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１．はじめに

「The 高専＠ SEMICON」は今年度で６回目の出展にな
ります。日立ハイテクノロジーズ様の過大なるご支援によ
り、今年もこんなに大きな会場でポスター発表をすること
ができました。本当にありがとうございました。

茨城の県立高校は本来共学なのですが、本校は女子のみ
が在籍している実質的な女子高です。一般的に理数系が苦
手とされる女子高でありながら、文部科学省からスーパー
サイエンスハイスクール

（SSH）の指定を受けてお
り、今年で９年目を迎え
て い ま す。 今 回 の 発 表

（オーロラ発生の研究）も、
その SSH 活動のとして研
究を続けているひとつで
す。

２．オーロラについて
オーロラとは太陽風と地球磁場、大気の分子の相互作用

で、太陽風の荷電粒子が熱圏の分子に衝突し励起されて起
こる発光現象です。高緯度
地域の100km 以上の高さに
現れ、カーテンタイプ・コ
ロナタイプなど様々な形が
あり、オーロラを宇宙から
眺めると、右図のように北
極、南極上にリング状になっ
ています。

生徒たちは、このオーロ
ラを実験室で作って見るこ
とはできないかという好奇
心から研究が始まりました。

３．実験
高校の物理実験室にある排気盤内に剣山（とがっている

ほうが放電しやすいと考えた）と模擬地球（アルミ製のボー
ルにネオジウム磁石が付けてある）を置き，上から真空放
電によって放出される電子を太陽風と見立てて、オーロラ

を再現させることにしました。

（１）実験１
模擬地球に正極をつなぐ

ため，右図のように、排気
盤の下にアルミホイルを敷
き、そこから電極をとりま
した。剣山から模擬地球に
放電は起こったのですが、
太陽風ではなく、雷のような極めて細い放電となってしま
いました。

次に剣山の代わりに電球のフィラメントに変えて実験し
ました。フィラメントにした理由は、プラズマボール（真
空放電でプラズマを発生させる玩具）の仕組みを調べ、フィ
ラメントが使われていることがわかったからです。しかし、
結果はあまり変わりませんでした。

原因は真空度でした。アルミホイルがはさんであるため、
どうしてもそこから空気が入ってしまい、真空度が上がら
なかったのです。

（２）実験２
アルミホイルが真空度の

妨げになるので，右図のよ
うに大胆にもアルミホイル
を外して実験を試みました。
誘導コイルは直流（脈流）
ですので電流は流れるはず
はありません。しかしその予想と反し電流が流れ、放電が
おこりました。これについてはあとで述べますが、原因は
不明です。

この実験では、真空度が高く保たれ
たままで実験ができました。剣山より
フィラメントのほうが放電は広がりま
した。しかし、写真のように、リング
状のオーロラは見られませんでした。
降り注ぐ電子に比べて模擬地球が大き
すぎることが原因だと思われました。
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に参加し貴重な経験を積み、知識を培うことができました。
一番に感じたことは、これまでに参加してきたスライドと
口頭だけのお堅い学会発表とはまったくの別物であること
です。いかに見やすく伝わりやすくそして来場者の興味を
惹く出展物を作るかがカギであると感じました。という訳
で、我々は堅苦しくない雰囲気作りとグループの一体感を
作るため、ロゴをプリントした作業着を用意しました。ま
た肝心の展示物は加工機モデルの製作やあえて LED をあし
らい、目を惹く工夫をし、大きな文字の看板を掲げました。
その甲斐があり、非常に多くの方に訪れていただきたくさ
んのプレゼンの機会を得ることができたと感じています。
中でも、企業の方々との意見交換をして、当研究を関心、
評価する言葉をいただいたことで自分がしてきた研究活動
に自信を持つことができました。

電子制御工学科　５年　永長　晃一
セミコンジャパンでの出展を通して最も勉強になったこ

とは人に何かを伝えることの難しさです。自分ではしっか
りと説明できたつもりでも聞き手にはよく伝わっていない
ことや、専門的な言葉を使い過ぎていたことがありました。
また、説明する相手も深い専門知識を持っている方や異な
る分野の方など色々な方がおり、一様な説明では伝わらな
いのだと痛感しました。そのような中で、どのように説明
したらわかってもらえるのか、相手は何を知りたいのか察
しながら説明することは大変貴重な勉強になりました。加
えて、発表の中で聞きに来てくださった多くの方からお褒
めの言葉や厳しい叱咤をいただきよい刺激になりました。
このような経験は研究室に篭っていては得られないと思う
ので、今回セミコンジャパンに参加できたことは自分にとっ
て大きなプラスとなりました。今後人前で発表や説明を行
う機会は多いと思うので、今回の出展で得られた教訓を活
かしてがんばっていきたいと思います。

電子制御工学科　５年　益子　雄行
今回参加させていただいた The 高専＠セミコンでは普段

研究室に籠っているだけでは得ることのできない大変貴重
な体験をさせていただきました。今回はポスターセッショ
ンでしたが、説明といっても全て人に一様に話すのではな
く相手の年齢や知識に合わせて説明を変える必要があり説
明する言葉を細かく変えていきながら話す必要がありまし
た。しかし、自分でも驚いたこと思っていたよりも得意な
ようで楽しんで説明することができ、聞いていった方々に
満足していただけお褒めの言葉をいただくこともできまし
た。その中で、それぞれの分野で活躍される方のさまざま
な視点からの意見、指摘を受け、自分自身でも気づかなかっ
た問題点や改善方法をみつけることが出来、さらに研究を

進めていこうという意欲が湧きました。また、何度も足を
運んでくださり熱心に耳を傾けてくれる企業さんもあり自
分の研究に自信と誇り持つことが出来ました。このような
機会がなければ実際に自分の研究が実用化されたときのこ
とを考えることはなかったと思います。

謝辞
これまで学会発表での研究発表を行ってきましたが、今

回の展示では実際の加工技術を目にすることができ、また
現場の技術者の方々から直接助言をいただき、今後の研究
にとってとても有意義なものとなりました。

最後になりましたが、ご支援・ご指導いただいた株式会
社アドバンテスト様、およびこのような機会を提供してい
ただいた The 高専＠セミコンの関係者の皆様に感謝いたし
ます。
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用化されたときのことを考えることはなかったと思います。 
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（３）実験３
実験２の結果を受けて模擬地球の改良を試みました。調

べた結果、実験室内でのオーロラの発生は、半球を使って
真上から放電させることが多かったので、彼女たちもそれ
に習い半球で実験をしてきました。しかし実際のオーロラ
は、下図左のように地球の横から太陽風が降り注ぎます。
そこで、実験機の模擬地球を作り直す際、ただ小さくする
のではなく向きも90°変えました。金属の茶こし２つを張り
合わせて球状にし、左右に北極、南極に見立てた磁石を入れ、
横向きにしました。図の赤青になっているのが棒磁石で、
磁力を強めるためにネオジウム磁石が両極に張り付けてあ
ります。これが北極と南極です。もちろん、誘導コイルの
正極には何もつないでいません。

模擬地球をかなり小さく（アルミボールの時の1/4程度）
したので、以前よりは模擬地球全体に放電が降り注ぐよう
になりました。しかし、納得のいくような放電ではなく、
極のリングも見られませんでした。

（４）実験４
ここで、フィラメント

を直線状であったものを
円形状にしてみて実験を
しました。円形にすれば
降り注ぐ面積も広がり、
うまくいくのではないか
と考えたからです。

結果は写真のとおりです。北極、南極の両極にリング状
のオーロラが見られました。

また、フィラメントは白熱電球を割って中のフィラメン
トを取り出して作っていたのですが、どうしても小さくて
細いので、もろくて扱いづらいものでした。そこで自分で
コイルを巻き、フィラメントを手作りして実験してみまし
た。しかし、結果は変わりませんでした。

（５）実験５
次にオーロラの色を付けようと、排気盤に窒素等の単体

気体を入れてから真空ポンプで引きました。排気盤内の残
留気体は窒素のはずです。窒素ならば青いオーロラが見ら
れるはずです。しかし、この方法ではオーロラの色は変化

しませんでした。酸素で実験してみても色は変化しません
でした。酸素の場合は赤になるはずでした。

４．これからの課題
２つの疑問が残りました。ひとつは前述したオーロラの

色です。気体の種類に関係なく同じ色になってしまう原因
は何なのでしょう？

もうひとつは、実験２以降の回路で、正極がつながって
いないのにもかかわらず、
なぜ放電がおこるのかとい
うことです。右図のように
アルミホイルを敷き正極を
つなげば、回路が閉じてい
ますので放電はおこります。
しかし、生徒たちはこのア
ルミホイルを取ってしまいました。フィラメントから放出
された電子は、どのような経路で誘導コイルの正極に戻る
のでしょう？

どちらの疑問も、これからの研究テーマです。なにかお
わかりになることがありましたら，水戸二高までご一報い
ただきますようお願い申し上げます。

５．おわりに
最後になりましたが、事前準備から SEMICON 開催期間

を通じて、㈱日立ハイテクノロジーズの酒井様、南様をは
じめとした皆様にはたいへんお世話になりました。また、
東京エレクトロン㈱顧問 石井様、同 FE 社 滝田様には、今
回の発表を後押ししていただきました。この場を借りて厚
く御礼申し上げます。

←暗くしないと見えないので、
暗幕をかぶって説明する生徒。

（来往者にも暗幕をかぶってもら
いました。ご協力ありがとうご
ざいました。）
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