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研究概要 

  ヨウ素は殺菌作用があり、医療に用いられるが、昇華性があり取り扱いに注意が必要で

あると知られている。もし、ヨウ素を手軽に扱える状態になれば、医学のさらなる進歩に繋

がると考えた。そういう訳で、今回はヨウ素溶液、ポピドンヨードと、ヨウ素デンプン反応に

よって得られた沈殿物(ナノカプセル) の三つに対して殺菌効果がどの程度あるかを、ア

オカビを使って確かめた。 

その結果ヨウ素溶液、ポピドンヨードと同様に沈殿物(ナノカプセル) も殺菌効果がある

ことが分かった 

Covid-19 の蔓延が収まらない今、医療の現場でこの手軽に扱える沈殿物(ナノカプセ

ル)を活用することにより、医療の現場における効率的な殺菌効果に貢献できると期待さ

れる。今後、沈殿物(ナノカプセル)を大量生産する方法も考えたい。 
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１. はじめに  

デンプン水溶液にヨウ素溶液を加えると、デンプンのラセン構造にヨウ素が取り込まれ、青紫

色になる（ヨウ素デンプン反応）。デンプンのラセンはC6H10O5が６個で一巻１回転していて

（C6H10O5)6、ヨウ素 I2や三ヨウ化物イオン I3-がラセン一巻の中に１個入っている（文献１）。この

溶液に電解質を加えると沈殿する（文献２，３）。この場合の沈殿はデンプンが親水コロイドで

あることから塩析によるものか、沈殿に必要な電解質の量などから凝析によるかの議論がある。  

沈殿物はヨウ素のナノカプセル構造[（C6H10O5)6+I2 又はI3-]ｎで、長期間安定である。ヨウ素は 

殺菌作用があり、医療（covid-19など）に用いられているが、昇華性で取り扱いに注意がいる。

取り扱いが簡単なヨウ素デンプン反応の沈殿物について、防カビ効果がどの程度あるか調べた。  

２．研究目的  

（１） ヨウ素デンプン反応の沈殿はなぜ起きるか。  

（２） ヨウ素デンプン反応の沈殿物（ナノカプセル）による防カビ効果の程度を比較する。  

３．研究方法  

試薬 デンプン粉末（可溶性）、塩化ナトリウム、塩化カルシウム二水和物、塩化アルミニ

ウム六水和物、トリプトファン、イーストエキス、寒天、ポピドンヨード（イソジンうがい薬）、

ヨウ素、ヨウ化カリウム、青カビ（ブルーチーズ）                       写真１ チーズの青カビ 

器具 試験管、ゴム栓、ガスコンロ、ビーカー、ガラス棒、マイクロピペット、シャーレ、パスチュールピペ

ット、遠心分離機、電気定温乾燥機、デシケーター、乳鉢、乳棒、コンラージ棒、恒温培養器

（インキュベーター） 

ヨウ素-デンプンの沈殿  

はじめにデンプン水溶液を作製する。ビーカーにデンプン粉末を入れ、濃度が１.0 ％になるように蒸留

水を入れる。ガラス棒で攪拌しながら、ガスコンロで十分に熱し、溶液が透明になったら攪拌を止める。  

沈殿の分離   

上澄み液をパスツールピペットで取り除き、沈殿物をパスツールピペットでエッペンドルフチューブ 

（1.5 ｍL）に入れる。（ただし、この時に、イオン交換水で丁寧に洗う。）2 個用意して、同じ高さにする。エッ

ペンドルフチューブを遠心分離機に対角線上になるように入れる。15000 回転で 20 分間遠心分離し、パ

スツールピペットで上澄みを取り除き、チューブ用ラックに立て、40℃にした乾燥機に入れ、1 日放置す

る。取り出し、乾燥剤を入れたデシケーターで放冷する。  

LB 寒天培地の作成と防カビ効果   

  300 mL の三角フラスコに、トリプトファン 1.0 g とイーストエキス 0.50 g と NaCl 1.0 g、寒天 1.5 g を入れてイ

オン交換水 100 mL を加えて混ぜる。5.0  mol/L NaOH (20μL)入れる。加熱し、吹きこぼれないように注意

しながら、３回加熱を繰り返す。直径 10 cm のシャーレに入れ、冷えて固まったら、コンラージ棒で青カビを

縦横にまんべんなく塗る。中央にポピドンヨードを染み込ませたろ紙（量によって大きさを変える）をのせ

る。蓋をして、周りをビニールテープで止め、37℃の恒温培養器で１日間放置する。  

４．結果と考察  

研究１．ヨウ素デンプン反応の沈殿はなぜ起きるか  

（１）塩化ナトリウム 試験管に 1%デンプン水溶液を 5.0 mL 入れて、0.050mol/L ヨウ素溶液 20μＬを

入れてしっかり混ぜる。NaCl が 0.0010、 0.0040、 0.010、 0.040、0.10、0.20 mol/L になるように（水 5 mL に

NaCl 0.058g 溶かした溶液）0.025 mL、0.10 mL、 0.25 mL、NaCl 固体 0.012 g、 0.029 g、0.058 g）を入れ 



混ぜる。長期間観察するためにゴム栓をして、室温で一か月放置する。  

 

 

（２）塩化カルシウム 同様に実験した。CaCl２が 0.0010、0.0040、 0.010、 0.040、 0.10、0.20 mol/L にな

るように CaCl２･2H2O（水 5 

mL に CaCl２･2H2O 0.147g

溶かした溶液 0.025 mL、 

0.10 mL、0.25 mL、CaCl２･ 

2H2O 固体 0.029 g、0.074 

g、0.147 g）を入れてしっかり

混ぜた。 

 

 

（３）塩化アルミニウム 同様に実験した。AlCl３が 0.0010、0.0040、0.010、0.040、0.10、0.20 mol/L にな

るように AlCl３･6H2O(水 5 mL に AlCl３･6H2O 0.241g 溶かした溶液 0.025 mL、0.10 mL、0.25 mL、AlCl３･ 

6H2O 固体 0.048 g、0.121 g、0.241g）を入れてしっかり混ぜた。 

写真４ 

AlCl３を加えた

様子  

 

濃度 mol/L  0.0010  0.0040  0.010  0.040  0.10  0.20  

沈殿の様子   ×   ●   ●  ●  ●  ●  
 

 

＜考察＞電解質の価数による沈殿の起きやすさから、陽イオンの価数が大きい方が、沈殿が非常

に起きやすいことから、この沈殿は凝析

によるもので、ヨウ素デンプンは負

（－）に帯電していると推測される。  

凝析に必要な電解質の濃度（凝析価）

は、反対符号の価数の 6乗に反比例する

シュルツ・ハーディの法則（経験則）が

知られている。２価と３価を比べると、

実験値 0.04/0.004は 10に対し理論値

(3/2)6は約 11でほぼ一致する。  

写真２  

NaCl を加えた

様子  

 

濃度 mol/L  0.0010  0.0040  0.010  0.040  0.10  0.20  

沈殿の様子  ×  ×  ×  ×  ＊  ＊  

沈殿生成の様子判定の記号  
×：沈殿なし。  
＊：かすかに沈殿。  
○ :ほとんど沈殿するが、一部

上澄みに色が残って完全に
沈殿していない。  

●:完全に沈殿した状態。  

写真３  

CaCl2を加え

た様子  

 

濃度 mol/L  0.0010  0.0040  0.010  0.040  0.10  0.20  

沈殿の様子   ×   ×   ＊  ○  ●  ●  

  

  

図１ 電解質の陽イオンの価数
と沈殿生成の限界濃度 

図２ 電解質の陽イオンの価数と沈殿生成の限界濃度（対数目盛） 



研究２．ヨウ素デンプン反応の沈殿物（ナノカプセル）による防カビ効果の比較  

（１）ポピドンヨード（イソジン） 

0.30 mL(有効ヨウ素 30 mg) ろ紙は 2 cm 角  

    ポピドンヨードで防カビ効果があった。 

                                     写真５ 培養結果（左：ポピドンヨード 右：無し） 

（２）0.05 mol/Lヨウ素溶液（0.050 mol/L I2＋0.15 mol/L KI） 

    0.20 mL：ろ紙は 2 cm 角（有効ヨウ素 2.6 mg） 

0.30 mL： ろ紙は 3 cm 角（有効ヨウ素 3.9 mg）  

                   写真６ 培養結果（左:ヨウ素溶液 0.20 ｍL 中央 0.30 ｍL右:無し） 

   ヨウ素溶液でも防カビ効果があった。 

（３）ヨウ素デンプンの沈殿物（ナノカプセル）  

沈殿物を遠心分離し、40℃で乾燥させた 

(写真７)。取り出すとフレーク状(写真８)。乳 

鉢で粉末に(写真９)。室温で長期間安定であった。 

写真７(左)分離・乾燥 写真８(中央)フレーク状 写真９ (右)粉末状 

フレーク状 

              
   

写真 10 培養前（フレーク状） 写真 11培養結果 30 mg(有効ヨウ素 3 mg)  40 mg(4 mg )  50 mg(5 mg)                    

粉末 
   

 

       写真 12 培養前（粉末）     写真 13培養結果   20 mg(有効ヨウ素 2 mg) 50 mg(5 mg) 90 mg(9 mg) 

フレーク状(写真 11)よりも、粉末にして散布すると（写真 13）、少ない量で防腐効果があるこ
とがわかった。 

５．まとめ  
ヨウ素デンプン反応の溶液は青紫の溶液であるが、電解質を加えると沈殿が生じる。NaCl、

CaCl2、AlCl3を加えた結果、沈殿に必要な電解質の濃度が陽イオンの価数の６乗に反比例したこ
とから、ヨウ素デンプン反応したものは負（－）に帯電していて、凝析によるものであることが
わかった。沈殿を分離したものは 40℃の乾燥機に入れてもヨウ素が昇華しなかった。  

青カビを入れて培養した結果、ポピドンヨード（イソジン）やヨウ素溶液を加えると防カビ効
果があった。青カビの培養時に、ヨウ素デンプン反応の沈殿物（ナノカプセル）を粉末にして加
えると、防カビ効果が高いことがわかった。  

沈殿物はナノカプセル構造[（C6H10O5)6+I2 又はI3-]ｎで、長期間安定である。デンプン自身は安
全な食品で、いろいろな物質（固体と液体も）の防腐効果が期待される。  
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