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課 題 名	 	 透明骨格標本作製のための生体の溶解法の研究 
発 表 者	 	 新井 麻由	 永橋 実紗	  
指導教諭	 	 鈴木 長寿 
 
1．概要・目的  
	 透明骨格標本は、比較的小型の動物を薬品で処理することにより透明化し、骨のみを染色して標本

としたものである。骨を組み立て直す必要が無いため通常の骨格標本と比べ小さくても正確な骨格が

観察できる。透明骨格標本の存在を知り、なぜ身が透明になっているのか疑問を感じた。 
本研究では透明骨格標本の透明化のメカニズムの解明と、より透明度の高い標本の作製を目指した。 

2．原理  
	 (1) アリザリンレッド Sによる染色 
	 	 赤色の色素を持つアリザリンレッド Sが骨のカル 
シウムイオンと錯イオンを形成し骨格が染色される。 
(2) ホルマリンによるタンパク質固定 
透明化の処理をすると、そのままでは標本はばら	 	  

ばらになる。標本をあらかじめホルマリンに浸けて 
おくと、タンパク質分子同士が結合し(架橋)、形を	  
維持することができる。（図 1） 

	 (3) 水酸化カリウムによる透明化 
	 	 標本が透明になるメカニズムについて、私達は以下の仮説を立てた。透明な物質は物質の表面や

内部で光があまり反射せずに通過するので透き通って見える。強塩基である水酸化カリウムは筋肉

を構成しているタンパク質のペプチド結合を切るので、水酸化カリウム水溶液に浸けると筋肉の組

織に隙間が多くできる。これによって光が透過するようになり、透明に見える。 
3．操作  
	 3－1．従来の透明骨格標本の再現 
	 (1) 標本となる魚(以下標本とする)を 10％ホルマリン(HCHOaq)で固定した。 
	 (2) 3％水酸化カリウム水溶液(KOHaq)に浸け、途中溶液を取り替えながら数日間溶解した。 
	 (3) アリザリンレッド S 20mgを 0.5％KOHaq100mLに溶解して染色液とし、1日間染色した。 
	 (4) 3％KOHaqにつけ、標本の組織に残った染色液を取り除いた。 
	 (5) 3％KOHaq：100％グリセリン＝9：1から 3％KOHaq：100％グリセリン＝1：9まで、グリセ

リンの割合を一割ずつ増加させた溶液に一日ずつ標本を浸した。この

処理により標本内の水分はグリセリンに置換される。 
	 (6) 防腐剤のチモールを加えたグリセリンに標本を入れて瓶に詰めた。 
	 	 標本には金魚、小アジ、鶏の手羽先を用いた。 
	 3－2．透明度を高める操作 

(1) タンパク質分解酵素を用いた透明化 
水酸化カリウムの代わりにタンパク質分解酵素で透明化をする方法がある。今回は酵素のプロテ

イナーゼ K とトリプシンを用いてそれぞれ透明化を行った。この間、酵素の働きやすい 36℃に保
った。標本にはワカサギを用いた。 
(2) キシレンによる脱脂 

図 2	 金魚の標本 

ポリペプチド鎖	 ホルマリン架橋	 切断	 

図 1 ホルマリン架橋と透明化の模式図	 
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	 	 水酸化カリウムまたはタンパク質分解酵素はタンパク質を分解するが、脂質はほとんど分解され

ない。そのため脂肪の多い標本は不透明になりやすい。そこで、有機溶媒であるキシレンに標本を

浸し、脂肪をキシレンに溶解した。標本には鶏の手羽先を用いた。 
	 3－3．透明化メカニズムについて 
	 	 鮭の切り身を用い、ホルマリン固定のみをしたものと、ホルマリン固定後水酸化カリウムで透明

化処理を行ったものを作製した。この表面を走査型電子顕微鏡で観察した。 
4．結果  
・金魚は透明化に成功したが、体の大きいアジは充分に透明化するこ

とができなかった。また、鶏よりも魚のほうが透明になりやすかった。 
・プロテイナーゼ K、トリプシンを用いた標本は共に標本全体が褐色
になった。しかし水酸化カリウムで透明化したものに比べて、褐色は

薄くより透明になった。 
・キシレンによる脱脂では脂肪分がキシレンに溶出するのが確認され

た。また標本全体が硬くなった。しかし染色後筋肉組織から色素が抜

けず、キシレン処理をしないものと比べて骨格が見えにくかった(図 4)。  
・ホルマリン固定のみをした鮭の筋繊維は組織が密になっていたが 
(図 5 左)、ホルマリン固定後水酸化カリウムの処理をした鮭の組織は繊維が細くなり、隙間が多くで
きていた。水酸化カリウムの処理後は、組織の太さは 0.1µm以下で繊維状になっていた(図 5右)。 
5．考察  
・アジが十分に透明化されなかったのは水酸化カリウム水溶液が染み込まなかったことが原因であり、

また鶏が透明化されにくかったのは脂肪が多いためだと考えられる。 
・酵素による透明化では水酸化カリウムによる処理に比べて透明度が増したが、組織が黄色く変色し

た。その原因として、ワカサギに脂肪が多かったため透明化しなかった、ワカサギの大きさに比べて

酵素の量が少なかったことが考えられる。 
・キシレンに浸けた標本は色素が抜けにくくなった。これは、キシレンの脱脂によって脂肪が水分や

エタノールに置換され、水溶性のアリザリンレッド Sと親和性が良くなり、色素が組織に定着したた
めだと考えられる。 
・電子顕微鏡による観察結果から、水酸化カリ

ウムの処理により筋肉組織が可視光の波長以下

の幅の繊維状になるので光を通すようになり、

筋肉が透明化されたと考えられる。 
 
6．今後の課題  
①酵素を使った透明化方法の改善 
②キシレンによる脱脂を行った標本の染色方法の検討 

7．参考  
	 ・改良二重染色法による魚類透明骨格標本の作製，河村功一・細谷和海， 

http://jglobal.jst.go.jp/20090422/200902060399274995 
・新世界透明標本，冨田伊織，小学館(2009) 

図 4	 脱脂した鶏(左)と	 
脱脂しない鶏(右)	 

図 5筋肉組織の電子顕微鏡写真 
（左：ホルマリン固定のみ	 右：KOH処理後）	  
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課題名	 	 	 生物由来のゲルを用いたダブルネットワークゲルの合成 
発表者	 	 	 飯田	 佳織	 小林	 妙枝 
指導教諭	 	 森安	 勝 

 
1．目的 
以前から、生分解性プラスチックなどの生分解性を有する素材に興味を持っていた。生物由来のゲルに

ダブルネットワークゲルの技術を応用したらどのような素材が生まれるのか興味を持った。本研究は生物

由来のゲルを用い、強度の高いダブルネットワークゲルを合成することを目的とする。 
2．概要 
ダブルネットワ―ク(DN)ゲルとは、二重の網目構造を有する高い強度をもつゲルのことである。二種類
のゲルを組み合わせるので網目構造が二重となり、強度のあるゲルを作りだすことが可能となる。今回の

研究では、図 1に示すような 4種類の試薬を使用した。	 
 
 
 

 
 
 
3.方法 
3-1．ダブルネットワークゲルの合成手順 

(1)	 寒天とゼラチンからゲルを作った。ナタデココは市販のも
のから糖分などを抜いて用いた。寒天は、1.0	 g/150	 mL 水(柔) 
	 と 1.0	 g/60	 mL 水(硬)の 2種類を調製した。 
(2)	 作ったゲルに、表 1のように調製しておいたモノマー溶液
を浸透させた。 

(3)	 図 2の紫外線照射ボックスの中で紫外線を裏表それぞれ３
時間照射した。 

(4)	 紫外線を照射した後、２日間水にひたし膨潤させた。 
3-2．AMPS だけのゲルと、AAm だけのゲルは、調製したモノマー溶液を型に入れてから(3)(4)の手順で
合成した。 

3-3．合成したゲルの強度の評価	  
合成したDNゲルは、図 3のデジタルフォースゲージを用い強度を測定した。 

 
 
 
  
 
 
 

4．結果 
4-1．ゲルの性質 

AMPS のゲルは硬くて脆い性質を持ち、スルホ基を持っていて多量の水を吸水した。また、AAm のゲ

ルは、柔らかく弾性のある性質を持っていた。 

  
AMPS 又は 

AAm[mol/L] 

OGA 

[mol%] 

MBAA 

[mol%] 

① 0.5 0.4 2.0 

② 1.0 0.4 2.0 

③ 0.5 0.4 4.0 

④ 1.0 0.4 4.0 

① APMS：モノマー 
2-acrylamido-2-methylpropanesulfonic	 acid 

図 2. 紫外線照射ボックス 図 3．デジタルフォースゲージ（IMADA MX-500N） 

表 1．モノマー溶液の種類 

② AAm：モノマー 
acrylamido	 

図 1	 使用試薬の構造式、名称と略号 
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③ MBAA：架橋剤 
N,N’-methylenebisacrylamide 

④ OGA：重合開始剤 
2-oxoglutaric	 acid 
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4-2．組み合わせについて 
合成したゲルの吸水率を図 4と図 5に示した。また、合成したゲルの強度を図 6と図 7に示した。これ
らの結果より、寒天と AAm、そしてナタデココと AAmの組み合わせが最も強度のある、また弾力のある
ゲルを合成できることが分かった。図 8と図 9は水で膨潤後の AAｍを使用した DNゲル、図 10と図 11
は水で膨潤後の AMPSを使用したDNゲルである。 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
	 ゼラチンは、紫外線を照射するときに発生する熱で溶けてしまってゲルにはならなかった。図 4 より、
AAm のみのゲルは吸水するが、寒天やナタデココに AAm を浸透させたものは元の大きさより大きくな
らず、殆ど吸水しなかった。図 6 より MBAA と AAm の濃度を高くすると強度が高くなるということが
分かった。寒天に AAmを組み合わせると、AAmだけのゲルより強度のあるゲルになるということが分か
った。ナタデココに AAm を組み合わせたものの強度のデータは測定できなかったが、固くて潰れにくい
ゲルができた。 
	 AMPSと組み合わせたゲルは、①のような濃度のモノマー溶液と組み合わせて作ったゲルと寒天柔の②
は水に浸すと溶けてしまった。これは、①は AMPSとMBAAの濃度が低かったため、②の寒天柔はそれ
に加えて寒天の濃度も低いからだと考えられる。図 5 の②と④の違いから、MBAA の濃度を高くす	 	 	 	 
ると、吸水率が小さくなることが分かった。また、寒天、ナタデココに AMPS を組み合わせたゲルは、
AMPSだけのゲルと比べて吸水量が小さくなるということ、寒天は濃度が高い方が水をよく吸収するとい
うことが分かった。図７の③の強度の値が小さいことから、AMPS を組み合わせたゲルは AMPS の濃度
を高くすることで、強度が大幅に高くなるということが分かった。 
5．課題 
・より強度のあるゲルを合成する。	 	 ・ゲルを土に埋めて生分解性があるかどうか調べる。 

6．参考文献 
(1) sun-eielectric.co.jp	 	 	 (2)	 Jian Ping Gong and et. al, Adv. Mater., 15, No.14, 1155(2003)  

図 4．吸水率Ⅰ 
 

図 6．強度Ⅰ 

	 AAｍ	 	 寒天硬	 	 寒天柔	 	 ナタデココ 

 AMPS	   寒天硬	   寒天柔	  ナタデココ 

 

AMPS	 	 寒天硬	 	 寒天柔	 	 ナタデココ 

 

	 AAｍ	 	 	 寒天硬	 	 寒天柔	 	 ナタデココ 

図 10．寒天+AMPS 

図 5．吸水率Ⅱ(AMPSを使ったDNゲル) 
 

図 9．ナタデココ+AAm 図 8．寒天+AAm 図 11．ナタデココ+AMPS 

 AAm	   	 寒天硬	   	 寒天柔	  ナタデココ 

 
図 6．強度Ⅰ(AAmを使ったDNゲル) 

 AAm	   寒天硬	   寒天柔	  ナタデココ 

 図 4．吸水率Ⅰ(AAmを使ったDNゲル) 

図 7．強度Ⅱ(AMPSを使ったDNゲル) 
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課題名	 	 	 	 塩化水素の回収  
発表者	 	 	 	 河又	 悠真	 	 後藤	 大希  
指導教諭	 	 	 豊前	 太平	 	  
 
1.	 目的  
	 元々環境問題に興味があり、環境に悪影響を与える塩化水素を排出する工場の塩化水素

の回収方法について疑問をもった。本研究は、塩化水素の JIS 回収方法に基づき塩化水素
を回収し、その捕集率の測定や向上を目的とする。  
2.	 概要  
	 塩化ビニル樹脂などの塩素を含む樹脂は、焼却廃棄時に塩化水素を含む環境に悪影響を

与える物質を放出する。そのため排出が制限されていて、 JIS によって検査・測定がされ
ている。その検査方法 (JIS 法 )というのは、塩化水素の水への溶解度が高いことを利用し
て、水の中に排気ガスを通過させ溶解した塩化物イオン濃度を測定し、排ガス中の塩化水

素濃度を求めるというものである。しかし、この検査方法には不備がある。塩化水素は水

と接触した際に一部が霧状になり、その分は水に溶解しない。そのため、JIS の塩化水素
回収方法では排ガス中の正確な塩化水素濃度は測定できないと考えられる。  
3.	 実験方法  
 (1)	 図 1 に示すように 2 つの電気炉を用い、窒素を毎分 1L 流しながら 1 つ目の電気炉

(250℃ )で PVC(ポリ塩化ビニル )0.2g を加熱し、塩化水素 (HCl)を発生させた。  
(2)	 2 つ目の電気炉で、発生させた塩化水素を 500℃、 600℃、 700℃、 800℃、 900℃、

1000℃にそれぞれ加熱した。  
(3)	 (2)で加熱した塩化水素を、精製水を入れた 2 つの吸収瓶の中でガラスろ過板を用い

て通過させた。  
(4)	 吸収瓶の水量は 50mL、 100mL、 150mL と変えた。  
(5)	 精製水中に溶け込んだ塩化物イオン濃度を、イオンクロマトグラフィーを用いて測

定した。  
(6)	 吸収瓶中の精製水に粉末状のチョーク (CaCO3)を入れ (1)~(5)の操作をし、濃度を測

定した。  
(7)	 塩化水素が精製水中を通過するときに発生する白煙の量を観察した。  

	 	 	 	 	 	  
図１．塩化水素発生から回収するまでの実験装置	 	 	 	  
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4.	 結果  
4-1.	 結果  
塩化水素の加熱温度と捕集率の関係を図２に、精製水の量と捕集率の関係を図３に示

す。これらの結果から、温度を上げるにつれて吸収率は減少する傾向にあることと、吸

収率に及ぼす精製水の量の影響はほとんどないことがわかった。  
 
 
 
 

 
 
 
 

図２．温度と捕集率	 	 	 	 	 	 図３．吸収瓶水量と温度と捕集率  
4-2.	 観察結果  
(ⅰ )	 塩化水素の加熱温度が上がるにつれて白煙の量が少なくなった。また二本目の吸

収瓶でも同様の現象がみられたが、全体の白煙の量はかなり少ない。  
(ⅱ )	 吸収瓶中の瑞陵を変化させても白煙の量に変化はみられなかった。  
(ⅲ )	 チョークを吸収瓶にいれると精製水だけで吸収したときと比べて白煙の量がか

なり多かった。  
 
 
 
 
 
 
	 	 	 	 図４．精製水のみ	 	 	 	 	 	 	 	 図５．チョークを溶かした溶液  
4-3.	 考察  
	 図３より塩化水素が精製水と接する時間と捕集率にほとんど関係がないことがわかった。

図２から分子の熱運動により塩化水素が水分子と接触したとしてもすべて溶解しない。ま

た、白煙の量が少なく捕集率も下がっていることから塩酸ミストの粒子が小さすぎるため

肉眼で確認できていないことが分かると考えられる。ゴミ焼却炉内の温度はかなりの高温

かつ温度が一定ではないので、白煙または塩酸ミストとして塩化水素を排出してしまって

いる可能性が高いと思われる。チョークによる回収では塩化水素と炭酸カルシウムとの反

応で中和熱が発生し水蒸気量が増え、それに伴い白煙の量が増加したと考える。  
5.	 課題  
	 塩化水素を加熱しない状態での回収やチョークを溶かした際の溶液の塩化物イオンの測

定など、考察が正しいかどうか確認する実験を数多く行いたい。  
6.	 参考文献  
村田	 徳治	 	 「都市ごみのやさしい化学」	 循環資源研究所	 2000 年  
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課 題 名    タンタル酸ナトリウム光触媒による水分解  
発 表 者     井上  悠貴   渡辺  裕太  
指導教諭    成田  彰  
 
1 .  動機・目的  
テレビで人工光合成の特集を見て興味を抱き、そのうちの水分解の研究を行いたいと考

えた。タンタル酸ナトリウムから光触媒を作製し、水分解を起こして、水から水素や酸素

といった価値の高い物質を作ることを目的とする。  
 

2．実験内容 	 
2 - 1 	 タンタル酸ナトリウムの合成  

(1)酸化タンタルと炭酸ナトリウムを同じモル数だけとり、メノウ乳鉢で混合して、
1147℃で 10 時間焼成したのち、酸化ランタンを酸化タンタル等の４ 0 分の１のモル
数だけとって、再び、 1147℃で 10 時間焼成した。過剰のナトリウムを水で洗浄し
た後、遠心分離機を用いて、結晶の大きさが粗いものと細かいものに分けた。合成

物の評価は、Ⅹ線回折装置と電子顕微鏡を使って行った。  
(2)(1)で作製したタンタル酸ナトリウムに塩化ナトリウムをモル比が 1：1 になるように
白金ルツボに加えて、 700℃で 5 時間焼成し、炉冷、常温冷却、氷水急冷の 3 パター
ンを行い、どの手法が結晶の形がより小さくなるか確認した。（塩化ナトリウムをフラ

ックスとして使用）  
(3)その後、(1)(2)で調整したタンタル酸ナトリウムをスライドガラスに載せ、650℃で 1
時間焼成し、4 時間冷却した後、酢酸ニッケルをメタノールで溶かした溶液を用いて、
ニッケルを 650℃で焼成することで担持した。  

2 - 2 .  ガスクロマトグラフィーによる気体の分析   
図１の装置を使用し、水分解を起こさせた。発生した気体を分析するために、反応措

置内をアルゴン雰囲気に、発生した気体をマイクロシリンジで回収した。採取した気体

をガスクロマトグラフィーで分析した。  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 .  結果  

3 - 1 .  タンタル酸ナトリウムのＸ線回折装置による分析  
調製したタンタル

酸ナトリウムを、Ｘ

線回折装置を用いて

分析した結果、標準

データのピーク位置

と試料のピーク位置

とが一致したので、

タンタル酸ナトリウ

ムであると確認できた。     図 2	 タンタル酸ナトリウムの試料の X 線回折図形と標準データのピーク  
 

hν 	 

 
 

アルゴン

入り風船  

発生気体  
採取スペース  

紫外線  
照射装置  

光触媒  

標準データ  
試料  

図 1 実験装置  
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3 - 2 .  結晶の構造の分析 	 

通常	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 炉冷	 	 	 	 	 	 	 常温冷却	 	 	 	 	 	 	 	 氷水急冷	 

図 3 冷却速度の違いによる結晶粒の比較  
通常＞炉冷＞常温冷却＞氷水急冷の順に結晶が小さくなった。特にフラックス法を用い

て氷水急冷をすると、通常の結晶の約 10 分の 1 の大きさになった。  
 
3 - 3 .  ガスクロマトグラフィーの分析  

表 1 基本データ  

 
表 2 水分解における水素の発生量  

 
 

タンタル酸ナトリウムに紫外線を当てると水分解が起き、発生気体のガスクロマトグラフ

ィーのチャートに水素のピークを確認することができた。このとき、酸素と窒素のピーク

も同様に検出された。また、実験開始から一定時間経った気体の方が、水素を多く検出で

きた。試料によっては、肉眼で試料表面から気泡の発生が確認でき、捕集した気体の燃焼

実験で爆発的な燃焼も確認できたものもあった。  
  

4 .  考察  
ガスクロマトグラフィーによる発生気体の分析によって検出された酸素のピークが、水分

解の結果としてなのか、サンプリングにおける空気の混入なのかを確認することができな

かった。これは、実験装置全体のアルゴン置換が上手くいかなかったこと、水分解を行っ

た時に水素の発生量にくらべ酸素の発生量が半分になること、発生気体採取スペースへ拡

散するスピードが水素よりも酸素の方が遅いことが原因と考えられる。  
今回、ガラス表面に成膜した試料による水分解を行ったが、同じタンタル酸ナトリウムで

も気泡が肉眼で確認できるものとそうでないものがあることが分かった。肉眼で確認でき

た試料は、タンタル酸ナトリウムの結晶が小さい粒径で揃ったものであったことや、触媒

粒子がしっかりとスライドガラスに貼りついた試料ではなく、スポンジに近い状態であっ

たことから、発生した気泡が肉眼で確認できるレベルに達するためには、光触媒の結晶と

水との接触面積を増やす必要があると推測される。  
 
5 .  課題  
・タンタル酸ナトリウムから発生した気泡が肉眼で確認できる具体的な条件の解明  
・タンタル酸ナトリウムが反応する紫外線の波長の同定  
 
6 .  参考文献  
１）SunHyung Lee, katsuya Teshima, Yusuke Mizuno, Kunio Yubuta, Toetsu Shishido, Morinobu  

Endo and Shuji Oishi,  C r y s t .  E n g .  C o m m . ,  1 2 ,  2 8 7 1  ( 2 0 1 0 )  

　　　　　　Ｈ2 　　　　　0.5ｍｌ

気体注入量 エリア面積

549788

　　　エリア面積　　　入れた物質

0.14μl
9.17μl

157
10082

水分解20分直後 0.5ｍｌ
0.5ｍｌ
0.5ｍｌ

水分解20分10分後
水分解1時間直後

89
気体発生量
0.08μl

気体注入量
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課 題 名	 ハイブリッド光触媒を用いた水質浄化	 

発 表 者	 加藤	 大貴	 藤田	 和己	 横森	 慶	 

指導教諭	 豊前	 太平	 

	 

1 .  目的・概要 	 
植物系廃棄物のうち身近なものであるコーヒー豆残渣に着目し、これらの有効利用方

法を考察した。そのうち生活排水の浄化に興味を持ち、コーヒー豆の微孔の吸着作用と、

酸化チタン(TiO2)光触媒の酸化分解作用を組み合わせた	 “ハイブリッド光触媒”	 によ

って効率的な浄化を試みた。また、可視光下での浄化も考慮し、Fe3+イオンをドープす

ることによって可視光下での浄化効果の増幅 1)	 を図った。	 浄化能力の評価では被分解

有機物として、活性炭などの吸着試験にも使われ、また自身は紫外線でほぼ分解されず

に光触媒の作用によってのみ分解されるという性質を持つ	 メチレンブルー（C16H18N2S・

Cl）を用いた。	 

	 

2 .  実験 	 
2. 1  コーティング溶液の調製 	 
①  チタン酸テトライソプロピル(TTIP)	 11.83[mL]、エタノール	 40.0[mL]、ジエタ

ノールアミン(DEA)	 7.76[mL]	 を混合した。	 

②  ①の溶液に	 水	 2.88[mL]	 と	 エタノール	 40.0[mL]	 の混合溶液を氷浴下で滴下
した。	 

③  ポリエチレングリコール 300(PEG)	 3.0[mL]	 を添加し、コーヒー豆残渣 2.0[g]	 

を加えてよく撹拌した後、静置してゲル化させた。	 

2. 2  試料の作製 	 
①  2.1③	 でゲル化した試料を、環状電気炉を用いて N2 ガスを流通下 800[℃]	 で 1

時間焼成した。	 

②  瑪瑙乳鉢で細かく粉末状に磨り潰して試料とした。	 
2. 3  試料の評価 	 

作製した試料を、走査型電子顕微鏡(SEM)	 および	 X 線回折装置（XRD）を用い

て評価した。	 

2. 4  浄化実験 	 
試料	 0.3[g]	 を 6.7	 [ppm]	 メチレンブルー水溶液 300[mL]	 と混合した。スタ

ーラーで撹拌しながらブラックライトで 10 日間紫外線（最大波長 352[nm]）照射

した。分光光度計を用いて照射前後の各溶液の吸光度の変化を測定し、浄化能力

を評価した。測定波長としてはメチレンブルーの主な吸収ピークである	 665[nm]	 

を用いた。また、比較として白色蛍光灯照射下、及び暗室下の条件でも同様の実

験を行った。	 

2. 5  F e ³ ⁺ドープ 	 
ゲル化した試料（2.1③）について、焼成前後において、FeCl₃	 飽和溶液	 100[mL]	 

の中で１時間撹拌することにより、Fe3+のドープを試みた。焼成前にドープしたも

のを A、焼成後のものを B とする。	 
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3 .  結果 /考察 	 
3 . 1  水質浄化能力 	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

3 . 2  X R D 	 
	 

	 

	 

	 

3 . 3  S E M 	 
	 

	 

	 

	 

4 .  課題 	 
①  Cu2+イオン添加、別材料（ヤシがらなど）、焼成時間・温度の検討を進める。	 
②  吸着作用と分解作用のバランスを調整する。	 
③  物質の正確な同定を試みる。	 

5.  参考文献 	 
	 	 1)	 高感度な可視光応答型光触媒の開発	 宮内雅浩、橋本和仁	 	 

静電気学会誌	 vol.38,2	 p.83	 

2)	 二酸化チタンで被覆した木質系廃棄物の吸着性能と光触媒性能	 

http://www.mpstpc.pref.mie.lg.jp/KOU/kenhou/h14/22.pdf	 

図１．非ドープ試料の吸光度変化	 

表１.	 Fe3+ドープ試料の吸光度変化	 

図 2.	 非ドープ試料の SEM 写真	 

右の図 2 が非ドープ試料の SEM 写真である。試料の

表面に微孔が存在しているのが確認できた。試料の表

面をコーティングしている白い物質が TiO２と考えら

れる。	 

各試料の XRD データは TiO2 の結晶構造の種類であ

るルチル相、アナターゼ相のいずれとも一部のピー

クが一致したが、完全に試料を同定したとは言えな

い。	 

図 1 に照射時間に伴う吸光度の変化

を示す。照射時間の経過とともに、吸

光度が大きく減少し、約 60[h]	 のとこ

ろで、ほぼ 0 となる。また両者の差異

はほとんど見られない。暗室下の実験

においても吸光度の減少は見られるが

その程度は光照射した場合の方が著し

く、作製した試料には光触媒機能があ

るのが明らかである。	 

表 1 に、Fe3+ドープした試料を用い

たときの、1 日間の白色光照射前後に

おける吸光度の変化を示す。比較のた

め、非ドープ試料を用いて白色蛍光灯

を照射したときの結果も示す。試料 A、

B ともに白色蛍光灯下での浄化能力

は、非ドープ試料より高く、Fe3+ドー

プの効果が明らかである。また、試料

A より B の方が浄化能力の高いことか

ら、Fe3+ドープのタイミングは焼成後

の方が適していることがわかる。	 

  

⽩白⾊色  A ⽩白⾊色  B ⽩白⾊色  ⾮非ドープ
照射前 1.954 2.913 2.709

照射後 0.128 0.067 0.391

後/前	 [% ] 6.55 2.30 14.43
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課 題 名	 	   ゼオライトを用いたプラスチックの接触分解 
発表者氏名	 	 河合 将人	 中谷 寛希 
指導教諭	   	 森安 勝 
 
１.	 目的 

授業で高分子について学び、身近な高分子であるプラスチックに興味を持った。本研究は、ゼオラ

イト(zeolite)触媒を用いてより少ないエネルギーで効率よく分解できる反応条件を検討することを目
的とする。 

２.	 概要 
日本の廃プラスチックのリサイクルの現状は 78.0％であるのに対し、油化は 
ほとんど行われていなかった。プラスチックを低分子状態にするのに多くのエ

ネルギーを必要とすることなどが原因である。 
接触分解とは触媒を用いて熱分解することである。石油製品の製造では、接

触分解により多くの製品が作られている。また、ゼオライトとはアルミノケイ

酸塩の中で結晶構造中に 0.2～1.0 nmの細孔をもつもの(図１)で、イオン交換材 
料、吸着材料、触媒などに用いられる。 

３.	 方法 
3-1. 分解実験 
プラスチック 5.0 gとゼオライト触媒 1.0 gを大型試験管に入れ、 
管状炉で 450℃、40分間加熱した。生成物は、水で冷却した試験管 
と-120℃の冷却トラップで回収した(図 2)。試料はポリエチレン(PE)、
ポリスチレン(PS)、ABS樹脂の 3種を用いた。 
3-2.反応条件の検討 
使用済みゼオライトをるつぼに入れガスバーナーで強熱すること 
によって再利用した。また、触媒量についても検討した。 
	 3-3. 生成物の分析 
	 	 分解油はガスクロマトグラフィー（SHIMADZU GC-14B）を用いて分析を行った。 
４.	 結果と考察 

4-1.   PE の接触分解 
(1) それぞれの触媒においての収率を表１に、得られた分解 
油のガスクロマトグラムを図 3に示す。触媒を用いた場合、  
ピークが早い保持時間(RT)に多く見られた。このことから 
炭素鎖が触媒によって短く切断され、分子量の小さい炭化 
水素が多く生成していることが分かった。また分解油は Y 
型のものより ZSM-5型のものの方が透明度は高かった。 
これは ZSM-5型のもの方がより短い炭素鎖の炭化水素の 
割合が多いからだと考えられる。Y型と ZSM-5型の細孔 

表１	 PE分解油の収率 
 

図 3	 PE分解油のガスクロマトグラム 

図 2 実験装置図 

図 1 ゼオライトの構造例 

PE 触媒なし H-Y H -ZSM -5

収率[%] 30.2 61.6 58
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PS 触媒なし H-Y H -ZSM -5

収率[%] 74 58 54

の大きさはそれぞれ 0.74 nm、0.53 nmであり細孔が小さいほど短い炭素鎖に区切れると考えられる。 
(2) 触媒を用いないでも分解はできるが、反応容器や経路に蝋状の残渣が残り、分解油の臭いも 
悪かった。これは効率の良い分解が行われていないからだと考えられる。 

(3) 一度使用したゼオライトをるつぼで強熱したところ、炭素を吸着して黒色だったものが元の白色に 
戻った。このゼオライトで再度分解実験を行うと、収率は少し下がり、GCのピークが少なくなった。 
これは再生したゼオライトの細孔に不純物が付着したためと考えられる。 

4-2.   PS の接触分解  
それぞれの触媒においての収率を表２に、得られた分解油 
の GCを図 4に示す。図の通り、Y型だと左に大きなピー 
クが有り、ZSM-5型だと全体的にピークが分布した。また 
分解油を見ると、触媒なし、Y、ZSM-5の順で色が濃い褐 
色になっていることが確認できた。これは ZSM-5によっ 
て C=Cが形成され不飽和化が進んだのではないかと考え 
られる。触媒なしとY型の分解油ではピークが二極化した。 
早い時間の方は直鎖の炭化水素で遅い時間の方は、スチレ 
ンなどの芳香族炭化水素だと考えられる。 

4-3.   ABS の接触分解 
(1) それぞれの触媒においての収率を表３に、得られた 
分解油の GCを図 5に示す。表より触媒なし、Y型、 
ZSM-5型の順で収率が低かった。収率低下の主な 
原因として、回収経路中で気体だった分解油が液体 
または固体となって経路が塞がれたことが挙げられる。 
理由は分子量の大きい炭化水素になるほど沸点、 
融点が高いものが多くなるからであり、図 5から 
の低かった分解油の GCの方が、分子量が大きい炭化 
水素の割合が多いことが確認できる。また PEに比べて 
分子量が大きい炭化水素の割合が多いのは、PEや PS 
と違って ABS樹脂がアクリロニトリル、ブタジエン、 
スチレンの共重合物であるためと考えられる。このため、ピークの二極化がさらに進んでいる。 

(2) 分解油の色はどれも黒色で臭いも悪かった。これはアクリロニトリルのニトリル基やカーボンブラ 
ックが原因だと考えられる。 

５.	 今後の課題 
(1) 最少の分解時間を検討し、触媒の有無でどれだけエネルギー削減できたか示す。 
(2) 混合プラスチックの分解をする。 

６.	 参考文献 
(1) 日本ゼオライト学会	 http://www.jaz-online.org/ 
(2) プラスチック再利用の基礎知識 2013   プラスチック循環利用協会 

表２	 PS分解油の収率 

図 4  PS分解油のクロマトグラム 

図5  ABS分解油のガスクロマトグラム
GC 

表３	 ABS分解油の収率 
ABS 触媒なし H-Y H -ZSM -5

収率[%] 26.2 28 45.8



P	 	 	  

P	 ／	  

課題名	 	 	 貝殻を用いた発光成分の抽出	  
発表者	 	 	 小野	 憂季	 ・	 北村	 美侑  
指導教諭	 	 豊前	 太平  
 
1 .  目的  

身近なものを題材に生体や蛍光を中心とした研究を行いたいと考えていたところ、貝

殻の蛍光物質に関する資料を見つけ、興味を持った。また、蛍光の正体が解明されてい

ないと知り、自分たちの力で調べてみることにした。本研究の目的は貝殻の蛍光特性と

正体を探ることである。  
2 .  概要  

米沢らは熱処理を施したムール貝、ホタテ、サザエの貝殻が蛍光を示すことを発見し

た。そこで、他の貝殻からの蛍光体の抽出および生物由来でない炭酸カルシウムやチョ

ークによる蛍光体の生成について調べた。  
3 .  実験操作  

(i) アサリ、アワビ、カキ、ホタテ、ムール貝、サザエの貝殻を１㎝角以下になるま

で粉砕した。  
(ii) 電気炉を用い、 100℃～ 800℃までの範囲で１時間焼成した。  
(iii) 焼成後、精製水 200mL または 5ｇ /100mL のクエン酸溶液 200mL に十分浸し、

その後濾過した。  
(iv) 濾液にブラックライトを照射し、蛍光の有無を確認した。吸光光度計により

吸光特性について評価した。  
(v) 炭酸カルシウムまたはチョーク 10g に対し、ホタテの貝殻に含まれる割合でア

ミノ酸粉末を物理混合した。  
(v¹)貝殻の代わりに、市販の炭酸カルシウム試薬およびチョーク粉末に対し、

貝殻に含まれているアミノ酸 (グリシン・アスパラギン酸・アラニン・グルタミ
ン酸・チロシン・フェニルアラニン・ロイシン・プロリン・バリン・トレオニン・

セリン )を加えて、同様に蛍光体の抽出および蛍光発光の有無について評価した。 
(v²)種類別に各アミノ酸試薬を担持した試料を作成し、 (v¹)と同様の実験操作

を行った。  
4 .  結果と考察  
〈蛍光の特性〉種類別・溶媒別の比較より、種類に関係なく蛍光を示し、精製水より

クエン酸溶液の方が反応が激しく蛍光も強かった。種類により蛍光の違いが見られ、サ

ザエとホタテ、カキはムール貝やアサリに比べて青白かった。吸光光度計による測定で

はどれも同じような値を示した（図 1 および図 2）。また温度別に調べた結果、100℃か
ら 200℃では焼成した貝殻の様子に変化はないが、温度を上昇させるにつれて 300℃か
ら 400℃では焦げ茶色、 500℃から 800℃では灰色に変化した。そして、蛍光を最も強
く示すのは 300℃だったが、 200℃から 400℃でも蛍光を確認できた。その他の温度で
は蛍光を示さなかった。  
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〈蛍光の正体〉 (v¹)より炭酸カルシウム、チョークのみでは蛍光を示さないがアミノ
酸を加えることで生物由来かどうかに関わらず蛍光を示した。（図 3）  

 	 	 	  	 	 	  	 	 	   
 

(v²)よりアミノ酸の種類により蛍光の示し方が異なると分かった。それに加え、炭酸
カルシウムとアミノ酸を一緒に加熱しないと蛍光を示さないと分かった。炭酸カルシウ

ムを加熱後、アミノ酸とともに精製水に溶かした場合では蛍光を示さなかった。図 4
がアミノ酸別の蛍光の強弱を示している。精製水と炭酸カルシウム以外はどれも蛍光を

示し、貝殻と同じ青白い蛍光を示した。アラニンは他のアミノ酸と比べて蛍光の示し方

が異なり、エメラルドグリーンのような色になった。  
 
 
 
 
 
 

5 .  今後の課題  
蛍光の特性をより詳しく調べ、蛍光を強め、持続させるためにはどうすればよいか。

蛍光を利用した応用として考えられるのが化粧品や道路の白線、室内や屋外の壁、タイ

ルに混ぜて明るく、鮮やかにするということ。より実用的に使える方法を探したい。  
6 .  謝辞  

研究の遂行に当たっては、福井大学工学部材料開発工学科の米沢晋教授から多大な助

言をいただいた。  
7 .  参考文献  
米沢晋ら「貝殻からの蛍光物質新規抽出方法とその応用」  

強 弱い  

図 1. アサリ・アワビ・カキ・ホタテ・
ムール貝 (精製水 ) 

図 2. ホタテの溶媒比較  

図 4. 炭酸カルシウム＋アミノ酸別の蛍光の強弱と貝殻の蛍光との比較  

図 3. チョーク＋アミノ酸全種・チョークのみの濾液と蛍光確認の様子  吸
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課題名     吸水性高分子による冷却材の合成 
発表者     浦本 高志	 橋本 直季 
指導教諭    森安 勝 

 
1 目的 

  吸水性高分子(Super Absorbing Polymer, SAP)に興味を持った。そして 

その利用法について検討してみたいと思った。 

2 概要 

  吸水性高分子は側鎖に親水基(-COOH)を持っている。吸水するとカルボキシ基が 

電離しカルボキシラートイオン(-COO⁻)を生じ、三次元の網目が広がる。広がった 

網目に水分子が取り込まれる。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
3-2濃度の決定 

ビーカーに濃度 10%,20%,30%,40%,のモノマーを取り、開始剤、還元剤、架橋剤を加え、60℃で加温した。 

3-3吸水実験 

(1) 精製水 250 mLに乾燥させたゲル 1.08 gを入れた。 

(2) 30分ごとに質量を測り 4時間分と二日後の値を計測した。 

3-4冷却実験 

(1) 合成したゲル 0.5 g、精製水 5 mL, 15 mL, 30 mLをそれぞれ吸収させ、これを冷凍した。 

(2) これらの試料を水道水 200 mLを入れた湯煎鍋に入れた  

(3) 比較のために別の湯煎鍋に水道水 200 mLを入れ、精製水 5 mL, 15 mL, 30 mLから作った氷を加え温度 

変化を見た 

(4) 15分ごとに 1時間(1)(2)の湯煎鍋に入った水の温度を測定した。 

 

 図 1 吸水性高分子の吸水原理 

 
＋MBAA, APOS, SHS 
30℃(25~30 min)      70℃(1 h) 

＋POESO, C₆H₁₂  
60℃(3 h) 

不定形 
ポリアクリル酸ナトリウム 

 

球状 逆相懸濁重合 

水溶液重合 アクリル酸(AA) 

アクリル酸ナトリウム 

N₂気流中で撹拌 

＋NaOH(aq)で中和 

3-1使用試薬及び用途 

アクリル酸(AA/モノマー)  過硫酸アンモニウム(APOS /重合開始剤)  シクロヘキサン(C₆H₁₂/有機溶媒) 

水酸化ナトリウム(NaOH/中和剤)    N,N-メチレンビスアクリルアミド(MBAA/架橋剤) 

亜硫酸水素ナトリウム(SHS/還元剤)    ポリオキシエチレンソルビタンモノオレエート(POESO/界面活性剤) 

 

3 実験方法 

図 3に合成手順を示した 

	 	 図 3重合実験プロセス 

 

 

 

 図 2 合成装置 
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4 結果と考察 

	 (1) 表 1に示したようにAAの濃度 20％が重合に対して適切であると分かった。 

	 (2) 表 1の結果をもとに重合を行ったところ、ゲルを合成することができた。 

合成したゲルを図 4に示す。 

  (3) 吸水実験を行ったところ図 5のような結果が得られた。ここから、SAP粒子 

の大きさによって吸水速度が変わることと、合成したゲルの吸水倍率は 150~ 

200倍であることが分かった。 

	 	  
 

	 	 	  
 

(4)  冷却実験を行った結果を図 6,7に示す。ここからゲルの吸水量に冷却材の性能は依存しないことが 

分かった。また、冷却ゲルと氷のでは温度の変化率にあまり差がなかった。これは測定時に、熱が湯煎鍋中の 

水道水によって吸収されてしまい本来の冷却性能が現れなかったことが原因である。水などの他の物質による 

干渉を受けにくくするためには、ゲル冷却材によって温度計を直接挟んで温度変化を測定するといったような 

測定方法の変更が必要になる。 

5 課題 

今回水溶液重合や逆相懸濁重合で合成したゲルの吸水倍率を調べてみると、150~200倍程度と市販のものに 

比べて劣っていた。吸水倍率が低くなってしまった原因として、重合度や架橋度が低いことなどが 

考えられるので、これらの点を解決しより吸水倍率の高いゲルを合成したいと考えている。また 

冷却材としての性能を上げるためにゲルに吸収させる水の量を調整して冷却材を合成したい。 

6 参考文献 

・伏見 隆夫編著	 「図解 最新特許にみる高吸水性ポリマー開発・応用アイデア集」	   初版第２刷(1990)	 	  

・www.sanyo-chemical.co.jp	 ・www.st.rim.or.jp 

10% 20% 30% 40%
AA              [g] 3.6 7.2 7.2 7.2
NaOH  [mL] 10 20 12 5.3
その他[mL] 5.5 5.5 5.5 5.5
精製⽔水[mL] 15 3.0 0 0
AA/全体[%] 10.6 20.2 29.1 40.0
可/不不可 × ○ × ×

表 1 縮小版重合の結果 

図 5 吸水実験の結果 

図 4逆相懸濁重合でできたゲル 

図 7冷却実験の結果(3種のゲル) 図 6ゲル冷却材と氷の比較(30 mL)  
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課 題 名	 Al系合金の作製とその物性検討 
発 表 者	 岡部	 穣	 	 梶川	 友貴 
指導教諭	 成田	 彰 
 
1.目的 
	 Alや Cuなどによる合金は私たちの生活に多く利用されている。私たちは合金に興味を持ち、自
ら作製したいと考えた。本研究では Alと Cuを用いた 2元合金の作製方法の考案及び合金の作製と
分析により、その配合の違いによる物性の変化の検討と評価を行うことを目的とした。 
 
2.概要	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

Al-Cu 合金は固溶体を形成する。これは、ヒューム・ロザリーの法
則 1)を用いることでわかる。 𝑟! − 𝑟! 𝑟! ×100 % この値が 13~14％以
下の場合、この 2元合金は固溶体を形成する。表 1に挙げた数値より
計算すると Al-Cu では約 11.89％となり、この条件を満たす。また、Al と
Cuの結晶構造は共に f.c.c.で原子半径が大きくは違わないことから Al-Cu合
金は置換形固溶体となる。図 1のイメージのように Cuの原子半径が Alの原
子半径より小さいためその格子はひずむ。このように格子ひずみを持った格

子面は元の平坦な格子面より結晶欠陥(転位)が動くことに、より多くのエネ
ルギーを要する 2)。従って、それだけその合金は硬くなる。 
 
3.方法 
3-1 Al-Cu合金の作製 
(1) タンマン管に細かく刻んだ Alと Cuを合計 1.55gとして Alの質量濃度
が 100・75・67・60・50・0(%)となるように入れ、上からフラックス
として NaCl 0.42gを加えた。また、脱酸素剤としてスポンジ Ti 0.58g
を別のタンマン管に入れて、図 2のように設置した。 

(2) 電気炉を用いて 1 時間で 1100℃まで加熱し 2 時間 1100℃を保ち、そ
の後炉冷した。炉冷時間は約４時間で 100℃以下になっていた。また、
酸化を防止する目的で加熱中は Ar(g)100ml/minを流した。 

 3-2 Al-Cu合金の分析 
(1) 銅の含有率の調査 

6M-HClaqと 6M-HNO3aqによって作製した合金を溶解し、それぞ
れ 20000倍に希釈して Cuの濃度について原子吸光分析を行った。 

(2) 密度の調査 
体積をメスシリンダーと水を用いて数回測定し、その平均値によって密度を算出した。 

(3) 硬度の調査 
ファインカッターで切断した試料をその面と平行になるようにヤスリを用いて底面を磨き、

ショア硬度計を用いて硬さを調べた。 
 
 

元素 Al Cu 
原子半径(Å) 1.43 1.26 

図１	 Al-Cu合金の
構造のイメージ 

 

図 2	 合金作製装置 
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4.結果と考察 
 4-1 Al-Cu合金の作製 
	 図 3は炉冷後の試料が入ったタンマン管の断面図である。合金は 1つ
にまとまった。また、それぞれのタンマン管の中央付近に付着している

白色固体を水に溶かし、0.1M-AgNO3aq を加えると白色沈殿を生じた。
従って、NaCl であると考えられ、融解して合金上部で膜となり Al と
Cuの酸化を防ぐはたらきをしたと考察できる。 
 4-2 Al-Cu合金の分析 

(1) 銅の含有率の調査	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 表 2	 原子吸光分析で求めた Cu含有率 
	 原子吸光分析で求めた Cu 含有率は表 2 に示した通りで
ある。Al 100％におけるファクター(理論値とのズレ)は使
用した Al に 0.01％の銅が含まれていることから求めた。
フラックスの NaCl が合金内部に残ったことで銅含有率が
理論値と異なったと考えられる。 
	 (2)密度の調査 
	 図 4 は試料中の Cu 含有率と密度の関係を示してい
る。Cu の含有率が高くなるにつれて密度も高くなっ
ていることが分かる。これは Cuの密度が Alより高い
ためだと考えられる。また、試料が純 Alや純 Cuと大
きく異なったのは(1)でも挙げた残留 NaClや、内部の
微小な隙間、表面の細かい凹凸に入り込んでいた気泡

による体積測定時の誤差などが影響したと推測できる。 
	 (3)硬度の調査 
	 図 5は試料の Cu含有率とショア硬度の関係を示し
ている。Cu含有率 50%付近の硬度が最も高くなって
いる。これは概要でも述べた格子ひずみの数がこの付

近で最も大きくなり、転位が動きにくくなっているた

め、より強度が増したと考えられる。 
 
5.今後の課題 
	 今回の研究で X線回析装置を用いた分析を試みたが、
結晶構造の特定には至らなかった。また、テスターを

用いた電気抵抗を調査も行ったが抵抗値が小さすぎる

ためデータを得ることができなかった。実験方法の変更や改善によって再検討したい。 
 
参考文献	 1) 化学教育 14,420,(1996)	 長崎誠三 
	 	 	 	 	 2) 若い技術者のための機械・金属材料‐増補版‐	 矢島悦次郎	 他	 （丸善） 
 
謝	 	 辞	 本研究に際して指導して下さった本校機械システム分野の先生方にお礼を申し上げます。 
 

図 3 炉冷後のタンマン管 

試料名 質量(g) C u含有量(g)C u含有率(%)ファクター
Al	 100% 0.4878 0.001589 0.3257 32.57
Al	 75% 0.5552 0.1353 24.38 0.9752
Al	 67% 0.516 0.1599 30.99 0.93909
Al	 60% 0.5289 0.2001 37.84 0.946
Al	 50% 0.4291 0.1966 45.81 0.9162
Al	 0% 0.1858 0.1789 96.27 0.9627

図 4	 Cu含有率と密度の関係 
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図 5	 Cu含有率とショア硬度の関係 

■…Alと Cuの理論値 
◆…試料の値 
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図 1 透明な鉛ガラス 

課 題 名	 	 	 蛍光ガラスの作製と評価 
発 表 者	 	 	 幾代	 希	 	 白石	 朋 
指導教諭	 	 	 鈴木	 長寿 
 
１．目的 
	 太陽光と蛍光灯の光によって色が変わる蛍光ガラスに興味を持った。本研究は、無色透明の鉛ガラ

スをもとに、添加する蛍光活性剤を変えて数種の蛍光ガラスを作製し、それぞれの性質･性能の違いを

評価することを目的とした。 
 
２．概要と方法 
(1) 蛍光ガラスの仕組み 
蛍光ガラスは紫外線を可視光に変換して色が変わるガラスのことである。波長 200～400nmの光を

高効率で可視光に変換することができる。 
 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 
 
 
 
 
(2)	 蛍光ガラスの作製と評価 
① 蛍光ガラスのベースとなるできるだけ無色透明の鉛ガラスを作製するため、ガラスの原料である
硼砂(Na2B4O7)と珪砂(SiO2)に加える融点降下剤である PbO や、Pb2＋による着色の影響を減らす

CoCl２の配合量を検討した。 
② この透明ガラスの原料に、蛍光活性剤として希土類の塩(Nd2O3,Eu2O3,Tb4O7)をそれぞれ添加して
蛍光ガラスを作製した。 

③ 作製した蛍光ガラスの吸収する波長を吸光分析器で、放出する波長を蛍光分析器で測定し評価し
た。 

	 

３．結果	 

(1)	 無色透明ガラスについて	 
・Na2B4O7  8.0g、SiO2  2.6g に対して CoCl2が多すぎると緑色が濃くなってしまい、少なすぎる

と Pb2＋由来の黄色が消えなかった。 
・PbO 6.0gが鉛ガラスの融解可能な添加量の下限値だった。また、ちょう
ど 0.5mol/L-CoCl2 1mLに対しても無色透明になった。 

結果より、ベースとするガラスの配合量(比)は表 1 とした。実際に作製し
た	  
無色透明ガラスは図１のようになった。 
表 1 無色透明鉛ガラスの配合量(比) 

Na2B4O7 SiO2 PbO CoCl2 

２ ． そ の 光 を 浴 び た 分 子 は

高いエネルギ―を持つ不安

定な状態（励起状態）になる 

１ ． 光 が 当 た る と そ の エ ネ

ルギーが原子に移る 

３．励起状態の分子はもとの

状態に戻ろうとエネルギーを

熱や光として外に放出する 

４．エ ネルギ―を放 出し 分子

はもとの状態に戻る 
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図 2	 4種のガラスの吸収スペクトル 

表 2	 4種のガラスの評価(表 1のガラスをベースとして作製)	  

図 3	 365nmの励起波長の光を当てたとき
の 4種のガラスの蛍光スペクトル 

 

8.00g 2.60g 6.00g 1.00mL 
(2)	 蛍光ガラスについて 
各元素の吸収した光の波長の範囲、放出する光の波長の範囲、色の変化をまとめると図 2、図 3 お

よび表 2のようになった。 
添加した蛍光活性剤 Nd2O3 Eu2O3 Tb4O7 

吸収した波長(図２) 340nm前後および可視光 340nm前後 340nm前後 
放出した波長(図 3) 放出しない 490nmおよび 550nm前後 615nm前後 
変化したあとの色 赤紫色 緑色 橙色 
・図 2より 4種のガラスとも波長 300～360nmの紫外線を吸収していた。 
・365nmの励起波長の光を当てたところ Euガラスは 500nmと 550nmの波長の蛍光が測定できた。 
・365nmの励起波長の光を当てたところ Tbガラスは 590nmと 620nmの波長の蛍光が測定できた。 
・365nmの励起波長の光を当てたところ Ndガラスは蛍光が測定できなかった。 
 
４．考察 
・Eu ガラスは紫外線を当てると淡い緑色になり、放出した波長の範囲(表 2)と可視光の緑色の波長	 	 

(表 3)が一致していることがわかった。 
・Tb ガラスは紫外線を当てると橙色になり、放出した波長の範囲(表 2)と可視光の橙色の波長(表 3)
が一致していることがわかった。 

・Nd ガラスは Eu、Tb ガラスと違い可視光の波長を吸収しており、紫外線を当てたときの蛍光スペ
クトルは測定できなかったことから、可視光の波長の光を吸収し、 
赤紫色として放出されていると考えられ、蛍光ガラスではない。 

 
５．今後の課題 
・他の希土類の塩の蛍光ガラスを作製し評価する。 
・ひびが入らないような作製･冷却方法を検討する。 
 
６．参考文献 
・ガラスの種類辞典	 http://www.glass-dictionary.com/165/ 
・東北大学	 http://www.tagen.tohoku.ac.jp/labo/ishijima/microscope-01.html 

紫色 400～425 nm 
藍色 425～445 nm 
青色 445～500 nm 
緑色 500～575 nm 
黄色 575～585 nm 
橙色 585～620 nm 
赤色 620～750 nm 

表 3	 可視光の波長 
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課題名 益子焼における釉薬の研究 
発表者氏名 清川 真純	 西田 有紀保	 藤崎 那菜 
指導教諭 成田	 彰 

1 .  目的・動機  
釉薬の種類ごとに焼成後の色は違うこと、登り窯と電気炉では

同じ釉薬を用いても発色が異なること、そして登り窯における

焼成条件について興味を持った。そこで、登り窯での益子の釉

薬の発色条件について調べることを目的とした。 
2．方法	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 図１ 使用した登り窯	 	 	 	 	 	 	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
2-1.七種類の釉薬を用いた試料の作成    
2-1-1.登り窯による焼成  

(1)益子粘土で厚さ約 5mm、直径約 5cmの円盤状の試料を作成した。 
(2)(1)の試料を乾燥させ、電気炉で素焼きした。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 図２ 試料とゼーゲルコーン 
(3)七種類の釉薬(黒、柿、並白、糠白、灰、青、アメ)を釉掛けし、七種類の試料を一組にしたもの
を(一部例外あり)登り窯の中でそれぞれ焼いた。この時、5種類のゼーゲルコーンを 1組として
窯内部の温度を推測しやすい場所で焼いた。さらに、熱電対温度計でおおよその温度を測定した。 

2-1-2.電気炉による焼成    
(1)益子粘土で厚さ約 5mm、2cm角の大きさの試料を作成した。 
(2)(1)の試料を乾燥、素焼きした後、七種類の釉薬を釉掛けし、温度は変えずに電気炉に流す気体と
して窒素、酸素、水素の比率を変えて焼いた。  

2-2.透明釉薬を用いた試料の作成  
(1)乾燥した透明釉(石灰釉)に、酸化鉄(Ⅲ)、二酸化ケイ素各々の比率を変えて(Fe2O3 15,25%、SiO2 

0~1.5%)混合した。同様に、乾燥させた透明釉に酸化銅(Ⅱ)の比率を変えて(5~10%)混合した。 
(2)(1)の乾燥釉薬に釉薬：精製水が 2：1となるように精製水を加えて混合した釉を 2 cm角の試料に
付け、窒素気流(100mL/min)の下で焼成した。 

2-3.釉薬の評価  
釉薬の組成を蛍光 X 線分析法、焼成された釉の評価を可視紫外吸光分析法及び赤外吸光分析法によ
り行った。また、カラーチャートと一緒に屋外で写真を撮った。 
3 .  結果と考察  
3-1.七種類の釉薬を用いた試料の評価  
登り窯で典型的な発色をした作品の色を基準にして試料を評価した。登り窯での焼成位置とおおよそ

の温度、各釉の色の変化が大きいものをまとめた(表１)。表２は電気炉で焼成したものである。 

表１ 登り窯内の焼成場所とその温度と各釉の発色状態（番号は登り窯の部屋番号） 
 1 ~1310℃ 2 ~1330℃ 3 ~1350℃  1 ~1310℃ 2 ~1330℃ 3 ~1350℃ 
黒 ×(黄色斑点) ○ ○ アメ ×(黒色変化) ○ ○ 
柿 ×(メッキ様) △(黒くなる) ○ 青 ×(茶色・淡青) △(淡青) ○ 
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表２ 環状電気炉による焼成雰囲気と各釉の発色状態 
 空気 酸素 窒素①1300℃/13hr 窒素②1300℃/16hr 
黒 ○ ○ ○ ○ 
柿 ×(メッキの様) ×(メッキの様) ×(黒に発色) ×(ごく一部柿釉の発色) 
アメ ○(色が薄い) ○(色が薄い) △(黒に発色) ○(色が薄い) 
青 ○(色が薄い) △(緑色に発色) ×(小豆色に発色) ×(茶色に発色) 
表１,２より発色が薄い傾向にあるが、空気気流中で比較的基準となる色に迫れていることから、酸素
分圧を制御しながら焼成条件をつめていくことで、全く発色が異なった柿釉にも迫れる可能性がある。 
3-2.透明釉薬に金属酸化物を混合した釉の発色  
酸化鉄(Ⅲ)濃度 25％の試料について、色の違いより二酸化ケイ素の含有率が少ないほど Fe3＋⇄Fe2＋

は Fe2＋側に傾き黒くなると考えられる。一方、酸化銅(Ⅱ)濃度は大きくなるにつれて赤色が濃くなっ
た。これは透明釉中で Cu2＋⇄Cu＋の平衡が銅の Cu＋側に傾いているからであると考えられる。 
3-3.釉薬の評価  
3-3-1.蛍光Ｘ線分析  
蛍光 X線分析装置で分析した七種類の釉薬に含まれる金属酸化物の割合を表３にまとめた。 
表３ 七種類の釉薬中の金属酸化物の含有率 
 	  黒 柿 並白 糠白 灰 青 アメ 
Fe2O3 13 15 1.3 2.0 4.6 1.7 6.5 
CuO 0.05 0.04 0.05 0.08 0.11 9.9 0.05 

3-3-2.焼成後の釉薬の評価  
登り窯で焼いた試料で色の変化が多様だった黒釉、青釉について可視吸光分析の結果を比較した(図
３)。図４に焼成位置ごとの命名を示した。 また、赤外吸光分析を行ったが変化は見られなかった。 
 
 
 
 
 
 
図３ 可視吸光分析による結果比較と試料(左 黒釉,右 青釉)  	 	 図４ 焼成位置の命名 
4 .  今後の課題  
焼成条件等をより詳細に検討することで登り窯での発色により近づける。また、添加されている遷移

金属の発色を調べる。 
5 .  参考文献  
高嶋廣夫著「陶磁器釉の科学」 
6 .  謝辞  
	 東京工業大学高大連携事業「Pottery Camp 2013」でお世話になった先生方、蛍光 X線分析装置の
指導をしていただいた東工大材料学専攻の櫻井 修先生にこの場を借りてお礼を申し上げます。 



P	 	 	  

P	 ／	  

課題名	 	 	 	 ルミノール反応を用いた食物含有酵素の評価 
発表者	 	 	 	 鈴木	 由香	 	 中野	 はるか 
指導教諭	 	 	 豊前	 太平 
 
1. 目的 

	 ルミノール反応を利用して、食物中の還元酵素の有無や諸条件下での酵素反応への影響を調べ、

評価する。 
2. 概要 

	 ルミノールはイオンが過酸化水素の還元によって酸化され励起状態となり、そこから基底状態へ

と失活する際にエネルギーを青白い光として放出する(図 1)。この過酸化水素の還元酵素であるカ
タラーゼやペルオキシダーゼは食物中に含まれていることから、ルミノールの発光を利用すること

で食物中の酵素を評価できると考えた。 

 
図 1. ルミノール反応の経過 

3. 方法 
3-1.	 ルミノール溶液の調製 

	 0.30mol/L 水酸化ナトリウム水溶液 100mL に対し、ルミノール粉末 0.10g と 3.0%過酸化水
素水 10mLを溶解・混合した。 

3-2.	 試料 
① 酵素溶液：カタラーゼおよびペルオキシダーゼを、それぞれ 0.010g/L～0.10g/L の範囲で調
製し、酵素溶液とした。 

② 食物：試料となる食物を以下のような方法で処理した。 
l すりおろす … 市販のおろし金を用いて試料をすりおろした後アク取り用の網でこし、実

と水分を分けてそれぞれ利用した 
l きざむ … 2～3mm四方にナイフで切った 
l つぶす … ガラス棒の先端またはアク取り用の網でつぶし、水分を取り出した 

	 以上の方法で用意した試料にルミノール溶液を 5mL加え暗所で観察をした。 
	 また、実験を撮影し、試料にルミノール溶液を加えた瞬間から発光を目視出来なくなるまでの時

間を読み取り、発光時間を決定した。 
4. 結果と考察 

4-1.	 酵素溶液の発光の様子 
	 ペルオキシダーゼ溶液とカタラーゼ溶液の各濃度について実験を行ったところ、どちらの酵素

においても、濃度が高いほど明るく、長く発光した。 
	 また、ペルオキシダーゼ溶液 0.10g/Lとカタラーゼ溶液 0.10g/Lを 10℃～80℃まで 10℃ごとに
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5mLずつ湯煎し、それぞれの温度について反応を確認した。結果を表 1に示す。 
	 両酵素溶液において、濃度が高いほど明るく長く発光したが、温度は高いほど明るく短く発光

した。これより、酵素反応の反応速度は温度に依存することが分かった。 
表 1. 各酵素溶液の温度による影響 

温度[℃] 10 20 30 40 50 60 70 80 
P. 強さ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 
P. 時間 01:41:30 01:31:20 00:28:00 00:20:05 00:06:54 00:02:42 00:00:54 00:00:21 
C. 強さ Ⅱ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅳ Ⅳ Ⅴ 
C. 時間 00:01:10 00:01:06 00:00:35 00:00:21 00:00:14 00:00:09 00:00:08 00:00:04 

※ペルオキシダーゼ…P. カタラーゼ…C. とし、(発光の)強さは弱い方からⅠ～Ⅴの五段階評価とする。 
4-2.	 食物によるルミノール反応の有無 
	 試料の発光の有無を表 2にまとめる。 
	 発光を確認出来たもののうち最も強く発光したものはレバーで、それ以外のものには大きな差

は見られなかった。確認出来なかったもののうち試料自体の色が濃いものはその色のせいで確認

できなかった可能性がある。 
表 2. ルミノール反応の有無(抜粋) 

発光を確認出来たもの 発光を確認出来なかったもの 

レバー(きざむ) スイカ(つぶす)  
もやし(つぶす) 林檎(すりおろす) 
成長途中のもやし(きざむ) きゅうり(すりおろす) 
しめじ(きざむ) マッシュルーム(きざむ) 
まいたけ(きざむ) えのき茸(きざむ) 
大根(すりおろす) 大根(角切り) 
かぶ(実・すりおろす) かぶ(実・葉・茎・きざむ) 
メロン(果汁) メロン(果肉) 

還元酵素含有量に関係するのではないのかと考えた。さらに大根とかぶの結果より、『きざむ』よ

りも『すりおろす』の方が反応しやすいことが分かった。加えてメロンの結果から、還元酵素は

水分と共存しやすいのではないかと考えた。 
5. 課題 

	 食物の酵素含有量や発光の強さを定量し、食物の味や色との関係について調べてみたい。 
6. 参考文献 
1) 光化学の世界	 （徳丸克己著	 大日本図書	 1993年 3月 10日発行） 

2) 日産科学振興財団	 理科/環境教育助成	 成果報告書フォーム第五回「米のとぎ汁から学ぶ化学
と環境問題」 

3) 化学	 数研出版	 （数研出版株式会社	 2013年 1月 10日発行） 
 

成長途中のもやし(緑豆か
ら水耕栽培し根が 5mm ほ

ど伸びた状態のもの)につい
ては、豆と根の部分のどち

らも発光したことより、緑

豆自体に酵素が含まれてい

たと考えられる。また、き

のこ類で発光を確認出来た

ものはカサの色が茶色であ

ったことより、カサの色が 
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課題名	 	 	 アーク放電によるフラーレンの合成	 

発表者	 	 	 川瀬	 眞吾	 	 藤木	 裕宇	 

指導教諭	 	 	 森安	 勝	 

	 

1.	 目的	 

	 2 年次の｢先端科学技術入門｣でフラーレンについて学び、H20 年度の先輩方の実験報告書を見て興味

を持った。本研究はその装置を改良し、アーク放電によるフラーレンの合成を目的とする。	 

2.	 概要	 

アーク放電法とは電極間の距離を短くすることで発生するアーク放電を用いた合成方法である。ア

ーク放電はスパークなどと異なり持続的に起こり、高熱、閃光を伴う。その際の強いエネルギーで炭

素原子同士の結合がバラバラになり、その結合が再構築されフラーレンが生成する。フラーレンの有

無の確認は、紫色に発色するトルエンの呈色反応(溶解度約 3.0	 mg/mL)を利用して紫外可視分光光度

計を用いて行う。	 

3.	 実験方法	 

	 3-1	 He 気流中での放電	 

(1) 図 1 のような装置を組み立て、

ドライヤーで反応経路を加温し

装置内の水分を除去しながら 1

時間脱気した。	 

(2) He ガスをしばらく流し、装置内を He 雰囲気にした。	 

(3) 装置内の圧力を 5～200	 Torr に調整し、脱気したまま陽極を炭素板、陰極を炭素棒として 20～40	 A

の電流を流しア―ク放電を起こした。	 

(4) 生成したススを試料ビンに入れトルエンを加えた後、濾過して溶けなかった炭素を取り除いた。	 

(5) (4)で得られた溶液を紫外可視分光光度計(SHIMADZU	 UV-Vis	 spectrophotometer)にかけた。	 

3-2-1	 He 雰囲気での放電(陽極:炭素板,陰極:炭素棒)	 

(1)(2)(4)(5)の操作は 3-1 と同様に行い、(3)は圧力を調整した後、He の流入と脱気を止め反応容

器を閉じてアーク放電を行った。	 

	 3-2-2	 He 雰囲気での放電(陽極:炭素棒,陰極:炭素板)	 

陽極と陰極を入れ替え同様の操作を行った。	 

4.	 結果	 

4-1	 He 気流中での放電の結果	 

(1) 図 2,3 に実験中の様子を示した。He

気流中で放電を行った結果を表１に

まとめた。圧力、電流を変化させて

実験を行ったが全ての試料でトルエンはフラーレンが溶解した時に示す紫色の呈色を示さなかっ

た。しかし圧力が低いほどアーク放電が激しくなり(火花の出方が激しい)ススの生成量が増えた。

He 圧力と反応時間の関係を図 4 に示す。	 

図 1	 アーク放電の様子 
図 3	 放電後の反応器の様子 

図 1	 実験装置 

図 2	 アーク放電の様子 
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(2) He 気流中での実験では粒子の細かなススの一部が真空ポンプに吸引されていたので、ススを完全

に回収することができなかったと考えた。そのため、He 気流を雰囲気に変えて実験を行った。	 

4-2-1	 He 雰囲気での放電の結果(陽極:炭素板,陰極:炭素棒)	 

(1)He 気流中での実験でススがよく発生した 50	 Torr で実験を行うと、より多くススが発生した。	 

(2)生成したススを溶解してもトルエンは紫色の呈色を示さなかった。	 

	 4-2-2 He 雰囲気での放電の結果(陽極:炭素棒,陰極:炭素板)	 
陽極の炭素棒が大きく削れながら放電が起こり、ススが発生したがこちらも呈色を示さなかった。	 

	 4-3	 紫外可視分光分析の結果	 

紫外可視分光分析器で分析し

3-1,3-2-1 の方法では図 5 の太線

のピークが得られたが 3-2-2 の方

法では図 6 の点線のピークが得ら

れた。	 

5.	 考察	 	 

図 5のピークを比較すると、3-１,3-2-1の方法ではフラーレンが生成していない事が分かる。ただ、

電極に用いたグラファイトはトルエンに溶解しないので、今回得られたピークからアーク放電により

グラファイトが以外の炭素クラスターなどが生成しているのではないかと考える。だが、3-2-2 の方

法では 260	 nm 付近に文献値と同じピークがある(図 6)のでこの方法ではフラーレンの部分構造が出来

ているのではないかと考える。全ての実験でフラーレンが確認できなかったことから反応容器自体を

変える必要があると考える。今回の実験では負極の電極部分がゴム栓の熱膨張により、外れてしまい

(図 3)、反応時間が短くなってしまっていた。今回、反応器を横長に大きくしたがススの発生場所は

一部で、横長な反応器を用いた適切な反応条件を見つけることが出来なかった。文献の装置図(図 7)

からも同様に考えた。立方体(図 8)や、球(図 9)の反応器も試みたい。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

6.	 参考文献	 篠原久典	 齋藤弥八「フラーレンの化学と物理」第 1 刷	 太洋社(1997)	 

図 4	 He圧力と反応時間(30A) 

圧力[Torr] 電流[A] 放電時間[s] ススの発生具合火花の出方 フラーレンの有無

① 10 20 1s未満 × ◯ ×

② 5 30 17 ◯ ◎ ×

③ 10 30 15 △ ◯ ×

④ 20 30 15 ◯ ◯ ×

⑤ 50 30 50 ◎ ◯ ×

⑥ 75 30 30 ◯ △ ×

⑦ 100 30 20 △ △ ×

⑧ 200 30 17 △ × ×

⑨ 75 40 18 ○ △ ×

⑩ 200 40 18 △ × ×

図 6	 文献の反応器 

表 1	 3-1 反応条件と生成の様子 

 図 9	 球の反応器 

図 5	 スペクトル比較 

ぴぴク比較 

図 6	 スペクトル比較 

ぴぴク比較 
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図 7	 文献の装置図 図 8	 立方体の反応器 
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図 1. ヨウ素デンプン反応  
左 :デンプン水溶液＋花抽
出液	 右 :デンプン水溶液  

課題名	 	  アサガオ開花時の酵素反応の評価  
発表者	 	  永井  野乃花	 吹屋  璃羽  
指導教員	  豊前  太平  
 
1. 目的  
	 バラやサツキのつぼみが開花する時、花弁細胞内のデンプン粒が糖に分解され浸透圧が

高まり、細胞内に水が取り込まれるという機構が考えられている。この機構がアサガオに

も当てはまるかを調べるとともに、開花時に働く酵素について評価する。  
 
2. 実験  

2-1 アサガオの酵素成分の抽出  
実験には青色西洋アサガオを用いた。アサガオ 1 輪分の開いた花（花）、しぼんだ花（し
ぼみ）、および、つぼみを採取した。つぼみについては、開花前日のもの（つぼみ（大））、

および、開花前々日のもの（つぼみ（小））を採取した。これらの花弁部分のみを取り分

け、精製水またはリン酸緩衝液 (pH6.86) 2 mL を加え、乳鉢で充分すり潰した。その後、
5℃、 15000 rpm の条件で 10 分間遠心分離した。得られた上澄み液を抽出液とした。  

2-2   デンプンの分解、および還元糖の生成の定性的評価  
アサガオ抽出液、または、5％精製デンプン水溶液に抽出液を加えたものに対し、ヨウ
素デンプン反応、および、ベネジクト反応を行い、抽出液によるデンプンの分解、およ

び、還元糖の生成について、それぞれ評価した。  
2-3 ジニトロサリチル酸（DNS）法による還元糖の生成の定量的評価  
試験管につぼみ（大）、つぼみ（小）、花、しぼみの 4 種類の抽出液を 1mL ずつ取り、

40℃に温めた。これらに 5%精製デンプン水溶液を 3mL ずつ加えてよく混ぜた。40℃で
2 時間反応させた後、各試験管に 0.2M 塩酸を入れ、反応を停止した。各反応液を 1mL
ずつ分取し、これに DNS 試薬 1mL を加え、沸騰水中で 5 分間加熱した。冷却後、精製
水 10 mL を加え、分光光度計で 540 nm の吸光度を測定した。還元糖量は、 100 g 水溶
液に含まれるグルコース相当量として評価した。  

 
3. 結果・考察  

3-1 定性的評価  
つぼみ（大）と花から得た抽出液に対し、ベネジクト反応

を行ったところ、花の方に対してのみ、赤褐色沈殿が見ら

れた。一方、遠心分離で抽出液を取り除いた後の残渣にヨ

ウ素液を滴下すると、つぼみ（大）の方のみ青紫色に変化

した。このことから、アサガオのつぼみはデンプンを含み、

それが開花時には糖に変化することが考えられる。さらに、

アサガオにはデンプンを分解し、糖にする酵素があると推

測できる。  
5％デンプン水溶液につぼみ（大）および花から得た抽出液を加えた後、瞬時にヨウ素
液を滴下したところ、どちらの場合も、溶液の色は、ヨウ素デンプン反応による青紫色
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図 2．細胞中に含まれる還元糖の比較  

から、時間の経過とともに無色に変化した（図 1）。このことから、アサガオに含まれる
デンプン分解酵素は、つぼみの段階からすでに存在し、開花した状態でも存在し続ける

ことが分かる。また、5%デンプン水溶液につぼみ（大）および花から得た抽出液を加え、
40℃で 2 時間保持した後にベネジクト反応を実施したところ、花の方がつぼみの方より
赤褐色沈殿が多く観察された。つぼみ（大）および花から得た抽出液を精製水に加え、

同様にベネジクト反応を実施したところ、やはり、花の方がつぼみの方より赤褐色沈殿

が多かった。すなわち、つぼみや花に含まれるデンプン分解酵素は、どちらの段階にお

いても還元糖を生成する能力があること、また、つぼみの成長より花の成長において多

くの還元糖が関わっていることが、定性的に確認できた。  
 3-2 定量的評価  
アサガオ抽出液によるデンプン分解

能について、DNS 法により定量的に評
価した。結果を図 2 に示す。 5％デン
プン水溶液に抽出液を加えた場合、花、

つぼみ（大）、つぼみ（小）、しぼみの

順に、含まれる還元糖が多い。一方、

精製水に抽出液を加えた場合の結果か

らは、花から得た抽出液には、すでに

約 0.1 g グルコース /100g 水溶液相当
の還元糖が含まれ、これは、つぼみか

ら得た抽出液に比べて約 5 倍の量に相
当することが分かる。  
そこで、抽出液中の酵素が実質的にデンプンを分解して得られた還元糖の量、すなわち、

デンプン水溶液に抽出液を加えた場合の結果から、精製水に加えた場合の結果を差し引

いた量を比較すると、つぼみ、花、しぼみの間に大きな差がないことが分かる。つまり、

アサガオの花弁細胞に含まれるデンプン分解酵素は、つぼみの形成段階からすでに開花

に充分な量が備わっており、つぼみの成長に伴って生成・増加するわけではないこと、

さらに、開花してしぼむまでの間にほとんど量を減らさないことが分かる。  
  
4, 今後の課題  

(1) 花が開く時に作られる糖を透析して同様に実験を行い、酵素のみで分解できる糖の
量を調べる。  

(2) pH や温度、反応時間の条件を変え、糖の量と酵素の働きを検討する。  
5, 参考文献  

(1)アサガオの生理学	 和田清俊	  
	 (2)アサガオの睡眠時間	 貝原純子	 さ・え・ら書房  
	 (3)アミラーゼを題材とした酵素反応の実際	 川村  三志夫  
	 (4)サツキの開花のメカニズムに迫る	 伊藤政夫  
	 (5) Analysis of sucrose metabolism during petal growth of cut roses, Yamada et al., 

Postharvest Biology and Technology  (2007) 43:174-177 
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課 題 名	 	 コロイドフォトニック結晶の作製 
	 発 表 者	 	 倉上	 拓真	 鈴木	 伸 
	 指導教諭	 	 鈴木	 長寿 
 
1. 目的・概要  
	 粒子の大きさを制御したポリスチレン粒子からコロイドフォトニック 
結晶を作製し、結晶が反射する光の波長を調べることを目的とした。 
コロイドフォトニック結晶はコロイド結晶とフォトニック結晶の性 

質をもった物質である。コロイド結晶(図 1)とはナノメートル領域(粒 
径が 10-9~10-6m)の粒子を周期的に配列したものである。フォトニッ 
ク結晶とは屈折率が周期的に変化する媒体のことを指し、通常はその周 
期が可視光周辺の光の波長と同程度の場合をいう。 
2. 方法  

2-1. ポリスチレンの生成 
(1) 三角フラスコ中の蒸留水 (200mL)に、	 	 	 	 
スチレン(0.0075~0.060mol)を加え、図 2の
ような装置を組み立てた。 

(2) 窒素を導入してフラスコ内を窒素雰囲気に 
した。 

(3) 混合溶液を撹拌(0rpm~600rpm)しなが 
ら 70℃まで熱して、蒸留水に溶かしたペル 
オキソ二硫酸カリウム(2.3×10-4mol)を加え、 
さらに蒸留水を加えて全量を 300mL調整し、 
24時間反応させた。 

2-2. コロイドフォトニック結晶の作製 
	 (1) 生成したポリスチレン分散液の一部を取り出して遠心分 
	 	  離器で遠心分離をした。 

(2) 濃縮されたポリスチレン分散液(図 3)を取り出し、カバー 
ガラスの上に薄く塗って乾燥させ、色の変化を観察した。 

2-3. 粒子の観察 
	 	  電子顕微鏡で乾燥させたポリスチレン粒子の粒径、並び具 

合を観察した。 
	 2-4. 波長の測定 

作製したコロイドフォトニック結晶により反射される光の波長を測定した。 
3.結果  
	 3-1. ポリスチレンの生成 
	 	 スチレン濃度を 0.015 mol/300mL 水 に固定して回転数を変化させた結果を表 1 に示した。また、
回転数を 400rpmに固定してスチレン濃度を変化させた結果を表 2に示した。表 1の③と表 2の⑦の
条件は同じである。 

 

図 1.コロイド結晶 

図 3.ポリスチレン分散液 

図 2.実験装置 
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表 1.回転数を変化させた結果	 	 	   表 2.スチレン濃度を変化させた結果 
 
 
 
 
 
 
 

3-2. コロイドフォトニック結晶の作製 
	 	 試料 No.③、④、⑧、⑨、⑩の分散液を用いた。③、⑧、⑨からは虹色のコロイドフォトニック結
晶が得られたが、④、⑩は光らず、白色のままだった。特に③、⑧は青紫色を、⑨は緑色を強く反射

した。 
	 3-3,4. 粒子の観察,波長の測定 
	 	 ポリスチレン粒子(図 4)を電子顕微鏡で観察した結果と、③、⑧、⑨に反射される光の波長を表 3
に示した。なお、④、⑩は結晶が白色のため波長を測定しなかった。 
表 3.ポリスチレンの粒子径と密充填構造の有無及び,波長 
試料 No. 粒径[nm] 密充填構造 波長[nm] 
③ 180~210 ○ 4.02 
④ 180~320 × ─ 
⑧ 140~200 × 3.79 
⑨ 170~260 ○ 5.32 
⑩ 140~480 × ─ 

4. 考察   
	 (1) ①と②が完全に反応しなかったのは回転数が小さく、スチレンと重合開始剤であるペルオキソ二

硫酸カリウムが溶けていた蒸留水が十分に混ざらなかったためと考えられる。 
	 (2) ⑤が完全に反応しなかったのは回転数が大き過ぎ、粒子同士の接触時間が短くなりうまく重合が

起こらなかったことが原因だと考えられる。 
	 (3) ⑥が完全に反応しなかったのは混合溶液中のスチレン分子の数が少なかったため、分子同士の衝

突頻度が減ったためだと考えられる。 
(4) ④、⑩は粒径が不均一だったので虹色に光らなかったと考えられる。 

	 (5) ③、⑧のように粒径が 140～210nmの範囲だと 4nm付近の波長の光(青紫色)を、⑨のように粒径
が 170~260nmの範囲だと 5.30nm付近の波長の光(緑色)を強く反射すると考えられる。 

5. 今後の課題  
	 (1) ポリスチレン以外の材料で粒子作成を検討する。 
	 (2) 粒径がより均一になる条件(スチレン濃度、回転数など)を検討する。 
6. 参考文献  

(1) NIMSコロイド結晶材料紹介 http://www.nims.go.jp/opal/index.html 
(2) 乳化重合法によるポリスチレン粒子の粒子径制御 
吉澤裕也、曽我陽	 H24神奈川ものづくり技術交流会	 予稿 

試料 No. 回転数[rpm] 結果 
① 0 × 
② 300 △ 
③ 400 ○ 
④ 500 ○ 
⑤ 600 × 

試料 No. 濃度[mol/300mL水]  結果 
⑥ 0.0075 × 
⑦ 0.015 ○ 
⑧ 0.030 ○ 
⑨ 0.045 ○ 
⑩ 0.060 ○ 

図 4.直径 200nmのポリスチレン粒子③ 

○…完全に反応 
（白濁） 

△…一部反応 
（薄く白濁） 

×…反応しない 
（透明） 
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課	 題	 名	 	 	 コレステロールの抽出と液晶の合成 
発	 表	 者	 	 	 小林	 光佐	 	 佐藤	 晃太	 	 佐藤	 康平 
指 導 教 諭	 	 	 鈴木	 長寿 
 
1.動機と目的 

身近な食材と液晶という異色の組み合わせに興味を持った。鶏卵から抽出したコレステロールで 
コレステリック液晶を合成して、市販のコレステロールで合成した液晶との比較をおこなった。 

2.概要 
コレステリック液晶とは、層内の分子が一方向に整列しており、層ごとの分子の方向が螺旋状に 

変化している構造を持ったものである。この構造から螺旋のピッチに対応する波長の光を反射する 
選択反射という性質を持っている。ピッチが長くなると反射光の波長も長くなる。 

3.実験操作 
3-1.コレステロールの抽出 
(1) 卵黄 3 個と溶媒 100mL を三角フラスコに入れ、冷蔵庫で放置した。 
(2) 吸引ろ過後、2M-水酸化ナトリウム水溶液、1M-塩酸、飽和食塩水の順に 
分液を行った。更に油層に無水硫酸ナトリウムを加え水分を除いた。 

(3) ろ過後、蒸留装置で溶媒を除き、残渣を乾燥機で 1週間ほど乾燥させた。 
(4) 残渣にメタノールを加え加熱溶解させた後、活性炭を適量加え、 
セライトと木綿を詰めたカラムに通した。放冷、氷冷し再結晶させ、 
ドラフト内で空気乾燥させた。 

 3-2.液晶の合成 
(1) コレステロール 1.9g、ノナン酸クロリド 0.02mol、 

N,N-ジメチルアニリン 15mLをフラスコに入れ、ホットプレート上の 
湯浴で 100℃に保ち 1時間加熱した。 

(2) 精製水、反応液、ジエチルエーテルを分液漏斗に入れ分液した。  
エーテル層に 1M-硫酸を N,N-ジメチルアニリンが除かれるまで加え
た。 

(3) エーテル層に炭酸水素ナトリウムを加えよく振って放置した。ろ過後、 
湯浴でジエチルエーテルを蒸発させ、乾燥機で 4~5日乾燥させた。 

(4) 約 60℃で湯煎しながら固体がすべて溶けるまでエタノールを加えた。 
加えたエタノールの 3倍の体積の酢酸エチルを加え放冷し、冷蔵庫で 1日放置し再結晶させた。 

(5) 結晶を氷冷しつつろ過、エタノールで洗浄し、シャーレに入れてドラフト内で空気乾燥させた。 
4.結果と考察 
 4-1.コレステロールの抽出 

※卵黄 1[g]当たりのコレステロール平均含有量:0.014[g](出典:文部科学省食品成分データベース) 
※Et2O:ジエチルエーテル	 EtOH:エタノール	 CHCl3:クロロホルム 

 溶媒 卵の状態 抽出[h] 卵黄[g] 収量[g] 卵黄 1gあたりの収量[g] 色 
①  Et2O ゆで卵 39 46.6162   薄い黄色 
② Et2O ゆで卵 167 44.3278 0.4656 0.01050 薄い黄色 
③ Et2O 生卵 162 55.2145 0.1734 0.00314 薄い黄色 
④ Et2O + EtOH (1:2) ゆで卵 162 53.4804 0.4000 0.00748 黄褐色 
⑤ CHCl3 ゆで卵 163 55.5313 4.0587 0.07309 暗褐色 
⑥ Et2O ゆで卵 66 48.0242 3.4605 0.07206 褐色 

表 1.抽出したコレステロール 

図 2.合成した液晶  

図 1.コレステリック液

晶 
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図 4.ノナン酸コレステロールの IR スペク

図 3.コレステロールの IR スペクトル 

図 3の IR スペクトルより、全ての抽出物に O-H 吸収
が確認できるためコレステロールが含まれていると考え

られるが、余分な吸収も確認できるためエステル等の不

純物も含まれていると考えられる。 
⑤⑥は市販品のコレステロールと類似点が多かった。

表 1から、②と比べ③生卵では卵黄が溶媒と混ざりにく
く、④はエタノールが不純物も多く溶かしてしまったた

め収量が少なくなったと考えられる。 
①は抽出時間が短くほとんど固体が残らず収量 を 測

定できなかった。そこで②は抽出時間を 1週間としたが不純
物も多く抽出されてしまい、分液中にエマルジョンが発生し収量が少なくなったと考えられる。また、

⑤クロロホルムはジエチルエーテルより環境負荷が大きい。 
	 以上からコレステロールの抽出は、ゆで卵からジエチルエーテルで 2日半抽出するのが良いと 
考えられる。結果として収量の多かった⑤⑥を使い液晶を合成することにした。 

4-2.液晶の合成 
            C27H45-OH	 +	  C8H17-COCl	  →	  C27H45-OCO-C9H17	  + 	 HCl 

             コレステロール	  ノナン酸クロリド	   ノナン酸コレステロール  	 塩化水素  
 コレステロールの種類 コレステロール[g] 収量[g] 理論収量[g] 収率[%] 色 
○A  市販品 1.9068 2.0483 2.5988 78.8174 無色～白色 
○B  ⑤ 1.9059 0.0492 2.5976 1.8941 褐色 
○C  ⑥ 1.9026 0.0062 2.5931 0.2391 薄い橙色 
○D  ○Bと○Cのろ液  0.0547   薄い橙色 
表 2の○B○Cでろ液に残った結晶を○Dとした。図 4の	  

IRスペクトルより、○Aではコレステロールと比べて	  
O-Hが消え、C=Oが入ったことから、ノナン酸コレス
テロールが合成できたと考えられる。○B○C○Dは O-H吸
収が消えたがエステル吸収が弱いため不純物が多く含

まれていると考えられる。これは反応前の物質に不純

物が多く含まれていたためだと考えられる。 
○Aは液晶特有の発色を示したが○B○C○Dは発色を示さな

かった。また○Aは加熱時には発色せず約 60℃で融解後、
温度低下に伴い 90~60℃で 
青緑黄橙赤の順に発色した。また固体になる前に再加熱すると温度低下時と逆の順番で発色した 
ことから温度低下につれ螺旋のピッチが広がり、上昇に伴いピッチが狭まるとわかった。更に液晶が

圧縮され薄くなっている状態では青の発色が長く確認できた。これは液晶が薄くなったことで螺旋の

ピッチが広がりにくくなったためだと考えられる。 
5.今後の課題 
・抽出コレステロールの純度を高め、液晶合成と発色確認を行い、今回合成した液晶と比較する。 
・他の食品からもコレステロールを抽出し、液晶合成を試みる。 

6.参考文献 
1) 大学生のための天然物有機化学実験(第 2報) 

イカまたはニワトリ卵黄からのコレステロールの抽出	 愛知教育大学	 戸谷義明	 1998 
2) 液晶の製法と応用	 中田一郎・堀文一著	 幸書房 1982 
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表 2.合成した液晶 
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課  題  名	 	 	 芝浦運河に出現する珪藻種と珪藻殻の利用法  
発  表  者	 	 	 牟田神東	 陽奈	 	 	 山地	 琢  
指導教諭	 	 	 成田	 彰  

1. 目的  
汽水域という特別な環境にはどのような珪藻が生息しているのかを調べて図鑑にする。

また、珪藻土には幅広い用途があり、その中で私達は珪藻の濾過性能を活用する珪藻土に

ついて興味をもった。これまで水環境を評価できる付着性の珪藻を調査してきたことから、

それぞれの付着性珪藻の種類による珪藻殻の濾過性能評価を行う研究に取り組んだ。  
2. 概要  
珪藻は水があれば必ず出現し、環境によって生息する種が

異なる。芝浦運河は汽水域で 1 日の環境の変化が大きく、生
息する種も多いと考え、顕微鏡により観察・撮影を行い、珪

藻図鑑を作成した。また、珪藻殻には微細な穴 (胞紋 )が空い
ており、図 1 のように溶液を濾過できる。濾材の一つである
珪藻土は川や沼の底に泥と共に堆積した多種の珪藻を乾燥・

焼成して作られたものである。単種の珪藻殻で構成された濾

材を作製することができれば、濾過の選択性が上がる可能性がある。そこで、珪藻を培養・

単離を繰り返し、単種で構成された珪藻殻を得て、市販の珪藻土と特性を比較した。  
3. 方法  
3-1. 珪藻の採取と培養  
(1) 芝浦運河の桟橋に珪藻採取用レンガを設置することで珪藻を採取した。  
(2) 寒天培地と液体培地（それぞれ導電率の異なる 6 種）に珪藻を移し、培養した。  
(3) 珪藻が増殖したら、新しい培地へ１種ごとに移した（繰り返し行った）。  
3-2. 珪藻殻の利用  
(1) 単離ができた珪藻を寒天から取り除き、マイクロチューブに移し入れ、湯煎をした。  
(2) 遠心分離機で混在している寒天が取り除けるまで、 (1)の作業と遠心分離を続けた。  
(3) パイプユニッシュ処理、硝酸処理を行い、洗浄・遠心分離操作で珪藻殻を得た。  
(4) 乾燥した珪藻殻を使い、調整溶液（ 100 倍希釈牛乳）を濾過した。  
3-3.濾過性能比較実験  
(1) 調整溶液を吸光度分析にかけ、 5μm のメンブレンフィルターに通した。  
(2) (1)で得られた溶液を市販の珪藻土と作製した珪藻殻 (a)、珪藻殻 (b)をガラス管につめた
カラムに通し、その濾液の透過率を測定することにより試料の濾過性能を評価した。  

 
図 1.珪藻の濾過の仕組み  

	 	  
図 2. 珪藻殻 (a)【左】と穴の様子【右】	 	 	 	 	 図 3. 珪藻殻 (b) 
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4. 結果と考察  
4-1. 培養  
	 複数の環境下で培養を実施した結果、表１のデータが得られた。  

表 1. 異なる環境下における珪藻の培養状況とその結果  
環境  結果  珪藻の状態  寒天の状態  気温  順位  

液体培地  ×  増殖（長期間必要）  ―  20 度固定  －  

寒天  
培地  

恒温器  〇  増殖  変化なし  20 度固定  1 
屋上  ×  死滅  亀裂・溶解  約 20～ 30 度  －  

CO2充填  〇  増殖  変化なし  20 度固定  2 
培養環境を比較し、珪藻が短期間で効率よく培養できる条件を検討した。表 1 より珪藻は
①液地より寒天培地、②屋上（より自然に近い環境）より恒温器内（固定された環境）、③

CO2 濃度は増殖に大きく影響しないといえる。これらのことから、「珪藻は恒温器内で寒

天培地に入れたものが効率よく増殖する」と言える。   
4-2.芝浦運河に出現する珪藻図鑑の作成  
芝浦運河から採取できた珪藻を光学顕微鏡、電子顕微鏡で撮影し、市販されている珪藻

図鑑を用いて種の同定を行った（図 3）。  
 
 
 
 

 
 
4-3.濾過性能調査  
	 表２に珪藻土と珪藻殻の濾過性能比較に希釈牛乳を用い、濾液の透過率・吸光度を示す。  

表２．調整溶液のフィルター通過後の透過率・吸光度（測定波長 780nm）  
牛乳の状態  胞紋の形状  透過率【％】  吸光度【Abs】  
市販珪藻土  スリット状で詰まっている  40.2 0.404 
珪藻殻 (a) 円形で 0.25～ 1.0μm 64.1 0.192 
珪藻殻 (b) 楕円形で 0.1～ 0.3μm 88.0 0.055 

透過率の比較から、市販のものより作製した珪藻殻の方が高い濾過性能をもつことが分

かった。  (b)の珪藻殻は、 (a)に比べ胞紋の大きさが小さく、並びが規則正しいことやカラ
ムの中に珪藻殻を入れた際に球状の (a)は、隙間に不純物が流れやすく、平面状の (b)は重
なることでより広い面積で濾過することができ、それによって濾過性能に差ができたので

はないかと考えられる。  
5. 今後の課題  
芝浦運河に出現する珪藻の図鑑の作成は今後も継続して行う。また、濾過実験では市販  

の珪藻土と作製した珪藻殻がそれぞれ何を濾過したかを検証する。  
6. 参考資料  
	 	 南雲  保  他、珪藻の世界 -ミクロの宝石 -観察と分類（日本歯科大学）  

      	  	    
Bacillaria sp.	 	     Eucampia sp.      Coscinodiscus sp.     Entomoneis sp. 

図 3.同定した珪藻の例  
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課題名	 	 	 	 	 	 ダブルネットワークゲルはなぜ生成したゲルの中心にできるのか？	 

発表者氏名	 	 	 	 川嶋	 愛	 	 	 	 中山	 知佳	 	 

指導教諭	 	 	 	 	 森安	 勝	 

1.	 目的	 

本校の課題研究で、ダブルネットワーク(double	 network;	 DN)ゲルが、生成したゲルの中心にでき

ているという報告があり、本研究は、その原因を解明することを目的とする。	 

2.	 概要	 

DN ゲルとは、異なる性質をもつ 2 種類のゲルのネットワークを組み合わせてできる、高い強度と剛

性をもつゲルである。本実験で使用した試薬の構造式と名称、略語及び役割を図 1 に示す。また、生

成したゲルの二重構造を図 2 に示す。	 
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	 	 	 図 1	 使用した試薬の構造式と名称、略語及び役割	 

3.	 方法	 

3-1.	 紫外線照射装置の改良	 

従来の紫外線照射装置(図 3 左)をコンパクトに改良した。これは、 
装置内を窒素雰囲気や酸素雰囲気にするためで、図 3 右に示すよう 
に真空デシケーター内に紫外線照射装置を設置して合成を行った。 
	 

3-2.	 ゲルの合成方法	 
	 

DN ゲルの合成手順を図 4 に示す。「膨潤」とは、反応しきらなかった１次モノマーをゲルの外に出

す操作で、「浸透」とは、ゲルの中に２次モノマーを取り込む操作のことである。	 

	 

	 

	 

	 

	 	 

	 

	 

	 

	 

3-3.	 ゲルの合成条件	 

	 (1)	 モノマーである AMPS と AAm のそれぞれからなるシングルネットワーク（single	 network;SN）

ゲルを合成した。	 

(2)	 以下の４つの条件において[直接]、[経由]の２つの合成経路でゲルを合成した。	 

	 

UV 6 h 

✽1 

図 4	 ゲルの合成手順  	 ✽1 の合成経路を[経由]、✽2 の合成経路を[直接]とよぶ	 

 

✽2：２次モノマー溶液に直接浸透  

膨潤  
精製水 

DN ゲル DN ゲル 
UV 6 h、360 nm 
 

浸透  ２次モノマー
溶液(250	 mL)	 

１次ゲル 

膨潤  
360 nm 

１次モノマー

溶液(10	 mL)	 

１次ゲル 
精製水 

１次ゲル 

AMPS	 	 1.0	 mol/L	 
MBAA	 	 0.01	 mol/L	 
OGA	 	 	 0.004	 mol/L	 

 

AAm	 	 1.0	 mol/L	 
MBAA	 0.0025	 mol/L	 
OGA	 	 0.0004	 mol/L	 

 

 
2-acrylamido-2-methylpropanesulfonic	 acid	 	 

 
acrylamide 

2-oxoglutaric	 acid	 N,N’-methylenebisacrylamid

e 
図 2	 皮と身に分かれたゲル	 

身	 

皮	 

図 3	 従来の紫外線照射装置(左)と改良した紫外線照射装置および真空デシケーター(右)	 

AMPS	 

１次モノマー 
AAm	 

2 次モノマー 

MBAA	 

架橋剤 
OGA	 

重合開始剤 

生成したゲルは、外側にでき
る脆い「皮」の部分と、中心
にできる強度の高い「身」の
部分に分かれた。 
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表１	 4 種のゲルの合成条件	 

	 窒素雰囲気	 空気中	 酸素雰囲気①	 酸素雰囲気②	 

使用する精製水	 
脱気後、	 

窒素バブリング	 
精製水	 精製水	 

脱気後、	 

酸素バブリング	 

ゲル保存方法	 真空容器	 ビーカー	 真空容器	 真空容器	 

3-4.	 	 評価	 

生成したゲルの評価は皮と身の比率、含水率、デジタルフォースゲージ	 (Digital	 Force	 Gauge	 ；

DFG)による強度、赤外分光分析法(IR)の４つの方法で評価した。	 

4.	 結果と考察 
	 図 5～図 8 に生成したゲルの評価を示す。AMPS の SN ゲルはもろくて固く、AAm の SN ゲルは粘り気

の強いやわらかいゲルとなった。脱気した水を用い窒素雰囲気で重合すると、4～8%に皮の生成を抑え

ることができた。生成したゲルの皮の IR スペクトルは AMPS とほぼ同じになった。これは、空気中の

酸素及び水中の溶存酸素に重合が阻害されたためと考えられる。また、皮は SN ゲルだから網目の細か

い DN ゲルより含水率が高くなったと考えられる。酸素が重合を阻害するメカニズムとして、酸素がモ

ノマーの二重結合を酸化し 1,2-ジオールを形成するか、ラジカル重合によって生成した炭化水素ラジ

カルと酸素が反応し、ペルオキシドラジカルを生成しここで重合が停止するなどが考えられる(図 9)。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

5.	 今後の課題	 

実際に生体材料へ応用するため、DN ゲルを期待する形に精密に合成してみたい。	 
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図 7	 身と皮の含水率	 	 	 図 8	 AMPS と AAm の SN ゲルの強度	 図 9	 酸素が重合を阻害するプロセス	 	 

図 5	 生成したゲルの身と皮の割合	 	 	 	 	 	 図 6	 生成した身と皮の IR スペクト
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