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水の二重構造を考慮した水中の浮力に関する新規分子モデル
大谷高等学校 （科学部）
吹田瑞希・大本理子・金沢 真
指導教員：森 展之
研究概要
私達は水中における浮力の起源について、分子衝突理論に基づく説明を試みた。水分子同士が
高密度で近接している液体においては、水素結合を含む分子間力や分子間の衝突、分子の排除体
積を無視できない。また、水には低密度のクラスターと高密度のランダム配向分子による二重構
造も存在する。本研究ではまず、これらを含まない単純分子衝突理論に基づく水中の浮力の計算
から出発し、その限界を明らかにした上で、重力場における水分子の数密度勾配が分子間衝突及
びクラスター構造によって緩和されるのを補って、①分子間相互作用エネルギーによる衝突エネ
ルギーの増大、②排除体積の増加による１分子当たりの衝突頻度の上昇、③クラスター構造の減
少に伴うランダム配向分子の増加が、物体の下面での分子衝突を増し、浮力の原動力となりうる
ことを示した。特に、第一原理分子軌道法による計算結果は、１分子（１クラスター）あたり、
平均運動エネルギーの最大 1.4 倍のエネルギーが衝突に上乗せされる可能性を示した。

第一原理計算（MP2/cc-pVTZ 法）によるクラスター－水分子間の相互作用ポテンシャル図。
中は MP2 計算で用いた水分子の配置図で、白矢印の向きに酸素原子間距離を変化させた。
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１．背景と目的
水中の浮力の起源については、日本の教育界において 1960 年代から論争があった。いわく、
「水
底に密着した凹凸のない物体にも浮力が生じるのか」[1]-[3]。衝突理論から考えると、密着した物体
に浮力は生じない。私達の研究は、この論争に理論的決着を付けることが目的である。しかし水
中の浮力のメカニズムは、以前に私達が衝突理論で証明した大気中の浮力[4] ほど単純ではない。
水中では分子同士が高密度で近接しているため、水素結合を含む分子間力や分子間の衝突、及び
分子の排除体積を無視することができない。また、水素結合で正四面体形にクラスター化した低
密度の部分と、相対的に密度の大きなランダム配向部分の二重構造を持つことが、近年明らかに
されている[5]。二重構造は粘性等の物性に影響を与えている[6]-[7]が、壁面への分子衝突が分子論的
には浮力の起源であることを考えると、浮力にも関係すると考えられる。私達の知る限り、水中
の浮力の起源について、水の二重構造と絡めて分子衝突理論で考察した例はない。
２．計算方法
水分子の密度勾配については、重力場における分子のボルツマン分布モデルと、4 ℃での圧縮
率をもとにした Macdonald の水の状態方程式[8]-[9]による計算を行い、結果を比較した。分子間相
互作用エネルギーについては、レナード・ジョーンズポテンシャルによる予測を行った上で、
MP2/cc-pVTZ 法による高精度で定量的な見積もりを行った。
分子軌道計算プログラムには 32bit 版
Gaussian16 を用いた[10]。
３．結果と考察
３－１ 単純分子衝突理論の水中の浮力への適用とその限界
温度が一定の空間では、水中においても分子の平均運動エネルギーはマクスウェル・ボルツマ
ン分布に従う[11]。そこで、分子間相互作用と分子体積を無視した単純分子衝突理論による水中の
浮力の式は、以前に報告したように[4]、理想気体の状態方程式と同じになる。約 4 ℃の水中で 1
m3 の立方体にはたらく浮力を再現する場合、重力場におけるボルツマン分布モデルに基づく水分
子の数密度勾配は、水深 1 m 差で約 77 g/m3 と計算される。一方、水の状態方程式による計算で
は、水深 1 m 差の密度差は約 5 g/m3 しかなく、実際の密度勾配は重力場のみを考慮した場合の
1/15.4 ほどである。この原因について、私達は、①水中で水分子同士が激しく衝突を繰り返してお
り、重力場による数密度勾配を緩和している。また、②隙間の大きなクラスター構造が存在する
ことも数密度の増加を妨げている、と考えた。密度勾配がこのように小さいならば、浮力を単純
に物体の上下面での分子の衝突回数差で単純に示すことはできない。
３－２ レナード・ジョーンズポテンシャルモデルによる分子の衝突エネルギーの考察
分子の平均運動エネルギーは絶対温度で決まり、深さによって差は生じないはずである。では、
分子間力による相互作用エネルギーが深さによって変化して、分子の壁面への衝突エネルギーに
影響しているのではないだろうか。そこで、物体の壁面に最近接する分子が壁面に衝突する直前
にもう１つの分子と正面で弾性衝突し、その後に反対方向の壁面に衝突する一次元モデルで考え
てみた。水分子間には分子間力がはたらく結果、分子同士が弾性衝突する直前まで分子は加速さ
れ、衝突直前に最高速に達する。衝突後は、反対向きに最高速に達したあと、分子間力で減速さ
れながら遠ざかっていく。壁面への平均衝突エネルギーは、絶対温度以外にも、壁面に衝突する
までに移動する距離である平均自由行程と分子間相互作用ポテンシャルの深さとの関係で決まる
であろう。そこで、レナード・ジョーンズポテンシャルモデルに基づいて、１対１の分子間衝突
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について考察した。Narten らの X 線構造解析によれば、水は 0.282 nm に動径分布関数のピークが
あり[12]、ここから水分子を半径 r = 0.282 nm の球として取り扱うことができるとされる[13]。これ
を衝突直径とすると、レナード・ジョーンズポテンシャルモデルでの最安定分子間距離は衝突直
径の 1.12 倍の 0.316 nm の位置にある。そこでは水分子にはたらく引力と斥力の合力は 0 になり、
ポテンシャルエネルギーは最低になって分子の並進速度は最高速度に達する。その地点を超えて
壁面に向かって進むならば、分子間力による引力の影響が上回り、減速することになる。分子の
平均速度がマクスウェル・ボルツマン分布に従う場合、有効断面積 S = 4πr2 [m2]を用いて 4 ℃、1
気圧での水の密度から平均自由行程を計算すると 0.085 nm となり、その時の分子間距離は 0.367
nm となった。これは最安定分子間距離よりも長く、分子は減速を受けた状態で壁面に衝突してい
ると考えられる。水深が深まって水分子の数密度が増すと平均自由行程が短くなるので、衝突速
度は最高速度に近づくと予想される。
３―３ ab initio MP2 法による分子間力の高精度計算と衝突エネルギーの見積もり
私達の考えでは、液体分子の衝突エネルギーは分子の内部エネルギーから回転と振動のエネル
ギーを除したものに等しい。平均の運動・回転・振動エネルギーはいずれも絶対温度で決まるた
め、熱平衡状態の空間内では変化しない。内部エネルギーのうち分子間相互作用エネルギーの項
のみ、分子間距離によって変化する。分子間相互作用エネルギーの大部分は凝縮時に熱（25 ℃で
44.0 kJ/mol）として外部に放出されてしまうが、重力場の影響によって分子間距離が変化すること
で相互作用エネルギーが増加するならば、その増加分は衝突エネルギーに上乗せされることにな
る。複数の分子間での水素結合を含む相互作用エネルギーポテンシャルを高精度で計算するには、
レナード・ジョーンズポテンシャルモデルとは異なるアプローチが必要である。論文等を調べ、
第一原理計算の手法を使えば、水素結合を含む多体間の分子間相互作用も高精度で定量的に見積
もることができることがわかった。MP2/cc-pVQZ 法は、水素結合を正しく再現できる方法として
知られている[14]。しかし、計算時間の問題で、今回は基底関数に cc-pVTZ を用いて計算を行った。
先ほどの１対１の衝突モデルを拡張し、１個の水分子が水分子クラスターに衝突する際のエネル
ギーポテンシャルについて考察した。まず、氷の結晶構造から正四面体形を構成する５分子を取
り出し、そのうち１分子だけ O-H…O 間の角度を 180°に保ったまま距離を少しずつ変化させて、
分子間相互作用エネルギーを計算した。クラスターと水分子の間の相互作用の計算には超分子法
を用いた。基底関数重ね合わせ誤差（BSSE）は Counterpoise 法で補正を行った。その結果、４分
子クラスターと水分子の酸素原子間最安定距離は 0.289 nm であり、そのときの分子間力による安
定化エネルギーは-26.4 kJ/mol と求まった。次に、4 ℃１気圧での壁面への衝突距離における分子
間相互作用エネルギーを知るため、ランダム配向部分での水分子の平均自由行程を次のように見
積った。仮に正四面体形クラスターの密度が氷と同じ 0.917 g/cm3 であり、ランダム配向部分との
割合が 50%ずつであれば、4 ℃の水の密度が 1 g/cm3 であることから、ランダム配向部分の密度は
1.08 g/cm3 と予測される。その場合の平均自由行程は 0.079 nm となり、壁面へ衝突する際の分子
間距離は 0.361 nm となる。その距離での分子間力相互作用エネルギーは-16.5 kJ/mol であり、最安
定距離におけるエネルギーと 9.9 kJ/mol の差があった。一方で、4 ℃の水での分子の平均運動エネ
ルギーを計算すると、3.44 kJ/mol であった。つまり、深度が深まって密度が増加し、平均自由行
程が短くなると、水分子は最大で１分子（１クラスター）あたり平均運動エネルギーの 9.9÷3.44
÷2 = 1.4 倍程度の分子間相互作用エネルギーを衝突エネルギーとして得る可能性がある。
３－４ 水分子の排除体積が衝突頻度に与える影響
水分子を半径 r = 0.282 nm の球として扱うと、4 ℃１気圧の下で水分子の体積は全体積の約 39%
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を占める。最密充填構造（充填率 74％）を排除体積 100％の状態と考えると、水中での水分子の
排除体積は 50％以上を占めると見積もられる。排除体積を考慮すると、１分子当たりの衝突頻度
は単純分子衝突理論で見積もったときの２倍以上になる。水深が深まると水の密度が増えるため、
排除体積が増えて自由に動き回れる空間が狭まり、１分子あたりの衝突頻度が増すことになる。
３－５ 水の二重構造が分子の壁面への衝突に与える影響
私達は、水深が増して水の密度が増えると、低密度のクラスターの
規模が小さくなる一方で、高密度のランダム配向分子が増えると考え
た。実際、水は加圧によって粘性が下がることが知られている

[6]。こ

れは水深が深まるとクラスターが減少することを示唆している。クラ
スターは数密度を減少させると同時に、ランダム配向分子の壁面への
衝突を阻害する要因であるが、深い場所ほど衝突の障害物であるクラ
スターがサイズダウンする一方で、壁面に衝突するランダム配向分子
が増える結果、分子の壁面への衝突回数が増えると考えた。

図１．水中でのランダム
配向分子による壁面への

４．結論及び今後の課題

分子衝突モデル

水中の浮力については、①水深が増すにつれて数密度が増加することに加えて、②分子間力に
よる衝突エネルギーの増加と、③分子の排除体積が増すことによる１分子当たりの衝突頻度の増
加、及び、④低密度のクラスター構造のサイズダウンと高密度のランダム配向分子の増加を考慮
することで、分子衝突理論でも説明が可能であると思われる。分子衝突理論に基づき、以上のよ
うに水中の浮力に関する新規理論モデルを提唱した。現在、精度を上げた MP2/cc-pVQZ 法による
分子間相互作用エネルギーの計算と解析を進めており、その結果も当日に発表する。
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OP2
カルボキシラートイオン（-COO－）を有する媒晶剤による
NaCl 結晶面の成長機構
富山県立富山中部高等学校（スーパーサイエンス部）
渡邊愛織・鎌田のどか・本郷巧望・中田隆誠
指導教員：浮田直美
研究概要
これまでの研究で，飽和 NaCl 水溶液にポリアクリル酸ナトリウムを加えて水を蒸発させる
と，
｛100｝面で囲まれた直方体 NaCl 結晶ではなく，
｛111｝面で覆われた形の正八面体 NaCl 結
晶が析出することが分かった。本研究では分子内に NaCl 結晶の｛100｝面を変化させる他の
媒晶剤を見つけることを目的とし，ポリアクリル酸ナトリウムと同様にカルボキシラートイ
オン-COO－を有するさまざまな分子を媒晶剤として用いた。カルボキシメチルセルロースナト
リウム(CMC-Na)，クエン酸三ナトリウム，L(+)-グルタミン酸水素ナトリウム，EDTA-2Na，ア
ルギン酸ナトリウムをそれぞれ加えた飽和 NaCl 水溶液に直方体の NaCl 結晶を入れ，水を自
然蒸発させた。投入した NaCl 結晶や析出結晶の外観の変化と光学顕微鏡による微結晶の観察
を行った。その結果，CMC-Na，クエン酸三ナトリウム，アルギン酸ナトリウムを含む飽和 NaCl
水溶液から，
｛100｝面以外の面で囲まれた多面体結晶が観察された。
実験方法

溶液と接している NaCl の
結晶面が変化することで，
結晶の形は変化する

CMC-Na，クエン酸三ナトリウム，
アルギン酸ナトリウムを媒晶剤とし
て加えると，｛100｝面以外の面で囲
まれた多面体結晶が観察された
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１．背景と目的
これまでの研究では，ポリアクリル酸ナトリウム [-CH2-CH(COONa)-] n を含む過飽和 NaCl 水
溶液内では，ミラー指数｛100｝面で囲まれた直方体 NaCl 結晶は，
｛111｝面で囲まれた正八面体
結晶に変化することが分かった(1)。この変化が生じるのは，ポリアクリル酸ナトリウムに含まれ
る多数のカルボキシラートイオン-COO－には，引き寄せられた Na＋が並んでできる｛111｝面を安
定化する効果があるからだと考えた。
本研究では，ポリアクリル酸ナトリウム
のように-COO － を多数有する他の媒晶剤
で，直方体の NaCl 結晶の形を変化させた
り，直方体でない結晶を析出させたりする
化合物を探した。
図１ NaCl 結晶の構造とミラー指数

(2)

２．実験方法
① 飽和 NaCl 水溶液から室温下で水を自然蒸発させ，

表１ 使用した媒晶剤

析出した直方体 NaCl 結晶を取り出した。
② 飽和 NaCl 水溶液に媒晶剤(表１)をそれぞれ溶かし
た。溶解しにくいものは溶けるだけ溶かした。ポリ γグルタミン酸は文献(3)の方法を用いて，市販の納豆か
ら精製して使用した。ポリリン酸ナトリウムはカルボン
酸ナトリウム塩と比較するために用いた。
③ ②の溶液を入れたそれぞれのビーカーに，①で取り
出した NaCl 結晶を加え，ビーカーをガーゼで覆い，室
温下で水を自然蒸発させた。
投入した直方体結晶の形の変化や，新たに析出した結
晶の形を観察した。また，ビーカーの底に析出した細か
い結晶は，光学顕微鏡で観察した。

３．結果
NaCl 結晶の外観はアルギン酸ナトリウムと CMC-Na で
大きく変化した。CMC-Na はポリアクリル酸ナトリウム
のように，結晶をピラミッド形に変えた。また，クエン
酸三ナトリウムによって形が少し変化した。これらの結
果は顕微鏡写真からも確認でき，微結晶が成長する過程
で，
｛100｝面以外の面が成長したことが分かった(表２)。
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※の構造式は，富士ﾌｨﾙﾑ和光純薬株式会
社ホームページ内の製品カタログより引用

一方，グルタミン酸水素ナトリウムと，EDTA-2Na

表 2 析出した微結晶と大きな NaCl 結晶の変化

はカルボキシキラートイオンをもつが，NaCl 結晶は
｛100｝面で囲まれた直方体結晶に成長した。ポリリ
ン酸ナトリウムでは，NaCl 結晶から多くの細長い直
方体結晶が成長したが，斜め方向の角度の結晶面を
もつ NaCl 結晶はできなかった。

４．考察
ポリアクリル酸ナトリウムのような多数のカルボ
キシラートイオン-COO－を有する高分子化合物であ
る CMC-Na とアルギン酸ナトリウム，そして 1 分子中
に 3 個の-COO－を有するクエン酸三ナトリウムがな
ぜ NaCl の結晶面を変化させたのだろうか。
過飽和溶液からイオン結晶が析出する時，結晶の
表面エネルギーが最小になるようにイオンが配列し
て成長する。そのため，①表面での同符号のイオン
による反発力を少なくする，②表面積を小さくする
という 2 つの要因で結晶の外観が変わる。水に溶解
した過飽和 NaCl 溶液では，周りが水分子だけなの
で，①の要因により{100}面で囲まれた直方体結晶が
成長する。しかし，溶液中に多数の-COO－が存在する
と，同符号の Na＋が並ぶ面が安定化されて②の要因
から，表面積が小さい{100}面以外の面で覆われた結晶に成
長する。媒晶剤としてポリアクリル酸ナトリウムを加えれ
ば，{111}面で囲まれた正八面体結晶に変化していく(図２)。
{100}面と{111}面での同じ面積に Na＋の占める個数は{111}
面の方が{100} 面よりも多いため(図３)，-COO－による静電
気的安定化によって多くの Na＋が表面

2019.8.2

2021.8.18

図 2 5 ポリアクリル酸ナトリウムを 2%
含む過飽和 NaCl 溶液中の岩塩の
変化 (容器の上部は密閉)
2 年後の結晶の中心部が，最初の
岩塩であったことがわかる

に並びやすくなると，表面積が小さく
なるような面を表面にして，次々とイ
オンが配列して形を変化させると考
えられる。
電離したポリリン酸ナトリウムは
NaCl 結晶面を変化させなかったこと

a = 0.566 nm
r Na+ =0.116nm
r Cl－ =0.167nm
図 3 NaCl 結晶の{100}面と{111}面の同面積に Na＋が占める個数
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から，負電荷をもつ官能基の中でもカルボキシラートイオン-COO－は，NaCl 結晶の表面エネルギ
ーへの影響が大きいと考えられる。カルボキシラートイオンは，その負電荷が 2 個の酸素原子に
非局在化して共鳴構造をとる安定な陰イオンになっている
(図４)ことも Na＋が並ぶ面を安定化する要因になっている
可能性がある。クエン酸溶液は pH が 1～2 であり，電離して
いる-COOH も存在しているのだが，直方体 NaCl 結晶の形は

図 4 カルボキシラートイオンの共鳴構造

変化せず，微結晶も直方体であった。カルボン酸分子間に水
素結合が生じることや，水中で電離して生じた-COO－の近くにオキソニウムイオン H3O＋が存在し
て電離平衡状態でいることが影響するのかもしれない。一方，クエン酸分子の-COOH がすべて Na
塩になったクエン酸三ナトリウムでは NaCl 結晶の形に変化が生じたことからも，カルボキシラー
トイオンの状態になっていることが NaCl 結晶の形を変化させるのに必要だと考えられる。

５．結論
NaCl 水溶液からゆっくり規則正しくイオンが配列する時，-COONa 構造を多数持つポリアクリル
酸ナトリウム，CMC-Na，アルギン酸ナトリウム，クエン酸三ナトリウムが周りに存在すると，NaCl
結晶の表面は｛100｝面では覆われず，正八面体や複雑な多面体の結晶に成長する。

６．今後の課題と展望
重合度が少ないポリアクリル酸ナトリウムを用いても直方体 NaCl 結晶が正八面体 NaCl 結晶に
変化するか調べる予定である。また，多量のホルムアミド HCONH2 や尿素 H2NCONH2 を媒晶剤として
加えると{111}面が安定になることが報告されている(5-6)。一方，本研究では酸性アミノ酸のグル
タミン酸類では{100}面の変化は起きなかった。カルボキシ基-COOH，カルボニル基 C=O，アミノ基
-NH2 と NaCl 結晶面の変化について，さらに調べて行きたい。

７．参考文献
(1) 富山県立富山中部高等学校 スーパーサイエンス部「正八面体に変化する NaCl 結晶」第 63 回
日本学生科学賞 入賞作品 (2019 年)
(2) 新藤斎「ナノスケール・ミクロスケールから見えるビッグな世界」中央大学出版部
(3)「納豆から生分解性プラスチックの成分を取り出す」富山県総合教育センター
(4) 村上正祥「食塩の結晶形態について」日本海水学会誌 第 40 巻 第 1 号 p17-32 (1986 年)
(5) 岡宗次郎「食塩の結晶について」日本塩学会誌 8 巻 3 号 103-107 (1954 年)
(6) N. Radenovic, W. van Enckevort, E. Vieg, J.Crystal Growth 263 (2004) 544-551
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OP3
マグネシウム空気電池の電解質水溶液と内部構造の改良
愛媛県立西条高等学校

（科学部）

村上大芽・新本友季・横井良音・白川琴梨
谷﨑信也・高橋圭吾・宗﨑拓斗・寺田菜々子
指導教員：大屋智和
研究概要
現在、南海トラフ大地震に備えた非常用電源の開発が求められており、注液するま
で長期間保存できる Mg 空気電池が注目を浴びている。この電池の開発課題の一つに、
負極 Mg 板への不動態 Mg(OH)2 析出がある。そこで、本研究では、不動態の析出抑制を
目指して、電解質水溶液と内部構造の改良による高電圧化と長寿命化を研究目的とし
た。その結果、電解質水溶液にキレート剤である EDTA・2Na 塩やクエン酸・3Na 塩を
用いることで、放電後１時間では、従来法の約 14％まで内部抵抗を抑制でき、Mg 板
表面への不動態の析出が抑制されていることを明らかにした。また、従来法の紅茶用
ティーバッグを用いる「ティーバッグモデル」から、しゃもじ立てとろ紙を使ってキ
レート化を持続させる「Rice Scoop Stand モデル」を開発し、内部構造を改良した。
その結果、注液後３時間においては、市販品の最大 4.4 倍の電力量を示した。
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１. 背景と目的
私たちが住む愛媛県では、南海トラフ大地震に備えた非常用電源の開発が地域課題
の一つである。ここで、注目を浴びているのがマグネシウム空気電池である。この電
池は、単位体積当たりのエネルギー密度が高く、注液するまで長期間保存できる利点
があり、防災備蓄品として既に製品化されている。1) 2) この電池は、図１のような構
造からなり、電解質水溶液に食塩水などを用い、正極では Mg 板、負極では H2O と O2
が反応することが知られている。1) 一方、開発課題として、負極 Mg 板上で生成する
不動態 Mg(OH)2 の析出があり、これが電池の電圧低下や寿命の短さの主な原因である。
そこで、本研究では、電解質水溶液と内部構造の改良により、不動態析出抑制を目指
した Mg 空気電池の高電圧化と長寿命化を研究目的とした。

負極：Mg

→

正極：O2 +

図１

Mg2+ +

2H2O

+

2e4e－→

4OH-

Mg 空気電池の構造 1)

２. 方法
(1) 電解質水溶液の改良による高電圧化
濱野らが開発した「ティーバッグモデル」を参考に、図２の電池を製作した。 3)
活性炭は市販のヤシ殻活性炭を摩砕してふるいにかけて粒子径（1 ㎜～3 ㎜）を揃
えたヤシ殻の顆粒状活性炭を使用した。電解質水溶液は、pH を 8～10 に調製した
NH3-NH4Cl 系緩衝溶液 10 mL と所定の濃度に調製した EDTA・2Na 塩とクエン酸・3Na
塩水溶液 5 mL の混合溶液をそれぞれろ紙に染み込ませ、Mg2+のキレート化を試み
た。また、電池の性能評価は、図２の電池を図３の回路につなぎ、抵抗値：30 Ωの
ときの端子電圧を 10 分ごとに 60 分間測定した。次に、可変抵抗器で抵抗を変えな
がら電流と端子電圧を 10 分ごとに 60 分間測定して内部抵抗を求めた。
内部構造模式図

Mg 板
ろ紙
セロハン

紅茶用ティ－バッグ
ヤシ殻活性炭
カーボンシート

図２

制作した電池「ティーバッグモデル」と構造模式図

図３

電池の電圧測定（回路図と実際の実験装置）
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(2) 内部構造の改良による長寿命化
「ティーバッグモデル」の問題点を踏まえ、図４の「Rice Scoop Stand モデル」
（以下、RSS モデル）を考案した。この電池は、
「ティーバッグモデル」にプラスチ
ック製のしゃもじスタンドとろ紙を 1 枚追加した単純な改良である。この構造によ
り、Mg2+のキレート化が持続的に可能になる。この「RSS モデル」と従来法「ティー
バッグモデル」の２つの電池を用いて、10 分毎に 180 分間電圧と電流を測定した。
その後、消費電力 P〔mW〕=電流 I〔mA〕×電圧 V〔V〕の時間推移から、注液後３時
間の電力量をスマートフォンを 20 回充電できる市販品 MgBOX slim と比較した。4)
しゃもじスタンド
(電解質水溶液入り)

電池
赤色：改良箇所
RSS モデル

図４

「RSS モデル」とその構造模式図

pH 8
pH 9
pH 10

EDTA 濃度
〔mol/L〕
0.010

端子電圧〔V〕

端子電圧〔V〕

３． 結果
(1) 先行研究の問題点
0.10 mol/L の NH4Cl 水溶液の条件では不動態が多く析出した。5)
（以降、従来法と呼ぶ）そこで、キレート剤の EDTA やクエン酸を用
いて、図５の Mg2+キレート化による不動態析出抑制を試みた。
図５ Mg2+-EDTA
(2) 電解質水溶液の改良による高電圧化
まず、0.010 mol/L の EDTA を用いた条件において pH が及ぼす影響を図６に示
す。pH が９で最も高電圧を維持し、従来法よりもはるかに高い電圧を示した。pH
が高すぎる場合は塩基性に偏ったことで、低すぎる場合はキレート錯体の安定度
定数が低くなったことで電圧が低下しやすいと考えられる。6) また、pH を 9 に
固定したときの濃度の影響を図７に示す。0.030 mol/L のとき最も高電圧を維持
した。濃度が低すぎる場合はキレート剤が少なく、多すぎる場合は安定度定数が
低くなるため電圧が低下したと考えられる。6) クエン酸も同様に検討すると、pH
8 の緩衝液を用いて 1.0 mol/L のときが最も高電圧を維持していた。

0.030
0.050

従来法

0.10
実験時間〔min〕

実験時間〔min〕

図６

pH の影響(EDTA)

図７
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EDTA 濃度の影響(pH 9)

60 分放電後の Mg 板表面の観察と内部抵抗を図８に示す。以上のように、キレ
ート剤を用いることで不動態析出が抑制され、内部抵抗が従来法の約 14％ま
で低減できることを明らかにした。

従来法 NH4Cl
pH9 0.030mol/L EDTA
pH8 1.0mol/L クエン酸
内部抵抗 24.9Ω
内部抵抗 3.4Ω
内部抵抗 3.5Ω
図８ Mg 板表面の様子と各条件の内部抵抗

消費電力〔mW〕

(2) 内部構造の改良による長寿命化
注液後３時間の消費電力の推移を図９、Mg 板 1cm2 当たりの電力量〔mWh/cm2Mg 板〕を表１に示す。このように、内部構造の改良によりキレート剤の持続的
な供給が可能となり、高い消費電力を維持できることを明らかにした。また、
注液後３時間では、市販品 MgBox Slim に比べて EDTA では 4.4 倍、クエン酸で
は 3.2 倍の電力量を示すことを明らかにした。
pH 9

EDTA

pH 8

クエン酸

従来法
表１ 注液後 3 時間の電力量〔mWh/cm2-Mg 板〕

実験時間〔min〕

図９ 消費電力の推移（RSS モデル）
４. まとめ・今後の課題
EDTA・2Na 塩やクエン酸・3Na 塩を用いた Mg2+のキレート化により不動態 Mg(OH)2 析
出が抑制され、従来法の約 14％まで内部抵抗を抑えて高電圧を維持できることを見
い出した。また、RSS モデル開発により持続的なキレート化が可能となり、注液後３
時間の電力量について Mg 板 1cm2 当たりで市販品と比較すると、最大 4.4 倍を示した。
今後の課題は、市販品のように５日以上放電できる電池の開発に向けて、非水系溶
媒を利用した Mg と H2O の副反応の抑制に取り組み、さらに長寿命化を目指したい。
５. 参考文献
1) 古河電池 製品情報「MgBOX(マグボックス)」（最終閲覧日：2021 年 7 月 29 日）
https://corp.furukawadenchi.co.jp/ja/products/mgbox/mgbox.html

2) 佐藤義久(2014) 金属空気電池の実用化に関する研究 大同大学紀要 第 50 巻 p.115～119
3) 濱野柊歩 第 61 回日本学生科学賞作品(2017) 新型 Mg 空気電池の開発
4) 古河電池 製品情報「MgBOX slim」（最終閲覧日：2021 年 7 月 29 日）
https://corp.furukawadenchi.co.jp/ja/products/mgbox/mgboxslim.html
5) 東京理科大学Ⅰ部化学研究部(2016) マグネシウム空気電池における電解液の検討
6) 村上雅彦(2015)キレート滴定法―各種金属イオンへの適応のための基礎・条件・応用―. 化
学と教育, 63, 5, p246-251

- 18 -

OP4
し ち み おんせん

七味温泉の色はなぜ変わるのか
～エメラルドグリーンから乳白色に変わる謎を探れ！～
長野県屋代高等学校理数科
朝塲香陽・金井桃花・髙﨑悠輝・廣川晴弘
指導教員：柳沢克央
研究概要
七味温泉（長野県上高井郡高山村）は２つ以上の色に変化する珍しい温泉である。七味温泉の緑白色
呈色に関する先行研究は行われていたが，変色の仕組みの詳細は解明されてこなかった。
まず，先行研究をもとに本温泉に関して分析を行った結果，成分は主に硫酸カルシウムであり，温泉水
の濾過残留物の大半が硫黄であることが分かった。また，時間経過と共に凝析するが，温泉の成分は変わ
らないことを確認した。
また，先行研究では緑色の呈色機構は，硫化水素イオンが黄色を呈色し，硫黄がレイリー散乱により青
色を呈色すると記述されていたので，長さ１メートルの管をもちいるなどして再現実験も試みた。その結果，
濾過をした溶液が薄い黄色を呈色したのに対し，濾過をしない溶液が緑色を呈色することを確認した。
以上の過程による実験と考察とによって，七味温泉の変色の仕組みを「化学的なアプローチ」によって，
初めて明らかにすることができた。
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1． 研究動機
日本各地には，様々な色の温泉がある。不思議なことに一つの温泉が 2 つ以上の色に
変化する温泉がいくつか知られている。その一つが長野県高山村にある七味温泉である。
この温泉は緑色硫黄泉で，その時の状態によって色がエメラルドグリーンから乳白色に変
化する。
先行研究には緑色硫黄泉の呈色機構に関しての記述はあるが，七味温泉の色が変化
する原理についての記述はないため，このことを研究しようと考えた。
2． 研究方法
① 緑色の硫黄を含有する温泉に関する先行研究
に基づき緑色の原因物質を調べる。
→原因物質を用いて緑色温泉を再現し，検証する。
② 白色になる原因を調べる。
→温泉成分の詳細な分析を行い，白色に見えるのには，
具体的に何が関係しているかを調べる。
なお，本研究では湯口から源泉が出て時間経過した湯船の湯を白色の状態と仮定し，
湯口のサンプルと比較した。
3． 結果・考察
① 緑色に見える仕組み
七味温泉と同系統と推測される温泉に関する「緑色温泉の呈色機構」という先行
研究を検討した。それによれば，当該温泉が緑色になる理由は，硫化水素イオンが
含まれる水溶液が黄色を呈色し，硫黄や炭酸カルシウムのレイリー錯乱による青色
が合わさることによるという。《図 1》
先行研究の呈色機構が七味温泉にも当てはまるのではないかと推測した。実際に
この命題が真であるかどうかを確かめるため，図 1 の成分を溶かした水溶液「人工硫
黄泉」を作り，源泉と人工硫黄泉を吸光分析で比較した。《グラフ 1・2》
スペクトルが近似していることから，七味温泉にも「先行研究」の成分や機構が当
てはまるといえる。

グラフ 1・2：源泉と人工硫黄泉の吸光分析
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次に，温泉を長さ 1m の管《写真
2》に入れて温泉と，濾過した温泉
の色を比較した。温泉自体は緑色
を示したが《写真 3》，濾過すると
緑色が抜けた。《写真 4》
青い光の波長は 4.35~4.80×10−7m でレイリー散乱はこれより小さな粒子で起き
る。濾紙の穴の大きさは10−7 ｍ程度であり，濾過することで緑色が消えたことから，
濾過することで，レイリー散乱を起こしていた粒子が取り除かれたと考えられる。
② 白色に見える原因を探る
信州大学工学部のご協力を頂き，七味温泉に含まれる物質の分析を行った。
(1) 温泉に含まれる成分や状態
の調査
XRD：Ｘ線光電子分光法や
ICP 分析：誘導結合型発光
プラズマ分析を用いて温泉
水の濾液に含まれるイオン・
化合物を調べた。《表 1・グラフ 3》
成分分析により①の先行研究であげられていた硫黄
やカルシウムが多く含まれることが分かった。XRD の結
果から温泉に含まれる大部分は先行研究と同じ成分
であることがわかった。
しかし温泉の粒子の電位を調べると帯電していなかっ
た。《グラフ 4》粒子が帯電していないことから凝集している
と分かった。レイリー散乱を起こしていた硫黄などの粒子が凝集して緑色が弱まる
と共に白色に見えると考えた。
(2) 温泉を濾過し，濾過残留を分析
(1)の考察(下線部)が正しいかを確かめるため。温泉を濾過し，濾過
残留を XRD パターンと EDS，SEM(電子顕微鏡)で調べ凝集した硫黄の粒
子が含まれるかを分析した。《グラフ 5・データ 1・写真》
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XRD より，濾過残留には硫黄が多量に含まれることが分かった。SEM 像・EDS
を見ると粒子径は 2～5 ㎛(2.0～5.0× 10−6 𝑚)で粒子の大部分は硫黄であるこ
とが分かる。以上のことから(1)の考察は正しいと考えた。
4． 結論
七味温泉は硫化水素イオンの黄色と硫黄粒子などのレイリー散乱で生じる青色が合わ
さり，緑色に見える。この温泉色が乳白色に変化する原因は，レイリー散乱を起こした粒子
が時間経過で凝集し，レイリー散乱が起こらなくなるとともに，大きな粒子になるためと考え
られる。七味温泉について，命題が真であったことが初めて明らかになったといえる。
本研究では，七味温泉が乳白色に見える原因である凝集の起きる地質学的条件につ
いてまでは調べることはできなかった。粒子の凝集が温泉環境のどのような要素によって
起こるのかについて今後，研究したい。
5． 引用・参考文献
・緑色温泉の呈色機構（東邦大学）
http://www5.famille.ne.jp/~kunimihp/08.new.pdf
http://www.jhss.org/journal/back_number/vol60_pdf/vol60no2_119_133.pdf
・七味温泉 温泉分析表

環境未来株式会社

・一般社団法人材料科学技術振興財団
https://www.mst.or.jp/method/tabid/64/Default.aspx
・数研出版 改訂版 化学
・身の回りの光 http://phenomenon-of-light.jp/page2.html
6． 謝辞
今回の研究にご協力いただいた方々に厚く御礼申し上げます。
・長野県上高井郡高山村「七味温泉」 紅葉館さま
・信州大学工学部物質化学科 手嶋・是津研究室，および関係者のみなさま
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OP5
4℃前後における水の対流モデル
大阪府立天王寺高等学校
松永絢也子・柿花官志・鎌井愛子・川井等之
指導教員:尾崎祐介
研究概要
わたしたち天王寺高等学校化学研究部は昨年度、水の冷却実験をした際に、教科書の記述
とは異なり、水の冷却曲線が 4℃で折れ曲がることを発見した。この 4℃での折れ曲がりは、
密度が 4℃において最大になるという水の特異性が関わっていると考えられる。しかし、十分
なデータが揃っていないために、その関連性を裏付ける根拠はなく、詳細な考察をするには
至らなかった。そこで今回、わたしたちは試料内の高さの異なる 3 地点に温度計を設置し、
同時に温度測定することで、試料全体の温度変化の様子を解明することをめざした。その結
果、試料の温度分布が層状になっていること、また、4℃前後で試料内の温度分布が上下で逆
転することが分かった。また、その結果から冷却時の水の対流モデルを考案し、水の冷却時
における４℃前後の現象について説明を試みた。
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１． 背景と目的
わたしたち天王寺高校化学研究部は昨年度、水冷却曲線が教科書の記述とは異なり 4℃におい
て折れ曲がることを発見した（参考文献１）
。水冷却曲線の 4℃における折れ曲がりは、密度が 4℃
において最大になるという水の特異性が関係していると予想できるが、それを確実に裏付けるデ
ータを得るには至らなかった。今回、わたしたちは冷却中の水試料の温度分布がどのように変化
しているかを明らかにすることで、冷却時の水の対流モデルの作成をめざした。

２． 方法
水の冷却には様々な要素が関係している。そのため、再現性のある冷却を行うためにはそれら
の要素の制御が必要である。そこで、表１のように冷却に関する要素を制御して冷却実験を行っ
た。水試料はイオン交換水を 800 mL 用い、水試料を表１の方法で下準備し、冷蔵庫（富士フィル
ム和光純薬株式会社 Medifridge メディカルフリーザー）に入れ－10℃の環境で冷却した。温
度計は図１の様に容器の中心から等距離になるように 3 か所設置し、上層・中層・下層の３地点
の温度変化を同時に測定した。
表 1. 各要素と制御方法
要素

制御方法

ⅰ

溶質

ⅱ

試料の量

外部からの影響を抑えるため、大容量(800 mL)の水試料を用いた。

ⅲ

溶存気体

試料を加熱することで溶存気体を除いた。

ⅳ

試料内の

温度むらを小さくするため、40℃に設定したウォーターバス内で試料を 20 分

温度むら

以上静置した。試料内の温度むらを 0.2℃以内にそろえた。

ⅴ

蒸発

不純物を含まないイオン交換水を水試料として用いた。

蓋をして蒸発を防いだ。

図 1.実験装置
・容器の下に断熱材を敷き、冷凍庫底の金属部分に容器が直接触れないようにした。
・容器の上下で断熱材の有無による差が生じるのを防ぐため、容器の上も断熱材で蓋をした。
・安定した冷却を行うため、冷凍庫を設定上限温度の-10℃に設定し、冷却速度を小さくした。
・3 つの温度センサーについて、中層のセンサーの感温部を試料の高さの半分の位置に配置し、
上層と下層のセンサーの感温部は中層のセンサーに関して対称になるように配置した。
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３．

結果

測定結果は図 2 のようになった。冷却時間を(1)4℃以上の区間、(2)4℃の水が存在する区間、
(3)4℃以下の区間の 3 つに区切ると、各区間で以下のことが読み取れた。
(1)4℃以上の区間
・冷却開始直後の上層・中層・下層の温度むらは 0.2℃以内であった。しかし、時間の経過に伴
い、試料の温度は上層ほど高く、下層ほど低くなり、温度分布が層状に変化した。
(2)試料内に 4℃の水が存在する区間
・下層において、4℃ちょうどで温度の停滞が見られ、最長 10 分持続した。
・上層において、(1)の 4℃以上の区間では、3 回とも 2 分間で 0.2～0.3℃のほぼ一定の速度で
温度が低下していた。それに対し、(2)の 4℃の水が存在する区間では、2 分間で最大で 5.1℃
から 2.8℃と、2.3℃も温度が低下するような温度低下の速度が急激に増加する部分がみられ
た。
(3)4℃以下の区間
・試料の温度は下層ほど高く、上層ほど低くなり、(1)の区間とは温度分布が逆転した。

図 2．(a)冷却曲線の全体図

(b)水の温度と密度の関係

(c)～(e)3 回の実験の 4℃付近拡大図
3 回とも同様の結果を示し、再現性のある実験をおこなうことができた。
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4.

考察

実験の結果から、わたしたちは図３のような対流モデルを考案した。はじめは上中下の全ての
層で温度が等しいが、冷却に伴い温度による密度差が生じ、上層に温度が高い水が、下層に温度
が低い水が溜まり温度分布が層状になる（(1)の区間）。そして冷却が進み、4℃付近に達すると、
水の密度は 4℃で最大となるので、試料内に 4℃の水が存在する間、下層に 4℃の水が溜まり、下
層の冷却曲線の 4℃での停滞が見られたといえる。また同じ頃上層では 4℃以上の密度が小さい
水が分布している。下層の 4℃の水がさらに冷やされて 4℃以下になると密度が小さくなり、上層
へと流れ込むため、それに伴い上層では急激な温度低下が見られたと考えられる。また、下層の
４℃以下の冷たい水の上層への流れ込みにより、上層に温度が低い水が、下層に温度が高い水が
存在することになり(1)の区間のときとは逆の温度分布になると考えられる（(3)の区間）
。

5.

追加実験

冷却実験を受け、私たちは、0℃近くの水を温めた場合にも、同様のことが言えるのではないか
と考えた。そこで、0℃近くまで冷やした 800ｍL のイオン交換水を、10℃に設定した恒温機(三菱
エンジニアリング株式会社の小型恒温機)で加熱して実験を行った。
図 4．加熱時の試料の温度変化
試料を加熱した時も、冷却時と同様に
温度分布が層状になることと、4℃付近
で温度分布の逆転がみられた。このこ
とから、冷却時と加熱時で可逆性があ
ることが確認できた。

６． まとめ
わたしたちは昨年度、
水冷却曲線が教科書の記述と異なり 4℃で折れ曲がることを発見したが、
なぜ折れ曲がるかについては充分なデータがないため詳細な考察をするには至らなかった。そこ
で、わたしたちは、高さを変えて試料内の 3 地点に温度計を設置して同時に温度測定する手法を
試みた。結果、試料の冷却時に水試料の温度分布が層状になることと、4℃を境に温度分布が上下
で逆転することがわかり、冷却過程における詳細な対流モデルを作成することに成功した。

7．

参考資料

1)「4℃での冷却曲線の折れ曲がり」
（大阪府立天王寺高等学校 化学研究部 2020 年 8 月）
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OP6
Sb2S3 の水熱合成
～市之川産輝安鉱巨大化の要因”巨大空洞仮説”の提案～
愛媛県立西条高等学校

（科学部）

八木田陽香・佐々木飛和・桑村翔・伊藤千尋・細川唯笑
高橋圭吾・藤田実優・寺川駿希
指導教員：大屋智和
研究概要
愛媛県西条市の市之川鉱山では、輝安鉱(Sb2S3)の巨大な単結晶が産出されることが
知られているが、巨大化の要因は学術的に未解明である。そこで、市之川で生じた現
象を実験で再現できる水熱合成法を用いて、その要因解明に取り組んだ。まず、反応
促進剤 NaOH 濃度について、1 週間 200℃で反応させると、0.010 mol/L の低濃度から
数 μm の Sb2S3 針状結晶が生成し、高濃度では Sb2S3 が高収率で得られた。また、反応
時間が長くなるほど巨大になり、4 週間 200℃を維持することで最大 4.0 mm の Sb2S3
針状結晶が生成した。さらに、降温時間を長くするほど太い Sb2S3 針状結晶が成長し
た。最後に、実験結果と市之川鉱山の産状を比較した。浅熱水性鉱床であることから、
岩石の裂け目が拡大して形成した巨大な空洞に鉱液が多量に流入し、熱容量が大きく
なることで反応時間と降温時間が長くなり結晶成長した”巨大空洞仮説”を提案した。
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１． 背景と目的
愛媛県西条市にある市之川鉱山は、かつて輝安鉱が採掘され、1875 年～1957 年に 36,700 t 産出
される大鉱山として知られていた。1) 輝安鉱は硫化アンチモンといわれ、化学式 Sb2S3 で表され
る。産出された輝安鉱から精製されるアンチモン Sb は、活版印刷の活字合金から鉛蓄電池の電極
材まで幅広い用途で使用されてきた。2) また、市之川鉱山産の輝安鉱は長さ約 1 m に達する巨大
な単結晶からなるものがあり、その大きさは他国の鉱山で採掘されるどの輝安鉱よりも大きいこ
とで世界的に有名である。1) しかし、なぜ、市之川産輝安鉱で巨大な単結晶が生成されるかは、
学術的に未だに明らかになっていない。一方、この産状について明らかになっていることがある。
例えば、市之川産輝安鉱は、100～200℃の浅熱水性鉱床で生成したことが知られている。3) また、
当時の採掘場では、坑夫らが図 1 のような鉱脈にある晶洞を見つけては輝安鉱が採掘された。1)
この晶洞は、断層活動によって生じた空洞に地下から上がっ
てきた熱水（鉱液）が流入して冷却して形成したと思われる。
輝安鉱の合成に関する先行研究では、乾式法を用いた
空洞
700℃での合成、吐酒石 K2Sb2(C4H2O6)2 やエチレンジアミン
四酢酸 C10H16N2O8 を用いたナノ材料としての応用を目指し
た Sb2S3 水熱合成などがある。4) 5) しかし、これらはいずれ
輝安鉱
も市之川産輝安鉱が巨大な要因については言及できないも
のであった。そこで、本研究では、Sb2S3 水熱合成実験から巨
大な単結晶が生成する要因を科学的に解明することを研究
図 1 輝安鉱が採掘された晶洞 1)
目的とした。
２． 方法
(1) Sb2S3 の水熱合成
市之川で生じている現象を実験室で再現す
反応液：Sb2S3 流体
るため、
水を高温高圧にして反応させる水熱合
（鉱液に対応）
6)
成法を用いた。 アルカリ性を示す Na2S を用
反応部：テフロン製
いた Sb2S3 水熱合成の先行研究を参考に、反応
7)
（空洞の内部に対応）
促進剤として NaOH を用いた。 また、反応
容器は図 2 の耐圧性反応容器（HU-25, 三愛
外側：ステンレス製
科学株式会社）を用いて、輝安鉱が採掘された
（空洞の外側に対応）
晶洞に対応させた実験である。この容器にアン
チモン Sb 2.4 g(0.020 mol)と S 0.96 g(0.030 mol)
図 2 反応容器と空洞との対応
を入れ、0.010～0.70 mol/L の濃度に調製した
NaOH 12.5 mL を入れて 25 mL 反応容器に封入した。その後、200℃を保持した恒温乾燥器で
1～4 週間反応させ（反応時間）
、2～4 時間かけて常温へ降温した（降温時間）
。なお、200℃
を保持した反応時間には、以下の反応を進行させることを狙いとする。
2Sb + 3S → Sb2S3
(2) Sb2S3 の分離精製
得られた合成試料について、まず、ろ液の pH が中性になるまで純水で吸引ろ過した。次
に、エタノールを用いて壁面に付着した試料を全て回収し、上澄み液を捨て、アセトンで水
分を除去した。その後、CS2 を加えて未反応の硫黄 S を含む上澄み液を取り除いた。その後、
エタノールとアセトンを用いてろ過と乾燥を行った。得られた合成試料は、電子天秤による
質量測定、X 線回折法（XRD）による結晶相の同定および各相の定量、走査型電子顕微鏡
SEM・電界放出形走査電子顕微鏡 FE-SEM・実体顕微鏡による形態観察を行った。
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Sb2S3 収率〔mass％〕

３． 実験結果 Sb2S3 の水熱合成
(1) NaOH 濃度が Sb2S3 収率に与える影響
1 週間反応させたときの Sb2S3 収率を図 3 に示す降温：2 時間または 3 時間の反応条件で
は、NaOH の濃度が低すぎる場合は反応が進行せず、高すぎる場合は両性元素 Sb 由来の反応
が進行して別の Sb 化合物が生成した。また、降温：4 時間の反応条件について、最も低濃度
0.010 mol/L の NaOH で反応させ、4 時間かけて降温したときの SEM 像(倍率 5000 倍)を図 4
に示す。XRD ピーク強度から定量化して求められたこの条件の組成は Sb2S3:63mass％、
Sb:37mass％であった。これらのことから、図 4 には数μm の微細な針状結晶 Sb2S3 と無定形
の結晶 Sb が観察できたと考えられる。以上から、0.010 mol/L の低濃度 NaOH でも数μm の
Sb2S3 針状結晶が生成することを明らかにした。なお、高い Sb2S3 収率と結晶成長が見込める
NaOH 濃度 0.30、0.50、0.70 mol/L を用いて反応時間と降温時間の影響を検討した。
100
80

降温：2 時間

60

降温：3 時間

40

降温：4 時間

20
0
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

NaOH 濃度〔mol/L〕

10
10 µm
µm

図 3 各条件の Sb2S3 収率
図 4 SEM 像(5000 倍)
(2) 反応時間が結晶成長に与える影響
0.30 mol/L の NaOH を用いて、200℃に保持する期間（反応時間）を 2～4 週間、2 時間かけ
て降温したときの SEM 像と Sb2S3 収率を図 5 に示す。反応時間が長くなるごとに Sb2S3 針状
結晶が成長した。この結晶成長機構を図 6 に模式的にまとめた。まず、Sb/S が反応して Sb2S3
を含んだ流体が生成する。Sb2S3 濃度が飽和状態、過飽和状態に到達し、大小さまざまな Sb2S3
針状結晶が生成しはじめる。巨大な結晶がさらに結晶成長すると、周囲の溶質の濃度が低下
し、微細な結晶が再溶解する。このように、過飽和度曲線近傍で濃度が推移し、巨大な Sb2S3
針状結晶が成長したと考えられる。なお、他の NaOH 濃度でも同様の傾向が得られた。

100 μm

100 μm

100 μm

2 週間 (収率 95mass％)
3 週間(収率 89mass％)
4 週間(収率 97mass％)
図 5 反応時間ごとの SEM 像と Sb2S3 収率

微細な結晶

再溶解
Sb2S3 を
含んだ流体

結晶成長
巨大な結晶

Sb S 針状結晶
2 3

図6

200℃保持期間における Sb2S3 結晶成長機構（模式図）
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(3) 降温時間が結晶成長に与える影響
0.30 mol/L の NaOH を用いて反応時間 4 週間で 2～4 時間かけて降温した。その結果、いず
れの条件も Sb2S3 収率が高く、降温時間が長くなるほど太い結晶が得られた。
(4) 実体顕微鏡による形態観察
0.30 mol/L の NaOH を用いて 4 週間 200℃を保持したときに生成した合成試料を実体顕微
鏡で形態観察したときの写真を図 7 と図 8 に示す。このように、最長 4.0 mm のものが得ら
れ、水熱合成法では私たちの知る限り世界最大の Sb2S3 針状結晶を育成できた。

図 7 降温：2 時間(収率 97mass％)

図 8 降温：4 時間(収率 93mass％)

４． 市之川産輝安鉱巨大化の要因に関する考察～”巨大空洞仮説”の提案～
実験結果と市之川の産状を比較し、巨大な単結晶が生成する要因を考察する。市之川は浅熱水性
鉱床からなるアンチモン鉱床であり、NaOH の存在を示唆するものは考えられなかった。また、
市之川は、鉱脈は幅約 1 m と厚みがあるものも記録されている。1) 晶洞のもととなる空洞が巨大
だったと想像される。さらに、市之川のアンチモン大鉱床は大規模であり、地下から上がってく
る熱水（鉱液）が多かったと思われる。一方、これまでの実験結果から、反応時間と降温時間が
長いほど結晶成長が促進された。そこで、私たちは、空洞が大きかったために巨大な単結晶が生
成したとする「巨大空洞仮説」を提案したい。巨大な空洞に多量の鉱液が流入し、熱容量が大き
く冷めにくかったことが巨大な輝安鉱が生成した要因であると仮説を立てた。
５．

まとめ・今後の課題
Sb2S3 の水熱合成実験から、市之川産輝安鉱が巨大になる要因の科学的解明に取り組んだ。ま
ず、反応促進剤 NaOH 濃度について、1 週間 200℃で反応させると、0.010 mol/L の低濃度で数 μm
の Sb2S3 針状結晶が生成し、高濃度で高い Sb2S3 収率が得られた。また、反応時間が長いほど巨大
な Sb2S3 針状結晶が得られ、4 週間 200℃を維持することで最大 4.0 mm の Sb2S3 育成に成功した。
さらに、降温時間が長いほど太い Sb2S3 針状結晶が成長した。最後に、実験結果と市之川の産状を
比較した。市之川の大規模な採掘量と厚い鉱脈から、晶洞のもととなる巨大空洞に多くの鉱液が
流入し、熱容量が大きく冷めにくいために巨大な単結晶が生成した”巨大空洞仮説”を提案した。
今後の課題として、水熱合成では、市之川付近の鉱物の特徴を踏まえた反応促進剤を見い出し、
反応時間と降温時間がどの程度結晶成長を促しているのかそれぞれ検討したい。また、市之川鉱
山の産状について、晶洞に関する調査を行い、「巨大空洞仮説」の立証に取り組みたい。
６． 引用文献
1) 西条市教育委員会 市之川公民館 (2021) “市之川鉱山 豆知識”
2) セオドア・グレイ(2010) 世界で一番美しい元素図鑑 創元社
3) 『讀賣新聞』2020 年 9 月 18 日朝刊 「正倉院の希少金属 愛媛産？」
4) 松下能孝 (2019) 輝安鉱（愛媛県立西条高校高等学校「研究者交流会」
）
5) Guang-Yi Chen, Wan-Xi Zhang, An-Wu Xu.(2010) Snthesis and characterization of single-crystal Sb2S3
nanotubes via an EDTA-assisted hydrothermal route. Material Chemistries and hysics 236-240.
6) 国富稔 (1961) 水熱反応による鉱物の合成 電気化學 p216-222.
7) Liu-Yun, Miao Hongyan, Tan Guoqiang, Zhu Gangqiang.(2010) Hydrothermal Synthesis Ultralong
Single-crystal Sb2S3 Nanowires. Journal of Wuhan University of Technology-Mater. 25 411-414.
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OP7
身近な素材で 99％コストカット!?

色素増感太陽電池

愛知県立半田高等学校
石濵英雄・川地駿・加藤有起・杉浦颯斗・伊藤愛里・下田琢人・渡邉妃麗
指導教員：杉野正彦・竹内公香
研究概要
本研究の目的は，高価な導電性ガラスの代替品を検討し，色素増感太陽電池（以下，DSSC）
の製作費を削減することと，その太陽電池の性能を向上させることである。当初，本研究では
液晶保護フィルムを用いて DSSC を製作したが，生じた起電力や電流が小さく，実用的とは言
い難い性能であった。その要因を探ったところ，液晶保護フィルムが大きな抵抗をもつことが
明らかになった。そこで，DSSC の内部抵抗を減少させるため，液晶保護フィルム代替品とし
て，食塩水を封入したセロハンを用いて製作した。その結果，従来の本研究の DSSC に比べて
電流，起電力ともに約 10 倍に増大した。その一方で，性能の個体差が新たな課題となった。
そこで，個体差の要因を探るため，製作の直後と 30 分後とで性能を比較したところ，時間の
経過に伴って DSSC の性能が低下することが明らかになった。この時間経過による性能低下
の原因としては，アントシアニンの構造変化が考えられる。

既存のDSSC
導電性ガラス
酸化チタン拡散液
（焼き付け）

色素（吸着）

電解液
導電性ガラス

本研究のDSSC
セロハン
炭素粉末

ヨウ素ゲル

二酸化マンガン

色素ゲル

酸化チタン拡散液
（塗布）

アルミ板

99％コストカット

環境負荷の軽減

性能が約10倍に向上

高価な導電性ガラス
→セロハンとアルミ板

セロハンの生分解性

セロハンを用いたことで，
起電力と電流が約10倍に
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1. 研究の意義および目的
世界的な環境問題を背景に，廉価な再生可能エネルギーの開発が求められている。DSSC に
ついても，様々な低コスト化の試みがなされているが，その多くは高価な導電性ガラスを電極
の基盤として用いたものである。本研究は，導電性ガラスを身近なもので代替することで，低
コストかつ環境負荷の小さい DSSC を考案し，その性能を向上させることを目的とする。

2. DSSC の製作方法
1. ヨウ素溶液（KI 0.012mol/L：I₂ 0.0047mol/L）とローズヒップティー色素液（水 60mL：
茶葉 2.0g）をそれぞれ 100mL はかり取り，寒天粉末（1.3g）でゲル状に固める。
2. 乳鉢にポリエチレングリコール（PEG，n≒2000）0.40g，酸化チタン（Ⅳ）0.80g，酢
酸（17mol/L）0.50mL，蒸留水 2.0mL を入れて，乳棒で 30 分間混合し，酸化チタン拡
散液を作る。
3. 2.をアルミニウム板（負極活物質）に薄く塗り，10 分間，自然乾燥させる。
4. 1.で作成した寒天ゲルをはかり取る。はかり取る際にメッシュを通すことにより，ゲル
の表面積を大きくする。
5. 3.に，4.でこした色素寒天ゲルとヨウ素寒天ゲルを，均一になるように重ねる。
6. 実験Ⅰ： 液晶保護フィルム（45×90mm）の粘着面に炭素粉末を塗る。
実験Ⅱ以降： 袋状（115×95mm）にしたセロハンに炭素粉末 0.05g と飽和塩化ナトリ
ウム水溶液 30mL を封入する。
7. DSSC を抵抗（0～60Ω）に接続して閉回路を構成し， LED ライト（約 1.3×10⁴ lux）
を DSSC に照射して，生じた起電力と電流を測定する。

3. 実験Ⅰ
【方法】
本研究では当初，色素液とヨウ素溶液を吸水性高分子でゲル化して，DSSC を製作したが，
ゲルが固すぎたために反応面積が小さかった。このことが，本研究の DSSC の性能が低い主要
因ではないかと，仮説を立てた。そこで，寒天を用いてゲル化することで，ゲルの粘度を下げ，
メッシュに通して均一にすることで，酸化チタン膜と炭素粉末に触れる面積が大きくなるよう
にした。さらに，ヨウ素ゲルと色素ゲルの最適な質量比を探るため，製作方法 5.において，2
つのゲルの総質量が等しく 20g になるように，質量比を変えて性能を比較した。
【結果】
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電流 [mA]
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図 1 結果Ⅰ 起電力 [mV]

図 2 結果Ⅰ 電流 [mA]
3 回の計測の平均をとると，結果は図１，２のようになった。用いたゲルの質量がヨウ素 10g，
色素 10ｇ，抵抗 60Ωの場合では，吸水性高分子を用いた場合と比べて，起電力は約 20 倍，電
流は約 400 倍に増大した。しかし生じた起電力と電流が，依然として小さく，計測中に安定し
なかった。また，性能の個体差が大きいことが明らかになった。
【考察】
性能の個体差が大きいため，ヨウ素ゲルと色素ゲルの質量比による性能の有意差は認められ
なかった。性能の個体差は，広げたゲルの不均一さに起因して，起電力と電流の不安定さは，
分極が起こっていることに起因すると考えられる。また，依然として起電力と電流が大きくな
らない要因として，液晶保護フィルムの抵抗値の大きさが疑われる。
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4. 実験Ⅱ
【方法】
実験Ⅰでは，吸水性高分子を用いた DSSC に比べて性能は向上したものの，依然として生じ
た起電力と電流が小さいという課題が残った。その原因は液晶保護フィルムの抵抗にあると仮
説を立て，その抵抗値の計測を試みた。さらに，導電性ガラスの新たな代替品として飽和食塩
水を封入したセロハンを考案した。図３のように L，ｗをとり，シート全体の抵抗値を R とす
ると，シート抵抗率は(w/L)R と表されることから，シート抵抗を算出して，導電性ガラスとの
比較をした。
【結果】
表 1 のように，飽和食塩水を封入したセロハンのシート
抵抗値は，液晶保護フィルムの約 5 万分の 1 であった。
シート抵抗[Ω/sq]
導電性ガラス

7.3

セロハン

57

液晶保護フィルム

2.8×10⁶

図 3 シート抵抗

表 1 結果Ⅱ

5. 実験Ⅲ
【方法】
実験Ⅱの結果を踏まえて，液晶保護フィルムの代わりにセロハンに食塩水を封入したものを
用いて実験を行い，フィルムを用いた DSSC と性能を比較，検証した。
【結果】
同じ実験を 3 回ずつ行い，標準誤差を求めた結果は図４，５のようになった。DSSC の内部
抵抗を大幅に減少させたことで，これまでの本研究の DSSC に比べて，起電力で約 13 倍，電
流で約 14 倍の性能向上を達成した。しかし，性能の個体差が大きかった。
電圧 [mV]

電流 [mA]
0.9
0.8

40

0.7

35

0.6

[mA]

45

30
25

電流

電圧 [mV]

50

20

0.5
0.4

15

0.3

10

0.2

5

0.1

0
0

10

20

30

40

50

0

60

0

10

20

抵抗 [Ω]

液晶保護フィルム
多項式
(mV(ave)LCDfilm)

30

40

50

60

抵抗 [Ω]

多項式 (mV(ave)cellophane)
セロハン

セロハン
多項式
(mA(ave)cellophane)

多項式
(mA(ave)LCDfilm)
液晶保護フィルム

図 4 結果Ⅲ 電圧 [mV]

図 5 結果Ⅲ 電流 [mA]

【考察】
DSSC の内部抵抗を大幅に低減したことで，電池の性能が劇的に向上した。性能の個体差が
大きい要因としては，測定に用いた回路の抵抗値の範囲（0～60Ω）の狭さが挙げられる。

6. 実験Ⅳ
【方法】
実験Ⅲの結果を踏まえ，0～5MΩの広い範囲の抵抗を用いて，電圧と電流を測定した。横軸
に電圧，縦軸に出力電力のグラフを描き，縦軸の最大値（最大出力電力）を読み取った。
【結果】
実験Ⅳ②

1.5

1.5

1
0.5

0

実験Ⅳ③
14
12
出力電力 [μW]

2
出力電力 [μW]

出力電力 [μW]

実験Ⅳ①
2

1
0.5

100

200

300
電圧 [mV]

400

500

600

8

6
4
2
0

0
0

10

0

100

200

300

400

500

600

電圧 [mV]

図 6 結果Ⅳ 出力電力 [μW]
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同じ実験を 3 回行った結果が，図６のようになった。これらのグラフから，依然として DSSC
の個体差が大きいことが明らかになった。
【考察】
さらに，DSSC の性能を向上させるには，ゲル自体の抵抗を低減させ，より内部抵抗を小さ
くする必要がある。また，セロハンより好ましい導電性ガラスの代替品を検討することも挙げ
られる。そして，依然として大きい個体差の要因を特定することである。

7. 実験Ⅴ
【方法】
DSSC の個体差と捉えていたものは，製作後から実験・測定するまでの時間が異なっていた
ために生じていたのではないかと，仮説を立てた。つまり，時間の経過に伴って DSSC の性能
が変化していた可能性が考えられる。そこで，製作直後に実験・測定したものと，製作後 30 分
経過してから実験・測定したものとで，出力電力を比較した。
【結果】
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図 8 結果Ⅴ 出力電力 [μW]

図 7 結果Ⅴ 出力電力の比較

異なる経過時間による比較結果は，図７のようになり，時間の経過に伴って DSSC の性能が
約 60%低下することが明らかになった。一方で図８のように，30 分経過したものどうしでは，
個体差が比較的小さかった。よって，個体差として捉えられていた主要因は，製作後からの時
間経過に伴う劣化であると考えられる。
【考察】
時間の経過に伴う劣化が起きる原因としては，アントシアニンの構造の変化が考えられる。
理論上，色素が酸化チタンに電子を放出した後に，ヨウ素から電子を受け取ることで，色素が
元の構造に戻ると考えられる。しかし，完全には元の構造に戻らなかったことによって，酸化
チタンに電子を放出できなくなり，時間経過に伴う劣化が起こったと考えられる。

8. まとめと展望
DSSC の電極に，高価な導電性ガラスの代わりとして，考案したアルミ板とセロハンを使用
することで，製作コストを約 99.9％削減することを達成した。また，セロハンは生分解性であ
るため，DSSC の環境負荷や持続可能性が改善した。今後は，さらに本研究の DSSC の性能を
向上させるために，次の 2 つの課題を解決していきたい。
1 つめは，性能が長時間持続するように改良することである。アントシアニン以外の色素も
用いて，時間の経過に伴う性能の低下を抑えたい。さらに，同面積でも長方形，正方形，円形
のいずれが良いのかなど，DSSC の最適な形状についても探究したい。
2 つめは，実用化を視野に入れた検証である。本研究では，測定条件を一定にするため，室
内で LED ライトを用いて性能を評価しており，熱，紫外線，雨などによる影響が考慮されて
いない。そこで，本研究の DSSC の耐久性を検証することで，より実用化に近づけたい。

9. 参考文献
・愛媛大学大学院理工学研究科物性物理化学研究室・2012・
「色素増感太陽電池を作ろう！」
https://www.mirai-kougaku.jp/laboratory/pages/121031.php
・ナプソン・
「電気抵抗測定の原理」https://www.napson.co.jp/technique/
（閲覧日は共に 2021/05/25）
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OP8
どこにでも貼ることのできる 1.5V 超分子色素太陽電池
島根県立浜田高等学校（自然科学部）
鍵山創直、木原萌伽、矢口 怜
指導教員：福満

晋

研究概要
仮説１ 色素増感型太陽電池にローダミンＢ電解液を使うことで 1.0V を超える起電力を発生できる。
ローダミンＢが太陽電池の電解液に使えることを世界で初めて発見した。色素増感型太陽電池の発生電位は
酸化チタンのフェルミ準位と電解液の酸化還元電位の差が関係し、最大 1.84V の電位を発生させることができ
る。ヨウ素電解液を使った場合の最大発生電位は 0.9V である。ヨウ素電解液をつかった色素増感型太陽電池の
世界最高値は、ローザンヌ工科大学の起電力 0.85V、エネルギー変換効率 15％である
仮説２ 色素増感型太陽電池に超分子色素使うことで 1.2V を超える起電力を発生できる。
特定のフタロシアニンとポルフィリンを混ぜると溶液中で超分子色素が生成される。さらにポルフィリンに
金属マグネシウムを配位させ、フェニル基の水素原子を電子供与基に置換することで分子内の電子の流れを活
性化した超分子色素を合成する。この超分子色素は起電力を大幅に増加させることができる。
－極
電子ｅ－

光
導
電
性
性
フ
フ
ィ
ィ
ル
ル
ム
ム

還元
→
←
酸化

＋極
電子ｅ－

酸
化
チ
タ
ン

吸収
還
元

電子ｅ－



電解液

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
板

色素

ローダミン B

図.１ 色素増感型湿式太陽電池方法

還元性ローダミン B

図.２ ローダミンＢ電解液の酸化還元

図.３ 色素増感型太陽電池の発生電位

MｇＴＰＰ合成
配位

ポルフィリンのフェニル基の水素原子を置換

DMF 130℃
5.0h

超分子形成
図.４ 超分子色素の合成
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１．背景と目的
シリコン太陽電池も薄型のものが開発され曲面に貼ることのできるものも開発されている。しかしこの電池は樹
脂フィルムと薄いアルミニウムテープを使っているので曲面だけでなく球面にも貼ることができる。そのため自
動車の車体や帽子、ヘルメットなどに貼って使うこと可能である。また少なくとも 1.2V を超える起電力がある
ので実用化できれば自動車のボディに貼って野外で駐車している電気自動車の充電や、ヘルメットや衣服に貼っ
て災害時の野外活動時の携帯電話の充電などに力を発揮できると考えられる。
２.実験方法
(1)超分子太陽電池の色素の合成
①テトラフェニルポルフィリン(TPP)にＭｇを配位させる。
②テトラフェニルポルフィリン(TPP)のフェニル基の水素原子を電子吸引基(-COOCH3、-CN)に電子供与基
（-OCH3、-C4H9）に置換する。
MｇＴＰＰ合成
配位

ポルフィリンのフェニル基の水素原子を置換

DMF 130℃
5.0h

TPP と MgCl2 を加熱する

有機溶媒を取り除く

抽出する

カラムで不純物を取り除く

③同濃度・同体積のフタロシアニン(SK-121)とポルフィリン(MgTPP )を混ぜると超分子が形成される。

超分子形成

緑色

赤色

黒色

(2)電解液の酸化・還元について
ローダミンＢは次のように酸化･還元される。
還元
→
←
酸化
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(3)色素増感型湿式太陽電池の作成方法
貼り合わせ型
導電性ガラスの場合は電気炉を使って 450℃で酸化チタンペーストを焼き付ける。導電性フィル
ムは熱に弱い。ペルオキソチタン液を酸化チタンペーストに加えると、焼き付けるための温度を下げることができ
る。乾燥機を使って導電性フィルムに約 130℃・30 分で酸化チタンペーストを焼き付けることができる。銀導電性
フィルムの大きさは 5.0cm×2.5cm(酸化チタンの表面積は 5.0cm×2.0cm＝10cm２),表面抵抗値は約 80Ωである。

酸化チタンペーストを塗る

乾燥機を使い焼き付ける

色素を吸着させる

アルミニウム板とはさみ
ローダミンＢ電解液を加える

凹型 導電性フィルムとアルミニウム板の間に厚さ 0.5mm、1.0mm のポリカーボネイト板をはさみ接着剤で固定し、
電解液をためる空間をつくる。銀導電性フィルムの大きさは 5.0cm×3.0cm(酸化チタンの表面積は 4.0cm×1.5cm＝
6.0cm２)である。

ポリカーボネイト板とアルミ板を接着する

さらに導電性フィルムを接着する

レジンでまわりを固める

密閉型 電解液が蒸発しないように銀導電性フィルムとアルミニウムテープを建築用両面テープ(厚さ 0.20mm)で
接着する。銀導電性フィルムの大きさは 5.0cm×2.5cm(酸化チタンの表面積は 4.0cm×1.5cm＝6.0cm２)である。

導電性フィルムにマスキングを行い、酸化チタンペーストを塗る

色素を吸着させる

導電性フィルムとアルミテープを両面テープで接着する

３.実験結果と考察
(1) 貼り合わせ型色素増感型湿式太陽電池の起電力の測定
超分子
色素
起電力

SK-121

SK-121+MgTPP②

SK-121+MgTPP

CN(電子吸引基置換)
1032mV

1051mV

SK-121+MgTPP④
C4H9(電子供与基置換)

1190mV

1230mV

超分子のなかではポルフィリン側からフタロシアニン側に電子が移動することがわかっている。超分子色素内で
は配位しているイオン化傾向の大きな Mg からイオン化傾向の小さい Zn に向かって電子の移動が促進される。さ
らに電子供与基（-C4H9）を置換するとポルフィリンからフタロシアニンに向かってさらに電子の移動が促進される。
その結果、超分子色素から電子を放出しやすくなることで 1230mV の大きな起電力が生じた。
電子の移動

酸化チタンに
電子を放出

電子の移動

ポルフィリン Mg-TPP C4H9 置換

フタロシアニン SK-121
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(2) 貼り合わせ型色素増感型湿式太陽電池のエネルギー変換効率の測定
次のような計算式でエネルギー変換効率を計算した。エネルギー変換効率 11.4％は非常に高い値である。
電流(Ａ)×電圧（Ｖ）
１㎡
×
×１００
１００𝑾
太陽電池の表面積（㎡）

エネルギー変換効率(％)＝

𝟏𝟎.𝟗 × 𝟏𝟎−𝟑 𝑨 × 𝟏.𝟎𝟓 𝑽
𝟏㎡
×
× 𝟏𝟎𝟎＝𝟏𝟏.𝟒%
𝟏𝟎𝟎 𝑾
𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟎㎡

色素

SK-121

SK-121+MgTPP

内部抵抗

722Ω

770Ω

可変抵抗

1.0Ω

1.0Ω

最適動作点での電圧

1.00V

1.05V

最適動作点での電流

10.2mA

10.9mA

10.2%

11.4%

エネルギー変換効率

(3) 凹型色素増感型湿式太陽電池の起電力の測定
SK-121 色素、 超分子色素(SK-121＋MｇTPP)を使い起電力の測定を行った。最初の 8 日間は光を当て続け 1 日に１
回起電力を測定した。この間にローダミン電解液は 1/3 ほど減少した。その後電解液を補充し、１週間に１回起電
力を測定した。この間の起電力は貼り合わせ型太陽電池の起電力の約 80％にあたる。どちらの色素も電池の厚さ
0.5mm と 1.0mm で起電力に大きな差はなかった。色素は安定な物質であるので電解液を補充し続ければ１か月程度
は発電を続けられることがわかった。
太陽電池

セル型

セル型

電池の厚さ

0.5mm

1.0mm

色素
起電力

超分子

超分子

SK-121

SK-121+MgTPP

SK-121

SK-121+MgTPP

706mV

1005mV

840mV

991mV

(4) 密閉型色素増感型湿式太陽電池の起電力の測定
密閉型の色素増感型太陽電池は SK-121 色素で 1506mV、超分子色素で 1587mV
の大きな起電力を測定できた。この値は起電力としては色素増感型太陽電池の
世界最高値である。エネルギー変換効率は 12.1％だった。密閉型太陽電池の
0.2mm の厚さがこの大きな起電力に関係していると考えられる。また電解液の
補充なしに 1 週間までは 1400mV 以上、１ヶ月後でも約 1200mV
以上の起電力を保つことができた。
(5) 密閉型色素増感型湿式太陽電池の直列接続
密閉型太陽電池の形状を直列につなげることができ
るように改良した。4 つの密閉型太陽電池を直列に
つなぐことで約 4.8V の起電力を発生させることが
できた。
４．今後の課題
ローダミンＢ電解液は理論的には 1.84Ｖを超える色素増感型太陽電池の作成が可能である。電池を改良し起電力
をさらに増加させたい。また有機化合物であるローダミンＢの電解液としてのはたらきなどの解明についての研究
を行っていきたい。
参考文献
1)松林和彦、兒玉由貴子、田中孝一、山本 裕、赤澤 雅子、フタロシアニン－ポルフィリンを用いた色素増感型
太陽電池,島根県産業技術センター研究報告,2016,No.52，P.1-8.
2)「教材化を指向したポルフィリン錯体合成」野村美沙登,小野裕輝,佐藤亜樹,長南幸安,弘前大学教育学部紀要第
101 号 61～64 項
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OP9
PVA で迫る！BR 反応におけるデンプンの本当の役割
静岡市立高等学校
青嶋 妃菜・小田 実来・木村 日鞠・鶴見 梨菜
指導教員：戸塚滋子
研究概要
Briggs Rauscher 反応（BR 反応）は I－と I2 が繰り返し生成する振動反応の一種で、I3－ または I5－を
ヨウ素デンプン反応により青紫色に呈色させることで、黄色と青紫色の溶液が繰り返し現れると考えら
れている。しかし、ヨウ素デンプン反応の指示薬として加えるデンプンが実は振動の発現に大きな役割
を果たすことはあまり知られておらず、詳細に検討した研究事例も見当たらない。本校では、先行研究
により、この反応においてデンプンは必須で、デンプンが存在しないと振動反応が起こらないことを明
らかにした 1)。特にデンプンの螺旋骨格が BR 反応の振動の発現に必須で、これは、その骨格内部に反
応物質を捕捉する過程が関係していると仮説を立てた。この仮説が正しければ、螺旋骨格を形成する高
分子であれば、デンプンでなくとも BR 反応の振動を誘起できると考えられる。
ポリビニルアルコール（PVA）はデンプンと同様の螺旋骨格を形成し、その骨格内部に I3− を取り込
んでヨウ素呈色反応を示す場合があることが知られている 2)。本研究では、けん化度や粘度が異なる種々
の PVA について、その螺旋骨格の形成とヨウ素呈色反応との関係を明らかにした。さらに、螺旋骨格
を形成することが確認された PVA をデンプンの代わりに用いて BR 反応を発現させることに成功した。
これは、PVA を利用して成功した振動反応の初の例である。

Oscillations in BR reaction was induced with PVA
a) with starch

b) with PVA

Yellow

I

Red

I

It has previously been reported that the presence of starch is necessary for BR reaction, which is
the oscillation reaction that produces I2 and I3− repeatedly. In this work, we investigated the
iodine-test reaction activities of polyvinyl alcohols (PVAs) with different saponification degrees
and found that the PVAs that bear helical structures can induce BR reaction when they are used
instead of starch.
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１．

背景と目的

ヨウ素デンプン反応は、デンプンの螺旋骨格に I3－ または I5－が捕捉された際に発色すると考えられ
ており 3)、Briggs Rauscher 反応（BR 反応）は、この呈色を利用した振動反応として知られる。本校で
の先行研究により、BR 反応におけるデンプンの役割は単なる指示薬ではなく、本反応に必須であるこ
とが示唆された 1)。ポリビニルアルコール（PVA）もデンプンと同様の螺旋骨格を形成し、ヨウ素呈色
反応を示す場合があることが知られている 2)。研究概要で述べた仮説が正しければ、PVA を用いても BR
反応を発現させることができると考えられる。そこでまず、洗濯のりとして身近に販売されている PVA
をデンプンの代わりに用いて BR 反応の発現を検討したが、実際には何ら振動反応は観測されなかった。
この原因を探るために、本研究では、PVA の構造的特徴とヨウ素呈色反応との関係解明、さらには PVA
を用いた BR 反応の発現を目的として研究を進めた。
２．

実験方法、結果、考察

２-１．実験１；PVA の構造的特徴とヨウ素呈色活性の関係
Table 1 試薬（Kuraray PovalTM)

２-１-１．方法
けん化度と粘度の異なる８種類の PVA を用意した（Table
1）
。それぞれの PVA ①～⑧水溶液（3.7％）5.0 mL に 0.010
mol/L ヨウ素液 200 μL を加え、ヨウ素呈色反応が現れるか
どうかを観察し、それぞれの溶液の吸収スペクトルを測定し
た。スペクトルの測定には、光路長が 1.0 cm のセル以外に
0.10 cm および 0.20 cm のセルを用いて測定を行ったが、
Figs にあるスペクトルの Absorbance は 光路長が 1.0 cm
のセルを用いた場合に換算して示している。
２-１-２．結果、考察
25

したことから、主に PVA①～③で見られた 300～350

20

nm のピークはヨウ素液中の I3－に由来し 4)、PVA④～⑧
で見られた 500 nm のピークが、I3－が PVA の螺旋構造

Absorbance

PVA①～③は呈色を示さず④～⑧は赤色の呈色を示

内に取り込まれた構造（PVA⊃I3－）に由来する吸収であ
ると帰属した。PVA⊃I3－ が示す 500 nm の吸収強度は
PVA のけん化度によって変化し、けん化度が低いほど
吸光度が大きくなる傾向があった。一方、粘度による違いは

⑧
⑤
⑥
⑦

15
10
5

④
②
③
①

0
200

400
600
Wavelength(nm)

800

Fig.1 PVA にヨウ素液を加えた水溶液
の吸収スペクトル

見られなかった。この結果から、完全けん化体である PVA①～③は螺旋構造をとらず、部分けん化体で
ある PVA⑤～⑧は螺旋構造をとっていることが示唆された。中間けん化体の PVA④は 500 nm 付近に
極大吸収が観測されたものの強度が弱く、十分に螺旋構造が生成していないと推定される。
２-２．実験２；ホウ酸を加えた PVA によるヨウ素呈色反応活性
２-２-１．方法
PVA の螺旋骨格はホウ酸の添加により強固になる可能性を示唆した文献があったことから

5,6)、ホウ

酸を加えた PVA では、ヨウ素呈色反応がどのように変化するかを検討した。PVA①～⑧水溶液（3.7％）
5.0 mL に、ホウ酸水溶液（4.0％）1.0 mL、0.010 mol/L ヨウ素液 200 μL の順に加え、生じた沈殿物
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を 60 ℃の湯浴で溶かし、放冷した後に吸収スペクトルを測定した。
２-２-２．結果、考察
8

⑦
⑥

は青色、PVA④～⑧では赤色に呈色し、湯浴で加温中は

6

⑧
④
⑤

いずれの試料も黄色に変化した。放冷後、PVA④～⑧は
加温前と同様の赤色に戻ったが PVA①～③は元の青色

Absorbance

ホウ酸を加えた試料について、加温前の PVA①～③

には戻らず、少し青味を帯びた黄色になった。

度が小さくなり、むしろ PVA⊃I3－ 構造の減少が示唆さ

②
③
①

2
0

得られたスペクトル（Fig.2）を Fig.1 のスペクトルと
比較すると、PVA④～⑧のヨウ素呈色反応に基づく吸光

4

200

400
600
Wavelength(nm)

800

Fig.2 PVA にホウ酸水溶液とヨウ素液
を加えた水溶液の吸収スペクトル

れた。PVA①～③については Fig.1 とほとんど違いが見られず、ホウ酸を加えても螺旋構造が構築され
ないことがわかった。しかし PVA①～③では湯浴で処理する前に青色に呈色することが確認されてい
る。この青色は、PVA④～⑧でヨウ素呈色反応が起こった場合に現れる 500 nm 付近に吸収をもつ赤色
とは異なる色であり、これは、PVA①～③においても、ホウ酸の添加により、I3－ を取り込んだ構造を
形成できることを示唆している。
２-３．実験３；ホウ酸の濃度に依存した PVA によるヨウ素呈色反応活性
２-３-１．方法
実験２において、けん化度が高い PVA①～③が、ホウ酸の添加により、青色に呈色する現象が確認さ
れた。この現象をより詳細に明らかにするため、ホウ酸を加えても沈殿を生じないという点で取り扱い
が容易な PVA①について、ホウ酸の濃度を変化させて実験２の手順による呈色実験を行った。
２-３-２．結果、考察
10

を徐々に高めていくと、水溶液の色は黄色から青色を経

8

て濃青色を呈色した。吸収スペクトルは 500 nm と 650
nm 付近に肩吸収が、700 nm 付近に強い吸収が現れ、
ホウ酸の量が多いほど吸光度が増大した。500 nm 付近

Absorbance

PVA①にヨウ素液を加え、これに加えるホウ酸の濃度

吸収は、ホウ酸により三次元的に連結された、ゼオライト
のような PVA-ホウ酸骨格に、I3－が取り込まれた構造をと

4.0% 2.0 mL

6

2.0% 2.0 mL

4

なし

2
0
200

の吸収は PVA の螺旋骨格に I3－が捕捉された PVA⊃I3－
構造 によるものと考えられ、より長波長に現れた強い

6.0% 2.0 mL

400
600
Wavelength(nm)

800

Fig.3 PVA①に異なる濃度のホウ酸水溶
液を加え、さらにヨウ素液を加えた水溶
液の吸収スペクトル

っていると予想している。
２-４．実験４；PVA を用いた BR 反応
２-４-１．方法
実験１から３で得られた知見をもとに、PVA①、⑤、 Table 2 BR 反応に用いた試薬
⑧（3.7%）
、PVA①（3.7%）1.0 mL にホウ酸（4.0%）
1.0 mL を加えた溶液を用意し、これらをデンプンの代
わりに 2.0 mL ずつ添加して BR 反応の振動を測定した。
なお、試薬 7)（Table 2）は A→C→D→B の順に加え、
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A
B
C
D
(D’)

試薬
KIO3
H2SO4
H2O2
CH2(COOH)2
MnSO4
デンプン
PVA

濃度
0.20
mol/L
0.054 mol/L
3.80
mol/L
0.15
mol/L
0.035 mol/L
1.0
%
3.7
%

体積
22 mL
20 mL
20 mL
2.0 mL

Light(%)

２-４-２．結果、考察
PVA①を加えた溶液では、電圧の振動が５回観測されたも
のの色の振動は観測されなかった（Fig.4）
。この挙動は、対
照実験として行った BR 反応（Table 2 の A,B,C だけで行う
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振動の測定は文献 1)に示す方法を改良して行った。
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れた。また、PVA①にホウ酸を加えて PVA-ホウ酸骨格を生
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じさせた水溶液を添加しても、Fig.4 と同様に BR 反応は発
現しなかった。これは、PVA-ホウ酸骨格にヨウ素が取り込
まれる前に、Table 2 に示す試薬 A,B,C が PVA-ホウ酸骨格
を破壊してしまったのではないかと考えている。
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Fig.4 PVA①を加えた時の振動

ない PVA①を加えても BR 反応は発現しないことが確認さ
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一方、Fig.1 から螺旋骨格の形成が示唆された PVA⑤と⑧

Fig.5 PVA⑧を加えた時の振動

を添加した場合は赤と黄色を繰り返す色の振動が現れ、同調す

る電圧の振動も見られた（Fig. 5）
。振動回数は、PVA⑤は 20 回、PVA⑧は 23 回であり、デンプンを用
いた基本的な BR 反応の振動回数 22 回とほぼ同じであった。これらの結果より、BR 反応の発現には
“螺旋骨格をもつデンプンや PVA”の存在が不可欠であることが強く支持された。
３．

結論

けん化度や粘度が異なる種々の PVA を用いて、ヨウ素呈色反応の発現を検討した。それらの PVA に
おいて、螺旋骨格を形成することが示唆された PVA をデンプンの代わりに用いた場合に、デンプンを
用いた場合と同様の BR 反応が発現することを見出した。これらの結果から、BR 反応におけるデンプ
ンの働きは単なる指示薬ではなく、系中に発生するヨウ素の量を調節する包接化合物として重要な役割
を担っていることが明らかになった。
４．

今後の課題

PVA のけん化度や粘度、重合度が与える振動時間や振動回数への影響について明らかにしていく。
５．
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OP10
放線菌の二次代謝物による細胞寿命の延伸と次期抗がん剤への期待
東京工業大学附属科学技術高等学校
奥居あかり・奥居鈴歌
指導教員：豊前太平
研究概要
2017 年、抗がん剤を生産する放線菌の探索中に、箱根の土壌から得た未知種の放線菌生産物
に、原核生物に活性を示さず真菌の増殖を可逆的に抑制する化合物を見出して HK-T5 と名付け
た。HK-T5 を付与して液体培養した Schizosaccharomyces pombe（S.pombe）のコロニーは、
付与しない培養と比較して成長期間が 11 日間ほど伸長し、液体培養においては 8 週間以上の寿
命延伸を続けた。寿命の延伸は他の野生型分裂酵母やアルテミアに対しても見られた。HK-T5
を付与した S.pombe は、40℃の環境で分裂が停止した。このことから、HK-T5 は G0/G1 期で細
胞分裂を停止させると考えられる。HK-T5 をトリアムシノロンアセトニドと併用したところ、
G0/G1 期での分裂停止に相乗的な効果が見られた。これらの特徴は Rapamycin、Leptomycin
B 等の既知物質と性質が異なるため、次期抗がん剤の候補として検証を続けている。
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1．背景と目的
放線菌由来の抗がん剤には細胞周期の S、G2、M 期に作用して効果を発揮する物質が多く、治
療 に有 益で ある 反面 、 重 い副 作 用 を伴 う こ と が問 題 と なっ て い る 。 また 、 放 線 菌由 来の
Rapamycin や Leptomycin は細胞周期を抑制し、従来の抗がん剤との併用で抗がん効果を示すこと
が知られている。そこで現在、副作用の少ない新たな抗がん剤として、細胞分裂初期の G0/G1 期
に作用する物質が求められている⁽¹⁾。私たちは 2017 年に箱根の土壌から分離した放線菌の二次
代謝物から、新たな抗がん剤として有力な候補物質の精製に至った。そこでこの物質に対し、細
胞分裂の抑制作用、および、次期抗がん剤としての可能性について検証することを本研究の目的
とした。
2．放線菌二次代謝物「HK-T5」について
16SrRNA 解析により未知種だと判明した Streptomyces 属の放線菌の生産物を、ODS カラムを用
いて水溶性物質から脂溶性物質まで 5 段階に区分した。それらを試料としてペーパーディスクに
浸透させ、標準寒天培地、YPD 培地、RG 培地上で、カビ、分裂酵母（Schizosaccharomyces pombe
＝S.pombe）などの真核生物に対する活性を調べた。その結果、ODS カラムで得た脂溶性区分の試
料が、カビ、および、S.pombe に対して一時的に増殖抑制することを見出した（図 1）。この脂
溶性区分として得られた物質を、以後、HK-T5 と称することとする。
HK-T5 は、オートクレーブによる 125℃の加熱や日常
的な光の照射に対して分解せず、また、常温で 3 年以上
の保存に対しても活性を失わなかった。さらに HK-T5
は、グラム陽性菌、グラム陰性菌に対して殺菌的な活
性を示さなかった。HK-T5 の可逆的な分裂抑制（後述）
の有効質量は、1 mL 量の S.pombe のコロニーに対して
203～1624 g の範囲であった。至適 pH は 4〜7 であり、
水、メタノールに易溶、酢酸エチルにやや溶け、クロ
ロホルムには難溶だった。

図 1. 他の候補物質と HK-T5 による
分裂抑制の比較

3．実験
3-1．細胞分裂抑制の検証
バイアル瓶に 200 mL の液体培地を入れ、HK-T5 付与、または、未付与の条件下で S.pombe を培
養した。培養開始から 24 時間後、それぞれの S.pombe を寒天培地上に移植し、その成長を経時
的に観察・比較した。
3-2．寿命の延伸の検証
バイアル瓶に 200 mL の液体培地を入れ、HK-T5 付与、または、未付与の条件下で S.pombe を培
養した。培養から 3 週間後、それぞれを寒天培地に移植し、S.pombe の生存を比較した。同様の
実験を、甲殻類のプランクトンであるアルテミア・サリーナ、および、線虫に対しても行なっ
た。
3-3．G0/G1 期抑制の検証
バイアル瓶に 200 mL の液体培地を入れ、S.pombe を培養した。このとき、HK-T5 未付与のも
の、HK-T5 のみを付与したもの、HK-T5 とトリアムシノロンアセトニドを付与したもの、およ
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び、HK-T5 とアセチルサリチル酸を付与したものの 4 種類を準備した。3 週間後、それぞれを寒
天培地に移植し、40℃の環境下で培養した。ここで、トリアムシノロンアセトニドは細胞分裂を
穏やかにする物質として用い、細胞分裂に対する HK-T5 との相乗効果を検討した。また、アセチ
ルサリチル酸は細胞分裂の抑制と促進効果のある物質として用い、HK-T5 との拮抗効果を検討し
た。なお、40℃の環境下では、G0/G1 期にある細胞は増殖しないことが知られているため、HK-T5
を付与した S.pombe が G0/G1 期で停止しているか確認することを目的としている。
4．結果と考察
液体培地で 24 時間培養した S.pombe について、寒天培地上で分裂開始からコロニー衰退まで
の経過を比較した結果、HK-T5 を付与して培養したものは、未付与のものに比べて約 11 日の遅れ
があった(図 2）。同様の現象は、Aspergillus 属のカビや他の野生型分裂酵母に対しても観察さ
れた。これらのことから、HK-T5 は S.pombe に対して細胞分裂抑制の作用を持つと考えられる。
HK-T5 未付与の液体培地で 3 週間培養した S.pombe は、その後寒天培地に移植しても増殖せ
ず、死滅していた。すなわち、3 週間以内に寿命を迎えたことが分かった。一方、HK-T5 を付与
した場合の S.pombe は、3 週間後に寒天培地に移植した後も増殖が確認された(図 3）。このこと
は、3 週間の液体培地内において、S.pombe は生細胞の状態であることを示すものである。さら
に液体培地からは、アルコール発酵に伴うと思われるアルコール臭が確認でき、S.pombe が生命
活動状態にあったことが示唆された。これらのことから、HK-T5 の付与により、S.pombe の寿命
が延伸するものと考えられる。なお、HK-T5 を付与した場合、液体培地で 8 週間培養した後であ
っても、S.pombe は寒天培地上で正常に分裂を再開した。
甲殻類のプランクトンであるアルテミア・サリーナに対し、HK-T5 を付与した液体培地内で孵
化させたところ、HK-T5 未付与の場合に比べ最大 4 日の延命が見られた。一方、線虫に対して
は、HK-T5 による延命の寄与は見られなかった。

図 2. HK-T5 付与による一時的な分裂抑制作用

図 3. HK-T5 付与による寿命の延長

HK-T5 を付与していない S. pombe の細胞周期を観察したところ、いくつかの周期が混在してい
たのに対し、HK-T5 を投与すると G0/G1 期がより顕著になった。また、40℃の環境下では細胞が
増殖しないのに対し、通常の培養条件である 28℃に下げると増殖が再開する様子が見られた。こ
れは、HK-T5 付与により、G0 期停止の特徴があったことを示す。細胞が G0 期停止する要因とし
て、細胞が栄養枯渇状態になることが挙げられる。また G1 期停止する要因として、細胞の栄養
枯渇やサイクリン D1 酵素阻害作用などが挙げられる。よって HK-T5 は、細胞に対してこの様な
作用をもたらすと考察できる。以上より、 HK-T5 は単体において、細胞に対し G0/G1 期抑制の作
用があり、G2、M 期には影響しないと考えられる。
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HK-T5 とともにトリアムシノロンアセトニドを添加した場合、48 時間程度の期間、S.pombe は
G0/G1 期で周期の同期が得られた。すなわち、トリアムシノロンアセトニドは、HK-T5 との相乗
効果が期待できると考えられる。一方、HK-T5 とともにアセチルサリチル酸を添加した場合、24
時間程度の期間、G1-S 期の同期が得られた後に（図 4）再び周期が混在し、HK-T5 を付与しない
ものと同様の様相に戻った。

図 4. HK-T5 付与、HK-T5 とトリアムシノロンアセトニド、アセチル
サリチル酸の併用による G0/G1 期停止
5．まとめ
HK-T5 は S.pombe に対して細胞分裂抑制の作用を持ち、細胞寿命を G0/G1 期で可逆的に抑制し
なが ら 延伸 し、 その 間 の 生命 活 動 は妨 げな い と分 か っ た。 似 た 作 用 を示 す 既 知物 質に は
Leptomycin B⁽²⁾や、Rapamycin⁽³⁾、lactacystin⁽⁴⁾、Kazusamycin B⁽⁵⁾ があるが、いずれとも
特徴が異なった。HK-T5 は一時的に細胞を栄養枯渇の状態に近づけているか、あるいは可逆的な
サイクリン D1 酵素阻害作用を持つのではないかと思われた。この特徴は Rapamycin や Leptomycin
B と同様に、従来の抗がん剤との併用で抗がん効果が期待でき、トリアムシノロンアセトニドな
どのステロイド剤の添加も、HK-T5 との相乗効果が期待できるため、検証に値すると考えられ
る。
6．今後の課題
HK-T5 を単離し、IR,UV 分析を行い、その後、構造決定や既知物質との照合、及び比較を行い
たい。また、HK-T5 の詳細な作用機序についての調査も行いたい。
7．参考文献
(1) Hirayama, M., Wei, FY., Chujo, T., Oki, S., Kakita, M., Kobayashi, D., Araki, N.,
Takahashi, N., Yoshida, R., Nakayama, H., and Tomizawa, K., Cell Reports, 2020, 31,
107464.
(2) Yoshida, M., Nishikawa, M., Nishi, K., Abe, K., Horinouchi, S., and Beppu T.,
EXPERIMENTAL CELL RESEARCH, 1990, 187, 150.
(3) Sajiki, K., Tahara, Y., Alejandro, VB., Pluskal, T., Teruya, T., Mori, A., Hatanaka,
M., Ebe, M., Nakamura, T., Aoki, K., Nakaseko, Y., and Yanagida, M., OPEN BIOLOGY, 2018,
8, 170261.
(4) Zhou, HY., Tan, YY., Wang, ZQ., Wang, G., Lu, GQ., Chen, SD., THE CANADIAN JOURNAL
OF NEUROLOGICAL SCIENCES, 2010, 37, 229.
(5)Bioaustralis Fine Chemicals, Product Data Sheet, Kazusamycin B, 2019.
(https://www.bioaustralis.com/product_pdfs/override/BIAK1043_product_sheet.pdf) (accessed 2021-08-13)

- 46 -

