
 

EPOCHプログラム 

各実験教室の内容 
(※は主に二次募集合格者向け) 

 
 

目次：	 

9/5(土),11/28(土)※	 商品開発セミナーで、新製品を生み出そう	 

キミのアイディアで、新たな技術を活用したヒット商品を創りだそう	 

	 

9/12(土)	 9/26(土)	 12/12(土)※	 3D プリンタで、図面をカタチにしていこう  	 
3D プリンタは、コンピュータで描いた図面にそって空間にカタチのあるものを作り出す装

置です。自分の頭にあるものを 3D プリンタでカタチにしてみよう。（いずれか 1 日のみの

参加）	 

	 

9/19(土)	 10/3	 (土)※	 科学者に必要なチカラとは？	 

	 

10/10	 (土)	 温かいけど熱くない！？化学カイロのしくみ	 	 

化学カイロの温度変化と反応の速さを調べます。速さの「バランス」という考え方で、ケ

ミカルカイロがちょうどよく温まるしくみを明らかにしよう	 	 	 	 	 

	 

10/17	 (土)	 目で観る“薬”の化学反応	 	 

医薬品等の合成でよく用いられている「アルドール反応」の実験を通じて、無色透明の液

体が黄色の結晶になる様子を観察します。また、5 種類の同じ見た目を持つ白色医薬品にさ

まざまな試薬を混合することで、薬品の種類をあててみましょう。	 	 	 	 

	 	 	 	 

10/24	 (土)	 沸騰した泡の不思議な性質	 	 

私たちに身近な「泡」は、実際はどのようなカタチをし、どのような動きをしているので

しょうか？詳しく観察すると、そこには本当にさまざまな自然の表情が見えてきます。	 

	 



11/7	 	 (土)	 自分で考え、走る手作りロボットにレースをさせよう	 	 

この実験教室では、レゴ	 マインドストームという組立式ロボットを用いて、センサを組

み込んだロボットを目的どおりに動かす仕組みを、ハードウェアとソフトウェアの両面か

ら分かりやすく学びます。具体的には、次の	 (1)～(3)	 の内容を含みます。	 

	 (1)	 ロボットが物を認識しながら動く仕組み	 

	 (2)	 センサ情報を処理してロボットを動かすためのプログラミング	 

	 (3)	 ロボットレースに挑戦	 

	 

11/14	 	 (土)コンピュータの動く仕組みを確かめよう	 	 

コンピュータの原理を、CS アンプラグドと呼ばれる手法や実際のプログラミング体験を通

して理解します。プログラムで書かれる手順であるアルゴリズムを体験的に理解した上で、

ドリトルと呼ばれる初心者向けのプログラム言語でプログラムを作成して、コンピュータ

がどのように動くかを理解します。	 

	 

12/5	 	 (土)	 水のしずくを水面に浮かせてみよう！〜身近な流体力学の不思議体験

〜	 	 

空から降ってきた雨のしずく、シャワーから降り注ぐたくさんのしずく、私たちの周りに

はたくさんのしずくが生まれ、そして消えていきます。しかし、少し工夫をすると、しず

くを長い時間生き残らせることができます。しずくはどういうかたちをしていて、どうい

うふるまいで長い時間とどまることができるのでしょうか？その観察を通して、流体力学

の世界に触れてみましょう。	 

	 

12/19	 	 (土)	 モーターをつくろう〜電流と磁界の不思議を探る〜	 	 

磁界中に電流の流れている導線をおくと、導線に力が働く。このことを利用して、電気的

エネルギーを力学的エネルギーに変換する装置がモーターです。身近な材料を工夫して実

際に直流モーターをつくり、磁界が電流に及ぼす力について実験しよう。	 

	 

1/9	 	 (土)	 カップリング反応を体験しよう〜蛍光分子の合成〜	 

鈴木章教授によって発見され、2010 年にノーベル化学賞を受賞したクロスカップリング反

応を実際に体験してみます。そして、この反応を使って、光を照射すると発光する分子を

合成してみ	 ましょう。	 

	 

2/13	 (土)	 シルクの科学	 〜シルクから再生医療材料をつくろう〜	 



繊維として慣れ親しんでいるシルクは、特殊な加工をすることにより、水溶液、フィルム、

スポンジ、ゲルなど、様々なかたちへ変化させることができます。これは、シルクを構成

する繊維タンパク質である「シルクフィブロイン」の集合状態の違いによるものです。	 

この実験では、シルクフィブロインを様々なかたちへ加工する実験を通じて、シルクの不

思議、タンパク質の不思議について学びます。	 

	 

3/5	 (土)	 染まる?染まらない?繊維を作ってその秘密を解き明かそう	 	 

ナイロン 6,6 を界面重縮合で合成しましょう。また、合成して得られた繊維を染色してみ

ます。ここから、ポリエチレンやポリプロピレンとの染色性、接着性の違いを確認し、繊

維の化学構造の違いを体感しましょう。	 	 

	 	 	 	 

	 

 
  



発想力を育てよう	 担当者	 東京農工大学非常勤講師	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 株式会社連由	 代表取締役	 小山由朗	 

	 

商品開発セミナー	 

商品企画力、開発力を身につけよう	 

	 

	 新しい商品を企画したり、開発するためにはどうしたら良いのでしょうか。実はヒット

商品を生みだすためには効果的な「しくみ（道具）」があります。この授業では、経験や勘

に頼るのではなく、ヒット商品を開発するための「しくみ（道具）」について学びます。	 

	 この授業では日常生活からどのようにして発明のヒントを得るか、どのようにして過ご

すと商品開発のための発想力が身につくかを実習してもらいます。このセミナーで身につ

けた「しくみ（道具）」を活用して、アントレプレナー型の自由研究課題にチャレンジして

みてください。	 

	 

講師略歴	 昭和 56 年山本光学（株）入社。オートバイ用品の販売を担当、スクーターヘル

メットの開発では大手メーカーと OEM 契約を結び、生産販売するまでに成長させた。また、

開発したモトクロス用ゴーグルは世界チャンピオンにも使用された。平成元年（株）ワコ

ール入社。レオタード、水着の販売を担当。CW-X のマーチャンダイザーとしてコンセプト

作成〜売り場構築等全てにわたって携わる。ワコールの中で唯一メンズ（男性用）からス

タートして成功させた。ワコール人間科学研究所所属後、CW-X のチームマネージャーに就

任。平成 18 年(株)マーケティングコンセプトハウス入社。企業経験を基に実践コンサルタ

ントとしてプロ向けの商品の開発から一般向けの商品の開発までを幅広く手掛けた。平成

23 年（株）連由を設立し、様々な分野で商品開発指導や機能デザインを受託し、数多くの

ヒット商品を世に出し続けている。	 

  



身近なものの仕組みや原理を調べよう	 	 

担当者	 東京農工大学・工学部・各教官	 	 

３D プリンターで、図面をカタチにしていこう	 

3D プリンターは３次元のデータをもとに立体を造形する機械です。本実習では、３D プリ

ンターの原理、3D プリンターで利用できる材料について学習します。実際に３次元のデー

タを作成し、これをプリントしてみます。3D プリンターには Genkei の Atom を用います。

原料となる樹脂はワイヤー状であり、これをプリンターヘッドで溶融しながら積層する、

積層造形法により立体物が造形されます。Atom では ABS、PLA、石膏ライク樹脂、木材樹脂、

導電性樹脂、PEET、エラストマー樹脂が利用できます。実習では 5cm	 x	 5cm	 x	 5cm 程度の

大きさの物体の造形を試します。なお、EPOCH プログラムの受講生は東京農工大学の科学博

物館でこのプリンターを自由に使用することができます（要予約）。	 

	 

Atom3D プリンターの外観	 

	 

	 	 

 
 
 
 
 
Atomによる造形物(石膏ライク樹脂)  Atomによる造形物  



原理・原則の理解  担当者  東京農工大学・工学部・化学システム工学科  工藤翔慈  

温かいけど熱くない！？  化学カイロのしくみ  

	 寒い時にポケットに入れたりして使用するケミカルカイロ（化学カイロ）。ケ

ミカルカイロが熱くなり過ぎずにちょうどよく温まるのは、どうしてでしょう

か。この実験では、ケミカルカイロで起こっている現象を確認しながら、カイ

ロがちょうどよく温まるしくみを考えます。 

まず、カイロが温まる基本的な原理を簡単に確認します。カイロでは、鉄（Fe）

と水（H2O）、そして空気中からの酸素(O2)が、おもに次のような化学反応 1)を起

こして水酸化鉄（Fe(OH)3）
2）が生成されるといわれています。 

 

4Fe + 6H2O + 3O2 → 4Fe(OH)3	 
3） 

 

カイロ

台

4Fe(OH)3	  +4Fe	  	  	  +	  	  	  6H2O	  	  	  +	  	  	  3O2
カイロにもともとある

空気中からやってくる

反応熱

発 熱 (温度が上がる)

空気

周りの固体へ逃げる熱

周りの空気へ逃げる熱
電磁波5）として逃げる熱

鉄 水 酸素 水酸化鉄

化学反応

でんじ は



 

図	 カイロとその周りで起こっている現象を表わした図 

 

この化学反応が起こるとき、反応する量に応じて決まった量の熱が発生して、

カイロは温まります。みなさんの中にはもうご存知の人もいるかもしれません

が、ここまでがカイロが温まる基本的な原理です。では、ケミカルカイロが熱

くなりすぎずにちょうどよく温まるのは、なぜでしょうか。下の図は、台に置

かれているカイロとその周辺で起こっている現象を簡単に描き表わしたもので

す。熱には、「温度が高いところ」から「温度が低いところ」へと逃げる（伝わ

る）性質があります 4)。化学反応で熱が発生するとカイロは周りよりも温度が高

くなりますね。 

 

結果として、熱は温度が低いカイロの周囲へと逃げるようになります。その際

の熱の逃げ方には、図に描かれているように 3 種類あります。 

カイロがちょうどよく温まる仕組みを明らかにするためのキーとなるのは、

現象の「速さのバランス」です。化学反応には速さがあります。また、反応の

速さと関係して、熱にも発生する速さがあります。さらに、熱が逃げる際にも

逃げる速さがあります。実際にカイロがどのように温まるかは、反応の速さ、



すなわち、熱が発生する速さ、そして熱が周囲に逃げる（周囲に伝わる）速さ

などのバランスで決まります。 

そこで、この実験では、電子てんびんや温度計を用いてカイロの質量（重さ）

および温度を一定時間ごとに測定します。カイロの質量および温度を測定する

ことで、反応には速さがあること、およびカイロがどのように温まるかを確認

します。そして、反応の速さ、すなわち熱が発生する速さ、そして熱が伝わる

速さの「バランス」の考え方を取り入れながら、カイロがちょうどよく温まる

しくみを理解します。 

 

注釈 

1) 化学反応： 

物質が別の物質へと変わる変化のことを化学反応（または化学変化）という。

（2 種類以上の物質が組み合わさって変化する場合や 1 種類の物質が 2 種類

以上の物質へと変化する場合などがある）。 

2) 水酸化鉄（すいさんかてつ）Fe(OH)3： 

ケミカルカイロに含まれる鉄と水、空気中からの酸素が化学反応してできる

物質。さび鉄はこの物質です。 

3) 化学反応式： 

物質を表わす化学式と右向き矢印（→）を用いて化学反応を表したもの。化

学式は、原子の記号を使って物質を記号で書き表したものである。矢印の左

側が反応前の物質を表わし、矢印の右側が反応でできた物質を表わす。 

4) 熱が周囲に逃げる（伝わる）ことを「伝熱（でんねつ）」という。 

5) 電磁波（でんじは）： 

空間を伝わる波の性質をもつもので、テレビやラジオの放送、携帯電話など

に使われている電波や自然の光などがそうである。 

 

 

 



発見の追体験	 担当者	 東京農工大学・工学部・応用分子化学科	 齊藤亜

紀夫	 	 

目で観る“薬”の化学反応	 

	 

“薬”は皆さんの体と化学反応 1)を引き起こすことによって、“熱を下げたり”、“鼻水を止

めたり”など、“薬”の効果を発揮します。“薬”の効く様子を目で観ることは難しいで

すが、化学反応は色の変化で観ることができます。	 “薬”にまつわる化学反応の実験（そ

の１とその２）を行って、色や状態の変化から化学反応を体験してみましょう。	 

	 

その１．アルドール反応で黄色結晶を作る	 

	 

“薬”はいくつもの化学反応を用いて作られま

す。その代表的な化学反応の一つに「アルドール反

応」があります。「アルドール反応」は抗生物質や抗

がん剤などの“薬”の合成 2)によく用いられていま

す。	 

実際にアルドール反応を行って、２種類の無色透

明な液体(アセトンとベンズアルデヒド)から、左図

のような黄色結晶（ジベンジリデンアセトン）を合

成してみましょう。	 

その 2．医薬品の同定クイズ	 

医薬品 3)はある種の薬品と化学反応を引き起

こして、赤、黄、緑、青など、色が様々に変化

します。その変化は、医薬品の種類によって異

なります。	 

皆さんに、医薬品の名前を告げずに、５種類

の白色固体が手渡されます。それぞれの白色固

体に対して化学反応を行って、色の変化を観察

します。この色の変化を手掛かりに、科学捜査

研究所（科捜研）の研究員のように、それぞれ

の医薬品の正体を明らかにしましょう。	 

	 

	 



注釈	 
1)化学反応：化学変化のこと。原子（物質を構成する 小粒子）間の結合（原子同士を結びつ
けるもの）の切断や新たな結合の形成により別の物質になること。	 
2)合成：化学反応によって、比較的簡単な物質（構成されている原子やその結合が少ない物質）
からより複雑な物質をつくること。	 
3)医薬品：ヒトや動物の疾病の診断・治療・予防を行うために与える薬品。	 
	 

 
 
  



 
発見の追体験	 担当者	 東京農工大学・大学教育センター	 佐藤友久	 	 

“水”に関する実験	 

「地球は水の惑星」といわれるように、“水”は皆さんの	 

まわりにたくさんあります。小学校では“水の三態変化”、	 

中学校では“物質の融点と沸点”などのところで水について	 

学習してきました。ところで、水について皆さんはどのよう	 

に思っていますか。「水は無味、無臭、無色透明で、特に注	 

目すべき特徴もないありふれた物質だ」と思っていませんか。	 

	 ほんとうにそうなのか、実験を行い、考えてみましょう。	 

	 

水に関係した質問	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

質問は、自分で事前に考えてみましょう。実験をできるところは実験を行いながら、皆さ

［質問１］氷の温度は何℃かな。	 	 ①－20℃	 	 ②０℃	 	 ③10℃ 
［質問２］水の沸点は何℃かな。	 	 ①25℃	 	 ②100℃	 	 ③110℃ 
［質問３］沸騰とはどんな現象かな。 
［質問４］空気にはどんなものが入っているかな（多い物から順に）。 
［質問５］沸騰している時、水の中から生じている泡にはどんな気体が入ってい

るかな。 
［質問６］水蒸気を見たことがあるかな。 
［質問７］水蒸気でマッチに火がつくかな。 
［質問８］水はどんな原子からできているのかな。 
［質問９］ヒトはなぜ水を必要としているのかな。 

 



んの考えてきたことを中心に討論し、確認していきましょう。



原理・原則の理解	 電気電子工学科担当実験	 	 	 

担当者	 白樫淳一，竹村	 淳，蓮見真彦	 

 

手作りロボットレース	 

 
エレクトロニクス分野の技術は、電子回路やセンサ（光や音などを感知する電子部品）、

音や物などを認識する情報処理といったハードウェアとソフトウェアの両方の技術要素か

ら成り立っています。この実験教室では、LEGO Mindstorms	 という組立式ロボットを用い

て、センサを組み込んだロボットを目的どおりに動かす仕組みについて、ハードウェアと

ソフトウェアの両面から分かりやすく学びます。LEGO Mindstorms	 とは、LEGO 社と米国

マサチューセッツ工科大学（MIT）が開発したロボット開発キットです。	 

	 

ロボットを動かすためには、図１のようにセンサ、コンピュータ、および動力となるモ

ータなどの部品が必要です。LEGO Mindstorms	 は、図 2 のように LEGO ブロックにより組

み立てたロボット本体に、各種センサや小型コンピュータを組み込むことができ、さらに

ロボットを目的どおり動かすためのコンピュータ・プログラムを作成することもできます。	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1：ロボットを構成するための機能	 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

	 

	 

	 

図 2：LEGO Mindstorms	 を用いたロボットの例	 

 
この実験教室では LEGO Mindstorms	 を用いて、ライン・トレーサと呼ばれる

ロボットの原理をハードウェアとシフトウェアの両面から学び、さらにライ

ン・トレーサの作製にも挑戦します。ライン・トレーサとは、図 3	 に示すよう

に、床や机の上に描かれた線を検出し、線に沿って走る（ラインをトレースす

る）自動車型のロボットです。	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3：ライン・トレーサの原理と学習のねらい	 

 
 
具体的には、次の	 (1)～(4)	 に着目した学習と実験を行います。	 

(1) ライン・トレーサに線を認識させるためには、どのようなセンサを使えばよいか。	 

(2) センサからの情報を処理してロボットを動かすためには、どのようなコンピュータ・

プログラムを作成するのか。	 

(3) ライン・トレーサを速く、かつ賢く動かすためには、どのような工夫が必要か。	 

(4) ロボットレースに挑戦する。  



原理・原則の理解	 	 

担当者	 東京農工大学・工学部・情報工学科	 並木美太郎、	 

大阪電気通信大学	 教授	 兼宗	 進、神奈川県立柏陽高等学校	 教諭	 間辺	 

広樹、松阪市立飯高西中学校	 教頭	 	 井戸坂	 幸男	 

コンピュータの動作原理の理解	 

	 

	 皆さんが使っているスマートフォーンやゲーム、さらには、車やロボットの制御などは

すべてコンピュータのプログラムで作られています。特に単にプログラムを作るだけでは

なく、コンピュータを動かす手順の元となるアルゴリズムなどの考え方と、実際にコンピ

ュータ上で動かすためのプログラムが重要になります。	 

本実験では、コンピュータの動作原理の理解を目的として、画像の数値表現とその処理

を実験的に学び、その後にコンピュータのプログラミングを行うことで、どのようにコン

ピュータが処理するか、また、その手順を発見します。	 

	 

その１：処理手順を体験的に学ぼう	 

初に、コンピュータサイエンスアンプラグドによる、コンピュータを使わない、処理

手順を実験的に理解します。2 進表現によるディジタルの理解および画像処理を題材として、

コンピュータ内部の処理を体験的に理解します。	 

	 

	 



その２：プログラミングしてみよう	 

次に、ドリトルと呼ばれる入門者用のプログラミング言語を用いて、自分が発見した手

順でコンピュータを操作する実験を行います。	 

	 右の絵は、ドリトルと言うプログラミング言語でプログラミングして描いた絵です。人

が書いた手順を実行することで、いろいろな処理を行わせることができます。	 

	 

	 

	 	 以上の実験により、コンピュータの処理の原理を学び、皆さんが自らコンピュータを操

作する手順を発見する学習を行います。	 

  



	 担当者	 東京農工大学・工学部・機械システム工学科	 田川	 義之	 

水滴を水の上に浮かせてみよう！	 

	 

	 私たちは，感動して涙を流したり，突然の雨にうたれたりなど，「水滴」とふれあいなが

ら生活しています．水滴は落ちて消えるもの，と思われがちですが，実は工夫すると，水

滴を水面上にフワフワと浮かせることもできるのです！そこで参加者のみなさんと，３つ

の方法でしずくを浮かせ，「ながれ」の不思議を体験します．今回は「ながれ」の楽しみ方

のコツをつかんでもらえるような実験を用意しています！ 

	 さらに，最前線の「ながれ」の研究を味わってもらえるように，高速度カメラによるし

ずくのスローモーション撮影など，最先端研究の実演実験を行います．	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 

	 

	 

	 

今回は，しずくを浮かせる工夫をいくつか紹介し，体験してもらった上で，浮遊の原理を

理解するために「流体力学」という非常に重要な学問についても，やさしく解説します．  

	 

	 

	 

	 

	 

(a)	 実験装置の例	 (b)	 しずくのスナップ写真	 (c)	 しずくを下から覗いた場合の画像	 (d)	 しずくにかか

る力	 	 

Time

U UUU U U



発見の追体験	 	 

担当者	 東京農工大学・工学部・物理システム工学科	 室尾和之	 

モーターをつくろう（電流と磁界）	 

磁界中に電流の流れている導線をおくと、導線に力が働く。このことを利用して、電気的

エネルギーを力学的エネルギーに変換する装置がモーターだ。身近な材料を工夫して実際

に直流モーターをつくり、磁界が電流に及ぼす力について実験しよう。	 

	 

フレミングの左手の法則	 

磁界 Hが存在している場所に、磁界に対して垂直方向に長さ lの導線を置き、導線に電流 I

を流すと導線には力 Fが働く。このとき、力の大きさは、磁界 H、電流 I、導線の長さ lに

それぞれ比例するために、F=μ0IlHと書き表すことができる。ここで比例定数μ0は「真空

の透磁率」とよばれ、μ0=4π×10-7	 =	 1.257×10-6	 N/A2 という大きさを持つi。また、磁界

H、電流 I、力 F の向きの間には図 1 に示すような一定の関係があり、左手の親指の方向を

力の向きに、人指し指を磁界の向きに、中指を電流の向きにそれぞれ対応させると向きの

関係を理解しやすい。(フレミングの左手の法則)	 

	 

直流モーター	 

図 2 に示すように、磁界中にコイルをおいて電流を流すと、コイルの向かい合った部分 a、

b においては電流の流れる向きは逆方向となる。したがって、フレミングの左手の法則を考

えると、それぞれの部分に磁界が及ぼす力は互いに逆方向を向くことがわかる。(力 Faおよ

び Fb)このよう	 

な、向きが逆で作用点のずれた力を偶力（トルク）といい、偶力が加わった物体（この場

合はコイル）を回転させるように働く。コイルが 180 度回転すると 初とは逆方向に偶力

が働くので、このままでは回転を始めたコイルは停止してしまう。これを避けるために、

180 度回転するたびにコイルに流す電流の向きを逆転させてやれば、偶力は常に同じ方向に

働き、コイルは回転を続ける。	 



	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

図 1.	 フレミングの左手の法則	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 

図 2.	 直流モーターの原理	 

	 

モーターの作成	 

写真のように身近な材料をもちいて、回転軸にコイルを取りつけ、電流反転装置を工夫し

て、直流モーターをつくろう。コイルにいろいろな方向から磁石を近づけて、電流にどち

ら向きの力が働いているか、モーターの回転方向から考えよう。	 

1. 適当な直径の円筒形空き瓶等(コーヒー粉缶、ビール瓶等)に被覆線を巻き付けコイル

をつくる(巻き数:数十回)	 	 



2. 丸い鉛筆の両端を削りモーターの回転軸にする。1.でつくったコイルに鉛筆の回転軸

を通し、針金(余った被覆線でよい)でコイルを軸に固定する。（ギリシャ文字のΠ型）

コイルの導線は軸の両側に均等に振り分け、なるべくバランスをとる。	 

3. 回転軸のコイルがついていない部分に 4 枚の金属テープを張り付け、電流切り替え装

置の電極にする。金属テープの対角ペア同士を導体(被覆線のあまりを紙ヤスリで裸に

したもの)でつなぎ一つの電極とする。(計 2 組の電極)2 組の電極それぞれにコイルの

2 本の線をそれぞれ接続する。	 

4. 回転軸の軸受けには、アクリル板にドリルで円錐形のくぼみを開けたものを用いる。

回転軸を両側からアクリル製軸受けではさみ、固定する。	 

5. 回転軸に張り付けた電極に対して、真上から接触するように裸導線を差し渡す。裸導

線の一方は自由に回転する軸に取り付け、反対の一方には重りを取りつける。	 

6. 直流電源から 5.の裸導線を通してコイルに電流を流す。コイルを挟むように 2 枚のフ

ェライト磁石を近づけコイルに対して磁界を加える。	 

	 

実験課題	 

フェライト磁石の N 極 S 極を方位磁石を使って調べてコイルに加えた磁界の向きを確かめ

よう。流した電流の向きとコイルの回転方向からコイルに加わっている偶力がどうなって

いるか考えてみよう。	 

コイルに加える磁界の向きを変えて、回転方向を調べてみよう。コイルに流す電流の向き

を変えて同様に調べてみよう。	 

モーターは扇風機を回したり RC カーを動かしたり仕事をすることができる。モーターが仕

事をするためのエネルギーはどこからくるのであろうか。電流を流すとモーターが回転す

ることから、このエネルギーは電流が供給しているはずである。電流が仕事をするために

は導体には電位差(電圧)が生じているはずである。モーターが回転することによって、コ

イルには電圧が発生しているのだろうか。	 

	 

1正しくは、μ0が本文中で示した値となるよう電流の単位(A)が定義されている。	 

	 

	 



発見の追体験	 担当者	 東京農工大学・工学部・有機材料化学科	 渡辺敏行	 	 	 

カップリング反応 1)を体験してみよう-蛍光分子の合成-	 	 

みなさんの家庭には液晶テレビが一台はあるのではないでしょうか。この液晶テレビは

1990 年代では非常に高価なもので、一般の人が購入できるものではありませんでした。こ

の液晶テレビの価格が非常に安くなったのは、液晶 2)という分子 3)を安く作ることができる

ようになったからです。液晶分子を安く作ることができるようになった、要の技術がクロ

スカップリング反応 4)です。この反応は、1979 年に北海道大学の鈴木章教授によって発見

され、2010 年にノーベル化学賞を受賞しました。	 

	 皆さんの体も、液晶分子も有機化合物 5)で構成されています。有機化合物の基本骨格は炭

素 6)で作られています。この炭素同士をつないで骨組をつくり、そこに酸素 7)や硫黄 8)、臭

素 9)、ホウ素 10)などを導入できれば、模型を組み立てるように必要な分子をつくることが

できます。ノーベル化学賞を受賞した鈴木教授は、例えば下図の緑の球を持っている分子

と紫の球を持っている分子を反応させて、眼鏡のような形の分子を合成できることを発見

しました。	 

	 

この眼鏡のような分子構造が形成されると、合成した分子は

紫外線を照射した際に蛍光を示すようになります。本実験で

は２つの分子を混ぜ鈴木カップリング反応により蛍光分子を

合成します。右図は実際に合成した蛍光分子が発光している

様子です。この実験を通して触媒発見の瞬間を追体験してみ

ましょう。	 

注釈	 

1)液晶テレビ：液晶 2)によって光の透過率を制御して、画像を表

示する装置。赤、青、緑の透過光の割合を自在に制御できる。	 
蛍光分子の発光の様子 



2)液晶：液体と結晶の中間の性質を示す物質。重心のある場所の規則性はないが、分子 3)が同じ

向きを向いている。電圧をかけることによって分子の向きを変えることができる。偏光板と一

緒に使用することにより、液晶を通過する光の透過率を電圧で制御することができる。	 

3)分子：２つ以上の原子から構成される物質	 

4)クロスカップリング反応：２つの異なる分子を結合させる反応	 

5)有機化合物：２種類以上の原子が結合しており、かつ炭素を含んでいる。一酸化炭素，二酸

化炭素や炭酸カルシウムなどの簡単な炭素化合物は有機物には分類されない。人間の体も有機

化合物から構成されている。	 

6)炭素：原子番号が６の非金属元素、元素記号は C。有機化合物の主な構成要素	 

7)酸素：原子番号が８の非金属元素、元素記号は O。酸素原子が２個結合したものが酸素分子で

あり、無味、無臭、無色であり、気体の体積の約 21%を占める。	 

8)硫黄：原子番号 16 の元素、元素記号は S。硫黄からは硫酸が製造される。温泉成分の沈殿物

である湯の花には硫黄が含まれる。	 

9)臭素：原子番号 36 の元素、元素記号は Br。臭素原子が２個結合して分子を形成する。常温、

常圧で赤褐色の液体	 

10)ホウ素：原子番号５の元素、元素記号は B。金属元素と非金属元素の中間の性質を示す。ホ

ウ素は植物が細胞壁の維持するために必須な元素である。古くから釉薬として使用されている

が、現代ではガラス向けの用途に使用されることが多い。	 

11)偏光板：光は電場と磁場が直交し、振動しながら、電場と磁場の振動方向とは垂直の方向に

進行している。太陽光線や電灯の光は色々な方向に電場が振動しているが、偏光板を通過する

と、一方向だけに電場が振動した光を取り出すことができる。	 

	 

	 	 

	 	 



発見の追体験	 担当者	 東京農工大学・工学部・生命工学科	 中澤靖元

シルクの科学〜シルクから再生医療材料を作ろう〜  

 
概要 
繊維として慣れ親しんでいるシルクは、特殊な加工をすることにより、水溶液、

フィルム、スポンジ、ゲルなど、様々なかたちへ変化させることができます。 
これは、シルクを構成する繊維タンパク質である「シルクフィブロイン」の集

合状態の違いによるものです。最近では、シルクの様々な形状を利用して、病

気や怪我により欠損した組織を再生する「再生医療」のための材料へ応用する

研究が進められています。 
この実験では、シルクフィブロインを様々なかたちへ加工する実験を通じて、

シルクの不思議、タンパク質の不思議について学びます。シルクはカイコのお

腹の中でどのような形になっているのか？シルクのかたちを変える方法は？ 
タンパク質とは何か？等の疑問を実験・講義を通じて解決していきます。 
さらにこの実験では、シルクを使った医療用材料の作製を行い、再生医療や組

織工学について、知識を深めます。 
 
実験内容（予定） 
（１）講義「シルクとはなにか？（構造・機能）」 
（２）実験「シルクフィブロイン水溶液の作製」 
（３）実験「シルクフィルム作製」 
（４）講義「再生医療と組織工学」中澤 
（５）実験「シルクフィブロインフィルムの不溶化実験 
（６）講義「タンパク質の変性について」



発見の追体験	 	 

担当者	 東京農工大学・工学部・有機材料化学科	 渡辺敏行	 

染まる？染まらない？	 

繊維を作ってその秘密を解き明かそう	 

	 

	 ナイロンは 1935 年に Du	 Pont 社の Carothers 博士によって初めて合成された人工の高分子 1)

です。特に繊維としての使用が多く、三大合成繊維のうちの一つで、その生産量は年間４万 t

に達します。ナイロンの名称は No	 run(伝染しない)、Nil（虚無）に由来すると言われています。	 

	 ナイロンは融点 2)が 250℃程度と他のプラスチックより高く、耐熱性に優れています。また、

耐摩擦性は綿の 10 倍の強度を持ち、靭性 3)、引っ張り強度 4)に優れています。表面が硬く耐摩

耗性 5)に優れているだけでなく、耐油性 6)や耐薬品性 7)にも優れています。このようなナイロン

の優れた性質のため、ナイロンは以下のような用途に利用されています。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 

	 	 

	 

ストッキング 
自動車用インテ
ークマニホール
ド 

釣り糸 
ルーター用 
ブラシ ナイロンの 

界面重合 



本実験では液体である、アジピン酸ジクロリド 8)とヘキサメチレンジアミン 9)を原料としてナイ

ロン 6,6 を合成します。ナイロン 6,6 は原料である、両液体の	 	 	 界面 10)で重合 11)が進行し

ます。界面からナイロンを引き出し、棒に巻きつけると、右上図のような状態になります。次

に合成したナイロンの糸を洗浄した後、乾燥させて色素 12)で染色してみましょう。試しに、同

じようにポリエチレン 13)の糸を染色してみましょう。ポリエチレンの糸はうまく染色できない

ことがわかります。どうしたら、ポリエチレンを染色できるか色々と試してみましょう。	 

	 

注釈	 

1)高分子：同じ分子 14)の繰り返し構造から構成されている鎖状の非常に長い分子。フィルムや

繊維として成形加工して使用できる。	 

2) 融点：高分子が溶ける温度。この温度以上にすると、高分子の形状を自由に変えられる。 

3) 靭性：衝撃を受けても割れにくい性質 

4) 引っ張り強度：材料を一定方向に引っ張った際に、切断されずに耐える限界の強度 

5) 耐摩耗性：摩擦によりすり減りにくい性質 

6) 耐油性：油に浸漬しても、材料が溶けたり、柔らかくならない性質 

7) 耐薬品性：薬品に浸漬しても、材料が溶けたり、柔らかくならない性質 

8) アジピン酸ジクロリド：ナイロンの原料の一部 

9) ヘキサメチレンジアミン：ナイロンの原料の一部 

10) 界面：液体と液体の境界 

11)重合：同じ分子同士が化学的に結合し、高分子を形成する反応 

12)色素：光を吸収し、物体に色を与える物質 

13)ポリエチレン：エチレン（原油の一成分）を原料として合成される高分子。 も大量に生産

されており、安価であることから、スーパーやコンビニのレジ袋として使用されてい

る。 

14)分子：２つ以上の原子から構成される物質 

 
 
 
                                            
 


