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ダイラタンシー 

～ 鉄球の自由落下を用いたダイラタンシー性の比較と， 

抵抗力を示すダイラタンシー流体の構造の考察 ～ 

 

白井眞子 嶽盛蒼太 松村侑香 村島美桜子 山﨑祐吾 

 

 

要旨 

 本研究では，ダイラタンシー流体について流体面に鉄球を衝突させる実験を通して，その性質・

構造に対する理解を深めることを目的とした．始めに，予備実験として，ダイラタンシー性を示

す 3 種類の粉末(粒径の大きい片栗粉，粒径の小さいコーンスターチ，キャッサバ澱粉)に水を混

合した流体に鉄球を自由落下させ，流体面から鉄球の上端が見えなくなるまでの時間を計測し比

較した．その後，それらの混合流体で同様の実験を行い，その結果をもとにして，粉末の粒径が

流体の性質に影響を与えていると考察した．次に，ダイラタンシー流体のとる構造の変化を調べ

るために，鉄球を落下させ，衝撃を加え始めてからの経過時間と鉄球の落下速度の関係を調べた．

その結果，ダイラタンシー流体中の鉄球は速度の増減を繰り返していることがわかり，分散媒の

密度が大きい層と小さい層が交互に重なっている構造を考えた． 

 

1．はじめに 

ダイラタンシー流体とは，通常状態では，液体

で存在するが，衝撃によって固体のように振る舞う

物体である．この性質は，澱粉などの懸濁液にお

いてみられる．流体中の粒子の表面を囲んでいた

水が，最密構造状態の粉末に衝撃が与えられる

ことによって生まれた粒子と粒子の間の空間に入

り込む．それにより，それぞれの粒子の表面を覆う

水の体積が減少し，固体としての性質が強くなる

(図 1‐1，図 1‐2)．この性質を本研究ではダイラタ

ンシー性と呼ぶ． 

予備実験として，洞爺高橋でん粉工場 ばれい

しょでんぷん（以下片栗粉とする），池伝株式会社 

DI コーンスターチ（以下コーンスターチとする），

創健社 タピオカ粉末（以下キャッサバ澱粉とする）

を，水／粉末＝35／50(質量比)で混ぜた場合に

全ての流体に対してダイラタンシー性が認められ

たため，それぞれ水 35 gに対して 50 g混ぜた時

のダイラタンシー性の大きさの比較をした．仮説と

して，流体中の分散質の密度が大きければ，衝撃

を与えられても粒子の間に入り込む水の体積が

少量に抑えられるため，よりダイラタンシー性を示

すのではないかと考えた．3 種類の粒径は，大き

いほうから片栗粉（15～100 μm），キャッサバ澱

粉（5～35 μm），コーンスターチ（6～25 μm）であ

るため，それぞれの質量が等しいとするならば，

密度は逆の順番となる．従って，ダイラタンシー性

の大きさは，コーンスターチ，キャッサバ澱粉，片

栗粉の順番になると考えた．鉄球の自由落下を用

いた粘弾性の測定実験(以下本実験１とする)の結

果，仮説に反し，キャッサバ澱粉が最も大きくダイ

ラタンシー性を示した．これは，キャッサバ澱粉の

親水性が働いたためだと考えられる．その一方，

片栗粉は仮説通り，計測結果が最も小さかった

（図 2）． 

 このことから，仮説として本実験 1 である混合流

体のダイラタンシー性の比較では，例えば片栗粉

とコーンスターチを等量で混合すると，ダイラタン

シー性は，片栗粉単体の流体＜混合流体＜コー

ンスターチ単体の流体のように 2つの粉末の平均
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程度になり，すべての流体を同様に比較すると，

片栗粉単体＜片栗粉・コーンスターチ＜コーンス

ターチ単体＜片栗粉・キャッサバ澱粉＜コーンス

ターチ・キャッサバ澱粉＜キャッサバ澱粉単体に

なると考えた． 

 実験 2 は，予備実験と本実験 1 の考察をすす

めていくにつれて，ダイラタンシー流体のとる構造

について考える必要が出てきたため行った．外部

の先生方を招いた研究内容に関する検討会にお

いて，ダイラタンシー流体中の落下物の落下速度

を測るという方法をアドバイスされたため，このこと

を参考に片栗粉またはコーンスターチで作られた

ダイラタンシー流体中での鉄球の落下速度の変

化を調べ，ダイラタンシー流体のとる構造を考察

した． 

図 1‐1．衝撃のない時の最密構造をとる流体の構

造 

 

図 1‐2．衝撃を与えられた時の流体の構造 

図 2．予備実験，実験結果 

2．実験 1 

2-1．研究試料・道具 

試料として，予備実験と同様の片栗粉，コーン

スターチ，キャッサバ澱粉を使用した． 

実験装置には，スタンド，プラスチックボトル（直

径約 5.00 cm，長さ 14.5 cm），鉄球（直径約 2.50 

cm，質量 67.4 g），両面テープ（紐を鉄球につけ

るため），携帯に内蔵されているタイマー，紐を用

いた．また，実験撮影には，iPhone8カメラ内のス

ローモード（1080 p／240 fps）を用いた．（図 3 

実験 1の実験装置） 

 

2-2．研究方法 

片栗粉とコーンスターチ，コーンスターチとキャ

ッサバ澱粉，片栗粉とキャッサバ澱粉の 3 種類の

混合流体で実験を行った． 

1 種類の流体に対して，2 種類の粉末を 40/10，

30/20 ， 25/25(g/g) で 混 合 し ， 水 / 粉 末 ＝

35/50(g/g) で統一した． 

紐をつけた鉄球を，各種流体のはいっているプ

ラスチックボトルの口の高さ(液面から 4.5 cm)から

自由落下させる．流体内から鉄球を取り出す際は，

あらかじめつけておいた紐をゆっくりと引っ張って

取り出す．同種同率の流体で 3 回ずつ，鉄球が

流体面についてから鉄球の上端が完全に見えな

くなるまでの時間を計測した．流体内の溶媒の沈

殿による計測データの誤差を抑えるため，1 回の

計測ごとに流体を十分にかき混ぜた． 

 

2-3．結果 

この実験の結果は以下の通りである． 

なお，結果は全て秒数で表記されている．これ

は鉄球が沈み込むまでの時間が長ければ長いほ

ど，その流体のダイラタンシー性が大きいという前

提に基づいている． 
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表 1‐1．40/10(g/g)の実験結果 

 

表 1-2．30/20(g/g)の実験結果 

 

表 1-3．25/25(g/g)の実験結果 

 

図 4-1．キャッサバ澱粉とコーンスターチの実験結

果 

 

図 4-2．キャッサバ澱粉と片栗粉の実験結果 

 

図 4-3．片栗粉とコーンスターチの実験結果 

 

2-4．考察 

結果から考察されることが以下の 2つある． 

1つ目は，コーンスターチとキャッサバ澱粉の混

合流体は，それぞれ混ぜずに作った単一粉末に 

よる流体よりも粘弾性(粘性と弾性を総合的に見た

時の性質)が強いことから導き出される．参考資料

「でんぷんの種類粒径特性用途」によると，コーン

スターチは，ゲル形成力は大きいが保水性が小さ

く，逆にキャッサバ澱粉は，保水性は大きいがゲ

ル形成力は小さい．よって，コーンスターチとキャ

ッサバ澱粉を混合することで，双方の短所を補い

合い，長所が相乗的に表れたことで，単一粉末に

よる流体よりも強い粘弾性を示したと考えられる． 

 2 つ目は，片栗粉を混合した場合に，相対的に

単一粉末による流体よりも粘弾性が弱いことから

導き出される．3 つの粉の粒径に着目すると，前

述した通り，片栗粉の粒径は他の 2粉末の粒径よ

りも圧倒的に大きい．従って，片栗粉ともう 1 つの

粉を混合し衝撃を加えた時に，片栗粉の粒子同

士の間隙にもう 1 つの粉の粒子が入り込み，その

粉がダイラタンシーとしての性質を示さなくなって

しまったと考える．加えて，本実験では粉末の質

量を混合した場合も含めて全て 50 g に揃えたた

め，片栗粉が混合された流体では，50 g からダイ

ラタンシー性を示さなくなった粉末の質量を除い

た分の片栗粉のダイラタンシー性が現れたことより，

片栗粉を混合した場合には，単一粉末による流

体よりも弱いダイラタンシー性を示したのだと考察

した． 

 

3．実験 2 

3-1．研究試料 

試料として予備実験と同様の片栗粉，コーンス

ターチを使用した．実験装置にはスタンド，プラス

チックボトル，定規，鉄球，両面テープ，タイマー，

かき混ぜ棒，テープを用いた．また，実験の記録，

結果の分析には iPhone8 カメラ内スローモード

（1080 p／240 fps），Excelを用いた． 

 

3-2．研究方法 

片栗粉，コーンスターチをそれぞれ 50 g 用意

し，プラスチックボトルでそれぞれ 35 gの水と混ぜ
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合わせる． 

鉄球に両面テープを用いて，かき混ぜ棒を固

定した．かき混ぜ棒の上方には印としてテープを

巻き付けた．スタンドの横には定規を固定した(図

7)．プラスチック容器の口の高さから，鉄球を自由

落下させた．実験の様子を iPhone で撮影をし，

動画を分析して鉄球が 0．1 cm落下するごとにタ

イマーが示す時間を記録し，Excel を用いて速度

を計算し，経過時間と速度の関係を示すグラフを

作成した． 

 

3-3．結果 

記録した映像を基に，液面に接してからの鉄球

の 0．1 cm落下するごとの経過時間を測定し，鉄

球の沈下速度を計算した．その結果は以下のグ

ラフの通りである． 

縦軸は鉄球の沈下速度[cm/s]，横軸は鉄球が

液面に接してからの経過時間[s]を示す． 

 

図 5-1．片栗粉のダイラタンシーにおける鉄球の

沈下速度(1回目) 

 

図 5-2．片栗粉のダイラタンシーにおける鉄球の

沈下速度(2回目)

 

図 5-3．コーンスターチのダイラタンシーにおける

鉄球の沈下速度(1回目) 

 

 

図 5-4．コーンスターチのダイラタンシーにおける

鉄球の沈下速度(2回目) 

 

図 5-5．コーンスターチのダイラタンシーにおける

鉄球の沈下速度(3回目) 

 

3-4．考察 

グラフから速度の変化が全体的に激しいことが

わかる．また，時間の経過に伴って速度の変化の

割合が小さくなっていく様子も見られる．速度が小

さくなるのは，自由落下してきた鉄球がダイラタン

シー流体を押しのけて進もうとすることで，せん断
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刺激による抵抗力が生まれたことによるものだと考

えられる．また，そこから速度が大きくなるのは鉄

球が流体の抵抗力によって減速したことにより ,  

せん断刺激が小さくなり，抵抗力が発生しにくくな

ったことによると推測される．そして流体による抵

抗力を受けるうちに鉄球の運動エネルギーが失

われ，相対的に速度が小さくなったことにより，そ

の変化の割合が小さくなったと考えられる． 

以上のことから私たちは次のような構造モデル

を打ち立てた(図 6)． 

 

図 6．構造モデル 

 

4．まとめと今後の課題 

今回の2つの実験から，3つのことが分かった． 

第一に，懸濁する粉の特性によってダイラタンシ

ー流体が示す抵抗力が異なること．第二に，2 種

類の異なる粉末を混ぜ合わせてダイラタンシー流

体を作ると，1 種類のみで作った場合に比べて抵

抗力が大きくなったり，小さくなったりすること．第

三に，ダイラタンシー流体中の落下物の速さは増

減を繰り返し次第に小さく収束していくことである．

また，この結果から粒子がサイズの小さい粒子，

水を包み込んでしまう構造，力がかかることにより

分散媒の密度が大きい層と薄い層に分かれる構

造のモデルを打ち立てることができた． 

この実験では，各試行の結果の差が大きく出て

しまった．原因としては，ダイラタンシー流体中の

媒質の沈殿，実験装置と落下物との摩擦などがあ

げられる．特に媒質の沈殿は，各試行の前に攪

拌しているとはいえ，装置への取り付けなどに時

間を取られてしまい，その間に沈殿してしまったも

のと考えられる．また，時間の関係上全体をとおし

て十分な試行回数を得られなかったことも課題と

なる．落下物と装置との摩擦が発生せず，効率的

に実験が行える装置の開発が求められる．また，

構造モデル製作の点でも粉末の形が完全な球で

はないことなど問題点が多くあった．もっと粉の形

や特性について迫ることが必要になると考えられ

る． 
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6．添付資料 

 

図 3．実験 1の実験装置 

 

図 7．実験 2の実験装置 
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小型回転体を利用したエネルギー貯蔵システム 

～ 力学的エネルギーを利用した電力量貯蔵システムの小型化を目指して ～ 

 

亀若遼大 髙見堂朋大 内藤駿 美濃宏太 

 

 

要旨 

 本研究では回転体の力学的エネルギーを用いた電力貯蔵システムの小型化を目指して，単相誘

導モーターを用いて充電及び放電をし，モーターに取り付ける円盤の形状を変化させ，電力供給

停止後の回転数と回転継続時間を測定する実験を行った．その結果，小型の回転体では，質量分

布が異なっても，質量がほとんど等しければ，蓄えることができるエネルギーの量は変化しない

ことが分かった．しかし，実用的な電力の取り出しと真空中での実験までは至らなかった． 

 

1．はじめに 

2018 年 9 月北海道胆振東部で巨大地震が発

生し震度 7 を観測．その際，火力発電所が緊急

停止したため北海道で広範囲な停電が発生した．

2019年 9月，台風 15号によって関東地方，特

に千葉県では大規模な停電が発生し完全に復旧

するまでに多くの月日を要した． 

これらのことから今日の日本において，災害対

策は急務である．特に，電気は日常生活のあらゆ

る場面で活用されており，災害時の停電の際には

様々な問題が生じる．しかし，すでに家庭向けに

実用化されているリチウムイオン蓄電池や燃料電

池は高価な場合が多い．そこで，比較的に安価で

手に入る誘導モーターを用い，電力を回転体の

力学的エネルギーに変換した状態で貯蔵しようと

考えた． 

そこで，我々は回転運動をしている質点１つに

蓄えられるエネルギーが(1 式)のようになることか

ら，回転体全体では同じ質量でも，回転体を内側

より外側が重くなるように設計すれば蓄えられるエ

ネルギーは増加するだろうと考えた． 

𝑬 =
𝟏

𝟐
𝒎𝝎𝟐𝒓𝟐  (1式) 

𝑬 :質点のエネルギー[J] 𝒎 :質点の質量[kg] 

𝝎 :角速度[rad/s] 𝒓 :中心からの距離[m] 

 また，エネルギーの大きさを測定する方法として

電力供給停止後の回転継続時間を利用する方

法を考えた．NTN株式会社の「摩擦と発熱量」に

よると，ベアリングによる摩擦は（2式）のようになり，

この値は一定値であることから，エネルギーが大き

いほど電力供給停止後の回転継続時間は長くな

ると考えられる． 

𝑴 = 𝝁𝑷
𝒅

𝟐
 （2式） 

𝑴 :摩擦モーメント[N・mm] 𝝁 :摩擦係数 

𝑷 :軸受荷重[N] 𝒅 :軸受内径[mm] 

 

本研究で制作した回転体を用いた装置はフラ

イホイールと呼ばれ，大型のものは交通機関や加

速器の電源などに用いられている実用化された

技術ではあるが，小型のフライホイールに関して

の実用例はインターネット等で調査した結果，見

つからなかった．そこで，予備実験として重さ 33.1 

gのディスク A(図 1)，40.0 gのディスク B(図 2)を

用い，実際に小型であってもエネルギーの貯蔵は

可能か否か，形状変化による重心のブレの影響の

大きさを調べるために，電力供給停止後の回転数

変化と回転継続時間を調べた．その結果，ディス

ク Bがディスク A より長時間回転し，ごくわずかで

あるが，エネルギーを蓄えることができた．また，
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軸のブレは大差なかった．しかし，両者ともに電力

供給停止後の回転時間が短かったため，さらに工

夫が必要だと考えた． 

また，予備実験で用いた回転数計測方法による

ディスクの回転数のデータには，いくつか許容で

きない誤差が見つかった．この方法は赤外線を照

射し，ディスク裏面の黒い筋が通過する回数を調

べることで，回転数を調べるものであった．しかし，

この方法では少しでもディスクが振動してしまうと

測定値に大きな影響を与えてしまうことがわかっ

た．そのため，この測定方法によって得られたデ

ータが不確かなものとなった．そこで，本実験では，

モーターの発電によって生じる交流電流の周波

数を測ることで回転数を導出した．  

本研究では回転継続時間が 30 分より長くなり，

かつ，直径 20 cm以内に収まる構造について考

えた．また，出力電圧は 5 V を目標値とした． 

 

 

図 1 ディスク A(直径 10 cm) 

 

図 2 ディスク B(直径 11 cm) 

 

2．材料・研究方法 

2-1．研究試料 

本実験では 3種類のディスクを設計した．製作

には 3D プリンターダヴィンチ 1.0 pro 3-in-1 を

用い，内部構造は格子状とした．ディスク Cの重

さは 89.7 g，形状は図３のように厚さが均一になる

ように設計した．ディスク D の重さは 81.2 g，形

状は図 4 のように中央部がくぼむように設計した．

ディスク E は図 5 のように分銅が 4 つ載せられる

ように設計した．50.0 g分銅を乗せたときの重さは

303.0 gであった． 

 

 

図3 ディスクC(直径11 cm) 
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図4 ディスクD(直径11 cm) 

 

 

図5 ディスクE(穴の中に分銅が入る．直径11 

cm) 

 

2-2．実験装置 

本実験では，単相交流モーター，オシロスコー

プ，フィルター回路，パソコンの 4種類の実験装

置を用いた．順に説明する． 

単相交流モーターは扇風機 BO-257型のモー

ターのみを取り出し，その軸受けを NTN 株式会

社製の外径 10 mm，内径 6 mmのボールベアリ

ングに交換した．尚，ボールベアリングの固定は

セメダイン社のメタルロックを用いた． 

オシロスコープはテクシオ・テクノロジー社の

DSC-1072Bを用いた． 

フィルター回路はオシロスコープのノイズ除去

を目的とし，図6のようにローパスフィルター回路を

用意した．この回路により，発電によって生じた交

流電流の周波数を正確に測定することができた． 

ノートパソコンはオシロスコープからデータを取

得し，解析するのに用いた．解析にはMicrosoft

のExcel2016を使用した．尚，オシロスコープへ

のコマンド送信は手作業であった． 

これらの装置を図7のように組み立て実験を行

った． 

 

 

図6 フィルター回路 

 

 

図7 配線・組み立て方 

 

2-3．研究方法 

 モーターにディスクを設置し，外部の交流電源

により安定するまで加速した．その後，モーターへ

の電源供給を遮断すると同時に，測定回路へ切り

替え，1秒おきに発電で生じた交流電流の周波数

を測定した．また，計測開始時の発電した電圧も

AC電源 

オシロス

コープ 

フィルター回路 

ディスク 

モーター 
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測定した．実験は各ディスク 5 回行った．なお，

観測地点は 60 Hz地域の京都市であった． 

3．結果 

まず，各ディスクの回転継続時間は表 1 のよう

になった． 

表 1 

 回転継続時間[s] 電圧[mV] 

ディスク C 312．69 776 

ディスク D 306．21 952 

ディスク E 538．82 958 

 

また，ディスクの周波数変化は図 8(7．添付資

料)のようになった．縦軸が発電によって生じた交

流電流の周波数[Hz]，横軸が電源供給を停止し

てからの経過時間[s]である． 

 

4．考察 

まず，ディスク C と Dの結果から，質量に大き

な差がなければ，回転継続時間は形状に依存し

ないことが推測される．つまり，エネルギーを維持

できる時間は形状に依存していないということであ

る．また，電圧の値から C よりも D のほうが貯蔵

できるエネルギーが高い可能性が考えられる．し

かし， 周波数のデータから，C の方が穏やかに

回転数が減少しており，Cの方がエネルギーが高

いと考えられるので，矛盾が生じている．よって，

電圧を再度測定しなおす必要があると考えられる． 

次に，ディスク C と Eの結果から，質量を大き

くすることで貯蔵できるエネルギー量を増やすこと

はできることがわかったが，加速するときに C より

E の方がエネルギーを多く使用している可能性が

あるので，充電時の消費電力についても考える必

要がある． 

また，電力供給停止後の回転継続時間や発電

電圧は目標値よりも大幅に下回った．これは，使

っていたモーターの発電効率に依存しているため，

モーターを変えることで向上が見込まれると考え

られる． 

ただし，本実験に用いたオシロスコープによる

測定方法では，オシロスコープの内部抵抗により，

エネルギー消費が発生するので，電力供給停止

後の回転継続時間は本来の時間よりも短くなると

考えられる． 

これらの結果から，回転体を用いたエネルギー

貯蔵システムの小型化は厳しいと考えられる． 

 

5．まとめと今後の課題 

5-1．まとめ 

回転体の力学的エネルギーを利用したエネル

ギー貯蔵システムは大型であれば実用化の余地

が大いにあるが，小型なものは実用化するのは厳

しいと考えられる． 

 

5-2．今後の課題 

 本実験では，モーターの発電効率の向上の面

や電圧変化について探求することはできなかった．

今後は，電気から運動エネルギーへの変換効率

や消費電力についても考察していく必要がある． 

 

6．参考文献 

NTN株式会社，摩擦と発熱量，https://www. 

ntn.co.jp/japan/products/catalog/pdf/2

202_a10.pdf，2019.12.11 

OKAWA Electric Design，2016.1.31，CR ロー

パス・フィルタ計算ツール，http://sim 

.okawa-denshi.jp/CRlowkeisan.htm, 

2019.12.11 
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7．添付資料 

 

図 8 時間の経過による発電電力の周波数変化 
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再帰性反射を用いた空間投影装置の作製 

 

図司陽二郎 西岡美南 ブラウン蕗七 堀本英志   

 

 

要旨 

 本研究は物体の虚像を立体的にかつ簡易的にそして全方位から見えるように空間に投影するこ

とを目的とした．虚像を作るのに再帰性反射板とハーフミラーを用いた．結果，空間に虚像を投

影することには成功した．だが浮かんだ像は暗いうえに上下が逆転したようにみえた．結論とし

て，光の反射のさせ方において装置の改善が必要であった． 

 

1． はじめに 

1-1．研究背景 

空間投影技術に関心を抱き，その仕組みを調

べるうちに再帰性反射材の存在を知った．再帰

性反射材は交通標識などにも使われ，光を入射

方向に反射するよう加工を施したものである．

再帰性反射の反射を利用した空間投影は平面

的なものが多い．例えば ATM は操作画面を空

中に浮かばせ，表示の方向の限定性により利用

者だけが見えるようにしている．そこで，本研

究は物体の虚像を立体的にかつ簡易的に，そし

て全方位から見えるように空間に投影するこ

とを目的とした．ここで Opti-Gone Internati 

onal 製 Mirage 3D Instant Hologram Make 

r 2000 という製品(図 1)を参考にした．MIR 

AGE を構成する二枚の回転楕円形のパーツの

内側はそれぞれ鏡になっており，上のパーツに

は穴が開いている．下のパーツの底に置いた物

体の虚像を上のパーツの穴の辺りに立体的に

はっきり映し出すことができる．そして

MIRAGE の作る像は全方向から観察できる．

これが MIRAGE を参考にした理由である．ま

た，再帰性反射材を使う利点は，装置の作りや

すさにある． MIRAGE の各パーツは回転楕円

形なわけであるが、再帰性反射材を使えば、そ

の反射の特性上、円錐形で代用できる(図 9)．

すなわち装置の再帰性反射材の部分を自由に

変形しやすい． 

 

 

 

 

 

 

 

1-2．研究概要 

MIRAGE の立体性には再帰性反射を用いた

平面的な空間投影に通じるところがある．再帰

性反射を用いた空間投影装置を一回転させる

(図 2)と，MIRAGE と似たものができると仮

定した．すなわち本研究の目的は，再帰性反射

技術とMIRAGEの立体性を結びつける方法の

解明であるとも言える．次項以下に示す仮説や

実験装置をふまえて，再帰性反射を用いて立体

的な空間投影が可能か考察をした． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回転楕円形鏡 

穴 

光の軌跡 

図 1． MIRAGE の全体像と光の軌跡 

 

物体 

光源 

図 2．ATM の空間投影と回転

軸 

回転軸 

ハーフミラー 

浮かんで 
見える画面 

再帰性反射材 

液晶画面 
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2．仮説 

目的の装置は，図 2 のようにしてできると

仮定する．更にその際には，回転楕円形鏡を

用いた投影装置のような仕組みで虚像ができ

ると仮定した．それらをふまえ，各装置にお

ける物体からの光の軌跡を予想して以下の装

置を考案した(図 3～5)．図 5 は結像すること

のない光を少なくするために考案したもので

ある． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※長方形のうち大きい方がハーフミラー，小

さい方が光源を表している．また，細い直線

が再帰性反射板，光源の上の印が空間投影す

る対象の物体，矢印が物体から発せられる光

の一軌跡（またはその予想）を表している． 

 

3．材料・研究方法 

3-1．実験１ 研究試料と装置の作製 

 ハーフミラー(30 cm×20 cm)，回転楕円形鏡

(MIRAGE の上半分)(底面の半径 12.5 cm，穴

の半径 3 cm，高さ 3.5 cm)，マイクロプリズ

ム再帰反射性シート＃55000(株式会社小松プ

ロセス) 

(以降再帰性反射シートと呼ぶ)，厚紙，豚のフ

ィギュア(全長 2 cm)，スマートフォン(画面を

光源として利用)を用いて次に説明する装置 A，

B，C を作製した．また，スマートフォンの画

面上に豚のフィギュアを置き，これを光源ディ

スプレイとした．これにより三次元の空間投影

を試みた．装置 A，B，C を，それぞれ図 3，

4，5，を元にして作製した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再帰性反射シートは厚紙に張り付けて円錐台

の形にした（図 8）（下底面の半径 10 cm，上底

面の半径 2 cm，中心角 320°，高さ 3.5 cm）． 

 

 

 

 

 

 

3-2．実験１ 研究方法 

作製した 3つの装置において，光源ディスプレ

図 5．図 4 への上面再帰性反射板の追加 

図 6．装置 A の全体図 

図 7．装置 B の全体図 

図 8．装置 C の全体図 

図 9．再帰性反射部分の全体図と展開図 

ハーフミラー 

図 3．図 2 の上面鏡とハーフミラーの交換体 

回転楕円形鏡 

図 4．図 3 の下面鏡と再帰性反射板の交換体 

再帰性反射材 

再帰性反射材 

ハーフミラーを 
通過した光の軌跡 
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イに表示した画像と豚のフィギュアが，空中にどの

ように投影されるのか，焦点距離，像の向き，明

るさ，ピントに着目して観測し記録した． 

3-3．実験２ 研究試料と装置の作製 

再帰性反射シート（実験１に同じ），回転楕円形

ミラー，ハーフミラー，レーザーポインター，線香，

水槽，乳鉢． 

 装置 Aの上に逆さまにした水槽を被せ，線香の

煙で満たし，これを装置 X とした．また，装置 B

の上に同様に施したものを装置 Y とした． 

 

 

 

 

 

 

 

※装置の下の円柱はレーザーポインターの位置

を表している． 

 

3-4．実験２ 研究方法 

実験 2では，実験 1で空中に像が確認出来た

ことをもとにそれぞれの場合において光路を推測

し，考察した．そして実際に光路を可視化するこ

とで自分たちの立てた仮説との相違を調べるため

に，以下のように実験 2を行った． 

作製した装置の下(それぞれ装置 X では回転

楕円形ミラーの下，装置 Y では再帰性反射シー

トの下)からレーザーポインターを照射し，レーザ

ー光が作製した装置を通してどのように進むのか

を観察した． 

 

4．実験結果 

4-1．結果１ 

上記の実験によって得られた結果をまとめる

と下図のようになった． 

・「像の向き」は光源での像を基準にした 「出

来た像」の向きについて表している． 

・「明るさ」は MIRAGE での像の明るさを 

基準にしている． 

・「ピント」は「明るさ」と同様に MIRAGE で

の像のピントを基準にしている． 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-2．結果２ 

図 12(添付資料)のようなレーザー光の軌跡が

見られた． 

 

5．考察 

5-1．考察１ 

①再帰性反射シートを用いてMIRAGEで像が

出来る場合と同じ原理の，目標とする装置の

作製に成功した． 

②作製した装置は定義上，入射角と反射角の

sin の値から「負の屈折率」を持つレンズと見

なすことができる(図 13)． 

③装置 B，C で見られた像の逆転現象について，

見えるはずのない部分が見えるように見えた．

(投影する物体[豚のフィギュア]の直接見えな

い腹の部分が「出来た像」には鉛直上向きに

向いていた) 

像 MIRAGE 装置 A 装置 B 装置 C 

焦点

距離 

図 11での

↕の長さ 

左に同じ 左に同

じ 

左に同

じ 

像の

向き 

前後 

左右逆 

前後 

左右逆 

天地 

逆 

天地 

逆 

明るさ 
明るい 暗い 暗い 暗い 

ピント はっきり 

した 

僅かに 

ぼやけた 

は っ き

りした   

は っ き

りした 

図 11．焦点距離の定義 

焦
点
距
離 

レーザー 

図 10．装置 X（左）と Y（右）の全体図 
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※図 14 のようにして二つの像が対をなしてい

ると予想した．そして装置 B と装置 C で見

られる像の逆転現象について，「MIRAGE と

同じく空中に結像した像を見ることが出来

るなら装置 B と装置 C における，鉛直上向

きの像は可視化できないだけで，実際には存

在しているかもしれない」と結論づけた．し

かし，鉛直上向きの像が視認出来ない理由に

ついては今回の研究では明らかにする事が

出来なかった． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-2．考察２ 

①実験結果 2の通りMIRAGEと作った装置B

の光路は異なったが，最終的には二つとも結

像する点を通っていたので仮説の光路につ

いての証明がなされた．(ここで装置 A，装

置 C について触れていないのは，装置 A は

写真と図から MIRAGE での光路と等しく，

装置 C は像を作るための光路について図 1

と同じであるため) 

②ハーフミラーに一度反射した場所と反射し

た光がもう一度ハーフミラーに反射した場

所について，装置 A では各点がれているが

装置 B では離れていない，と違いはある．

しかし，その差が何に影響を与えているのか

までは分からなかった． 

③図 11 により軌跡の予想における仮説との相違

は無い事が明らかとなった．ただ，ハーフミラー

によってレーザー光は理想的な路線から大きく

外れている事も明らかとなったが，装置 B，Cの

ントがはっきり合わなかった事や，装置 C で光

量を補う事に失敗した事の原因であると考えら

れる． 

 

6．まとめと展望 

本実験により，再帰性反射を用いれば比較的

容易に三次元の空間投影ができることがわか

った．しかし結果として生じた像の上下逆転と，

その暗さやピントはそれぞれ解明と改善が必

要である．逆転については，比較実験を進める

中で鏡面反射が像にどう影響するか解明する

のに通じるところがあると分かった．というの

も光路には表れない鏡面(特に回転楕円形の

鏡)特有の反射の存在が伺えるために，再帰性

反射を用いた時の像と比較することでその大

まかな特性が明らかになりうるからである．ピ

ントと明度については，我々の研究の最終目的

である空間投影装置の作製に向けてパフォー

マンス性の改善の必要性が見られた．これらの

関係性は深く，ピントが正確に合う装置 A が

作れれば，必然と装置 C が明度を増すのに仕

事をするようになるであろう．今後は以上の更

なる研究が必要である． 

 

図 13．負の屈折率 

観測できた像 

映す物体 

図 14．MIRAGE の像の観察 

観測できた像 
存在を予想した像 

映す物体 

図 15．装置 B の像の観察 
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8．添付資料 

図 12-1．装置 X の外観 

 

図 12-2．装置 X での光路の観察 

 

図 12-3．装置 Y の外観 

 

 

図 12-4．装置 Y での光路の観察 

 


