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Y 型及び ZSM-5 型ゼオライトを用いた酢酸エステルの反応機構について  

 
Elucidation of Reaction Mechanisms in Esterification on Type Y and ZSM-5 Zeolites 
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1. 目的 

本研究の目的は二種類のゼオライトを触媒とし

て酢酸エステルを合成し，ゼオライトの骨格構造

の違いによる収率や反応速度を比較することであ

る。細孔径の大き さ やシリカアルミナ比

(SiO2/Al2O3)は反応速度に影響を及ぼし，収率には及

ぼさないと考えた。 

2. 概要 

2.1 原理 

ゼオライトはアルミノケイ酸塩の総称である。

その骨格は Si，O，Al から成り，構造内に多くの

細孔をもつ。そのため，触媒作用，吸着作用や分

子ふるい作用をもち，日常生活から化学工業など

で広く活用されている。本研究では触媒作用に着

目し，細孔径の異なる Y 型と ZSM-5 型を用いて

エステル化を行った。それぞれの細孔の大きさは

Y 型が 9.0 Å，ZSM-5 型が 5.8 Åである(図 1)。 

2.2 使用試薬 

表 1,2 に使用したゼオライトの種類と特性を示す。 

表 1 H-ZSM-5 型の特性 

タイプ 822HOA 840HOA 

SiO2/Al2O3 23.8 37.0 

表面積 [m2/g] 330 330 

表 2 H-Y 型の特性 

タイプ 350HUA 385HUA 390HUA 

SiO2/Al2O3 10.9 98.0 810 

表面積 [m2/g] 650 600 630 

 

3. 方法  

3.1 検量線の作成 

3.1.1 酢酸プロピルの検量線 

(1) 10 mL メスフラスコに 50～250 μL の酢酸プロ

ピル，1 mL のアセトンをそれぞれ加えた。 

(2) 1-プロパノールで希釈し，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。 

3.1.2 酢酸ベンジルの検量線 

(1) 10 mL メスフラスコに 50～250 μL の酢酸ベン

ジル，1 mL のベンジルアルコールをそれぞれ

加え,アセトンで希釈した。 

(2) これらの試料を，ガスクロマトグラフを用い

て分析し，検量線を作成した。 

3.2 細孔径の違いによる反応速度の比較 

(1) 200 mL 三口フラス 

  コに 50 g(0.83 mol)の酢 

 酸，50 g(0.83 mol)の 1- 

プロパノール，2.0 g の 

ゼオライトを加え，4 時 

間加熱還流を行った。 

(2) 一定時間ごとにサン 

 プリングを行い，反応 

混合物 250 μL を 10 mL 

メスフラスコ入れ，1- 

プロパノールを用いて 

希釈した。 

(3) (2)で調製した試料をガスクロマトグラフを用 

いて生成物の量を測定し，収率を求めた。 

(4) (3)の結果からグラフを作成し，近似曲線を求 

めた。その近似曲線の接線の傾きから初期反応

速度を計算した。 

3.3 アルコールの大きさによる反応速度の比較 

用いるアルコールを 1-プロパンオールからベ

ンジルアルコールに変え，3.2 と同様の操作を行

った。また触媒は ZSM-5 型の 822HOA と Y 型の

390HUA の二種類を用いた。 

   

(a) MFI (ZSM-5 型)     (b) FAU (Y 型)   

図 1 使用したゼオライトの骨格構造 

/ IZA database より 
図 2 実験装置 
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4. 結果と考察  

4.1 検量線の作成 

図 3 はどちらも直線になったため，定量可能で 

ある。 

4.2 細孔径と反応速度・収率 

表 3 シリカアルミナ比と酢酸プロピルの合成 

触媒 SiO2/Al2O3 収率 [%] 
反応速度

定数 

Y 型(9.0 Å) 

10.9 47.0 0.383 

98.0 45.0 0.477 

810 40.7 0.380 

ZSM-5(5.8 Å) 23.8 51.4 1.17 

以下，括弧内の値はゼオライトのシリカアルミ 

ナ比を表す。 

ゼオライトを用いた反応時間と酢酸プロピルの

収率の関係を図 4 に示す。Y 型の方が ZSM-5 型に

比べ一定時間ごとの収率は低くなった。これは，

ZSM-5 型と Y 型の細孔径や骨格構造，粒子の大

きさが関係していると考えられる。反応速度は，

シリカアルミナ比や表面積がY型の方が大きかっ

たにもかかわらず ZSM-5 型を用いて酢酸プロピ

ルを合成した方が速くなった。一方，Y 型同士で

比較すると，反応速度はシリカアルミナ比が小さ

くなるほど速くなった。しかし，Y 型(10.9)より Y

型(98.0)の方が速くなった。これは表面積が Y 型

(98.0)の方が大きいため，シリカアルミナ比の差を

相殺したと考えられる。また収率は最終的に約

55%に近似することが分かった。 

4.3 アルコール分子の大きさと反応速度・収率 

表 4 シリカアルミナ比と酢酸ベンジルの合成 

タイプ SiO2/Al2O3 収率 [%] 反応速度定数 

Y 型 (PAc) 
810 

40.7 0.380 

Y 型 (BAc) 24.6 0.690 

ZSM-5 (PAc) 

23.8 

51.4 1.17 

ZSM-5 

(BAc) 
23.3 0.893 

※酢酸プロピル＝PAc，酢酸ベンジル＝BAc 

用いたアルコールごとの酢酸エステルの収率と

反応時間の関係を図 5 に示す。表 4 より, ZSM-5

型, Y 型共に酢酸プロピルに比べ，酢酸ベンジル

の方が収率は低くなった。一方，反応速度は Y 型

では酢酸プロピルと酢酸ベンジルどちらもあまり

変わらなかった。しかし ZSM-5 型は酢酸ベンジル

の方が遅くなった。これはベンジルアルコールの

分子の大きさが 7.0Åであるのに対し，ZSM-5 型

の細孔が 5.8Åで小さい。そのため，反応速度は遅

くなったと考えられる。これらの結果からでは，

エステル化の活性点を特定することは困難である。 

5. 今後の課題 

(1) シリカアルミナ比が近い Y 型，ZSM-5 型を用

いて酢酸ベンジルを合成し，細孔と分子の大き

さの違いが反応に与える影響を検討する。 

(2) エステル化がゼオライト骨格のどこで行われ

ているかを検討する。 

(3) 触媒としての実用性を高めるため，ゼオライ

トを触媒とした他の有機反応での利用を考える。 
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図 4 各触媒の一定時間ごとの酢酸プロピルの収率  図 5 アルコール分子の大きさと反応速度・収率 
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図 3 酢酸プロピル(左)酢酸ベンジル(右)の検量線              
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担持金属の異なる光触媒性酸化チタン(Ⅳ)膜を用いた 
二酸化炭素還元の生成物比較 

Comparing Production of CO2 Reduction by TiO2 Photocatalytic Film  

with Different Addition Metal 

大森  てれさ *，𠮷﨑  謙 *，分目  瑞希*，成田  彰** 

 

 

1 背景・目的・仮説 

地球温暖化を抑制するために，CO2を還元し，

再資源化する構想があり，近年銅の微粒子を担持

したグラフェン等を触媒として用いる電気化学的

方法が注目されていることから，光触媒による二

酸化炭素還元法に関心を持った。そこで，本研究

では，酸化チタン触媒の作成方法と担持する金属

の違いによる生成物の違いを調べることを目的と

した。助触媒として担持する金属は，イオン化傾

向が小さく電子を引きつける力の強いものほど触

媒としての性能が高いと考え研究を進めた。 

2 原理 

 この実験の根幹は酸化チタン(Ⅳ)の光触媒作用

により二酸化炭素と水の酸化還元反応でなりたっ

ている。その反応式は以下の通りである。 

酸化： H2O + 2h+ → 1/2 O2 + 2H+ 

還元： CO2(aq) + 2H+ + 2e- → HCOOH 

HCOOH + 2H+ + 2e- → HCHO + H2O 

HCHO + 2H+ + 2e- → CH3OH 

CH3OH + 2H+ + 2e- → CH4 + H2O 

 二酸化炭素が蟻酸などの有機物に変化する。 

3 方法  

3.1 触媒の作成 

(1) 酸化チタン(Ⅳ)アナターゼ型粉末をアルミナ

乳鉢でできる限り粒子を細かくした。これを

エタノールに分散し，吸引濾過後，遠心分離

機(eppendorf Centrifuge 5417R)により沈

殿したものを回収した。その後，沈殿物にバ

インダー(セルナ WE-518)を加え，カバーガ

ラス(18×32 mm, 22×32 mm)に極薄に塗り

つけ 500 ℃で３時間，電気炉で焼きつけた。 

(2) チタンテトライソプロポキシド 1.7 g とクエ

ン酸 4 g，メタノール 40 mL，30 %-過酸化

水素水 40 滴を混合した。この溶液をカバー

ガラスに塗布乾燥後，500 ℃で焼き付けた。 

(3) チタンテトライソプロポキシドとイソプロ

ピルアルコールを体積比 17:3 の混合溶液に

4 倍の量の精製水を加え濃硝酸をイソプロ

ピルアルコールと同量だけ加え，酸化チタン

コロイド溶液を得た。この溶液をカバーガラ

スに塗布・乾燥後，電気炉で 500 ℃で焼き付

けた。 

(4) ⑴〜⑶の方法で調製したものを順に A, B, C

とする。A だけ，A+B，B の多層，C だけ，

を触媒が焼き付けられたカバーガラスに塩

化金酸水溶液，酢酸銅水溶液をそれぞれカバ

ーガラス全域に拡がるように数滴垂らし乾

燥した。それを，再び 3 時間 500 ℃，電気炉

で加熱し触媒を塗布した実験用基板を完成

させた。 

3.2 光触媒による二酸化炭素還元 

 図１のような反応装

置を組み立て, 再蒸留

水に穏やかに二酸化炭

素をバブリングしなが

ら，6 時間ブラックラ

イトにより紫外線照射

をおこなった。反応後

は速やかに試料溶液を

試料瓶に封入した。 

3.3 光触媒の評価 

3.3.1 触媒表面形態の観察 

  電子顕微鏡(JEOL，JSM-5300LV)によりカバ- 

ガラスに焼き付けた触媒表面の形態を観察した。 

3.3,2 二酸化炭素還元物質の評価 

  試料は，ガスクロマトグラフィー(島津製作所，

GC−14B)を用いて評価した。測定条件は初期設定

をカラム 60 ℃，インジェクター140 ℃，ディテク

ター220 ℃とし, カラム温度を 60 ℃(3 分保持)か

ら 110 ℃まで昇温速度 10 ℃/min上昇させた。 

4 結果・考察  

 触媒表面形態は図２より，粒子塗布法による成

膜 A は表面が粒子状になっている一方，ゾル・

ゲル法による成膜 B, C では塗布乾燥時の膜に割

れが観察された。 

 

図１ 反応装置 
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  光触媒反応による生成物の評価においては，標

準溶液(メタノール, 蟻酸混合水溶液)の分析から，

ガスクロマトグラフのスペクトルにおいて保持時

間 1.6 分にメタノール，8.5 分に蟻酸のピークが

現れることが示された。表１に示されるように、

全ての触媒塗布試料による反応溶液サンプルから

保持時間 8.5 分前後にピークが現れたことから、

蟻酸が生成されていることが定性的にわかった。    

 この 8.5 分前後のピークが出現する際のカラム

温度は蟻酸の沸点 100.8 ℃に近い 105 ℃であっ

た。 

 一方、1.6 分のメタノールのピークは標準溶液

以外で見ることができなかった。 

 このことから生成されたメタノールは，蟻酸か

ら還元されることがないのではないかと考えられ

る。また，2.1 分，6.7 分における僅かなピークは，

ほぼ全ての分析で確認されたことから，物質は特

定できていないが何らかの生成物質があったこと

が予想される。 

 さらに，12.5 分のピークに関しては, 図３に示

すように丘状でピーク面積が広く何らかの物質の

存在が予想される。一連の二酸化炭素還元反応か

ら考えると， 2 分子の蟻酸が重合して二量体を形

成しているか，蟻酸が還元されて生成するホルム

アルデヒドが，照射される紫外線によりオリゴマ

ーを形成し，分子量が大きくなることで 12 分前

後の丘状のピークになっているのではないかと推

察される。 

 触媒の調製法および助触媒の光触媒性能に関す

る比較については，成膜法および助触媒の異なる

触媒試料に関して各一回の実験しか行えなかった

こと，実験に用いたカバーガラスの大きさの違い，

ガラスへの不均一な塗布，裏面への付着など触媒

の基板表面への正確な塗布面積あたりの効率を求

めることができず，明確な評価ができなかった。 

 

5. 今後の課題 

(1) 酸化チタン(Ⅳ)光触媒の作成方法を増やしな

がら，実験回数を増や再現性を確認する。 

(2) 担持金属の種類や量の違いによって生成物

の差を比較する。 

(3) 光の波長や強さによってどのように生成物

の差ができるのかを確認する。 

(4) 生成された物質を同定し，それがどの程度の

量が生成されているかを定量的に評価する。 

 
参考文献 

(1) “酸化チタンを光触媒とする二酸化炭素の水による還
元固定化”,大阪府立大学工学部応用化学科,安保正一,

山下弘巳 ,河崎真一 ,市橋祐一 ,石油学会 ,38,(5),300-

310 (1995) 

(2) “光触媒 : 基礎・材料開発・応用 / 橋本和仁, 大谷文
章, 工藤昭彦編著”（2005) 

(3) T.Inoue, A.Fujishima, S.Konishi and K.Konda, “Ph

otoelectrocatalytic reduction of carbon dioxide in 

aqueous suspensions of semiconductor 

powders,” Nature, 277. 637 (1979） 

(4) “ゾルゲル電気泳動電着法により作製した酸化チタン
皮膜光触媒活性”, 飯村修志 

(5) “湿式太陽電池の特性と金属ドーピングの効果” 池
田智洋， 春元高志，成田彰 

        
図 2 触媒表面の SEM 像（左から調製法 A, B, C） 

表 1 ガスクロマトグラフィーのピークの有無 

保持時間(分) 2.1~2 6.6~7 8.4~6 12.5- 

HCHO，CH3OH  ◎ △ ◎ - 

TiO2 (A) △ △ ◎ - 

TiO2+Cu (A) △ △ ◎ - 

TiO2+Au (A) △ - ◎ - 

TiO2 (A+B) △ △ ◎ ○ 

TiO2+Cu (A+B) △ △ ◎ - 

TiO2+Au (A+B) △ △ ◎ - 

TiO2 (B) △ △ ◎ ○ 

TiO2+Cu (B) △ △ ◎ - 

TiO2+Au (B) △ △ ◎ - 

TiO2 (C) △ △ ◎ ○ 

◎:大きなピーク △:僅かなピーク ○:丘状のピーク 

 

図 3 代表的なガスクロマトグラフスペクトル 



 

環境要因が与える微生物の成長への影響に関する研究  

 

Effects of Environmental Factors on Microorganism Growth 

 

斎藤  朱 *，近藤  柳*，武田  直也 *，鈴木  長寿 ** 

 

 

1 目的 

  本研究では，私たちの生活の中でなじみの深い

微生物である麹菌を用い，これらを異なる環境下

で培養することで，成長速度等への影響を調査･考

察した。 

 

2 概要 

 今回用いた微生物としては，麹菌の中でも黄麹

菌を用いた。黄麹菌とは学名アスペルギルス・オ

リゼー(以下 A・オリゼー，米に生えるカビという

意味)，和名で「二ホンコウジカビ」と呼ばれ，日

本にしかいない国菌である。2～5 mm の菌糸を生

やし，その先に緑色の胞子が着生する。身近な例

としては，古くから清酒や醤油，味噌造りなどに

用いられている。この菌は，近縁種であり天然の

発癌物質として最高の毒性があるアフラトキシン

生成能力を持つアスペルギルス・フラバス(以下

A･フラバス)と比較して 

①カビ毒を生産する遺伝子群が機能を失っている

②一個の胞子に複数の核(一般的なカビでは一個)   

があるため形質が安定で発芽が早くなる 

③アミラーゼの遺伝子が重複して酵素の生産量が

増大している 

など発酵生産に好都合な変化が起こっており，元

来自然界に存在していた A・フラバスから日本人

が品種改良を重ねて作り出したものだと考えられ

ている。江戸時代には食品製造業のためのカビを

専門に作る種麹屋が出現し，成育した蒸米に樫や

椿の木灰を加えることで，顕微鏡が発明されてい

ない時代に，麹菌の純度 99％以上の純粋培養を成

功させていたといわれている。 

 

3 実験操作 

3.1 培地の作製 

水 500 mL に寒天 10 g，グルコース 10 g，ポリ

ペプトン 10 g，酵母エキス 5 g を入れ，加熱溶解

後，オートクレーブで滅菌し，溶液をシャーレに

入れて成型した。 

3.2 分離と植菌 

クリーンベンチ内で市販の米麹から麹菌を採取 

し，加熱消毒した白金耳で培地の入ったシャーレ

に塗布・植菌した。 

3.3 培養 

(1) 温度を 30℃または 40℃に保ったインキュベ

ーター内に，白色・青色・赤色の LED，白色の

蛍光灯それぞれの光を照射できるライトを設置

し，植菌したシャーレを入れて培養した。光の

照射の有無と比較するため，半分のシャーレは

アルミホイルで培地を覆って遮光した。 

(2) 3 日間インキュベーター内で培養後，培地を

取り出し成育具合を確認した。 

 

4 結果 

成長速度を比較すると，40 ℃一定の条件下で

は青色光照射下での成長面積は 8.04 cm2 で最も

大きく，白色光照射下が次いで 2.92 cm2で 2 番目

に大きくなった。蛍光灯下のものは 1.43 cm2と 3

青色光 白色光 蛍光灯 赤色光 

       

    

 
図 1 培養した麹菌 

（上段 40℃ 下段 30℃ ） 

（左：光を照射 右：遮光） 
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番目の大きさで，赤色光照射下のものは 0.0399 

cm2 で最小だった。青色光と赤色光のもので遮光

の有無による成長の差を比較すると，光の照射の

ある方が成長速度は速かった。30 ℃と 40 ℃での

菌の成長速度を比べると，青色光と白色光におい

て 30 ℃のものの方が大きかった。 

図 2 は，インキュベーター内でそれぞれ青色光，

白色光を照射して培養した菌を，日光の当たる実

験室でさらに 3 日間放置・培養したもので，図 3

のような胞子の有無による同心円状の模様の発現

が確認できた。 

5 考察 

図 1 の結果より，成長速度が白色光＞青色光＞

蛍光灯＞赤色光の順に速くなっていることから，

麹菌は光合成しないにもかかわらず，その成長に

は光が影響していて，図 4 より，特に波長が 400

～500 nm の比較的短い波長の光により成長が促

進されたと考えられる。           

また，図 2 の同心円は，中心から外側に菌糸が

伸長していくときに明るい(昼間)と胞子の形成が

抑制され，暗い(夜間)と胞子の形成が促進された

ためできたと考えられ，麹菌は光の有無に反応し

ていると考えられる。 

文献より，私たちの身近な菌の 1 つであるアオ

カビや A・ニデュランス(最も有名な糸状菌)など

の菌は光の有るところで胞子を作り，光のないと

ころで胞子を作らない性質を持つとされているが，

図 2 の結果から麹菌は逆に光の有るところで胞子

を作らず，光のないところで胞子を作る性質を有

していると考えられる。 

麹菌は古くから多くの人の手によって培養され

ており長い歴史を持つ。麹作りは麹室と呼ばれる

約 30 ℃に保たれた部屋の中で昼夜問わず明かり

を照らした状態で行われる。そのため，品種改良

を重ねているうちに人が作業するために必要な光

が当たっている時には，人間にとって不快な味で

あるエグ味を出してしまう胞子の成長を抑制する

ような性質に変わったのではないかと考えられる。 

 

6 今後の課題 

黄麹菌のみならず，黒麹菌や白麹菌など様々な

菌でも光の応答性並びに，照射した光の波長と成

長速度との関連性について調べる。 

<参考文献> 

・水野貴之 (2003)「バイオ実験イラストレイテッド〈7〉
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・水野貴之 (2003)「バイオ実験イラストレイテッド〈6〉
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図 2 同心円状に成長した麹菌 

図 4 光の色と波長との関係 

(文部科学省科学技術･学術審議会 HP より抜粋) 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/g

ijyutu3/toushin/attach/1333537.htm 

図 3  麹カビの菌糸(上)と胞子(下) 
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特定波長の LED による珪藻の単離培養 
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1 背景・目的・動機 

珪藻は，バイオ燃料，養殖されている魚の餌な

どへの利用が期待されているとても利用価値の高

い微生物である。しかし，珪藻を利用するために

は珪藻をより効率良く単離培養する方法が必要で

ある。昨年度研究されていた，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して単離

培養する方法をより実用化に近づけることと，培

養において照射光の波長領域を制御できる LED

照明を用いて最も珪藻が増殖しやすい波長域を明

らかにすることがこの研究の目的である。 

 

2 概要・仮説 

川や海から採集してきた珪藻を単離培養すると

き，混入した緑藻類など，他の微生物が優先的に

増えてしてしまい珪藻の増殖が抑制されるという

問題点がある。昨年度の研究 1)で，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が

590 nm 前後(黄色光)と 625 nm 前後(赤色光)の

波長域であることが分かった。その際，珪藻と緑

藻を別のシャーレに入れて赤色 LED と黄色 LED

を照射する実験を行っていたが，本研究では実際

の培養と同じ環境に近い，珪藻と緑藻の混在下で

の実験を行った。すると，図１のように LED の

真上に珪藻が集まって増殖していることに気づい

た。ここから，LED は指向性があるため蛍光灯を

用いるより珪藻の培養が効率的にできると考えた。

そこで，珪藻のみを赤色と黄色に加えて青色，緑

色の LED，蛍光灯で培養する実験を行った。 

 
3 方法  

3.1 珪藻の単離 

 芝浦運河(汽水)のコンクリートの壁面をスポン

ジでこすり付着性珪藻を採取した。採取した多種

の珪藻から一種類の珪藻のみを得るために，倒立

顕微鏡下で歯ブラシ(ライオン，ビトイーン)の毛

先を用いて珪藻を取り出した。芝浦運河から採集

した水を濾過後，120 ℃で加圧滅菌し，自然培養

液を作成した。自然培養液下で単離したい珪藻種

を採取・培養という作業を何度も行い単離を行っ

た 。 ま た， 走 査型 電子 顕 微 鏡 (SEM:JEOL 

JSM-5300LV)での珪藻殻の形状観察によって，単

離した珪藻種の同定を行った。また，採取した試

料から同時に緑藻類であるアオミドロも単離した。 

 

3.2 光合成色素の吸光スペクトル測定 

珪藻，アオミドロをガラスビーズおよびエタノ

ールと共にマイクロチューブに入れ，ビードビー

ター(和研薬株式会社,3110BX)を用いて珪藻およ

びアオミドロの光合成色素を抽出した。 

上記の操作で抽出したものを紫外可視分光光度計

（JASCO V-750）で分光分析し，アオミドロおよ

び単離した珪藻の可視光領域内での光合成色素の

吸光スペクトルを得て，その比較を行った。 

 

3.3 珪藻・アオミドロの混在下での培養 

 珪藻とアオミドロの吸光スペクトルの違いから

珪藻，アオミドロを混在させたシャーレに 585 

nm～595 nm の黄色光(LED)，620 nm～630 nm

の赤色光（LED）を照射して約２週間の培養を行

った。このとき，均等に珪藻が入ったシャーレに

適当な大きさに切ったアオミドロを 2 つずつ入れ

て培養した。培養前後での珪藻およびアオミドロ

の 細 胞 数 を ， デ ィ ジ タ ル 光 学 顕 微 鏡

(KEYENCE,VHX-1000)を用いて測定・比較した。

また，比較のために，アオミドロのみを入れたシ

ャーレと，芝浦運河から採集した試料をそのまま

入れたシャーレも用意し，同時に赤色，黄色 LED

下で培養した。 

 

3.4 様々な色の LED を用いた珪藻の培養 

 珪藻のみを入れたシャーレに様々な色の LED

の光を照射し，珪藻の増殖率に違いがでるか調査

した。珪藻の吸光スペクトルから 465 nm～475 

図１ LED 照射の様子 

珪藻 LED

 

培養シャーレ 
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nm の青色光(LED)，520 nm～530 nm の緑色光

(LED)，585 nm～595 nm の黄色光(LED)，620 

nm～630 nm の赤色光(LED），白色光(蛍光灯)の

5 種をそれぞれ照射した条件下で約 1 週間の珪藻

の培養を行った。培養前後での珪藻の細胞数を測

定・比較した。 

 

4 結果と考察 

4.1 珪藻の単離 

SEM 観察による同定の結果，単離した珪藻は

Tabula riainvestiens(W.Sm.)Williams&Round 

(図２)であることが判明した 2)3)。 

4.2 光合成色素の吸光スペクトル測定 

 珪藻とアオミドロの光合成色素抽出液の吸光ス

ペクトル(図３)を比較したところ，590 nm 前後

と 625 nm 前後の波長域で，珪藻に存在するがア

オミドロには存在しないピークが見られた。この

結果は，昨年度の研究で珪藻とクロレラから得ら

れた結果と同様であった。これらの波長域の光は，

珪藻は吸収するがアオミドロなどの緑藻類はあま

り吸収しないので，この波長域の光を用いて培養

を行えば，緑藻と珪藻の混在下であっても緑藻の

成長抑制と珪藻の成長促進ができると考えられる。

また，図３より，珪藻は 400～480 nm 付近の青

色の光においては吸光度が大きく，500～570 nm

付近の緑色の光においては吸光度が小さいことが

分かった。つまり，珪藻を LED で培養するとき，

青色の光では増殖しやすく緑色の光では増殖しに

くいと考えられる。 

 

 

1.1 珪藻・アオミドロの混在下での培養 

赤色，黄色 LED 下において，アオミドロとの

混在下であっても珪藻は増殖した。（図３）このと

きアオミドロのほとんどの細胞は死んでいた。よ

って，赤色，黄色の光により緑藻との混在下での

珪藻の単離は簡易化できることが分かった。 

 

 

4.4 様々な色の LED を用いた珪藻の培養 

全体としては，蛍光灯下よりも LED下の方が，

増加率が大きいことが分かった。特に青色 LED

下，赤色 LED 下においての増加率が極めて大き

いといえる。これは，青色 LED と赤色 LED の光

量子数が多いことが要因であると考えられる。(図

５)光量子数の値を考慮すると，黄色 LED，赤色

LED においての光量子数当たりの増加率が極め

て大きいが，蛍光灯と青色 LED においての増加

率が小さいことが分かった。(図６)つまり，青色

の光や白色光を用いるよりも，赤色と黄色の光を

用いて珪藻を培養するほうが効率的に培養できる

と考えられる。 

 

5 今後の課題 

 珪藻は水温の低い海域で増殖しやすいことが分

かっている。それを利用して低い水温での培養を

行い，通常の 20 ℃での場合などと比較する実験

も行いたい。 
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図２ 珪藻殻の走査型電子顕微鏡画像 



 

チョコレートのテンパリングと結晶構造の関係  
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1 目的 

本研究では，チョコレートをテンパリングする

ことで変化する結晶構造について分析し，最も美

味しいチョコレートが生成されやすい条件を温度

推移の面から検証した。 

 

2 概要 

2.1 テンパリングとは 

 テンパリングとは，再結晶法の中でも特にチョ

コレートを再結晶するさいに最も行われている手

法で，融解するさいのみならず，凝固するさいの

温度推移に注意が必要とされる。チョコレートを

再結晶した経験のない人が作る手作りチョコレー

トが美味しくないのは，このテンパリングを行っ

ていないことが原因であることが多い。 

2.2 チョコレートの性質 

チョコレートは，融解するさいや凝固するさい

の温度によって結晶の形が変化する性質がある。

生成する結晶は，Ⅰ型，Ⅱ型，Ⅲ型と結晶密度が

高くになるにつれて融点と安定性が上がるが，最

も安定するのはⅤ型結晶ではなくⅥ型で，次にⅤ

型結晶が安定となる。Ⅴ型結晶は一般に最も美味

しいチョコレートの結晶構造と言われている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 仮説 

そこで，チョコレートに含まれているカカオ油

脂が，結晶の構造を決める手掛かりになっている

のではないか。また，その結晶構造には特徴的な

X 線回折のピークなどが観察できるのではないか。

と仮説を立てた。 

 

3 実験方法 

3.1 チョコレートのテンパリング 

(1) チョコレートを細かく砕いて小型の容器に

入れ，40～50 ℃以上の湯煎でチョコレートが

融解するまで温めた。 

(2) 融解したチョコレートを，平らで熱伝導の良

い板上に広げ，かき集める操作を繰り返した。 

(3) 10℃程度の冷気にチョコレートをさらし，さ

らに温度を下げた。 

(4) チョコレートを冷やした後，表 1 のそれぞれ

の融点の温度になるまでチョコレートを温めた。 

(5) 平らな板にチョコレートを広げ，凝固するま

で静置した。 

   

3.2 チョコレートに含まれるカカオ油脂の抽出 

(1) 市販の板チョコレートを 40～50℃の湯煎で

融解した。 

(2) 融解したチョコレートに水を少しずつ入れ

ながらガラス棒でかき混ぜた。 

(3) 固まったチョコレートが水に浸る程度の精

製水を加え，しばらく放置した。 

(4) チョコレートと精製水の混合物を遠心分離

し，分離した油分を取り出し冷凍庫で凝固させ

た。 

3.3 チョコレートの結晶の確認 

(1) テンパリングしたチョコレートと抽出した

カカオ油脂について， X 線回折装置で分析した。 

(2) また，テンパリングしたチョコレートと抽出

したカカオ油脂について，走査型電子顕微鏡で

観察した。 

 

種類 融点 安定性 味 

Ⅰ型 17℃ 不安定 - 

Ⅱ型 23℃ 不安定 - 

Ⅲ型 25℃ 不安定 - 

Ⅳ型 27℃ 不安定 × 

Ⅴ型 33℃ 準安定 ◎ 

Ⅵ型 36℃ 安定 × 

図 1 チョコレートの結晶の形 

表 1 結晶の種類別の融点と安定性 



材料科学・環境科学・バイオ技術分野 

 

図 2 チョコレートの X 線回折 (左:テンパリング済みの明治ミルクチョコレート 

中央: 左図から 1 週間経ったもの 右:テンパリング済みの HERSHEY’S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 結果 

図 2 のように，ある特定の部分のピークに差が

見られた（図 2 ①，②，③）。 

抽出直後には，回折角 20 度手前あたりの 2 つ

目の大きなピークの左側に重なったピークが現れ

た（①）。それが，1 週間経過したものではピーク

が小さくなった（②）。ちなみに，もう 1 つのチョ

コレートではピークがまったく見られなかった

（③）。 

 

5 考察 

①のチョコレートと②のチョコレートでは，①

がテンパリング直後のもので口どけがよく，②は

1 週間経過したもので口どけが悪かった。 

さらに①・②と種類が異なる③のチョコレート

は最も口どけが悪かった。これらのことから，テ

ンパリング後の時間の経過や，チョコレートの種

類の差によって変化するピークを持つ物質が口

どけに関わっていると考えた。 

このピークを調べるため，チョコレートから抽

出したカカオ油脂の X 線回折測定をしたところ，

図 3 のピークが得られた。このピークは前述した

口どけに関わるピークと一致した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，抽出した直後のカカオ油脂はピークが大

きいが，1 週間経過したカカオ油脂はピークが小

さくなっていた。 

このことから，チョコレートの口どけにはチョ

コレートに含まれるカカオ油脂が関係しており，

X 線回折で結晶構造解析することにより美味しい

チョコレートが確認できると考えられる。 

 

6 結晶を取った写真と比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 左図では，Ⅴ型の結晶構造の特徴として，

全体的に平坦な構造となっていた。右図では，全

体的に凹凸の激しいⅥ型の結晶の特徴が見られた。 

   

7 今後の課題 

さらに多くの種類について分析することで美味 

しいチョコレートの条件を追求したい。 

 

参考文献 

・蜂屋 巖， “チョコレートの耐ブルーム機能発現機構に

関する結晶物理学的研究” (1989)  

・株式会社明治テンパリング｜基本のテクニック｜手作

りチョコレシピ 

https://www.chocorecipe.jp/milk/basic/basic/basic_06.html 
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図 3 抽出したカカオ油脂の X 線回折 

(左:抽出直後 右:抽出から 1 週間経過) 

図 4 チョコレートの電子顕微鏡写真 
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ベニバナからのカルタミンの抽出と「紅」の調製  

 
Extraction of Carthamin from Benibana, Carthamus tinctorius and Preparation of 

 "Beni", the Traditional Lip Color in Japan 

加藤  萌花*，長屋  礼恵*，森安  勝** 

 

 

1 目的 

 ベニバナは，山形県の県花で，夏にアザミに似

た黄色い花をつける。花弁は，日がたつほどに黄

色から赤色へ変化する。 

「紅」は，ベニバナから抽出される鮮やかな赤

色の色素である。しかし紅の中には，「笹紅」と呼

ばれる玉虫色(メタリックな光沢のある緑色)を呈

するものがある。本研究では，伝統的な赤色色素

の抽出方法を参考にして紅を効率よく抽出する方

法を検討した。また，玉虫色が赤色の構造色であ

ると考え，その理由を解明するため分析を行った。

さらに，実際にベニバナを栽培し，理解を深めた。 

 

2 概要 

ベニバナには，黄色色素サフロールイエロー

(safflor yellow)と，赤色色素カルタミン(carthamin)

が含まれている(図 1，2)。サフロールイエローは

多くの親水基(-OH)を有するため水に易溶である。

それに対し，カルタミンは分子骨格も大きく塩基

性溶液にしか溶解しない。また，光による刺激に

も弱い。ベニバナの花弁を水洗いし発酵させ乾燥

させたものを「紅餅」と呼び，紅の抽出の際はこ

れを使う。この中にはサフロールイエローが約

99 %，カルタミンが約 1 %含まれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 方法 

3.1 ベニバナの栽培 

 学校の花壇(1 m×7.5 m)でベニバナを栽培した。

種は山形県紅花生産組合連合会から提供していた

だいた。 

 

3.2 紅餅の作製 

(1) ベニバナの花弁をザルに入れ水洗いした。 

(2) 4.5 %-酢酸水溶液を少量加えながら，乳鉢を

用いて花弁を砕いた。 

(3) 2 日間，少量水を加えながら発酵させた。 

(4) 乳鉢を用いてたたいた後成形し，日陰で乾燥

させて，冷凍庫で保存した。 

 

3.3 カルタミンの抽出 

＜使用試薬＞ 

・8.0 g/L-炭酸カリウム水溶液 

灰汁(灰を水につかした上澄み液)の代用 

・無水クエン酸 

烏梅(梅の実を燻し干したもの)の代用 

(1) 紅餅 50 g を一晩水に浸した後，黄色色素を水

で洗い流した。 

(2) 8.0 g/L-炭酸カリウム水溶液 750 mL で色素を

溶解させた。 

(3) 無水クエン酸 6.0 g で中和した。 

(4) 麻布を 3 時間浸し色素を定着させた。 

(5) 8.0 g/L-炭酸カリウム水溶液 175 g で色素を溶

解させた。 

(6) 無水クエン酸 2.0 g で中和させた。 

(7) 一晩冷暗下で放置した後，絹布で濾した。 

 

3.4 観察と分析 

3.3-(7)で得られた試料と，伊勢半本店より提供

していただいた｢小町紅｣を，磁器の破片に赤色と

玉虫色に塗りなおした試料をデジタルマイクロス

コープ(KEYENCE VHX-1000)，走査型電子顕微鏡

(JEOL JSM-5300LV)で観察し，紫外可視吸光分析

(JASCO MS-1700H)にて反射率を測定した。 

図 1 サフロールイエローの骨格構造式 

図 2 カルタミンの骨格構造式 
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図 8 電子顕微鏡画像 

4  結果と考察 

4.1 ベニバナの栽培 

 4 月に種をまき，6 月下旬から 7 月上旬に花が

咲いた。途中，ハモグリバエやアブラムシなどの

害虫がついたため，殺虫剤を散布した。花が終わ

った後，ベニバナの種を 69.74 g 採取できた。 

 

4.2 紅餅の作製 

 開花した花弁を定期的に採取して紅餅を作製し

た。しかし，そのほとんどにカビが生えてしまっ

た。風通しの悪さと湿度の高さが原因と考えられ

る。紅餅は 2.57 g 作製できた。 

 

4.3 カルタミンの抽出 

 50 g の紅餅から 1.47 g の絵具状の紅を抽出する

ことができた。収率は 2.94 %だった。 

 

4.4 観察と分析 

(1) 光学顕微鏡での観察 

 

 

 

 

 

 

 

光学顕微鏡で観察した試料の画像(×2,000)を，図

5~図 7 に示す。小町紅を薄く水に溶いた試料は，

赤色であった(図 5)。一方，塗り重ねた試料は顕微

鏡下でも玉虫色であった(図 6)。自作した紅を小町

紅の試料と比較すると，不純物の多さが目立った

(図 7)。また，粒子の大き

さが不均一であった。自

作した紅で玉虫色を作る

ことはできなかった。 

(2) 電子顕微鏡での観察 

 5,000 倍から 20,000 倍

で，小町紅の試料を観察

した(図 8)。高倍率にしても構造色特有の表面の微

細構造を確認することはできなかった。図 8 に見

られる模様は，紅を器に塗った際の筆の跡と考え

られる。 

(3) 紅と玉虫色の試料の吸光分析 

 測定結果をまとめた(図 9)。赤色の試料は，赤色

から橙色の 600 nm~800 nm の長波長域と紫色の

400 nm~450 nm の短波長域の光をよく反射してい

た。一方で玉虫色の試料は，赤色の反射率が低く

なり，紫色はほとんど反射しておらず，緑色を示

す 500 nm~600 nm の波長をよく反射していた。こ

れらの結果から，玉虫色は金属表面で起こる光の

反 射 に 似 て い る と 考 え ら れ る 。

 

 

 

5  今後の課題  

(1) さらに抽出方法の効率化を検討する。 

(2) 不純物の混入を防ぎ，高純度の紅を抽出する。 
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図 9 紅と玉虫色の試料の反射スペクトル 
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ルミノール反応を利用した酵素の評価  
 

Evaluation of Enzyme by Luminol Reaction 

 

土村  龍平*, 中村  圭佑*, 豊前  太平** 

 

 

1. 背景・目的・動機・仮説 

従来行われてきた化学発光を利用した分析法に

は，分光分析器やフローインジェクション分析器

など専門的な装置が必要とさる。本研究の目的は，

家庭にあるような一般的な機械や，安価な測定装

置を用いて発光量を測定することによって，還元

酵素を簡易的に定量することを目的とした。 

 

2. 概要 

2.1 原理 

ルミノール反応は，アルカリ性の水溶液で触媒

が存在すると，ルミノールが過酸化水素と反応し

て波長 460 nm の青白い可視光が観測される。反

応は図 1 に示す通りだが，中間生成物については

定まっていない。この反応の触媒としては，血液

鑑定に利用されるときはヘモグロビンが働くが，

還元酵素であるペルオキシダーゼやカタラーゼも

この反応の触媒となる。発光量の数値化には，写

真撮影法および CdS セル法を用いた。前者は，デ

ジタル撮影した写真の色を光の三原色（RGB）で

表現することで評価し，後者は，光量により抵抗

値が変化するフォトレジスタ効果を利用して評価

した。 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 使用試薬，装置 

実験で使用した試薬と装置，ソフトウェアにつ

いて，以下に示す。 

［試薬］ルミノール溶液(ルミノール 0.1 g，0.3 

mol/L 水酸化ナトリウム溶液 100 mL，3 %過酸化

水素水 10 mL)，西洋わさび抽出ペルオキシダー

ゼ(和光純薬工業株式会社) 

［装置］デジタルカメラ(CASIO EX-ZR1000)，

CdS セ ル (GL20528) ， 抵 抗 器 (4.7kΩ) ，

ArduinoUNO 

［ソフトウェア］ArduinoIDE，Adobe PhotshopCS4 

 

3. 方法 

3.1 発光量の数値化 

・写真撮影法による数値化 

デジタルカメラによる撮影は，試験管から 15 

cm 離して行った。撮影条件は，RAW 形式，ホワ

イトバランスの補正無し，ISO感度 400，絞りF3.0，

シャッタースピード 1 秒，その他補正は全て無し

と し た 。 写 真 の 同 じ 部 分 に 対 し ， Adobe 

PhotshopCC を用いて RGB 値の B 値を読み取

り，発光量として比較した。 

・CdS セル法による数値化 

CdS セルは試験管から 5 mm 離して固定し， 

ArduinoUNO と ArduinoIDE を用いて電圧の値

を測定し，そこから抵抗値へと変換し，発光量と

した。 

 

3.2 検量線の作成 

ルミノール溶液 5 mL に 0.01 ～0.1 g/L の濃度

に調製したペルオキシダーゼ溶液 5 mL を加えて

発光反応を観察した。各条件について，写真撮影

法および CdS セル法により発光量を求め，そのう

ちの最大値を記録した。これを元に多項式近似を

行い，検量線を作成した。実験は暗室で行った。 

 

3.3 食品に含まれるペルオキシダーゼの評価 

食品には，ペルオキシダーゼを多く含むと言わ

れる 6 種類のもの（もやし，メロン，しめじ，舞

茸，大根，ガム）を用いた。各食品について，約

1~2 mm 四方に切ったものに精製水を加え，冷蔵

庫内で 24 時間抽出したものを試料とした。ルミ

ノール溶液 5mL に各試料 5mL を加え，写真撮影

法および CdS セル法により発光量を求めた。実験

結果より，食品 100g 中に含まれるペルオキシダ

ーゼの量(mg)を求めた。なお，求めたペルオキシ

アミノフタル酸ジアニオン 

OH-

触媒
光

ルミノール 

図 1 ルミノール反応 
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ダーゼ量は，西洋わさびのものに換算した値であ

る。 

 

4. 結果と考察 

4.1 検量線 

写真撮影法により作成した検量線を図 2に示す。

ペルオキシダーゼ濃度と発光量は直線的に変化す

ることが予想されたが，近似できるほどの関係は

なかった。発光量が大きくなるにつれ，検量線の

変化は緩やかになる。これは，発光量が大きくな

るにつれ，一部の光が B 値から G 値に変換され

たためと考えられる。                                                             

CdS セル法により作成した検量線を図 3 に示

す。オームの法則より，グラフは反比例の形にな

ることが予想されたが，指数関数に近いグラフに

なった。これは CdS セルの抵抗値が，当たる光の

量に比例しないことが原因と考えられる。発光量

が大きいときは反比例の関係がみられることから，

一定の発光量に達するまでは，セルの感度が悪い

と考えられる。 

 

4.2 食品に含まれるペルオキシダーゼの評価 

食品から得た試料のルミノール反応を比較する

と，発光量に差が見られた。なお，食品固体につ

いてはルミノール反応を確認できなかったことか

ら，食材中の酵素は溶液中に完全に抽出されたと

考えられる。精製水で抽出した溶液を用いた実験

から，食品中の酵素含有量を求めた結果について，

表 1 にまとめる。もやしを用いた場合，CdS セル

法では発光量が得られなかった。CdS セルは 1 ル

クス以下の光に反応しないことから，もやしの発

光量がこれを下回ったものと考えられる。しめじ

を用いた場合は，溶液内で発光が均一にならなか

った。これはしめじ抽出液の粘性が高かったため

と考えられる。舞茸(傘)においては，RGB 値で G

値が大きな値となった。これは大きな発光に伴い，

青系の色相が白として現れ，B 値から G 値へと推

移したと考えられる。大根は，酵素が多く含まれ

るとされるが，今回の実験では発光は確認できな

かった。今回使用した大根はカット済みのもので

あり，また購入した時期が夏であったことが結果

に影響したものと考えられる。メロンにおいては，

果汁を用いた場合も発光が観測された。また，ど

ちらの評価法でも，求められた酵素の量が近い値

となった。 

以上より，本研究で用いた写真撮影法および

CdS セル法のどちらも，酵素含有量の評価法とし

て適用可能だが，前者は酵素濃度の小さい場合，

後者は酵素濃度の大きい場合に適していると考え

られる。また，酵素濃度が 0.05 g/L 程度の場合は

どちらも有効であった。この方法で定量するには，

抽出液の酵素濃度が適当な範囲となるように，抽

出する食材量を調整する必要がある。 

 

5. 今後の課題 

西洋わさび以外から抽出されたペルオキシダー

ゼが同じような関係性を示すのかの確認や抽出時

間の検討によって，食品対して最適な条件の検討

を行う。 
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図 2 写真撮影法での検量線 
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図 3 CdS セル法での検量線 (g/L) 
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表 1 食品 100 g 当たりのペルオキシダーゼ量(mg/100g) 

もやし(豆) もやし しめじ(傘) しめじ 舞茸(傘) 舞茸 メロン(繊維) 大根 ガム
写真撮影法 80.4 12.2 103.9 80.3 173.4 68.9 188.4 0 106.2
CdSセル法 79.4 0 73.4 58.1 373.1 67.9 188.7 0 97.2



 

コロイドフォトニック結晶の作製と固定化 

 
Preparation and Immobilization of Colloidal Photonic Crystals 

 

小林  純一朗 *，小森  一葉*，松村  響也*，鈴木  長寿 ** 

 

 

1 背景・目的 

「コロイドフォトニック結晶」とは，ナノメー

トルレベルの大きさのコロイド粒子からなる「コ

ロイド結晶」と，光の回折を起こして特定の波長

の光を反射する「フォトニック結晶」の性質を併

せ持つ結晶である。 

私たちは，二酸化ケイ素の微粒子を用いてコロ

イドフォトニック結晶を作り，固定化することを

目的とした。 

 

2 概要 

2.1 原理 

結晶が特定波長の光を

反射するのは，粒子の大

きさと可視光線の波長が

近いとき光の回折が起き

るためであり，この現象

は Bragg 反射と呼ばれ

る（図 1）。自然界では

オパールなどの鉱石で

この反射が見られる。   

本研究では，下記の

反応により二酸化ケイ

素(SiO2)の微粒子を作

り，それを原料とした

コロイドフォトニック結晶の作製を試みた。 

 

(C2H5O)4Si + 2H2O → SiO2 + 4CH3CH2OH 

 

2.2 使用試薬 

  ・テトラエトキシシラン (C2H5O)4Si 

・25%－アンモニア水 NH3 （触媒） 

・エタノール CH3CH2OH （溶媒） 

2.3 使用器具 

ビーカー，ホットマグネチックスターラー(AS 

ONE REXIM RSH-4DN)，撹拌子，スライドガラ

ス，ガラス棒，シャーレ 

 

3 方法  

3.1 二酸化ケイ素の生成 

(1) テトラエトキシシラン 8.9 mL にエタノー

ルを加えて 100 mL に希釈し，ホットスタ

ーラーを用いて 70 ℃，350 rpm で 30 分

間撹拌した。 

(2) 同様に，アンモニア水 8.9 mL，精製水 3.8 

mL が入ったビーカーにエタノールを加

えて 100 mL に希釈し，70 ℃で 30 分間

加熱した。 

(3) (1)の溶液と (2)の溶液を混合し，液温を

70 ℃に保ったまま，特定の撹拌数（290～

450 rpm）で 80 分撹拌した。  

(4) 冷却後，反応物を毎分 11,000 回転で 15 

分間遠心分離した。 

(5) 上澄み液を除去した分離物に精製水を加

えて超音波分散した後，再度遠心分離して，

二酸化ケイ素の微粒子を得た。 

 

3.2 結晶の固定化・観察 

遠心分離によって得られた二酸化ケイ素で作

製したコロイド結晶を電子顕微鏡で観察した。    

また，下記 A，B の方法によって結晶の固定化

を試み，肉眼でそれを観察・評価した。 

A. 溶液をスライドガラスに塗布し自然乾燥 

B. シャーレに溶液を少量流し込み自然乾燥 

 

4 結果 

4.1 電子顕微鏡での観察 

 電子顕微鏡によるコロイド結晶の観察では，表

1 のような規則的に配列している様子が観察でき

た。また，コロイド粒子の大きさも確認できた。 

反応時のスターラーでの撹拌速度が大きいほど

生成する粒子の直径が小さくなる傾向があること

がわかった。 

 290 rpmで撹拌したものは粒子径が一定になら

ず，配列も不規則になる傾向が見られた。 

 

図 2 オパール 

(自然石辞典 HP より) 

図 1 Bragg 反射 
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4.2 反射光の観察 

 撹拌速度 290 rpm や 450 rpm では，コロイド

フォトニック結晶の特徴的な反射光は一切確認で

きなかった。 

350～380 rpm で撹拌したものでははっきりと

した反射光が観察でき，また角度によって色が変

化することも確認できた。本実験では 380 rpm で

作製した試料が最も多色の光が観察できた。 

 

5 考察 

5.1 粒子状態について 

撹拌速度を変えて実験した結果から，撹拌速度

によって微粒子の粒径を概ね制御できることがわ

かった。コロイドフォトニック結晶の反射光はコ

ロイド粒子の大きさに深く寄与するため，撹拌速

度を制御することで任意の色の光を発現させるこ

とも可能になると考えられる。 

 290 nm で粒子の直径が揃わなかった原因は，

撹拌速度が遅いために，粒子の成長具合が一定に

ならなかったためと考えられる。 

 

5.2 反射光について 

350～380 rpm 以外の撹拌速度では，はっきり

とした反射光を得ることができなかったことから，

本実験では，350～380 rpm が最適な撹拌速度で

あると考えられる。 

5.3 固定化について 

固定化後，コロイドフォトニック結晶の表面に

“ひび”が入ることや，衝撃によって一部が欠け

てしまうことがあった。これは，乾燥により，粒

子の間を満たしていた水分が抜けたため粒子の結

びつきが弱まり結晶構造が崩れたと考えられる。 

 

6 今後の課題 

・二酸化ケイ素粒子をより均一に並べるため，自

然乾燥だけでなく，ピリジンなどの弱塩基の添

加など化学的操作によって配列のコントロー

ルを検討する。 

・ゲル化剤を用いて結晶を固定化し，ゲル相内で

結晶構造を保てるようにする方法を検討する。 

・反射光の波長を測定し，粒子径と反射光との相

関を定量的に評価する。 

参考文献 

(1) 金井俊光，高品質コロイドフォトニック結晶ゲル
フィルムの作製，横浜国立大学（2012） 

(2) 山中淳平，豊玉彰子，奥薗透，温度勾配下での荷電
コロイドの結晶化，名古屋市立大学大学院（2013） 

(3) http://www.gemstone-wiki.com/330-opal.html 

(図2 出典) 

表 1 各コロイド結晶の観察結果（上段：電子顕微鏡写真，下の観察） 

290 rpm 350 rpm 380 rpm 450 rpm 
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・特定色の 

反射光はなし 

 

・赤色の反射光 

・見る角度により薄緑 

 

・赤，緑，青色の反射光 

・350 回転よりも顕著 

 

・特定色の 

反射光はなし 

 

図 3 固定化のイメージ 

＋弱塩基 ゲル化 



 

自由な形に成形できるダブルネットワークゲルの合成  

  
Synthesis of Double Network Hydrogels Which Can Be Shaped Freely  

 

加藤  修衣*，森本  菜月*，森安  勝** 

 

 

1 背景・目的・動機・仮説 

 ヒドロゲルはコロイドの一種であり，網目構造

の分散質に水を含んだ構造の物質を指す。ダブル

ネットワーク(Double Network;DN)ゲルは，高い

柔軟性と高い強度という相反する性質をもち合わ

せ，生体材料などへの利用が期待されている。 

 本研究ではこのDNゲルの成形を目的とし，DN

ゲル自体での成形が困難であることから，成形が

比較的容易な PVA ゲルを鋳型として用いて，様々

な形に成形できる DN ゲルの合成を目指す。 

  

2 概要 

1.1 原理 

 DN ゲルとは，異なる特性をもつ二種類の三

次元網目構造のゲルを組み合わせてできるヒドロ

ゲルであり，高い強度と剛性を有する(図 1)。 

 

 

2.2 使用試薬 

 以下に，本研究で使用した試薬の構造式と名称

及び役割を示す。 

    

 

     

   

     

 

 

 

図 2 使用試薬 

3 方法  

1.2 PVA-DN ゲルの成形 

(1) 透明型どり用シリコーン(信越シリコーン  

KE-1606)を用いて，目的とする形の型を取り，

合成用反応容器を作製した(図 2)。 

(2) 調製した 15 %PVA 溶液を含む 1 次モノマー

溶液 (AMPS 1.0，0.1 mol/L，  MBAA 0.010 

mol/L， OGA 0.0050 mol/L)を任意の型の合成

用反応容器に入れ，窒素雰囲気下で 360 nm の

紫外線を照射した。 

(3) 紫外線照射後のゲルを，調製した 2 次モノマ

ー溶液(Amm 1.0 mol/L， MBAA 0.00250 mol/L， 

OGA 0.00050 mol/L)に浸透させ，再び 360 nm

の紫外線を照射した。 

    

 ブタ型    クマ型   シリコーン型 

3.2 ゲルの評価 

 1 次モノマー溶液に含まれる AMPS の濃度を，

それぞれ 1.0，0.5，0.4，0.3，0.2，0.1 mol/L に

変え，PVA-DN ゲルを合成し，強度と含水率を測

定した。 

(1) 強度 

 デジタルフォースゲージ(イマダ ZP-50N)を用 

いて，それぞれの濃度のゲルの強度を計測した。 

(2) 含水率 

 それぞれのゲルの重さを量った後，50 ℃の乾 

 燥機で 24 時間乾燥させた。 

 

4 結果と考察 

4.1  PVA-DN ゲルの成形 

 成形した PVA-DN ゲルは AMPS の濃度を 1.0 

    + 〓 

 

図 1 DN ゲルの模式図 

1 次ゲル    2 次ゲル       DN ゲル 

Acrylamide; 

AAm / 2nd monomer 

N,N’-methylene 

bisacrylamide 

; MBAA / cross linker 

図 3 元の型と合成用反応器 

(写真下部の数値は高さ) 

polyvinyl 

alcohol; 

PVA / mold 

2-acrylamide-2-methyl 

propane sulfonic acid; 

AMPS / 1st monomer 

 

2-oxoglutaric acid; 

OGA / polymerization initiator 

 

19 mm       38 mm 
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mol/L と 0.1 mol/L の二種類を合成した。 

 AMPS が 1.0 mol/L の濃度で成形した際，元の

型の大きさは高さ 19 mm，合成した PVA-DN ゲ

ルは 66 mm となり，元の大きさの約 3.5 倍とな

り大幅に大きくなっていることが分かった。しか

し，細部まで合成することができた。 

一方で，0.1 mol/L で合成すると，元の型の高さ

は 38 mm，合成した PVA-DN ゲルは 68 mm と

なり，合成した PVA-DN ゲルは元の約 1.8 倍と

なった。また，細部まで合成することができた。 

 

     

 これらのことから，AMPS の濃度を低くするこ

とによって，合成した PVA-DN ゲルの大きさが大

きくなることを抑制することができると考えた。

また，PVA ゲルを鋳型として用いることで，いず

れの濃度であっても，目的とする形を細部まで再

現できた。 

4.2 ゲルの評価 

(1) ゲルの強度 

1 次モノマー溶液の AMPS の濃度と合成した

PVA－DN ゲルの強度の関係を図 4 に示す。 

 

いずれの濃度においても 50 N 近くまでゲルが

破断せず，どの濃度においても高い強度を示して

いる(図４)。このことより，AMPS の濃度を低く

することによって強度はあまり落ちないが，ゲル

の硬さが変わると考えられる。また，破断するま

での時間が長いことから，AMPS の濃度が 1.0 

mol/L のゲルがほかのゲルよりも固いといえる。 

(2)含水率 

1 次モノマー溶液の AMPS の濃度と合成した

PVA－DN ゲルの含水率の表を示す。 

 

いずれの濃度においても含水率は 90 %以上で，

高い含水率であることが分かった(図５)。 これは，

１次ゲルである AMPS がイオン性のスルホ基を

もっているためであると考えられる。また，グラ

フより濃度が低い方が含水率も低くなり，AMPS

の濃度と合成した PVA-DN ゲルの含水率には正

の相関があるといえる。 

したがって，AMPS の濃度を下げることによっ

て，大きさが小さくなった要因のひとつは含水率

にあると考えられる。 

 

5 今後の課題 

 今回細部まで目的とする形を合成し，大きさの

抑制することはできたが，目的とする大きさに合

成することはできなかった。したがって，AMPS

の濃度だけではなく，他の試薬の濃度や合成条件

を変え，実験を進め，更に大きさを厳密にコント

ロールできるよう，合成方法の改良を試みていき

たいと思う。 

 

参考文献 

(1) 東京工業大学附属科学技術高等学校 課題研究報告書 

(2010-2016) 

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

1， 693 (2010) 

(3) N.A.Peppas and S.R.Stauffef， J.Controlled Release， 

16， 305 (1991) 

(4) J.P.Dong，  Y.Katsuyama，  T.Kurokawa，  and 

Y.Osada， Adv.Mater.， 15， 1155 (2003) 

図 4 合成した PVA-DN ゲル 

(AMPS 1.0，0.1 mol/L， 写真下部の数値は高さ) 

図 5 AMPS の濃度と PVA-DN ゲルの強度の関係 

図 6 AMPS の濃度と含水率の関係 ブタ型        クマ型 
66 mm              68mm 

 



 

イモゴライトの合成と多価カルボン酸との複合材料としての評価  

 
Synthesis of Imogolite and Evaluation as Composite Materials 

with Polyvalent Carboxylic Acids 

中本  友理 *，平賀  楓也 *，成田  彰** 

 

 

1 背景・目的 

イモゴライトは一部の多価カルボン酸水溶液を

添加することによりゲル化し，衝撃を与えるとゾ

ル化するが，静置すると再びゲル状態に戻る性質

を帯びる。本研究ではその特異な性質の発現条件

を明らかにすることを目的とした。 

 

2 概要 

2.1   原理 

 イモゴライトとは非晶質アルミニウムケイ酸塩

及び 1 次元結晶性アルミニウムケイ酸塩である。

火山灰など火山噴出物に由来する土壌の風化過程

で微量に産出される。外径 2.2～2.8 nm,内径約 1 

nm,長さ数十 nm～数 μm のナノチューブ状を

している。イモゴライトに表面水酸基とジカルボ

ン酸との水素結合を介し水中で架橋することで，

細胞骨格を模倣したゲル状網目集合体を創製でき

る。本ゲルは浸とう刺激に応じ液化するが，刺激

を取り去ると固化する。この相転移は繰り返し起

こる。 

3 方法  

3.1   イモゴライトの合成 

⑴ 0.15 mol/L の塩化アルミニウム(AlCl3)水溶

液 250 mL,0.1 mol/Lのオルトケイ酸ナトリウ

ム(Na4SiＯ4)水溶液 250 mL を調製した。 

 1000 mLビーカーに AlCl3水溶液を 250 mL

入れ，マグネティックスターラーを用いてよ

く攪拌しながら 1.0 mL/min で Na4SiＯ4水溶

液を滴下し，混合した。 

⑵ (1)の混合溶液をよく攪拌しながら 0.1 mol/L

の水酸化ナトリウム(NaＯＨ)水溶液を 1.0 

mL/minの速さで pHが 6.0になるまで加えた。 

⑶ (4)で調整された分散溶液を遠心分離（AS 

ONE AS185）（3000 rpm 15 分）により三回

脱塩処理を行い溶液中に存在する共存イオン

を取り除いた物を前駆体とした。更にその前

駆体を精製水 2 L 中に分散して前駆体分散液

を調製した。また分散液の一部を乾燥させ，

イモゴライト前駆体を粉末Ｘ線回折法

（Rigaku Miniflex600）で評価した。 

⑷ 前駆体分散液をよく攪拌しながら 1.0 mol/L

塩酸を pH が約 4.3 になるまで滴下し，室温で

二時間攪拌した後，テフロン製のボトルに密

閉して 100 ℃で二日間加熱（水熱合成）した。 

⑸ 加熱後の溶液を濾紙で濾過し，そのろ液を２ 

mL のマイクロチューブに移して，遠心分離

器（Centrifuge 5414R）で 16400 rpm で 10

分間遠心分離を行い，上澄みを取り除き，再

度遠心分離を行ってイモゴライトを得た。 

 

3.1  複合材料の調製 

⑴ マイクロチューブ内のイモゴライトゲルに多

価カルボン酸水溶液を 1 滴滴下し，衝撃を与え

たり静置したりしてその状態を観察した。 

⑵ ⑴でゾル化した試料をその状態で吸光度分析

装置（Jasco，V-750）で波長 550 mm の光に

対する吸光度の時間変化測を行った。 

 

4 結果と考察 

4.1  Ｘ線回折法による試料の解析 

前駆体のＸ線回折法による分析の結果，そのＸ

線回折図形は図 2 のようになり，イモゴライト

の資料データ 1)(図 2 下)のピーク位置と試料(図

2上)の回折角２θが 27°及び 40°におけるピーク

位置が一致したので，イモゴライトが合成でき

たことが分かった。 

 また，文献では水熱合成後に 0.025 μm のフィ

ルターで濾過し，フィルター上の生成物を乾燥さ 

 

図 1 イモゴライト構造モデルと水素結合の様子 
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せてイモゴライトを精製するとしていたが，水熱

合成後の溶液を遠心分離にかけた方がイモゴライ

トを速く分離できた。分離したイモゴライト粉末

は 4.8 g だった。 

 また，イモゴライトの合成には溶液を加える順

も重要で，AlCl3水溶液に Na4SiＯ4水溶液を加え

る順を逆にしてしまうと pH が 7 を超過し失敗し

た。さらに，Na4SiＯ4 水溶液や NaＯＨ水溶液を

加える時に，添加スピードがゆっくりであればあ

るほどイモゴライト合成されやすい，ということ

がわかった。 

4.2 複合材料の調製結果と考察 

 多価カルボン酸水溶液（0.5 mol/L）の滴下はど

れも一滴のみにした。二滴以上の滴下を行うとど

の溶液でも，ゲル状にならずゾル状のまま固定化

されてしまった。これは全体の水分量が多くなり

イモゴライトがうまくゲル化できなくなったため

だと考えられる。 

 また，マレイン酸水溶液の濃度を 1.0 mol/L,2.0 

mol/L,3.0 mol/L のように変化させ観察してみた

が，どれもゾル化しほぼ同じ時間でゲル化した。

このことから重要なのは溶液の種類であり濃度は

あまり関係無いと考えられる。 

 表 1 から読み取れるようにクエン酸，酒石酸，

リンゴ酸といったヒドロキシ基が付いているジカ

ルボン酸のみがゲル化状態のまま固定化されてし

まっているので，ヒドロキシ基が付いていること

により，より強い水素結合による相互作用がイモ

ゴライト間に働き，ゾル・ゲルの刺激による相互

変換が起きなかったと考えられる。 

 
図 3 マレイン酸とシュウ酸の時間と吸光度の関係 

 図 3 の両曲線の初めの立ち上がりの傾きがシュ

ウ酸を加えた方がマレイン酸を加えた方よりも大

きくなっている。このことから，シュウ酸の方が

マレイン酸よりも速くゲル化することが分かる。

カルボキシ基２つが向かい合わせの単純な構造を

持つシュウ酸に対してマレイン酸はＣ＝Ｃをはさ

んで平行に並んでいる。そのため，シュウ酸の方

がイモゴライトを素早く引きつけ整列させ，速く

ゲル化するのではないかと考えられる。 

5 今後の課題 

シュウ酸とマレイン酸以外のジカルボン酸を

添加したものについて吸光度分析を行い，ジカル

ボン酸とイモゴライトのゲル・ゾル化の相互関係

について調査をしたい。 

参考文献 

(1) 鈴木正哉ほか, 無機溶液からのイモゴライトの合成, 

J. Vac. Soc. Jpn., 2006, vol. 49, no. 1, p. 29-33 

(2) 鈴木正哉, アロフェン・イモゴライトの合成と応用 , 

粘土科学, 2011, vol. 50, no. 2, p. 81-87 

(3) 敷中一洋, 細胞の骨格をヒントにした材料づくり, 化

学と教育, 2017, vol. 65, no. 10, p. 510-511 

表１ イモゴライトゲルのゾル・ゲル変化 

試料名 ゾル化 ゲル化までの時間 

マレイン酸 〇 約 5 分 

フマル酸 〇 約 5 分 

マロン酸 〇 約 3 分 

シュウ酸 〇 約 3 分 

コハク酸 〇 10 分以上 

グルタル酸 〇 10 分以上 

クエン酸 ✕  

リンゴ酸 ✕  

酒石酸 ✕  

＊３つのヒドロキシ酸溶液は 1.0 mol/L 

 

図 2 Ｘ線回折図形 (上:試料 下:文献) 
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図 1 ゲルの溶解と凝集 

N-イソプロピルアクリルアミドを基材とした  
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1 目的・仮説 

本研究の目的は，温度応答性と弱い pH 応答性

をもつポリ N-イソプロピルアクリルアミド(P-

NIPAM)に他のモノマーを共重合することで，異

なる pH 領域で強い応答性を有するゲルを合成す

ることである。 

P-NIPAM に，酸性基を側鎖に有するアクリル

酸(AA)を共重合することで共重合体の水溶液は

酸性領域で白濁し，弱塩基性の側鎖を有する N,N-

ジメチルアリルアミン(DMAA)を共重することで

塩基性領域で白濁すると考えた。 

 

2 概要 

2.1 原理 

温度応答性ゲルの水溶液は，低い温度では高分

子鎖が水和して溶解するため透明な溶液となり，

高い温度では高分子鎖が凝集することにより水溶

液が白濁するという性質をもつ。図 1 の楕円は水

分子，線は高分子鎖を表す。 

 

 

 

 

 

 

 

このとき，溶液が白濁し始める温度のことを，

下限臨界溶液温度(lower critical solution 

temperature ; LCST)という。 

 

2.2 使用試薬 

 本研究で使用した試薬の構造式と名称を図 2 に

示す。 

基材となる温度応答性ゲルのモノマーには，

NIPAM(N-isopropyl acrylamide)を用いた。共重

合する弱酸性のモノマーとして AA (acrylic acid)

を，弱塩基性モノマーとして DMAA (N,N-

dimethylallylamine)を使用した。 

 

 

図 2 使用試薬 

3 方法  

3.1 共重合体の合成 

NIPAM，AA のモノマー溶液を調製，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。0.50 mol/L で調製

した NIPAM (aq)を基準とし，AA の比率が 0，0.25，

0.50，0.75 になるように共重合体を合成した。そ

れぞれの生成物を乾燥させたのち，0.4 %の水溶液

を調製した。NIPAM，DMAA のモノマー溶液も

同様に紫外線を照射した。DMAA の比率が 0.25，

0.50，0.75 の共重合体を合成し，それぞれ 0.4 %

の水溶液を調製した。 

 

3.2 ゲルの評価 

0.4 %のゲル水溶液の pH を調整し，吸光光度

計(Shimadzu Uvmini-1240)を用いて，温度を変

化させながら水溶液の透過率を測定した。同時に，

溶液が白濁する温度(LCST)も調べ，各共重合体と

比較した。 

 

4 結果と考察 

4.1 pH による応答性の変化 

NIPAMとAAの共重合比が 0.50の P-NIPAM-

co-AA，P-NIPAM-co-DMAA の 0.4 %水溶液の温

度と透過率の関係を図 3，図 4 に示す。灰色の帯

は P-NIPAM の pH を変化させたときの，LCST

の変化の範囲(32.1~33.6 ℃)を表す。 

P-NIPAM-co-AA (aq)は，pH=4 以下で応答性を

示し，P-NIPAM-co-DMAA (aq)は pH が 8 以上で

応答性を示すことが分かった。 

 

 

 

N
H

O
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AA DMAA 
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また，グラフより共重合体は酸性，塩基性下で

下図のような構造変化が起きていると考えられる。 

なお，P-AA(aq)は全ての pH で温度応答性を示

さなかった。 

 

4.2 LCST の変化 

P-NIPAM-co-AA(aq)の LCST は，pH=2.8 で約

27 ℃，pH=4.0 で約 33 ℃と pH によって 6 ℃近

く変化した。一方 P-NIPAM-co-DMAA(aq)の LCST

は pH=12.2 で約 32 ℃，pH=8.4 で約 34.5 ℃変

化は 2~3 ℃に留まった。 

 

4.3 共重合比と応答し始める pH 

共重合したモノマーの割合と，透過率が 50 %以

下になる pH の関係を図 7 に示す。 

 

AA を共重合した際は，AA の共重合比が上がる

につれ NIPAM の比が下がり，pH 応答性が弱く

なる。また図 7 の結果は，高分子側鎖に-COOH が

多くなると，その電離を抑制するためには pH が

下がる必要があるためと考えられる。 

共重合比 0.75 で合成しようとした P-NIPAM-

co-DMAA は得られた収量が少なく，溶液を十分

に調製できなかった。また 0.5，0.25 で合成した

ゲルについては，共重合比の増加で応答する pH

が減少した。 

5. 今後の課題 

 うまく合成できなかった P-NIPAM-co-DMAA

の合成法を再検討し，共重合比と応答し始める

pH にどういう関係があるのか調べる。また，P-

DMAA に pH 応答性があるか確認する。 

参考文献 

 (1) 小野田哲,加曽利亮祐,山上隼,東京工業大学附属科学 
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図 7 共重合比と応答する pH の関係 
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図 3 P-NIPAM-co-AA (aq)の温度と透過率の関係   図 4 P-NIPAM-co-DMAA (aq)の温度と透過率の関係 
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図 6 P-NIPAM-co-DMAA の構造変化 
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図 5 P-NIPAM-co-AA の構造変化  
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1. 背景 

 トマト等の種子は新鮮な果実内において発芽が

抑制されることが知られている。一般に，芝生の

管理や雑草の駆除など植物の生長抑制が求められ

る場面は多々ある。そこで，発芽抑制の普遍的な

メカニズムを利用することで，薬品に頼らない安

全な食品生産ができ，食料問題および，環境問題

の解決に大きく貢献できると考えた。 

 

2. 目的・概要 

スイカ果実内の発芽抑制メカニズムには，植物

ホルモンであるアブシシン酸が主として作用する

との報告がある。しかし，トマト果実内の発芽抑

制はアブシシン酸によるものでは無いと考えられ

ている。昨年度の課題研究では，pH 環境と発芽

の関係を評価し，トマトゼリー部分には pH 緩衝

能力があり，これが発芽抑制の原因となることが

明らかとなった。そこで本研究では，昨年度の結

果を詳細に検証するとともに，スイカ及び，キュ

ウリの種子の発芽の発現について同様に評価する

ことを目的とする。 

 

3. 実験 

 アサガオ(西洋アサガオ)，トマト(ホーム桃太郎

EX)，スイカ(赤富士)，キュウリ(つやみどり)の種

子を対象に実験を行った。10%次亜塩素酸ナトリウ

ム溶液で滅菌処理した種子を，濾紙を敷いたシャ

ーレの上に置き，精製水または所定の溶液を種子

が半分つかる程度まで注いだ。その後，シャーレ

を 20～30℃に調整したインキュベータ内に設置

し，発芽の様子を観察した。種子の様子は，定点

カメラにより 2 時間ごとに撮影し，評価した。BTB

溶液を用いる実験では，溶液を 6％寒天でゲル化

し，濾紙の上に種子を置き，発芽の様子を観察し

た。 

トマトゼリー部分およびスイカ果肉については，

10,000 rpm で 10 分間遠心分離にかけ，得られた

上澄み液を溶液とした。また，緩衝液としては pH

の値で 4.01，6.86，10.02 の 3 種類を用いた。さ

らに，pH 約 4.00 の酢酸水溶液，pH 約 6.00 の塩化

アンモニウム溶液，pH 約 7.00 の酢酸ナトリウム

溶液，pH 約 9.00 のアンモニア水をそれぞれ調整

し，実験に用いた。 

 

4. 結果・考察 

4.1 果肉及びゼリー部分 

トマトゼリー部分から得た遠心分離上澄み液

（トマトゼリー）を用いて種子の発芽を観察した。

水に浸したアサガオの種子は，30 時間後に発芽し

たのに対し，上澄み溶液では 60 時間後に発芽し

た。それぞれの発芽 24 時間後を比較すると，水に

比べ上澄み溶液の成長が抑制されていた。トマト，

スイカ，キュウリの種子は，いずれの種子に対し

ても，精製水を用いた場合に比べ発芽が明確に抑

制された。 

この結果は，スイカ果肉部分から得られた遠心分

離上澄み液（スイカ果肉）を用いた場合において

も同様に観察された。これらの結果から，トマト

およびスイカ果実内で種子の発芽が抑制されるの

は，トマトゼリーおよびスイカ果肉に，それぞれ，

原因を求めることができると考えられる。さらに，

トマトゼリーやスイカ果肉には，自身の種子のみ

ではなく，他の花や野菜果実の種子に対しても発

芽抑制作用を及ぼすのが分かる。図 1 に，アサガ

オの種子を用いた場合の 42 時間後の写真を，図 2

に，スイカの種子を用いた場合の 48 時間後の写

真を，それぞれ比較する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 アサガオの種子の発芽 

（左から精製水,トマトゼリー,スイカ果肉） 
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4.2 BTB 寒天 

BTB 溶液を用いて種子の発芽を観察したとこ

ろ，いずれの種子においても，発芽に伴って種子

周辺の色が青色から黄色に変化した（図 3；62 時

間後の写真）。すなわち，種子の発芽に伴い，どの

種子にも共通して，種子周辺が酸性側に傾くこと

が分かった。アサガオ，トマトおよびキュウリに

ついては，発芽と同時に変化が見られたのに対し，

スイカについては，種子播種から約 2 時間で変色

が始まり，その後，約 32 時間後に発芽が観察され

た。 

 

 

 

 

 

       

 

 

4.3 緩衝作用と発芽の関係性 

種子の発芽において，種子周辺が酸性化するこ

とが明らかになったことから，この pH 変化を抑

制することで，種子の発芽にどう影響するかにつ

いて検討した。各種子に対し，pH の異なる 3 種類

の緩衝液を用いて発芽の様子を観察したところ，

いずれの場合も，精製水に比べ発芽が抑制された。

すなわち，種子周辺の酸性化が発芽にとって必要

な条件であり，これを抑制することが発芽抑制を

もたらすことが考えられる。 

図 4 に，スイカ果肉に塩酸（0.01 mol/L）を滴

下したときの pH 変化を示す。塩酸滴下に伴い，黒

丸のように，溶液内には水素イオン濃度が増加す

るのが推測される。しかし，白丸で示したとおり，

実際にはスイカ果肉の pH は，塩酸を滴下したに

も拘わらずほとんど変化することなく，一定に保

たれる。すなわち，スイカ果肉には，pH 緩衝作用

があることが分かる。昨年度の課題研究から，ト

マトゼリーについても pH 緩衝作用があることが

報告されている。これらのことから，トマトゼリ

ーやスイカ果肉は，種子周辺の酸性化を抑制する

緩衝機能を持ち，これにより種子の発芽を抑制し

ているものと考えられる。 

一方，アサガオおよびトマトの種子について，

緩衝作用のない pH 約 4.00～ 9.00 の溶液を用い

て発芽の様子を観察した。その結果，アサガオの

種子は，全ての溶液において発芽が確認できた。

ただし，発芽後の成長速度にはそれぞれ差があり，

アサガオは，塩化アンモニウム溶液と酢酸ナトリ

ウム溶液において，他の 2 つの溶液より成長速度

が遅かった。これに対しトマトの種子は，酢酸水

溶液，アンモニア水，塩化アンモニウム水溶液に

おいてのみ発芽が確認できた。酢酸ナトリウム溶

液においては発芽が見られなかった。以上のこと

から，pH 7 に近い溶液ほど発芽しにくい可能性が

あると推測できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 塩酸滴下に伴うスイカ果肉中の水素イオン

濃度の変化 

 

5. 今後の課題 

・緩衝作用がない酢酸ナトリウム水溶液が，特定

の野菜の種子の発芽を抑制する原理を解明する。 

・また，植物由来の溶液における植物の成長抑制

の可否について調査する。 
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図 3 BTB 寒天上

のスイカの種子の

発芽 

図 2 スイカの種子の発芽 

（左から精製水,トマトゼリー,スイカ果肉） 
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1. 背景・目的・動機・仮説 

1.1 背景 

 マガキ Crassostera gigas は,日本各地の沿岸

や河口に生息しており,漁業資源として広く養殖

されている。また,大量の水を吸い込みプランクト

ン濾して,これを摂食する。そのため生活排水など

で汚れ,悪化した水質を改善することができると

される。また,主にカキの殻は食品廃棄物として廃

棄されているが,カキの殻自体にも水質を改善す

る作用（以下水質浄化作用）があるとされている。 

 

1.2 目的 

カキ殻の水質浄化作用がどの程度あるのか,COD

の滴定により評価する。また,水質浄化作用が何に

起因するのかを X 線解析および走査型電子顕微鏡

を用いた表面構造の観察から考察する。その上で,

現在は食品廃棄物として扱われているカキ殻につ

いて,水質浄化を目的とした実用化の方法を模索

する。 

 

2. 概要 

2.1 原理 

 水質汚濁の程度を COD（化学的酸素要求量）を

もちいて表す。浄化処理前後の COD を比較するこ

とで,カキ殻の水質浄化作用の有無およびその作

用の程度を示すことができると考えた。水質浄化

の前後でカキ殻自体が活物質になっているとは考

えにくいため,表面の構造および構成する物質が

水質浄化作用に関与していると考えられる。 

 

2.2 使用試薬 

 以下に使用試薬及びその用途を示す。 

(１) 2.82×10⁻² mol/L 過マンガン酸カリウム水

溶液：COD 測定時の酸化剤 

(２) 4.93×10⁻² mol/L シュウ酸ナトリウム水溶

液：COD 測定時の還元剤 

(３) 濃硫酸：酸化還元反応の触媒 

(４) 硫酸銀：塩化物イオンの沈殿による分離 

(５) カキ殻：神奈川県にて 2018 年 2 月に採集 

 

3. 方法  

3.1 COD の測定 

 試料水として,芝浦運河から採取した水をろ紙

を用いてろ過したものを用いた。これは,実際に水

質浄化に用いられるであろう状況を再現するため

である。カキ殻を超音波洗浄した後,カキ殻を加え

ない空実験も含め,それぞれ試料水を 50 mL 加え

暗所下，密閉下で一週間放置した。カキ殻をガス

バーナーを用いて１ 分加熱処理させた後,処理し

ないカキ殻と同様に反応させた。それぞれ反応後

の水溶液を 50 ｍL ホールピペットを用いて採取

し,過マンガン酸カリウム水溶液を 10 mL を加え,

湯前しながら加熱して完全に反応させた。その後,

シュウ酸ナトリウム水溶液を 10 mL 加えた後,過

マンガン酸カリウム水溶液を用いて滴定し，得ら

れた結果から COD を算出した。 

 

3.2 走査型電子顕微鏡を用いた表面構造の観察 

カキ殻および加熱処理したカキ殻を超音波洗

浄にかけた後,超音波洗浄した。その後オートクレ

ープを 120 ℃で 120 分かけて殺菌させた。表面

を傷つけないことに留意しながら,カキ殻から約

1 mm²の大きさのカキ殻の切片を粉砕用手動ミル

を用いて作成した。 走査型電子顕微鏡（JSM-

5300LV）を用いて,切片の表面構造を観察した。 

 

3.3 X 線回折法によるカキ殻の構成物質の同定 

  粉砕用手動ミルを用いて,カキ殻および加熱処

理を加えたカキ殻を粉状になるまで粉砕した。そ

の後,乳鉢を用いて更に細かくすりつぶし，X 線回

折法により構成物の同定を行った。 

 

4. 結果と考察 

4.1 COD の測定 

以下に示す表 1 が、測定した COD の表である。 
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表 1. COD の比較 

  COD（mg/L） 

河川水のみ（空試験） 1.68 

カキ殻 1.41 

加熱処理後のカキ殻 0.853 

 

 河川水のみを放置した場合の COD が 1.68 mg/L

であったことから，カキ殻をそのまま加えた際の

実験より加熱処理を加えないカキ殻による COD の

減少率は約 16％であることが分かる。同様に,加

熱処理を経た際の減少率は約 49 ％であることが

わかる。ゆえに，カキ殻には COD を減少させる能

力があり，カキ殻表面を加熱処理することでその

能力を強めることができることが分かる 

 

4.2 X 線解析による牡蠣殻の構成物質の同定 

以下図２が，加熱処理前後のカキ殻の X 線回折

チャートである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2. 加熱処理前後のカキ殻の X線回折チャート 

 加熱処理前後何れも，ピーク位置に差は見られ

ず，同じ組成であることが分かる。また、これ等

のピーク位置から炭酸カルシウムが主成分である

ことが分かる。 

 

4.3 走査型電子顕微鏡を用いたカキ殻の表面構

造観察 

 以下がそれぞれ撮影した写真である。加熱処理

前では凹凸ある平滑な面が広く観察できた。 

 加熱前のカキ殻表面は凹凸ある平滑な面が広く

観察でき,局所的に図 3 のような層状構造が見ら

れ,加熱後は,図 4 右のような,微細孔が加熱処理

前は凹凸ある平滑な面であったと思われる箇所か

らも多く観察できた。加熱前後で構成物質に大き

な違いが見られなかったことから，加熱処理によ

る微細孔の形成が COD 減少に大きく起因したと考

えられる。 

 

5. 今後の課題 

 COD に加え,本来行う予定だったが試薬の調製

を失敗してしまったため行えなかった NO₃⁻やタ

ンパクの濃度,で,水質浄化作用が何の分解に起因

するのかを深く分析したい。また,他の処理を加え

たカキ殻や微細孔を多く作った炭酸カルシウム固

体を作成し,水質浄化作用を持つのか分析したい。 

 

参考文献 

(1)https://www.tokyo-
kasei.ac.jp/Portals/0/data/college/kasei/kankyo/
images/Laboratory/Inoue/inoue_2605.pdf 

(2) 三浦 知之, 干潟の生き物図鑑,ｐ.163,南方新社 
(2008)

 

図 3．加熱前カキ殻表面の層状構造

の SEM 写真 

図 4．加熱後にカキ殻表面に見られ

た微細孔の SEM 写真 



 

木灰を使った古代ガラスの作製と評価  

～ガラスのルーツをひもとき，古の知恵に挑む～ 

Preparation and Evaluation of Ancient Glass Made from Plant Ash: 

Following the Roots to Challenge Old Technology 

岩切  稜都 *，胡  華隆*，下田  有馬 *，鈴木  長寿** 

 

 

1 目的 

 極めて身近な材料の 1 つであるガラスが日本に

伝わったのは紀元前 3 世紀の弥生時代であり，そ

のルーツをたどると，紀元前 2，3 世紀頃の北メ

ソポタミア地域にたどり着く。 

本研究では古の技術に挑み古代ガラスの 1 つで

あるササンガラスの再現を試みるとともに，ガラ

スのルーツをたどることを目的とした。 

 

2 概要 

2.1 ローマガラスとササンガラス 

 古代西アジアのガラスはソーダ石灰ガラス

(Na2O-CaO-SiO2系)の仲間で，アルカリ源として，

メソポタミアとペルシャでは植物灰，紀元前 8 世

紀頃～紀元 9 世紀頃まではナトロンが使われてい

た。このことから，ササンガラスは植物灰ガラス

と呼ばれ，ローマガラスはナトロンガラスと呼ば

れていた。 

 紀元後 3～6 世紀頃，ササン朝ペルシャとビサ

ンツ帝国は敵対しつつも交流が行われていて，サ

サンガラスもローマガラスの影響を色濃く受けた。

また，日本にもシルクロード通した交易によって

ササン朝文化の代表とも言える白瑠璃椀(正倉院

蔵，図 3 左)，獅子狩文錦（法隆寺蔵）などが伝わ

った。これらは両方ともササンガラスであり保存

状態も非常に良いことからササン文化をたどる重

要な手がかりになっている。両者の区別としては，

植物灰ガラスには，カリウム(K2O)とマグネシウ

ム(MgO)の含有量がどちらも 1.5％以上である，

という指標が提案されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2.2 古代ガラスの原料 

 古代西アジアで広く見られるガラスは，ソーダ

石灰ガラスの仲間で，その原料はソーダ(炭酸ナト

リウム Na2CO3)と石灰 (CaCO3)とシリカ (石英

SiO2)を混ぜて溶かしたものである。主成分として

は，シリカが 70％程度含まれていて，原料には砂

漠の砂や地中海の砂が用いられた。カルシウム分

は砂に混ざっている石灰石や貝殻から得られた。

シリカは融点が 1710 ℃と高いので，その融点を

下げる融剤の働きをするのが Naや Kといったア

ルカリ元素である。 

 植物はKやNaを多く含み(例えばキャベツはK

を 2.5％も含む)，燃やした灰に水を加えて溶け出

したものが灰汁といい，それを煮詰めるとアルカ

リ原料となる。 

 

 
図 1 紀元後 3～6 世紀の西アジア･地中海沿岸地域 

図 2 シルクロード 

図 3 白瑠璃碗(左)と 

     円形切子装飾碗(右) 
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3 方法 

3.1 灰汁の作製 

(1) ビーカーの中に灰を半分程入れて精製水を

加え，ホットプレートで約 2 時間加熱した。 

(2) その後，煮沸したものを吸引ろ過し，ろ液を

乾燥機で濃縮・乾燥させた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 灰の焼成によるアルカリ原料の作製 

(1) るつぼに灰を入れ，900 ℃の電気炉で 6 時間

加熱・焼成して図 5 左の焼成物を得た。 

(2) (1) の焼成物に精製水を加え，ホットプレー

トで約 2 時間煮沸したものを吸引ろ過し，ろ液

を乾燥機で濃縮・乾燥させ白い粉末を得た。 

(3) また，(1) の焼成物の外側の青白い部分を直

接やすりで削ることでも同様の粉末を得た。 

(以下，焼成アルカリ原料とする) 

 

 

3.3 ガラスの作製 

(1) るつぼに海砂(石英砂，珪砂とも呼ばれる)と

乾燥させた灰汁乾燥物を入れ，電気炉で 900 ℃

で加熱後，ゆっくりと冷却した。 

(2) 同様に，るつぼに海砂と焼成アルカリ原料を

入れた物を入れ，電気炉で 900 ℃で加熱後，ゆ

っくりと冷却した。 

(3) 対照として，るつぼに海砂のみを入れて電気

炉で 900 ℃で加熱後，ゆっくりと冷却した。 

4 結果  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・焼成アルカリ原料を入れたものは海砂がよく溶

け，るつぼの外に吹き出すものもあった。 

・海砂に灰汁乾燥物を入れたものも溶解したが，

融解が完全ではなく，また着色も見られた。 

・海砂のみのものはまったく変化しなかった。 

 

5 考察 

・実験結果から，木灰を加熱･焼成することにより

海砂を融解することができるアルカリ原料が分

離できることがわかった。 

・灰汁から作った灰汁乾燥物で作ったものにも海

砂を低い温度で融解することがわかったが，乾

燥物が着色していること，また，融解後のガラ

スが着色していることなどから，不純物が多く

含まれていると考えられる。 

・灰の量から得られる灰汁乾燥物の量を考えると

効率の良い方法とはいえないと考えられる。 

・海砂の主成分は石英であり，その融点(1710℃)

と高く，海砂だけの場合は当然融点に達しなか

ったためにそのままであったと判断できる。 

・古代にこのような方法でアルカリ原料を得てい

た否かは定かではないが，この実験を通して木

灰による古代ガラス作りの可能性を確認できた

と考える。 

 

6. 今後の課題 

 アルカリ原料の添加量などの検討と，ササンガ

ラスによくある色付きの物を作成することで，古

代ガラスに近づくことができればと考える。 

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

のこと，東京理科大学理学部応用化学科(2013) 

図 4 灰の煮沸(左)と乾燥させた灰汁(右) 

図 5 焼成した灰の断面(左)と 

表層の白い部分を削ったもの(右) 

図 6 作製したガラス 

（左から海砂＋灰汁乾燥物，海砂のみ，

右から 2 つは海砂＋焼成アルカリ原

料） 
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職人技の伝承を目指して 
～益子焼の釉の発色の再現～ 

 
Aiming at the Transfer of Craftsman’s Skill  – Reproduction of Mashikoyaki 

Coloring Baked in Climbing Kiln by Electric Furnace 
小磯 宏喜*，船城 海斗 *，成田 彰** 

 

1 背景・目的・動機・仮説 

 本研究の最終的な目的は益子焼の伝統的な釉薬

の発色を電気炉で再現することで，益子焼の職人

の方々の創作活動を行いやすくすることである。

釉薬の還元は発色に大きく関わるが，そのプロセ

スはまだよくわかっておらず，まだ完全な再現に

は成功していない。本研究では，釉薬の還元に焦

点を置いた。 

 

2 概要 

 益子焼では登り窯と呼ばれる大きな窯を使って

焼成が行われる。登り窯の構造を図１に示す。大

口で大量の薪を燃やし，その炎が第一室，第二室

へと続いていく仕組みになっている。この時，薪

から発生する一酸化炭素は釉薬を還元し，空気中

の酸素は釉薬を酸化する。還元の程度によって釉

薬の発色が大きく異なるため，還元の仕組みを知

ることは発色の再現の大きな手掛かりになる。今

回は実際の登り窯の操業時の調査と学校での環状

電気炉での試料の焼成により釉薬の還元について

考察した。使用した釉は灰，並白，飴，糠白，

黒，柿，青の七種類である。 

 

3 調査方法 

3.1  焼成中の登り窯内の調査 

 操業時の登り窯燃焼室内の環境を知るために，

白金ロジウム熱電対による第１，２室の温度測定

と燃焼排ガス分析計（テストー，testo330-1LL）

を用いて第２室内の酸素と一酸化炭素の濃度の変

化を測定した。 

 

3.2   登り窯でのサンプルの焼成 

 伝統的な発色のサンプルを得るために，電気炉

（山田電機 NF-215）を用いて 750 ℃で 6 時間

仮焼成した厚さ 7 mm，直径 40 mm 粘土のピー

スに，益子の釉薬をかけたものを第一室と第二室

の中（火前，棚下，さや内）の６か所に置き，焼

成した。 

 

3.3  電気炉での焼成 

 仮焼成した厚さ 5 mm，直径 15 mm 粘土ピー

スの上に，釉薬を乾燥させて油圧成型機で厚さ

1.5 mm，直径 15 mm のペレットにしたものを

のせた試料を管状電気炉（マルトー，MM-1600）

で焼成した。焼成プログラムは，登り窯内でのデ

ータを基にして組んだものを使用した。さらに，

管内に Ar・H2 混合ガスなどを導入し焼成雰囲気

を変えて繰り返し実験を行った。 

 

3.4  焼成したサンプルと試料の評価 

 サンプルと試料を，紫外可視吸光分析装置

（JASCO，MS-1700H）を用いて反射スペクトル

を測定し，さらにその表面と断面の様子をデジタ

ル顕微鏡（キーエンス，VHX-1000）で観察した。 

 

4 結果と考察 

4.1 焼成中の登り窯内の調査 

 燃焼室内の温度の変化を図２に，第二室の酸素

と一酸化炭素の濃度の変化を図３に示す。図２よ

り，登り窯の中は少なくとも 1400 ℃まで上がっ

ていることがわかった。図３より，一酸化炭素の

濃度は約 5 分おきに急上昇と急降下を繰り返して

いのに対し，酸素濃度は約 19 %で安定していてし

ていた。これは大口から大量の空気が速い速度で

取り込まれ，常に酸素が供給されていたからだと

考えられる。このことから，攻め炊き時の窯内の

雰囲気は基本的に酸化の雰囲気であると考えられ

る。しかし，一酸化炭素濃度はピーク時には約

20000 ppm にまで達しているため，この時に 1 分

 

図１ 登り窯の構造 
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以上の強い還元の雰囲気になっている可能性があ

る。また，薪入れのタイミングと濃度の急上昇の

タイミングは一致していた。 

 

4.2 焼成した試料の発色と還元のタイミング 

 焼成プログラムと焼成雰囲気を図４に示す。 

図４ 焼成プログラムと焼成雰囲気 

 

条件①②では還元のない環境を，条件③④では異

なる温度帯での還元を試みた。各条件で得られた

試料の反射スペクトルを比較した結果，並白と糠

白に大きな特徴が見られた。並白と糠白は白色の

釉であるが，両者とも還元の条件③④において，

条件①②に比べ光の反射率が大きく落ちていた。

これは白さが薄れていることを意味し，還元の効

果であると考えられる。他の釉でも発色が変化し

還元の効果が見られるものもあるため，還元は融

解前と融解後のどちらでも起こると考えられる。

しかし，効果の差はわからず，どちらの条件のほ

うが還元されやすいのかはわからなかった。 

 

4.3  試料の表面と断面の観察 

 並白と柿に大きな特徴がみられた。並白は還元

の条件では全体が透明になり（図４左）そうでな

いものは全体が白濁していた（図４右）。この透明

化は釉中の粘土成分の還元によるものだと考えら

れ，並白はその還元の効果を釉全体で受ける釉だ

といえる。柿ではすべての条件で釉の表面の一部

に伝統的な発色に近いオレンジ色の発色が表面に

現れていた。これは特に還元の条件で多く見られ

るため，還元によるものだと考えられる。また，

この発色は表面にのみ現れていて釉の断面には現

れていなかった。このことから，柿は強い還元雰

囲気で発色し，それは表面にのみ現れるといえる。 

 

4.4  伝統的な発色の釉について 

 伝統的な発色の試料は，条件①の灰，条件③の

並白，黒，青，条件④の糠白，柿であった。観察

の結果，サンプルと各試料のすべてに，少なくと

も約 3 μｍ以下の小さな粒子が釉薬の中に確認

できた（図５）。この粒子は金属酸化物であると考

えられ，その酸化数は釉の発色に大きく関わると

考えられる。また，どの釉にも粒子が確認できた

ことから，釉薬の発色は色ガラスのように，単に

ガラスの中に金属イオンが分散しているだけのも

のではないと考えられる。 

5 今後の課題 

 今回よりも強い還元状態と CO による還元焼成，

厚くした釉薬のX線回折による結晶分析を行うこ

とでさらに考察していきたい。 
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図３ 攻め炊き時の気体の温度変化  

 
図２ 窯内の温度変化  

  

図５ 釉薬中の粒子 (×3000 倍) 

  

図４ 並白の断面（×450 倍） 



 

 
図 1	 種子発芽 

 
図 4	 クマの元型と DNゲルのクマ 

 

図 2	 Colloidal photonic crystals 

 
図 3	 3種の珪藻殻 


