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ハイドロタルサイトの合成と評価 

Synthesis and Evaluation of Hydrotalcites 
 

岡見 悌司*，武知 直哉*，戸田 玲音*，成田 彰** 
 

 
1 背景・目的・動機・仮説 

 現在，世界中で水質汚染が問題視されており，

そこには工業廃水や生活排水に含まれる陰イオン

も影響を与えている。そのため，陰イオン吸着剤

を合成することでそのような問題の解決につなが

るのではないかと考え，本研究に取り組んだ。 
 本研究では，ハイドロタルサイト様化合物を合

成し，その物性を評価することを目的としてい

る。ハイドロタルサイト様化合物の持つ陰イオン

の吸着性を用いることで，水中に含まれる生命に

有害な陰イオンを除去することが可能である。そ

こで，ハイドロタルサイトが容易に陰イオン吸着

を行うことができ，再生可能であることから多量

の資源を必要としない吸着剤の合成ができるので

はないかという仮説を立てた。 
 
2 概要 

2.1 ハイドロタルサイトの構造 

 ハイドロタルサイト（HT）とは，ある二価の

金属 M の水酸化物の結晶のうち，いくつかの M を

三価の金属で置き換えたものである。その構造

は， 次のようになっている（図１）。 

 この２種の金属イオンに対して６配位の水酸化

物イオンが配位している金属水酸化物層の間に陰

イオンが挿入されることにより陰イオンを吸着す

ることが可能となっている。 

 

2.2 再生法 

 HT を熱分解すると層水と陰イオンが脱離し，

HTの層構造が崩れて金属酸化物を生成する。こ

の生成物を陰イオンが含まれる水溶液中に入れる

ことで，溶液中の陰イオンを取り込み HTが生成

する。この動作を繰り返し行うことで HTを再生

して陰イオン吸着を行うことができる。 
 

2.3 使用試薬 

 ハイドロタルサイト様化合物の合成には，塩化

マグネシウム(MgCl₂)，塩化アルミニウム(AlCl

₃)，6 mol/L アンモニア水を，イオン吸着実験に

おいては塩化ナトリウム(NaCl)，臭化ナトリウム

(NaBr)，硝酸ナトリウム(NaNO₃)を用いた。 

 

3. 実験方法 

3.1 ハイドロタルサイト様化合物の合成 

 塩化マグネシウムと塩化アルミニウムを 1:1, 

2:1, 3;1 の物質量比で精製水に溶かし，6 mol/L  

アンモニア水で pH を調整して沈殿を発生させ

た。その後，遠心分離器(11000rpm,15分)を用い

て沈殿を分離し，70℃で３日間乾燥させた。これ

らの生成物試料をそれぞれ No.1,No.2,No.3 とす

る。No.1〜3 とは別に，乾燥させた沈殿を 500℃

で 1時間 30分加熱し熱分解した。これにより生

成した物質をそれぞれ No.4, No.5, No.6 とす

る。 

 

3.2 化合物の構造評価 

 化合物 No.1∼6, 市販の HT を、X線回析装置

(RIGAKU MiniFlex-600)を用いて分析し、それぞ

れ熱分解前後で構造がどのように変化しているの

かを比較した。 

 
3.3 陰イオン吸着量の測定 

 化合物 No.4∼6 をそれぞれ 0.50gずつ Cl⁻,NO₃⁻, 
Br⁻ 1.0×10⁻³ mol/L 混合溶液に入れて，上澄み

液を 10分ごとに 5 回取り出した。取り出した上

図 1 ハイドロタルサイト
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澄み液のイオン濃度をイオンクロマトグラフ法

(イオンクロマトグラフ DX-120)により評価し，

陰イオンが吸着されたかどうかを確認した。 
 
4. 結果と考察 

4.1 X 線回析法による構造評価 

 図２に各種 HT の X 線回析図形を示す。 

 

図 2 各種 HT の X 線回折図形 

 スペクトルの形やピークの位置を比較すると，

No.3(熱分解前)よりも No.6(熱分解後)の方が市

販品の HT (kw2000)に似ていることがわかる。

No.1 と No.4，No.2 と No.5も同様に比較する

と，やはり熱分解後の方がより市販品の結晶に似

ていた。この結果より，乾燥させた化合物を熱分

解することにより市販の HT（金属酸化物）に近

いものができたのではないかと考えられる。 

 

4.2 イオンクロマトグラフによる吸着実験 

 化合物 No.4∼6 を陰イオン混合溶液に導入し，

経過時間ごとに溶液を一定量採取し各種イオンの

濃度分析した結果を図３に示す。 

 

図 3 各陰イオンの濃度変化 

 

 本来 Cl⁻も溶液に含まれていたが，No.1∼3 の合

成時にマグネシウム，アルミニウムの塩化物を使

用したことから合成物に付着していたものが溶け

だし，濃度が増加してしまった。そのため，今回

は Br⁻,NO₃⁻のみに着目することとする。加え

て，No.6 に関してはデータ取得ができなかった

ため除外する。図３のいずれのイオンでも，20

分までは濃度が減少し，その後は増減しているこ

とがわかる。このことから，20分までは陰イオ

ン吸着が行われ，それ以降はイオン交換の平衡状

態となっているものと考えられる。このことか

ら，HT によるイオン吸着は 20分間が適正な時間

であると考えられる。 

 

4.3 単位量当たりの吸着量 

 表１は吸着実験での吸着量変化である。 

 50分経過時にイオン吸着が平衡状態に達して

いると考え，そこを終点として吸着量を算出し

た。No.4, No.5を比較すると，イオンの総吸着

量は No.5の方が多いことが読み取れる。このこ

とより，今回，イオン吸着に最適であるのは

Mg:Al を 2:1 で混合させて合成した HT であるこ

とが分かった。 

 

5. 今後の課題 

・3 種の陰イオンの吸着実験できていないため，

他の陰イオンについても吸着実験を行う。 

・Mg以外の二価の金属，Al以外の三価の金属を

用いて HT を合成し，最も吸着効率の良い金属の

組み合わせを検討する。 

参考文献 

(1) 本田賢一,他 J.ION EXCHANGE,16(2005)41 

(2) 日比野俊行,粘土化学,45(2006)102 

表１ イオン吸着量(単位:mmol/L) 

時間(分) 
(No.4) (No.5) 

Br NO₃⁻ Br⁻ NO₃⁻ 

0 1.00 1.00 1.00 1.00 

10 0.74 0.86 0.85 0.92 

20 0.8 0.77 0.78 0.82 

30 2.65 1.94 1.16 0.75 

40 0.87 0.73 0.8 0.88 

50 0.78 0.76 0.61 0.82 

吸着量 0.22 0.24 0.39 0.18 

吸着量/g 4.4 4.8 7.8 3.6 
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Intensity analysis of luminol emission using a smartphone 
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࣭Ⓨගᾮ࠶ࡀヨ㦂⟶❧࡚ 15cm 㞳࡚ᙳ 

 ヨ㦂⟶࣮ࣝࣀࣝᾮ 4ml ධ㸪ࢡࡇࡑ

㸪ゐ፹Ỉ⁐ᾮ࠸⏝ࢪࣥࣜࢩࣟ 40 ȝOຍ࠼㸪ࣝࣀ

࣮ࣝⓎග࣮ࣝࣀࣝࠋࡓࡗ⾜Ⓨගືࡢࡑ⏬ᙳ

 ࠋࡓࡗ⾜ᐃ ࡋ㏉⧞ᗘ࡛㸱ᅇ⃰ࡌ㸪ྠࡣ
 
3.4 ศᯒホ౯᪉ἲ 

 ᙳ⏬ືࡓࡋ Touch The Video Lite ࡛ 1/30 ࡘࡎ⛊

㸪ࡓࡋⓎග㸪᭱ࡓࡋⓎග㸪᭱ึࡋ㏦ࢥ

᭱ᚋⓎගࡓࡋྲྀ࣮ࣞࣇࡢฟࡋ㸪Ⰽࡋ

࡛ⓎගⅬࡢ RGB ࣮ࣞࣇࡓࡋฟྲྀࠋࡓࡋᐃ ್ࡢ

ྛ ࠋࡓࡋⓎග㛫ᕪࡢ㛫ࡢᚋ᭱ึ᭱ࡢ

㔠ᒓゐ፹⃰ྛᗘ㛵࡚ࡋ⣧⢋࡞ RGB ್ࣟྛࡢ

ᗏ㎶㸪RGB㸪Ⓨග㛫ࡢࡓࡋࢺ 㧗್᭱ࡢ

㧗୕ࡓࡋࡉゅᙧࡢ㠃✚ఝⓎග⥲㔞࡚ࣟࡋ

 ࠋࡓࡋసᡂࣇࣛࢢࡓࡋࢺ
 
4 ⤖ᯝ 

 ⓎගゎᯒࡢϪ�㓟ࣜ�㕲ࣀࢩࢧ 4.1

㔠ᒓゐ፹ྛࡓࡋ⏝რ�㓟ࣜ�㕲ࣀࢩࢧ

⃰ᗘࡢⓎග㛫᭱ RGB್ ィ ࠋࡓࡋ(⾲ 1㸪ᅗ

1 ᕥୖ)ࡓ㸪⃰ᗘࡈⓎග⥲㔞⟬⃰࠸⾜ᗘࡈ

ᅗ)ࠋࡓࡋ♧ࣇࣛࢢ 1 ᕥୗ) Ⓨගᙉᗘ࡚࠸ࡘ

B୍ࡣᐃࡋ♧್ࡢ㸪RGࡣゐ፹⃰ᗘࡀప࡞ࡃ

ࡣⓎග㛫ࠋࡓࡗ࠶ഴྥࡍ♧್࠸㧗 0.03 
mol/L୍ࡀ␒㛗ࡃ㸪Ⓨග⥲㔞ࡣ 0.03 mol/Lࡢ B ከࡀ

 ࠋࡓࡗ
 
4.2 TEA㓄Ꮚࡢ㖡(ϩ�ࡢࣥⓎගゎᯒ 

 㓄Ꮚ TEA ࡓࡋ Cu ྛࡓࡋ⏝ࣥ㘒ࡢ



ᮦᩱ⛉Ꮫ࣭⎔ቃ⛉Ꮫ࣭ࣂᢏ⾡ศ㔝 

㔠ᒓゐ፹⃰ᗘࡢⓎග㛫᭱ RGB  ィ ್

⾲)ࠋࡓࡋ 2㸪ᅗ 1୰ୖ)ࡓ㸪⃰ᗘࡈⓎග⥲

㔞⟬⃰࠸⾜ᗘࠋࡓࡋ♧ࣇࣛࢢࡈ(ᅗ 1
୰ୗ) Ⓨගᙉᗘ࡚࠸ࡘRGB 0.05 mol/L
௨ୖ࡛ࡣ࡞࠺࠸࡚ࡋഴྥࠋ࠶ࡀⓎග

㛫ࡣ 0.1 mol/L ࡣ㸪Ⓨග⥲㔞ࡃ㛗␒୍ࡀ 0.1 
mol/Lࡢ B  ࠋࡓࡗከࡀ
 
4.3 TEA㓄Ꮚࢺࣝࣂࢥࡢ(ϩ�ࡢࣥⓎගゎᯒ 

 㓄Ꮚ TEA ࡓࡋ Co ࡋ⏝ࣥ㘒ࡢ

᭱Ⓨග㛫ࡢ㔠ᒓゐ፹⃰ᗘྛࡓ RGB  ್
ィ ࠋࡓࡋ(⾲ 3㸪ᅗ Ⓨࡈ㸪⃰ᗘࡓ(1ྑୖ

ග⥲㔞⟬⃰࠸⾜ᗘࠋࡓࡋ♧ࣇࣛࢢࡈ

(ᅗ 1 ྑୗ) Ⓨගᙉᗘ࡚࠸ࡘ RGB  0.05 
mol/L࡛㧗ࠋࡓࡋ♧್࠸Ⓨග㛫 0.05 mol/L
㸪43ࡃ㛗␒୍ࡀ ศ㏆ࡃⓎ⾜ࠋࡓ࠸࡚ࡋⓎග⥲㔞

ࡣ 0.01 mol/Lࡢ B  ࠋࡓࡗከࡀ
 
5 ⪃ᐹ 

ᚓࡓ⤖ᯝ RGB ࡛ホ౯ࡗࡓ࠶ࡍ

ࡢ࠸࡞ࡁホ౯࡛࠸ࡋ࡚ࡗ࡞㝈್ୖࡣ࡚

ᣲື࡞ࡇ࡚ࡗ✀㔠ᒓ㸪⃰ᗘࡀ࠶

ほ ࢺ࣮ࢫࡇࡢࡇࠋࡓࡁ࡛ࡀࡇࡍ

ᛶ⬟ྍࡁ࡛ࡀゎᯒࡢᏛⓎග࡚࠸⏝ࣥࣇ

ࣂࢥࡍゐ፹㔠ᒓ✀࡛ẚ㍑ࠋ࠼⪄࠶ࡀ

㸪Rࡃ㛗ࡀⓎග㛫᭱ࡀࣥ㘒ࡢࢺࣝ Ⓨࡢ

ගᙉᗘࡀ୍ࠋ࠸ࡁ᪉ B  G 㕲(Ϫ)ࡣ࡚࠸ࡘ
≉㸪ࡋ♧್࠸㧗ࡀࣥ B  㸪ࡣ࡚࠸࠾

ᐃୖ㝈ᖖ࠸㧗ࡢࠋࡓࡗ㔠ᒓ✀࡛

ࡃࡁ㸪Ⓨගᙉᗘࡘ࡞ࡃࡁࡀᗘ⃰

ࡋ㛵Ⓨග㛫ࠋ࠼⪄࠶ࡀഴྥ࡞

ࣛࣂࣛࣂࡀ್ሙྜࡓࡋ⏝ゐ፹ࡢࡣ࡚

࣮ࣀࣝࠋࡓࡗ࡞ぢࡣつ๎ᛶ࡚࠸࡚ࡗ࡞

ࣝⓎග୍ࡀᵝගࡎ㸪ゎᯒ࠺⾜ሙᡤ

࡞ࡁᖜ࠶ࡀ㸪 ᐃࡢ⌧ᛶࡣஈ࠸ࡋ

 ࠋ࠼⪄

6 ᚋࡢㄢ㢟 

ᅇ࠸⏝ࣥࣇࢺ࣮ࢫࡣ ᐃἲࡀ❧☜ࡢ┠

ⓗ࡛ࡢࡓࡗࡔ㸪ゐ፹ࡢ㐪࠸Ⓨගᙉᗘ㸪Ⓨග

㛫ࡢኚࡢཎᅉࡢ⪃ᐹࡢࡅࡔࡁ࡛ࡀ⤖ᯝᩘࡃ࡞ࡀ㸪

⌧ᛶࡀ㧗ࠋࡓࡗ࡞ࡣ࡛ࡅ࠸ᚋࡉィ ࡋ㸪

ゐ፹ࡢ㐪࠸Ⓨගᙉᗘ㸪㛫ࡢኚ࡞⪃ᐹ

ᗘ⃰ࡢࣥ㔠ᒓ⏬ືࡢࢫࡣ㸪᭱⤊ⓗࡋ

 ࠋ࠸ࡓࡋ࠺࠼⾜ࡀᐃ㔞ࡢ
 
ཧ⪃ᩥ⊩ 

(1) ගⰍ࣮ࣝࣀࣝࠕᛂࡢ⤌2012/02/02ࠖ ᥖ㍕ 
ࢺࢿ (2) de ࣮ࣝࣀࣝࠕࢡᛂᐇ㦂ࡢཎ⌮ࡣ㸽ࠖ 

2018/11/29 ᥖ㍕ 
(3) ᮾி⌮⛉⛉Ꮫ◊✲㒊ࠕᏛⓎගࠖ 

https://www.ed.tus.ac.jp/~kaken/studies/02/02_fri.pdf 
 

⾲ 1 㕲�რ�ࡢ࡛ࣥⓎගࡢ RGB ゎᯒ⤖ᯝ 
 ᗘ⃰ࣥ

[mol/L] 
0.002

05 0.01 0.03 0.08 0.1 

Ⓨග㛫(s) 3 19  58  34 44  

್᭱ 
R 17 24 24 24 20 
G 64 81 123 131 143 
B 192 217 236 221 246 

 
⾲ 2 㖡(ϩ)ࡢ࡛ࣥⓎගࡢ RGB ゎᯒ⤖ᯝ 
 ᗘ⃰ࣥ

[mol/L] 0.005 0.05 0.1 
Ⓨග㛫(s) 43 70 168 

್᭱ 
R 20 33 35 
G 46 94 92 
B 198 249 206 

 
⾲ ࡢⓎගࡢ࡛ࣥ(ϩ)ࢺࣝࣂࢥ  3 RGB ゎᯒ⤖ᯝ 
 ᗘ⃰ࣥ

[mol/L] 0.005 0.05 0.1 

Ⓨග㛫(s) 882 1955 396 

್᭱ 
R 111 101 182 
G 199 229 138 
B 255 255 242 

 
ᅗ 1 ྛ㔠ᒓゐ፹࣮ࣝࣀࣝࡓ࠸⏝Ⓨගࡢ ᐃ⤖ᯝ 
㸦ᕥ㸸㕲(Ϫ)ࣥ㸪୰㸸㖡(Ϫ)ࣥ㸪ྑ㸸ࢺࣝࣂࢥ(Ϫ)ୖࠋࣥ㸸⣧⢋࡞ RGB ್㸪ୗ㸸㠃✚⟬ࡓࡋⓎග⥲㔞㸧 



エレクトロクロミズムを示す導電性プラスチックの合成と評価 
Synthesis and Evaluation of Conductive Plastic Eletrochromism 

石山  美月*，本間  春輝*，鈴木  長寿** 
 
 

1. 目的 

 電圧をかけることで色に可逆的な変化がみられ

る物質が存在する。そのような物質の一例として

ポリアニリンが存在する。 
本研究ではポリアニリンを合成し，電圧による

色の変化を観察するとともに，色の濃淡の制御を

試みた。 
 
2. 概要 

2.1 導電性プラスチック 

 従来，プラスチックというのは絶縁体であるの

が常識であった。プラスチックを重合すると，そ

の主鎖はσ結合のみによって構成されるため，電

子や正孔などのキャリアが移動する余裕がないか

らである。そのような中，白川英樹教授がポリア

セチレンを利用した，導電性を持つプラスチック

を発見した。 
 

 
 
 
 
ポリアセチレンのように，主鎖が単結合と二重

結合が交互に現れる構造を持つ高分子を共役系高

分子という。共役系高分子はその構造によって，

主鎖全体でπ電子を共有する（非局在化が起こる）

ようになる。これが，金属結晶の自由電子のよう

な役割を果たす。 

しかし，ケイ素やゲルマニウムのような半導体

が純粋なままでは導電性が小さいのと同様に，こ

のままでは電流は流れにくい。共役系高分子に導

電性を持たせるには，半導体と同じように，適切

な不純物を入れる等の操作をして，余分な電子を

持たせる，または正孔を持たせることで，電子が

移動できる状態にすればよい。この操作をドーピ

ングという。 

 

2.2 エレクトロクロミズム 

 物質に何かしらの外的な刺激を与えるとその

色が可逆的に変化する現象をクロミズムという。

そして，クロミズムの中で電気的な刺激によるも

のはエレクトロクロミズムという。 

 エレクトロクロミズムは，ある物質が電圧をか

けられ，酸化還元反応が起こることで現れる。図

2 はその一例であり，上から淡黄色，青色，青紫

色である。 

 

 

 

3. 方法 

3.1 ポリアニリンの合成 

(1) 精製水 75 mL，9 mol/L-硫酸 4.0 mL，アニ
リン 15 mLを混合し，アニリン硫酸塩水溶液を
調製した。 

(2) FTO ガラスという，片面に導電性を持つ物
質であるフッ素ドープ酸化チタン(Ⅳ)が塗布さ
れたガラスと，ステンレスメッシュ，シリコン

ゴム板を用いて，図 3のような装置を組み立て
た。これをセルと呼ぶ。 

(3) 電源装置の陽極をセルのガラス部分に，陰極
をステンレスメッシュの部分につなぎ，3.5 Vで，
10秒程度電圧をかけた。 

(4) 合成したプラスチックを精製水で洗浄し，
10 %-食塩水につけた。 

  

図 1 ポリアセチレン 

図 2 ポリアニリンの酸化還元 

ベルニグルアラニン 

エメラルジン・ベース 

ロイコエメラルジン 

図 3 セルの構造 
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3.2 エレクトロクロミズムの観察 

(1) 3.1 で合成したポリアニリンがついたガラス
を電源装置の陽極に，陰極にゼムクリップを接

続し，3.5Vの電圧をかけて，その色の変化を観
察した(図 4)。 

(2)  (1)の操作で，ポリアニリンの色に変化がみ
られなくなったら，陰極と陽極の接続を逆にし

て同様の操作を行った。 
      
 

 

 

 

 

3.3 異なる条件下でのポリアニリンの合成 

(1) 3.1 の操作を，溶液のアニリン，9 mol/L-硫
酸，精製水の体積比を表 1のように変えて，そ
れぞれ 2回行った。各実験で重合に使った溶液
は 20 mLであった。 

4. 結果 

3.2のエレクトロクロミズムの結果は，図 5のよ
うになった。それぞれの色は左から順に，緑色，

藍色，青色であった。 

3.3で行った操作の結果，それぞれの溶液で  

図 6のようなポリアニリンが得られた。 

 ①，②，③と，アニリンの濃度を小さくしてい

った溶液で作ったポリアニリンは，明度が上がっ

ていた。エレクトロクロミズムの変色の後のポリ

アニリンの色も同様に，アニリンの濃度が小さい

ほど，明度が上がる傾向がみられた。 

 

5. 考察 

5.1アニリン濃度とポリアニリンの色 

 3.3 の結果から，溶液のアニリンの濃度が高い
ほど，ポリアニリンはガラス上に多く合成される

と考えられる。しかし，ポリアニリンの平均分子

量が増加したのか，単にポリアニリンの分子数が

増加したかは今回の実験ではわからなかった。 

5.2ポリアニリンの重合度 

濃度の小さい溶液で長時間，様々な電圧下で電

気重合することで，重合度の大小の比較ができる

と考えられる。もし，アニリンが複数重合したも

のをさらに酸化するのに必要なエネルギーがアニ

リンを酸化するためエネルギー以下ならば，濃度

にかかわらず重合する時間が長いほどポリアニリ

ンの明度は下がるはずである。その場合，平均分

子量が増加したといえる。アニリンが複数重合し

たものとアニリンを酸化するためのエネルギーの

関係が逆ならば，分子量の小さいポリアニリンが

大量に合成される。この場合，分子数が増加した

といえる。 

 

6. 今後の課題 

・ポリアニリンの重合度について 

 今回のポリアニリンの合成は，アニリンの濃度

のみを変えて行った。考察にあるように，ポリア

ニリンの平均分子量と分子数のどちらが変化し

たかを知るには，様々な電圧下で実験を行って

データを集める必要がある必要がある。 

・アニリン濃度以外の要因について 

 また，今回はあまり触れていない硫酸の濃度

や，FTO ガラスの導電面の面積，合成時の溶液
の温度についてもデータを集めてみたい。 

・データの定量化について 
 今回のデータは色の濃淡を目視で確認していた

ので，色を定量化してアニリンの濃度や電圧など

の要因とポリアニリンの明度を数値化したい。 

 

参考文献 

実験でわかる電気をとおすプラスチックのひみつ 
 白川英樹・廣木一亮共著 コロナ社 2017年 

図 4 エレクトロクロミズムの観察 

表 1 溶液の調製に用いた物質の体積比 

アニリン 硫酸 精製水

① 6 10 90
② 3 10 90
③ 2 10 90

図 5 エレクトロクロミズムの様子 

図 6 左から溶液①、②、③で合成したポリアニリン 



 

 

食品廃棄物中のポリフェノールを利用した消臭  
 

Deodorant Effect Using Polyphenols in Food Waste 
 

田中  友利惠*，三宅  ほの香*，鈴木  長寿** 
 

1 目的 

 本研究は，家庭内で排出される食品廃棄物中の

ポリフェノールを活用して天然由来の消臭剤を作

製することを目的とした。 
 
2 概要 

2.1 原理 

食品は空気中に置いておくと活性酸素や紫外線

により酸化され悪臭を放つ。 
      
 
 
 
 
 

図 1 消臭メカニズム① 

一般に，においの発生を防ぐのに抗酸化作用を

持つポリフェノールが有効であると言われている。 
ポリフェノールは植物が自身を活性酸素から守

るために作り出す物質であると考えられている。

ポリフェノールは植物に広く分布し，子孫を残す

ための種子や，紫外線による酸化ダメージから守

る必要がある葉に多く含まれており，分子内にフ

ェノール性水酸基を複数有する。 
フェノール性水酸基はアミン類や硫黄系の化合

物などと結合しやすいため，消臭効果が期待でき

る。 

図 2 消臭メカニズム② 
2.2 使用試薬 

30 %トリメチルアミン水溶液(TMA，C3H9N：
標準溶液)，10 %ホルムアルデヒド水溶液
(HCHO：重合開始剤)，トルエン(C6H5CH3：有機

溶媒)，水酸化ナトリウム(NaOH：pH調整剤)、

無水硫酸ナトリウム(Na2SO4：乾燥剤)，ピクリン
酸(C6H2(OH)(NO2)3：呈色試薬) 
2.3 使用機器 

 SP20＋ TAITEC (分光光度計) 
 
3 方法  

3.1 ガス検知管を用いた TMA 量の測定 
(1) 0.03 %TMA 水溶液をキッチンペーパーに含
ませ 500 mLペットボトルに 20分間放置した
後，ガス検知管で TMAの濃度を測定した。 

(2) 次に，ゴボウと水をミキサーにかけて得られ
た溶液(以下ミキサー液とする)，または笹がき
ゴボウを浸したアク溶液(以下アク抜き液と
する)をペットボトル内に注入し，30分間放置
後にガス検知管で TMA濃度を測定した。 

(3) ゴボウ溶液の色やにおいが残っていたため，
脱色及び防腐剤としての役割を果たすクエ

ン酸溶液をそれぞれに加えて同様に TMA 濃
度を測定した。 

3.2 ピクリン酸－トルエン法 

TMA はピクリン酸と反応して TMA 量に応じ
て変化し，黄色のピクリン酸塩を生ずる。その色

調である 410 nmでの吸光度を測定し定量した。 
(1) 試料溶液 0～3 mLを試験管にとり，精製水を

加えて 3 mLとした。これに TMA水溶液を 1 
mL加えた。 

(2) これらに 10 %ホルムアルデヒド溶液 1 mLを
加え混和した。 

(3) トルエン 10 mL及び 25 %水酸化ナトリウム
3 mLを加え 1分間激しく振とうし TMAを抽
出した。 

(4) 5 分間放置して 2層に分離させた。 
(5) 上層部約 5 mLを試験管にとり，無水硫酸ナ

トリウムを 1 g加え脱水した。 
(6) 0.02 %ピクリン酸トルエン溶液 2 mLを新た

な試験管にとり，これに(5)の脱水トルエン層
2 mLを加え混合し，10 分後に波長 410 nm
で吸光度を測定した。 
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4 結果と考察 

4.1  TMA 濃度の測定 

ミキサー液とアク抜き液それぞれにクエン酸を

1.0 g，2.0 g加えたものの pHを表 1に示す。 
 

ゴボウ溶液との反応前，反応後の TMA 濃度の
比較を①ミキサー液クエン酸なし，②ミキサー液

クエン酸あり，③アク抜き液クエン酸なし，④ア

ク抜き液クエン酸ありとして図 3に示す。 
 
 
 
 
 
  

 
 
・4 種類全てにおいて，ゴボウ液を加えたことに
より TMAの濃度が大幅に減少した。 

・クエン酸を加えたものの方が TMA 濃度が減少
したため，ゴボウ溶液の消臭効果を高める効果

が見られた。 
4.2  TMA 量の吸光度分析 

ゴボウ溶液を反応させたことによる TMAの変
化量を図 4に示す。 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
・アク抜きした溶液とミキサーにかけた溶液を比

較すると変化量にはほとんど差はなかった。 
・TMA濃度が 200 μg/Lに比べて 100 μg/Lの方
が変化量が大きくなった。 

→200 μg/Lにするとゴボウ溶液に含まれるポリ

フェノールが反応しきれずに TMAが過剰に残
り，ピクリン酸塩を生成し呈色してしまったか

らであると考えられる。 
・ゴボウ溶液を加熱濃縮したものについてはあま

り大きな変化は見られなかった。 
→ゴボウに多く含まれているクロロゲン酸は熱に
弱いため，正常に働かなかったからであると考

えられる。 
また，ビワの葉溶液を反応させたことによる

TMAの変化量を図 5に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

・ビワの葉を加熱した溶液を 2倍に濃縮したもの
は変化量が最も大きくなった。 

 
5 まとめ 

 ゴボウ溶液をにおい成分である TMA と反応さ
せることで，ゴボウ溶液による消臭効果が確認で

きた。また，他のポリフェノールを含む試料溶液

においても，試料溶液を加えなかったものよりも

吸光度が大きくなり，包摂作用等が見られたこと

から，消臭効果が得られたことが分かった。 
 
6 今後の課題 

(1) 時間の変化とともに消臭効果がどのように変
化するのかを調べる。 

(2) 葉の乾燥期間や乾燥条件を変えて実験する。 
(3) 他のにおい成分でも同様に実験する。 
 
参考文献 
(1) Enzymatic Deodorization with Raw Fruits ， 

Vegetables and Mushrooms Osamu Negishi and 
Yukiko Negishi  (1999) 

(2) Effect of Polyphenol Oxidase on Deodorization 
Osamu Negishi and Tetsuo Ozawa  (1997) 

(3) https://www.nestle.co.jp/nhw/coffee/polyphenol 
(4) http://www.wakosangyo.co.jp/images/wakusuru/mec

hanism.pdf 
(5) 改訂 食品衛生学実験 川井英雄・廣末トシ子著

(2012.3.8)株式会社恒星社厚生閣 

0

2

4

6

8

10

12

14

0 1 2 3

吸
光
度
の
変
化
量

試料溶液量[mL]

ゴボウアク抜き100μｇ/Ｌ
ゴボウアク抜き200μｇ/Ｌ
ゴボウ加熱濃縮100μｇ/Ｌ
ゴボウミキサー100μｇ/Ｌ

表 1 クエン酸添加後の pH 

ﾐｷｻｰ pH 6.5 pH 2.8 pH 2.4
ｱｸ抜き pH 6.3 pH 2.6 pH 2.3

なし 1.0[g] 2.0[g]　　ｸｴﾝ酸

種類

50 50 50 50

4 0 1 0
0

20

40

60

① ② ③ ④

[p
pm

]

反応前

反応後
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図 4 ゴボウ溶液の吸光度分析結果 

図 5 ビワの葉溶液の吸光度分析結果 
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Poly Density Bottle の発現の仕組みの解明 
 

Evaluation of Phenomena of Poly Density Bottle 
 

櫛田  凜音*，松川  倫大*，豊前  太平** 
 
 

1 背景・目的・動機 

Poly Density Bottle とは，ユニークな挙動を

示すおもちゃのことである。その挙動とは，ポリ

エチレン(PE)とポリスチレン(PS)を溶液の中に入

れ振り混ぜることで，一度混ざった後にそれぞれ

が分離し，再び中央付近に集合するといったもの

である。このとき，2 種類の溶液が混合した後，

分離するのに伴って進行することが分かった（図

1）。そこで本研究では，溶液の条件を変更させる

ことで，この現象の発現原理について実験的に明

らかにすることを目的とした。 

    
図 1  Poly Density Bottle の挙動 

 

2 概要 

2.1 製法 

 参考文献による製法では，20％塩化ナトリウム

水溶液とイソプロパノールを同じ割合で混合させ

ることで，PE および PS の分散溶媒としている。 

 

2.2 使用試薬 

 以下に使用した試薬を記載する。 

・塩化ナトリウム 

・塩化カルシウム 

・プロパノール 

・イソプロパノール 

・ブタノール 

 

3 方法  

3.1 塩化ナトリウム量の変更と溶液の状態 

 50 mL ねじ口瓶にイソプロパノールと精製水を

20mL ずつ入れて混和させた後，4 ㎜四方に切断

した PE 片および PS 片をそれぞれ 10 個ほど入れ

た。この溶液に塩化ナトリウムを 0～5.25 g まで

0.05 g ずつ加え，スターラーで撹拌した。この

動作を溶液に塩化ナトリウムが溶解しなくなるま

で繰り返した。 

 

3.2 プラスチック片の動作と密度の関係 

 50 mL ネジ口瓶にイソプロパノールおよび精製

水をそれぞれ 20 mL ずつ入れ混和させた。この溶

液入り瓶を 5 つ作り、1 つの瓶には NaCl を加え

ず，残りの 4 つの瓶にそれぞれ 2.8，3.0，4.0，

5.25gの NaClを加え溶解させた。分離する前は溶

液を 6 mL，二層に分かれてからは上層と下層の

溶液をそれぞれ 6 mL ずつ取り，あらかじめ精秤

した 10 mL ネジ口瓶に入れ，再び精秤し，それぞ

れの密度を計算した。 

 

3.3 塩化ナトリウム量と中間層消失時間の関係 

 50 mL ネジ口瓶にイソプロパノールと精製水を

20 mL ずつ入れ，混和させた。その後，塩化ナト

リウムを 3.0 g 入れてスターラーで撹拌し，完全

に溶解させた。この溶液が完全に 2 層に分離した

のを確認し，スターラーで 30 秒撹拌し，スター

ラー停止と同時に時間の計測を始めた。終点は中

間層が消滅し，上層と下層の境界面から泡がなく

なるまでとした。 

 

3.4 使用する溶液の変更 

 使用している溶液のうち，イソプロパノールを

プロパノール，ブタノールに変更した。また，塩

化ナトリウムを塩化カルシウムに変更した。 

 

4 結果 

4.1 溶液の密度について 

 塩化ナトリウム添加量と溶液の密度の変化を図

2 に示す。通常，イソプロパノールと水は自由

に混ざりあうが，塩化ナトリウムを加えていく

と約 2.9 g から溶液は上下に分離した。塩化ナ

トリウム添加量が約 5.25 g において，未溶解分
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が確認された。密度は添加量に伴い上下してい

くように見える。上層の密度は，塩化ナトリウ

ム添加量 5.25 g で約 0.82 g/cm³であった。これ

は，純粋なイソプロパノールと比べて 0.4～

0.5g/cm³高い。すなわち，イソプロパノールか

ら水が完全に除けないと考えられる。また，こ

の条件範囲においては，溶液の密度は限界値を

持つと言える。 

 

 
図 2 塩化ナトリウム添加量と両層の密度の関係 

 

4.2 中間層の消失時間について 

 塩化ナトリウム添加量が約 2.9 g で初めて，溶

液が 2 層に分離する。このとき，溶液が混合状態

から各層に分離するときに，中間的な状態が観察

される。その中間層の消失時間を測定した結果，

図 3 のようになった。塩化ナトリウム添加量が増

えるにつれ，中間層の消失時間は短くなる。しか

し，添加量約 4.0 g において，消失時間の増加す

る領域が現れた。中間層は特有の濁りを持つが，

この領域においてはその濁りが見えなかった。こ

のことが，消失時間の増加に何らかの影響を与え

たものと考えられる。 

 

図 3 塩化ナトリウム添加量と中間層消失時間の

関係 

4.3 溶媒と溶質の変更による影響 

(1) 塩化カルシウムを溶質として使用した。境界

面は上昇した。PE は通常の状態でも常に上層の

液面近くに存在し，PS は境界面近くに存在して

いた為，溶液は通常の挙動を示さなかった。 

(2) プロパノール，ブタノールを溶媒として使用

した。両者とも通常の状態では中間にプラスチッ

クが集まったが，ブタノールは振り混ぜると中間

層の濁りがひどく収束までの時間も長かった。 

プロパノールはイソプロパノールの時に近い挙動

を示した。 

 

5 まとめ・今後の展望 

5.1 条件と原理について 

 実験から、この特異な挙動は溶液を振り混ぜる

ことで上層と下層が一様に混ざり，溶液が PE の

密度より大きく PS の密度より小さな状態となっ

てプラスチックが一度分散し，その後密度の関係

として下層＞PS＞中間層＞PE＞上層となるために

中間層が境界面に向かっていくのに連動して，プ

ラスチックもそれにそって動いているのではない

かと考えられた。 

 

5.2 Poly Density Bottle の理想形について 

 例えば密度の違うプラスチックを分離したいと

き，それが 5.1 の原理に沿って動ける密度であれ

ば，液層の収束を遅くするために塩化ナトリウム

添加量を約 3 g にすることで，そこからプラスチ

ックを回収しやすくなる。また，純粋におもちゃ

として扱うなら塩化ナトリウム添加量を約 4 g と

し，中間層を見えづらくすることで，プラスチッ

クの変化を楽しめるようにすればよいと考える。 

 

5.3 今後の展望 

使用する試薬の種類によって，混合溶液の状態

が大きく変わることも確認した。今後は溶媒と溶

質をそれぞれ変えて，その密度を量ることで扱え

るプラスチックの種類などを増やしていきたい。 
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陽極酸化による多孔質膜を有するアルミニウムの作製と着色 
Preparation and Coloring of Aluminum  

with Porous Layers by Anodic Oxidation  
長谷川  愛珠*，  成田  彰** 

 
 

1 目的 

希硫酸を電解溶液とした陽極酸化法により

アルミニウム表面に多孔質な酸化皮膜を生成

し，その孔を利用してカラーアルミを作成す

ることを目的とした。また，カラーアルミの

発色に関し，着色液と陽極酸化電圧を変化さ

せた酸化被膜との最適条件を検討した。 

 

2 概要 

 アルミニウムを陽極酸化すると蜂の巣状の

多孔性の酸化被膜（アルマイト）を形成す

る。孔の中に有機化合物や金属であれば規則

性を持って超微粒子状に分布するため，金属

の析出状態に応じて様々な色をする。本研究

では有機色素および無機色素であるプルシア

ンブルーを着色剤とした。 

                            

陽極酸化の化学反応式 

2Al＋3H₂O→Al₂O₃＋6H⁺＋6e⁻ 
 

3 実験 

3.1 使用試薬 

器具：ビーカー，リード線，直流電源装置 

材料：陽極／アルミニウム板(13×3 cm)，

陰極／アルミニウム(パンチング板)，紅茶，

緑茶 

薬品:硫酸(濃硫酸，2〜3 mol/L 硫酸)，水酸

化ナトリウム，コンゴーレッド，5 ％-ヘキ

サシアノ鉄(Ⅲ)酸カリウム，2 ％-硫酸鉄

(Ⅱ)水溶液 

 

3.2 カラーアルミニウムの作製 

(1)前処理：Al 板を 2 mol/L の希硫酸で，20

分間脱脂処理した後，１ mol/L の水酸化ナ

トリウム水溶液に 40 分浸漬して，エッチン

グ処理を行った。 

(2)陽極酸化処理：前処理を行った Al 板を各

種濃度の希硫酸電解液で 10.15.20V で 20 分

の陽極酸化を行った。 

(3)試料片の切断：酸化膜表面の評価および

同一酸化膜での着色剤による発色の違いを比

較検討するために，Al 板を１ cm の幅で４

つの試料片にシャーリングで切断した。 

(3)着色：4 本のビーカーにコンゴーレッド

溶液，緑茶，紅茶，ヘキサシアノ鉄酸[Ⅲ]カ

リウム(皿)酸カリウム水溶液を 10 mL ずつ入

れ，陽極酸化した Al 試料片を各溶液に入れ，

いずれも 60−70℃で数分浸した。水洗後，温

めた硫酸鉄(Ⅱ)水溶液に浸した後，精製水で

洗浄し余分なイオン種等を取り除いた。 

(4)封孔処理：試料片を沸騰水中に数分入れ

ることで酸化膜の穴の入り口を酸化膜で塞ぎ，

色素が孔から脱離しないようにした。 

 

3.3 カラーアルミの評価 

陽極酸化したアルミニウム試料片を走査型

電子顕微鏡(SEM)（日本電子 JSM-5300LV）

を用いて表面構造を観察した。また，紫外可

視吸光分析装置(UV-Vis)（日本分光 V-750）

を用いて，着色したアルミニウムの発色を評

価するために，可視光領域の波長 400～800m

の範囲で反射スペクトルを測定した。吸光度

を測定した。 

 

 
1       2      3 
1 陽極酸化処理を行い，アルマイト被膜 

を作製する。 

2 孔に塗料をしみこませる。 

3 封孔処理をする。   

図 1 陽極酸化皮膜の色素による着色原理  
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4 結果と考察 

4.1 陽極酸化したアルミニウム表面積構造 

 図２は，１ mol/L の希硫酸電解溶液中で

各種電圧で陽極酸化したアルミニウム表面の

SEM 像である。写真は 50，000 倍の SEM 写真

であるが，10 V には小さな孔を観察できた

が，20 V，30 V では孔を確認することがで

きなかった。硫酸電解質による酸化皮膜形成

は速く，細かな孔ができるという報告もある

ので，高電圧では緻密な膜のために孔が観察

できなかったものと考えられる。 

また，それぞれクラックができていた。こ

れは酸化膜が硬く脆いので，試料切断時力に

よって生じたものだと考えられる。 

 

4.2 着色した陽極酸化皮膜の吸光曲線 

  ヘキサシアノ鉄(皿)酸カリウム，紅茶で処

理したものは，電圧 10 V で陽極酸化された

酸化皮膜が最もよく着色した（図２，図３）。

このことは、図２の 10 V 処理の酸化皮膜の

孔が他に比べて明確に観察されたことから，

その孔に各色素分子がしっかり侵入し膜の発

色に寄与したと考えられる。 

 
図３ ヘキサシアノ酸(Ⅲ)カリウムで着色さ     

れた酸化皮膜の吸光曲線 

 

 

 

図４  紅茶で着色された酸化膜の吸光曲線  

図５  緑茶で着色された酸化膜の吸光曲線  

図６ コンゴーレッドで着色された酸化膜の 

吸光曲線 

 図５，図６からわかるように緑茶とコンゴ

ーレッドによる着色に関しては陽極酸化電圧

との相関関係は得られなかった。  
5 今後の課題 

着色液に浸漬せずに陽極酸化したままの試

料を 60℃～70℃の温水に入れるとピンク色

の光沢が観察されたのでこの現象についての

検討，各種陽極酸化の条件における酸化膜形

成の再現性の確認と玉ねぎなど様々な着色液

の効果を確かめたい。 

参考文献 
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(2) 米原牧子,熊井真次,磯野宏秋,杉林俊雄,井形 

直弘, 軽金属，56 巻，8 号，429-434 
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図 2  各種電圧による酸化皮膜の表面構造  
 

図 1 製作したアーム  
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調理条件が及ぼすゆで卵への味の染み込みの評価 
 

Evaluation of Taste-Soaking into the Boiled Eggs by Cooking Conditions   
 

生方  凜士*，渋谷  碧水*，中前  澄音*，豊前  太平** 
 
 

1 目的・動機 

本研究の目的は，卵の構造について知り，その

点を考慮しながら効率的に卵に味付けをすること

である。この研究で調理の利便性を向上させたい

と思う。 

 
2 概要・仮説 

卵は卵殻に気孔を持ち，内部で発生した炭酸ガ

スと外界の酸素との間でガス交換をする。そこで，

この気孔を通して調味液を染み込ませることで，

殻付きの状態での卵の調味が可能と考えた。 

Ⅰ 水道水ではない溶液を用いて調理すること

で，卵の染み込み具合が変化するのではないか 

Ⅱ ゆでるより，漬け込む方がよく浸透するの

ではないか 

先行研究を参考にし， 

Ⅲ溶液中のイオンが，卵殻を通過できるのでは

ないか 

ここで再度，殻に溶液を通過させようとした。

また，食紅の分子量では殻を通過することはでき

ないと考え，色素による確認ではなくイオンの検

出による確認を行った。 

Ⅳ圧力を加えれば殻を通過するのではないか 

 

3 方法  

3.1 ゆで卵を作る 

(1)標準のゆで卵の作製 

 冷蔵庫内の生卵を常温に戻し，100 ℃の水道水

に 8 分入れてゆで卵を作った。 

(2) 対照実験 

 生卵を 80 ℃，90 ℃で 8 分間加熱し，ゆで卵を

作製した。 

 標準のゆで卵の殻を剝き，時間を 8 分，16 分と

追加して，食紅溶液でゆでた。 

 溶質の卵への浸透を評価するために，卵の煮込

み溶液として，50%酢酸溶液，0.375mol/LNaOH 溶

液，飽和 NaCl 溶液，水道水，精製水，マルトース

溶液を用い，これらに食紅を入れ，標準のゆで卵

を殻なしで 8 分間加熱した。 

3.2 ゆで卵を漬ける 

 ゆで卵の殻を剝き，食紅溶液に漬け観察した。

また，溶液を 0.375mol/LNaOH 溶液と 50%酢酸溶液

に変えて漬け，観察した。 

3.3 殻の性質について調べる 

 殻に穴をあけ卵の中身を取り出し，精製水また

は寒天を入れ，バスボンドで蓋をした。 

(1) オートクレーブを使い圧力を加えて溶液の

浸透を促した。その中の一つに，NaCl 溶液の浸透

を確認をするため，上記の方法で殻の中に精製水

を入れた。その後，蒸発皿に中身を取り蒸発させ

た。また，AgNO₃を入れ観察した。 

(2) 上記の方法で中身を取り出した卵に，BTB 溶

液を溶解した寒天を入れ固め，0.375mol/LNaOH 溶

液に漬け置いた。その後，寒天を取り出し潰して

BTB 溶液を入れ観察した。 

(3) 上記の方法で中身を取り出した卵に精製水

を入れ，0.5mol/L MgCl₂溶液に漬けた。その後，

AgNO₃を入れ観察した。比較として，卵白と精製水

に AgNO₃を入れ観察した。 

(4) 生卵と殻付きゆで卵を二週間，醤油に漬けた。 

3.4 分析・評価手法 

写真を撮り，他の卵とどのように違うか比較し

た。（染み込み方，染み込み具合） 
試薬を入れ沈殿を作りイオンの確認を行った。 

 
4 結果 

4.3.1(2) 時間による食紅溶液の染み込みの変化

は見られなかった。溶質を変えてゆでた際には，

NaOH 溶液でゆでた卵は半透明でドロドロになっ

ており，酢酸溶液では白身に薄く色がついた。ま

た，精製水とマルトース水溶液では全く食紅が定

着せず，食塩水でゆでた際は標準のものとの変化

はほとんど見受けられなかった。 

4.3.2 溶媒を変えて実験を行ったところ，図 1 の

ようになった。酢酸に漬けた卵の表面には薄い膜

のような物ができた。NaOH 溶液では，浸透したが
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日がたつごとに白身が崩れやすくなった。その卵

に酢酸を入れて中和したところ，半透明から白色

に色づいた。 

図 1 各溶媒と漬けた時間の染み込み方の比較 

 

4.3.3(1)  取り出した精製水を蒸発させると白

い固体が得られた。 
4.3.3(2)   

 
 
 
 
 

図 2 BTB 溶液による呈色反応 

 寒天を卵殻から取り出した後，精製水に溶かし

て BTB 溶液を加え入れると，図 2 のように青く変

色した。 
4.3.3(3)   

    

精製水 卵白 
NaClaq に漬

けたもの 

MgCl₂aqに漬

けたもの 

図 3 AgNO₃による塩化物イオンの検出 

各溶液に AgNO₃を滴下したところ，図 3 のよう

になった。精製水と卵白に沈殿は発生しなかった

が，NaCl 溶液と MgCl₂溶液に漬け込んだ卵殻内の

精製水に白色沈殿が生成した。 

 
4.3(4) 殻付きの生卵とゆで卵を醤油に漬けたと

ころ，生卵の黄身には変化がなかったが，白身は

褐色に色づいた。ゆで卵は黄身の部分に変化はな

かったが，白身の部分が，全体的に薄く褐色がつ

いた。 

 
図 4 醤油に漬けた殻付き卵の様子 

 
5 考察 

 実験の結果から，卵殻は Cl⁻や OH⁻といったイ

オンを通すことができる。一方，食紅は卵殻を通

さないが，醤油を通すことができる。食紅は醤油

より大きな分子を持つことから，分子の大きさに

よって卵殻を通過できるものに制限があると考え

られる。 

 グルタミン酸ナトリウムは旨味成分として知ら

れる電解質である。これから生じる大き目なイオ

ンが，卵殻の通過に制限を受けるか検討する必要

がある。 

 酸性下では，たんぱく質が変化して膜を生成し

てしまうことから，中性下で調理することが最善

だと考えられる。さらに，染み込ませるには，長

い時間漬けることや，殻なしのゆで卵を用いて調

理することがよいと考えられる。 

 

6 今後の課題 

 今後の課題として，他のどの金属イオンが卵の

殻を通ることができるかを調べること。染み込む

速度を上げるための方法を模索すること。 

今後の展望として，卵の殻がイオンを通すこと

から，簡易なイオン交換膜のように利用できるの

ではないかと考える。 
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多孔質ガラスに酸化チタンを担持させた光触媒の作製と評価 

 

Preparation and Evaluation of the Porous Glass Supporting TiO₂ Photocatalyst 
 

林 成雄*，井村 聖樹*，岩間 玲史*，豊前 太平** 

 

 

1 背景・目的・動機・仮説 

 ここ数年で，光触媒を担持させた観葉植物や，

衣類やカーテン，スリッパ等に光触媒をスプレー

するような商品が売られているのを目にするよう

になり，光を利用して殺菌，抗菌，脱臭等の効果

を示すことに魅力を感じ，光触媒に興味を持つよ

うになった。本研究では，代表的な光触媒である

酸化チタン(Ⅳ)を多孔質ガラスに担持させ，有機

物を分解することを目的とした。多孔質は非常に

多くの細孔を有した素材であり，表面積が増える

ことで効率が上がると考えた。多孔質の材料にガ

ラスを用いたのは，様々な有機溶媒の影響を受け

ず，表面装飾が容易であるという特性を持つから

である。 

 

2 概要 

2.1 原理 

 光触媒とは，光エネルギーによって化学反応を

促進させる物質である。酸化チタン(Ⅳ)の場合は

紫外線を照射することで，非常に強い酸化力を持

つヒドロキシラジカル等を発生させ，有機物を分

解することが可能である。 

 

2. 2 使用試薬及び材料 

 ガラスカレット 

 炭酸カルシウム 

 ホウ酸 

 チタンテトライソプロポキシド(TTIP) 

 クエン酸 

 メタノール 

30 wt%-過酸化水素水 

 メチレンブルー 

 

 

 

3 方法 

3.1 多孔質ガラスの作製 

 ガラスカレット2.0 g, 炭酸カルシウム0.25 g，

ホウ酸 2.0 g を乳鉢で粉砕し，油圧プレス機を用

いてペレットに成形し，電気炉を用いて 650 ℃で

2時間焼成した。 

 

3.2 酸化チタン(Ⅳ)の担持 

 ゾル-ゲル法を用いて担持させた。TTIP，クエン

酸，メタノール，30 wt%-過酸化水素水を 0.17 g, 

0.4 g, 4 mL, 0.2 mL の割合で混合し，この溶液

の中に多孔質ガラスを，アスピレーターを用いて

減圧しながら浸した。この際，多孔質ガラスから

泡が出なくなったら一度取り出してドライヤーで

乾燥させ，再び溶液に浸す操作を 6回繰り返した。

以上の操作後，電気炉を用いて 500 ℃で 2時間焼

成した。 

 

3.3  光触媒性能の調査 

 多孔質ガラスに光触媒を担持させたものが光触

媒性を示すかを調査するために，色が視覚ではっ

きりわかるメチレンブルーを利用して実験した。

まず，簡易的な実験として，約 1.25×10⁻⁵ mol/L

のメチレンブルー水溶液を調製し，3 つのビーカ

ーに 50 mL ずつはかり取った。ひとつは酸化チタ

ン(Ⅳ)を担持させた多孔質ガラスを，もうひとつ

には何も担持させていない多孔質ガラスを入れ，

残りのひとつはブランクとした。これらに暗室内

でブラックライトを 4 日間照射した。 

 次に定量的な実験として，約 4.0×10⁻⁵ mol/L

のメチレンブルー溶液を調製し，上記の実験と同

様に 3 種類のビーカーを作り，これらに暗室内で

ブラックライトを照射し，1 日おきに吸光光度計

を使用して，メチレンブルーの最大吸光波長であ

る 665 nm で吸光度を計測した。なお，3日目から
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は上記のメチレンブルー水溶液を新たに用意し，

それに酸化チタン(Ⅳ)を担持させた多孔質ガラス

と何も担持させていない多孔質ガラスを浸し直し，

暗室で 4 日間放置したのち再度ブラックライトを

照射し始めた。 

なお，簡易的な実験で使用した酸化チタン(Ⅳ)を

担持させた多孔質ガラスは弱く吸引して担持させ，

定量的な実験で使用したものは強く吸引して担持

させた。 

 

4 結果と考察 

4.1 多孔質ガラスの作製 

 白色で発泡性の高い多孔質ガラスが得られた。 

 

4.2 酸化チタン(Ⅳ)の担持 

 加熱前は，酸化チタン(Ⅳ)担持処理のための溶

液（オレンジ色）の影響を受け，多孔質ガラスが

黄色く色づいた。これを空気雰囲気で焼成したと

ころ，多孔質ガラス全体が黒色に変化した。この

黒色は内部まで均一に達していたことから，酸化

チタン(Ⅳ)の担持は，多孔質ガラス内部まで行き

渡っていると考えられる。 

 

4.1 簡易的な実験 

 簡易的な実験を行った結果，ブラックライト照

射後の水溶液は，照射前に比べてメチレンブルー

の示す色が明確に消失した。このことから，光触

媒性能が発揮されたと考えた。 

 

4.2  定量的な実験 

 定量的な実験を行った結果，吸光度には図 1 の

ような変化を示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 初めに，暗室で 4 日間放置した(グラフ内では

日数 0 日の点）結果，何も担持させていない多孔

質を含むビーカー内のメチレンブルー水溶液(以

下[A]とする)の方が酸化チタン(Ⅳ)を担持させた

多孔質ガラスを含むメチレンブルー水溶液(以下

[B]とする)よりも，吸光度が高いことがわかる。

一方で，2 日から 3 日の間で，[A]と[B]における

吸光度が逆転した。つまり，[B]よりも[A]の方が，

吸着したメチレンブルーの量が多いことを示して

いる。このことから，酸化チタン(Ⅳ)を担持させ

た多孔質ガラスは吸着能力が減少していることが

分かった。また，ブランクについては日数の経過

が進んでも吸光度に大きな変化はないが，[A]及び

[B]についてはどちらも緩やかに減少した。すなわ

ち，[A]は多孔質としての性能は発揮しているが，

光触媒としての性能を失っている，または，多孔

質としての性能が少し劣った分，光触媒の性能が

相加的に吸光度を下げていると考えられる。 

 

5 今後の課題・展望 

 課題研究を通し，様々な工夫をしながら実験を

したが，定かでないことがまだたくさんある。定

量的な実験において，3 日目で吸光度が逆転した

理由はこの実験では明らかにならなかった。これ

は，多孔質ガラスに酸化チタン(Ⅳ)を担持させた

際，強く吸引したことによって減圧をやめたとき

に多孔質ガラスに大きな圧力がかかり，細孔が壊

れてしまったためと考えられる。また，図を見る

限り，光触媒としての性能を確認することは困難

であり，仮に光触媒性能を有していたとしても，

その能力はとても弱く，改善の余地がある。また，

酸化チタン(Ⅳ)を担持させた多孔質ガラスが完成

した暁には，試薬量の変更等を行って光触媒性能

をさらに強化し，分解効率を上昇させたい。また，

水に浮いてしまうので沈むようにして実用性を追

求していきたい。 
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図 1 メチレンブルー水溶液の吸光度の変化 
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酵母の発酵特性の分析とパン作りへの応用 

Analysis of Fermentation Characteristic of Yeast and 
Application to the Making of Bread 
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1. 目的 

 乾燥酵母に比べ，取り扱いが難しいと言われて

いる天然酵母の発酵特性を調べるとともに，野生

酵母を利用したパン作りへの応用を検討した。 

2. 概要 

2.1 天然酵母とは 

 微生物は原核細胞の真正細菌と古細菌，真核細

胞の真核微生物に分類でき，酵母は真核微生物の

中の高等菌類に属している。酵母に栄養源を与え

ると母細胞から小さな突起状の娘細胞が出芽し，

増殖する。その増殖過程で分泌されるのが発酵物

である。酵母は空気中や植物の表面など自然界の

いたるところにいて，発酵力の強い酵母だけを単

離培養したしたものがイーストと呼ばれ，自然の

栄養分で培養したものを野生酵母という。天然酵

母にはアルコール発酵をする酵母のほかに，乳酸

菌や酢酸菌などの細菌類も含まれ，発酵時に様々

な有機酸が作られることでパンの味や風味に深み

が出る。 
2.2 仮説 

 酵母を最適な発酵環境で発酵させることで野

生酵母特有の味や風味，栄養価があるパンを工業

的に培養したイーストのように作れるのではない

かと仮説を立てた。 

3. 使用酵母 

以下のような酵母を使用した(( )内は略称)。 

4. 実験方法 

4.1 YPD培地の作製 

ペプトン 20 g，イーストエキストラクト 10 g，
寒天 20 g を溶解し，オートクレーブ滅菌後、シャ

ーレに入れて冷却･固化した。 
4.2 電子顕微鏡での酵母の観察 

(1) 各酵母を遠沈管に入れ，0.5 mL の精製水を

加えて 4 ℃，15000rpm で 10 分間遠心分離し

た。 
(2) (1)で遠心分離した酵母に 20 %の t-ブチルア

ルコール 0.5 mL を加えて酵母内の水分を置換

後，15000 rpm で遠心分離した。同様に 40%，

60%，80%，100%の t-ブチルアルコールで置換

し遠心分離した。 
(3) 遠心分離した酵母を－28 ℃で冷凍後，フリ

ーズドライし，電子顕微鏡で 7500～10000 倍

で観察した。 
4.3  GYP培地の作製と天然酵母の大量培養 

(1) グルコース 12.0 g，ペプトン 3.0g，イース

トエキス 3.0 g を精製水 600 mL で溶解し GYP
培地を作った。 

(2) 50 mL のコニカルチューブにオートクレー

ブ滅菌した GYP 培地と酵母(ムクゲ，ヒイラギ

ナンテン，びわ)を入れて培養した。 
(3) 新たに，グルコース 30 g，ペプトン 5.0 g，

酢酸ナトリウム 5.0 g を精製水 1.0 L で溶解し

た GYP 培地を作りオートクレーブ滅菌し，(2)
で作った培養液をいれ大量培養させた。 

(4) 大量培養した培養液を遠心分離して酵母を

得た。 
4.3 pH変化による二酸化炭素の計測 

(1) スクロース 5.0 g，カメリヤドライイースト

5.0g，精製水 100 mL を混ぜ，0.300 mol/L ク

エン酸溶液と 0.10 mol/L 水酸化ナトリウム水

溶液で pH3～11 に調整した。 
(2) pH を調製後， 35℃の湯沿中で二酸化炭素を

捕集し発生量を測定した。  
 

酵母 特徴 

ドライイースト (KM) 日清 スーパーカメリヤ ドライイースト。 

ホシノ (HY) 日本古来の醸造技術を応用した発酵種。 

赤サフ (RD) サフ（仏・ルサッフル社）のインスタント ドライイーストの一種。 

金サフ (GD) サフ（仏・ルサッフル社）のインスタント ドライイーストの一種。 

生イースト (ND) 富澤商店の生イースト。 

とかち野 (TD) 十勝地方で採取されたエゾヤマザクラの果実から分離された酵母 

白神こだま (SD) 世界自然遺産・白神山地から発見された野生酵母。 

ﾋｲﾗｷﾞﾅﾝﾃﾝ (NY) 学校の庭に生えていた。 

ビワ (BY) 学校の庭に生えていた。 

ムクゲ(MY) 学校の庭に生えていた。 

表 1 使用酵母とその特徴 
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4.4 天然酵母パンの作製とその評価 

(1) ホームベーカリーでパンを作製し，そのパン

のサイズ(高さ)を測定した。 
(2) パンの白い部分(4×9×2 cm)をフリーズド

ライし，パンに含まれる水分量を計測した。 
(3) フリーズドライしたパンの断面(4 cm×4cm)

の気泡の数を調べた。 
(4) 引張試験機でパン耳上(3×3 cm)，下(3×3 

cm)，中(3×3×4 cm)の破断応力を測定した。 
5. 結果  

5.1 電子顕微鏡観察 

・ ドライイーストの直径は約 5 μm でホシノ天

然酵母の直径は約 3 μmだった。 

5.2 pH変化による二酸化炭素の変化 

 

図 3 pH による二酸化炭素発生量の違い 

・ pH を下げて酸性化にすると二酸化炭素発生

量が減少した。 
・ pH2～7 までは pH をあげると二酸化炭素発

生量は上昇しているが pH7～11 では二酸化

炭素発生量に変化が見られなかった。 
5.3 糖の種類による二酸化炭素発生量の変化 

 
 
 
 
 
 

 
図 4 ドライイースト・ホシノ天然酵母二酸化炭素発生量 
 
5.4 天然酵母パンの評価 

水分量が多いと気泡の数が少なくなった。 

表 3 パンの評価(気泡の数，膨らんだ高さ，水分量) 

酵母 気泡の数(個) 高さ(cm) 水分量(%) 

ドライイースト 268 13 24.19 

ホシノ 536 11 33.74 

赤（サフ） 426 11 40.23 

金（サフ） 256 11 41.44 

生イースト 472 12 22.62 

とかち野 336 11 27 

白神こだま 231 13 27.98 

6. 考察 

・ 発酵時，pH を下げすぎずに pH7～8 で発酵

開始させ，また酵母がよく二酸化炭素を発生

させる糖を使うことで短時間で発酵させるこ

とが出来ると考えられる。 
・ ドライイーストは，はちみつでよく発酵する。 
・ 酵母によってよく発酵する糖が違うため，酵

母にあった糖を使うことでより効率よく二酸

化炭素を発生させることが出来る。 
・ 天然酵母は，気泡の数が多く，パンに含まれ

る水分量が比較的多いといえる。 
7. 今後の課題 

・ さらに多くの天然酵母を培養してパンを作り

評価を行う。 
・ 酵母によって発酵する糖が違う理由を調べる。 
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表 2 糖類による二酸化炭素発生量の評価   

 酵母＼糖 グルコース フルクトース マルトース スクロース はちみつ

ドライイースト ◎ △ × ◎ ◎

ホシノ ◎ △ × ◎ ×

赤（サフ） × ◎ ◎ × ◎

金（サフ） ◎ △ × △ ◎

生イースト ◎ ◎ ◎ △ ◎

とかち野 △ ◎ × ◎ ◎

白神こだま △ ◎ × △ ◎

  
図 1 ドライイースト(左)とホシノ天然酵母(右) 
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コバルト錯イオン水溶液のサーモクロミズム 
Thermochromism of Cobalt Complex Ions in Aqueous Solutions  

 
石川  裕貴*，佐藤  翔太*，成田  彰** 

 
 

1 背景・目的・動機・仮説 

本研究の目的は，吸光光度法を用いてコバルト

錯イオン水溶液の温度応答（サーモクロミズム：

TC）の原理を検討することである。 

同様のテーマで課題研究 1)がすでになされてい

たが，彼らの取組では温度を一定に保つことがで

きず，測定された吸光スペクトルが不確かであ

る。    

今回は温度制御のできる紫外可視吸光分析装置を

用いることで，先行研究の再検討と吸光スペクト

ルを元に，新たな視点からの TC の検討を行う。 

 
2 概要 

2.1 原理 

錯イオンとは，金属イオンの周りに分子や陰イ

オンが配位結合することによって生成するイオン

である。錯イオンには特有の色を持つものが多い

が，これは金属原子の d 軌道のエネルギー準位

が配位により分裂し，分裂した電子軌道のエネル

ギー差が可視光のエネルギーと一致するためであ

る。この色は金属の価数や配位環境を反映して

様々な色に変化する。 

本研究で取り上げたコバルト(Ⅱ)イオンは，温

度変化によって溶液中で配位子の交換や配位数の

変化が変化することから溶液の色調が変化する。 

 

2.2 使用試薬 

 塩化コバルト６水和物，濃塩酸 

 
3 方法  

3.1 塩化物イオン濃度と水溶液の吸収曲線 

約 24 g の塩化コバルトを精製水に溶かし，1 
mol/Lの塩化コバルト水溶液 100 mLを調整した。

これをストック溶液とした。 

次に，この溶液から 0.5 mL をマイクロピペッ

トで採取し，各種濃度の希塩酸(2.0，4.0，6.0，6.5，
7.0，7.5，8.0，9.0 mol/L)25 mL と混合した。各

水溶液の，Co2+の濃度は 0.02 mol/L であった。 
 これらの溶液を紫外可視吸光分析装置 (UV-

Vis)(日本分光 V-750)で，20℃における吸光スペ

クトルを測定した。 

 
3.2 温度応答 

 3.1 で調整した溶液のうち，6.5 mol/L 塩酸に溶

かした溶液を測定装置にかけ，溶液の温度を 60，

50，40，30，20，10℃と低い温度方向へ変化させ

ながら，吸光スペクトルを測定した。次に，溶液

の温度を 10，20，30，40，50，60℃と高い温度方

向へ変化させながら測定を行った。 

 
4 結果と考察 

4.1 塩化物イオン濃度と水溶液の吸光高度曲線 

3.1 にて調整した溶液の吸収曲線を示す図１に

示す。吸光度の大きな 580～730 nm の波長範囲

(橙～赤)を「特定波長範囲」と呼ぶことにする。 

図１より塩酸の濃度が高くなるほど特定波長範

囲の吸光度が上昇していることがわかる。また，

特定波長範囲において，それぞれの吸光度曲線は

高さが異なるものの，特徴的なパターンを保った

まま推移している。 

 溶液の呈色は塩酸が 2～6 mol/L の範囲で赤色，

6.5 mol/L で紫色，7～9 mol/L で青色を示した。 
 つまり，塩化物イオン濃度が低いときは，水が

６つ配位子した錯イオンの吸光が反映された赤色

系の色を呈しているが塩化物濃度が高くなるにつ

れて以下のような配位子の交換がおき青色系の色

が強くなっていったものと考えられる。 

 
図１ 液中の塩化物イオン濃度と吸光度との関係 
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[Co(H2O)6]2+ + Cl- ⇄ [CoCl(H2O)5]+ 

[CoCl(H2O)5]+ + Cl- ⇄ [CoCl2(H2O)4] 

[CoCl2(H2O)4]+ + Cl- ⇄ [CoCl3(H2O)3]- 

[CoCl3(H2O)3]+ + Cl- ⇄ [CoCl4]2-+ 3H2O 

  

4.2 配位と温度応答 

 図 2 は，6.5 mol/L 塩酸に溶かした溶液の温度

を 60 ℃から温度を下げていった際の吸収曲線で

ある。一方，図３はどう溶液を 10 ℃から温度を

上げていった際の吸収曲線を示す。 

 いずれの図からも，温度上昇に伴い特定波長範

囲の吸光度も上昇していることが分かる。 

 また，吸収曲線の形状は図 1 の吸収曲線と酷似

している。 

以上のことから，高温であるほど，Co イオンに

配している水から塩化物イオンへの配位子の交換

が容易に進んでいくと考えられる。 

また，図 4 は図 2，図 3 の最大吸収波長である

690.5 nm の波長における吸光度をそれぞれの温

度においてプロットしたものである。 

 図４は溶液の温度 60 ℃の状態から 10 ℃毎に

温度を 10 ℃まで降下させ、次に 10 ℃毎に温度

を 60 ℃まで上昇させ、吸光度の測定の際には各

温度が安定した状態で行った。これは，溶液の温

度-吸光度の履歴曲線である。温度降下，上昇にお

いて各曲線はほぼ重なることから，錯イオン内の

配位子交換が可逆的に進んでいることを示す。し

かし，開始点である 60 ℃の吸光度と終点となる

60 ℃の吸光度には有意な差がある。これは、終点

の溶液が各温度で錯イオンに関する可逆反応が平

衡状態になった後に，順に温度が上がり 60 ℃に

至っているのに対し，開始点の溶液については常

温から 60 ℃に直接温度を上昇させたものである。

つまり，後者に関して温度を一気に上げたことに

より，配位子の交換と錯イオンの構造変化が平衡

状態に達しないままの吸光度測定となってしまっ

たことから，開始点の吸光度が下がっているもの

と考えられる。 

 
5 今後の課題 

4.2 で立てた仮説が正しい場合，たとえば図４

の測定開始時の 60 ℃は，同条件下で測定を繰り

返すと吸光度が上がっていくことが予想される。

したがって，今後の課題としては温度変化の向き

に伴う吸光度変化の違いについて詳しく調べてい

きたい。 
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図２ 6.5 mol/L の HCl 溶媒における温度応答①  

 
図３ 6.5 mol/L の HCl 溶媒における温度応答② 
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図４ 温度と吸光度の関係 
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水の電気分解における高効率な水素発生電解電極の作製と評価 
Fabrication and Evaluation of Highly Efficient Hydrogen Generating 

Electric Field Electrodes in Water Electrolysis 
荒木  大遥* 井上  皓博* 成田  彰** 

 
1 目的 

本研究の目的は，水の電気分解において安価な

材料で高効率に水素を発生することができる電極

触媒を作製し評価すること，および，電極触媒の

組成を変化することで触媒性能がどのように変化

するのか検討することである。  

 
２ 背景・動機 

材料科学，特に金属材料にとても興味があり，

関連するテーマを探していたところ，橋本らの研

究(1)ついて知った。昨今の地球温暖化への影響を

考慮したエネルギー事情も鑑み，次世代のクリー

ンエネルギーとして注目されている水素の発生に

大きくかかわるこの研究に大いに興味を持ち， こ
れに関連する課題に取り組むことにした。  

 

3 概要 

3.1 原理 

水溶液中で水は一部 H⁺と OH⁻に電離する。Ni

や Pt など触媒となる金属電極をいれ，電圧をか

けると両極で以下の酸化還元反応が起こる。 

4H⁺+4e⁻→2H₂ 

4OH⁻→O₂+2H₂O+4e⁻ 

この反応が起こる際，電解電極の種類によって反

応の効率は変わる。今回は文献(2)に提示された組

成の電解液を用いてニッケル基板に定電流電解法

で合金を析出させ電解電極を作成した。 

 

3.2 使用試薬 

電解液（NiSO₄ 1.07 mol/L，CoSO₄ 0.107 mol/L 

FeSO₄ 0.180 mol/L，MgSO₄ 0.498 mol/L， 

H₃BO₃ 0.485 mol/L，ドデシル硫酸ナトリウム（SDS） 

0.104 mol/L，リシン 0.125 mol/L) 

電極（陽極：Pt，陰極：Ni）， エッチング溶液（濃

硝酸と濃硫酸を 1：1 で混合したもの） 

 

4 実験方法  

4.1 電解液中の添加剤の評価   

(1) リシン，MgSO₄，SDS を含まない電解液，基

本の電解液をそれぞれ調製し， 2cm×5cm ニッケ

ルをマスキングし，1.5cm×1.5cm の正方形部分

を露出させて作製した基板をエッチング液で洗浄

した後，50 A/m² の定電流密度で 3時間電析を行

った。 
(2) 作製した電極を，X 線回折装置 (RIGAKU 
Mini Flex-600)を用いて分析し，得られた X線回

折図形によりその組成を定性的に確認した。また，

これを 基にそれぞれの添加剤の役割を評価した。 
(3) 基本の電解液で得られた電極を，装置(ポテン

ショスタット NIKKO KEISOKU NPGS-2501，
ファンクションジェネナレータ  HOKUTO 
DENKO HB-111)， 銀塩化銀標準電極を用いて水

素過電圧を測定し，水素発生効率を評価した。 
 
4.2 Cu²⁺を添加しての電極の作製 
 0.125 mol/L となるように CuSO₄を添加した電

解液を調製し，4.1 と同様に電析，分析を行った。 

 
4.3  電流密度を変えての電極の作製 
 100 A/m²，25 A/m²，11.11 A/m²の電流密度で電

解時間をそれぞれ 1.5時間，6 時間，13.5時間と

して，析出する合金膜の厚さが同じようになる条

件下で電析させた。 

 
5 結果と考察 

5.1.1 添加剤の電着時における役割 

 参考文献をもとにした電極と，特定の溶質を抜

 

  
図１ 電極の写真 

 
図２ 添加物を変化させた膜の X線回折図形  

① Std.Alloy ② SDS free 

③ Mg²⁺free ④ Lysine free 
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いて作製した電極との表面の違いを図 1，X 線回

折図形を図２に示す。リシンなしの電析膜では明

確なピークと他の小さなピークも Ni 由来のもの

であることから，Ni のみ電着したことが分かった。

これはリシンを除いたことにより溶存酸素により

Fe2+が Fe3+に酸化され，電析されなくなったと考え

られる。また，図 2 から MgSO₄もしくは SDS を除

いた場合，電極の表面状態が悪くなった。このこ

とから MgSO₄と SDS には電析時の表面状態を良く

する役割があることが分かった。 

5.1.2 触媒としての性能の評価 

基本的な合金電極，Pt，Ni の水素過電圧の測定結

果を図 3 に示す。この図より，基本的な電極は Pt
とほぼ同じ性能を発揮することが確認できたこと

から先行研究の電極をうまく模倣できたと言える。 

 
5.2 Cu²⁺を入れたことによる影響 
 図 4 と図 5 に CuSO₄を入れて電着した電極，

電流密度を変えた電析膜の X線回折図形と水素

過電圧の測定データを示す。図４より参考文献を

もとに作製した膜と電解液に Cu2+を加えた電析

膜の回折図形が同様であったことから，合金膜中

に Cu を導入できなかったことが分かった。 

また，Ni によるピークが高くなり他のピークが低

くなったことから，Ni が優先的に電析し他の金属

が析出し難くなったと思われる。図５から水素発

生効率は，参考文献をもとに作製した電極に比べ

かなり劣ることが分かった。これは Fe，C があま

り電析しなかったことで，電極の組成のバランス

が悪くなってしまったことが原因だと考えられる。 
 
5.3 電流密度による電極の変化 
 図４からこれらの電極は Ni のピークが低くな

っていることから，Ni はあまりつかず Fe などが

比較的多くついたことが分かった。さらに，最も

参考文献の電極に近い組成を持った⑤の電極が最

も水素発生効率が良かった。また，Ni が特につい

ていなかった②の電極の効率が良くなかったこと

から Ni が触媒のなかでも大きな役割を果たすと

考えられる。しかし，5.2 で得られた Fe，C があ

まり電着しなかった電極の効率もまた良くなかっ

たので，組成のバランスも水素発生効率を変化さ

せる大きな要因であると言える。 
 
6 今後の課題 

 実験データにさらに関連性を見出すため 

・さらに多くの電流密度で電着を行う 

・Ni 以外の他の基板を用いて電着を行う 

・銅以外の他の金属を添加して電着を行う 

など条件を変えて実験を行いたい。また見出した

関連性から，さらに効率の良い水素発生電解電極

の作製方法を予測し作製していきたい。 
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図 3 各種電極の水素過電圧 
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陽極酸化における多孔質膜を有する  
アルミニウム板の作製とポリフェノールによる発色強化 

Preparation of Aluminum with Porous Layers by Anodic Oxidation 
and Investigation of the Color Developments Enhanced with Polyphenol 

 
宇田川  英恵* 成田  彰** 

 
 

1 目的 

 カラーアルミは，一般に陽極酸化法によりアル

ミニウム表面に多孔質な酸化被膜を形成し，その

孔に金属や着色材を封入することで得られる。一

方で，酸化被膜の膜厚を制御することで，発色さ

せることができる。この発色した酸化被膜に対し，

ポリフェノールを作用させることで，発色の強化

が期待されることから，膜の制御とポリフェノー

ルの発色強化について検討した。 
2 概要 

2.1 原理 

陽極酸化とは，金

属を陽極として電解

溶液中で通電するこ

とで，金属表面に酸

化被膜を生成させる

ことをいう。アルミ

ニウムを陽極酸化さ

せると，ハチの巣状の多孔質膜を作製でき，印加

電圧や電解質溶液の濃度によって，見る角度によ

って色が異なる発色した酸化被膜を得ることがで

きる。これは多孔質膜の微細な凸凹により，反射

してくる光が複数あるためである。 

 

2.2 使用試薬 

 3 mol/L-硫酸水溶液，1.5 mol/L-水酸化ナトリウ

ム水溶液，1.0 mol/L-硝酸水溶液，0.2，0.4，0.8，
1.2，1.6 mol/L-リン酸水溶液，エタノール，紅茶

（ウバ,アッサム,ダージリン,アールグレイ,セイ

ロンオレンジ），コーヒー，赤ワイン，抹茶，玉ね

ぎの皮，三井農林グループの高濃度カテキン末 

 
3 方法  

3.1 前処理 

アルミニウム板（50 mm×25 mm×1.0 mm）を濃

硫酸（3.0 mol/L）に 10 分間浸清し，脱脂処理を

行った後，精製水中で 16 kc/s 以上の超音波によ

り超音波脱脂を行った。さらに，水酸化ナトリウ

ム水溶液（1.5 mol/L）で 20 分間エッチング処理

をし，硝酸（1.0 mol/L）に 2～3 分浸漬すること

でクラック処理をした。さらに超音波脱脂を行い，

エタノールで洗い流した。 

 
3.2 陽極酸化 

アルミニウム板を陽極，ステンレス板を陰極と

して，電解溶液であるリン酸水溶液を 0.2，0.4，
0.8，1.2，1.6 mol/L と変化させ，また印加電圧を

15 から 60 V まで 5 V ずつ電圧を変化させて陽極

酸化を行った。 

 
3.3 発色強化 

 陽極酸化して発色したアルミニウム板を，15 分

抽出した紅茶や抹茶，コーヒー，赤ワイン，煮詰

めた玉ねぎの皮の染色液などに浸漬した。 

 

3.4 封孔処理 

 試料を沸騰水に 4 分間浸け込むことで，孔を塞

ぐ封孔処理を行った。 

 

3.5 評価 

 陽極酸化したアルミニウム板を，走査型電子顕

微鏡(SEM)で膜の表面構造を観察し，陽極酸化処理

条件の違いによりどのように変化するのか比較検

討した。また，紫外可視吸光分析装置(UV-Vis)で，

一次電解発色したアルミニウム板と，発色強化さ

れたアルミニウム板の色を評価した。 

 

4 結果と考察 

4.1 濃度と電圧による多孔質膜の比較 

リン酸水溶液の濃度が低く，電圧が小さと膜表

面の孔の径が小さくなり，孔と孔との間隔が均一

になった。一方，電解液の濃度が高く，電圧大き

図 1 色の見え方の模式
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いと，孔が重なり荒くなった。 

また，一次電解発色をしたのは，リン酸水溶液

の濃度と電圧が 0.2 mol/L で 20 V，0.4 mol/L で

15 Vと 0.4 mol/L で 20 Vの時で，それぞれ薄い

緑やピンク色をしていた。そこで，最もピンク色

の発色が良かった試料(図 2)の発色強化を試みた。 

図 2 リン酸水溶液 0.4mol/L,電圧 20V の多孔質膜 

 

4.2 UV-Vis による発色度合い評価 

発色強化の度合いは，ウバとアッサムが，最も

見た目の色が強調され，板の正面から見るとピン

ク色，角度を変えると薄い緑色に見えた。 

図３は、リン酸水溶液の濃度 0.4 mol/L 印加電 

圧20 Vで陽極酸化して一次電解発色したアルミニ

ウム板の酸化被膜(0.4M20V)と，アッサムティーに

10 分間(T-10）または 20 分間(T-20)浸漬した酸化

被膜の反射率曲線である。0.4M20Vは，680 nm（ピ

ンク色），540 nm（緑色）と 340 nm（青色）付近

の反射率が高い。ピンク色と緑色に見えることの

証左である。一方、茶に浸漬した試料（T-10，T-20）

の反射率曲線が示すように，一次発色のアルミニ

ウム板のそれよりも反射率の高低差が明確であり，

ピンク色と緑色が強化されていることがわかる。 

  

アッサムとウバはポリフェノールの一種である

カテキン類が多く含まれることから，発色強化の

要因はポリフェノールで，より大きく作用するの

はカテキン類だと考えられる。 

 そこで、カテキン類は高温の方が抽出されやす

いことから，アッサムとウバをお湯で抽出した紅

茶に浸漬したものと低温で 7 時間ほど抽出した紅

茶に浸漬したものとを比較したところ、前者の発

色がより明確であったことからカテキン類が発色

強化の要因であるといえる。 

 

4.3 カテキン類による発色強化 

 普通の紅茶よりカテキンの濃度が 30 %以上と高

い高濃度カテキン末 3.0 gを 150 ml の湯に抽出し

たカテキン茶に時間を変えてアルミニウム板を浸

漬したところ，図４で示すようにカテキン茶に浸

漬したものの反射率が，赤色部分と青緑色の部分

でより高くなっていることから，カテキン茶に浸

漬したことで発色が強化されたことが分かる。ま

た、浸漬時間が 10 分(T-10), 20 分(T-20)，30 分

(T-30),40 分(T-40)と長くなる程，色が強化され

た。カテキン類が多孔質膜に多く入り込程，ピン

ク色と緑色が強化されると考えられる。 

 

 

5 今後の課題 

どのような物質が多孔質膜に侵入し，発色強化

しているのか確定できなかったので，各茶の抽出

液を薄層クロマトグラフにより成分分離するなど

して検討したい。また，その物質がどうして多孔

質膜に入り込むことも解明したい。 
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酵母を利用した環境に優しい金属吸着剤の開発 

 
Development of Environmentally Conscious Metal Adsorbent Using Yeast 
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1 目的 

本研究では環境汚染原因物質である有害な重金

属を安全な酵母を用いて吸着除去することを目的

とした。具体的には，Cu²⁺や Pb²⁺などの金属の

酵母による吸着に最適な pH の検証を行った。ま

た，吸着剤として利用した酵母を効率良く回収す

るため，固定化酵母による吸着除去を検討した。 

2 原理・仮説 

実験で用いるパン酵母は出芽酵母の一種で，増

殖が早い。細胞壁は，多糖と蛋白質の複合体で構

成された多孔質構造(図 1)になっている。 

 
図 1 出芽酵母細胞壁の構造 

酵母の吸着能は液相の pH によって変化する。

細胞壁は正と負の電荷を帯びており，酵母細胞の

等電点である pH5.2～6.4 を境に細胞表層の荷電

状態が変化する。等電点より酸性側の pH では細

胞表層が正に帯電し，塩基側の pH では負に帯電

する。そのため，負に帯電している状態では陽イ

オンが吸着する(図 2)。そこで仮説として，pH の

値が高いほど細胞表層の負電荷密度が増し，金属

イオンの吸着率が上がるのではないかと考えた。 

 
図 2 細胞表層の荷電状態 

3 方法 

3.1 YPD培地の作製と培養 

⑴ 純水約 900 mL にグルコース 20 g,ハイポリペ

プトン 20 g,ドライイーストエキストラクト 10 g,

アガー20 g(寒天培地のみ)を加え，加熱溶解した。 

⑵ オートクレーブにて滅菌処理を行い，シャーレ

に培養液を流し込み冷やし固めた。 

⑶ クリーンベンチ内にて火炎滅菌した白金耳で

酵母(生イースト)の懸濁液を寒天培地に塗布した。 

⑷ 4 日後に生じてきたシングルコロニー(図 4)を
単離して液体培地に植菌し，振とう培養を行った。  

    

図 3 培地のコロニー   図 4 パン酵母の SEM 画像 

3.2 金属イオン緩衝液の調製 

⑴ pH7 と pH9 のトリス塩酸緩衝液,pH5 のリン

酸緩衝液と酢酸緩衝液を調製した。 

⑵ 400 ppm の Ni²⁺，Cu²⁺，Pb²⁺イオン溶液を調

製した。 

⑶ ⑵のイオン溶液を⑴で調製した緩衝液で 50 倍

希釈し，約 8 ppm とした。 

3.3 吸着実験 

⑴ 分光光度計(TAITEC SP20+)で酵母の光学密

度を測定した後，酵母を含む培養液をマイクロチ

ューブに 2 mL ずつ採取した。7500 rpm で 5 分

間遠心分離し，上澄み液を捨てて酵母を回収した。 
⑵ 酵母に金属イオン緩衝液を加えて懸濁させ，

200 rpm で振とう機にかけて吸着を行った。 

⑶ サンプリングは 5,10,15,20 分の 4 回実施し，

15000 rpm で 2 分間遠心分離した。上澄み液を採

取した後，原子吸光光度計(SEI-KO SAS7500A)

にてそれぞれ溶液の吸光度を測定し，残存金属イ

オン濃度を算出した。 

3.4 酵母の固定化 

⑴ アルギン酸ナトリウム 5 g を精製水 200 mL に

加熱溶解した後，酵母を懸濁させた。 

⑵ 塩化カルシウム溶液に⑴を滴下し，アルギン酸

カルシウムゲルにより包括固定化した，固定化酵

母を作製し，吸着実験を行った。
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4 結果と考察 

4.1 各種金属イオンと pHの関係 

図 5 より，どの金属イオンでも，またどの pH
の場合でも，開始 10 分間での吸着速度が速く，多

く吸着していた。吸着しやすい pH は金属イオン

によって異なっていることが分かった。特に pH5
での Pb²⁺濃度は急激に減少しており，pH5 で用

いたリン酸緩衝液が影響しているのではないかと

考えられる。また，pH5 酢酸緩衝溶液での Pb²⁺の
吸着も行った。その結果を以下の図 6 に示す。 

 
図 6  pH5 酢酸緩衝液と pH5 リン酸緩衝液 

における Pb²⁺の吸着 

pH5 酢酸緩衝液を用いた場合の Pb²⁺の吸着量

は pH7,9 より多いものの，リン酸緩衝液よりも少

なかった。リン酸緩衝液を用いた場合のみにこの

現象が見られた。リン酸緩衝液下で吸着した Pb²
⁺と酵母の状態を観察するため，金属イオンを含ま

ない pH5 のリン酸緩衝液で酵母を懸濁し，3 日間

置いた。3 日後，Pb²⁺を含んだ酵母が乳白色から

褐色に変化していた(図 7)。酵母の腐敗や死細胞

により変色することはないため，細胞内外で Pb²
⁺とリン酸による化学変化が起きていると考えた。 

          
図 7 リン酸緩衝液で懸濁・遠心分離後の酵母 

（左：Pb²⁺なし  右：Pb²⁺あり） 

そこで，Pb²⁺の細胞表層への吸着を確認するた

め，0.1 mol/L 塩酸を 1 mL 加えて強酸性下にし

た。20分後に遠心分離で酵母を除き，溶液中の Pb²

⁺濃度を測定したところ，0.6 ppm から 5.09 ppm
に増加していた。このことから，塩酸により細胞

表層が正に帯電し，酵母に吸着していた Pb²⁺が脱

離したと分かる。よって，Pb²⁺は酵母の細胞表層

に吸着されていたと考えられる。 

4.2 固定化による吸着量 

図 8 は酵母を固定化してから 5 日後に行った

pH5,7,9 における吸着実験の結果である。

 
図 8 アルギン酸ナトリウムでの固定化酵母 

による Ni²⁺の吸着 

固定化した吸着剤には pH 依存性はあまり見られ

なかった。固定化した酵母よりアルギン酸ゲルの

みの方が Ni²⁺の吸着量が多いのが分かる。アルギ

ン酸ゲルの膜が薄いと振とう時に破壊されてしま

うため，高強度でゲルを調製した結果，Ni²⁺が浸

透しなかった可能性がある。また，ゲル内に残っ

ていた Ca²⁺や Na⁺が Ni²⁺と置換し，結果として

ゲル自体が Ni²⁺を吸着してしまったのではない

かと考えられる。 
5 今後の課題 

リン酸と Pb²⁺の酵母細胞内外での関係性を調

査し，酵母の高効率回収に応用する。固定化酵母

による吸着では，振とうによる吸着ではなくカラ

ム吸着など他の吸着法を実施する。また，酵母の

固定化における材料を検討する。 
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図 5 金属イオン濃度の変化（左：Ni²⁺ 中央：Cu²⁺ 右：Pb²⁺） 
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1 背景・目的・動機・仮説 

 先行研究から，トマトやキュウリの果肉内で種

子が発芽しないのは，果肉が持つ pH緩衝能による

ことが明らかになった 1)，2)。また発芽に要するエ

ネルギーは，種子内で生成する糖から得られると

されているが，発芽抑制を受けた種子からは糖が

溶出し，発芽に利用できないことが示唆された 3)。

本研究は，発芽抑制の有無に伴う種子内の還元糖

の量を，定量的に評価することを目的とした。 

 

2 概要 

2.1 試料 

 校内で採取したアサガオの種子(30 個)と，スイ

カ(青森県産ミニ黒太陽)の果肉から採取した種子

(50 個)を使用した。 

 

2. 2 試薬 

 還元糖検出試薬の調製に，0.02 mol/L-過マンガ

ン酸カリウム(KMnO4)溶液，炭酸ナトリウム

(Na2CO3)，DNS 試薬の調製に 3,5-ジニトロサリチ

ル酸(DNS)，水酸化ナトリウム，酒石酸ナトリウム

カリウム四水和物を使用した。 

 

3 方法 

3.1 溶液の調製 

 0.1％KMnO4・2％Na2CO3混合溶液 4)，DNS 試薬 5)，

0.010～0.050 mol/Lの 5種類のブドウ糖溶液を調

製した。 

 

3.2 検量線の作成 

 DNS 試薬 1.2 mL を入れた試験管に，各濃度に調

製したブドウ糖溶液 0.1 mL を加え，沸騰水中で 5 

min 加熱した後，氷水中で冷却した。これに精製

水 4.0 mL を加えて混合し，紫外可視近赤外分光

光度計(日本分光，V-750)を用いて，535 nm にお

ける吸光度を測定した。 

 

3.3 0.6％寒天培地の作製 

 標準緩衝液(pH 6.86)に寒天粉末を加え，127℃

のオートクレーブで 10 min 滅菌したものをシャ

ーレに移し，冷却・固化した。また，精製水を用

いて同様に培地を作製した。 

 

3.4 種子の処理 

 アサガオの種子の濃硫酸処理，流水洗浄を各 1 

h 行った 6)。その後，6％次亜塩素酸ナトリウム溶

液を用いて滅菌処理を 10 min 行った。また，スイ

カの種子については滅菌処理のみを行った。 

 

3.5 還元糖の定量と検出 

 １つの培地に，アサガオの種子は 3 個，スイカ

の種子は 5 個ずつ播種し，30 ℃のインキュベー

タ内に設置した。時間の経過ごとに，培地から取

り出した種子を 5 mL の精製水を加えてすり潰し，

遠沈管に移した。超音波洗浄機で 10 min 溶解さ

せた後，遠心分離機で 11000 rpm，10 min 処理し

た。得られた上澄み液を用いて，「3.2 検量線の作

成」と同様の操作で吸光度を測定した。種子を取

り除いた培地には，還元糖検出試薬を吹きかけて，

様子を観察した。 

 

4 結果と考察 

4.1 アサガオの種子 

 緩衝液培地上の全ての種子で発芽が抑制された。

経過時間 45.63 h～93.40 h において，精製水培

地上の全ての種子で発芽が確認された。播種後の

経過時間 5 min，21.63 h，45.63 h，93.40 h に種

子内の還元糖の定量を行った結果を示す(図 1)。

また，経過時間 93.40 h に，培地に還元糖検出試

薬を吹きかけた様子を示す(図 2)。 



 
材料科学・環境科学・バイオ技術分野 

 図 1，2より，緩衝液培地上の種子内の糖の量は

ほとんど変化しなかったことと，糖が種子周辺に

溶出したことが分かる。したがって，糖が発芽に

使われずに溶出したと考えられる。精製水培地上

の種子は，発芽前後で種子内の糖の増減が見られ，

種子周辺にはほとんど糖は溶出しなかったことが

分かる。したがって，発芽に伴い生成した糖がエ

ネルギーとして消費されたと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 スイカの種子 

 緩衝液培地上の全ての種子で発芽が抑制された。

経過時間 173.50 h～197.00 h において，精製水

培地上の一部の種子で発芽が確認されたが，一部

の種子では発芽が見られなかった。また，どちら

の培地上の種子も，還元糖検出試薬との反応が見

られなかった。これらは滅菌処理による影響だと

考えられる。播種後の経過時間 5 min，148.83 h，

173.50 h，197.00 h にスイカの種子内の還元糖の

定量を行った結果を示す(図 3)。 

 図 3 より，両方の培地上の種子で，種子内の糖

の増減が見られた。精製水培地上の種子内の糖は，

増加前よりも減少後の量の方が多いが，これは一

部の種子しか発芽しなかったためだと思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 今後の課題 

 滅菌方法を検討し，精製水培地上でスイカの種

子が全て発芽できるようにしたい。 
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図 1 経過時間とアサガオの種子内の還元糖の

物質量の関係 

図 2 経過時間 93.40 h に培地に還元糖検出試

薬を吹きかけた様子(左：緩衝液，右：精製水，

丸の部分に還元糖が検出された。) 

図3 経過時間とスイカの種子内の還元糖の物

質量の関係 
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ಖᣢࡍእẆ࡞࠺ࡢᙺᣢࢡࢸ࣮ࣗࡘ

࡚ࡋⰍ⬺࡚ࡗࡇ࠺⾜㸪⬺Ⰽ⣲ࡁ㛤ࣝ

ᵓࡢ㸪ẟ㧥⌮ฎࢳ࣮ࣜ㸪࡚ࡗࠋ࠸

㐀ࡀኚ㸪ࢡࣃࣥࢱࣥࢳࣛࢣ㉁ኚᛶ

 ࠋ࠼⪄ࡓࡋపୗࡀ㸪ᛂຊ್ࡓࡓࡋ
 
 ᙳ㡪ࡢᯫᶫ࣮ࣝࣟࢭࣜࢢ 4.5

ᾮ⁐ࣥࢳࣛࢣ๓ࡢ⇱ࡢᐜჾ࡛ࣥࢥࣜࢩ 

ᑐ࡚ࡋ 2 wt%ࡢྜ࡛࣮ࣝࣟࢭࣜࢢΰྜࡋ㸪

ࡣࡢࡓࡗ⾜ᯫᶫࠋࡓࡏࡉ⇱ 60.72 N 㧗᭱ࡢ

ᛂຊ್ࡋ♧㸪Longẚ࡚㠀ᖖ㧗್࠸♧

㠌ᛶ࠸㸪㧗࠼ຍᛂຊ್࠸㸪㧗ࡓࠋࡓࡋ

ᐩ࠾࡛㸪᭤ࡆヨ㦂ࡢ㝿ᛂຊヨ㦂ᶵࣛࡀ

ࡀࡓࡋࠋࡓࡗ࠶ᙧ࡛ࡃ࠸࡛㎸ࢡࢳࢫ

ࢳࢫࣛࡢࡣࢡࢳࢫࣛࡓࡗ⾜㸪ᯫᶫ࡚ࡗ

࡛ࡅࡔホ౯᪉ἲࡌ㸪ྠ࡛ࡢ࡞␗ࡃࡁࡀᛶ㉁ࢡ

ホ౯ࡢ㠌ᛶ㸪ᘬᙇヨ㦂࠼⪄࠸࡞ࡣ㐺ษ࡛ࡣ

㸦ᅗࠋࡓࡗ⾜ 3㸧ᘬᙇヨ㦂࡛᭱ࡢ㧗ᛂຊ್ࡣ 5.37 N
ᙧ࡚ࡗᙇࡗᘬࡣⅬࡁࡍホ౯≉ࠋࡓࡋ♧

㛫ࡢ⛊ 587.9 ࡛⮳᩿◚࡚ࡋኚࡀ≦

ࣟࢭࣜࢢ㸪࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡓࡗ࠶Ⅼ࡛࠺࠸ࡓࡋせ

࣮ࣝᯫᶫࡢࢡࢳࢫࣛࡣ㠌ᛶࡇࡏࡉୖྥ

㛵ࡣ࡚ࡋຠᯝⓗ࡛ࠋ࠼⪄࠶ 

 
ᅗ 3 ᘬᙇヨ㦂 

 
4.6 ᨩᢾࡢ᭷↓ᙉᗘኚ 

ẟ㧥⁐ゎࡏࡉ㐣⛬࡛ࡢᨩᢾࡢ᭷↓ᙳ㡪

 N 13.33 ࡣ㧗ᛂຊ್᭱ࡢࡢ࠸࡞ࡋᢾ᧠ࠋࡓࡋㄪᰝ
ᦶ㸪᧠ᢾࡣࡇࠋࡓࡗ࡞ᯝ⤖࠸㧗㠀ᖖ

ᦆࡢ㉁ࢡࣃࣥࢱࣥࢳࣛࢣⓗせᅉ⌮≀ࡢ࡞᧿

യࠋ࠼⪄ࡔࡢࡇࡓࡗ࡞ࡅཷ 
 
4.7 㐲ᚰศ㞳ฎ⌮ࡢ᭷↓ᙳ㡪 

 ⁐ゎᚋ㸪㐲ᚰศ㞳ࡎ⾜ṧ´ᅛయṧࡓࡋ

ࡢࡓࡗ⾜㐲ᚰศ㞳ࡣᛂຊ್᭱ࠋࡓࡏࡉ⇱

ࠋࡓࡋ♧್࠸㧗ࡣ࡚ࡋ㛵㸪㠌ᛶࡀຎ

㐲ᚰศ㞳⣧≀ࡢ㝖ཤࡎࡉࡀ㸪ࡢࣥࢳࣛࢣ

ྵ᭷⋡ࡀపୗࠋ࠼⪄ࡔࡢࡇࡓࡋ 
 
4.8 ẟ㧥ࡢῧຍᙳ㡪  

 㐲ᚰศ㞳ᚋࣥࢳࣛࢣࡢ⁐ᾮẟ㧥┤᥋ຍ࡚࠼

㧗᭱ ࠋࡓࡗ⾜ᛂຊ ᐃࡢࢡࢳࢫࣛࡓࡏࡉ⇱

ᛂຊ್ࡣ 11.85 N Ꮡ࡛≦⥔⧅ࡀẟ㧥㸪ྵ࡞

ᅾ࡛ࡇࡍ⿵ᙉࡢാࡋࡁ㸪ᛂຊᙉᗘࡀቑຍࡋ

 ࠋ࠼⪄ࡓ
 
5 ᚋࡢㄢ㢟 

Na2S aq Ⰽ㛵ಀᛶࡢᙉᗘࡢࢡࢳࢫࣛᗘ⃰ࡢ

ⰍࡢࢡࢳࢫࣛࡍᑐⰍࡢẟ㧥ࡢཎᩱࠋኚࡢ

ཱྀษࡢูࡢᮦᩱရ㉁ࡢࢡࢳࢫࣛ㸪࡞౫Ꮡࡢ

 ࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋㄪᰝኚ
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