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次 第（時間は予定） 

 

    13：35 開会   (司会：18HR生徒) 

        あいさつ 赤塚顕宏 校長先生 

    13：45 研究発表（４グループ） 

    14：45 休憩 

    15：00 研究発表（５グループ） 

    16：15 講評：静岡理工科大学副学長 小澤哲夫 教授 

16：25 閉会 

 

   
発

表

順 

開始時間 
班番

号 
テーマ 

1 13:45 3 ボトルフリップの総合的かつ詳細な考察 

2 14:00 ６ 広義フェルマー点の定義とその性質 

3 14:15 ７ Leaf関数 ～数学的観点からの検討～ 

4 14:30 １ テーブルクロス引きを成功させるためには 

休

憩 
14:45    

（15 分間）   

5 15:00 ８ 
学力推定モデルの構築と特徴量最適化に 

関する試み 

6 15:15 ５ 
令和元年東日本台風の高潮による鮫島海岸

の微地形の変化 

7 15:30 ９ アスコルビン酸を用いた銀鏡反応 

8 15:45 ４ 農作物の生育における炭の関与 

9 16:00 ２ 糸コンピュータ 

 

 

※事前に配布した要項と、発表タイトルが変更になっている班もあります。ご了承ください。 



テーブルクロス引きを成功させるためには 

鈴木海沙也 松下和矢 三谷啓人 戸塚郁果 山下瑛葉 山田莉央 

 

For a successful tablecloth pull 

Misaya Suzuki  Kazuya Matsushita  Keito Mitani 

Ayaka Totsuka  Akiha Yamashita  Rio Yamada  

 

Abstract 

We investigated what are the conditions for a successful tablecloth pull. Therefore, 

when we reduce the friction between the cloth and the object, the force applied to the 

object becomes smaller, and the heavier the object, the greater the inertial force, 

which shortens the moving distance of the object, and when the tablecloth pulling 

succeeds. We thought and studied. As a result, it was found that it is better to pull 

the cloth quickly for the tablecloth pull to be successful. 

 

Keywords; tablecloth, speed, moving distance 

 

§1動機・目的 

身近にある物理現象として、テーブルクロス

引きが挙げられ、そこで成功の要素を探り成

功の条件を知りたいと思った。 

 

§2仮説 

布と物体との間の摩擦が小さい場合、物体に加

わる力が小さくなり物体を重くする程、慣性力

が大きくなることで物体の移動距離が小さく

なりテーブルクロスが成功しやすくなる。 

 

§3実験    

  

実験 1から 3まで全て布に紐を取り付け、手で

引っ張ってビースピで速度を測った。布上の物

体は円筒形の容器におもりを入れて作った。 

実験 1 

布上のおもりは全て 100g。  

以下の 3つの材質の布を比較。 

①綿 100％ ②撥水ビニール加工  

③フェルト（ポリエステル 100％） 

実験 2 

おもりは全て 100g。 

形状の違う以下の 2つの綿 100％の布を比較。 

①凹凸無し ②凹凸あり 

実験 3 

布の上のおもりを以下の 3 つで比較。 

①100g ②200g ③500g 

 

§4結果 

実験 1 

 

・布の材質によって移動距離が異なる。 

・ビニール加工のデータのばらつきが大きい。 



・どの材質でもグラフの形は大きく変わらない。 

実験 2 

 

・凹凸ありの移動距離は凹凸無しの移動距離よ

り短い。 

実験 3 

 

・500gの移動距離が短い。 

・500gよりも 100gや 200gの方がデータのばら

つきが大きい。 

・3m/s以降は重さによる移動距離の差異があま

り見られない。 

 

§5考察 

移動距離と速さの式 

𝜇1:物体と布との間の動摩擦係数 

𝜇2:物体と机との間の動摩擦係数 

𝑚:物体の質量 𝑤:布の質量 𝑣:計測速度 

𝑑:布の端から物体までの距離 

𝐹:布を引く力 𝑥:物体の移動距離 

y:ビースピのセンサーの間の距離 

※𝛼一定（𝐹一定）とする。 

𝑥 =
𝜇1𝑤𝑔𝑑

𝐹 − (𝜇1 + 𝜇2)(𝑚 + 𝑤)𝑔
…① 

=
2𝜇1𝑔𝑑𝑦

𝑣2 − 2𝜇1𝑔𝑦
…② 

漸近線 𝑣 = √2𝜇1𝑔𝑦…③ 

 

・布の材質が変わると𝜇1も変化し、②の式より

𝑥も異なる。 

・凹凸がある布は接触面積が小さくなり𝜇1が小

さくなるため、②の式より𝑥が小さくなる。 

・布は柔らかい物質であり、剛体と違い接触面

積が大きくなりアモントン・クーロンの法則※

が成り立たない。 

※摩擦力は接触面積に依らない。 

・②の式より𝑣が大きくなると𝑥が小さくなる。 

・②の式より、移動距離と速さのグラフは双曲

線になる。また、漸近線は③の式になる。 

 

§6結論 

テーブルクロス引きを成功させるためには布

を速く引いた方が良い。 

 

§7今後の展望 

②の式より𝑚は𝑥に関係しないことがわかる。し

かし、これは物体の質量が大きくなると移動距

離が短くなるという結果に反する。そこで、な

ぜこのような結果になったのかを調べたい。 

 

§8参考資料 

摩擦の新法則を発見 

－荷重を大きくすると摩擦係数は減少する－ 

大槻 道夫  松川 宏 

http://www.phys.aoyama.ac.jp/~w3-

matsu/130422v31 

 

 

 

http://www.phys.aoyama.ac.jp/~w3-matsu/130422v31
http://www.phys.aoyama.ac.jp/~w3-matsu/130422v31


 

糸コンピュータ 

浅原望乃・加藤大喜・永田圭都・野渡風輝・吉原遼・髙橋邑弥 

String computer 

Nono ASAHARA・Daiki KATO・Keito NAGATA 

Fuki NOWATARI・Haruka YOSHIHARA・Yuya TAKAHASHI 

[We studied waves in physics classes, and learned when two waves are sent from each side they 

become a synthetic wave. Then we think it possible to visualize addition by making use of this. So 

we decide to apply wave synthesis theory and make a calculator by using string.] 

    

§1. 動機・目的 

授業で波について学び、振動数の異なる波を送

ると波が重ね合わさり、合成波になることを知っ

た。それを利用して、足し算を定常波として可視

化できるのではないかと考えた。そこで、糸を用

いた足し算の出来るコンピュータを作ってみよ

うと思った。 

§2. 中間発表までの流れ 

弦の両端を振動させることで２つの波を力学

的に合成することを試みた。その結果、２つの波

の振動数が互いに等しいときのみ、定常波を用い

た足し算をすることに成功した。しかし、２つの

波の振動数が等しくないときは成功しなかった。

それは、弦の端で反射する波を考慮していなかっ

たことが原因と考えた。 

§３. 仮説 

 そこで新たに、電気信号で合成する方法を試み

た。変位が、y1 = A sin(2π𝑓1𝑡)  , y2 = A sin(2π𝑓2𝑡)

で表される２つの波を合成する。和積の公式より、 

𝑦1 + 𝑦2 = 2 𝐴sin (2𝜋
𝑓1 + 𝑓2

2
𝑡) cos (2𝜋

𝑓1 − 𝑓2

2
𝑡) 

         ↳➀     ↳➁ 

➀について、合成された波の振動数が元の波の

和の 
1

2
 倍になっている。このとき、同じ長さの弦

を用いる場合において、𝑓 =
v

λ
より、振動数が 

1

2
 倍

になっている。そのため、速さも 
1

2
 倍にするこ

とで波長の値も正確に表すことが出来る。速さ

を 
1

2
  倍にするためには、𝑣 = √

𝑇

ρ
より、重りの数

を 
1

4
 にすればよい。 

➁の影響で𝑓1―𝑓2の定常波もできる可能性が

あるので、コンデンサーを組み込むことで解決



を試みる。➁の振動数は 
𝑓1−𝑓2

2
 であり、➀の振動

数 
𝑓1+𝑓2

2
 と比べて小さくなる。コンデンサーのリ

アクタンス公式 𝑋𝑐 =
1

2𝜋𝑓𝐶
より、cos (2𝜋

𝑓1−𝑓2

2
𝑡)

に対する抵抗は大きくなる。したがって、

cos (2𝜋
𝑓1−𝑓2

2
𝑡)の信号はsin (2𝜋

𝑓1+𝑓2

2
𝑡)の信号よ

りも流れにくくなるため②の影響を弱められ

るのではないかと考えた。 

※ 𝑦1：波 1 の変位[ｍ], 𝑦2：波 2 の変位，A：

振幅[ｍ] , t：時間[s], π：円周率 ,  𝑣 : 速

さ[m/s] , f：振動数[Hz] , ρ：線密度

[kg/m] , T：張力[N] ,λ：波長[m] , 𝑋𝑐：コ

ンデンサーのリアクタンス[Ω] , C：電気容

量[F] 

§４. 実験方法 

【用具】  

土台×3，スピーカー×３，糸，アンプ，発信

機，ワニグチクリップ×12，突起×4，コー 

ド，おもり 

【実験方法】 

⑴ コンデンサー、発信機、スピーカーを写真

１のようにつなぐ。 

⑵ 糸をスピーカーとおもりに取り付ける。 

⑶ 写真１の右の糸と中央の糸に別々の信号を

送り、定常波を作る。更に、左の糸で合成

した信号の定常波を送る。 

 

 

                写真１ 

§５. 結果 

足し算の再現に成功した。 

§６. 考察 

結果から見て、今回私たちがたてた仮説はお

およそ正しかったことが分かった。ただ②につ

いては、論理的な根拠が不明確なため今後研究

を進める。ほかに振動数の少ない波を除き、振

動数の多い波だけを取り出す方法がないか探

していきたい。 

§７．今後の展望 

 振動数の多い成分だけを追求する。また、振

動数の少ない成分を利用して引き算にも挑戦

する。 



ボトルフリップの総合的かつ詳細な考察 

杉田廉弥・鈴木慎一朗・廣岡輝・松島庸介・密岡丈嗣 

Comprehensive and detailed consideration of Bottle flip  

Renya Sugita・Shinichiro Suzuki・Kira Hiroka・Yosuke Matsushima・Joji Mitsuoka  

 

Abstract 

  We think that there are so many people who have tried standing plastic bottles. But many of us 

might wonder why those bottles stand. We conducted a wide variety of experiments to make it clear. 

First, we started by examining the previous research because we have conflicted  

Conclusion.  Through experiments, we got some interesting results. And we considered them. 

 

Keyword≪bottle flip  separation  movement  angular velocity≫  

§1 動機・目的 

中間発表までの研究では水の量と成功につい

て研究を行った。その中で、着地前後でボトル

内部の液体の運動の状態が大きく変化してい

ることがわかり、ボトルフリップの成功には着

地が重要であると考えた。また、先行研究では

回転中のボトル内の水の動きについて研究を

行っているものが多かったため、中間発表以降

の研究では着地に観点をおき研究を行った。 

 

§2 中間発表までの結果および先行研究 

① ３種類の 500ml ペットボトル(ボス、ジョ

ージア、ポカリスエット)に水と BB 弾を入

れ、手で投げて実験を行った。水の量が少

ないときは着地時跳ねてしまい逆に多いと

きには回転の勢いが弱まらず成功しにくか

った。このことから、水の量は成功率に大

きく関係していることが分かった。 

② 回転中に水がキャップ側と底側に分離する

様子が観察できた。回転中に水が分離する

ことで重心が移動する。空中でボトルは重

心を中心に回転しており、水の移動によっ

て重心が移動することで水と重心の距離が

大きくなり慣性モーメントが大きくなるこ

とで、角運動量保存の法則から角速度が小

さくなるため回転が遅くなる。 

  

 

慣性モーメントの式 

𝐼 = 𝑚𝑟2 

角運動量保存の式 

𝐿 = 𝐼𝜔 

L:角運動量 I:慣性モーメント[𝑘𝑔 ∙ 𝑚2] 

m:質量[𝑘𝑔] r:回転半径[𝑚] 𝜔:角速度[𝑟𝑎𝑑/𝑠] 

 

§3 仮説 

着地時に底側の水がしぶきとなって飛び散り、

キャップ側の水が底に叩きつけられることで、

ボトルが跳ねる要因になるエネルギーが分散

し、重心が低くなることがボトルフリップの成

功を助けている。また、回転させることで底側

の水とキャップ側の水が逆向きの運動量を持

ち、着地時にキャップ側の水が底側に叩きつけ

られることでボトルが回転とするエネルギー

を打ち消していると考えた。 

 

§4 実験 

1. 回転エネルギーが打ち消しあっているなら

ば最初から回転させなくても同じなのでは

ないかと考え、水を入れたボトルを床に垂

直に 15 ㎝の高さから落として実験を行っ

た。 

 



2. ハイスピードカメラ(フレームレート

1080fps、露出時間1 4000⁄ 秒、解像度 2048

×2048)を用い着地時の運動の様子を着地

前後合わせて2.52407秒間観察した。ボト

ルはジョージアのものを使用し中間発表ま

でと同様に、運動の様子を分かりやすくす

るためにボトル内に BB 弾を入れたもので

も実験を行った。 

 

§5 結果 

1. 50 回中 3 回しか成功しなかった。1/3 程度

の水を入れたが、着地時底から水柱が上が

り跳ねてしまって成功しなかった。成功し

た時は、ボトルの底の面が一度に床につい

たとき、つまりボトルが床に垂直に落ちた

時だった。 

2. 水を用いた実験では着地時にボトルの底の

中心部分から水柱が上がり、ボトル側面に

沿ってキャップ側の水が底側に叩きつけら

れる事によってボトル内で水が対流してい

る様子が見られた。また、着地直前ボトル

内の水は遠心力によって側面に押し付けら

れ、空洞ができていた。BB 弾を用いた場

合では、キャップ側の粒子が底側と逆向き

の運動量を持ち、運動量を打ち消しあって

いる様子が観察できた。 

             
 

§6 考察 

① 水が分離することで着地した時にキャップ

側の水が底側に叩き付けられ、底側の水は

キャップ側にしぶきとなって飛び散る。こ

のことでボトルをはねさせるエネルギーを

分散させている。また、このとき重心が瞬

間的に下がることでボトルが倒れにくくな

るため成功する。 

② ボトルフリップの成功において水の動きに

よる角速度の変化と回転させることでボト

ル内部の水が運動量を持つことが大きく関

与している。まず、ボトルを地面に対して

垂直に投げることでボトルが横向きに倒れ

にくくしている。回転が弱いが成功すると

きは、キャップ側の水が着地前後で底側に

近づくことで慣性モーメントが小さくなり

角速度の低下が緩やかになることで成功す

る。回転が強いときは、回転が弱い時と逆

の効果により着地の直前まで回転が弱まり

続けることで成功する。 

  

§7 まとめ 

ボトルフリップの成功においては回転させる

ということがとても重要である。回転させるこ

とで水が移動し着地時に運動量を打ち消しあ

っているだけではなく、水の移動による重心の

移動により角速度が変化することで回転の速

さが調整されていることが成功しやすくして

いると考えられる。 

 

§8 謝辞 

静岡大学工学部真田俊之准教授 

松本悠汰さん、宮地慶亞さん 

 

§9 参考文献 

2017 流行語大賞!? ボトルフリップ～指令!水

の動きを追跡せよ～ 

碧南市立西端中学校 3 年 C 組 谷 直柔 

Water Bottle Flipping Physics 

https://www.researchgate.net/publication/322

049148_Water_Bottle_Flipping_Physics 
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農作物の生育における炭の関与 
Involvement of Charcoal in the Growth of Crops 

内野洋子・黒川小春・髙木直義・竹内真央・福井南実・松本七海 

Abstract 

We have studied that charcoal has a good influence on crops and sprinkling charcoal affects 

the decrease of N₂O, the greenhouse gas that is given off when nitrification and 

denitrification occur. We were very interested in that. So we thought of studying about these 

things in more detail.

§動機・目的 

先行研究により,炭は農作物に良い影響を与

えること,また炭を土壌に撒くことで,硝化と脱

窒の際に放出される一酸化二窒素（N₂O）が減

少することがわかった.そこで炭を撒く量の違

いによるコマツナの生育の違いと,炭が確かに

一酸化二窒素を減少させるのか,また減少させ

るとしたら炭は硝化,脱窒のどちらを抑制して

いるのかを調べることにした. 

§予備実験の結果 

畝を半分に分割し,間引き後片方に炭を撒い

てコマツナの成長の違いを調べた.下の表がそ

の結果である. 

コマツナの新鮮重量(根を含む) 

  A炭なし(g) B炭あり(g) 

a 73.47 75.90 

b 111.87 65.86 

c 87.62 72.25 

d 67.87 148.37 

e 88.51 106.21 

合計 429.34 468.59 

平均 85.87 93.72 

炭を撒いたほうが,撒いていない方より新鮮重

量の平均が 7.85g大きかったので,炭はコマツナ

の生育を促進していると考えられる. 

 

§実験 1 炭を撒く量の差によるコマツナの生

育の違いについて 

仮説 

・炭を撒く量が多くなれば多くなるほどコマツ

ナの生育が促進される. 

方法 

・前回の実験では,虫の被害が多く見られたた

め,プランターに防虫ネットをかけた. 

11/4 

・コマツナの種と炭(各 0g,10g,20g,30g,40g)

をプランターに撒き,防虫ネットをかけた. 

12/12  

・間引き,移植を行い１つのプランターにつき

５株ずつから 4株ずつに変更した. 

1/9 

・可食部の収穫を行い,水洗いをしたのち水気

をよく切り新鮮重量と葉の枚数を測定した. 

結果 

可食部の新鮮重量(ｇ) 

炭     平均 

0g 7.28 9.34 10.22 12.21 9.76 

10g 6.38 7.44 7.72 14.16 8.93 

20g 8.99 11.92 14.08 15.26 12.56 

30g 9.51 20.09 25.50 28.42 20.88 

40g 12.78 20.61 29.55 45.85 27.20 

葉の枚数(枚) 

炭     平均 

0g 11(1) 11 11 13 11.5 

10g 9(1) 10 10 12 10.25 

20g 10 12(1) 14(1) 14(１) 12.5 

30g 11 13(1) 15(2) 16 13.75 

40g 13 13 16 17(1) 14.75 

()は枯葉の枚数 

考察 

・炭が多くなるにつれ,コマツナの新鮮重量,葉

の枚数も多くなるので,炭はコマツナの生育

を促進し,また 0～40gの範囲では炭の量は多

いほうがその影響が強くなる. 

 

§実験 2 炭による窒素循環の影響について 

硝化を止める低濃度アセチレンを用い,アセ

チレンを加えた土壌と加えていない土壌で炭

の量の違いによるアンモニア態窒素量,硝酸態

窒素量の違いを調べる. 

1日目にアセチレンを加え,それぞれ処理区

を作り,3日後にそれぞれのイオン量を測定す

る. 

処理区は以下のように６種類を 3セット作る 

 炭の添加量 

アセチレンあり 0g 20g 30g 

アセチレンなし 0g 20g 30g 

仮説 

・炭は硝化または脱窒を抑制している. 

・硝化を抑制している場合,アセチレンの有無

にかかわらず,硝化によるアンモニア態窒素の

減少量が少なくなり,硝酸態窒素の増加量が少

なくなる.それによって,土壌中に含まれるア

ンモニア態窒素は増え,硝酸態窒素は減る. 



・脱窒を抑制している場合,硝酸態窒素の脱窒

による減少量が少なくなり,土壌中の硝酸態窒

素が多くなる. 

・一酸化二窒素の濃度は,炭が硝化を抑制して

いた場合,炭を入れたとき,アセチレン阻害を

しても差が出ない. 

・炭が脱窒を阻害していた場合,炭を入れたと

き,アセチレンのみを添加した時よりも少なく

なる. 

方法 

1日目 

・実験 1終了後の土壌 3種類（それぞれ炭を

0g,20g,30g撒いたもの）を表面から深さ 2㎝

分とり,少し乾燥させてから 2㎜のふるいに

かけ,10gずつバイアル瓶に量りとる.(3土壌

×3連×アセチレン有無 2種類＝18個) 

・窒素源として硫酸アンモニウム溶液(80㎎-N/

ｍL)を50µLを含む水を添加し,土壌全体によ

く混合する. 

・ブチル栓で密閉する. 

・アセチレン 0.01％区から 1.4mlの空気を除去

したのち,1％アセチレンを 1.4ml添加する. 

3日後 

・ガスは 0.5mlをサンプリングし,TCDガスクロ

マトグラフィーを使用して N₂O濃度の測定を

行う.ガスのサンプリングが終わったバイア

ルの土壌に 0.5mol/Lの K₂SO₄溶液を 50ml添

加し,1時間振盪後,ろ過して土壌溶液を採取

する. 

・土壌溶液はパックテストを用いて硝酸態窒素,

アンモニア態窒素量を定量する. 

結果 (単位は mgN/L)   

 
 

 
・一酸化二窒素については有意な結果は得られ

なかった. 

・アンモニア態窒素はアセチレンの有無にかか

わらず,炭の量が多いほど減少していて,炭が

多く添加されているバイアルが、一番減少して

いた. 

・硝酸態窒素については土の形状の影響が大き

かったため,有意な結果を得ることができなか

った. 

考察 

・炭を入れるとアセチレンの有無にかかわらず,

硝化を促進し,効果は炭の量が多いほど大き

い. 

・土壌中に窒素固定細菌が多く含まれており,

アセチレンは窒素固定を阻害した. 

・炭の脱窒（硝酸）への影響については,土の

形状の影響が大きいため,この実験では確認

できなかった. 

 

§まとめ 

・炭はコマツナの生育を促進する. 

・炭は硝化を促進する. 

・炭の量が多くなると,上記の効果も大きくな

る. 

・一酸化二窒素については減少を再現すること

ができず,炭の影響を確認できなかった. 

 

§今後の展望 

・コマツナ以外の植物への影響の違いを調べ

る. 

・土壌の粒子の大きさをそろえて実験を行い炭

の脱窒への影響を調べる. 

・培養前の硝酸態窒素量,アンモニア態窒素量

を測定し,硝酸態窒素,アンモニア態窒素の

消費量を求める. 

 

§謝辞 

静岡大学農学部 鮫島玲子 准教授 

miR Farｍ   宮崎数史 医学博士 

11HR 松岡星佳 21HR 林紘正 

18HR 生物班  三谷一家 

 

§出典 

ライス大学より New approaches to measuring 

biochar density and porosity  

http://gonnermann.rice.edu/publications/b

rewer-2014-new-approaches.pdf  

natureダイジェスト バイオ炭は地球と人類

を救えるか

https://www.natureasia.com/ja-jp/ndigest/

v12/n4/バイオ炭は地球と人類を救えるか

/61984 

有村源一郎，小澤理香，塩尻かおり，高林純示 

植物-害虫-天敵三者間の相互作用について 

2001年 

⁵Nおよび¹⁸Oトレーサーを用いた土壌からの亜

酸化窒素発生経路の解析 

 

農林省農業技術研究所 松口龍彦 

生物的窒素固定能の測定 

―アセチレン還元法とその問題点― 

炭の添加量 0g 20g 30g
アンモニア態窒素量 アセチレンなし 2.3 2.0 1.8 減少

（窒素固定で増加、硝化で減少） アセチレンあり 2.0 1.8 1.6 減少

炭の添加量 0g 20g 30g
硝酸態窒素量 アセチレンなし 0.13 0.13 0.13 不変

（硝化で増加、脱窒で減少） アセチレンあり 0.13 0.05 0.03 減少

https://www.natureasia.com/ja-jp/ndigest/v12/n4/バイオ炭は地球と人類を救えるか/61984
https://www.natureasia.com/ja-jp/ndigest/v12/n4/バイオ炭は地球と人類を救えるか/61984
https://www.natureasia.com/ja-jp/ndigest/v12/n4/バイオ炭は地球と人類を救えるか/61984


令和元年東日本台風の高潮による鮫島海岸の微地形の変化 

髙橋邑弥・戸塚剛志 
 

 The Change of Microtopography of Samejima Coast  
Caused by the Storm Surge Brought by Hagibis 

Yuya TAKAHASHI・Takeshi TOTSUKA 
 

Abstract 
Samejima Coast was eroded on a large scale. We conducted 6 researches to reveal the cause and the 

extent of the erosion. In conclusion, we presume that a storm surge caused by Hagibis, a large 
typhoon in 2019, caused the massive erosion to the coast. 

Keywords: Samejima Coast, Hagibis 

§1.動機・目的 

本校地学部は,磐田市鮫島海岸にて定期測量

を行っている.2019年 10月 17日の調査では,前回

の調査と比較して変化が顕著であった.この原因と

詳細を明らかにするために本研究を行った. 
 

§2.仮説 

同月 12日に令和元年東日本台風（以下，東日

本台風）が静岡県東部を通過した.この台風の影

響により,広い範囲で記録的な大雨となった（気象

庁，2019）.そこで,鮫島海岸の微地形の変化は東

日本台風の高潮によるという仮説を立てた. 
 

§3.方法 

3-1.気象観測による台風の勢力の比較 

2019年に静岡県に接近した 3つの台風の通過

前後 24時間の平均風速，平均気圧，総雨量の比

較を行った.気象観測記録は本校に設置されてい

る風速計，気圧計，雨量計の記録を用いた. 

 

3-2.空撮による台風通過前後の微地形の比較  

東日本台風の通過前後の微地形の変化を確認

するために,ドローンを用いて2019年11月2日に空

撮を行った.ただし,東日本台風の通過前の空中写

真は,Google Earthの衛星写真（同年1月14日撮影）

を用いた.海岸入口の東側と西側でそれぞれ撮影

を行った. 

 

3-3.水準測量による鮫島海岸の地形断面積変化 

2019年 8月から 2020年 6月までに水準測量を

7回実施した.その結果をもとに測線方向の海岸断

面図を作成して,東日本台風前後の微地形の変化

を確認した.測量は,本校が定期測量を行っている

海岸入口より東 500mの場所を対象とした（図 1）.

また,海岸断面図の作成には表計算ソフト「Excel」

と数学ソフト「Cinderella」を使用した. 

 

 

 

 

 

 

3-4.粒度分析法を用いた砂の平均粒径の比較 

海岸の砂を採取し,ふるいを用いて南北方向と

東西方向の粒径の違いを検討した.採取地点は鮫

島海岸入口より西側約 150m 付近を対象とし,南北

方向の測線に沿って 10mごとに試料を採取した

（図2）.東西方向は海岸から105m（C地点），115 m

（B地点）,125m（A地点）より東西に 50m離れた場

所までを 10mごとにそれぞれ採取した. 

 

 

 

 

 

 

 

3-5.鉱物分析 

堆積作用が顕著であった西側内陸の砂の起源

を調査するために,3-4で採取した砂を方眼紙に均

一に散らし、1cm２あたりの鉱物の数を双眼実体顕

微鏡を用いて数えた.偏りが出ないように複数人で

実施して,平均鉱物組成を比較した. 

 

3-6.トレンチ掘削調査 

トレンチを掘削し,掘削断面で見られた堆積物を

スケッチすることで,堆積構造から微地形の変化の

要因を検討した.掘削地点は鮫島海岸入口より西

側の図２の防風林の中で,幅 1.5m，奥行 1.5ｍ，深

さ 0.7mの溝を掘削した. 

 

§4.結果と考察 

4-1.気象観測による台風の勢力の比較 

東日本台風は平均風速，平均気圧，総雨量の

全てが大きい台風であることを示している（図 3）.ま

図 2.砂の採取地点とトレンチ調査

地点 

図 1.測量実施地点 



た,東日本台風より勢力の強い台風や低気圧は他

になかった.した

がって,大きな勢

力のまま鮫島海

岸に接近して,

海岸が浸食され

たと考えられる. 

 

4-2.空撮による台風通過前後の微地形の比較 

東日本台風前後を比較すると,防風林と遊歩道

の破壊の様子が顕著である（図 4）.一方,内陸側の

変化が見られないことから,海側から浸食作用を受

けたと考えられる. 

 

 

 

 

 

 

 

4-3.水準測量による鮫島海岸の地形断面積変化 

東日本台風通過後に断面積が約 82.65m2減少

していた.さらに,

通過前後の海

岸断面図（図 5）

を比較すると,

遊歩道から南

へ約１２mの地

点まで波が押し

寄せて砂を浸

食したと考えられる. 

 

4-4.粒度分析法を用いた砂の平均粒径の比較 

南北方向の平均粒径を比較すると,海岸から離

れるほど砂が細かくなる傾向がある（図 6）.一方,海

岸線に平行な A～Ｃ地点を含む東西の平均粒径

に大きな変化はみられなかった（図 7）.B・C地点も

同様の傾向がみられた.細かい砂ほど遠くに運ば

れるため,波が海岸線に対してほぼ垂直に進行し,

砂が各地点に堆積したと考えられる. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-5.鉱物分析 

陸側の砂（100m地点）と海岸線側の砂（0m地点）

の鉱物組成を比較した結果,石英,長石,岩片,有色

鉱物の割合が似た傾向となった（図 8）.したがって,

海岸線側の砂が 100m地点まで運ばれて堆積した

と考えられる. 
 
 
 
 
 
 

 
 
4-6.トレンチ掘削調査 
トレンチ壁面の地層をスケッチし,断面図を作成

した（図 9）.最下部は防風林の根が張った褐色の

腐食土層で,台風前の地形面である.その上位に

新鮮な砂層が 4層（厚さ約 40cm）観察され,1層目

は腐食土層の根を大きく巻き上げていた.また,上

方の 3層ではそれぞれに上方細粒化の傾向がみ

られる.さらに,ストーム堆積物の代表的な堆積構造

である“ハンモック状斜交層理” （西村・横川，

1991）と思われる構造もみられた.以上の結果から,

この新鮮な砂層は高潮堆積物と判定できる. 

 

§5.結論 

令和元年東日本台風は大きな勢力のまま鮫島

海岸に接近し,その高潮によって海側から砂が浸

食作用を受けた.浸食された砂は内陸側に運搬さ

れて,粒径の大きいものから堆積した.その際,堆積

する際に,ハンモック状斜交層理や上方細粒化な

どの堆積構造を形成した.以上が,東日本台風の高

潮による海岸浸食の一連の流れである. 

 

§6.今後の課題 

地層断面の粒度分析を行い,東日本台風による

浸食規模の詳細を明らかにする.また,鮫島海岸の

浸食被害を減らすための対策を考案する. 

 

§7.参考・引用文献 

磯﨑行雄ほか（2016），地学基礎改訂版，新興

出版社啓林館/西村瑞恵・横川美和（1991），地球

科学 45，1．/気象庁（2019）/Google Earth Pro 

図 3. 2019年に静岡県に接近 

した台風の気象観測記録 

 

図 5.東日本台風前後の 
海岸断面図の比較 

図 4.台風前後の鮫島海岸西側の空撮 

図 8.南北方向の鉱物組成の違い 

図 9.堆積物のスケッチ 

図 7.A 地点の東西方向の 

平均粒径の変化 

図 6.南北方向の 

平均粒径の変化 



広義フェルマー点の定義とその性質 

佐藤元紀・田中発太郎・市原駿太・奥瀬友太 

The definition of the Fermat point in a broad sense and its characters 

Motoki SATO・Hatsutaro TANAKA・Shunta ICHIHARA・Yuta OKUSE 

 

Abstract 

“Fermat point” is one of the well-known centers of a triangle. When you 

draw three line segments from this point to all the triangle vertices, the 

sum of the length of them becomes smaller than that from any other point. We 

considered the Fermat point in a broad sense by introducing the definition of 

the Fermat point into polygons besides triangles and by using a new 

independent variable. 

Keywords: Fermat point 

 

 

§1.動機 

 数学の授業で興味を持った三角形の五心に

ついて、インターネットで調べてみたところ、

他にも三角形の「中心」と呼ばれる点が存在す

ることを知った。そこで、特に面白そうだと思

った「フェルマー点」について考察を深めよう

と思った。 

 

§2.用語の説明・定義 

 2-1 今回使用する数学用語・記号 

フェルマー点 

三角形において、三つの各頂点からの距離の和

が最小になる点。 

偏微分 

多変数関数について、ある一つの変数以外を固

定して微分すること。関数𝑓を変数𝑡で偏微分す

るとき、得られる関数を𝑓の𝑡に関する偏導関数

といい、
𝜕𝑓

𝜕𝑡
と記す。 

  

2-2 定義 

𝑁多角形の各頂点の座標を𝑥𝑦平面上と極座標

平面上でそれぞれ、𝐴𝑖(𝑥𝑖, 𝑦𝑖), 𝐵𝑖(𝑟𝑖, 𝜃𝑖) (1 ≤ 𝑖 ≤

𝑁)とする。 

多角形について、各頂点からの距離の𝛼乗和

(𝛼 ∈ ℝ  , 1 ≤ 𝛼 ≤ +∞)が最小になる点を𝛼次フ

ェルマー点と定義し、𝐹𝛼で表す。（ただし、𝛼 =

1のとき、単にフェルマー点と呼び、𝐹で表す。

𝛼 = +∞のときも便宜上𝐹∞で表す。） 

𝑥𝑦平面上におけるフェルマー点の座標をそ

れぞれ𝐹(𝑋, 𝑌), 𝐹𝛼(𝑋𝛼 , 𝑌𝛼)とする。 

𝑥𝑦平面上における多角形の各頂点から点

(𝑥, 𝑦)までの距離の𝛼乗和を𝐿𝐶(𝑥, 𝑦)、極座標平面

上における多角形の各頂点から点(𝑟, 𝜃)までの

距離の𝛼乗和を𝐿𝑃(𝑟, 𝜃)とすると、 

𝐿𝐶(𝑥, 𝑦) = ∑{(𝑥 − 𝑥𝑖)
2 + (𝑦 − 𝑦𝑖)

2}
𝛼
2

𝑁

𝑖=1

 

𝐿𝑃(𝑟, 𝜃) = ∑{𝑟2 + 𝑟𝑖
2 − 2𝑟𝑟𝑖 cos(𝜃 − 𝜃𝑖)}

𝛼
2

𝑁

𝑖=1

 



 

 

§3.目的 

広義フェルマー点を定義し、その性質を調べ

る。ただし、広義フェルマー点とは、多角形フ

ェルマー点と𝛼次フェルマー点のことである。 

 

§4.結果 

  4-1 フェルマー点の一意性 

任意の多角形において、𝛼の値ごとに𝛼次フェ

ルマー点は一意に定まる。 

また、{

𝜕𝐿𝐶

𝜕𝑥
= 0

𝜕𝐿𝐶

𝜕𝑦
= 0

 を満たす実数解は高々一組

で、実数解(𝑥0, 𝑦0)が 

（ⅰ）存在するとき、(𝑋𝛼 , 𝑌𝛼) = (𝑥0, 𝑦0) 

（ⅱ）存在しないとき、(𝑋𝛼 , 𝑌𝛼) = (𝑥𝑖, 𝑦𝑖) 

（𝑖は1以上𝑁以下で、適当なただ一つの自然数） 

  

 4-2 2次フェルマー点の性質 

𝐹2は、重心𝐺と一致する。ただし、 

𝐺(𝑥𝑖,  𝑦𝑖) = (
1

𝑁
∑𝑥𝑖

𝑁

𝑖=1

 ,  
1

𝑁
∑𝑦𝑖

𝑁

𝑖=1

) 

 

 4-3 𝛼次フェルマー点の極限 

 鋭角三角形において、𝛼が正の無限大に発散

するとき、𝐹∞は外心𝑂と一致する。 

 

4-4 フェルマー点存在位置の十分条件 

𝑁多角形において、ある点𝑃が存在して、 

∑
𝑃𝐴i

|𝑃𝐴i
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  |

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗
𝑁

𝑖=1

= 0⃗  

を満たすとき、点𝑃はフェルマー点𝐹である。 

 

§5.展望 

・4-2 の定理を満たす点が存在する多角形の条

件を調べる。 

・頂点の数を無限大に発散させたとき、フェル

マー点を定義し、その性質を調べる。 

・αが 2 以外の値のときにα次フェルマー点が

どのような性質を持つかを調べる。 

  

参考文献・謝辞 

・三角形のフェルマー点の 3 通りの証明｜高校

数学の美しい物語 

https://mathtrain.jp/fermat 

・京都大学理学部一回生の兒玉太陽さんありが

とうございました。 

https://mathtrain.jp/fermat


Leaf関数 

～数学的観点からの検討～ 

臼井 涼輔・江塚 笙真・大塲 翔悟・北原 帆高・才田 純也 

 

Leaf Function - A Study from a Mathematical Perspective -  

Ryosuke USUI・Shoma EZUKA・Shogo OBA・Hotaka KITAHARA・Junya SAIDA 

Abstract 

We were interested in the shape of plant leaves, and we expressed that shape using a graph. In 

our experiments, we found similar shapes in the same biome. This study found that leaf shape 

depends on the external environment and the number of species. 

Keywords: biome

 

§1. 動機・目的 

生物の授業で陽樹と陰樹を調べたときに、葉

の形状に興味を持った。 

我が数学班では数学で学んだ初等関数を利

用して葉の形を関数化(一般化)して形状の傾

向を調べようと考え、研究を行った。 

§2. 仮説 

気候因子によって植物はその環境を生き抜

くために形を変化させてきたのではないかと

思った。 

また、種や目などによっても葉の形に傾向が

みられるのではないかと考えた。 

§3. 方法 

①葉の写真をインターネット上で検索する。 

②“GeoGebra”を用いてグラフ化する。  

③Excel で SK グラフ、TK グラフ、ST 散布図を

作り、傾向を考察する。 

§使用する関数 

 

§一意性の証明 

証明の流れ 

① 原始関数の一意性の証明※ 

② ①を用いて leaf関数に一意性があること

を証明する。※①は powerpoint で解説 

同形を２つの異なる関数 f (x)、g(x)で表すこと

ができると仮定する。 

０≦ｘ≦１の任意のｘにおいて 

同形が成立するとき f ’(x)＝g’(x）‥①が成り立

つ。 

また、f (0)=ｇ(0)=0 より、C(積分定数)=0‥② 

①をｘについて積分すると原始関数の一意性

と、②より f (x)＝g(x)‥③となる。 

ここで③が最初の仮定に矛盾するため同形は

２つの異なる関数 f (x)、g(x)で表すことができ

ない。よって一意性は証明された。 

§グラフの見方 

stグラフ上の点が直線 y＝ｘのグラフに近づく

→stグラフに正の相関がある→葉の形が対称 

·一般形は、中央値線の交点とする。 

§4. 結果・考察 計５２種類 １８６個体 

 

針葉樹林    ５種類 ２６個体 

s-ｔグラフ  ｓ-kグラフ  ｔ-ｋグラフ 

   



 

・葉の形が細いことから、寒さを耐え積雪を防

ぐためのものだと考えられる。 

照葉樹林   １６種類 ３２個体 

s-ｔグラフ  ｓ-kグラフ  ｔ-ｋグラフ 

    

 

・stグラフに負の相関がある。これより、葉の

先端が細いもの、根本が細いもの、対照的な形

のものが一様にみられる。これは照葉樹林の種

類の多さに起因すると考えられる 

 夏緑樹林   １１種類 ４１個体 

s-ｔグラフ  ｓ-kグラフ    ｔ-ｋグラフ 

      

・ｓｔグラフより、ｓが大きいので葉の先端が

細い。これは多雨の気候に適応して、雨を滴り

やすくしているためと考えられる。 

・ｓk グラフ、ｔk グラフから係数が大きいた

め、葉の幅が大きいことがわかる。よって、重

力によって両端が垂れやすくなっていると考

えられる。これは、中緯度に分布する夏緑樹林

は太陽の高度が季節によって変化するため、日

光の角度変化に対応するためだと考えられる。 

 硬葉樹林    ６種類 ２５個体 

s-ｔグラフ  ｓ-kグラフ  ｔ-ｋグラフ 

      

・ｓｔグラフに正の相関が大きくみられる。夏

に乾燥する厳しい気候の中にあるため、特殊な

成長にエネルギーを割くことができず、一般形

になりやすいと考えられる。 

 

 

雨緑樹林    ９種類 ３４個体 

s-ｔグラフ  ｓ-kグラフ  ｔ-ｋグラフ 

    

・先端が細いグループと根本が細いグループの

二つに分かれた。葉の根本が細いものは葉の重

なりを減らし、下の葉にも光が当たるようにす

るためだと思われる。 

・葉の先端が細いものは多雨の気候に適応して、

雨を滴りやすくしていると考えられる。 

 熱帯多雨林   ５種類 ２８個体 

s-ｔグラフ  ｓ-kグラフ  ｔ-ｋグラフ 

    

・stグラフの分布に偏りがある。これは、熱帯

雨林は、低緯度帯に分布しているため太陽の高

度が一定である。よって葉の幅、根本は一般形、

葉の先端は一般形より細い形が多い。  

§5. まとめ・今後の展望 

 今回の研究では、葉の形は外的環境と種の数

に依存することが分かった。それに加えて種や

目による分類を試みたが、大きな傾向は確かめ

られなかった。しかし、前回の研究の反省を踏

まえ関数の一意性を証明することができた。今

後は、さらにデータを増やし新しい観点からの

考察や信憑性の向上を目指していきたい。 

§参考文献 

関数グラフ-GeoGebra 

https://www.geogebra.org/graphing?lang=ja 

CinderellaJapan 葉の曲線を描く 

https://sites.google.com/site/cinderellajapan/

huanocg/qu-xianwo-miaoku 

原始関数の一意性 

Hatena Blog あるふぁのらくがき帳 

https://mikanalpha.hatenablog.com/entry/20

18/12/23/205540 



学力推定モデルの構築と特徴量最適化に関する試み 

     
          上川 誉斗・兒玉 伊吹・黒田 恭也・小澤 康平 

           Construct a mathematical model to estimate scholastic ability and  towards optimizing  feat

ures  

            

 Takato KAMIKAWA・Ibuki KODAMA・Yukinari KURODA・Kohei OZAWA  

 

Abstruct 

  The results of PISA 2018 were released and many people pay attention to it. Then We were inter

ested in the effects of lifestyle on academic ability. We analyzed the database of PISA 2018 and est

imated reading comprehension level by using RandomForest. Also, we tried to optimize features an

d search for better features by using PPO(Proximal Policy Optimization), deep reinforcement learni

ng algorithm .

§1.動機・目的 

先日、OECDが行うPISA2018の結果が公表され

て話題となった。PISAでは、生徒の学力を測定

すると同時に、生徒の家庭環境や生活習慣に関

するアンケートを実施している。そこで、我々はア

ンケートの項目から生徒の学力を推定する数理

モデルの構築を試みた。今回は「読解力」に関す

る項目に関して分析を行った。また、モデルに入

力する特徴量の最適化、自動化を試みた。 

 

§2.実験1 

PISAが定める学力レベルに応じて４つのクラスを

設定し、アンケートの項目を特徴量として４クラス

分類を行う。ランダムフォレストを用いた。ダウン

サンプリングを用いて各クラスのサンプル数を等

しくした。 

 

§3.実験１の結果 

入力した特徴量：「家にある本の数」、「母親の職

業」、「現在住む国」、「家にあるもの（経済状況を

示す物品の所持）」、「学校にあるインターネット

に接続可能な教師用コンピュータの数」、「生徒

の成績を用いて教員の指導効果を評価するか」、

「学校の収入源のうち雑収入の割合」、「伝統芸

能に関する活動を行っているか」、「学校に在籍

するの男子の人数」 

検証方法：ホールドアウト検証  

 

 

 

 

 

 

 

読解力クラスの設定 

クラス level 理解できること 

A 

level6 抽象的な長文 

level5 バイアス 

B level4 文章構成 

C level3 著者の視点 

D 

level2 

 

文の主題 

level1以下 簡単な語彙 

結果 

 D C B A 

正解率 0.57337 

適合率 0.745

08 

0.5330

6 

0.314

13  

0.619

99 

再現率 0.443

44 

0.8449

6  

0.031

46 

0.701

21 

 

§4.実験2 

実験1において、どのような生徒に対して予測が

当たっているか、外れているか検証する。PISAの

読解力のlevelに基づいて2クラス分類を行った。 

 



§5.実験２の結果 

入力した特徴量：「家にある本の数」、「現在住む

国」、「母親の職業」 

検証方法：ホールドアウト検証 

分類 正解率 

level6とそれ以外 0.78170 

level5とそれ以外 0.72753 

level4とそれ以外 0.68197 

level3とそれ以外 0.59877 

level2とそれ以外 0.55908 

level1以下とそれ以外 0.69143 

 

§6.解析 

モデルを解釈するため決定木をたどった。 

 

§7.考察 

クラスA、level5,6に対して予測性能が高いことか

ら読解力が比較的高い生徒を分類することがで

きている。しかし、クラスB,C,Dの適合率と再現率

から、クラスCでない生徒をクラスCに分類しクラス

Dでない生徒をクラスDに分類する傾向があると

言える。 

 

§8.まとめ 

4クラス分類において正解率0.57を達成。 

level6の生徒を見分けるタスクにおいて正解率0.

78を達成。「家にある本の数」、「母親の職業」、

「現在住んでいる国」が主に重要な特徴量である。 

 

§9.特徴量の最適化、自動化の背景 

PISAデータは様々な尺度のデータが混在する。

そのため、特徴量の選定が難しい。また、欠損値

を削除していること、ダウンサンプリングを採用し

ていることから、特徴量の組み合わせによっては

サンプル数が著しく少なくなり、統計的に有意な

結果が得られないこともある。 

 

§10.特徴量最適化、自動化の方法 

深層強化学習アルゴリズムPPOを用いて特徴量

選定を学習させる。正解率を大きくする特徴量を

学習する。行動には3つの特徴量の選定、状態

には正解率、各クラスに対する適合率と再現率、

特徴量の重要度、サンプル数を設定する。報酬

(強化学習における報酬)は、正解率をベースとし

た。また、サンプル数が著しく少ないものの報酬

を低くした。 

§11.実験4 

入力できる特徴量を50個に限定した。200ステッ

プの経験を元に方策勾配を更新する。policyに

はMLPpolicyを用いた。 

 

§12.結果  200ステップ実行した結果 

 

 
上のグラフ：ランダムに特徴量を選択した場合の

ステップ数と報酬（擬似乱数を用いた） 

下のグラフ：PPOによって探索した場合のステッ

プ数と報酬 

PPOにおいて報酬が著しく下がっている部分は

実装上、特徴量の重複に対して報酬を低く設定

しているために生じる 

学習した方策による結果 

学習ステ

ップ 

報酬 正解率 

200 56.299 0.44382 

400 71.449 0.47632 

600 70.668 0.47112 

800 70.167 0.46778 

 

§13.考察 

学習した方策の報酬は約70に収束し、収集した

経験の中での報酬の最高値と同等の報酬値を

得られた。この手法は乱数を用いた探索より有意

な手法である。また、学習後半にはサンプルが少

なくなる特徴量を避けていた。しかし、大域的に

特徴量を最適化できていない。 



アスコルビン酸を用いた銀鏡反応 

望月彩華・大庭瑞希・岡崎未那・髙橋亮太・馬場奏太朗 

Silver mirror reaction with ‘Ascorbic acid’ 

MOCHIDUKI Ayaka  OBA Mizuki  OKAZAKI Mina 

TAKAHASHI Ryota  BAMBA Sotaro 

 

Abstract 

We conducted a silver mirror reaction experiment using the reducing action of ascorbic acid. We 

searched for the conditions under which a silver mirror can be formed with ascorbic acid by 

changing the hydrogen ion concentration, concentration, and temperature of ascorbic acid. In 

our experiments, we were able to find the conditions for the silver mirror reaction using ascorbic 

acid. 

Key words : silver mirror reaction, ascorbic acid 

 

§1. 動機・目的 

りんごや緑茶の酸化を防ぐために使われてい

るビタミン C、すなわちアスコルビン酸に還元

作用があることを知り、この還元作用を銀鏡反

応に応用できるのではないかと考えた。 

§2. 銀鏡反応について 

化学反応式は以下のとおりである 

 

§3. グルコースを用いた銀鏡反応 

銀鏡反応で一般的に使用されるグルコースを

還元剤として用いて、反応させる時間・温度・

グルコースの濃度を変えて最適条件を探した。 

＜基本条件＞ 

反応時間 5 分、水温 50℃、 

0.10mol/L 硝酸銀水溶液 5.0mL 

1.0mol/L アンモニア水 3.0mL 

0.10mol/L グルコース 5.0mL 

1.0mol/L 水酸化ナトリウム 1 滴 

 

＜仮説＞ 

時間、温度、濃度すべてにおいて値が大きいほ

ど銀が析出しやすい 

＜結果＞ 

反応時間が長く、水温が高いほど、また、グル

コースの濃度が高いほど銀の析出量が多い。こ

の結果から、仮説は正しいと考察した。 

 

この結果をもとにアスコルビン酸で銀鏡がで

きる条件として、次の仮説を立てた。 

 ・硝酸銀水溶液とアスコルビン酸の濃度が高

いほうが銀鏡が析出しやすい 

 ・温度が高いほうが銀鏡が析出しやすい 

 

§4. 水酸化物イオン濃度 

下記の化学反応式より水酸化物イオンが多量

に必要であると仮説を立て、実験を行った 

 

NaOH→Na⁺+OH⁻ 

2Ag⁺+2OH⁻→Ag₂O+H₂O 

Ag₂O＋4NH₃+H₂O→2[Ag(NH₃)₂]⁺+2OH⁻ 

NH₃+H₂O⇆NH₄⁺+OH⁻ 

C₆H₈O₆⇆C₆H₆O₆+2H⁺+2e⁻ 

Ag⁺+e⁻⇆Ag    

[Ag(NH₃)₂] ⁺+e⁻⇆Ag+2NH₃ 



＜実験の手順＞ 

①試験管に 0.10mol/L 硝酸銀水溶液 2.0ｍL 

を入れる 

②2.0mol/L アンモニア水を沈殿がなくなるま 

で加える 

③1.0mol/L水酸化ナトリウム水溶液0.50mLを

加え、50℃に設定した恒温器に入れる 

④0.020mol/Lアスコルビン酸水溶液を0.50mL

加える 

＜実験条件＞ 

ⅰ）①〜④の手順で行う 

ⅱ）アンモニア水を 1.0mol/L にする 

ⅲ）水酸化ナトリウムとアンモニアを加える順

番を変える 

ⅳ）アンモニア水を 1.0mol/L にし、ⅲのように

順番を変える 

＜結果＞ 

ⅰ）金属光沢が見られる銀鏡が試験管側面に析

出した 

ⅱ）ⅰには劣るが、ⅰとほぼ同量の銀鏡が析出

した 

ⅲ）わずかに銀鏡が析出した 

ⅳ）銀鏡は析出しなかったが、沈殿は生じた 

 

この結果から、水酸化物イオンの量が多いほど

銀鏡の析出量が多いことが分かった。 

 

§5. 濃度と温度 

アスコルビン酸水溶液の濃度と水温を変えて、

反応の有無を確認した 

＜結果＞ 

アスコルビン酸 水温 結果 

2.5×10－5mol/L 0℃ わずかに変化 

1.0×10－5mol/L 0℃ 変化なし 

2.5×10－5mol/L 50℃ 変化 

1.0×10－5mol/L 50℃ わずかに変化 

反応温度は高い方が低い方よりもアスコルビ

ン酸の濃度の下限が低い。このことより、反応

する温度が高いほど反応が起こりやすいこと

が分かった。 

§6. 硝酸銀水溶液濃度 

硝酸銀水溶液の濃度を変えて実験を行った 

＜実験の手順＞ 

濃度を変えた硝酸銀水溶液にアスコルビン酸

を加え、0℃と 50℃の条件下で反応させる 

＜結果＞ 

硝酸銀(mol/L) 0.10 0.0010 0.000010 

0℃ 黒色 灰色 反応なし 

50℃ 黒色 灰色 反応あり 

硝酸銀の濃度は、より高い方が、また、反応さ

せる温度が高い方が銀の析出量が多い 

 

§7. 結論 

実験から、次の結論が得られた 

・反応温度が高く、時間が長いほど銀鏡が析出

しやすい 

・硝酸銀水溶液と水酸化物イオンの濃度が高い

ほど銀鏡が析出しやすい 

 

アスコルビン酸を用いた銀鏡反応の最適条件 

は以下のとおりである 

・反応温度約 50~60℃ 

・反応時間約 10 分 

・0.10mol/L 硝酸銀水溶液 2.0mL 

・2.0mol/L アンモニア水適量 

・1.0mol/L 水酸化ナトリウム 0.50mL 

 

§8. 今後の展望 

アスコルビン酸を使って、確実に銀鏡析出が可

能な条件を見つけることができたため、さらに、

液性による銀鏡析出の条件を追究する。 

 

＜参考文献＞ 
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https://home.hiroshima-u.ac.jp/.~phys-

ed/old_contents/kojima/ideacard/ideacard/ch2-
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