９月 １６日・・・３年 １組の発 表内 容
第 １班
平成23年度ＳＰＰ 「新物質の探求」

結晶とは？

発表テーマ

「結晶とは？」

 結晶とは原子や分子が空間的に繰り返しパターンを

持って配列しているような物質である

第 1 班（3年1組）
有賀 拓哉
小野寺

• 結晶は共有結合結晶、イオン結晶、金属結晶、分子

＊＊＊川越

真之

結晶、ファンデルワールス結晶（分子性結晶）、水
素結合結晶の６つに分類される。

奥野 稜恭
智嗣

埼玉県立川口高等学校 第３学年
平成２３年９月
1

共有(結合)結晶

イオン結晶

 共有結合によって形成される結晶のこと。

 この結晶は、異符号のイオン同士が隣り

 一つの結晶粒で一つの分子(巨大分子)を形

合いクーロン力によって結び付けられ固
定されることでできる。イオン結合は強
い結合なのでイオン結晶は融点が高く、
硬い性質を持つ場合が多いが、脆くて壊
れやすい性質も持つ。

成しているため、化学式で表す際は形成
される元素とその比率により表される。

金属結晶

分子結晶

 金属結晶中では金属原子は最外殻電子を

 結晶の分類のひとつで、多数の分子が分

切り離し陽イオンとなっている。この切
り離された電子が自由電子となり結晶構
成原子間を自由に動き回ることで結晶が
保たれている。このため金属結晶は延性、
展性、電気伝導性や熱伝導性に富み、独
特の金属光沢をもつ。

子間の相互作用で結びついて形成してい
る結晶のこと。一般に、共有結合結晶や
イオン結晶に比べ柔らかい。

水素結合結晶

ファンデルワールス結晶

 結晶のうち、分子同士の親和力として主

 分子間力の一種であるファンデルワール

に水素結合を利用して形成されているも
ののこと。水素結合性結晶とも呼ばれる。
もっとも身近で代表的な水素結合結晶は
氷である。

ス力によって形成される結晶のこと。分
子性結晶とも呼ばれる。
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第 ２班
平成23年度ＳＰＰ 「新物質の探求」
発表テーマ

「半導体」
第 ２ 班（3 年1 組）
小久 大介



佐藤 史弥



＊＊＊

澤田 拓也

菅原 巧


埼玉県立川口高等学校 第３学年
平成２３年９月

電気を通す物を導体と言います。
（例）電線など
電気を通さない物は 絶縁体と言います。
（例） 紙、空気、プラスチックなど
中間の性質を持つ物を半導体と言います。

1



主に半導体が使用されている製品には



太陽電池、メモリー、マイクロコンピュータなどが
あります。


半導体は、電気の制御に関する部品を作り出
すことができます。（ダイオード等）
電気を増幅したり、光を出したり、逆に光を電
気に変えることができます。（太陽電池等）

画像は左から太陽電池、メモリー、マイクロコンピュータ





半導体には、いろいろ種類があり、たくさんの分
類法がある。
例として、集積度で分類すると
 「I C」
 I Cの集積度を高めた「LSI ( 大規模集積回路）」
 いくつかのLSI を一つにまとめた「システムLSI 」
というふうに分けられる。

半導体は、条件によって、導体にすることや
絶縁体にすることができます。



ダイオードでは、一方向に電流を流すと導体
ですが、逆方向に流すと絶縁体という性質を
持つものがあります。

画像はダイオード

第 ３班
平成23年度ＳＰＰ 「新物質の探求」

磁性体とは？

発表テーマ

「磁性体」

• 簡単に言うと、磁性を帯びる事が可能な物質
であり、正確にはほぼすべての物質が磁性
体であるといえる。

第 ３班（3年1組）

鈴木 芳樹

＊＊＊

• 磁性体を分類すると、反磁性体・常磁性体・
強磁性体の３つに分けられる。
• 一般的には、強磁性体のみを磁性体と呼ぶ。

髙津 幸広
田島 慎也

長澤 由真

• 代表的な磁性体に酸化鉄・酸化クロム・コバ
ルト・フェライトなどがある。

埼玉県立川口高等学校 第３学年
平成２３年９月
1

-2-

代表的な３種類の磁性体

磁性材料

• 強磁性体

• 強磁性体としての性質を利用してさまざまな
機能を実現するために用いられる材料。

– 鉄、コバルト、ニッケルのような磁場に影響されやす
い物質。磁性材料は、この磁性体の性質を利用して
いる。

• 軟磁性材料・硬磁性材料・磁歪材料・磁気抵
抗材料等の種類があり、各磁性材料毎に用
途が違ってくる。

• 常磁性体
– アルミニウムや空気のような磁場の向きにわずかに
磁化されるもの。

• 反磁性体
– 銅、塩化カリウムやグラファイトのような磁場の向きと
は逆向きにわずかに磁化されるもの。

磁性体の用途
• 永久磁石
– 外部から磁場や電流の供給を受けることなく、磁
石としての性質を長期にわたり保持し続ける物体。

• 磁気記録媒体
– 磁気を用いて記録する物の事。CD・DVD・HDD等
があげられる。

• 超音波発振機
– 身近な例では、精密洗浄機等に利用されている。

第 ４班
平成23年度ＳＰＰ 「新物質の探求」

超伝導体とは

発表テーマ

「超伝導体」
第 ４班（3年1組）
野地 健太

また、金属の中には低温で抵抗が完全にゼ
ロ(完全導電性) となる物体もある
野村 秀穂

＊＊＊

引間 郁也
本郷 暁洋

マイスナー効果により外部からの磁力線が遮
断されることから、電気抵抗の測定によらなく
とも、超伝導状態が判別できる。

藤原 達弘

埼玉県立川口高等学校 第３学年
平成２３年９月
1

マイスナー効果とは・・・・

何に使用されるか？

• マイスナー効果は超伝導体が持つ性質の1つ
であり、超伝導体内部への外部磁場の侵入
を完全に排除して内部磁場をゼロにする。同
極同士の磁石が反発しあうのとは違い、磁場
を一切出さずに外部からの磁場を退けている
効果

• 感度の磁気測定装置（SQUID）や医療用核磁気共鳴
画像撮影（MRI）装置など、測定用に超伝導電磁石を
使用する用途で既に重要な応用分野を持っている。し
かし、これらの応用例でも冷却に高価な液体ヘリウム
が用いられており、普及の大きな障害となっている。

• 産業用途では実用化の技術開発が進んでいる超伝
導モーターが最も期待されている。送電線や電力貯
蔵の用途ではいまだ実用化のめどが立っていないが、
実現できれば社会や産業への影響は大きいと期待さ
れている。
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まとめ

重要な特徴として…
超伝導体に磁界を印加すると、磁束が超伝導体内部に入り込めず、完全に外に押し
出される(完全反磁性)導体に磁界を加えると、電磁誘導により外部磁界の変化を
打ち消す方向に電流が誘起される。超伝導の状態では、電気抵抗がゼロなので
いったん誘起された電流は流れ続ける。つまり、電気抵抗ゼロによって、完全反
磁性は証明できることになる。しかし、物質に磁界を印加してから温度を下げて
超伝導状態にしても、物質内部から磁束を排除するのである。つまり、超伝導体
の完全反磁性が完全導電性では説明できない固有の特徴であるのを示している

• 超電導体は、 MRIや超伝導モーターなど、
様々な場所に使われていることが分かった。
• 超電導の技術自体も、進化し続けていること
も分かったので、これからの技術革新に期待
したい。
• 完全導電性（永久電流、電気抵抗ゼロ）
• 完全反磁性（磁束を入れない）

第 ５班
平成23年度ＳＰＰ 「新物質の探求」

進む原理

発表テーマ

「超伝導リニアモーターカー」

引き合う力
S

第 ５班（3年1組）
村上 哲也
村上 陽太
森田 智則＊＊＊横澤 宏人

N

反発する力

S

N

N

S

この力を使って下の図のような仕組みになっています。

渡辺 貴也
埼玉県立川口高等学校 第３学年
平成２３年９月
1

リニアモーターカー歴史

浮く原理
浮く原理も同様に反発の力、
引き合う力によって浮上します。

• 1962年
日本でリニアモーターカーの開発が始まる。

• 1972年
人を乗せての10ｃｍの浮上に成功
• 1982年
有人走行実験が実装された。

また、同時に両側の壁にも
ぶつからなくなります。

• 2003年
鉄道の世界最高速度記録 581km/hを達成しまし
た。

歴史２

歴史１
• 1974年、日本航空が浮上に成功、その後、
日本では２つのリニアが開発されることに
最高速度は450キロ程度だが地上から１ｃｍ
ほどしか浮遊してないため、小石１個置いて
あるだけでも大きな問題になっていたようで
す。

• 世界初の浮上用のリニアモーターカーは
2003年の12月31日に上海で開通しました。
上海リニアはドイツが技術提供をしたのです
が、実際リニアを研究しているのは、日本、ド
イツ、中国だけである。
日本では2005年に愛知万博で開通されるの
ですが、研究の方は、停滞気味になっていま
す。

リニアモーターカーの実用化
• ２０２７年 東京～名古屋で開業予定
２０１５年に建設開始予定
およそ３００kmを４０分で結ぶ

• ２０４５年 東京～大阪で開業予定
およそ５００kmを６７分で結ぶ
新幹線と比べて１時間以上速い!!
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