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コロイドフォトニック結晶の合成と評価  

 

Synthesis and evaluation of colloidal photonic crystals 

犬飼  直希 *，狩野  新*，坂本  和花奈 *，鈴木長寿** 

 

1 目的 

本研究は，色素を加えることで，より強い呈色 

を示すコロイドフォトニック結晶を作成すること

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つ結晶である。

コロイド結晶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り，

フォトニック結晶とは屈折率が周期的に変化する

媒体で，通常はその周期は可視光周辺の光の波長

と同程度である。 

 

 

 

 

コロイドフォトニック結晶は，自身が持つ本来

の色と異なる波長の光を反射する光学的な性質を

持ち合わせている。これ

を Bragg 反射という。こ

れは，結晶中に存在する

粒子が周辺の光と同程度

の周期で三次元構造をも

つことにより，特定の波

長の光だけを反射する現

象である。 

   

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) 

ハンザイエロー  C17H16N4O4(色素)  

クマリン 153  C16H14F3NO2(色素) 

 

2.3 使用器具 

ホットマグネチックスターラー(AS ONE REXIM 

RSH-4DN)，セパラブルフラスコ，撹拌子，アリ

ーン冷却管，シャーレ，スライドガラス 

 

3 方法  

3.1 ポリスチレンの合成 

(1) 2.3×10⁻³ mol/L-K2S2O8 

10 mL を精製水で 300 mL に

希釈し，色素を溶解させたス

チレン 6 mL を加え，65 ℃で

加熱しながら特定の撹拌速度

(200~300 rpm)で図 4 のよう

な装置を用い，窒素雰囲気下

で 24 時間攪拌した。 

(2) 冷却後，反応物を 40 mL ずつ取り 4000 rpm

で 10分間遠心分離し，その上澄み 30 mLを 11000 

rpm で 20 分間遠心分離した。 

 

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，乾燥させた。 

 

3.3 結晶の観察 

(1) 走査型電子顕微鏡(以下 SEM とする)を用い

て結晶の大きさと並び方を観察した。 

(2) 紫外可視近赤外分光光度計(JascoV-750)で

色素入り結晶と色素なし結晶の反射光を測定した。 

 

4 結果と考察 

4.1 色素による違い 

様々な色素の中から，水に溶解せず，スチレン

に易溶で重合を阻害しないという条件で，ハンザ

イエローとクマリン 153 を選んだ。①ハンザイエ

ロー添加，②クマリン 153 添加 ③色素添加なし

の 3 種の溶液を用意し，65 ℃で加熱撹拌しなが

ら結晶を作製した。 

遠心分離後，沈殿状態のまま，また沈殿物を塗

布･乾燥した結晶について反射光の有無を観察し

たところ反射に差があった(表 1)。 

 

図 4 合成装置 

図 3 Bragg 反射 

図 1 コロイド結晶 図 2 フォトニック結晶 
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表 1 撹拌速度の違いによる反射の有無 

（単位[rpm]） 

◯：反射あり 

△：沈殿状態で 

反射あり 

×：反射光なし 

また，色素を加えた場合と加えていない場合の

沈殿量を比較すると，色素を加えた試料はより多

くの沈殿が得られた。これは，ポリスチレンの比

重 0.96～1.04 に対し，ハンザイエローの比重は

1.30 であることから，色素の含まれたポリスチレ

ンが含まれていない場合に比べて重くなり遠心分

離がうまくできているためだと考えられる。 

 

4.2 色素の反射光への影響 

 色素を入れることで反射光の呈色を変化させる

ことが可能なのかを確かめるため紫外可視近赤外

分光光度計を用いてその反射光を測定したところ

図 5 のようになった。

 

図 5 試料の反射率 

 結果より，300～550 nm においては色素を加え

た試料の方が，550～900 nm では色素なしの試料 

の方が光を吸収しているとわかる。また，クマリ

ン 153は蛍光色素であり紫外線を吸収して可視光

として放出する性質を持つため，実際見える色に

はさらに変化が出ると考えらえる。 

 

4.3 SEM による観察 

 乾燥した結晶を SEM で観察した(図 6)。 

左図が Bragg 反射に

よる特有の反射光が確

認できない試料で，右

図は反射光が確認でき

た試料である。この結

果から，図 7 のように

良い反射を示す試料の

結晶は粒子が規則的に

並んでいることがわかる。また，これらの粒子表

面は凹凸が無かったが，より高温または撹拌速度

の遅い条件下で合成すると，粒子自体に凹凸が見

られた。このことより，大きさや形が均一な粒子

の合成には，温度と撹拌速度の制御が不可欠であ

ると考えられる。 

特有の反射光が見られなかったものについても

SEM による観察を行ったが，表面に粒子が確認

できない試料もあった。合成条件によっては，よ

り細かい粒子になりすぎたために光が反射しなか

ったと考えられる。 

 

4.4 粒径の制御 

 温度と撹拌速度を変えることで粒径制御はでき

たが，合成時に温度センサーを挿す位置や撹拌子

の位置などによっても結果に影響が出た。 

また，溶液が高温になると重合が速くなり，粒

径に斑ができやすかった。 

さらに，色素の種類やその有無，加える量は粒

子の生成に大きな影響を与えることもわかった。    

大きさに斑がある試料でも，段階的に遠心分離

することで粒子の大きさをある程度揃えて取り出

すことができることもわかった。 

 

5 今後の課題 

・粒径をより制御するために，温度の設定やスチ 

レンの量など，色素以外の条件による影響につ

いても検討する。 

・結晶の固定化を行い，またその強度を上げる。 

 

参考文献 

(1) 吉澤裕也，曽我陽，乳化重合法によるポリスチレン

粒子の粒子径制御，東海大学大学院，2012 

(2) 金森久幸，懸濁重合における重合率，ポリマー粒子

径への攪拌操作の影響，佐竹化学機械工業 
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① △ △ △ 〇 
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図 6 SEM 画像 

図 7 特有の反射光 



 

 

古代ガラスの作製と評価 

 
Preparation and Evaluation of Ancient Glass 

 

須藤  大輝 *，本間  海結 *，正木  滉人*，鈴木  長寿** 

 

 

1 目的 

本研究では，植物灰を融点降下剤として用いて

古代ガラスの作製と評価を行うことを目的とし

た。 

 

2 概要 

2.1 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 ℃と非常に高く，古

代の技術ではそのような高温状態をつくるのは難

しい。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

の結合を切って分子を動きやすくするため，融点

を約 1200 ℃近くまで下げることができる(図

1，2)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 方法  

3.1 融点降下剤の作製 

 ①～③の三種類を作製した。 

① 灰 100.00 g を精製水に溶かし，20 分煮沸し

た。液体をろ過し，ろ液を乾燥させた(図 3)。 

② 灰 100.00 g を精製水に溶かし，20 分間ス

ターラーで攪拌した後ろ過し，ろ液を乾燥

させた。 

③ 灰 100.00 g を 900 ℃で 6 時間加熱する工

程を 2 回繰り返した。冷却後，精製水に溶

かしてろ過し，ろ液を乾燥させた(図 4)。 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 ガラスの作製 

 海砂(SiO2)と乾燥させた融点降下剤を混合し，

電気炉で加熱した。 

 以降、物質の混合比や加熱時間を変えて焼成を

繰り返した。 

4 結果 

4.1 焼成したガラスとその評価(1) 

海砂と作製した融点降下剤①～③を，それぞれ

質量比 2.00 : 0.53 で混合し 900 ℃で 6 時間加熱

したところ，①を加えた No.1 が最も溶けた。③

を加えた No.3 は紫色になったが，他の 2 つに比

べてあまり溶けていなかった(No.1, 2, 3)。 

 

 

4.2 焼成したガラスとその評価(2) 

次に，最も海砂が溶けやすい①について，海砂

と①をどんな質量比にすればよりガラスができや

すくなるか調べるために海砂に加える①の量を変

えて 4 つの試料を作成した。それらを 900 ℃で 6

時間加熱したところ，No.6 と No.7 がよく溶けて

いた。 (No.4, 5, 6, 7)。 

No.  色 ガラスの外見 

1 白  

2 白 
 

 

3 紫 
 

表1 焼成したガラス(1) 

図 3 乾燥後 図 4 乾燥後 
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4.3 焼成したガラスとその評価(3) 

No.6 の混合比で 1200 ℃で 2 時間弱加熱したと

ころ，ガラスに近いものができた(No.8)。また，色

を付けるために①と③を混合したものと，③のみ

を混合したものを 1200 ℃で 4 時間加熱したとこ

ろ，加える③の量が多いと紫色の発色が強くなる

ことが分かった(No.9, 10)。 

 

 

4.4 焼成したガラスとその評価(4) 

No.8 のガラスが不透明だったため，①の混合量

を増やして 3 つの試料を 1200 ℃で 4 時間加熱し

た。結果，いずれも無色透明なガラスが得られた。 

 

5 考察 

 表 1 において No.3 が溶けにくかったことから，

③の降下剤は 1 g あたりに含まれるナトリウムと

カリウムの割合が①,②より少ないと考えられる。

また，紫色の発色にかかわっている物質は融点降

下には関係ないのではないかと考えられる。 

表 2 において焼成したものの内側に気泡が見ら

れた。これは融点降下剤から二酸化炭素が生じ,ガ

ラスの粘性が高かったためガラス内部にとどまっ

てしまったものと考えられる。 

表 4においてNo.13は時間が経過すると表面に

少量の液体が見られた。これは融点降下剤が過剰

で Na₂SiO₃，K₂SiO₃ができ，空気中の水分を含

んでいたからだと考えられる。また，融点降下剤

が多くなるほどガラスのひびの数が増えた。これ

は融点降下剤が多いほどガラスの熱膨張率が上が

り，容器との熱膨張差から温度を下げたときのガ

ラスが小さくなろうとする力が強くなったためと

考えられる。 

 

6 まとめ 

 灰を処理することで無色透明なガラス、着色し

たガラスを作ることができた。また，①と③の配

合量を変えることで発色具合を変えることもでき

た。 

ボート型の容器でガラスが薄い時は透明なガラ

スができたが，るつぼに入れて作成した厚みのあ

るガラスは透明にできなかった。同じ容器でのガ

ラスの透明度，ひびの数が少なく，表面が溶け出

さない No.11 の割合が最も良いことが分かった。 

 

7 今後の課題 

融点降下剤を作り，水に溶け残った灰からガラ

スのひびが入りにくくなるカルシウム分を取り出

す方法を確立する。 

厚みを持ったまま透明なガラスが出来る方法を

模索する。 

 

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) 

(3) 高嶋廣夫，陶磁器釉の科学，内田老鶴圃(1996) 

(4) 作花済夫 , ガラス科学の基礎と応用 , 内田老鶴圃
(1997) 

No. 海砂 : ① 色 ガラスの外見 

4 2.00 : 0.71 白 
 

 

5 2.00 : 0.88 白 
 

 

6 2.00 : 1.06 白 
 

 

7 2.00 : 1.20 白 
 

 

No.  海砂 : ① : ③ 色 
ガラスの外

見 

8 2.00 : 1.06 : 0.00 白 

 

9 2.00 : 1.06 : 0.10 薄紫 

 

10 2.00 : 0.00 : 2.00 濃紫 

 

No.  海砂 : ① 色 ガラスの外見 

11 2.00: 1.20 
無色

透明 
 

12 2.00: 1.50 
無色

透明 
 

13 2.00: 2.00 
無色

透明 
 

表 3 焼成したガラス(3) 

表 2 焼成したガラス(2) 

表 4 焼成したガラス(4) 
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有害物質を含まない赤色ガラスの製造 

 

Red Colored Glass Manufactured without Containing Any Harmful Substances 

 

 新  兼一 *，石崎  力*，竹崎  和真 *，古井  秀明 ** 

 

 

1 背景・目的・動機・仮説 

 以前見た江戸切子の色使いに心を打たれ，ガラ

ス工芸について調べたところ，赤色ガラスの着色

には，コスト面や着色精度などにいくつかの問題

点があった。特にセレンとカドミウムを用いたも

のは有害であり，食器などへの利用は法的に禁止

されている。近年，新技術の開発(参考文献(1))

により，人体に無害な赤色ガラス製品が誕生し注

目を浴びている。本研究ではその鮮やかな色調の

赤色ガラスを製造し，着色原理を確認すること

で，その発展性を検討することを目的とした。 

 

2 概要 

2.1 新技術による赤色着色ガラス 

 一般的なガラスは，ソーダ石灰ガラス等の原料

となる混合物と着色剤(微量の金属酸化物)を混合

して加熱することによって着色する。 

本研究では，ベースガラス原料中に着色剤とし

て，酸化モリブデン(Ⅵ)と酸化ネオジム(Ⅲ)を使

用した。また，着色助剤として硫酸ナトリウム，

還元剤として炭素粉末を用いた。これにより還元

雰囲気での溶融ができ，モリブデンは主着色剤，

硫黄がモリブデンの着色を安定させ，ネオジムが

フィルターとして働くことで赤色に発色する。 

 

2.2 ガラスの測色 

色彩を科学で扱う場合，国際照明委員会(CIE)で

取り決められている表色系(XYZ 表色系)が基本と

なり，JIS Z8701 に規定されている。 

本研究では，スマートフォンを使用し，デジタ

ルカメラとアプリケーション“色しらべ”により

測色を行った。(図 1) 

 

 

 

 

 

また，分光光度計(JASCO V-750)による拡散反射

測定を行い着色の機構を分析した。 

 

3 方法 

3.1 赤色ガラスの原料の調合計算 

 秤量すべき各原料の重量は，作成するガラスの

組成の重量 ％から計算した。(表 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

<使用試薬等> 

二酸化ケイ素(SiO2)，酸化アルミニウム(Al2O3)，

炭酸カルシウム(CaCO3)，炭酸ナトリウム(NaCO3)

酸化ネオジム(Nd2O3)，硫化モリブデン(MoS2)，炭

素[活性炭](C)，硫酸ナトリウム(Na2SO3) 

赤色ガラス(東京都立産業技術センターより提供) 

 

3.2 ガラスの作成 

作成したバッチ(混合した原料)をアルミナボー

ト(CB;Al2O3 97 ％，110×20×13 ㎜)に 7 割程度

満たし，アルミナ板(SSA;Al2O3 99.5 ％，100×20

×1 ㎜)でフタをして，1400 ℃に加熱した環状電

気炉(MARUTO 製)の中に，室温から直接入れ 15 分

間加熱した。その後，直ちに取り出し電気炉(SA-

1200)に移し 600 ℃で徐冷し，試料とした。試料

は，着色剤の有無を変え 6 種作成した。 

約 45° 

約 10° 

光源 スマートフォン 

試料 

図 1 測色試料の画像の取得方法 

ホワイトバランス 
色温度 約 6500 K 

表 1 使用試薬と割合 

※Na2SO3によりなる Na2O の wt% 
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3.3 観察と分析 

 作成した試料と比較試料を，xyz 表色系と吸収

スペクトルにより測色した。 

 

4 結果 

4.1 作成した試料の着色の評価 

  実施 1 は，Cd 着色と同等の xyz 表色系となった

が，明度が低く色調が異なった。また，実施 3・5

より，Mo のみでは黄色，Nd のみでは青紫色の着色

が確認できた。さらに実施 3・5 より，S が着色に

関わっていることも確認できた。(表 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

4.2 文献の値との比較 

 試料を正確に測色することができず，文献値の

xyz 表色系と値が異なったが，比較試料も“色し

らべ”によって測色し，近い値を得た。(図 2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Mo，Nd を含むガラスの吸収スペクトル 

  実施 3 に対して，実施 5 より Nd がフィルター

として働き，実施１のような吸収スペクトルとな

り，赤色となったことが確認できた。(図 3) 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 今後の課題 

 先行研究と本研究の xyz 表色系は，明度が異な

っており，吸収スペクトルも異なった。着色のむ

らや，ガラスの不溶解により生じている可能性が

高いため，今後検証する必要がある。(図 4) 
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図 2 作成した試料の xyz 表色系 

Cd 着色 
文献値 
ｘ0.70 
ｙ0.30 

図 3 Mo，Nd を含むガラスの吸収スペクトル 

Mo,Nd 

Nd 

図 4 先行研究と作成試料の比較 

Mo,Nd 



 

 

チタンの陽極酸化における酸化膜の厚さと発色の関係  

 

Titanium’s Coloring Resulting from the Thickness of Oxide Film  

 Caused by Anodic Oxidation 

南保  瑠里 *，栁谷  歩実 *，山﨑  里奈*，森安  勝** 

 

 

1 目的 

チタンに電圧をかけると表面に酸化チタンの薄

膜を生じ，鮮やかに発色する。この色は干渉色で

あり，酸化膜の厚さに依存する。 

本研究の目的は，チタンの陽極酸化において，

かける電圧と発色の関係を調べることである。 

 

2 概要 

2.1 原理 

金属を陽極につなぎ，

電解質溶液中で通電する

と，金属表面に酸化膜を

生じる。これが陽極酸化

である。チタンを陽極酸

化すると，色のついたチ

タン(カラーチタン)がで

きる。これは酸化膜が干

渉を起こすからである。 

干渉とは光の波長が重

なり合い，新しい波形が

できる現象のことを指す。カラーチタンでは酸化

チタンの膜の上面と下面で干渉が起こり，色がつ

いたように見える。 

 

2.2 使用試薬 

〈化学研磨液〉 

・ 化学研磨液 TCP-08(三菱ガス化学株式会社) 

H2O2 20 %，NH4F･HF 10 %，H2SO4 10 %未満 

〈陽極酸化電解液〉 

・電解液 (COOH)2  0.28 mol/L 

 

3 方法  

3.1 化学研磨 

チタン板(50 mm×25 mm×1.0 mm)を中性洗剤

で洗浄し，エタノールで脱脂処理を行った。その

後化学研磨液を用い，液温 25～40 ℃で化学研磨

を行った。この時、最適な研磨時間を調べるため

5 分ごとに研磨時間を変え，表面状態をデジタル

顕微鏡(KEYENCE VH-Z450)で確認した。 

 

3.2 陽極酸化 

化学研磨したチタン板を 0.28 mol/L シュウ酸

電解液に浸し，液温を 25 ℃に保ち，電圧値を 0

～120 V の間で 4 V ごとに変え，陽極酸化を行っ

た。その後，目視で色の変化が大きなところを 2 

V 刻みで陽極酸化を行った。 

 

3.3 反射光の測定 

陽極酸化し発色したチタン板を，分光光度計

(Jasco V-750)を使用して，表面の反射光の状態を

測定した。 

 

4 結果と考察 

4.1 チタンの表面処理 

チタン板は化学研磨液に浸けると，下のような

反応を起こすと考えられる。 

Ti + 2H2O2 → TiO2 + 2H2O 

TiO2 + 3NH4F･HF →  

(NH4)2TiF6 + H2O + NH4OH 

化学研磨の処理時間を5分ごとに行った結果を

図 2 に示す。時間を重ねるごとに滑らかになって

いき，20 分以降は結果に大きな差が見られなく

なった。35 分を超えた辺りから板の厚みが極度

に薄くなったため，30 分が適切と判断した。この

データをもとに，チタン板の表面を脱脂し，液温

25~40 ℃の化学研磨液に 30 分浸けた。 

 

4.2 電圧による干渉色の変化 

分光光度計から得られたデータから特徴的な 0，

24，48，64，80 V を図 3 に示した。0 V は銀色の

板なので，ほとんどの波長の光を反射している。

24 V では，400 nm 側の光が多く反射され，800nm

側の光は反射が少ない。このため，24 V で陽極酸

化したチタン板は青色を呈する。 

図 1 干渉色の原理 

https://www.toyorikag

aku.com/technology/p
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同様に，48 V では 450 nm 付近，64 V では 550 

nm 付近の反射が少なくなっている。80 V では

400 nm と 540 nm 付近を多く反射している。以

上のことから，48 V では黄，64 V では赤紫，80 

V では緑系統の発色をすることが分かった。 

また，反射率が最大値を示す波長の値をグラフ

にすると，24 V から 60 V と 64 V から 92 V の値

の変化が似たような傾向が見られ，最大値の変化

は規則的であるといえる。このことから，陽極酸

化チタンの発色が 2 度繰り返されることが分かる。 

また，過去の文献を参考に次式で膜厚を求めた。 

𝑑 = 2.93 × 𝑉 − 2.35 

ここで，d： 膜厚[nm]， V：電圧[V] 

この式に緑色の発色をしている 76 V を代入する

と，膜厚は約 220 nm となる。さらに，この膜厚

を利用して干渉波長を求めるため，次式を使用し 

 2 × 𝑛 × 𝑑 × cos𝜃 = 𝑚𝜆 

n：屈折率，d：膜厚[nm]，m：整数，λ：波長[nm] 

今回はcos𝜃は 1，n は 2.52 で計算すると 

mλ = 1109 

となった。この値を可視光の範囲にするために m

を 2 とすると，λ = 554 nm となる。この値は緑

色の波長である。 

これを応用すると 150 V の場合は 441 nm，551 

nm，734 nm とそれぞれ青，緑，赤の混ざった色

になることが求められる。 

 

5 今後の課題 

アルミニウムでもチタンと同様に酸化膜が生

じるので，こちらも規則性が見られるのか検証し

てみたい。 
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(4) 表面処理加工：チタン表面処理 ,東陽理化学研究所 , 

https://www.toyorikagaku 

図 4  各電圧の最大反射率となった波長の値 図 3  各電圧の波長と反射率 

図 2  化学研磨後のチタン板(処理時間[min]：① 0，② 5，③ 10，④ 15，⑤ 20，⑥ 25，⑦ 30，⑧ 35，⑨ 40) 

①  ②  ③  ④  ⑤  ⑥  

図 5  陽極酸化チタンのカラーコード[V]：① 0，② 8，③ 12，④ 16，⑤ 24，⑥ 32，⑦ 40，⑧ 48， 
⑨ 56，⑩ 64，⑪ 72，⑫ 80，⑬ 88，⑭ 100，⑮ 112，⑯ 120  

① ② の ③   ④   ⑤   ⑥   ⑦   ⑧   ⑨   ⑩   ⑪   ⑫   ⑬   ⑭   ⑮   ⑯   

⑦ ⑧ ⑨ 



 

 

コンニャクグルコマンナンを用いた  

自由な形に成形できるダブルネットワークゲルの合成と評価 

Synthesis and Characterization of Desirable Shaped Double Network Hydrogels  

Based on Konjac Glucomannan 
小川  咲希 *，鈴木  絵美里 *，森安  勝 **  

 

 

1 目的・仮説 

本研究の目的は，コンニャクグルコマンナン

(KGM)を用いて，生体内で利用可能な高強度なダ

ブルネットワーク(DN)ゲルを合成することであ

る。鎖状の天然高分子である KGM を架橋するこ

とで網目構造を形成させ，それを一次ゲルとして

利用し，DN ゲルを合成できると考えた。 

 

2 概要 

2.1 ダブルネットワークゲル 

DN ゲルは，二種類の異なる高分子網目構造か

らなる高強度なゲルのことである。一般的には，

ゲルを精密に形作る骨格となる硬くて脆い一次ゲ

ルに，柔軟性を高める繋ぎとなる柔らかくて粘り

強い二次ゲルを内部で重合して合成する(図 1)。 

 

 

 

 

 

2.1 コンニャクグルコマンナン 

KGM は，β-D-グルコ

ースと β-D-マンノース

が 1:1.6 の割合で，β-グ

リコシド結合により繋

がった多糖類である(図

2)。そのため，環境負荷

が小さく，生体適合性が高いと考えられる。 

 

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

及び役割を図 3 に示す。 

 

 

 

 

 

 

3 方法  

 図 4 に DN ゲルの合成スキームを示す。 

 

 

 

 

 

3.1 一次ゲルの合成と評価 

(1) KGM(1.0~2.0 %)，EGDGE(1.0~9.0 %)，NaOH  

(0.5~2.0 %)をよく混合し，シリ 

コーン型に入れて一次ゲルを合 

成した。混合する割合を変え， 

適切な合成条件を検討した。 

(2) デジタルフォースゲージを用 

いて，得られたゲルの強度を測 

定した(図 5)。 

 

3.2 DN ゲルの合成と評価 

(1) 合成した一次ゲルをアルカリと同当量のクエ

ン酸水溶液に 1 日間浸した。 

(2) (1)のゲルを二次モノマー溶液(AAm 1.0mol/L,  

MBAA 2.5×10⁻³ mol/L, OGA 4.0×10⁻⁴ mol/L)に 3

日間浸した。 

(3) (2)のゲルを窒素雰囲気下で紫外線(360 nm)を 

6 時間照射して，DN ゲルを合成した。 

(4) デジタルフォースゲージを用いて，得られた

ゲルの強度を測定した。 

 

4 結果と考察  

4.1 一次ゲルの合成と評価 

4.1.1 NaOH の濃度と強度の関係 

KGM 2.0 %，EGDGE 

5.0 %で，NaOH の濃度

と強度の関係を図 6に

示す。ここで，固いゲ

ルほどグラフの頂点

は左に位置する。 
図 3 使用試薬 

図 4 合成スキーム 

 
 
 

 

一次ゲル    二次ゲル    DN ゲル 

図 1 ダブルネットワークゲルの原理 

 
 
 
 
 
 
 

 
図 6 NaOH の濃度と強度 

 
 
 
 
 
 

 
図 5 デジタル 
フォースゲージ 
(イマダ ZP-50N) 

 
図 2 β-D-グルコースと 
  β-D-マンノース 

シリコーン型
に入れて静置 

クエン酸 
水溶液 

二次モノマー 
溶液 

DN ゲル 

ｈν 
(360 nm) 

紫外線 
照射 

2 日 1 日 3 日 
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NaOH の濃度を小さくするとゲルは固くなり，

同時に白濁した(図 7)。 

 

 

 

 

EGDGE 5.0 %のとき，KGM 1.0~2.0 %に対して

白濁しない NaOH の濃度の最小値を表 1 に示す。 

4.1.2 KGM の濃度と強度の関係 

EGDGE 5.0 %におい

て，KGM の濃度と強

度の関係を図 8 に示

す。なお，NaOH の濃

度は表 1 の通りであ

る。KGM の濃度を大

きくすると固くなり，強度は大きくなった。 

 

4.1.3 EGDGE の濃度と強度の関係 

KGM 2.0 %, NaOH 

1.5 %において，EGDGE

の濃度と強度の関係を

図 9 に示す。EGDGE の

濃度を大きくするとゲ

ルは固くなった。 

 

4.2 DN ゲルの合成 

図 9 のゲルをそれ

ぞれ DN ゲルにした

ときの EGDGE の濃

度と強度の関係を図

10 に示す。一次ゲル

の固さの傾向は引き

継がれ，EGDGE 5.0～ 

7.0 %で，強度は最大となった。EGDGE 9.0 %以上

は脆くなり，強度は小さくなった。 

 

4.3 DN ゲルの評価 
4.3.1 NaOHの中和 

 NaOH のアルカリ下で合成を行うと，DN ゲル

は合成できなかった。これは，AAm は中性溶液で

最も重合しやすいためと考えられる。そのため，

一次ゲルをクエン酸水溶液で中和する必要がある。 

4.3.2 強度 

強度が大きく，透明な

DN ゲルを合成できる一

次ゲルの濃度条件は，

KGM 2.0 %, NaOH 1.5 %, 

EGDGE 7.0 %だった。 

また，この DN ゲルは，

一次ゲルの約 16 倍，市

販の蒟蒻の約 4 倍の

強度となった(図 11)。 

 

4.3.3 膨潤 

 一次ゲルと DN

ゲルの体積を比較

して膨潤率を測定

した。過去の研究

では，一次ゲルのモノマーに AMPS を使用してい

た(図 12)。AMPS は，側鎖にスルホ基(-SO3H)をも

つイオン性のモノマーのため，DN ゲルは体積が

約 43 倍に膨潤した。しかし，KGM は非イオン性

の高分子なので，KGM を用いた DN ゲルは約 2.3 

倍と膨潤を抑えることができた。 

 

4.3.4 精密さ 

シリコーン型を用いて，

様々な型で DN ゲルを作

ったところ細部まで精密

に再現できた(図 13)。 

 

5 まとめ 

 鎖状の天然高分子である KGM を EGDGE で架

橋して，高強度な DN ゲルを合成できた。KGM を

用いることで膨潤を抑え，細部まで精密な形に再

現できた。また，DN ゲルの水分含有率は，およ

そ 93 %であった。 

 

6 今後の課題・展望 

 ゲルを作る際に気泡が入ってしまうため，合成

方法や条件の検討，より高強度な DN ゲルを合成

できる二次ゲルの条件を検討する。また，KGM 以

外の多糖類を用いて，DN ゲルの合成を検討する。 
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図 7 NaOH の濃度と透明度(KGM 2.0 %, EGDGE 5.0 %) 

 
 
 
 
 
 

 

図 10 EGDGE の濃度と 

DN ゲルの強度 

 
 
 
 
 
 

 

図 9 EGDGE の濃度と 

一次ゲルの強度 

 
 
 
 

 
 

 
図 8 KGM の濃度と強度 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 11 DN ゲルの強度 

表 1 ゲルが白濁しない KGM と NaOH の濃度 

KGM [%]  1.0  1.5  2.0  

NaOH [%]  0.5  1.0  1.5  
 

0.5 % 1.0 % 2.0 % 1.5 % 

図 13 様々な形の DN ゲル 

 
図 12 2-acrylamide-2-methyl 

propane sulfonic acid (AMPS) 



 
光触媒反応による放線菌二次代謝物の殺菌力向上  

 
Enhancement of Bactericidal Activity of Secondary Metabolism Produced  

from Actinomycetes by Photocatalytic Reaction 
奥居  美音  *，豊前  太平  ** 

 
1 目的・動機・仮説 

1.1 目的・動機 

 2050 年には薬剤耐性菌が癌の脅威を上回る予

想だが(1)放線菌由来の抗生物質の発見は減少して

いる。著者はこれまでに，新種の放線菌を発見し

たが，その二次代謝物から既知物質を得たのみで，

新規抗生物質は得られなかった。今後は，人為的

に放線菌に新規抗生物質を生産させて薬剤耐性菌

問題を解決させることを目的とした。 

 

1.2 仮説 

耐性菌は抗生物質を分解・排除する能力を持つ

が，抗生物質の分子構造を変えれば耐性能力を無

効化できるとの仮説を立てた。 

 また，放線菌が徐々に培地内で抗生物質の分子

を組み立てることに着目した。培地に光触媒の二

酸化チタン（TiO2)を添加して，培養中に紫外線を

照射すれば，発生した OH ラジカルが放線菌の酵

素反応の経路を変更し，最終的に分子構造が少し

違う物質を完成させると仮説を立てた。 

 

３ 方法 

3.1 培地の作製と光触媒反応の付与 

 培地の内部で光触媒反応を起こすために，TiO2

粉末を混合した。また，培地の組成及び紫外線の

条件を表 1 に示す。 

 

  

放線菌を暗条件で保温して定期的に紫外線を照射

するために，スマートフォンで遠隔操作が可能な

IOT紫外線インキュベーターを作製した（図 1 及

び 2）。紫外線は，インターネットを介してタイマ

ーで自動照射し，またインキュベーター内は，ヒ

ーターとファンを制御して温湿度を管理した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 放線菌の培養 

 実験は，著者が土壌から分離し，抗生物質を生

産していた放線菌のHK-74Cと箱根S-1 の２株を対

象に行なった。 

(1) TiO2添加培地に植菌し，抗生物質を生産させ

る準備で３０℃の暗条件で４日間培養した。 

(2) 5～8 日目に 1 日 120 分の紫外線照射を行い，

光触媒反応を起こした。 

(3)再び暗条件の培養に戻し,抗生物質を完成させ

るために２日間培養した。 

(4)抽出は培地をメタノール（CH3OH）に浸して行

い，遠心分離と濾過，乾燥で TiO2と CH3OH を除去

後，オクタデシルシリルカラムで 0 ，30 ，60 ，

100 %の CH3OH で分画し，100 % CH3OH で溶出され

た成分を試料とした。また対照実験として，光触

媒反応を付与せず他条件を揃えた試料を作成した。 

 
4 結果と考察 

4.1 超高速液体クロマトグラフィー(UFLC)分析 

HK-74C，箱根S-1 について，試料を超高速液体ク

ロマトグラフィー（SHIMADZU Prominence UFLC 

LCMC-2020）で分析し，光触媒反応が及ぼす影響を

比較した。図 3 にHK-74Cから得た試料，また図 4

に箱根S-1 から得たUFLC解析チャートをそれぞれ

示す。いずれの場合も光触媒反応を付与しない試

料（実線）にないピークが光触媒反応を付与した

試料（点線）に見られ，従来とは異なる物質の生

成が示唆される。 

図 1 IOT紫外線 

インキュベーター 

 

図 2 インキュベーター 

操作画面 

表１ 培地の組成及び紫外線の種類 
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図 6 黄色ブドウ球菌ヘの抗菌活性 

 
 

 

 

 

 

 

 

5.2 抗菌活性評価 

 それぞれ 20 gの試料を円形濾紙に含ませて検

査菌に置き，阻止円の大きさを比較した。HK-74C

で黄色ブドウ球菌とシュードモナス・プチダに抗

菌活性を示した（図 5 及び 6）。 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

箱根S-1 では試料が赤く変色し（図 7），枯草菌に

対する抗菌活性が増大した（図 8）。この様な色の

変化は，共役二重結合の増減により発現した可能

性があり，抗菌活性もあるので，仮説に近い反応

が起きたと考えられる。 

 
 
 
 
 
 
 
  以上の結果は，TiO2の添加だけでも紫外線の照

射だけでも起こらず，実験後の放線菌を継代する

と通常通りに育った。よって，通常は殺菌に用い

られる光触媒反応であるが，この実験では放線菌

が抗生物質を組み立てる際の酵素反応に変化が生

じて従来と異なる物質を生産した可能性が考えら

れる。  

 

5 今後の課題 

 新しく生産されるようになった抗生物質が新規

抗生物質なのか，HPLCやNMRを用いた分析で確かめ

るとともに，薬剤耐性菌への抗菌活性評価を行い

たい。 
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図 5 シュードモナス・プチダヘの

抗菌活性 
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図 4 HK-74C の二次代謝物の 
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図 3 箱根 S-１の二次代謝物の 
UFLC 分析結果 



 

 

生理食塩水中において体温付近で  

温度応答するゲルの合成と利用 

 Synthesis and Application of Temperature Responsive Hydrogel 

in Physiological Saline Solution at Approximate Body Temperature 

齋田  侑里 *，佐藤  優奈 *，森安  勝** 

 

 

1 目的・仮説 

本研究の目的は，温度応答性をもつポリ N-イ

ソプロピルアクリルアミド(P-NIPAM)に別のモ

ノマーを共重合し，生理食塩水中において体温付

近で温度応答するゲルを合成することである。 

より親水性の高い側鎖(-NH2)を有するアクリ

ルアミド(AAm)を P-NIPAM に共重合することで

共重合体のゲル水溶液はより高い温度で温度応答

を示し，分散媒を純水ではなく生理食塩水にする

ことでより低い温度で温度応答すると考えた。 

 

2 概要 

2.1 原理 

温度応答性ゲル水溶液は，高い温度ではその高

分子内，あるいは高分子間の疎水基同士の結合が

強まりポリマー鎖が凝集するため白濁し，低い温

度では高分子鎖の親水基と水分子とが水和し溶解

して透明になるという性質をもつ(図 1)。 

ゲル水溶液が可逆的に白濁したり透明になった

りする溶液の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 

 図 2 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。 

 温度応答性ゲルのモノマーとして N-isopropyl 

acrylamide(NIPAM)，共重合モノマーとして

acrylamide (AAm)を使用した。重合開始剤には過 

硫酸カリウム K2S2O8 (PP :potassium persulfate)，

重 合 促 進 剤 に は N,N,N’,N’-tetramethyl 

ethylenediamine(TEMED)を用いた。 

3 方法 

3.1 ゲルの合成 

 NIPAM，AAm のモノマー溶液を表 1 のように

調製し，窒素雰囲気で冷却しながら重合した。 

0.50 mol/L で調製した NIPAM(aq)を基準に AAm

の割合を 0～15 %mol にして共重合させた。それ

ぞれのゲルを乾燥させ，0.4 %水溶液を調製した。 

3.2 ゲルの評価 

精製したゲルの分子量を粘度法を用いて測定

した。LCST は，0.4 %水溶液を熱電対温度計

(CHINO MC1000)を用いて温度変化させながら

吸光光度計(Shimadzu Uvmini-1240)で透過率を

測定することにより定めた。 

 

4 結果と考察  

4.1 P-NIPAM の LCST と分子量 

 

 

 

 

 

 

ゲル水溶液は，温度応答性を示した(図 3)。 

     

溶解(透明)       凝集(白濁) 

図 1 ゲルの溶解と凝集のモデル 

 

NIPAM       AAm   TEMED 

図 2 使用試薬 

 

図 3 温度応答による変化 

10 ℃℃ 35 ℃ 

表 1 モノマー溶液の組成 

NIPAM 12.5 mmol/25 mL 

AAm 0~15 %mol 

TEMED 0.13 mL/25 mL 

PP 0.10 g/25 mL 
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また，得られたゲルの分子量を表 2 に示す。 

4.2 共重合と分散媒の影響 

AAm を共重合することで LCST が上がると分

かった。AAm によって親水基の割合が増え，高分

子の親水性が上がり凝集しにくくなったことが要

因と考えられる。また，分散媒を生理食塩水

(0.9 %NaCl(aq))にすると，純水中と比べて LCST

は下がった。これは、溶液水に溶解している電解

質のイオンが水和され，高分子をに水和している

水分子が減ることで凝集しやすくなったためと考

えられる。 

 

4.3  共重合比と LCST 

分散媒を生理食塩水として，AAm の共重合比

を変化させたときの，ゲル水溶液の LCST の変化

を図 5 に示す。AAm の共重合比を上げるほど

LCST も上がっている。LCST が体温付近の約

36.0〜40.0 ℃となるのは，共重合比が 5〜10 ％

mol の範囲であることがわかった。 

より細かい LCST の操作ができるよう，共重合

比を表 4 のように 7.50，8.50 %mol と細かく共重

合比を変えることで，LCST が約 1 ℃刻みで操作

できたことがわかる。また，これらのゲル水溶液

の pH は約 7.0 となった。これより，生理食塩水

中において体温付近で温度応答するゲルを合成で

きた。また，このゲル水溶液は中性で，共重合比

を変えることにより，細かい LCST の操作が可能

となった。 

 

5 今後の課題 

分散媒をリン酸緩衝液などに変え温度応答性

の変化を調べる。そして，温度，pH，浸透圧など

様々な体内環境で応答するゲルを合成する。また，

高分子側鎖に薬効成分を結合できるような官能基

(-OH，-COOH など)を導入したゲルを合成する。 
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図 6 共重合比と体温付近における LCST 

温度 [℃] 

透
過
率 

[

％] 

表 2 分子量 

P-NIPAM P-NIPAM-co-AAm(10%mol) 

2.13×105 9.24×105 

 

表 4 共重合比と LCST 

共重合比[%] 7.50 8.50 10.0 12.5 15.0 

LCST [℃] 37.2 38.0 39.1 40.1 40.9 

 

分散媒 
共重合 

 

○ 純水中 □ 生理食塩水中 

図 5 共重合比の変化と LCST の変化 
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図 4 共重合と生理食塩水による LCST の変化 
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表 3  共重合と生理食塩水による LCST の変化 

 なし[℃] あり[℃] 

純水 34.2 40.8 

食塩水 31.6 39.1 

 



 

 

雑草からセルロースナノファイバーを作る  
 

Producing Cellulose Nanofiber from Weeds 
 

今泉  佐和子*， 及川  敬夫*， 成田  彰** 
 
 

1 背景 

 セルロースナノファイバー(以下 CNF)とは，径

が 3~100 nm，アスペクト比が 10 以上のセルロー

ス繊維である。軽量かつ高強度であり，環境負荷

が小さいため，海洋汚染が問題視されているプラ

スチックの代替品として期待されている。一方で，

CNF はコスト的，エネルギー的に大量生産が難し

く，効率的な生産方法が模索されている。私たち

は，雑草由来のセルロースから，硫酸を用いた加

水分解により，CNF の作成を試みた。 
 
2 概要 

 セルロースは図 1 に示すように，多くのヒドロ

キシ基を持っている。これらのヒドロキシ基は水

素結合を形成し，互いに引き合うため，セルロー

ス繊維は束状になって存在している。 

 
図 1 セルロースの構造 

 木材のセルロース繊維の径は 20~40 µm であ

り，これを物理的，または化学的にナノレベルま

で解繊することにより CNF を得る。 

 

3 方法  

3.1 脱リグニン 

 セルロースは植物の主成分であるが，リグニン

やヘミセルロース等の不純物とともに存在してい

る。これらの不純物を取り除くために草 5 g を 5 %
水酸化ナトリウム水溶液で，60 分間 70 ℃に加熱

して処理した。草は附属高校 4 号館付近で採取し

たイネ科の雑草の葉を乾燥させたものである。 
 
3.2 脱色 

5 %水酸化ナトリウム水溶液と 24 %過酸化水素

水を体積比 1:1 で混合した溶液に，脱リグニン処

理を行った草を漬けた。これを加熱し，60 ℃にな

ったら加熱を止め，1 週間室温で放置した。この

操作を 2 回繰り返した。脱色を行った草は，中性

になるまで精製水で洗浄し，シート状に広げて乾

燥させた。 
 

3.3 加水分解 

処理時間と硫酸の濃度を表 1のように変化させ

て，乾燥させた草シート(S)とそれを粉末にしたも

の(P)を 1 g に硫酸 20 ml を加え，加水分解させた。

硫酸処理後は水酸化ナトリウム水溶液で中和させ

た。中和したものを 10000 rpm で 15 分，遠心分

離機(ASONE AS185)で分離させ，沈殿物を精製水

で再分散させた。この操作を 5~6 回繰り返し脱塩

処理を行った。 
 

3.3 セルロースの評価 

脱塩処理を行ったサンプルの状態，及び繊維の

大きさ，形状を目視と走査電子顕微鏡(SEM:JEOL 
JSM-5300LV)で観察した。また，X 線回折装置

(RIGAKU Mini Flex-600)を用いてリグニンの残留

度合いや結晶化度を評価した。 
 

4 結果と考察 

4.1 脱リグニンの評価 

 右図は精製水

で加熱した草，

水酸化ナトリウ

ム水溶液で加熱

した草シート，

及びろ紙のＸ線

回 折 図 形 で あ

る。草のリグニン

処理をすることで，不純物のピークが除去され，

図形がろ紙(セルロース)に近づくことが分かった。

よって，リグニンやヘミセルロースはほぼ取り除

かれたといえる。  
 

図 6 脱リグニンの評価 

 

ろ紙  

草シート  

草 
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4.2 硫酸処理の条件と結果 

硫酸処理を行った時間，濃度の条件とその結果

を表 1 に示す。Ｓはシート状，Ｐはパウダー状に

したものを酸処理したことを意味する。 
表 1 硫酸処理の条件と結果 

   時間 

温度 

30 分 60 分 90 分 

P S P S P S 
64 %—(60 ℃) 〇 × 炭 〇 炭 炭 

64 %—(室温) × × × 

50 %—(60 ℃) × × 炭 

 

 

細かく解繊がされると(表中〇)，水に分散するが

(図 7 左)，条件が緩く，細かく解繊されていない

と(表中×)，繊維は完全に沈殿してしまうことが

分かった(図 7 中央)。この実験から，シート状で

濃度 64 %-(60 ℃)で 60 分，粉末状で濃度 64 %-
(60 ℃)で 30分が 適であると分かった。しかし、

繊維状態を保った場合，その太さは数 µm が限界

であり，それより細いものは得られなかった(図 8)。 

図 8 硫酸処理後の繊維の SEM 像 
 条件が厳しい場合(表中炭)，図 7 右のように黒

変してしまう，または繊維状態を保てないという

ことが分かった。これは，硫酸の脱水作用により

セルロース繊維が炭化されてしまうためである。 
 
4.3 結晶化度の評価 

 図 11 は硫酸処理の前後のＸ線回折図形である。 

 
図 9 硫酸処理の前後のＸ線回折図形 

 図 9 から，硫酸処理を行うと回折ピークの角度

2 θが 19°付近と 22°付近のピークが下がるこ

とが分かった。19°と 22°付近のピークの強度を

それぞれＩ(19)，Ｉ(22)とすると，結晶化度(Cl %)は
次式で表すことができる。 

𝐶𝑙 =
𝐼('') − 𝐼(*+)

𝐼('')
× 100 

 これを基に計算すると，処理前の結晶度は

50.9 %，処理後は 30.1 %であった。このことから，

硫酸処理によってセルロースが分解されて，非結

晶部分が増したことが分かった。また，ろ紙の結

晶化度を求めたところ，85.6 %であった。硫酸処

理の前段階で既に結晶化度が低いことが分かる。

これは，雑草の繊維は木や竹のような他の植物の

繊維よりも柔らかく，脱色の際に過酸化水素の過

酸化水素の酸化作用により，—OH 基の一部が酸化

を受け、水素結合が弱まったためだと考えられる。 
 雑草の繊維は下処理の段階で結晶化度が低下す

るため，硫酸で処理を行うと炭化しやすく、繊維

状を保ってナノレベルまで分解することが難しい

と分かった。 

 

5 今後の課題 

 硫酸のような脱水作用のない，塩酸やリン酸を

用いれば，炭化せずに細かく分解できると考えら

れる。また，今回の実験から，中和や脱塩処理な

どで大量の精製水を使用することが分かった。排

水の量を減らすことができなければ，CNF は環境

にやさしい材料であるといえない。既に工業化さ

れているリン酸を用いた方法では，リン酸を含む

廃液を液体肥料として利用することができる。排

液を有効活用する方法を模索することも今後の課

題としたい。 
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ゲル法による炭酸カルシウム結晶の作製  

 
Preparation of calcium carbonate crystals by Gel Method 

 

畠山  凜太郎 *，平林  渉 *，鈴木  長寿** 

 

 

1 背景・目的 

アクセサリーなどとして使用されている真珠は

貝の体内で生成される宝石で，生産においては現

在そのほとんどを養殖が占めている。しかし，養

殖の真珠は一粒を生成するのに約 4 年かかり，母

体となる貝の状態によって真珠の出来が変わるた

め，基準を満たさないものは破棄されてしまう。

本研究では養殖に代わる真珠の作製方法を探るべ

く，真珠の基となる炭酸カルシウムの膜状結晶を

ゲル法によって作製することを目的とした。 

 

2 概要 

2.1 真珠層の原理 

真珠は真珠層と呼ばれる構造を持っており，こ

の真珠層は炭酸カルシウムの結晶形の一つである

アラゴナイトの膜状結晶とたんぱく質のシートが

交互に積層された構造となっている。この層が多

層膜干渉を起こし，美しい様相を示す(図 1)。 

2.2 ゲル法の原理 

 難溶性の塩である炭酸カルシウムは本来結晶化

しにくいが，ゲル法を用いると Ca2＋と CO32－が

ゆっくりとヒドロゲル中に拡散し，均一な結晶を

つくることができる。また，真珠層のような立体

構造をつくる際にも，全体に均一な結晶を作製で

きるゲル法は有効な手法であると考えられる。 

 

3. 実験方法 

3.1 アラゴナイト単結晶の作製 

(1) 0.5 mol/L メタケイ酸ナトリウムと炭酸水素

ナトリウム 0.084 g の混合水溶液 5 mL を入れ

た試験管に 1 mol/L 酢酸を滴下して，24 時間

静置してケイ酸ゲルを作製した。 

(2) 24 時間静置したケイ酸ゲルの試験管に 0.2 

mol/L-CaCl2 も し く は こ の 水 溶 液 と 0.1 

mol/L-MgCl2との混合水溶液を 5 mL 滴下した

後，約 1 週間放置して結晶を成長させた。 

(3) 約 1 週間放置した試験管を 80 ℃の熱水で湯

煎し，ゲルを溶解させた後に結晶を取り出した。 

(4) 取り出した結晶を光学顕微鏡で観察した。 

3.2 アラゴナイト膜状結晶の作製 

(1)半分に切ったカバーガラスを用意し，そこに

10 ％キトサン水溶液，または 10 ％ポリビニル

アルコール (PVA)水溶液を薄く塗り広げ， 

60 ℃で 20 分間乾燥処理を施した。PVA 水溶液

を塗り広げたものは温度や時間を変えて熱処理

を行った。ここで作製した 2 つのカバーガラ

スを高分子基盤とした。 

(2) 3.1 の(1)と同様の方法で，3.0×10-3 ％ポリア

クリル酸(PAA)水溶液を加えた酢酸を滴下して

作製したゲルに高分子基盤を挿入し，膜状結晶

を作製した(図 2)。 

(3)  3.1 の(3)～(4)と同様に処理，観察した。 

4 結果・考察 

4.1 アラゴナイト単結晶の作製 

作製した単結晶の形状から結晶形を同定した

(表 1，図 3)。中性下においては Mg2+イオンによ

らずバテライトが形成されたが， 塩基性下におい

ては Mg2+イオンの添加により結晶形が変化した。 

 

図 1 真珠層の様子 

 

図 2 アラゴナイト膜状結晶作製の様子 
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表 1 各条件における結晶形 

 pH 添加イオン 結晶形 

a 7 なし バテライト 

b 7 Mg2+ バテライト 

c 12 なし アラゴナイト 

d 12 Mg2+ カルサイト 

 

どの結晶形が形成されるかは結晶形の安定度が

深く関係しており，その安定度は，バテライト＜

アラゴナイト＜カルサイト の順で高いことが知

られている。本実験で最も不安定なバテライトが

中性下の(a)，(b)で形成された理由はゲル法による

ものと考えられる。ゲル中ではイオンの拡散が遅

いため，水溶液中では溶解しやすく存在しにくい

バテライトが形成されたと考えられる。また，塩

基性下ではゲルの緻密性が落ちることが知られて

おり，その結果イオン拡散が比較的速くなり，バ

テライトの形成が抑制されたことで，(c)ではアラ

ゴナイトが形成されたと考えられる。(d)は Mg2+

イオンが結晶の成長を阻害した結果，安定なカル

サイトが形成したと考えられる。 

4.2 アラゴナイト膜状結晶の作製 

基盤熱処理をせずに作製した膜状結晶と結晶形

は表 2，図 4 のようになった。(e)，(f)では不規則

に膜状結晶が形成し，形状から不均一な膜状結晶

になりやすいバテライトだと同定した。(g)では細

かいバテライト球晶が生じ，(h)では針状結晶をも

つアラゴナイト膜状結晶が形成した。単結晶とは

異なる条件でアラゴナイトが形成した理由は，高

分子基盤上における膜状結晶形成の段階で Mg2+

イオンの結晶成長を阻害する効果によりバテライ

トの形成が抑制され，本来 PVA 基盤上で生じやす

いアラゴナイトが形成されたためだと考えられる。 

表 2 各条件における結晶形(pH12) 

 基盤高分子 添加イオン 結晶形 

e キトサン なし バテライト 

f キトサン Mg2+ バテライト 

g PVA なし バテライト 

h PVA Mg2+ アラゴナイト 

 

さらに PVA 基盤について熱処理温度，時間を調

整し，最適な条件を探ったところ 100 ℃,1 時間

の熱処理条件で最も整ったアラゴナイト膜状結晶

が得られた(図 5，左)。 

 

 作製した膜状結晶とアコヤガイの真珠層の膜状

結晶を光学顕微鏡で比較した(図 5)。どちらも円形

の膜状結晶がランダムに発生し，それらが繋がり

板状の結晶となる点で類似した結晶を作製するこ

とができた。しかし，膜状結晶の大きさは約 60

倍もの差があった。この差が今後の真珠合成の際

に弊害となる可能性も考えられる。 

 

5 今後の課題 

 膜状結晶を微小化，薄膜化した後に積層し，真

珠層を再現したい。そのために濃度等の条件を探

ると同時に高分子を積層する方法を検討したい。 

参考文献 
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図 3 各条件における単結晶 

  

  

図 4 各条件における膜状結晶 

  

図 5 作製した膜状結晶(左)と真珠層の膜状結晶(右) 
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火炎溶融法による人工ルビーの育成について  

 
Growth of Ruby by Flame-Fusion Method 

 

大島  崚太郎*，菅谷  晃太*，平野  羽琉*，古井  秀明** 

 

 

1 緒言 

1.1 背景 

 火炎溶融法(Flame-Fusion Method)は 20 世紀初

めにフランスのベルヌーイが発明し，ベルヌーイ

法とも呼ばれている(以下 FFM と呼ぶ)。この方法

は発明から 100 年以上経った今日でも工業的に利

用されている。 

 現在国内で FFM によりルビーを量産しているの

は株式会社信光社のみである。本校には，信光社

製のベルヌーイ式単結晶製造装置(SV-SCG）が二台

設置されており，今年度は信光社の技術協力によ

り，人工宝石の知識・技術を学んでいる。 

 

1.2 仮説・目的 

FFM で合成される結晶は，育成時の高い温度勾

配により育成後の単結晶には歪みが生じる。その

ため，通常はその解消のために，単結晶を半分に

割る(半割りする)か，1600 ℃ 以上でアニーリン

グする必要がある。しかし，中には育成後に歪み

がなく割れずに使用できる結晶もあると聞いた。   

本研究では，育成方法により歪みの少ない単結

晶を得ることができるのではないかと考え，FFM

による単結晶育成とその条件について検証する。 

 

2 原理 

2.1 火炎溶融法(FFM)について(図 1) 

FFM とは，装置上部，底が網目状になっている

タンクに入れた結晶の粉末

原料を，ハンマーの打突に

より落下させ，水素と酸素

を混合させた 2000 ℃以上

の酸水素炎を用いて，原料

を融解し，下方にある種結

晶に滴下させて単結晶を育

成する方法である。 

FFMは，様々な組成の単結

晶を短時間で育成できるこ

とが最大の特徴である。 

2.2 人工宝石について  

 天然宝石と同じ組成・構造・性質を持つ。ルビ

ーやサファイアはコランダムと呼ばれ，含有する

不純物の割合で様々な発色をする。Cr を含んだも

のをルビー，それ以外をサファイアと呼ぶ。 

人工宝石はその高い硬度から，高級時計の風防

や青色 LED 基板，大型低温重力波望遠鏡 KAGRA の

レーザー反射鏡など幅広い範囲で利用されている。 

 

3 方法  

3.1 人工ルビーの育成 

(1)FFM 装置の台座に種結晶を付けた。種結晶の先

端はバーナー下方 4 cm(マッフル炉の溝)に設

定した。 

(2)タンクに原料(Al2O3微粉末に Cr₂O₃ 1.474 %， 

TiO2 0.025 %の粉末を含んだもの)を入れた。 

(3)装置に水素を流して点火，その後に，水素の 3

分 1 量の酸素を流し，マッフル炉を閉じた。 

(4)種結晶が溶け始めたら原料粉末を落下させ，適

宜装置を調節しながら，結晶を 2 時間育成し

た。育成温度は放射温度計(IR-AH)で測定した。  

(5)育成後は，消火してマッフルを開け，結晶を取

り出し 800 ℃に加熱した電気炉内で徐冷した。 

 

3.2 単結晶の評価 

育成した単結晶は直径(ノギス)，密度(重量÷体

積)，吸収スペクトル(分光光度計 JASCO V-750，

拡散反射)を測定し評価した。 

 

3.3 育成条件の評価 

 単結晶の評価をもとに単結晶の育成条件につい

ても評価と考察を行った。 

 

4 結果と考察 

4.1 育成装置の評価 

 酸水素炎の酸素と水素の流量に対するバーナー

下方 4 cm における種結晶の温度，バーナーから

の距離に対する温度変化を測定したところ，酸水

ハンマー タンク 

バーナー 

マッフル炉 

台座 

酸素 

耐火棒 

水素 

種結晶 

図 1 FFM 装置図 
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素炎は，幅広い範囲で単結晶の育成条件を満たし，

ルビーの融点(2050 ℃)以上となることが分かっ

た。また，最高温度となる水素と酸素の流量比は

2.3～2.5 : 1 であると分かった。(図 2･3) 

流量比が同じ場合，流量を大きくするほどに温

度の標準偏差が小さくなり安定した。本研究では，

温度が高く標準偏差が低いことから，H2=11 L/min，

O2=4.5 L/min を，基本育成段階での流量とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 人工ルビーの育成の最適な条件 

 FFM は，台座につけた種結晶(Al2O3)を核として，

酸水素炎の流量・原料粉末の落下量・種結晶位置

の 3 点により制御し育成した。(図 4) 

酸水素炎の流量を調整し，初期育成段階では低

温から徐々に温度を上げ，種結晶上部が丸くなっ

たところで，原料粉末を落下させ，流量を基本育

成段階に設定する。 

原料を落下させるには，ハンマーの強さと，打

数がある。基本的には，ハンマーは弱く，打数を

多くするほどに育成が安定することがわかった。 

 

 

 

 

直径を大きくして成長させたものは，必ずヒビ

が入り，利用価値が無くなる。現在までの実験結

果では，ヒビが入らないように育成できる直径の

最大は約 12 mm ほど(最大 12.20 mm)で，これを超

える直径はヒビが入る確率が高くなり，15 mm 超

では，ヒビが多数となる。これは，直径が大きく

なるほど，単結晶の表面部分と内部との温度勾配

が大きくなるために起こったと考えられる。 

 

4.3 人工ルビーの性質の確認 

 育成したルビーの密度は，天然ルビーと同じ

4.0 g/cm3であった。また，吸光スペクトルも天然

ルビーと近いものとなった。(図 5) 

波長 480 nm 付近において天然ルビーと比べて

吸光度が大きくなっているが，これは人工ルビー

の原料に含まれる TiO2が 450～550 nm の波長をも

つ光を吸収したことによるものと考えられる。 

Ti は結晶を鮮やかにし，三方晶系のルビーの単結

晶を丸くする効果があり，原料に混合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 今後の課題 

(1)ルビー以外のサファイアにおいても同様の評

価を行い，ルビーと比較する。 

(2)徐冷時に，電気炉に移さず，マッフル炉を耐火

綿で覆うことにより，炉内の保温ができるかな

ど，育成後の条件を再検討する。 
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図 5 ルビーの吸収スペクトルの比較 

 

図 2 酸水素炎の割合と温度 

 

図 3 バーナーからの距離による温度変化 
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図 4 結晶の育成の様子 



 

 

酢酸菌によるセルロースナノファイバーの調製とその利用法  
 

Preparation of Cellulose Nanofiber by Acetic Acid Bacteria and Its Utilization 
 

石井 玲*，辛 愉聖*，長木 梨世*，成田 彰** 

 
 

1 目的 

酢酸菌が生成するゲル状セルロースの生成条件

を変えることによりセルロースナノファイバー

(CNF)を得て，これらに化学修飾することでイオ

ン交換性の高いものを作製することができる考え，

CNF の生成法および化学修飾 CNF の調製法とそ

の利用法を目的に検討を行った。 

 
2 概要 

2.1 原理 

イオン交換作用のある不溶性の樹脂をイオン交

換樹脂という。イオン交換樹脂は大きく陽イオン

交換樹脂と陰イオン交換樹脂に分けられる。陽イ

オン交換樹脂は樹脂の分子中にスルホ基やカルボ

キシ基等の酸性の基を多く含み，電離して生じた

H⁺と水溶液中の陽イオンを交換することができ

る。陰イオン交換樹脂はアルカリ処理により樹脂

の分子中に-N⁺(CH3)3OH-等の基を導入し電離し

て生じた OH⁻と水溶液中の陰イオンと交換する

ことができる。今回はセルロースの６番炭素の-

OH に対し，スルホン化及びジエチルアミノ化を

付すことでイオン交換作用をもたせることにした。 

 

2.2 使用試薬                                                                                                                         

培養液(フルクトース，リン酸二水素カリウム，

酵母エキス，ポリペプトン)，0.1 M-水酸化ナト

リウム，30 %-過酸化水素水，0.1 M-ヨウ素酸ナ

トリウム，0.5wt %-亜硫酸ナトリウム，0.1 M-ジ

エチルアミノエチルクロリド塩酸塩(DAEC)， 

2 ppm-硝酸カルシウム 

 
3 方法  

3.1 酢酸菌による CNF の調製 

培養液を pH=5.5 に調製したのち，オートクレ

ーブ(127℃,1Mpa,10min)にて滅菌した。次に，

三角フラスコに調製した培養液 1 L に酢酸菌保存

液８本(16 mL)と撹拌子を入れ，溶液を撹拌させ

ながら，エアーポンプで溶液内に空気を送り込み，

インキュベーター内で 30 ℃，約 1 週間放置する

ことで CNF を得た。 

得られたCNF分散液は遠心分離装置(AS ONE 

AS185)で 6000 rpm,5 min 処理し，上澄みを除

去後，沈殿物を精製水に再分散，遠心分離処理の

操作を繰り返すことでセルロースを洗浄，最後に

30 %-H2O2 で余計な有機物質を分解処理した。 

 

3.2 CNF の化学修飾 

3.2.1 スルホン化 

 CNF(0.17 g)を0.1 M-NaIO₄ 水溶液(30 mL)
による酸化を 40～45 ℃で 1 時間かけて行い，水

洗後 0.5wt %-NaHSO₃ 水溶液(84 µＬ)を添加し

30～40 ℃ 1 時間置き CNF をスルホン化した。 

 

3.2.2 ジエチルアミノ化 

 CNF(0.17 g)を 0.1 M-NaOH 水溶液(20 mL)
で 30 分処理し，水洗後 0.1 M-DAEC 水溶液(20 

mL)に 55 ℃ で 30 分間浸すことで CNF をジエ

チルアミノ化した。 

 

3.4 CNF の評価 

3.4.1 陽イオン交換作用の評価 

陽イオン交換作用は 2 つの方法で評価した。 

(1)フィルターホルダー内にセルロースフィルタ

ー(10 mm，穴径 1 µm)を入れ，陽イオン CNF を

フィルター上に広げ，陽イオン交換カラムを作製

した。次に，2.00 ppm-Ca(NO3)2 水溶液のカラム

通過前後の Ca2+濃度を原子吸光光度計(SEI-KO 

SAS7500A)にて測定した。 

(2)2 mL マイクロチューブに陽イオン交換 CNF
と Ca(NO3)2 水溶液を 1 mL 加えて，全体を撹拌

させた後，遠心分離にかけ上澄みの溶液及び原液

中の Ca2+濃度を原子吸光度法にて測定した。 

 

3.4.2 化学修飾に関する評価 

赤外分光分析装置(JASCO FT/IR-4600)とX線

回析装置(Rigaku Miniflex600)を用いて，セルロ
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図 2 CNF 及び化学修飾 CNF の IR スペクトル 
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ース中の官能基の変化や結晶構造を評価した。 

 

4 結果と考察 

4.1 陽イオン交換作用の評価 

(1) カラム通過させた水溶液の原子吸光分析法で

Ca2+濃度を測定した結果，通過前の濃度と比べて，

有意な変化が見られなかった。これは陽イオン交

換 CNF の量が少なかったことと，フィルターホ

ルダー内のフィルター面に均一に CNF が分布し

ていなかったのが一因だったと思われる。 

(2)陽イオン交換 CNF(Cati-onE)と水溶液を攪拌

した後に Ca2+濃度を原子吸光分析法で測定した

結果， Ca2+濃度が 2.00 ppm から 1.22 ppm に

38.7 %減少していた。このことから，CationE の

イオン交換作用が確認できた。マイクロチューブ

に入れる CationE を増やせばさらに多くの Ca2+

が交換され，濃度が減少すると考えられる。 

 

4.2 化学修飾に関する評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 に過酸化水素処理された CNF(Cellulose)，
陽イオン交換 CNF(CationE)，陰イオン交換 CNF 
(AnionE)の IR スペクトルを示す。IR スペクトル

より，得られた粉末はセルロースであることが分

かった。ただし，一般的なセルロースでは見られ

ないピークが確認された。その原因として，回収

した CNF 中の有機物質を分解するために過酸化

水素を加えた際に酸化を受けたため，６番炭素の

-OH が酸化され-CHO と一部酸化されたためだと

考えられる。CationE のスペクトルからセルロー

スに-SO3H が十分に導入されていることがわか

る。AnionE のスペクトルでは，ジエチルアミノ

化が十分に起こっていれば観測されるピークが見

られなかった。これはジエチルアミノ化が不十分

であった可能性が考えられる。 

  

 

 

 

 

 

 

 

図 3 各種 CNF の X 線回折図形 

図 3 に H2O2 処理をした CNF (AABPowder)，
フリーズドライしたバイオセルロース膜(AABD-
Mem)，ろ紙(FilterPaper)とセルロース粉末 

(CPowder)の X 線回折図形を示す。図より

CPowder と AABMem は同様のセルロース結晶

を有していた。一方，AABPowder についてはピ

ーク位置がずれている。これは，IR スペクトルか

ら観測されたように，調製されたままの CNF 中

の有機物を分解するのに用いた H2O2 により六番

炭素の-OH が酸化されて-CHO になり，結晶構造

が変化してしまったと考えられる。 

 
5 今後の課題 

バブリングを行う時間，速度などの条件を検討

し，CNF の粒子の大きさを制御することで H2O2

を使わず，不純物の少ない CNF を得て，より効

率の良い，イオン交換 CNF を調製したい。また，

化学修飾すると成膜ができなくなるので，成膜可

能な未処理の CNF と混合割合を検討することで

イオン交換膜への応用を検討していきたい。 
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もみ殻からセルロースの抽出と  
アセチル化によるバイオプラスチックの合成  

Extraction of Cellulose from Rice Husks  
and Synthesis of a Bioplastic Using the Acetylated Cellulose 

鈴木 泰*， 田代 真優*， 森安 勝** 

 
 

1 背景と目的 

近年，マイクロプラスチックやレジ袋の規制な

どプラスチックに対する課題が問題となっている。

その解決策として，生分解性をもつバイオマスの

ひとつであるもみ殻に注目した。2016 年では，も

み殻は 180 万トン廃棄されている。そこで，もみ

殻からセルロースを抽出し，バイオプラスチック

を合成する。その際，環境負荷が少なく，効率的

な抽出法や合成法を検討した。 

 
2 概要 

2.1 原理・仮説 

もみ殻の成分例を

図 1 に示す。シリカ

を抽出し，ガラスの

原料として利用する

方法は，よく研究さ

れている。本研究では，もみ殻の約 32 %を占め

るセルロースの抽出を試みた。酸処理とアルカリ

処理を併用して行うことで，リグニン分やシリカ

分を効率よく取り除く方法を検討した。次に，抽

出したセルロースを無水酢酸と触媒を用いてアセ

チル化し，アセテートを合成した(図 2)。  

3 方法  

3.1 抽出処理 

(1) 三ツ口フラスコに乾燥させた粉末状のもみ殻

（無農薬栽培もみ殻-本田農場)20.0 g を入れ，こ  
れに酢酸 135 mL，10.0 %希硫酸 5.00 mL，精製

水 6.00 mL を加え，3 時間加熱還流した。 

(2) 濾過後、得られた固体を反応器に入れ，水酸化

ナトリウム・炭酸ナトリウム(2:1)の 5 %(w/v)混

合溶液 300 mL と共に 80 ℃で 3 時間加熱した。 

(3) 得られた固体に2 %過酸化水素150 mL加え， 
80 ℃で 5 時間でブリーチングを行った。アル

カリ処理と酸処理の順序を入れ替えて同様の評

価を行った。 

 

3.2 生成物の分析 

生成物は，赤外分光分析装置(JASCO FT/IR-
4600)と元素分析装置(Perkin Elmer Series Ⅱ , 
CHNS/O Analyzer2400)を用いて分析した。また，

坩堝を用いて原料のもみ殻と処理後の試料を強熱

し，シリカ分や灰分の定量を行った。 
 

3.3 アセチル化と成形 

 抽出したセルロース 1.0 g を反応器に入れ，無

水酢酸 15.0 mL，酢酸 30.0 mL，塩化亜鉛や濃硫

酸を触媒として 70～125 ℃で反応させた。得られ

た固体をアセトンに溶解し，テフロンシャーレに

流し込み成形した。 
 

3.4 アセチル化の条件の評価 

元素分析装置と赤外分光分析装置を用いて生成

物を分析し，それをもとに成形後の様子や収率か

ら適切な触媒や反応条件を検討した。 

 

4 結果・考察 

4.1 抽出操作の評価 

元素分析の結果から，酸処理を先に行った試料

①は，後に行った試料②と比べて，炭素の割合は

増加し，酸素の割合は減少していた。 

表 1 抽出評価 
試料 収率[%] C 含有率[%] O 含有率[%] 
もみ殻 － 36.3 58.2 

① 40.6 45.2 48.6 
② 46.4 43.9 49.6 

①:酸処理→アルカリ処理 
②アルカリ処理→酸処理 
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また，もみ殻と抽出物の IR では，ほぼ同じに

なった。抽出操作により O-H 基(3400 cm⁻¹)と C-
H(2950 cm⁻¹)による伸縮振動のピークが少し鋭

くなった。 
もみ殻や処理後の試

料をそれぞれ 1.00 g を

坩堝に入れて燃焼させ

ると，もみ殻は 0.17 g の

残留物が残り，処理後の

ものはほぼ 0 g になった。

これらのことから，もみ殻にはシリカ分 19.0 %，

水分 10.5 %含まれているとわかった。また，アル

カリ処理を行うことによってシリカ分がほとんど

除去できたことがわかった。 
 

4.2 アセチル化の反応条件の評価 

4.2.1 触媒と加熱還流 

図 2 より，アセチル化の置換度は 0～3 となる。

それを基にして，収率を求めた。 

収率は低いが，塩化亜鉛と濃硫酸の組み合わせ

の触媒では，生成物がプラスチック状になった。

元素分析の結果から，バイオプラスチックの成形

には，二置換に近いものが良いことが分かった。

しかし，加熱還流すると，残ったリグニンが重合

してタール状になり，濾過が困難になった。 

4.2.2 反応温度と生成物の分離 

次に，反応温度を 70～75 ℃と穏やかにした。

また，触媒を濃硫

酸（2 滴）とリン酸

(0.30 g)を用いた。

反応後は，遠心分

離 (EC-57CS) を行

ってから生成物を

析出させた。濃硫酸を用いたときの生成物は，遠

心分離により濾過することができたが，乾燥後に

炭化し，硬い固形物となってしまった(図 5 左)。

これは，残留した硫酸による影響だと考えられる。 

4.2.3  中和処理  

そこで，水中で析

出させた生成物を水

酸化ナトリウムで中

和してから濾過・乾

燥を行った。その結

果，炭化せずに取り

出すことができた(図 5 右)。それぞれを成形する

と，リン酸では，表面のみが少しプラスチック状

になった。濃硫酸では，ひび割れは起きたが，全

体が薄いプラスチック状になった。 

アセチル化した生成物の IR では，C=O の伸縮

振動(1750 cm⁻¹)のピークが大きくなり,アセチル

化されていることが確認できた。 

 収率は，析出・分離操作を改善することで大き

く向上した。元素分析から，濃硫酸，リン酸がそ

れぞれ二置換に近くなっていることが分かった。 

 

5 今後の課題 

リグニンをさらに効率良く取り除けるように

抽出方法や分離方法を検討する。また，アセチル

化の置換度の違いによるプラスチックの物性評価

を行う。 
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(2)Xue-JunPan ， YoshihiroSano ， J.Wood Sci ， 45 ，
319(1999) 

(3) 澤田梨々花，鈴木笙太，東京工業大学付属科学技術高
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表 2 生成物の収率と元素分析の結果 
触媒 収率[%] 置換度 C[%] O[%] 

ZnCl₂・H₂SO₄ 10.8 1.85 48.0 46.7 
ZnCl₂ 6.77 2.98 49.9 44.6 

 
 

 
図 4 燃焼後の様子 

左：もみ殻 右：処理後 

  
図 6 成形後の様子 

左：H₃PO₄ 右：H₂SO₄ 

 
図 7 アセチル化した生成物の IR チャート 

表 3 元素分析の結果 
触媒 収率[%] 置換度 C[%] O[%] 
H₂SO₄ 64.7 1.39 49.4 46.5 
H₃PO₄ 59.6 1.84 46.8 47.4 

 

  
図 5 乾燥後の様子 

左：中和なし 右：あり 
 

 
図 3 もみ殻と抽出物の IR チャート 
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ミツバチの運ぶ花粉の同定による行動範囲の調査  
 

Survey of Bee’s Behavior from Pollen They Carry 
 

赤嶺  晃汰*，伊塚  晴生*，白仁田  耕介*，成田  彰** 
 
 

1 目的 

本研究の目的は，ミツバチが巣へ持ち帰る花粉

の同定から採蜜行動の規則性，行動範囲を調査す

ることである。 

 

2 概要・仮説 

 セイヨウミツバチ(以下ミツバチ)は，半径約 2 

km 以内の距離の花へ採蜜しに行き，巣へ持ち帰り

ハチミツをつくる。また，ミツバチは採蜜する際

に体毛についた花粉を集め，後ろ脚につけて花粉

団子にする。その花粉団子に含まれる花粉を調べ

ることで，採蜜した花の種類を特定できると考え

た。具体的な方法は，初めに都立小金井公園の田

頭養蜂場のミツバチの花粉団子を採取する。次に，

公園内の蜜源植物の花粉を採取し，それらの花粉

を走査型電子顕微鏡を用いて観察し，花粉団子に

含まれる花粉と照合することで，種類を特定し，

ミツバチの採蜜行動を調査できると仮定した。 

花の種類の同定には，形状，外表層の模様，大

きさを観察して行う。そのためには，花粉の外壁

に付着しているスポロポレニンという有機物を除

去する必要がある。しかし，その物質の性質とし

て酸・塩基に不溶なので，花粉に直接的な衝撃を

与え，外壁の有機物を除去する方法を試した。具

体的な方法は，超音波を当てることにより花粉を

振動させ，衝撃で有機物を振るい落とすというも

のである。 

 

3 方法 

3.1 蜜源植物の花粉および花粉パンの採取 

 今回花粉を採取しに行った日は，悪天候であり，

蜂が花粉を採取しない時期であったため，花粉団

子は採取できず，代わりに花粉団子を巣房に詰め

て貯蔵してある花粉パンを採取し試料とした。都

立小金井公園で 2019 年 4 月 8 日にサクラ（17 種

類），その他（9 種類）と約 10 個の巣房から花粉

パンを採取した。また，5 月 24 日には花（3 種類）

と花粉パンを採取した。蜜源植物からは，花のお

しべを採取し，花粉の成長を抑制するために酢酸

入りのマイクロチューブに浸けて保存した。 
 
3.2 スポロポレニンの処理 

試験管に採取した試料一種類と，30 ％の過酸

化水素水を 10 mL 加え，超音波洗浄機（AS ONE ，
US-2R）で 40 kHz で 30 分間放置した。その後，

メンブレンフィルターを用いて試料分散液を濾過

し，フィルター上に花粉だけが残るようにした。 
 

3.3 走査型電子顕微鏡(SEM)を用いた観察・撮像 

有機物の処理操作後，花粉が付着しているフィ

ルターを金コーティングし，走査型電子顕微鏡

(JSM-5300LV)で観察，撮像した。花粉の外表層

を観察し，異なる姿勢の花粉を撮像し，カタログ

化した。そのカタログと花粉図鑑を用いて，花

粉パンに含まれる花粉の種類の特定を行った。 

  
4 結果・考察 

 四月に採取したサクラの花粉は，形状，模様，

大きさが酷似しているため，花粉パンからの同定

ができなかった。 

五月末に採取した花粉パンからは，エゴノキ，

シロツメクサ，ハリエンジュの 3 種類の花粉を同

定できた。花粉パンに含まれる各種類の割合を調

べるため，観察倍率 500 倍に固定し，花粉パンご

とに 3 枚ずつ撮像した。その花粉パンに含まれる

種類の割合を比較した結果を以下の表に示した。 

表 1 の花粉パンの観察の結果より，採取日以前

に開花していたエゴノキ，ハリエンジュが確認で

きたことから，花粉パンを用いた花粉採取当日の

ミツバチの採蜜行動の調査は困難だと考えられる。

ミツバチは集団で採蜜するため，一つの花粉パン

からは当日開花している花の花粉 1 種類しか観察

できないと考えていたが，約一ヶ月の間に持ち帰

った花粉を詰めているとわかった。しかし，観察

できたのは 3 種類だけだったので，ミツバチは無

作為に花粉を採取しているのではなく，採取する
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花を選択している傾向があるのではないかと考察

できる。また，採蜜のみ行い，花粉はとらない花

もあると考えられる。さらに，巣による花粉分布

の違いを確認できなかったことから，他の巣も同

じ花から採取している，つまり今回の調査方法は

その地域の植生によって結果が大きく左右される

と考えられる。 

花粉表面の有機物を処理する際，水酸化カリウ

ム水溶液や，過酸化水素水を加熱し反応性を高め

て有機物を分解することを試みたが，有効な手法

ではなかった。超音波を用いた処理法は、より簡

易的で早く処理できるが，花粉の種類によっては

衝撃が強すぎて形がゆがむことがあった。 

 

5 ハチミツの成分分析 

 今回，主題とは別にハチミツの分析を行った。

ハチミツは甘味の成分として主にグルコース，ス

クロース，フルクトースを有している。そこで製

造地域，花の種類が異なる 4 種類のハチミツ（百

花蜜，サクラ，クリスマスブッシュ，ガリグ）を

高速液体クロマトグラフィー(HPLC:SHIMADZU 

LC-VP RID-10A)を用いて，それぞれが有する糖の

含有量（図 1）を比較したところ，ハチミツの種

類によって 3 種類の糖の含有量に違いがあること

が見られた。 

サクラ(小金井公園産)とクリスマスブッシュで

は，それほど大きな差異は見られないものの，そ

の二つと百花蜜ではフルクトースの含有量に約

10 ％の差があった。その原因は，百花蜜は多数

の花から蜜を集められているので，その平均値に

あたる組成になっていると考えた。 

また，ガリグはフランスで採れた百花蜜であり，

その含有する糖の割合は他三種とは全く異なって

いることから，蜂の活動範囲内の植生によって糖

の割合は変化することが考えられる。 

以上よりハチミツは含まれている花の種類，そ

の割合が糖に大きく影響を与えているという結論

に至った。しかし，現段階では蜂の採蜜行動を特

定する方法として，ハチミツの糖分析は適してお

らず，また各種ハチミツにおける独特の風味の違

いには糖の割合以外の要因があると考えているた

め，さらなる分析，研究を行う必要があるだろう。 

6 今後の課題 

(1)花粉団子を採取できる季節，気候の日に採取し，

その日のミツバチの採蜜行動を調査する。 

(2)今回のように一つの季節ではなく，一年を通し

た採蜜行動の変化を調査する。 

(3)有機質処理の方法を改善し，花粉の外表層がよ

り詳細に観察できるようにする。 

(4)公園内の植生マップと，サクラの花粉カタログ

を作成する。 

(5)複数の巣箱のミツバチから花粉団子を採取し，

巣箱ごとによる採蜜行動の規則性の調査をする。 
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表 1  花粉パンに含まれる花粉の割合 
 エゴノキ シロツメ

クサ 
ハリエン

ジュ 
花粉パン A 69.8% 3.8% 26.4% 
花粉パン B 5.4% 11.5% 83.1% 
花粉パン C 14.3% 28.6% 57.1% 
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図 1 各種糖の含有量 



 

 

イモゴライトの合成とその保水力の評価  
Synthesis of Imogolite and Evaluation of its Water-retention 

黒田  匠巳*，村山  裕基*，豊前  太平** 
 

1 研究の動機・目的・仮説 

イモゴライトは吸着性に富んだゲル状の鉱物で

あり，保水性に優れていて，これまで熱交換剤や

調湿材としての応用に向けて研究がされてきた。

私達は観点を変え，近年の温暖化によって砂漠化

した土壌に対して，保水性を活かしその環境改善

を目指す材料として用いたいと考えた。しかし，

イモゴライトの自然環境下での存在量は著しく少

なく，人工的な大量合成も難しいのが現状である。

そこで本研究では，イモゴライトの大量合成方法

を確立し，並びに様々な環境下の土壌においてそ

の保水性が保たれることの評価を目的とする。 

 
2 概要 

2.1 原理 

イモゴライト(芋子石)とは，火山噴出物由来の

土壌に見られる鉱物で，ナノチューブ構造をとる

非晶質/一次元結晶性アルミニウム珪酸塩鉱物で

ある。化学式 Al2SiO3(OH)4 で表され，ヒドロキ

シ基を豊富に持ち，極性分子を吸着する性質があ

る(図 1)。衝撃を与えるとゾル状になり，静置す

ると再びゲル状に戻るという特異な特徴をもつ。 

 

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

を示す。イモゴライトの原料として，オルトケイ

酸ナトリウム（Na4SiO4）ｎ水和物，塩化アルミ

ニウム（AlCl3）六水和物を用いた（図２）。また，

pH 調整剤として，6 mol/L 塩酸，6 mol/L 水酸

化ナトリウム水溶液を用いた。保水性の評価には，

6 mol/L 塩酸と6 mol/L 水酸化ナトリウム水溶液

から調整した 6 mol/L 塩化ナトリウム水溶液を

用いた。 

 
 
3 方法 
3.1 イモゴライトの合成 

 0.15 mol/L AlCl3 水溶液 250 mL をマグネティ

ックスターラーで撹拌しながら，0.10 mol/L 
Na4SiO4 溶液 250 mL をポンプで 1.0 mL/min の
速度で滴下し反応させたあと，6 mol/L NaOH 溶

液を 1.0 mL/min で滴下し，pH 6.0 にした。この

溶液を 3000 rpm で遠心分離し，脱塩処理を行っ

た。これを精製水 2 L 中に分散し，前駆体分散溶

液とした。これに 6 mol/L 塩酸を pH 4.3 になる

まで 1.0 mL/ min の速度で加えた後，テフロン

製ボトルに密閉し，100 ℃で2日間水熱合成した。

その後，アスピレータにて吸引濾過し，エバポレ

ータにて濃縮したのち，16400 rpm で 3 回以上

遠心分離した。なお，対照実験の条件として，

NaOH 及び HCl による pH 調整時間を 4 時間及

び１分に変えること，水熱合成日数を 4 日及び 1
週間に変えることを行った。こうして得た物質を

X 線回折法により同定を行った。 
 

3.2 様々な土壌環境を想定した保水性の評価 

 塩化物イオンを含む土壌に対しての保水性の評

価として，合成したイモゴライトを 6 mol/L 食塩

水中に浸透し，イモゴライトの保水性が保たれる

かの評価を行った。また，様々な pH の土壌に対

しての保水性の評価として，6 mol/L 塩酸及び 6 
mol/L 水酸化ナトリウム水溶液を用いて，pH 1.0 
〜 14.0 まで1.0刻みで調整した14種類の溶液中

に浸透し評価した。なお保水性の評価基準には，

イモゴライト特有の，衝撃を与えるとゾル状にな

り，静置するとゲル状に戻る性質の有無を用いた。 

        
図 1 イモゴライトのナノチューブ構造 

     ①          ②  

        

①オルトケイ酸ナトリウム（Na4SiO4） 

②塩化アルミニウム（AlCl3） 

図２ イモゴライトの原料 
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4 結果と考察 

4.1 イモゴライトの合成 

 イモゴライトの前駆体溶液をエバポレータで濃

縮させることで，イモゴライトの効率的な合成を

可能にすることができた。 

 

4.2 pH 調整速度の影響 

 NaOH 溶液により pH を 6.0 に調整する際の供

給時間を 1 分にしたもの(急速調整)，4 時間にし

たもの(遅速調整)では，合成物の X 線回折パター

ンはそれぞれ図３，図４のようになった。急速調

整のゲルは，イモゴライト固有のピークが認めら

れなかったが，遅速調整のゲルは，図中矢印で示

した箇所にイモゴライトを示すピークが認められ

た。これより，NaOH 溶液による pH 調整速度を

速めるとイモゴライトは生成されにくくなると分

かった。一方，HCl により pH を 4.3 にする速度

を変えたものでは，速度によって生成に影響は見

られなかった。 

 

4.3 イモゴライトの加熱と乾燥 

2 日間，及び 4 日間加熱して得たゲルは，イモ

ゴライト固有のピークを認めたが，一週間の加熱

を経たイモゴライトは，エバポレータでの濃縮の

際，保水性のない白色粉末に変性した。X 線回折

によって図５のピークを得たが，いずれのピーク

も，イモゴライトを示すピークとは合致しなかっ

た。現在のところ，これらの示すピークを与える

物質の同定には至っていない。 

 

 

4.4 塩化ナトリウム水溶液 

一般に高吸水性ポリマーは，ナトリウムイオン

の溶け込んでいる溶液中ではパフォーマンスが低

下するが，イモゴライトゲルはゾル化―ゲル化の

性質を保ち続け，吸着能力は低下しなかった。 

 

4.5 pH の違いによる保水性の評価 

pH の値が大きくなるほど，ゲル化した際の粘

性が大きくなって，保水性が高まり，吸着能力は

上昇した。このことから，イモゴライトの保水能

力は，溶液中の水酸化物イオン濃度に依存するこ

とが分かった。 

 

5 今後の展望 

 実際に土の中に混ぜてその保水性を発揮できる

のか，また農薬や肥料と反応することなく保水で

きるのか，雨や水やりの時に流れていかないかな

ど，実際に植物を育てる環境に使用できるかを検

証したい。また，福島の原子力発電所の地下水の

流入問題を解決するための，凍結棒の代わりに使

用できないか，そのためにα線に耐えうるのかな

どの，より発展的な耐久面の性質も検証したい。 
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 図 3 NaOH で pH を    図４ NaOH で pH を     図５ 一週間の加熱で得た 
    急速調整したゲル      遅速調整したゲル       白色粉末のピーク 
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図 1 製作したアーム 



 
種子の発芽に関わる物質を探る 

 
Substances Required for Germination of Seeds 

 
市川  航士郎 *，平田  のぞみ*，豊前  太平** 

 
 

1 背景・仮説 

先行研究の結果 1，2より，トマトやキュウリな

どの内部に種子を持つ果実から得られる液体の中

には種子の発芽抑制効果が認められるものがある

ことが判明した。また発芽の際，周囲の水素イオ

ン指数が変化することと，また変化を抑制するこ

とにより発芽を抑制することができることが知ら

れていた。これらの結果により，発芽の際になに

か酸性物質が発生しているのではないかと考えら

れた。 

そこで私たちは発芽時に種子から発生している

物質，すなわち発芽誘導物質がどのような性質を

持つかを調査し，その物質を特定することを目的

とした。 

 
2 概要 

2.1 原理 

発芽に伴い放出されると思われる物質は微小量

であることが予想される。そこで，寒天培地上で

種子を発芽させ，種子から放出される物質が拡

散・希薄化しないように捕集することを考えた。 

 

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。 
・濃硫酸：アサガオ種子表皮の吸水 
・6％次亜塩素酸ナトリウム溶液：種子の滅菌 
・標準緩衝溶液（フタル酸塩 pH 標準液）pH 4.01
（25 ℃）：培地 
・培地用寒天粉末：培地 
・エタノール：用具の滅菌 
・過マンガン酸カリウム-炭酸水素ナトリウム混

合溶液：糖の検出 3 
 
3 方法  

3.1 種子 

 校内で採取したアサガオの種子を試料とした。

試料を濃硫酸に 1 h 浸漬することで種子表皮に吸

水させ，発芽を促進した。その後，6％次亜塩素酸

ナトリウム溶液により，種子表面を滅菌処理した。 

3.2 培地の調製 

 トマトとキュウリの果肉部分を，それぞれ，ミ

キサーで粉砕し，これらをオートクレーブで滅菌

した。また，トマトのゼリー部分についても同様

に滅菌した。その後，それぞれを濾過した後，

0.6 ％寒天を加えて固化し，培地とした。この他

に，標準緩衝溶液，および，精製水についても，

同様に滅菌処理した後，寒天で固化して培地とし

た。 

3.3 発芽環境 

培地上に種子を 5 個置き，30 ℃のインキュベ

ーター内に設置した。種子は長日条件（8 時間暗

期，16 時間明期）にて生育した。 

3.4 糖の検出 

 還元性のある糖の検出には，過マンガン酸カリ

ウム（0.1%）－炭酸水素ナトリウム（2%）混合溶

液を用いた。 
 

4 結果と考察 

4.1 野菜抽出液内での種子の発芽 

精製水培地と野菜抽出液培地を用いて，種子の

発芽を比較した。その結果，精製水培地において

約 24 時間後に発芽が確認された。一方，野菜抽

出液培地では，トマトゼリー，トマト果肉，キュ

ウリ果肉のいずれの場合も発芽が確認できず，ま

た約 36 時間後より種子の周囲からのみカビの発

生が観察された（図 1）。このことから，野菜抽出

液には種子の発芽を抑制する効果があり，また，

発芽抑制を受けた種子の周りには，カビの栄養源

となる物質が存在することが分かる。ここで，カ

ビの発生源としては，実験操作中に空気中より混

入したと予想するが，種子の不十分な滅菌処理に

より，種子に元来存在したものが現れたと考える

ことも出来る。そこで，野菜抽出液培地に置いた

種子を，発芽する前に精製水培地に移し，種子を

取り除いた培地とともに生育環境に置き，発芽や
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図 1 カビの発生 

カビの発生状況を観察した。 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 発芽とカビの関係 

種子を取り除いた野菜抽出液培地を引き続き

生育環境に置いたところ，種子のあった場所から

カビが発生した（図 2）。一方，種子を移動した精

製水培地では種子が発芽し，カビの発生は見られ

なかった。このことから，カビは種子から発生し

たのではなく，野菜抽出液培地に発生した栄養源

に対し，カビが繁殖したと考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 標準緩衝液培地でのカビの発生 

カビの栄養源が野菜抽出液から発生したかを判

断するため，フタル酸塩標準緩衝液培地を用いて

種子を生育した。先行研究の結果から，種子は緩

衝液培地上では発芽が抑制される。本研究でも同

様に，緩衝液培地上では種子の発芽が抑制された。

さらに観察を続けたところ，緩衝液培地上に置い

た種子の周辺にカビが発生した（図 3）。このこと

から，カビの栄養源は野菜抽出液から発生したも

のではなく，種子から発生したものと考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 カビの栄養源に関する考察 
イネなどのデンプン性種子の発芽については，

種子内で合成される植物ホルモンであるジベレリ

ンがアミラーゼ合成を促し，そのアミラーゼが，

胚乳組織の主要物質である種子デンプンに働くこ

とでグルコースを生成し，それが発芽および伸長

成長に必要な炭素源やエネルギー源として利用さ

れる，というメカニズムで説明される 4，5。本研究

で用いたアサガオの種子の発芽が，デンプン性種

子の発芽と同じようなメカニズムで進むとすると，

発芽段階でグルコースが生成することになる。こ

のグルコースが，発芽や伸長成長のための炭素源

やエネルギーとして利用できれば発芽につながる

が，もしうまく利用できず，それが発芽抑制とし

て現れるとすると，発芽抑制を受けた種子周辺に

は生成したグルコースが溶出することも考えられ

る。このような仮説を考えると，4.3 の結果をよく

説明することができる。 
4.5 発芽抑制種子周辺の糖の溶出 

種子周囲への糖の溶出について，精製水培地お

よびフタル酸塩標準緩衝液培地を用いて種子を生

育し，検討した。生育後約 12 時間で，精製水培地

上の種子は発芽が観察されたが，緩衝液培地上の

種子は発芽が見られなかった。この段階において，

どちらの培地からも種子を取り除き，その後培地

に対し，過マンガン酸カリウム－炭酸水素ナトリ

ウム混合溶液を吹きかけた。その結果，発芽が見

られた精製水培地においては，溶液の赤紫色が変

色することなく残ったのに対し，発芽の見られな

かった緩衝液培地においては，種子のあった場所

を中心に黄色く変色した。これは，還元性のある

糖の存在を示すものであり，発芽抑制を受けた種

子からは糖が溶出したものと考えられる。 
 

5 今後の課題 

糖の種類や量の変化について定量的に調査し

てゆきたい。また，これらの結果から人間や自然

環境への害が少ない除草剤などへと応用していけ

るのではないかと考える。 
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図 3 緩衝液培地上のカビの発生 

 
図 2 種子移動後のカビの発生 
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セルロース分解菌が生成する糖を利用したバイオエタノールの合成 
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1 背景・目的 

バイオエタノールの原料となるサトウキビや

木材を酵母がアルコールに変換できる形にする

ためには，大きく分けて微生物発酵を用いた方法

と酸を用いた方法の2種類がある。 

本研究ではバイオエタノールの合成を目指し，

周辺環境に生息している菌類を用いて，エタノー

ル発酵が可能な糖の生産に挑戦した。 

 

2 概要 

2.1 エタノール生成プロセス 

バイオエタノールの主原料はセルロースであ

り，大きく二段階の分解過程を要する。一つ目に

多糖類であるセルロースを，酵母が利用可能な少

糖，単糖へ分解する過程。二つ目に酵母により第

一段階で生成したグルコースをはじめとする糖

をエタノールに分解する過程である。 

 

2.2 菌のスクリーニング 

目的の性質を持つ菌を分別するための方法

として選択培地を利用した。栄養素，pH などが

偏った培地上で菌を増殖させ，不必要な菌を死

滅させ，必要な菌を得た。 

 

2.3 使用した菌の採取元 

土壌は多様性を持たせるため，東京工業大学附

属科学技術高校敷地内から二箇所，メンバーの家

の庭，メンバーの家の近くの公園，カブトムシの

幼虫を飼育していた土から二箇所の計六箇所か

ら採取し，土壌Ａ～Ｆとした。 

 

2.4 試薬類 

 「セルロース分解菌スクリーニングキット」(1)

（培地組成：KH2PO4  1.0 g, Na2HPO4 0.93g, MgSO4 

0.2 g, CaCl2 0.038 g, FeSO4 0.00125 g, (NH4)2SO4 

0.1 g, 寒天 20 g /L ）を参考に培地用試薬とし

て，寒天を抜いたものを下層用，十倍稀釈したも

のを上層用として使用した。 

 原料としてセルロースを50 g/L ，指示薬とし

てコンゴレッドは 0.20 g /L上層に含有させ使用

した。 

 

3 方法  

3.1 固定培地でのスクリーニング及び培養 

 土壌と水をふり混ぜ，上澄みを寒天で固めたパ

ウダー状セルロース入りの上下二層構造の培地

に塗り培養した。コロニー形成後，目視により菌

を色をはじめとした特徴ごとに採取して，新しい

培地に移植し，これを繰り返した。土壌A〜D由来

のものに関してキットで用いていたパウダー状

セルロースをセルロース

製濾紙に変更した。また，

コンゴレッド用いてセル

ロースが分解されている

か試験を行なった。 

 

3.2 液体培地での糖及びアルコールの生産 

容器内に金属線製の土台とプラスチック製の

細目網を設置し(図1)，網上にフードプロセッサ

ーで水とともに砕いたセルロース製濾紙を置き，

下層培地用試薬を濾紙の頭が液面に出るまで入

れた。それを液体培地とし，固定培地にて培養し

ている菌から一つを選び，液上の濾紙に植菌した。

さらに，固定化酵母を網より下に入れアルコール

の生産を試みた。 

 

3.3 各培地でのセルロース分解生成物の評価 

 固定培地は濾紙を用いて一ヶ月以上培養した

上下二層構造の培地を二層まとめて採りオート

クレーブにて処理し液化させた。液体培地は，三

週間ほど培養したものを使い，表面に発生してい

たゲル状シートは，水と共にオートクレーブにて

処理し成分を抽出した。各溶液をフィルタリング

後，高速液体クロマトグラフィー(HPLC:SHIMADZU 

CTO-10A)により成分分析を行った。 

 

図 1 液体培地容器 
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4 結果と考察 

4.1 固定培地でのスクリーニング及び培養 

 濾紙を用いた培養では，一ヶ月ほどで濾紙の強

度は明らかに低下した。一連のスクリーニングに

おいて，最終的に土壌A～D からは 6 種，E，F か

らは 6 種のコロニーに分離することができた。

コンゴレッドを用いた培養では赤色から透明に

脱色され，セルロース分解が確認できた。 

 

4.2 液体培地でのセルロースの分解 

 図 2 は，液体培地による

セルロース分解途中の画像

である。表面にはゲル状の

シートが形成された。 

 

4.3 ゲル状シートの分析 

ゲル状シートを乾燥し，X線回折法(リガク

MiniFlex600/DX/I CDD)により結晶分析を行った。

図3はその結果である。この結果より，セルロー

スII型結晶を持つ濾紙及びゲル状シートから得

られた波形は一致し，ゲル状シートは菌によりセ

ルロース繊維が分散されゲル化させられたもの

であることがわかった。 

 

4.4 HPLCによるセルロース分解生成物の評価 

固定培地，液体培地の HPLC の結果を図４に

示す。ピーク 1，2，3 はそれぞれ培地用試薬，

寒天，定量用に混合したエタノールのものであ

る。図 4b, c より，エタノールが生産されてい

ないとわかる。ピーク群 4 より，固定培地中，

ゲル状シート中だけに糖が生成されていること，

及び液体培地に比べ固定培地の方がより多種の

糖が生成されていると考えられる。固定培地で

は，サンプルごとの糖の種類の違いは見受けら

れないため，特定種の菌がセルロースを分解し，

そのごく一部を他の菌が利用し共生しているこ

と，又は各菌由来のセルロースを分解するセル

ラーゼが，今回の培養環境において分解能力に

大きな違いを見せず，同じような分解の進行具

合を見せたことなどの可能性がある。液体培地

において液体部に全く糖が見受けられずゲル状

シート内に糖があったことから，菌は周囲にあ

るセルロースをゲル化させることで固定培地の

ように安定した自身の増殖環境を整え，なんら

かの方法でエネルギー源である糖を周囲に固定

していると考えられる。菌が糖を周囲に固定し

ているのならば，固定培地の液体培地の環境の

大きな違いは栄養素，セルロース，水分量であ

り，この三つのうちどれについても固定培地の

方が少なくより厳しい環境にあると考えられる

ため，厳しい環境下に置くと共通で生成された

糖とは違った糖を作る他のセルラーゼが活性化

されるのではないかと考えられる。ピーク 5 よ

り，液体培地に生成されている糖と同じ糖が固

定培地中にも生成されているであろうことがわ

かる。よって，環境を変化させても生成され続

ける糖の存在が考えられる。 

 

 5 今後の課題 

より糖の分解が進むよう，培養環境の調整や

複数種の菌の併用などを行っていきたい。また，

生成された糖が酵母の周囲に移動できるような

仕組みをつくり，最終的には自然由来のセルロ

ースを用いたエタノール生成プロセスを得たい。  
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図 2 ゲル状シート 

図 1 製作したアーム 

図 3 Ｘ線回折図形 
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図 1 真珠層と似たアラゴナイト膜状結晶 

図 2 緩衝液培地上の種子周辺に発生したカビ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 サクラ花粉の SEM画像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 いろいろな形の DNゲル       図 5 ベルヌーイ法単結晶製造装置 

 




