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表１	 MBL 培養液の組成

 
 

培養環境の違いによるクロレラのバイオオイル生成の比較 
 

Comparing the Mass of Bio-oil from Chlorella Vulgaris Cultivated  
in Various Culture Conditions 

相川	 詠紀*，小林	 聖弥*，吉田	 隼人*，成田	 彰**	 

 
 

1. 目的	 
クロレラは，必須アミノ酸やビタミン類，ミネ

ラル類などの栄養素を豊富に含んでいることでよ

く知られている。また，増殖が早いことやオイル

を産生することからバイオ燃料として注目されて

いる。そして，クロレラはオイルボディという細

胞内小器官に脂質を蓄積する性質があり，ストレ

スを与えて培養することでより多くのオイルを産

生することが分かっている。そこで私たちは，培

養条件を変えることでどのストレスを与えること

でオイルを多く産生するのかがわかるのではない

かと考え，様々な培養条件で培養したクロレラを

比較することでどのストレスを与えるとよいのか

を検討することを目的とした。	 

	 

2. 方法	 	 
2.1 培養液の調製	 
ＭＢＬ培養液を調製した。ＭＢＬ培養液の組成

は表１に示す。	 

	 

2.2 培養と計測	 
	 Metal	 Mix と Vitamin の溶液を各種抜いた培養

液を作り，100	 mL の三角フラスコに 100	 mL 取り，

元のクロレラが入った瓶からクロレラを 5mL 取り，

フラスコをエアーポンプを使って空気を送り込め

るようにつなぎ培養した。1 週間後に培養した溶

液を駒込ピペットで 1 滴取り，ホールスライドガ

ラスに滴下しデジタル顕微鏡で観察した。同様に，

K(カリウム)，P(リン)，N(窒素)を各種抜いた培養

液を作り，空気を吹き込むものと送り込まないも

のに分けて上と同じ操作をし，24 時間おきに観察

した。	 

	 

2.3 クロレラの個体数の吸光度による計測	 
	 フラスコの底に沈んだクロレラの塊を分散させ

るために，培養液を超音波にかけた。分散させた

培養液から 2mL をマイクロチューブにとった。そ

れぞれをビードビーターで振動させて，より分散

した液を作り，顕微鏡下の個体数の計測と可視分

光光度計（JASCO	 VE-750）を使ってその分散液の

吸光度を測ることで，クロレラ数と個体数の関係

を調査した。 
	 

2.4	 バイオオイルの検出	 

培養液から 2mL を 2 本のマイクロチューブにそ

れぞれとり，遠心分離にかけた。一方は，下に沈

んだクロレラをスライドガラスの上に広げ，蛍光

顕微鏡を使ってその色の様子を観察した。もう一

方は，上澄みを抜いた後，ナイルレッドをマイク

ロチューブに入れて，10 分程度放置した。その後，

試料をスライドガラスに乗せ，その色の様子を比

較観察した。	 
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図 1	 一週間おきのクロレラの推移 

 
図 4	 吸光度によるクロレラの個体数の比較 

図 3	 吸光度とクロレラの個体数の関係 

 
3. 結果と考察	 
3.1	 養分による個体数の変化	 

Metal	 Mix を抜いた溶液を用いて 35 日間培養し

た。動く微生物が出てきてしまったので，比較は

困難だった。	 

	 K，P，N，を抜いた溶液を 6 週間培養した。3 種

それぞれを抜いた中で，K を抜いたものが一番差

が大きく明確に違いが出たため，その結果を図 2

に示す。序盤の 3 週間は，そもそもの数が少なか

ったために，数値が低くなっていると考えられる。

35 日目に一度大きな個体数の逆転が起こってい

るが，これは，空気を送り込んだものが死滅する

タイミングと送り込んでないものが増殖するタイ

ミングが重なったからだと考えられる。	 

	 また，クロレラの分裂周期は 1 週間より短いこ

とがわかった。それゆえ，5 日間，毎日個体数を

計測した。その結果を図 2 に示す。	 

この結果から，分裂周期は 1 日未満か 1 日以上 1

週間未満ではないかと考えられる。	 

3.2	 クロレラの個体数の吸光度による計測	 

	 3.1 の考察において，K について着目したため，

ここでもKの結果を使うことにした。(図 4)より，

明らかに，空気を吹き込んだものの方がクロレラ

の数が多いことがわかった。また，P を抜いたも

のについても同様の結果が得られた。しかし，N

を抜いたものに関しては、空気を吹き込まなかっ

たものの方が多かった。このことから、K と P を

抜く場合は，空気を送り込んだ方が培養効率が良

く，N を抜く場合は，空気を送り込まない方が培

養効率が良いと考えられる。	 

	 

3.3	 バイオオイルの検出	 

	 本実験では，ナイルレッドによる油分の染色を

確認することはできなかった。	 

4. 今後の課題	 
培養装置のガラス管内にクロレラがこびりつ

いて取れないのでそれを取り除き，より正確に計

測する方法を見つける。クロレラの分裂周期がわ

かっていないので，計測する期間を短くしたり，

一つの個体に注目して観察するなどをして分裂周

期を調べる。また，どの成長段階でオイルを抽出

するのが良いのかを調べる。現在，オイルの抽出

まではできていないが，オイルを抽出したいので，

効率の良い方法を検討する。	 

	 

参考文献	 

•   Saddam H. Al-lwayzy, Talal Yusaf, Raed A. 
Al-Juboori；Energies 2014, 7, 1829-1851 

図 1 製作したアーム 

 
図 2	 １日おきのクロレラの推移 

 



酸化タングステン微粒子の合成とその光触媒性の検討 
 

Investigating the Synthesis of Tungsten Oxide Nano Particles  
and its Photocatalytic Effect 
窪寺  壮哉 *，關  透弥 *，成田  彰 ** 

 

 

1. 目的	 
本研究の目的は，可視光下で光触媒として働く

酸化タングステンの微粒子を合成し，光触媒性を

評価することである。また，光触媒によって水中

の有機物を分解することで環境浄化材としての実

用性を期待した。	 

2. 概要	 
2.1 原理	 
	 光触媒に光を当てると，光のエネルギーによっ

て電子が飛び出す。このとき，電子が抜けた穴は

正孔（ホール）と呼ばれ正の電荷をもつ。これら

が周囲の物質と電子のやり取りをすることで酸化

還元反応がおきて，有機物などを分解できる。一

般的に光触媒は酸化チタンが有名で紫外線下で光

触媒として働くが，酸化タングステンは可視光下

で光触媒として働くため比較的利用しやすいとい

う利点がある。	 

2.2 使用試薬	 
	 以下に，本研究で使用した試薬の名称を示す。

タングステン酸(H2WO4	 和光純薬工業株式会社)	 

メタノール(CH3OH)，メチレンブルー(C16H18N3SCl)	 

3. 	 実験	 
3.1 酸化タングステン微粒子の合成と評価	 
10	 g のタングステン酸，31	 mL のメタノール，

18	 mL の精製水を丸底フラスコに入れて 90	 ℃で

2.5	 時間還流し，得られた分散溶液を 95	 ℃で 24	 

時間溶解るつぼ(オーエムテックラボ株式会社

MR98)で水熱処理した後，110	 ℃で 24	 時間乾燥さ

せた。その後，500	 ℃で 5	 時間電気炉(MARUTO	 

MS-1700)で熱処理し，酸化タングステンの微粒子

を得た。得られた粉末は X 線回折装置(Rigaku	 

MiniFlex	 600)を用いて構造解析より酸化タング

ステンであるかどうかを評価した。	 

3.2 粒子の固定化	 
水質浄化を目的として光触媒を利用するには粉

末のままでは再利用が困難で手間がかかってしま

う。そのためスライドガラス上に固定化すること

が望ましい。作成した微粒子と結合剤であるバイ

ンドセラム(三井化学株式会社)を乳鉢で練り，ス

ライドガラスの上に塗り，ガラス棒で薄く延ばし

た。乾燥後、電気炉で 500	 ℃、5	 分程度熱処理す

ることで，スライドガラス上に固定化した。	 

3.3 メチレンブルーの分解による光触媒性評価	 
	 光触媒によるメチレンブルー溶液の色素分解量

を測定することで，光触媒性の評価を行った。50	 

µmol/L のメチレンブルーの溶液を 10	 倍，100	 倍

に希釈し，それぞれの吸光度を紫外可視吸光分析

装置(SHIMADZU	 UVmini-1240)を用いて測定し，検

量線を作成した。次にメチレンブルーの溶液を 40	 

mL 入れたシャーレを 2	 個用意し片方には光触媒

を入れ，もう片方には入れずに蛍光灯の光を当て

てスターラーで撹拌しながら反応させて，それぞ

れの溶液の吸光度を 3	 分ごとに測定した。	 

3.4 河川の COD による評価	 
	 光触媒が水中の有機物を分解することを利用し，

河川の COD による光触媒としての実用性の評価を

行った。河川から汲んできた水を 150	 mL ずつ 2	 個

のビーカーに入れて，片方には光触媒をもう片方

には何もいれずに蛍光灯の光を当てて反応させ，

 
図 2 作製した光触媒 

 
図 1 光触媒の原理 
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24時間の放置後それぞれの溶液のCODを測定した。	 

4. 結果と考察	 
4.1 X 線回折法による結晶構造の解析	 
	 水熱合成法により合成した試料の X 線回折図形

は図 3のようになった。酸化タングステンの資料
データのピークと試料の回折ピークが一致したこ

とから，合成したものが酸化タングステンである

ことがわかった。 

4.2 検量線とメチレンブルーの分解	 
	 検量線とメチレンブルー水溶液の反応時間ごと

の濃度変化を示す(図 4，5)。メチレンブルー水溶

液の濃度が光触媒を入れることによって減少して

いるため，作成した酸化タングステンは光触媒と

してはたらくことがわかる。	 

	 図６は光触媒に助触媒として硝酸銅溶液を浸漬

し、酸化銅を担持した光触媒性を比較したもので

ある。ある程度助触媒の効果があるようだが、担

持の方法等を改善する必要性がありそうだ。	 

4.3 COD の測定	 

	 光照射をして24時間後反後の河川水のCODを測

定結果は，光触媒ありの値が，触媒なしの値の約

三分の二に減少している(表１)。このことから作

成した光触媒は環境浄化材としての実用性がある

ことがわかる。	 

5. 今後の課題	 
5.1	 助触媒について	 

銅の単体や化合物などの別の金属を光触媒と混

合することによって光触媒性を高めることができ

ることが知られている。これらの金属を助触媒と

いう。今回の実験では硝酸銅を用いて実験を行っ

たが，その光触媒性には大きな変化は見られなか

った。助触媒の混合の仕方を改善する必要がある

と考えられる。	 

5.2	 光の波長について	 

	 今回の実験では，光源として白色の蛍光灯を用

いた。白色光は様々な波長の光を含んでいる。こ

こで，特定の一つの波長を含んだ単色光を用いる

ことでその光触媒性にどのような変化があるのか

検討することが課題として挙げられる。	 

参考文献	 

(1) http://photocatalyst.co.jp/wordpress/(2017年) 
(2) I. Vamvasakis, Georgaki,D. Vernardou,G. 

Kenanakis,N. Katsarakis ; J Sol-Gel Sci 
Technol(2015) 76:120-128 

 
図 3 三酸化タングステンの X 線回折図形 

 
図４	 メチレンブルー水溶液の検量線	 

	 

図５	 メチレンブルー水溶液の濃度と時間変化 

図 1 製作したアーム 

表１ 河川水の光触媒による有機物分解 
 光触媒あり	 光触媒なし	 

COD [mg/L] 11	 18	 

 

 
図６	 メチレンブルーの濃度と反応時間 



 

 

コロイドフォトニック結晶の合成  

 
Preparation of Colloidal Photonic Crystals 

 

小林  武人*，定松  慧*，外山  尭将*，鈴木  長寿** 

 

1. 目的 

 本研究は，コロイドフォトニック結晶を合成

し，その性質を確認，評価するとともに機能を保

持する方法を検討することを目的とした。 

 

2. 概要 

2.1 原理 

コロイドフォトニック結晶とは，コロイド結晶と

フォトニック結晶の性質を併せ持った物質である。

コロイド結晶(図 1)とはナノメートル領域(粒径が

10-9~10-6 m)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。 

 

 

 また，コロイドフォトニック結晶は本来の色と

は異なる波長の光を反

射する光学的な特性を

有している。これを

Bragg 反射という。     

Bragg 反射とは，結晶

のように周期的な構造

をもつ物質が特定の波

長の光だけを反射する

現象である。（図 3） 

2.2 使用試薬 

スチレン C₆H₅CH=CH₂ （結晶主原料） 

ペルオキソ二硫酸カリウム K2S2O8 （重合開始剤） 

2.3 使用器具 

 セパラブルフラスコ，撹拌子，アリーン冷却管，

スライドガラス，ガラス棒，ホットマグネチック

スターラー (AS ONE REXIM RSH-4DN) 

 

3. 方法  

3.1 ポリスチレンの合成 

(1) セパラブルフラスコ中の蒸留水 200 mL に，    

C₆H₅CH=CH₂を 0.0075～0.0060 mol 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(100 rpm~600 rpm)しながら

70 ℃まで熱して，蒸留水に溶かした K2S2O8

を 2.3×10-4 mol を加え，さらに蒸留水を加

えて全量を 300 mL 調整し，24 時間反応させ

た。 

3.2 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を遠心分離した。 

(2) 濃縮されたポリスチレン分散液を取り出し，

スライドガラスに塗布して乾燥させた。 

＜塗布方法＞ 

A：ガラス棒でスライドガラスに直接塗布した。 

B：溶液にスライドガラスを縦に固定して浸し，

自然乾燥させた。（引き下げ法） 

C：ポリスチレンの分散液を加熱して作った濃

溶液をスライドガラス垂らして乾燥させた。 

D：木工ボンドと混合させ，スライドガラスに

塗布した。 

図 1 コロイド結晶 

図 2.実験装置 

 

図 2 合成装置 

 

図 4 遠心分離後のポリスチレン分散液 

 

図 3 Bragg 反射 
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E：スライドガラスに試料を垂らし，もう一枚の

スライドガラスで挟んだ。 

F：直接塗布した資料にシリコーン接着剤を塗

ってコーティングした。 

 

4. 結果と考察 

4.1 コロイドフォトニック結晶の生成結果 

得られた結果を以下にまとめる。 

・乾燥前は反射光，透過光ともに確認することが

できていたものも，乾燥後には反射光が確認でき

なくなるか，鈍くなってしまった。また，乾燥後

は軽い衝撃だけでスライドガラスからはがれてし

まう程度の耐久性しかなかった。 

・反射光と透過光は補色の関係にあることが確認

できた。（図 5） 

・直接塗布は塗る際に厚さにむらが出やすく，反

射光も安定しなかった。 

・引き下げ法は薄くスライドガラスに付着したが，

横に筋が出てしまった。 

・木工ボンドに混合したものは，木工ボンドに結

晶が溶解してしまった。 

・濃溶液を垂らしたものは乾燥させると水滴のふ

ちに結晶が集中してしまった。 

・挟んだ直後は反射光，透過光ともに確認できた

が，乾燥後は反射光が確認できなくなってしまっ

た。 

・シリコーン接着剤でコーティングをしたものは，

結晶が溶解しているようには見られなかったが，

接着剤が固まった後，反射光が見られなくなった。 

4.2 考察 

・乾燥後に反射光が見えなくなった原因として，

水分の蒸発によって粒子間の隙間が崩れたので

はないかと考えられる。 

・また，軽い衝撃にも弱かった理由として，コロ

イド結晶は通常の結晶とは違い，粒子間にこれと

いって特別な力が存在しないので，粒子間の充填

剤となっていた水がなくなったことで粒子同士

を繋ぎとめる力が弱くなったからなのではない

かと考えられる。 

・直接塗布は人間がやっている以上むらが出るの

は避けられないので，機械等を使用して，一定の

作業を均等に行う必要がある。 

・引き下げ法は，気温の変化による溶媒の蒸発速

度の変化により均一にコロイドフォトニック結

晶が定着しなかったと考えられる。一定気温，一

定湿度で乾燥スピードを保てる環境において要検

証である。木工ボンドに混合したものはポリスチ

レンが木工ボンドの成分に溶解性を持っていたの

が原因だと考えられる。 

・濃縮溶液を垂らしたものは，液体の表面張力に

よって均一にガラス上に定着するのは難しかった。 

・スライドガラスで挟む方法は，乾燥すると反射

光が消えてしまうので，乾燥させずに密閉すると

成功する可能性があると考えられる。 

・シリコーン接着剤によりコーティングしたもの

は，シリコーンが結晶の粒子間に流れ込むことで，

粒子間距離が広がり，結晶構造が崩れたのだと予

想される。 

 

5. 今後の課題 

・ポリスチレン以外の物質でコロイドフォトニッ

ク結晶を合成する。 

・乾燥，衝撃に著しく弱い特性を改善する。 

 

参考文献 

(1) コロイドフォトニック結晶の合成と応用 

倉上拓真*,鈴木伸*,鈴木長寿**(H26 年度課題研究) 

(2) http://www.nims.go.jp/opal/index.html 

表 1 塗布方法と透過，反射光の有無 

 ①  ②  ③  ④  ⑤  ⑥  

A × △ △ × △ △ 

B  × × × ×  

C   × ×   

D × × × ×   

E      △ 

F     × × 

○…透過光，反射光共に確認 △…透過光のみ確認 

×…どちらも未確認 

撹拌子の回転数：①600 rpm ②500 rpm ③400 rpm 

 ④300 rpm ⑤200 rpm ⑥100 rpm 

 

 

図 5 透過光と反射光の様子 

(透過光(左：黄)と反射光(右：青)) 

図 5  



 

 

刺激による柑橘類の酸味の変化  

 
Changes in Citrus Sourness by Stimulations 

 

佐々木  駿甫*，三浦  怜之*，鈴木  長寿** 

 

 

1. 背景・目的・動機 

本研究では，「みかんを揉んだら甘くなる」と

いう俗説をもとに，外部からの刺激によって柑橘

類の酸味が変化するかを検証した。 

 

2. 概要 

2.1 仮説 

みかんが甘くなる原因は，外部からの刺激によ

る傷の修復や呼吸の促進によってクエン酸が減少

することであると予想した。特に呼吸については

クエン酸回路を原理として考えた。クエン酸回路

は酸素呼吸をする全ての生物（細胞）において機

能しており，クエン酸は呼吸などの生命活動で重

要な働きをしている。 

 

図 1 クエン酸回路 

 

 
図 2 クエン酸 

 

2.2 使用試薬 

 以下に，本研究で使用した試薬の化学式と名称

及び役割を示す。 

・0.05 mol/L-Na2CO3（NaOH の調製） 

・0.10 mol/L-HCl (NaOH の濃度測定時に使用） 

・0.05 mol/L-NaOH（滴定時に使用） 

・フェノールフタレイン（指示薬） 

・20 倍に希釈したレモン汁（試科溶液） 

 

3. 方法 

3.1 水酸化ナトリウム溶液の調製と標定 

(1) 0.05 mol/L- Na2CO3標準溶液の調製 

Na2CO3 約 1.4 g を精秤し，溶解後 250 mL に

メスアップして 0.05 mol/L-Na2CO3標準溶液を調

製した。 

(2) 0.10 mol/L-HCl 溶液の調製と標定 

 (1)で調製した 0.05 mol/L-Na2CO3 標準溶液 20 

mL をコニカルビーカーに採取し，ビュレットに

入れた 0.10 mol/L-HCl 溶液で滴定した。 

(3) 0.050 mol/L-NaOH 溶液の調製と標定 

 NaOH 2.0 g を精製水 1 L に溶解し，(3)で調製

した 0.10 mol/L-HCl で滴定し，濃度を決定した。 

  

3.2 レモン汁試料溶液の調製 

(1) レモンを揉む回数や放置時間を設定した。 

(2) レモンを揉んで刺激を与えた。 

(3) 揉んだレモンを一定時間だけ放置した。 

(4) 一定時間放置後，レモンを絞り，5 mL を分取

したレモン汁をさらに 20 倍に希釈し，レモン

汁試料溶液とした。 

 

3.3 レモン汁試料溶液の滴定 

調製したレモン汁試料溶液 10 mL を採取し，

0.05 mol/L-NaOH で滴定した。このとき，毎回，

レモン汁溶液を採取する前に濃度が変わらないよ

うに撹拌することに注意した。 

 

4. 結果と考察 

4.1 揉んだ回数と酸の変化の関係 

揉む回数を 50 回，100 回に設定しておこなっ

た実験の酸の量の変化と時間の関係を図 3 に示し

た（▲のグラフが 50 回揉んだもの。●のグラフが

100 回揉んだもの）。図 3 を見ると，わずかながら

50 回よりも 100 回揉んだ方が酸の量の減少が早

いことがわかる。 

このことから，少なくとも揉む回数が 50～100 
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回程度なら，揉む回数を増やした方が酸の量がよ

り減り，その結果，甘く感じるのではないかと考

えられる。 

また，揉む回数を 100 回以上にした場合でも一

定の値までは揉む回数を増やすにつれて酸の量は

減るという事も推定できる。 

 

4.2 放置時間と回数と酸の量の変化の関係 

図 3 をみると，放置時間を長くするにつれて

120 分までは順調に酸の減少量が大きくなってい

ることが読み取れる。しかし、120 分以降の減少

量に変化はみられない。このことより，ある一定

値まで酸が減少するとそれ以降は減少しないこと

が分かる。今回の実験では約－0.6 まで下がるこ

とが分かった。 

また、50 回と 100 回での減少量の比較をする

と、特に差はないことが分かる。このことより、

揉む回数と酸の減少量は関係していないことがわ

かった。 

4.3 傷の修復の観察 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

顕微鏡で房の中にある小房をカットして観察し

た。小房の中にも小さな仕切りがあることは観察

できた。しかし，傷の修復が実際に行われている

かについては確かめることはできなかった。 

レモンをフリーズドライにかけて水分を抜いて

から電子顕微鏡で観察を試みたが，糖分が多く残

り，砂じょうをきれいに切り採るのが難しく，傷

の修復を確かめることはできなかった。 

 

5. 今後の課題 

・同じ条件でさらに実験を繰り返してデータを集

めると同時に違う条件（揉む回数 150 回，放置

時間 2 日など）で実験を行い，酸の量変化と放

置時間，揉む回数の関係を導く。 

・刺激の方法を，温める，日光にさらすなどの揉

む以外にして検証する。 

・酸の量変化と刺激の方法の関係を導いた後で酸

が減少するメカニズムを解明する。 

・そのメカニズムとして呼吸の促進や傷の修復に

ついて検証する。 
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図 3 酸の量変化と時間の関係 

 

B：横断面 

A：縦断面 

図 4 小房のカットの方向(A：縦方向 B：横方向) 

図 5 小房の断面画像✕450 

     (A：縦断面 B 横断面) 

Ａ 

Ｂ 



コンニャクグルコマンナンのゲル化条件の解明とコンニャク石けんの作製 

 
Elucidation of Gelling Condition of Konjac Glucomannan  

and Preparation of Konjac Soap 

奥本  侑希 *，辰馬  美貴 *，村野  由羽*，森安  勝** 

 

 

1. 背景・目的・動機・仮説 

市販されているコンニャク石けんの独特な感触

は,日々の手洗いを促進させると考えた。だが，

コンニャク芋の主成分であるコンニャクグルコマ

ンナン(以下 KGM)がゲル化する機構は明確には

なっていない。そのため，本研究では，KGM の

ゲル化条件を解明し，それを応用してコンニャク

石けんを作製することを目的とした。 

 

2. 概要 

2.1 コンニャクのゲル化機構 

KGM はグルコース・マンノース(1:1.6)から成

る多糖類で，コンニャク芋の主成分である。コン

ニャクのゲル化については，以下の 2 つの説が

ある。 

(1) 脱アセチル化説 

KGM を構成する糖の一部は，アセチル化され 

ている。強アルカリにより脱アセチル化され，ヒ

ドロキシ基(-OH)が増加することで，高分子間の

水素結合が強くなり，ゲル化する(図 1)。 

(2) 塩析説 

KGM は親水コロイドを形成するため，電解質

溶液により高分子同士が凝集し，ゲル化する。 

 

2.2 使用試薬 

以下に本研究で使用した試薬の名称と役割を示す。 

・KGM (高純度グルコマンナン，清水化学(株))  

プロポール A（Mw=1.35×10⁶） 

  レオレックス RS（Mw=1.03×10⁶） 

  レオレックス LM（Mw=1.49×10⁴） 

・タマリンドガム（（株）自然化粧品研究所 wci072） 

・油脂 ヒマシ油，ヤシ油 

3. 方法  

3.1 ゲル化条件の解明 

以下の条件で KGM ゲルを作製し，デジタルフォ

ースゲージ(IMADA ZP-50N,MX-500N)を用いて

それぞれ応力を測定した。 

(1) pH によるゲル化条件 

 水酸化ナトリウム,塩酸を用いて pH=2～13 の

標準溶液を調製した。これらの溶液を用いて，

0.3 %のプロポール A 水溶液を調製し, これを

2 時間加熱し，ゲルを作製した。 

(2) KGM 濃度によるゲル化条件 

 プロポール A の濃度を 1 %，2 %，3 %，

4 %，5 %とし，pH=9.77 の電解質溶液を用い 

て，2 時間加熱し，ゲルを作製した。 

(3) 加熱時間によるゲル化条件 

 加熱時間を 30 分，1 時間，2 時間，3 時間，4

時間とし，0.3 %のプロポール A 水溶液を調製

し, pH=9.77 の溶液を用いてゲルを作製した。 

3.2 液体石けんの作製 

 ヒマシ油とヤシ油を水酸化カリウムでケン化し，

加熱しながらエタノールを加え，精製水で希釈し

て液体石けんを作製した。 

3.3 コンニャク石けんの作製 

以下の方法でコンニャク石けんを作製した。 

(1)  3.1 の条件に沿った方法 

方法 1  KGM の濃度を 5 %とし，液体石けんで膨

潤させた後，2 時間加熱し, 冷却した。 

方法 2  KGM の濃度を 5 %とし，精製水で膨潤さ

せた後，液体石けんを混合し，2 時間加熱

し，冷却した。 

(2)  コンニャクにガムを混合 

コンニャクは不可逆性ゲルのため，水溶性

のあるタマリンドガムと混合することでコン

ニャク石けんを作製した。 

 

 

R-CH₂OCOCH₃ + NaOH → R-CH₂OH +CH₃COONa 

図 1 脱アセチル化の原理 
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4. 結果と考察                 

4.1 ゲル化条件の解明  

 デジタルフォースゲージを用いて測定した，ゲ

ルの応力のグラフを示す(図 2～4)。図 2 より

pH=12，図 3 より KGM の濃度が 5 %，図 4 より

加熱時間が 2 時間のゲルの示す傾きが最も大きく，

ゲル強度が最も高かった。なお，KGM 濃度が 1 %

のものはゲル化しなかった。 

4.2 コンニャク石けんの作製 

(1) 4.1 の条件に沿った方法 

方法 1 ゲル化しなかった。 

方法 2  コンニャクと石けんが分離した。 

(2) KGM にガムを混合 

コンニャク石けんの作製に用いた KGM の種類

とタマリンドガムとの割合，結果を表１に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，◎，〇で示した

ゲルと，タマリンドガ

ム，作製したコンニャ

ク石けん(A～G)，タマ

リンドガムのみを用

いた石けん(H)市販の

コンニャク石けん (I)

の硬さを示したグラフを図 5 に示す。作製したコ

ンニャク石けんで手を洗うと，直径 1 mm 以下の

グルコマンナンゲルが分離したことから，不溶性

の KGM が洗浄後に残ったと考えられる。表 1 よ

り， KGM の割合が増えるほど, コンニャク石け

んがもろくなっている。また，プロポール A，レ

オレックス RS，KGM*では加熱なしでもゲル化し

たが，分子量の低いレオレックス LM は加熱後に

ゲル化した。これらの結果より，コンニャク石け

んは，やや低い分子量の KGM を使用し，適切な

ガムとの比率によって作製できると考えられる。 

 
5．今後の課題 

 コンニャクのゲル化機構をより明確にしたい。

また，作製したコンニャク石けんの保湿性やグル

コマンナンのスクラブ効果などについて調べたい。 

 
参考文献 
清水寿夫, グルコマンナンを用いた熱不可逆性中性域ゲ
ル及びその製造方法, 清水化学(1997), 特願平11-69948 

 

図 2 pH の違いによるゲルの応力      図 3 KGM 濃度の違いによるゲルの応力 

 
図 4 加熱時間の違いによるゲルの応力      図 5 コンニャク石けんの応力 
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表 1 コンニャク石けんの結果 

 KGM:ガム 加熱有 加熱無 

プロポールA 3:7 ◎ (F)  

 1:1 △ 〇  (E) 

 2:1 △ △ 

レオレックスRS 1:1 △ 〇  (G) 

レオレックスLM 1:1 ◎ (D) 〇  (C) 

 2:1 × × 

KGM* 1:1 〇 (B) ◎ (A) 

 

◎：感触，硬さがよい △：もろい ×：ゲル化しなかった 

〇：柔らかい，KGM とタマリンドガムが分離気味 

* KGM は、他班がコンニャク芋から抽出した。 

 

 

 

 

 

 

図 6 作製したコンニャク 

石けん(KGM*) 



照射する光の波長制御による珪藻の培養 
 

Mass culture of Diatom Operated by Controlling Wavelength of Light 
 

今井	 恭祐*，篠本	 亮太*，成田	 彰**	 

 
 

1. 目的・概要	 
珪藻は次世代のバイオオイルの生産者として利

用できるだけではなく，それらが持つ特異な形状

の珪藻殻も濾過材になるなど，有用性の高い生物

である。珪藻類は川などの身近な場所にも生息し

ているが，そこには緑藻類を始めとする他の微細

藻類も共生している。特に緑藻類には繁殖力の強

い種がおり，混在した状態で珪藻を培養しようと

すると珪藻が死滅してしまう。また，珪藻種によ

ってオイルの蓄積の度合いや，珪藻殻の形態が異

なることから珪藻の有効な利用法に関する研究を

行う上では，単離することが重要である。珪藻の

研究を進めていくなかで，この単離作業において

緑藻の混入が問題となっていた。この作業は非常

に時間と労力を使い，非確実性の高いものである。

そこで私たちは，珪藻類と緑藻類間での光合成色

素の吸収波長の違いを利用することで単離の簡略

化ができないかと考え，珪藻の成長は促進され緑

藻の成長が抑制される照射光波長の特定を研究の

目的とした。	 

	 

2. 方法	 
2.1 珪藻の単離	 
芝浦運河（汽水）でプランクトンネットを用い

て浮遊性珪藻を採取した。採取した状態では多種

の藻類が混在していたので，倒立顕微鏡下でピペ

ットを用いて珪藻を取り出し，それを培養後，単

離したい珪藻種を採取・培養という作業を繰り返

し行うことによって単離を行った。また，単離し

た種を同定するために，走査型電子顕微鏡

（SEM:JEOL JSM-5300LV）を用いて珪藻殻の
形状を観察した。 

 
2.2 光合成色素の吸収スペクトル測定	 
	 緑藻としてクロレラを用い，マイクロチューブ

に珪藻およびクロレラとガラスビーズ，エタノー

ルを入れビードビーターを用いて光合成色素を抽

出した。それを紫外可視分光光度計（UV-Vis：JASCO	 

V－750）で分析を行い，クロ

レラと単離した珪藻の光合成

色素との可視光領域の吸収ス

ペクトルの差を調べた。	 

	 

2.3 珪藻・クロレラの培養	 
珪藻とクロレラの両方を用意し，培養する前後

でのそれぞれの数を計測し，照射する光によって

どのように増殖率の違いが出るかを調べた。照射

する光は，珪藻とクロレラの吸収スペクトルの違

いから 585～595nm の黄色光（LED）と 620～630	 nm

の赤色光（LED），白色光（蛍光灯）の 3 種で，そ

れぞれ光量の差が出ないように9～10	 kluxになる

様に調節した。その条件下で約 3 週間培養を行っ

た。波長域幅の狭い光だけを出す LED の比較対象

として幅広い波長を持つ白色蛍光灯を用いること

にしたのだが，蛍光灯にもさまざまな種類があり，

種類によってはピークがいくつにも分かれてしま

っていた（3波長型）。今回は，この実験において
対照光源に適している，どの波長の光に関しても

比較的均一に発光していてピークも少ない「一般

形」と呼ばれるタイプの FL10W 蛍光灯を使用した。

また，クロレラ分散液の吸光度と個体数の関係か

ら検量線を作成，それを用いてクロレラの個体数

を算出した。珪藻は超音波でコロニーを分かれさ

せた後プランクトン計数板とデジタルマイクロス

コープを用い個体数を計測した。	 

	 

3. 結果と考察	 
3.1 珪藻の単離	 
同定作業の結果，単離した珪藻は Melosira 

nummuloides C.Agardh（図 2）であると分かった。	 
	 

	 

	 

	 

	 

 

 
図 1	 UV-Vis 

 

	 

図 2	 Melosira nummuloides C.Agardhの SEM 画像	 
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図 3	 クロレラと珪藻抽出液の吸収スペクトル	 

[nm] 

[nm] 

 

珪藻	 

クロレラ	 

	 	 紫	 	 青	 	 	 	 	 	 緑	 	 	 	 	 黄	 	 	 	 	 	 赤	 

	 	 	 緑	 	 	 	 	 	 	 	 	 黄	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 赤  

3.2 光合成色素の吸収スペクトル測定	 
珪藻とクロレラの光合成色素抽出液の吸収スペ

クトル（図３）を比較してみると，590	 nm 前後と

625	 nm 前後の波長域で，珪藻に存在してクロレラ

には存在しないピークが見られた。つまりこれら

の波長域の光は，珪藻は吸収するがクロレラはあ

まり吸収しないので，この光を用いて培養を行え

ば，目標としている珪藻の成長促進と緑藻の成長

抑制ができるのではないかと考えられる。 

3.3 珪藻・クロレラの培養	 
	 蛍光灯で培養したものに対する各色の LED で培

養したものの個体数の比を表したのが図 4 である。

585～595	 nm の LED で培養したものでは，クロレ

ラに関して蛍光灯に比べ 50	 %未満にまで成長が抑

制されており，珪藻は約 177	 %に促進されている。

次に 620～630	 nm の LED では，クロレラは約 70	 %，

珪藻は約 110	 %にそれぞれ抑制・促進されている。

よって，これらの波長域の光にはクロレラの成長

を抑制させ，珪藻の成長を促進させる効果がある

と分かった。特に 585～595	 nm の光はこの傾向が

強かった。つまり，珪藻と緑藻が混在しているも

のを 585～595	 nm の光で培養すると，単離の作業

が簡略化できるのではないかと考えられる。	 

	 

4. 今後の展望	 
	 今回の実験では，珪藻が吸収してクロレラがあ

まり吸収しない波長として 585～595	 nm の黄色と

620～630	 nm の赤色の光を用いて実験を行った。

しかし，その条件には，500	 nm 前後の緑色の波長

域も当てはまる。実験で黄色と赤色の波長域を用

いたのは，緑色の波長域には吸収ピークが存在し

ていないが黄色と赤色の波長域には珪藻にありク

ロレラにない吸収ピークがあり，この波長域に光

合成色素の違いが表れていると考えたからだ。よ

って，今後は 500	 nm の光でも同様の実験を行い，

結果を比較したい。	 

また，黄色と赤色の波長域では，赤色の方が珪

藻とクロレラで吸光度に差があるのだが，実際に

は黄色の方が珪藻とクロレラでの培養状況に差が

出ていた。現段階ではこのような結果が得られた

要因が判明していないので，それも解明していき

たいと考えている。	 

最後に，今回の実験は珪藻とクロレラを別のシ

ャーレで培養していたので，585～595	 nm の光に

実際に単離を簡易化する効果があるのか検証する

ために混在下でも実験を行いたい。	 
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多種色素の同時増感を利用した色素増感太陽電池の性能の向上 
 

    Enhancing the Performance of Dye-sensitized Solar Cell 
by Co-sensitization of Multiple Dyes 
小泉  龍佑*，榊原  夏千*，豊前  太平** 

 
 

1. 背景 

 太陽電池にはいくつか種類があり，その内の一

つに色素増感太陽電池がある。この電池では，電

池内の色素物質が太陽光中の可視光（赤や青など

の光）を吸収して発電を行うが，色素が吸収する

可視光の種類は限られている。そこで，多種の色

素を同時に用いることにより，多くの種類の可視

光を発電に利用できるものと考えられる。 
 
2. 目的・原理・概要 

2.1 目的 

本研究の目的は，色素の混合による発電性能の

向上に向け，その組み合わせ方を研究することで

ある。 

2.2 原理 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
この電池は，接続された 2 枚の極板が，その間

に電解質溶液を挟むという構造になっている。図

の左側の極板は，TiO2 膜(図の丸いもの)と色素(図
の波線)が塗布された透明な導電フィルムで，図の

右側の極板は黒鉛が塗布されたステンレス板であ

る。ここに太陽光が当たると，色素が電子を放出

し，それが TiO2，導電フィルム，導線（外部機器），

ステンレス板，黒鉛，電解質溶液を経て，色素に

戻る。                 
電解質溶液には I－(ヨウ化物イオン)と I3－(三ヨ

ウ化物イオン)が含まれており，この溶液内では，

黒鉛から出た電子が I3－を I－に還元し，I－は初め

に電子を放出した色素を還元し I3－に戻る，とい

う酸化還元反応が起こっている。 

2.3 概要 

 この研究の目的に向け，次の 2 つの過程を考え

た。 

①  色素の量で発電量が変わると予想される

ため，1 種類の色素で発電量が最大となる量

を調べる。 

②  2 種類の色素を混合した時の，発電量が最

大になる組合せを調べる。 

 
 

3. 実験操作 

3.1 使用試薬，器具 

 ・食紅 赤(赤色 102 号 15 %)，青(青色 1 号 

12 %)，緑(青色 1 号 0.8 %，青色 2 号 0.2 %，黄

色 4 号  1.2 %) ・色素増感太陽電池(ペクセ

ル・テクノロジーズ製) ・電流計 ・蛍光灯(17 

W，0.3 A，100 V) 

3.2 手順 

 ①電流値に及ぼす色素濃度の影響 

 (1) 食紅赤水溶液を約 0.25 µmol/L に調製し，

原液とした。 

(2) (1)の原液に対し，濃度が 1/16，1/8，1/4，

3，4，5 倍の食紅赤水溶液を調製した。 

 (3) これら 7 つの溶液をそれぞれ約 0.768 mL

用いて太陽電池を作製した。 

 (4)  蛍光灯の光を電池に当て，電池の電流値

を測定し，回路を切るという作業を，各電

池 3 回ずつ数分間をおいて行った。 

②電流値に及ぼす色素混合の影響 

(5) 食紅青，緑水溶液をそれぞれ約 0.25 

µmol/L 調製し，それぞれ原液とした。 

 (6) 食紅赤，青，緑水溶液の各原液に対し，濃

度が 1/2 倍となる溶液と，2 種類ずつ原液

を等量混合した 3 つの混合溶液を調製した。 

 (7)  (5)，(6)の溶液を各々約 0.768 mL 用い

て太陽電池を作製し，(4)と同様に電池の電

流値を測定した。 
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4. 結果と考察 

① 電流値に及ぼす色素濃度の影響 

  

 

食紅赤水溶液を用いて電流値を 3 回測定した結

果を図 2 に示す。1 回目の測定では，色素の濃度

が小さいほど発生する電流が大きい。しかし 2 回

目，3 回目の測定では，4 倍，5 倍の濃度ではあま

り変化はないが，濃度が 1/4 倍よりも小さい濃度

では電流値が大きく低下する。これは，TiO2 に光

触媒機能があることから，電池の内部に残った空

気と色素が，光を受けた TiO2 により酸化反応を

起こし，それにより色素が分解され，発電に有効

な色素量が低下したのが原因と考えられる。一方，

色素が多い場合に電流があまり下がらないのは，

色素量が多い場合，発電に有効に働く色素量は全

体の一部に限られ，電池内で色素の分解反応が進

んだとしても,全体としてはあまり影響がなかっ

たものと考えられる。 

従って，濃度による電流値の推移は山型になり, 

この実験では，その頂点は濃度が 1/8～1 倍(約

0.03125～0.25 µmol/L)の間にあると言える。 

 

② 電流値に及ぼす色素混合の影響 

異なる 1 種類の色素，および，2 種類を混合し

た色素を用い，電流値を測定したときの結果を図

3 に示す。各値は，3 回の測定で得られた電流値の

平均を示す。まず，色素 1 種類において，電流値

が最大になる濃度は,色素の種類により異なる。次

に，各色素の濃度を 1/2 倍となるように 2 種類の

色素を混合した場合，電流値は，色素 1 種類を単

独に用いたのに比べて大きな差は無く，色素の混

合が電流値の増加をもたらすことはなかった。 

ここで，2 種類の色素を混合したものは，各色

素に着目すると 1 種類を用いる場合の濃度の 1/2

倍になっている。そこで，各色素の濃度を 1/2 倍

したものについて，単独で用いたときの電流値を

測定したところ，濃度 1 倍のときに比べ高い電流

値を示した。もし混合した色素の電流値が，各色

素で得られた電流値の単純な足し算になっている

として計算すると，実際に実験で得られた電流値

より遙かに大きな値を与えてしまう。 

以上より,電池で得られる電流値は,使われてい

る色素の種類には影響されず，色素の使用量(濃

度)の合計によって決まると思われる。これは，色

素の量が微少の条件だから成り立つ現象だと考え

られる。 

従って，今回作製した色素増感太陽電池におい

ては，色素の混合は電池の性能の向上にはほとん

ど影響しないと思われる。また，色素を混ぜて使

うよりも別々に使うほうが性能は良くなると思わ

れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 今後の課題 

 1 種類の色素の濃度と電流の関係をさらに調

べ，電流値が最大となるときの濃度を決定する。

そして，各色素の濃度がその濃度となるような混

合溶液を使用し電池を作製し，その電流値を調べ

る。また.混合した色素の全体の濃度を変化さ

せ，濃度による電流値の違いを調べる。最終的

に，今回の研究で用いた色素において， 電流値

が最大となる色素の組合せと濃度を決定する。 
 
 
参考文献 

東北大学多元物質科学研究所 “色素増感太陽電池＆ペ 
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図 2 食紅赤水溶液の濃度と電流の関係 

図３ 3 種類の色素の 1 倍および混合時の

電流値の比較 
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コンニャクグルコマンナンのアセチル化による  
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1. 目的と仮説 

本研究の目的は，コンニャクグルコマンナン 

(KGM)のアセチル化によって生成するアセチル

グルコマンナン(AcGM)を利用して，生分解性を

もつプラスチックを合成することである。現在実

用化されているアセテート繊維(アセチルセルロ

ース)を合成する反応を KGM に応用できるので

はないかという仮説のもと，研究を行った。 

 

2. 概要 

2.1 原理 

グルコマンナン(GM)は，β-D-グルコースとβ

-D-マンノースからなる多糖類で，コンニャクの

主成分である。KGM は，水によって膨潤しゲル

状になるが，有機溶媒にはほとんど不溶である。

KGM のヒドロキシ基をアセチル化することで，

アセトン等の有機溶媒に可溶な AcGM が得られ

る(図 1)。 

なお，アセチル化度とは，GM のひとつのピラ 

ノース環における，ヒドロキシ基からアセチル基

への置換度 n(0≦n≦3)を表したものとする。 

2.2 使用試薬 

 本研究で使用した試薬を以下に示す。 

・プロポール A(KGM， Mw=1.35×106 清水化学(株)) 

・無水酢酸 (CH3CO)2O ・氷酢酸 CH3COOH 

・触媒(NaOH，ZnCl2，H3PO4，H2SO4，CCl3COOH) 

 

3. 実験方法  

3.1 AcGM の合成 

 KGM のアセチル化は，2 通りの方法で行った。 

(a) 方法 1 

 KGM 1.1 g，無水酢酸 50 mL，触媒を反応器に

入れ，加熱した。使用する触媒によって，異なる

反応温度・時間・触媒量で反応を行った(表 1)。 

(b) 方法 2 

 KGM 1.0 g を精製水 6 mL または 9 mL で膨潤

させ，冷蔵庫で一晩放置した。このゲルを細かく

切り，無水酢酸 50 mL，氷酢酸 10 mL とともに

反応器に入れた。そこへ触媒を加え，80 ℃前後で

反応させた(表 2)。 

(c) 精製 

 反応混合物を約 0.5 L の精製水に加え，よく撹

拌して生成物を回収した。析出固体をろ過し，エ

タノールで洗浄したのち，乾燥させた。 

3.2 生成物・プラスチックの分析 

(1) 得られた生成物 0.60 g を 3.0 mL のアセトン

に溶解し，型に流し込んで数日間静置した。 

(2) 3.1で得られた白色固体と成形したプラスチッ

クフィルムを，元素分析装置 (Perkin Elmer 

SeriesⅡCHNS/O Analyzer2400)で分析した。ま

た，赤外分光分析装置(JASCO FT/IR-4600)で，

各試料の IR スペクトルを測定した。

 

 

図 1 グルコマンナンのトリアセチル化 

グルコマンナン 

表 1 方法 1 における反応条件 

 触媒 温度 [℃] 時間 [h] 触媒量 

(1) 50 % - 

NaOH 

(aq) 
還流 

(約 138) 

4 1 mL 

(2) 4 5 mL 

(3) 6 5 mL 

(4) ZnCl2 2 0.2 g 

(5) 

H3PO4 

0.5 5 mL 

(6) 90-100 2 3 mL 

(7) 60-70 6 3 mL 

 

表 2 方法 2 における反応条件 

 触媒 温度 [℃] 時間 [h] 触媒量 

(8) 
H2SO4 60-70 1 

2 mL 

(9) 2 滴 

(10) CCl3COOH 80-90 4 1.6 g 

 

(Ac:-COCH3) 

アセチルグルコマンナン 
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4. 結果と考察 

4.1 合成方法と触媒 

 各方法における実験結果を以下に示す(表 3)。 

方法 1 の全てに共通して，ほとんどの KGM が

未反応のまま残留したため，得られた AcGM はご

く微量だった。一方，方法 2 では反応混合物が均

一になり，収量が大幅に増加した。特に，H2SO4

触媒で収率が上がった。 

 この理由として，KGM の分子どうしは水素結

合により強く結びついており，この高分子鎖の絡

まりをほどかなければアセチル化できないと考え

た。また，方法 1 では，固体の KGM が無水酢酸

に溶解しないために反応が不均一だったが，方法

2 では，KGM を水でゲル化することにより高分

子鎖が緩み，無水酢酸が KGM に入りこみやすく

なり，反応が進行したと考えられる。 

 

4.2 フィルムの分析 

 図 2 は，条件(3)・(9)で得た固体から作製したフ

ィルムの写真である。溶解時の濃度により，異な

る形状にすることができた。 

 また，条件(3)で得た固体から作製したフィルム

の IR スペクトルを測定した(図 3)。KGM ではヒ

ドロキシ基の吸収(約 3400 cm-1)がみられたが，

AcGM ではその吸収が消え，カルボニル基の吸収

(約 1750 cm-1)が強くなっていることが分かる。こ

れらの結果から，得られた固体とフィルムは

AcGM だと判断できる。 

4.3 元素分析による評価 

 各条件のうち析出固体があったものについて，

元素分析を行った(図 4)。NaOH または H2SO4を

触媒にした合成では，3 置換 AcGM が生成した。

CCl3COOH を用いた合成では 3 置換には至らな

かった。この理由として，NaOH や H2SO4と比較

すると触媒作用が少し弱いためと考えられる。 

 

5. 今後の課題 

(1) 量産可能，かつ安全に合成できる方法の検討 

(2) 分子量の異なる AcGMから成形したプラスチ

ックの物性の違いの評価 

(3) より厚いプラスチック，均一で透明なプラス

チックの作製方法の検討 

 

参考文献 
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表 3 各条件における結果と収率 

条件 析出固体 収率 [%] 

(1) - - 

(2) - - 

(3) 茶色の繊維状の固体が析出 1.53 

(4) 黒色の微細な固体が生成 - 

(5) 炭化 - 

(6) 炭化 - 

(7) - - 

(8) 水に溶解する物質が生成 - 

(9) 白色の固体が析出 72.0 

(10) 白色の固体が析出 6.19 
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図 3 IR スペクトルの比較 
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コンニャクグルコマンナンの抽出と生分解性プラスチックの合成  

 
Extraction of Glucomannan from Konjac and Synthesis of Biodegradable Plastic  

 

新井  里菜 *, 橋本  陽太 *, 森安  勝** 

 

 

1. 目的 

本研究の目的は, コンニャク芋から高純度のコ

ンニャクグルコマンナンを効率よく抽出する方法

を検討し, それを利用してアセチルグルコマンナ

ンを合成することである。 

 

2. 概要 

 コンニャクグルコマンナン(以下 KGM)はコン

ニャク芋の主成分で, グルコースとマンノースが

1:1.6 の割合でβ-1,4’-グリコシド結合した多糖類

である(図 1)。コンニャク芋には KGM の他に，ア

ミノ酸やタンパク質などの有機物, シュウ酸カル

シウムなどの無機物, 多量の水分などが含まれる。

これらの不純物を取り除くことで高純度の KGM

を得ることができる。 また, KGM に含まれるヒ

ドロキシ基をアセチル化することにより, 生分解

性をもつアセチルグルコマンナン(以下 AcGM)を

得ることができる。 

3. 方法 

3.1 コンニャク粉末の調製 

(1) コンニャク芋の皮を剥き, 半月切りにした。 

(2) フリーズドライ装置(AS ONE FDU-12AS)を

用いて 72 h 真空凍結乾燥をした。 

(3) 得られた乾燥固体をメノウ乳鉢ですりつぶし, 

コンニャクの粉末を得た。 

3.2 KGM の精製 

(1) 50 %エタノール水溶液 100 mL にコンニャク

粉末1.0 g加え, 1~24 h静置して膨潤させた。 

(2) この溶液を用いて以下の 3 種類の方法で精製

を行った。 

方法① 真空遠心分離機(EC57CS)を用いて 3000 

rpm で 1 h 遠心分離を行った。 

方法② 加熱還流を 70 ℃で 4 h 行った。 

方法③ 加熱還流を②の方法で行った後, 真空遠

心分離を①の方法で行った。 

(3) 方法①~③で得られた析出物を吸引ろ過, エ

タノール洗浄, 真空乾燥した。 

(4) 得られた粉末を用いて(1)~(3)の手順を繰り返

し, 2~3 回精製を繰り返した。 

3.3 AcGM の合成 

(1) 方法②で得られた粉末 0.60 g を水 150 mL に

膨潤させ, これを氷酢酸 250 mL 中に加えた。 

(2) 得られた析出物に無水酢酸 60 mL と塩化亜鉛

0.20 g を加えて 70 ℃で 1 h 加熱還流した。 

(3) 反応混合物を水 500 mL に加え, 析出物をろ

過した。エタノール洗浄後, 真空乾燥した。 

(4) (3)で得られた粉末 0.16 g をアセトン 2.0 mL

に加熱溶解させ, この溶液を型に流し込み, 

フィルムを成型した。 

3.4 分析 

3.2, 3.3 で得られた粉末を元素分析装置(Perkin  

Elmer CHNS/O Analyzer 2400)と, 赤外分光分 

析装置(JASCO FT/IR-4600)で分析した。 

 

4. 結果と考察 

4.1 コンニャク粉の精製条件 

 図 2~5 にコンニャク芋, コンニャク粉, 精製粉

末, アセチル化されたフィルムを示す。元素分析

の結果より,得られたコンニャク粉には窒素が

1.81 %含まれていた(表 1)。 
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  Glu     Glu   Man    Man    Man 

[Glu:Glucose， Man:Mannose] 

図 1 KGM の構造式 

表 1 元素分析の結果 

 

試料名 炭素[%] 水素[%] 窒素[%] 色

コンニャク粉 39.04 6.41 1.81 薄茶色

市販品KGM 42.26 6.68 0.20 白色

試料2 40.32 6.53 0.58 白色

得られたフィルム 45.55 5.46 0.55 白色透明
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純粋な KGM には窒素が含まれていないため, 

これはアミノ酸やタンパク質などに由来するもの

である。そこで, コンニャク粉からの窒素減少量

を KGM の純度の評価基準とし, 精製方法, 膨潤

時間, 精製回数の観点で比較した(表 2)。最も純

度が高くなる方法は, 真空遠心分離と加熱還流を

組み合わせた, 方法③であった。また, 精製回数

を増やす, 膨潤時間を長くすることでも純度が増

した。高純度の KGM を得るためには加熱還流を

して不純物を溶媒へ溶解させ, 遠心分離により効

率よく粉末化することが大切である。ただ, 純度

を上げると収率が落ちてしまうことにも配慮する

必要がある。 

真空遠心分離を行った試料はいずれも「だま」

になっていた。これは, 遠心分離によって KGM

が凝集したためだと考えられる。また, 窒素減少

量が 1.0 %以下になると粉末の色が薄茶色のまま

であることから, 窒素化合物がコンニャク粉の着

色の原因のひとつだと考えられる。 

 

4.2 得られたフィルムの分析 

 -OH 基が-COCH3基に置換されることで炭素の

質量%が増加する。理論的な炭素増加量とアセチ

ル化度(最大 3 置換)の関係は図 6 のようになっ

た。このグラフをもとに実験で得られた炭素増加

量(表 1)からアセチル化度を求めると置換度は

2.71 となった。  

また, 市販品の KGM と得られたフィルムの赤

外分光分析の結果は図 7 のようになった。得られ

たフィルムは KGM に比べて, 1750 cm-1 付近の 

-C=O の吸収が大きくなり, 3300 cm-1付近の-OH

の吸収が小さくなっていた。以上の結果から，得

られたフィルムは AcGM であるといえる。 

5. 今後の課題 

・精製条件を組み合わせ, KGM の純度を上げる。 

・AcGM を効率的に合成する方法を検討する。 
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図 7 KGM と AcGM の赤外分光スペクトル 

-OH基

KGM

AcGM

-C=O基

表 2 精製条件による KGM の性質の違い

 

試料名 膨潤時間[h] 精製方法 精製回数[回]窒素減少量[%] 収率[%] 粉末の状態

試料1 1 方法③ 1 1.26 59 白色でさらさら

試料2 1 方法② 1 1.23 74 白色でさらさら

試料3 - 方法① 1 0.95 79 薄茶色でだまがある

試料4 1 方法① 2 0.60 71 薄茶色でだまがある

試料5 1 方法① 3 0.53 63 薄茶色でだまがある

試料6 24 方法① 1 0.23 74 薄茶色でだまがある

試料7 1 方法① 1 0.17 81 薄茶色でだまがある

 

図 6 アセチル化度と炭素増加量の関係 

y = -0.35x2 + 2.89x + 0.02

0

1

2

3

4

5

6

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

炭
素
増
加
量

[%
]

アセチル化度



 

 

キトサンによる生分解性プラスチックの合成と分解性の評価 

 
Synthesis and Evaluation of Microbial Degradation Ability of Biodegradable 

Plastic with Chitosan 

 

永井 美帆*，原 慶佳*，鈴木 長寿** 

 

 

1． 目的 

 本研究の目的は，キトサンを原料とした生分解

性プラスチックを合成するとともに，そのプラス

チックの生分解性を評価することである。 

 

2． 概要 

2.1 キトサンとは 

カニやエビ等の甲殻類や昆虫類の外骨格の構成

成分に含まれるキチンを脱アセチル化して得られ

る塩基性多糖である。 

 

2.2 原理 

 キトサンは水には溶けない高分子だが，グルコ

ースの単位に 1つずつアミノ基をもっているため，

酸には溶解する。また，キトサンの酸塩はキトサ

ンに戻すことで水に溶けなくなるため，アルカリ

溶液で処理することで不溶化することができる。 

 

3． 方法 

3.1 シートの合成 

4％ -CH3COOH 100 mL

に，キトサン 2.2 g を加えた

溶液を型に流し込み，1 週間

乾燥させた。 

シートを不溶化するため

に，それぞれ 0.1 mol/L に調整した Na2SO3・

CH3COONa・KHCO3・NaHCO3・KOH・NaOH

水溶液にシートを浸した。 

 

3.2 シートの評価 

アルカリ溶液で浸漬処理してから乾燥したシ

ートの強度を，デジタルフォースゲージ(IMADA 

ZP-50N)を使って測定した。 

また，0.1 mol/L -Na2S2O3に浸漬し不溶化した

シートを用いて，0.01 mol/L-MgSO4を 20 V の電

圧で 20 分間電気分解した。 

電気分解で得られた陰極側と陽極側の溶液を

10,000 倍に希釈し，原子吸光分析装置 (SII  

SAS7500A)で分析し，シートに陽イオン交換性が

あるかどうか確認した。 

3.3 チューブの合成 

10 ％ -CH3COOH 100 mL

に，キトサン 9.2 g を加えた溶

液をシリンジに入れ，銅アンモ

ニア溶液に直接押し出し，チュ

ーブを作製した。 

同様に，それぞれ 0.1 mol/L

に調整した Na2SO3・KHCO3・

NaHCO3 ・ KOH ・ NaOH ・

CH3COONa 水溶液と Na2S2O3飽和水溶液，さら

に，硫酸塩系統の Na2SO4・NaHSO4・NaHSO3・

K2S2O3も同様に実験をおこなった。 

3.4 チューブの評価 

 市販のシリンジは口径が狭く，時間経過による

チューブ厚の変化を調べることが難しかったため，

シリンジの口径を大きく加工し，浸漬時間による

チューブ厚の変化を調べた。 

3.5 生分解性の評価 

 植物の葉に付着してい

た枯草菌を，滅菌処理した

マルト培地へ植菌して培

養し，そこにキトサンで作

ったシートとチューブ，そ

して市販の生分解性プラ

スチック製のネットをの

せ，4 週間放置した。 

図 3 チューブ 

図 1 キチンとキトサンの骨格構造 

図 2 シート 

図 4 枯草菌 

キチン 

キトサン 

脱アセチル化 
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4． 結果と考察 

4.1 アルカリ溶液によるシートの不溶化 

Na2S2O3・Na2SO3・CH3COONa・KHCO3・

NaHCO3・KOH・NaOH の 6 種類のアルカリ溶

液に浸したシートの中で CH3COONa以外の 5種

類のシートが水に不溶になった。 

 CH3COONa に浸けたシートが水に溶解したの

は，シートの合成に CH3COOH を用いているた

め，共通イオンである CH3COO⁻が影響したこと

が原因と考えられる。 

4.2 シートの評価 

 アルカリ溶液に浸漬していないシートの引っ

張り強度はおよそ50 Nであった。また，アルカリ

溶液に浸漬したシートの引っ張り強度は全て65 

N前後で，アルカリ溶液の種類による特に大きな

差は見られなかった。 

アルカリ溶液への浸漬処理でシートの強度は増

すが，アルカリ溶液の種類には依存しないと考え

られる。 

キトサンから得たシートを隔膜として，0.01 

mol/L-MgSO4を電気分解したが，イオン交換性は

認められなかった。また，分解するさいの電圧が

高いと白い沈殿物が生じ，最後にはシートが破れ

る現象が見られた。 

4.3 アルカリ溶液によるチューブの固化 

 アルカリ溶液によるシートの不溶化の実験結

果を踏まえ，銅アンモニア溶液の代わりに6種類

のアルカリ溶液(Na2SO3・KHCO3・NaHCO3・

KOH・NaOH ・Na2S2O3)によるチューブの合成

をおこなったところ，Na2S2O3のみ固化し，他の

溶液では固化しなかった。そこで，硫酸系統のア

ルカリ溶液によるチューブの合成をおこなった。

Na
2
SO

4
・NaHSO

4
・K

2
S

2
O

3
は固化する速度が遅い

部分からチューブが崩れ始めた。Na2S2O3を用い

たチューブはきれいなひも状を保ち固化した。 

 

 

NaHSO
3
は周りに気泡が多く発生し、固化しなか

った。 

4.4 時間経過によるチューブの厚さの変化 

 銅アンモニア溶液とNa2S2O3水溶液にキトサン

を直接押し出して合成したチューブは，溶液に浸

す時間に比例して厚さが増すことが分かった。 

4.5 枯草菌による生分解性プラスチックの評価 

 枯草菌にのせた市販の生分解性プラスチック製

の網を4週間放置したが，枯草菌が網に付着した

だけで分解している様子は見られなかった。市販

のものは，耐久性も兼ね備えていると考えられ，

実際に分解するのには比較的長い期間が必要であ

ると予想される。自作したシートやチューブも枯

草菌に分解されてはいなかった。これは，キトサ

ンには抗菌性があるために短時間では分解されな

かったと考えられる。 

5． 今後の課題 

・電気分解に耐えられる強度を持つシートの合成 

・枯草菌による生分解性プラスチックの分解性の

確認 
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図 5 硫酸塩によるチューブの固化 
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図 6 時間経過によるチューブの厚さ変化 

（上：銅アンモニア溶液 下：Na2S2O3） 



 

 

トマト果実内における種子の発芽抑制作用について 
 

Inhibitory effect of tomato jelly on germination of seeds 
 

齋藤  匠*，松本  一希*，村上  礼也*，豊前  太平** 
 

 
1. 背景・目的・動機・仮説 

トマトの中にある種子は，トマト内で発芽する

ことはない。これはトマトの種子を包んでいるゼ

リー部分に，発芽抑制の効果があるためと言われ

ている。しかし，その詳細については明らかにな

っていない。スイカ果実内は，アブシシン酸を主

とする成分によって種子の発芽抑制が行われてい

る。しかし，トマト果実内の発芽抑制作用はアブ

シシン酸によるものでは無いと考えられている。

そこで本研究は，トマトのゼリー部分の発芽抑制

作用を評価するとともに，その発現条件を明らか

にすることを目的とする。 
2. 概要 

トマトゼリー部分の種子に対する発芽抑制作用

について，トマトおよびアサガオの種子を用いて

評価した。トマトゼリー部分以外にも，トマトジ

ュース，および，トマトゼリー部分を遠心分離し

て得られる上澄液による発芽抑制効果を評価し，

発芽抑制成分の特性について考察した。また，発

芽に伴う種子周辺の pH 環境を評価し，トマトゼ

リー部分による発芽抑制メカニズムについても考

察した。 

3. 実験 

トマトまたはアサガオの種子を対象に実験を行

った。10％次亜塩素酸ナトリウム水溶液で滅菌処

理した種子を，ろ紙を敷いたシャーレの上に置き，

以下に示した各溶液を，種子が半分浸かる程度ま

で入れた。そのシャーレを 20 ℃に保持したイン

キュベーター内に置き,種子の発芽の有無を比較

した。まず初めにトマトゼリー部分の発芽抑制作

用の確認実験として，滅菌水及びトマトゼリー部

分の比較実験を行った。また，濃度調製がしやす

いトマトジュースを用いて，発芽抑制作用の濃度

への依存性を調べた。トマトゼリー部分を加熱滅

菌処理したもの，遠心分離を施したものにも発芽

抑制作用が存在するかの確認を行った。 

次に溶液の pH に着目し実験を行った。まず，

トマトの種子を BTB 溶液に浸し，発芽に伴う種

子周辺 pH の変化を調べた。このとき，BTB 溶液を

寒天によりゲル化させ，pH 変化の拡散を抑制した。

また，pH 6.86 と pH 4.01 の緩衝溶液に種子を浸

すことで，緩衝作用による発芽への影響を調べた。 

 アサガオの種子はトマトの種子に比べ，発芽日

数が短く，観察がしやすいという理由で使用した。

予備実験により，アサガオの種子とトマトの種子

の間には，実験結果に同様の傾向があることを確

認した。 

【実験に使用した溶液】 

(1) トマトゼリー部分(加熱有 or 無)  

(2) トマトゼリー部分遠心分離上澄液 

(3) 濃縮還元トマトジュース 

(4) 加熱滅菌水(イオン交換水) 

(5) pH 緩衝溶液(pH 6.86or 4.01) 
(6) BTB 溶液 

(7) 酢酸溶液(pH 4.21) 
(8) アンモニア水溶液(pH 9.46) 
(9) 酢酸ナトリウム水溶液(pH 7.05) 
(10) 塩化アンモニウム水溶液(pH 6.31) 
4. 結果 

4.1 トマトのゼリー部分の発芽抑制作用 

トマトゼリーで湿らせたろ紙上の種子は，イオ

ン交換水で湿らせた場合に比べ，明らかに発芽が

抑制された (図 1 ※2 日後の様子) 。 

 
また,トマトジュースの濃度を変化させた場合,

濃度が大きいほど，発芽抑制作用が強く発現した 

(表 1) 。トマトゼリー部分を 120 ℃で 15 分間加

熱処理を施した場合にも，発芽抑制効果が見られ

図 1 アサガオの種子の発芽 

（左：滅菌水，右：トマトゼリー部分） 
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たことから，発芽抑制成分は加熱により失活する

ものではないことが分かった。 

トマトゼリー部分を 10,000 rpm で 10 分間遠

心分離すると，上澄みに，薄い黄色を呈した透明

度の高い液体が得ることができ，この液体にも発

芽抑制効果が見られた。すなわち，発芽抑制成分

は水溶性の性質を示すことが明らかになった。

 
4.2 pH と発芽の関係性 

 滅菌水およびトマトゼリー上澄液の pH を測定

したところ，それぞれ，6.41 および 4.65 であっ

た。そこで，発芽に伴う溶液の pH 変化について

観察した。アサガオの種子を BTB 溶液内で発芽

させたところ，発芽時に種子の周辺のみが青色か

ら黄色に変色した。この結果から，種子が発芽す

る際にその周辺を酸性化していると考えられる。 
4.3 緩衝溶液による発芽抑制作用 

種子が発芽する際にその周辺を酸性化している

という考察から，その変化を制限することでどの

ような影響があるか検討した。 
pH 4.01 及び pH 6.86 の緩衝溶液に浸したアサ

ガオの種子は，2 日後にも発芽は見られなかった 
(図 2 ※2 日後の様子) 。一方，緩衝作用のない

pH4.21～9.46 の溶液では発芽が見られたことか

ら，緩衝作用が種子の発芽を抑制したと考えられ

る (表 2) 。  

 
トマトゼリー部分の緩衝作用を検証するために，

トマトゼリー部分を遠心分離して得られた上澄液

と，酢酸水溶液に，それぞれ塩酸を滴下した際の

水素イオン濃度の変化を測定した。トマトゼリー

部分および酢酸水溶液 50 mL に塩酸 0.001 mol/L

を 1 mL ずつ加えた。結果を図 3 に示す。塩酸の

滴下に伴い，酢酸の pH は一定に増加するのに対

し，トマトゼリー部分の pH は変化が見られなか

った。このことから，トマトゼリー部分には pH
緩衝作用があることが確認できた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5. 今後の課題 

トマトは，種子の発芽に対し休眠の必要のない

野菜果実であるが，カボチャやメロンも同様の野

菜果実である。今回の調査では，トマトゼリー部

分の発芽抑制作用の仕組みが明らかになったので，

カボチャやメロン等においても同様の仕組みで発

芽を抑制しているかの調査を行う。 
また，pH 緩衝作用がトマトゼリー部分にある

ことが明らかになったので，その緩衝作用を生み

出している物質の特定および，その他の発芽抑制

の要因の調査を行う。 
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表 1 濃度と発芽抑制作用の関係 

図 2 緩衝溶液によるアサガオの種子の発芽

（左：pH4.01，右：pH6.86） 

図 3 塩酸滴下に伴うトマトゼリーおよび酢

酸中の水素イオン濃度の変化 

表 2 緩衝作用の無い溶液の発芽状況 



 

 

表 1 使用したゼオライトの特性 

タイプ 822HOA 840HOA 890HOA 

SiO2/Al2O3 23.8 37 1880 

表面積 [m2/g] 330 330 310 

粒子の大きさ[µm] 5 10 10 

 

ZSM-5 ゼオライトを用いた酢酸エステル合成における反応機構の解明  

 
Elucidation of Reaction Mechanisms 

 in Esterification of Acetic Acid on ZSM-5 Zeolite 

 

柏野  由理香*，小西  英*，森安  勝** 

 

 

1. 目的 

本研究は，ZSM-5 ゼオライトを触媒として酢

酸エステルを合成し，触媒と反応速度の関係を調

べることを目的とする。シリカアルミナ比が小さ

いほど反応速度は大きくなると仮説を立て，プロ

トン量が反応速度に与える影響を調べた。 

 

2. 概要 

2.1 原理 

ゼオライトとは，

規則的な細孔と空洞

を有するアルミノケ

イ酸ナトリウムの総

称である。ゼオライ

トには多くの種類が

あり，触媒作用，吸

着作用，分子ふるい

作用などをもつ。そ

のため，化学工業において広く活用されている。

本研究では，触媒作用に着目し，汎用性が高い

ZSM-5 を用いた。ZSM-5 ゼオライトの細孔の大

きさは，5.8 Åである(図 1)。 

このゼオライトの一般式を以下に示す。 

Na 型 Nan(H2O)16[AlnSi96-nO192] 

H 型 Hn(H2O)16[AlnSi96-nO192] 

この式において，全ての Na+が H+に置換され

ているものと考えると，H 型ゼオライトは，シ

リカアルミナ比(SiO2/Al2O3)が小さいほどプロト

ン量が多くなるといえる。 

2.2 使用試薬 

 以下に，本研究で使用した ZSM-5 ゼオライト

の特性を示す(表 1)。 

 

 

 

 

 

3. 方法 

3.1 検量線の作成 

(1) 酢酸プロピルを 50 ～250 µL の範囲で 50 µL

ずつメスフラスコに入れ，アセトンを 1.0 mL

加え，1-プロパノールで 10 mL に希釈した。 

(2) (1)の標準溶液を，ガスクロマトグラフ

(SHIMADZU GC-14B)を用いて分析した。 

(3) 得られたガスクロマトグラムから，検量線を

作成した。 

3.2 SiO2/Al2O3による反応速度の比較 

(1) 200 mL 三口フラスコに 1-プロパノール 50 g 

(0.83 mol)，氷酢酸 50 g(0.83 mol)を入れ，ZSM-

5 ゼオライト 2.0 g を触媒として加え，5 時間加

熱還流した(図 2)。 

(2) 還流開始から 1 時間は 15 分毎，次の 1 時間

は 20 分毎，その後は 30 分毎にフラスコ内の溶

液を採取し，ろ過した。 

(3) ろ過した溶液 250    

µL にアセトンを 1.0   

mL 加え，1-プロパノ 

ールで 10 mL に希釈 

した。 

(4) ガスクロマトグラ 

フ(SHIMADZU GC - 

14B)を用いて(3)の溶 

液を分析し，酢酸プロ 

ピルの収率を求めた。 

(5) 得られた結果から近似曲線を求め，それを原

点で微分することで反応速度定数を求めた。 

(6) 同様の操作で触媒を用いない場合の反応速度

を求めた。 

3.3 プロトン量が一定の場合の反応速度の比較 

822HOA，840HOA，濃硫酸のプロトン量が一

定になるように触媒の量を変え，3.2 と同様の

操作を行った。プロトン量の計算には，2.1 の式

を用いた。 

 

図 1 MFI の骨格構造 

(ZSM-5 ゼオライト) 

/ IZA の database より 

 

 
 図２ 反応装置 
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表 2 反応速度定数 

触媒 質量[g] SiO2/Al2O3 反応速度定数 

822HOA 2.01 23.8 9.74 

840HOA 2.01 37 0.376 

840HOA 3.04 37 0.376 

890HOA 2.00 1880 0.238 

触媒なし - - 0.245 

濃硫酸 0.125 - - 

 

4. 結果と考察  

4.1 SiO2/Al2O3と反応速度 

ゼオライトの SiO2/Al2O3が異なる場合の，反応

時間と酢酸プロピルの収率の関係を図 3 に示す。

SiO2/Al2O3が小さいゼオライトほど，反応速度定

数が大きいことが分かる(表 2)。触媒を加えなくて

も，酢酸のプロトンの影響で反応は進行している。

また，890HOA は SiO2/Al2O3 が 1880 と大きい

ため，触媒を加えない場合とほぼ同じで，触媒活

性を示さなかった。これらの結果から，SiO2/Al2O3

の小さい，プロトン量が多いゼオライトほど反応

速度が大きくなるといえる。 

この平衡における収率を 55.0 %と考え，平衡定

数を求めると，1.5 となった。この値から，1-プロ

パノールと酢酸の比を 1:2 として反応させると，

収率は 72.5 %となることが予測できる。 

4.2 プロトン量が一定である場合の反応速度 

 822HOA が 2.01 g のときのプロトン量に合わ

せて 3 種類の触媒を用いた場合の結果を図 4 に示

す。840HOA の反応速度は，ゼオライトの量を約

1.5 倍にしても変化が見られなかった(表 2)。触媒

量を増やせば反応初期速度は増加すると考えられ

るので，再度検討が必要である。 

 濃硫酸を触媒とすると，収率が 80 %程度となっ 

 

 

た(図 4)。化学平衡を考えれば，収率はゼオライト

を触媒としたときと等しくなるはずである。この

理由として，分析試料を調製する際に，希釈に用

いた 1-プロパノールでアルコール大過剰の状態

となり，硫酸触媒存在下で平衡が生成系へ傾いた

ことが考えられる。内標準物質や希釈溶媒など，

試料溶液調製の方法をもう一度検討する必要があ

る。 

ゼオライト骨格の酸点でエステル化が行われる

とすると，プロトン量を理論上一定にしても，す

べての酸点が使われているとは限らない。そのた

め，組成式から導かれるプロトン量を等しくして

も，反応速度は一致しないと考えることができる。 

以上のことから，H-ZSM-5 ゼオライトを触媒に

用いたエステル化において，反応速度はプロトン

量のみに依存するのではなく，粒子の大きさや表

面積の大きさにも影響を受けると考えられる。 

 

5. 今後の課題 

(1) 平衡に影響を及ぼさない試料溶液の調製方法

を検討する。  

(2) 触媒の活性点を明らかにするため，粒子の大

きさや表面積の大きさが異なるゼオライト触媒

を用いて反応を行う。 

(3) ベンジルアルコールなどを用いて，分子とゼ

オライトの細孔の大きさの違いによって収率が

どのように変化するかを調べる。 
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図4 プロトン量が一定の場合の比較図 3  SiO2/Al2O3による比較 図 4 プロトン量が一定の場合の比較 



 

 

身近な素材を用いた金属空気電池の作製と性能の評価 
 

The Fabrication and Evaluation of Air-metal-batteries 
with Household Items 

 梅原  続実* 影森  貫太郎* 八鍬  光大郎* 豊前  太平** 
 

1. 背景・動機・目的 

今日，小学生・中学生が実験を行う機会が減っ

ている。その理由として安全性の確保が困難なこ

とが挙げられる。そのため，子供達に安全な実験

を行う機会を与えたいと考えた。そこで，安全な

実験の 1 つとして身近なものでも作れるような金

属空気電池を作製することにした。また，実験を

行う上で電池の原理や仕組みについて理解しても

らうために教材を作成しようと考えた。 
 
2. 概要 

2.1 原理 

金属空気電池とは正極を空気中の酸素，負極に

金属を用いる電池である。この電池は補聴器にも

使われているほか，学校の教材としても使われて

いる。今回行った実験で用いたアルミニウム，亜

鉛，マグネシウムのイオン反応式は以下の通りで

ある。 

負極： Ｍｇ → Ｍｇ２＋＋２ｅ－ 

    Ｚｎ → Ｚｎ２＋＋２ｅ－ 

        Ａｌ → Ａｌ３＋＋３ｅ－ 

このとき正極では， 

正極： Ｏ２＋２Ｈ２Ｏ＋４ｅ－ → ４ＯＨ－  

というイオン反応式に従って反応が進行している。 

2.2 使用試薬 

 以下に，本研究で使用した試薬の名称及び役割

を示す。 

・電池の電解液として用いた溶液 

  身近にあるものの濃度に近づけるため以下の

濃度にした。 

83 % エタノール 
10 % スクロース水溶液 
5.0 % 酢酸 
63 g/L クエン酸水溶液 
飽和 NaCl 水溶液 
飽和 NaHCO3 水溶液 
ミツカン カンタン酢 500 mL 
ポッカサッポロ ポッカレモン 100 450 mL 
消毒液 

・負極として用いた金属 
アルミホイル 
マグネシウム棒 
亜鉛棒 

・正極として用いたもの 
  活性炭 
  炭素棒 
 
3. 方法  

3.1 各金属空気電池における簡易実験 

透明な容器をセロハンで分断し、片側に活性炭

を 5.0 g 入れた後，炭素棒を入れた。また，もう

片側に電解液を注いだ後，金属を入れた(図１)。少
しの間をおいてからアナログマルチメーターを用

いて，この簡易電池の電流，電圧を測定した。 
3.2 木炭アルミ電池の簡易製作と測定 

軍手の指の部分を切り取り，内面に沿うように

キッチンペーパーを配置した。その後，活性炭を

5.0 g 入れて炭素棒を中心に刺し，輪ゴムで上部

を縛った。それを電解液に浸した後，アルミホイ

ルで包み，再度輪ゴムで三か所縛った(図２)。そし

てこの軍手電池の電流，電圧をアナログマルチメ

ーターと直流電流計を用いて測定した。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 結果と考察 

4.1 負極材料の発電に及ぼす影響の違い 

 表１に各金属の電流を，表２では各金属の電圧

を示す。これらの図を見てわかるとおり，どの電

解液を用いた場合でも Mg 棒の電流，電圧が高い

傾向があることがわかった。これは Mg が今回用

いた金属の中で一番イオン化傾向が大きいため，

 
図１ 簡易電池 

 
図２ 軍手電池 
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電解液中でより化学反応が進みやすいためと考え

られる。しかし、Al と Zn 棒を比べると Al のほう

が Zn よりもイオン化傾向が大きいにもかかわら

ず，得られた電流，電圧は一部を除いて Al の方が

低い。これは Al がアルミホイルを棒状に成形し

たのに対し，Zn は金属棒の状態で用いたことに起

因すると考えられ，Al の方が電極としての密度が

低かったためと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 電解液の発電に及ぼす影響の違い 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

表３は，Mg 棒を負極とした電池において，電

解液の違いによる電流及び電圧の大きさを比較し

たものである。表からわかる通り，エタノールを

電解液とした場合は，電流，電圧とも非常に小さ

い。他の５種類の電解液については電圧が約２V
と同程度の値を示す一方で，電流については NaCl
を用いた場合に最も大きな値が得られ，これは２

番目に大きかった NaHCO3 の場合に比べても約５

倍の値であった。さらにスクロース，酢酸，クエ

ン酸を用いた場合の電流は，NaHCO3 の場合の３

分の１にとどまった。用いた電解液の中では NaCl，
NaHCO3 の電離度が他に比べて大きく，このこと

が高い電流値に影響したと考えられる。また，こ

のとき陰イオンが小さいほど高い電流値を与える

ものと考えられる。電離度の小さい電解液を用い

た場合でも，わずかながら電流の発生が認められ

た。これは各分子内にできる電荷の偏りが影響し

ているものと考えられる。 
4.3 軍手電池と簡易電池の違い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表４は各電池の電流，表５は各電池の電圧を示

す。軍手電池と簡易電池の電流及び電圧を比較し

たところ，どちらも軍手電池のほうが大きかった。

特に電流の値に関しては，その差が顕著であった。 

 これは軍手電池の方が簡易電池に比べ，構造上

金属と電解液の接触面積が大きいこと，正極剤が

より密であることに起因するものと考えられる。 

 

5. 今後の課題 

 今回は身近なものということで電解液の濃度を

身近なものの濃度に合わせて実験を行ってきたが，

その電解液の濃度を変化させることで電流，電圧

にどのような傾向が生まれるかを実験していきた

い。さらに，金属の密度だけでなく質量が電流，

電圧に関係しているのかを検証していくとともに，

電解液の極性がどう影響しているか調べたい。 
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表１ 各金属の電流(単位 mA) 
  Zn 棒 Al Mg 棒 
クエン酸 5.2 0.18 8 
NaHCO3 23 0.3 24 

酢 20 16 16 
NaCl 39 75 122 

表２ 各金属の電圧(単位 V) 
  Zn 棒 Al Mg 棒 
クエン酸 1.43 1 2.2 
NaHCO3 1.33 1 2.22 

酢 1.51 1.25 2.25 
NaCl 1.34 1.26 2.09 

表４ 軍手電池と簡易電池の電流(単位 mA) 
 簡易電池 軍手電池 
エタノール 0 1.6 
スクロース 0.10 14 

酢酸 0.42 24 
クエン酸 0.18 25 
NaHCO3 0.30 2.6 

NaCl 75 1470 

表５ 軍手電池と簡易電池の電圧(単位 V) 
 簡易電池 軍手電池 
エタノール 0.10 1.15 
スクロース 0.68 1.05 

酢酸 1.04 1.08 
クエン酸 1.00 1.15 
NaHCO3 1.00 1.10 

NaCl 1.26 1.30 
 表３ Mg 棒における電流，電圧 

 電流(単位

mA) 
電圧(単位 V) 

エタノール 0 0.26 
スクロース 5.0 1.80 

酢酸 4.7 2.32 
クエン酸 8.0 2.20 
NaHCO3 24 2.22 
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1. 目的 

  本研究の目的は，植物灰を融点降下剤として利

用し，古代ガラスの作製と評価を行うことである。 

私たちは特にササンガラスと呼ばれる古代に作

られた植物灰ガラスの作製を目的とした。 

2. 概要 

2.1 説明 

ササンガラスとは，3 世紀から 6 世紀に西アジ

アに存在したササン王朝ペルシアで作られたガラ

スのことで有り，一般的に，K₂O と MgO が

1.5％以上含まれる。 

日本にはシルクロードを介して持ち込まれた。

陸路では割れやすいガラスを運び難いため海のシ

ルクロードと呼ばれる海路がよく用いられた。 

これにより，様々な技術が持ち込まれた。 

2.2 原理 

ガラスとは，液体を結晶化させることなく冷却

して，粘度が固体とほぼ変わらなくなった非晶質

状態の物質のことである。 

ガラスは高温の過冷却状態から徐々に冷却され

ることによってできるが，ガラスの主成分である

SiO2(石英)の融点は約 1700℃と非常に高いため，

古代の技術では加工できない。しかし，植物灰を

入れることによって灰に含まれる Na+や K+など

のイオンが SiO₂結晶の結合を切り，分子が動きや

すくなるため融点が約 1200℃近くまで下がる。 

2.3 使用試薬 

 本研究で使用した試薬は以下の通りである。 

・珪砂(SiO2) 

・広葉樹の植物灰，CaO，NaCl，MgCl2，MgO 

  

珪砂を除き，すべて融点降下剤として用いた。 

3. 方法 

3.1 融点降下剤の作製 

 広葉樹の植物灰と精製水をスターラー

(Corning PC 520 Hot Plate Stirrer)で 3 時間加熱

しながら撹拌し，冷却した後にろ過した。その上

澄み溶液 (図 3)を乾燥機 (ISUZU NS-1135)で

100℃に設定し 1 日乾燥させた(図 4)。 

3.2 ガラスの作製 

 珪砂と乾燥させた融点降下剤を混合し，電気炉

(山田電機(株) NF-215)で加熱した。 

以降、物質の混合比や加熱時間，加熱温度を変え

て焼成を繰り返した。 

3.3 元素分析 

 原子吸光分析装置(SII SAS7500A)を用いて乾

燥させた灰の上澄み溶液の元素分析をおこなった。 

分析した元素は Ca，Mg，Na，K，Fe の 5 種類で

ある。K が 69％，Na が 4.1％，Mg が極微量検出

され、Fe と Ca は検出されなかった。Ca と Mg は

必要な成分のため，加熱前に加えるようにした。 

3.4 評価 

 透明度や気泡の有無，水に溶けるか否かで評価

した。 

図 4 乾燥後 

図 3 融点降下の原理 

図 1 白瑠璃椀 図 2 ササン王朝 

図 3 上澄み液 
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ガラスの
外見 

       

4. 結果

焼成したガラスの条件と性質(表 1) 

・質量比 質量比が珪砂：融点降下剤=約 6：4 の

時に気泡が少なく，透明に近いガラスが出来や

すかった(No.3，4，5，7)。また，8：2 を下回る

質量比で作製したところ粉末のままであった。 

・温度 900℃(No.3)，1000℃(No.1，2，4，5)，

1200℃(No.6，7)で加熱したところ，温度が高い

程透明に，またザラザラとした溶け残りが少な

い傾向にあった。 

・CaO の有無 CaO を加えず加熱したもの(No.1，

2，3，4)は水溶性が有り，CaO を加えて加熱し

たもの(No.5，6，7)には水溶性がなく，加えて

いないものに比べ硬かった。 

また，水溶液は室温で放置するとゾル状態を経

てゲル状になった。 

5. 考察 

実験結果から，Na と K にはガラスの融点を下

げる効果があることと Ca にはガラスが水にとけ

るのを防ぎ，強度を高める効果があると考えられ

る。 

5.1 融解しない理由について 

 私たちが使った植物灰に含まれる Na と K の割

合を，ガラス全体に占める割合に計算しなおすと

Na が 1.2％，K が 21％となる。しかし，参考資

料に記された割合の Na が 13~16％，K が 3~4％

と比べると Na が少なく K が過剰である。このこ

とから K が多く Na が少ないと融点降下作用を示

さないことがわかる。この理由は K が SiO2 間の

結合を分断する能力が Na より低いためと考えら

れる。ちなみに、試薬の Na2CO3を添加したもの

は 1000℃程度で融解が確認できた。 

5.2 水溶性について 

Na は融点降下のために必要であるが，Si と結

びつき Na₂SiO3 (珪酸ナトリウム)を生じる。この

Na₂SiO3は水溶性があるため，ガラスが溶けてし

まったと考えられる。また，さらにこの物質が加

水分解したことにより Si(OH)₄ゾルが生成し，こ

れが乾燥したため脱水縮合が起こりゲル状態にな

ったためにゲルが生じたと考えられる。 

5.3 Ca がガラスに与える影響 

 Ca はガラスの強度をあげることが判明したが， 

これは Ca が Si と結合してできる Ca2SiO4 (ケイ

酸カルシウム)の結合の強さが Na₂SiO3 よりずっ

と高いためだと考えられる。結合が強いため物質

的にも強くなり，ケイ酸カルシウムは水にほとん

ど溶けないためガラスが水にとけるのを防ぐと考

えられる。 

5.4 灰の組成について 

 私たちの使った植物灰の原木は鹿児島県，宮崎

県産の堅木広葉樹(ナラ，クヌギ，カシ，シイの混

合)であるが，ササンガラスに使われていたのは地

中海沿岸の灰とされていて、海沿いのため，Na や

Ca が豊富に存在していたと考えられる。 

6. 今後の課題 

Mg がガラスにどんな影響を与えるかが判明し

ていないため，それを明かしていきたい。また，

未だ完全に透明で気泡のないガラスにならないの

で、最適な質量比と加熱時間を検討したい。 

参考文献 

(1) 山根正之，はじめてガラスを作る人のために，内田

老鶴圃(1989) 

(2) 中井泉，古代文化財の謎をとく-Ｘ線で見えてくる昔
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No. 1 2 3 4 5 6 7 

水溶性 有り 有り 有り 有り 無し 無し 無し 

色 白 白 白 白 白色透明 白色透明 透明 

気泡 無し 有り 有り 無し 有り 有り 無し 

表 1 焼成したガラス 

 



 

 

芝浦地区の環境調査（大気を中心として） 
 

The Atmospheric Environment Evaluation in Shibaura Area 
 

北村 凱* 島田 達矢* 豊前太平** 
 
 

1. 背景・目的・動機・仮説 

芝浦地区の環境調査を NOx や SOx とは別方法の

光化学オキシダント（主成分：オゾン）濃度の計

測を用いて，他地域（板橋，横浜等）との対照実

験を兼ねて推測する。また，空気検査を行うとと

もにその地域における水質検査を同じく遂行する

ことで，空気の汚染状況とその地域の水質の関連

性を調べ，大気汚染の理解を深めることを目的と

する。 

 

2. 概要 

2.1 原理 

  大気汚染の原因の一つとされる光化学オキシダ

ントの主成分であるオゾン（O3）を，亜硝酸ナトリ

ウム（NaNO2）に吸着させることで，元の亜硝酸ナ

トリウム濃度から検査後までの濃度変化から大気

中に含まれていたオゾン濃度を調べる（パッシブ

法）。また，水質検査でよく使われる COD（化学的

酸素供給量）の測定を行うことで，芝浦地区の芝

浦運河の水を試験体として，簡易 COD 測定キット

を用いて水質検査を行う。 

 

2.2 使用試薬 

 0.01％亜硝酸ナトリウム…0.1 g の亜硝酸ナト

リウム粉末を 100 ｍＬの精製水で希釈し，それを

さらに 10 倍に希釈して 0.01％亜硝酸ナトリウム

溶液を調製した。 
 ザルツマン試薬…発色剤 
  
3. 方法  

3.1 パッシブ法による空気調査 

（１）0.01%-亜硝酸ナトリウムを調整し，1×2 cm

の大きさに切ったろ紙を 30 分浸した。 

（２）ろ紙を取り出した後，乾燥させ，フィルム

ケースに 5 枚張り付け，簡易型空気検査装置とし

た（図 1）。これを各調査地点に 2 週間設置した。

検査地点は，高校のある港区芝浦，班員の自宅の

ある板橋区および横浜市神奈川区とした。 

（３）フィルムケース内に 2:1 の割合で精製水と

ザルツマン試薬を加え，30℃の温水で 30 加熱し

た。その後，吸光分析装置にて波長 545 nm の吸光

度を求めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  COD を用いた水質検査 

（１）芝浦運河（図 2）から水を採取，保存した。

またその時の天気，気温を計測した。 
（２）試料 5 mL に対し，簡易 COD 測定キットを

用いて COD の値を計測した。また，天気や気温と

の関連性について考察した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3  空気と水質の関係 

（１）パッシブ法と同じく簡易型空気検査装置を

作製した。 
（２）調査地点に簡易型空気検査装置を設置し，

そのすぐ周辺に，約 1 L の水道水を入れた容器（バ

ケツ等）を置き，2 週間放置した。 
（３）水は COD 測定法，空気はパッシブ法によっ

て分析し，水と空気の環境状況の関連性について

考察した。 

 
図 2 水を採取したエリア（芝浦運河） 

 

図 1 空気検査装置 
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4. 結果と考察 

4.1 芝浦地区の環境状況（空気） 

図 2 に，亜硝酸ナトリウム濃度と吸光度の関係

についての検量線を示す。オゾン吸着量が多いほ

ど亜硝酸ナトリウムが消費されるため，亜硝酸ナ

トリウム濃度が大きいほど空気がきれいだと判断

できる。6 月に計測した空気検査の結果を表 1 に

まとめる。板橋に設置した装置から検出された亜

硝酸ナトリウム濃度は 0.08 g/L，横浜は 0.33 g/L，
そして芝浦は 0.50 g/Lとなった。このことから，

3 地点で最もオゾン濃度が低いのは港区芝浦と判

断できる。 
表 1 空気検査の測定結果（6 月 8 日実施） 

場所 吸光度

(－) 
NaNO2 濃度

（µg/L） 
港区芝浦 0.240 0.50 
板橋区（東京北部） 0.041 0.08 
横浜市神奈川区 0.153 0.33 

 

4.2 芝浦地区の環境状況（水） 

 図 3 に，芝浦運河の COD 測定の結果を示す。グ

ラフ中の白いバーは晴れの日，グレーは曇りの日，

黒は雨の日を表す。グラフより，COD の最大値は 9

月 6 日で，最小値は 9 月 14 日であることが分か

る。また，COD の値が小さいのは晴れの日が多く，

特に晴れの日が続いた 13，14 日に関しては，COD

測定値が 8 あたりであることが分かる。一方，COD

の値が大きいのは雨の日や曇りの日（特に 12 日

は雨上がり時に採取）が多いのが分かる。COD の

最大値を示した 6 日の値は，最小値である 14 日

の値の約 2 倍となっており，水質がとても悪い状

態であったことが分かる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 空気検査についての考察 

 今回の研究の中で，港区芝浦の環境が良いとい

う結果が出た。この地区は，交通量の多い第一京

浜や首都高速 1 号線が通っているものの，沿岸部

に位置するため，海風の影響を受けたことが考え

られる。同様のことは，横浜市神奈川区において

も考えられる。一方，板橋区は環境汚染度が高い

結果となった。板橋区の観測地点は，首都高速 5

号線と環状八号線が交差する地点に近い場所であ

り，交通量が非常に多い場所である。交通量が

多いという点では港区芝浦と変わらないが，港区

芝浦や横浜市神奈川区と違って内陸部に位置し，

海風の影響が少ない場所である。そのため，光化

学オキシダントの影響を受けたと考えられる。 

 

5. 今後の課題 

 今後の課題としては，空気検査装置の検出成功

率が低いことが挙げられるため，ろ紙にしみこま

せる亜硝酸ナトリウムの濃度や染み込ませる時間

の調整を行い，成功率を高めることを促していき

たい。また，水質検査において今回は芝浦運河の

検査のみでしか行われていなかったため，その他

の河川や池の水を試験体として新たに環境状況の

指標となる数値が出るように努めたい。さらに，

芝浦運河での試験回数が少なかったことも反省点

に挙げられるので回数を増やしてより正確な研究

データが得られるようにしていきたい。 

 

参考文献 

松浦,第 86 回日本理化学協会総会青森大会研究発表論文

(資料)集 第 37 巻,２０１５ 

 

図 2 亜硝酸ナトリウムの検量線 図 3 天気色別の水質検査グラフ 



 

 

発泡ガラスの作製と水質浄化性能の評価 
 

Preparation of Formed Glass and  
Evaluation of Water Purification Performance 

杉浦  匡哉*，三浦啓汰*，豊前太平** 
 
 

1. 背景・目的・動機・仮説 

ガラスは容器や建材をはじめ，世界中において

広く生活の中で用いられている材料である。この

ようなガラスに対し，簡易な方法でろ過機能を持

たせることができれば，安価で安全な水質浄化剤

として広くグローバルに利用できるものと考えら

れる。そこで本研究では，内部に細孔を持つ発泡

ガラスを作製し，その水質浄化機能を評価するこ

とを目的とする。水質浄化の対象としては，学校

の近くを流れる芝浦運河とした。ここは東京湾の

河口に近い汽水域にあたるところで，周辺の飲食

店等からの排水も非常に多い場所である。 

 

2.概要 

2.1 原理 

発泡ガラスとは，ガラスを作製する際，発泡剤

を混入し，加熱過程で発生する気体により,ガラス

内部に細孔を持たせたものである。細孔により，

水中の不純物をろ過する。さらに，気泡に水質浄

化剤を通すことで水中にある見えない有機物も固

体として沈殿させ，同様にろ過する。水質の評価

は COD(化学的酸素要求量)により行った。 

 

2.2 使用試薬 

 表 1 に，ガラス作製のために使用した試薬の混

合割合を示す。 

表 1 ガラスおよび発泡剤の混合割合（mass%） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 発泡剤には活性炭を用いた。またガラス②とし

ては，実験室内で発生した廃ガラスに対し，発泡

剤を 9 mass%混合したものを準備した。 
 
3. 方法 

3.1 ガラスの作製 

所定の割合に秤量した粉末試薬を，ボールミル

を用いて十分に混合した。その後，混合粉末をる

つぼに入れて電気炉内で加熱した。加熱温度は

1100℃，加熱時間は 6 時間とした。加熱終了後は

電気炉内に放置したまま，室温になるまで炉冷し

た。廃ガラスを原料に用いる場合は，廃ガラスを

ゴールミルで十分に粉砕して使用した。粉砕した

廃ガラスに対し，発泡剤を所定量加え，再度ボー

ルミルにて十分に混合した後にるつぼ内に移し，

電気炉を用いて加熱した。 

 
3.2 ガラスの評価 

作製したガラスについて，ガラス内に発生した

気泡の大きさを測定した。 
 
3.3 水質の浄化 

水質浄化の対象として，本校の近くを流れる芝

浦運河の水を用いた。ビーカーに発泡ガラスを約

50g敷きつめ，そこに河川水 100 mLを注入した。

このとき，注入した水の水面は敷きつめたガラス

層より低いレベルに位置した。その後，1 日間放

置することで，発泡ガラスによる水質浄化の程度

を評価した。なお，いくつかの実験においては，

100 mL の河川水に対して 3 g の硫酸アルミニウ

ムを添加・溶解した後に、発泡ガラスによる水質

浄化を実施した。 

 

3.4 水質の評価 
水質の評価には，COD 測定を用いた。パックテ

スト（共立理化学研究所製）を用い，水質浄化前

後の河川水の COD を測定した。また水質浄化前

後の発泡ガラスの質量を測定することにより，ガ

成分 ガラス① ガラス③ 
SiO2 68.0 73.5 
Na2CO3 17.2 10.5 
CaCO3 6.40 12.1 
Al2O3 1.30 1.57 
K2CO3 0.480 0.980 
B2O3 1.80 － 
MgO － 0.420 
C(発泡剤) 5.00 5.00 
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ラスによりろ過された成分の質量を評価した。 
 

4. 結果と考察 

4.1 発泡ガラスの外観 

 図 1 に，作製した 3 種類の発泡ガラスの写真を

示す。図から分かるように，出来上がった発泡ガ

ラスは白色であった。試薬を混合して作製したガ

ラス①とガラス③については，内部まで細孔が見

られ，凹凸の多い形状が得られた。細孔のサイズ

を比較すると，ガラス①については約 1～3 mm の

直径に対し，ガラス③については 0.03～0.06 mm
の直径となっており，B2O3 より MgO の添加の方

が、細孔を保つには効果的なことが分かった。こ

れに対し，廃ガラスから作製したガラス②に関し

ては，気泡は出来たもののそれぞれが独立し，ガ

ラス内部にほぼ止まってしまっていた。そのため

ガラス表面もなめらかなものとなっていた。これ

は，廃ガラスの溶融と発泡剤からの気体の発生の

タイミングが合わず，効果的に細孔を作ることが

できなかったためと考えられる。 

 

ガラス①    ガラス②   ガラス③ 

図 1 作製した発泡ガラスの外観 

 

4.2 発泡ガラスによる水の浄化 

河川水について，発泡ガラスのみを用いて浄化

した前後の COD を測定し，比較した。結果を表

2 に示す。 
 
表 2 発泡ガラスのみを用いた浄化前後の河川水

の COD 
 浄化前 浄化後 
ガラス① 10.0 10.0 
ガラス② 11.0 11.0 
ガラス③ 10.0 10.0 

 
 浄化前の河川水の COD は，採取日により多少

の差はあるが，約 10.0 という値であった。これを

ガラス①～③を用いて浄化したところ，COD の値

は，いずれの場合も浄化前の値と同じ値を示し，

変化がなかった。浄化処理後の各ガラスの質量を

測定したところ，いずれの場合も増加を示した。

その増加量は，ガラス①，②および③について，

それぞれ，0.1 g，0.1 g および 0.2 g であった。こ

のことから，今回作製した発泡ガラスを用いるこ

とにより，河川水中の不純物を多少回収すること

は出来るが，それが COD を低下させるほどまで

にはならないことが分かる。 
 続いて，河川水に硫酸アルミニウムを添加した

後に，発泡ガラスを用いて水質浄化を行った。浄

化前後の河川水の COD の値を表 3 に示す。 
 
表 3 硫酸アルミニウムを添加した後に発泡ガラ

スを用いる浄化前後の河川水の COD 
 浄化前 浄化後 
ガラス① 10.0 5.0 
ガラス② 11.0 9.0 
ガラス③ 10.0 5.0 

 
 表を見ると，いずれの発泡ガラスを用いた場合

でも，浄化後の COD は低下しているのが分かる。

特に，粉末試薬から作製した発泡ガラスであるガ

ラス①およびガラス③においては，COD の値が半

減している。これに対し，廃ガラスから作製した

発泡ガラスであるガラス②においては，COD の低

下はより小さい値に止まった。硫酸アルミニウム

は凝集剤として用いられる。ガラス②は，ガラス

①および③に比べて細孔が極端に少ないため，仮

にガラス②の場合の COD の減少が硫酸アルミニ

ウムによるもののみと考えたとしても，ガラス①

およびガラス③を用いた場合の COD の値はこれ

を大きく上回る。すなわち，硫酸アルミニウムに

より汚染物質を凝集させることにより，ガラス①

および③の浄化機能は有効になると考えられる。 
 
5. 今後の課題 

 河川の水質浄化に適した細孔サイズを検討し，

コントロールする。また，廃ガラスを用いた場合

の細孔の付与方法についても検討する。 
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1. 目的	 
本研究の目的は，開発途上国において容易に入

手可能でありかつ食糧にならない廃棄してしまう

ものを用いて，家庭やひとつのお店単位で可能な

消毒用バイオエタノールの作製方法の提案及びで

きたエタノールを評価することである。東南アジ

アなどではすでにポピュラーになりつつあるバイ

オエタノールだが，その多くはエネルギー資源と

して工業的に活用されている。今回上記のような

目標を設定することによって主に東南アジアの衛

生問題の解決策を提案したい。	 

2. 概要	 
2.1 原理	 
2.1.1 アルコール製造	 
食物や植物のもつ糖を発酵することによってエ

タノールを作製する。	 

 
今回の実験ではイチゴツナギというイネ科の雑草と

腐敗したバナナやバナナの皮をイーストで発酵させる

ことでアルコールを生成して簡易な蒸留装置を製作

することでアルコールの濃度を上げ消毒用に使用で

きるようにするものとする。	 

2.2 使用試薬	 
	 本研究で使用した試薬の名称及び役割を示す。	 

＜発酵＞	 

・Yeast Extract（日本製薬株式会社）	 
＜滴定＞	 

・0.1	 mol/L -炭酸ナトリウム水溶液	  	 
・0.1 mol/L-希塩酸	 	 
・0.1 mol/L -水酸化ナトリウム水溶液	  
3. 方法	 
3.1 イチゴツナギの発酵	 

	 イチゴツナギの実と皮をわけ，実の部分を糊化

させ水道水，イーストを加え 500mL のフタ付き瓶

中で 2 週間放置する（20	 ℃～30	 ℃）。	 

3.2	 バナナの発酵	 

	 バナナと水道水，イーストを密封瓶にいれ 2 週

間放置する（20	 ℃～30	 ℃）。	 

3.3 アルコールの定量方法	 

3.3.1	 滴定法による定量	 

	 バナナを発酵させることでエタノールと同時に

発生する二酸化炭素を水酸化ナトリウムに吸収さ

せ、塩酸で逆滴定する。	 

腐敗したバナナ 2本に水道水 150	 mLとイースト

を加え 1 週間から 2 週間放置する。同様にバナナ

の皮でも行う。（図 1）	 

	 

	 腐敗させたバナナを瓶に入れ穴をあけた蓋から

ゴムチューブを伸ばし発生した二酸化炭素が直接

0.1	 mol/L の水酸化ナトリウムに溶解するように
した(図中三角フラスコ左)。また、空気中からの

CO2 の進入を防ぐために吸収フラスコ出口側に水

の入った三角フラスコ(図中右)を接続した。	 

	 発生した二酸化炭素を吸収した水酸化ナトリウ

ムをＣHCl	 mol/Lの希塩酸でフェノールフタレイン
とメチルオレンジを用いて二段階滴定をする。	 

	 

	 

 
①②の反応までをフェノールフタレインで滴

定し(滴定値 Vf mL)，③の反応までをメチルオレ
ンジで滴定する(滴定値 Vm mL)ことで両滴下量の
差をと吸収した二酸化炭素の量を次式によっても

とめた。 
46 (Vm −Vf )CHCl ×10

−3

5
×100 	 ％ 

3.3.2 ガスクロマトグラフィー（GC）による定量	 
	 ガスクロマトグラフ装置(島津製作所，GC-14B)
を用い検量線(10 %, 5.0 %, 2.5% 10.0 %アルコ

C6H12O6�2C2H5OH+2CO2 

図 1	 実験装置 

	 ① CO３2－＋H＋→HCO３－ 
	 ② NaOH＋H＋→Na＋＋H２O 
	 ③ HCO３－＋H＋→H２CO３ 
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ール水溶液)を作成した後，発酵させたバナナ液
を二回ろ過し，２～３倍希釈したものをさらに蒸

留して留分の濃度を決定した。 
3.3	 簡易蒸留装置の製作と運転	 

	 東南アジアの開発途上国を想定して、アルコー

ルの濃度を上げるために太陽光を利用した簡易

蒸留装置(図 2)を作成し 70℃から 80℃で蒸留を

試みた。装置内の液温を 30 分ごとに計測した。	 

	 
4	 結果	 

4.1	 バナナの発酵	 

	 液体クロマトグラフィーによってアルコールの

発生が確認できた。	 

4.2	 アルコールの定量	 

バナナ溶液から発生するCO2の測定は計 2回行
った。2 週間経った段階で 1 度目の滴定ではが
2.53 g/L,  2度目は 0.28g/L発生が確認できた。1
回目と 2回目の値が大きく異なっているのがわか
る。これは 2回目のバナナの腐敗が足りなかった
ためと思われる。これにより発酵期間とアルコー

ルの濃度変化の相関関係は得られなかったが，発

酵させる前に充分腐敗させることが重要だとわか

った。また，ガスクロマトグラフによってもエタ

ノールの存在を確認することができた。（図 3） 

	 

	 図３	 GC による 1	 %-アルコールと試料ピーク	 

4.3	 蒸留装置の運転 
太陽光の集光が可能な蒸留装置を作製し，この

集光装置を 4 号館前の草むらに 8 時半から 14 時

まで設置しおよそ 30 分ごとにペットボトル内の
温度を測定した。測定結果は以下の通りになった。

（図 3） 

 
この日の気温は，28 ℃であり，東南アジアの

気温を考慮するとこの装置でのアルコールの蒸留

は理論的に可能である。 
５	 結論	 

	 今回の実験より家庭や店舗でのバナナ製エタノ

ールの作製方法を以下のように提案する。 

 

6	 今後の展望	 

	 今後の展望としては以下の点が挙げられる	 

・自作蒸留装置の蒸留効果の検証	 

・アルコールの濃度を上げる	 

・できたエタノールの消毒効果の確認	 

・作製過程での悪臭対策	 

 

図 2	 蒸留装置 

 

 
図 3	 液温の推移 ＊丸は予想値 

〈バナナエタノールの作製方法〉 
①腐敗したバナナ 2本に対して 150 mL の水，
1.5 g のイーストを加えて密封瓶で 2 週間放
置，発酵させる。 
②発酵した液体を 4重に重ねたガーゼで 2回
（2回目は可能ならろ紙で）ろ過する。 
③やかん等管の付いた容器からホースを伸ば

しペットボトルにつなげる。 
④ペットボトルを冷水で冷やしながらバナナ

液をやかんにいれ火にかけ沸騰させる。ペット

ボトルに透明な蒸留された液体が溜まらなく

なったところで火を消す。 
⑤蒸留した液体を図 2の蒸留装置を用いてア
ルコールの沸点の 75℃から 80℃で 2回目の蒸
留を行う。 




