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課	 題	 名	 リパーゼを用いたエステルの不斉合成	 

発	 表	 者	 髙橋	 麻美	 西部	 駿	 宮山	 拓実	 

指導教諭	 森安	 勝	 

１．目的	 

本研究の目的は、光学異性体の関係にあるエステルでは S 体と R 体でどのように香りが異なるのか

検討すること、鎖式の比較的簡単な構造をもつエステルの不斉合成にリパーゼが触媒として有用であ

るかどうか検討することである。	 

	 

２．概要	 

ある炭素を中心としてこれに４つの異なる置換基がついた炭	 

素(不斉炭素原子)を有する分子は、互いに重ね合わすことがで

きない分子が存在する。これらの分子は光学異性体と呼ばれる。

図 1 に乳酸の光学異性体を示す。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 図 1	 乳酸の光学異性体	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 

３．使用試薬と合成スキーム	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 	 	 図 2	 合成スキーム	 

本研究で使用した試薬と合成スキームを図 2 に示す。C2に不斉炭素原子をも

つ 2-メチル吉草酸(MVA)とエタノールを硫酸またはリパーゼを触媒としてエス

テル化し、光学活性なエステルである(S)-2-メチル吉草酸エチル(EMV)を合成す

る。また、合成した EMV をリパーゼによって加水分解し、同じエステルが合成

することを確認する。使用したリパーゼは、「リパーゼ PS アマノ IM」を用いた。

この酵素は R 体のエステルに優先的に作用する。	 

	 

４.	 実験	 

	 4.1	 硫酸触媒を用いたエステルの合成	 

	 	 (1)	 MVA13.92	 g、エタノール 16.59	 g に硫酸 2	 mL 触媒を加え、80	 ℃で 2

時	 	 	 図 3	 反応装置	 

間反応させた。	 

	 	 	 (2)	 赤外分光光度計(JASCO FT/IR-4600)を用いて生成した試料の IR スペク 
トルを測定した。 

4.2	 生成したエステルのリン酸緩衝液を用いた加水分解	 	 	 	 

	 	 (1)	 4.1(1)で生成した EMV5.22	 g にリン酸緩衝液 30	 mL、リパーゼ 1	 g を加え	 

50	 ℃で 1	 週間反応させた。	 

	 	 (2)	 ワコーゲル C-200 をカラムに詰め、ヘキサン：酢酸エチル=8:2 を移動層	 

として、生成混合物からエステルを抽出した。	 
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	 4.3	 エステル交換反応による EMV の不斉合成	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 図 4	 カラム	 

	 	 (1)	 MVA19.32	 g にエタノール 25.96	 g、酢酸エチル 22.14	 g、リパーゼ 1.5	 g	 	 	 	 分離装置	 

	 を加え、45～50	 ℃で 1	 週間加熱した。	 

	 	 (2)	 4.2(2)と同様に、カラムクロマトを利用して、生成したエステルを分離した。	 

	 4.4	 旋光度計を用いた旋光度の測定	 

	 	 	 旋光度計(ATAGO	 POLAX)を用いて、得られたエステルの旋光度を測定した。	 

	 	 

５．結果	 

	 表 1	 各実験における EMV の収率	 

実験番号 硫酸触媒 {%} リパーゼ [%] 

4.1 64.3 × 

4.2 × 2.9 

4.3 × 0.18 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 図 5	 反応混合物のガスクロマトグラム	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

(1)	 4.1～4.3 においての収率を表 1 に示す。また、図 5 に 4.1 で得られた反応混合物のガスクロマ	 

トグラムを示す。リテンションタイム(RT)を見るとエタノール(1.26)、EMV(2.29)、MVA(12.72)

となっている。エタノールは極性が大きいが分子が小さいため最も早く現れ、エステルは極性は

小さいがエタノールよりも分子が大きいため 2 番目に、2-メチル吉草酸は極性が大きく分子も大

きいため最後にピークが現れると考えられる。	 

(2)	 カラムクロマトグラフィーにおいては、10	 mL×10 回採取し、目的のエステル EMV は第 3 分画	 

で得られた。これは、弱い極性をもつ展開溶媒(ヘキサン：酢酸エチル=8:2)と固定相であるシリ	 

カゲルとの親和性により、最も早く回収できた。	 

	 (3)	 4.2 と 4.3 の生成物を GC を用いて分析したところ、いずれも小さいながら RT2.3 付近にエステ	 

ルのピークを確認できた。	 

(4)	 4.4 では、4.1 で生成したラセミ体の EMV を基準として 4.2 で生成した試料を約 5	 ％の濃度で

測定した結果	 +0.55	 °の旋光を確認することができ、4.3 で生成した試料を 0.17	 %の濃度で測定

した結果	 +0.40°の旋光を確認することができた。このことから、本合成において「リパーゼ PS

アマノ IM」を触媒として、右旋性のエステル(+)-EMV を得ることできた。	 

	 

６．考察	 

	 (1)	 ベンゼンなどの大きな炭素骨格をもたないキラルなエステルの合成にも、リパーゼが不斉触媒	 

として働くことが確認できた。	 

(2)	 4.2 と 4.3 の結果を比較すると 4.2 のほうがより多くのキラルなエステルが生成していること	 

から、この実験では 4.2 の方法で不斉合成するほうが効率的だと考えられる。また、4.4 の結果	 

として現れた旋光度が非常に小さい値であるため、誤差が多く含まれる可能性がある。これは、	 

得られたキラルなエステルの量が非常に少なかったからと考えられる。	 

	 

７．今後の課題	 

今後の課題は、	 

(1)	 キラルなエステルの量を多くする合成法を検討する。	 

(2)	 (R)体と(S)体のエステルを作分けて、その香りの違いを確認する。	 

	 

８．参考文献	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 図 6	 リパーゼの立体構造	 

(1)	 大江	 祥、「体験実習レポート」、高砂香料株式会社ファイン＆アロマケミカル研究所(2003)	 
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図２	 焼成時間と温度 
 

(2)	 平成 23 年度課題研究報告書	 東京工業大学附属科学技術高校応用化学分野	 

(3)	 LIPASE	 FOR	 RESOLUTION	 AND	 ASYMMETRIC	 SYNTHESIS	 	 	 Amano	 Enzyme 課 題 名	 	 人工宝石 
	 発 表 者	 	 澤口	 粋	 平本	 真之	 茂木	 亮佑 
	 指導教諭	 	 鈴木	 長寿 
 
１. 目的・概要 
	 結晶の構造が不規則な配列であるガラスにネオジム(Nd)を添加すると、自然光下と蛍光灯下で観察

される色が異なる。自然光には紫外線や赤外線などが含まれ、蛍光灯の光は光の波長の範囲が決まっ

ている(波長 400〜700)。Nd を添加したガラスは自然光下では赤く光り、蛍光灯下では青く光る。わ

れわれは、規則正しく配列している結晶構造をもつ物質中にも Nd が存在することでガラスと同じよ

うな性質を示すのか興味を持った。そこで試料に Nd を添加して結晶を合成し、その構造の物質がど

のような性質を示すか調べた。	  
 
２. 方法	  
	 合成はフラックス法を用い、エメラルドもその

一種であるベリルを石種とした。金属イオンを含

まないベリルは Be3Al2O18Si6 の組成式をもち、

フラックス法で焼成することで六角柱の構造をも

つ白色の結晶が得られる。 
 

2-1．フラックス法による単結晶合成について 
融解剤として添加されるフラックス(酸化モリブデン；

MoO3)とベリルをそれぞれ一定の割合で混合し、電気炉で

1400 ℃で融解させ、過飽和状態を作り出す。その後、1
日当たり 1 ℃未満の徐冷を 6 ヶ月から 1 年かけて徐冷し、

融解した結晶として析出させる(図 1)。 

 
2-2．実験条件と操作 
(1) 実験を短時間で繰り返し、単結晶を焼成するため 6

時間で 1100℃まで上げ、その温度を 1 時間保ち、そ

こから約 2 日かけて 150℃徐冷し、その後室温にな

るまで放冷させた(図 2) 
(2) エメラルド合成のさい添加される Cr3＋のかわりに色

ガラスの作製などで用いられる Nd2O3 添加をした。

基本となる試料に対して添加した Nd2O3 の比率は 1
回目を 0.5 ％、1.0 ％、1.5 ％と 3 種設定し、それ

ぞれの試料に混合した。2 回目以降は色の変化が一番

大きい結晶と二番目に大きい結晶の間の比率を 3 種

に分け焼成を繰り返した。また酸化テルビウム

(O3Tb2)、酸化ユーロピウム(Eu2O3)、酸化コバルト(CoO)、酸化鉄(Fe2O3)をそれぞれ添加し、(2)
と同様の実験を行った。 
	 以上の条件で合成した後、できた焼成物から結晶を取り出し光学顕微鏡で構造を確認後、暗室

で紫外線と赤外線を照射し性質を調べた。 
 

図１	 一般的なフラックス法の原理 
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３.結果 
	 燃焼を 39 回試みて 30 回結晶を得ることができた。結晶の色は Nd が薄い青紫色(図 3)、他の金属

はすべて白色であり、光学顕微鏡で六角柱の結晶であることも確認できた。 
Nd を入れた結晶は可視光にも反応して色を示したが、他の金属の結晶は可視光にも紫外線にも反

応しなかった。 
X 線回折装置で測定しベリルであることは確認できた。(図

４) 

図４	 X 線回折装置で調べた結晶のデータ 
４. 考察  
	 (1)本研究では 1 回の焼成を短時間で行ったため結晶が小さかった。そのため不純物との分離の精度

が低かった。徐冷時間を長くすれば大きい結晶が得られ分離の精度が上がり X 線のデータもよ

り正確なピークに近づくと考えられる。 
	 (2)本研究では Nd の添加量を変えて吸収波長の変化を調べたが、焼成条件や試料の比率を変えるこ

とによっても吸収波長の変化が起こると考えられる。 
	 (3)ベリル原料に O3Tb2、Eu2O3、を添加しても蛍光性は示さなかった。これはベリルの中に入る金

属は 3 価のイオンであるものが多いのに対して Eu は 2 価のイオンであるため、結晶中に入りづ

らかったと考えられる。またベリル原料の結晶構造は六方晶系であるのに対して、Eu の結晶構

造は立方晶系である。よってベリルと結晶構造が異なりイオンの価数が 2 価のため Eu は入らな

かったのではないかと考えられる。Tb に関しては 3 価のイオンでもあり、六方晶系であるがベ

リルに入らなかったことからベリルとの比率が合ってないと考えられる。 
 
５. 今後の課題 
	 (1) 今回はベリルをもとにしたが他の結晶構造をもつ物質ではどのような性質を示すのか今後調べ

る。 
  (2) フラックス法だけでなくベルヌーイ法などの他の実験方法でアプローチする。 
	 (3) Nd 以外にも色の変化を示す金属イオンを調べ、実際に単結晶を合成する。 
	 (4)ベリルの比率を変えて Tb を入れるのを試みる。 
 
６. 参考文献 

(1) 課題研究報告書	 2014 
(2) 宝石のはなし	 白木晴雄・青木義和	 共著 

  

 図 3 合成したネオジムの結晶 
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課	 題	 名	 アサガオの開花における糖生成の評価	 

発	 表	 者	 石川	 綾子	 加藤	 明音	 西出	 穂乃花	 

指導教諭	 豊前	 太平	 

	 

１．目的・概要	 

バラやサツキのつぼみの開花は、花弁細胞が一晩の間に吸水して成長するという機構が考え

られている。花弁細胞内のデンプン粒が糖に分解されると、細胞内外で糖濃度に差が生じる。

そのため糖を細胞外に出して濃度を均一化しようとする。しかし植物の細胞膜は半透膜で糖を

通すことができない。そのため浸透圧が生じ、細胞外から細胞内へ水が流入する。そのため細

胞内が膨張し、開花する。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、開花前後

の糖量の変化を評価する。	 

	 

２．方法	 

	 ２－１	 アサガオの準備	 

	 	 	 実験に用いるためのアサガオを、開花時期を管理しな

がら育てた。まず適当数のアサガオの種を、50 分間濃

硫酸に浸し、硬い種皮を溶かして発芽の速度を早めた。

その後、蒸留水でしめらした濾紙を入れたペトリ皿に種

を並べ、種の下半分が水面下に隠れる程度に蒸留水を加

えた。発芽したら寒天培地に移し、2－3 日間インキュ

ベータ内におき、子葉が出てきたところで培養液を入れ

た試験管に入れ長日処理をした（図 1）。一部には短日

処理をした。本葉が出てきたところで花壇に移した。 
	 

２－２	 糖とデンプンの評価	 

アサガオのつぼみ、開いた花、しぼんだ花の 3 種類を採取した。これらの花弁部分のみを

とりわけ、リン酸緩衝液（PH6.86）2	 mL を加え、乳鉢ですり潰した。その後、以下の①②の

方法を用いてデンプンと糖の存在を評価した。	 

①すり潰した全量を遠沈管に移し、15000	 rpm の条件で 10 分間遠心分離した。得られた上

澄み液に対してベネジクト反応を行い、糖の有無を調べた。	 

②乳鉢に漂白洗剤 3	 mL を加えて花の色素を抜いた後、固形物を濾過した。濾紙上の固形物

（濾過残渣）にヨウ素液を垂らし、デンプンの有無を調べた。	 

２－２	 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	 

開花した花および朝、昼、夕方のつぼみを採取した。花およびつぼみ 1 輪分に対し、リン

酸緩衝液を 10	 mL ずつ加えて乳鉢でよくすり潰した。これを１つずつ試験管に移した後、40	 ℃

において 0～50	 分間湯煎した。所定時間経過後、0.2	 mol/L の塩酸を加えて反応を停止した。

ここから 1	 mL の溶液を採取し、DNS 試薬を 1	 mL 加えた後、５分間熱湯で湯煎した。冷却後、

精製水を 2	 mL 加え、分光光度計で 540	 nm の吸光度を測定した。	 

	 

３．結果と考察	 

３－１	 糖およびデンプンの定性的評価	 

①つぼみ、開いた花、しぼんだ花から得た上澄み液に対し、ベネジクト反応（抽出液に対し

て等量以上のベネジクト液を加え、熱湯で湯煎）を行ったところ、開いた花から得た上澄み

液に対してのみ、赤褐色沈殿が見られた。このことから、つぼみから開花の過程で、花弁細

胞内に糖が生成することが分かる。また、花がしぼむ段階では、糖がなくなるのが分かる。 

図 1.	 インキュベータ内の栽培 
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②つぼみ、開いた花、しぼんだ花から得た濾過残渣にヨウ素液を垂らしたところ、つぼみか

ら得たものにのみ、青紫色の呈色が見られた（図 2）。このことから、アサガオのつぼみには

デンプンが含まれ、それが開

花時には分解されることが分

かる。 
これらのことから、アサガオ

は開花する段階で、つぼみの

中に含まれるデンプンが糖に

変化することが分かる。すな

わち、アサガオにはデンプン

分解酵素が存在することが推

測できる。	 

 
３－２	 定量的評価	 

	 定性的評価により、アサガオの開花時につぼみ内のデンプンが糖に変化することが分かっ

た。そこで、つぼみ内のデンプンの分解により、開花に必要な糖量が得られるかを検討した。

結果を図 3 に示す。横軸は、つぼみをすり潰した溶液を 40℃で加熱したときの加熱時間、縦

軸は、細胞内に存在する還元糖をグルコースとしたときの量を示す。つぼみ採取時（加熱時

間 0 分）の糖量は、朝のつぼみに比べ、昼、および夕方のつぼみの方が大きい。しかし、い

ずれの場合も、花に含まれる糖量（約 0.16	 g/100g 水溶液）を大きく下回る。加熱時間の増

加に伴う糖の生成を見ると、つぼみを採取した時間帯によらず、いずれの場合も明らかに糖

量が増加することはなく、50 分経過したところでさえも、花に含まれる糖量には大きくおよ

ばない。昨年度の課題研究の結果からは、つぼみ内にあるデンプン分解酵素が、40	 ℃におい

て、市販試薬のデンプンを分解する

能力を持つことが示された。このこ

とを考慮すると、つぼみ内にあるデ

ンプンに対しては、40	 ℃という温度

条件が、細胞内に持つデンプン分解

酵素の活性には適さなかったことが

考えられる。あるいは、つぼみ内の

デンプンから得られる糖では開花に

必要な量には至らず、光合成により

昼間に葉で作られた糖が、夜間につ

ぼみまで移動し、不足量を補うこと

が示唆される。	 

	 

４．今後の課題	 

1、育てたアサガオの開花時期の調節	 

2，開花前後に浸透圧の比較	 

	 

５．参考文献	 

1．アサガオの生理学	 和田清俊	 

2．サツキの開花のメカニズムに迫る	 伊藤政夫	 

3．アミラーゼを題材とした酵素反応の実験	 川村	 三志夫	 

4．課題研究報告書 2014	 東京工業大学附属科学技術高校応用化学分野	 

図 2.	 ヨウ素デンプン反応（つぼみ） 
左：	 反応前	 右：反応後 

図 3.	 朝、昼、夜のつぼみ内のグルコース相当量 
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課	 題	 名	 Al-Cu 系合金の作製	 

発	 表	 者	 鈴木	 渓	 	 若林	 和希	 

指導教諭	 成田	 彰	 

	 

１．目的	 

前年の課題研究で、Al-Cu 系合金の作製に成功したものの、条件が厳しく、収量が非常に少な

かったというのを見て、本研究では、なぜ収量が少なかったのかということと、その作製条件を

より明確にすることを目的とした。	 

２．概要	 

Al-Cu 合金とは、Al の結晶構造の中に原子半径の違う Cu 原子が入り込んでいる金属のことで

ある。	 

金属の展性は、結晶中にある原子が欠落した部分が動くことにより得られるため、単一の種類

の原子のみの構造（図 1）よりも原子半径の違う別の金属原子が入った構造(図 2)の方がより強

固になる。	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

図 1	 Al のみの結晶	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 図 2	 Al-Cu 系合金	 

３．方法	 

３－１	 実験装置	 

図 3 のように管状炉の炉心に大型タンマン管(3×50cm)を用い、そこに試料を

入れる小型タンマン管を入れ、脱気のためステンレス管と熱電対温度計を上部

から挿入し、真空ポンプで管内の空気を抜けるような装置を組み立てた。	 

３－２	 合金の作製	 

実験の手順を図４に示す。下図での NaCl は酸化物を取り除くためのフラッ

クスであり、今回の実験ではその量を変動させて関連性を検討した。	 

	 

	 
図４	 Al-Cu 合金作製の手順	 

図３	 実験装置	 

	 フラックスである NaCl の条件を表１のように変動させて合金を作製した。	 

金属試料総量を 2g で調整した。	 

表１	 フラックスの条件	 	 	 

NaCl の対金属質量比 100% 50% 40% 30% 25% 25% 10% 

NaCl の混合方法 均一 均一 均一 均一 上部集中 均一 均一 



 Tokyo Tech HST P	 	 	  

P	 ／	  

尚、この場合の「均一」とは、タンマン管に詰める際に一度金属と NaCl を振り混ぜて、均一に

混ざるようにしたものであり、「上部集中」とは金属を詰めた後に上から静かに NaCl を振りかけ

たもので、昨年度の実験と同じ方式である。	 

３－３	 評価方法	 

	 合金組成の評価は原子吸光分析法を、結晶構造は X 線回折法を用いて評価した。	 

	 また生成した金属塊の外観及び残滓の中の銅塊の有無によって合金を判断し、その質量を計測

して作製量を評価した。	 

４．結果と考察	 

	 表 2 に計測したデータを掲げた。ここで表記している金属塊とは、外観が金属光沢を有し、か

つ水中で撹拌して付着している NaCl をすべて取り除いて乾燥させたものである。	 

	 下の表より、質量比 100％～30％まではほとんど作製量に違いはなく、誤差の範囲内であると

言えるため、作製量に影響が出る限界量は 30%付近か、それより下の範囲であると考えられる。

また、30%～25%の変化に比べて、25%～10%の間で大きく作製量が変化していることから、30%以

下の範囲において、フラックスと作製量に何らかの相関関係が成り立つ可能性がある。	 

表 2	 得られた合金の質量	 

NaClの対金属質量比	 100%	 50%	 40%	 30%	 25%(上部)	 25%	 10%	 

金属塊の総質量	 1.963	 g	 1.954	 g	 1.986	 g	 1.963	 g	 1.598	 g	 1.827	 g	 1.433	 g	 

収率	 98.15%	 97.70%	 99.30%	 98.15%	 79.90%	 91.35%	 71.65%	 

また、昨年度との比較を表 3 に示した。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

表 3	 得られた合金質量に対する過去のデータとの比較	 

	 
昨年度	 昨年度	 今回（上部）	 今回（均一）	 

Al:Cu（ｇ）	 1:0	 4:3	 24:1	 24:１	 

NaCl（対金属質量）	 30%	 30%	 25%	 25%	 

合金作製量	 0.64	 g(換算)	 0.74	 g(換算)	 1.598	 g	 1.827	 g	 

	 

	 前年度の感想では、金属塊が小さく、もう少しまとまった量を作製したいと書いてあったが、

今回の実験ではフラックスの量はこちらの方が少ないのに作製量が 2 倍以上になっている。	 

	 この原因として考えられるのは、フラックスの混合方法及び、原料の形状の差異である。フラ

ックスを上部に固めて作製すると、金属と接する面が少なくなり上手く酸素を吸収できないため

に合金の作製量が減ったのではないかと考えられる。また、前年度は圧延された金属片を原料と

して使用していたが、今回はペンチで切断した厚みのあるものを使用していた。そのため、質量

に対して表面積が小さくなり、酸化物ができにくくなっているために生成物の量が多くなってい

るのではないかと考えられる。	 

６．今後の課題	 

	 時間の都合上、フラックスの限界量がどのあたりにあるかを探すのみで終わってしまったので、

フラックスの質量比と合金の作製量にどのような相関関係があるのか、実際に作製された金属塊

が銅とアルミニウムをどのような比で含有しているか、それにも相関関係があるのかを調べたい。	 

７．参考文献	 

	 フラックスによるアルミニウム溶湯処理について	 	 日本金属化学株式会社	 
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課 題 名	 	 コロイドフォトニック結晶の作製Ⅱ 
	 発 表 者	 	 上田	 哲也	 兒島	 吉雄輝	 須田	 大介 
	 指導教諭	 	 鈴木	 長寿 
１．目的・概要 

大きさを制御したポリスチレン粒子を密充填させたコロイドフォトニッ

ク結晶を作製し、光の反射に起因する構造色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。また、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

同程度の場合をいう。  
２．実験方法 

2-1.	 ポリスチレンの合成 
(1)	 三角フラスコ中の蒸留水 200mL に、スチレンを 
	 0.0075～0.060mol 加えた。 
(2)	 (1)の混合溶液を 0rpm～1200rpm で撹拌しなが

ら 
	 熱して、2.3×10－4mol のペルオキソ二硫酸カリウム

を	  
蒸留水に溶かした溶液を加えて全量を 300mL とし

た。 
	 (3)	 図 2 のような装置を組み立て、窒素雰囲気下で 

	 24 時間反応させ、ポリスチレン分散液を得た。 
2-2. コロイドフォトニック結晶の作製    
以下の①～⑤の方法でコロイドフォトニック結晶を作製した。 
①	 ポリスチレン分散液を直接スライドガラスに塗布またはシャーレに入れて乾燥した。 

  ②	 ポリスチレン分散液を入れた試験管にスライドガラスを入れ、50℃の乾燥機内で乾燥した。 
	 	 （粒子は溶媒の減少とともにスライドガラス上に膜状に塗布された状態になった。） 

③	 作製したポリスチレン分散液を遠心分離し、得られた濃縮液をスライドガラスに塗布し乾燥し

た。  
  ④	 作製したポリスチレン分散液を遠心分離し、得られた濃縮液をエタノールに溶かしスライドガ

ラスに塗布し乾燥した。	 	 	 	  
⑤	 ポリスチレン分散液を水で希釈し、寒天、ゼラチンでゲル化した。 
また、硫酸処理したスライドガラスをもちいて②の操作を行った。 

	 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を測定し、また並び具	 	  
合を観察した。 
2-4. 粒子径と色の関係の観察 

	 	 2-2 の操作で得られた結晶の色を観察し、粒子径とその並び方による関係を比較した。 
３．結果 
	 3-1. ポリスチレンの合成 
	 	 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 及び図 4 に示し

た。 
	 図 4 から、撹拌の回転数が 300～800rpm のとき、粒径が 200～800nm の粒子が合成されること

図 1.コロイド結晶の構

図 3.コロイド結晶 

図 2.実験装置 
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が 
わかった。 

   

                                              
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3-2. コロイドフォトニッ ク

結晶の作製 
2-2. のように、4 種の異なる方法を用いて、結晶を作製した。粒子径による色の変化とともに、

乾燥法や膜の厚さなどの違いにより色が変わった。乾燥法による色の変化について③の直接塗る方

法は、むらが出て色が不均一になった、②は色が均一であった。④は色の変化が少し見られた。⑤

はゼラチン、寒天ゲルに光を通すと色の変化が観察できた。 
エタノールを溶媒にして、蒸発速度、極性など水と違う条件にしたものにも、色の変化が見られ

た。 
４．考察 

4-1. 回転数及び濃度による粒子径の変化について 
撹拌の回転数が 300～500 rpm 程度のときは、粒径が 200~300 nm の間で制御され、この範囲で

は回転数の増加に伴い粒径は小さくなる傾向があると考えられる。また、このときの粒径が光の波

長の半分くらいとなり、最も光りやすい結晶になると考えられる。550~800 rpm の範囲の回転数で

は、粒径はその回転数が増えるにつれ大きくなる傾向があると考えられる。800rpm 以上の回転数

では、マグネチックスターラーによる溶液の撹拌状態が安定せず、粒径が制御できなくなったと考

えられる。 
4-2. 乾燥法による色の変化について 

①は、粒子を塗り付け直接乾燥したので、幾分かむらが出てしまい単色の反射ではなくなったと

考えられる。また③より濃度が低いため反射の領域も小さかった。 
ディップし乾燥したものは、一方向にむらなく着層でき、単色の反射になったと考えられる。 
③は濃度がかなり濃く、一方向に塗るさいにむらが出て単色にはなりにくかったと考えられる。 
⑤は、ゼラチン内で光が透過するさいに粒子にあたり、色の変化が少し観察できたと考えられる

が、今回の実験では、適切な粒子濃度を求めることができなかった。寒天、ゼラチン内の粒子の距

離の差（三次元的）を適切に操ることが重要であると考えられる。	  
5.今後の課題 
      ・再度、スチレン濃度と粒子径の関係を調べる。 

・コロイド粒子の固定化の 1 つとして、コロイド結晶のゲル化に取り組む。 
・溶媒の蒸発速度の変化と色の関係を調べる。 

6.参考 
名古屋市立大学薬学科 http://www.nagoya-cu.ac.jp/phar/1006.htm 

回転数

[rpm] 
粒子径

[nm] 
300 340 
400 280 
450 275 
500 225 
550 540 
600 550 
700 710 
800 800 

図 4.回転数と粒子径の関係 
表 1.反応液の撹拌の回転数と

表 1.反応液の撹拌の回転数と粒子径の関係 
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課	 題	 名	 アーク放電法によるフラーレンの合成	 

発	 表	 者	 小野	 稜太	 	 佐藤	 清夢	 

指導教諭	 森安	 勝	 

	 

１．目的と概要	 	 

フラーレンはかご状の構造をもつ炭素の同素体で、C60に代表さ

れる(図 1)。フラーレンは非常に美しいかたちをした分子であり、

現在ではその特異な性質から、材料としての可能性や HIV の特効

薬としての可能性など様々な分野での応用に期待されている。	 

フラーレンの合成法のひとつに、アーク放電法がある。高いエ

ネルギーをもつアーク放電を利用して、炭素棒(ｸﾞﾗﾌｧｲﾄ)を蒸発さ

せ、炭素原子をばらばらにし、He 雰囲気下でこれらの炭素原子を

再構築させることにより、フラーレンを得ることができる。	 

	 

	 

２	 実験装置	 

	 	 	 	 	 	 	 	 

	 

図２のような装置を組み立てた。圧力計(DIGITAL	 VACUUM	 GAUGE	 	 VD-20A)は反応経路内の真空の度

合いを確かめるのに用いた。トラップは気流の流れを安定にし、ポンプへの異物の混入を防具目的で

設置した。陽極の調整軸はマイクロメーターを改良して用いることにより、アーク放電の際に重要と

なる炭素棒と炭素板の細かな距離の調整を可能にした。ニードルバルブはヘリウムの流量を調整する

のに用いた。	 

	 

３	 実験方法	 	 

① 反応容器内を真空ポンプ(ULVAC	 	 SINKU	 KIKO	 	 GCD-050XA)で真空にして He ボンベより容器内を

ヘリウム雰囲気にした。	 

② アーク溶接機(SUZUKID	 Imax60 使用電圧/電流 100V/10～60A)から高圧の電流を各電極に流した。	 

③ 陽極の調整軸を調製し炭素棒と炭素板間の距離を調整し、アーク放電を起こさせた。	 

④ 反応容器内に現れたススをブラシとシリコンゴムを加工したハケで回収した。	 

⑤ 生成したススをトルエンに溶解させた。	 

⑥ 呈色反応の有無を目視で確認した後、紫外線可視分光分析器を用いて文献値と実験値のスペク

トルを比較した。	 

	 

図２	 実験装置の概略図 

図１	 C60 フラーレンの模型 
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図５	 実際のアーク放電の様子 

	 

４	 安定なアーク放電が可能となる装置の改良	 	 

①	 反応器の接合部から空気が極僅かに漏れ	 	 

ていたのでセラミック管と銅線に変えて図	 

３のような Al 製の金属棒を使用した。	 

②	 陽極の電極部分のゴム栓が熱膨張によっ	 

	 てとれてしまうことがあったので陽極の調	 

整軸と電極をつないであるゴム栓の結合箇	 

所に図４のような小型のネオジム磁石を用	 

いて陽極の固定を強固なものにした。	 

５	 結果	 	 

(1)	 各反応条件での結果は表１のようになった。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 	 

	 

	 

	 

	 

	 	 (2)	 トルエンによる呈色反応はいずれも目視では確認できなかった。	 

(3)	 スペクトルの比較は実験結果③の試料が最も文献値に似たスペクトルになった。	 

６	 考察	 	 

各反応条件での結果より圧力は 50	 Torr 周辺、電流は 30～40	 A 周辺で最もスス発生具合やアークの

出方が良かったが、スペクトルの比較によると圧力は 30	 Torr、電流は 30	 A 周辺での条件がフラーレ

ンの生成に適しているのではないかと考える。またフラーレンの有無について試料③で似たピーク一

部があったことからフラーレンの構造が部分的にできているのではないか、または極少量のフラーレ

ンが生成できたのではないかと考える。	 
	 

７	 今後の展望	 	 	 

様々な反応条件で実験を行いフラーレンの合成を目指す。その後装置内の反応条件から収率の変化

を検討し収率を増やす。	 
	 

８．参考文献	 

(1)	 篠原久典,斎藤弥八,「フラーレンの化学と物理」,第一刷,太洋社（1997）	 

(2)	 課題研究報告書 2014、東京工業大学附属科学技術高等学校応用化学分野	 
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図 2.	 螺旋構造組織① 

図 1.	 葉肉を剥離したヒイラギ	 

 

課	 題	 名	 植物組織の無電解メッキ	 

発	 表	 者	 乾	 拓海	 梶原	 史裕	 堀井	 洋輔	 	 

指導教諭	 豊前	 太平	 	 

	 

１．目的	 

現代の社会において、電子製品の小型化は、さまざまな企業の間でも競争となっている。そこで、

汎用的な電子部品の 1 つであるコイルの微小化により、より小さな電子製品の製造ができるようにな

ると考えた。	 

今の技術では、直径数マイクロメートルのコイルを作るのはほぼ不可能に近く、費用対効果が見込

めない。しかし、自然界にあるものを使うことで、未だ人間の技術では手の届かないような構造をも

った部品を作ることができる。	 

	 

２．方法	 

2-1-1〈葉肉の剥離〉	 

ヒイラギの葉を約 10%	 水酸化ナトリウム水溶液で加熱したのち、ブ

ラシで叩いて葉肉や表皮を落とした。それを等濃度の塩酸で中和した。	 

	 

2-1-2〈螺旋構造の摘出〉	 

レッドロビンの葉について、2-1-1 と同様の操作を行い、

葉脈部から螺旋構造組織を取り出した(図 2)。	 

	 

※ここから先の操作は試験的なものであり、螺旋構造組

織ではなく、2-1-1 で処理したヒイラギを使用した。	 

	 

2-2-1〈処理・準備〉	 

葉脈を露出(一部に表皮が残留)させたヒイラギの葉

を,40	 g/l	 塩化スズ、0.4	 g/l	 塩化パラジウムを各 50	 ml

混ぜ、3	 mol/l	 塩酸を加えた溶液で加熱した。	 

	 

2-2-2〈無電解メッキ〉	 

処理後の葉を硫酸ニッケル六水和物と次亜リン酸を 2:1(g/l)で混ぜ、酸性にした溶液(酸性メッキ

液)に浸して 50℃前後で 20	 min 加熱した。次に、塩化ニッケル六水和物と次亜リン酸を 3:1(g/l)で混

ぜ、塩基性にした溶液(塩基性メッキ液)に浸して、40℃前後 20	 min で加熱した。この操作を２回繰り

返し、ニッケル-リンの合金を析出させた。	 

	 

４．結果	 

4-1〈螺旋構造組織の摘出〉	 

	 文献では強酸等で化学的に摘出する

方法が多かったが、その手法では時間

がかかるうえ上手くいかなかった。他

の方法を検討したところ、物理的手法

で組織を引き出すことに成功した。し

かし、組織の形が崩れ、図 3 のように

伸びてしまった。	 

	 

図 3. 螺旋構造組織② 
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4-2〈無電解メッキ〉	 

葉脈部は黒く変色。残留していた表皮に灰色～銀色の膜が生成した(図 4)。黒色になった葉脈部を

顕微鏡で観察すると、メッキ処理前のものに比べ、単に黒くなっただけで表面の形状や質感などに変

化は見られなかった。	 

また、表皮を残した葉脈について、無電解メッキの操作を一通り行った後、酸性メッキ液で 40	 min

加熱後、一晩浸して放置したもの(図 5)では、表皮上のメッキ部がさらに均一に、さらに鮮やかにメ

ッキされ、裏面の黒い部分はさらに黒くなった。これを顕微鏡で観察すると(図 6)、大部分は光を反

射するのに対し、右上部のように、葉脈の組織が黒く見える部分があった。	 

	 

	 ５．考察	 

葉脈部分が黒く変色したのは、反応後半において水素によって還元されるニッケル酸化物が、十分

に水素に触れず、還元されなかったことが原因であると考えていた。しかし反応させている葉の裏表

を返して反応を進めても黒い部分は依然として黒いままであったことから、表皮は金属触媒やメッキ

液が浸透してメッキの反応が進行したのに対し、葉脈部では十分に浸透せず、高温によって単にニッ

ケルの硫化物が生成しただけであったと思われる。よって、これらの結果の違いは葉の表皮と葉脈に

おける組織の性質の違いによって生じたのではないかと考えられる。	 

	 

６．今後の課題	 

	 ①.	 葉脈の黒色に変化した部分を十分に還元できる浴法を考える	 

②.	 ①の方法を用いて葉脈から摘出した螺旋構造組織をメッキできるようにする。	 

上記の 2 点が最大の課題である。	 

今回の螺旋構造の摘出方法では非常に収率が悪く、保存方法も確立していなかったので扱いが難し

かった。効率よく、かつ正確に取れる方法を検討したい。	 

また、螺旋構造組織のメッキは、現在の葉脈のメッキの方法では溶液中で紛失する可能性が高いた

め、そういった面も考慮して、改めてメッキ浴の方法を再構築する必要がある。	 

	 

７、参考文献	 

・清川メッキ工業株式会社	 	 	 	 	 	 	 

[http://www.kiyokawa.co.jp/technology/technology.asp?hed=86]	 

・研究結果報告書「メッキの有効利用について」	 

[東海大学付属第三高等学校	 科学部]	 

	 

	 	 

図 4. 金属光沢のある表皮(左)
と、黒く変色した葉脈(右) 

図 6. 表皮の拡大写真 図 5. 酸性メッキ液に長時間

浸した表皮 
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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Ⅱ	 

発	 表	 者	 佐藤	 京一	 田畑	 鑑	 二井関	 武瑠	 

指導教諭	 成田	 彰	 

	 

１．目的	 

本校の課題研究発表の珪藻種と珪藻殻の利用法、特に珪藻殻を用いた濾過に興味を持ち、それにつ

いてさらに発展させようと思った。本研究では珪藻殻を用いた濾過方法と培養方法についての比較を

主な目的とする。	 

	 

２．概要	 

珪藻とは不等毛植物に含まれる単細胞植物の一種で、淡水にも海水にも様々な種が存在している。

その利用法としては、主に珪藻土という形で利用されている。珪藻土には除湿効果や消臭効果があり、

その効果を使い、日本の古くの家屋に用いられた土壁にも珪藻土が含まれている。また、珪藻には胞

紋と呼ばれる小さな穴が無数に開いており、その穴を用いて濾過を行うことができる。私たちは前年

の研究報告のこの濾過の方法について、胞紋の大きさの違いを利用した選択性の高い濾過を目指した。

また、個体種によって生息環境も異なるため、いくつか違う条件の培地を用意することで、各種によ

ってどういった培養方法が適しているのかを調査した。	 

以下の図１は電子顕微鏡で確認できた珪藻の一部の写真である。また、以下の図 2 のように珪藻を

用いて濾過を行った。	 

	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 図１	 電子顕微鏡で確認できた珪藻の写真	 	 	 	 	 	 	 	 	 図 2	 珪藻の濾過の仕組み	 

	 	 (左:	 Fragilaria	 sp.	 右:	 Thalassiosira	 sp.)	 

	 

3-1	 珪藻の採取と培養方法の比較	 

(1) 芝浦運河の桟橋から水深 1.5	 m の場所に紐をつけたレンガを沈め 1 週間後に引き上げることで付

着性珪藻の採取を行った。その後、導電率 40 の寒天培地に移した。	 

(2) プランクトンネットを用いて水深 1.0	 m の場所から水をくみ上げ、浮遊性珪藻の採取を試みた。

また、その後、その水を 100	 ml の三角フラスコにいれ、振盪機にかけ、培養した。	 

(3) 図 3 のような装置を用いて、水深 1.5	 m の場所の水をくみ上げた後、(2)のように振盪機にかけた。	 

(4) それぞれの培地から一種類を抜き出し、別の培地に移した。その後はこの操作を繰り返した。	 

	 

3-2	 珪藻殻の観察	 

(1)採取した珪藻をホルマリンに浸けた。	 

(2)珪藻をマイクロチューブに移し、パイプユニッシュを約 2	 ml 加えて攪拌し、30 分間静置して有機

物処理を行った	 

(3)マイクロチューブを 15000	 rpm で 5 分間遠心分離した。分離後、上澄みを捨て精製水を加えて撹拌

し、再度遠心分離した。この操作を 5～6 回行った。	 

(4)SEM 用試料台にカバーガラスを付け、処理済みの珪藻をのせた。	 

	 	 	 そこに 70	 %エタノールを滴下させ、試料台上に珪藻を分散させた。	 
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(5)試料を硫酸デシケーターに入れ、1 日放置した。	 

(6)試料を SEM で観察した。	 

	 

3-3	 珪藻殻を用いた濾過性能の比較	 

(1)目的の液体を吸光度分析し、その後、5	 μm のフィルターにかけ、小さな粒子を残した。	 

(2)(1)で得られた液体を自作の珪藻土と市販の珪藻土で濾過し、濾液を吸光分析した。	 

	 

4-1	 培養の比較	 

表 1.	 様々な環境下でとれた培養におけるデータをまとめた表	 

環境	 結果	 条件	 珪藻の状態	 順位	 

寒天培地	 ◎	 導電率 40	 よく増殖	 １	 

液地(濾過無し)	 △	 振盪機で攪拌	 増殖	 ２	 

液地(ろ紙濾過)	 △	 振盪機で攪拌	 増殖	 ２	 

液地(PN 濾過)	 △	 振盪機で攪拌	 増殖	 ２	 

液地	 ×	 ―	 あまり増えない	 ―	 

表より、寒天培地が最も培養に適していると考えられる。また、液地においては全体的に手入れが

困難であり、あまり、放置をしすぎると緑藻が増殖してしまうため、培養は困難であると考えられる。

よって、培養の速度を重視するならば、振盪機を用いた液地での培養は有効であるが、寒天培地を用

いた方が他の生物に増殖を阻害されことなく増やすことができると考えられる。	 

	 

4-2	 濾過性能の評価	 

種類の異なる珪藻の珪藻土を作成し、市販の珪藻土との濾過性能の比較及び評価を行った。	 

表２.	 市販の珪藻土と自作の珪藻土との濾過性能の比較	 

濾過の条件	 透過率【％】	 吸光度【Abs】	 

初期状態(100 倍希釈)	 9.0	 1.050	 

フィルター(5.0μm)	 82.1	 0.086	 

市販珪藻土(焼きなし)	 83.0	 0.081	 

市販珪藻土(焼き)	 88.3	 0.052	 

自作珪藻土	 81.0	 0.091	 

	 自作の珪藻土には、Fragilaria.sp(オビケイソウ属)のものを用いた。また、市販の珪藻土は一回焼

いたものを用いた。結果から分かる通り、珪藻土で濾過するといくつかの大きな粒子は濾過できてい

ると考えられ、それにより珪藻殻には濾過の性能があるといえる。また、自作珪藻土の結果より

Fragilaria.sp の珪藻殻が溶液の粒子よりも大きいことがわかる。	 

５．今後の課題・展望	 

	 更に多くの珪藻種を採取、培養しさらに選択性の高い濾過を目指す。具体的には、粒径の大きさに

よって使う珪藻の種類を変えることや、ある一種の粒子のみを残し、不必要なものを濾過するように

珪藻土中の珪藻種を調整すること。また、多くの珪藻種を培養するためにも、より効率的培養方法の

検討も必要であると考えられる。	 

	 

６．参考文献	 

・第１巻	 小林	 弘	 珪藻図鑑	 小林	 弘	 著	 

・淡水珪藻生態図鑑	 渡辺	 仁治	 著	 

・国立研究開発法人産業技術総合研究所	 珪藻について	 Yuki	 Sawai	 著	 
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課	 題	 名	 肉じゃが調理において水の成分が食材に及ぼす影響	 

発	 表	 者	 池田茉由	 今井怜央奈	 

指導教諭	 豊前太平	 

	 

１．目的	 

水の硬度が食品調理に及ぼす影響を調査した文献を発見し、文献の実験方法を応用して肉じゃがを

おいしく調理できる条件を見つけることで、より生活に実用的な報告をすることを目的とする。	 

	 

２．概要	 

(1)水の硬度	 

	 	 	 水の硬度とは、水の中に含まれるミネラル類のうち、カルシウムイオンとマグネシウムイオン

の合計含有量のことである。日本では、カルシウムイオンとマグネシウムイオンの含有量を炭酸

カルシウム量に換算した値を用いる。計算式は以下の通りである。	 

	 	 	 	 	 	 硬度[㎎/L]＝(カルシウム量[mg/L]×2.5)＋(マグネシウム量[mg/L]×4.1)	 

	 	 	 	 	 	 	 また、算出した水の硬度は、WHO の水質ガイドラインにおいて 4 種類に分類される。その分類

を以下の表１に示す。	 

	 	 	 	 	 表１	 WHO における硬度の分類	 

軟水	 0～60[mg/L]未満	 

中程度の硬水	 60 以上～120[mg/L]未満	 

硬水	 120 以上～180[mg/L]未満	 

非常な硬水	 180[mg/L]以上	 

	 (2)使用した水の分類	 

	 	 	 	 本研究で使用した水の分類について以下の表２に示す。	 

	 	 	 	 	 表２	 使用した水の成分や分類	 

	 精製水	 水道水	 天然水	 エビアン	 コントレックス	 

pH	 5.56	 7.50	 8.00	 7.20	 7.40	 

硬度[mg/L]	 0	 60.5	 74.0	 304.0	 1468.0	 

種類	 軟水	 中程度の硬水	 中程度の硬水	 非常な硬水	 非常な硬水	 

	 

３．方法	 

(1)官能調査	 

実験に先立ち、水道水を用いて肉じゃがを作り、クラスメイトに試食をしてもらった。その際、

食材ごとの甘みや硬さなど、7 項目の質問に対して回答してもらった。実験結果をもとに、天然

水およびエビアンを用いて肉じゃがを作り、食材ごとに同様に官能調査を実施した。	 

(2)測定	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 図 1	 実験手順	 

測定対象となるジャガイモとニンジンをそれぞれ 2.0	 cm、1.5	 cm 角に切り出し、冷凍庫にて

保存した。実験では、図１のチャートの手順に従って食材を煮込み、その後、食材および煮汁に

対して分析を行った。	 

pH の測定には、温度測定機能付きの pH メーターを用いた。食材の煮込み時間は 15、30、45
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分の 3 種類とした。煮込み温度は 80℃とした。煮込み前後の食材の質量を電子天秤で測定し、

煮込みに伴う質量変化率を求めた。また、煮込み後の食材については、強度試験機を用いて破断

強度を測定し、最大破断強度を求めた。煮汁中に含まれる金属陽イオン（Na+、K+、Mg2+、Ca2+）

の濃度について、イオンクロマトグラフィーを用いて測定した。	 

	 

４．結果と考察	 

	 	 (1)煮汁の㏗の変化	 

調理に伴う煮汁の pH 変化を測定したところ、加熱時間 15、30、45 分でほとんど変化は見られ

なかった。精製水は弱酸性、天然水は弱塩基性であった。	 	 	 

	 	 (2)質量変化率	 

調理前後において食材の質量変化を測定したところ、ジャガイモの質量は増加したのに対し、

ニンジンの質量は減少した。このことから、ジャガイモは水を吸収しやすく、ニンジンは放出し

やすいと考えられ、材料によって浸透圧が大きく異なることがわかる。	 	 

	 	 (3)破断強度と金属イオンの関係	 

	 	 	 	 調理に伴う煮汁中の金属イオン濃度の変化を

調べた。ジャガイモを 30 分間煮込んだ後の煮汁

に含まれるマグネシウム、および、カルシウムイ

オンの量から、調理前の水に含まれる各イオン量

を差し引いた値を、図 2 に比較する。図中、プラ

スの値は食材から煮汁中に金属イオンが溶出し

たこと、また、マイナスの値は食材に吸収された

ことを意味する。図から、マグネシウムイオンは、

天然水以外の水を用いた場合、調理に伴い食材か

ら溶出するのに対し、カルシウムイオンは、すべ

ての水で食材から溶出するのがわかる。図 3 に、

30 分間の調理後のジャガイモの破断強度を示す。

水道水、エビアン、コントレックスで調理した後

のジャガイモの破断強度は約 16	 N でほとんど差

がないのに対し、天然水で調理した場合はその約

半分の強度にとどまる。図 2 の結果から考え合わ

せると、食材にカルシウムイオンが吸収されるほ

ど食材強度が増加するといえる。ニンジンについ

ても同様に検討したが、破断強度と煮汁中の金属

イオン量との間に明確な関係性は見られなかっ

た。	 

	 

５．今後の課題	 

	 	 	 ニンジンの破断強度と金属イオン量の関連性についてさらに検討したい。また、肉についても

実験を行い、より正確なものとしたい。	 

	 

６．参考文献	 

	 (1)鈴野弘子、石田裕	 水の硬度が牛肉、鶏肉およびじゃがいもの水煮に及ぼす影響	 

	 	 	 	 日本調理科学会誌	 Vol.46,No.3,	 161～169	 (2013)	 

(2)アサヒ飲料株式会社	 アサヒの健康水	 富士山のバナジウム天然水	 

	 	 	 https://www.asahiinryo.co.jp/vanadium/sp/brand/page2.html	 

図 2	 ジャガイモの調理に伴う煮汁中の

金属イオン量の変化 

図 3	 調理に伴うジャガイモの破断強度の比較 
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図 1	 1 次ゲルと 2 次ゲル、DN ゲルの模式図 

課	 題	 名	 自由な形に成形できる DN ゲルの合成	 

発	 表	 者	 小林	 生成	 	 竹内	 亜美	 

指導教諭	 森安	 勝	 

	 

１．目的	 

生体材料などへの利用が期待される高い強度をもつダブルネットワーク(Double	 Network;	 DN)ゲル

の合成に取り組んでいることを知り、その特異な性質に興味をもった。昨年までの研究で、生成した

ゲルの中心に DN ゲルができるのは酸素が原因であるということが解明できている。本研究では、酸素

を除去した状態で DN ゲルを自由な形に成形することを目的とする。	 

	 

２．概要	 

DN ゲルとは、異なる特性をもつ 2 種類の	 

三次元網目構造のゲルを組み合わせてできる

ゲルであり、高い強度と剛性を有する(図 1)。	 

本研究で使用した試薬の構造式と名称、略

語及び役割を図 2 に示す。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

図 2	 使用した試薬の構造式と名称、略語及び役割	 

３．方法	 

	 3-1.	 DN ゲルの合成方法	 

DN ゲルの合成手順を図 3 に示す。「浸透」とは、ゲルの中に 2 次モノマーを取り込ませる操作のこ

とで、「脱水」とは、浸透しきらなかった 2 次モノマーとゲルとを分離する操作のことである。	 

また、「膨潤」とは、反応しきらなかった 2 次モノマーをゲルの外に出す操作のことである。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

図 3	 DN ゲルの合成手順	 

	 3-2.	 DN ゲルの合成	 

(1) 使用する水は、精製水を脱気後、窒素雰囲

気にしたもの(以後窒素水)とした。	 

(2) 1 次モノマーや 2 次モノマーといった水溶

液は調製後脱気し、窒素雰囲気にした。	 

(3) 紫外線照射は、窒素雰囲気にした真空デシ

ケータ(図 4)内で行った。	 

(4) 脱水操作は吸引ろ過器を用いて行った。	 

(5) 浸透時に AAm 溶液に食紅と水彩絵の具を混	 

ぜた(以下着色ゲルとする)。	 

   
図 4 真空デシケータ(AS ONE VL-C 型:左) 

  紫外線管(中央)及び吸引ろ過器(右) 
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	 3-3.	 評価	 

	 	 生成したゲルはデジタルフォースゲージ(DF:IMADA	 MX-500N)による強度と複数のゲルの比較によ	 

って評価した。	 

	 

４．結果と考察	 

4-1.	 直接浸透ゲルについて	 

図 5 より、AAm 溶液の濃度が高いものほど強

度は大きくなったが、表 1 より、濃度が高くな

るにつれて崩れやすくなることがわかった。	 

また、浸透期間を1日から16日にしたことで、

1 日浸透させたゲルよりも丈夫で弾力があり、

AMPS ゲルを一度水に膨潤させた後に AAm 溶液

を浸透させて合成した DN ゲル(以下従来の DN

ゲルとする)に近いゲルが合成できた。	 

4-2.	 軽粉砕 DN ゲルについて	 

	 今まで自由に形成するために 1 次ゲルを完全に粉砕していたため、吸引ろ過時に目詰まりを起こ

してしまい余分な水分を脱水することはできなかった。しかし、完全粉砕せず軽く粉砕することで

脱水が可能になった。脱水することにより、従来の DN ゲルよりも硬いものができると考えていたが、

従来の DN ゲルや直接浸透ゲルよりも丈夫で軟らかいものができた。丈夫で強い DN ゲルを合成する

には、1 次ゲル PAMPS

と2次ゲルPAAmの適切

なバランスが重要であ

ることが分かった。	 

4-3.	 着色ゲルについて	 

	 食紅も絵の具も 1 次

ゲルに浸透させることはできたが、DN ゲル合成後窒素水で膨潤させたところ食

紅は流れ出てしまった(図 6)。このことから、DN ゲルの網目は食紅の粒子より

も大きく絵の具の粒子よりも小さいと考えられる。食紅(赤 102 号)の粒子の直

径は 20μm、絵の具(サクラ水彩絵の具:コバルトブルー)の粒子の直径は 30μm

であるので、DN ゲルの網目の大きさは、直径 30μm 以上の粒子を通さない大き

さであると考えられる。また、水彩絵の具にはアラビア

ゴムが成分として含まれており、顔料を含んだゴムの分

子が DN ゲルの網目構造とよく絡まるため、着色できたと

考えられる。	 

	 

５．今後の課題	 

	 (1)	 自由に成形できるように複雑な型の考案	 

(2)	 DN ゲルの合成時間の短縮	 

(3)	 他の絵の具などを使ってどんな着色ができるかを検討する。	 

	 

６．参考文献	 

(1)	 課題研究報告書	 2013～2014	 	 東京工業大学附属科学技術高等学校応用化学分野	 

(2)	 T.Takajima,	 and	 J.P.Dong	 et	 al,	 Polym.	 Chem.,	 1,693(2010)	 

(3)	 Jian	 Ping	 Gong	 et	 al,	 Polym.	 Chem.,	 3,	 449(2011)	 

	 	 

図 6. 水彩絵の具による着色ゲル(左) 
	  食紅による着色ゲル(右) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5. ゲルの強度 

表 1. ゲルの強度と状態 
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課 題 名	 	 	 機能性ガラスの作製 
発 表 者	 	 	 関根	 健太	 	 武田	 直哉	 	 田中	 悠貴 
指導教諭	 	 	 鈴木	 長寿 
 
１．目的 
	 	 ガラスは通常は数千度の温度できれいなガラスが作製されるが、そ

こで私たちは比較的低い温度で、ひびがなく、また、くもりもない状

態でガラスを作製できるかを研究したいと考えた。 
２．概要 

ガラスは通常の金属などと異なり、分子が規則正しく並んでない、 
通称アモルファスという状態である。この状態になることにより「透明」

という特別な性質を得ることができる。 
	 アモルファスは元となる試料を融解しそれを急冷することで得られる。

そして、融解の際に金属酸化物等を混ぜることにより溶融温度を下げたり

色をつけたりすることが可能になる。 
３．方法 
＜試料①＞	 SiO2 2.60 g、PbO 6.00 g、Na2B4O7 8.00 g、CoCl2(aq)0.27 g/L  1 mL を混合した。 
＜試料②＞	 Na2B4O7 を任意の量計量した。 

上の①と②を基本試料(以下①は鉛ガラス、②はホウ酸ガラスとする)として電気炉を用いて 
約 800~900℃でおおよそ 20 分加熱融解をした。その後、炭素板ないしは銅板に融解した試料を 
流し込み、これを冷却した。また、他の酸化物等を基本試料とともに加え、同様の操作を行なった。 
４．結果	 

	 (ⅰ)鉛ガラス(図 1)	 

基本試料①に無水硫酸銅を 0.10 g 加えた試料でガラスを作成した。そのガラ

スは青色で透明だったがひびや内部にくもりが多くあった。	 

	 	 (ⅱ)ホウ酸ガラス	 

	 基本試料②に酸化ネオジム(Nd2O3)、酸化テルビウム(Tb2O3)、酸化プラセオ

ジム(Ⅲ,Ⅳ)(Pr6O11)をそれぞれ微量加えた試料でガラスを作成した。	 

	 これらのガラスはいずれもひび割れ及び内部にくもりは見られなかったが、

作製後しばらくして表面がくもってしまった。また、それぞれの色と紫外線を

当てた時の色については次の表１のようになった。	 

	 	 表 1	 ホウ酸ガラス三種の色	 

混ぜた微量元素 Nd Tb Pr 

通常(太陽光による呈色) 紫色 透明 黄色 
紫外線による呈色 赤紫色 橙赤 （なし） 
 
 
作成したガラス 

 

 
 

(ⅲ)反射率	 

図 1	 ガラスの構造 

図 2 鉛ガラス 
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	 上の４つのガラスの反射率についてのグラフを図 3 に示す。	 

	 

 
・ガラスの反射率から分かることは、銅を含むガラスについて、波長が 490 nm の部分がピークとし

て出ていて、その値は青緑色ため、このことからも銅を含むガラスが青色を発色することが分かる。 
・Nd を含むガラスは、紫外線域および黄色の光を吸光して蛍光色を発することが確認できた。 
・Tb を含むガラスは、同様に主に紫外線域において吸光し蛍光色を発することが分かった。 
・Pr を含むガラスでは、可視光の領域において黄色の補色である青色の部分を吸光するために黄色を

発色していることが確認できた。 
 
５．考察	 

・炭素板と銅板について 
	 ガラスは炭素板に流して作製したものよりも銅板に流したものの方がきれいにできた。これは、炭

素(黒鉛)の熱伝導率が 119～165 W/(m･K)、銅板が 401 W/(m･K)であることから、溶融したガラスの

熱を板がうまく逃がすことでガラスが急冷され、きれいになると考えられる。 
・鉛ガラスにおいてひび割れが多いのは、ガラス分子中の Pb2+が別の分子やイオンよりもかなり大き 
いために Si-O の結合を阻害してしまっているのではないかと考えられる。 
・Tb や Nd を入れたガラスが紫外線を当てたとき

に蛍光ガラスから光が放出された理由として、図

3 のようにガラス中の Tb または Nd 元素が紫外線

により電子のエネルギーが高い状態となり、元に

戻ろうとして光という形でエネルギーを放出するか

らで、これらの元素が f 軌道をもつために 
このような現象が生じるのではないかと考えられる。 
 
６．今後の課題 
 今回、ホウ酸ガラスの表面にくもりができた理由は分からなかった。今後はその原因を突き止め、表

面のくもりをなくす方法を考え、きれいなガラスに近づけていきたい。また、基本試料として用いる

物質を変えたり表面に何かしらの処理を施すといった別のタイプのガラスの作成・評価を行いたい。 
７．参考文献	 

・おもしろサイエンス	 ガラスの科学（ニューガラスフォーム	 編著）	 

	 	 

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 2	 光の波長と色 

図 3	 ガラスの反射率 

図 4	 電子の励起 
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課題名	 	 	 光触媒を用いた可視光下における NOx 浄化性能の評価 
発表者氏名	 越野 素直	 中山 晶皓	 野呂 宣仁 
指導教諭	 	 豊前 太平 
 
1 .  目的  

本研究の目的は、研究例の少ない「可視光応答型光触媒の NOx 浄化性能」を評価することである。

近年注目されつつある可視光応答型光触媒材料である酸化タングステン(WO3)と、主に紫外光下でし

か光触媒作用を示さない従来の光触媒材料の酸化チタン(TiO2)について、その NOx 浄化性能を比較評

価する。 
 

2 .  原理  
	 光触媒に光を照射すると、光触媒内に電子(e-)が励起し正孔(h+)が生

じる。励起された電子は空気中の酸素と反応し様々な活性酸素をつく

る。こうして生じた正孔(h+)や活性酸素は強い酸化力を持ち、大気中

の NOx を酸化し、最終的に硝酸イオン(NO3-)に固定する。こうして

NOx は光触媒によって浄化される。(図 1)   
3.  方法  
 
3-1.  操作手順  
(1) NOx を、密閉された容器（光触媒反応器）内で、微量の

銅約 0.03 g と濃硝酸 20 µL の反応により生成させる。なお、

この光触媒反応器内には予め、光触媒プレートが設置されて

いる。 
(2) NOx 拡散後、反応器内の気体サンプルを 20 分ごとに採取

し、これに含まれる NOx 濃度を測定し、光触媒の NOx 浄化

能力を評価する。(図 2)                                             
3-2.  分析方法  
	 50 mL ビーカー（発色瓶）内に、トリエタノールアミン(TEA) 100 µL、ザルツマン試薬 2 mL、精

製水 4 mL と、採取した NOx サンプルを入れ、薄赤色のアゾ色素を形成させる。 
	 その後、吸光度分析によりアゾ色素濃度を調べ、NOx 濃度を求める。（ザルツマン法） 
3-3.  実験条件  

光触媒材料には TiO2、WO3、WO3+CuO の３種類を用い、光触媒プレート作製にはバインダーと

無機ボンドの 2 種類の接合剤を用いた。バインダーは 2～4 時間 440〜500℃、無機ボンドは 3 時間

140℃でそれぞれ電気炉を用いて焼き付けた。 
光触媒への光照射装置には、紫外光(UV)である波長 385 nm、可視光(Vis)である波長 405 nm の LED

電球を用いた。それぞれの LED 電球について、単一照射や同時照射、照射なしの条件で実験した。

また、照射強度も３段階に分けて評価した。 
 
4 .  結果  
	 図 3 と図 4 のグラフより、両光触媒材料共に装置への NOx 吸着が安定(約 100 分)してからの、光

照射の有無による NOx 濃度の変化の差はほとんど見られなかった。よって、これまでの実験で光触

媒性能は明確には現れていなかったといえる。 
 

図 1 光酸化作用 

図 2 実験装置 
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図 3	 NOx 濃度の変化(WO3)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 図 4	 NOx 濃度の変化(TiO2) 
 
5.  考察・課題  
5-1.  光触媒性能が明確に現れなかった原因  
＜光触媒反応器＞ 
・評価方法にバッチ式を採用したため、NOx の反応器内吸着の影響が大きく、吸着が安定するタイミ

ングが不明確であった。そのため、NOx 濃度の減少が、吸着によるものなのか、光触媒性能によるも

のなのかの判別が困難だった。 
・反応器内で NOx を発生させるため、存在する酸素の濃度・量が減少し、光触媒性能が示されにく

く、NOx が酸化されにくい環境になっていたと考えられる。 
・短波長光の影響で NO2 が NO に光解離していた可能性がある。 
＜光触媒プレート＞ 
・接合剤にバインダーを用いた光触媒プレートは、光触媒の大部分が、焼き付ける際にバインダーに

埋もれてしまったため、光触媒性能を示しにくかったと考えられる。 
・酸化タングステンは 440〜500℃の電気炉内で薄黒く変質してしまったため、WO3 が熱に弱く光触

媒性能が低下していた可能性がある。 
 
5-2.  課題・展望  
(1)《コーティング方法に sol-gel 法の利用を検討》 

光触媒結晶配列を均一にすることで光触媒性能の向上が望める。そのため sol-gel 法を用いたコーテ

ィング法が好ましいと考えられる。しかし、WO3 に関しては sol-gel 法の手法が確立されていない。 
(2)《バッチ式ではなく流通式を用いる》 
	 流通式では一定量の気体を常に流通させるため、バッチ式に比べて吸着による影響を緩和できる。

また、流通させる気体に O2 も含まれるため、酸素の欠乏の防止が期待される。 
(3)《化学発光法 NOx 測定器を使用する》 
	 流通式の実験方法を採用することで、NOx 測定器を組み込むことができる(尚、化学発光法 NOx 測

定器は既に設置済)。手作業の多いザルツマン法による測定以上に精密に測定することが可能なため、

データ信用度の向上が期待できる。 
 
6 .  参考文献  
(1)M. Koizumi, Y. Sakka, and K. Tyujo, “Technology of Nano-materials”, CMC, P.321 (2007) 
(2)K. Ishibashi, Y. Kubota, “身近なナノテク	 酸化チタン・酸化亜鉛を知る”, 1, Nikkei Business 
Pub, Inc., P.353 
(3)X. Liu, Z. Jin, S. Bu, and T. Yin, J. Sol-Gel Sci. Tec. 36, 103-111 (2005) 
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課	 題	 名	 酢酸菌が生成するセルロースの利用法	 

発	 表	 者	 栗田	 瑞希	 	 松井	 栞里	 

指導教諭	 成田	 彰	 

１．目的	 

微生物の中でも特殊な性質を持つ酢酸菌が生成するセルロースを機能性材料に活かすことを、本研

究の目的とする。	 

２．概要	 

酢酸菌は糖分を吸収すると、細胞内のセルロース合成酵素によりセルロー

ス繊維を生産する。セルロース(図１)はβ-グリコシド結合による直鎖の高分

子で、植物の細胞壁の主成分である。セルロース分子は、ヒドロキシ基によ

って分子間に水素結合を生じ、繊維となる。このセルロースを化学修飾ある

いは他の高分子と複合化することで機能性材料にすることを検討した。	 

３．方法	 

3-1．セルロースの生成	 

	 (1)	 pH を約 4.5 に調整した栄養液(表１)を滅菌処理	 	 

	 	 	 	 し、シャーレに分取した。	 

	 (2)	 酢酸菌を入れ、30	 ℃に設定したインキュベータ	 

	 	 	 ー内で 1,2 週間放置した。	 

(3)	 生成したセルロース膜を精製水中で滅菌処理後、	 

0.1	 mol/L-NaOH	 aq.で処理して脱色した。	 

	 3-2．セルロースの機能材料化	 

3-2-1．セルロースゲルへの 2-アクリルアミド-2-メチルプロパンスルホン酸(AMPS	 aq.)の浸透	 

	 	 図２に示すようにセルロースゲルに AMPS	 aq.を浸み込ませ重合することで強度の増加とスルホ

基の導入を目指した(図３)。浸透の前処理として、4.0	 ％-NaHCO3	 aq.に一晩浸けることで繊維

間の水素結合を弱め、フリーズドライすることで AMPS	 aq.をより浸透しやすくした。	 

	 

	 

	 

	 

	 

3-2-2．セルロース繊維のアセチル化	 

	 (1)セルロースゲルを氷酢酸に浸し、100	 ℃で 30	 分間静置して前処理を行った。	 

	 (2)(1)のゲルを氷酢酸、無水酢酸、濃硫酸の体積が 40:40:1 になるように調整した混液に浸し、室温	 

にて 60	 分間静置した。その後、精製水で十分に洗浄した。	 

	 3-3．生分解性プラスチックの作製	 

(1)セルロースとアセチルセルロースの 2 種類のゲルをそれぞれフ	 	 	 

	 	 リーズドライし、薄いシート状にした。	 

	 (2)木材から抽出した粉末状のリグニンをエタノールで溶き、シー	 	 	 

	 	 ト 3 枚の間に均等に薄く塗り、5 層にした(図４)。	 

	 (3)金型にリボンヒーターを巻き、約 60	 ℃、10	 MPa でプレスした。	 

	 3-4．評価	 

	 	 サンプルを赤外分光分析法(IR)、酵素法、フェノール硫酸法、引張試験により評価した。	 

	 培養液	 ココナッツ水	 

	 

成分	 

フルクトース	 

ポリペプトン	 

酵母エキス	 

KH2PO4	 

ココナッツミルク	 

スクロース	 

O

OH

OH

OH
O

O
OH

OH

OH

O

ｎ  

図１	 セルロースの構造式 

表１	 使用した２種類の栄養液とその成分 

セルロース 

AMPS	 aq.	 

UV 照射	 6	 h	 

NaHCO3	 aq.	 

フリーズドライ	 

脱気	 

図２	 セルロースゲル中への AMPS	 ポリマーの導入手順 
図３	 生成したゲル 

1

シート 

 

 

シート 

シート 

リグニン 

プレス 

図４	 プラスチックの作製法	  
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４．結果と考察	 

	 4-1．繊維間の水素結合が弱められることによる影響	 

	 セルロース膜を NaHCO3	 aq.に浸けてフリーズドライしたものとアセチル化

し、フリーズドライしたものは、他に比べ空気を含み柔らかく膨らんでいた

(図５)。これは、セルロースの繊維間の水素結合が弱められたためであると

考えられる。	 

	 4-2．IR スペクトル	 

	 AMPS 導入前後のセルロース膜の IR スペク

トルは図６のようになった。AMPS をセルロー

ス膜内に導入することは難しいが、NaHCO3	 aq.

に浸けて繊維間の水素結合を弱めてから行う

ことで、AMPS	 aq.がゲル内に浸み込みやす

くなることが分かった。	 

4-3.プラスチックの生分解性評価	 

	 セルラーゼによりプラスチックを分解した後、分解した糖をフェノール硫酸法により定量した結果

を表２に示す。ココナッツ水から作製したプラスチックでは、アセチル化したものの方が分解が進ん

だ。これはアセチル化により繊維間の水素結合が取り除かれ、分解が進みやすくなったと考えられる。

しかし、培養液から作製したプラスチックは、アセチル化していないものの値が大きくなった。これ

は、分解をする際に滅菌をしていなかったのでカビが生えてしまったことと、プラスチック試料の重

さやリグニンの量をそれぞれの	 

試料でそろえることが難しかっ

たため、正確に実験を行うこと

ができなかったからであると考

えられる。	 

4-4．引張試験	 

	 セ ル ロ ー ス 膜 と

AMPS 導入膜の試験結

果は表３のようになっ

た。コピー紙やろ紙と比べセルロース	 

膜はかなり強度が高く、また、AMPS 導

入で更に膜強度が増すことが分かった。

しかし、AMPS	 aq.を浸み込みやすくす

るために NaHCO3	 aq.に浸したものは逆に水素結合が弱まり、強度が小さくなってしまった。また、プ

ラスチックの引張試験の結果は表４のようになった。アセチル化したものの方が空気を含んだもので

あったためリグニンが入り込みやすくなり、より強いプラスチックになったといえる。	 

５．今後の課題	 

	 ・AMPS 導入ゲルの利用法の検討をする。	 

	 ・リグニンプラスチックの漂白をして、より均等で透明度の高い生分解性プラスチックを作製する。	 

６．参考文献	 

	 ・好気呼吸による「発酵」を行う酢酸菌	 松下一信	 

	 ・酢酸菌におけるセルロース生産のメカニズム	 外内尚人	 	 	 

	 	 ・糖の定量法	 北村進一・中屋慎	 

	 培養液	 ココナッツ水	 

ノーマル	 アセチル化	 ノーマル	 アセチル化	 

濃度[g/L]	 33.8	 15.5	 18.3	 22.5	 

	 ノーマル	 

	 	 

AMPS	 コピー

紙	 

ろ紙	 

	 	 NaHCO3aq.なし	 NaHCO3aq.あり	 

最大値[N]	 51.1	 77.3	 61.9	 42.3	 44.1	 

	 ノーマル	 アセチル化	 コピー紙	 ろ紙	 

最大値[N]	 57.1	 71.6	 41.7	 47.1	 

図５	 アセチル化前後の 
	 	 	 セルロース 

前	 後	 

表３	 セルロース膜の引張試験 

表２	 セルラーゼにより分解された糖の濃度 

表４	 セルロースプラスチックの引張試験 

図６	 AMPS	 aq.を浸み込ませたセルロースゲルの IR スペクトル 
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	 図 1 登り窯モデル 

課 題 名 益子焼における釉薬の研究Ⅱ 
発 表 者 高田耕佑	 廣澤拓哉	 山下大貴 
指導教諭 成田 彰 
 
１．目的 

益子町(栃木県芳賀郡)において、益子焼に使用される釉薬の発色メカニズムを調べ、環状電気炉を

用いて焼成雰囲気を制御し、釉の理想的な発色の再現を行う。	  
 

２．概要 
益子町では伝統的に並白、糠白、黒、柿、アメ、青、灰とよばれる 7 つ

の釉薬が使われている。これらの釉の発色の元は各種金属元素であり、そ

の発色メカニズムには焼成時に存在する気体による酸化還元反応や温度な

どの“窯の環境(焼成雰囲気)”に左右される。 
登り窯(図 1)では熟練の職人の方々によって、くべる薪や空気穴の数を調

整し、窯内の“環境”がコントロールされる。薪をくべれば、炎は大きくな

り温度もその分だけ上がる。空気穴を開放すれば、たくさんの酸素が窯内

に流入し、完全燃焼(＝酸化炎)となり、空気穴を閉じれば、酸素が減り、不完全燃焼(＝還元炎)となる。 
本研究では、益子町の陶芸メッセにある登り窯の操業時の各種データを採取し、それを元に釉の発

色に関する考察・検討を行った。 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

３．方法 
	 3-1 登り窯における実験	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
	 	 登り窯内の環境を知るため以下のような実験を行った。 
	 	 酸素濃度の測定・・・真空ポンプを用いて、窯内部の空気を吸引。ジルコニア管を用いた自作の

酸素センサーで酸素濃度の測定を行った。 
	 	 温度の測定・・・焼成を行っている 3 つの部屋に 1 つずつ白金ロジウム熱電対を差込み、温度の

測定を行った。 
	 	 発色サンプルの作成・・・直径 15 mm、厚さ 6 mm の各釉薬を塗ったサンプルを窯内部の 13 箇

所に配置し、焼成を行った。それを学校に持ち帰り、紫外可視吸光分析装置を用いて発色を数値的

に解析し、評価した。 
	 3-2 管状電気炉における実験 
	 	 益子町の粘土を用いて直径 50 mm、厚さ 8 mm ほどのサンプルを作成した。これを、電気炉を

使って素焼きし、益子町で頂いた釉薬を塗り、直径 30 mm、長さ 610 mm の炉心管（アルミナ製）

の管状電気炉を用いてさまざまな条件（各種気体、焼成温度、昇温速度、冷却速度）下で焼成実験

を行った。 
 
４．結果 
	 4-1 登り窯における実験 
	 	 登り窯では、各釉薬が典型的な発色をする焼成場所（窯番号、棚位置）が決まっており、適当な

発色を示したサンプルの予想される焼成雰囲気を表 1 及び図 2、図 3 に示す。 
	 表 1 各釉薬の酸化還元の偏りの有無 

種類 並白 糠白 黒 柿 アメ 青 灰 

特性 偏り無し 偏り無し 酸化で◎ 還元のみ 酸化で◎ 酸化のみ 偏り無し 
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図 2 焼成中の 2 の窯内部の酸素濃度の推移	 	 	 	 	 	 	 図 3 焼成中の各窯の温度の推移 

4-2 管状電気炉における実験	 	  
	 発色の再現では以下のような結果になった。 
	 ・昨年、発色しなかった柿釉の発色に成功した。(図 4) 
	 ・昨年発色した糠白の発色が発色せず、しても不完全な発色しかしなかった。(図 5) 
	 ・青と柿の同時発色に成功した。(図 4) 

図 4	 柿釉青釉発色時の条件 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 図 5 糠白不完全発色時の条件 

５．考察 
	 着目した各釉薬の発色条件について 

	 	 ・柿釉(赤茶色)：高温で釉薬が融解している状態において、接触する酸素の量によって色が変化し、	 

柿釉に適当な酸素量の時に発色すると考えられる。 
	 ・青釉(緑青色)：酸化雰囲気下では無条件で酸化銅(II)の発色が確認できるが、釉の酸素接触量が少

ない、または還元雰囲気下にすることで酸化銅(I)が混ざってしまい特有の発色が見られないと

考えられる。 
	 ・糠白釉(乳白色)：この釉薬には金属元素は含まれていないため、元となるガラス質の無機物質の

状態がおもに発色の要因といえる。また、発色条件より、急冷することで無機物質が微細結晶

を作り、結晶がそれぞれ成長することで光の乱反射を起こし、白く発色することが確認できる

と考えられる。	 	  

６．今後の課題 
・登り窯の詳しい分析(各窯内の温度、酸素濃度、一酸化炭素濃度など) 
・全ての色を同時に発色する条件の開発 
・還元剤となる気体の種類による発色の違いの調査 

７．参考文献 
	 ・高島廣夫：陶磁器釉の化学,内田老鶴圃,1994 

・草野圭弘,福原	 実：日本結晶学会誌,56,179(2014) 

謝辞：この研究を行うにあたって、ご協力いただいた、村田浩先生をはじめとする益子町のみなさん、東

京工業大学の櫻井修准教授にこの場を借りてお礼申し上げます。 
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課題名	 	 	 	 	 温度応答性ゲルの合成と評価	 

発表者氏名	 	 	 小野田	 哲	 	 加曽利	 亮祐	 	 山上	 隼	 

指導教諭	 	 	 	 森安	 勝	 

1.	 目的	 

本研究の目的は、このゲルを自分たちで合成して、その物性を評価することである。また、異なる

特性をもつモノマーを共重合させることで、下限臨界溶解温度(lower	 critical	 solution	 temperature,	 

LCST)がどのように変化するか検証する。	 

2.	 概要	 

温度応答性ゲルとは、高い温度ではその高分子

内、あるいは高分子間の疎水基同士の結合が強ま

りポリマー鎖が凝集するため白濁し、低い温度で

は高分子鎖の親水基と水分子とが結合(水和)し	 

溶解して透明になるという性質をもつゲルである(図 1)。	 	 図 1	 温度応答性ゲルの原理	 

また、次に使用した試薬の構造式と名称及び役割を示す。	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 

	 

 

	 

	 	 	 	 	 	 	 図 2	 紫外線照射装置	 

	 

	 

(1)	 N-ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙｱｸﾘﾙｱﾐﾄﾞ(N-isopropylacrylamide;NIPAM/モノマー）	 

(2)	 ｱｸﾘﾙｱﾐﾄﾞ(acrylamide;AAm/共重合モノマー)	 	 

(3)	 N,N-ｼﾞｴﾁﾙｱｸﾘﾙｱﾐﾄﾞ(N,N-diethylacrylamide;DEAAm/共重合モノマー)	 	 

(4)	 N,N'-ﾒﾁﾚﾝﾋﾞｽｱｸﾘﾙｱﾐﾄﾞ(N,N'-methylenebisacrylamide;MBAA/架橋剤)	 

(5)	 2-ｵｷｿｸﾞﾙﾀﾙ酸(2-oxoglutaric	 acid;OGA/重合開始剤)	 

3.	 方法	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

3-1.	 ゲルの合成	 

調製したモノマー溶液を脱酸素し、窒素雰囲気にしてから合成用反応容器

に入れ、360	 nm の紫外線を照射した。生成したゲルを加熱→冷却→を数回繰

り返すことで未反応モノマーやオリゴマーを取り除き、真空凍結乾燥機(図 3	 

ASONE	 CORPORATION	 	 FDU-12AS)に入れてゲルを凍結乾燥させた後、さらに

110	 ℃の乾燥機で十分乾燥させた。	 

	 

表１	 ゲルの合成条件	 

	 条件１	 条件２	 条件３	 条件４	 

UV 照射時間	 [h]	 6	 12	 18	 18	 18	 

NIPAM	 [moL]	 1.25×10-2	 1.25×10-2	 1.25×10-2	 1.25×10-2	 1.25×10-2	 

OGA	 [moL]	 1.0×10-4	 1.0×10-4	 1.0×10-4	 1.0×10-4	 1.0×10-4	 

他のモノマー	 

[%moL]	 

	 	 MBAA	 AAm	 DEAAm	 

0.1	 5	 10	 15	 5	 10	 15	 

温度が低いとき(溶解) 温度が高いとき(凝集) 

N
H

O

NH
2

O

N

O

N
H

N
H

O O
OH OH

O

O

O

(1)	 (2)	 (3)	 

(4)	 (5)	 

図 4	 吸光光度計 

図 3	 	 真空凍結乾燥機 
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図 5	 P-NIPAM の水溶液 
表 2  条件 1-3 で合成したゲルの性質 

3-2.	 ゲルの評価	 

精製したゲルの粘度平均分子量と LCST を測定した。LCST の測定は乾燥ゲルを用いて、0.1	 %～0.4	 %

の水溶液を調製し、吸光光度計(図 4	 JASCO	 ETCR-762)を用い温度変化をさせながら透過率を測定した。	 

4.	 結果と考察	 

4－1.	 分子量と LCST	 

吸光光度計を用いて測定した、条件 1-3 のゲルの LCST の値を示す(図 5～7、表 2)。(赤色のグラフ

が温度を上昇させたもの、青色のグラフが温度を下降させたもの) 	 

	 

条件 1,2のゲルの分子量、LCST測定の結果より、	 

ゲルの分子量は紫外線照射時間に依存し、LCST の

値は分子量には依存しないということが分かった。

架橋剤を添加すると、凝集するときにゲルが塊と

して生じてしまうため、透過率をうまく測定する

ことができなかったが、架橋剤によっても LCST

はほとんど変化しなかった。これは、架橋剤を加

えることで網目構造となり、高分子鎖が絡まりや

すく、水に対する溶解性も低下するためと考えら

れる。架橋剤の添加量が多すぎると、温度応答性

がなくなるのではないかと考えられる。	 

4－2.	 共重合したゲルと LCST	 

共重合したモノマーの割合と LCST の関係のグラフを

示す(図 8)。AAｍと共重合したゲルP-(NIPAM+AAm)の LCST

の値は P-NIPAM の LCST よりも大きくなり、DEAAm と共重

合したゲル P-(NIPAM+DEAAm)の LCST は P-NIPAM の LCST

の値よりも小さくなった。これは、LCST が高分子側鎖の

親水基の割合に依存し、官能基の親水性に関して

-NH2>-NHR>-NRR’という関係が成り立ち、親水基の割合

が Amm>NIPAM>DEAAm となるからだと考えられる。また、

5	 %mol 水溶液に比べ、10	 %mol 水溶液の方が、P-NIPAM

の LCST の値との差が大きくなったことから、親水基の割

合が大きくなるとLCSTの値は上がり、疎水基の割合が大きくなるとLCSTの値は下がると考えられる。 
5.	 今後の課題	 

	 生体スイッチなど温度応答性高分子の応用範囲を広げるため、共重合させるモノマーの種類や割合

を変えた実験をさらに続けていきたい。	 
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図 6	 	 P-(NIPAM+5	 %molAAｍ)	 図 7	 P-(NIPAM+5	 %molDEAAm)	 

図 8 共重合モノマーの割合とLCSTの関係 

30.0 ℃ 32.0 ℃ 27.8 ℃ 


