品として流通している体長 25cm 前後の成魚を使用した。

　　②マダイ

　県内の魚類養殖においては需要の高い種である。海面養殖生簀実験で使用した。体サイズは全て商品となる体長 25

～ 30cm の成魚を使用した。

　(２) 柑橘類

　ヒラミレモンを使用した。独特の爽やかな香りがあり、シークヮーサーの名称で全国的に知られる沖縄県を代表す

る柑橘類である。また発癌抑制・糖尿病予防・肝障害抑制効果を持つノビレチンなどが多く含まれ、健康食品として

も注目されている。

３　前回までの成果

　(１) 配合飼料とヒラミレモンの皮・果肉を混ぜた混合飼料の作成方法を確立した。

　(２) 餌にヒラミレモン成分を混合することでハマフエフキの魚肉に香りを乗せることが可能である。

　(３) 果実を混合する場合は、果皮や果肉のみではなく、果実を丸ごと使用するのが最も効果的である。

　(４) 加工生成物を混合する場合は、遠心搾汁法によるパルプ（残渣）を使用することで非常に高い効果が得られる。ヒ

ラミレモンの搾汁効率は５０％程度で、大量に出るパルプの処理が問題となっており、その有効利用の点からも有益

な方法である。

　なお (２)～ (４)は本校の５トン水槽におけるハマフエフキを用い、１ヶ月間給餌飼育した実験結果である。

図３．柚子ブリ王（鹿児島県） 図４．みかんフィッシュ（愛媛県）

図５．ハマフエフキ 図６．マダイ 図７．ヒラミレモン
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４　海面養殖生簀実験

　(１) 目的

　商品化を視野に入れ、養殖業者と共同で、海面生簀で飼育するマダイへの遠心搾汁パルプ混合飼料の効果と、十分

な効果が得られる最短給餌期間を検証した。

　(２) 方法

　海面養殖生簀で飼育している出荷前の約４０個体のマダイに、遠心搾汁パルプと養殖海水魚用配合飼料（まだい華々

５Ｐ）を重量比１：１で混ぜ合わせた混合飼料を、通常飼育している養殖マダイと同量給餌した。それらを３～４日

ごとに４個体ずつ生簀から取り上げ、別の生簀で３日間の餌止めを行った。その後それらを刺身にし、本校職員と養

殖業者の取引先を対象とした試食アンケート調査を行った。これらを約１ヶ月間、継続して８回実施した。

　(３) 給餌期間

　　　　平成３０年５月２日～６月３日

　(４) アンケート内容

　　　Ｑ１．柑橘類の風味・香りを感じたか？

　　　Ｑ２．通常のマダイとの違いを感じたか？（初回のみ）

　　　Ｑ３．前回試食したマダイとの違いを感じたか？

　　　Ｑ４．気付いた点や感想（自由記述）

図８．遠心搾汁法によるパルプ 図９．本校５トン飼育水槽

図 10．海面養殖生簀
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　(５) 結果

　Ｑ１のアンケート結果を図 11 に示す。「強く感じた」と「かすかに感じた」の全体に占める割合は、経過日数４日

目に 42％、32 日目に 70％であった。その間の経過日数における「感じた」の割合は 42 ～ 70％の間で推移したものの、

経過日数に伴う明確な増加傾向はみられなかった。

　Ｑ２・３のアンケート結果を図 12、またＱ４のアンケート結果を表１に示す。

図 11．海面養殖生簀実験Ｑ１アンケート結果

図 12．海面養殖生簀実験Ｑ２・３アンケート結果
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　(６) まとめ

　実験結果より、生簀で飼育するマダイでも魚肉にヒラミレモンの香りを乗せることができ、また魚臭さを抑える効

果を確認することができた。また、通常の養殖マダイには無い付加価値について様々な感想をいただくことができ、

商品化に向けて貴重な参考となった。

　一方で明確な最短給餌期間の確認はできなかった。しかし、混合飼料の給餌日数４日目には魚肉からヒラミレモン

の香りを感じられたことから、かなり短期間でも効果が得られる可能性が示唆された。

５　魚肉中香料成分含有量の測定

　(１) 目的

　市販のフルーツフィッシュでも、刺身の味や柑橘類の風味の感じ方には個人差がある。そこで、前回のハマフエフ

キを用いた本校における水槽給餌実験の結果、また今回のマダイを用いた海面養殖生簀での給餌実験の結果を科学的

に裏付けるため、魚肉内の香料成分含有量の測定を行った。

　(２) 方法

　冷凍保存していた全実験の魚肉を流水解凍し、ホモジナイザーで粉砕した。その後、各魚肉中に含まれるヒラミレ

モンの柑橘香料成分であるリモネン、テルピネン、シメンの含有量をガスクロマトグラフ質量分析計により測定した。

表１．海面養殖生簀実験Ｑ４アンケート結果

図 13．香料成分含有量測定作業
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　(３) 結果

　前回の水槽実験における通常配合飼料および果実の各部位の混合飼料を給餌した各ハマフエフキ魚肉の測定結果を

図 14 に示す。最も高い効果を確認できた果実を丸ごと混合した魚肉からのみ香料成分が検出された。

　前回の水槽実験におけるヒラミレモン加工生成物の混合飼料を給餌した各ハマフエフキ魚肉の測定結果を図 15 に

示す。いずれの魚肉からも香料成分が測定されたが、非常に高い効果のあった遠心搾汁法によるパルプが突出した値

を示した。

　海面養殖生簀実験における各給餌経過日数のマダイ魚肉の測定結果を図 16 に示す。いずれの経過日数からも香料

成分が測定されたが、日数経過に伴う明確な増加傾向はみられなかった。また試食アンケート調査での「柑橘類の風味・

香りを感じる」と答えた割合との相関もみられなかった。

図 14．水槽実験（ハマフエフキ・果実使用）の測定結果

図 15．水槽実験（ハマフエフキ・加工生成物使用）の測定結果
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　(４) まとめ

　測定の結果、各実験のアンケート結果をある程度裏付ける香料成分含有量の測定値が得られた。

　ハマフエフキの果実を混合給餌した魚肉ではほとんど香料成分が測定されなかったが、その原因として魚肉の冷凍

状態が悪かったことが考えられる。しかし、同じ保存状態で果実を丸ごと混合した魚肉からのみ成分が検出されたこ

とは、アンケート結果を裏付ける測定結果と考えてよいだろう。また加工生成物を混合給餌した魚肉では、非常に高

い効果のあった遠心搾汁法によるパルプが突出して高い含有量を示しており、その高い効果を数値化して裏付けるこ

とができた。

　海面養殖生簀実験のマダイの魚肉についても、いずれの経過日数からも香料成分が検出されており、その効果を証

明することができた。一方で、香料成分含有量の日数経過に伴う増加傾向、試食アンケート結果との相関はみられな

かった。この経過日数と測定値のバラつきの原因として、養殖マダイの通常飼育時に比べ、実験時に飼育密度が低かっ

たことにより、餌の食いつき具合に個体差が生じた可能性が高いと考えられた。

６　一般向け試食アンケート調査

　(１) 目的

　通常の養殖マダイと飼育方法を改善して生産したシークヮーサーマダイ（仮）を一般の方々に食べ比べていただき、

商品化の参考とする。

　(２) 実施日時

　　　　平成 30 年 11 月９日

　(３) 場所

　　　　沖縄県水産会館

　　　　（第 20 回沖縄県青壮年・女性漁業者交流大会時）

　(４) 対象

　　　　58 名（17 ～ 58 才）

図 16．海面養殖生簀実験（マダイ）の測定結果

図 17．一般向け試食会
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　(５) 調査方法

　養殖マダイと、取り上げ前に遠心搾汁パルプ混合飼料を 11 回給餌（給餌回数１回／日）したシークヮーサーマダ

イ（仮）の２種類の刺身を、どちらか分からない状態で試食していただき、その後アンケート調査を実施した。

　(６) アンケート内容

　　　Ｑ１．柑橘類の香りを感じたのはどちら？

　　　Ｑ２．魚臭さを感じたのはどちら？

　　　Ｑ３．美味しいと感じたのはどちら？

　(７) 結果

　　　　試食アンケート結果を図 17 に示す。

　(８) まとめ

　試食していただいたほとんどの方が養殖マダイとの違いをはっきりと感じ、魚肉のヒラミレモンの香りや風味、ま

た魚臭さの抑制効果を実感していただくことができ、更に美味しさも味わえるなど大変好評であった。そして「予想

以上のシークヮーサーの風味に驚いた」や「ぜひ商品化を実現してほしい」という感想を多数いただいた。

７　まとめ

　これまでの研究により、「ヒラミレモンの遠心搾汁時に出るパルプを利用した混合飼料の給餌によるフルーツフィッシュ

生産」という技術を開発した。共同実験を行っている養殖業者からも、商品として８０％は完成しているといえるのではな

いか、との評価をいただいた。フルーツフィッシュの商品化事例において、これまでに搾汁残渣自体を配合飼料に混合して

利用している例は無い。また本来廃棄されるパルプの有効利用により、養殖魚の付加価値を高める手法は、本県のヒラミレ

モン生産・加工業、養殖業にとってお互いに有益な方法だと考えられる。現在この技術の特許を取得するための申請手続き

を準備中である。

　今回の海面生簀実験により、マダイへの混合飼料の給餌回数および期間は、１日１回、10 日以内で十分な効果が得られる

ことが示唆された。長期間の給餌では体色の変化や身が痩せてしまう可能性があるため、影響の少ない短期間で効果が得ら

れることは商品化する上で大きなメリットである。今後は商品として基準となるヒラミレモン成分給餌量の設定を含め、最

短給餌期間の再検証を行う必要がある。

　これまでハマフエフキ、マダイでその効果を確認することができた。いずれも白身であり、ある程度魚肉に脂が乗る魚種

ではあるが、県産養殖魚ではヤイトハタやチャイロマルハタ、スギなど更に脂が良く乗る魚種が存在する。柑橘類の香料成

分は魚肉中の脂に蓄積することが知られていることから、今回開発した技術はより多くの県産魚種への応用が期待できると

考えられる。

図 18．一般向け試食会アンケート結果
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８　今後の研究計画

　商品化に向けた今後の研究計画として、以下の内容を予定している。これらの課題に取り組み、来年度には商品化を実現

したいと考えている。

　(１) 開発した技術の特許取得

　(２) 最短給餌期間の再検証

　(３) ヒラミレモン成分給餌量の基準設定

　(４) 効果的な混合飼料の配合比率、製造方法の検討

　可能な限り短期間でかつヒラミレモン成分含有量の少ない混合飼料で十分な効果が得られればコスト削減につなが

る。そのための比較給餌実験を行う必要がある。

　(５) 魚肉変色遅延効果の検証

　効果が確認できれば、比較的変質の早い生鮮食品である魚肉にとって大きなメリットが得られるため、検証を行う

予定である。

　(６) 加熱調理時の効果の検証

　現在は刺身での効果の検証しか行っていないが、加熱した際の魚肉の香りや味を検討し、調理方法の提供や加工商

品の開発に繋げたい。

　(７) 国内外観光客向けの試食会実施

　県内の観光業は好調な状況が続いており、商品化の際には国内外の観光客向けの需要は無視できない。観光客向け

の試食会を実施し、多様な意見や感想を商品化に生かしたい。

９　終わりに

　養殖マダイをご提供いただき、海面生簀実験を共同で実施していただいた新海水産の新立孝行様、実験材料としてヒラミ

レモンの遠心搾汁パルプをご提供いただいた有限会社照屋農産の照屋信安様、シージュース株式会社の佐々木淳一様、魚肉

中香料成分含有量測定についてご指導・ご協力いただいた沖縄県工業技術センターの玉村隆子様、一般向け試食会実施の機

会をいただいた沖縄県漁業協同組合連合会および沖縄県水産海洋技術センターの皆様、本研究にご協力いただきありがとう

ございました。この場を借りて感謝申し上げます。
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講　評

　本研究は、昨年に引き続きフルーツの風味や香りがする養殖魚を沖縄県の養殖魚類における新ブランドとし

ての開発を目指した研究であり、検証の場を海面養殖生け簀に設定し、より実践的な継続研究になっています。

ヒラミレモンの遠心法搾汁時の食品残渣であるパルプを有効な資源として着目しフルーツフィッシュの開発に

活用しており、昨年の水槽実験の結果を活かし、需要の高いマダイを魚種に選定し、より実践的な海面養殖生

け簀実験を行っている点が高く評価できます。昨年の課題としてあげられていた成分分析も行われており、給

餌開始から香気成分が検出する期間や香りの成分について客観的なデータで確認されています。また、漁業関

係者との連携や一般向け試食調査もしっかり行われており、商品化が期待できるものになっています。

　リモネン等の香気成分は、揮発性があります。魚を処理した後、どれくらいの期間香りを維持できるか、保

存温度等、流通方法も視野に入れた検証を行うことでより商品化に近づくと思います。さらに、柑橘系の香り

を付加価値として捉えるだけではなく、柑橘系がもつビタミンや抗酸化物質がもたらす効果についても検証実

験を行うことでブランドとしての品質価値を高めると思います。是非今後の研究として取り組んでもらいたい

です。

　また、刺身などの生食利用だけに限らず、加熱調理した際の香りの変化についても検証することにより、フ

ルーツフィッシュの利用拡大に繋がると考えます。

　海面養殖は、環境問題と大きく関係してきます。環境負荷の少ない給餌期間、配合比率、製造方法を確立し、

持続的な生産が行えるよう研究を継続してください。

　沖縄は、海に囲まれた島しょ県でありますが、魚の消費量が他県に比べて低い値を示しています。皆さんの

取り組みは魚嫌いの解消だけではなく、魚の消費拡大、水産業及び関連産業に貢献できる取り組みです。今後

の研究に期待しています。

❁上位賞受賞のポイント❁

　昨年度の成果を踏まえ、養殖業者連携し海面養殖生け簀を検証の場に設定し、商品化に向けたより実践的な

内容になっており、養殖したマダイの香気成分分析や一般向け試食会の実施等、客観的データでフルーツフィッ

シュを実証している点が高く評価された。
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沖縄電力社長賞

竜巻のふしぎ

～温帯低気圧に注目して～

　
那覇市立曙小学校

４年　玉井　大喜
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講　評

　竜巻とはどのようなものか、どのようにして発生するのかを解明するため、２年生から研究し、３年目となっ

た継続研究です。

　今回調べたいことを「竜巻のほとんどは反時計回りになる」とはっきりさせているため、予想も明確で、研

究者である大喜さんのイメージができていました。だからこそ、この実験装置を考え出すことができたのでは

ないだろうかと考えます。

　自然界で実際に起こっている現象はとても巨大で複雑であり、身近なもので小さな模型にして再現させるの

はとても難しいですが、大喜さんが作成した実験装置は、とてもシンプルながらもイメージをはっきりと再現

させたとても素晴らしい実験器具だと思います。

　実験ノートを見ると大喜さんがイメージしたこと、イメージを形にするために工夫したこと、実験を進める

中で工夫したことや観察の結果がとてもよく分かりました。このように、実験過程をていねいに記録に残すこ

とはとても大切なことです。

　今回の実験によって、目的の一つが解明したこと、次への疑問を考えついたことも素晴らしく、今後、大喜

さんの頭の中のイメージをシンプルに再現することができるような実験器具ができるかもと考えるととてもわ

くわくします。これからの研究に期待します。

❁上位賞受賞のポイント❁

・実験の目的を検証するための実験器具を、身近な道具を工夫してシンプルな構造で作製したこと。

・実験器具の活用により調べたいことを調べることができたこと。

・実験ノートにより、検証過程をわかりやすくまとめていること。

－ 130 －



沖縄県教育長賞

高分子吸収体の謎

　
南城市立大里北小学校

６年　新垣　尚琉
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講　評

　身のまわりの生活体験から、水を吸収する紙オムツの存在に着目し、高分子吸収体が水を吸収する仕組みを

調べる研究となっています。

　高分子吸収体などの吸収量と保水量の変化の実験を通して、２週間後の状態から再現性に着目しています。

水を追加して注ぐものの他に、1 ヶ月以上放置したときの様子がどのようになっているかについて調べたり、

再現させるための手立てを考えたりすると研究内容に深まりが出てくることでしょう。「再利用できる高分子

吸収体を作り出すことができるか」というテーマで次のチャレンジをしてみてはどうでしょうか。その視点が

明確になると、研究内容に一貫性が見られると感じました。

　しかしながら、研究を通して出てきた新たな疑問と生活体験と結びつけて、研究を進めていく方法はとても

大切なことで、その過程がレポートから読み取ることができます。また、実験結果を粒子モデルで捉えなおす

ことはとても素敵なことです。結果に基づいて自分の言葉とイメージでよく表現できており、その過程の中か

ら新たな気づきが生まれることもよくあることです。「どうしてそうなるのだろう？」「不思議だな」という感

性を大切にし、今後も身のまわりの科学を探究し続けて下さい。

　教育長賞受賞おめでとうございます。

❁上位賞受賞のポイント❁

・研究を通して出てきた新たな疑問を生活体験と結びつけながら研究を進めていく視点

・高分子吸収体を粒子モデルで表現する創造性

－ 142 －



沖縄県教育長賞

2018 年アメリカザリガニ駆除計画

学校の池で増えすぎたアメリカザリガニに小学生たちが挑む

　
南風原町立津嘉山小学校

　　　　　　　　　６年　　寺田　恭介　　寺田　周太　　中村　百香　　波照間　颯

　　　　　　　　　　　　　城間　悠輝　　儀保　知仁　　翁長　良昇　　大田　龍毅　　伊藤　真人

　　　　　　　　　４年　　城間　瑠華
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講　評

　ＰＴＡ作業における、学校池のアメリカザリガニの駆除をきっかけに疑問を持ち、アメリカザリガニの駆除

を目的として、達成のために仮説を立て検証しながら進めたとても興味深い研究です。

　駆除を目的としていますが、採取方法を工夫するとともに、各個体一つ一つの大きさも記録していることで

考察にもつながっています。この記録と考察を行うことで、次への疑問を持ったり仮説を立てたりすることに

つながっています。最終的に 1034 匹も駆除できたことにより目的達成に近づいたことが素晴らしいです。

　さらにアメリカザリガニが池から減少していく中で、他の生物が増えることが確認できたことや、他の環境

との比較、アメリカザリガニの捕食物の調査、成長調査をしたことは駆除する中で出てきた疑問について仮説

を立て検証するという、とても興味深い研究になっていますね。

　そして、教職員や校内の児童を対象に意識調査についてのアンケートを採ったことは、外来生物が増加する

理由を考える上でも興味深い視点であり、いい考察につなげることができたと思います。また、このことにより、

津嘉山小学校の皆さんへの外来生物やペットに対する一つの提言になっていると考えます。

　食べてみたところも研究を楽しんでいることがうかがえるとともに、これらの研究を 10 人で分担し、相談･

対話しながら進めているところがもう一つ大きく評価できる部分です。

　学校池というほぼ閉鎖された環境での駆除の流れ、及び追加調査の結果は、アメリカザリガニをはじめとす

る緊急対策外来種に対する研究として一つの大きな成果となっていると思います。今回の研究を通しての成果

が、研究した皆さんだけでなく、津嘉山小の皆さんへ環境問題について考えを深めるきっかけになったと思い

ます。とても楽しく、素晴らしい研究でした。

❁上位賞受賞のポイント❁

・身近な経験からの疑問を解決するため、丁寧に記録をとり、継続した研究を積み重ねている。

・「駆除する」ことを目的として、達成するために、考えられる様々な疑問を解決するために実験を計画し検

証している。

・環境問題について周囲に問題提起し、考えを広げるような研究となっている。

－ 192 －



沖縄県教育長賞

省エネで強い電磁石を作る条件を探る

　
国立大学法人琉球大学教育学部附属中学校

１年　比嘉　駿

琉球大学教育学部附属中学校 1年 比嘉 駿

１．研究の動機
授業で電磁石は，電流を大きくしたり，コイルを巻く回数を多くすると磁力が強くなることを習った。しかし，電流を大きくするには，たくさんの

エネルギーが必要なので省エネにならない。そこで，同じエネルギーで，できるだけ強い電磁石を作るには，どうしたらよいか考えようと思っ
た。

２．研究の目的
同じエネルギーを使ってできるだけ強いエネルギーを作るにはどのような工夫が必要か調べる。具体的には，コイルの芯の材質や電線の

巻き方などを試して吸引力がどのように変化するかを調べて，できるだけ少ない電気エネルギーで使える電磁石作る方法を探る。

３．予想
電磁石の電線の巻き回数（巻線密度）を多くすれば強い磁力ができると思うがその分電気エネルギーもたくさん使うので，コイルの巻き線

回数は多すぎても少なすぎてもだめで，適当なコイルの巻き回数があると思う。

４．実験器具
今回の研究では表１のような実験器具・装置を使用した。それら

の装置を写真１に示す。電線をコイル芯材に巻く機械（コイル巻
器）は，タミヤのギヤ付きモーターにコイル芯材が取り付けられる
ようにして，モーターをゆっくり回転させながら電線をコイルに巻け
るようにした。

装置名 メーカー 規格等

コイル線巻器 自作

電圧計 KEITHLEY 1μV – 300 V

直流電源 KIKUSUI 3A, 35V

電子秤 Simerst 0.1g－3kg

表１ 実験に使用した装置

５．研究の方法
できるだけ電力を消費しないで，吸着力の強い電磁石をつくるためのコイルの作成条件を探すため，
次のような実験を行った。
（１）コイル芯材をいろいろな材質に変えたときの電力と吸着力の関係を調べる。
（２）鉄芯に巻くコイルの位置の違いによる，電磁石の電力と吸着力の関係を調べる。
（３）コイルの巻線回数を変えたときの電磁石の電力と吸着力の関係を調べる。（巻き線密度一定）。
（４）コイルの巻線密度を変えたときの電磁石の電力と吸着力の関係を調べる。（コイルの長さ一定）。
（５）実験（２）～（４）について，鉄粉を用いて電磁石の磁極付近の磁力線の様子を観察して吸着力と

の関係を調べる。

電磁石のコイルの芯材は鉄，アルミ，ヒノキ，プラスチックの丸棒（直
径8mm，長さ120mm）をそれぞれ使用した。また，コイルに巻く線は，直
径0.35mmのエナメル線を使用し，コイルに巻くのは，自作のコイル巻
線器を用いた。鉄心に巻いたコイルの例と，写真２に示す。

電磁石の吸着力については，どこまでおもりをくっつけておけるかで
調べた。実際には，エナメル線を巻いたコイル（電磁石）を写真３のよう
にセットして，直流電源装置につなげ（電気回路図参照），電流を2A流
して鉄製ボルト片に取り付けたおもりをいったん電磁石にくっつけた後，
電流を徐々に減らしておもりが落ちたときの電流値および電圧値を読
み取った。測定については各5回行って平均をその値とした。おもりの

重さは，電子はかりで測定した。磁力線の様子は，電磁石の上に置い
た白紙に鉄粉をまいて，その分布を観察することによって調べた．

６．実験結果
（１）コイル芯材をいろいろな材質に変えたときの電力と吸
着力の関係
エナメル線を巻く芯材に，鉄，アルミ，木材（ヒノキ），プラス

チックの4種類を選んで，巻線密度100回/3.5cmで100回巻

きしたコイル（電磁石）を作成して，それぞれの電磁石で，電
流および電力と吸着力の関係を調べた。図１および図２にそ
れぞれの結果を示す。これらの結果より，鉄芯以外は，どれ
も吸着力が全くなく，電磁石として働かなかった。また，鉄芯
を用いた場合は，電流が大きくなると，吸着力もほぼ比例し
て強くなることがわかる。電力に対しても同じような傾向があ
ることがわかった。
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写真１ 実験に使用した装置（左上：コイル線巻器，左下：電子は
かり，右：電圧計，直流電源）

写真２ コイル芯材（左から順に 鉄（コイル巻済み），アルミ，ヒノキ，プラスチック）

写真３ 実験の様子
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（２）鉄芯に巻くコイルの位置の違いによる，電磁石の電力と吸着力の関係
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鉄芯に巻くエナメル線コイルの位置の影響を調べるため，
図３のように，一方の磁極からの距離を変えて（5mm, 15mm，
25mm）コイルを巻いたときの電磁石の電流および電力と吸
着力の関係を調べた。

図３ コイルと磁極
に位置関係

コイルと磁極の距離

鉄心

コイル

磁極

1

なお，コイルの位置を5mmより短くしなかったのは，これ以上，距離を縮めると，うまくエナメル線を巻くのが難しかったためである。図４お
よび図５に実験の結果を示す。なお，コイルの巻線回数は100回，巻線密度は100回/3.5cmとした。図４および図５をみると，どの電磁石も

電流および電力が大きいほど吸着力は強くなるが，コイルが磁極に近いほど，小さい電流および電力で強い吸着力が得られることがわ
かった。

（３）コイルの巻線回数を変えたときの電磁石の電力
と吸着力の関係（巻き線密度一定）

鉄芯に巻くエナメル線コイルの巻く回数の影響を調べるため，
コイルの巻線回数を変えた（100回，200回，300回）ときの，コ

電磁石の電流および電力と吸着力の関係を調べた。なお，コ
イルの巻線密度は100回/3.5㎝一定とした。その結果を図６お

よび図７に示す。図６および図７をみると，どの電磁石も，電流
および電力が大きいほど吸着力は大きくなるが，コイル巻数が
違っても，電流と吸着力の関係は，あまり変化がないことがわ
かった。一方，電力と吸着力関係をみると，巻線回数の少ない
方がより小さい電力で強い吸着力が得られることがわかった。
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（４）コイルの巻線密度を変えたときの電磁石の電力と吸着力の関係を調べる（コイルの長さ一定）

鉄芯に巻くエナメル線コイルの巻線密度の影響を調べる
ため，コイルの巻線密度を変えた（100回/3.5cm，200回
/3.5cm ，300回/3.5cm ）ときの，電磁石の電流および電力
と吸着力の関係を調べた。なお，コイルの長さは3.5㎝一

定とした。その結果を図８および図９に示す。図８および図
９をみると，どの電磁石も，電流および電力が大きいほど
吸着力は強くなるが，コイルの巻線密度が大きいものほど，
より小さい電流および電力で強い吸着力が得られることが
わかった。また，実験（３）の結果と比較すると，同じ巻線
回数でも巻線密度が大きいものが小さい電力で強い吸着
力が得られることがわかった。 図９ 電磁石の電力と吸着力の関係（巻線密度の違い）
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７．考察
実験（１）では，アルミ，木材，プラスチックをコイルの芯材とした場合には電磁石として働かなかったが，これらはいずれも磁石にくっつか

ない材質なので，電磁石の鉄心としても不向きであると考えられる。したがって，電磁石の芯材としては，鉄心が良いといえる。実験（２）で
は，コイルが磁極に近いほど，小さい電流および電力で強い吸着力が得られるので，コイルは，磁極にできるだけ近くに巻いたほうが強い
電磁石が作れると考えられる。実験（３），（４）では，コイルに流す電流が一定であれば，コイルの巻線回数によらず吸着力は一定である
が，電力の関係からみると，巻線回数は少なく，巻線密度が大きい方がより小さい電力で強い吸着力の電磁石を作ることができると考え
られる。

８．まとめ
今回，できるだけ電力を消費しないで強い電磁石をつくるための条件を探った。その結果，以下のことがわかった。

（１）今回調べた範囲では，磁石にくっつかない，アルミや木材，プラスチックは電磁石のコイルの芯材としては使えず，鉄が最もよいこと
がわかった。鉄よりも磁石によりくっつきやすい材料があれば，さらに強い電磁石が作れる可能性もある。

（２）コイルの巻き方としてはできるだけ磁極に近いところから巻く必要がある。
（３）強い電磁石を作るには，コイルの巻き数より巻線密度が重要で，より密にコイルを巻くことが大切である。
（４）上にあげた条件は，磁極付近に磁力線がより集中する条件であると考えられるので，他にもそれが実現できる方法（例えば芯材の太さ

や電磁石の形など）があれば，さらに吸着力の強い電磁石を作ることができる可能性がある。

９．研究の反省と今後の課題
今回の実験では，鉄芯材磁極を平たんな面にしないとおもりをつるす鉄ボルト片がうまくくっつかなかったときもあったので，磁極の面を

しっかり磨けばもっと正確な実験ができたと思う。それを考えると，磁極面の面積を変えることも大事のような気がするので，芯材の太さを
変えたときの吸着力の違いなど調べても良いのではないかと思った。また，コイルに巻く電線の太さを変えると，電流の大きさも変わると思
うので，その影響も調べる必要があると思う。さらに，磁力線が集中するような磁極の形なども考えてみたい。今回行わなかったけど，それ
らを変えて実験すれば，より強力な電磁石を作れる条件が見つかるかもしれないと思うので今後調べてみたいと思った。
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図８ 電磁石に流れる電流と吸着力の関係（巻線密度の違い）

（５）実験（２）～（４）における電磁石の磁極付近の磁力線の様子の観察（磁極の位置をわかりやすくするため，電磁石の図を挿入してある）

（Ⅰ）電力の違いによる電磁石の磁力線の様子

図１０ 電力の違いによる電磁石の磁力線の様子
（吸着力 (a) < (b) < (c) ）

（a） 0.5W （b） 0.75W （c） 1.0W

（Ⅱ）コイルの位置の違いによる電磁石の磁力線の様子

図１１ コイルの位置の違いによる電磁石の磁力線の様子
（吸着力 (a) > (b) > (c) ，電力 1.0W 一定）

（a） 5ｍｍ （b） 15ｍｍ （c） 25ｍｍ

（Ⅳ）コイルの巻線密度の違いによる電磁石の磁力線の様子

図１３ コイルの巻線回数の違いによる電磁石の磁力線の様子
（吸着力 (a) < (b) < (c) ，電力 1.0W 一定 ）

（a） 100回/3.5cm （b） 200回/3.5cm （c） 300回/3.5cm

（Ⅲ）コイルの巻線回数違いによる電磁石の磁力線の様子

図１２ コイルの巻線回数の違いによる電磁石の磁力線の様子
（吸着力 (a) > (b) > (c) ，電力 1.0W 一定）

（a） 100回 （b） 200回 （c） 300回

（Ⅰ）~（Ⅳ）の結果から，吸着力の強くなるときは，磁力線が磁極付近に集まっている場合であるということがわかった。
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省エネで強い電磁石を
作る条件を探る

琉球大学教育学部附属中学校

1年 比嘉 駿

1

3

１．研究の動機

授業で電磁石は，電流を大きくしたり，コイルを巻く回数を多くすると磁力が強くな
ることを習った。でも，電流を大きくするには，たくさんのエネルギーが必要なので
省エネにならない。そこで，同じエネルギーで，できるだけ強い電磁石を作るには，
どうしたらよいか考えようと思った。

２．研究の目的

同じエネルギーを使ってできるだけ強いエネルギーを作るにはどのような工夫が
必要か調べる。具体的には，コイルの芯の材質や電線の巻き方などを試して吸着
力がどのように変化するかを調べて，できるだけ少ない電気エネルギーで使える
電磁石作る方法を探る。

４．実験器具

今回の研究では表１のような実験器具・装置を使用した。それらの装置を写真１
に示す。電線をコイル芯材に巻く機械（コイル巻器）は，タミヤのギヤ付きモーター
にコイル芯材が取り付けられるようにして，モーターをゆっくり回転させながら電線
をコイルに巻けるようにした。

2

装置名 メーカー 規格等

コイル線巻器 自作

電圧計 KEITHLEY 1μV – 300 V

直流電源 KIKUSUI 3A, 35V

電子秤 Simerst 0.1g－3kg

表１ 実験に使用した装置

３．予想

電磁石の電線の巻き回数（巻線密度）を多くすれば強い磁力ができると思うがそ
の分電気エネルギーもたくさん使うので，コイルの巻き線回数は多すぎても少なす
ぎてもだめで，適当なコイルの巻き回数があると思う。

2

4

３．研究の方法

できるだけ電力を消費しないで，吸着力の強い電磁石をつくるためのコイルの作
成条件を探すため，次のような実験を行った。

（１）コイル芯材をいろいろな材質に変えたときの電力と吸着力の関係を調べる。
（２）鉄芯に巻くコイルの位置の違いによる，電磁石の電力と吸着力の関係を調

べる。
（３）コイルの巻線回数を変えたときの電磁石の電力と吸着力の関係を調べる。

（巻き線密度一定）
（４）コイルの巻線密度を変えたときの電磁石の電力と吸着力の関係を調べる。

（コイルの長さ一定）。
（５）実験（２）～（４）について，鉄粉を用いて電磁石の磁極付近の磁力線の様子

を観察して吸着力との関係を調べた。

電磁石のコイルの芯材は鉄，アルミ，ヒノキ，プラスチックの丸棒（直径8mm，長さ
120mm）をそれぞれ使用した。また，コイルに巻く線は，直径0.35mmのエナメル線

を使用し，コイルに巻くのは，自作のコイル巻線器を用いた。鉄心に巻いたコイル
の例を写真２に示す。

4

写真２ コイル芯材 （左から順に 鉄
（コイル巻済み），アルミ，ヒノキ，プラ
スチック）

6

3

写真１ 実験で使用した実験器具・装置

（a ） コイル線巻器 （b ） 電子はかり

（c ） 電圧計（左）と直流電源（右）

5
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5

電磁石の吸着力については，どこまでおもりをくっつけておけるかで調べた。実際
には，エナメル線を巻いたコイル（電磁石）を写真３のようにセットして，直流電源装
置につなげ（電気回路図参照），電流を2A流して鉄製ボルト片に取り付けたおもり

をいったん電磁石にくっつけた後，電流を徐々に減らしておもりが落ちたときの電
流値および電圧値を読み取った。測定については各5回行って平均をその値とした。
おもりの重さは，電子はかりで測定した。

写真３ 実験の様子

電流計

電
圧
計電

磁
石

直
流
電
源

A

V

実験で用いた電磁石の電気回路図

電磁石の磁力線の様子は，電磁石の上にプラスチックケースを置き，そのなかに
敷いた白紙の上に鉄粉をまいて，電磁石に電流を流した時の電磁石の磁極付近の
鉄粉の分布の変化を観察することによって調べた。

7

６．実験結果および考察

（１）コイル芯材をいろいろな材質に変えたときの電力と吸着力の関係

エナメル線を巻く芯材に，鉄，アルミ，木材（ヒノキ），プラスチックの4種類を選んで，
巻線密度100回/3.5cmで100回巻きしたコイル（電磁石）を作成して，それぞれの電磁

石で，電流および電力と吸着力の関係を調べた。表２，図１および図２にそれぞれの
結果を示す。

おもりの重
さ(g) 21.2 28.7 36.4 43.8 51.4 58.9 66.4 73.9

鉄

電流(A) 0.3 0.42 0.65 0.72 0.83 0.9 1.05 1.12

電圧(V) 0.286 0.405 0.613 0.684 0.804 0.881 1.028 1.092

電力(W) 0.0858 0.1701 0.3985 0.4925 0.6673 0.7929 1.0794 1.2230

アルミ
吸着せず

ヒノキ
吸着せず

プラス
チック

吸着せず

表２ コイル芯材を変えたときの電磁石の電流および電力と吸着力の関係
（巻線回数100回， 巻線密度100回/3.5cm）
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図１ 電磁石に流れる電流と吸着力の関係（芯材の違い）

6

8

（２）鉄芯に巻くコイルの位置の違いによる，電磁石の電力と吸着力の関係

鉄芯に巻くエナメル線コイルの巻く位置の影響を調べるため，図３のように，一方の磁
極からの距離を変えて（5mm, 15mm，25mm）コイルを巻いたときの，電磁石の電流お
よび電力と吸着力の関係を調べた。なお，コイルの位置を5mmより短くしなかったのは，

これ以上，距離を縮めると，うまくエナメル線を巻くのが難しかったためである。表３，図
４および図５に実験の結果を示す。なお，コイルの巻線回数は100回，巻線密度は
100回/3.5cmとした。

コイルと磁極の距離

鉄心

コイル

図３ コイルと磁極に位置関係

磁極

コイルと磁極の距離
5mm

コイルと磁極の距離
15mm

コイルと磁極の距離
25mm

おもり
の重
さ(g)

電流
(A)

電圧
(V)

電力
(W)

電流
(A)

電圧
(V)

電力
(W)

電流
(A)

電圧
(V)

電力
(W)

21.2 0.30 0.286 0.0858 0.61 0.581 0.3544 0.7 0.673 0.4711

28.7 0.42 0.405 0.1701 0.7 0.668 0.4676 0.83 0.798 0.6623

36.4 0.65 0.613 0.3985 0.92 0.878 0.8078 1.01 0.97 0.9797

43.8 0.72 0.684 0.4925 1.09 1.045 1.1390 1.23 1.185 1.4576

51.4 0.83 0.804 0.6673 1.19 1.142 1.3590 1.3 1.256 1.6328

58.9 0.90 0.881 0.7929 1.24 1.191 1.4768 1.37 1.325 1.8153

66.4 1.05 1.028 1.0794 1.29 1.24 1.5996 1.45 1.405 2.0373

73.9 1.12 1.092 1.2230 1.33 1.282 1.7051 1.58 1.532 2.4206

表３ コイルと磁極の位置を変えたときの電磁石の電流および電力と吸着力の関係
（巻線回数100回， 巻線密度100回/3.5cm）

8

10

図２ 電磁石の電力と吸着力の関係（芯材の違い）
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表２，図１および図２をみると，鉄芯以外は，どれも吸着力が全くなく，電磁石として働
かなかった（電流および電力の値は鉄芯の場合と同じとした）。アルミ，木材，プラス
チックいずれも磁石にくっつかない材質なので，電磁石の鉄芯としても不向きであると
考えられる。また，鉄芯を用いた場合は，電流が大きくなると，吸着力もほぼ比例して
強くなることがわかった。電力に対しても同じような傾向があることがわかった。

この結果から，電磁石の芯材としては，鉄芯が良いといえるので，これ以降の実験は，
鉄芯を用いた電磁石で行うこととした。

7
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表３，図４および図５をみると，どの電磁石も電流および電力が大きいほど吸着力は
強くなるが，コイルが磁極に近いほど，小さい電流および電力で強い吸着力が得られる
ことがわかる。この結果から，コイルは，磁極にできるだけ近くに巻いた方が効率の良
い電磁石が作れると考えられる。したがって，これ以降の実験は，コイルを磁極から
5mm 離れた条件で行うこととした。

9
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図４ 電磁石に流れる電流と吸着力の関係（コイルの位置の違い）

図 ５ 電磁石に流れる電力と吸着力の関係（コイルの位置の違い）

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 0.5 1 1.5 2

お
も
り
の
重
さ

(g
)

電磁石の電力 (W)

5mm

15mm

25mm

コイル端と磁極
の距離
コイル端と磁極
の距離

11

（３）コイルの巻線回数を変えたときの電磁石の電力と吸着力の関係
（巻き線密度一定）

鉄芯に巻くエナメル線コイルの巻く回数の影響を調べるため，コイルの巻線回数
を変えた（100回，200回，300回）ときの，電磁石の電流および電力と吸着力の関
係を調べた。なお，コイルの巻線密度は100回/3.5㎝一定とした。その結果を表４，
図６および図７に示す。

コイルの巻き数
100回

コイルの巻き数
200回

コイルの巻き数
300回

おもり
の重
さ(g)

電流
(A)

電圧
(V)

電力
(W)

電流
(A)

電圧
(V)

電力
(W)

電流
(A)

電圧
(V)

電力
(W)

21.2 0.3 0.286 0.0858 0.21 0.381 0.0800 0.26 0.721 0.1875

28.7 0.42 0.405 0.1701 0.3 0.545 0.1635 0.29 0.807 0.2340

36.4 0.65 0.613 0.3985 0.53 0.963 0.5104 0.59 1.638 0.9664

43.8 0.72 0.684 0.4925 0.65 1.188 0.7722 0.61 1.701 1.0376

51.4 0.83 0.804 0.6673 0.85 1.567 1.3320 0.86 2.395 2.0597

58.9 0.9 0.881 0.7929 0.92 1.721 1.5833 0.89 2.49 2.2161

66.4 1.05 1.028 1.0794 1.08 2.021 2.1827 1.07 2.998 3.2079

73.9 1.12 1.092 1.2230 1.1 2.084 2.2924 1.13 3.175 3.5878

表４ コイルの巻き数を変えたときの電磁石の電流および電力と吸着力の関係
（巻線密度 100回/3.5cm一定）

10

12

（４）コイルの巻線密度を変えたときの電磁石の電力と吸着力の関係を調べる
（コイルの長さ一定）

鉄芯に巻くエナメル線コイルの巻線密度の影響を調べるため，コイルの巻線密度
を変えた（100回/3.5cm，200回/3.5cm ，300回/3.5cm ）ときの，電磁石の電流およ
び電力と吸着力の関係を調べた。なお，コイルの長さは3.5㎝一定とした。その結果
を表５，図８および図９に示す

コイルの巻選密度
100回/3.5cm

コイルの巻選密度
200回/3.5cm

コイルの巻選密度
300回/3.5cm

おもり
の重
さ(g)

電流
(A)

電圧
(V)

電力
(W)

電流
(A)

電圧
(V)

電力
(W)

電流
(A)

電圧
(V)

電力
(W)

21.2 0.3 0.286 0.0858 0.17 0.338 0.0575 0.15 0.407 0.0611

28.7 0.42 0.405 0.1701 0.27 0.535 0.1445 0.18 0.493 0.0887

36.4 0.65 0.613 0.3985 0.36 0.719 0.2588 0.22 0.605 0.1331

43.8 0.72 0.684 0.4925 0.42 0.837 0.3515 0.3 0.834 0.2502

51.4 0.83 0.804 0.6673 0.5 0.998 0.4990 0.35 0.971 0.3399

58.9 0.9 0.881 0.7929 0.55 1.098 0.6039 0.39 1.061 0.4138

66.4 1.05 1.028 1.0794 0.62 1.238 0.7676 0.42 1.151 0.4834

73.9 1.12 1.092 1.2230 0.67 1.344 0.9005 0.51 1.402 0.7150

表５ コイルの巻線密度を変えたときの電磁石の電流および電力と吸着力の関係
（コイルの長さ 3.5cm一定）
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図６ 電磁石に流れる電流と吸着力の関係（巻線回数の違い）
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図７ 電磁石の電力と吸着力の関係（巻線回数の違い）

表４，図６および図７をみると，どの電磁石も，電流および電力が大きいほど吸着
力は強くなるが，コイル巻数が違っても，電流と吸着力の関係は，あまり変化がな
いことがわかる。一方，電力と吸着力の関係をみると，巻線回数の少ない方がより
小さい電力で強い吸着力が得られることがわかる。これは，巻線回数が多くなると，
その分エナメル線の抵抗が大きくなるので，同じ電流を流すのに巻線回数の多い
コイルの方がより電力を使うためだと考えられる。，巻線密度が一定であれば，コ
イルの巻線回数は少ない方が効率のよい電磁石が作れると考えられる。
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図８ 電磁石に流れる電流と吸着力の関係（巻線密度の違い）

図 ９ 電磁石の電力と吸着力の関係（巻線密度の違い）
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表５，図８および図９をみると，どの電磁石も，電流および電力が大きいほど吸着
力は強くなるが，コイルの巻線密度が大きいものほど，より小さい電流および電力
で強い吸着力が得られることがわかる。また，（３）結果と比較すると，同じ巻き数
でも巻線密度が大きいものが小さい電力で強い吸着力が得られることがわかる。
したがって，同じ巻き数ならば，巻線密度を大きくするように密に巻くことが効率の
よい電磁石が作るのに重要であると考えられる。
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（５） 実験（２）～（４）における電磁石の磁極付近の磁力線の様子の観察
（※磁極の位置をわかりやすくするために，図中に電磁石の図を追加してある）

（Ⅰ）電力の違いによる電磁石の磁力線の様子

14

（Ⅱ）コイルの位置の違いによる電磁石の磁力線の様子

図１０をみると，電力が小さく吸着力が弱い場合は，磁力線の模様ははっきりせ
ず，電力が大きくなり，吸着力が強くなると，磁力線ははっきりと観察され，磁極
（鉄芯の端）に近いとろころは磁力線がより集中しているように見える。

図１１をみると，磁力線は，コイルの端が磁極から近く吸着力が強い場合は，磁
極付近に磁力線が集中しているが，コイルが磁極から離れ，吸着力が弱くなると，
磁力線の集中する場所も磁極から離れるようになる。これは，磁力線がコイルに
電流を流すことによって生まれるので，コイルの端が磁極から離れると，磁力線の
発生する場所も磁極から離れるためではないかと思われる。

巻線回数100回， 巻線密度100回/3.5cmで，コイルの端が磁極（鉄芯の端）から
5mmの電磁石について，電力が，0.5W，0.75Wおよび1.0Wのときの磁極付近の
磁力線の様子を図１０（電磁石の位置を挿入）に示す。

巻線回数100回，巻線密度100回/3.5cmで，コイルの端が磁極から5mm，15mm
および25mmの電磁石について，電力が1.0Wのときの磁極付近の磁力線の様子
を図１１に示す。

図１０ 電力の違いによる電磁石の磁力線の様子
（吸着力 (a) < (b) < (c) ）

（a） 0.5W （b） 0.75W （c） 1.0W

図１１ コイルの位置の違いによる電磁石の磁力線の様子
（吸着力 (a) > (b) > (c) ，電力 1.0W 一定）

（a） 5ｍｍ （b） 15ｍｍ （c） 25ｍｍ
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７．まとめ

今回，できるだけ電力を消費しないで強い電磁石をつくるための条件を探った。そ
の結果，以下のことがわかった。

（１） 今回調べた範囲では，磁石にくっつかない，アルミや木材，プラスチックは電
磁石のコイルの芯材としては使えず，鉄が最もよいことがわかった。鉄よりも
磁石によりくっつきやすい材料があれば，さらに強い電磁石が作れる可能性も
ある。

（２） コイルの巻き方としてはできるだけ磁極に近いところから巻く必要がある。
（３） 強い電磁石をつくるには，コイルの巻き数より巻線密度が重要で，より密にコ

イルを巻くことが大切である。
（４） 上にあげた条件は，磁極付近に磁力線がより集中する条件であると考えられ

るので，他にもそれが実現できる方法（例えば芯材の太さや電磁石の形など）
があれば，さらに吸着力の強い電磁石を作ることができる可能性がある。

16

８．研究の反省と今後の課題

今回の実験では，鉄芯材磁極を平たんな面にしないとおもりをつるす鉄ボルト片
がうまくくっつかなかったときもあったので，磁極の面をしっかり磨けばもっと正確な
実験ができたと思う。それを考えると，磁極面の面積を変えることも大事のような
気がするので，芯材の太さを変えたときの吸着力の違いなど調べても良いのでは
ないかと思った。また，コイルに巻く電線の太さを変えると，電流の大きさも変わる
と思うので，その影響も調べる必要があると思う。さらに，磁力線が集中するような
磁極の形なども考えてみたい。今回は行わなかったけど，それらについて実験す
れば，より強力な電磁石を作れる条件が見つかるかもしれないと思うので，今後，
調べてみたいと思った。
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（Ⅲ）コイルの巻線回数違いによる電磁石の磁力線の様子(巻線密度一定）

（Ⅳ）コイルの巻線密度の違いによる電磁石の磁力線の様子(コイルの長さ一定）

図１２をみると，巻線回数が少なく吸着力が強いほど，磁極付近の磁力線は集
中してはっきり観察された。巻線回数が多くなってコイルの長さが長くなると，磁力
線の反対側の磁極への広がりが大きくなっているようである．

図１３をみると，巻線密度が高く吸着力が強いほど，磁極付近の磁力線の様子
ははっきり観察され，磁極付近に磁力線がより集中しているようである。

（Ⅰ）~（Ⅳ）の結果から，吸着力の強くなるときは，磁力線が磁極に集まっている
場合であるということがわかった。

巻線密度100回/3.5cm，コイルの端が磁極から5mmで，巻線回数が100回，200
回および300回の電磁石について，電力が1.0Wのときの磁極付近の磁力線の様
子を図１２に示す。

巻線回数100回，コイルの端が磁極から5mmで，巻線密度が100回/3.5cm，200
回/3.5cmおよび300回/3.5cmの電磁石について，電力が1.0Wのときの磁極付近
の磁力線の様子を図１３に示す。

図１２ コイルの巻線回数の違いによる電磁石の磁力線の様子
（吸着力 (a) > (b) > (c) ，電力 1.0W 一定）

（a） 100回 （b） 200回 （c） 300回

図１３ コイルの巻線回数の違いによる電磁石の磁力線の様子
（吸着力 (a) < (b) < (c) ，電力 1.0W 一定 ）

（a） 100回/3.5cm （b） 200回/3.5cm （c） 300回/3.5cm
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講　評

　ポスターのまとめ方も大変よく、とても見やすいポスター構成となっています。実験に際しては、コイルを

作るための器具や測定器具等を自作することにより、精度良くコイルを巻くことを可能にしたり、安定した測

定を行っていた点が良いと思います。実際の器具の展示があれば良かった気がします。

　実験の内容については、データの取り方も丁寧で、結果についてもグラフや写真などを用いてわかりやすく

示している点がとても良いと思います。また、考察についても実験結果から得られたことを的確にまとめてお

り、仮説に対する結論もきちんと導き出している点がとても評価できました。

　今回、磁力線の様子を砂鉄を用いて可視化している点は良いのですが、更なる発展として、得られた結果に

磁力線を書き込むことで、鉄心とコイルの周りの磁力線の発生について考察をふかめられ、吸着力との関係を

視覚的に考えやすくなると思います。

　今後の課題においても、磁極面の面積やコイルに巻く銅線の太さなど変化させる物理量に対する吸着力の研

究など、いろいろと興味深い研究へと発展していきそうな内容となっています。ぜひこのまま研究を続けて欲

しいと思います。頑張って下さい。

❁上位賞受賞のポイント❁

○研究の目的がはっきりしており、そのために適切な実験方法や丁寧な測定を心がけている

○グラフをきちんと作成している点（縦軸、横軸の物理量と単位を見やすく記載）が良い。

○巻線機を自作することにより、精度良くコイルを巻くことを可能にした点が良い。

○考察も実験結果ら得られたことを的確にまとめていて、仮説に対する結論もきちんと導き出している。

－ 198 －



沖縄県教育長賞

植物の生長と蒸散と光の関係

　
琉球大学教育学部附属中学校

３年　奥浜　一輝

目　次

　　　　　　　　　　研究の動機

　　　　　　　　　　日本の自然災害と野菜工場

　　　　　　　　　　実験 1　「　葉緑素の光の吸収について　」

　　　　　　　　　　実験 2　「　蒸散と光の関係　」

　　　　　　　　　　実験 3　「　光の色の違いによるレタスの育ち方　」

　　　　　　　　　　実験 4　「　花の開花と光の関係　」

　　　　　　　　　　考察

　　　　　　　　　今後の課題

 研究の動機 

　僕がこの研究を始めたきっかけは、植物の蒸散や植物と光の関係に興味を持ち「森の中は、なぜ涼しいのか？」という疑

問がわいたからです。

　この研究は、1 年・2 年と続けて行いました。1 年生のころは、色々な植物の気孔の形を顕微鏡で調べて、一定範囲の気孔

の数を調べました。2年生のころは、さらに深く知りたくてマイクロメーターを使って気孔の大きさを調べました。　

　また、光の色による蒸散量の違いも調べました。しかし、光の色による蒸散量の違いを調べた実験は、失敗してしまいま

した。その失敗してしまった理由は、3つあります。

　1つ目は、使用したライトです。光の三原色は、赤・青・緑です。その 3つの色を白い LED ライトにカラーフィルムでカバー

を作り使用したことでした。純粋な赤・青・緑の光を用意できなかったことで正しい蒸散量ではなかったと思います。

　2つ目は、実験時の室温が一定でなかったことです。なぜなら室温の違いで蒸散量も変化するからです。

　3つ目は、蒸散量を測定する時間がとても短かかったことです。
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　これらの失敗については、琉球大学で開催された科学シンポジウムに参加されていた先生方にアドバイスをもらいました。

　ライトは、純粋な赤・青・緑を用意すること。室温の調整は、水を利用すること。時間は、植物が蒸散するために最低 1

時間必要だということ。

　この 3つの点を改善してリベンジします！！

 日本の災害と野菜工場 

 今年の夏、台風や大雨による、西日本豪雨という災害が起こり西日本を中心に全国的に台風七号の影響による集中豪雨を

うけました。西日本豪雨の後は、猛暑となり野菜や果物が成長不足となりました。大量の雨風や、猛暑は田畑の野菜をダメ

にしてしまいます。野菜の収穫量が減ると野菜の価格が高騰して安定した供給ができなくなります。特に離島では、野菜を

運搬するのが難しくなります。台風時は、運搬のための船がとまるからです。この離島での問題は、「野菜工場で改善でき

るのではないか」と僕は思いました。野菜工場で生産すれば天候に左右されず安全な供給を行うことができると思うからで

す。

 実験 1　　「 葉緑素の光の吸収について 」

目的：一般的に植物は緑色の光を吸収しないといわれている。

　　　それが確かなのか調べる。

予想：緑色の葉緑素にどんな色の光をあてても緑色のままで明るくみえる

　　　だけだと思う。

実験方法：野菜の葉緑素を取り出し、光をあてて様子を観察する。

　　　　　※光の色は「 光の三原色 」である赤・青・緑と白を加え調べる。

実験の道具 

　　・LED ライト（自作）※小さなペンライトの LED の部分を取り換える。

　　・野菜

　　・乾燥剤（シリカゲル）

　　・コーヒーフィルター

　　・エタノール

　　・ろうと　　・紙コップ

　　・乳鉢　　　・マスク

　　・小びん

葉緑素とは？

　植物の細胞の中にある緑色の色素。葉緑素は、日光のエネルギーと二酸化炭素と水から炭水化物（養分）を作る。クロロフィ

ルともいう。
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実験の手順

①　野菜を細かく切ってすり潰す。

②　すり潰して水分が出てきたところへ乾燥剤（シリカゲル）を入れて水分を含ませて粉状にしていく。

③　粉状になった②へエタノールを入れてエタノールに葉緑素を含ませる。

緑色の野菜を使用する。

葉緑素は、緑色をしているため。

シリカゲルは、とても細かい粉なので混ぜるとき

は、舞い上がる粉が鼻や口に入るのを防ぐためマ

スクをする。
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④　コーヒーフィルターを使って葉緑素を抽出する。

⑤　抽出した葉緑素を含んだエタノールを小びんに入れる。

⑥　小びんに入れた葉緑素に光をあてて観察

抽出した葉緑素、キレイな緑色を

している。
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結果データ

●小びんの裏に光の影がない。（赤ライト・青ライト）

●小びんの裏に緑色の影ができた。（緑ライト・白ライト）

結果

　今回の実験で、緑色の光が吸収されないことがわかった。

　なぜなら、白ライトをあてた時に、葉緑素の入った小びんの後ろに緑色の影が見られたからだ。それは、緑色の光をあて

た時にも同じように見られた。

　しかし、赤と青の光をあてると小びんの後ろには、光の影ができることはなかった。また、光をあてた時に葉緑素の色が

キレイな緑色から「赤茶色」や「赤紫色」に変わった。

　白の光は、3 つの光が入っていて葉緑素の色が変わり、小びんの後ろにも光が現れた。ということは、赤と青の光は葉緑

素に吸収されているが緑の光は吸収されず通り抜けていることがわかる。

赤ライト 葉緑素の色が緑色から赤色に変わった 小びんの裏に光の影は出来ず小びんの黒い影ができた。

青ライト 葉緑素の色が緑色から赤紫色に変わった 小びんの裏に光の影は出来ず小びんの黒い影ができた。

緑ライト 葉緑素の色に変化なし 小びんの裏に緑色の光の影ができた。

白ライト 葉緑素の色が緑色から赤茶色に変わった 小びんの裏に緑色の光の影ができた。

青のライトをあてると写真のように

緑色から赤紫色になる。

－ 203 －



　実験 2　　蒸散と光の関係　

目的

　去年も同じ実験を行ったが温度調整・ライトの準備不足・実験時間不足などの理由で失敗に終った。しっかりとした記録

が取れなかったためリベンジしようと思った。

予想

　去年の実験は失敗したが、そのとき光の色で蒸散量は、ほとんど変わらなかった。今回、葉緑素の吸収の実験で赤・青と

もに吸収していたので赤ライト・青ライト・赤青混合ライトすべてで蒸散が行われると思う。緑は、吸収が見られなかった

ため蒸散は起こらないと思う。

　青ライトは、赤ライトより葉緑素の緑色に近いので蒸散量は赤より少ないと思う。

実験方法

　試験管に水と植物を入れて、植物にビニール袋をかぶせる。蒸散した水分をビニール袋の中へ集める。

実験道具

　　・LED ライト（自作）

　　・植物（菊の花）

　　・ビニール袋

　　・ひも

　　・試験管

実験の手順

①　ビニール袋やヒモの重さをはかっておく。

　　※菊の花は、水を吸水するので実験後にはかる。

②　試験管に植物を入れて光をあてる。そのときビニール袋をかぶせる。

植物の花とつぼみ・枝などを大体で合

わせて出来るだけ条件を同じにする。
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③　赤ライト・青ライト・赤青混合ライト・緑ライトにそれぞれあてる。

　　（約 10 時間あてる）

④　ビニール袋にたまった水分量を調べる。

蒸散量を求める計算式

10 時間ライトをあてると袋の表面に

うっすらと水滴がついている。
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結果データ

結果

　すべての色のライトで蒸散していた。蒸散量は、光の色の違いによる変化が見られなかった。葉緑素の色は、赤色・青色

ともに変化していたが蒸散量には変化が見られなかった。実験 1 で緑色は、吸収されなかったが蒸散はしていたので光の色

と蒸散量は、関係ないのでは ?と思う。

１回目 ２回目 ３回目 ４回目

青 色 ラ イ ト 蒸散量 2g 蒸散量 3g 蒸散量 2g 蒸散量 1g

赤 色 ラ イ ト 蒸散量 2g 蒸散量 2g 蒸散量 2g 蒸散量 2g

赤青混合ライト 蒸散量 1g 蒸散量 2g 蒸散量 2g 蒸散量 1g

緑 色 ラ イ ト 蒸散量 1g 蒸散量 1g 蒸散量 1g 蒸散量 1g
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　実験 3　　光の色の違いによるレタスの育ち方　

目的

　LED の色の違いによる植物の育ち方の違いを見つけ、実験 1 との関係を調べる。2 回実験を行った。ただし、1 回目の実験

では、緑のライトが故障してしまい修理していたため緑の記録は、取っていない。

予想

　実験2では、赤・青・赤青混合ライト・緑でほとんど蒸散量が変わらなかったので育ち方にもあまり変化は見られないと思う。

なぜ水耕裁培にしたのか

　去年、同じ実験を行ったが温度調整が上手くいかなかった。このことを改善するために水耕裁培にしました。

　なぜなら水耕裁培にすることで水が循環して温度の上昇を抑えることができるからです。このことは、去年参加した科学

シンポジウムで大学の先生から教えてもらったことです。

　今回は、温度計とエアコンを用いて実験を行い温度が上昇する事を抑える。

　そして、LED ライトは、自分の思うようなライトが店になかったため材料をそろえて自分で作成した。

　ライトの線をつなぐ作業が大変でなんどもはんだ付けに失敗したが、理想的なライトを作る事ができた。

実験方法

　レタスの生長を観察・測定する。

実験道具

　【水耕栽培の装置】

　　・LED ライト（自作）　　　　　　　　　 ・定規

　　・ポンプ　　　　　　　　　　　　　 　 ・レタスの苗

　　・チューブ

　　・スポンジ

　　・ペットボトル

　　・液体肥料

　　・温度計

　　・水

　　・バケツ
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実験手順

①　半分に切ったペットボトルにスポンジをつめてレタスの苗をセットする。

　　そして装置に配置する。

②　葉の大きさと全体的な様子を観察する。

③　それぞれの特徴を調べる。

結果データ（実験 1回目）

　初日から 8/18 までは、同じ葉の大きさを調べてい

たが、光の色の違いによって葉の生長に大きな変化が

みられてきたので 8/21 ～ 8/27 からは、一番大きな葉

の長さを調べた。

スポンジの真ん中に切り込みを入れて

苗を差し込む。
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結果データ（実験 2回目）

　実験１回目で葉の長さに大きな変化がみられてきたので一番大きな葉の長さを調べた。
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4 つのレタスを比べてみる (実験 1回目の最終日 )

5 つのレタスを比べてみる (実験 2回目の最終日 )
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結果

　予想とは違って光の色の違いによる生長は、特徴がみられた。

　まず、葉の色である。赤は葉の色が薄いが、青は濃い色であった。

　次に葉の大きさで、青は葉が広くなるように伸びていった。赤は、葉の生長がほとんどなかったが、茎がどんどん伸びて

記録でも大きく生長がみられた。

　混合ライトは、青のように葉の生長がみられ赤のように茎の伸びもよかった。

　２時間おきに交換した分については、混合ライトや青と育ち方が似ていて葉の生長も見られた。

　緑は、葉の色が薄く茎も他の物より極端に細い。あまり良い生長とはいえない。

　その結果、赤青混合ライト・2時間おきに交換した分がバランスよく生長した。

★おまけ 1★

　温度調整のために「流水装置」にしていたが、電気料金の削減のため流水装置をとめて、水を溜めておく方法に変えてみた。

その結果、レタスの大部分が枯れてしまった。クーラーを使ていたため温度の変化はなかったが、水の流れがなかったため

枯れたと思われる。

★おまけ 2★

　外で育てたレタスは、自然光のためなのか生長がよい。葉の色や茎の太さもよかった。
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 実験 4　　「 花の開花と光の関係 」

目的：日本の菊栽培には「 電照栽培 」がある。菊は、光をあてることで開花を遅らせることができる。それをうまく利用

した栽培方法が電照栽培です。LED の光の色の違いによる菊の開花への影響を調べる。

予想：実験③で青の光がバランスよく育っていて赤の光は茎だけが著しく生長していたことから青の光が菊の開花をうまく

抑えることができるのではないか。

 

実験方法：菊の花に赤・青・赤青混合・緑のライトをあて開花の様子を観察する。

実験の道具

　　・LED ライト（自作）

　　・菊（花が咲いていないつぼみの状態のもの）

　　・試験管

　　・水

実験の手順

①　菊の花のつぼみの数と枝の数を調整してそろえる。

②　１２時間ライトをあてて開花のタイミングを調べる。

　※通常の電照栽培ように自然光と人工光を組み合わせるために LED ライトを 12 時間あてた。残りの 12 時間は、自然光を

あてた。
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結果データ

　※個数は、花びらが見えている状態のつぼみの数　　　　※花の中心が見えた状態で開花とする

結果

　青ライトを当てた菊が一番開花してしまった。次に赤青混合が開花した。

　予想とは逆で、赤ライトと緑ライトを当てた菊が一番開花を抑えていた。とくに赤ライトはつぼみの状態が長がく、あま

り大きな変化は、なかった。

　この結果から菊の花の電照栽培は、赤色ライトを使用することが効果的だと思われる。
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　考察

　僕は、今回の実験で光と植物の関係を野菜工場と自然災害と関連づけて調べることができた。

　実験１では、葉緑素の光の関係について調べた。この実験で光の三原色を使うことで、赤・青の光が吸収されていて緑の

光が吸収されていないことが分かった。

　実験２では、蒸散の光の関係について調べた。光の三原色と、赤と青のライトを混ぜたものを使って行いました。葉緑素

の色は、赤・青ともに変化していたが蒸散量には、変化が見られなかった。実験１で緑色は吸収されなかったが蒸散はして

いたので、光の色と蒸散量は、関係ないのでは ? と思う。光の色以外の温度や水が関係していると思われるが、今回の実験

では証明できなかった。

　実験３では、光の色の違いによるレタスの育ち方について調べました。水耕栽培を用いて温度の調整を行い、光の三原色と、

赤と青を混ぜたライトと、二時間おきに光の色を交換する５つのパターンを使いました。結果、一番成長の良かったレタス

は赤と青を混ぜたライトでした。赤と青のライトを混ぜたことで赤の茎の伸びがいいことと、青の葉の色と大きさを両方持っ

たレタスになった。また、二時間おきに交換するライトも同じような変化が見られた。野菜工場では、赤と青を混ぜたライ

トを使うといいと思われる。

　実験４では、花の開花と光の関係について調べました。この実験は、菊の電照栽培を参考にした。赤・青・赤と青を混ぜ

たライト・緑の４パターンをつかいました。

　赤と緑のライトが菊の開花を抑えていた。緑は日々少しずつ開花していった。しかし赤は、つぼみの状態が長くあまり大

きな変化は、無かった。よって、電照栽培には赤のライトを使うことが効果的であることが分かった。

　これらの実験から光と植物の関係は、大きいことが分かった。この光が与える植物への影響が野菜をおいしくしたり、花

の開花を抑え流通の幅をひろげることが出来るのではないかと考える。

　今後の課題

　レタスをもっと観察して、味についても変化があるのか調べたい。なぜなら今回の実験でレタスの生長（見た目）に大き

な違いが見られたから。

　また、光をあてたのは、12 時間だが 24 時間あて続けるとどのような生長がみられるのか。自然界では光が当たらない時

間帯があるが、人口的に光量を増やすとどのような変化があるのか知りたいと思った。

　野菜工場は、自然災害の影響を避けることができるが、装備にコストがかかってしまう。LED ライトは高額なのでどれだ

け早く収穫できるようにするか知りたい。ライトの色を合わせることによって生長に変化がみられるのか調べたい。

そして、最近北海道で震度六強の地震があった。その影響で火力発電所が止まり北海道全域で停電が起きた。野菜工場では、

このような停電に備える必要がある。
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講　評

○交通の不便な離島僻地などで台風等の自然災害に影響されない農業としての ｢ 植物工場 ｣ を意識した研究で

研究の目的が明確である。昨年も同様なテーマで研究を進めたが手法的な問題で期待する成果を得られかっ

た反省に基づき、今回は事前に専門家に相談して実験方法や栽培手法を吟味した上で適切な研究計画をたて

ています。

○今回は光合成に強く影響を与える光の色に着目し実験計画をたて、結果の分析も無理なく進めており、特に

光の色の違い（赤・青・赤青混合・緑）による「レタスの成長への影響」や、光の色の違いによる「キクの

蕾の開花への影響」の実験結果は、レタスの水耕栽培やキクの電照栽培などへの効率化や改善に向けた研究

を進める上で大事な視点となり、実用的な発展性も感じられます。

○ ｢地域社会に役立つ研究 ｣を追究する姿勢･視点は好感が持てます。今後も頑張られて下さい。

❁上位賞受賞のポイント❁

　過去の実験の失敗に基づき、研究対象の基礎知識を深めた上で、専門家に相談しながら適切な研究計画（実

験項目、実験方法など）を吟味して研究を進めています。また得られたデータは適切に処理され、実験結果を

無理なく分析しています。栽培・実験的な研究の手法としてレベルの高い作品です。また「地域社会に役立つ

研究」を意識した姿勢も好感が持てます。

－ 219 －



沖縄県教育長賞

ダルマザメなら初記録！？化石新発見への道
～海岸の化石調べ　パート 6～

那覇市立安岡中学校

１年　岩瀬　暖花

１．きっかけ

　私は、沖縄県のある海岸で今まで６年間化石を採集をしている。化石の数もすでに１０００個を超えて、まだまだ記録を

更新中だ。４年前に美ら海水族館の方をその海岸へご案内したところ、その方はたった２回目の採集でアジア初のメガマウ

スザメの化石を発見された。（私も論文の謝辞に名前を載せていただいた。）私だって、いつかは新発見。そう思って採集を

続けている。

　その中で、今年見つけたサメの歯化石はこれまでに見たことのない形の歯だった。

　そこで、どんな歯並びのサメなのか想像してみることにした。この歯は端っこの部分が重なっている歯の持ち主だと思っ

た。

（写真　２０１８年４月に見つけた化石）
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↑こんな感じ　想像の画

　私が知っているこの構造の歯を持ったサメは「クッキーカッターシャーク（和名：ダルマザメ）」といい、とっても有名

な噛み跡のサメ。マグロなど大型の魚にアイスクリームスプーンですくった跡のように丸い噛み跡をつけるサメだ。しかも、

このサメは現世でも噛み跡がたくさん見つかるのにサメ自体が見つかることは非常に珍しい。（沖縄県那覇市のいゆまちで

揚がったマグロにもこの噛み跡がついていることがあるそうだ。）現世でもレアキャラ。しかし、確実に現世では近くの海

にいる。

（写真　いゆまちで売られていたダルマザメにかじられたマグロ。体の２箇所。）

（写真　ダルマザメに噛まれた跡のアップ。切り口がとても鋭い。）

※写真はお魚博士の桜井さんからいただきました
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　そして、化石としては、私が採集している時代には日本で見つかっていないようだ。（しかし、後で調べてわかったことだが、

房総半島でもっと古い時代の地層から、化石ダルマザメは１点発見されているらしい　矢部 1994）

　これがもしクッキーカッターシャークなら新発見だ。

　少なくとも、沖縄県では新発見、この地層からの発見としても初となるはずだ。

　そこで、今回拾った化石が本当に「クッキーカッターシャーク」なのか、調べてみようと思った。

（写真　今回拾った化石　１ミリ方眼の上で撮影）

（写真　実体顕微鏡で撮影したもの）
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（見つけた歯化石のスケッチ）

今回見つけたサメの歯化石は、

　・歯冠から歯根までの長さが約９mm

　・厚さが約１mm　

　・横幅が約５mm

　・歯冠部分は二等辺三角形で、条線が多く見られる

　・鋸歯が弱く見られる　（摩耗している可能性がある）

　・歯根の中央部分に栄養孔が２つある

という特徴があった。これは、これまでに見つけてきたサメの歯化石とは異なる特徴で、　初めて拾った種類だと考えた。
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　ダルマザメについて知らなかったのでダルマザメについて書籍サメガイドブック（2011 年）で調べた。また、本書にはツ

ノザメ科と記されていたが、SHARKSサメ－海の王者たち-（2011年）では違っていたため、分類については後者のものを書いた。

学名　Isistius brasiliensis

和名　ダルマザメ

ヨロイザメ科　ダルマザメ属　

（図鑑でみたダルマザメ写真のスケッチ）

　主に分布しているところは熱帯の周辺海域で、水深 80 〜 3500m の外洋。

　大きさは 30 〜 50cm で、体色は背側が茶色、腹側は白。

　体形は葉巻型で、背鰭は身体の後方に位置し尻鰭は無い。

　捕食をするときは獲物に食らいつき、激しく全身をよじって肉片を引きちぎる。

　肉片を引きちぎった後の噛み跡がはっきりとした円形となって残されることから、クッキーカッターシャークとよばれる

ようになった。

　化石の採集は沖縄県中部の海岸で行った。

この場所ではこれまでに下記のサメの歯化石を採集している。

　・メガロドン　　　　　　・カマヒレ

　・メジロザメ属　　　　　・ネコザメ

　・イタチザメ　　　　　　・シュモクザメ　

　・シロワニ　　　　　　　・アオザメ

　・カグラザメ

　・ホホジロザメ

　・ミツクリザメ？
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　これまでに拾ったことのあるサメの種類と特徴

　

これまでの研究で、これらの化石は島尻層から産出されたもので、鮮新世（５３０万年前〜１６０万年前）のものである可

能性が高い。
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２．目的

　これまでに化石の採集を行った沖縄県中部では、地層から洗い出された化石が見つかっており、地層から直接採集できて

いないため、化石の年代が特定できていない。

（写真　採集場所ではこのようにして自然に露出した状態で見つかる）

　そのため、見つけた化石の種類を確かめ、これまでに記録されている化石の年代と照らし合わせることで、化石がどの地

層から産出されているのかを確かめる必要がある。

　そこで、今回の化石の名前を調べ、新しい種類を記録することで、化石が出てきた地層について、より詳しく知ることが

できる。

３．方法

　サメ図鑑（SHARKS サメー海の王者たちー 2011）から、ダルマザメが含まれているヨロイザメ科の中で、日本近海に

いるものを調べた。サメの歯の同定を行うにはさらにサメの歯の化石について詳しく書かれた書籍（HANDBOOK　OF　

PALEOICHTHYOLOGY）を参考に、大きさ・厚さ・鋸歯・歯冠部分の条線・歯頸帯・栄養孔などについても比較する必要があるため、

これらの項目について調べたい化石と図鑑の化石を比較した。他にも、化石の図鑑に載っている全体的な見た目が似ている

種類についてはその特徴を比較した。

　【大きさ・厚さ・鋸歯・歯冠部分の条線・歯頸帯・栄養孔】

　類似点から学名を特定した。次にその学名に対して和名があるのかどうか、図鑑やインターネットを用いて調べ、さらに、

図鑑の記述や論文の記述から日本や沖縄における出現の記録があるかどうか調べた。

４．結果

　サメ図鑑（SHARKS サメー海の王者たちー 2011）から今回の化石と似ている歯を調べた。その結果、次のサメの可能性が

あると考えた。

　・ダルマザメ　　　（学名　Isistius brasiliensis）

　・コヒレダルマザメ　（学名　Isistius plutodus）

　・ヨロイザメ　　　　（学名　Dalatias licha）

　・ツラナガコビトザメ　（学名　Squaliolus aliae）

　・オオメコビトザメ　　（学名　Squaliolus laticaudus）
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HANDBOOK OF PALEOICHTHYOLOGY VOLUME3E　を見て描いたダルマザメの歯のスケッチ
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HANDBOOK OF PALEOICHTHYOLOGY VOLUME3E を見て描いたヨロイザメの歯のスケッチ

（左：舌側、　右：くちびる側）

　図鑑で見たその他の特徴としては、ダルマザメの歯冠の部分はきれいな正三角形だった。一方、ヨロイザメは直角三角形

のように一方に向けて偏りがあり、縦に長い歯冠の形をしていた。

　栄養孔の位置はどちらも変わらず、舌側に２つあった。

　私が見つけた化石は歯冠が縦長の三角形をしており、頂点は一方へ傾いていて、どちらかというと正三角形よりも直角三

角形に近い形をしていた。

　大きさに関しては、ダルマザメとヨロイザメのちょうど中間であったが、歯冠の形の違いから、今回の化石は「ヨロイザメ」

だということがわかった。

　それから、これらの図鑑のスケッチは下顎歯のもので、上顎歯とは全く異なった形状をしており、同じく私が拾った化石

のスケッチも間違いなく下顎歯だということがわかった。さらに、栄養孔の位置や歯冠の形から、私が見つけた化石スケッ

チも舌側から描いたものだとわかった。現世のサメ図鑑から、歯の頂点は口の奥側へ向けて傾いていることがわかったので、

結果、今回の化石は「ヨロイザメ　下顎歯　右頬側」ということがわかった。
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　ヨロイザメとはどんなサメかを知らなかったので、「サメ−海の王者たち−」からヨロイザメについて調べた。

    学名　Dalatias licha  (Bonnaterre)

    和名　ヨロイザメ

    ツノザメ目  ヨロイザメ科　ヨロイザメ属

（図鑑でみたヨロイザメ写真のスケッチ）

　体は円筒状で吻は短く円い。第一背びれは第二背びれよりやや小さい。両背びれに棘がない。上顎歯は細長く、１尖頭で

直立し、下顎歯は上顎歯と比べて幅広く、縁辺に鋸歯がある。体全体が密に鱗でおおわれる。体や鰭は黒褐色、唇は青みを

帯びる。水深 40~1800 ｍの大陸棚、大陸斜面や中層にすむ。卵黄依存型の胎生で、7~16 尾の子を産む。最大で全長 1.8 ｍに

なる。西部太平洋、インド洋、大西洋に分布する。（ヨロイザメ属、１種）

５．考察

　今回採集した歯を、似ているサメの歯（ダルマザメの歯）と比較検討した。しかし歯冠の形に違いがあるため、特徴が似

ている他のサメでも調べた。その中で一番特徴の似ているサメがヨロイザメだったので、ヨロイザメの歯化石とした。

　日本ではヨロイザメの化石が発見されたという 情報が多数ある。

　だが、沖縄県で発見されたという情報は見つけられなかったため、沖縄では初、島尻層の中でも初であるかもしれない。

　これまで、この採集地について、ずっと議論されてきた。私は海岸の波の当たる場所でごく近い場所の島尻層から洗い出

されていると思っているが、海底から流れ着いて来たという説や、どこか別の場所から常に流れてきて供給されているとい

う説があるからだ。何なら妖怪か何かが化石をバラ撒いているから、あの場所の化石は当てにならないという人までいる。

　しかし、深海に棲むというヨロイザメの化石が、採集地である海岸のやわらかい粘土のような島尻泥層から洗い出されて

見つかったと考えるのが自然のように思う。

　問題はこの時代にいないとされているリュウキュウイノシシの化石が同じ場所で見つかることだ。ただ、万が一リュウキュ

ウイノシシの化石を信じてもっと新しい時代の地層から出てきたものだとすると、今度はメガロドンという大昔に絶滅した

史上最大の巨大ザメが、つい最近まで生きていたことになり、これもまた歴史を覆す大事件となる。

　頭の良い方ならきっとこう言う。「あの場所はいろんな時代の化石が混ざって出てくる。きっと何度も隆起したり沈降し

たりしている間に波にあらわれたりしていた場所なのだろう。だから、あの場所の化石は時代がわからない」

　でも、私は頭が悪いのだ。また化石を見つけては、いつか歴史を覆す大どんでん返しを起こそうと考えている。これから

も諦めずにこの海岸の化石を調べていきたいと思う。
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６．参考文献と参考 HP

　HANDBOOK OF PALEOICHTHYOLOGY VOLUME3E (2012)

　サメガイドブック（2001）

　サメ−海の王者たち−（2011）

　ほぼ命がけサメ図鑑（2018）←私も載せていただいています

　歯の比較解剖学　第二版（2014）

　失われた生物　ー沖縄の化石ー（1987）

　房総半島南西部に分布する千畑層 ( 上部中新統 ) 産板鰓類相とその意義　矢部英生 1994

　長野県真田町本原の中部中新統伊勢山層から産出したヨロイザメの歯化石について　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木秀史　2005

　海響館（http://www.kaikyokan.com/ 目もサメる！「サメアゴ」の話 / ）

　海韻館（http://www.city.toyama.toyama.jp/etc/yatsuo/kaiinkan/archive/detail/105.html）

７．謝辞

　これまで私のサメの化石研究に関わり見守ってくださる皆様に感謝いたします。

　いつか新発見ができるようにがんばります。
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講　評

　６年間の継続研究の結果、これまで 1000 個以上のサメの歯化石を採取しています。採取や研究成果をまと

めるにあたり、苦労も多かったことでしょう。

　これまでの継続研究によって、化石の発見のコツ、化石のみかた、同定の方法、レポート、パネルのまとめ

かたなどたくさんのことを学び得ることができたようで、まだ中学１年生ですが、研究者としての大きな成長

が感じられます。

　今回の研究では、これまで様々なサメの歯を見てきた経験から、見たことのない形の歯を発見、それがどの

種にあたるのか、自分なりに検討し種を最終的に同定しています。

　残念ながら、初記録ではなかったようですが、楽しみながら研究に没頭している姿が目に浮かび大変好感が

もてます。

　研究手法（同定の方法）なども科学的で、レポート、パネルともに中学１年生とは思えないくらい良くまと

められています。

　これまでの研究が土台となり、少しずつですが、ステップアップしていると感じます。これからも、調査結

果を積み重ね、いつか新しい大きな発見をすることを楽しみにしています。これからもがんばって下さい。 

❁上位賞受賞のポイント❁

　６年間の継続研究を通して得られたサメの歯の知識をもとに、これまでに見たことのない形の歯の化石を発

見し同定を行っている。サメの歯を研究する意義についてもしっかりと理解している。研究手法（同定の方法）

なども科学的で、レポート、パネルともに中学１年生とは思えないくらい良くまとめられている。
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沖縄県教育長賞

宮古島産クロマダラソテツシジミChilades pandava の季節消長と分布状況
～ソテツを守る方法を探れ～

沖縄県立宮古高等学校　2年

山城　若奈　　濱川　詩織　　羽路　水結　　宮國　茉央

1. はじめに

(1) 動機・目的

　クロマダラソテツシジミChilades pandava は、シジミチョウ科の一種である。体長は約 10 ｍｍで、雄の翅は紫色で、雌

は黒褐色のものが多い。そして、後翅の内側には 3 つの黒斑が、下端部には橙色の縁どられた黒斑が目立つ。また、クロマ

ダラソテツシジミの卵は黄緑色で、体長は約 0.5 ｍｍである。一方、幼虫は緑色から褐色まであり、蛹は黄褐色のものから

赤褐色のものがある ( 農林水産部森林管理課 ,2017)。クロマダラソテツシジミは、元々、南アジアから東アジアの熱帯、亜

熱帯に分布していた。しかし、1992 年に沖縄県で発見された後、本州・四国・九州でも発生が確認された ( 吉松 ,2011)。

このクロマダラソテツシジミは、ソテツの新芽や新葉を食草とする。そのため、クロマダラソテツシジミによるソテツの食

害が今問題になっている。また、藤本 (2011) によると、本種は年々北上を続けており、その被害について相談が寄せられ

ることもあったという。

　しかし、クロマダラソテツシジミに関する研究は多くなく、その生態もあまり知られていない。一方、私たちが通学す

る沖縄県立宮古高等学校には 20 本ものソテツがあり、クロマダラソテツシジミを研究する上でよい環境であった。そこで、

私たちはクロマダラソテツシジミの基礎的な生態を調べるため、①いつ多く発生するのか（季節消長）、②どこで多く発生

するのか（分布状況）に注目して調べることにした。また、クロマダラソテツシジミの食草であるソテツの食害状況につい

ても季節的・地理的な変化を調べ、ソテツを守る方法を考えた。

(2) 研究仮説

　私たちは研究をするにあたり、次の仮説を立てた。

仮説 1．宮古島は、1年間を通して温暖な地域のため、春、夏、秋にはクロマダラソテツシジミの成虫個体数はあまり変化せず、

冬には少し減少すると考える。

仮説 2 ．宮古島は小さな島なので、島の地域によってクロマダラソテツシジミの個体数にそれほど大きな違いはみられない

と考える。

仮説 3．ソテツの食害状況を調べることで、ソテツを食害から守る方法がみつかると考える。

2. 研究 1「クロマダラソテツシジミの季節消長」

(1) 目的

　クロマダラソテツシジミの季節による個体数の変化を調べる。季節によるソテツの食害の変化を調べる。

(2) 期間・場所

　期間は2017年7月6日～2018年7月27日までの約1年間毎月4～8回調査した。場所は沖縄県立宮古高等学校でおこない、

本校に生える20本のソテツを対象とした。ただし、1月24日にソテツNo.8が伐採され、その後は19本のソテツを対象とした。
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(3) 材料

　記録用紙、温度計、鉛筆、消しゴム、バインダー、デジタルカメラ (RICO WG － 40W) を用いた。

(4) 方法

　本研究では、1つの根から生えているソテツ全体を 1株とした。

また、1 株から分かれて生えており、葉が 20 枚以上あるものを

ソテツの木 1本とした（図１）。

　調査では、まず日付、天気、気温、調査メンバーを記録した。

そして、ソテツの株毎に、成虫個体数、本葉食害ランク (1 ～ 5)

を記録した。本葉とは、葉が大きく光沢があり深緑色のものとし

た。

　調査をするにあたり、私たちはソテツの食害ランクを５段階に

設定した (表 1)。また、1株に何本もソテツの木が生えている場

合には、最も食害を受けている木と、最も食害を受けてない木の

食害ランクをそれぞれ調べ、その中央値を求めた。本研究で得ら

れたデータは、Excel2016 を用いてグラフを作成し、解析した。
図 1. ソテツの株と木の違い

表 1. 食害ランク
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(5) 結果

　食害ランクは、1 年を通じてあまり変化しな

かった ( 図 2)。12 ～ 3 月にかけてわずかに増

加する傾向がみられた。

　クロマダラソテツシジミの成虫は、2 月を除

く全ての月で確認された(図3)。また、7～8月、

10 月、5 ～ 7 月で個体数は増加し、9 月、11 ～

4 月で個体数は減少した。

　平均気温もクロマダラソテツシジミの成虫個

体数と同様に季節的に変化した。

　また本研究では、5 月 11 日の調査でクロマ

ダラソテツシジミの幼虫の大発生を確認する事

が出来た。その時の幼虫個体数は 239 個体で、

食草のソテツは全て食い尽くされた (図 4)。

(6) 考察

　クロマダラソテツシジミによるソテツの本葉

食害は、成虫の少ない時期 (12 ～ 3 月 ) にわず

かに増加した（図 2、図 3）。気温が低いこの時

期は、幼虫で過ごす時期だったのではないかと

考えた。今後は、幼虫の発生についても詳しく

調べる必要がある。

　成虫の季節消長として、11 月～ 4 月に減少

する傾向がみられた ( 図 3)。この傾向は平均

気温でもみられることから、クロマダラソテツ

シジミの成虫個体数は気温によって変化してい

ると考えられる。また、9 月には、一時的に個

体数が減少した。その理由として、私たちは台

風の影響と考えた。2017 年 9 月 13 日に台風 18

号タリムが宮古島に最接近した。この台風は、暴風と 1時間に 500mm 以上の激しい

大雨を降らせた ( 内閣府 ,2017)。この台風によって、幼虫や成虫が死んでしまい、

個体数が一時的に減少したと考えられる。

　以上の事から、私たちが立てた仮説 1．「宮古島は、1年間を通して温暖な地域の

ため、春、夏、秋にはクロマダラソテツシジミの成虫個体数はあまり変化せず、冬

には少し減少すると考える。」については、冬に成虫個体数が減少するという点で

は正しいといえる。しかし、実際に気温を測定し成虫個体数を調べてみると、仮説

とは異なる結果となった。気温は季節によって変化し、それに合わせて成虫個体数

も変化することが分かった。また、台風によって成虫個体数が一時的に減少するこ

とも考えられた。

3. 研究 2．「宮古島及び周辺離島におけるクロマダラソテツシジミの分布状況」

(1) 目的

　クロマダラソテツシジミが、宮古島及び周辺離島（宮古島と道路つながっている池間島、伊良部島、下地島、来間島を周

辺離島とした）でどの程度発生しているか調べる。また、ソテツの食害状況についても調べ、ソテツの食害に影響を及ぼす

要因について考察する。

図 2. 本葉食害の季節消長
調査月下にある ( ) 内の数字は調査回数を表し、エラーバーは標準偏差を表す。

図 3. 成虫の季節消長と平均気温
棒グラフは成虫個体数を、エラーバーは標準偏差を表す。折れ線グラフは平均気温を、

調査月下にある ( ) 内の数字は調査回数を表す。

図 4. 5 月 11 日の幼虫大発生による
食害の様子
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(2) 期間・場所

　2018 年 7 月 31 日～ 8月 31 日にかけて宮古島及び周辺離島にて調査した。

(3) 材料

　温度計、鉛筆、消しゴム、カメラ（RICO WG － 40 Ｗ）、調査用紙、バインダー、時計を用いた。

(4) 調査方法

　宮古島および周辺離島をＡ～Ｊの 10

区域に分け、各区域で 3～ 4地点の調査

地を設けた（図 5）。調査用紙には、天気、

気温、日付、時間、記入者、メンバー、

調査地、GPS 座標、ソテツの株数、ソテ

ツの雌雄、成虫の数、クモの巣の数、卵・

幼虫・蛹の有無、新芽食害、本葉食害、

その他気づいたことを記入した。GPS 座

標は、カメラ（RICO WG － 40 Ｗ）を用

いて調べた。

成虫の個体数は、1 株毎の周りに飛んで

いる個体数を数えた。また、クモの巣の

数、卵・幼虫・蛹の有無、新芽食害、本

葉食害についてはソテツの木 1本毎に調

べた。

　新芽および本葉の食害ランクは、研

究 1「クロマダラソテツシジミの季節消

長」と同様のものを用いた(表 1)。また、

本研究で新芽とは、木の中央にあり、柔

らかく、毛があり、茶色またはうす緑色のものを新芽の定義とした。

　調査は30分内、3名で行った。調査する時に、ソテツでみられた動植物については写真を撮り、学校にて図鑑やインターネッ

トを用いて名前を調べた。私たちは、海からの潮風が強い場所ではソテツの食害は低いと考え、Google マップを用いて GPS

座標を元に各調査地から最も近い海岸線までの距離を求めた。本研究で得られたデータは、Excel2016 を用いてグラフを作

成し、解析した。

(5) 結果

　宮古島及び周辺離島の分布状況調査では、全部で 250 株、641 本のソテツを調べることができた。

　クロマダラソテツシジミの成虫個体数は、St.H2 において 68 個体と最も多く確認された (図 6)。次いで、St.F1 が 63 個体、

St.I3 が 54 個体、St.I2 が 44 個体と多く確認された。また、St.A1 ～ St.E3 では成虫個体数が 20 個体以下であることから、

宮古島の北側と離島の成虫個体数が少ない傾向にあることがわかった。そして、南の内陸の方は比較的、成虫の個体数が多

いことがわかった。

図 5. 宮古島と周辺離島の調査地
宮古島と道路つながっている池間島、伊良部島、下地島、来間島を周辺離島とした。また、

図では表されていないが、伊良部島と下地島は実際には海で隔てられている。
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　宮古島及び周辺離島での新芽・本葉食害は、St.H3において平均食害ランクが新芽で4.0、本葉で 3.0となり、他のステーショ

ンに比べて大きく食害をうけていることが分かった ( 図 7)。また、新芽・本葉の平均食害ランクが 2.5 を超えた場所をみて

みると、宮古島の中央地域 ( 平良 St.E2、St.E3 と下地 St.G3 と城辺 St.H3、St.F1) と伊良部島 (St.C1 ～ C3、St.D4)、池間

島 (St.A2) で食害を受けていることが分かった。

図 6. 宮古島と周辺離島における成虫個体数
( )内の数字は成虫個体数を表す。成虫個体数が40匹以上確認されたら赤色、20匹以上40匹未満の場合はオレンジ色、20匹未満は水色の点で示した。

図 7. 宮古島と周辺離島における平均食害ランク
各 St. 下の左（赤色）は新芽の、右（緑色）は本葉の平均食害ランクを表す。新芽または本葉の平均食害ランクが、2.5 以上の調査地は黒丸で表す。
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　新芽の食害と成虫の個体数にはとても弱い相関関係がみ

られた (図 8)。

　しかし、St.H2 のように成虫が 60 個体以上いても新

芽・本葉の平均食害ランクが 2.0 以下だったり、St.A2 や

St.C2 のように成虫が 5 匹未満でも食害が 2.9 以上だった

りしていた（図 6、図 7）。そのため、成虫個体数が増える

と、ソテツの食害が大きくなるとは一概に言えないことが

分かった。

　調査したソテツ 641 本のうち、卵は 208 本で、幼虫は

13 本で確認されたが、蛹は全く確認することができなかっ

た ( 表 2)。割合 (%) でみると、調査したソテツのうち、

卵は約 32.4％で、幼虫は約 2.0％で確認できた。

　海までの距離とソテツの食害には、とても弱い相関がみ

られた (図 9)。

　ソテツは新芽において、雄よりも雌の方が食害ランク 1

の割合が高くなり、食害を受けにくいことが分かった (図

10)。本葉でも、雄よりも雌の方が食害ランク 1 の割合が

高くなり、食害をうけにくい結果となった。しかし、新芽

に比べ、年月の経った本葉では食害ランク 2の割合が大き

くなっていた。

　ソテツについているクモの巣の数が多いほど、新芽食害

と本葉食害のランクは低くなる傾向がみられた（図 11）。

特に新芽では、クモの巣が 10 個を超えると、食害ランク

が 2以下に抑えられた。

図 8. 成虫個体数と新芽食害の関係

表 2. 卵・幼虫・蛹が確認されたソテツの本数

図 9. 海までの距離が新芽と本葉の食害に与える影響

図 10. ソテツの雌雄が新芽と本葉の食害に与える影響

図 11. クモの巣の数が新芽と本葉の食害に与える影響
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　調査したソテツでは、動

物は 31 種類、植物は 7 種

類、菌類は 1 種類の合計

39 種類が確認された（表

3）。動物では、カメムシ類

とクモ類が最も多く 6種類

確認された。

ソテツでよく観察された動

物では、キイロワタフキカ

イガラムシ、ハンエンカタ

カイガラムシ、ダイトウク

ダマキモドキ、カマキリの

一種、オオズアリの一種、

トゲゴミグモ、ハエトリグ

モの一種、オキナワウスカ

ワマイマイが多く観察され

た。また、植物では、リュ

ウキュウトリノスシダが多

く観察された。

(6) 考察

　本研究においてクロマダ

ラソテツシジミは調査区

F、H、Iで多くみられた（図

6）。このことから、上野か

ら城辺周辺の宮古島南側でクロマダラソテツシジミは多く発生している傾向があるといえる。シジミチョウの仲間は、小型

で軽いため風が強く吹く場所をあまり好まないと考えられる。そのため、海からの潮風が強い離島や海岸が近い場所ではク

ロマダラソテツシジミの成虫個体数が少なくなり、反対に、風が弱い内陸部では成虫個体数が多くなったのだと考えられる。

　St.H3 では、食害ランクが大きかったものの成虫個体数は少なかった（図 6、図 7）。食害ランクが大きかった理由として

St.H3 は宮古島の内陸部にあり、幼虫が育ちやすい環境であったからだと考えられる。しかし、St.H3 の成虫個体数をみると、

10 匹と少なく周りの調査地の方が多かった。その理由として私たちは、クロマダラソテツシジミの成虫は群れで移動してい

るためではないかと考えた。つまり、クロマダラソテツシジミの成虫は、自分たちが育ったソテツ（幼虫の時に食い尽くし

たソテツ）から、新芽のあるソテツがある新しい場所へと移動しているのではないかと考えた。

　ソテツの食害に与える影響として、海までの距離やソテツの雌雄が考えられた（図 9、図 10）。ソテツは雄よりも雌の方

が食害を受けやすいため、ソテツを観賞用に植える場合、雌を植えた方がよいだろう。また、ソテツの食害は海から遠い内

陸ほど大きくなる傾向があったため、ソテツを内陸部に植える場合は、クロマダラソテツシジミの防除をしっかりとする必

要があるだろう。

　クモの巣の数が多いほどソテツの食害は少なくなった（図 11）。また、私たちは調査中にクモの巣にクロマダラソテツシ

ジミの翅がくっついている様子を観察できた。学校でこのクモの種類を調べたところ、トゲゴミグモであることが分かった。

このクモがクロマダラソテツシジミの天敵であることが考えられる。また、私たちは調査中にカマキリの一種がクロマダラ

ソテツシジミを捕食している様子を観察した。藤本（2011）によると、本種の防除については合成ピレスロイド剤 ( トレボ

ン乳剤 ) の利用の検討がされているという。本研究により、クモやカマキリなどの天敵を利用した、環境にやさしい防除の

方法が発見できた。今後は、天敵農薬としてのクモやカマキリの効果の検証が必要である。ソテツにクモやカマキリを意図

的に住まわせ、新芽の食害を防げるか実験したい。

　以上の事から、私たちが立てた仮説 2．「宮古島は小さな島なので、島の地域によってクロマダラソテツシジミの個体数に

それほど大きな違いはみられないと考える。」については、仮説と異なる結果となった。小さな宮古島でも、離島や海から

の距離などの条件が異なるため、地域によって成虫個体数は違っていた。

表 3. ソテツに見られた動植物一覧
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　また、仮説 3．「ソテツの食害状況を調べることで、ソテツを食害から守る方法がみつかると考える。」については、ソテ

ツは①雌株で、②海から近い場所で、③クモの巣の数が多い方が食害は少なくなる傾向があった。クロマダラソテツシジミ

の天敵を利用してソテツを守ることが出来るかもしれない。

4. 本研究のまとめ

　クロマダラソテツシジミは 1992 年に沖縄県で発見された後、本州でも北上を続けている。本種はソテツを食害するため

問題となっている。クロマダラソテツシジミの季節的・地理的な変化を調べることで、ソテツを食害から守る方法を考えた。

　季節消長を調べるため、沖縄県立宮古高等学校内にあるソテツ 20 株について１年間、食害と成虫個体数の調査を毎月行っ

た。成虫の季節消長として、11 月～ 4 月に減少する傾向がみられ、気温の変化と同調していた。また、ソテツの本葉食害に

ついては、成虫の少ない時期 (12 ～ 3 月 ) にわずかに増加した。

　地理的分布状況を調べるため、宮古島及び周辺離島にて、食害と成虫個体数などを調査した。その結果、宮古島の北側と

離島で成虫個体数が少ない傾向にあることがわかった。そして、南の内陸の方は比較的、成虫の個体数が多いことがわかった。

新芽または本葉の食害が大きい場所（食害ランク 2.5 以上）をみてみると、宮古島の中央地域 (下地、平良、城辺 )と伊良部島、

池間島で食害を受けていることが分かった。

　最後に、これまでの調査データを元に、ソテツの食害に影響を与える要因を解析した。すると、ソテツは①雌株で、②海

から近い場所で、③クモの巣の数が多い方が食害は少なくなる傾向があった。今後は、クモなどの天敵を利用したソテツ食

害の防除に関する研究を行いたい。
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講　評

　身近な生物を対象として、目的を明確に、仮説を立て、検証するという科学的な手順を重視し、的確に研究

デザインがなされたすばらしい研究です。研究 1 の「季節消長」、研究 2 の「分布状況」のいずれにおいても、

定量的で地道なデータ収集がされており、研究をスタートさせる時点で対象生物の特性をある程度把握し、明

確な仮説と目標が設定されていることがよく分かりました。その結果としてサンプル数やデータ数が充実して

おり、結果や考察の妥当性が担保されていました。

　全体的に研究計画も綿密で、努力量も十分であると思いましたが、少し気になった点が有りましたので、以

下に示します。まず、食害ランクの数値化と季節変動を見ていますが、前の月に食害されていた葉がさらに食

害された場合のランクづけはどうしているのか、気になりました。もし、前月の食害状況を加味した評価をし

ているなら、ランクの表現方法を工夫したり、論文やパネルにしっかり示していく必要があると思います。次

に食害頻度が雌雄で違う、と結論づけていますが、グラフを見る限りそれほど大きな違いには見えません。統

計処理をして有意に差があることを示すと説得力が増すと思います。

　仮説 3 の結論は、新たな仮説と捉えることができます。次年度以降の調査で実証できればさらに研究の価値

が上がると思います。是非、この研究を発展させてほしいと思います。今後のご活躍に期待します。

❁上位賞受賞のポイント❁

○仮説・検証の過程が明確で、科学的に探求しようと努めている。

○データの取り方が定量的で、仮説を検証するために必要なデータを質・量ともに充実している。

○パネルも見やすく、仮説の設定から、検証状況が読者によく伝わるように工夫されている。
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沖縄県教育長賞

カラキを使った事業化計画
～大宜味村の村興しと新商品開発を目指して～

沖縄県立北部農林高等学校

　　　　　　　　２年　新城　美波　　末吉　夏菜　　石倉　湖真　　山端　汐梨　　江田　優季

　　　　　　　　１年　川末　紗矢香　　仲田　心希

Ⅰ　テーマ設定の理由

　私達の学校は、「ヤンバル」といわれる本島

北部地域に位置しています。

　大宜味村も、その「ヤンバル」にあり、長寿

の村として有名ですが、「ヤンバル」では 2 番

目に人口の少ない村となっています。

　村には「カラキ」と呼ばれるシナモンの一種

が自生しています。しかし、根や茎を利用して

きたことにより、その数は激減しています。

　そこで、村では「カラキ活用推進プロジェク

ト」を立ち上げ、ＮＰＯ法人「沖縄有用植物研

究会」を中心に香りの良い優良株の増産に取り組んでいます。

　研究会代表の牧野さんからは、「カラキの葉っぱには香気成分が多く含まれており、緑のシナモンを作ることができる」

と教わりました。また、カラキの葉っぱだけを利用することで、原木を傷つけることなく原材料を周年確保することができ

ます。

　私達は、そのカラキの葉っぱを粉末にし、加工原材料として活用することで、新商品の開発ができないかと思い、取り組

むことにしました。

　将来的には大宜味村で粉末工場を建設し、その工場でカラキ粉末を作り、多くの新商品を開発・製造・販売し、カラキの

生産拠点を作ることで、地域の活性化に繋げたいと考えテーマにしました。

Ⅱ　研究計画

　１　資料収集

　　（１）カラキとは

　　（２）カラキと他のシナモンとの違いについて

　２　カラキ生葉の粉末化実験

　３　カラキ粉末を使った加工品の試作実験

　４　大宜味村産業祭りでの試食アンケート

　５　成分分析及び賞味期限・消費期限の設定

　６　北農「ゆんたく市場」での販売活動

　７　技術講習会

　８　プロジェクト研究の成果

　９　まとめ

　10　今後の課題

図１．シナモンの一種
　　　「カラキ」

図 2. 沖縄有用植物研究会の牧野さんの
　　　説明を受ける
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Ⅲ　実施内容

　１　資料収集

　　（１）カラキとは

　　　　　皆さんはカシア、ニッキ、肉桂の違いがわかりますか？

　　　　　厳密にいうと若干の違いはあるものの、どちらもシナモンと言われている香辛料のことを指します。

　　　　　その中でカラキは和名を「オキナワニッケイ」という常緑高木になります。

　漢字の「肉桂」の意味として、「肉」は樹皮から香辛料が得られるから。また、「桂」は香りのある木の総称で、

生薬として用いられるときには「桂皮」とも呼ばれることからきています。

　　（２）カラキと他のシナモンとの違い

　一般的なシナモンやカシアは樹木の樹皮から得ら

れる香辛料に対し、日本系の肉桂は根を使用すると

ころに大きな違いがあります。どちらも樹木を傷つ

けたり伐採することになり、樹木の根絶に繋がりま

す。

　一方、カラキの大きな特徴は他のシナモンとは違

い、葉にも有効な香味成分が多く含まれているとこ

ろにあります。それを乾燥・粉末にすることで樹木

を絶やすことなく活用できます

　２　カラキ生葉の粉末化実験

　　　商品開発に取り組むためカラキ生葉を乾燥・粉末にすることにしました。

　　　温度別にカラキ生葉の乾燥を行い、ミルミキサーで粉末にしました。

　最も良い乾燥温度帯を調査するため乾燥・粉末後の香りと色について比較実験を行い、効果的な乾燥方法を調べるこ

とにしました。

　その結果、５０℃で乾燥させた方が最も香りが強く、色も鮮やかで生の葉っぱに近い色になることが分かりました。

【資料 1.】シナモンの分類

　界：植物界 Plantae

　門：被子植物門 Magnoliophyta

　綱：双子葉植物綱 Magnoliopsida

　目：クスノキ目 Laureales

　科：クスノキ科 Laureaceae

　属：ニッケイ属 Cinnamomum

　シナモンは種が C. zeylanicum、→セイロンシナモン（スリランカ産）

　ニッケイは種が C. sieboldii →カシア（シナ肉桂等：中国系）、ニッキ（肉桂：日本系）

図 4. カラキの葉には香味成分がある

図 3. ｼﾅﾓﾝは皮や根からできる
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　更に、沖縄県立総合教育センターのＧＣ（ガスクロ）で香りについて比較実験したところ、官能検査同様、５０℃乾

燥区が最も香りが強いことが実証されました。

　３　カラキ粉末を使った加工品の試作実験

　私たちは、カラキがどのような加工品に合うのか調べるため、試作実験を行いました。

　試作はカラキの風味がある程度出るように調整し、揚げる、茹でる、蒸す、焼成する等、いろいろな加工品を試作し

ました。

　試作品は、メンバーを中心に学科の先生方、沖縄有用植物研究会の方と試食を行い、相性の良いものを選別しました。

　その結果、カラキと相性の良かった加工品は、マフィンケーキ、クッキー、団子餅の３つで、更にアンケート調査で

選考することにしました。

【表１】温度帯別乾燥実験結果

【表 2】ＧＣ（ガスクロマトグラフィー）の実験結果

図 5.　揚げる 茹でる 蒸す 焼成する
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　４　大宜味村産業祭りでの試食アンケート

　年に１度、「地域資源を活用した大宜味村の産業を村

内外へ紹介し、地域の活性化を図る」を目的に、大宜味

村産業祭りが開催されます。

　私たちは、そのイベントに参加する機会があり、その

中で選別した３種類の試食アンケートを行い、今後の方

向性を決定することにしました。

　その結果、表 3の様に、どの加工品も好まれる商品で

あることから、次の条件をもとに配合割合を細かく調査

することにしました。

　以上の条件を考慮すると、日配品として「団子餅」、長期保存品として「クッキー」の２種類をベースに、「カラキ入

り大福」と「カラキサブレ」に絞りました。

　配合割合やトッピング等については、更にアンケート調査を実施し、検討・決定することができました。

　５　成分分析及び賞味期限・消費期限の設定

　私達の作ったお菓子の栄養成分と賞味期限・消費期限を調べ一括表示の参考にしました。

　栄養成分の分析項目や分析法は図７の通り実施し表４にまとめました。

　賞味期限の設定については一般生菌数及び大腸菌群を調査した結果、サブレは４５日間、大福については１日間と設

定しました。

図 6. マスコミにも取り上げられた

条件（１）大宜見村内の方たちで手作りできる商品。

条件（２）賞味期限が短く、購入後直ぐに食べてもらい、即リピータに繋がる日配品。

条件（３）多くの店舗に置くことができ、お土産としても全国に発送できる長期保存品。

【表 3.】大宜味村まつりで 100 人を対象にした試食アンケート結果（％）

図 7. 左からﾐｸﾛｹﾙﾀﾞｰﾙ法 ( 蛋白質 )、ﾌｪﾉｰﾙ硫酸法 (炭水化物 )、ｿｯｸｽﾚｰ抽出法 (脂質 )
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　６　北農「ゆんたく市場」での販売活動

　本校では日頃の学習の成果を地域にアピールするとともに，地域社会との連携を図ることを目的に「ゆんたく市場」

が開催されています。

　５月に実施された「ゆんたく市場」では、私たちが開発した「カラキ大福」と「カラキサブレ」を販売しました。

　販売に向けては、商品名やパッケージも自分達で作成し販売しました。

　お客様からは「とても美味しい」と大好評で、今後の販売活動に大きな自信になました。

　７　技術講習会

　開発した商品は、地元、大宜味村の方達が製造し、販売することが

地域活性に繋がると考えている私達は、村の生活改善グループ等で活

躍している方を招き、技術講習会を開催しました。

　プレゼン資料を作成し、開発までの経緯や、粉末粒子の大きさ、製

造ポイント等を細かく説明しました。

　参加者の中からは、「とても美味しい」、「是非、作ってみたい」と

いう意見も多く聞かれ、粉末化が軌道にのれば、地元の方達で作れる

ようになる講習会になりました。

表４．栄養成分分析結果

表 5．【賞味期限・消費期限設定結果】

　サブレ：一般生菌数・大腸菌群

　　　　　60 日目でも陰性→ 45 日の賞味期限

　大　福：2日目で一般生菌数陽性

　　　　　1日の消費期限

図 8．ゆんたく市場で販売した新商品

図 9．技術講習会の様子
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　8　プロジェクト研究の成果

　私達は、これまでの研究を多くの方に知ってもらいカラキを普及させていくこと目的に、いくつかのコンテストに応

募しました。

　その結果、沖縄科学技術大学院大学が主催する「第 7 回 SCORE! サイエンス in オキナワ : 起業のための研究能力 

サイエンス・フェア」では、最終選考会で外国人を交えた多くの方に、私達の取り組みを紹介することができました。

　更に、日本政策金融公庫が開催した「第 6 回高校生ビジネスプラングランプリ」では、全国から 4,359 件（396 校）

のエントリーの中から県内では唯一、ベスト 100 に選ばれました。

　また、これまでの取り組みはマスコミにも大きく取り上げられ、多くの方に紹介され、カラキの認知度向上に繋がり

ました。

Ⅳ　まとめ

　１　ヤンバルにはシナモンと同じ「オキナワニッケイ」が存在することがわかった

　２　他のシナモンの製法とは異なり、カラキは葉にも有効な香味成分があることがわかった。

  ３　カラキ粉末の製造方法を確立し、加工原材料として利用できた。

　４　試食アンケートで商品開発の品目や配合割合を決定することができた。

　５　成分分析及び賞味期限・消費期限を調べ、一括表示の参考にすることができた。

　６ 技術講習会を実施したことで、大宜味村の方々が商品を製造し、販売することが可能になった。

　７　マスコミにも大きく取り上げられ、カラキの知名度向上に繋げられた。

Ⅴ　今後の課題

　今回開発したカラキサブレと大福は、今後「沖縄ハム総合食品株式会社」のスイーツ店「おかし工房　よみたん」で年度

内に販売される予定です。

　カラキは、株によって香りの善し悪しがあります。

　大宜味村や有用植物研究会では、その優良株のみを選抜し増産しています。

　今後、大宜味村では１万株のカラキを増産する計画があります。

　そのカラキの粉末工場を村内で建設し、加工原材料を作り、更なる新商品の開発、製造、販売といった６次産業化が実現

すれば大宜味村の特産品になります。

　そこで働く地元の方々が元気になり将来的に過疎化の歯止めになるとともに、村の活性化に繋がることを信じ、これから

も活動を続けていきたいと思います。

図 10. ビジネスプラン表彰式 図 11. マスコミにも取り上げられた

図 12. 年度内に販売予定の「おかし工房　よみたん」
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講　評

　「カラキ活用推進プロジェクト」を立ち上げた大宜味村と連携し、地域の活性化を目指して地域資源のカラ

キの葉を加工・利用した新商品開発に取り組んだ内容でした。

　「カラキ」は、シナモンとは違い、樹皮や根を傷つけることはなく、一年を通して収穫できる原料であるた

め時期に関係なく活用できる地域資源だと思います。

　これまで活用が少なかった「カラキ」を広く普及し、地域興しに繋げ産業としての確立を目指す素晴らしい

取り組みだと思います。

　カラキの葉の乾燥温度を６つの温度帯で実験検討し、香りや色が最も良い温度帯を官能検査だけではなくガ

スクロマトグラフィーで科学的な裏付けがされている点は高く評価できます。しかし、今回の加工品は、高温

で調理・加工するメニューであるため、せっかくの香り・色が生かせないのではないかと感じました。５０℃

の温度帯で乾燥したカラキ粉末の良さがもっと生かせる加工品を検討してほしいと感じました。

　一年を通して収穫できるカラキの葉は、季節や新芽、固い葉によって香気成分や色味に変化があると思いま

す。その違いを分析することで、より効率よく香りの強い鮮やかな色合いの粉末を作り出すことが可能です。

今後是非取り組んでほしいです。

　安全な製品を証明するために、日頃の授業で学んだことを活かし栄養成分の分析や消費期限等設定実験を

行っていることも専門的知識の応用につながると思います。食品表示についても研究深め、自信を持って販売

ができるようにしてください。

　皆さんの取り組みは、「カラキ」の知名度アップに確実につながっており、今後の研究が、地域の産業振興

に繋がることを期待します

❁上位賞受賞のポイント❁

　研究の裏付けとなるレポートがしっかり作られており、ベストな香り・色を出す温度帯の実験では、客観的

なデータが取られています。特産品化に向けて、技術講習会や販売等、具体的な取り組みが行われており、地

域の活性化に繋がっている研究であることが高く評価されました。
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私達と海岸生物が共有できる漢那海岸にしていくために

　
宜野座村立漢那小学校

　　　　　　　　　６年　　湖城　美玖　　仲間　朝美　　山口　力哉登　　大城　大樹　　石川　和昴

　　　　　　　　　５年　　根間　隆匠　　仲村渠　瑠珈

　　　　　　　　　４年　　伊藝　士来　　仲栄真　心晴　　金城　美桜　　仲間　　明日美
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講　評

　二枚貝を指標として、漢那海岸の環境の変化を調べた研究でした。地域の問題に対し、学校で取り組んでい

る事が良かったです。

　研究内容として、

　　○漢那海岸を５つのポイントに分けて、生息する生物の調査。

　　○地域の方にインタビューを行い、昔の漢那海岸について考えた点。

　　○調査した５つのポイントにおいて、環境変化と生息する生物の関係を考察した点。

　　○考察から、今後、自分たちができることとして環境問題について考えた点。

　以上の点は、とても良い視点で素晴らしかったです。また、レポートやパネルも絵、写真、グラフ等を使いとっ

ても見やすく、しっかり「まとめ」「考察」が書かれていました。

　今後も継続して、自分たちの地域環境についての研究を期待します。

❁上位賞受賞のポイント❁

・学校としての取組である。

・１年間という長期にわたり、計画的に調査を進めてきた。

・地域の方にインタビューを行い、みんなで自分たちの環境を守っていこうという姿が見られた。

・子供たちが今後、どのように地域の環境と関わっていけば良いか、自分の問題として考えることができた。
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クラゲの研究Ⅲ

　
浦添市立神森中学校

３年　平良　建史朗
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講　評

　○クラゲの研究を三年間、ひたむきに続けてきたことに敬意を表します（名助手である弟君の力も大きいで

しょうね）生き物の飼育には予想外の出来事も起こりがちです。一つ一つ課題をクリアすることで新しい

発見と感動があると思います。これからも、生き物のふしぎに目を向けて、研究を続けて下さい。大いに

期待しております。

今後に向けて、以下の点を参考にして下さい

　○実験方法の説明では、何を知りたくて（目的・意議）このような実験をしたのかも事前に説明があると見

やすくなります（例：ポリプの組み合わせで、Ａ：向かい合わせのポリプ、Ｂ：隣り合わせのポリプ、と

したのは何を知りたくて条件設定したのか？（距離による個体間の行動観察をみるため？）

　○ミズクラゲの浮遊生活の（水槽内）行動観察で、（白・水色･黒・赤・茶色）の画用紙を用いる理由（意議）

の説明が不足（曖昧）です（最後のまとめで昼・夜・夕方をイメージしたとの説明があるが・・）。もし

そうならば水槽内に直接照明（自然光）を照射し徐々に暗くしていくなど、自然条件に近い状態での行動

の変化を直接観る方法もあったかも知れません。

❁上位賞受賞のポイント❁

　過去の観察に基づく研究対象の基礎知識を基にテーマを整理した上で、適切な研究計画（調査項目、調査方

法など）を吟味して研究を進めています。その上で研究の結果として得られた知見は、今後、地域の環境保全

を考える上での基礎となる。
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今帰仁村内の河川調査Ⅱ
～瀬切れ現象からの水生生物の回復過程について～

沖縄県立北山高等学校

　　　　　　　　　　２年　伊豆原　滉一朗

　　　　　　　　　　１年　新城　航也　　山口　宙　　新垣　柊人　　渡邉　琴璃　　渡邉　鼓太朗

１．目的

　北山高校の位置する今帰仁村は、世界遺産である今帰仁城跡や国指定遺跡のシイナ城跡が存在する。今帰仁村における水

生生物に関する調査は、国指定遺跡「今帰仁城跡附シイナ城跡」保存管理計画策定事業で初めて実施され、その報告書（北

村、2012）以外の資料は存在しない。そこで、昨年度では今帰仁城跡付近を流れる志慶真川と、シイナグスク周辺を流れる

大井川の水生生物相と水質状況を調査した。昨年度の調査結果から、大井川は志慶真川よりも水質状況が悪いことが分かっ

た。さらに、大井川では 2017 年 12 月頃から 2018 年 6 月 15 日 ( 台風 6 号通過の前日 ) までの半年間、瀬切れ現象が続いて

いた。そこで、本調査では志慶真川の継続調査と、大井川の水が戻ってからの水生生物の回復過程を調査した。

２．調査場所

（１）志慶真川

　　中流域～源流域にかけて、St.1( 今帰仁城跡付近地点 )、St.2( 上流地点 )を設置。

（２）大井川

　中流域～上流域にかけて、St.1( マッチャク橋→シイナグスク付近 )、St.2( ぢんぐしくう゛ぬ橋 ) を設置。St.2 の上

流側には、大手清涼飲料水企業の工場がある。

写真１ 志慶真川　St.1

写真３　大井川　St.1 写真４　大井川　St.2

写真２　志慶真川　St.2
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３．調査方法

　＜化学的調査＞

（１）水温・気温

　　温度計を使ってその場所で測定した。

（２）COD・アンモニウムイオン・亜硝酸性イオン・硝酸性イオン・リン酸イオン・全硬度・ｐ Hパックテスト（共立理化学研究所）

を使って測定した。

　COD は水中の有機物を酸化するさいに消費する酸素量を表し、この値が高いほど有機物（汚れ）が多いことがわかる。

　窒素化合物（アンモニウムイオン・亜硝酸イオン・硝酸イオン）とリン酸イオンは生活排水や農業廃水などの有機物起

源の汚水に多く含まれ、これらが多すぎると川や海の富栄養化につながり、水質が悪くなる。人間の生活による汚染の程

度を知る手掛かりになる。

（３）透視度

　ジョイント式の１ｍの透視度計と 1 本の 30cm の透視度計を使って測定した。水の透明の程度を示すもので、値が高い

ほど透明な状態である。

　＜水生生物調査＞ 2種類の定量調査を実施し、データを集計・解析した。

（１）各調査地点で、まず記録用紙に調査地点名、地点番号、月日、時刻、その地点の様子などを記入する。

（２）一定面積調査：流れのある瀬において、川底に 25cm コドラート（方形枠）を置き、その中の石を洗いながら流れ出て

くる生物をタモ網で採集。この作業を 4回繰り返した。生物学的水質判定法で使用する。

（３）一定時間調査：タモ網を使用して、瀬や淵、水際など様々な場所において、1 人当たり 20 分間× 3 人で生物を採集。

水生生物の回復過程の解析において、一定面積調査と一定時間調査を合計して使用する。

（４）学校に戻ってから、同じ種類毎に分け、70％エタノールで保存する。

（５）図鑑や検体資料を見ながら、採集した生物の種類を実体顕微鏡で観察し同定・計数を行う。

（６）データをパソコンに入力・集計し、分類群別種類・個体数の変遷、生物学的水質判定法、優占種、ASPT 値、EPT 種数

により解析・評価した。

（７）顕微鏡用デジタルカメラを実体顛微鏡に取り付け、水生生物の写真を撮った。また、大きな水生生物については、デ

ジタルカメラにて撮影を行った。

写真５　水生生物採集 写真６　採水 写真７　ｿｰﾃｨﾝｸﾞ（生物の仕分け）

写真８　同定・計数 写真９　パックテスト 写真 10　透視度測定
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４．調査結果

（１）降水量

　今帰仁村では測定されていなかったため、その隣の本部町の日別降水量を以下に示した（図２）。

昨年の 12 月から今年の 6 月までは雨が少なかった。2018 年 6 月 16 日に台風 6 号が通過してから大井川に水が戻り、その

後、台風 7号、18 号、24 号が通過したため、現在まで川に水がある状態である。

（１）水質

　志慶真川（表１）の 2 地点を比較すると、COD はやや St.1 の方が低いが、アンモニウムイオンや亜硝酸イオン、リン酸

イオンは両地点ともに低い数値を示した。硝酸イオンは両地点ともに約 1mg/L 程度であり、環境基準値の 10mg/L より低

い数値となっている。

　大井川（表２）の 2 地点を比較すると、COD は両地点ともに高く、特に降雨で増水した 5 月 6 日では、St.2 で下水レベ

ルである 20mg/L が確認できた。

図２　本部町における日別降水量（2017 年 4 月 1 日～ 2018 年 11 月 30 日）

表１　志慶真川における水質調査結果
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※平成 29年 12 月 17 日では St.1 と St.2 ともに、瀬切れ現象の為、調査区間が完全に渇水状態となり、採水が不可能であった。

　2 河川の水質を平均値で比較すると（図３）、志慶真川の方が大井川よりも、COD、アンモニウム、亜硝酸、硝酸がともに

低い数値を示した。全硬度は両河川とも 100mg/L を超えており、硬水であることが分かった。

表２　大井川における水質調査結果

図３　志慶真川と大井川の水質（平均値）の比較
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　St.2 の COD は 7 月 7 日では下水レベルの 20mg/L という数値を示し、その後、緩やかに低下したが、5mg/L を下回るこ

とはなかった。St.2 は St.1 よりも COD が高いことが多かった。硝酸イオンは 7 月 7 日では、両地点とも 2mg/L だったが、

St.1 では 7月 30 日に 5mg/L とやや高い数値を示した（図４）。

　7 月 7 日の大井川の調査では、農薬の袋や容器が川の中のあちこちで見られた。特に、St.1 の上流地点で多かった（写真

11）。

図４　大井川に水が戻ってからの水質の推移

写真 11　大井川で散在していた農薬の容器（左：殺ダニ剤、中央：殺虫剤、右：除草剤）
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　なお、両河川とも平常時は透視度が 100cm 付近あるいはそれ以上に達しているが、増水後（H29.5.6）には赤土が流出し、

極端に透視度が低下することが明らかとなった（表 1、2、写真 12、13）。

（２）生物調査

　①指標生物を用いた水質階級の判定（生物学的水質判定）

　2 河川ともに水質階級がⅠと判定される場合が多かったが、その内訳は河川によって大きく異なった（表 3、4）。志

慶真川では水質階級Ⅰの指標生物の出現種数が多く、Ⅱ～Ⅳの出現種数は少なかった。特に、トビケラ類が多かった。

この傾向は、昨年と同様である（表３）。

　大井川の St.1 は、水が戻ってから約 3 週間後に当たる 7 月 7 日では水質階級Ⅰ～Ⅳであった。その後は、水質階級

Ⅰであった。しかし、昨年同様に、水質階級Ⅱ～Ⅳの指標生物も多く確認できた（表 4）。大井川の St.2 では、水が戻っ

てから3週間後から4週間後の7月 7日と14日では、水質階級Ⅳであった。その後、水質階級Ⅰになることが多かったが、

水質階級Ⅱ～Ⅳの指標生物も、多く確認できた。

　なお、大井川では 2017 年 12 月頃から 2018 年 6 月 15 日 ( 台風 6 号通過の前日 ) までの半年間、川が干上がる瀬切れ

現象が続いており、指標生物が採集できなかった。（写真１４、１５）

写真 12　増水後の志慶真川（H29.5.6） 写真 13　増水後の大井川（H29.5.6）

写真 14　大井川 St.1(H30.5.7) の瀬切れ現象 写真 15　大井川 St.2(H30.5.7) の瀬切れ現象
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表３　指標生物による水質階級の判定結果（志慶真川）
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表３　つづき　指標生物による水質階級の判定結果（志慶真川）
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表４　指標生物による水質階級の判定結果（大井川）
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表４　つづき　指標生物による水質階級の判定結果（大井川）

　※なお、平成 29 年 8 月 29 日の St.1、および、12 月 17 日の St.1 と St.2 では、瀬切れ現象の為、調査区間が完全に渇水

状態となり、水生生物の採集が不可能であった。
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　②水質判定結果の過去（H22）との比較

　志慶真川の水質階級の結果を過去の資料と比較したところ、過去も水質階級Ⅰの指標生物が多かった。同様に、大井

川でも比較したところ、過去でも水質階級Ⅰ以外に、Ⅱ～Ⅳの生物も多く見られた（表５）。志慶真川は H22 年と同様

な傾向を示したが、H30 年の水が回復した後の大井川は、H22 年と比べて水質階級Ⅱ～Ⅳの生物が増加する傾向が見ら

れた（表４、５）。

　

表５　過去の資料（H22）との比較（H22 年度データの出典：北村（2012））
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　③優占種

　志慶真川の St.1 ではヒメドロムシ科やナガレアブ科などの水質階級Ⅰの指標生物やカワニナ（水質階級Ⅱ）が優占

することが多く、St.2 ではマルヒラタドロムシ属やミヤマシマトビケラ属などの水質階級Ⅰの指標生物や、シロハラコ

カゲロウやヨシノコカゲロウなどの指標生物以外が優占することもあった。大井川の2地点では、どちらもユスリカ科（水

質階級Ⅳ）が優占することもあるが、ブユ科（水質階級Ⅰ）が優占する場合も見られた（表６）。St.2 ではサカマキガイ（水

質階級Ⅳ）が優占する場合も見られた。

　志慶真川の St.1 ではヒメドロムシ科やナガレアブ科などの水質階級Ⅰの指標生物やカワニナ（水質階級Ⅱ）が優占

することが多く、St.2 ではマルヒラタドロムシ属やミヤマシマトビケラ属などの水質階級Ⅰの指標生物や、シロハラコ

カゲロウやヨシノコカゲロウなどの指標生物以外が優占することもあった。大井川の2地点では、どちらもユスリカ科（水

質階級Ⅳ）が優占することもあるが、ブユ科（水質階級Ⅰ）が優占する場合も見られた。

表６　志慶真川と大井川における優占種の比較
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　④確認種リスト（一定面積調査・一定時間調査・合計）

　表７に大井川における瀬切れ現象後の水生生物の確認種リスト（一定面積調査・一定時間調査・合計）を示した。こ

の合計値を集計・解析し、回復過程の結果をグラフ化した。

表
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　⑤瀬切れ現象後の分類群別種類数・個体数の変遷（大井川）

　2018 年 6 月 16 日の台風 16 号通過によって、大井川に水が回復した。その 3 週間後から大井川における水生生物の回

復過程を調査した結果を以下に示した。調査結果は、2種類の定量調査の合計値で示した。

　St.1 では約 3 週間後の 7 月 7 日は 17 種であるが、その後、種類数が増加していき、8 月 6 日では 44 種、約 2 か月後

の 8 月 13 日では 43 種、約 3 ヶ月後の 9 月 22 日では 45 種であり、種類数がピークに達している。St.2 では 7 月 7 日は

7種であるが、その後、種類数が増加していき、7月 30 日には 36 種、9月 22 日には 39 種とピークに達している（図５）。

甲殻類ではトゲナシヌマエビが 7 月 7 日の St.1 で確認され、その後、ヒラテテナガエビやミナミテナガエビ、サカモ

トサワガニ、モクズガニが確認され始めた。2地点ともに魚類も2種類ほど確認できているが、その大部分は外来種のグッ

ピーとソードテールであり、在来種のヨシノボリ属（アオバラヨシノボリ）が確認できたのは 8月 13 日以降であった。

　分類群別個体数で見ると、2地点ともに 7月 7日では両生類が多い。これらは、リュウキュウカジカガエルの幼生（オ

タマジャクシ）が大部分を占めていた。7 月 14 日からは 2 地点ともに水生昆虫の個体数が急増するが、この状況は 9 月

22 日まで続いていた。貝類の個体数は特に St.2 の 7 月 14 日から増加するが、これらは外来種のサカマキガイと、タイ

ワンモノアラガイが大部分を占めていた（図６）。

図５　大井川における分類群別種類数の変遷

図６　大井川における分類群別個体数の変遷
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　水生昆虫の分類群別種類数の変遷では、7 月 7 日の St.1 ではハエ類とトンボ類、コウチュウ類が多く、その後、7 月

14 日からはカゲロウ類の種類数が増加した。トビケラ類は 8 月 6 日から種類数が増加した。St.2 では 7 月 7 日にはカ

ゲロウ類やトビケラ類、コウチュウ類は確認できなかったが、7 月 14 日からは St.1 と似た傾向を示した。ただし、出

現種数は St.1 よりも少なかった。なお、カワゲラ類は 2地点ともに確認できなかった（図７）。

　水生昆虫の分類群別個体数の変遷では、2 地点ともにハエ類（ハエ目）が常に多かった。これらはユスリカ科の幼虫

とブユ科の幼虫が大部分を占めており、その他は少なかった。コウチュウ類は、オキナワオオミズスマシとヒメガムシ

が淵や水際で多く確認できた。ヒメドロムシ類は個体数が少なかった。トビケラ類は水が戻ってから約 3 ヶ月後である

9月 22 日に個体数が増加した（図８）。

図７　大井川における水生昆虫の分類群別種類数の変遷

図８　大井川における水生昆虫の分類群別個体数の変遷
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　河川底生動物が極相に達するのは、造網型トビケラ類が優占する環境であると考えられている（津田、1957）。一定

面積調査の結果を元に、大井川の造網型トビケラ類の出現比率（％）と個体数を以下に示した。St.1 では造網型比率は

11 月 17 日にピークに達するが、個体数は 9 月 22 日に既にピークに達している。St.2 では造網型比率と個体数が共に 9

月 22 日にピークに達している（図９）。

　⑥ ASPT 値（平均スコア値）

　解析に用いた ASPT 値（日本版平均スコア値）（谷田 編、2010）は、水質状況に周辺環境も合わせた総合的河川環境

の良好性を相対的に表す指標である。10 に近いほどきれいな河川であることを示している。志慶真川（St.1, St.2）が

大井川と比べて高く、特に大井川の St.2 が低かった。

図９　大井川における造網型トビケラ類の比率と個体数の変遷

表７　ASPT 値の算出に使用したスコア表（出典：谷田　編、2010）
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　⑦ EPT 種数による解析結果

　総合的河川環境評価の指標であるカゲロウ目 (Ephemeroptera)、カワゲラ目 (Plecoptera)、トビケラ目 (Trichoptera)

を合わせた EPT 出現種数では、志慶真川の 2 地点が最も高く、大井川 (St.2) が最も低かった。3 目の中でも最も水質状

況を反映するカワゲラ目の種数は、志慶真川の 2地点では確認できたが、大井川の 2地点では見られなかった。以上より、

志慶真川は上流と中流ともに良好な環境を維持しており、大井川は中流よりも上流で、水質を含めた河川環境が良くな

いことが示唆された（図 10）。

図９　ASPT 値（平均スコア）の比較

図１０　EPT 種数の比較
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　さらに、EPT（カゲロウ目、カワゲラ目、トビケラ目）の 3 目うちで、カゲロウ目の種数が占める割合が多いと、流

速や底質といった水中環境の多様性が大きいことを示す。また、カワゲラ目は、最も直接的に水質を反映する。カワゲ

ラ目の種数が占める割合が多いと、水質が良いことを示す。トビケラ目は、川底が不安定だと値が小さくなり、流砂が

多くなったり、砂ばかりの底質だとさらに値は小さくなる。また、落ち葉をエサにするだけでなく、巣（ケースを作る）

に利用する種も多いので、渓畔林の存在とも密接に関係する。カゲロウ目よりもさらに広い河川環境全体の多様性を表

す数値である。

　以上より、志慶真川は上流と中流ともに良好な環境を維持しており、大井川は市街地を流れている影響を受けている

と考えられる。

５．考察とまとめ

（１）水質

　水質は志慶真川の方が良い。大井川は2地点ともに水が戻ってくる前と同様に悪い。大井川上流地点の水質階級の悪さは、

周辺の耕作地や農薬に影響を受けている可能性がある。

（２）大井川における水生生物の回復過程

　大井川での瀬切れ現象後の水生生物の回復過程は、おおよそ以下のようになると考えられる。

　川の水が戻ってから約 3週間後：両生類（リュウキュウカジカガエルとシロアゴガエルの幼生）の増加。

→ 約 4週間後：水生昆虫類（ユスリカ類、ブユ類、トンボ類幼虫とカゲロウ類、及びコウチュウ類）の増加。

表８　EPT 種数の比較

写真 16　リュウキュウカジカガエル（幼生） 写真 17　シロアゴガエル（幼生）

写真 18　ﾕｽﾘｶ科 写真 19　ﾌﾞﾕ科 写真 20　ギンヤンマ 写真 21　ｶｹﾞﾛｳ類 写真 22　ｵｷﾅﾜｵｵﾐｽﾞｽﾏｼ
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→ 約 6 週間後：魚類（ソードテールとグッピー）の増加、及び貝類（サカマキガイ、タイワンモノアラガイ）の増加。

トビケラ類の増加。

 → 約 8週間後：甲殻類（トゲナシヌマエビ、ヒラテテナガエビ、ミナミテナガエビ、モクズガニ、サカモトサワガニ）の増加。

在来性魚類（ｱｵﾊﾞﾗﾖｼﾉﾎﾞﾘ）の確認。→約 13 週間後：造網型トビケラの増加。

　なお、約 10 週間後の 8月 28 日では、種類数と個体数がともに減少傾向にあるが、これ

は調査日に雨が降り出し、調査時間が短くなったことに影響を受けたと考えられる。

→約 13 週間後：造網型トビケラの増加。また、カワゲラ類は確認できなかったが、この

分類群は昨年度も確認できていなかったため、大井川ではカワゲラ類は生息が困難な環境

であると考えられる。

　造網型トビケラ類が優占するのは（すなわち、極相に達するのが）、約 3ヶ月後である。

従って、天候や水量の状況にも影響を受けるが、約 3ヶ月後には、ある程度、水生生物相

が回復するものと考えられる。

　河川の攪乱の研究事例は、主に洪水などによる出水攪乱を扱うものが多かったが、今回の瀬切れによる干上がりなどは、

降雨量減少による低水攪乱と呼ばれている（川那部・水野、2013）。低水に伴う水位低下は、岸際の浅い場所や縦断的に

比較的水深の小さい場所（瀬）を干出させることにより表流水域の縮小と分断化を引き起こす。比較的水深の大きい場所

（淵）が孤立して残されるものの、水位低下の進行とともに容積が減少し、最終的に完全に干上がってしまうこともある。

表流水が完全に消失すると、当然ながら、すべての生物はその場での生存が不可能になる。流量増加により表流水が回復

すると、出水攪乱からの回復と同様に避難場所からの移入が起こる。ただし、低水については出水と比較して研究例は少

ない（川那部・水野、2013）。

　福嶋（2005）によると、中津川（神奈川県）の宮ケ瀬ダム上流部の表流水を遮断して、実験区間を大気暴露させた研究

を実施している。その結果、底生動物群集密度は大気暴露後に減少し、12 日後の密度も小さかった。４５日後に大気暴露

前と同じ水準に群集密度は回復し、暴露前よりカゲロウ目が増加したのに対してカワゲラ目とハエ目は減少して、大気暴

露前と異なる構造の群集となったことが報告されている。

　本研究では、水量回復後にカゲロウ目以外にハエ目が急増する結果が得られており、中津川の実験とは異なる結果を得

ている。この結果の違いは、ダム河川と自然河川の違いによるものかもしれないし、沖縄という島嶼環境によるものかも

しれない。なお、流量が回復してから約６週間後からは、外来貝類であるサカマキガイが増加したが、サカマキガイは、

流量減少に対する耐性が高いことが知られており（山根、2011）、流量減少の度に増加する可能性が懸念される。また、

瀬切れ時期には地下の河床間隙水域へ底生動物や魚類が避難しているという研究事例がある（川西、2018．三宅、2013．

吉村、2011．）。しかし、止水性の底生動物は河床間隙水で避難できるが、流水性の底生動物は酸素不足のため、河床間隙

水では生存できない可能性が示唆されている。大井川における瀬切れ時期の河川生物の避難場所について、現時点では不

明である。今後、継続的に研究することにより、データが蓄積され、新たな低水攪乱の事例となると考えられる。

写真 23　ｿｰﾄﾞﾃｰﾙ（ｵｽ） 写真 24　ｸﾞｯﾋﾟｰ（ｵｽ） 写真 25

ｻｶﾏｷｶﾞｲ

写真 26

ﾀｲﾜﾝﾓﾉｱﾗｶﾞｲ

写真 27　ﾄｹﾞﾅｼﾇﾏｴﾋﾞ 写真 28　ﾋﾗﾃﾃﾅｶﾞｴﾋﾞ 写真 29　ｻｶﾓﾄｻﾜｶﾞﾆ 写真 30　ｱｵﾊﾞﾗﾖｼﾉﾎﾞﾘ

写真 31　コガタシマトビケラ属

　　　 （造網型トビケラ類）
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６．今後の課題

（１）瀬切れ現象から水が戻った後の水生生物の侵入経路の把握。
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講　評

　今帰仁村の志慶真川と大井川における昨年度からの継続研究であり、水質調査と水生生物調査により、両河

川の比較し、ま、大井川で半年間の瀬切れ現象後の水生生物の回復過程を分類群ごとに追跡しまとめています。

　水質調査、水生生物調ともに、しっかりした方法で行われ、信頼性の高いデータとなっています。レポート，

パネルも丁寧にまとめられており、見やすい工夫がされています。また、研究を通しての努力量も素晴らしく、

感心いたします。身近な河川の調査で重要な基礎データを蓄積している良い研究であり、環境奨励賞に値する

と思います。

　大井川での瀬切れ現象の回復からの生物相の変遷調査は県内ではほとんど例がないということで、この研究

結果からある分類群の出現から河川の回復状況を推定できる可能性についても非常に興味深いです。

　今後は、研究結果をどのように活用するのかも含め、継続した研究により地域への貢献が図れることを期待

しています。

❁上位賞受賞のポイント❁

・２年間継続して取り組んでいる研究であり、研究者が丁寧に調査をおこない、レポートとしてまとめており、

パネルも非常に見やすく作成されている。

・身近な河川ではあるが、今後の継続研究により地域への貢献が期待できる。
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第 41回 沖縄青少年科学作品展 



 
 

佳作 
物理 

南城市立大里南小学校 

嘉手納 知星 

バネの不思議 

1.目的 

・いつもすのこの下からサッカーボールを取り出すことが大変なので、簡単に取り出せる装置

を作ろうと思いました。その装置を作るためには、バネが必要なので、そのバネがいくつあ

ればボールが飛び出すか調べました。 

2.方法 

・サッカーボールが飛び出す装置を作りました。実験１では、同じ長さのバネの個数を変え、

バネを装置に設置し、ボールが飛び出す距離を測りました。同じように実験２では、バネの

線径を変え距離を測りました。実験３では、バネの外径を変え距離を測りました。 

3.結果 

・実験１では、バネの本数が多いほど、ボールが遠くまで飛び出しました。バネの強さは 4 本

の時が一番強く、2 番目は 3 本、3 番目は 2 本でした。 

実験２では予想とは異なり、バネの線径が太い方がよく飛び出しました。実験３では外径が

大きく線径も太いバネを選んでしまい、バネをうまく引くことができずに装置からボールが

飛び出ませんでした。そこで、実験を変更し、自分の手のひらで押して、バネの強さを調べ

ました。バネは一巻きの幅が広いほうがやわらかいということと、線径が同じでも巻き数が

違うと、強さの違うバネができることが分かりました。 

4.考察 

・店にバネを買いに行ったとき、バネの種類がいっぱいあってどれを選んでいいか分かりませ

んでした。バネには、トーションバネや圧縮コイルバネなど、特徴の違うバネがたくさんあ

り、ノック式ボールペンや名刺などにも使われていることが分かりました。 

 バネは線径が細いほど遠くまで飛ぶと思いましたが、結果は太い方が遠くまで飛んだので意

外でした。やわらかいバネほどボールを飛ばす力が弱く、飛びにくいことが分かりました。 

 研究の反省は、選んだバネが短すぎて装置に設置しづらかったです。また、芝生の上で実験

をしたので平坦にするのが大変でした。ボールもなかなか遠くまで飛ばすことができなかっ

たので、次回は実験する場所を変えてみようと思いました。 

 バネの力が強くて装置の取っ手が引きにくかったので、引く力を増やすにはどうすればいい

か、バネの長さ（自由高さ）がどのように関係するかを次の課題にしたいです。すのこから

ボールが飛び出す装置を作る予定だったのにすのこに入らず、取っ手もすのこの上から引け

ないので、装置をもう一度改良してすのこの上からボールが飛び出すようにしたいです。 
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佳作 
物理 

沖縄カトリック小学校 

山根 寛矢 

浮く乗り物のしくみ（気球とホバークラフト） 

1.目的 

夏休みのイベントで、気球やホバークラフトを飛ばしたり乗ったりすることができました。その時、

どうして浮くのだろうと不思議に思いました。どちらも浮くけど、浮く高さや飛び方がちがいます。そ

の理由がこうぞうがちがうからなのか、もっと別の理由があるのか知りたくなりました。そこで、気球

とホバークラフトについて調べることにしました。 

2.方法 

⑤浮き輪でホバークラフトを作り、どうしたら妹を乗せたまま浮くかを実験しました。 

3.結果 

①風船を使った実験で、空気を温めるとあまり重さは変わらないけど体積がぼうちょうすることが分か

りました。 

②色々な材料を試しながら、本に書いてあった軽い空気が重たい空気に持ち上げられる動きを実験装置

で再現することができました。軽い空気は重たい空気に持ち上げられて浮くことが分かりました。 

③圧力の大きさを、U 字マノメーターを使って調べることができました。 

④圧力は物を持ち上げる力があり、面積を広くすると大きくなります。 

⑤圧力は空気がもれると弱くなるので、ホバークラフトを浮かせるためには空気を多く送る必要がある

ことが分かりました。 

4.考察 

①風船の実験では、空気を温めると体積がぼうちょうして大きくなることがわかり、重さはあまり変わ

りませんでした。 

②気球の実験では、空気を温めると体積がぼうちょうして空気が外に出て減るから軽くなり、軽い空気

が重たい空気に持ち上げられることで気球が浮くことが分かりました。 

③ホバークラフトの実験では、大量の空気を送って圧力を高くすることで浮くことが分かりました。 

④もっと調べたかったことは、ホバークラフトに温かい空気を送ると、気球の浮く力と圧力でもっと簡

単に浮くのかどうか実験してみたかったです。 

⑤反省点として、気球の浮く力をもっと細かく調べる方法を考えたかったです。また、ホバークラフト

の浮く力を計る方法を思いつかなかったので、次の研究のテーマにしたいと思います。 

 
 

①風船を使って空気のぼうちょうを観察しました。 

②軽い空気が重たい空気に持ち上げられる動きを実験装置で再現しました。 

③ごみ袋で気球を作りあたためながら、浮く力の実験をしました。 

④圧力を測ることができる装置を作りました。 
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佳作 
物理 

北谷町立浜川小学校 

川上 輝羅 

紙ひこうきの飛距離 

1.目的 

実験をあきらめずに楽しく進めるために、遊びの中から何かこだわってできるものを探して、紙飛行

機にたどり着きました。よく紙飛行機勝負をするので、勝つためにどうすればよいのか考えながら試し

てみました。 

2.方法 

①紙の種類を変える。 

②紙飛行機の折り方を考える。 

③紙の大きさを変える。 

④投げ方を変える。 

3.結果 

A5 のコピー用紙でギネス記録を出した紙飛行機の折り方で、ななめ上に強く、遠くまで飛ばすこと。

何回も飛ばして、前に重心のある紙飛行機が遠くまで飛ぶことがわかった。翼の曲がっている角度で、

飛行機のきどうが変わることがわかった。 

4.考察 

①紙飛行機で遠くまで飛ばす勝負では、負けない自信がついた。 

②やっぱりギネス記録を出している紙飛行機がよく飛んだ。 

③体育館など、広い場所・風の影響を受けない場所で距離をはかるともっと正確にできたと思う。 

④投げる角度とか強さをはかることができれば、もっとよかったかもしれない。 

⑤ギネス記録と同じ紙飛行機なのに、記録を出している人の距離の半分も飛ばなかったので、投げる強

さとかを練習しればもっと飛ばせると思いました。 
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佳作 
物理 

八重瀬町立白川小学校 

神谷 咲希 

熱の伝わり方 

1.目的 

 ５年生のときは、自由研究で「太陽の光と熱」について調べた。光については、うまく調べることが

できた。しかし、熱については、天気の状況によって変化するので、測定に苦労した。そこで、今回の

研究テーマは、「熱の伝わり方」にした。 
2.方法 

この研究のテーマを解決するのに、次のような実験をした。 
１、実験のときに使う水量・測定時間・測定する場所を決める。 
２、食事のときに使う用具と、熱の伝わり方を調べる。 
３、重ねたものの中を、熱はどのように伝えるか。 
４、重ねたときにできる隙間を、熱はどのように伝えるか。 
５、熱は、水中をどのように伝えるか。 
６、水の持つ熱と氷の溶け方を調べる。 
７、水と水溶液には、熱の伝わり方にはちがいがあるのか。 
８、水にものを溶かしたとき、温度に変化があるのか。 

3.結果 4.考察 

・実験１ 安全な実験をするには、電圧 400w、水の量 50g、容器とコンロの間かく 50cm、加熱する時

間は３０分とする。 
・実験２ 熱の伝わる順位は、１位がラップフィルム、２位がクッキングシート、３位が白紙とサラン

ラップ、５位がアルミホイルだった。 
・実験３ 容器にものを重ねると、容器内の温度変化は遅くなる。 
・実験４ 隙間（空気の層）は、熱の伝わり方が悪い。 
・実験５ 空気の流れが悪い方が、熱はよく伝わる。 
・実験６ 水が氷を溶かす（熱の移動）は、気温と関係がある。また、氷だけで水の温度 0 度以下にす

るのは難しい。 
・実験７ 水溶液の方が、水よりも熱の移動がはやい。 
・実験８ 塩や砂糖の水溶液は、熱をよく伝える。。 

5.その他 

 実験１〜８の考察は終わったので、さらに調べたかったこと、新しく疑問に思ったこと、研究の反省、

新しい発見などを書くことにする。 
・実験１ ヒーターの熱の伝わり方が広がりすぎる。 
・実験２ 研究の範囲がせまいので、広げる方がよい。 
・実験３ 物を重ねると、容器内の熱を保存（保温）する。（熱の保温）※発見 
・実験４ 隙間（空気の層）も容器内の熱を保存する。（熱の保存）※発見 
・実験５ 流れない空気も容器の熱を保存する。（熱の保存）※発見 
◎熱の保存は、自由研究のテーマになる。 
・実験７ 水溶液の熱移動は、溶かすものの溶け方と関係がありそうだ。 
6.反省 

 この研究は、夏にやるよりも冬の方がよいと思う。 
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佳作 
物理 

与那原町立与那原東小学校 

星野 北東  吉峯 秀貴  大城 総司  平川 結 

松尾 龍樹  大石 愛姫  永村 龍希  伏見 粋 

かみでっぽうのおとのおおきさ 

1.目的 

・紙鉄砲を鳴らしてみるといい音がした。大きなカレンダーや小さい紙では、どんな音が出るのか試し

てみたいと思って調べてみた。 

2.方法 

（１）紙鉄砲を折る。 

（２）騒音測定器から１メートル離れた所に立ち、紙鉄砲を振り下ろす。 

（３）紙鉄砲の音の大きさを騒音測定器で測る。 

  実験１：紙の大きさと音の大きさの違いを調べる。 

  実験２：紙の硬さと音の大きさの違いを調べる。 

  実験３：紙に穴を空けた時と空けないときの音の大きさの違いを調べる。 

  実験４：誰が一番大きな声を出せるか調べる。 

  実験５：同じ紙鉄砲で誰が一番大きな音を出せるか調べる。 

3.結果 

実験１：紙の大きさが大きくなると、小、中、大の順に音の大きさもだんだん大きくなった。 

実験２：紙の硬さと音の大きさの違いは、コピー用紙（普通の硬さ）が１番大きな音で、２番目にチラ

シ（少し柔らかい）、３番目にハトロン紙（普通の硬さ、４番目にカレンダー（少し硬い）、５番目に

キッチンタオル（柔らかい）、６番目にビニール（くにゃくにゃ）、７番目に色画用紙（硬い）の順だ

った。 

実験３：紙に穴を空けた時と空けないときの音の大きさの違いは、穴ありの音の方が少し小さく鳴った 

実験４：誰が一番大きな声を出せるか調べると、みんな同じ９０デシベルだった。 

実験５：同じ紙鉄砲で誰が一番大きな音を出せるか調べると、粋さんが一番大きな音だった。 

4.考察 

（１）紙の大きさが大きくなると、紙鉄砲の音も大きくなった。 

（２）紙鉄砲が開くと音がした。大きな紙は大きく開くので大きな音がしたと思う。 

（３）紙鉄砲に穴を空けると、穴を空けない時より少し音が小さく鳴ったのは、穴から空気がもれたと

思う。 

（４）紙の硬さ（質）と音の大きさは、コピー用紙（普通の硬さ）が一番大きな音だった。 

（５）紙の硬さ（質）と音の大きさは、色画用紙（硬い）が一番小さな音だった。硬いので紙が開きに

くいからだと思う。 

（６）声の大きさはみんな同じ大きさの声だった。 

（７）同じ紙鉄砲で、１年生の粋さんが一番大きな音を出したのは、頭の上から斜めに早く紙を振り下

ろしたからだと思う。 
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佳作 
化学 

沖縄カトリック小学校 

伊佐 茉佑子 

酵素のはたらきを調べよう 

1.目的 

 おやつにパイナップルゼリーを作った時、固まらなかった。パイナップルには、酵素という成分が入

っていることを知り、パイナップルや他の食物の酵素について調べることにした。（以下目的①～⑧） 
①生のパイナップルと缶詰のパイナップルでゼラチンが固まるかを調べる。 
②パイナップル果汁の温度を変えて、ゼラチンを分解する量を調べる。 
③生のパイナップル果汁の濃度を変え、ゼラチンの分解する様子を調べる。 
④いろいろな食物でゼラチンを分解する量を調べる。 
⑤酸性やアルカリ性でゼラチン（タンパク質）を分解するはたらきを調べる。 
⑥いろいろな食物のタンパク質分解酵素で牛肉、豚肉、鶏肉をやわらかくする食物が何かを調べる。 

2.方法 

①ゼラチンを溶かした容器に、生パイナップルと缶詰パイナップルを入れ、冷蔵庫に容器を入れてゼラ

チンが固まったかどうかを調べる。 
②冷やし固めた３個のゼラチンの質量をはかり、生のパイナップルのしぼり汁（室温、冷凍庫、加熱）

をそれぞれの容器に入れ、３時間程、室温に置いた後容器の液体を捨て、残ったゼラチンの質量をは

かる。 
③パイナップルの原液と２倍、３倍、５倍に薄めた液を準備する。ゼラチン液とそれぞれのパイナップ

ル果汁液を入れて混ぜ合わせ、冷蔵庫で冷やす。その後、冷蔵庫から容器を取り出し、液体を捨て残

ったゼラチンの様子を見る。 
④調べる食品 10 種類と比較する水も用意する。ゼラチンを固めた容器の質量をはかり、調べる食品を

入れ３時間置いた後、容器の液体や食品を捨て、残ったゼラチンの質量をはかる。 
⑤ゼラチン溶液を固めた容器に生パイナップル果汁を大さじ１杯入れる。液の性質を変えるためのクエ

ン酸水や重曹、水を用意したものをゼラチン容器にそれぞれ入れて室温に３時間置いた後、容器の液

体を捨てて残ったゼラチンの質量をはかる。 
⑥11 種類の食品と比較する水の入った容器を 12 種類ずつ牛肉、豚肉、鶏肉と入れて用意し、肉の様子

を 12 時間後、24 時間後とやわらかさを観察する。 
3.結果 

①生パイナップルを入れた物は固まらず、缶詰のパイナップルは固まった。 
②加熱していない果汁がゼラチンを分解していた。 
③パイナップルの果汁の濃度が薄い程、固まっていた。 
④調べた食品の中で、キウイフルーツの質量が１番減っていた。 
⑤質量はそれぞれ変わったが、それほど差は見られなかった。 
⑥牛肉と鶏肉を１番やわらかくした食品は、パイナップルとキウイフルーツだった。 
⑦豚肉を１番やわらかくした食品は、パパイヤ(黄)とパパイヤ（青）だった。 

4.考察 

・生のパイナップルの加熱をしていない汁は、ゼラチンを分解するはたらきがある。 
・ゼラチンの分解には適した酵素がある。 
・牛肉、豚肉、鶏肉にもやわらかくする食品がある。 
・人の体内や生き物等、酵素のいろいろなはたらきについて調べたい。 
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佳作 
化学 

沖縄市立比屋根小学校 

玉城 奏音 

おむつのふしぎ 

1.目的 

妹のおむつが水を吸ってこぼれないことに疑問をもち、なぜおむつは水をすうのか、おむつのふしぎと、

おむつが他に活用できるかを調べる。 

2.方法 

実験 1：おむつをばらばらに分解して構造を調べた。 

実験 2：分解したものに水を入れ、どの部分がどのくらいの量の水を吸えるか調べた。 

実験 3：実験 1・2 の結果よりおむつの粉で植物が育つか？と疑問をもった。土、おむつの粉＋水、おむ

つの粉＋水＋養分のそれぞれの容器に植物（とうみょうとベビーリーフ）を育て、育ち方の違いを比べ

た。 

実験 4：実験 3 の結果より、ゆっくりだが大きく植物が育つ土の力と、植物が早く育つおむつの粉の力

を合わせたらどうなるか？と疑問を持った。 

土、土＋おむつの粉の容器に庭で育っているトマトを移しかえ、はじめの 1 日だけ水をやり、どのくら

い水が持つかを調べた。 

3.結果 

実験 1：おむつを分解すると、パンツ型のカバー、ふわふわしているマット、内側のサラサラしるシー

トの 3 つに分かれた。ふわふわしているマットは、①白い粉 7.52 グラムと②わた 8.52 グラムに分かれ

た。 

実験 2：実験 1 で分解した、サラサラしているシート、粉、わたに水を吸わせた。シートは水を全く吸

えず、わたは 100ml 以上の水を吸えなかった。7.52 グラムの白い粉だけで 500ml 以上の水を吸うこと

ができた。 

水をすった後のおむつの粉を拡大けんびきょうで見ると、大きくふくらんでいることがわかった。 

実験 3：とうみょうは、おむつの粉の方は早く芽が出たが、7 日目以降はほとんど成長しなかった。土

では 15 日目から急に芽が成長して大きくなった。 

 ベビーリーフは、はじめはおむつの粉で多く芽がでた。おむつの粉＋養分では、おむつの粉より早く

育った。でも後からは土の方が元気に芽を出し大きく育った。 

実験 4：土とおむつの粉を合わせると、1 回だけの水をあげただけでトマトは 8 日たってもすくすく育

った。土だけのトマトは 2 日目から元気がなくなって、5 日目にかれてしまった。 

4.考察 

 おむつの粉が水を吸うことが分かった。おむつの粉で植物を育てると、植物は早く育つことができる

けど、日がたつと枯れてしまった。おむつの粉に養分を入れても枯れてしまった。 

一方で、土には、じわじわとゆっくりだが、植物が大きく育つふしぎな力があることがわかった。 

 おむつの水を吸う力と、土の植物が大きく育つふしぎな力を合わせると、1 回水をあげただけで、8

日以上も水がもってすくすくと枯れずに育ってくれた。 

 ちきゅうにはさばくがある。さばくには砂しかなく、雨もふらないで水も少ない。おむつの粉の力で、

さばくにも植物がそだつことができたらいいなと思った。いらなくなったおむつをちきゅうに活用でき

るかもしれない！ 
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佳作 
化学 

南城市立大里北小学校 

桃原 満ちる 

いろみずってきれい！ 

1.目的 

幼稚園でやった色水遊びを思い出した。花で作る色水は、きれいな色が出たり、うすすぎたり、にごっ

てしまったり、毎回出来る色が違うので、どんな色が出るかワクワクして、実験のようで楽しかった。 

はじめての自由研究は、大好きだった色水について調べたいと思った。 

2.方法 

（１）花の量だけをかけて、色水の濃さを比べる。 

（２）少ない量の花で、よりきれいな色水を作るにはどの方法がよいか。 

   ６つの違った方法で色水を作り、出来た色水を比べる。 

（３）水の代わりに 4 種類の透明な液体を使って、色水を作り、水で作った時の色と比べる。 

3.結果 

（１）花の量を多くすると、より濃い色水が出来た。 

（２）水に浸しただけでは色が出なかったに、花びらを冷凍したり、乾燥したりすると色が出た。 

（３）きれいな透き通った色水を作るには、お湯に浸すのがいい。濃い色水を作るには、花びらをすり

つぶしたり、花を揉んだりするといい。でも色がにごってしまう。 

（４）白い花で白い色水は出来なかった。 

（５）同じ花でも、液体を変えると出来る色水の色が全く違った。 

4.考察 

（１）お湯の中に花びらを入れると花が透明になって色が抜けた。そのかわり、お湯はきれいな色水に

なった。色水は花の色が液体に移って出来ると思う。だから、花びらの数を増やすと、たくさんの色

が取られて色水が濃くなったと思う。 

（２）4 種類の透明な液体で色水を作ると、同じ花でも全く違う色水が出来た。ぬるぬるしたり、べと

べとしたり、しゅわしゅわしたり、液体の触った感じが違うので、色の出方が違うからだと思う。 

（３）「しろのせんだん草」で色水を作ると、うすい黄色をしていた。白い花から、白い色水が作れると

思っていたので、不思議だった。花びらをよく観察すると、表は真っ白だけど、裏はうすい黄色をし

ていた。白い花に見えたけど、本当はうすい黄色の集まりで、なぜか人には白く見えるだけだと思う。 

今度は、白い花だけを集めて、それを確かめたい。 

（４）花を水に浸しただけでは色がでないのに、冷凍や乾燥させると色が出た。冷凍してカチコチにし

たり、乾燥させてちぢんだりなど、形が変わると色が出やすくなると思う。 
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佳作 
化学 

那覇市立真嘉比小学校 

屋良 凜々愛 

酵素のはたらき 

1.目的 

 昨年行った研究では、パイナップルゼリーがゼラチンで作れないのは、「酵素」が原因だということが

分かりました。そこで、酵素にはどのようなはたらきがあるのかを調べるために、酵素が含まれている

ダイコンなど使って実験と研究を行いました。 

2.方法 

酵素のはたらきを調べるために３つの実験を行いました。 

実験①…でんぷんを分解する反応を確かめる。 

実験②…でんぷんが分解されたことを確かめる。 

実験③…タンパク質とでんぷんを分解する酵素を調べるために、７種類の溶液を使って反応を調べる。

また、温度による変化も調べる。 

3.結果 

実験①の結果…だ液と胃腸薬を入れたほうは、水のようになった。ダイコンの汁を入れたほうは、ねば

りが弱くなった。水を入れたほうは、あまり変化はなかった。 

実験②の結果…だ液と胃腸薬は、青むらさき色になり、１分ほどで消えた。ダイコンの汁は、青っぽい

色になり、数分で消えた。水は、青むらさき色になり、そのまま変わらなかった。 

実験③の結果…分解の速さの順位 

はんぺん２４度 → 1.ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ   2.胃腸薬     3.ｷｳｲﾌﾙｰﾂ 

はんぺん ２度 → 1.ｷｳｲﾌﾙｰﾂ    2.ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ   3.胃腸薬 

デンプンのり２４度 → 1.胃腸薬､ﾀﾞｲｺﾝ 2.酢､ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ  3.ｷｳｲﾌﾙｰﾂ､りんご 

デンプンのり ２度 → 1.ダイコン   2.胃腸薬       3.ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ 

4.考察 

 今回の実験・研究を行って３つのことがわかりました。 

 １つ目は、だ液、ダイコンの汁、胃腸薬にもデンプンを分解する酵素が含まれていることがわかりま

した。この結果、昨年使ったパイナップルゼリーを含めるとデンプンを分解する酵素が含まれているも

のを３つ確かめることができました。 

２つ目は、だ液や胃腸薬は反応が強い、ダイコンの汁は弱い、水は反応がないなど、材料によって酵素

のはたらきには差があることがわかりました。 

 ３つ目は、実験③で行った結果で、胃腸薬はタンパク質とデンプンを分解することがわかりました。

また、酵素は温度によって反応の強さや分解の速さに違いがあることがわかりました。 

 私はくだものや野菜がデンプンやタンパク質を分解すると予想して実験を行いましたが、胃腸薬がデ

ンプンもタンパク質も分解することに驚きました。このことから、胃腸薬には、タンパク質分解酵素と

デンプン分解酵素が含まれていることがわかりました。また、りんごの分解が少ないことに不思議に思

い、調べてみると、りんごの皮に酵素が多く含まれていることがわかりました。今回の実験では皮をむ

いてしまったので、次からは皮ごとすりおろして実験をしようと思います。今回の実験を通して、酵素

の含まれた食品や食品の組み合わせについて詳しく調べてみたくなりました。 
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佳作 
生物 

大宜味村立大宜味小学校 

宮城 はち  島袋 月菜  溝川 唯花  島袋 音々  與那嶺 りる  上原 正遥  大城 璃來 

高江洲 奈緒  幸山 ひなの  島袋 恭輔  瑞慶山 時来  高山 莉生  高良 心 

宮城 松  吉本 心菜  宮城 遼楠  高良 凌平  東恩納 颯人  宮城 わら  吉田 芽生 

地域の自然を発見 2018 

～屋古集落と大宜味小学校周辺のチョウの研究～ 

1.目的 

（１）２０１８年５月～８月、屋古集落のチョウの種類と個体数の調査。 

（２）２０１８年６月・８月、大宜味小学校周辺のチョウの種類と個体数の調査。 

（３）２０１８年６月・８月、大宜味小学校周辺のチョウのすむ環境を調査。 

（４）２０１３年～２０１８年の６年間の屋古のチョウの調査のまとめ。 

2.方法 

（１）調査地を歩き、観察したチョウの種類と個体数を調査地別に記録。 

（２）種は目で確認し、わかりにくい種類は捕獲して調査。観察後は元の自然にもどす。 

3.結果 

（１）２０１８年５月～８月、屋古で観察したチョウの種類は５科３７種⋰、個体数６６０頭。 

（２）２０１８年６月・８月、大宜味小学校周辺で観察したチョウの種類は海岸４科１１種、個体数３

０頭。校庭２科５種、個体数６頭。 

（３）２０１８年５月～８月、屋古の A～G 区域の環境とそこに生息するチョウを調査。小学校周辺の

海岸区域と校庭の環境とそこに生息するチョウを調査。 

（４）２０１３年～２０１８年の６年間で観察したチョウの種類はアゲハチョウ科１０種、シロチョウ

科５種、シジミチョウ科８種、タテハチョウ科２１種、セセリチョウ１０種の５科５４種。 

4.考察 

（１）２０１８年５月～８月はすべての月で昨年、１昨年より種類、頭数が少ないので、農薬など畑の

利用方法に原因があるのかもしれない。 

（２）２０１８年６月・８月大宜味小学校周辺の海岸では、屋古に比べると種類数も個体数も非常に少

ない。校庭では海岸よりもさらに少ない。 

（３）①屋古は海から山までの違う環境があり、チョウの幼虫が好きな食草、成虫が好む吸蜜植物も茂

り、様々なチョウがすみやすいことがわかった。 

   ②小学校周辺は埋立地のため潮風、強風、埋め土のため植物の生育には厳しく、３年前に開校し

た校庭はチョウの好きな食草もなく、全域が同じような造成した環境であることがわかった。 

   ③食草を校庭に植えることで、チョウを増やせるのではないかと考え、チョウのすむ環境づくり

に挑戦し実験してみることにする。 

（４）①屋古で２０１７年～２０１８年８月に新しく観察したチョウは、ムラサキシジミ、ホリイコシ

ジミの２種である。 

②毎年チョウの種類数が増えるのは、屋古集落が自然豊かな環境であることを表している。 
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佳作 
生物 

沖縄カトリック小学校 

寄川 柚葉 

まめのけんきゅう 

1.目的 

夏休み期間を使い、豆がどのように育つのか、どの豆が育てやすいのかを調べる。 

2.方法 

４種類の豆の成長を観察して記録する。 

3.結果 

大福豆は沖縄の気候では育てることができないことがわかった。 

最終日の前週に台風が２度も沖縄に当たったため、台風の塩害で金時豆、 

大豆が枯れてしまい、最後に残った小豆のみ収穫ができた。 

4.考察 

大福豆は気候が適していないため、自然に育てることは難しいことがわかった。金時豆、大豆は塩害が

なければ収穫までできる可能性がある。小豆はどのような状況でも乗り切ることができたため、非常に

育てやすい豆であることがわかった。 
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佳作 
生物 

与那原町立与那原小学校 

富濱 蔵人 

しょっかくか？バランスか？ 

ダンゴムシジグザグ歩きのひみつ ＰａｒｔⅡ 

1.目的 

 一年生の頃からダンゴムシについて調べている。二年生で「ダンゴムシの交代制転向反応は触角によ

るものか、左右の足のバランスによるものか」という疑問を解決するため取り組んだが、結論を出すこ

とができなかったので、三年生で工夫して観察装置を作成し、観察を重ねて、その疑問を解決したい。

また、どんな迷路でも交代制転向反応が見られるのか実験したい。 

2.方法 

 アクリル板にブロックで迷路を作り、ダンゴムシが歩く様子を真下からビデオ撮影する。その後、動

画をパソコンでスロー再生し、直進、左折、右折、それぞれ左右の触角、14 本の足の動きを観察しデー

タ化して、交代制転向反応が触角によるものか、左右の足のバランスによるものか調べる。 

 条件を変えた迷路を用意して、どのような迷路でも交代制転向反応が見られるのか確認する。 

3.結果 

「ダンゴムシの交代制転向反応は触角によるもの」という結論を出した。 

 直進、左折、右折の動きを時間をかけて何度も観察を繰り返し、触覚と 14 本の足は連動していない

と考える。二年生のときに、「ダンゴムシは触角がないと動きがバラバラになり、両方の触角がないと交

代制転向反応は見られない」ことを確認しており、更に一年生のときに、「両方の触覚が壁に触れる状態

の場合は角に出る最後の壁に触れた方向へ曲がる」ということも確認している。 

 これらのことから、ダンゴムシの交代制転向反応は触角によるもので、ダンゴムシの触覚はセンサー

の役割をしていて、曲がり角の最後の壁に指令を出して曲がっていくのだと考える。 

4.考察 

 ダンゴムシの交代制転向反応は迷路の一部の条件を変えても見られた。触角がセンサーの役割をして

いて、その働きが大きいのだと思う。 

 スロー再生ソフトを利用してダンゴムシの歩き方について細かく観察できた。直進するときは規則的

に後ろの足から順に動いて左右の足は交互に動く。それに対し、左折、右折の場合は曲がる方向に対し

て内側の足の動きが少なく、小さくなり、動きもバラバラになる。曲がる方向に対して外側の足の動き

は直進の場合と同じようになるが、前から１～３番目の足は動きがバラバラになる。触覚は常に動き、

曲がり角で触角が最後に壁に触れたとき、14 本の足の動きに変化はなく、動きが止まることもなく、ダ

ンゴムシの触角と 14 本の足は連動していないことが確認できた。そして、これまでの観察結果とあわ

せて「ダンゴムシの交代制転向反応は触角によるもの」だと結論を出した。二年生の頃から知りたかっ

た疑問について自分なりの結論を出すことが出来て、とても嬉しい。今回、細かく観察してデータを収

集した。予想以上に大変な作業だったが、研究者になったような気分でとてもワクワクした。まだまだ

ダンゴムシについて知りたいことがあるので、これからも楽しみながら継続して取り組みたい。 
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佳作 
生物 

本部町立伊豆味小学校 

安田 愛永  當山 水樹  比嘉 幹太  甲斐 花楠  翁長 凪  伊波 由依華 

シリケンイモリの研究２ 

～シリケンイモリの産卵とカエルとの生態くらべ～ 

1.目的 

（１）「せせらぎ」にやってくるシリケンイモリは繁殖のためにやってくると考えたのでシリケンイモ

リのたまごや赤ちゃんを見つけたい 

（２）シリケンイモリとカエルは共通点が多い。しかし、違うところもあると思う。シリケンイモリと

カエルの生たいを比べて、２つの違いを発見する。 

（３）去年調べて「せせらぎにすむシリケンイモリの数調べ」についてもけいぞくして生たいをもっと

くわしく調べたい。 

2.方法 

（１）せせらぎにすむシリケンイモリの調べ(継続研究・・H29 年度) 

（２）調べた期間 平成 29 年 11 月 9日～平成 30 年 8 月 24 日 

（３）調べること 

 ・気温と天気 

 ・Aから E地点のシリケンイモリの数 

3.結果 

・8 月１日たまごの大きさは全部で九個あった。 

・たまごの大きさは２ｍｍだった。 

・一つの葉にたてにならんで３個くらいたまごがある 

・たまごの色はとうめいな色をしていた。 

・シリケンイモリは約３週間でふかする。 

・シリケンイモリの赤ちゃんは約１㎝から 1,5 ㎝ 

・シリケンイモリは茶色から黒に変わっていく。 

4.考察 

・一年間を通してせせらぎのシリケンイモリは 11 月から 12 月以外はほとんど見ることができる。水が

なくてもぬかるんでいたら、見ることができる。 

・地面がかんそうした時はシリケンイモリを見つけることはできなかった。 

・シリケンイモリの赤ちゃんとヒメアマガエルのおたまじゃくしは同じ時期に見ることができる。 

・ヒメアマガエルの成体は地上で見かけ、にげる時に水の中ににげるがシリケンイモリは水の中でよく

見かける。 

・ヒメアマガエルはたくさんのたまごを産み、おたまじゃくしをたくさん見るととができるが、シリケ

ンイモリは数のわりには、たまごの数が少なかった。 
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佳作 
生物 

豊見城市立とよみ小学校 

中村 愛偲 

カビキングをさがせ 

1.目的 

① 家の中に何種類のカビがいるかを調べる。 

② ① の中で出てきたカビの中でどのカビが 1 番強いか調べる。 

2.方法 

①  実験 1 でカビを生やす。 

② 実験 1 で生えた 5 種類のカビを新しいパンにうつして、成長させる。 

③ ② の実験でできた種類の違うカビを新しいパンの上にのせて戦わせる。 

3.結果 

実験 1 の結果 

乾燥したパンはカビが生えなかったが、湿らせたパンにはカビが生えた。 

実験 2 の結果 

1 番カビが多く生えたの黒カビだった。 

実験 3 の結果 

1 番強かったのは黒カビだった。 

4.考察 

成長の早さの 1 位が黒カビで 2 位は緑カビでした。強さでも 1 位は黒カビで、2 位が緑カビでした。こ

のことから、育つのが早いと他のカビにも負けない強さがあると考えました。 
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佳作 
生物 

那覇市立天久小学校 

岩瀬 花海  岩瀬 海 

うみそらハリセンボンのかんさつ 

～寄生虫フグノエについて～ 

1.目的 

たまたま見つけたハリセンボンに寄生虫フグノエがついていた。フグノエはいつどうやって口の中に寄

生するのか。宿主を変えたりするのか。フグノエとそれに似ている生き物を観察してみて、フグノエの

一生を想像する。 

2.方法 

捕獲して口の中を調べる。見つかったら、連れて帰って飼育観察する。 

フグノエに似ている生き物（オオグソクムシ、フナムシ、ダンゴムシ）について比較し、フグノエを考

察する。 

3.結果 

捕獲できたフグノエが飼育３日後赤ちゃんを放出し、そのまま１ヶ月飼育観察した。 

・フグノエは１０００匹ぐらいの赤ちゃんを産む。 

・生後６日目までに寄生する 

・寄生した後少しなら体の表面を移動できるが、また泳ぎ回ったりウロウロ歩き回ったりはしない 

・しっぽの横の部分が寄生した後閉じて小さくなる 

・赤ちゃんのフグノエは、生まれて１ヶ月以内に胸の節が６→７、足の数が６対→７対になり、触覚が

短くなる 

・ハリセンボンが近くにいたのに生まれた１０００匹のうち、口の中へ寄生できたのは７匹だった 

4.考察 

フグノエに似た生き物のまとめを見ると、 

・たくさん動き回っている生き物の方が触角が長い 

・たくさん動き回っている生き物の方が目が大きい 

・水中で動き回る生き物の方がしっぽの横についたものが大きい 

ということがわかった。 

そこで、寄生後のフグノエの特ちょうについて考えてみた。 

目…見えない→見る気無し、触角…短い→あまりまわりを調べる気無し、しっぽ…小さい→泳ぐ気無し、

足…つかまるための足に見える→移動する気無し 

と考えられるので、全く移動する気がないということがわかった。一度寄生したら、もう一生別の宿主

にくっつくことはないと思った。 

ではどうやってフグノエは結婚相手を見つけられるのか。大きくなってから寄生後に移動できないと考

えると、時間差で同じハリセンボンの口の中にやってきた相手が結婚相手になるのではないかと考えた。 
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佳作 
生物 

浦添市立前田小学校 

玉城 野々花 

玉城野々花の野の花図鑑～パート５根っこ編～ 

1.目的 

○これまで自分の名前にちなんで、身の回りの野の花について、1 年生から「草花の種類、種、葉、花

冠」など様々な疑問について 5 年間調査・研究を重ねてきた。その中で、植物の体のつくりには、「生

えている場所によって違う特徴を持っている。」「目的に応じて色や形に工夫がある。」「それぞれに役割

がある。」などの気づきがあった。そして今回は、根っこについて種類や役割について予想に基づき観察、

採集、実験を通して調査した。 

2.方法 

①採集・・沖縄県内の条件の違う各地から様々な草花を根ごと採集する。 

②観察・・採集した植物を、根っこごと標本にして、根っこの様子について観察し、分類分けしその工

夫や特徴について考察する。 

③実験・・ア根っこは水や養分をすうのか（色水の吸い上げ実験） 

イ根っこは土をつかむのか（植物を抜いたときの根の長さとついてくる土の量調べ） 

ウ豪雨災害（土砂の流出）を根っこの力を利用して防げないか（根の密度の違う 3 つの土に

工夫をして土の流出する違いを調べる） 

3.結果 

①根っこは、植物によって形がちがう。 

②根っこには、生えている場所によって形の違いがみられる。 

③ア植物を、色水につけると、葉の色が色水の色に変化した。また、一度育った植物を根から上の部分

を切って、観察すると、また茎や葉が生えてきた。 

イ根っこの長さが長いとつかむ土の量が多かった。 

ウ根っこの量が多い土ほど、水をかけたときに流れ出る量が少なく。根の量が多い土に杭を打つと土

がいつまでも流れ出なかった。 

4.考察 

○今回の研究結果から次のようなことが考えられる。 

・採取、観察を通して、根の形を、生えている環境と比べながら分類分けすると、「砂浜の植物の根には

長いものが多いのは、砂浜に生えている植物は、少ない水を集めるために、根を長く伸ばしているの

ではないか。」「崖に生えている植物の根は、細かく網のようになっているのは、体を支えるためでは

ないか。」など、植物の根っこは、生えている環境の違いによって、いろいろな工夫があると考えられ

る。 

・根っこには、水や養分を吸い上げる役割があることがわかった。 

・根っこには、土をしっかりとつかみ、体を支える役割があることがわかった。 

・根っこには、土をつかむ役割が有り、そのことが、植物の生えている場所の土の流出を防ぐことがわ

かった。 

・根っこの土をつかむ実験から、豪雨災害防止について、植物の生えている量が多いほど、土砂崩れが

起きにくく、土の下の岩盤が滑りやすくても、杭を打つ方法なら、あまりお金もかからず、土砂崩れ

防止のために、土をつかむ根っこの力をさらにあげることが考えられる。 
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佳作 
生物 

那覇市立泊小学校 

大城 蒼 

アメリカザリガニが引き起こす問題 

1.目的 

これまで、小学 1 年から４年生までの４年間、主にエビについて研究を続けてきました。やんばるで採

取したエビの体の構造や食物、川上りなどの生態について研究してきました。昨年度は、沖縄に生息す

る在来種と外来種のエビを飼育してその関係に興味をもちました。今年度はさらに、沖縄の自然環境の

中で外来種のｱﾒﾘｶｻﾞﾘｶﾞﾆが在来種にどのような影響を与えているか調べることにより、在来種の保護に

ついて考えていこうと研究を始めました。 

2.方法 

まず、野外でのｱﾒﾘｶｻﾞﾘｶﾞﾆのすんでいる環境について調べました。県内北部から中部にかけｱﾒﾘｶｻﾞﾘｶﾞﾆ

の生息する 4 カ所で、その環境やエサであるヤゴなどの生息数を調べました。室内においては、ｺﾝｸﾘｰﾄ

池をｲﾒｰｼﾞした人工的な水槽と自然の池をｲﾒｰｼﾞした 2 つの水槽を準備しました。それぞれの水槽にｱﾒﾘｶ

ｻﾞﾘｶﾞﾆとエビを入れたり、ｱﾒﾘｶｻﾞﾘｶﾞﾆとテナガエビを入れたりして、それぞれの関係を調べました。 

3.結果 

まず、屋外での調査により、ｱﾒﾘｶｻﾞﾘｶﾞﾆは流れのない濁った池にすんでいることがわかりました。また、

ｱﾒﾘｶｻﾞﾘｶﾞﾆの生息しているところでは、エサであるヤゴの数や在来種のエビの数が少ないことがわかり

ました。室内における研究では、まず人工的な水槽ではヤゴはすぐにｱﾒﾘｶｻﾞﾘｶﾞﾆに食べられ、自然の水

槽では 3 日ほど生き残りました。だが、水草が切られているのが目立ちました。次に自然の環境では、

ｱﾒﾘｶｻﾞﾘｶﾞﾆが自ら攻撃を仕掛けることはなく、テナガエビの方が攻撃的で、ｱﾒﾘｶｻﾞﾘｶﾞﾆに攻撃をしかけ

ていました。また、テナガエビがｱﾒﾘｶｻﾞﾘｶﾞﾆを食べている様子も見られました。 

4.考察 

これらの研究から次のことがわかりました。 

・屋外での調査結果より、ｱﾒﾘｶｻﾞﾘｶﾞﾆは水のすき通ったところという予想と違って、流れのない濁った

場所に生息していることがわかりました。また、予想通り、エサであるヤゴが少なくエビの姿も見られ

ないこともわかりました。 

・室内での調査より、自然の水槽では、エサであるエビは水草などの隠れるところのあるところでは、

しばらく生き残ることがわかりました。また、水草が切られていることから、ｱﾒﾘｶｻﾞﾘｶﾞﾆが触覚で獲物

を探しやすくするため水草を切ったのではないかと考えました。 

・室内実験で、ｱﾒﾘｶｻﾞﾘｶﾞﾆが自ら攻撃を仕掛けず、テナガエビは攻撃的なことから、テナガエビの方が

強く見えました。このことから、ｱﾒﾘｶｻﾞﾘｶﾞﾆは目ではなく触覚をたよりに行動していて、テナガエビは

目をたよりに行動しているからではないかと考えました。 

・意外にテナガエビの方が強そうでしたが、ｱﾒﾘｶｻﾞﾘｶﾞﾆは繁殖が早く、小さな貴重種や生き物を食べて

しまうので、池や川など野外には放さないでほしい。 
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佳作 
地学 

名護市立名護小学校 

友利 妃来 

わたしたちのくらしと気温 

かんきょうや時間、天気による変化を調べる 

1.目的 

１学期の理科で学習した「天気と 1 日の気温」の発展学習となっている。授業では校内の気温を測定し

ているが，環境によって気温は変わるのか，また気温は地面からの放射熱に影響しているのか，さらに

放射熱以外の条件でも気温は変化するのかをいくつかの実験から，検証している。そして人々が生活し

ている場所はすごしやすい環境なのかを暑さ指数をもとに調べている。 
2.方法 

環境による気温の違いでは，自宅，公園，国道沿いなどの場所で，記録温度計を活用し 24 時間の変化

を気象庁名護観測所のデータと比較し考察している。地面の温度と気温の変化を調べる実験では，日の

出からの 1 時間半を 30 分ごと約 1 カ月ほぼ毎日観測し地面の温度と気温の関係を調べている。また測

定する高さによる気温の違いを調べる実験では，海，山，などの場所で地面から一定間隔の高さの気温

を調べ，放射熱の影響を調べている。 
3.結果 

環境による気温の違い 
・晴れている日は気温の変化と湿度の変化が逆の関係になっていることが分かった。しかし曇りや雨の

日は気温の変化が小さいため，湿度の変化も小さかった。 
・森や公園では名護観測所の数値とほぼ同じか低くなる傾向があるが，自宅や道路沿いの昼間は高くな

る傾向があった。 
日の出前の気温と地面の温度の関係 
・日の出前の 6 時ごろは芝生，コンクリート，アスファルトのどの場所もほぼ同じ地温だったが，日の

出とともに気温と地温は上昇し，アスファルトは一番変化が大きかった。 
・雨が降ると 3 か所いずれもほぼ同じ地温となった。 
・1 ヶ月間の 6 時の気温と地温の変化を見ると日の出は遅くなっているにもかかわらず，気温と地温が

低くなる傾向にはならなかった。 
4.考察 

・環境による気温は大きな違いが見られたが，建物があったり，地面がコンクリートやアスファルトな

どの場所では特に昼間，大きく変化することが分かった。放射熱による影響だと思われる。 
・日の出とともに気温や地温が上昇することから，日光による影響があると考える。また雨が降ると地

温は一気に下がるが気温はゆっくりと下がっていくことから熱の伝わり方には時間がかかると考え

られる。 
・測定する場所と気温との関係は測定する場所を高くしても，気温が変化することはなかった。地面で

暖められた空気は風で流されていると考えられる。 
・湿度の違いで気温の変化に違いがあるか調べた結果では，湿度が高い部屋は気温が下がりにくい結果

になった。夏の夜，日光が当たってないにもかかわらず気温が下がらないのは湿度が高いからではな

いかと考える。 
・部屋と外の気温差について調べた実験では部屋の中が高くなる場所が見られた。窓を開けると部屋の

気温は低くなるが，あまり差は見られなかった。涼しくする工夫が必要だと思われる。 
・涼しくするための工夫としては風を利用することや，日の出前に活動すること，そしてクーラーと扇

風機を利用することだと思った。 
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佳作 
物理 

浦添市立浦添中学校 

知念 凜香 

不思議な銀色のたまご 

1.目的 

昨年度は、物理的な視点から、表面張力に注目して、表面張力による球面（曲面）を利用した液体レン

ズの実験で、砂糖水や食塩水の濃度を変えた実験や水の形（レンズ）から光の道筋を考察しました。そ

の中で、物質により屈折率が異なること、レンズが光を屈折させるはたらきがあり、実物を拡大、縮小

させることがわかりました。今回は、異なる物質の境界面に注目して、光の屈折について実験すること

で、『不思議な銀色のたまご』の現象の徹底解明に挑戦しました。 

2.方法 

実験 1：（いろいろな溶液で）不思議な銀色のたまご 

検証実験 

実験２：物質(媒質)の違いで起きる、文字の見え方の違いを確認しよう。 

実験３：境界面での屈折を確認してみよう。 

実験４：物質の濃度（密度）の違いでおきる、屈折や反射の関係を調べよう。 

実験５：屈折率をもとめてみよう!! 

実験６：いろいろな全反射の現象に挑戦してみよう!! 

3.結果 

実験１：水以外での溶液でも卵のふちが銀色に光り、卵の中心は、黒く見えた。 

実験２：空気中で見る文字の大きさより、溶液中での文字の方が拡大され、拡大率は、溶液の種類によ

って異なる。 

実験３：屈折は、液体や固体の境界面で起きていた。 

実験４：液体より固体の方が、また、濃い濃度の方が屈折の度合いが大きく、物質から空気中へ光りが

出るときに、全反射が見られた。 

実験５：濃度が大きいほど、また、食塩水と砂糖水では、食塩水の方の屈折率が大きかった。 

実験６：折れ曲がっても、光は形状に沿って進んでいく、光ファイバーのような現象が確認できた。 

4.考察 

屈折の度合いは、物質により異なり、２つの異なる物質（媒質）の境界面で起こっている。境界面は、

濃度・密度に差がある物質が接している面で、光の進行を妨げる粒子の数が屈折率の値と関係している。

境界面が凹凸の場合、レンズとしての現象も見られる。物質の状態（気体・固体・液体）も含め、それ

ぞれの物質の密度（物質中の粒子の数など）の大小で境界面ができ、屈折はおきるが、その中でも、全

反射は、密度が大→小へ光が入射し、入射角が一定以上大きくなるとおきる特別な現象であることが確

認できた。 

屈折率の異なるものでは、光の進む速さを変えることが出来ることから、屈折率の違いは、物質中の光

の進む速さに関係し、異なる物質とは、光の速さが異なることであると考えられる。以上より、不思議

な銀色の卵を検証すると、卵の表面は曲面であるため、入射角が場所によって異なり、さらに、すすが

水を弾くことにより、水との間に空気の層ができたことで、全反射が起き、銀色に光って見えたと結論

づけた。 
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佳作 
物理 

那覇市立上山中学校 

石原 穂乃花 

回りやすい風車の形の研究 

1.目的 

夏休みに家族で出かけたときに、車の中から見た風車に興味を持ったことから調べてみると、「自然エ

ネルギーを活用する発電方法」ということがわかり、風車についてさらに調べたくなった。 

2.方法 

①風車の形（大きさ・羽根の数・形）による風車の回転のしやすさについて 

・厚紙で作成した風車の大きさや羽根の数、形を変えたときの回転の数を比較して、風車の回りやすさ

を調べる。 

②風車の直径と風の強さと発電の関係について 

・風車の直径を変えたり、風力を変えたりした時、発電できるかどうかについて調べる。 

3.結果 

①について 

・実験１より、風車の羽根の数多いほど、扇風機からより遠く離れても風車が回転する。（弱い風でも回

ることができる） 

・実験２より、羽根の直径が大きいほど、扇風機からより遠く離れても風車が回転する。（弱い風でも回

ることができる） 

・実験３より、幅細型の羽根の形の方が、扇風機からより遠く離れても風車が回転する。（弱い風でも回

ることができる） 

②について 

・風車の直径が小さいほど、発電しやすい。 

4.考察 

「風を受ける羽根の面積の合計が大きい風車が良く回転する」と、予想した通り、実験１と実験２の

結果は、羽根の面積が大きい方が風車は回りやすい結果であった。しかし、実験３では、羽根の幅が狭

い幅細型の羽根が幅広型よりも風車が回りやすかった。 

このことから、風車の回りやすさは、風を受ける羽根の総面積だけでなく、羽根の形も関係している

ことが考えられる。また、羽根の回転数を生じさせるには、羽根の面積はある程度の大きさが必要にな

るが、あまり面積が大きいと羽根の後ろに風を受け流せずに、風の力が羽根自身を後ろに押すことにな

り、回転力が弱まるのではないかと考える。さらに、面積が大きいと羽根自身の質量も大きくなるため

に、回転軸との摩擦が大きくなって回りにくくなるとも考えられる。 

追加実験からは、風車の羽根の直径が小さい方が発電しやすいことがわかった。これは、羽根の回転

のしやすさが関係していると考えられる。 

今後、羽根をさらに細くしたり、数を多くすると、風車の回転はどうなるのか、紙の質量を変えると

何か影響がでるのか調べてみたい。 
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佳作 
物理 

沖縄市立宮里中学校 

呉屋 李維 

スープに絡む麺の研究 

1.目的 

沖縄そばをはじめラーメン、うどんなど麺類が好物でよりおいしく食べるためにスープに絡みやすい麺

を明らかにしその特徴を調べ普段の食生活に生かすと共に麺類が好きな多くの人に研究結果を伝えた

い。 

2.方法 

【研究Ⅰ】 

様々な麺、20g の長さ、幅、厚さを測り 500ml の水に漬け同じリズムで水から上げ、これを 10 回繰り

返し絡んだ量の合計を調べる。 

【研究Ⅱ】 

研究Ⅰの結果よりスープが絡む量には「長さ」「厚さ」「形状」が関わっていたことから、「アワセそば」

に協力いただき同じ材料、分量、製法で 6 種類の麺をつくってもらい研究Ⅰと同じ実験をし、k 連勝す

る 

【研究Ⅲ】 

研究Ⅱより「長さ」「厚さ」が影響していたものの同じ材料・製法で作ると「形状」との関係はみられ

なかったことから製麺所によって順位が偏るのではないかと考え追加で検証の実験を行った。 

3.結果 

【研究Ⅰ】 

・亀浜製麺の細平で長い麺が最も絡んだ 

・次に絡んだのは縮れが極めて強い照喜名製麺だった。 

・縮れていれば絡むという訳ではなく縮れが弱い麺はあまり絡まない。 

・15 種類の様々な麺、スープが絡む量がすべて違う。 

・表面積の合計が多いほうが絡むと思ったが結果はそうならなかった。 

【研究Ⅱ】 

・麺は厚みが薄い方がよく絡み、長い方がよく絡むことが確定的となった。 

【研究Ⅲ】・沖縄そば 13 種類の麺のスープが絡む順位は製麺所ごとに偏った順位となった。 

4.考察 

・スープがよく絡む麺の条件は、①長い麺であること ②厚みが薄いこと 

③極端に強い縮れがあることで、この 3 つの条件のうち 2 つ以上の条件が揃うとよく絡む。 

①の長い麺はスープが落ちるまでに時間がかかりよく絡む。 

②の厚みが薄いと麺と麺の間に隙間ができその間にスープが入り込む。 

③の極端に縮れが強いと麺の凹凸にスープが乗り、持ち上げるようによく絡む。・①、②、③のほか製

麺所によって麺の材料、製法が異なるためそれがスープの絡みに影響するということを検証実験Ⅲで証

明できた。 

・①、②、③のほか製麺所によって麺の材料、製法が異なるためそれがスープの絡みに影響するというこ

とを検証実験Ⅲで証明できた。 
 

－ 350 －



 
 

佳作 
化学 

石垣市立崎枝中学校・石垣第二中学校 

野里 実優  富川 裕二朗  丸山 葵  立津 琉人  野里 慎  國仲 賢杜 

富川 翔三郎（崎枝中学校）  仲村 速斗  大江 みちる（石垣第二中学校） 

石垣島の河川の水質とそこに生息する生物調査 Since2014 

～河川環境の変化を分析し水環境の保全と活用を考える～ 

1.目的 

私たちプロジェクトチームは 2014 年から石垣島の水環境を中心に水質およびそこに生息する生物調査

をもとに、石垣島の環境変化をとらえる基礎研究を行ってきた。これまで５年間の研究では、パックテ

ストによる水質の化学的調査、指標生物を用いた調査で数々の固有種の存在も明らかにできた。   

今年度はこれまでのデータの変化を分析し、島の水環境の保全と公益的な活用を考える研究を行うこと

にした。 

2.方法 

●水質検査 

 島内各河川の水質をパックテストにより、COD、アンモニア態窒素を中心に、調査。COD において

は過去 5 年間の数値データを経年比較する事で、河川の水質環境の変化を分析。 

●赤土調査 

 SPSS 法を用い、各河川の河口に堆積した赤土量を算出。濁り具合を数値によってランキングし、田

畑からの赤土流出の影響を比較。 

●生物調査 

 河川上流部に位置する沈砂池に生息する水生動物を採取。様々な角度から写真を撮り、からだの特徴

から同定をおこなう。 

3.結果 

水質に関して、上流部から下流まで人口物がほとんど無い河川では、きれいな水環境が保たれいること

がわかった。一方、工場排水や生活排水、田畑などの中を流れる河川は、人間活動の影響を強く受けて

いることが経年の水質データからも明らかになった。 

赤土に関しては、上流部に沈砂池が少ない名蔵川、畑が広がる宮良川は濁りがひどく、サンゴ礁への影

響が確認された。近くに人工物が少ない河川では多くの生物が見られた。 

沈砂池では、ゲンゴロウ類をはじめとする多くの希少生物が確認された。沈砂池が水生動物の生殖場所

になっていることが確認できた。 

4.考察 

水質調査ではアンモニア態窒素の値から、人間活動が河川の水質に大きく影響している事が読み取れる。

年ごとの水質の変化の原因がどのような人間活動によるものか、継続的な調査が必要だと思われる。ま

た田畑からの流れ出る赤土の流出に関しては、白保轟川の値が低く、5 年前に大規模な予算を使い赤土

対策が行われていた効果がうかがえる。この轟川上流に多くある沈砂池と、下流部分に広がる水田によ

る赤土流出防止効果をもとに、沈砂池と水田を組み合わせた水系構想を提案・検証し具体的な赤土防止

策を考えていく必要があると考える。併せて、沈砂池が水生動物の生息場所として機能を果たしている

ことから、希少種の保全域として活用できるのではないかと考える。
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佳作 
化学 

南城市立玉城中学校 

新城 莉璃  與那嶺 日向 

「塩の不思議」～食塩水は中性かと思いきやなんと…！？～ 

1.目的 

●食塩水は、本当に中性なのか調べる。●海水は中性なのか調べる。 
●食塩水は作りたてと、一日置いた後では性質が変化するのか調べる。 
●食塩水は濃度で性質が変化するのか調べる。 

2.方法 
①6 種類の食塩水をつくり、BTB 溶液で性質を調べる。（濃度 3％・飽和） 
②奥武島の海水やそれから作った塩の食塩水の性質を調べる。 
③①の結果で中性になったＢ、Ｅ、Ｆを濃度３％と飽和水溶液を長時間置いた時の性質を調べる。 
④濃度 3％と飽和水溶液を２つずつ作り、ラップをして長時間置いた時の性質を調べる。 

3.結果 
①3％では、ＣＤがアルカリ性を示し、飽和では、ＣＤＥがアルカリ性、Ｂは酸性を示した。 
②海水もそれから作った塩の食塩水ともに、アルカリ性を示した。 
③長時間置いたとき、3％の場合は、ＢＥＦすべて中性を示したが、飽和水溶液になると、ＢＦは酸性

を示した。 
④3％のラップあり、ラップなしで、中性を示したものはＥだけだった。ＢＦは液性が変化したものも

あった。 飽和水溶液のラップなしの方が、中性を示すものが多く、ラップありだと、アルカリ性や

酸性を示した。 

4.考察 

①と②について 
・食塩水は必ずしも中性とはいえない。水溶液にＯＨ－が含まれているから、アルカリ性になったと考

える。 
・飽和ＣＤは強いアルカリ性。他の塩と違うところは、粉末状で、塩製法が強いアルカリ性を示すイオ

ンが影響しているのではないかと推測する。 
・飽和Ｂが酸性になったのは水溶液の中でイオンの化学変化が起こっているのかもしれない。また、空

気中の二酸化炭素が溶け込んだ可能性もある。 
・海水のことを調べてみると、アルカリ性だと知った。海水の中には、いろいろなイオンが入っており

（Ｍｇ２＋等）それらがアルカリ性に導いている。 
③について 
・飽和だと、イオンがたくさん含まれるため、液性が変化しやすくなるのかも。また、空気中の二酸化

炭素が溶け込んだ可能性もある。 
④について 
・ラップ有りでも液性が変化した。ラップをしてないから何らかの化学変化が起こって液性が変わった

とはいいきれないことが言える。ラップ有りで変化したのは、ラップの成分も関係あるのかもしれな

い。 
・飽和の場合、液性がコロコロ変わる。きっと、ＢＴＢ溶液の中性の範囲が狭いので、イオンが多く含

まれる飽和なので変化しやすいのかもしれない。 
まとめ１：食塩水は、中性を示さないものもある。 
まとめ２時間が経つと変化するものもある。 
まとめ３：食塩の濃度が濃くなると（飽和水溶液）、液性は変化しやすい。 
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佳作 
化学 

南城市立玉城中学校 

津波古 笑来  片桐 花菜 

ゴーヤーの苦みをなくそう！ 

1.目的 

ゴーヤーについて特性を調べ、どうしたらゴーヤーの苦みがなくなるのかまで調べてまとめる。 

2.方法 

①カップにそれぞれの食材を入れ、水切りネットを置き、ゼラチンを入れる。時間ごとにゼラチンの溶

けた量を量り、タンパク質分解酵素のはたらきを確認する。 

②多くの食材の中でも酵素のはたらきが強い食材を選び、タンパク質分解酵素が活発に活動する温度や

時間を確認する。 

③タンパク質分解酵素で牛肉をやわらかくする条件を確認する①身近な食べ物を何性か調べる。 

②ゴーヤーの緑の部分とわたにわけて、何性か調べる。 

③熟したゴーヤーの緑の部分と熟したわたも、何性か調べる。 

④塩でもむと苦みがなくなるのか調べる。 

⑤油でいためると苦みがなくなるのか調べる。 

⑥ゴーヤーの切り方をかえると苦みが変わるのか調べる。 

3.結果 

①用意した７つの食べ物は中性か酸性になった。ゴーヤーは中性。 

②ゴーヤーの緑の部分とわたのどちらも中性だった。 

③熟したゴーヤーも熟していないゴーヤーも結果は変わらず、中性。 

④塩もみして、一日おくと全く苦みはないが、他は少し苦みが残っている。 

⑤油でいためると、生よりは少し苦みがなくなる。 

⑥切り方を変えると、苦みが変わった。 

4.考察 

●実験１～３において、ゴーヤーは熟していても、していなくても、予想していたアルカリ性ではなく、

中性だった。そして、部分によっても変わらず、中性だった。 

●この実験により、ゴーヤーの苦み成分の正体は、アルカリ性ではないと考えられる。 

●必ずしも、苦い＝アルカリ性、甘い＝中性、すっぱい＝酸性とは限らない。 

●実験４において、塩もみをして、一日ほどねかすと、苦みがなくなる。 

●塩もみの実験により、ゴーヤーに塩をしみこませることで、ゴーヤーの苦み成分が水分と一緒に出て

いったから苦みがなくなったと考えられる。 

●実験５において、ゴーヤーを油で炒めると、生よりは少し苦みがなくなる。 

●油で炒める実験により、ゴーヤーの苦み成分が油と一緒に出ていったか、または、油と反応して他の

物質に変わったと考えられる。 

●苦みのあった、輪切り、乱切り、粗いみじん切りは、繊維に対して垂直に切っているが、苦みがなか

った短冊切りは、繊維と同じ方向にそって切った。垂直に切ると、細胞を大きくこわしてしまうため

苦み成分が多く出ていったと考えられる。一方、繊維と同じ方向に切ると、細胞をこわさないため、

苦みが抑えられたと考えられる。 
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佳作 
化学 

沖縄県立球陽中学校 

仲松 日菜子 

一瞬で水を冷やすには 

～吸熱変化から見る塩の性質～ 

1.目的 

父が以前部活の顧問をし，重い氷でスポーツドリンクを冷やしていたことから，「もっと楽に冷たい

スポーツドリンクを作ることができないのか」，という疑問より手軽で持ち運びができる，また屋外で

も作ることができる瞬間冷却材を作りたいと思いこの研究を始めた。 

2.方法 

実験の方法は，容器の中に試薬を入れた後，水を加えて撹拌しながら１分ごとの温度変化を 30 分間

計測した。研究の進め方は，既製品の瞬間冷却材 A を中心とした実験結果を基に，より正確な実験結果

を得るため実験装置を改善した。その実験装置を使って，硝酸アンモニウムを基準とした濃度とスケー

ルの選定を行い，温度変化が一番大きかった比率で塩の性能評価を行った。温度変化が大きい塩を使用

して，実際にスポーツドリンクを冷やした。 

3.結果 

瞬間冷却材 A，硝酸アンモニウムをそれぞれビーカーに加えて実験し R²（近似曲線の決定係数）の値

を算出すると，それぞれ 0.9469，0.9055 となり，R²の値に信憑性が低かったため実験装置を改善した。

濃度の選定では硝酸アンモニウムの質量を固定し，スケールの選定では濃度の比率を固定して，それぞ

れ水の量を変化させて温度変化を測定した。共に硝酸アンモニウム：水＝20g：30ml の比率の時に最大

(-23.3℃)であった。基準とした硝酸アンモニウム：水＝20g：30ml を㏖比 1：6.5 に換算して塩の性能

評価を行うと，温度変化が大きかった塩は，硝酸アンモニウム(-23.3℃)，硝酸アンモニウムと尿素

(-29.9℃)，炭酸水素ナトリウムとクエン酸(-22.6℃)の３種類だった。この３種類の塩(塩：水＝1：10 の

㏖比)で実際にスポーツドリンクを冷やすと温度変化はそれぞれ-3.4℃，-7.1℃，-10.7℃となった。 

4.考察 

当初の実験では，試薬をビーカーに加えて実験を行ったところ，R²の値に信憑性がなかったため正確

に測定ができてないと考えた。そのため，問題点を挙げ実験装置を改善した。改善した実験装置は R²

の値に信憑性があったため問題点を改善できたと考えられる。基準の決定では，濃度とスケールの２つ

の基準選定を行った。濃度の基準選定では，温度変化が一番大きく R²の値に信憑性があった硝酸アン

モニウム：水＝20g：30ml が基準として一番適していると考えた。スケールの基準選定では，水の量が

20ml 以下だと外部からの熱の影響を大きく受けることが考えられ，水の量が 30ml 以上だと R²の値に

信憑性があるとみられた。それらの結果を踏まえ硝酸アンモニウム:水＝20g：30ml をスケールの基準

とすることにした。塩の性能評価では塩：水の比率を㏖比の 1：6.5 にし，分子の個数をそろえて実験

した。温度変化が大きかったのは溶け残りがなかった硝酸アンモニウム，硝酸アンモニウムと尿素，炭

酸水素ナトリウムとクエン酸で，この３種類を使って実際にスポーツドリンクを冷やすと，今回の実験

においては炭酸水素ナトリウムとクエン酸の組み合わせがスポーツドリンクを一番冷やすことが出来

た。 
 

－ 354 －



 
 

佳作 
化学 

那覇市立那覇中学校 

平良 菜穂子 

大根と豚肉を煮る 

1.目的 

やわらかくて味が染みたおでんや煮物は美味しい。煮物を作るには、野菜や肉を煮汁で煮込む必要が

あるが、家で食べるときには、作ってからすぐ食べるよりも、翌日に食べる方が美味しい。やわらかく、

味が染みているからだ。煮物を作るときに、材料がどのようにやわらかくなっていくのか、味がどのよ

うに染みていくのかを調べることで、煮物を効率的に美味しく作れるようにしようと思い、研究するこ

とにした。 

2.方法 

・大根や豚肉を煮汁で煮て、できたサンプルの重さ･やわらかさ（粘土を使って自作の装置を作成）･染

みた深さ･中心部の色を時間毎に測定した。 

・酒の有無でやわらかさや味の染み方に違いがでるかを測定した。 

・煮込む時と冷ますときのどちらで味が染みるかを測定した。 

・冷めるスピードがちがうと味の染み方が変わるかを測定した。 

・しょうゆの割合が違うと味の染み方が変わるかを測定した。 

・大根の断面の表面を薄く切り取り、プレパラートを作成して顕微鏡で表面の様子を観察した。 

3.結果 

・大根や豚肉は、煮込むほどやわらかくなり、重さは減った。 

・大根は酒の有無でやわらかさの変化に違いは見られなかったが、豚肉は酒入りの方が少しやわらかく

なった。 

・大根と豚肉は、煮続けるとやわらかくなり、大根は冷ますときに味が染みる結果となった。 

・酒を入れると味の染み方は高くなった。 

・冷めるスピードが遅いほど味が染みる結果となった。 

・しょうゆの割合で重さや染みた深さに違いは無かった。 

・煮込むほど大根の細胞壁の部分が壊れ、細胞が崩れていた。 

4.考察 

・沸騰させた状態で大根、豚肉をしょうゆが入った煮汁で煮ると、時間の経過でやわらかくなるととも

に、水分が抜けて重さが小さくなると考えられる。 

・大根は煮ることで細胞壁が壊れ、水分が抜けやすく、味が染みやすい状態になると考えられる。 

・煮えた状態から冷ますことで、味が染みやすくなる。その温度は 80℃以下で効果があると考えられる。 

・80℃以下でゆっくり冷ますことで、より味が染みると思われるが、冷めるスピードが速すぎると、す

ぐに味が染みにくい温度になり、味が染みない。 

・お酒を入れると、やわらかく煮ることができるが、タンパク質が主な成分となる材料で効果が高くな

るのではないかと考える。また、冷ますときにも味が染みやすくなると考えられる。 
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佳作 
化学 

宜野湾市立普天間中学校 

市場 智也 

ゲットウのヒミツに迫る！ 

～ムーチーはゲットウにくるまれ、守られているのか？～ 

1.目的 

サンニンの葉には食品を傷みにくくする働きがあり、沖縄では、昔から、生活の知恵として、サンニ

ンの葉が、多く使われてきた。わが家でも、母はこの効果を利用し、蒸しパン作りなどにサンニンの葉

を利用している。サンニン(ゲットウ)の葉には、本当に食品を傷みにくくする働きがあるのだろうか。

身の回りにある他の植物にも、同じような働きはないのだろうか。僕はそのことに興味を持ち、今回、

研究をしてみることにした。 

2.方法 

傷みにくいというのには、大きく分けて、①カビにくい、②菌が繁殖しにくい、の 2 つがあると考え、

採集した植物そのものや植物の抽出物について、寒天培地を用いて、抗カビ性と抗菌性を調べた。抗カ

ビ試験にはカビさせたパンから自分で単離したカビと市販のドライイースト、抗菌試験には納豆菌を使

った。溶媒抽出や自作装置での水蒸気蒸留により、抗カビ性・抗菌性成分の抽出も試みた。 

3.結果 

ゲットウの葉、ゲットウの花、ヨモギの葉、シークヮーサーの葉、パッションフルーツの果皮につい

て、抗カビ性を調べた結果、植物そのものでもエタノール抽出物でも、抗カビ性はないか、あってもと

ても弱いということが分かった。 

これらの植物の抗菌性を調べたところ、ゲットウの葉、ゲットウの花、ヨモギの葉に抗菌性が認めら

れた。溶媒抽出、水蒸気蒸留などにより、抗菌性成分の抽出を試みたが、抽出物は植物そのもののよう

な抗菌性を示さなかった。 

ゲットウ精油を購入して抗カビ・抗菌試験を行うと、抗カビ性は弱いものの、強い抗菌性を示したこ

とから、ゲットウの葉の防腐効果は、主に抗菌性によるということが明らかになった。 

4.考察 

抗カビ性については、カビの種類や培地成分の検討も行ったが、植物そのものでも抽出物でも活性が

見られず、市販のゲットウ精油も、ほとんど活性を示さなかった。イソジンで抗カビ試験そのものはう

まくいく確認はしたので、抽出方法や濃度の検討など、今後、条件を変えて実験を進めたいと思う。 

抗菌性については、ゲットウとヨモギで、植物そのもので活性が見られたが、抽出物では、ほとんど

活性が見られなかった。今回抗菌性を示した植物には、どれも独特の匂いがあるので、自作した水蒸気

蒸留装置で匂い成分(精油)の抽出を試みたが、蒸発しやすい精油を閉じ込めておくことができず、抗菌

性成分の抽出はできなかった。実験方法の確立に時間がかかり、今年はこれ以上の実験ができなかった

が、ゲットウの防腐効果が主に抗菌性によることを明らかにすることができたので、今後装置を改良し、

抗菌性を持つ精油を作ることに挑戦したい。 

今回、市販のドライイーストや納豆と寒天培地を使い、植物そのものを寒天上に置く方法で、簡単に

抗カビ試験、抗菌試験を行う方法を確立することができた。この方法で色々な植物を調べれば、まだ知

られていない有用な植物が見つかるかもしれないと考えている。 
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佳作 
化学 

国立大学法人琉球大学教育学部附属中学校 

仲地 琉希 

水草観察～FINAL 自然環境と水槽の環境の違い～ 

1.目的 

これまでに「水草の育成」や「水槽と自然界の浄化作用」について研究を行ってきた。そこで、「なぜ

自然界では生物が生息レベルの環境を維持できているのか」「どのようにして水が浄化されているのか」

「CO₂は添加しなくても良いのか」と疑問に思い、調べ学習と検証実験を通して調べた。 

2.方法 

水質測定を行う値を調べて、これまでのふり返りと詳細を調べる。これをふまえて、自然の水の流れを

再現する琉球石灰岩フィルターの作成と調べ学種に基づいた再現自然環境の縮図ビオトープを観察す

る。ビオトープ実験では、実際人農業用用水路から魚・エビ・水草・湧き水を採取して作成した。 

3.結果 

琉球石灰岩フィルターの実験では、雨水の数値に変化はなかった。そのため、フィルターの中に水がた

まるように改良し、浄化する距離と時間を長くしたところ、ｐH、ｇH、ｋH の数値の変化を確認する

ことができた。また、ろ過器と CO₂添加無しでビオトープを 12 日間維持することができた。また、6

日目にはアンモニア値の減少、8 日目には亜硝酸値の上昇、9 日目には硝酸塩値の上昇を確認できた。 

4.考察 

改良したフィルターでは、雨水に比べてｐH 等の値がいずれも上昇しており、これは自然界の雨水と湧

き水と同じような関係になっている。このことから、自然界でも、長時間水と琉球石灰岩を接触させる

ことによって、炭酸カルシウムが水に溶解すると考えられる。ビオトープ実験では、生物などから発生

したアンモニアが減少し、亜硝酸が上昇したのは、アンモニア酸化細菌が増殖したためと考えられる。

硝酸塩も上昇し、亜硝酸塩の減少が確認できなかったのは、亜硝酸酸化細菌が増殖したものの、全ての

亜硝酸を硝酸塩に分解できるほどの量まで達していなかったのではないかと考えた。水槽ではフィルタ

ーで水の浄化を行い、人の手によって換水をおこなっているが、自然界では雨水が琉球石灰岩を通り長

い時間をかけてゆっくりと浄化され、湧き水となって出てきている。また、生物の排出物や遺骸から発

生するアンモニアが、硝化菌によって比較的無害な硝酸塩に変化する。水槽では硝酸塩は水草に吸収さ

れるか換水によって取り除く必要があるが、自然界では脱窒菌によって窒素にまで変化されることによ

って、生物に無害なものとなっている。二酸化炭素に関しては、水槽では添加の必要があるが、自然界

では水に溶解する性質により、水中に十分量存在しているものと考えられる。 
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佳作 
化学 

国立大学法人琉球大学教育学部附属中学校 

小波津 奈緒  宮城 優芽  福井 紅葉 

食べ物に含まれる酵素 

1.目的 

おなかを壊したときに、母が消化に良いからといって大根のすり下ろしを入れたおかゆを作ってくれ

た。そのとき、以前に習った消化を助ける酵素の働きを思い出し、食物に含まれている酵素について調

べてみることにした。 

2.方法 

①さまざまな食材を用いて、肉が柔らかくなるかを調べた。 ②大根に含まれる酵素について、加熱

によって働きが異なるかを調べた。 ③パインの汁と消化剤について、はたらきの違いを調べた。 ④

果物に含まれる酵素のはたらきについてしらべた。 ⑤大根、消化剤、だ液にふくまれる酵素がタンパ

ク質を分解するかについて調べた。 ⑥だ液のはたらきの個人差について調べた。 ⑦トマトに含まれ

る酵素が、墨汁の汚れを落とすかについてしらべた。 ⑧酸、ビタミンが⑦の結果に影響していないか

を調べた。 ⑨煮沸したトマトの汁を使って、墨汁の汚れの落ち方を調べた。 ⑩トマト以外の野菜に

汚れを落とすはたらきがあるかについて調べた。 

3.結果 

①生パイン、キウイで特に柔らかくなった。 ②煮沸させた場合のみ分解されていないことが分かった。 

③生パイン、キウイともに分解作用があった。 ④消化剤では変化が見られなかった。 ⑤消化剤、大

根、唾液で、分解作用があった。 ⑥個人によって分解作用に差がみられた。 ⑦トマトの汁で墨汁の

汚れが落ちた。 ⑧酸やビタミンでは、汚れを落とす効果が見られない。 ⑨煮沸した場合、汚れを落

とす効果が見られなくなった。 ⑩きゅうりでは少し落ちたが、ニンジン、ジャガイモでは効果がなか

った。 

4.考察 

①、③、④より 

パイン、キウイにはたんぱく質を分解する酵素が含まれている。 

この酵素は熱によってそのはたらきがなくなる。 

今回使用した消化剤には、たんぱく質分解酵素は含まれていない。 

パインとキウイでは、パインの方が効率よくたんぱく質を分解する。 

②、⑤、⑥より 

大根にはでんぷんを分解する酵素が含まれている。 

この酵素は熱によってそのはたらきがなくなるが、冷凍させても壊れない。 

今回使用した消化剤には、でんぷんを分解する酵素が含まれており、唾液や大根より分解する働きが強

い。 

唾液がでんぶんを分解する効率には個人差がある。 

⑦⑧⑨⑩より 

トマトには汚れを落とす作用があり、この作用には酵素がかかわっていると考えられる。 

他の野菜にも汚れを落とす作用があると思うが、今回の実験では示すことができなかった。用いた野菜

の汁が少なかったためと考える。 
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佳作 
生物 

浦添市立港川中学校 

田村 日拡 

オオジョロウグモの糸（わく糸、けん引糸）の弾性限界強度について 

1.目的 

「いつかクモの巣に乗りたい」と小学校３年生から始めたオオジョロウグモの巣、糸の研究も今年で継

続 5 年目なる。 

 今年は、オオジョロウグモのわく糸、けん引糸の弾性限界強度について調べた。また、クモの体重と

けん引糸の強度との関係についても調べた。 

2.方法 

①採取の条件を調べる。（張ったばかりの新しい巣、天候の良い晴れた日、糸の長さを 5cm で統一） 

②オオジョロウグモに触れないよう気を付けながら、お尻からけん引糸を引き、枠に貼りつけ、5 日間

記録し、結果から考察する。 

③自然の状態にするため、日中は日の当たる所におく。 

③けん引糸とクモの体重の関係を調べるため、クモの体重を測る。 

3.結果 

・天気…晴れ、気温 30℃～31℃、その日張られた新しい巣から糸を採取。 

1 日目～5 日目までのわく糸、けん引糸の弾性限界強度を調べた結果、日によって強度が強かったり、

弱かったりの結果になった。 

・参考文献によると、クモを支えるけん引糸の強度は、ジョロウグモの場合、けん引糸はクモの体重の

約 2 倍の強度があるとあったが、オオジョロウグモでは、クモの体重の約 2.5 倍の強度があることが

分かった。 

4.考察 

・クモの糸の中でも特に強度の強いわく糸、けん引糸では、予想通り、わく糸の方が弾性限界強度が強

かった。これは大きな獲物が掛かって暴れても、簡単に巣が壊れないようにするため巣の枠を柔軟に

そしてより強くするためだと考えられる。 

・今回は、小学校から続けた研究に残った疑問や反省から糸の長さ、天候、新しい巣と条件を揃えて丁

寧に研究のやり直しをした。条件を揃えたことで研究材料と研究日数が少なかったので、次年度はさ

らに研究を深めるためにクモの数や研究日数を増やし、たくさんのデータ結果から考察したい。 

・日が経つにつれて強度が弱まるかと予想したが、日によって強度が変わり強度にもバラつきがあった。

これは、糸と日照時間、紫外線の強さが関係することが考えられるため、採った初日の天候だけでな

く、2 日目以降の天候、日照時間、紫外線の強さを記録、測定する必要があることに気がついた。次

年度は天候等について記録、測定し、より細かくて正確なデータになるようにしたい。 

・オオジョロウグモのけん引糸の強度は体重の約 2.5 倍になることが分かった。ジョロウグモに比べて

体が大きいためだと考えられる。 
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佳作 
生物 

豊見城市立伊良波中学校 

與島 明来 

太陽熱による葉の表面温度への影響 

1.目的 

なぜ、葉の表面温度は日光があたり続けても熱くならないのか、不思議に思った。日光による植物の葉

の表面温度を赤外線温度計で調べる。 

2.方法 

自宅に植えてある植物のうち６種類を使用し、５種類の葉の表面温度を赤外線温度計(パール金属社製)

で測定する。測定結果をもとにそれぞれの種類の温度や日中の温度変化を比べ、特徴をまとめる。温度

上昇を防ぐ工夫について調べる。いろいろな植物と葉の表面温度について調べる。 

3.結果 

６日間の測定結果。インパチェンスは気温よりも葉の表面温度が低くなった。オリヅルランは気温より

も葉の表面温度が高い時間帯が、測定した間で５日あった。グアバの緑葉はどの時間帯も気温よりも葉

の表面温度が低くなった。グアバの黄葉は、葉の表面温度変化と気温の変化が似ていた日が測定した間

で５日あった。モロヘイヤは常に気温よりも葉の表面温度は低く、測定した６種類の葉の中で最も低い

温度を示した。芝は、日なたの芝の温度が気温よりも高く日かげの芝の温度が気温よりも低くなる日が

測定した間で３日あった。ネギは葉の表面温度は、気温の変化と似た変化になった。 

4.考察 

まとめ 

➀６種類の植物の葉の表面温度を測定した結果から植物の葉は日光が当たっても表面温度が高くなり

すぎるのを防ぐはたらきがある。 

➁６種類を調べた結果から、植物の種類によって表面温度は違いがある。 

➂葉の表面温度が高くなりすぎないようにする仕組みは、葉の蒸散作用だけとは限らない。 

反省と今後の課題 

今回、葉の表面温度を１２日間測定したが、データの集め方に時間のばらつきがあって、整理できたの

は６日間のみになってしまった。測定するときには、条件をそろえることが、大事だと強く感じた。 

葉の水分、養分が常に移動し、温度の上昇を防いでいるとすれば植物の生きた活動を実感することがで

きた。 
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佳作 
生物 

本部町立伊豆味中学校 

嶺井 琉 

沖縄本島で初確認されたサソリモドキの調査 

君はタイワンサソリモドキか？アマミサソリモドキか？ 

1.目的 

沖縄本島でサソリモドキが初確認された。それも私のすんでいる本部町での発見である。日本にはタイ

ワンサソリモドキとアマミサソリモドキの２種類が生息している。沖縄県下では、近隣の伊是名島では

アマミサソリモドキが生息し、宮古八重山諸島にはタイワンサソリモドキが生息している。では沖縄本

島の本部町で見つかったサソリモドキはタイワンサソリモドキか？アマミサソリモドキか？沖縄本島

がサソリモドキ分布の境界線に当たる事、地理的な位置から調査する必要があると考えた。 

2.方法 

①本部産サソリモドキはアマミか?タイワンか？ 

・専門家からの聞き取り調査・アマミサソリモドキとタイワンサソリモドキの標本や写真、図鑑で特徴

の違いを調査する 

②サソリモドキの特徴や生態の調査 

・図書館や図鑑・インターネット・研究報告などから調査する 

③本部町の生息分布状況の調査(フィールド調査) 

・本部町の生息分布の確認・飼育観察 

3.結果 

アマミサソリモドキとタイワンサソリモドキの違いを調べ、さらに DNA 鑑定を行った結果本部産のサ

ソリモドキはアマミサソリモドキであることが判明した。琉球列島の成り立ちと生物相から推測すると

本部産のサソリモドキは自然分布であると考えられる。伊是名島と本部町は中琉球に位置し、琉球列島

の成り立ちの過程で、アマミサソリモドキの分布に関係している。古い時代に海峡となったトカラ海峡

とケラマ海峡で生物相が大きく変わり、そこを境に北琉球、中琉球、南琉球に分けられ、渡瀬線は世界

の生物区分上の旧大陸北区と旧大陸東洋区の境界であり生物相の違いが顕著である事から推測できる。 

4.考察 

１・サソリモドキの分布を地理的な位置から調査した 

琉球列島の成り立ちと生物相から考察した結果、本部産のサソリモドキは自然分布したと考えられる。

伊是名島と本部町は中琉球に位置し、琉球列島の成り立ちの過程で、アマミサソリモドキの分布に関係

している。古い時代に海峡となったトカラ海峡とケラマ海峡で生物相が大きく変わり、そこを境に北琉

球、中琉球、南琉球に分けられ、渡瀬線は世界の生物区分上の旧大陸北区と旧大陸東洋区の境界であり

生物相の違いが顕著である事から本部町で発見されたサソリモドキは自然分布である。 

２・本部産のサソリモドキはアマミか?タイワンか？ 

・タイワンサソリモドキ(オス)と本部産サソリモドキ(オス)の違いは触肢の桿状突起の形が異なり、タイ

ワンサソリモドキ(メス)と本部産サソリモドキ(メス)の生殖板の刻状紋が異なる。また、アマミサソリモ

ドキ(オス)と本部産サソリモドキ(オス)の触肢部分が類似していることから本部産のサソリモドキはア

マミサソリモドキであると考えられる。 
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佳作 
生物 

名護市立屋部中学校 

北村 渓登 

屋部川周辺の小鳥類調査Ⅱ ～スズメは減っているのか？～ 

1.目的 

６年ほど前に兄が屋部川周辺に訪れる鳥類相を明にし，探鳥地としての可能性を探った。その後，屋

部川周辺は，次々と建物が建築され，環境が変化している。今回の研究では，小鳥類を中心に調査を行

い，６年前の結果と比較し，変化が見られるか調べた。 

2.方法 

ルートセンサス法による小鳥調査を行った。つまり，ルートを歩きながら目視（肉眼または双眼鏡）

や鳴き声で確認できた鳥類を図鑑で調べ記録用紙に記録した。集計・解析は小鳥類８種類（スズメ，セ

ッカ，シロガシラ，シマキンパラ，メジロ，イソヒヨドリ，ジジュウカラ，ヒヨドリ）に絞った。 

3.結果 

今回の調査と６年前の調査を比較した結果，特にシギ類の個体数が減少していた。スズメの個体数は，

多い時と少ない時があった。シロガシラ，シマキンパラ，ヒヨドリ，イソヒヨドリ，セッカ，メジロの

個体数は多かった。シジュウカラの個体数は，多い場合が多かった。 

全国的にスズメの個体数が減っているとのことであったが，今回の調査では明確な結果を得られていな

い。 

4.考察 

屋部川周辺では，次々に新しい建物が建てられ，草地が減少し続けている。草地を生息環境とする小

鳥類にとっては，住み処や餌の減少が考えられる。    

シギ類の個体数が減少した。その理由として，シギ類の多くが渡り鳥なので，渡りの中継地として屋部

川の環境が少しずつ悪化している可能性が考えられる。また，各月の調査回数が６年前より減っている

ので渡り鳥を確認する機会が減った可能性がある。 

集計・解析した小鳥類８種類は，個体数が増えている種類が多かった。その理由として，これらの種

類は留鳥であり，かつ平坦地や民家周辺でも生息できる種類である。環境への適応性が高い可能性があ

る。また他の在来種に何らかの影響を及ぼしたり，競争が起こっているのかもしれない。今後調査を続

ける必要がある。 
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佳作 
生物 

沖縄県立開邦中学校 

清水 碧  瀧口 美都  神山 詩歩 

鶏の体のつくり -骨格と脳- 

1.目的 

・鶏の骨格構造と脳のつくり(鳥類の脳の構造や細胞観察)を調査。 

・脳の解剖をし、人間(哺乳類)と鶏(鳥類)の脳の構造の違いの考察。 

 (一部文献調査) 

・骨格標本をつくることにより、鶏が飛べる理由(翼の構造など)を考察。 

2.方法 

前回の研究で内臓の標本を作り、その時、骨格についての飛ぶための工夫や脳の作りについての新たな

疑問が生まれたため、それを調べてみようと思ったから。 

3.結果 

血がゼリー状に固まった。湯につけると羽毛が取れやすくなった。皮下に黄色い物質があった。ベタベ

タした。肉と皮の間に薄い膜がある。肺が背骨についていた。総排出孔の前の管の中に殻つき卵があっ

た。軟骨はとけず、触るとヌルヌルした。骨がもろくなった。骨がとけやすい部分（頭、首、胴）とと

けにくい部分（翼、脚）があった。骨の中は空洞であった。関節の部分は、骨と骨がきれいにはまった。

手羽の部分は、脚ほど骨が大きくなく、また、細かな骨が多くあった。手羽の骨格がハングライダーに

似ていた。足の腱が多かった。股関節は穴が開いていて、足の付け根がはまった。足の指が一本だけ違

う方向を向いていた。胸骨が大きい。目が横についている。足の骨が Z 型になっている。 

4.考察 

鶏も血中に血小板があると考えられる。恒常性(暑くなると毛穴が開く)を持っていると考えられる。皮

下脂肪があると考えられる。皮膚と筋肉が密着して、血管が潰れないようにするためだと考えられる。

肺を動かないように安定させるためだと考えられる。次に産む卵を準備していると考えられる。軟膏は

タンパク質ではないと考えられる。また、アルカリ性の水酸化ナトリウム水溶液により、ぬめりがでた

と考えられる。鶏は骨密度が低いと考えられる。骨の頑丈さが部分によって異なることから、飛びやす

いように四肢が丈夫になっていることが考えられる。骨密度を低くし、できるだけ体を軽くしていると

考えられる。軟骨がすり減っても骨がはまるようにしていると考えられる。飛ぶためにできるだけ骨を

軽くしている。また、飛ぶ際に風の抵抗を調整するために細かい骨が多くなっていると考えられる。両

者とも飛びやすい構造になっていると考えられる。飛ぶときにバランスを取りやすくしていると考えら

れる。足が細かな動きができるようにしていると考えられる。脚の可動域を広くするためだと考えられ

る。速く走るために地面との接地面積をできるだけ減らしながら、体を支えるためだと考えられる。つ

ばさを動かす筋肉を多くつけるためだと考えられる。鶏は草食動物であると考えられる。かかとを地面

につけず、地面との接地面積を減らし、走りやすくしていると考えられる。 
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佳作 
地学 

北中城村立北中城中学校 

後藤 麻衣 

浅井戸の研究 パート 2 

晴れの日と降雨後(中)の水量・水質の変化 

1.目的 

前回、課題に挙がっていた降雨量と浅井戸の取水量、回復時間との関係の調査、降雨と水質の変化、

疑問に残っていた突出した数値は降雨によるものか、を調べ天候特に降雨との関係について浅井戸の変

化を調べる。 
2.方法 

雨量を正確に知るために雨量計を作って設置し、雨が降った後や降りそうな日に前回と同様の方法で

取水量、回復時間を調査し、前回の晴天時の結果と比較した。5 回調査し、比較がしやすいよう、手書

きのグラフをエクセルに変換して傾向を調べた。 
また水質も、降雨後・中に同様に調べて前回（晴天時）と比較した。周辺の土質も調べてより詳しく

調査した。 
3.結果 

取水量は、突出していた 1 例を除くと前回(晴天時)と今回(降雨中，後)でほぼ同じだった。回復時間は、

取水量と違って降雨量によって差があり、降水量が多いと時間は短く、少ないと長くなった。晴天時(前
回)はさらに長くなっていた。 
水質は、全硬度・亜硝酸で、湧水、浅井戸とも等しく、前回と同様の結果だった。井戸水は、浅井戸

周辺の土質がアルカリ性だったにもかかわらず前回と同じ中性で、湧水も中性だった。鉄は、前回（晴

天時）と比べ、湧水は 0.05 で変わらなかったが、浅井戸 1 から 0.3 に減った。 COD については、浅井

戸は 7.5 から 5,湧水は 5 から 0 とともに減っていた。浅井戸の深さを変えて調べると地盤面から浅いほ

ど数値は大きく、深いほど小さくなった。 
4.考察 

取水量は、天候に関係なく、ほぼ一定であると判明した。回復時間は、降水量と反比例関係が成り立

っていることが分かった。今回、前回を含め手書きのグラフをエクセルに変換し重ね表示をして、近似

曲線の傾きを比較した。すると、前回行った少量取水の場合と今回の降雨の場合の傾きがほとんど同じ

で、前回の晴天時と比べて急だったことが判明した。つまり、現在の日々の使用量が浅井戸の適切な維

持管理の方法だと分かった。 
また、前回、突出していた取水量の数値は、天候による違いではなく、ほかの調査では地盤面に近い

ところで調査していたことに対し、高い所で調査していた高低差によるものだと考えられる。これは高

い所まで水を揚げるとポンプに負担がかかる事で水圧が弱くなり、周りからの回復力の方が早くなって

いたためだと考えられる。 
水質については、pH、全硬度、亜硝酸は降雨の影響を受けないことが分かった。COD は雨水の浸透

によって軽減することがわかり、地盤面からの深さによって地表の有機物浸透による影響が出ると考え

られる。浅井戸周辺の不透水帯であるクチャに、散在する鉄分をもつ細砂(無数の水脈を持つ)が存在す

ることで、降雨後の鉄や COD に大きな影響が及ぶと考えられる。雨が降れば土のろ過機能、浄化機能

が低下するのが一般的だが、浅井戸周辺の地層は硬くて密度が高い、有機物の少ない無機質な地層(ク
チャ)のため、降雨による水質の変化が限られたのではないかと考えられる。さらに水量にもこれによ

り大きな影響が及ぶと分かった。 
一度取水して完全な回復を待たず、連続取水した時どうなるか疑問に思った。降雨の影響を含めた調

査を行っていきたい。 
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佳作 
地学 

名護市立大宮中学校 

崎山 芽留  名嘉 いちず  松瀬 望叶 

北部の地層と岩石の研究 PartⅡ 

1.目的 

 中学 1 年の理科の授業で地層の学習をし、自分の住んでいる場所の地層や岩石がどうなっているのか

気になり、2 年で本部、今帰仁、名護を調べた。3 年ではもっと範囲を広げ、北部全体の地層、岩石を

調べ、まとめた。 

2.方法 

①地層がどのようにして堆積したか調べる。 

②地層を調べ、各種類の化石や岩石を採集する。 

③採集した岩石の場所や名前、特徴や分布などを調べる。 

④岩石がいつどのようにして出来たか調べる。 

⑤その岩石の主な鉱物を調べる。 

3.結果 

沖縄本島北部の地層は、名護層の黒色片岩と嘉陽層の砂岩と頁岩、本部石灰岩、琉球石灰岩、火成岩か

らできていることがわかった。 

4.考察 

去年の今帰仁・本部・名護の地層の研究から範囲を北部全体に広げた。その結果、沖縄北部の地層は名

護層の黒色片岩と嘉陽層の砂岩と頁岩、本部石灰岩、琉球石灰岩、火成岩からできているということが

分かった。 

No．25 や No．28 では褶曲が観察できたので、過去に大きな力が働いたと考えられる。 

去年の反省からスケールを入れることと分かりやすくするためにスケッチも入れた。 
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佳作 
地学 

国立大学法人琉球大学教育学部附属中学校 

木下 颯太  宮城 敬斗  與那城 令雄 

液状化現象を理解するパート 2 

～液状化を防止するには～ 

1.目的 

2 年前の熊本地震で、地震が他人事ではないと考え、震災の 1 つである液状化について調べた。昨年は

液状化現象を実際に再現して、液状化現象の起こる仕組みについて理解できた。今年は液状化現象の防

止策の１つである「天然砕石パイル工法」を簡易に再現し、砕石の大きさによる効果の違いを調べ、沖

縄における有用性について考えた。 

2.方法 

砂や赤土に水を加えて土壌を再現した。これを水槽に入れ、側面をこぶしでたたいて地震を再現した。

砕石の代用として水槽用の砂利を用い、土壌に指で深さ約１０ｃｍの穴をあけて、そこに砂利を詰めた。 

土壌を変えたり、砂利の大きさを変えて実験をおこなった。 

実験４では、吸水ポリマーを用いて、砕石パイルから排出される水の量を質量で算出した。 

3.結果 

１ 赤土を土壌とした場合、液状化はおこらなかった。 

２ 砂の土壌のみでは液状化現象が起きて家が傾いたが、砕石パイル工法を再現した場合では、液状化

現象は見られなかった。 

３ 砂の土壌のみでは、多量の水が地表から出てきた。砕石パイル工法を再現した場合では、５０ｍL

排出された。 

４ 砂利が「大」、「小」の時と比べて、「中」の方が砕石パイルの排水効率が良かった。 

4.考察 

１ 沖縄では赤土の土壌が多いので、比較的液状化はおこりにくいと考えられるが、埋め立て地では砂

が用いられていることから、液状化の被害が大きくなることが予想される。 

２ 砕石パイル工法を再現すると、地表で液状化が起こりにくかった。砕石の効果で染み出た水が保た

れ、地表まで出てこなかったためと考えられる。 

３ 排水口をつけて液状化対策を行った場合、多量の水が液状化により地表にたまった。そのあと、排

水口から砂と一緒に多量の水が排水された。しかし、砕石パイルを挟むことで、液状化が起こらず、排

水量が減ったことから、保水量は非常に高いと考える。 

４ 砂利の大きさが直径５ｍｍ、１５ｍｍにくらべ、１０ｍｍの方が排水効率が大きかった。今回行っ

た実験では、砂利を用いており、実際に工事で使われる砕石とは形状が異なっているため、最適な大き

さに違いが生じたのではないかと考える。 
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佳作 
地学 

恩納村立山田中学校 

久場 琴史 

続：父が遊んだ寺川（垂川）を調べよう 

～寺川の年間の変化と沖縄県の川を調べよう～ 

1.目的 

 昨年の研究で寺川の浄化作用が失われ富栄養になっていることがわかり、年間を通して水質が変化す

るのか調べたかった。グリーンベルトに適している植物やろ過装置を知る事で赤土対策になると考えた。 

沖縄の東西南北の川の場所により水質も異なるか調べたかった。 

2.方法 

・各川の歴史を調べ比較する。 

・フィールド調査では、水質や環境を調べる。 

・今後の寺川の水質改善のためにグリーンベルトに植える植物の種類や赤土対策に適したろ過装置を作

り、どのように利用できるのか考える。 

3.結果 

・周囲が田舎の所では環境整備がなされてなくて生活雑排水の流れ込みがあり、今後の環境整備が必要

である。 

・グリーンベルトでは富栄養の川では水分量の多いハイビスカスが適しており、富栄養ではない川はベ

チパーが赤土流出を抑えられる。 

・沖縄の川はＣＯＤが高く、生活雑排水で川が汚染され酸素が消費され生物がすみにくい環境である。 

・自然にあるもので作ったろ過装置で赤土対策ができる。 

4.考察 

・周囲が田舎で生活排水の環境整備が備わっておらず、生活雑排水が流れてしまうため寺川（垂川）で

はＣＯＤが年間を通して高い。 

・台風で水量が増したことにより水が一気に流れ富栄養が解消されたことから、自然にとって台風は大

事と考えます。 

・赤土の流出によって富栄養状態になっている川にはハイビスカスを、富栄養状態ではない川にはベチ

パーをたくさんグリーンベルトとして植えることで水質が改善でき、海への赤土の流れ込みも少なく

なると考えます。 

・沖縄全体の川ではＣＯＤの値が高く生物がすみにくい状況になっています。これは生活排水の環境整

備がなされていないからだと考えられますが、寺川の上流は山の中にあり周囲に人が生活しているわ

けではないのにＣＯＤ値が高いということが疑問に残ります。 

・奥川以外の３つの川で富栄養状態となっているため、肥料の流れ込みを少なくしていくことが大切だ

と考えます。 

・気温はアスファルトになっている部分は針が振り切るほどに上昇するため、できるだけ自然を壊さな

い方が良いです。 
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佳作 
物理 

沖縄県立石川高等学校 

阿嘉 遼太朗  山城 龍矢  屋良 朝陽 

電波で GO！part２  ～電波のエネルギーを集めよう～ 

1.目的 

石川高校は災害時の緊急避難場所として指定を受けている。災害時に外部から情報を得ることは重要で

ある。2 年前に科学同好会は、無電源ラジオを製作し、校内の電波マップを製作し、受信状況を調べ、

電波の特徴を調べた。今年度はこの研究を深め、無電源ラジオから得られる電波のエネルギーから電気

エネルギーに変換し、LED を点灯できないか研究を始めた。 

2.方法 

製作  倍電圧回路を用いたゲルマニウムの製作 

    大きさの異なるアンテナの製作（90cm、60cm、45cm、30cm） 

方法  電波塔からの距離と電圧の関係また、アンテナの向きと電圧の関係 

    アンテナを連結することで、より多くの電圧を拾えるか。 

3.結果 

〇アンテナの大きさや向きについて 

・アンテナで捉えることのできる電圧は、1 辺の長さに比例すると予想した。 

 結果は、アンテナのサイズが大きいほど電波を拾うが、周囲の環境がの影響を大きく受ける。アンテ

ナの向きはアンテナ塔に向かって縦向きがよい。  

  またアンテナが大きいほど向きの差が大きい。 

〇電波塔からの距離と電圧の関係 

・電波塔の前では電圧は 16V 発生し、LED が点灯した。しかし 1km もはなれると一気に電圧が下が

り、LED は電灯しなかった。 

〇アンテナの連結について 

・アンテナ同士を２つ連結したとき、ほとんどの地点で単体より逆に電圧は小さくなった。 

・アンテナとゲルマニウムラジオの組み合わせを連結すると、ほぼ倍の電圧を捉えることができた。 

〇LED の点灯について 

・校内の渡り廊下 50m にアンテナとゲルマニウムラジオ、90cm アンテナとゲルマニウムラジオを組み

あわせ、アースを工夫していくと、電波塔から 26km はなれた石川高校でも LED を点灯させること

ができた。 

4.考察 

50m のアンテナと 90cm のアンテナを利用したが、サイズの小さなアンテナを連結し LED を点灯させ

ることができるか。もっとも効率のよいアンテナの形について 
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佳作 
化学 

沖縄県立美里高等学校 

金城 藍  伊集 俊  屋富祖 百音 

簡易的な電気泳動ゲルの開発及び天然色素の新規単離法の確立 

1.目的 

電気泳動とは，電荷を帯びた分子が電場中を移動する現象である。電気泳動によって分析される分子

として，タンパク質や DNA などの高分子化合物があるが，そのゲルにはコストがかかるのが現状であ

る。本研究では手軽に入手できる材料を用いて電気泳動を簡便に行う方法を検討し，身近な植物色素の

電気泳動を行い，泳動が可能な色素の選抜を行うとともに，理論だけでは分かりにくい電気泳動の原理

の可視化が可能かどうかを検討した。 

2.方法 

一般的なスーパーなどで容易に手に入るゲル化剤であるアガーと寒天について検討を行った。さらに

食用色素の電気泳動が可能であるか確認したのち，乾燥および生の有色食材から天然色素を抽出し，代

替ゲルを用いて電気泳動が可能であるか実験を行った。 

3.結果 

本実験結果から高価なアガロースゲルの代替素材による電気泳動実験が可能であることが分かった。

また，これによって実験にかかるコストを 1/10 まで引き下げられることが分かった。また，天然色素

であるアントシアニン類の電気泳動が可能であることが分かり，これを利用してアントシアニン類の同

定の可能性が示唆された。 

4.考察 

本実験結果から，現在その機能性が期待されており，今後さらに利用されると考えられるアントシア

ニンの安価でかつ簡単な単離および精製方法，未知のアントシアニン類の同定方法や，加工によって変

化したアントシアニンの構造解析の可能性が示唆された。今後はさらに 適なバッファーの決定や実験

精度を高めながら，他のサンプルでもアントシアニンの単離が可能であるか研究を進めていきたい。 
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佳作 
化学 

沖縄県立南部農林高等学校 

安藤 圭市  西表 大貴  山里 将也 

サガリバナから洗剤がつくれるか 

1.目的 

校内を流れる河川を見てみると段差の所で泡だっているのが確認でき、合成洗剤などが多く入り込ん

でいると思われた。環境への負荷が少ない洗剤ができれば、河川がきれいになるのではないかと考えた。

ムクロジからシャボン玉をつくる報告を聞いて、私たちの身の回りにある植物で洗剤がつくれるではな

いかと考えた。本校にはサガリバナの木があり、サガリバナにはサポニンが含まれるとの報告があり、

サガリバナから洗剤がつくれるのではないかと思った。サガリバナから洗剤がつくることができれば、

環境への負荷が少なくなり、河川の水質がよくなると考え実験を行った。 

2.方法 

(1)学校周辺の河川（長堂川、国場川、饒波川、校内を流れる川）にはどのくらい界面活性剤が流れてい

るか。 

 陰イオン界面活性剤測定キットを用いて界面活性剤の濃度を測定した。 

(2)抽出条件の検討 

 サガリバナの種から効率よく界面活性剤の成分を抽出するには温度、濃度をどのように設定すればよ

いか濡れ実験（フェルト布が沈む時間）を用いて検討した。 

(3)薄層クロマトグラフィー（TLC）によるサポニンの確認 

 展開溶媒としてクロロホルム-メタノール-水（6:4:1）を用いて、展開させ、10％硫酸液を用いて発色

させた。 

(4)サガリバナ種子抽出液の洗浄力試験 

 湿式人工汚染布をサガリバナ種子抽出液に入れ、洗浄実験を行った。風乾後、布をスキャナーで取り

込み、布の中心部をフリーソフトのカラーピッカーで RGB の値を読み取り、洗浄効果を比較してみ

た。 

(5)サガリバナ種子抽出液の分散作用 

 サガリバナ種子抽出液にススの粒子を取り込み分散させる作用があるか確認してみた。 

3.結果 

学校周辺の河川（4 カ所）全てで陰イオン界面活性剤が確認できた。4 つの河川を比較すると饒波川

が高い値を示した。 

サガリバナ種の 5%の濃度、抽出温度は 50℃で一番はやくフェルト布が沈んだ。 

TLC の結果では 1％サポニン溶液は Rf 値 0.45 と 0.91 にスポットが確認できた。サガリバナ種子抽

出液は各濃度、各温度の抽出液とも.Rf 値 0.56 と 0.91、0.93 にスポットが確認できた。 

洗浄力はサガリバナ種子抽出液は 5％サポニン溶液と比べると低かった。分散作用は確認できた。 

4.考察 

陰イオン界面活性剤は直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウムなどがあり、家庭でよく利用され

ているものが多い。学校周辺の 4 つの河川では生活排水が流れていることがわかった。濡れ実験の結果

からサガリバナ種子の濃度 5%、抽出温度 50℃適していることがわかった。TLC の結果から市販されて

いるサポニンとサガリバナ種子抽出物に含まれているサポニンは違う種類のものだと思われる。濡れ実

験などからサガリバナ種子抽出液は界面活性剤としてのはたらきがあることがわかった。今後は界面活

性剤の性質について実験を行い、洗剤として利用できるようにしていきたい。 
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佳作 
化学 

沖縄県立球陽高等学校 

仲尾 優希  石原 妃奈  大濵 彩佳 

沖縄県産植物に含まれる無色の紫外線吸収物質の探索 

～オオバギの茎における発見と活用～ 

1.目的 

沖縄は日本本土と比較して強い紫外線が降り注がれている。そこで、沖縄産の植物には、紫外線を吸

収する物質が多く含まれているのではないかと考え、植物に含まれる紫外線吸収物質について研究を行

ってきた。過去の研究で明らかにしたベニイモ(皮)に含まれていた物質より，効果的で付加価値の高い

物質を見つけるために５２種類の沖縄産植物より紫外線吸収物質の探索を行った。また、その精製、活

用も試みた。 
2.方法 

52 種類の沖縄産植物を、皮・実・葉・茎・根などの各部位に分け、薄層クロマトグラフィー（TLC）

で紫外線吸収物質の有無を確認した。紫外線照射下における発光色の違いによって TLC を分類した。ベ

ニイモ(皮)と同じ発光色の植物 3 種類を TLC を用いて Rf 値の比較を行った。オオバギ(茎)抽出物に着目

し、極性の違う展開溶媒や紫外線の波長による変化、UV スペクトルにより比較検討した。オオバギ(茎)
のメタノール抽出物をオープンカラムクロマトグラフィーで分離・精製し、日焼け止めローションを作製

した。 
3.結果 

紫外線(365 nm)を照射して、紫外線吸収物質の有無を確認したとき、紫外線吸収物質が見られたもの

の中で、可視光では色素が見られなかったオオバギ(茎)・ゴボウ(皮)・タンカン(果皮)に含まれていた物

質は紫外線照射下において青色に発光し、これらはベニイモ(皮)に含まれていた物質と同じ色だった。

また、タイモ(皮)・ウコン(皮)・ヤマノイモ(皮)に含まれていた物質は、紫外線照射下において水色に発

光した。ピタンガ(果皮)・ライチ(果皮)・ウコン(実)に含まれていた物質は可視光では黄色の色素が見ら

れ,紫外線を照射した時にも黄色に発光した。植物の葉や茎などに含まれていた物質は、可視光では緑色

の色素が見られたが、紫外線を照射すると赤色に発光した。展開溶媒：酢酸エチルを用いて、ベニイモ

(皮)と同じ発光色であった物質のRf値を比較すると、オオバギ(茎)の物質はベニイモ(皮)と同じRf値 0.7
だった。次に、極性の高い溶媒(メタノール、エタノール、アセトン)を用いたとき、 これらの Rf 値に

わずかな差がみられた。オオバギ(茎)の抽出物のUVスペクトルでは、吸収極大が280nm付近であった。

作成した日焼け止めローションの使い心地はさらさらしていたが評価には個人差があり、香りに改善の

余地があった。 
4.考察 

紫外線照射下で黄色に発光した物質はカロテノイドであり、赤色に発光した現象はクロロフィルが紫

外線を吸収し発光するクロロフィル蛍光であると考えられる。また、青色と水色に発光した物質は新規

の無色の紫外線吸収物質とした。 
オオバギ(茎)にベニイモ(皮)と類似した物質が含まれていたことから同じ物質と考えた。そこで、展開

溶媒や紫外線の波長を変えると Rf 値にわずかに差が見られたが傾向がとても類似していた。また、オ

オバギ(茎)の UV 吸収極大はベニイモ(皮)と同じ 280nm 付近であったことから、これらは極性が非常に

類似していると考えられる。 
有効性の高いベニイモ(皮)に含まれる化合物と非常に類似していたため日焼け止めとして活用できる

と考え、活用した。作成した日焼け止めローションの香りと使い心地には改善の必要がある。また、商

品化へつなげるために効率の良い抽出方法も検討する必要がある。 
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佳作 
化学 

沖縄県立開邦高等学校 

中林 咲良  松島 果南  宮城 希凪  金城 有沙 

炭による汚れの吸着作用に関する研究 

1.目的 

普段食事を作る時などにでてくる生ごみを再利用することができないかと考えた時に長崎大学工学

部の研究より、トウモロコシの芯で作った炭の吸着による水の浄化ができることが分かった。これを受

けて、他の食品廃棄部で作った炭でも代用できるのではないかと考えた。 

この実験より、食品廃棄部から作った炭に不純物の吸着作用があるか、どのようなものが向いている

のかを考えた。 

2.方法 

①炭を作る。 

②ビュレットを二本用意し、片方には脱脂綿(ビュレットに詰めた時に厚さ五ミリ程度)と炭 1g を入れ、

もう片方にはメチレンブルー水溶液 20ml を入れる。 

③炭が入ったビュレットが下、メチレンブルー水溶液が入ったビュレットが上になるよう台に固定し、

炭が入ったビュレットの下には受け皿を用意する。 

④2ml/分で落ちるよう調節しながらコックを開ける。 

⑤炭が入ったビュレットから液体が完全に落ちなくなったら終了。 

3.結果 

分光器で測った結果、一番きれいになったのはバガスであった。 

カラコル(スマートフォンアプリ)で Green 値を測った結果、一番きれいになったのはバガスであった。 

目視用のメチレンブルー水溶液と比較することで、濃度を特定しようと考えていたが、枝豆やバガス

の実験では目視用メチレンブルー水溶液の一番濃度が薄いものよりも透明になってしまい、比較が不可

能だった。 

4.考察 

今回の実験結果から、六種の炭は全て不純物の吸着作用があり、その中でも一番不純物をきれいにす

ることができるのはバガスであることが分かった。また、不純物の吸着度合いとしてはバガス・備長炭・

枝豆の鞘に差はあまりないが、炭にするまでの工程でかかった時間は圧倒的にバガスが短く、六種の中

で炭にするのに一番向いているのはバガスだと考えた。 

水分が少ないこと、多孔質であることが不純物を吸着する炭に向いていることがわかった。 

食品廃棄部を火にかける前によく乾燥させ、細かくしておくことでより早く炭にすることができた。 

今後、炭の種類や不純物の種類によっては、食品廃棄部で作った炭を活性炭の代わりとして浄水フィ

ルターに使用することや、食品廃棄部をバーベキュー中や普段の料理中など、家庭でも簡単に炭にする

ことができるようになるのではないかと考えた。 
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佳作 
化学 

沖縄県立開邦高等学校 

城間 泰斗  古波藏 優也  森田 千聖  高嶺 朝輝  上江洲 大晴 

粉塵爆発の爆発条件とその変化 

1.目的 

・「粉塵爆発」が起こりやすく、かつ大規模になる条件を調べることで、粉塵爆発に起因する事故の防

止策を探るとともに、私たちの身の回りにあるあらゆる物質についてその取扱い方を再考し、日常生活

を安全にかつ今まで以上に有意義なものにする。 

2.方法 

・身近にある物質（薄力粉、グラニュー糖、餅粉など）を用いて人工的に粉塵爆発を発生させ、その規

模・諸条件を変化させたときの結果の変化などをノート・デジタルカメラを用いて記録する。 

・記録によって得られたデータを数値化し、表計算ソフトなどを用いて統計・分析する。 

3.結果 

・粉塵爆発を発生させる場所の環境について、ろうそくに点火してからビニール袋を被せてしばらく時

間をおき、周囲を温めながら上昇気流を強く発生させたときと、ろうそくに点火してからビニール袋を

被せてすぐに実験を開始した時とでは、爆発の規模にあまり大きな差が見られなかった（いずれの場合

もビニール袋の下部から空気が入り込むようにした）。 

・粉塵爆発に用いる試料（粉塵）について、粒子が大きいグラニュー糖（しけっているものと加熱して

乾燥させたもの）よりも、粒子の細かい薄力粉や餅粉の方が粉塵爆発が起こる確率が高かった。特に、

薄力粉に比べると粒が粗めな餅粉のほうがさらさらと乾燥している感触で、粉塵爆発が発生する確率・

規模の大きさともに大きくなりやすかった。 

4.考察 

・以上より、粉塵爆発の発生を防ぐためには、粉塵が空気中に飛散したら換気などを行って濃

度を下げる工夫をする等が有効であると考えられる。 

・温度と上昇気流に関する対照実験から、粉塵爆発の発生には周囲の気温・上昇気流の有無はあ

まり関係がないと言える。ゆえに、直接外の強い気流の影響を受けない場合のみで考えれば、粉

塵爆発の規模に影響するのは「粉塵の粒子の大きさ（重さ）」が小さい（軽い）ために空気中に

飛散していること、粉塵があまり「湿っていない（乾燥している）」ことによって飛散している

状態が比較的長い間続く（すぐに落ちない）こと、また乾燥していることによって引火しやすい

状態にあることが大規模な粉塵爆発を引き起こす要因の一部であると考えられる。また、大きく

爆発しやすい細かい粒子を用いた実験でも、粉の量を少なくすると爆発が起こりにくかった事か

ら、大規模な粉塵爆発が引き起こされるには、ある粉塵粒子に着火した炎が次々と周囲の粉塵粒

子に燃え広がることが出来るよう、空気中にある一定濃度の粉塵が飛散していることも必要だと

考えられる。また、薄力粉よりも餅粉の方が乾燥していて爆発しやすかったのは、薄力粉の粒子

があまりにも細かいために周囲の湿度の影響をよく受け、吸湿してしまった為であると考えた。
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佳作 
生物 

沖縄県立八重山高等学校 

大濵 珠希  大浜 朋笑  仲田 蒼史 

石垣島のムカデミノウミウシの研究 

1.目的 

石垣島の真栄里海岸に行ったときに、後方礁原のタイドプールやその先の浅瀬に海藻の一種のラッパモ

クの仲間が多数生えており、ウミウシがたくさん付着していた。海藻にたくさん集まっているのは珍し

いと聞き持ち帰った。図鑑で調べるとムカデミノウミウシであることが分かり、さらにムカデミノウミ

ウシの背側突起には褐虫藻が共生していてサンゴと同じような仕組みがある事がわかった。興味がわい

たので研究することにした。 

2.方法 

① 石垣市真栄里の海岸約 500m の区間をラインセンサスして、ムカデミノウミウシが何匹いるか、ど

こに多いかを調べた。（野外調査） 

② 直径 30cm の円形水槽を用いて、フトユビシャコにムカデミノウミウシが食べられるかどうかを調

べた。（被食実験） 

③ 海藻のラッパモクと、調査時にタイドプールで見つけた海藻タカノハヅタを水槽の両端に設置し、

ムカデミノウミウシラッパモクを選択するかどうかを調べた（選択実験）。 

④ 黒い紙を水槽（8 ㎝×16 ㎝×9.4 ㎝）につけて、明るいところと黒いところをつくり、光走性があ

るかどうか観察した（光走性実験）。 

3.結果 

① 野外調査は 7 月から始めた。観察ごとに個体数は変動したが、よく見かける地点は同じだった。9

月が 71 個体確認で、一番奥確認できた。しかし、その後は一匹も確認でなかった。また、10 月から

は海藻も減ってきていた。 

② 30 日の観察で、実験を開始して 2 日目に 1 匹バラバラにされたが、その後捕食されることはなか

った。 

③ ムカデミノウミウシは、どちらの海藻も選択することなく、水槽のガラス面の上部を移動している

ことが多かった。 

④ 水槽の明るい方に留まり、暗い方へは行くことがあってもすぐ明るい方に移動する行動がみられた。 

4.考察 

①世界のウミウシによると水中写真の投稿数は 8 月から 10 月にかけて減っています。写真の投稿数が

生息数を反映しているとすると。この期間は生息数が少ないことになります。今回 9 月が一番多くなり

ました。この違いについては今後観察を重ねて考えていきたいと考えています。 

②文献によると、背側突起の先端部分に刺胞脳があり被食されにくい構造になっていることが示されて

います。シャコが 2 匹目を攻撃しなかったのはこのシステムがあるためと考えました。 

③④褐虫藻と共生しているだけでなく、ムカデミノウミウシには正の光走性があることが明らかになり

ました。ミノウミウシは光だけで長期間飼える種であることが書かれています。今後は生態学的仕組み

や共生の仕組みをさらに解明していきたい。 
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佳作 
生物 

沖縄県立八重山高等学校 

田渕 鈴夏 

石垣島アンパルのキバウミニナの研究 

1.目的 

名蔵湾アンパルでは厳しい環境下でも大きく数を減らすことのないキバウミニナに興味を持った。前年

度は、たまたま見つけたキバウミニナの卵塊について興味を持ち調査を行ったが、産卵時期や孵化まで

の期間などははっきりとわからなかったので、今年度は、アンパルにおける①キバウミニナの分布調査

②行動範囲③産卵時期について調査することにした。 

2.方法 

①分布調査；名蔵大橋からスタートして百メートルごとに 1 メートルのコドラートを設定し、コドラー

ト内に生育していたマングローブの種類、ほか、各種環境測定を行った。 

②行動範囲調査；分布密度の異なる３地点で２メートルのコドラートを設置し、枠内にいたキバウミニ

ナにマーキングを施し、８月 22 日～９月８日までの半月間の行動範囲を調査した。 

③産卵時期の特定；調査のたびにマングローブの根元での卵塊の有無を確認した。また、卵塊を採取し

て飼育し、1 週間ほど観察した。 

3.結果 

①分布調査；生息密度の高いところと低いところがパッチ上に現れた。 

②行動範囲調査； 大で９ｍも移動していた。移動した個体の平均移動距離は約 40cm だった。 

③産卵期の特定；６月中旬～８月中旬の夏場の短期間（２ヶ月間）に集中して産卵することがわかった。

飼育では、幼生が２日目に孵化するのが確認できた。 

4.考察 

①キバウミニナの分布について；キバウミニナはオヒルギとヤエヤマヒルギを好み、その種類にかかわ

らず密度にばらつきがあることがわかった。さらに、河口側に少なく、上流側に多く生息していた。そ

の理由として、キバウミニナは砂地より泥地を好むことが示唆された。エサとなるマングローブの葉は

アンパル全体でどこでも十分に得られるので、分布を決めるのは底質（土壌の性質）である可能性が高

い。 

②キバウミニナの行動範囲について；マーキングして確かめてみると、10 メートルほどの距離を２週間

で移動していた。普段ののんびりに見える動作とは裏腹に、非常にアクティブに移動するということが

わかった。①の結果から、一見キバウミニナの生息状況（密度）はパッチ上に見えるが、実は広い範囲

で行き来していることが示唆された。 

③キバウミニナの産卵時期について；産卵期の特定とともに、その量の多さは特筆すべきだ。２ｍのコ

ドラート２カ所で、２週間で約 90 個の卵塊が産卵された。これを、アンパル全体で考えると、とてつ

もない量の卵や幼生が干潟や名蔵湾に供給されていることになる。 
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佳作 
生物 

沖縄県立開邦高等学校 

久場 七星  井上 優芽  平良 佳子  真榮平 夏菜  美濃 里彩子 

宮城 帆乃佳  山谷 悠夏 

センダングサの防虫効果 ～野草の活用方法を考える～ 

1.目的 

カタツムリからの作物への被害を農薬などの化学物質を使用せず，かつ効果が知られておらず身近に

生息しており，簡単に集められる外来種の野草を用いて減らせないかと考え行った。 

2.方法 

ペットボトルで作成した実験装置の一方にセンダングサを入れ、もう一方は対象として水を入れ行っ

た。実験１では、センダングサを煮出した液を使用し、実験２では、葉、茎、花それぞれを生の状態で

使用した。実験装置の中央にカタツムリを入れ、忌避傾向を測定する。 

3.結果 

実験１ 

センダングサと水では、カタツムリの忌避傾向に差が見られなかった。 

実験２ 

センダングサと水で、カタツムリの忌避傾向に差が見られた。 

センダングサをちぎった場合で、10g 以上使用した場合に、特にカタツムリが避ける傾向が見られた。 

4.考察 

実験１ 

 実験の時間が十分ではなかったのではないか。 

実験２ 

ちぎっていない葉，ちぎった葉，茎のうち， もカタツムリが嫌う傾向があるのはちぎった葉である

と考えられる。さらに、試料のグラム数が多くなるほどより防虫効果が得られるのではないかと考えら

れる。 

また，日によってそれぞれの試料とカタツムリの平均移動距離に違いが見られたが，これらは気温，

湿度はあまり影響がないようである。 
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佳作 
生物 

沖縄県立辺土名高等学校 

長谷川 瑶碧  宮城 龍樹  徳盛 なつき  儀間 竜之介 

島ヤギの嗜好性について 

～ヒージャーは外来植物駆除の救世主となれるか～ 

1.目的 

沖縄方言で「ヒージャー」と呼ばれるヤギは、琉球王朝時代から飼育されている家畜であり、沖縄では

食用として人気が高い。本校では雌の島ヤギ「もも」と雄でトカラヤギと島ヤギの雑種である「一郎」

を飼育している。2 頭は食用ではなく、校庭の除草をする役割を担っている。世話をしている中で、私

たちと同じようにヤギにも食べ物の好き嫌いがあるのか気になった。また、近年問題となっている外来

植物を食することがわかれば、外来植物の駆除に有効なのではないかと考え、研究をはじめた。 

2.方法 

Ⅰ．予備実験･･･校庭や学校周辺の多くの植物が繁茂する場所にヤギを連れて歩いたり、繋いだりして

どの植物を好んで食べているのかを観察する。 

Ⅱ．嗜好性実験･･･予備実験や文献等によって得られた、ヤギが好む植物を 10 種類選び出し、2 種類を

同時に見せ、どれを食するかを観察した。同じ種類の実験は 5 回ずつ行い、先に食した植物を「勝

ち」として勝敗をつけた。個体による違いや、気分次第で嗜好が変わることも考えられるので、雌

の「もも」と雄の「一郎」の両個体で、日にちを変えて 2 度同じ実験を行った。 

Ⅲ．特に警戒すべき外来植物の摂食実験･･･特定外来生物のツルヒヨドリや緊急対策外来種のアメリカ

ハマグルマや要注意外来生物のセンダングサ類を与えて摂食するか、また、それらの植物が繁茂す

る場所での除草効果を観察する。 

3.結果 

Ⅰ．ヤギは草食動物であり、植物の葉を中心に茎や樹皮なども食する広食性を示した。枯葉やスダジイ

の実（ドングリ）も食べることがわかった。摂食する植物の中でも嗜好性はあることが観察によっ

てわかった。クサトベラ、キダチハマグルマ、グンバイヒルガオなど食さない植物もあった。 

Ⅱ．雌ヤギ「もも」は、ｵｵﾊﾞｷﾞ＞ｼﾏｸﾞﾜ＞ﾉｶﾗﾑｼ＞ｱｶﾒｶﾞｼﾜ＞ｼﾛﾉｾﾝﾀﾞﾝｸﾞｻ＞ﾌﾞｯｿｳｹﾞ＞ﾂﾙｿﾊﾞ＞ﾋﾗﾐﾚﾓﾝ＞ｾ

ﾝｴﾝﾎﾞｸ＞ﾈｽﾞﾐﾓﾁの順で好むという結果が得られた。雄ヤギ「一郎」は、ｼﾛﾉｾﾝﾀﾞﾝｸﾞｻ＞ｼﾏｸﾞﾜ＞ｵｵﾊﾞｷﾞ

＞ﾌﾞｯｿｳｹﾞ＞ﾉｶﾗﾑｼ＞ｱｶﾒｶﾞｼﾜ＞ｾﾝﾈﾝﾎﾞｸ＞ﾋﾗﾐﾚﾓﾝ＞ﾂﾙｿﾊﾞ＞ﾈｽﾞﾐﾓﾁの順であった。 

Ⅲ．シロノセンダングサは 2 個体とも好んで食べる。ツルヒヨドリについても摂食することがわかった。

アメリカハマグルマについては刈って与えるとほとんど食しないが、生えている状態では新芽など

の先端部分を食べることがわかった。 

4.考察 

日本各地においてヤギの野生化の問題があるが、今回の実験で確認した広食性と水をあまり飲まない性

質が様々な環境に適応する大きな要因であると考える。食しない植物については、成分などに共通性が

あるのか今後明らかにしたい。センダングサ類は身近な雑草として沖縄島の様々な場所で繁茂している

が、本校の 2 個体のヤギがどちらも好んで摂食し、除草に有効であった。特定外来生物のツルヒヨドリ

についても食することがわかったが、除去したものを移動させることはできないので、ヤギを運ぶ必要

がある。アメリカハマグルマの生えている場所で放牧すると、他の植物を選んで摂食し、ハマグルマを

のみを残しかねないので、注意が必要である。 
 

－ 377 －



 
 

佳作 
生物 

沖縄県立向陽高等学校 

新垣 瑠良華  新里 凜  城間 里沙子  内間 ひより  寺下 七海  金城 未夢 

飼育下におけるシリケンイモリの成長Ⅳ 

～今年上陸個体から飼育４年目個体まで～ 

1.目的 

沖縄の固有種であるシリケンイモリは近年南部地区で生息地が減少し絶滅の恐れがある希少種である

(北部地区では生息地が守られている)。そのイモリは、繁殖可能年数や上陸後の生態など不明な点も多

い。本校イモリ班は長期飼育を続けることで、繁殖可能年数を確定し、また体重等の年次変化を飼育下

の条件で解明する事を目標に研究を行う 

2.方法 

１．長期飼育個体は水槽に水を張り、赤虫を定期的に与え、月ごとの全長、体長、体重を測定した。ま

た、5 月に上陸した上陸 1 年目個体は土を湿らせ水場を設置し(自然状況に近い環境で)飼育した。飼

育個体は月ごとの全長、体長、体重を測定した。  

２．繁殖期 12 月に雄雌で飼育し、気温水温と産卵のタイミングを確認する。 

3.結果 

１．上陸 1 年目個体が９０ｍｍ程度まで成長するのに 4 年前は 19 ヶ月かかったが、今年度は 9 ヶ月で

同程度まで成長し 3 年前に予想した成長曲線が間違いだったことが分かった。このまま次年度まで

成長を続けると成熟個体になるのに 3 年でなく 2 年目で繁殖可能になると想定される。 

２．上陸 3，4 年目の個体の成長は全長・体長とも緩やかになる。体重は昨年同様夏場に減少し、冬場

に増加することが今年も確認できた。 

３．昨年 1 月に入り上陸 2 年目の個体のなかで産卵した個体がいた(昨年未発表)しかし、産卵を直に目

撃するのは難しいことからどの個体が産卵したか不明である。 

4.考察 

１．シリケンイモリは上陸 2 年目で産卵可能に成熟するのか？（本土に生息するアカハライモリは上陸

3 年目と文献にある）しかし、アカハライモリが冬眠するのに対し、シリケンイモリは冬眠せずまた、

冬場体重の大幅な増加があることから、次年度 2 年目個体でまた産卵が確認できるか検証が必要で

ある。 またシリケンイモリは乾燥に強く、上陸個体はほとんど水場に入らない(水場で小個体が見ら

れない)が、夏場の日中や冬場でも乾燥した状態では岩場でじっとしていないと感想で干からびてし

まうことが飼育下でわかった。特に気温が低くなる 10 月以降の少雨時は小個体にとって乾燥し危険

な環境であると想像される。 
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佳作 
地学 

沖縄県立那覇高等学校 

川間 彩加  宮良 かのん  嘉手川 智穂  名護 姫奈 

台風の研究～観測記録を活用して～ 

1.目的 

学習した台風の一般的なコースが近年の台風の進路について当てはまるのか、また台風が本当に大型

化しているのか疑問に思い、本校に設置されている観測装置のデータや先輩方の黒点観測データを用い

て研究した。 

2.方法 

①那覇高校に設置されている観測機のデータを抽出し、 低気圧、 大雨量、 高瞬間風速の時間帯を

それぞれまとめる。 

②過去の気象観測データのうち 2013 年～2018 年までに、日本に接近・上陸したものを調査対象とし、

また、南西諸島については沖縄本島に接近した台風とする。 

③台風のエネルギー源となる暖かい海水を作り出す原因として太陽の活動との関連性を検討する。 

 ※観測装置の不具合のため 2018 年８月以降は含まない。 

3.結果 

①日本列島付近まで北上する台風の多くは東方向へと進路をとる。しかし、高気圧が楕円のような形状

に張り出している場合はその周囲を移動することや、コースを西にとる場合は太平洋高気圧が台風のコ

ースに多くの影響を与えていることがわかった。熱帯低気圧や低気圧など他の渦が近くにある場合は互

いに干渉しあい、台風は反時計回りにその渦を回って移動することが分かった。 

②沖縄本島の南を通過する台風は接近前後で風雨が強く、特に接近後に反時計回りに吹き込む台風の風

が進行方向に対して逆に吹く吹き返しと推測される強風があった。雨は、海面からの水蒸気をエネルギ

ーとしており、台風の中心へと吹き込む際に水蒸気が雨として断続的に消費されていると考えられる。 

③1951～2017 年までの 67 年間で、台風の発生個数は 1967 年の 39 個や 1997 年・1994 年の 36 個、1998

年の 16 個、2010 年の 14 個など変動はあるが年平均 25.6 個であった。地球全体の平均気温は緩やかに

上昇しているものの、台風の発生数には影響が見られないので、関連は少ないといえる。 

4.考察 

台風の影響は台風の強さや大きさだけでなく、可航半円や危険半円なのかも重要であると分かった。

温暖化や黒点の増減と、台風の発生個数の関係については、温度が徐々に上昇していることは分かった

が、1960 年代の台風の発生個数や強さは際立っており、温暖化との相関性はあまりないと考えられる。

また、太陽活動と台風活動はやや相関傾向があることが分かった。 

 以上のことから、今後の台風の仮説として、『地球温暖化が進めば、海水の蒸発量は増加する。対流圏

は、暖められた大気により、対流圏界面の高さが高くなり、今よりも背の高い積乱雲が形成されやすく

なり、台風の雲も巨大なものになる。広範囲に台風の雲が広がり、中心付近の 低気圧と目の気圧の差

が大きくなり、台風の暴風域や強風域も大きい台風「（強風域が）超大型で（ 大風速が）猛烈な台風」

が出現する』と考えられる。現段階ではその兆候はないが、今後、温暖化によって台風が巨大化する可

能性は高いと推測されているシステムについて理解することができた。 
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佳作 
地学 

沖縄県立球陽高等学校 

名嘉真 華西  新城 マライア  仲村 梨聖  我謝 伊吹 

土壌と植物 ～身近なものから pH を調整する～ 

1.目的 

植物には酸性土壌でよく生育する植物と、アルカリ性土壌でよく生育する植物がある。そこで、身近に

あるものを利用して、土壌の㏗を調整することができないかと考えた。さらに、調整した土壌に植物を

植えて成長までを含めて研究したいと思った。 
2.方法 
【予備実験】 
色々な文献を参考に、独自の土壌 pH 値を定め、球陽高校の土壌の pH 値を求めた。 
【実験１】 
酢、レモン、米のとぎ汁、豆腐の汁、牛乳、重曹を土壌に混ぜ、それぞれに精製水も入れて、その上澄

み液で pH 測定を行った。しかし、重曹以外の差が小さかったため、混ぜる物質をいくつか変更して、

再度実験を行った。 
【実験 2】 
海水、米のとぎ汁、柑橘系果物の皮、柑橘系の皮（灰）、落ち葉を使い、直接土壌の pH 値を測定した。 
実験 2 の土壌を使用し、実際にほうれん草の種を植え、発芽の状況や成長過程を比較観察し、その成長

過程から植物に 適な土壌の pH に調整できるものは何かを調べた。 
3.結果 
・実験 1 では、上澄み液を使用したので、重曹以外は差が小さかった。 
・実験 2 では、右のグラフの結果となった。海水、米のとぎ汁、落ち葉は、

25g 以降増やしていくと pH 値が下がっていった。 
柑橘系果物の皮（灰ににしたもの・していないもの）は、実験途中から資料

を準備することができなくて、測定できなかった。 
・実験 3 では、以下のグラフのようになった。 
・落ち葉は、一番よく育つと考えていたが、芽が出なかった。 
・海水は、ミネラルが豊富なため、よく成長すると考えていたが、目がでなかった。 
・柑橘系果物の皮（灰にしたもの）は、はじめよく育ったが、灰追加時に切れてしまった。 
・柑橘系果物の皮（灰にしていないもの）と、米のとぎ汁は順調に成長している。 
・発芽日数に差がみられ、何も加えていないものより、3 日速く芽が出た。 
しかし、その後の成長過程をみると、何も加えていないものが急速に成長した。 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.考察 
・身近なものを使って、土壌の pH 値をある程度調整することはできると思うが、発芽後の成長にあっ

た pH 値がどの程度のものなのか、よく調べることができなかった。 
・調整した土壌において、作物は途中で成長が止まったりするものもあり、うまくいかなかった。 
・課題として、発芽後の成長を長期間観察し、土壌の pH 値や与える肥料の濃度等の比率を割り出し、

作物を育てる時の指標となるものを調べたい。 
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佳作 
産業 

沖縄県立宮古総合実業高等学校 

糸数 琉基  洲鎌 清香  佐久本 鈴  根間 響  狩俣 蓮  小禄 竜貴 

前原 龍成  濱川 義幸  福里 啓人 

トマト栽培及びカボチャ栽培における酢酸カルシウムの有効性に関する研究 

1.目的 

本校生物生産科では、学科で生産されているタマゴを利用してケーキなどの加工品を生産している。

その際、大量にタマゴの殻が廃棄されていることを知った。このタマゴの殻を野菜栽培に有効活用でき

ないかと考えた。また、４月に温室で栽培されていたトマトは尻腐れ果が多く、約 50％も廃棄されてい

た。授業で、酢とタマゴの殻を反応させることで酢酸カルシウムという特殊肥料が作れることを学習し

た。学校で廃棄されているタマゴの殻から酢酸カルシウムを作り、様々な野菜に活用することで、化学

肥料だけに頼らない、環境に優しい農業を実現できるのではないかと考え研究を始めた。 

2.方法 

大玉トマト、中玉トマト、カボチャの３つの野菜を選定し、栽培研究を行った。本研究で使用した酢

酸カルシウムは、市販の酢と校内で廃棄されているタマゴの殻を反応させることで生成した。対照区と

して、市販の有機質液体肥料を用いた。トマトの栽培期間中、温度、土壌のｐH・EC、葉の SPAD 値（葉

緑素含量の値）を定期的に、各種分析機を用い調査した。 

トマト栽培では、収穫総重量と尻腐れ果の発生率に着目し、酢酸カルシウムの有効性を評価した。 

カボチャ栽培では、収穫総重量と果実の平均重量に着目し、酢酸カルシウムの有効性を評価した。 

3.結果 

・大玉トマト栽培において、酢酸カルシウム施肥区は対照区に比べ、収穫総重量が６kg 多く、尻腐れ果

による廃棄率が２％低くなった。 

・中玉トマト栽培において、酢酸カルシウム施肥区は対照区に比べ、同程度の収穫総重量が得られ、尻

腐れ果が発生しないことがわかった（対照区では尻腐れ果が 75g 発生した）。 

・カボチャ栽培において、酢酸カルシウム処理区は対照区に比べ、収穫総重量は 84kg 多く、果実の平

均重量は 140g 重かった。 

4.考察 

・３種類の野菜栽培で対照区に比べ、処理区の収穫総重量が多いことがわかった。酢酸が植物に及ぼす

効果として、クエン酸回路に働きかけることで、新陳代謝を活発になるといわれている。よって、酢酸

カルシウムに含まれる酢酸が収穫総重量に影響したと推察する。 

・大玉トマトの廃棄率は対照区で 48％、処理区で 46％とともに高い数値だった。主な要因として、今

年度は 11 月を過ぎても温室内の温度が 30℃の高温が続いたことが考えられる。 

処理区が対照区に比べ、尻腐れ果の廃棄率が低かった要因として、酢酸カルシウムに含まれるカルシウ

ムがトマトに吸収されたことが推察される。また、尻腐れ果が発生しにくい中玉トマトにおいて、対照

区で発生し、処理区では発生しなかった。 

 よって、本研究で作成した酢酸カルシウムはトマト、カボチャ栽培において収穫量の増加や、トマト

のしり腐れ果軽減に有効性が見られた。今後は、酢酸カルシウムの濃度を検討していきたい。 
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佳作 
産業 

沖縄県立南部農林高等学校 

山入端 きらら  諸見里 咲紀  金城 寛加  島袋 優希  幸地 真央  仲里 優奈 

仲宗根 奈美  松下 理紗  運天 章吾  喜友里 優希 

沖縄の新土産開発プロジェクト ～ 城下町っ子の挑戦 ～ 
1.目的 

泡盛は沖縄を代表する蒸留酒であるが、近年では嗜好の多様化などから、出荷額が減少傾向にある。発酵・醸造に

関する学習の経験から、「泡盛梅酒を製造した後の梅が年間約 30t 廃棄されているようである。どうにかできない

か。」と考えた。泡盛製造業に貢献したい。首里の城下町に住む私たちは、「城下町っ子プロジェクト」として廃棄

梅を活用した商品開発に挑戦した。 
2.方法 
挑戦１：廃棄梅を利用した新商品の開発 
 １、データ分析  
２、琉球菓子の新商品開発 

（１）きっぱん風梅菓子製造、（２）梅入りちいるんこう製造 
挑戦２：商品化に向けた取り組み 
１、大量生産方法の研究  ２、観光客へのアンケート調査 

挑戦３：普及活動 
3.結果 
挑戦１  
１、データ分析 
沖縄を訪れる観光客の７割以上が日本人で、その観光客のアンケートで「沖縄の土産品は大変満足」と答えた人が

38%という低い結果であった。 
２、琉球菓子の新商品開発 
（１）きっぱん風梅菓子製造 
  アンケート結果から、琉球菓子の認知度が低いことがわかった。きっぱん風梅菓子製造には、薄力粉５%添加

区が味・触感とも良かった。 
（２）梅入りちいるんこう製造 
  ちいるんこうへのきっぱん風梅菓子 35%添加区が味・香りともに良く、油脂はラード６%添加区が味・香り・

膨張率・食感を総合的に見て良かった。また、マフィンカップ型での製造にも成功した。 
挑戦２ 
１、大量生産方法の研究 
・トッピングキットを作製し、トッピング時間を短縮することができた。 
・回転式二重釜で蒸煮することで、大量で良い生地を作ることができた。 
・蒸留装置とアルコール測定器を用いて、アルコールが残留していないことが確認できた。 
２、観光客へのアンケート調査 
梅入りちいるんこうを試食は行わず見た目のみでアンケートを行った。その結果 59%が買いたいと回答した。  
挑戦３：普及活動 
・商品名を「～王様のおもてなし～ 琉球菓子 梅入りちいるんこう」として、２個入り 100 円で校内の南農市で

50 袋販売をした。 
・売り上げの一部を「ユネスコ無形遺産登録推進委員会」へ寄付をした。 
・きっぱん風梅菓子と梅入りちいるんこうの作り方を１分動画に編集・SNS 投稿し、全世界へ情報を発信した。 

4.考察 
日本人観光客の沖縄土産品の満足度が低いことから、「日本人観光客をターゲット」とした「沖縄らしいけど新

しい」土産品を廃棄梅で作ることにした。また、琉球菓子の認知度の低さもがわかったことから、廃棄梅を利用し

た新しい琉球菓子を開発することで、文化継承にも貢献しようと考えた。琉球菓子の中から梅を利用できそうなも

のを検討した結果、「きっぱん」と「ちいるんこう」を製造することにした。 
梅やその他の原料配合割合、大量生産方法などの製造実験により商品が完成し、観光客へのアンケート結果から

も、沖縄の新たな土産品としての可能性を感じた。さらに、沖縄の観光土産品市場規模 856 億円から試算しても廃

棄梅は全て梅入りちいるんこうに活用されることがわかった。 

－ 382 －



 
 

佳作 
産業 

沖縄県立浦添工業高等学校 

仲座 心  新里 浩希  祝嶺 忍  大城 康矢  渡久平 啓祐  富本 惟月 

石橋 葵  上原 悠雅  大城ﾃﾞｲﾋﾞｯﾄ 怜音  島袋 将  砂川 稔樹  内間 雄一郎   

大城 茉梨  松田 瑠姫 

沖縄県産品の魅力を活かした商品開発 

1.目的 

沖縄県立浦添工業高等学校には県内唯一のインテリア科があり、実習では木材加工の技術を学び、椅

子などの家具作りに取り組んでいます。 

 本作品は木材加工の基本の技術を使い、インテリア科の「オリジナル製品の開発」と「シリーズ化」

を目指して製作しました。 

2.方法 

前年度に「Aikaki series」の試作品を製作し、試作品を基にアンケートを実施して改良を行った。 

また、商品購入時における意識調査を実施して、商品に求めている要素を確認し、そのデータを基に

新しい商品の開発を行った。 

3.結果 

アンケートによる商品購入時の意識調査では、男女別の比較や世代別の比較を行っても「デザイン」、

「価格」などが優先項目として考えられている。 

アンケート結果と「沖縄県産品」を活用し、県産品の魅力を伝えられる商品の開発と改良を行った。

そして、新たな商品として「Tsunagu」シリーズ、「Aikaki」の改良版として「琉球畳」を取り入れた

商品を製作した。 

4.考察 

本研究では、新たにアンケートによる意識調査を実施することにより、消費者の意見を知ることがで

き、どのような商品に求められる要素をデータ化することで商品開発の方向性を決定することができた。 

また、前年度の課題であった県産品を活かした商品開発にも挑戦し、県産の木材（リュウキュウマツ、

センダン、クスノキ、ハマセンダン）や琉球畳（照間のビーグ）などを商品に取り入れることができた。 

今後も県産品を活かし、その魅力を伝えることのできる商品開発を継続したいです。 
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佳作 
産業 

沖縄県立沖縄水産高等学校 

奥原 雅  金城 世亜  小橋川 弥成  米須 隆雅  新里 拓海  前堂 佑斗 

シラヒゲウニの陸上完全養殖を目指して 

1.目的 

沖縄県内では，シラヒゲウニの漁獲量が年々減少し 2013 年から沖縄県北部の漁協では漁獲禁止とな

っている。また，シラヒゲウニの種苗生産を行っている漁業者は少なく，漁獲量減少の問題が改善され

ていないのが現状である。そこで、野菜や動物性食品など陸上で手に入る食材をシラヒゲウニの餌とし，

シラヒゲウニの陸上完全養殖を目指す研究を始めた。 

2.方法 

キャベツ，卵，米のとぎ汁，オキアミの４つの食材を用いて餌作りを行う。野菜以外の食材はそれぞ

れ粉寒天と海水を用いて製氷機に入れて固める。餌の種類は①キャベツ②卵③卵とオキアミ④米のとぎ

汁⑤野菜とオキアミの５つである。飼料 1 種類につき，ウニ８個体を１つのカゴで養殖を行う。給餌は

１日に１度，製氷機１トレー分を与える。３ヶ月給餌の実験を行い， 後に身を取り出し、餌の違いに

よる食用部分の割合や身の色合いを比較する。 

3.結果 

今回の実験終了後にシラヒゲウニの身割り調査と試食アンケート調査を行った。身割り調査では，餌

料ごとに分けた食用部分の割合を算出した。食用部分の割合がより大きかった餌料は米のとぎ汁（14％），

野菜（11％），野菜とオキアミ（9％），卵（8％），卵とオキアミ（8％）の順である。 

試食アンケート調査では，①身の色が 1 番良かったのはどの餌を与えたシラヒゲウニか。②味が 1 番

良かったのはどの餌を与えたシラヒゲウニか。の２問に答えていただいた。その結果，１番身の色が良

いと答えた人の割合は野菜（27％），卵とオキアミ（24％），野菜とオキアミ（21％），米のとぎ汁（14％），

卵（14％）であった。味が 1 番良いと答えた人の割合は野菜（27％），米のとぎ汁（23％），野菜とオ

キアミ（20％），卵とオキアミ（17％），卵（16）％という結果になった。 

4.考察 

この結果から食用部分の割合が多く，身の色が良いのは野菜と米のとぎ汁を与えたシラヒゲウニであ

ることが分かる。しかし，実際に完全陸上養殖を行う際に給餌の手間がより少なく低価格で手に入れる

ことができる餌が求められるため，陸上野菜の方がシラヒゲウニの餌として適切であると考えられる。

また，シラヒゲウニの餌への食いつきが野菜の方が良かったため，海藻と同じ分類である植物性食品の

方が餌として適しているのではないかと考える。 

 他にも本研究でシラヒゲウニの食用部分の色合いを良くするためにオキアミを餌に混ぜた。しかし，

身割り調査やアンケート調査の結果からオキアミを加えた餌を与えたウニとそうでないウニにほとん

ど差が見られなかったことから，アスタキサンチンはウニの身の色に影響を与えないのではないかと考

えられる。 

今後は今回の実験で出た課題の解決に加え，完全陸上養殖の本格的な実施に向けて，野菜を海藻の代

替餌料と確定し，養殖に必要な給餌量を調べることや費用について具体的な数値を出す必要がある。ま

た，天然のシラヒゲウニと同様の味に近づけるように，出荷の前に海藻を与えるなど更なる工夫を行う。 
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入選 
物理 

沖縄県立八重山高等学校 

知花 耕太郎  大前 風土  宮城 風花 

水中における光発電の謎を追究する 

1.目的 

水に沈める深さによって発電量、照度がどのように変化するかを調べ、水中において発電量が増える謎

を解明する。空気中と水中を対比すると、水中の方が照度が小さくなる。 

2.方法 

光電池と照度計を衣装ケースの底に固定し、その上に水を入れる。 

水を入れるかさを５～２０ｃｍまで５ｃｍ刻みで変化させ、それぞれの時の発電量と照度を計測する。 

3.結果 

空気中と水中を対比すると、水中の方が発電量が減少している。 

水中において、水かさの増加に伴い照度も増加する。 

水中において、水かさの増加に伴う発電量の増加が見られる。 

4.考察 

空気中に比べ水かさを増すことで発電量、照度が減少する結果は、水面で光が反射したことが一因とな

っているのではないかと考えられる。 

青色が照度、発電した電流共に も大きくなることから、波長帯の違いにより発電が異なると考えられ

る。 

水中において水かさの増加に伴って発電量と照度が増加する原因として、水面がレンズのような働きを

して光を集めているのではないかと考えた。水面がレンズの働きをすることで焦点ができ、そこに近づ

くにつれて照度、発電量が増加しているのではないか。 
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入選 
物理 

沖縄県立美里高等学校 

玉城 紀香  安里 憂依  與久田 彩奈 

フォルマント解析を用いた骨導音の基礎的研究 

1.目的 

現在，骨導音についてのフォルマントはほとんど研究されていない。私たちは骨導音のフォルマント

解析が発声障害を抱える方々のコミュニケーションに役立つのではないかと考え，骨導音についてフォ

ルマント解析を試みることにした。 

2.方法 

 イヤホンやマイクなどで骨導音を採音し，骨導音採音に 適な器具を探した。採音した骨導音につい

てフォルマント解析を行い、気導音との差異について考察した。 

3.結果 

 骨導音の採音には Candy Music が 適であることが分かった。骨導音と気導音は特に「い」段の音

に差異がみられた。 

4.考察 

 本実験結果より，マイクなどを介して録音した自身の声に対する違和感は，気導音と骨導音のフォル

マントの差異に起因する可能性が示唆された。特にこの差異は「い段」で大きかったが，これは「い段」

の音が口を横に大きく開いて出すために，声帯からの振動が舌や口で大きく変革されていることに起因

していると考えられた。今後はさらにサンプルを増やして骨導音と気導音のフォルマントにおける差異

を一般化し，発生障害を持つ方の発声補助器具の開発ができるようにしていきたい。 
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入選 
物理 

沖縄県立美里高等学校 

小波津 美海  比屋根 香怜  島袋 夏帆  兼城 誉  幸地 直雄  古謝 宝 

食品由来デンプンによるダイラタンシーの形成要因の解析 

1.目的 

ダイラタンシー(ダイラタント流体)とは，ある種の固体と液体の混合物が示す性質であり，外力によ

る急激な変形に対しては固体的に振る舞い，ゆっくりとした変形に対しては流動性を示す。本研究では

日常的に食しているデンプンからできるダイラタント流体の特徴について，流体力学およびレオロジー

の面から解明ができるか検討を行った。 

2.方法 

 身近なデンプン食品として，穀類デンプンであるもち米デンプン，うるち米デンプン，小麦デンプン，

トウモロコシデンプン，いも類デンプンである馬鈴薯デンプン，甘藷デンプン，タピオカデンプンを用

いた。これらの可溶性タンパク質含量などの化学的性質および分散媒充填率などの物理的な性質を調べ，

ダイラタント流体形成に及ぼす要因を解析した。 

3.結果 

 本研究結果から，ダイラタント流体は外力がかかっていない状態ではデンプン粒子が分散媒中でお互

いに反発することで 密充填に近い状態になっているために流動性を持つと考えられ，外力がかかると

デンプン粒同士が団粒となるため固化すると考えられる。また，デンプン製品にタンパク質が 7.5mg/g

以上含まれている場合はダイラタント流体の形成が阻害されることが分かった。 

4.考察 

 ダイラタント流体の形成には，分散質に 7.5mg/g 以上のタンパク質が含まれていないことが も重要

であり，その他にも分散媒の充填率および粘度が影響を及ぼしていると考えられる。このため，だんご

などに加工デンプンを加えると，分散質のタンパク質含量を低下させ，分散媒の充填率が変化するため，

だんご内部でデンプン粒がダイラタント流体様の挙動を示し，これがのどごしなどの食感に影響を及ぼ

していると考えられる。今後は分散媒の種類を変えて分散媒の粘度や極性がダイラタント流体形成に及

ぼす影響を調べていきたい。 
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入選 
物理 

沖縄県立那覇国際高等学校 

佐藤 多恵  黄 東森  上原 絵利花  前里 颯汰 

IH クッキングヒーターの原理 ＰａｒｔⅦ 

1.目的 

前回,PartⅥでは,発熱温度が大きいのは,ネオジウム磁石の真上を通過する部分であることが分かっ

た。これは,うず電流が多く発生し抵抗エネルギーが大きいからである。そのため,形状をドーナツ型に

することで限界電圧（回転数）が下がらないと仮定し,以下の実験を行った。 

2.方法 

【実験１】ドーナツ型の銅板を固定（極板間隔 4mm），銅板上での発熱温度を測定する実験。 

【実験２】ドーナツ型のアルミ板を固定（極板間隔 8mm），アルミ板上での発熱温度を測定する実験。 

【実験３】ドーナツ型の銅板を固定（極板間隔 4mm），銅板上での発熱温度を測定する実験。 

【実験４】ドーナツ型のアルミ板を固定（極板間隔 8mm），アルミ板上での発熱温度を測定する実験。 

3.結果 

【実験１】電源電圧 12Ⅴで（極板間隔 4mm）の温度変化は、（48.6-27）=21.6℃、電源電圧 15Ⅴで（極

板間隔 4mm）の温度変化は、（60.9-27）=33.9℃、電源電圧 18Ⅴで（極板間隔 4mm）の温度変化は、

（67.3-27）=40.3℃ 

【実験２】電源電圧 12Ⅴで（極板間隔 8mm）の温度変化は、（33.6-27）=6.6℃、電源電圧 15Ⅴで（極

板間隔 8mm）の温度変化は、（37.1-27）=10.1℃、電源電圧 18Ⅴで（極板間隔 8mm）の温度変化は、

（39.9-27）=12.7℃ 

【実験３】電源電圧 12Ⅴで（極板間隔 4mm）の温度変化は、（41-27）=14℃、電源電圧 15Ⅴで（極板

間隔 4mm）の温度変化は，（46.6-27）=19.6℃、電源電圧 18Ⅴで（極板間隔 4mm）の温度変化は、

（52.2-27）=25.2℃ 

【実験４】電源電圧 12Ⅴで（極板間隔 8mm）の温度変化は、（35.2-27）=8.2℃、電源電圧 15Ⅴで（極

板間隔 8mm）の温度変化、（38.5-27）=11.5℃、電源電圧 13Ⅴで（極板間隔 8mm）の温度変化は、

（45.8-27）=18.8℃ 

4.考察 

以上より,効率の良い回転数を得るためには, 極板間隔 を４mm にし,銅板ドーナツ型円盤を容器の底

に接着することで,効率の良い発熱容器が出来ると考える。また,このモーターのトルクでは,極板間隔は

４mm が良い。 
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入選 
物理 

沖縄県立開邦高等学校 

伊志嶺 朝紀  山城 倫  喜瀬 愛基  竹尾 慎太郎 

単振動ばね振り子 

1.目的 

 鉛直ばね振り子の周期と水平ばね振り子の周期を求める公式は同じである。つまり、理論上同じ条件

のもとで計測を行えば、それぞれの周期は同じ値になるはずだ。しかし、実際に計測を行うと、周期は

床の摩擦や空気抵抗の影響を受けてそれぞれ異なる値をとる。私たちはそれらばね振り子に与える影響

を限りなく排除し、二つの周期の実測値を理論上の周期に極限まで近づけるべく実験することにした。 

2.方法 

・鉛直ばね振り子と水平ばね振り子の計測を同じ条件（同じおもり、ばね）で行い、それぞれ周期をだ

し、誤差を調べる。 

・鉛直ばね振り子→スタンドにばね振り子を吊るし周期を計測する。 

・水平ばね振り子→一つのばねを使って床での周期を調べようとしたところ、単振動しなかったためお

もりの両端にそれぞればねを付け計測を行った。この際誤差が生じる原因の一つである摩擦を取り除く

ために、ばね振り子を宙に浮かせて計測を行った。 

3.結果 

・鉛直ばね振り子と水平ばね振り子の理論上の周期は T＝0.347 であった。 

・鉛直ばね振り子の実測値の周期→T＝0.359 理論値に対する誤差率：3.4％ 

・水平ばね振り子の実測値の周期→T＝0.381 理論値に対する誤差率：9.7％ 

∴床の摩擦がはたらかない状況で計測をしたが誤差は出た。 

4.考察 

空気抵抗を減らす工夫をすれば、さらに理論値に近い値を出すことができるはずだ。その手段として今

後は、おもりの形状をゴルフボールと同じディンプル形状にしてみようと思う。 
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入選 
物理 

沖縄県立開邦高等学校 

下地 諒太  髙良 亘史  屋比久 祥平  西表 華音  崎濱 安寿 

免震～揺れを抑えよう！～ 

1.目的 

免震装置の模型を作成して実験を行い記録をとることで，免震構造によりどれだけ揺れが軽減できるか

模索する。 

2.方法 

１．起震装置の上に地震計を置いて，装置を使用しないときの揺れの大きさを記録する。 

２．起震装置の上に免震構造を挟んで地震計を置いて揺れの大きさを記録し，１と比べる。 

3.結果 

〈起震装置〉 

市販のモーターを用いて，メンバーの知り合いの方にアドバイスをもらいながら作成した。 

〈免震装置〉 

ワイヤーやビー玉，輪ゴム等を用いて免震装置を作成する事が出来た。 

〈地震計〉 

電磁誘導を利用した地震計を製作できた。 

起震装置と免震装置を組み合わせて試運転してみたが，横揺れだけでなく縦揺れも生じてしまい免震装

置の能力をうまく発揮できなかった。 

地震計はまだ使うことができなかった。 

4.考察 

地面と建物の揺れを分離する部分とダンパーの役割を担う部分は別々にした 

方が建物はより安定するのではないかと考えられる。 
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入選 
物理 

沖縄県立開邦高等学校 

幸喜 礼佳  益田原 慶尚  小濱 礼央  與那覇 朝基 

迫真航空力学部 “飛行の裏技” 

～翼型の変形による飛行実験～ 

1.目的 

通常の翼と,トンボの翅を模した翼とではどちらのほうが揚力を生み出しやすく,飛行に向いている形で

あるのかを知る。 

2.方法 

①模型飛行機を二つ購入し,片側の模型飛行機の翼面に糸でトンボの模様を描く。トンボの翅の凹凸を再

現するため）。その後、実際に二つの飛行機を飛ばし,飛行距離を測る。 

②発泡スチロール板を用いて飛行機の翼の断面模型を二つ作る（NACA の 6512 型）。そのうちの一方に

トンボの翅の断面の凹凸を上部に掘った翼を作る。その後,風洞実験で力のモーメントを用いて揚力の違

いを計測する。 

③線香の煙を用いて流れを見る。 

3.結果 

①模型飛行機を飛ばすにつき,翼の角度を常に一定にすることが厳しく,また,まっすぐに飛ばすことが困

難であったため,計測不可能となった。 

②動きは見られたが,計測するほどの動きではなく,また,それが揚力による動きなのか,風によって動い

ているのか判別できなかったため実験を中止した。 

③トンボの翅を模したほうの翼の断面模型は凹凸によって渦が起こるのではなく,空気の流れが外側に

拡散してしまった。 

4.考察 

ほとんどの実験は失敗に終わり,得たい結果を得ることができず仮説を立証することができなかった。今

回の実験の失敗の原因としては,一つ目に実験装置の製作ミスにあったと考える。いくつかのパターンの

装置を試験用に製作してみたが,費用,時間ともに制限があったため 良の装置を完成するに至らなかっ

た。二つ目にトンボの翅の断面はトンボが死亡して直後のものではなかったため,乾燥などで翅が変形し

ていた可能性も考えられる。三つ目に,手作業にて模型などを製作したため,誤差が生じてしまった。以上

のことが重なり,実験が失敗したと考えられる。 
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入選 
化学 

沖縄県立美里高等学校 

平田 頼矢  金城 颯真 

沖縄産島ネギおよび近縁ネギ類の形状および成分の比較について 

1.目的 

食文化は地域の特色を強く持ち，現在では観光対象の一つとしても人々を引き付けている。このよう

な食文化の一つとして沖縄県では昔から栽培されてきた「島野菜」に注目が集まっている。この中でも

島ネギは香りが強いという情報はあるものの，詳細な調査はされていない。私たちは，高校で測定でき

る範囲内で島ネギと一般的なネギの成分分析を行い，比較することにした。 

2.方法 

材料としてネギ類 8 系統と，比較としてタマネギを選定した。これらを水で抽出し， Na イオンおよ

び K イオン，水溶性硫黄化合物，可溶性タンパク質およびグルコース含量，還元型ビタミン C 含量の

測定を行った。 

3.結果 

島ネギは葉および茎における Na イオン含量が低いことが分かった。一方で K イオン濃度は茎では低

く，葉では高い傾向が認められた。可溶性タンパク質については島ネギにおいては葉および茎で比較的

多く含まれていることが分かった。水溶性硫黄化合物は島ネギでは検出できなかった。ネギ類に多く含

まれるとされるビタミン C は，島ネギでは茎より葉に多く含まれていることが分かった。 

4.考察 

島ネギと他のネギ類を比べたところ，可溶性タンパク質で差がみられた。また，水溶性硫黄化合物が

検出できなかったことは，島ネギのアリインやアリシンなどの含硫化合物が水に溶けだしにくく，破壊

されにくいことを示唆している。本研究では，水溶性の成分のみしか分析できなかったため，今後は脂

溶性の成分についても調査を進めていきたい。 
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入選 
化学 

沖縄県立具志川高等学校 

稲福 大成  内間 日葵  黒木 春菜  眞榮城 嵐  高江洲 昌樹  上間 月乃 

前田 亜利沙  田場 大翔  宮里 帆高  山城 琉歌  榮門 龍星  下地 凛  喜久山 姫乃 

金属微量作用（銅）について 

～ヒトスジシマカと酵素を用いた実験～ 

1.目的 

昨年，名護高校生物・化学部では，金属微量作用について 10 種の生物に対してどのような作用を及ぼ

すか調査しており（名護高校生物・化学部，2017）、銅の金属微量作用はそれぞれの生物種によって，

作用する量に違いがあると考えられると考察している。この報告を読み，確認できた金属微量作用がど

のくらいの銅から効果を示すのか不明であることを知り，これについてヒトスジシマカ幼虫を材料とし

て調査することとした。 

また，銅の抗菌作用は，銅が微生物の表面あるいは細胞内でタンパク質変性を起こし抗菌効果を示すと

されていることから，タンパク質でつくられる酵素も銅による金属微量作用があるだろうと考えた。例

えば，高校生物の教科書に掲載されるカタラーゼやアミラーゼの実験を，銅を加えて行うことで，どの

ように変化するのか，また，もし変化するのであれば，どの程度の量で変化するのかを観察できると予

想し、調査することとした。 

2.方法 

具志川高校から採集したヒトスジシマカ幼虫を材料として，それぞれ銅，酸化銅，スライドガラスを入

れた試験管内で飼育し，その生存率を比較した。同様に、酵素（ビオヂアスターゼ 1000）においても同

様の実験を行った。 

3.結果 

銅や酸化銅を入れた試験管で育てた幼虫や蛹はスライドガラスを入れた試験管で育てた個体よりも死亡

する数が多く，成虫に羽化する個体は少ないことが確認された。ヒトスジシマカに対し、銅の金属微量

作用がはたらくことを確かめた。また、酸化銅を入れた試験管で育てた幼虫や蛹の死亡個体数が銅より

も多かった。 

また，酵素（ビオヂアスターゼ 1000）を用いた実験の結果，銅や酸化銅の入った試験管の酵素（ビオヂ

アスターゼ 1000）においてもヨウ素液はヨウ素でんぷん反応による青紫色とならず，ベネジクト液は黄

色く（後に赤く）なり、片栗粉（ジャガイモでんぷん）を糖とさせたと考える。これは，銅や酸化銅試

験管内の試験水に含まれる銅イオンが酵素の働きを失わせなかったと考え、酵素に対しては銅の金属微

量作用がはたらかなかった。 

4.考察 

酸化銅を入れた試験管で育てた幼虫や蛹の死亡個体数が銅よりも多かったことは，銅と酸化銅を比較し

た場合，試験管内での銅量は酸化銅が銅よりも多く，このことが幼虫や蛹で死亡する個体の数と関係し

ていると考えられる。 

また、金属微量作用はタンパク質の水素結合やＳＳ結合に作用し、変成作用を起こすことで働くと考え

られているが，酵素の場合ではそのような働きが起こりにくいか，起こらない可能性があると考える。 
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入選 
化学 

沖縄県立球陽高等学校 

崎原 共生  渡嘉敷 通那  新垣 善斗  金城 周吾  久場 啓裕  具志堅 英勝 

過酸化水素水の酸化剤・還元剤の境目 

1.目的 

過酸化水素Ｈ２Ｏ２が、酸化剤にも還元剤にもなり得ることを知り、その境目に興味をもち調べてみるこ

とにした。 

2.方法 

過マンガン酸カリウムＫＭｎＯ４水溶液（赤紫色）2.0×10－４mol/L 、 

1.0×10－３mol/L 、2.0×10－３mol/L と過酸化水素水Ｈ２Ｏ２を 3.5×10－1％、3.5％、35％ 用いてそ

れぞれを反応させ、色の変化から境目を推測する。 

3.結果 

ＫＭｎＯ４とＨ２Ｏ２の酸化還元反応において、私たちはＨ２Ｏ２は濃度がうすい時は還元剤としてはたら

き、ＫＭｎＯ４（赤紫色）を無色透明にし、濃度が濃い時に酸化剤のようにはたらき、無色透明になら

ないと予想して実験を始めた。 

 結果、ＫＭｎＯ４1.0×10－３mol/L 、2.0×10－３mol/L とＨ２Ｏ２3.5×10－２％の反応だけ無色透明にな

らずにピンク色が残った。また、ＫＭｎＯ４2.0× 

10－４mol/L とＨ２Ｏ２3.5％の反応もうすいピンクとなったが時間が経過すると無色透明になった。その

他の組み合わせについてはすべてすぐに無色透明になった。 

4.考察 

反応したあと無色透明になった部分とならなかった部分の間が境目だと考えていた。しかし、今回の実

験で、酸化還元反応が起こると考えていた濃度で反応が起きず、無色透明にならなかった部分があった。

そこで同濃度の過酸化水素水を足していくと無色透明になったことから、この部分は過酸化水素水の酸

化剤・還元剤の境目ではなく、過酸化水素水の量が少なくて、反応しきれなかった過マンガン酸カリウ

ム水溶液が残ってしまったことが原因だと考えられる。参考文献と今回の実験を用いて、グラフを作成

し、過酸化水素の酸化剤・還元剤の境目はグラフ上の直線Ｘ付近にあると考えられる。 
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入選 
化学 

沖縄県立球陽高等学校 

太田 涼子  當眞 寧菜  屋嘉比 風音  玉城 由捺  神山 菜ナ美 

曇り止めと植物の酵素 

～曇り止めとなるヨモギの酵素とは？～ 

1.目的 

ヨモギが水中眼鏡の曇り止めになる話を祖父から聞き、本当に曇り止めになるのかが気になったので、

なぜヨモギが曇り止めとして働くのかを調べることにした。また、ヨモギの他にも曇り止め作用を持つ

植物があるのか気になったので調べることにした。 

2.方法 

(1)ヨモギや他の植物が曇り止めの役割を果たすのかを確認する 

(2)曇り止めになった植物に共通する成分が何かを調べる 

(3)各植物に含まれる糖分解酵素を調べる 

(4)酵素を失活させて曇り止め効果を調べる 

(5)濃度別抽出液の pH を調べる 

(6)ヨモギ抽出液の濃度によって曇り止め作用に違いはあるか 

3.結果 

(1)ヨモギのほかにも曇り止め効果を発揮する植物はある 

(2)曇り止め効果があった植物全てに共通する成分は見つからなかった 

(3)曇り止め効果とその植物に含まれる糖分解酵素量に関係は無い 

(4)酵素を失活させた溶液でも曇り止め効果を発揮した 

(5)抽出液の濃度によって pH の値は変化しない 

(6)ヨモギ抽出液の濃度が高いほど曇り止め効果も高かった 

4.考察 

(1)水溶液であれば溶質に関わらず曇り止めになるわけでは無いということが証明できた 

(2)曇り止めになった植物全てに共通する成分を見つけることができなかった 

(3)曇り止め効果を発揮しているのは糖分解酵素ではないと考えられる 

(4)熱して酵素を失活させても、曇り止め効果を発揮したためヨモギの曇り止めに酵素は関係していない 

(5)抽出液の濃度を変えても pH の値は一定だったため、pH の値は曇り止め作用には影響しないと考え

られる 

(6)市販の曇り止めに近づけるには、ヨモギの濃度を高くする方が良い 
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入選 
化学 

沖縄県立球陽高等学校 

市場 優香  玉城 南帆  浜比嘉 咲京  宮城 奈瑠  宮里 美音 

身の回りの植物でカビを防ぐことが出来るか 

1.目的 

沖縄では古くから、食品を守る知恵としてゲットウの葉が使われている。ゲットウの葉には、抗菌・

抗カビ作用があると言われているが、調べてみると、抗カビ効果を実証するデータはみつからなかった。

そこで、本研究では、ゲットウの葉の抗カビ効果の検証を行うとともに、ゲットウの葉のように、食品

などをかびにくくするものを身の回りの植物から探し、抗カビ成分の分離を試みる。 

2.方法 

まずは、アッセイ方法を確立した。確立したドライイーストと寒天培地を使う方法で、6 月に採取し

た植物 14 種と 10 月に採取した植物 6 種について、植物そのものを用いて抗カビ試験を行った。また、

エタノールとアセトンを用いて、抗カビ成分の抽出を試みた。 も抗カビ活性が強かったライチの葉の

アセトン抽出物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーで分離し、抗カビ成分の精製を行った。 

3.結果 

6 月に採取した植物では、植物そのものを使ったアッセイで、14 種の内 6 種に抗カビ性があることが

明らかになった。活性があった植物をエタノールで抽出したところ、抽出物は抗カビ性を示さなかった。

このことから、エタノールでは抗カビ成分があまり抽出されないことが分かった。10 月に採取した植

物は、植物そのものを使ったアッセイでは、どれも抗カビ性を示さなかった。6 月のものと同じ植物で

も活性を示さないことから、採取する時期によって、植物に含まれる成分が異なると考えられた。10

月に採取した植物をアセトンで抽出したところ、より濃い濃度でアッセイが行え、6 種の内 4 種に抗カ

ビ性が見られた。もっとも抗カビ性が強かったライチの葉の抽出物を分離し、抗カビ成分は比較的極性

が高いことを明らかにした。 

4.考察 

今回確立した方法でゲットウの葉の抗カビ性を検証したところ、意外なことに、ゲットウの葉の抗カ

ビ性はあまり強くないことが分かった。 

身の回りの植物の抗カビ性を調べていく中で、ライチの葉にゲットウの葉より強い抗カビ性があるこ

とが明らかになった。シリカゲルカラムクロマトグラフィーで、この抗カビ成分をある程度精製するこ

とができた。 

今回は、アッセイ法の確立に時間がかかり、抽出溶媒の検討や分離方法の検討が、不十分になってし

まった。簡便にアッセイできる方法が確立できたので、今後以下のようなことを行ってみたい。 

・ライチの成分の精製を進める 

・色々な時期に植物を採取し、季節により抗カビ性に違いが出るのかを確認する 

・活性を示した他の植物のアセトン抽出物を精製し、抗カビ成分が、皆同じ物なのかを調べる 

・精製した抗カビ成分が、他のカビにもきくのか、パンから単離したカビでアッセイを行う 
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入選 
化学 

沖縄県立開邦高等学校 

奥浜 佳南  米吉 志織  新垣 心愛  照屋 奈津実  赤嶺 亜寿花  宮里 雅 

高級脂肪酸を用いた石鹸の洗浄力の比較の研究 

1.目的 

市販の石鹸は数種類の高級脂肪酸のナトリウム塩が用いられていることを知り、どの高級脂肪酸のナ

トリウム塩がどのような洗浄効果を持っているのか、という疑問を持った。そこで、市販の石鹸の主成

分である、オレイン酸、ラウリン酸、リノール酸の３種類の高級脂肪酸を用いて個別で石鹸を作り、洗

浄力を比較することで、どの高級脂肪酸のナトリウム塩が一番汚れを落とすかを調べた。 

2.方法 

実験１：３種類の高級脂肪酸をそれぞれ湯煎し６０度に保つ。そこに水酸化ナトリウムを加え、２０分

間撹拌し、石鹸を作った。 

実験２：試験片（スライドガラス、雑巾、布）を汚れ（泥、油、ケチャップ）につけ、染み込ませ、９

種類の組み合わせの試験片を作った。それを実験１で作った石鹸の水溶液で洗浄を行い、マグ

ネットスターラーを用いて撹拌しすすいだ後、乾燥機で十分に乾燥させた。この実験では、洗

浄を行う前と後に試験片の質量を測定し、実験前の質量を１００とした時の質量の変化量で洗

浄力を比較した。 

3.結果 

実験１：高級脂肪酸に水酸化ナトリウムを加えるとすぐに反応が始まり、乾燥させると全体的に白い固

形物が生成した。この実験で、高級脂肪酸と水酸化ナトリウムを反応させたとき、液体成分が

残ったので、それにさらに水酸化ナトリウムを加えると反応し、石鹸が生成した。 

実験２：泥、油、ケチャップの３種類の汚れを洗浄したところ、９種類の試験片のうち、４種類の試験

片が水による洗浄で汚れの落ちた割合が大きかった。石鹸の水溶液のみでの洗浄効果を比較す

ると、スライドガラスでは泥と油はラウリン酸、布ではすべてオレイン酸、雑巾ではリノール

酸が質量の変化が大きかった。 

4.考察 

実験１：残った液体成分に水酸化ナトリウムを加えるとさらに反応が起こったという結果より、残った

液体成分は、反応せずに残った高級脂肪酸であると考えられる。また、はじめに加えた水酸化

ナトリウムの量は、高級脂肪酸を完全に反応させるには十分でなかったことが考えられる。 

実験２：石鹸よりも水のほうが汚れの落ちた割合が大きかったのは、試験片を洗浄した後のすすぎが十

分ではなく、試験片に石鹸カス等が残っていたためだと考えた。また、同じ素材（綿）で作ら

れた雑巾と布とで落ちた汚れの割合が大きく変わったのは、雑巾と布の形状の違いにより生じ

たものだと考えた。さらに、ラウリン酸の石鹸が泥汚れをよく落としたのは、ラウリン酸の石

鹸の方が泥汚れの粒を浮かしやすいからだと考えた。そして、オレイン酸の石鹸は油、ケチャ

ップの汚れをよく落とすことがわかるため、油汚れや着色汚れをよく落とすのだと考えた。 
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入選 
化学 

沖縄県立開邦高等学校 

新崎 和志  赤嶺 建典  小池 海翔  田島 圭  照屋 慶太 

炭素棒の燃料電池における役割 

1.目的 

 教科書とインターネットで見つけた先行実験での炭素電極電池に関する矛盾を明らかにする。 

・教科書：炭素は白金電極（燃料電池では触媒としてよく使われる）と同様の仕組みで燃料電池におい

て電極の役割を果たすことができる。 

・先行実験：炭素を電極として、外部から酸素と水素を直接注入した場合、放電が起こらないので白金

電極と発電方法が異なる。 

2.方法 

炭素棒、チタンを用いて水酸化ナトリウムを電気分解し、その後電気分解後の水溶液、導線をそれぞれ

用いて炭素棒、チタンをそれぞれ放電させ、それらの結果を比較する。 

通常の電気分解時に陽極となる炭素棒どうし、陰極となる炭素棒どうしで放電させる。 

3.結果 

・水溶液を使わず導線だけを用いて放電させた場合は炭素棒もチタンも放電しなかった。 

・また、放電させる際に電流計の＋端子、－端子のつなぎ方を逆にすると、電流の向きが逆になった。 

・通常の電気分解時に陽極となる炭素棒どうし、陰極となる炭素棒どうしを用いて放電させると、陽極

どうしは電流がながれず、陰極どうしは電流が流れた。 

4.考察 

・気体なしで放電できたことから炭素棒は気体なしで放電できる。 

・水溶液なしでは放電できなかったことから、炭素棒で放電するには水溶液が必要である。 

・放電させる際に炭素棒のつなぎ方を変えると電流も逆になり、陽極どうしでは放電できなかったこと

から、電気分解時に陰極の炭素棒にのみ電気がたまっており、そのことにより陰極と陽極に電圧の差

が生じて放電することができる。 

・炭素棒に電気がたまっているはずなのに導電だけでは放電できなかったのはなぜか、なぜ水溶液がな

いと放電できないのかを調べる必要がある。 
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入選 
化学 

沖縄県立開邦高等学校 

宮城 杏友見  池間 仁南  伊志嶺 綺子  音野 樹里香  江口 陽菜 

色素増感太陽電池の金属塩と色素の違いによる電流量の差異 

1.目的 

酸化チタンがよくつかわれる色素増感太陽電池だが、酸化亜鉛のようなほかの金属塩や異なる種類の色

素を使うとどういった差異が出てくるか気になったため、研究を進めることにした。 

2.方法 

金属塩や色素を変えて色素増感太陽電池を作り、LED ライトを当てて電力量を測る。 

色素を展開させて Rf 値を求め、色素に入っている成分を検出する。 

3.結果 

金属塩を変える実験では、酸化チタンのほうが酸化亜鉛より電流が多く流れた。 

色素を変える実験では、サンタンカが一番、月桃がその次に多く電流が流れた。 

色素にはいている成分を検出する実験では、クロロフィルｂがとカロテンが共通して入っていて、キバ

タイワンレンギョ、キバナコスモスにはほかの成分が含まれていた。 

4.考察 

実験２と実験３から、クロロフィルｂとカロテンの二つの成分のみが含まれている月桃の葉が電流量の

値が一番高かったため、この二つの成分が発電効率を高めていると考えられる。また、キバナコスモス

よりもキバタイワンレンギョのほうが電流量の値が高かったことから、フコキサンチンよりネオキサン

チンが発電を妨げていると思われる。 
 
 

－ 401 －



 
 

入選 
生物 

沖縄県立美里高等学校 

國吉 悠利  池保 昂弥  德田 光瑠 

オオカナダモおよびクロモの紅葉に及ぼす環境要因の解析 

1.目的 

 落葉広葉樹のいくつかは，秋になると葉にアントシアニンを蓄積する。これは紅葉と呼ばれ，童謡「真

っ赤な秋」にも歌われるほど，日本の秋を象徴する景色として広く親しまれている。しかし，そのメカ

ニズムははっきりしないことが多い。本研究では栽培しやすいオオカナダモなどの水草類を用いて紅葉

のメカニズムの解析を行った。 

2.方法 

 水草の紅葉現象を確認するためにオオカナダモおよびクロモを用いた。これらを異なる日照条件にお

き，紅葉の有無を確認した。さらに暗処理，溶液中の糖類が紅葉化に及ぼす影響を確認し,紅葉した葉の

浸透圧の変化についても検討を行った。 

3.結果 

本研究において，オオカナダモおよびクロモの紅葉化は液胞内へのアントシアニン類の蓄積によって

起きることが分かった。また，外液の糖はアントシアニンの蓄積に関与していないと考えられたため，

アントシアニン類のアグリコンへの糖鎖の付加は，光合成によって生産され，呼吸で使用しきれずに蓄

積したか転流できずに葉内に蓄積したスクロースによるものだと考えられた。 

4.考察 

本実験結果はアントシアニンの合成理由の一つとして，アグリコンに糖鎖をつけて分子量を大きくす

ることで液胞内の可溶性物質の総モル濃度を低下させ，液胞内の浸透圧を低下させることで細胞質基質

から液胞への水の流入による脱水を防いでいることを示唆している。さらにアントシアニン類は水素イ

オンや水酸化物イオンをアグリコンに結合させることで緩衝剤としてもはたらいているため，液胞内の

pH の変動を抑える働きを持っていると考えられる。今後さらに実験を続けて水草類のみならず陸上植

物の紅葉化の謎に迫っていきたい。 
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入選 
生物 

沖縄県立美里高等学校 

當銘 海空斗  大城 利穏  宮里 虎哉 

オキナワカブトと本土産カブトムシの形態および生殖に関する研究

1.目的 

 現在，沖縄市近郊では近年では市販されている本土産のカブトムシが逸脱することで在来種であるオ

キナワカブトとの間に競争や交雑が起きているのではないかと危惧されている。本研究では，特に本土

産カブトムシおよびオキナワカブトの交雑が起きる可能性に絞って研究を進めた。 

2.方法 

 オキナワカブトと本土産カブトムシの外部形態および生殖器の測定を行った。体の大きさに関する形

質として，全長，頭部長，前胸背板長，上翅長，上翅幅を測定した。オスについてはツノと雄性生殖器

であるゲニタリアに関する形質を，メスについては腹部先端の生殖孔における形質を測定した。 

3.結果 

 オキナワカブトのオスと本土産カブトムシのオスを比較したところ，頭角や胸角などツノの大きさの

ほかに外見の差は確認できなかった。オスの生殖器官であるゲニタリアについて比較したところ外見上

の大きな差はみられなかったが，ゲニタリア全長および狭窄部長はオキナワカブトのほうが有意に大き

いことが分かった。メスの形質は頭部長，前胸背板長は本土産カブトムシが，上翅長はオキナワカブト

が大きい傾向がみられた。オキナワカブトと本土産カブトムシの交雑が起きると仮定して，オキナワカ

ブトが完全に雑種化する年数を算出したところ， 長で 70 年 短で 15 年程度ではオキナワカブトの純

血個体がいなくなることが分かった。 

4.考察 

 本研究結果はカブトムシの亜種であり，沖縄の固有種であるオキナワカブトが，基亜種であるカブト

ムシの侵入によってハイブリッド化し，遺伝的多様性が失われることを示唆している。今後は形態面だ

けではなく，オキナワカブトおよび本土産カブトムシの生殖行動を含めた生態的な面からの研究も併せ

て進めていきたい。 
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入選 
生物 

沖縄県立美里高等学校 

比嘉 優花  又吉 真子 

思春期の食事が肌の状態に及ぼす影響 

1.目的 

高校生における健康や美に対する関心の高まりには，情報の共有による多様な価値観の共有化が

あると考えられる。このような状況の中で内面を気にしつつ外面をよくするために健康と美容がセ

ットでとらえられるようになってきたと考えられる。しかし，思春期の肌の状況と食事との関係に

ついてほとんど調査されていないことを知り，食事が思春期の肌に及ぼす影響について、アンケー

ト調査及び肌の水分量などの測定から考察することにした。 

2.方法 

美里高校 3 年の男生徒 27 名、女生徒 20 名に協力してもらい、肌の状態および食生活に関するア

ンケート調査を行った。さらにアンケート調査に参加してもらった生徒全員の肌の水分および油分、

体表体温を測定し、それらの関係を求め，食生活が肌の状態に及ぼす影響を考察した。 

3.結果 

肌水分と肌油分の関係を調べたところ，高い相関があることが分かった。さらにこの指標から肌

の状態を分類したところ，本研究で協力してくれた生徒の肌は普通肌および脂性肌に分類され，普

通肌の中でも半数以上が理想肌に分類される結果となった。各肌質を持つ生徒がどの程度食生活に

関心を持っているか調べたところ，脂性肌の生徒は食生活に関心を示しにくい傾向がみられた。ま

た，理想肌の生徒の和食文化スコア達成率が低い傾向がみられた。 

4.考察 

和食は健康に良いとされているが，沖縄県の高校生における和食文化スコアは必ずしも高いとは

言えず，さらに和食をよく食べることが肌の状態をよくするとは限らないことが分かった。しかし，

食生活に関心を持つ生徒の多くが健康な肌状態であったことから，食生活が肌の状態に何らかの影

響を及ぼしていると考えられた。今後は高校生以外の肌の状態と食生活の関係についても迫ってい

きたい。 
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入選 
生物 

沖縄県立美里高等学校 

池保 昂弥  石原 妃桜  石橋 寧々 

片頭痛発生時における天気およびバイタルサイン変動に関する研究

1.目的 

天気の変化によって頭痛が発生するなどの症状が発生することがある。しかし，この原因については

現在はっきりとはわかっていない。実際に私も天気の変化による片頭痛に悩まされている。本研究では

気圧や気温など，天気の変化を測定しながら，片頭痛を持つ生徒のバイタルサインの変化を測定し，天

気の変動とバイタルサインの変動から天気痛，特に片頭痛が発生するメカニズムを探ることを目的とし

た。 

2.方法 

まず，片頭痛で悩んでいる生徒を募集した。調査は 2018 年 12 月にランダムに 5 日行った。測定日に

は午前 と午後の気温，相対湿度，気圧を測定し，各個人のバイタルサインを調査した。バイタルサイ

ンの調査項目は頭痛の有無，収縮期血圧および拡張期血圧，体表体温，深部体温，脈拍数，動脈血酸素

飽和度であった。これらの結果をもとに片頭痛発生時の気象状況とバイタルサインの変化の関係を調べ

た。 

3.結果 

片頭痛の発生は個人差が大きく，同じタイミングで全員が片頭痛を発生することはなかった。しかし，

雨天時に気圧の低下が起きるタイミングで片頭痛を発生する生徒が多かったこと，片頭痛発生時には血

圧の低下がみられる生徒が多かったことから，相対湿度の上昇や気圧の低下などの複合要因を感受して

血圧が低下し，これが片頭痛の直接的な原因になっている可能性が示唆された。 

4.考察 

本研究結果から，片頭痛の発生メカニズムの一端が明らかになった。しかし，我々の体のどの部位で

相対湿度や気圧を感受するのかまでははっきりしなかった。今後はさらに天気の変化と片頭痛の関係を

明らかにするために，調査人数を増やすだけでなく，季節的な変動についても調べていきたい。 
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入選 
生物 

沖縄県立南部農林高等学校 

西表 大貴  安藤 圭市  山里 将也 

校内を流れている河川の調査Ⅲ 

1.目的 

南部農林高校は管理棟と普通教室棟・グランドの間には長堂川の支流が流れている 2016 年度から定

期的に校内を流れている川の調査を行っている。昨年度は川のモニタリング調査とともに湧水が流れて

いる側溝の調査を行い以下のことがわかった。 

（１）溶存酸素は７月の値が高く、８月、９月は低い値を示した。COD、アンモニウムイオン濃度は８

月が高い値を示し、硝酸イオン濃度は８月以外は高い値を示した。 

（２）水生生物の調査では 18 種類の生物を確認することができた。ティラピアやヒル類が多く、7 月

に はプラナリアが確認できた。 

（３）湧水が流れている側溝の水は COD が高く、溶存酸素の濃度は非常に少なかった。窒素化合物や

リン酸イオンは少なかった。 

（４）湧水が流れている側溝にはヌマエビやモクズガニ、タウナギが確認できた。 

 今年度は引き続きモニタリング調査とプラナリアが生息していた要因は何かを調べるために７月～

８月を中心に水質調査・水生生物調査を行った。 

2.方法 

水質調査は水温・気温、透視度、溶存酸素（DO）、電気伝導度（EC）、pH、化学的酸素要求量(COD)、

アンモニウムイオン、亜硝酸イオン、硝酸イオン、リン酸イオンを調べた。水生生物を採取し、指標生

物を用いて水質階級を調べた。 

3.結果と考察 

過去 2 年間の水質調査の結果と比較すると、溶存酸素が一昨年、昨年よりも高い値を示した。COD の

値も減少しており有機物が酸素によって分解されたためだと考えられる。また、アンモニウムイオン濃

度が減少し、硝酸イオン濃度が増加している。これは水中の窒素化合物は溶存酸素が十分な量だと NH4+

→NO2-→NO3-と変化するためで起こっていると考えられる。これら結果は 2018 年は台風が多く上陸

し多く、7 月から 9 月の雨量も 1000mm を超えていた。雨量が多いため、川の流量が増加し、取り込む

酸素の量が増え 2016 年、2017 年より水質が改善されたと思われる。  

今年度はプラナリアが常に確認できた。「校内を流れる河川」で確認できたプラナリアは「奥間川」で

確認できたプラナリアは比較すると耳葉が発達し、体表に細かい色素斑が確認できた。この特徴はアメ

リカナミウズムシと似ている。 

2011 年に開邦高校プラナリア探索班は沖縄島中南部地域には外来のプラナリアが生息しているとの

報告している。これら報告や結果から校内の川で採取できたプラナリアはアメリカナミウズムシと考え

られる。アメリカナミウズムシは 1980 年代に日本で 初に熱帯魚水槽から確認されており、外来のプ

ラナリアは高水温への耐性が高く、汚濁水域でも生育ができる。外来種のプラナリアを誤って水質判定

に用いると判定結果に悪影響を与えると思われる。今後、外来種のプラナリアを考慮した水質の調査法

が必要になってくると言える。 
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入選 
生物 

沖縄県立北山高等学校 

玉村 和花奈  濱川 友瑚  宮里 香帆 

北山高校周辺の土壌動物を用いた環境診断 

1.目的 

 土中や地表の落葉下で生活する動物群をまとめて土壌動物という。土壌動物を調べれば、そこの自然

が人間の影響をどの程度受けているかを知ることが出来る。従って、土壌動物を用いて自然の豊かさを

診断することが出来る。本研究では、校内で異なる森林環境の 3 地点で土壌動物を調査し、北山高校の

自然の豊かさを比較した。また、昨年度は 1 回のみ調査していたので、昨年度の調査結果とも比較した。 

2.方法 

 調査は、昨年度は 1 回（２０１７年５～６月）、今年度は３回（２０１８年４～５月、６～７月、９

月）に実施した。土壌表面に１０㎝×１０㎝コドラーを１回置き、深さ５㎝までスコップで土壌を採集

した。教室内でハンドソーティングを実施後、採集土をツルグレン装置に約４８時間かけ、７０％エタ

ノールで保存した。標本を顕微鏡観察し、青木（１９９５年）に従って３２の土壌動物分類群に固定し、

３区分の点数（１点、３点、５点）を用いて評価、計算した。 

3.結果 

 優占種上位 3 種は、St.1 ではダニ、アリ、陸貝であり、St.では、ダニ、ダンゴムシ、陸貝であり、

St.3 ではクモ、ダニ、ヤスデであった。武道場裏の点数は、昨年度は 24 点だったが、今年は 14～40

点までの幅が見られた。家芸棟裏の点数は、昨年度は 9 点だったが、今年は 33～61 点までの幅が見ら

れ、昨年度より大きく変動していた。理科棟裏の点数は、昨年度は 41 点だったが、今年は 29～54 点ま

での幅が見られた。総合点や出現した指標グループ数を総合的に評価すると、「自然の豊かさ」が高い

順は、昨年度では St.3,St.2,St.1 であったが、今年度は St.2,St.3,St.1 となり、昨年度と異なる傾向がみ

られた。出現総個体数が多い順は、St.3,St.2,St.1 であった。 

4.考察 

 見た目の自然環境の良い順は、St.3、St.2、St.1 であり、昨年度は総合的な土壌動物の評価とほぼ一

致したが、今年度は一致しなかった。St.1 は森林環境の中ではやや開けた環境であり、植生が単調であ

ったことが自然度の低さに繋がったと考えられる。St.2 は草本層や低木層がほどんど見られないが、樹

冠に覆われて常に暗い環境であったため、土壌の湿度が高いことが自然度が高いことに繋がった可能性

がある。St.3 は今回総合点が低かったが、出現分類群数は も多かったため、実際の総合点以上に、自

然度が高い可能性がある。ツルグレン装置の機能性を高めて、土壌動物の採集量を増やしていきたい。

今回のデータがモデルケースとなり、今後、様々な場所での土壌動物調査を実施･比較する上で貴重な

データとなると考えられる。。 

今後の課題は次の３つである。 
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入選 
生物 

沖縄県立開邦高等学校 

上原 あかり  嘉手納 光梨  石川 くらら  長崎 萌香  知念 芹奈  玉城 陽菜多 

防げ！お肌の砂漠化！NEVER GIVE UP!!! PART3 

～オクラ液のにおい消し～ 

1.目的 

先輩の研究より、オクラ液には保湿効果があることがわかったが、利用するためには、青臭さが課題

として挙げられていた。その課題を解決するための双方を模索する。 

2.方法 

校内で育てたオクラをみじん切りにし、水に 30 分浸しオクラ液を作成する。 

その後、青臭さを取り除くために、コーヒーかすや活性炭粉末でろ過をした。また、みかんの皮や月

桃の葉を刻みお湯に浸し、それぞれ抽出液を作成し、オクラ液と混ぜた。 

3.結果 

コーヒーかす…においのきつさが増した。 

活性炭…変化が見られなかった。 

みかんの皮…改善されなかった。 

月桃の葉…改善が見られた。 

4.考察 

月桃の香りがオクラ液のにおいよりも強かったため、においが抑えられたと考えられる。 
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入選 
生物 

沖縄県立開邦高等学校 

谷久保 咲弥  城間 理子  下地 春菜  仲松 由菜  中川 美帆  池間 祐貴  平良 太鵬 

ビリビリ生き抜けプラナリア 

～電気がプラナリアの生存と分裂とに与える影響～ 

1.目的 

プラナリアの負の走行性を利用した電気実験を行っていた際に、光の元に行った個体は影にとどまっ

ていた個体に比べて死亡や分裂をする可能性が低くなった。 

そのため、電気の刺激がプラナリアに与える影響を調べることにした。 

2.方法 

本研究では、以下の方法で研究を行った。なお、プラナリアは小さいタッパーで個別に飼育し、実験

時にはシャーレに移した。 

＜条件付け：光の当たるところにいる間は電気を当てない＞ 

条件付けを行うときには、シャーレの半分を光が当たらないよう陰にして、残りの半分には光が当た

るようにした。 

条件付けは、まず、シャーレに光を当て、プラナリアが陰に来た時には 2 秒間電気を流し、光にいる

間は電気を当てないようにした。このような電気を流す操作を 7 回から 10 回行った。なお、プラナリ

アが陰にとどまっている場合には、電気を流す操作の間隔を少なくとも 30 秒の時間を空け、電気を流

すのは、10 回とした。 

3.結果 

実験に使用した個体 16 匹のうち、分裂していない個体 5 匹中 100％が光へ行った。また、死亡した個

体 4 匹、分裂した個体 7 匹の計 11 匹中、45％しか光へ行かなかった。 

4.考察 

まず、電気を流すことはプラナリアにとってストレスがかかることとしてとらえる。 

得られた結果から、分裂もせず死亡もしていない個体は、自ら光のところへ行くという学習を行うこ

とで、次に電気を流すまでの間隔が伸びる。そのために、１回の実験でかかるストレスが軽減され、死

亡の割合が減る。また、分裂という現象もストレスの影響を何かしら受けているのではないかと考えた。 

今後はストレスがかかる条件が本当に電気によるものなのかを調べるために対照実験として、その他

の条件は変えずに電気を流さずクリップを近づけるだけの実験も行う。 
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入選 
生物 

沖縄県立辺士名高等学校 

儀間 竜之介  宮城 龍樹  長谷川 瑶碧  徳盛 なつき  比嘉 良  東 沙南  上原 玄武 

大城 悠太  比嘉 佑斗  金城 尚輝  崎濱 幸多  大城 満  儀保 雄大  上地 明斗 

阿賀嶺 礼旺  伊勢田 楼子  石井 千啓  大石 圭延  金城 芽衣莉 

當山 全翔  上地 志文  田港 朝斗  杉山 純 

沖縄在来のカブトムシ（オキナワカブト）の研究 

～形態的特徴と繁殖生態について～ 

1.目的 

夏になるとペットショップやホームセンターなどで本土産のカブトムシが販売されているのをよく目

にする。だが沖縄にも外来種のタイワンカブトムシではない在来のカブトムシが生息していることは意

外と知られていない。オキナワカブトは九州以北に生息するヤマトカブトとは亜種の関係にあり、頭角

が短いなどの形態の違いや生態についても異なるところが見られる。現在オキナワカブトは生息地の環

境の変化などにより個体数を減らしていると考えられ、「レッドデータブックおきなわ」は準絶滅危惧

種に指定されている。また、ヤマトカブトとの交雑を懸念する研究者も少なくない。この研究はオキナ

ワカブトの形態的特徴と繁殖生態を理解した上で、普及活動行い、将来的には保全に役立てることを目

的とする。 
2.方法 
Ⅰ．オキナワカブトとヤマトカブトの形態的特徴の比較 
 死んだ個体や標本をそれぞれ 20 個体を選び出し、観察する。 
Ⅱ．オキナワカブトの繁殖実験 
 大宜味村で採集した雌 3 個体を親として飼育ケースによる繁殖に取り組む。野外採集個体は交尾済み

であることが多いが、未交尾である可能性もあるので同産地採集の雄個体も産卵用ケースに入れる。 
Ⅲ．オキナワカブトとヤマトカブトの交雑実験 
 オキナワカブトの雄とヤマトカブトの雌、オキナワカブトの雌とヤマトカブトの雄の２ペアずつ用意

し、交雑実験を行う。 
3.結果 

Ⅰ．多くの文献にあるように、雄については頭角の発達に大きな違いが見られた。雌は前胸背板中の縦

溝がオキナワカブトでは非常に浅いことで識別できる。角以外の識別形質として下唇基部と呼ばれる口

器の形状の違いに気づいた。ヤマトカブトがハート型をしているのに対しオキナワカブトでは細長くな

っていた。 
Ⅱ．繁殖実験に用いた 3 個体とも繁殖に成功したが、個体ｂからは 52 匹の幼虫を採取できた。 
Ⅲ．ヤマトカブトの雄とオキナワカブトの雌の組合せでは 2 ペアとも交尾を確認し、産卵して孵化幼虫

を確認できた。オキナワカブトの雄とヤマトカブトの雌の組合せでは交尾を確認することができず、産

卵用ケースで雌雄を飼育していたが 2 ペアとも卵と幼虫を確認することができなかった。 
4.考察 

今回の研究によって発見した口器の違いは、雑種個体などの識別形質として有効である可能性がある。

観察個体数を増やし検証していきたい。オキナワカブトの繁殖は、比較的容易であるが、産卵数を増や

し、幼虫の生存率を上げるための方法を確立し、効率的に増やせるようにしたい。オキナワカブトの雄

とヤマトカブトの雌では幼虫を取ることはできなかった。繁殖が成立しないのか継続して研究していき

たい。現在、雑種個体の幼虫を飼育している。来年には成虫となる予定だが、その形態的特徴によって、

現在の自然下における交雑個体の存在についても検証していきたい。 
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入選 
生物 

沖縄県立辺土名高等学校 

宮城 龍樹  儀間 竜之介  長谷川 瑶碧  徳盛 なつき  渡慶次 彩  比嘉 沙英 

山田 鈴乃 

アサギマダラの謎に迫る 

1.目的 

アサギマダラは日本全域に出現するが、越冬可能な定着地は関東以西に限られており、沖縄県にも訪

れる。その移動距離は 2000km を超える個体もいる。沖縄に移動してくるときには、鹿児島から屋久島、

奄美大島、徳之島などを経由するとしても、200km 以上は海を越える必要がある。低い海上を飛翔し

て移動するのは困難ではないだろうか。何らかの原因で上空に舞い上げられ、上空の風に流されて移動

しているのではないかと考えた。そこで、アサギマダラの移動距離と日数や寒冷条件にどの程度耐えら

れるのかを調査した。 

2.方法 

マーキング調査 

アサギマダラの成虫にマーキング調査（標識調査）を行っている電子情報ネットワーク「アサギネッ

ト」に参加し、移動距離を調べた。調査方法は以下のとおりである。 

① アサギマダラを捕獲する。 

② 捕獲した個体に「地名、月日、記号、番号」を記入し放蝶する。 

③ 捕獲した記録は「アサギネット」に入力し、別の場所で再捕獲された情報を待つ。 

④ 既に捕獲（再捕獲)され、マーキングされている個体にも新たにマーキングし放蝶する。 

⑤ 再捕獲した場合、マーキングされた地名を参考に移動距離を推測する。 

寒冷耐性実験 

捕獲したアサギマダラ（合計 69 個体）を虫かごに入れ、虫かごのまま冷蔵庫のチルド室（約０℃）

で一定時間静置して、生存率を調べた。 

3.結果 

マーキング調査 

 捕獲した個体数は 84 頭でそのうち再捕獲数は１頭であった。再捕獲個体は 10 月 25 日に滋賀県大津

市栗原権現山登山口でマークされた個体であった。 

寒冷耐性実験 

チルド室の温度約０℃での寒冷耐性は 47 時間 40 分までは 100％生存していた。52 時間 50 分から徐々

に生存割合は下がり始め、93 時間 20 分と 120 時間 30 分で 50％となった。さらに時間をのばすと、141

時間では 33％となり、143 時間以降はすべての個体が死亡した。 

4.考察 

再捕獲した個体は 10 月 25 日に滋賀県大津市栗原権現山でマークされ、11 月 21 日に沖縄県国頭村宇

嘉で再捕獲された。27 日かけた移動した距離は直線距離にして 1180km あるので 1 日平均 43km 移動

してきたことになる。しかし、27 日間食餌をすることなく移動するとは考えにくい。そこで、移動ル

ートと移動方法を寒冷耐性実験をふまえて考察した。 

－ 411 －



 
 

入選 
生物 

沖縄県立向陽高等学校 

秀島 徳亮  町田 幸大  知念 晃治郎  野原 大夢  桃原 千太 

具志頭海岸におけるアリの生息状況調査Ⅱ 

1.目的 

本調査地(具志頭海岸林)は沖縄戦跡国定公園に位置し、南部石灰岩地域の豊かな自然が残る崖地である。

その自然の特徴を知るため、この地域に生息するアリは沖縄本島の他地域とは異なるアリ相が見られる

と仮定し１年間の定点調査を実施した。その後、周辺の異なる環境に生息するアリとの比較を行い、ま

た、他高校(名護、辺士名、普天間)などが過去に行った調査結果との比較も行い、違いを考察すること

にした。 

2.方法 

１．具志頭海岸林については OIST の OKEON モニタリング調査方法の手順で１年間調査を行い、ア

リ相を特定した。 

２．周辺地域(遊歩道の人里側出口、海岸林近くの畑地、海岸林近くの公園、海岸林近く向陽高校校内

数か所)採取 

３．名護高校生物部(２００２年調査)北部自然林他数か所、普天間高校内(2015 年、辺士名高校(２０１

６年調査)文献データを比較する。 

3.結果 

１．具志頭海岸林   15 属 27 種(不明種 4 種含む) 

  具志頭海岸畑地  7 属 10 種(不明種３種含む) 

  具志頭海岸林そば園地 7 属 8 種  

  向陽高校校内(海岸周辺 1 ㎞程度)11 種 

４地点のアリ相は、アシナガキアリ、ケブカアメイロアリが共通で、海岸林と他３点はほぼ共通して

いるが畑地でクロトゲアリが特異的に出現し、トゲハダカアリが高校と畑地、園地ではフタイロヒメ

アリが高校と共通して確認できた。海岸林は南部周辺との比較では多様性が高いことが分かる。 

２．普天間高周辺(2015 年調査) 9 属 16 種確認 

  名護高校(2002 年調査) 自然林 16 種、芝地 12 種、裸地 9 種  

具志頭海岸林と辺士名高校内を比較するとオオズアリ類が多いのが大きな違いだが、その他は共通種

が多い。ニセハリアリ、フタモンヒメアリは南部地区では見られない。アワテコヌカアリが名護高校、

普天間高校、向陽高校 3 か所で出現し、人の周辺で生息域を広げることが特徴的である。 

4.考察 

１．具志頭海岸林のみに出現するアリはアカヒラズオオアリ、リュウキュウアシナガアリで南部地区 4

か所中部地区(普天間高校)や名護地区及び自然林(国頭村)、いずれの調査でも現れなかった。これら 2

種は樹上性のアリであり、南部の琉球石灰岩の海岸林分布に特異的に分布することから、樹木との密

接な関係があると思われる。 

植生と出現について調査し、具志頭海岸林に特異的なアリなのか決定する。 

２．南部地区と北部地区でも多くの共通種が出現した。これらが沖縄島の環境に特異的に進化してきた

アリなのか研究を進めたい。 

３．名護高校調査で照葉樹林にはメダカダルマアリ、アギトアリ、ヒメサスライアリが出現し、他地区

では出現しない。この様にアリの出現と植物との関係が密接なことが分かる。その他の種においても

植物に依存するアリがいるか。植生との比較も考察を深めたい。 
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入選 
生物 

沖縄県立沖縄水産高等学校 

座安 康盛  金城 奨樹  金城 光  宮城 海大  山本 圭人  與儀 充  岡村 淳守 

渡嘉敷産ミナミメダカ復活プロジェクト 

1.目的 

 本校では 30 年前に渡嘉敷島より環境悪化を危惧し、保護されてきたミナミメダカが飼育されている。

そして現在、渡嘉敷島ではミナミメダカは、地域絶滅している（鹿野ら，2016）。 

 そこで私たちは、３年前から個体数を増やし、日本魚類学会で示されている、『放流ガイドライン』

に則り、渡嘉敷島にもう一度、ミナミメダカを復活できないかという取り組みを始めた。 

（１）長堂川のモニタリング調査を「山垣橋」と「山垣橋から 230m 下流」で行う。 

2.方法 

①引き続き本校のミナミメダカがどのようなルートでに持ち込まれたかを調査する。 

②昨年の渡嘉敷現地調査の際に生き残りの個体がいることが分かった。そこで、ＤＮＡシーケンスによ

り、その個体群と本校の個体群が同じ系統であるか確認する。同じであれば、本校の個体群が確実に

渡嘉敷島から持ち込まれてきたものであるともいえる。 

3.結果 

①本校元校長の新崎直昌氏から連絡があった。その結果、本校のミナミメダカは、元校長の弟さんが環

境悪化を危惧して保護し、知り合いであった本校の元教員、三浦信男氏に飼育を依頼していたことが

わかった。 

②ＤＮＡシーケンス実験の結果どちらの個体群にもヒメダカの DNA が混じっていることがわかった。 

 また、渡嘉敷島の個体群は名護の個体群と同じ系統であることもわかった。 

4.考察 

まず、ヒメダカの DNA が混ざってしまっていることから、このままでは渡嘉敷島に放流・譲渡する

ことはできない。そして、ミトコンドリアの DNA をシーケンスしたにもかかわらず、両系統の DNA

が検出されたことから、保護前には大量のヒメダカが放流されていたと示唆された。 

これらを踏まえて、さらに以下のことを考察した。 

①今後このようなことが起こらないように、この経験を活かし私たち自身がしっかり学ぶことで、多く

の人、特に小・中学生と教員に正しい知識を広げ、交雑などを防げるよう啓発教育に力を入れていき

きたい。 

②生存が確認されている名護、国頭産の個体群においても、生息地は安住とはいえない。そこで、本校

にてビオトープを作り、名護、国頭産の個体群の系統保存を行うことで、生息環境の悪化の際に対応

できるようにしていく予定である。 

この他にも戻し交配をするという案もあがったが、費用、期間の面で現実的ではないと判断した。 
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入選 
地学 

沖縄県立八重山高等学校 

譜久村 笑奈  竹本 佳奈  吉田 愛香 

フルスト原遺跡と明和の大津波の関係 

1.目的 

（１）フルスト原遺跡について調べる。 

（２）明和の大津波が起こった際、フルスト原遺跡は被害を受けなかった理由を探る。 

2.方法 

（１）調べ学習。 

（２）フルスト原遺跡の現地調査をする。 

（３）フルスト原遺跡周辺の地形模型を作る。 

3.結果 

（１）フルスト原遺跡は１５基の石塁遺構が確認されている。 

（２）フルスト原遺跡は思ったより広く、石垣の石も大きかった。海からはマップで計算して５２５ｍ

と近いが、高台にあった。崖の下には川が流れていた。 

（３）石垣市防災マップでは大浜地域や白保地域などは大き

な被害を受けることが分かった。だがフルスト原遺跡周辺は

あまり被害を受けないことがわかった。等高線を見るとフル

スト原遺跡周辺は等高線が密集しており、急に標高が高くな

り崖のようになっていることが分かった。 

 

4.考察 

（１）フルスト原遺跡に関する情報が少ないので今後も研究を進め、文献を残す必要があると感じた。 

（２）フルスト原遺跡は復元されたもので石垣の石などが実物大でちゃんと復元されているかわからな

かった。川が崖の下を遺跡に沿って流れており、川の方から遺跡を見ると壁のようになっていたので津

波が来ることは難しいのではないのかなと思った。 

（３）防災マップによると大浜地域とフルスト原遺跡とで津波浸水の被害の差が大きいことに驚いた。

フルスト原遺跡の周辺は崖のように急に標高が高くなっているため津波が到達できないと考えられる。

他の地域でも等高線が密集しているところは、被災する確率が低くなっていたので、同じ理由でフルス

ト原遺跡も被災しなかったのではないかと思う。 
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入選 
地学 

沖縄県立八重山高等学校 

松川 快斗  新盛 之拡  山城 良太 

津波石 ～大浜海岸の津波石分布調査～ 

1.目的 

（１）津波石の分布や大きさ、見分け方を知り、津波石の種類を調べる。 

（２）津波石の分布から津波が来た方向を推定する。 

2.方法 

（１）上空から津波石の数の分布を調べる。 

①ドローンで上空から津波石の撮影をする。 

体育館や運動場でドローン操作の練習をし、現地で上空からの動画を撮影する。 

②動画からスクリーンショットで写真にし、つなげて津波石の分布図を作成する。 

（２）津波石の測定 

メジャーやスマートフォンのアプリ（measuAR）を使用して津波石の高さや周囲の長さを測る。 

3.結果 

（１）数百個もの津波石が大浜海岸（南東側）に多くあり全ての石は数えることはできなかった。 

ドローンの動画から連続写真にしようとしたが、風の影響などで高度やカメラの角度が安定せずつな

げることができなかった。 

（３）①石にはサンゴや貝などの死骸がみられた。 

②Ａ型の津波石が比較的多いことがわかった。 

 

 

 

4.考察 

（１）南東海岸沿いに多数のサンゴの巨石が見られることから、津波の勢いが強いことが考えられ、当

時の被害が壊滅的だったと考えられる。 

津波石は南東側だけでなく北東部や南西部側にも分布している。 

    →津波は１度のみではなく、何度かの津波が多方向から来たと考えられる。 

（２）①海に生息するサンゴやカキなどの死骸が津波石に含まれることから、これらの岩石がもともと

この場所にあったものではなく、津波によって運ばれてきたと考えられる。 

②表１より、津波石の高さと周囲の長さに規則性はないと考えられる。 
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入選 
地学 

沖縄県立美里高等学校 

崎山 昌真  上江洲 祐太  普天間 太陽 

中城湾の砂浜における漂着ゴミの分散形式とマイクロプラスチックの現状

1.目的 

 沖縄県は観光立県であり，観光産業が盛んである。特にリゾートウエディングなどでは白い砂浜が魅

力の一つとなっている。しかし近年，沖縄県の海域においては漂流ゴミが問題となっており，さらに近

年では肉眼では確認しづらいマイクロプラスチックによる海洋汚染も進んでいることを知り，中城湾の

構造や砂浜の分布地を調べることで浮遊ゴミやマイクロプラスチックの分布様式が分かるのではない

かと考え，調査を行うことにした。 

2.方法 

 本研究における調査地は中城湾における砂浜 15 地点であった。現地では海岸の状況やごみの有無，

植生などの調査も行った。また，土砂の 終を行い，マイクロプラスチックの有無や砂の性質を調査し

た。 

3.結果 

 中城湾における砂浜は南風漁港東側海岸や中城モール東側海岸のように大規模なものから，ゴルフゴ

ルフ北東側海岸やあがりティーダ公園東側海岸のような小規模なものまでさまざまであった。漂着ごみ

のうち，特に来歴が分かりやすいペットボトルについて詳細な調査を行ったところ，台湾を含む中国，

ベトナム，マレーシア，フィリピン，韓国，ペルーから漂着したペットボトルが多数確認できた。ペッ

トボトルの数はゴルフゴルフ北東側海岸に も多く漂着していた。マイクロプラスチックの有無を調べ

たところ，微細な発泡スチロール，人工繊維，レジンペレットなどを確認することができた。 

4.考察 

 本研究結果は，砂浜のような堆積物がたまりやすい場所においてはマイクロプラスチックなどのよう

な微細人工物も大量に蓄積している可能性を示唆している。これらが生物体内に取り込まれた際の影響

についてははっきりしないため，今後はマイクロプラスチックが生態系に及ぼす影響についても調査を

進めていきたい。 
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入選 
地学 

沖縄県立那覇国際高等学校 

新井 舞桜 

石垣島の岩石・鉱物とその特徴 Part6 

1.目的 

私は、石垣島の岩石・鉱物について研究を始めて六年目になる。今回の PART6 では、五年間の研究を

まとめるとともに、岩石の硬度を調べ五年前のデータと比較することで、岩石の硬度と風化について考

えた。 

2.方法 

（Part1）・岩石は水に溶けるのか・劈開はあるか・蛍光の性質はあるのか 

（Part2）・塩酸に対する反応・硬度・条痕色・磁性 

（Part3）・オキシドールに対する反応・研磨後の観察 

（Part4）・塩酸との反応で発生した気体について 

（Part5）・条痕色・炎色反応・密度 

（Part6）・硬度の比較 

3.結果 

（Part1）方解石は劈開の性質、蛍光の性質を持っている。（Part2）（Part4）炎色反応はすべての岩石

が赤橙色だった。一番硬度が高いのは琉球石灰岩とバラスで、劈開がみられるものは比較的硬度が低い

傾向にあった。磁性がみられる岩石はなく、金属は含まれていないことが分かった。岩石に塩酸をかけ

ることによって生じた二酸化炭素が通った石灰水を放置しておくと、白い沈殿が起きた。 

（Part3）オキシドールに反応した岩石はなく、マンガン鉱が含まれている岩石はないといえる。研磨

後の観察では、方解石の表面にはスジのようなものが多く見られた。（Part5）条痕色は 10 種類(色)見ら

れた。炎色反応はすべて赤橙色で、カルシウムが含まれていることが分かった。密度は大きいもので、

方解石（赤）が 3,53、小さいもので琉球石灰岩が 2,36 となり、大体の岩石の密度は 2,5～3,0 という結

果になった。（Part6）五年間では目に見える風化はなかった。ほとんどの岩石の硬度は五年前と変化は

見られなかった。その中でも方解石の硬度は低かった。そのことから方解石はもろくて崩れやすいこと

が再確認できた。 

4.考察 

（Part1）水に溶ける岩石は、劈開の性質を持っていると考えられる。 

（Part2）（Part4）岩石に塩酸をかけると二酸化炭素が生じたことから、その岩石は石灰質（炭酸カル

シウム）であるといえる。二酸化炭素の酸と水酸化カルシウムの塩基が中和して、炭酸カルシウムがで

きた。これは水に溶けにくい性質を持つため沈殿として残ったといえる。 

（Part3）研磨後の観察では、有孔虫らしきものが見られたことから、採石した場所は昔海であったこ

とがわかる。 

（Part5）炎色反応の結果は岩石の中でも塩酸やエタノールに溶けた物質のみの炎色反応だといえる。

無色鉱物は密度が小さく、有色鉱物は密度が大きい傾向にあると考えられる。塩酸に溶けるものは炎色

反応の前後で色の変化が見られるものが多かった。炎色反応の前後で色の変化があった岩石は塩酸で溶

けた物質が主成分で、色の変化がなかった岩石は塩酸で溶けない物質が主成分だと考察できる。 

（Part6）風化が見られなかったのは 1 つ１つ密閉して暗室に保管していたため、保存状態が良かった

ことが理由だと考えられる。 
 

－ 417 －



 
 

入選 
地学 

沖縄県立開邦高等学校 

譜久嶺 拓人  野村 まりね  金城 大基  上地 悠太  大城 瑞貴 

ジオツアーを通して学ぶＯＫＩＮＡＷＡ 

1.目的 

沖縄独自の地形や自然の重要性と文化を知ってもらう機会をつくり、ジオサイトの保全活動につなげる

ためのジオツアーを作成する。 

2.方法 

本島南部(南城市)にある沖縄独特の地質・地形、文化のある場所に着目しそれらの情報をまとめた。各

地点をつなぎ、ルートを作成して実際にそれに沿って見学を行なった。見学から得た情報をもとにルー

ト変更、見学場所の追加などの改善をした。さらに各場所の説明を追加し、沖縄の伝説・言い伝え、信

仰と関連付けてその場所への興味・理解を深まるような工夫をした。 

3.結果 

リサーチを通して各地点に共通する特徴や言い伝えから沖縄独特の地質や文化を明確にできた。共通す

る地質としては石灰岩があげられ、石灰岩は垣花樋川の構造の一部であったり、首里上の城門、王族の

墓に利用されたりするなど沖縄の人々と密接な関係を持っている。また、それぞれのジオサイトには沖

縄を生み出したといわれているアマミキヨにまつわる伝説が伝わっており、それもジオツアーをする際

の興味深い話の一つとして含めることができた。さらに、沖縄の地形の成り立ちを南部と北部で比較す

ることによりそれぞれの地質の特徴や出来方の違いが明らかになり、ツアーを行う南部の特徴を別の視

点から見ることで印象が強まりやすくなった。 

4.考察 

初めは、各ジオサイトの個別の説明をして周るだけのジオツアーだったものが、はじめに沖縄の地形の

成り立ちの説明を行うことですべての箇所の全体像を把握することができ、何に着目すればよいかがわ

かりやすくなった。沖縄の地形の成り立ちの説明では、北部一帯の地表が付加体コンプレックス、南部

が琉球石灰岩で構成されていることをプレートの動きや海面水位の変動から説明している。そのため、

ツアー客は各地点を回る際に沖縄の人々の生活を大いに支えてきた石灰岩に注目しながら周ることが

できる。ジオサイト巡りを満喫しながら、時々自然界に存在する石灰岩、加工されて城壁や歩道などの

人工物の一部としての石灰岩などにも目を向けどのように役立ってきたかを見られるようにもなった

ことから、より印象深いジオツアーになったのではないかと思う。また、ほとんどのジオサイトでは琉

球で強く信じられていたアマミキヨとの関連があり、その説明も加えることで各ジオサイトが古来どの

ようにして県民の生活として存在していたのかを知る機会をつくられた。このように、ジオサイトにつ

いての説明をする際に、沖縄全体に関連させながら行うことでより興味深く、印象に残りやすいジオツ

アーを作成することができた。 
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入選 
産業 

沖縄県立美里高等学校 

田場 莉那 

闘牛の餌植物に関する研究 

1.目的 

沖縄における闘牛は「ウシオーラセー」と呼ばれ，ウシ同士を戦わせる競技である。現在，闘牛の飼

育における餌の与え方などについてはほとんど研究されておらず，闘牛飼育者が経験と勘によって筋肉

を育成するために餌を与えているのが現状である。私の父も闘牛飼育者であり，家族のように育ててき

た闘牛の餌について疑問に思ったため，餌植物について可能な限り成分分析を行い，闘牛に適した餌の

条件を探ることにした。 

2.方法 

観察の対象とした闘牛は私の実家で飼育している黒毛和種であった。分析用に供した飼料は粗飼料で

ある牧草と濃厚飼料であった。成分分析は可溶性タンパク質，グルコース，ナトリウムイオン，カリウ

ムイオン，アンモニウムイオン，亜硝酸イオン，硝酸イオンについて行った。さらに，タンパク質，グ

ルコース，ナトリウムイオン，カリウムイオンについては 1日の採餌量について繁殖牛との比較を行っ

た。 

3.結果 

 本研究結果から，ウシの飼料にはそれぞれ栄養分を強化できる特徴があることが分かった。特にフス

マにおけるタンパク質含量が多い理由として，小麦のグルテンなどが考えられ，特にタンパク質を多く

与えたい場合にはフスマの添加が有効であると考えられる。しかし，高タンパクの飼料を多く与えすぎ

ると，ルーメンアシドーシスなどの原因になることから，添加量には注意すべきであると考えられる。

グルコースは生の牧草には含まれていなかったが，これは乾燥飼料においては微生物などの影響によっ

てセルロースが分解されたためグルコースが生産されたと考えられ，飼料のグルコース含量の測定はサ

イレージなどの発酵度合いの指標になり得ると考えられる。 

4.考察 

本研究結果から闘牛は繁殖牛に比べて高タンパクの餌を食べていることが分かった。餌のやり方は飼

育者の経験や勘によるものが大きいと言われているが，闘牛には筋肉の原料となるタンパク質をより多

く与えていることが分かり，このような餌のやり方が筋肉をつけるために有効であることが実証された。

一方で，ナトリウム過多とカリウム不足が起きている可能性が示唆され，乾燥した牧草と生の牧草の与

え方を工夫するなど，ミネラルの与え方については検討が必要であると考えられる。 
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入選 
産業 

沖縄県立辺土名高等学校 

安次嶺 海月  東江 俊幸  徳盛 なつき  比嘉 貫生 

プロジェクト辺高～めざせ！やんばるブランド!!～ 

1.目的 

本校の特徴として沖縄県唯一の環境科があり、授業として地元の自然環境を学んでいる。今回 3 年生の

課題研究としてこれまで学んだことを活かし、地元の自然環境や観光資源・地場産物の魅力発見を目的

として商品開発に取り組む事にした。その上で 3 段階の目標を定め、今年度は発足年として小目標の達

成を目指す。 

2.方法 

(1)市場調査による試作品の評価項目の設定 

2 箇所にて市場調査を行い、(2)で作成する試作品の評価項目を設定する。 

(2)試作品の作成、及び評価 

 地場産物の使用という条件のみに絞り、食品と美容品の試作品を作成。そして評価項目に従い評価し

た。 

3.結果 

(1)市場調査による試作品の評価項目の設定 

 市場調査より、｢その場で食べられる(もしくは小サイズ)｣｢常温保存可能｣商品が好まれていた。その

結果より 3 項目。試作品の完成度から 3 項目。合わせて 6 項目の評価項目を作成した。 （やんばる

アピールポイント・地場産物ポイント・常温販売 個別販売可能・味品質・見た目・再現性） 

(2)試作品の作成、及び評価 

食品 9 種・美容品 2 種を作成し評価を行った。 

食品：（貝のみそ汁・貝のバター炒め・ハマホウレンソウのおひたし・ハマホウレンソウのパスタ・テ

ナガエビ野草かきあげ天ぷら・シークワサーゼリー＆ジュース・桑の実スムージー・ウンジョーキー

のマーマレード・ウンジョーキーのオランジェット） 

美容品：（月桃化粧水・シークワサーバスソルト） 

評価の結果：ウンジョーキーのマーマレード・ウンジョーキーのオランジェット・シークワサーバス

ソルトの点数が高くなった。 

4.考察 

(1)市場調査による試作品の評価項目の設定 

 市場調査より、｢その場で食べられる(もしくは小サイズ)｣・｢常温保存が可能な商品｣が好まれている

のは、北部３村の地理的条件と観光客の宿泊場所の関係が考えられる。そのため、辺高プライベート

ブランドには｢個包装・常温保管｣の条件が必要だと考えられる。 

(2)試作品の作成、及び評価 

評価点より、ウンジョーキーのマーマレード・オランジェットが高かった。 

大宜味産で他地区にほぼ出回ることのない柑橘類であり、やんばるの特別感をアピール出来る魅力あ

る素材だといえる。さらに、加工方法により｢マーマレード｣｢オランジェット｣２種を食品ロスなく作

成することが可能であり、大量生産にも向いていると考えられる。 

 また、シークワサーバスソルトは原材料（塩・シークワサー）が 100％大宜味産であり地元の魅力と

して発信できる。そのため自分用や家族用・友人用と幅広く進めて貰える商品だと考えられる。 
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第 41回 沖縄青少年科学作品展 



第 41 回沖縄青少年科学作品展関係者名簿

★実行委員会名簿

　　　委　員　長　　　島　袋　清　人　　　副社長（研究開発部担当役員）

　　　委員長（代理）　　　宮　里　　　学　　　取締役（研究開発部担当役員）

　　　副 委 員 長　　　高　原　景　滋　　　研究開発部長

　　　委　　　員　　　上　間　　　学　　　内部監査室長

　　　　　〃　　　　　友　寄　博　一　　　防災室長

　　　　　〃　　　　　上　間　　　淳　　　企画本部　企画部長

　　　　　〃　　　　　佐久本　達　哉　　　企画本部　事業開発部長

　　　　　〃　　　　　森　岡　修　治　　　IT 推進本部　IT 事業グループリーダー

　　　　　〃　　　　　徳　本　　　斉　　　IT 推進本部　情報システム部長

　　　　　〃　　　　　屋　宜　　　誠　　　環境部長

　　　　　〃　　　　　成　底　勇　人　　　取締役総務部長

　　　　　〃　　　　　宮　城　喜一郎　　　総務部　秘書グループリーダー

　　　　　〃　　　　　長　嶺　　　修　　　総務部　広報グループリーダー

　　　　　〃　　　　　仲　村　直　将　　　経理部長

　　　　　〃　　　　　島　袋　久　哉　　　資材部長

　　　　　〃　　　　　又　吉　　　司　　　用地部長

　　　　　〃　　　　　城　間　俊　人　　　お客さま本部　企画統括グループリーダー

　　　　　〃　　　　　仲　本　和　也　　　お客さま本部　営業部長

　　　　　〃　　　　　桃　原　致　伸　　　お客さま本部　ソリューション営業部長

　　　　　〃　　　　　横　田　　　哲　　　送配電本部　取締役電力流通部長

　　　　　〃　　　　　川　満　秀　昭　　　送配電本部　配電部長

　　　　　〃　　　　　久　貝　博　康　　　発電本部　取締役発電部長

　　　　　〃　　　　　砂　川　　　勉　　　離島事業部長

　　　オブザーバー　　　山　城　邦　夫　　　監査役室長

　　　事　務　局　　　研究開発部

★運営委員会名簿

　　　委　員　長　　　高　原　景　滋　　　沖縄電力株式会社　研究開発部長

　　　副 委 員 長　　　儀　間　清　浩　　　沖縄県高等学校理科教育研究協議会　会長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（沖縄県立向陽高等学校　校長）

　　　　　〃　　　　　真喜志　　　昇　　　沖縄県理科教育協会　会長（那覇市立曙小学校　校長）

　　　委　　　員　　　上　間　　　均　　　沖縄県立総合教育センター　班長

　　　　　〃　　　　　大　城　　　学　　　沖縄県立総合教育センター　主任研究主事

　　　　　〃　　　　　長　嶺　　　修　　　沖縄電力株式会社　総務部　広報グループリーダー

　　　　　〃　　　　　仲　村　昌　之　　　沖縄電力株式会社　研究開発部　次長

　　　〃（事務局長）　　　真　壁　慎　治　　　沖縄県教育庁県立学校教育課　指導主事

　　　〃（事務局次長）　　　小波津　清　正　　　沖縄電力株式会社　研究開発部　企画管理グループリーダー

　　　〃（事務局員 )　　　前　花　和　秀　　　沖縄県教育庁義務教育課　指導主事

　　　〃（　〃　）　　　嶺　井　　　勉　　　沖縄県高等学校理科教育研究協議会　事務局長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（沖縄県立陽明高等学校　教諭）

　　　〃（　〃　）　　　宮　平　光　二　　　沖縄県理科教育協会　事務局長（宜野座村立宜野座中学校　教諭）

　　　事　務　局　　　沖縄電力株式会社　研究開発部　企画管理グループ
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★チャレンジ実験出展委員会名簿

　　　委　　　員　　　嶺　井　　　勉　　　沖縄県高等学校理科教育研究協議会　事務局長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（沖縄県立陽明高等学校　教諭）

　　　　　〃　　　　　宮　平　光　二　　　沖縄県理科教育協会　事務局長（宜野座村立宜野座中学校　教諭）

　　　　　〃　　　　　濱　元　良　人　　　沖縄県高等学校物理教育研究会（沖縄県立那覇国際高等学校　教諭）

　　　　　〃　　　　　國　吉　勇　司　　　沖縄県高等学校化学教育研究会（沖縄県立中部農林高校　教諭）

　　　　　〃　　　　　山　内　正　一　　　沖縄生物教育研究会（沖縄県立南風原高等学校　教諭）

　　　　　〃　　　　　赤　嶺　祐　作　　　沖縄県高等学校地学教育研究会（沖縄県立沖縄水産高等学校　教論）

　　　　　〃　　　　　下　地　直　嗣　　　沖縄県高等学校「情報」教育研究会（沖縄県立球陽高等学校　教諭）

　　　　　〃　　　　　金　城　真　希　　　那覇地区中学校理科教育研究会（那覇市立石嶺中学校　教諭）

　　　　　〃　　　　　坂　口　卓　也　　　中部理科教育研究会　事務局長（うるま市立具志川中学校　教諭）

　　　　　〃　　　　　照　屋　盛　太　　　島尻理科教育研究会　事務局長（南城市立大里中学校　教諭）

　　　事　務　局　　　真　壁　慎　治　　　沖縄県教育庁県立学校教育課　指導主事

　　　　　〃　　　　　前　花　和　秀　　　沖縄県教育庁義務教育課　指導主事

　　　　　〃　　　　　小波津　清　正　　　沖縄電力株式会社　研究開発部　企画管理グループリーダー

　　　　　〃　　　　　泉　　　祐　正　　　沖縄電力株式会社　研究開発部　企画管理グループ副長

　　　　　〃　　　　　與那嶺　　　淳　　　沖縄電力株式会社　研究開発部　企画管理グループ係長

　　　　　〃　　　　　儀　間　輝　久　　　沖縄電力株式会社　研究開発部

　　　　　〃　　　　　島　袋　洋　平　　　沖縄電力株式会社　研究開発部

★審査委員会名簿

　　　委　員　長　　　上　間　　　均　　　県立総合教育センター理科研修班

　　　副 委 員 長　　　大　城　　　学　　　県立総合教育センター理科研修班

　　　委員（24 名）　　　濱　川　武　司　　　県立総合教育センター理科研修班

　　　　　〃　　　　　内　間　清　晴　　　沖縄キリスト教短期大学

　　　　　〃　　　　　與　儀　　　護　　　琉球大学理学部物質地球科学科物理系

　　　　　〃　　　　　高　嶺　朝一郎　　　教育庁生涯学習振興課

　　　　　〃　　　　　照　屋　俊　明　　　琉球大学教育学部

　　　　　〃　　　　　漢　那　洋　子　　　琉球大学 理学部海洋自然科学科 化学系

　　　　　〃　　　　　林　　　尚　美　　　県立総合教育センター理科研修班

　　　　　〃　　　　　大　城　直　輝　　　沖縄県環境部自然保護課

　　　　　〃　　　　　杉　尾　幸　司　　　琉球大学大学院　教育学研究科

　　　　　〃　　　　　菊　川　　　章　　　県立博物館・美術館博物館班

　　　　　〃　　　　　安座間　安　史　　　琉球大学教育学部　教職センター

　　　　　〃　　　　　仲　里　　　健　　　県立総合教育センター理科研修班

　　　　　〃　　　　　宇佐美　　　賢　　　県立博物館・美術館博物館班

　　　　　〃　　　　　前　花　和　秀　　　教育庁義務教育課　学力向上推進室

　　　　　〃　　　　　前　川　恒　久　　　教育庁国頭教育事務所

　　　　　〃　　　　　武　原　義　也　　　教育庁中頭教育事務所

　　　　　〃　　　　　井　上　洋　文　　　教育庁島尻教育事務所

　　　　　〃　　　　　津　波　　　匠　　　教育庁那覇教育事務所

　　　　　〃　　　　　美　差　淳　司　　　浦添市立教育研究所

　　　　　〃　　　　　外　間　昌　繁　　　県立総合教育センター産業教育班

　　　　　〃　　　　　上　唐　由紀子　　　県立総合教育センター産業教育班

　　　　　〃　　　　　清　水　洋　一　　　琉球大学教育学部技術教育教室

　　　　　〃　　　　　濱　田　栄　作　　　琉球大学大学院教育学研究科・教育学部

　　　　　〃　　　　　岡　本　牧　子　　　琉球大学教育学部学校教育教員養成課程
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第 41 回沖縄青少年科学作品展応募作品一覧表

１．校種別及び教科領域別応募作品数

小 学 校 中 学 校 高 校 合 計 率（％）

物 理 5 0 5 0 12 0 22 0 19%

化 学 5 0 8 1 19 0 32 1 28%

生 物 11 1 8 1 19 0 38 2 33%

地 学 2 0 5 1 8 0 15 1 13%

産 業 0 0 0 0 8 0 8 0 7%

合 計 23 1 26 3 66 0 115 4 100%

※塗りつぶしはアメリカンスクール数

２．校種別及び教科領域別応募作品の調査・研究の態様

小 学 校 中 学 校 高 校 合 計

個人 共同 個人 共同 個人 共同 個人研究 共同研究

物 理 4 0 1 0 5 0 0 0 0 0 12 0 9 0 13 0

化 学 5 1 0 0 4 1 4 0 0 0 19 0 9 2 23 0

生 物 6 0 5 0 7 1 1 0 1 0 18 0 14 1 24 0

地 学 2 0 0 0 5 1 0 0 1 0 7 0 8 1 7 0

産 業 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 0 1 0 7 0

合 計 17 1 6 0 21 3 5 0 3 0 63 0 41 4 74 0

※塗りつぶしはアメリカンスクール数

３．校種別応募校数及び生徒数

小 学 校 中 学 校 高 校 合 計

校 数 21 1 21 1 17 0 59 2

人 数 74 1 44 3 324 0 442 4

※塗りつぶしはアメリカンスクール数
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４．応募校別教科領域の部門状況

　　小学校の部

科目

学校名
物 理 化 学 生 物 地 学 産 業 合　計

1 浦添市立前田小学校 1 1

2 大宜味村立大宜味小学校 1 1

3 沖縄市立比屋根小学校 1 1

4 宜野座村立漢那小学校 1 1

5 北谷町立浜川小学校 1 1

6 豊見城市立とよみ小学校 1 1

7 豊見城市立伊良波小学校 1 1

8 名護市立名護小学校 1 1

9 那覇市立曙小学校 1 1

10 那覇市立真嘉比小学校 1 1

11 那覇市立天久小学校 1 1

12 那覇市立泊小学校 1 1

13 南城市立大里南小学校 1 1

14 南城市立大里北小学校 2 2

15 南風原町立津嘉山小学校 1 1

16 本部町立伊豆味小学校 1 1

17 八重瀬町立白川小学校 1 1

18 与那原町立与那原小学校 1 1

19 与那原町立与那原東小学校 1 1

20 沖縄カトリック小学校 1 1 1 3

5 5 11 2 0 23

　　中学校の部

科目・提出物

学校名
物 理 化 学 生 物 地 学 産 業 合　計

1
石垣市立崎枝中学校 
石垣市立石垣第二中学校

1 1

2 石垣市立石垣第二中学校 1 1

3 浦添市立浦添中学校 1 1

4 浦添市立港川中学校 1 1

5 浦添市立神森中学校 1 1

6 沖縄県立開邦中学校 1 1

7 沖縄県立球陽中学校 1 1

8 沖縄県立宮里中学校 1 1

9 恩納村立山田中学校 1 1

10 北中城村立北中城中学校 1 1

11 宜野湾市立普天間中学校 1 1

12 私立昭和薬科大付属中学校 1 1

13 豊見城市立伊良波中学校 1 1

14 名護市立屋部中学校 1 1

15 名護市立大宮中学校 1 1

16 那覇市立安岡中学校 1 1

17 那覇市立上山中学校 1 1

18 那覇市立那覇中学校 1 1

19 南城市立玉城中学校 2 2

20 本部町立伊豆味中学校 1 1

21 国立大学法人琉球大学教育学部付属中学校 1 2 1 1 5

5 8 8 5 0 26
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　　高等学校の部

科目・提出物

学校名
物 理 化 学 生 物 地 学 産 業 合　計

1 沖縄県立石川高等学校 1 1

2 沖縄県立浦添工業高等学校 1 1

3 沖縄県立沖縄水産高等学校 1 2 3

4 沖縄県立開邦高等学校 6 5 3 2 16

5 沖縄県立球陽高等学校 6 1 7

6 沖縄県立具志川高等学校 1 1

7 沖縄県立向陽高等学校 2 2

8 沖縄県立那覇高等学校 1 1

9 沖縄県立那覇国際高等学校 1 1 2

10 沖縄県立辺土名高等学校 1 3 1 5

11 沖縄県立北山高等学校 1 2 3

12 沖縄県立北部農林高等学校 1 1

13 沖縄県立美里高等学校 2 2 4 1 1 10

14 沖縄県立宮古高等学校 1 1

15 沖縄県立宮古総合実業高等学校 1 1

16 沖縄県立八重山高等学校 3 2 2 7

17 沖縄県立南部農林高等学校 2 1 1 4

13 18 19 8 8 66

　　アメリカンスクールの部

科目・提出物

学校名
物 理 化 学 生 物 地 学 産 業 合　計

1 E.C. キリン　エレメンタリー　スクール 1 1

2 リュウキュウ　ミドル　スクール 1 1 1 3

0 2 1 1 0 4
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沖縄青少年科学作品展　応募数及び来場者数の推移

回 数
応 募 総 数（ 学 校 数 ） 来場者数（人）

小 学 校 中 学 校 高 等 学 校 小 計 総 計 初日 2日目 総計

平成 17 年度 第 28 回
25 (23) 32 (23) 32 (19) 89 (65)

106 (71) 5,314 8,949 14,263
4 (2) 7 (2) 6 (2) 17 (6)

平成 18 年度 第 29 回
29 (21) 30 (23) 57 (18) 116 (62)

129 (66) 7,597 7,844 15,441
5 (1) 5 (2) 3 (1) 13 (4)

平成 19 年度 第 30 回
27 (24) 40 (21) 61 (16) 128 (61)

173 (66) 8,863 9,088 17,951
12 (3) 33 (2) 0 (0) 45 (5)

平成 20 年度 第 31 回
30 (20) 34 (24) 59 (17) 123 (61)

139 (62) 7,194 8,823 16,017
0 (0) 16 (1) 0 (0) 16 (1)

平成 21 年度 第 32 回
29 (23) 28 (17) 55 (20) 112 (60)

122 (63) 3,315 4,636 7,951
2 (1) 8 (2) 0 (0) 10 (3)

平成 22 年度 第 33 回
24 (21) 35 (24) 69 (22) 128 (67)

144 (70) 6,014 9,531 15,545
11 (1) 4 (1) 1 (1) 16 (3)

平成 23 年度 第 34 回
22 (19) 26 (19) 71 (23) 119 (61)

134 (66) 4,648 6,359 11,007
13 (3) 1 (1) 1 (1) 15 (5)

平成 24 年度 第 35 回
21 (16) 27 (21) 74 (23) 122 (60)

142 (65) 5,929 8,638 14,567
18 (4) 2 (1) 0 (0) 20 (5)

平成 25 年度 第 36 回
23 (20) 27 (21) 73 (26) 123 (67)

137 (69) 5,821 6,189 12,010
11 (1) 3 (1) 0 (0) 14 (2)

平成 26 年度 第 37 回
25 (20) 28 (22) 72 (23) 125 (65)

142 (69) 4,651 5,115 9,766
16 (3) 1 (1) 0 (0) 17 (4)

平成 27 年度 第 38 回
25 (21) 25 (19) 79 (21) 129 (61)

149 (66) 3,021 4,834 7,855
10 (4) 10 (1) 0 (0) 20 (5)

平成 28 年度 第 39 回
27 (21) 26 (21) 66 (19) 119 (61)

139 (66) 3,973 4,939 8,912
10 (4) 10 (1) 0 (0) 20 (5)

平成 29 年度 第 40 回
26 (21) 24 (17) 78 (21) 128 (59)

136 (61) 9,824 10,231 20,055
2 (1) 6 (1) 0 (0) 8 (2)

平成 30 年度 第 41 回
23 (21) 26 (21) 66 (17) 115 (59)

119 (61) 6,078 7,704 13,782
1 (1) 3 (1) 0 (0) 4 (2)

※塗りつぶしは、アメリカンスクール外数

※（　　）内は、学校数
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第 41 回沖縄青少年科学作品展　開催概要

開催日時：平成 31 年 2 月 9 日（土）、10 日（日）10：00 ～ 17：00

開催場所：ANA ARENA　浦添（浦添市民体育館）

【式典】

　実施日時：平成 31 年 2 月 9 日（土）10：00 ～ 12：00

　内　　容：開会式、表彰式、沖縄県知事賞受賞者による作品発表

【上位賞受賞者によるポスターセッション】

　実施日時：平成 31 年 2 月 9 日（土）13：00 ～ 14：00

　内　　容：上位賞（沖縄県知事賞、沖縄電力社長賞、沖縄県教育長賞、環境奨励賞）受賞者による作品概要説明お

よび質疑応答

【入賞作品展示】

　実施日時：平成 31 年 2 月 9 日（土）、10 日（日）10：00 ～ 17：00

　内　　容：全入賞作品（沖縄県知事賞、沖縄電力社長賞、沖縄県教育長賞、環境奨励賞、審査員奨励賞、佳作、入選）

108点の展示

【その他イベント】

　実施日時：平成 31 年 2 月 9 日（土）12：00 ～ 17：00

　　　　　　　　　　 2 月 10 日（日）10：00 ～ 17：00

　内　　容：

　○チャレンジ実験コーナー

科 目 実 験 名 実 験 内 容

物 理 叫べ！クントの実験
空気を自分の声（音波）で振動させ、それをビーズで可

視化して縞模様として観察します。

化 学 UV レジンでキーホルダーを作ろう！

紫外線の光エネルギーに反応して化学変化する UV レジン

（紫外線硬化樹脂）を用いて、オリジナルのキーホルダー

を製作します。

生 物 逆さめがねをのぞいてみよう

逆さめがねを作成・着用してワークシート問題にチャレ

ンジすることにより、脳がどのようにして物事を認識し

ているのかを体感する。

地 学
空気の力で紙を燃やす！

空気の力で時間を戻す？

圧縮発火器による発火実験と、減圧容器を用いた水の変

化を行い、空気の力を視覚的に体験します。

情 報 合成写真を作ろう &簡易 AR 体験
クロマキー技法にて合成した画像を制作します。

また、タブレットを利用した AR の体験を行います。

理 科

ドライアイスシャーベット ジュースをドライアイスで冷やし、シャーベットを作ります。

太陽の力で色付くカードを作ろう！
忍者絵の具を使って紫外線を目で確かめることができる

カードを作ります。

紫外線で色が変わる !!

　UV（紫外線）チェックビーズ

目には見えない紫外線を UV チェックビーズの変色で可視

化します。
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　○科学教室

タ イ ト ル 内 容 出 展 先

プログラムを作って

ロボットを制御しよう！

ロボットを自動でうまく動かすには、ノートパソ

コンでどのようにプログラムを作ったらいいかを

考えながら、機械を制御する技術について学習し

ます。

沖縄工業高等専門学校

テクノ手芸を体験しよう！
LED を使った光るワッペンやブローチを製作し、手

芸×電子工作を体験します。

時間差で色が変わる時計

反応

抗酸化物質の量による酸化還元反応完了時間の違

いを、ヨウ素デンプン反応の呈色で「反応タイミ

ング」の違いとして時計反応を分かりやすく学習

します。

ダンボールクラフトでク

レーンの仕組みを学ぼう

あらかじめダンボールにレーザー加工機でカット

したクレーンの部品と注射器 ( シリンジ ) を使用

し、可動式アームを製作します。クレーン可動部

への力の伝わる仕組みと、水と空気の力の伝わり

方の違いを学びます。

低融点合金を使ってアク

セサリーを作ろう

100℃以下で溶融する低融点合金 ( ニュートン合

金 ) を活用し、鋳造によるアクセサリー製作を行

います。

紙とペンとハサミで脳神

経学者になろう！

紙とペンとハサミで脳ハットを作成することによ

り、脳のつくりをわかりやすく学習します。
沖縄科学技術大学院大学

ミニオール電化ハウスを

プログラミング（※対象

学年　小学３年生以上〈親

子〉）

照明 (LED)・ステレオ ( 電子オルゴール )・扇風機

(モーター )などの家電が配置できるミニオール電

化ハウスを製作し、BBC micro:bit を使って作動さ

せることで、電気回路の基礎と情報機器でエネル

ギーをコントロールすることについて考えます。

琉球大学教育学部

ミニオール電化ハウスをプ

ログラミング（学校教員向

け）

水圧を利用した不思議なお

もちゃ「浮沈子」を作ろう！

ステージで実演する「水圧実験」をより深く学ぶた

めのハンズオンコンテンツ。水圧を利用した不思議

なおもちゃ「浮沈子」を作成し、この原理を学びます。

GODAC

（国際海洋環境情報セン

ター）

水で広がる色の花「ペー

パークロマトグラフィー」

てんぷら紙を使用した色素成分を分解する実験。１

色のカラーペンのインクに含まれる様々な色素を知

ることができ、そのグラデーション模様を楽しみま

す。また色見本帳とフラワーしおりを作ります。

沖縄こどもの国

PICマイコンでタイマーを

作ろう・Linuxで遊ぼう

PICマイコンを用いたタイマーの作成体験および小型

コンピュータRaspberry Piを用いた様々な応用アプ

リケーションの展示を通して、工学の身近さと面白

さを学びます。

琉球大学工学部
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　○ロボットコーナー

部 門 タ イ ト ル 協 力

中学校 アイデアロボットコンテスト
沖縄県中学校技術・家庭

科教育研究会

高等学校 ロボット三種模擬競技 沖縄県工業教育研究会

高等専門学校
ロボット競技コンテスト

「Bottle - Flip Café」
沖縄工業高等専門学校

タ イ ト ル 内 容 出 展 先

「実験キッズ探偵～乳化剤

（にゅうかざい）を探しだ

せ！」

参加者各自が乳化の知識を学びながら、身近な数

種類の液体、物質で実験を行い、観察し、乳化剤

となる物質を特定していく。

(一社 )

おきなわジュニア科学クラブ
ようこそ、STEM 教育の世

界へ

A：「宇宙エレベーター」

B：「生活サービスロボット・

デモンストレーション！」

AI 時代を生きるこどもたちへの教育として注目を

集める STEM 教育。沖縄でも初となる教育教材の宇

宙エレベーターと、PC 無しでプログラミングでき、

自在にボディを設計し作ることのできるロボット

の走行を演示する。

琉大ハカセ塾 / 琉球大学

GSC/ 琉球ガールズ 体験

講義

「琉大ハカセ塾」「琉大カガク院」「サイエンスプロ

ジェクト for 琉球ガールズ」で行われている講義

を体験する。「ブラックホールと写真を撮ろう」「瞬

間冷却剤を作ろう」「単極モーターを作ろう」「人

工イクラを作ろう」「金属コマを作ろう」

琉大ハカセ塾と仲間たち

液体窒素で極低温の世界

を体験

A：超伝導実演

B：液体窒素体験

A：液体窒素を用いた実験、超伝導体の体験を行い

ます。

B：液体窒素体験コーナー
・琉球大学理学部

・琉球大学ミステリーサー

クル
不思議な光の性質を探っ

てみよう！ &過冷却実験

・過冷却水溶液を凝固させ、その際に発生する熱を

体験し、物の状態が変わる時の振る舞いについて

学習する。

・液晶テレビとコイルを使って、電磁波について光

や映像で直感的に体感し学習する。

スターラボ
大きなドームの中で、夜空を間近に見ることがで

きます。
アメリカンスクール
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　○科学実験ステージショー（Mr カガックサイエンスショー）

　　県内高等学校の物理の先生方による来場者参加型の科学実験ショー

　〇ＧＯＤＡＣスペシャルステージ

　　海洋に関する興味を持つきっかけをつかむことを目的としたステージイベント

　○電力・エネルギーコーナー

　電気について体験しながら興味・関心や知識を持ってもらい、また沖縄電力株式会社について PR し、理解を

深めていただくことを目的に実施した。

　　・環境行動パネル展

　　・おきでんエネルギー・環境教育

　　・研究開発への取組み

　　・オール電化体験車

　○ふれあいミニ動物園

　小動物と実際に触れ合える場を提供することで、生き物に対する興味を高めるとともに、生命を大切にする心

を育てることを目的に実施した。（協力：公益財団法人　沖縄こどもの国）
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第 41 回沖縄青少年科学作品展会場見取り図
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おわりに

　本作品展は、青少年の科学に対する関心と興味を喚起し、沖縄県の科学教育の振興に資するとともに地域産業の担

い手としての人材の育成に寄与することを目的に開催しています。

　この作品集は、本作品展で優秀な成績を修めた作品を永く記録に留め、今後の児童生徒による研究活動、理科教育

の発展に寄与することを目的に発行するものです。

　本作品展開催にあたりご尽力いただきました関係者の皆様に心より御礼申し上げます。

　作品集の閲覧にあたって

　　①　上位入賞者の作品レポートは、児童生徒の作品をそのまま記録とするため、手書きのレポートについては電

子複写を行い掲載しております。

　文字が小さくなっておりますが、拡大機能を利用の上、ご覧いただきますよう、よろしくお願いします。

　　②　上位入賞作品には審査員からの講評を合わせて掲載しております。今後の研究を進める上で参考としていた

だければ幸いです。
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