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本日の予定
I. 熱と様々なエネルギー

（09:00～11:00）

1. はじめに（講義の概要と試験の説明）
2. 熱とは? エネルギーとは?
3. 温度と熱
4. 「小さなあばれんぼう」と内部エネルギー
5. さまざまなエネルギーと熱
II. 熱機関とエネルギーの利用

（休憩 10:20～10:30）

（11:00～13:30）

6. 熱と熱機関
7. 低温から高温へ熱を移す
8. 電気とエネルギー
（昼食休憩 12:00～13:00 ）
9. 私たちの生活と熱エネルギー
III. 地球と物質と熱力学

（13:30～15:30）

10. 地球も一つの熱機関
11. 身近な現象と熱力学
（休憩 14:50～15:00 ）
14. テスト

最初に試験問題を提示（問題配布）

試 験 問題

問題 1 次の 1)，2)いずれかの問にお答え下さい。できるだけ 1)を選択してく
ださい。（90 点）
1) 本日の講義で学んだ内容の一部を取り入れた（どんな形でもよい）授業の
指導案を作成して下さい。
2) 本日の講義で学んだ内容の一部の事柄について，ご自分が担当されている
児童・生徒を対象にした解説文を書いて下さい。題名は必ずお書き下さい。

問題 2 次の 1)，2)の質問にお答え下さい。簡単でも結構です。（10 点）
1). 本日の講義の中で，説明がまずかった点，説明が不十分な点を具体的にご
指摘の上，ご自分ならばこのように説明するかという案をお書き下さい。
2) 説明は十分理解できたが，もっと改良したらわかりやすくなるというご提
案がありましたら，お書き下さい。
3) 受講前に期待していたことと，それに対する相違点をお書きください。期
待通りの点，期待はずれの点，期待以上に良かった点などがありましたら
具体的にお書きください。
＊時間は 60 分ですが，時間オーバーしてもかまいません。受講者の方の時間が
許せば，できるまでお待ちします。
その他，この講座に対してご意見がございましたら自由にお書き下さい。
ご質問についてもお受けいたします。答案返却時に回答します。
＊パソコンでの解答を申し出られた方は，USB メモリーにコピーします。その
他の方でも，パソコンをお持ちの方は，使用されても結構です。

「熱とエネルギー」配布資料 その 1
教員免許状更新講習「身近な熱とエ
ネルギー」を始めます。

本日は，テスト時間 1 時間を含め実
時間 6 時間の講習を行ないます。
予定時間を書きました。

本日の予定
本日の予定
I.I. 熱と様々なエネルギー
熱と様々なエネルギー （09:00～11:00）
（09:00～11:00）
1.
1.はじめに（講義の概要と試験の説明）
はじめに（講義の概要と試験の説明）
2.
2.熱とは?
熱とは?エネルギーとは?
エネルギーとは?
3.
3.温度と熱
温度と熱
4.
4.「小さなあばれんぼう」と内部エネルギー
「小さなあばれんぼう」と内部エネルギー
（休憩
（休憩10:20～10:30）
10:20～10:30）
5.
さまざまなエネルギーと熱
5. さまざまなエネルギーと熱

II.
II.熱機関とエネルギーの利用
熱機関とエネルギーの利用 （11:00～14:00）
（11:00～14:00）
6.
6.熱と熱機関
熱と熱機関
7.
7.低温から高温へ熱を移す
低温から高温へ熱を移す
8.
8.電気とエネルギー
電気とエネルギー
（昼食休憩
（昼食休憩12:00～13:00
12:00～13:00 ））
9.
9.私たちの生活と熱エネルギー
私たちの生活と熱エネルギー

試験開始時間には全体の講義が終わ
るようにします。試験につきましては，
お時間が許せば延長を認めますが，で
きるだけ 1 時間でまとめられるように，
考えながら受講してください。自分な
らばどのように仕事に活かすかを考え
ながら受講することが社会人の学習と
しては大切であると考えるからです。

本日の予定
本日の予定
III.
III.地球と物質と熱力学
地球と物質と熱力学 （1４:00～15:20）
（1４:00～15:20）
10.
10.地球も一つの熱機関
地球も一つの熱機関
11.
11.身近な現象と熱力学
身近な現象と熱力学
（休憩
（休憩15:20～15:30
15:20～15:30 ））

IV.
IV. テスト
テスト （15:30～16:30）
（15:30～16:30）
最初に試験問題を提示（問題配布）
最初に試験問題を提示（問題配布）
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「熱とエネルギー」配布資料 その 1
この講座は 3 つのことを意識して企
画しました。
開催の意図と注意
開催の意図と注意
1 つ目は，熱力学を学ぶことです。
熱力学は物理の中でも難しいと言われ
熱力学は難しい？
熱力学は難しい？
ています。実際，物理系の学生の大部
難しい
難しい←
←非常に難しい
非常に難しい
分は専門科目で学んで非常に難しいと
概念・数式が難しい，直感が効かない
概念・数式が難しい，直感が効かない
感じていると思います。その理由は，
⇒
⇒日常の現象と結びつけて分かりやすく，親しみやすく
日常の現象と結びつけて分かりやすく，親しみやすく
概念や用いる数式が難しいということ
「自分ならどう教えるか」と考えながら学ぶ
「自分ならどう教えるか」と考えながら学ぶ
です。また，物理の他の分野に比べて，
←
←試験の答案を考えながら学ぶ
試験の答案を考えながら学ぶ
直感的な理解がしにくいということも
最初に試験問題を提示（問題配布）
難しく感じる原因のひとつです。そこ
最初に試験問題を提示（問題配布）
で，数式はできるだけ使用せず，日常
自己学習の評価基準
自己学習の評価基準
の現象と結びつけて親しみやすく話す
どんなに拙くても良いから，何かを考える事ができ，自分の
どんなに拙くても良いから，何かを考える事ができ，自分の
つもりです。
言葉で説明できるかが一つの理解の自己評価基準
言葉で説明できるかが一つの理解の自己評価基準
2つ目は，
「自分ならばどう教えるか」
を考えながら学んでほしいということです。これは，社会人としての学習法として大切な方法だと考
えています。そのため，最初から試験問題を提示します。受講しながら，ご自身が受け持っておられ
る児童・生徒にどのように説明したらよいかを考えながら話しを聞いてほしいのです。そうすること
によって，ご自身の理解が深まるものと思います。
3つ目は，自己学習には自分なりの評価基準が必要だということです。私は，どんなに拙くてもよい
から何かを考える事ができ，自分の言葉で説明できることを理解の目安にしています。そのことを講
義とテストで体験してもらいます。テストに点数をつけるのは嫌いですが，仕方がないからつけます。
でも，大切なのは答案を書いて，自分なりに何かを得た気になることです。答案の内容については，
後日コメントを書いてお送りしますので，そちらを参考にしてください。
この講座は 2009 年度から開講して
います。初年度は高校の物理の先生を
開講にあたっての留意点
開講にあたっての留意点
主な対象者として企画しました。しか
しながら，幅広いバックグラウンドを
初年度（2009年度）
初年度（2009年度）
もった先生方が受講されたので，二年
高校の物理教員を中心に考えた
高校の物理教員を中心に考えた
目からは数式，図，イラストを多用し，
実際の参加者は，中高理科・数学の先生
実際の参加者は，中高理科・数学の先生
様々な演示実験をしながら説明するよ
今回は，もっと広いバックグランドを持った受講者
うにしました。実験につきましては，
今回は，もっと広いバックグランドを持った受講者
⇒
数式をほとんど使わずに，図，イラスト，実験で説明
ご自分でやってみたいとのご意見もあ
⇒ 数式をほとんど使わずに，図，イラスト，実験で説明
りました。しかし，授業で簡単にでき
わかりやすい内容かどうか？
わかりやすい内容かどうか？
る実験をできるだけたくさん示したい
受講者の方々に判断していただく問題
受講者の方々に判断していただく問題
ということから演示実験中心になって
講義担当者がわかりやすく心がけてもなかなかできない
講義担当者がわかりやすく心がけてもなかなかできない
います。分かりやすいかどうかについ
←
←独りよがりになることは避けられない
独りよがりになることは避けられない
ては，受講者の方々に判断していただ
く問題です。できるだけ分かりやすい
説明になるように，心がけます。講義中分かりにくいところがありましたら，遠慮無くご質問くださ
い。また，後日疑問がありましたら E-mail（kuzuu@u-fukui.ac.jp）でおたずねください。
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熱と熱力学
熱と熱力学
熱力学は難しい？
熱力学は難しい？
物理，化学，機械工学などで重要
物理，化学，機械工学などで重要
⇒
⇒習った者にとって非常に難しいとの印象
習った者にとって非常に難しいとの印象
・・ 数式が難しい
数式が難しい
・・ 直感的にわかりにくい
直感的にわかりにくい

私の経験
私の経験
大学一年前期の「物理学概説」
大学一年前期の「物理学概説」
・・・
・・・数学的基礎もないのにいきなり「熱力学」
数学的基礎もないのにいきなり「熱力学」
専門の講義では統計力学的に理解
専門の講義では統計力学的に理解
→
→よりわかりやすい
よりわかりやすい

熱力学は物理，化学，機械工学（化
学工学を含む）などで重要です。熱力
学を習ったことがある人にとって，非
常に難しいとの印象があります。数式
が難しく，直感的に分かりにくいので
す。私が最初に習ったのは大学一年前
期の「物理学概説」という科目の中で
した。まだ習っていない偏微分がでて
きて，全く理解できませんでした。専
門の講義では，統計力学的に熱力学を
理解する内容でしたので，より分かり
やすかったことを記憶しています。そ
のかわり，専門科目ではオーソドック
スな熱力学の授業は受けずじまいでし
た。

さて，本題に入りましょう。最初に
「熱とは? エネルギーとは?」何かとい
うお話をすることにしましょう。

2.
2. 熱とは?
熱とは? エネルギーとは?
エネルギーとは?

質問事項
質問事項
次の問の答えを紙に書いて提出してください。
次の問の答えを紙に書いて提出してください。
1.
1. 「熱」と聞いて思い浮かぶ言葉を書いてください。
「熱」と聞いて思い浮かぶ言葉を書いてください。
2.
2. 熱とは何でしょうか?
熱とは何でしょうか? （熱の定義を書いてください）
（熱の定義を書いてください）
3.
3. 「エネルギー」とは何でしょうか。
「エネルギー」とは何でしょうか。
4.
4. 知っている「エネルギー」をすべて書いてください。
知っている「エネルギー」をすべて書いてください。
・間違えてもいいから思うことを書いてください。
・間違えてもいいから思うことを書いてください。
・どんどん積極的に間違えてください。
・どんどん積極的に間違えてください。
・間違いを注意されながら学ぶのが社会人の学習法の一つ。
・間違いを注意されながら学ぶのが社会人の学習法の一つ。
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次の問の答えを紙に書いて提出して
ください。熱と聞いて思い浮かぶ言葉，
熱の定義，エネルギーとは何か，知っ
ているエネルギーを全て書いてくださ
い。
間違えてもいいから思うことを書い
て下さい。学ぶ上では，積極的に間違
うことが大切です。間違いを注意され
ながら学ぶのが社会人の学習法として
重要だと考えています。私は普段の授
業で学生にもそのように伝えています。
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細長風船をつかった実験1
細長風船をつかった実験1
クイズ
クイズ
細長風船(ペンシルバルーン）を両手でもって急
細長風船(ペンシルバルーン）を両手でもって急
にひっぱると？
にひっぱると？

これは動物や花などをつくるのに使
う風船です。ペンシルバルーンという
商品名で売られています。風船を幅 4
～5 センチメートルになるように両手
で持って，急激に引っ張ってから唇の
下に当ててみてください。熱くなりま
すね。さて，次に風船をゆっくり引き
伸ばしておいて，しばらくたってから
急激に元にもどした瞬間，唇の下に当
ててみましょう。冷たくなりますね。

風船でおもりを吊り下げます。おも
りとしては水を入れた 500 mL のペッ
トボトルを使用します。スタンドに吊
るしていますが，なければ写真の三脚
でも代用できます。おもりを吊り下げ
た風船に熱いお湯をかけてみましょう。
風船の長さが縮んでおもりを持ち上げ
ます。お湯をかけて熱を加えることに
よって風船はおもりを持ち上げました。
持ち上げる
持ち上げる
風船は，重力に逆らってものを持ち上
げています。ものを持ち上げることの
== 仕事
仕事
ように，力に逆らって動かすことを「仕
事」といいます。この実験は台所でも
できます。ペットボトルの代わりに小
さめのインスタントコーヒーの空きビ
ンを用い，スタンドの代わりにキッチンの流しの水道の先にぶら下げることによってもできます。
仕事とは力と移動距離をかけたもの
です。仕事に変わり得るものをエネル
ギーといいます。この図の男の子は力
をかけて自分の体を持ち上げているの
で，エネルギーを使って仕事をしてい
ることになります。この女の子はぶら
下がっているだけなので仕事はしてい
ません。でも，体の中では血液が流れ
たり，内蔵の筋肉が動いたり，分子レ
ベルで動くことでエネルギーを使い仕
事をしています。そのため，人間はじ
っとしていてもエネルギーを消費して
いるのです。
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「熱とエネルギー」配布資料 その 1
おもりをぶら下げた風船にお湯をか
けると，おもりを持ち上げるという仕
事をします。また，ゴムを引っ張ると
いう仕事をすると，熱を与えた場合と
同じように温度があがります。このよ
うに，熱と仕事は互いに変わることが
できるのです。熱と仕事が互いに代わ
りあうということは，熱がエネルギー
の一種だということを示しています。

エネルギーはいろいろなものを動か
す能力です。非常に大雑把な捉え方を
すると，エネルギーというのは生き物
や，機械のエサということもできます。

エネルギー
エネルギー

おもりを高いところに持ち上げるた
めに仕事をします。この持ち上げられ
た物体はエネルギーを持っています。
このエネルギーのことを「ポテンシャ
ルエネルギー」といいます。「位置エ
ネルギー」ともいいます。持ち上げら
れたものは，下に落ちるときに仕事を
することができます。水力発電は高い
貯水池にある水のポテンシャルエネル
ギーが下の方に流れ落ちるときに「運
動エネルギー」と呼ばれるエネルギー
に変わり，それが水車を回す仕事をす
ることを利用したものです。江戸時代
に使われた櫓時計（大名時計）という
のは，おもりが落ちるときの仕事を利
用して動くものです。
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ジェットコースターは高いところに
あるときにはポテンシャルエネルギー
を持っていますが，それが低いところ
に降りてくるは，スピードが増します。
スピードを持っているものもエネルギ
ーを持っています。このようなスピー
ドをもって運動しているモノの持つエ
ネルギーを運動エネルギーとよびます。

ポテンシャルエネルギー
ポテンシャルエネルギー
と
と
運動エネルギー
運動エネルギー

力学的エネルギー保存則
力学的エネルギー保存則
ポテンシャルエネルギー：
ポテンシャルエネルギー： mgh
mgh
運動エネルギー
運動エネルギー :: 00

hh:: 高さ
高さ

mm: : 質量
質量
2
gg: : 重力加速度（=9.8
重力加速度（=9.8m/s
m/s2））

ポテンシャルエネルギー
ポテンシャルエネルギー
と
と
運動エネルギー
運動エネルギー
の間で相互変換
の間で相互変換

ポテンシャルエネルギー：
ポテンシャルエネルギー： ００
ଵଵ
ଶ
運動のエネルギー
運動のエネルギー :: ଶ ݉ݒ
݉ ݒଶ
ଶ

ジェットコースターでは，高さ h の
ところにある時には，ポテンシャルエ
ネルギーは高さと質量に比例した値を
持ちます。式で書くと mgh となります。
m はジェットコースターの質量，h は
高さです。g は重力加速度と呼ばれる
定数です。ジェットコースターが下に
降りてくると，速さが増します。速さ
を持っているものもエネルギーを持っ
ています。速く動く勢いで，坂を駆け
上ることができるからです。このエネ
ルギーを運動エネルギーといい，質量
と速さの二乗に比例します。式で表す
と（1/2）mv2 となります。ここで，v
はジェットコースターの速さです。
熱というと，熱いという感覚を思い
浮かべるのではないかと思います。熱
い，冷たいは温度に関係した感覚です。
まず，温度のことを学ぶことにしまし
ょう。

3.
3. 温度と熱
温度と熱
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四季の変化と暑さ寒さ

日本のことを古くは四季島（敷島）
と言われたように，日本は，はっきり
した四季があります。（ちなみに敷島
は崇神天皇（神武天皇と同じく「ハツ
クニシラススメラミコト」）の都であ
る「磯城（しき）」にちなみます）古
来日本人は春夏秋冬，自然の恵みをう
け，美しい自然の変化を愛でて暮らし
てきました。和歌の多くは，季節の情
景を詠み，言葉の絵画である「俳句」
には必ず季節を表す「季語」が必要と
なっています。四季は，同時に暑さ，
寒さをと共存することでもあります。

暑さ，寒さというと温度に関係して
います。人間は温度を感じることがで
きます。寒い時には，暖かい火に当た
りたくなりますし，熱いときに冷たい
ものを飲んだり，風に当たったりした
くなります。もっとも，エアコンが発
達した現代では，暑さ，寒さを外出時
以外にはあまり感じなくなっています
ね。

季節と温度
季節と温度

温度は体感できる?
温度は体感できる?

さて，友達と話しに夢中になってい
て，気がついたら目の前のコーヒーが
冷めていたという経験をしたことはあ
りませんか？コーヒーは部屋の温度と
同じになろうとする性質があるためで
す。冷たく感じますが，決して部屋の
温度よりも低くなることはありません。
冷たいビールやジュースを飲めるのも，
レトルトカレーを温めることができる
のも接しているもの同士が同じ温度に
なろうという性質があるためです。こ
のとき，接しているものの間で，「熱」
とよばれるものが伝わるのです。この
ように接しているもの同志の温度が等
しくなった状態を「熱平衡状態」とい
います。
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熱平衡状態に対しては，次のような
法則が成り立ちます。
「物体 A と物体 B が熱平衡にあり，
物体 B と物体 C が熱平衡にあれば，物
体 A と物体 C が熱平衡にある」
これを「熱力学の第 0 法則」とよび
ます。当たり前のようですが，この関
係があるので温度を計ることができる
のです。例えば，物体 C の体積が，温
度によって代わるとします。物体 B の
温度が分かっているとすると，物体 B
と物体 C を熱平衡にしたときに，温度
と物体 C の体積が決まります。そうす
ると，物体 C の体積から物体 A と物体
C を熱平衡にすることによって，物体
A の温度を計ることができるのです。

熱力学第0法則
熱力学第0法則

B
B
BB

C
C

AA

物体
物体AAと物体
と物体BBが熱平衡
が熱平衡
物体
物体BBと物体
と物体CCが熱平衡
が熱平衡

物体
物体AAと物体
と物体CCが熱平衡
が熱平衡

⇒
⇒ 温度計
温度計

セッシ目盛と気体温度計
セッシ目盛と気体温度計
100
100 ℃
℃
100
100 ℃
℃

等間隔に目盛
等間隔に目盛

00 ℃
℃
00 ℃
℃

⇒
⇒ 間の目盛は気体の体積（←Charlesの法則）
間の目盛は気体の体積（←Charlesの法則）

ボトル缶に風船をかぶせ火であぶると？
ボトル缶に風船をかぶせ火であぶると？
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日本では，セッシ温度が使われます。
セッシ温度は，1 気圧での純水が沸騰
する温度（沸点）を 100℃，氷が融解
する温度（融点）を 0℃とするもので
す。℃は，正式には「セルシウス」と
読みます。50℃と書いて「50 セルシウ
ス」と読みます。0℃と 100℃の間の温
度目盛は物体の体積などを用いて振る
ことができます。よく使われるのは，
図のようなアルコールを用いたもので
す。正式には，窒素，水素，不活性ガ
スなど簡単な形の分子からなる気体の
体積が温度の基準になります。その他，
電気抵抗や温度差によって生じる電圧
を用いた温度計などもあります。

さて，話ばかり長くなりましたので，
実験をすることにしましょう。ここに
あるのは，ボトル缶です。これに風船
をかぶせて，コンロの火であぶってみ
ると膨らみます。何で膨らむのでしょ
うか?
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ボトル缶の中には空気が入っていま
す。空気約 20%の酸素分子と約 80%
の窒素分子からできています。その他
に，二酸化炭素などの微量の気体分子
も含まれています。この気体分子は，
とても小さいけれども勢い良く動き
まわっています。小学生向けのイベン
トなどでこの実験をするときには，私
は分子のことを「小さなあばれんぼう」
とよぶことにしています。温度が高く
なるとこの「小さなあばれんぼう」は
ますます元気がよくなってきます。そ
の結果，風船の内側からぶつかる勢い
が風船の外からぶつかる勢いよりも
強くなり，風船が膨らむのです。

温度計
温度計

さて，ここに注射器の大きいの（浣
腸器）があります。先の方をゴム線で
塞ぎ氷水の中に入れます。そうすると，
気体の体積が縮んでピストンは下に
下がります。一方，お湯の中につける
と，気体が膨張してピストンが上がり
ます。このように，気体は温度をあげ
ると体積が大きくなり，温度を下げる
と体積が小さくなるという性質があ
ります。

気体，固体などの体積変化
気体，固体などの体積変化
電気抵抗，起電力など
電気抵抗，起電力など

氷水
氷水

理想気体の状態方程式
理想気体の状態方程式
pV
pV  nRT
nRT
RR == 8.314
8.314 JJ KK‐1‐1 mol
mol‐1‐1：： 気体定数
気体定数

簡単な気体分子に対して良い近似で成り立つ
簡単な気体分子に対して良い近似で成り立つ
学生はこの式を良く覚えている
学生はこの式を良く覚えている
物理で覚えるべきこと／考えるべきこと
物理で覚えるべきこと／考えるべきこと

空気などの気体に対して図に示す
式「理想気体の状態方程式」が成り立
ちます。ここで，p は圧力，V は体積，
n はモル数 (物質量)注とよばれる，物
質の量をあらわすものです。R は気体
定数とよばれ，ここで示す値のもので
す。T は絶対温度とよばれ，セッシ温
度に 273.1 を足した値で [K] （ケルビ
ン）という単位を持つ量です。この式
は十分高い温度でよく成りたちます。
室温以上の温度での空気などに対し
てはよく成りたっています。
注:

アボガドロ数とは分子量にグラムを

つけた量の物質量。水の分子量は H2O = 1×2+16 =18 なので，18 グラムが 1 モルとなる。正しくは原子または分
子がアボガドロ数 NA（6.02×1023）個だけ集まった物質量。
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4.
4. 「小さな暴れん坊」と内部エネルギー
「小さな暴れん坊」と内部エネルギー

熱に関する実験
熱に関する実験
水を入れてコルク栓をした試験管
水を入れてコルク栓をした試験管
火であぶると？
火であぶると？

身の回りのものは分子からできている
身の回りのものは分子からできている
分子
分子
＝
＝ 小さなあばれんぼう
小さなあばれんぼう

熱くなると元気になる!
熱くなると元気になる!
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さて，次に物体が内部に持っている
エネルギーの話をしましょう。

試験管に五分の一ほどの水を入れて，
コルク栓をして火であぶってみましょ
う。コルク栓が飛びます。私は，小学
校のとき，よくこれをやって遊びまし
た。実験器具がいじりたくて親に買っ
てもらいましたが，このような遊びに
使っていました。
それでは，どうしてコルク栓が飛ぶ
のでしょうか。

先ほど述べたように，水や空気，私
たちの体は分子とよばれる，とっても
小さな粒からできています。分子は，
小さいけれどもとっても元気なあばれ
ん坊です。温度が高くなると分子は
益々元気が良くなります。つまり，温
度が高いほど激しく動くようになるの
です。
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お湯を湧かすと，水の分子が激しく動
くようになります。そうすると，水の
中から分子が飛び出します。これが沸
騰した状態です。水から飛び出した分
子はものすごく勢いがよいので，コル
ク栓を押し飛ばすことができるのです。
飛び出した水の分子は水蒸気とよばれ
る状態になっています。水蒸気はこの
ようにものを動かすことができるので
す。水蒸気はコルク栓を飛ばすことの
できる「エネルギー」を持っています。
このエネルギーは，火から熱として与
えられたものです。

先ほどお見せした，ボトル缶の実験
も小さなあばれんぼうで説明しまし
たよね。ボトル缶を温めて風船の内側
の空気の温度が上がると，風船の内側
の分子の運動エネルギーが風船の外
側の分子の運動エネルギーよりも大
きくなって風船が膨れるのです。
別の言葉でいうと，風船の内側の小
さなあばれんぼうが外側にある小さ
な暴れん坊よりも元気がよくなるの
です。そのために内側の小さなあばれ
んぼうが外側の小さなあばれんぼう
に打ち勝って風船が膨らむのです。

ペットボトルにドライアイスを入れて風船を被せると
ペットボトルにドライアイスを入れて風船を被せると

注意
注意
ドライアイスを入れてペットボトル
ドライアイスを入れてペットボトル
の蓋を絶対にしないこと。
の蓋を絶対にしないこと。
爆発してけがする!!
爆発してけがする!!
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ペットボトルにドライアイスを入れ
て風船をかぶせると，風船が膨れてき
ます。これは，固体が気体になると，
自由にあばれまわるようになって体積
が大きくなるからです。このまま，置
いておきますので，見ていてください。
このような実験をしたあと，ドライ
アイスを入れたまま，ペットボトルに
蓋をしないでください。ドライアイス
が気体になって体積が膨れると，圧力
がとても高くなります。やがてペット
ボトルは破裂してしまいます。ペット
ボトルの破片が目に入ると失明してし
まうこともあるので，くれぐれも注意
してください。
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気体の膨張
気体の膨張
固体
固体 →
→ 気体
気体
液体
液体 →
→ 気体
気体
体積が1000倍以上に膨張
体積が1000倍以上に膨張

空き缶つぶし
空き缶つぶし

くうき
くうき

ぶんし
ぶんし

空気の分子
空気の分子
みず
みず

ぶんし
ぶんし

水の分子
水の分子

なか
なか すいじょうき
すいじょうき みず
みず

カンの中の水蒸気は水になり
カンの中の水蒸気は水になり
カンの中はからになる
カンの中はからになる

ドライアイスは，固体から気体にな
りました。水が沸騰すると水蒸気にな
りますね。この時，気体の体積は液体
や固体の体積の1000倍以上にふくれま
す。それに伴って，ドライアイスを入
れたペットボトルにかぶせた風船が膨
らむのです。

アルミ缶の中に水を少量入れ，火バ
サミでもって，火にかざして十分水が
沸騰したら口の方を下にして，水槽の
中に入れます。そうすると，アルミ缶
が音をたてて潰れます。いわゆる「空
きカンつぶし」とよばれるものです。
なぜつぶれるのでしょうか。アルミ缶
に水を少し入れて，沸騰させると缶の
中が水蒸気で満たされます。それを水
の中に入れると水蒸気が一気に水にも
どります。水は水蒸気に比べて体積が
極めて小さいので，缶の中は空っぽに
なります。このような空っぽの状態を
「真空」といいます。真空になると，
缶の中からぶつかる分子はなくなるの
で，外からぶつかる力が大きくなりま
す。それでつぶれてしまうのです。そ
れにしても，周りの空気の押す力は大

きいとは思いませんか?
余談になりますが，アルミ缶とスチール缶の用途の違いはご存知でしょうか。アルミ缶は，ビール
や炭酸飲料用に用います。それ以外の飲料にはスチール缶を用います。炭酸飲料では，内部から炭酸
ガスの圧力で押されるので潰れませんが，炭酸飲料以外の飲料をいれると潰れてしまうからです。こ
の実験は，潰れやすいアルミ缶でないとできません。
この場合，アルミ缶つぶしは口を塞がずに水の中に逆さまにつけるということをやりました。これ
では，空気の圧力の効果がわかりにくいとおもわれるかもしれません。その場合には，次のような方
法があります。1つはアルミ缶に少量の水を入れて水を沸騰させてから，ガムテープで蓋を塞いだ上で
水にいれるというものです。ガムテープのかわりに，ゴムシートを缶の上に乗せる方法もあります。
その他の方法は，ポトル缶を用いるものです。ボトル缶に少量の水を入れておき，沸騰させたのち蓋
を閉めてから水に入れて冷やすというものです。いずれも，熱いので軍手を二重にして作業をしてく
ださい。
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ここで，空き缶のまわりに働く力は
どんな動物が乗ったときの力と同じで
しょうか。計算してみましょう。図の
ように計算します。約 320 kg の重さに
相当する力がはたらきます。この重さ
は，エゾヒグマの体重に相当します。
このような大きな力は，私たちの体に
もかかっています。でも，潰れません。
それは，体の中にも空気が入りバラン
スをとっているからです。
数値計算をするとき，私はこの図の
ように必ず数値に単位をつけるように
しています。単位の間も計算してそれ
が正しいかどうか確認するようにして
います。実験をしていると，単位を間
違えることがあるので，このようにす
ると計算間違いの確認にも有効です。
また，物理量は数値に単位がついたも
のです。その意味でも，単位を書くことを学生に強く勧めています。
ここに，真空容器があります。この中
に電気ポットのお湯を入れて容器の中
お湯を入れた容器の空気を抜くと？
お湯を入れた容器の空気を抜くと？ を真空にするとどのようになるでしょ
うか。ご覧のように，お湯は沸騰します。
これは，空気が入っているので，上から
空気がお湯を押さえていましたが，押さ
えるものが無くなると，お湯の中の水分
子が水蒸気となって膨らむためです。も
っと温度が高くなると空気で押さえて
いても水の中の分子の元気が勝って沸
騰します。この水蒸気も「小さなあばれ
ん坊です」この小さな暴れん坊の元気を
取りだしてうまくものを動かすことに
より，ものを動かしたり電気を作ったり
することができます。蒸気機関車（SL），，
火力発電，原子力発電などは，この水蒸
気の力を利用したものです。
ここにあるのは，栓に自転車のタイ
ヤに空気を入れるところが付いたペッ
トボトルです。このペットボトルに水
を 7 分目ほどいれ，栓をして空気を入
れます。空気入れは圧力計付きのもの
を使います。空気を入れる前にペット
ボトルを握ってみて柔らかいことを確
認してください。これに 5 気圧程度空
気を入れます。ペットポトルは硬くな
ります。ペットボトルを良く振ってく
ださい。次に，栓を開けてください。
よく見てもあまり変わらないでしょう。
蓋を開けると，ふたの周りは少し冷た
くなります。このことを憶えておいて
ください。もう一度ふたをしてふって
から蓋を開けてください。水が濁っていることがわかると思います。これは，水に溶けていた空気が
出小さな泡となって出てきたからです。これは，圧力が高くなるとたくさんの空気が水に溶けるから
です。
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空気が高圧で水に溶けるように，二酸
化炭素も水に溶けます。この表にあるよ
うに，二酸化炭素は空気の 46 倍よく溶
けます。それを利用したのが炭酸飲料で
す。圧力が高いとたくさん溶けますし，
温度が低いとよく溶けます。水の中にド
ライアイスを入れておくと，炭酸水をつ
くることができます。機会があったらや
ってみてください。とにかく，圧力が高
いと空気や二酸化炭素が水に溶け込み
ますが，圧力が低かったり，温度が高く
なったりすると分子これらの分子の運
動エネルギーの効果が抑える力の効果
よりも大きくなるため，飛び出してしま
うのです。

小さなあばれんぼうと物体の温度
小さなあばれんぼうと物体の温度
(絶対温度)
(絶対温度) ∝
∝ (分子の平均運動エネルギー)
(分子の平均運動エネルギー)
運動エネルギー
運動エネルギー
11
2
＝
＝－
×(質量)×（速さ）
(質量)×（速さ）2
－×
22

絶対温度
絶対温度 ＝セッシ温度
＝セッシ温度++273.1
273.1度
度
(単位:
K
[ケルビン])
(単位: K [ケルビン])

分子は運動しています。運動している
ものは，運動エネルギーとよばれるエネ
ルギーを持っています。先にも述べまし
たが，運動エネルギーは質量に速さの二
乗をかけたものの二分の一です。分子の
運動エネルギーの平均値は温度に絶対
温度と呼ばれる量に比例することか知
られています。絶対温度というのは，セ
ッシ温度に 273.1 を足した値を持つもの
です。絶対温度というのは絶対零度より
も低い温度は存在しないからです。なぜ
ならば絶対零度というのは，分子の運動
が無くなる温度のことだからです。

45
45

なぜ接している物体の温度は同じになるのか？
なぜ接している物体の温度は同じになるのか？
壁の原子
壁の原子

気体分子
気体分子

容器の分子と気体分子の衝突
容器の分子と気体分子の衝突⇒
⇒温度等しくなる
温度等しくなる
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46
46

なぜ接している物体の温度が等しく
なるのでしょうか。例えば，容器に入
った気体分子は容器の分子と衝突しま
す。衝突を繰り返すと，気体の分子の
容器の壁の分子の平均の運動エネルギ
ーが等しくなって温度が等しくなるの
です。
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熱とは？
熱とは？
熱
熱＝
＝ 「温度を上昇させる何者か」
「温度を上昇させる何者か」

カロリック説
カロリック説

摩擦による火起こし
摩擦による火起こし
説明できない
説明できない

消せるボールペンの秘密
消せるボールペンの秘密
ドライヤーであぶる
ドライヤーであぶる

消える
消える

こすると
こすると

次に熱とは何かを考えてみましょう。
19 世紀中頃までは，熱は
「カロリック」
という物質が物体間を移動するものだ
と考えられていました。でも，摩擦す
ると熱くなります。これは，熱が物質
の一種だと考えると説明できません。
摩擦するときに，摩擦力に逆らっても
のを動かすので，仕事をすることにな
ります。そこで，摩擦をすると温度が
あがるということは，仕事は熱と同等
の働きをするということになります。
ここで，この図にあるような火おこし
の実験をしてみましょう。すごいいが
らぽい匂いがしますが，黒い粉を火種
にして火を起こすことが可能になりま
す。
ボールペンの後ろの部分でこすると，
書いたものが消えるボールペンがあり
ます。あのボールペンで紙に何かを書
いてドライヤーで炙ってみましょう。
書いたところがだんだんと消えてきま
す。加熱すると消えるのです。こする
と摩擦熱で温度があがるために文字が
消えます。このようなところにも，摩
擦熱が利用されています。

摩擦熱で消える
摩擦熱で消える

感熱紙は以前ワープロやファックス用
紙として用いられていました。最近で
はレシートに用いられています。感熱
紙は文字通り熱を加えると黒くなるも
のです。これは，熱により化学変化し
て変色する物質が塗布してある特殊な
紙です。これをドライヤーで炙ると温
度が高くなるので黒くなります。感熱
紙の表面（黒くなる方の面）を 10 円玉
でこすっても黒くなります。これは，
摩擦熱で温度が上がるからです。
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熱の単位としては「カロリー」
（cal）
という単位が使われます。1 cal という
のは，1 気圧において 1 g の純水の温
度を 14.5℃から 15.5℃に上昇させるの
ジュールの実験
ジュールの実験
に必要な熱量です。この熱と仕事が同
じ働きをするというのを最初に示し
熱はエネルギーの一種であることを示す
熱はエネルギーの一種であることを示す
たのがイギリスの物理学者ジュール
です。ジュールは，図のような装置を
熱の仕事当量
熱の仕事当量
用いました。おもりが下がることによ
11 cal
って，水の中の羽根車を回して上昇し
cal == 4.18605
4.18605 JJ
た温度を測ったのです。その時，羽根
22/s22)
(1
J
=
1
kg
m
(1 J = 1 kg m /s )
車にした仕事はおもりに働く重力と
おもりの移動した距離の積となりま
ジュールによる
ジュールによる
す。このことから，ジュールは 1cal
熱の仕事当量
熱の仕事当量
は 4.18065 J ということを示しました。
の測定装置
の測定装置
[Ｊ]というのはエネルギーの単位でジ
11cal
cal==11gの純水を14.5℃から15.5℃に上げるのに必要な熱量
gの純水を14.5℃から15.5℃に上げるのに必要な熱量
ュールと読みます。ジュールという単
位はこの実験に基づいているのです。
ちなみに，ジュールは，正式の研究職や教育職などには就くことなく，実家のビール工場を手伝いな
がら研究を行った人です。
熱の正体を分子のレベルでみると，
激しく動きまわる分子の衝突による
熱
熱 の正体
の正体
運動エネルギーの伝達ということに
分子の衝突による運動エネルギーの伝達
なります。分子のことを「小さなあば
分子の衝突による運動エネルギーの伝達
れんぼう」と表現しましたが，熱の主
主役は小さなあばれんぼう
主役は小さなあばれんぼう
役は小さなあばれんぼうです。

熱と熱の単位
熱と熱の単位

小さなあばれんぼう
小さなあばれんぼう ＝
＝ 暴れまわる分子
暴れまわる分子

50
50

内部エネルギー
内部エネルギー
物体が内部に持っているエネルギー
物体が内部に持っているエネルギー
分子の運動エネルギー
分子の運動エネルギー
と
と
分子間力のポテンシャルエネルギー
分子間力のポテンシャルエネルギー
の総和
の総和
物体全体の巨視的エネルギーは除く
物体全体の巨視的エネルギーは除く
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物体は，外から熱や仕事という形で，
エネルギーをやりとりするだけでは
なく，内部にエネルギーを持っていま
す。このエネルギーのことを「内部エ
ネルギー」といいます。内部エネルギ
ーというのは，分子の運動エネルギー
と分子間に働く力のポテンシャルエ
ネルギーの総和です。但し，物体全体
でもつ運動エネルギーやポテンシャ
ルエネルギーは除いたものです。

「熱とエネルギー」配布資料 その 1
内部エネルギーの変化量は外部から
された仕事と外部からもらった熱エネ
ルギーの和に等しくなります。この関
係を熱力学第一法則といいます。熱力
((内部エネルギーの変化量
内部エネルギーの変化量))
学第一法則は熱力学の基本となる法則
((外部からされた仕事
の 1 つです。
外部からされた仕事))
法則というのは，論理的に証明する
＋
＋
ことができないものです。神様から与
((外部からもらった熱エネルギー量
外部からもらった熱エネルギー量))
ヨイショ
ヨイショ コラショ
コラショ
えられたとか，自然がそうなっている
からそうなんだというしかないもので
す。ですからいくら考えても，論理的
仕事
仕事
U
U == Q
Q ++ W
W
に導くことはできません。ところが，
熱
熱
U：
U： 内部エネルギー
内部エネルギー
考える事が好きな人ほど，それはなぜ
Q：
Q： 外部からもらった熱量
外部からもらった熱量
内部エネルギー
だろうと考えてしまいます。それがわ
内部エネルギー
W：
W： 外部からされた仕事
外部からされた仕事
52
からずに物理が嫌になってしまう人が
52
います。一言，「法則」の意味を教え
ればそこでつまずかないのですが。私にはこのことを教わった記憶がありません。

エネルギー保存則
エネルギー保存則 (熱力学第一法則)
(熱力学第一法則)
＝
＝

永久機関の夢（第一種永久機関）
永久機関の夢（第一種永久機関）
エネルギーの消費なしに動く永久機関
エネルギーの消費なしに動く永久機関
＝
＝ 熱力学第一法則に反する
熱力学第一法則に反する

時計回りに機関を回転させると、上部でおもり
時計回りに機関を回転させると、上部でおもり
を乗せた棒が倒れるため、支点からの距離が
を乗せた棒が倒れるため、支点からの距離が
浮力を利用した永久機関
浮力を利用した永久機関黄色い浮きの
黄色い浮きの 長くなり、機関の右側がさらに重くなって回転が
長くなり、機関の右側がさらに重くなって回転が
浮力（アルキメデスの原理）によってベ
浮力（アルキメデスの原理）によってベ
続く、というもの。しかし実際には、機関の左の
続く、というもの。しかし実際には、機関の左の
ルトが反時計回りに回ると考えた
ルトが反時計回りに回ると考えた
ほうがおもりの数が多くなってしまい、機関は左
ほうがおもりの数が多くなってしまい、機関は左
右がつりあってしまうため、回転は停止する。
右がつりあってしまうため、回転は停止する。
出典:
ウィキペディア「永久機関」
出典: ウィキペディア「永久機関」

エネルギーの消費無しに動くものがあ
れば，これほどいいことはありません。
例えば，ガソリンなどの燃料なしで動
く自動車ができたらどんなにかよいこ
とでしょう。しかし，そのようなもの
はできません。エネルキー保存則に反
するからです。このようにエネルギー
保存則に反する機関を第一種永久機関
といいます。
この図は，永久機関の例です。もの
すごくたくさんの永久機関が考えられ
ましたが，どれも成功しませんでした。
自然法則に反するからです。

私たちの身の回りにある様々なエネ
ルギーと熱の関係について学んでいく
ことにしましょう。

5.
5. さまざまなエネルギーと熱
さまざまなエネルギーと熱
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ペンシルバルーンの実験で，熱と仕
事は同等の働きを示すことを述べまし
た。

5.1
5.1 仕事と熱
仕事と熱

先に示した摩擦による火おこしやジ
ュールの実験も仕事が熱に変わる例で
す。ペンシルバルーンを引っ張ると温
度があがるのもそのような例の 1 つで
す。

摩擦と熱，仕事と熱
摩擦と熱，仕事と熱

摩擦による火起こし
摩擦による火起こし

仕事
仕事 →
→熱
熱

次に電気と熱について考えることに
しましょう。電熱線に電気を流すと発
熱します。この時発生する一秒あたり
のエネルギーの量は電流かける電圧で
す。電気製品の消費電力が何ワット
[w] かというのは，電流に電圧をかけ
た値です。一秒あたりに使用するエネ
ルギーが電力です。先ほど示したエネ
ルギーの単位ジュールを用いると
1 W = 1 J/秒
となります。

5.2
5.2 電気と熱
電気と熱

電気による発熱エネルギー
電気による発熱エネルギー
(電力)
(電力) ＝
＝ （電流）×（電圧）
（電流）×（電圧）
単位：
単位：W
W(ワット)
(ワット) A（アンペア）
A（アンペア）V（ボルト）
V（ボルト）

W
W==J/s
J/s （1秒あたりに発生するエネルギー）
（1秒あたりに発生するエネルギー）
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シャープペンの芯で発熱実験
シャープペンの芯で発熱実験
シャープペンの芯に流れる電流と電圧
シャープペンの芯に流れる電流と電圧
(電圧)
(電圧) ＝
＝ （抵抗）×（電流）
（抵抗）×（電流）
オームの法則
オームの法則

発熱するエネルギー
発熱するエネルギー
(発熱エネルギー)
(発熱エネルギー) ＝
＝ （電流）×（電圧）
（電流）×（電圧）
＝
＝ （抵抗）
（抵抗） ×
× (電流)
(電流)22
抵抗:
抵抗:その物体固有の値
その物体固有の値（単位Ω
（単位Ω［オーム］）
［オーム］）

電熱線の代わりにシャープペンの芯
に電流を流してみましょう。シャープ
ペンシルの芯の間の電圧はシャープペ
ンの芯の持っている抵抗に電流をかけ
たものです。この関係式をオームの法
則といいます。発生するエネルギーは，
先ほど述べた電流かける電圧です。こ
れにオームの法則を適用すると，抵抗
かける電流の二乗という関係式がでて
きます。電流が流れるとオレンジ色に
光りましたね。これは，電流が流れる
ことによって，エネルギーが熱に変わ
って温度が高くなったからです。製造
中止になりましたが，白熱電球は，こ
のように電流を流すと温度が高くなる
ことを利用したものです。

電気のブレーカーは皆さんのご家庭
や学校にもありますよね。このブレー
カーには「50 A」のような表示があり
ます。アンペアは電流の単位です。そ
れに私たちの家庭で使っている電気の
電圧は100 Vであることをご存じでし
ょう。ボルトは電圧の単位です。単三
乾電池の1個の電圧は1.5 Vです。この
電流かける電圧が電力の単位ワットと
なるのです。
私の子供が小学生のときに，バザー
で家内がプラ板をしたことがあります。
プラ板をするのに，ホットプレートま
たはオープントースターを用いるので
すが，許容電流が何アンペアか，担当
の先生に聞いてもわかりませんでした。
そこで，私が前日に準備を手伝ったと
きに，ブレーカーを見せてもらい，許
容電流が初めてわかりました。その時，許容電流が足りないので，体育館から電線ドラムで引っ張っ
てきました。
電圧は高いところから流れる水の高
さの差になぞらえることができます。
電流は 1 秒あたりに流れ落ちる水の量
になぞらえることができます。流れる
量に高さの差をかけたものが流れる水
がすることのできる仕事の大きさにな
ります。このことから電流かける電圧
が外に対してできる仕事の量すなわち
エネルギーの量に相当することが何と
なく分かっていただけたでしょうか？
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電力は，一秒あたりに使用するエネ
ルギーの量です。これに時間をかけた
ものを電力量といいます。これは使用
した全エネルギーに相当するものです。
本来ワットに時間の単位である秒をか
けたものが，エネルギーの単位である
ジュールになります。しかし，電気で
使用したエネルギーには習慣的にワッ
トに時間 [h] をかけた，Wh とか KWh
の単位を使います。

自動販売機，コンビニエンスストア，
一般家庭の電力消費量を比較したもの
がこの図です。自動販売機，コンビニ
エンスストアがいかに電力を使ってい
るかがわかると思います。コンビニの
消費電力は，冷凍庫が 20%弱、照明が
15%、空調が 15%です。

35軒分
35軒分

1/2軒分
1/2軒分

送電線でも発熱がおきます。発熱の
量は電流かける電圧で決まります。先
に述べたようにこれは，抵抗かける電
流の二乗になります。このため，同じ
電力を送るためには電流が小さい方が
よいことがわかります。そのためには，
電圧を上げて電気を送ります。これが
高圧線です。

高圧線
高圧線
(発熱エネルギー)
(発熱エネルギー)
＝
＝ （伝送エネルギーロス）
（伝送エネルギーロス）
2
＝
＝ （抵抗）
（抵抗） ×
× (電流)
(電流)2
同じ電力
同じ電力
(電力)
(電力) ＝
＝ （抵抗）×（電圧）
（抵抗）×（電圧）
を送るためには，電流が小さい方が良い
を送るためには，電流が小さい方が良い
電圧を上げる
電圧を上げる

高
6,600ボルト（家庭用）
高 圧
圧 線：
線：
6,600ボルト（家庭用）
特別高圧線：
特別高圧線：2万2,000ボルト（工場など）
2万2,000ボルト（工場など）
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さて，電気の話が出てきたついでに，
IH の話をしましょう。IH でどのように
加熱されるかを示す前に，
1 つ実験をし
てみましょう。豆電球の電線をループ
にします。IH ヒーターの真ん中に水を
入れたステンレス製のマグカップを置
いて，スイッチを入れます。そうする
と豆電球が点灯します。このことから，
ループ状になった電線に電流が流れて
いることがわかります。そのままでは，
スイッチが入らないので真ん中に水を
少し入れたステンレス製のマグカップ
を起きました。

IH の上に円盤状のアルミ箔を置くと
アルミ箔が飛んでいきます。これは，IH
によって生じた磁場によって，渦状の
電量が流れたからです。その電流によ
って，電磁石のように磁場が生じます。
その磁場が IH によって作られた磁場と
反発力を及ぼしあうために飛んでいく
のです。

IHにアルミ箔を置くと
IHにアルミ箔を置くと
円盤状のアルミ箔をおいてスイッチON
円盤状のアルミ箔をおいてスイッチON

アルミ箔が飛んでいく
アルミ箔が飛んでいく

アルミ箔内にくるくる回る電流（渦電流）発生
アルミ箔内にくるくる回る電流（渦電流）発生
⇒
⇒ 反発力が働くような磁力（磁場）が生じる
反発力が働くような磁力（磁場）が生じる

IH の上に置いたステンレス製マグカッ
プの周りにドーナツ状に切ったアルミ
箔を置いてスイッチを入れるとアルミ
ドーナツが浮かび上がります。
これは，アルミドーナツの中に電流
が生じ，その電流によって IH の磁場が
生じるためです。
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電磁誘導
電磁誘導
発電原理説明器
発電原理説明器

N
N
磁力線
磁力線
SS

磁石
磁石
交流電源
交流電源

ここに，発電原理説明器というもの
があります。このように電線を巻いた
物をコイルといいます。LED が点灯す
るので，コイルの中で磁石を揺さぶる
と電気が生じることがわかります。こ
れは，ぐるぐるまいたコイルの中に貫
く磁石からでた磁力線とよばれるもの
の大きさが変化するからです。下の図
のように，交流電流をコイルに流すと
磁力線ができ，その大きさが変化する
とその近くにあるコイルに，その磁場
を打ち消すような向きに電流が流れま
す。IH の上で電線をループにした豆電
球が点灯したのも，この原理によるも
のです。ここで注意してほしいことは，
一定の大きさの磁場をコイルに近づけ
ても電流は起きないことです。ですか
ら，磁石をコイルの中に入れておいて

も，LED が点灯しません。動かして初めて点灯するのです。
IH の内部の写真を示します。IH の中
はこのようにコイルが巻かれています。
このコイルで時間的に変化する磁場が
作られます。

IHの中身
IHの中身

電磁誘導加熱(IH)
電磁誘導加熱(IH)

磁力発生コイルで磁力線発生
磁力発生コイルで磁力線発生

数10
数10kHz
kHzの交流
の交流

鍋の中に渦電流（渦状に流れる電流）発生
鍋の中に渦電流（渦状に流れる電流）発生
鍋の電気抵抗のために発熱
鍋の電気抵抗のために発熱
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IH では，コイルによって時間的に変
化する磁場をつくります。そうると，
鍋の中を電流が生じてくるくるまわり
ます。鍋は金属でできていますが，抵
抗があります。そのため，電熱器に電
量が流れたときのように発熱するので
す。最近では，アルミの鍋でも使える
IH がありますが，アルミや銅は電気抵
抗が低いためあまり発熱しません。一
般には鉄やステンレス製の鍋が使われ
ます。
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非接触充電器
非接触充電器
受電コイル
受電コイル

充電池
充電池

プラグ
プラグ
送電コイル
送電コイル

電磁誘導を用いて電極なしで充電
電磁誘導を用いて電極なしで充電

トランス（変圧器）
トランス（変圧器）

鉄心
鉄心

一次コイル
一次コイル

二次コイル
二次コイル

コンセントに来ている電流は，交流
電流です。2 つのコイルを近づけ，片
方に電流を流すと，もう一つの近くの
コイルに電流が流れることを話しまし
た。これを利用したのが，コードレス
の電話機などで用いられる充電器です。
磁場を通しているため，電極が無いの
に充電をすることができます。これは，
コンセントに来ている電量が交流だか
らできるのです。直流ではこのような
ことはできません。

トランスとよばれる変圧器も同じ原
理が使われています。先程言ったよう
に，長距離をエネルギーのロスができ
るだけ少ないように電気を送るには，
電圧を高くする必要があります。電圧
を上げるにも，下げるにも図のような
トランスが用いられます。トランスで
変換される電圧の比はコイルの巻数の
比になります。

電圧の比
電圧の比＝
＝コイルの巻き数の比
コイルの巻き数の比

交流を使うメリット
交流を使うメリット
・・ 電圧を変えることができる
電圧を変えることができる
・・ 高電圧にすることによって，伝送損失を少なくできる。
高電圧にすることによって，伝送損失を少なくできる。
・・ 直流にすることは容易。
直流にすることは容易。
→
→現在では直流を交流に変えることができる。
現在では直流を交流に変えることができる。

エジソンの失敗
エジソンの失敗
直流に固執したために，電力事業に失敗
直流に固執したために，電力事業に失敗
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以上述べたように，交流を使うメリ
ットは電圧を変えることができること
です。高電圧にすることによって，伝
送によるエネルギーロスを少なくする
ことができるのです。さらに直流にす
るのが容易だというメリットがありま
す。
有名なエジソンは晩年に大きな失敗
をしました。直流電流で家庭に電気を
供給する電力会社をつくったのです。
直流だと電圧を変えられませんので，
伝送ロスが大きくなります。その結果，
交流を使った送電会社に負けてしまっ
たのです。
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日本では，地域によって 50 Hz と 60
Hz の交流が使われています。これは，
日本の交流の周波数
日本の交流の周波数
明治時代に東日本はドイツから，西日
本はアメリカから，それぞれ 50 Hz，
60 Hz の発電機を導入したことに起因
しています。両者の境は糸魚川静岡構
造線とよばれる大断層線に沿って，東
が 50 Hz，西が 60 Hz となっています。
静岡県は冨士川を境に東が 50 Hz，西
が 60 Hz です。
両周波数帯の間には，3 箇所の周波
数変換所があります。変換能力は，佐
久間変電所は最高 30 万 kW、新信濃変
電所 60 万 kW、東清水変電所 10 万 kW
です。併せて，変換能力は最大 100 万
kW です。
出展:
なお，本州と北海道および本州と四
出展:Ｗｉｋｉｐｗｄｉａ
Ｗｉｋｉｐｗｄｉａ
国の間は直流に変換して送電されてい
ます。海底電線だと分厚い絶縁体で覆わなければなりません。交流だと絶縁体によって電力の一部が
吸収されてしまうのです。そのため，一旦直流に直しているのです。

5.3
5.3 火と光と熱
火と光と熱

次に火と光と熱という話をします。

人間と他の動物の大きな違いは，道具
を使うことと火を使うことです。人間
がいつから火を使うようになったかは
火の役割
火の役割
わかりませんが，火を使うことによっ
・動物の襲撃をさける
・動物の襲撃をさける
て，動物を避けたり，灯りとして用い
・灯りとしての火
・灯りとしての火
たり，煮炊きしたり，土器をつくった
行動範囲の広がり
行動範囲の広がり
り，金属器をつくったりと生活の利便
・煮炊きをする
・煮炊きをする
性が広がりました。夜間行動や，寒い
・土器をつくる
・土器をつくる
冬を過ごすことが可能となり，行動範
・金属器をつくる
・金属器をつくる
囲が広がりました。その一方で，火は
火事の危険を伴います。昔に比べて火
事が少なくなったとはいえ，未だに火
火事の危険性
火事の危険性
事は私たちにとって恐ろしいものです。
利便性と危険性のトレードオフ（二律背反）
利便性と危険性のトレードオフ（二律背反）
その意味で，利便性と危険性を天秤に
かけているのです。利便性と危険性の
「トレードオフ」と呼ばれものです。同様なことは，自動車の利便性と危険性という問題にも共通し
ます。

人類の発達と火
人類の発達と火
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それでは，燃えるということはどの
ようなことなのでしょう。前に話した
ように，私たちの身の回りのものすべ
て原子からできています。燃えるとい
うことは，ものを構成している原子が
酸素と結びつくことです。鉄の錆も鉄
と酸素が結びつくことによってできま
すが，普通は燃えません。その代わり，
熱を出します。それを利用したのが使
い捨てカイロです。酸素と物体が速く
結びつくと燃えます。もっと，速く結
びつくと爆発します。火力発電は，石
炭，天然ガス，石油などが燃えるとき
に出る熱を利用するものです。これら
が燃えると水と二酸化炭素が出ます。

使い捨てカイロの話が出てきたので，
実際に作ってみましょう。皆さんのお
手元に，バーミキュライト（園芸用保
湿剤）または顆粒状の活性炭，食塩水，
鉄粉が分けてあります。まず，バーミ
キュライト（または活性炭）を食塩水
チャック付きのビニール袋に入れてよ
く混ぜてください。つぎに，鉄粉を適
当な大きさにちぎったティッシュペー
パーにくるんで，ビニール袋に入れて
よく混ぜて下さい。ファスナーは空け
たままにしておいてください。熱くな
ってきたら，温度を測ってみて下さい。
次に，空気をできるだけ押し出すよ
うな形でファスナーを閉めてしばらく
おくと，段々温度が下がってきます。
火は，熱源として使われます。昔から
焚き火，隅，石炭，ガスなどの燃焼が
使われてきました。これらが，煮炊き
や暖房に使われたのです。

熱源としての火
熱源としての火
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昔々大昔の話です。高天原には天照
大神と申し上げる神様がおわしました。
海原を治める弟の須佐之男の命は，仕
事をせずに泣いては暴れてばかりいる
ので，父親のイザナキの命にこの世か
ら追い出されてしまいました。その前
に姉の天照大神に暇乞いをするために，
高天原に行きます。須佐之男の命はこ
こでも乱暴狼藉をはたらきます。怒っ
た天照大神は天の岩戸といわれる洞窟
に隠れてしまいました。天照大神は，
太陽の神様です。それが隠れてしまっ
たので，この世は真っ暗闇です。高天
原の神様たちは，天の安の河原で緊急
対策会議を開きます。知恵者の思いの
金の命が作戦を立てます。岩戸の前で
は，鶏を鳴かせます。矛，鏡，玉飾り
などを作らせ，高天原一の力持ち，手
力男の命が岩戸の前でスタンバイ。まもなく，天宇受売の命が服を脱ぎ捨て，どこもかしこも露わに
して踊り始めます。それを見て，神々は大はしゃぎ。あまりの賑やかさに，天照大神は岩戸を少しあ
けてのぞき込みました。すかさず，天宇受売の命が「あなた様より尊い神様がいらっしゃいましたの
で，喜んでいるのです」といって鏡をさしだしました。すると，天照大神はご自身のお姿であること
に気付かず，身を乗り出した隙に，手力男の命が天照大神を連れ出します。同時に注連縄を張り，二
度と戻れないようにしてしまいました。こうして，再び日の光を取り戻したのです。
「天の岩戸」の物語から，何を学べ
るのでしょうか。2009 年，日本でも皆
既日食が見られました。天の岩戸の伝
説も，おそらく日食と関係しているの
でしょう。地球の環境があるのも，我々
生き物が生きていけるのも全て太陽の
・・ 地球は太陽のおかげで生きている。
地球は太陽のおかげで生きている。
おかげです。太陽が無くなったら大変
です。そのために，高天原の神々は太
・・ 暗闇の世界での天照復活プロジェクト
暗闇の世界での天照復活プロジェクト
陽の復活を願って知恵を絞ります。ま
ず，会議を開きます。知恵を絞り，そ
←
← 「あかり」の存在
「あかり」の存在
れぞれ特技を活かして役割分担をして
岩戸にお隠れになった天照大神を連れ
日本の工業技術発展のルーツ
日本の工業技術発展のルーツ
戻します。暗闇で会議を開き，物作り
をするわけには行きません。おそらく
火をたいて明かりにしていたのでしょ
う。人間は，火を手に入れることによ
り，夜でも仕事をできるようになった
のです。

天の岩戸の物語
天の岩戸の物語

天の岩戸のから学ぶこと
天の岩戸のから学ぶこと

宇宙から見た夜の地球

Nasa‘s
Nasa‘sSatellite
Satelliteview
viewofofEarth
Earthat
atnight
nighton
on2004/8/22：http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/archivepix.html
2004/8/22：http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/archivepix.htmlより
より
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これは，宇宙から見た夜の地球です。
明るさには，バラつきがありますね。
日本は非常に明るいことが分かります。
夜でも明るいのは，灯りのおかげです。
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私たち人間は 400 万年前にエチオピア
で生まれたと言われます。50 万年前，北
京原人は火を使っていたといわれます。
火を使うことによって，夜でも活動する
ための明かりを得ることができました。
火によって，煮炊きをしたり，暖房を取
ったり，土器をつくったり，動物の襲撃
を避けたりと人間の生活が豊かになって
来ました。あかりとしてたき火やかがり
火，松明などの形で使いました。火をお
こすのも，最初は火山などからの自然の
火を用いていたものと思いますが，その
うち木をこすり合わせて火を起こすよう
になりました。先ほど実験したような方
法です。火打ち石を用いるようになりま
した。天照大神を祀っている伊勢神宮の
神事では今でも木を摩擦して火をおこし
ているようです。火ができてから，燃え出すまでが大変です。そのうち，火打石と呼ばれるものが使
われるようになりました。火打石といいますが，鉄と石をぶつけるときにでる火花を用いるのです。
今でも，使い捨てライターなどでも使われています。19 世紀には，マッチが発明されて普及しました。
最近ではライターやガスコンロなどの着火装置などが普及してマッチは使われなくっています。
火は光源としても使われてきました。
最初は焚き火や松明，
かがり火など木を
光源としての火
光源としての火
そのまま燃やしました。そのうち，燃料
として油が使われるようになりました。
奈良時代には鰯などの魚油が使われて
いましたが，やがて荏胡麻がつかわれる
ようになりました。室町時代には，京都
の大山崎八幡宮が独占販売していたそ
うです。美濃国を取った斎藤道三は，こ
の荏胡麻売りをしていました。江戸時代
油，ロウソク，行灯
油，ロウソク，行灯
には菜種油が使われました。やがて，西
篝火と松明
篝火と松明
洋文明が入ってくるとランプが使われ
るようになりました。日本に入ったとき
ランプ
には，石油が使われていましたが，日本
ランプ ガス灯
ガス灯
開国前には鯨の油が使われていたそう
です。アメリカが日本に開国を迫ったの
は，捕鯨船に水や食料を補給するためで
す。明治に入ると銀座の通りにガス灯が設置されました。
ろうそくは奈良時代からありました
が，非常に高価なものでした。そこで，
油に灯心を入れて火をつけていました。
行灯の中でも同様です。蒸発皿にサラ
ダオイルなどの油を入れて，タコ糸を
短く切ったものを油で濡らして一方の
端を蒸発皿の上に出して火をつけてく
ださい。タコ糸 1 本だと炎が小さくな
ります。そこで，タコ糸を 3 本位束ね
てみると炎が大きくなります。油で濡
らすとくっつくので，3 本を合わせれば
良いのです。
非常時には同様の照明がろうそく代
わりになります。食用油があればでき
ます。ツナ缶の真ん中に釘で穴を開け
て，木綿の紐を差し込んで火をつける
こともできます。火が消えてから中身
を食べることもできます。
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ランプやガス灯は，そのままではあま
り明るいものではありません。手元のバ
ーナーの火をつけてみましょう。部屋を
暗くしてもあまり明るくなりません。そ
こで，マントルというものが使われてい
ます。ピンセットでバーナーの炎の中に
入れてみます。最初は燃えますので，燃
やしてしまいます。それから，炎に入れ
ると明るく光ると思います。これを使っ
て明るくしたのです。このマントルは今
でも売っています。山小屋など電気が来
ないところで，今でもあかりとして使わ
れているからです。

少し前まで，「電気」というと照明の
ことを言いました。「電気を消して」と
いう言葉を使う人も多いでしょう。いま
でも，電力会社の料金表を見ると一般家
庭用の電気は「電灯用」と分類されてい
ます。その電気が照明として最初に使わ
れたのはアーク灯と呼ばれるものです。
アーク灯は 19 世紀初めに発明されたも
のですが，実際に使われるようになった
のは 19 世紀後半です。エジソンの白熱
電球が実用化された少し後の，明治
15(1882)年には銀座にも設置されました。
ちょっと実験してみましょう。電池で
放電しているのですが，かなり明るいも
のです。これは，あまりにも明るすぎる
ため，家庭などで使用することはありま
せんでした。その後，映画の映写機の光
源などに使われました。その後家庭では
白熱電球が普及しましたが，放電を利用
した照明は別の形で生き残っています。1901 年に，ガラス管中を真空にして水銀を入れたランプが発
明されました。水銀ランプです。水銀ランプは，現在屋外の照明や体育館などの照明に使われていま
す。また，この講演で使っているプロジェクターにも水銀ランプが使われています。
電球というとエジソンを思い出すので
はないでしょうか。でも，白熱電球を発
明したのはエジソンではありません。イ
ギリスのスワンが 1878 年に発明したも
のをエジソンが改良して 1979 年に発売
1878年
1878年 スワンが発明
スワンが発明
したものです。エジソンの改良によって，
電球の寿命が 10 時間程度から 1200 時間
1879年
に伸びたと言われています。電球の寿命
1879年 実用化
実用化
を延ばすために，様々な材料を試みた結
エジソン
エジソン
果，京都の石清水八幡宮のある男山の竹
を材料にしたというエピソードがあり
ます。エジソン電球のフィラメントは，
竹を乾留したものです。すなわち材料は
炭素です。ちょっと実験してみましょう。
炭素の材料としてシャープペンの芯を
使用してみましょう。空気中でも燃えや
すいので，窒素を入れて実験してみます。
電流を流すと光りますよね。さて，液晶のアクオスでおなじみのシャープの社名はシャープペンシル
から来ているということをご存知ですか？シャープペンシルはもともとイギリスで発明されたもので
すが，始めて実用的に使えるものをつくったのが，シャープの創業者早川徳次です。1915 年のことで
す。

白熱電球
白熱電球
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原子の光
原子の光
水銀ランプ，ナトリウムランプなど
水銀ランプ，ナトリウムランプなど

「原子」から出ている光
「原子」から出ている光
研究
研究
新しい物理法則発見
新しい物理法則発見
「量子力学」
「量子力学」

エレクトロニクス
エレクトロニクス
原子力
原子力
化学
化学

先ほど，アーク灯の話のところで，
放電ランプとして水銀灯の話をしまし
た。水銀ランプは水銀の蒸気の間で放
電するものです。水銀灯は，体育館や
運動場の照明などにも使われています。
水銀灯の光を分光シートで見てみまし
ょう。もやっとした色ではなく，飛び
飛びの色からなっていることがわかり
ます。ナトリウムランプというのがあ
ります。最近は少なくなりましたが，
トンネルなどで使われているオレンジ
色の灯りです。これも，オレンジ色一
色からなっています。これらの光は，
どうして出ているのでしょうか。実は
このことを研究していく過程で，新し
い物理法則が見つかりました。量子力
学です。それは，現在私たちが使って
いる携帯電話，原子力などの基礎にな

っているのです。

「原子」から出ている光
「原子」から出ている光
ナトリウムランプと炎色反応
ナトリウムランプと炎色反応
炎色反応
炎色反応

トンネルのナトリウムランプ
トンネルのナトリウムランプ

ナトリウム
ナトリウム

ナトリウムという元素は食塩の中に
含まれています。食塩をこれに浸して
炎の中に入れてみましょう。炎がオレ
ンジ色になりますよね。これは，炎色
反応とよばれ，加熱したときに原子か
ら出る光を見るものです。分光シート
で見て下さい。色が分かれませんよね。
このオレンジ色はナトリウムランプか
ら出ているものと同じものです。それ
では，原子というのはどういうもの
か？どのようにして光が出ているのか
をお話することにしましょう。

出展
出展ウィキペディア
ウィキペディア

全てのものは「原子」から

コップ一杯の水
コップ一杯の水
25
20𥝱個
20𥝱個 (2×10
(2×1025個)
個)

原子
原子

とっても小さな粒
とっても小さな粒
原子核
原子核

＋電子
＋電子

1億分の1センチメートル
1億分の1センチメートル
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太陽も，地球も，私たちの体も全て
原子というものからできています。原
子は非常に小さいものです。その大き
さは，百億分の1メートルです。そんな
ことを言っても，実感は湧かないと思
いますのでとにかくとても小さいもの
だと思って下さい。原子は，図のよう
にマイナスの電気を持った「電子」と
呼ばれるものが「原子核」と呼ばれる
プラスの電気を持ったものの周りをま
わっています。ちょうど，太陽の周り
に地球や金星，火星などの惑星がまわ
っているようなものです。電子はとっ
ても小さいので，私たちの日常の経験
とは違う振る舞いをします。
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光は二重人格
光は二重人格
光の進む方向
光の進む方向
振動
振動

波
波
波長
波長

粒
粒

1個，2個，・・・と数えられる
1個，2個，・・・と数えられる
エネルギー
エネルギー :: 波長に反比例
波長に反比例

原子は日常生活の体験からは分から
ない，不思議な性質を持っています。
原子は光を出したり吸収したりします。
まず，光の性質についてまとめること
にしましょう。まず，光は波です。水
面の波を思い浮かべて下さい。波の高
いところと，高いところの間隔を波長
と呼びます。光はいろいろな波長のも
のがあります。波長が違うと色がちが
います。ところが，光はもう一つの性
質を持っています。一個，二個と個数
を数えられるのです。つまり，
「粒子」
としての性質を持っているのです。

原子の周りに電子が回っているとい
いましたが，これもエネルギーを持っ
ています。高ところにあるものはより
大きなエネルギーを持っていて，下に
落ちるときに別のエネルギーに変わり
原子の中のエネルギーは建物の各階にいる
原子の中のエネルギーは建物の各階にいる
ます。例えば，水力発電を考えると高
⇔
⇔ 各階の高さの差に相当する光の出し入れ
各階の高さの差に相当する光の出し入れ いところにある水が流れ落ちることに
よって，水車を回し電気をつくります。
エネルギー
高い所にある水のエネルギーが流れの
エネルギー 電子
電子
（運動）エネルギーとなり，水車を回
電子のフロア－
電子のフロア－
して電気エネルギーに変わるのです。
電子もエネルギーを持っています。電
子の持つエネルギーは，建物の一階，
二階のように飛び飛びの高さの値を持
ちます。この高さの差に相当するエネ
ルギーを持った光の「粒子」が来ると
光吸収
光吸収
光放出
電子は光を吸収して高い階に上がりま
光放出
す。高い階にある電子が低い階に降り
るときには，エネルギー差に相当する
光の「粒」を出してもとに戻ります。光の「粒子」の持つエネルギーは，波長によって決まりますか
ら，このとき出る光は決まった波長になります。水銀ランプやナトリウムランプでは，水銀やナトリ
ウムの電子の持つエネルギー差に相当する光を放出しているのです。
水銀灯は，水銀の原子から出る光を
利用しています。ですから，飛び飛び
の波長の光が出ています。そうすると，
必ずしも自然の色がでるわけではあり
ません。銀座で，水銀灯を設置したら，
赤い色が出ていなかったため，女性の
口紅が黒く見えてしまったという話も
あります。そこで，工夫されたのが蛍
光灯です。簡単に言うと，水銀灯のガ
ラスの中に蛍光体というものが塗って
あるものです。水銀ランプも水銀の量
を少なくすると紫外線の強度が強くな
ります。そうすると，照明には使えな
くなるばかりか，人間にとって害にな
蛍光：
ります。この紫外線を蛍光体に当てて，
蛍光： 当てた光より長い波長の光がでる
当てた光より長い波長の光がでる
目に見える光の成分を取り出そうとい
紫外線
紫外線 →
→ 目に見える光
目に見える光
うのが蛍光灯です。
それでは蛍光とは，どういうもので
しょうか。日常の生活では，蛍光灯という言葉で蛍光という言葉が使われています。その他の生活の

原子と光
原子と光 ・・・
・・・ 水銀灯の
水銀灯の

蛍光灯
蛍光灯
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場面で使われています。最近再生紙が使われることが多くなりましたが，名刺などに使われている紙
はすごく白く見えます。それは蛍光増白剤というものが入っているからです。白いワイシャツなどに
も蛍光増白剤が使われています。蛍光マーカーペンというのがありますが，輝いてみえます。これは，
蛍光という現象を利用したものです。
ここにあるのは，蛍光検査灯とよばれる一種の水銀灯です。水銀蒸気の圧力を非常に低くすると紫
外線がたくさん出ます。蛍光灯から蛍光体を無くしたものと言った方がわかりやすいかもしれません。
これは，警察が血液を調べるのに使う道具です。血が付いたところにルミノール試薬と呼ばれるもの
をかけて，蛍光検査灯の光を当てると光るのです。この紫外線を蛍光体とよばれるものに当てると目
に見える光を発します。紙に当てると明るくなるでしょう。蛍光増白剤が入っているからです。蛍光
マーカーペンで書いたところも明るく光りますよね。光を吸収して，エネルギーが高いところにあが
るのですが，2 階に上がった電子が光を出さず中二階に移ってから，一階に光を出して戻るようなもの
です。蛍光灯は，白熱電球ほど熱くなりません。そのため，電気代が安くて済みます。その上，白熱
電球に比べて 6 倍くらい寿命が長いのです。
蛍光灯は，白熱電球に比べて電力消
費量が少ないものです。でも，もっと
電力消費量が少ないものがあります。
発光ダイオード（LED）と呼ばれるも
のです。蛍光灯は，発光するときに熱
電気的に電子を高い階に持っていく
が出ますが，LED では出る熱の量がき
電気的に電子を高い階に持っていく
わめて小さいものです。LED では熱が
→
→ もとに戻る時の光を利用
もとに戻る時の光を利用
ほとんど出ません。LED は電気を光に
直接変えるものですが，逆に光を当て
ると電気が起きます。この原理を応用
したのが太陽光発電（太陽電池）です。
LED に光を当てて，電気が起きる実験
はあとで皆さんにやっていただきます。
ここに，三色別々に点灯できる LED が
あります。点灯してみておわかりでし
ょう。三色同時につけると白く見えま
す。これは，人間の目がそれぞれの三
色の成分に分けて色を感じるようにで
きているからです。綠と赤の LED は比較的古くからありました。でも，青色の LED ができるのは遅
くなりました。日亜化学にいた中村さんが発明したと言われていますが，実際にはもっといろいろの
人の研究の成果によるものです。
さて，LED のしくみについて説明し
ましょう。その前に，金属，半導体，
絶縁体について説明しましょう。先ほ
ど原子の周りに電子が回っていること
を説明しました。原子の周りの電子に
は，化学結合に寄与する電子と寄与し
ない電子があります。化学結合に寄与
する電子を価電子といいます。金属で
は，価電子が金属の周りを自由に動き
回ることができます。このような電子
を自由電子といいます。自由電子がう
ごきまわることによって，電流が流れ
るのです。
半導体や絶縁体では，原子は価電子
を結合している原子間で共有すること
によって原子が結合します。この電子
は，隣り合っている原子間では共有で
きますが，金属のように自由に動くこ
とはできません。そのため，電流は流れません。半導体は絶縁体と違って条件によって電流が流れる
ようになります。

発光ダイオード
発光ダイオード （LED)
（LED)

赤＋綠＋青
赤＋綠＋青

あかり
あかり
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半導体にごく微量の不純物を混ぜる
（ドープするといいます）と電気を通す
ようになります。半導体の価電子の数よ
りも価電子の数が多い不純物をドープ
すると，余分な電子が半導体中を動くこ
とができるようになります。そのため，
電流を流すことができるようになりま
す。電子はマイナスの電気（負の電荷）
をもっているので，このような半導体を
負という意味の英語 negative の頭文字を
とって，n 型半導体といいます。一方，
半導体の価電子の数よりも価電子数が
少ない不純物をドープすると電子が足
りなくなります。足りなくなった部分が
まるで，水の中の泡のように動きます。
この泡はまるで，プラスの電気を帯びた
粒子のようにふるまいます。このブラス
の電気を持った粒子のようなものを正孔（ホール）といいます。このような半導体を正の電荷を持っ
ているので正という意味の英語 positive の頭文字をとって p 型半導体といいます。
LED は p 型半導体と n 型半導体を接合
したものです。p 型と n 型を接合すると，
図のように接合した面の付近で電子と
正孔が拡散して，電子も正孔も無い部分
ができます。この部分を「空乏層」とい
います。空乏層では，電気を伝える電子
や正孔はありませんが，p 型の部分の空
乏層には，電子が余分に拡散しているの
で，マイナスの電気を帯びています。n
型の部分は，電子が足りなくなってプラ
スの電気を帯びています。このような，
状態に図のように p 型側がプラス，n 型
側がマイナスになるように電圧をかけ
ると空乏層にそれぞれの側から電子お
よび正孔が移動して電気が流れます。空
乏層では，電子と正孔がぶつかって消滅
します。この時，光子（光の粒子）が出
ます。このときの，光の波長は半導体と不純物の種類によってきまります。そのため，LED では決ま
った波長の光が出るのです。
先に説明したように，LED では pn 接
合した半導体に電圧をかけると，電子と
正孔がぶつかって消滅するときに，光子
を放出します。そのために，LED は電圧
をかけると発光するのです。この接合部
分に，光子があたると電子と正孔に分か
れます。このとき，電子は，プラスの電
気を帯びた n 型側の空乏層に引っ張られ，
正孔は，マイナスの電気を帯びた p 型側
の空乏層に引っ張られます。その結果，
図のように電流が流れるのです。基本的
な構造は，LED も太陽電池も同じです。
そのため。LED に光を当てても電流が流
れます。
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ここにあるのは，白熱電球，電球型
蛍光灯，電球型 LED です。全て白熱電
球 40 W 型のものです。白熱電球に感熱
紙を当ててみましょう。白熱電球は熱
いので感熱紙が黒くなります。蛍光灯，
LED では変色しません。蛍光灯は少し
暖かくなりますが，LED は全く暖かく
なりません。この熱くなる，ならない
ということは省エネを考える上で大切
な事です。熱くなるということは無駄
なエネルギーが浪費されるということ
だからです。
さて，3 つのランプを比べて見ましょ
う。蛍光ランプ，LED となるにつれて，
消費電力が少なくなっています。消費電
力が少ないばかりではなく，寿命が格段
白熱電電球40ワット相当の電球型
白熱電電球40ワット相当の電球型
に伸びています。そのため，例えば，100
時間当たりのコストは下がっています。
種
寿命
価格
コスト（円
種 類
類 消費電力
消費電力
寿命
価格
コスト（円
買うときには高いようですが，後のこと
(ワット)
（時間）
（円）
/1000時間）
(ワット)
（時間）
（円）
/1000時間）
を考えるとお得です。それだけではなく，
白熱電球
36
1,000
179
935
白熱電球
36
1,000
179
935
消費電力が少ないということは二酸化
蛍光灯
99
6,000
780
298
蛍光灯
6,000
780
298
炭素の排出を少なくし，寿命が長いこと
ＬＥＤ
4.0
40,000
154
ＬＥＤ
4.0
40,000 2,780
2,780
154
から資源の無駄がそれだけ少なくなり
LED
4.7
40,000
1,770
143
LED
ます。ですから環境にもやさしいのです。
4.7
40,000 1,770
143
白熱電球の効率が悪いのは，電気エネ
ルギーが熱になって逃げるからです。
フ
＊コストは1
＊コストは1kWhあたり21円として計算
kWhあたり21円として計算 ＊価格は某ホームセンター（8/15/2010）
＊価格は某ホームセンター（8/15/2010）
ィラメントの温度が高くなることによ
コスト節約
って発熱しているので仕方がありませ
コスト節約 ←
← 省エネ
省エネ
ん。でも，その熱を積極的に利用してい
←
← 無駄な熱を出さない
無駄な熱を出さない
る電球もあります。ハロゲンヒーターと
いうのがありますよね。あれも一種の電
球です。オーブントースターのヒーターも同様です。これは，白熱電球とちがって赤外線をたくさん
出す電球です。ヒーターが電球の仲間って，考えたことがありますか？
ここにあるのは，有機 EL と呼ばれ
るものです。非常に薄型で消費電力が
少ないため，携帯電話に使われ始めま
した。電子ペーパーといった柔らかい
LED
有機EL
LED
有機EL
表示板の可能性も検討されています。
将来は，壁全体が照明になったりディ
スプレイになったりするようになるの
ではないかと思います。
将来はその日の気分で，壁のガラス
や心休まる風景を写すことができるよ
うになるかもしれません。

電球型ランプの比較
電球型ランプの比較

「あかり」はこれからどうなる
「あかり」はこれからどうなる

東北デバイス提供
東北デバイス提供
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あかりのうつりかわり
光
光
熱
熱 無駄なエネルギー
無駄なエネルギー
？
？
有機
機Ｅ
ＥＬ
Ｌ
有
ＬＥ
ＥＤ
Ｄ
Ｌ

蛍光
光灯
灯
蛍

白熱
熱電
電球
球
白

アー
ーク
ク灯
灯
ア

たい
いま
まつ
つ
た
かが
がり
り火
火
か
たき
き火
火
た
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今までお話したように，明かりは時
代ともに変化してきました。最初たき
火を用いたのでしょう。たき火は，熱
がたくさん出ますから，照明だけでは
なく，暖房や調理用にも利用されまし
た。それが，しだいに光が強い照明を
用いるようになりました。でも，照明
が熱くなることは避けられませんでし
た。この熱は，暖房や調理を兼ねる場
合を除いて無駄なものです。それが
段々熱のロスが少なくなってきて，将
来は LED や有機 EL のような熱の出な
い照明が主力になってくるでしょう。

「熱とエネルギー」配布資料 その 2
これまでエネルギー保存則である
「熱力学第一法則」を中心として日常
で使われる様々なエネルギー話をして
きました。これからは，エネルギーを
いかに効率的に利用できるかという話
をしていきます。実は，熱エネルギー
は 100%利用することはできません。熱
エネルギーの利用効率には限界がある
というのが「熱力学第二法則」との内
容です。

まず，熱と熱機関という話をします。
産業革命は蒸気機関の発明がきっかけ
になったといわれています。蒸気機関
が使われるようになったのは，これま
での薪による燃料が石炭に変わってき
たことがきっかけです。長年にわたる
伐採によってヨーロッパの森林が破壊
されてきたのに伴い，石炭が燃料とし
て着目されてきたのです。このように，
産業革命がきっかけで環境破壊が始ま
ったのではありません。環境破壊は人
類が火を使うようになったことと農耕
をするようになったことがきっかけで
始まったのです。蒸気機関の発明によ
って，様々な機械を動かすことができ
るようになりました。これによって，
人間の労力が大幅に減っていったので
す。蒸気機関は，熱を仕事に変える働きをします。このように，熱を仕事に変える仕組みを「熱機関」
といいます。
先に示した，ペンシルバルーンがお
ペンシルバルーンの熱機関
湯をかけて上下する現象も一種の熱機
ペンシルバルーンの熱機関
関とみなすことができます。これを小
小学生にやらせてみる
小学生にやらせてみる
学生にやらせてみると，たいていお湯
を長くかけつづけます。でも，一度縮
お湯を長くかけ続ける
んだ風船はそれ以上縮みません。繰り
お湯を長くかけ続ける
返し運動するためには，温めたり，冷
やしたりすることが必要です。この，
でも，それ以上縮まない
でも，それ以上縮まない
「熱機関が繰り返し運動するためには
温めたり，冷やしたりすることが必要」
繰り返し運動するためには
繰り返し運動するためには
であるということが「熱力学第二法則」
温めたり，冷やしたりが必要
温めたり，冷やしたりが必要
です。
熱力学第二法則
熱力学第二法則

2－1

「熱とエネルギー」配布資料 その 2

繰り
り返
返し
し
繰

なぜ冷やしたり，温めたりが必要な
のでしょうか。それは，自然がそうな
熱機関が働くための条件
熱機関が働くための条件
っているからとしか言えません。その
ように論理的には証明できないが，自
然現象の基本になっていることを「法
連続して動くためには
連続して動くためには
冷却
冷却
則」といいます。法則は，いくら理屈
冷却と加熱が必要
冷却と加熱が必要
加熱
で考えても証明できません。学校でよ
加熱
く考えなさいといわれているのに，い
くら考えてもわからないので，自分の
熱力学第二法則
熱力学第二法則
力がないと思って物理を諦めてしまう
人がいるようです。物理は論理では説
湯をかけっぱなしでは連続運動しない
湯をかけっぱなしでは連続運動しない
明できない「法則」と約束事である「定
義」を受け入れて，それらをもとに論
なぜ
なぜ
理的に考えていくことが大切です。そ
のへんをしっかり教わらないために，
自然がそうなっているから
自然がそうなっているから
力があるのに物理を諦めてしまうのは
もったいないことです。
温度差を使って熱の流れをつくると，
ものを動かすことできることが分かり
ました。熱が仕事をするということを
考えるのには，火力発電のモデルを考
熱の流れ
熱の流れ
えるとよいでしょう。ボイラーで水蒸
タービン
タービン
火力発電
火力発電 ボイラー
ボイラー
気をつくり，それでタービンを動かし
ます。蒸気は，流れていなければなら
ないので，熱を捨てる必要があります。
小さな暴れん坊の飛び出す勢い
発電
小さな暴れん坊の飛び出す勢い
発電
そのためには，ボイラーと蒸気が出て
←
← 温度差
温度差
使われない
行くところに温度差が必要です。この
使われない
エネルギー
水の流れ
エネルギー
熱の流れは水の流れに例えることがで
水の流れ
水車
きます。高いところにある水が，低い
水車
水力発電
水力発電
ところに流れるときに水車を動かして
仕事をします。この時，水の持ってい
発電
発電
る運動のエネルギーが水車を廻す仕事
をします。このとき，水の持っている
運動のエネルギーを全て仕事に変えよ
うとすると，水車が止まってしまいます。水車を動かすには，水が流れていなければなりません。し
たがって，捨てられる水のエネルギーが必要なのです。熱の流れを考えるときここに書いてある火力
発電と水力発電を想像するといいでしょう。
熱力学第二法則は，このように考え
ると，「熱機関が仕事をするためには
熱力学第二法則と熱機関
熱力学第二法則と熱機関
高温の熱源と低温の熱源が必要」と表
高温の熱源
高温の熱源
現することができます。熱をエネルギ
熱力学第二法則
熱力学第二法則
ーに変えるとき，必ず有効に利用され
熱機関が仕事をするためには
熱機関が仕事をするためには
高熱源
高熱源
高温の熱源と低温の熱源が必要
ずに無駄になるエネルギーが生じると
高温の熱源と低温の熱源が必要
いうことです。

熱の流れと水の流れ
熱の流れと水の流れ

熱
熱Ｑ
Ｑ11

熱
熱Ｑ
Ｑ22
熱機関
熱機関
熱を仕事に変えるとき
熱を仕事に変えるとき
には，必ず無駄になる
には，必ず無駄になる
エネルギーが生じる
エネルギーが生じる

仕事
仕事 W
W

低熱源
低熱源
低温の熱源
低温の熱源
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先に述べたように，熱の正体は「小さ
なあばれんぼう」の運動です。「小さ
なあばれんぼう」はバラバラの方向に
運動しているために，いくら元気がよ
くてもそのままでは外部に仕事をする
ことはできません。熱を仕事に変える
ためには，「小さなあばれんぼう」の
流れをつくる必要があります。温度差
があると，高温のところでは「小さな
あばれんぼう」は低温のところよりも
元気がよいために，高温から低温に流
れることができます。この流れを利用
して小さなあばれんぼうは外部に仕事
をすることができるのです。
高温の熱源からもらったエネルギー
を 100%仕事に変えることができれば，
一番効率的です。例えば，熱帯の海の
水は温度が高いので，その中からエネ
ルギーをもらって仕事をできれば一番
良いのですが，実際にはできません。
このように，1 つの熱源から熱をもら
って仕事をする熱機関を「第二種の永
久機関」といいます。第一種の永久機
関がエネルギー保存則に反するのに対
して，第二種の永久機関は，エネルギ
ー保存則には反しません。でも，熱力
学第二法則には反するものです。

第二種の永久機関
第二種の永久機関

海水の持つ内部エネルギーだけを
海水の持つ内部エネルギーだけを
船の動力として使うことはできない。
船の動力として使うことはできない。
温度差がないと熱機関は働かない
温度差がないと熱機関は働かない

第二種永久機関
第二種永久機関 ＝
＝ 熱力学第二法則に反する熱機関
熱力学第二法則に反する熱機関
さて，海のエネルギーを利用できな
いといいました。でも，帆船は自らエ
ネルギーを持たずに動きます。しかし，
自然の風を利用して動きます。風が吹
くのは，太陽エネルギーをもらうとと
もに，宇宙にエネルギーを放出してい
ることによって，地球上に気圧の差が
できるからです。地球自体が熱機関に
なっているのです。そのため，熱力学
第二法則には反していません。
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地球は太陽の光を吸収して暖められ
ます。熱は，高温から低温に流れます。
その熱がもとになって，風が吹いたり，
雲ができたり，雨が降ったり，海流が
流れたりします。雨や風，海流のおか
げで海の幸，山の幸が育つのです。植
物があるおかげで酸素が生産され、私
たち生き物も生きています。天候が地
球に恩恵をもたらすのと同時に災害も
もたらします。地球はこのように太陽
から熱をもらって生きているのです。

スターリングエンジン
スターリングエンジン

湯
湯

ドライアイス
ドライアイス

温度差
温度差 ⇒熱の流れ
⇒ 運動
運動 == 熱機関
熱機関
⇒熱の流れ ⇒

ここにあるのは，スターリングエン
ジンとよばれるものです。お湯を入れ
たコップの上に置くとやがて回り出し
ます。コップの所は熱く，上は温度が
低くなっています。このように温度差
があるとものを動かすことができます。
スターリングエンジンは温度差さえあ
れば動くことができます。お湯を入れ
たコップの代わりにドライアイスの上
に置いても動かすことができます。さ
らに，ドライアイスを上側の黒い部分
に置いたり，上側の黒い部分をドライ
ヤーで温めたりしても動かすことがで
きます。

他の熱機関の例を見てみましょう。
これは，平和鳥と呼ばれるものです。
頭を濡らしてくちばしの先をコップに
つけると首振り運動をします。平和鳥
では，一見温度差がないように見えま
す。しかし，濡れた頭から水が蒸発す
るときに，温度が下がります。丁度打
ち水をすると温度が下がるのと同じで
す。したがって，頭の部分が低熱源，
おしりの部分が低熱源となって運動を
続けるのです。
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熱力学第二法則
熱力学第二法則
熱機関が働くためには必ず温度差が必要
熱機関が働くためには必ず温度差が必要
＝
＝高温の熱源と低温の熱源が必要
高温の熱源と低温の熱源が必要

熱エネルギーを100%仕事に変えることはできない
熱エネルギーを100%仕事に変えることはできない
必ず無駄なエネルギーがでる
必ず無駄なエネルギーがでる

熱効率をどこまで上げられるかの研究
熱効率をどこまで上げられるかの研究
理論的限界を発見
理論的限界を発見
熱力学第二法則の定式化
熱力学第二法則の定式化
物質の性質の理解に貢献
物質の性質の理解に貢献

熱力学の第二法則は「熱機関が働く
ためには必ず温度差が必要」あるいは
「高温の熱源と低温の熱源が必要」で
あるということです。言い換えると熱
エネルギーを 100%仕事に変えること
はできないということです。これは，
熱機関の熱効率をどこまで上げられる
かを研究する上で，見出された法則で
す。その研究の延長として理論的限界
が見つかりました。その理論的限界を
もとに，熱力学第二法則を数式で表す
ことができました。その数式を用いて，
熱機関の効率だけではなく，物質の性
質の理解にも貢献しました。
さて，熱機関は高温の熱源から熱エ
ネルギーをもらって，外部に仕事をし，
低温の熱源に熱エネルギーを捨ててい
ます。しかしながら，エアコンや冷蔵
庫では，仕事をすることによって熱を
低温から高温に移しています。家庭の
給湯装置であるエコキュートなども同
じような仕組のものです。次に，これ
らの仕組みについてお話をすることに
しましょう。

7.
7. 低温から高温へ熱を移す
低温から高温へ熱を移す

エアコン
エアコン
貯湯ユニット
貯湯ユニット

冷蔵庫
冷蔵庫
エコキュート
エコキュート

水は，何もしなければ高いところか
低いところに流れます。同様に「熱は
何もしなければ，高温から低温に流れ
る」のです。このことは，実は熱力学
第二法則を別の言葉で表現したことで
あることが証明されています。

水の流れ/熱の流れ
水の流れ/熱の流れ

水は何もしなければ
水は何もしなければ
高いところから低いところに流れる
高いところから低いところに流れる
熱は何もしなければ，高温から低
熱は何もしなければ，高温から低
温に流れる
温に流れる
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水を高いところにあげるには
水を高いところにあげるには
仕事をする（＝
仕事をする（＝ エネルギーを与える）必要がある
エネルギーを与える）必要がある

空気を急に圧縮すると・・・

スプレーから出た空気の温度は？
スプレーから出た空気の温度は？
プシュ～
プシュ～
冷たい！
冷たい！
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水を低いところから，高いところに
組み上げるには，ポンプやつるべを使
って組み上げる必要があります。水を
汲み上げるためには，仕事をする必要
があります。同様に，仕事をすること
によって，熱を低温から高温に運ぶこ
とができます。

熱を低温から高温に運ぶ仕組みを説
明する前に，圧縮発火器を用いて実験
をしてみましょう。ガラスの筒の中に
ティッシュペーパーを入れます。この
空気を急激に押し縮めてみましょう。
どうなるでしょうか。窓の所をよく見
ていてください。一瞬ですが火を噴き
ます。これは，ガラス管の中にある空
気を急激に押し縮めると温度が上がる
ためです。エアコンの中では，空気を
圧縮すると温度が上がると同時に気体
が液体になるときに熱がでることを利
用しています。

もう一つ，皆様のお手元にスプレー
缶があります。これは，空気入れで空
気を入れたものです。これから空気を
吹き出すと冷たくなります。やって見
て下さい。空気がでなくなったら，空
気入れで空気を入れますので，入れて
からやって見て下さい。いろいろなス
プレーに「凍傷注意」と書いてあるの
をお気づきの方も多いかと思います。
エアコンの中ではこのような気体が膨
張するときに温度が下がる現象と，液
体が蒸発する時に温度が下がる現象を
利用しているのです。
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冷媒の膨張
冷媒の膨張 ＋
＋ 蒸発
蒸発
打ち水
打ち水

蒸発熱で冷却
蒸発熱で冷却
平和鳥
平和鳥

エアコンや冷蔵庫では，冷媒と呼ばれ
る物質がスプレーのように急激に膨張
するときの冷却とともに，蒸発するとき
に蒸発熱を奪って冷却することを利用
しています。蒸発するときに，冷却する
ことは，濡れた体に風があたっときに冷
えることや，打ち水などから実感できる
と思います。

水
水

以上述べたように，気体を圧縮すると
温度が高くなり，膨張すると温度が低く
なります。また，気体が凝縮するときに
は発熱し，蒸発するときには熱を奪われ
て温度が下がります。このことを利用し
たのが，エアコンやエコキュートで利用
している「ヒートポンプ」です。ヒート
ポンプでは，「冷媒」とよばれる物質を
用います。冷媒は圧縮すると容易に液体
になり，膨張したときの温度変化の大き
い物質を使います。エアコンの暖房では
液体状態の冷媒を蒸発させたのち，その
気体を膨張させることによって室外機
の温度を下げます。寒い冬でも，外の気
温よりもさらに温度を下げるのです。そ
うすると，冷たい外気から室外機の膨張した気体に熱をもらうことができます。冷たい外気から熱を
もらうというとピント来ないかもしれませんが，温度差があるかぎり温度が高い方から低い方に熱が
伝わるのです。スターリングエンジンをドライアイスの上に置いたときに動いたことを思い出してく
ださい。この場合，外気の熱をもらってスターリングエンジンが動くのです。外気から熱をもらった
結果，膨張した空気は温度が上がります。その気体を今度は圧縮して室内に送ります。そうすると，
外から熱をもらわなかった場合よりも，余計に温度が上昇しま。室内よりも温度が高いので，熱を室
内に伝えることができるのです。ちょうど低い所から水をくみ上げるように，温度が低いところから
熱というエネルギーをくみ上げるので「ヒートポンプ」とよばれるのです。
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エアコンの冷房や冷蔵庫は冷凍機と
呼ばれています。冷凍機の原理は基本
的にヒートポンプと同じです。エアコ
ンの場合でいうと室内と屋内を入れ替
えただけです。そのため，一台のエア
コンで暖房にも冷房にも使えます。冷
凍機では室内機は室内温度よりも低く，
室外機は室外温度よりも高くします。
あとは，温度が高い方から低い方に熱
が流れるという性質を使って熱の流れ
をつくってやります。このようにして，
涼しい室内から暑い室外に熱をくみ出
すのです。冷蔵庫の外側が熱くなるの
は，冷蔵庫の内部から外に熱を汲み出
すためです。

石油ストーブで暖房したときには石
油 100 に対して 80 の効率が得られます。
同じ量の石油で発電して，それでエア
利用できるエネルギー
利用できるエネルギー
コンを動かしたときには 200 の効率が
エネルギー消費効率(COP)=
エネルギー消費効率(COP)=
得られます。このように発電を考えて
投入されたエネルギー
投入されたエネルギー
もエアコンの方が石油ストーブで石油
を燃やすよりも効率がよいのです。た
COP
=
0.8
だし，これは目安です。エアコンの機
石油ストーブ
COP
=
0.8
石油ストーブ
種や使用の仕方にもよります。家の断
石油
暖房
石油 100
100
暖房 80
80
熱や扇風機などと併用して空気を上手
くかき混ぜることによって，かなり効
率的に暖房をすることができます。最
COP
COP == 55
近，エアコンの効率も年々高まってい
ます。購入のときには，エネルギー変
換効率（COP）が書かれていますので，
参考にするとよいでしよう。エネルギ
石油
暖房
ー変換効率というのは，利用できるエ
石油 100
100
暖房 200
200
電気
電気 40
40
ネルギーを投入されたエネルギーで割
ったものです。これから，1 よりも大きいというのは不思議な気がするかもしれません。でも，これは
冷たい空気から熱をもらっているためです。決してエネルギー保存則に反するわけではありません。

エアコンの優れたところ
エアコンの優れたところ

エア
アコ
コン
ン
エ

火力
力発
発電
電所
所
火

エコキュートは，夜間電力を有効に
使って，ヒートポンプでつくったお湯
を蓄えるものです。大気の熱を利用し
ますので、エネルギー変換効率が良い
のです。実際には，エネルギー変換効
率が 3 と言われています。すなわち，
使った電気のエネルギーの 3 倍のエネ
ルギーを持つお湯を沸かすことができ
ます。ですから，省エネになり，経済
的です。政策的に安く設定されている
夜間電力を使うのでさらに経済的です。
都市ガス代の 5 分の一程度です。電気
エネルギーが効率的に投入されますの
で，全て火力発電による電力を使用し
たとしても，ガスに比べると二酸化炭
素の量が半減し環境にも優しいのです。
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ヒートポンプや冷凍機の冷媒として
最初はアンモニアが使われていました。
アンモニアは，漏れた場合刺激臭があ
るので，人間に無害だと考えられてい
たフロンが使われるようになりました。
しかし，フロンはオゾン層の破壊の原
因となるので禁止されました。つぎに，
代替フロンという物質が使われました
が，地球温暖化係数が大きいというこ
とで禁止されました。現在では，アン
モニア，イソブタン，二酸化炭素が使
われています。

ヒートポンプ，冷凍機の冷媒
ヒートポンプ，冷凍機の冷媒
アンモニア
アンモニア
→
→ フロン
フロン （オゾン破壊）
（オゾン破壊）
ハロゲン化合物の総称，安定な化合物
ハロゲン化合物の総称，安定な化合物

→
→ 代替フロン（地球温暖化係数大）
代替フロン（地球温暖化係数大）
→
→ アンモニア，イソブタン，二酸化炭素
アンモニア，イソブタン，二酸化炭素

地球温暖化係数
地球温暖化係数
気体名
気体名

係数
係数

係数
係数

11 14
1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロプロパン
ヘキサフルオロプロパン 6,300
6,300
141,1,1,3,3,3-

11 二酸化炭素
二酸化炭素
22 メタン
メタン
33
44
55

気体名
気体名

21
21 151,1,2,2,3-ペンタフルオロプロパン
151,1,2,2,3-ペンタフルオロプロパン

一酸化二窒素(亜酸化窒素)
一酸化二窒素(亜酸化窒素)
トリフルオロメタン
トリフルオロメタン
ジフルオロメタン
ジフルオロメタン

310
310
11,700
11,700
650
650

66 フルオロメタン
フルオロメタン

560
560

16
1,1,1,2,3,4,4,5,5,5,-デカフルオロペンタン
デカフルオロペンタン
161,1,1,2,3,4,4,5,5,5,17パーフルオロメタン
17パーフルオロメタン
18パーフルオロエタン
18パーフルオロエタン

150
150 19パーフルオロプロパン
19パーフルオロプロパン

1,300
1,300
6,500
6,500
9,200
9,200
7,000
7,000

77 1,1,1,2,2-ペンタフルオロエタン
1,1,1,2,2-ペンタフルオロエタン

2,800
2,800 20パーフルオロブタン
20パーフルオロブタン

7,000
7,000

88 1,1,2,2-テトラフルオロエタン
1,1,2,2-テトラフルオロエタン

1,000
1,000 21パーフルオロシクロブタン
21パーフルオロシクロブタン

8,700
8,700

99 1,1,1,2-テトラフルオロエタン
1,1,1,2-テトラフルオロエタン

1,300
1,300 22パーフルオロペンタン
22パーフルオロペンタン

7,500
7,500

10
10

1,1,2-トリフルオロエタン
1,1,2-トリフルオロエタン

11
11 1,1,1-トリフルオロエタン
1,1,1-トリフルオロエタン

300
300 23パーフルオロヘキサン
23パーフルオロヘキサン

7,400
7,400

3,800
3,800 24六フッ化硫黄
24六フッ化硫黄

23,900
23,900

12
140
12 1,1-ジフルオロエタン
1,1-ジフルオロエタン
140 251,1,1,3,3
251,1,1,3,3--ペンタフルオロブタン
ペンタフルオロブタン
131,1,1,2,3,3,3-ヘプタフルオロプロパン
131,1,1,2,3,3,3-ヘプタフルオロプロパン 2,900
2,900

910
910

地球温暖化係数というのは，二酸化
炭素を基準にして，地球温暖化の寄与
の大きさを示すものです。フロンガス
などは非常に大きな温暖化効果がある
ことがわかります。二酸化炭素の排出
規制が問題になっていますが，制御可
能だということが大きいのです。メタ
ンは，動物や植物からかなりの量のメ
タンが排出されています。メタンは，
二酸化炭素よりも 20 倍も温暖化係数
が大きいにもかかわらず，規制できな
いということで規制対象外になってい
ます。

地球温暖化対策の推進に関する法律施行令（平成11年4月7日政令第143号）
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令（平成11年4月7日政令第143号）

夜間電力の利用は，エコキュートや
蓄熱式暖房でも使われています。これ
は，夜間電力料金が政策的に安く設定
されているからです。それは，夜間と
昼間の電力使用量を少しでも平準化し
ようとするためです。

夜間電力の利用
夜間電力の利用
エコキュート
エコキュート
蓄熱式冷暖房
蓄熱式冷暖房
福井大学でも使用
福井大学でも使用

夜間電力料金は昼間の約1/3
夜間電力料金は昼間の約1/3
電力使用量の平準化
電力使用量の平準化
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電気は水力、火力、原子力を需要に
応じて一番良い組み合わせ、「ベスト
ミックス」でつくられています。現在
原子力発電がかなり止まっているので，
バランスがかなり崩れていますが，発
電設備を有効利用するという面から平
準化した方が好ましいからです。火力
発電はいろいろなタイプがありますが，
出力を下げることはできても，ボイラ
ーを止めることができません。ですか
ら，できるだけ平準化することが好ま
しいのです。

◆ベストミックス図
◆ベストミックス図

これは，火力発電所の写真です。電
気をつくるのにも多くの場合，熱が使
われています。

8.
8. 電気とエネルギー
電気とエネルギー

関西電力姫路第二発電所
関西電力姫路第二発電所

現在，家庭での灯りは全て電気が使
われています。その他にも，たくさん
電気が家庭で使われるようになってき
ました。テレビなどはもちろん，冷暖
房や調理にも電気が使われるようにな
ってきました。ガスや石油を使わない
オール電化の家も増えてきています。
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「熱とエネルギー」配布資料 その 2
現在の家庭で使われるエネルギーの
6 割は電気です。この割合は今後増え
ていくでしょう。

それでは，電気はどのようにして作
られるのでしょうか。皆さん磁石はご
存じですよね。家庭でも，冷蔵庫にも
のを張るマグネットなど身近にありま
すよね。磁石は N 極と S 極があって同
じ極同士は反発し，違う極同士は引き
つけ合います。棒磁石を吊るして実験
してみましょう。このように棒磁石を
糸でつるして，もう一つの磁石で引き
つけるのと反発することをうまくやる
と回転させることができます。これを
電気的に行っているのがモーターです。
電磁石というのをご存じですよね。モ
ーターは電気と電磁石を組み合わせて，
電気の力で動かす仕組みです。
さて，発電原理説明器を先ほどお見
せしましたよね。このように電線を巻
いた物をコイルといいます。コイルの
中で磁石を揺さぶると電気が起きて
LED がつきます。モーターもコイルと
電磁石からなっています。それでは，
モーターを回すとどうなるでしょうか。
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「熱とエネルギー」配布資料 その 2
電気を流すとモーターは動きました。
それでは，モーターを手で動かすとど
うなるでしょうか。実験をしてみまし
ょう。モーターを二つつないで，片方
を手で回してみましょう。片方の羽を
手で回すモーターの羽が動きます。こ
のように，モーターを動かすことによ
って，電気ができます。コンセントに
来ている電気もこのようにモーターと
同じ仕組みの発電機というものをまわ
して動かして電気を作っているのです。

発電
発電機を何らかの手段で回せばよい
発電機を何らかの手段で回せばよい

発電所で電気を作る場合も原理は同
じです。モーターは発電機になるので
す。発電機を何かの動力を使って動か
せばよいのです。発電機を回す方法は
いろいろあります。その種類によって，
発電の方法が異なってくるのです。

回転
回転
発電機
発電機

手段は？
手段は？

水力発電と火力発電の実験
水力発電と火力発電の実験

ために羽根車を回すという仕事をしたことになります。
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実際に発電をしてみましょう。ここ
に羽根車があります。これにモーター
が付いています。これに水をかけてみ
ましょう。この中に LED が入っていま
す。よく見ていてください。水をかけ
て回転すると赤く光りますよね。これ
は羽根車でモーターが回って電気がで
きたからです。このフラスコの中の水
をガスで湧かしてみましょう。この先
から水蒸気が出てきます。水蒸気で羽
根車が勢いよくまわって，電気ができ
ます。これは，フラスコの中でできた
水蒸気がという小さな暴れん坊が，外
に飛び出し羽根車を回したのです。こ
れも，バーナーの熱でお湯を沸かした

「熱とエネルギー」配布資料 その 2

手回し発電機を使ったゲーム
手回し発電機を使ったゲーム

ここで，ちょっと手回し発電機を使
ったゲームを紹介しておきましょう。
小学生対象のイベントで実施するとよ
ろこばれます。手回し発電機を使った
つりゲームです。園芸用の棒とコード
を束ねる長めの結束バンドがあればで
きます。ホームセンターで簡単に手に
入ります。電磁石は太めの釘にエナメ
ル線を巻いてつくります。画用紙に魚
の絵を描いて口のところにゼムクリッ
プをつけます。あとは，手回し発電機
を手で回しながら，電磁石でつり上げ
るのです。まわしながら電磁石を動か
さないようにつり上げるのは結構難し
いのですが，慣れると釣れるようにな
ります。
水の流れで水車を回転させることを
利用したのが水力発電です。

水蒸気の流れを利用してモーターを
動かすのが火力発電や原子力発電です。
火力発電も原子力発電も同じように水
蒸気を使ってタービンとよばれる羽根
車を回して発電機を動かすものです。
どちらも基本的に同じ構造ですが，水
蒸気をつくるための熱を作る方法が異
なっています。
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「熱とエネルギー」配布資料 その 2
火力発電は水蒸気という「小さなあ
ばれんぼう」が外に飛び出す勢いを利
用したものです。このとき，蒸気が飛
び出すためには，圧力が低いところに
向けて飛び出す必要があります。圧力
タービン
タービン
火力(汽力)発電
ボイラー
火力(汽力)発電
を下げるためには，温度を下げる必要
ボイラー
があります。そのために，熱のエネル
ギーを利用するのに温度差が必要なの
小さな暴れん坊の飛び出す勢い
小さな暴れん坊の飛び出す勢い 発電
発電
です。このとき，飛び出した水蒸気は
←
← 温度差
温度差
流れている必要があります。水蒸気は
水力発電
水力発電
たくさんのエネルギーを持っているの
水車
水車
ですがそのままでは，発電という仕事
蒸気
蒸気
の流れ必要
に利用できません。熱エネルギーの一
の流れ必要
水
水
使われないエネルギ－
部を捨て，水蒸気の流れをつくること
使われないエネルギ－
発電
発電
温度差
によって，そのエネルギーを利用でき
温度差
これを減らす
るのです。このように利用できるエネ
これを減らす
熱力学第二法則
熱力学第二法則
⇒
ルギーと利用できないエネルギーがあ
⇒ 省エネ
省エネ
ります。これは，「熱力学第二法則」
の例です。このことは水力発電と比べてみるとわかりやすいかもしれません。水力発電の場合は温度
差の代わりに水の高低差が必要です。水の流れがとまると水車が動かなくなってしまいます。したが
って，全て水が持っているエネルギーを仕事に変えることはできないのです。
先に述べたように，熱のエネルギー
は何もしなければ温度が高い方から低
い方に流れます。火力発電も，原子力
発電も，この温度差を利用してものを
動かす，熱機関です。この温度差を使
ペルチェ素子
海洋温度差発電
ペルチェ素子
海洋温度差発電
って他の方法でも電気を起こすことが
できます。ここにあるのはペルチェ素
タービン
タービン
子と呼ばれるものです。片方を暖めて，
アンモニア（蒸気）
アンモニア（蒸気）
もう一方を冷やすとモーターを動かす
冷却
冷却
発電機
発電機
事ができます。
実用的に温度差を使って電気をつく
る方法があります。ここに示すような
加熱
加熱
ポンプ
ポンプ
海洋温度差発電と呼ばれる方法がそれ
です。この場合は海の海底深いところ
温水
温水
は，海面に比べて温度が低くなってい
温度差20℃前後
温度差20℃前後
原理違う
原理違う
冷水
るのでこの温度差を利用します低温で
冷水
蒸発しやすいアンモニアなどのガスを
用いて，海面近くの暖かい海水で暖め
て蒸気とし，深いところの冷たい海水で冷やして，この蒸気を液体に戻して蒸気の流れを作り，ター
ビンを回して発電します。これも温度差を利用して，熱の流れを利用してものを動かす熱機関です。

エネルギーは100％利用はできない
エネルギーは100％利用はできない

温度差→電気

凝縮
縮器
器
凝

蒸発
発器
器
蒸

ポン
ンプ
プ
ポ

蒸気
蒸気

蒸気→水
蒸気→水
熱発生
熱発生
原子炉格納容器
原子炉格納容器
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東日本大震災で大きな原子力発電所
の事故が起こりました。現在は，事故
の評価，今後のあり方について考えが
まとまっていないので，原理だけを述
べることにします。学校でどう教えた
らよいかということを悩まれている方
も多いと思いますが，どのような結論
を出すにしても原理を知っておく必要
があります。先にものべましたが，原
子力発電も火力発電と同様，水蒸気を
作って，その勢いで発電機を回して発
電するのです。火力発電との違いは，
蒸気の作り方にあります。その仕組み
についておおまかに説明することにし
ましょう。
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原子の構造
原子の構造
原子(アトム)
鉄腕アトムのエネルギーは原子力!?
原子(アトム) 鉄腕アトムのエネルギーは原子力!?
陽子
陽子
陽子
陽子

中性子
中性子
電子
電子

中性子
中性子
電子
電子
原子核
原子核

先に説明したように，原子は電子と
原子核からなっています。原子核も陽
子と呼ばれるプラスの電気（電荷）を
持った粒子と中性子と呼ばれる電気を
持たない粒子からできています。一般
の原子は複数の陽子と中性子からでき
ています。陽子の数が同じものは同じ
種類の原子となります。陽子の数と中
性子の数のバランスで安定な原子核と
不安定な原子核が存在します。不安定
な原子核は，時間が経つと壊れて，よ
り小さな原子核に分裂していきます。

原子核
原子核

同じ原子でも中性子の数が違うもの
の一つにウランがあります。ウランは，
原子力発電などの燃料として用いられ
ます。陽子の数は 92（原子番号 92) で
す。ウランには，中性子の数が違う双
陽子の数（原子番号）
陽子の数（原子番号） == 92
92
子の姉妹がいます。陽子の数と中性子
の数を足したものを原子量といいます。
原子量
原子量 == 陽子の数＋中性子の数
陽子の数＋中性子の数
原子量が 235 のウランをウラン 235，
238 のものをウラン 238 と呼びます。
自然界に存在するウランの大部分
ウラン235
ウラン235 0.7%
0.7% →
→ ひのき(姉)ウラン
ひのき(姉)ウラン
(99.275%) は，ウラン 238 です。残り，
0.7%はウラン 235 です。ウラン 238，
不安定（通常の核燃料）
半減期7億年
不安定（通常の核燃料）
半減期7億年
ウラン 235 といっても聞き慣れない人
はなかなか覚えられないと思います。
ウラン238
ウラン238 99.3%
99.3% →
→ あすなろ(妹)ウラン
あすなろ(妹)ウラン そこで，ニックネームを付けることに
しましょう。現在，原子力発電所で使
安定（そのままでは使えない）
安定（そのままでは使えない） 半減期45億年
半減期45億年
われているウランはウラン 235 です。
でも，全体の 0.7%しかありません。大
部分はウラン 238 です。ウラン 238 は
燃えるので，「ひのきウラン」ということにします。大部分を占めるウラン 238 は，今使われている
原子炉ではほとんど使えません。でも，利用の仕方次第ではこれが将来使えるようになります。そこ
で，あすなろウランとよぶことにします。今使われているひのきウランを姉，あすなろウランを妹と
思って下さい。あすなろというのは，「明日はひのきになろう，ひのきになろう」と思っているので
「あすなろ」とよばれているのです。これらの原子核は通常の形では安定です。ウランの鉱石をその
まま部屋に置いていても何も問題ありません。半減期は短い方のウラン 235 で 7 億年，ウラン 238 で
は 45 億年あります。地球ができた時には，ウラン 235 はもっとたくさんありました。でも，半減期が
7 億年と比較的短いために 45 億年前に地球ができてから次第に減っていき，現在では 0.7%しか存在し
ないのです。
あすなろウランはある方法を用いることによって燃料として用いることができるようになります。
それができるので，あすなろウランと名づけました。その方法というのが，もんじゅで開発されてい
る高速増殖炉です。詳しいことは後で述べることにします。

原子力発電の燃料
原子力発電の燃料

ウラン
ウラン
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核分裂のしくみ
核分裂のしくみ

姉ウラン
姉ウラン

中性
性子
子
中

水中
中 →
水
→

エネルギー
エネルギー →
→熱
熱
→水中
→水中
原子核の破片
原子核の破片

ゆっくり
ゆっくり

中性
性子
子
中

2～3個
2～3個

ひのきウラン
ひのきウラン
(ウラン235）
(ウラン235）

核分裂のしくみと制御
核分裂のしくみと制御

(ウラン235）
(ウラン235）

→水中
→水中

2～3個
2～3個

「酸素」に相当
「酸素」に相当 ～
～ 燃焼
燃焼

ゆっくり
ゆっくり

次
の核
核分
分裂
裂へ
へ
次
→の
→

中性
性子
子
中

ひのきウラン
ひのきウラン

中性
性子
子
中

姉ウラン
姉ウラン
ゆっくり
ゆっくり

⇒
⇒ 中性子不足
中性子不足 ⇒
⇒ 核分裂停止
核分裂停止
「酸欠」
「酸欠」

制御棒
制御棒

停止後冷却
停止後冷却
が必要
が必要

冷却水
冷却水
中性子を遮断
中性子を遮断
⇒「酸欠」状態
⇒「酸欠」状態

停止
停止

2－16

まず，姉のひのきウラン (ウラン
235) は，核分裂という反応をします。
ひのきウランに比較的速ゆっくり動く
中性子が当ると，この図のように壊れ
ます。このときに莫大なエネルギーと
中性子が2～3個出てきます。出てきた
中性子は，また別の中性子にあたり，
ウランの分裂がおこります。ウランの
濃度が高くなってくると，この分裂が
玉突きのようにおこるようになります。
このときのエネルギーは熱エネルギー
に変わります。この熱エネルギーを利
用して火力発電と同じように蒸気をつ
くり発電するのが原子力発電です。こ
のような反応は天然のウランでは起き
ません。ウランの濃度を3%~5%に濃縮
して使います。
この反応を水中で行うと，中性子がゆ
っくり，ほどよい速さで動くようにな
ります。これが，次のひのきウランに
ぶつかって，核分裂反応が起こるので
す。このゆっくりの中性子は，ものが
燃えるときの酸素のようなはたらきを
します。ものが燃えるとき，酸素があ
るだけでは燃えません。適当な量の酸
素があって，温度も高くないと燃えま
せん。同様にひのきウランの核分裂反
応も充分の量で，ほどよい速さの中性
子が十分な量当たらないと進みません。
核分裂が生じ始める条件になったとき
を「臨界」といいます。反応を止める
ためには当たる中性子の量を急激に減
らせば良いのです。ちょうど，酸欠状
態になると燃焼がとまるように中性子
の量を減らしてやります。
実際には，核分裂反応を止めるため
に，ホウ素の化合物でできた制御棒と
いう棒を差し込んでやります。そうす
ると，ひのきウランにぶつかる中性子
の量が少なくなります。そのため，
「酸
欠状態」になって核分裂反応が止まる
のです。止まったあとも，少しずつ発
熱を続けます。そのため，冷却を続け
る必要があります。福島での事故は停
止まではうまくいったのですが，その
後の冷却がうまくいかなかったために，
起きたと言われています。
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原子核が崩れるときに放射線が出て
きます。中性子も放射線の一種ですが，
その他にさまざまなものがあります。プ
ラスの電荷をもったヘリウムの原子核
であるアルファー線，電子であるベータ
ー線，電磁波であるガンマー線などがあ
ります。レントゲン写真で使う X 線も
放射線の一種です。これらは，図に示す
ように様々な物体を通りますが，その程
度は異なります。自然な空気中にも放射
線があります。人間の体や衣服，建物か
らも放射線は出ています。そのため，放
射線の量が少ない場合は全く健康に問
題ないのですが，余りたくさんあると自
然環境や人間の環境に悪い影響を与え
ます。広島や長崎で投下された原子爆弾
は，強い光，高い温度でその場で多くの
人が亡くなりましたが，放射線を出す物質がまき散らされたので，投下後そこに行った人も多大の影
響を受け，今でも健康被害に悩んでいる人もいます。原子力発電に使われる原子炉の中でも，放射線
が出ています。原子炉では，そのような放射線が周りにまき散らさせることを何重もの仕組みで防い
でいます。今回の福島の事故はこれらの何重もの壁の一部が破れてでてきてしまったものです。

シーベルト（Sv）とベクレル（Bq）
シーベルト（Sv）とベクレル（Bq）

ベク
クレ
レル
ル
ベ

シー
ーベ
ベル
ルト
ト
シ

ニュースで放射線の単位としてシー
ベルトやベクレルという単位がよく出
ベクレル
てきます。ベクレルというのは，1 つの
ベクレル ：： 1つの原子核が1秒間に出す放射線の数
1つの原子核が1秒間に出す放射線の数
原子核が 1 秒間に出す放射線の数です。
シーベルト：人体に影響を及ぼす放射線の強さ
シーベルト：人体に影響を及ぼす放射線の強さ
しかし，人体への影響は放射線の種類に
（物体1
（物体1kgあたり1
kgあたり1Jのエネルギーの吸収される放射線量）
Jのエネルギーの吸収される放射線量）×線量係数
×線量係数
よって異なります。これを示す放射線の
線量係数:
線量係数: α線20，
α線20， 中性子線10，
中性子線10， X線・β線・γ線1
X線・β線・γ線1
強さがシーベルトです。1 シーベルトと
いうのは，物体
1 kg あたり 1 ジュール
コインの数
金額
コインの数
金額
のエネルギーの吸収される放射線量
（こ
500
10
500 10 10
10
3個
520円
3個
520円
の単位をグレイ [Gy] と呼びます）に，
放射線の種類に寄って決まる線量計数
3倍
同じ
3倍
同じ
55 5
と呼ばれるものをかけたものです。線量
5
100
100
100100
100
計数は，α 線が 20，中性子線が 10，Ｘ
100
9個
55
520円
55
9個
520円
100
線・γ 線・β 線が 1 です。これは，丁度
100
100 100
コインの数と金額に例えられます。図は
参考資料
いずれも 520 円ですが，上はコインが 3
参考資料東北電力HP
東北電力HPhttp://www.tohoku‐epco.co.jp/electr/gnshi/shiryo/wastes/07.html
http://www.tohoku‐epco.co.jp/electr/gnshi/shiryo/wastes/07.html
個，下はコインが 9 個あります。下のコ
インの数は上のコインの 3 倍になりますが，金額は同じです。コインの数がベクレルに，金額がシー
ベルトに対応すると考えると良いでしょう。
何シーベルトでどのくらいの影響が
放射線の人体への影響
あるかを示したのが，この表です。自然
放射線の人体への影響
シーベルト：人体に影響を及ぼす放射線の強さ
界には，放射線が存在しています。普通
シーベルト：人体に影響を及ぼす放射線の強さ
に生活していて私たちが年間に浴びる
放射線の強さ
放射線の強さ
放射線の量は 2.4 ミリシーベルトです。
（ミリシーベルト）
（ミリシーベルト）
土地によって，放射線量は異なりますが，
7000~10000
7000~10000 全身被曝で100%の人が死亡
全身被曝で100%の人が死亡
世界中で多いところで年間 10 ミリシー
3000~5000
全身被曝で50%の人が死亡
3000~5000
全身被曝で50%の人が死亡
ベルト浴びるそうです。胸部を X 線の
1000
全身に浴びると激しい吐き気などの症状が出始める
1000
全身に浴びると激しい吐き気などの症状が出始める
CT スキャンで見ると一回で 6.9 ミリシ
500
血液中のリンパ球が減少
500
血液中のリンパ球が減少
ーベルト程度浴びます。500 ミリシーベ
10
ブラジル・ガラパリの年間自然放射線
10
ブラジル・ガラパリの年間自然放射線
ルト一度に浴びると血液中のリンパ球
6.9
胸部Ｘ線ＣＴスキャン
6.9
胸部Ｘ線ＣＴスキャン
が減少します。一度に 100 ミリシーベル
2.4
年間浴びる自然放射線量
ト浴びると健康に影響がでる可能性が
2.4
年間浴びる自然放射線量
あると言われています。
0.6
胃のＸ線集団検診
0.6
胃のＸ線集団検診
0.19
0.19
0.05
0.05

東京～ニューヨーク往復
東京～ニューヨーク往復
胸のＸ線集団検診
胸のＸ線集団検診
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放射性物質のことを聞いていると「半
減期」と呼ばれるものがでてきます。こ
れは，放射性の原子核が放射線を出して
半減期
半減期
他の原子核になることによって，その原
半分の原子核が別の種類の原子核になるまでの時間
半分の原子核が別の種類の原子核になるまでの時間
子核の残っている量が最初の二分の一
記号
半減期
になる時間です。成長期の子どもがとり
記号 種類
種類
半減期 壊変の仕方
壊変の仕方
131
－
入れると甲状腺癌になるといわれるヨ
131II
－
ヨウ素131
8.0日
ββ 崩壊
ヨウ素131
8.0日
崩壊
ウ素 131 は半減期が 8 日です。ですから，
137
137Cs
30年
ββ－－崩壊
Cs セシウム137
セシウム137
30年
崩壊
現在では存在しないと考えてよいでし
132
132Te
3.2日
ββ－－崩壊
Te テルル132
テルル132
3.2日
崩壊
ょう。それに対して，セシウム 137 が問
90
－
90Sr
題にされています。半減期が 30 年と長
Sr ストロンチウム90
ストロンチウム90 38.8年
38.8年 ββ－崩壊
崩壊
235
いためです。
この放射線の崩壊を利用し
235U
7.0億年
U ウラン235
ウラン235
7.0億年 α崩壊，自発核分裂
α崩壊，自発核分裂
たものに炭素
14 による年代測定があり
238
238U
45億年
U ウラン238
ウラン238
45億年 α崩壊，自発核分裂
α崩壊，自発核分裂
ます。炭素 14 の半減期は 5730 年です。
14
－
14C
5700年
C 炭素14
炭素14
5700年 ββ－崩壊
崩壊
大気中の炭素 14 の割合は上空（成層圏）
で窒素 14 に中性子があたることによっ
て生成するため，常に一定担っています。
生物内は代謝がよいので大気中の割合と同じです。ところが，死ぬと炭素 14 の量が減ってきます。遺
跡から出土する木材などの中の全ての炭素の中の炭素 14 の割合を測ると，その木材の年代がわかりま
す。
ウラン 235 は核燃料になるので半減期が短いように思われますが，7 億年もあります。ですから，ウ
ラン鉱石から出てくる放射線の量は微々たるものです。実際，核燃料に使われるペレットは普通の室
内で生産されます。半減期が長いから現在でも地球に残って核燃料として使用が可能になるのです。
山が多く水も豊かな日本では水とい
う自然エネルギーを使って多くの水力
各種発電方法比率の変遷
各種発電方法比率の変遷
発電所が作られました。しかしながら，
昭和 38 年（1963 年）頃から火力発電が
水力発電を上回るようになってきまし
た。この頃には大規模な水力発電所を造
れるところがなくなってしまったため
です。火力発電の燃料は最初は石炭でし
たが，石炭に比べて容量が少なく、取扱
いも容易な石油が入手できるようにな
ると石油が増え，その後 2 度のオイルシ
ョックでの原油価格の値上がりや技術
の発展もあって石炭，天然ガスなどの化
石燃料が大量に使われるようになって
います。さらに，1970 年以降，原子力発
電が伸びきました。電気は貯めておくこ
とができません。ですから、常に安定し
て供給できる優れた方法で電気は作り続けられているのです。
電気の利用として電車の動力があげ
られます。電車が日本で初めて走った
のは，白熱電球が実用化されてから 15
1879(M13)
年後の明治 28 年です。
1879(M13)

各種放射性同位元素の半減期
各種放射性同位元素の半減期

電気の利用と電車の歴史
電気の利用と電車の歴史

白熱電球実用化
白熱電球実用化
1882年(M15)
1882年(M15)
銀座にアーク灯
銀座にアーク灯
1886(M15)
1886(M15)
東京電灯会社
東京電灯会社

日本初の電車は明治28（1895)年京都電気鉄道
日本初の電車は明治28（1895)年京都電気鉄道
明治村を走る京都市電（明治44年製)
明治村を走る京都市電（明治44年製)
http://www.meijimura.com/visit/s24.asp
http://www.meijimura.com/visit/s24.asp
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では、電気はどのようにつくられて
きたのでしょうか。日本でも明治 30 年
代から電灯が普及したり，京都で最初
の電車が走ったりしました。この写真
はその当時使われた日本最古の水力発
電所内部の写真です。琵琶湖からトン
ネルを掘って流した水を用いた関西電
力蹴上発電所で現在でも保存されてい
ます。

1891（明治24）年８月に運転開始
1891（明治24）年８月に運転開始

家庭での電気の利用の歴史を示しま
す。家庭での電気の利用は，電灯とし
ての利用からはじまりました。それが，
ラジオなどにも用いられるようになり，
洗濯機，掃除機などの動力（モーター）
としての利用されるようになりました。
やがてテレビが普及し，オーディオ機
器から冷暖房，調理へと利用が広まっ
てきました。電池の発達と高性能化で，
リモコン，掃除機，ノートパソコン，
携帯電話など利用が広まってきました。
最近では，調理や風呂の湯なども電気
でつくるオール電化の家も増えていま
す。
つぎに私たちの生活で熱エネルギー
がどのように使われているかを見てい
くことにしましょう。

8.
8. 私たちの生活と熱エネルギー
私たちの生活と熱エネルギー
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調理器具と加熱のしくみ
調理器具と加熱のしくみ

調理を考えてみましょう。調理に加
熱はつきものです。調理による加熱に
も様々なものがあります。ガスを使っ
た調理，IH や電子レンジなどをつかっ
た調理，炭火焼など様々なものがあり
ます。

５１
５１

湿式
湿式

ここに厨房でよく使用する機器と、
その消費電力を挙げてみました。消費
電力の高いものが多いことがわかりま
す。特に、調理に使う「オーブン」「電
磁調理器」「電子レンジ」など加熱用
機器は消費電力が高いことがわかりま
す。厨房では、ここに挙げた電気機器
以外にも、ガスを利用する加熱もよく
利用されます。これらの機器の特徴を
知り、うまく使い分けたり、鍋を選ん
でうまく利用したりすることで、もっ
と「省エネ」できるのではないでしょ
うか。

厨房機器の消費電力
厨房機器の消費電力

５４
５４

このスライドではなくガスとIHの比較の図を示す
このスライドではなくガスとIHの比較の図を示す

電化厨房とガス厨房を比較しよう
電化厨房とガス厨房を比較しよう

５１
５１
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ガスを使った加熱と IH を比較して
みましょう。ガスは周りの空気をも暖
めてしまうのに対して，IH では鍋だけ
を加熱しますので、熱効率はガス 40％
に対し約 80％と高く、高出力で経済的
です。炎が出ないから CO2 で空気を汚
しません。

「熱とエネルギー」配布資料 その 2
この図は，ガスレンジと IH 調理器の
周りでの温度をサーモグラフィで示し
たものです。赤いところが温度が高い
ことを示しています。ガスレンジでは，
周りが暖まってしまうので，特に夏は
大変です。環境が悪くなるだけではな
く，余分の空気を暖めることで空調で
もそれだけ無駄なエネルギーを使うこ
とになるのです。

（１）体感温度
（１）体感温度

５８
５８

ガスレンジでは燃焼に伴い水蒸気が
発生します。従って，カビが発生しや
すくなります。また、CO2 や NOx で室
内空気が汚れやすいという問題もあり
ます。そのような観点からも電磁調理
器が有利です。そのほか IH には油汚れ
もしにくく，匂いが拡散しにくいとい
う特長があります。

（２）カビの発生
（２）カビの発生

５９
５９

電子レンジ（マイクロ波オーブン）
電子レンジ（マイクロ波オーブン）

2.45
2.45GHz
GHz
水分子
水分子

マイクロ波を直接ゆさぶる
マイクロ波を直接ゆさぶる

分子の運動を活発化
分子の運動を活発化
温度があがる
温度があがる
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電子レンジはマイクロ波とよばれる
波長の短い電波を使って食品の中にあ
る水の分子を揺さぶることによって発
熱させるものです。原子・分子が激し
く動くと温度が高くなるといいました
が，電子レンジは直接分子を揺さぶっ
て激しく動かすものです。マイクロ波
では，陶器やガラスは揺さぶられませ
んので，皿にのせた食品だけを加熱す
ることができます。金属などはマイク
ロ波を反射するので使えません。IH で
は鍋を加熱して鍋からの伝熱によって
調理したのとこの点が違います。
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調理の加熱方式
食品を暖める熱
食品を暖める熱
周りを
周りを
暖める熱
暖める熱

省エネ
省エネ

？
？
電子
子レ
レン
ンジ
ジ
電

ＩＨ
Ｈ
Ｉ

ガス
スコ
コン
ンロ
ロ
ガ

電気
気コ
コン
ンロ
ロ
電

七輪
輪
七

かま
まど
ど
か

いろ
ろり
り
い

たき
き火
火
た

無駄なエネルギー
無駄なエネルギー

あかりの歴史を見たときに時代とと
もに，無駄な熱が少なくなってきたこ
とを見てきました。それに伴い，省エ
ネが進んできました。調理方法も同様
です。たき火，いろりなどは照明，暖
房，調理を兼ねていましたが，調理専
門の加熱法の発達とともに，できるだ
け余計なところを加熱しないで済むよ
うになってきました。このように，調
理も省エネの方向で進んでいるのです。

シチューなどを作る時，余熱調理を
行うこともあります。調理に余計な加
熱をしなくてよいので，省エネになり
ます。カップ麺は，お湯を注ぐだけで
麺を食べられるようになりますよね。
インスタントラーメンの最初の商品で
ある日清のチキンラーメンは最初どん
ぶりに入れてお湯を注ぎフタをするだ
カップ麺
カップ麺
けでした。これらも余熱調理の一つで
すね。平成 22 年チキンラーメンの発明
者の安藤百福さんの生誕 100 周年を記
お椀・どんぶり
お椀・どんぶり
カップ麺
シチューなど
カップ麺
シチューなど
念してチキンラーメンを発売当時の 35
のフタ
のフタ
円で期間限定で売り出されました。安
藤百福さんは名前が百に福ですので，
百歳まで生きるかと思いましたが，残
念ながら平成 19 年（2007 年）に 97 歳で亡くなりました。でも，亡くなる二日前にはゴルフをやり，
前日には社員に訓辞したといいますから，最後まで元気だったようです。
さてこのように，熱を伝えない材料を
断熱材といいます。熱を伝えにくい材料
は衣服だけではありません。梱包に使う
発泡スチロールも断熱材です。発泡スチ
ロールはポリスチレンというプラスチ
ックを泡立ててつくります。ポリスチレ
ンは全体の 5%にしか過ぎません。残り
は，空気です。発泡スチロールはカップ
麺の容器に使われています。熱が冷めな
いからです。熱が冷めると面が上手くで
きません。発泡スチロールのカップに熱
湯を入れ，生卵を入れて 20 分置いて見
ましょう。スチールのカップにも熱湯を
入れて，温度を測ってみましょう。

余熱調理

新たな加熱をしない
新たな加熱をしない ⇒
⇒ 省エネ
省エネ

2－22

「熱とエネルギー」配布資料 その 2

熱の伝わり方
熱：
熱： 高温
高温 →
→ 低温
低温

高い温度
高い温度

（熱）エネルギー
（熱）エネルギー
元気
気を
をも
もら
らう
う
元

より元気
より元気

低い温度
低い温度

熱はこの図のように温度が高い所か
ら低いところに伝わります。コーヒー
が冷めるのも熱が温度の高いコーヒー
から温度の低い周りの空気に伝わるか
らです。せっかく暖かいコーヒーが冷
めてしまうのはもったいないですよね。
暖かいコーヒーを飲もうと思うと，ま
た暖めなければなりません。そのため，
余計なエネルギーがいります。言い換
えるとコーヒーが冷めるときエネルギ
ーが熱として逃げていくのです。もの
が冷めないようにするにはどうしたら
良いでしょうか。

よりおとなしい
よりおとなしい

今では，西洋風の服が世界的に着ら
れるようになってきましたが，それぞ
れの民族衣装を見ると，その土地の気
候風土に合ったものを着ていることが
分かります。

暑さ
暑さ 寒さと衣服
寒さと衣服

寒い時，外出するのにコートを着ま
すよね。コートを着ることで，熱を外
に逃がさないことができます。これに
よって，余り寒い思いをしなくてすむ
ようになります。逆に夏は，熱が逃げ
やすい服を着ます。クールビス，ウォ
ームビズなども冷暖房費を節約して，
省エネするために有効です。実は，熱
を逃がさないこと，上手く放出してや
ることが省エネに通じるのです。

衣服と保温
衣服と保温
体温を外に逃がさない
体温を外に逃がさない

断熱
断熱
省エネ
省エネ
クールビズ
クールビズ
ウォームビズ
ウォームビズ
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体温は食べ物のエネルギーから
体温は食べ物のエネルギーから
1グラムあたりのエネルギー
1グラムあたりのエネルギー

99 kcal
kcal

脂肪
脂肪

44 kcal
kcal

たんぱく質
たんぱく質

44 kcal
kcal

炭水化物
炭水化物

人間が体温を持っているのも，食べ
物のエネルギーによります。よく知ら
れているように，エネルギー源になる
栄養素は，炭水化物，脂質，たんぱく
質です。三大栄養素の 1 g あたりのエ
ネルギー量は、脂肪が 9 kcal、たんぱ
く質が 4 kcal、炭水化物が 4 kcal です。
キロカロリーというのは，1 kg の水を
1℃温めるのに必要なエネルギーです。
これらを食べて人間は生きているので
す。ところで，日本の食料自給率につ
いて考えてみましょう。食料自給率は
平成 23 年でカロリーベース（エネルギ
ーベース）で 39%，生産額ベースで 66%
です。国産の多い野菜はエネルギーが
低いのと，肉や牛乳などの畜産品は輸
入した飼料を使っているので，エネル

ギー自給率にカロリーベースでは入らないからです。
http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/zikyu_ritu/011.html

家の熱の出入りと省エネ

次に，家の熱と省エネについて考え
てみましょう。家ではいろいろなとこ
ろから熱のやりとりがあります。壁や
屋根，床などを伝わって熱が出入りし
ます。窓や，ドアなどからも熱の出入
りがあります。換気するときにも，熱
が逃げていきます。ですから，エネル
ギーを効率的に使って省エネをしよう
とすると，熱の出入りを少なくする必
要があります。省エネは，個人的には
お金の節約という経済効果があります。
それだけではありません，後で述べる
ように全世界的に見ても大きな意味が
あります。

冷暖房は部屋を冷やすだけではあり
ません。冷房時は外から入ってくる熱
を外に出すためにかなりのエネルギー
が使われます。暖房時は，外から入っ
てくる冷気に打つ勝つ必要があります。
そのために，床や壁，天井に断熱材を
入れたり，窓ガラスを二重にしたり，
カーテンを掛けたりすることで省エネ
効果が増大します。
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さて，最後の章に移ります。前半
では地球環境とエネルギーのこと
について話をします。この中で，こ
れらの世の中のあり方を考えてい
きます。後半では，身近な物質の性
質を熱力学の観点で見ていくこと
いします。

10. 地球も一つの熱機関

地球は太陽からエネルギーをもらっ
ています。私たちが生きていけるのも
太陽のおかげです。

まずは，紙芝居からはじめます。
ある日のこと，太陽と北風がおしゃべ
りをしていました。
北風 「お天道様よ～～。あっしの力
はすげぇんだぜ。木の葉を落とすこと
もできるし，ものを吹っ飛ばすことだ
ってできるんだぜ。力では，ぜったい
に，お天道様にゃ負けやしねえ・・・・。」
太陽 「そんなことありませんよ。私は
大地の母ですもの。私がいなかったら，
人も，動物も，木も，草も何にも生き
られないわ。」
北風 「でも，力だけは，あっしの方が
つえぇぜ！ 何なら，力比べをしてもい
いんだぜ！」
太陽 「のぞむところよ！あなたの言
うとおりのやりかたで，力比べをしま
しょう。」
北風 「よっしゃ～～。そんじゃあ，あすこに旅人(たびにん)が歩いてるだろう。」
太陽 「ああ。あの笠をかぶって合羽(かっぱ)を来た旅人(たびびと)ね。」
北風 「そうだ！ あいつの合羽を脱がしたほうが，勝(かち)っつうのはどうでえ？」
太陽 「それじゃ～～あ。まず，北風さんからどうぞ・・・・」
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～～てなわけで，お天道様と北風は力
くらべを始めました。旅人は，笠をか
ぶって，マントのような合羽を着て，
振り分け荷物に道中差し。
街道をテクテクと歩いています。
旅人 「あ～あ！ 山越えきつかったぜ
～～。つぎの宿場まで，あと二里か・・・。
もう少しだ・・・。」
と，そこへ北風がピュ～ット吹いてき
ました。
旅人 「ブルブルッ。急に冷てぇ風が吹
いてきやがった！ あ～～っ！ さぶ
っ！ ～～」
と旅人は，合羽が広がらないように，
内側からしっかりと体をくるむように
押さえながら，
旅人 「とにかく，早くあっつい風呂に
へえって，あっいのをキュ～ッといっ
ぺえやりてぇもんだ！ 」
と足早に歩いていってしまいました。
次は，お天道様の番です。
先ほどの旅人は，寒い北風にふるえな
がら，あるいています。すると，曇っ
ていた空が急に晴れて，かんかん照り
になりました。
旅人 「あ～～！ 急に暑くなってきや
がった! さっきは，寒くてたまんなか
ったつぅのに，今度は，暑くてたまん
ねぇぜ！」
といいながに，合羽とかさを脱いで，
顔の汗を手ぬぐいでぬぐいました。
こうして，お天道様は，いともたやす
く旅人に合羽を脱がすことができまし
た。

光
光 == エネルギー
エネルギー
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昼間明るいのは，太陽から光が届く
からです。光は，ただ地球を明るくす
るだけではありません。地球に「エネ
ルギー」をもたらしているのです。こ
の「エネルギー」のおかげで私たちは
生きていけるのです。１秒間に，太陽
から地球が受ける熱エネルギーは 486
億 kWh です。486 億 kWh と言われても
ピンときませんね。この量は，地球の
文明が始まって以来，人類が消費した
エネルギーの総量よりも大きいと言わ
れています。（このエネルギーは一分
間にダンプカー4000 万台の石炭をいっ
ぺんに燃やした分に相当します。）
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地球は太陽の光を吸収して暖められ
ます。熱は，高温から低温に流れます。
その熱がもとで，風が吹いたり，雲が
できたり，雨が降ったり，海流が流れ
たりします。雨や風，海流のおかげで
海の幸，山の幸が育つのです。植物が
あるおかげで酸素が生産され，私たち
生き物も生きているのです。天候が地
球に恩恵をもたらすのと同時に，災害
ももたらします。地球はこのように太
陽から熱をもらって生きているのです。

動物が生きていけるのは植物の光合
成のおかげです。光合成は，太陽の光
をエネルギー源として，水と二酸化炭
素から澱粉やセルロースなどの植物の
栄養や組織をつくります。私たち生物
は，太陽のエネルギーを食べていると
いうことになるのです。さらに，動物
が生きていくのに必要不可欠な酸素も
光合成によって生産されるのです。こ
のように私たちは，太陽のエネルギー
のおかげで生きているといえます。

さらに，地球上の生き物はこの図の
ように互いに食べたり食べられたりす
る関係にあります。このような関係を
食物連鎖といいます。全て関係しあっ
て，持ちつ持たれつということです。
互いに「食うか食われるか」といった
関係でもあるわけです。
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江戸時代と現在・近未来の違い
江戸時代と現在・近未来の違い
江戸時代
江戸時代 ・・・
・・・ 低エネルギー消費，国内自足自給
低エネルギー消費，国内自足自給
今，これから・・・
今，これから・・・ 高エネルギー消費，
高エネルギー消費，
資源輸入
資源輸入

LEDを使った発電実験
LED
LED

懐中電灯
懐中電灯

－
－ ＋
＋
オルゴール
オルゴール
LED
LED

できるだけエネルギー資源を節約し
て生活していくための技術が開発され，
普及が進められています。その一環と
して，ソーラーパネルを利用した発電
やエコキュートによる省エネ化などが
進んでいます。調理も IH 化などでは省
エネが進んでいます。さらに，家屋の
断熱効率の向上も省エネに寄与してい
ます。

LED は電気を流すと光ります。これ
を利用して電気を起こすことができま
す。LED に，電池をつなぎます。長い
方がプラスです。赤く光ります。LED
の長い方にオルゴールの赤い線を，短
い方に黒い線をつなぎます。これに懐
中電灯に光を当てると，ほんの少しオ
ルゴールが鳴ります。次に，もう一つ
の LED を光らせてオルゴールがつい
た LED の頭に近づけます。上手く近づ
けるとオルゴールが鳴るのが分かりま
す。これは太陽光発電と同じ仕組みに
よるものです。LED も電気を流せば光
ますが，光を当てると電気が流れるの
です。

乾電池
乾電池
第一部で LED と太陽電池の原理を
説明しましたが，おさらいしておきま
しょう。LED では pn 接合した半導体
に電圧をかけると，電子と正孔がぶつ
かって消滅するときに，光子を放出し
ます。そのために，LED は電圧をかけ
ると発光するのです。この接合部分に，
光子があたると電子と正孔にわかれま
す。このとき，電子は，プラスの電気
を帯びた n 型側の空乏層に引っ張られ，
正孔は，マイナスの電気を帯びた p 型
側の空乏層に引っ張られます。その結
果，図のように電流が流れるのです。
これが太陽電池の仕組みです。基本的
な構造は，LED も太陽電子も同じです。
そのため。LED に光を当てても電流が
流れるのです。
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次に，太陽とともにある地球環境の
変化をみてみましょう。太陽と地球の
距離は，生物が生活するのにほどよい
距離になっています。太陽から目に見
える光を受け取り地球表面上が暖かく
なると赤外線を放出します。この赤外
線は空気中に放出されますが，大気中
に温室効果ガスと呼ばれるものがある
と，それによって赤外線は吸収されま
す。そうすると，地球が暖まり，熱の
吸収と放出のバランスがとれて，平均
温度が 15℃くらいになります。これが
人類が生きていくのに程よい温度です。
しかし，太陽から入ってくるエネルギ
ーと出て行くエネルギーのバランスが
崩れると，地球はどんどん暖まってし
まいます。実際，金星では，このバラ
ンスが崩れ，465℃というものすごい高

地表で可視光→赤外線
地表で可視光→赤外線

温室効果のおかげで，微妙なバランス?
温室効果のおかげで，微妙なバランス?

増えすぎ
増えすぎ ⇒
⇒ 温暖化
温暖化
減りすぎ
減りすぎ ⇒寒冷化
⇒寒冷化

温になっています。

赤外線の性質
赤外線の性質
赤外線によって暖まる
赤外線によって暖まる
赤外線ヒータ，こたつ
赤外線ヒータ，こたつ

赤外線が分子をゆさぶる
赤外線が分子をゆさぶる ⇒
⇒ 分子の構造解析に利用
分子の構造解析に利用
OO
HH

OO

CC

分子は原子がつながってできたもの
です。分子の中の原子はちょうどバネ
でつながっているように振動します。
赤外線は電磁波です。電磁波というの
は，電場と磁場が振動する波です。こ
の振動数（1 秒間に振動する回数）は
ちょうど分子の結合が振動する振動数
に相当します。そのため，分子からで
きている物体に赤外線が当たると赤外
線が吸収されて温まるのです。

OO

HH

赤外線
赤外線

温暖化ガス実験に対する注意
温暖化ガス実験に対する注意

地球儀が入った透明プラスチック球の中に空気と二酸化炭素を
地球儀が入った透明プラスチック球の中に空気と二酸化炭素を
いれて，外部から赤外線ランプを照射して，温度上昇を計る教材
いれて，外部から赤外線ランプを照射して，温度上昇を計る教材
が市販されているが，実際には，内部の地球から赤外線が出て
が市販されているが，実際には，内部の地球から赤外線が出て
閉じ込められる。原理が違うので，注意が必要。
閉じ込められる。原理が違うので，注意が必要。
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二酸化炭素（CO2）が温室効果の強い
ガスであることを確かめる実験装置が
あります。プラスチックの球に二酸化
炭素と空気を入れて，外から赤外線ラ
ンプの光をあてて温度上昇を比べるも
のです。球の中に地球儀が入っていて，
地球温暖化を示す実験のように思われ
ます。でも，実際の地球温暖化は地球
の外部から赤外線で温められるのでは
なく，地球の来た目に見える光（可視
光）が地球表面にあたり，赤外線とな
って放出されるのです。ですから，こ
のような装置は二酸化炭素の赤外線吸
収の効果を知ることはできますが，地
球温暖化そのものとは違いますので，
教材として使う場合は十分注意が必要
です。
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古い時代からの大気中の温暖化ガス
は，融けずに残っている南極の氷の分
析から得られます。図のように，南極
の氷を円柱状に繰り抜いて分析するの
です。一定の深さの氷中の気体の濃度
を分析するとともに，二酸化炭素中の
炭素から年代を求めます。

◆南極ふじ基地&氷床コア
◆南極ふじ基地&氷床コア

この図は過去 1000 年の二酸化炭素
の濃度変化を示したものです。記号の
違いは観測場所の違いをあらわしてい
ます。19 世紀から急激に増大している
ことが分かります。

この図は空気中のメタンの濃度を
示したものです。二酸化炭素と同様，
19 世紀以降急激に増大しています。
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この図は，34 万年前からの二酸化炭
素，メタン，気温の変動を示したもの
です。この 34 万年の間には温暖な「間
氷期」と呼ばれる期間が現在を含めて
４回あります。黄色く塗ってある期間
がそれです。それ以外の時期は寒冷な
「氷期」です。この図から二酸化炭素
とメタン濃度は気温と密接に関係して
いることがわかります。このことから，
気候変動によって温室効果ガスの循環
が大きく変化していたことが分かりま
す。現在は上昇期にあたります。自然
のサイクルによるものに人為的なもの
が加わってさらに加速する可能性もあ
ります。いずれにしても，温暖化ガス
の排出を抑制する必要があるものと考
えられます。

主な温暖化ガス
主な温暖化ガス
二酸化炭素
二酸化炭素
地球の長い歴史の中で変動
地球の長い歴史の中で変動
当初は大部分が二酸化炭素
当初は大部分が二酸化炭素
植物の力で酸素に!!
植物の力で酸素に!!

メタン
メタン
二酸化炭素より温暖化効果大（21倍）
二酸化炭素より温暖化効果大（21倍）
牛などの反芻動物の呼気，肥料，天然ガス，ゴミの埋め立て
牛などの反芻動物の呼気，肥料，天然ガス，ゴミの埋め立て

水蒸気
水蒸気
二酸化炭素より，温室効果大
二酸化炭素より，温室効果大 ←
←放射冷却
放射冷却
蒸発による熱の発散効果も
蒸発による熱の発散効果も

このような地球温暖化ガスとして，
二酸化炭素，メタンに加え水蒸気もあ
ります。メタンは，牛などのゲップや
植物が腐ったりすると出るものです。
温暖化係数は，二酸化炭素よりも大き
いのですが，制御できないことから，
二酸化炭素のみが問題にされています。
水は二酸化炭素よりも温暖化係数が大
きく，地球の温度を一定に保つのに寄
与しています。放射冷却などの現象か
らわかるように，雲になるともっと温
暖化傾向が強くなります。でも，いく
ら大きくてもこれは一定ですし，バラ
ンスをとっているのです。どのガスが
温暖化係数が大きいかという問題より
も，現状に比べて温暖化させる因子を
取り除くことが大切です。ですから，

削減可能な二酸化炭素が問題にされているのです。

世界の二酸化炭素排出量
世界の二酸化炭素排出量
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少し古いデータですが，二酸化炭素
をどれだけ出しているかを国別で表わ
したものです。一番左がアメリカで全
世界の約四分の一の二酸化炭素量を放
出しています。人間のカタチをしてい
るのは一人当たりの二酸化炭素排出量
です。アメリカは国全体としてもトッ
プですし，一人当たりとしてもトップ
です。中国は国としては二番目に二酸
化炭素を出しています。人口が多いの
で，一人当たりとしてはそれほど多く
ありませんが，ご承知のように急速に
増大しています。
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最近，北極海と，グリーンランド，
アラスカ，シベリアなどの陸地が広が
る北極圏の環境が注目を集めています。
北極圏は，特に敏感に温暖化の影響を
うけるのです。アラスカの冬の気温は，
過去 50 年で 3〜4℃上昇しました。気
候変動に関する政府間パネル（IPCC）
の報告書では，100 年後に地球の平均
気温が 4℃上がり，北極圏は 6〜7℃上
がると推定されています。グリーンラ
ンドは，厚い氷河におおわれている国
ですから，温暖化の影響を受けると氷
河は小さくなってしまいます。

◆北極海
◆北極海

米航空宇宙局（NASA）などが，人
工衛星データを分析したところ，氷河
が海に流出した量は，1996 年の 50 万
立方キロメートルから，2005 年は，150
万立方キロメートルに増えていたので
す。氷が海に流れだして融けると，海
面が上昇します。温暖化による海面上
昇は，年に 3 ミリメートル程度といわ
れますが，そのうち 0.5 ミリメートル
は，グリーンランドの氷が解けた分と
推定されています。3℃以上の気温の上
昇が何千年も続くと，グリーンランド
の氷は全部解け，海面は 7 メートル上
昇することが考えられます。なお，北
極などの海上の氷が融けると海水面が
上がると思うかもしれませんが，海水
面はあがりません。融けたことよりも，
水の熱膨張によって海水面があがると

◆北極海の海氷面積
◆北極海の海氷面積

考えられます。
この他に異常気象，熱帯病の増加な
ど憂慮すべきことが起こる可能性が大
きいのです。気候というのは，単純な
ものではなくて，地球全体の気温が平
均的に上がると生態系への影響が起こ
るので多くの人が心配しているのです。
さらに，海流が変化するためにヨーロ
ッパなどは寒冷化すると言われていま
す。

◆温室効果ガス排出量推移
◆温室効果ガス排出量推移
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10.
10. これからの社会とエネルギー
これからの社会とエネルギー

化石燃料を使うのは，親の遺産で分
不相応の贅沢をするようなものです。
それでは，私たちこれからどうしたら
よいのでしょうか？その一つの方策と
して，省エネがあります。
でも，省エネだけで充分なのでしょ
うか。また，1 人 1 人が省エネをすれ
ば済むのでしょうか。これについて，
一緒に考えて見ましょう。

現在世界の人口は約 70 億人といわ
れています。毎年，6 千万人が亡くな
り 1 億 4 千万人が生まれています。こ
のままの勢いでいくと，2050 年には 90
億人を超してしまいます。加えて，発
展途上国がものすごい勢いで経済発展
＋生活レベルの向上
＋生活レベルの向上 →必要エネルギー量増大
→必要エネルギー量増大
し，生活レベルが上がってきています。
そのため，今後必要とされるエネルギ
ーは計り知れないものがあるでしょう。
そのために，何か対策をしないと，人
類は混乱してしまいます。混乱の果て
に，貧困，餓死などの問題も出てくる
かもしれません。それが，戦争の原因
にもなるかもしれません。一つの極端
な考え方として，餓死，戦争などで人
口が激減し，生き残った民族だけが繁
栄するというシナリオもあるかもしれ
ません。でも，人類のほとんどはそう
いったことは望んでいないでしょう。下手をすると，適正人口の人類が生き残るどころから，人類滅
亡にも至りかねません。そこで，どうしたら良いかを考えて見ましょう。
これまでに述べてきたように，化石
燃料というのは過去の遺産です。
これは短期間では増やすことはでき
ないのです。石油，天然ガス，石炭の
みならず，原子力発電に使われるウラ
ンもこのままの使い方をしていくと，
たかだか 100 年程度で使い尽くされて
しまうと言われています。もっとも，
埋蔵量というのは現在のところ経済的
に採掘できるといわれる埋蔵量のこと
です。ですから，もっと可採年数は延
びる可能性はあります。しかし，いず
れは無くなることは間違いないことだ
と思います。
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これから人類が生きて行く上での問題点
これから人類が生きて行く上での問題点
人口増
人口増

以上のことをまとめると，このよう
になります。これからの人類が生きて
いく上での問題点として，人口増，世
界的に経済発展とそれに伴う生活レベ
ルの向上，埋蔵資源の減少です。

世界的な経済発展，生活レベルの向上
世界的な経済発展，生活レベルの向上

埋蔵資源の減少
埋蔵資源の減少

人口増と資源枯渇への対応
省エネ，資源の再利用
省エネ，資源の再利用

これに対して，省エネ，資源の再利
用，太陽光発電などの新エネルギーの
利用に加えて，エネルギー・資源をト
ータルで有効に利用するシステムの構
築などが考えられます。

新エネルギーの利用
新エネルギーの利用

エネルギー・資源有効利用システム
エネルギー・資源有効利用システム

新エネルギー・再生可能エネルギーの利用
新エネルギー・再生可能エネルギーの利用
太陽光発電
太陽光発電

太陽熱発電
太陽熱発電

風力発電
風力発電

廃棄物発電
廃棄物発電

海洋温度差発電
海洋温度差発電

バイオ燃料
バイオ燃料
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資源枯渇問題に対して，新エネルギ
ーや再生可能エネルギーで発電するこ
とも検討されています。太陽光発電や
風力発電，廃棄物を燃やす時の熱を利
用する廃棄物発電などもこれから増や
していく必要があるでしょう。先に述
べた海洋温度差発電や地熱発電なども
可能でしょう。バイオエタノールをガ
ソリンエンジンで使用したり，使用済
みの食用油をディーゼルエンジンの燃
料として使えるようにしたりとバイオ
燃料の普及も可能性があると思います。
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新エネルギーのメリットデメリット
新エネルギーのメリットデメリット
メリット
メリット
再生可能なエネルギーを使用
再生可能なエネルギーを使用

デメリット
デメリット

これらの新エネルギーのメリットは
太陽光のエネルギーを利用した再生可
能なエネルギーを用いている事です。
一方デメリットとして，供給が不安定
なことかあります。天候，昼夜によっ
て左右されることが問題です。バイオ
燃料の場合，儲かるからと言って，食
料生産を減らすと問題となります。さ
らに，総量を確保できるかどうかにも
問題があります。

供給が不安定
供給が不安定
天候，昼夜によって左右
天候，昼夜によって左右

総量確保可能か？
総量確保可能か？
食料確保との問題（バイオ燃料）
食料確保との問題（バイオ燃料）

スマートグリッド
スマートグリッド
原子力発電
原子力発電

火力発電
火力発電
水力発電
水力発電

風力発電
風力発電

大型蓄電設備
大型蓄電設備

太陽光発電
コンピュータ
太陽光発電 コンピュータ

電力
電力
情報
情報

ビル
ビル
蓄電池
蓄電池 住宅
住宅

電気自動車
電気自動車

新エネルギーはこのように問題があ
りますが，社会全体として上手く使い
こなすシステムの構築も考えられてい
ます。発電した電気を単に送電するだ
けではなく，末端の電力需要の情報を
集めることによって効率的に電気を供
給するというシステムです。「スマー
トグリッド」と言われるシステムです。
このとき重要になるのが，電池です。
過剰に発電した電気は電池に充電して
おきます。電力需要をにらみながら，
一番電力消費が少ないときに充電する
のです。このとき，電気自動車なども
全体でのバランスを計算の上充電しま
す。また，人が不在だったり，過剰な
冷暖房を使ったりしている場合も自動
的に調整できるようにします。そうす
ると，個々の人が気をつかって節電す

る以上の効果が得られるものと考えられます。
江戸時代は「循環社会」などとよく
言われています。江戸時代は，鎖国状
態であったこともあり，エネルギー，
食料など全て国内でまかなっていまし
た。一部の金属などの鉱物資源を別に
すれば，ほとんど太陽のエネルギーに
よって生産するものを利用していまし
た。これは，今に比べて人口が少なく，
紙くず買い
紙くず買い
食べ物も生活も質素だったからできた
とも言えます。これはどの国も似たよ
うな状態だったと思いますが，地域に
下肥汲み
下肥汲み
よっては燃料にする木材の伐採が原因
下駄の歯入れ
下駄の歯入れ
で大規模な砂漠化，森林破壊などが数
千年に亘って起こっています。江戸時
代の社会から学ぶことはたくさんあり
ます。江戸時代が良かった，悪かった
古傘買い
古傘買い
太陽のエネルギーの有効利用
太陽のエネルギーの有効利用
ということではなく，良い点，悪い点
を含めて過去の歴史から学ぶという姿
勢は大切だと思います。歴史はそのままの事実を学ぶというのではなく，現代に適用したらどうなる
かを考えながら学ぶということが大切だと思います。歴史は覚える科目ではなく，数学や物理以上に
「考える科目」だと思います。

江戸時代は循環社会
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江戸の町で出た屎尿は近郊の農家の
人が取りに来て，代わりに野菜を置い
ていきました。廃品回収としては，紙
くず買いや鉄くず買いなどは今でも想
像できる商売だと思いますが，竈の灰
再生・再利用・資源化
再生・再利用・資源化
を買う，灰買いや傘として，再生する
古傘買いなどもありました。その他，
紙，生活用品，修理屋，屎尿
紙，生活用品，修理屋，屎尿
様々な修理業の人が町をまわって商売
をしていました。図は，鋳掛け屋とい
レンタル
レンタル
って，穴の空いたナベ釜を修理する人，
羅宇屋といってキセルを修理する人，
貸本屋
貸本屋
そろばん，下駄の修理など様々でした。
修理しながらものや資源を大切にして
ファーストフード
ファーストフード
いたのです。その他，古着屋や古道具
やなどリユースを助ける商売もありま
鋳掛け屋
鋳掛け屋
＊歴史を知れば
した。要らない手紙などは反故といっ
＊歴史を知れば
てふすま紙にしたり，さらに漉なおし
新しい事業のネタが見つかる!?
新しい事業のネタが見つかる!?
たりもされていました。寺子屋では，
往来物という書簡形式で文字の一般の世間常識を学ぶ教科書が使われていましたが，100 年以上使い回
したということが，記入された使用者の名前から分かったという例もあります。貸本屋などといった，
現在のレンタル DVD の元祖のような商売もありました。その他，現在につながるいろいろな商売があ
りました。江戸時代の仕事を調べると新しい事業のネタが見つかるかもしれません。

江戸時代は循環社会
江戸時代は循環社会

これからの世の中をつくる
これからの世の中をつくる 5R
5R
←
← 限りある
限りある 資源・エネルギーを大切に
資源・エネルギーを大切に
Refuse
Refuse →
→ 質素・倹約
質素・倹約
Reduce
使い切る，資源化
Reduce →
→ ゴミを減らす
ゴミを減らす 使い切る，資源化
Reuse
Reuse

→
→ 再利用
再利用

Repair
Repair

→
→ 修理
修理

古着屋
古着屋
少し前まで当たり前
少し前まで当たり前

Recycle
Recycle →
→ 再資源化
再資源化

一人ひとりの省エネが支える
一人ひとりの省エネが支える
大きな効果
大きな効果
•• 例えば
例えば エアコンの省
エアコンの省
エネでは・・・
エネでは・・・
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限られた資源を大切に使うという意
味で江戸時代に学ぶということは非常
に大切だと思います。後で，詳しくお
話しますが，様々な材料の原料やエネ
ルギー源となる天然の資源は限りがあ
ります。ですから，ここに書いてある
5R を有効に行って，これからの世の中
での資源枯渇に備える必要があります。
もちろん，個人にとって資源を有効に
利用することは経済的です。でも，現
在では家電製品などは修理するよりも，
買い換えた方が経済的だということも
あり，修理しながら使うということが
おろそかになっています。手間，コス
トをかけずにこれらを有効にできるよ
うな社会を創っていくことも必要です。
限りあるものだからこそ大切に使う，
地球の財産も家の財産も同じこと，社
会や子どもの将来のために「自分ひと
りくらい良いか」とか「自分がやらな
くても誰かがやってくれるだろう」み
たいな考えでは，結局なにも始まらな
いし，なにも解決しないでしょう。例
えば，エネルギー消費量の多かったエ
アコンで見ると，夏の温度を 1℃上げ
て冬の温度を１℃低めにする，それか
ら運転を１日１時間ずつ短縮すると，
全世帯では１年間で東京ドーム 3.2 杯
分の原油節約となり，約 4 億本分の杉
の木が吸収する CO2 の量を削減できる，
というとても大きな効果を生み出すの
です。暮らしの中で省エネを進めると
いうことは家庭ばかりでなく，地球の
健康にも役立つのです。
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将来に向けた技術開発は重要です。
それとともに，エネルギーや資源を有
効に利用する社会システムも変えてい
かなければならないと思います。単に
機器の省エネを進めていくだけではな
く，ものを大切にしていくような社会
システムも大切です。そのためのキー
ワードは「シェアリングシステム」だ
と思います。カーシェアリングと呼ば
れる言葉を聞いたことがあると思いま
す。自動車を各人が所有するのではな
く，複数の人が共有して使おうという
ものです。自動車もレンタカーやタク
シーなどの利用を進めていく必要があ
ると思います。現在のタクシーは待機
している時間が長く効率的とはいえま
せん。どこに行きたいかという情報を
携帯電話で伝えれば，5 分以内に乗り
合いタクシーが来てくれて複数の乗客を効率よく運んでくれるということも可能でしょう。レンタカ
ーが必要であればドライバーが家までもってきてくれて，帰りはドライバーが乗り合いタクシーで帰
るという世の中ができるかもしれません。これらの普及によって，自動車の所有台数，燃料の総消費
量の節約ができるのではないかと思います。
家具，家電製品もレンタルが普及すれば良いと思います。常に最新の状態であることをモニターし
て，不具合があれば修理に来てもらえる。そういうシステムができれば，製造業としていままでのよ
うに買い換え需要による利益は減るかもしれませんが，サービスの要因増のため新たな雇用と収益源
ができるのではないでしょうか。オフィスや学校も昼と夜で建物をシェアリングすれば資産の有効利
用ができます。さらに，電力の平準化にも役立ちます。
シェアリングという意味では，電話サービスなど海外との時差をうまく利用するという方法も考え
られるでしょう。節約しましょう。ものを大切にしましょうとかけ声をかけることも大切です。でも，
これまでの大量消費，大量廃棄の生活に慣れている私たちにとって簡単にできることではありません。
節約して，世の中の資源，資産を有効活用していくためにはそうせざるを得ない社会システムを考え
ていく必要があります。これには，今のところ様々な可能性が考えられるでしょう。皆さん一人一人
がそのようなシステムを考えていって欲しいと思います。
産業界では，ゼロエミッションとい
う考え方があります。平たく言うと，
産業活動の廃棄物を資源化していこう
という考え方です。いろいろな工場で，
工夫がなされています。私自身，化学
会社に勤めていました。最初の実習に
いったのは発電所でした。現在調べて
→
→ 資源化
資源化
みると総出力が 829,000 kW とかなり
大きな発電設備を持っています。私の
例.
実習当時は島根県 1 県分の発電能力と
例. 石炭火力発電
石炭火力発電
いっていましたが，最近はもっと大き
・排煙中のイオウ
いそうです。そこで，学んだのは，廃
・排煙中のイオウ →
→ 原料化
原料化
棄物の利用です。石炭を燃やしている
石膏など
石膏など
ので，イオウ分が出ます。それが何の
・排煙中の煤煙
・排煙中の煤煙 →
→ セメント
セメント
原料になっていたか記憶がありません
が，イオウ分は何らかの原料にしてい
フライアッシュセメント
フライアッシュセメント
ました。石炭は微分末にして燃やすの
ですが，できた微粒子の灰は取り除い
てセメントの原料として使われていました。その他，様々な産業で，廃棄物の原料化が試みられてい
ます。

ゼロエミッション

産業活動の廃棄物
産業活動の廃棄物
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社会全体のバランスを考える必要性
社会全体のバランスを考える必要性
江戸時代の社会から学ぶ
江戸時代の社会から学ぶ
そのまま学ぶのではない
そのまま学ぶのではない
考え方を学ぶ
(学校の勉強もここが大切!!)
考え方を学ぶ (学校の勉強もここが大切!!)

スマートグリットから学ぶ
スマートグリットから学ぶ
技術的な課題だが社会システムに
技術的な課題だが社会システムに
応用できないか?
応用できないか?
これからの世の中を作るには社会科学
これからの世の中を作るには社会科学
も大切
も大切 →
→ 「科学技術」だけでは不十分
「科学技術」だけでは不十分

一つの企業の一事業所だけではなく，
社会全体のバランスを考えていく必要
があります。一つは江戸時代から学ぶ
ということです。もちろん，江戸時代
の社会をそのまま真似るのではなく，
システムの考え方を学ぶことが大切だ
と思います。もう一つは先程述べたス
マートグリッドのようなシステムをい
ろいろなところで，社会的に構築する
ことです。これからの社会をつくるに
は科学技術だけではなく，社会科学も
大切です。社会科学的な見地から，世
の中をシステマティックに構築する仕
組みが必要になってくるかと思います。
これまでお話しましたように，太陽
光を有効利用する試みが，いろいろな
されています。地上で行う太陽光発電
は，夜は発電できず，天候による発電
効果の変動あるなどの問題があります。
それに対して，宇宙で効率的に太陽光
発電をしてそれを地上に送ろうという
試みがなされています。地球にどうや
って電気エネルギーを伝えるかという
と，マイクロ波と呼ばれる電子レンジ
などで使われている一種の電波を使う
方法やレーザー光を使う方法が研究さ
れています。もちろん，これらの電送
途中で飛行機や鳥などが通っても安全
な方法を考えています。

宇宙での太陽光発電
宇宙での太陽光発電

NASAのホームページから
NASAのホームページから
http://www.msfc.nasa.gov/news/news/photos/1999/photos99‐096.htm#menu
http://www.msfc.nasa.gov/news/news/photos/1999/photos99‐096.htm#menu

もう一つは地上に人工の太陽を作ろ
うという試みです。太陽の中では，核
融合という原子核反応がおきています。
太陽は一種の原子炉です。原子力発電
との大きな違いは，原子力発電では，
ウランという大きな原子核が壊れる時
のエネルギーを使っているのに対して，
太陽の中では重水素や三重水素といっ
た小さな原子がくっついてヘリウムと
いう原子になる反応を利用したもので
す。従来の原子炉と違い，燃料は海水
中からとれるため，燃料枯渇の問題が
ないと言われています。ただ，非常に
高温になるためにどのようにして閉じ
込めるかが課題です。今世紀中に実用
化されるとも言われていますが，どう
なるか分かりません。
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それでも，先は長い
それでも，先は長い
様々なエネルギーを連携して利用
様々なエネルギーを連携して利用
新エネルギー
新エネルギー
スマートグリッド
スマートグリッド
それでも，充分なエネルギー確保できるか？
それでも，充分なエネルギー確保できるか？
核融合，宇宙太陽光発電への道は遠い
核融合，宇宙太陽光発電への道は遠い

開発の見込みがある技術の確保しておく必要性
開発の見込みがある技術の確保しておく必要性
つなぎの技術
つなぎの技術

以上のように，いろいろなエネルギ
ーの開発も含めて，さまざまなエネル
ギーを連携して利用しようとする試み
がなされています。それでも，充分な
エネルギーが確保できるかどうか難し
いのが実情です。さらに，核融合や宇
宙太陽光発電も一つの道ですが，実用
化にはかなりの年月が必要でしょう。
そこで，多量のエネルギーを得られ，
しかも技術的に実用化の見込みがある
技術を確保しておく必要があるでしょ
う。それが，究極の技術を得るまでの
間の「つなぎの技術」として必要なも
のだと思います。

「つなぎの技術」として開発してい
るのが「もんじゅ」で試験をしている
「高速増殖炉」です。3.11 の事故があ
あすなろ(妹)ウラン
あすなろ(妹)ウラン
エネルギー
エネルギー
ったので，どのようになるかはわかり
ナトリウム中
ナトリウム中
ませんが，その原理を知っておく必要
はあるでしょう。従来の原子炉の中で
あすなろウラン
あすなろウラン
は，姉のひのきウランにゆっくりした
速い
速い
中性子が当たり，核分裂が起こります。
核燃料にならない「妹のあすなろウラ
ン」であるウラン 238 に比較的速い中
妹ウラン
妹ウラン
性子がぶつかると図のように「プルト
(ウラン238）
(ウラン238）
ニウム」とよばれる原子に変身してパ
ワーアップします。これは，ひのきウ
ラン（ウラン 235）と同様分裂して，
(プルトニウム239）
莫大なエネルギーと中性子が出てきま
(プルトニウム239）
す。出てきた中性子は，あすなろウラ
ンにぶつかるとプルトニウムになって
核分裂を繰り返します。あすなろウラ
ンは，天然ウランの 99%以上ありますので，これを有効に利用することによって数千年のエネルギー
が確保されるといわれています。今までの原子炉では，中性子を遅くするために水の中に入れていま
したが，高速増殖炉でも中性子を遅くしないために，液体状になったナトリウムと呼ばれる金属の中
で燃やします。
現在使われているウランを使うタイ
プ以外の原子炉も考えられています。
トリウム溶融塩原子炉とよばれるもの
がそれです。地震直前の平成 23 年 2 月
1965～1969米国で運転実績
1965～1969米国で運転実績
に中国が実用化に向けて開発をすると
黒鉛
黒鉛
新聞に書かれていたのを記憶されてい
約700℃
約700℃
る方もおられるでしょう。このタイプ
熱交換器
熱交換器
は，液体状態の燃料を使うのが特徴で
す。さらに，ウランよりも原子番号が
水蒸気発生器へ
水蒸気発生器へ
2 つ小さいトリウムという元素を使い
ます。トリウム 232 に中性子が当たる
とウラン 233 というウランの同位体が
生成されます。それが，核分裂を起こ
すというものです。トリウムは，ウラ
燃料溶融塩
燃料溶融塩
ンよりも埋蔵量が多い上に，ほとんど
100%燃料として使えるトリウム 222 で
緊急ドレインタンク
緊急ドレインタンク
す。この原子炉は現在の原子炉（軽水
炉）に比べて安全性が格段に高いと

高速増殖炉のしくみ
高速増殖炉のしくみ
変身
身
変

プル
ルト
トニ
ニウ
ウム
ム
プ

原子
子核
核の
の破
破片
片
原

プル
ルト
トニ
ニウ
ウム
ム
プ

中性
性子
子
中

トリウム溶融塩原子炉
トリウム溶融塩原子炉
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言われています。この原子炉の将来性について，私は判断できませんがこのような原子炉もあるの
だというとを頭の隅にでもいれておいてください。詳しいことをお知りになりたい方は，古川和男著
「原発安全革命」（文春文庫）をご覧ください。
これからの社会をつくっていくため
には，いろいろな観点からエネルギー
確保を考えていかなければなりません。
これまでになく，人口が増え，生活レ
ベルが上がった世の中で，人類が平和
に幸せに生きていくためには社会の仕
組みそのものを根本から考えて行かな
ければならないと思います。これまで
の日本の工業技術の発展には，
「ムリ・
ムラ・ムダの徹底時な排除」と言うこ
とを，会社あげて行ってきた成果だと
思います。これによって，工業製品の
品質，コスト，安全衛生面を含む労働
環境の改善がなされてきました。これ
らは，生産現場における QC サークル
活動など技術者だけではなく生産に関
わる全ての人たちの総力の結晶だとい
えます。これまで，工業生産を中心と
して局所最適化が行われてきました。これからは，社会全体，地球全体を視野に入れたグローバルな
最適化が必要になってきます。
「ムリ・ムダ・ムラ」をなくすというと非人間的な響きを感じるかもしれません。でも，これから
求められているのは，人間の本性を充分考慮に入れた最適化だと思います。駅に行くと，客待ちのタ
クシーがたくさんいます。工場の従業員駐車場には勤務時間中使われない車が止められています。就
職希望の失業者がいる一方で，人手不足に悩む業種もあります。これらを機能的に使える社会システ
ムというのは，できないでしょうか。機能的に考えるというと昔の社会主義国みたいな計画経済を思
い浮かべ，拒絶反応を覚える人もいるかもしれません。一方，自由競争も経済発展が保証されている
時には，よいのですが経済が成熟してくると別の問題が起きます。どちらが良いかという二者択一の
考え方ではなく，できるだけ多くの人たちが満足できるような解があるような気がします。これはお
そらく，多くの人が考えるような定常解ではないような気がします。かなり流動性をもって，人それ
ぞれがその人の特性にあった生き方ができるような世の中をつくる必要があると思います。その一つ
は，スマートグリッドに見られるように情報通信の有効活用です。もう一つ，このようなシステムを
作っていくためには，人間の心理や特性を充分考える必要があります。
今まで，技術，心理学，教育学，経済学，法学，など個別の学問がそれぞれの立場で社会のことを
考えてきました。でも，それらを融合したものの考え方が必要になってくると思います。政治的にも
経済的にも先行き不安に世の中です。ですから，今の社会は「ムリ・ムダ・ムラ」だらけです。だか
ら，改善の余地がたくさんあります。改善の余地がたくさんあるということは希望が持てると言うこ
とです。皆さんの教え子やお子さん方など身近な方がこれからの世の中を変えていくかもしれません。
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将来の世の中を創っていくためには，
現状の技術を踏まえながら，過去の技
術や社会システムに学びながら将来の
現状の技術
現状の技術
世の中を考えていく必要があると思い
つなぎの技術
つなぎの技術
ます。将来の理想の技術を考えるだけ
ではなく，現在の技術と理想的に技術
過去の技術
過去の技術
に学ぶ
に学ぶ
が開発・普及されるまでの「つなぎの
社会システム
社会システム
技術」も大切になると思います。それ
個別技術の開発
個別技術の開発 →
→ 調和のとれた技術開発
調和のとれた技術開発
には，個別の技術開発だけではなく，
工学/自然科学
工学/自然科学 →
→ 人文/社会/自然科学の調和
人文/社会/自然科学の調和 別々の技術の間に調和のとれた技術開
発が必要だと思います。これまでは，
将来の社会
将来の社会
技術開発には，自然科学・工学的な方
持続可能な社会
エネルギー確保
持続可能な社会
エネルギー確保
法が主でしたが，これからは人文，社
調和のとれた社会
調和のとれた社会
会，自然科学が調和した開発も必要だ
と思います。これによって，生活に必
要な資源，エネルギーを確保するとともに，調和のとれた社会をめざしていくことが必要だと思いま
す。
みらいの社会をつくっていくための，
究極の技術を得るまでの間の「つなぎ
の技術」が大切であるといいました。
「つなぎの技術」という言葉から連想
して，「つなぐ」という言葉が大切で
あると考えるようになってきました。
過去から未来へ
過去から未来へ
昔から，子どもは学校の他に家庭でお
じいさん，おばあさん，お父さん，お
親から子へ
親から子へ
母さんからいろいろなことを学んでき
ました。これまでの日本は物づくりで
人から人へ
人から人へ
発展してきました。自分の子供に物づ
知識と知識
くりを教えたかったら，学校の理科教
知識と知識
育や実験教室，工作教室にいくよりも
もっと効果的な方法があります。それ
は，お母さんがレトルトなどではなく，
料理を作ったり，お菓子や服を作った
りする姿を見せることが一番効果的な
教育なのではないかと思います。学校
でも，理科や図工で何かを作ることも大切ですが，先生が手作りの教材やプリントをつくって配るこ
と，手作りのテストを使うということが物づくり教育の原点のように思います。現在の社会，これか
らの社会は変化が激しい時代です。変化が激しいので過去にとらわれては生きていけないかもしれま
せん。でも，過去に学ぶことも多いはずです。人と人とのつながりも大切です。技術開発というのは，
いろいろな人の間のつながりや，過去の経験の積み重ねです。それに基づいて，今の世の中があるし，
将来の世の中を創っていく上でも大切です。知識と知識をつなげて考えることも大切です。知識と知
識をつなげて考える習慣を付けている子どもはがつがつ勉強しなくても，いい成績がとれます。知識
をバラバラに覚えると忘れてしまいますが，自分でつながりを考えながら勉強する人は社会人になっ
てから必要な応用力をつけることができます。一つ前のスライドで話したように，様々な学問の成果
を融合していくこともこれからの世の中を創っていく上で大切ではないかと思います。いずれにして
も，いろいろなことをつなげて行くことがこれからの世の中を創って行く上で大切ではないかと思っ
ています。

これからの世の中をつくっていくために
これからの世の中をつくっていくために

キーワードは「つなぐ」
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さて，最後に身近な現象と熱力学に
ついてお話することにしましょう。こ
れまでの話に比べて少し難しい話も出
てくるかもしれませんが，ご勘弁くだ
さい。

11.
11. 身近な現象と熱力学
身近な現象と熱力学

最初から少し難しい話をします。熱
力学は先に述べたように第一法則と，
熱力学第二法則定式化への道
熱力学第二法則定式化への道
この第二法則が基本法則になります。
熱力学第二法則
熱力学第二法則は「熱は何もしなけ
熱力学第二法則
熱は何もしなければ高温から低温に流れる
れば高温から低温に流れる」というも
熱は何もしなければ高温から低温に流れる
のです。人類の夢として，楽に仕事を
人類の夢
人類の夢
したいということがあります。その夢
楽に仕事をしたい
楽に仕事をしたい
の中で永久機関が考えられてきました。
⇒
⇒ 永久機関の追求
永久機関の追求
燃料が無くても動く車や餌を食べずに
←
← 熱力学第一法則に反する
熱力学第一法則に反する
生きる動物なんてあると良いのですが，
（第一種永久機関）
（第一種永久機関）
これらはエネルギー保存則である熱力
⇒
⇒ 熱機関の効率をいかに上げるか
熱機関の効率をいかに上げるか
学第一法則に反します。エネルギー無
→
→ 熱機関の効率の理論限界
熱機関の効率の理論限界
しで仕事をするのが不可能だというこ
→
→ 熱力学第二法則の定式化
熱力学第二法則の定式化
とがわかれば，できるだけ効率のよい，
熱機関はできないかと考えることは自
然でしょう。その中で，熱機関の効率は理論的に上限があることがわかりました。この上限があると
いうことから，熱力学の第二法則を式で表すことができるようになりました。

熱力学第二法則の役割
熱力学第二法則の役割
変化の方向が不可逆な現象を説明
変化の方向が不可逆な現象を説明
熱いコーヒーを室内に置いておくと冷める
熱いコーヒーを室内に置いておくと冷める
自然に暖まることはない
自然に暖まることはない
コーヒーにクリームを入れると混ざる
コーヒーにクリームを入れると混ざる
自然に暖まることはない
自然に暖まることはない
水と油は混じらない
水と油は混じらない
混じるものと混じらないものを説明
混じるものと混じらないものを説明

←
← 熱力学第二法則で説明
熱力学第二法則で説明
←
← 定式化が必要
定式化が必要
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熱力学第二法則の役割として，変化
の方向が不可逆な現象を説明するとい
うことがあります。スライドに書いて
あるような現象は，全て熱力学第二法
則で説明できます。そのために，式で
あらわすことが必要となりました。
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融解，蒸発，沸騰
融解，蒸発，沸騰
圧力などの条件によって変化する
圧力などの条件によって変化する
熱力学によって説明できる
熱力学によって説明できる
エントロピー
エントロピー S
S

乱雑さの尺度
乱雑さの尺度

内部エネルギー
内部エネルギー
物体内部のエネルギー
物体内部のエネルギー

安定性は両者の兼ね合いで決まる
安定性は両者の兼ね合いで決まる
熱力学の基本法則の定式化
熱力学の基本法則の定式化
熱力学第一法則
熱力学第一法則

dU
W
Q  ddW
dU  ddQ

熱力学第二法則
熱力学第二法則
TT dS
Q
dS  ddQ

U:
U: 内部エネルギー
内部エネルギー
Q:
Q: 外部からもらった熱
外部からもらった熱

物質の融解，蒸発，沸騰などが生じ
る温度は圧力の条件によって変化しま
す。このことは熱力学によって説明で
きます。そこで，登場するのが「エン
トロピー」という量です。エントロピ
ーの定義を厳密にいうと難しいのです
が，物質の中の原子・分子の乱雑さの
尺度だと思ってください。融解，蒸発，
沸騰などの条件を決めるのは，このエ
ントロピーとよばれる量と，物体内部
の原子・分子がもつエネルギーである
「内部エネルギー」との兼ね合いで決
まります。

この 2 つの式を用いて様々な現象を
説明することができます。式がでると
難しそうですが，ここでは熱力学の第
一法則および第二法則が数式で表され
ることだけを知っておいてください。

W:
W: 外部からされた仕事
外部からされた仕事
T:
T: 絶対温度
絶対温度
S:
S: エントロピー
エントロピー

様々な熱力学的現象を説明する
様々な熱力学的現象を説明する
上での基本式
上での基本式
ここでは，数式で表されることだけを知ってほしい
ここでは，数式で表されることだけを知ってほしい

エントロピーの具体例
エントロピーの具体例
断熱的に理想気体を混合
S  00
断熱的に理想気体を混合 S
仕切りを取り除く
仕切りを取り除く

断熱的に混合
断熱的に混合

一通りの並び方
一通りの並び方

gg通りの並び方
通りの並び方

ボルツマンの関係式
ボルツマンの関係式

SS  kkBB ln
lngg

統計力学の基本式
統計力学の基本式
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さて，エントロピーについて具体的
な例を示しましょう。二種類の原子か
らなる気体が別々にあったとします。
これらが混ざると原子の混ざり方の場
合の数は混ぜる前に比べて格段に増え
ます。図では，模式的に原子が規則的
に並んだ絵を書いてありますが，混ぜ
ると場合の数が増えることはなんとな
くわかると思います。この増えた場合
の数をエントロピーとよばれる量で表
すのです。
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水と水蒸気の平衡
水と水蒸気の平衡
ビンの中の水
ビンの中の水
液相と気相の平衡
液相と気相の平衡
飽和蒸気圧
飽和蒸気圧

水蒸気
水蒸気

N
N１１

例えば，栓をしたビンの中に閉じ込
められた水を考えましょう。ビンの中
で水が入っていないところの水蒸気の
圧力は，熱力学で計算することができ
ます。

熱力学によって決めることができる
熱力学によって決めることができる
水
水

参考
参考
平衡条件
平衡条件
温度
温度
圧力
圧力
化学ポテンシャル
化学ポテンシャル

N
N22

が両相で等しい
が両相で等しい

水は，0℃以下で氷になり，100℃以
上で水蒸気になります。この変化は，1
気圧の圧力のときのものです。圧力が
pp
異なるとこれらの温度は異なってきま
す。身の回りの物体は固体，液体，気
融解曲線
融解曲線
TT 臨界点
臨界点
体と温度，圧力によって変化します。
固相
固相
液相
液相
図で固相，液相，気相と書いてありま
すのは，物質が固体，液体，気体の状
蒸発曲線
蒸発曲線
態であるということを表します。温度，
PP
1気圧
1気圧
圧力でどのように異なるかを書いたの
QQ
がこの図です。横軸の T が温度，縦軸
の
p が圧力を表します。氷が融けて，
気相
TT 三重点
気相
三重点
水になり，さらに沸騰して水蒸気にな
昇華曲線
るのは，この図で言えば圧力を一気圧
昇華曲線
の直線 PQ 上での変化です。圧力を 1
00
00
気圧から下げていくと，三重点という
TT
点にぶつかります。この点よりも圧力
p-T
p-T曲線
曲線 ・・・
・・・ ppTTを決めると
を決めるとVVは決まる。
は決まる。←
← 状態方程式
状態方程式
が低い時には，液相は現れません。例
えば，固体から気体に直接なるドライアイスはこの状態です。固体から気体に直接なることを昇華と
いいます。そのため，固体から気体になる境目の曲線を昇華曲線といいます。

状態図
状態図 （相図）
（相図）

お湯を入れた容器の空気を抜くと沸騰
お湯を入れた容器の空気を抜くと沸騰
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圧力が異なると，例えば沸騰する温
度が異なってきます。先に示したよう
に，真空容器にポットのお湯を入れ，
空気を抜いていくと沸騰します。
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水の再沸騰の説明
水の再沸騰の説明
圧力
圧力pp

飽和蒸気圧
飽和蒸気圧 ＞
＞ 大気圧
大気圧
⇒
沸騰
⇒ 沸騰
融解曲線
融解曲線

固相
固相
PP

1気圧
1気圧

TT 臨界点
臨界点

液相
液相
沸点
沸点 (100℃)
(100℃)

蒸発曲線
蒸発曲線

大気圧
大気圧
容器内の圧力
容器内の圧力
沸騰する温度（沸点）が下がる
三重点 沸騰する温度（沸点）が下がる
QQ

RR

TT 三重点
昇華曲線
昇華曲線
00

空気を抜くと沸騰することを先ほど
の相図で説明しましょう。一気圧では，
図の青い矢印で示した，点 Q です。こ
の時の温度は 100℃です。圧力を下げ
ると，図の赤い波線の上で変化するよ
うになります。
山の上では，気圧が低いため，低い
温度で水は沸騰します。そのため，圧
力釜などを用いないとご飯がうまく炊
けません。

気相
気相

00

温度
温度TT
＊高山では，沸点が下がるのでご飯をうまく炊けない
＊高山では，沸点が下がるのでご飯をうまく炊けない

ドライアイスの液化実験
ドライアイスの液化実験
ビニールホース
ビニールホース

ドライアイス
ドライアイス
バイス
バイス ((万力
万力))

バイス
バイス ((万力
万力))

注意
注意:: ビニールホースの破裂
ビニールホースの破裂

さて，ドライアイスが液体になる実
験をしてみましょう。ビニールホース
にドライアイスを砕いたものを入れて，
両端を万力で抑えて固定します。少し
離れて見ていてください。だんだん膨
れてきますね。さらに，透明な液体に
なります。液体になったら，万力を緩
めて，空気を入れてみましょう。また，
固体のドライアイスに戻ります。さら
に，万力で両端をふさぐと再び液体に
なります。液体になったらしばらくお
いてみましょう。ビニールホースがだ
んだんに膨れてきますね。ある程度膨
れると破裂します。危険ですから，少
し離れて見るようにしてください。
ドライアイスが液体になることを
先ほどの相図で見てみましょう。1 気
圧の状態では，図の青い破線のように
三重点よりも低い圧力の状態にあり
ます。圧力が上がると，図の赤い破線
のような状態になり，液相になること
ができるのです。（融解曲線の傾きが
水と異なることに注意）
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氷を加圧すると
氷を加圧すると
圧力p
圧力p

融解曲線
融解曲線
BB

加圧
加圧

氷を加圧すると融解
氷を加圧すると融解
液相
液相

固相
固相

1気圧
1気圧

TT 臨界点
臨界点
蒸発曲線
蒸発曲線

AA

TT 三重点
三重点

気相
気相

アイススケートはなぜ滑るのかご存
知ですか? 実はアイススケートのエッ
ジの先では氷は融けているのです。融
けた水が潤滑油のような働きをするた
めに，滑るのです。
エッジは細いため，高い圧力が加わ
ります。そうすると，図のように固相
の A 点から液相の B 点の状態になりま
す。そのため，同じ温度でも氷は融け
るのです。

昇華曲線
昇華曲線
00

00

温度T
温度T

スケートのエッジには強い圧力
スケートのエッジには強い圧力 ⇒
⇒ 氷が融ける
氷が融ける

ペットボトルの知識
・・ 最初の用途は？
最初の用途は？
1974年米国で炭酸飲料用，日本1977年醤油容器
1974年米国で炭酸飲料用，日本1977年醤油容器

・・ 「ペット」とは？
「ペット」とは？
ポリエチレンテレフタレート(PET)のこと
ポリエチレンテレフタレート(PET)のこと

・・ 何からできてる？
何からできてる？
ポリエチレンテレフタレート
ポリエチレンテレフタレート

・・ どうやってつくる？
どうやってつくる？
後で説明
後で説明

さて，ペットボトルのことをお話し
しましょう。ペットボトルというのは，
和製英語です。英語では plastic bottle
と言います。使われ出したのは，1970
年代です。米国で清涼飲料水用に，日
本では醤油の容器として用いられたの
が始まりです。ペットというのは，ポ
リエチレンテレフタレート(PET)の頭
文字からとったものです。もちろん，
ペットボトルはポリエチレンテレフタ
レートからできています。

・・ 口が白いペットボトルは？
口が白いペットボトルは？
後で説明
後で説明
今度はペットボトルをオーブントー
スターに入れて加熱してみましょう。
PETボトルをオーブントースターに入れると
PETボトルをオーブントースターに入れると 段々細くなってきます。細くフニャッ
となってきてから，火バサミではさん
糸を引く
で取り出して下さい。取り出したら，
糸を引く
全体がだんだん白くなります。白くな
→
→ 繊維
繊維
ったのは，結晶になったからです。暖
ポリエステル
ポリエステル
かいお茶のペットボトルの口が白いの
をご存じでしょうか。あれは，口のと
ころが熱で縮まないように，予め加熱
して結晶化させたものです。また，一
部融けたところが，オーブントースタ
ーの枠にひっつくと糸を引きます。こ
の性質を利用して，繊維が作られます。
もともと PET はポリエステル繊維とし
白くなる
白くなる
て用いられていました。あまり，最近
←
← 結晶化
結晶化
は使われなくなりましたが，テトロン
という商標名を覚えている方も多いか
と思います。テトロンというのは，帝人と東レが共通ブランド名としてもので，帝人のテと東レのト
にナイロンのロンをつけたものだそうです。ちなみにナイロンの名前の由来ですが，諸説があるよう
ですが逆に読むと「農林」と読めるので，当時絹を生産していた日本の農林省に対抗するために付け
たという説もあります。
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ペットボトルのつくりかた
ペットボトルのつくりかた
ふくらませる
ふくらませる

冷ます
冷ます

熱い
熱い

PETボトルに熱湯を入れると

ペットボトルの実験のまとめ
ペットボトルの実験のまとめ

1.
1. 膨らませて，縮もうとした力を持ったまま固定
膨らませて，縮もうとした力を持ったまま固定
ガラス状態
ガラス状態

2.
2. 融かして，冷やすと結晶化
融かして，冷やすと結晶化
白いのは小さな結晶の粒
白いのは小さな結晶の粒
白い口は結晶化したもの
白い口は結晶化したもの

3.
3. 融かしたものは糸に引ける
融かしたものは糸に引ける
PET
PETはもともと繊維として使用
はもともと繊維として使用
ポリエステル
ポリエステル
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ペットボトルは図のように作ります。
まず，試験管のような管状のものをつ
くり，モールドの中に入れて熱します。
それを膨らませて，冷やしてから取り
出すのです。膨らました状態で，冷や
してしまったため，縮もうする力がは
たらいたまま固まっています。ですか
ら，加熱すると元に戻ろうとして細く
なるのです。このようにペットボトル
をつくるときには，加熱して膨らませ
ています。このときに，熱や膨らませ
るのにエネルギーを使っています。

さて，ここにあるペットボトルは薄
い水用のペットボトルです。これは，
他のペットボトルに比べて，薄くなっ
ています。これに熱湯を入れてみまし
ょう。どうでしょうか？お湯を入れた
ところが，少し縮んだことが分かるで
しょうか。

ペットボトルの実験についてまとめ
てみましょう。ペットボルトは膨らま
せて，縮もうとした力をもったまま固
定されたものです。このような状態を
「ガラス状態」といいます。次に，加
熱して冷やすと結晶化します。白いの
は結晶の粒です。温かい飲み物用のペ
ットボトルなどの白い口は，PET を結
晶化したものです。最後に，溶かした
PET ポトルは糸に引くことができます。
PET はもともと，ポリエステル繊維と
して使用されたものだったからです。
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液体窒素で冷やしたビニールボールを割ると
液体窒素で冷やしたビニールボールを割ると
ガラスのように割れる
ガラスのように割れる

さて，プラスチックであるペットボ
トルは「ガラス状態」であるといいま
した。透明で硬いプラスチックはガラ
ス状態にあります。ここにあるのはビ
ニールボールです。これはポリ塩化ビ
ニルというプラスチックからできてい
ます。ビニールは柔らかいのですが，
液体窒素で冷やすと固くなります。こ
れをポリ袋に入れて外から樹脂製のハ
ンマーで叩くと，ガラスのように粉々
に割れます。

ガラスについて説明することにしま
しょう。物体には気体，液体，固体が
あるといいました。固体の多くは，原
子が規則正しく並んだ結晶状態にあり
ます。ちょうど特急の指定席に人が並
んだことになぞらえることができます。
液体は，自由に動くことができます。
ちょうど駅での人の流れがこれに相当
します。ガラスというのは，液体が結
晶になるまもなく固まった状態です。
ちょうど満員電車に無理やり押し込め
られた乗客のような状態です。私は，
福井に来る前に，東京で会社勤めをし
ました。常磐線で通勤していましたが，
ものすごく混んでいて，倒れそうにな
っても，斜めの状態で次の駅まで行く
ような混み方でした。

ガラスとは？
ガラスとは？

ガラスの状態を図で説明しましょう。
先ほどの相図は，横軸温度で，縦軸圧
力でしたが，今度は体軸が体積の相図
体積
体積VV
で考えてみます。もちろん，圧力は一
透明なペットボトル
透明なペットボトル
･･･
･･･ ガラス状態
ガラス状態
液体窒素で冷やしたビニールボール
定です。液体を冷却していきますと，
液体窒素で冷やしたビニールボール
体積が収縮します。それが，融点と呼
ばれる温度になると，結晶に変わりま
液体
液体
ガラス転移
す。さらに温度をさげると，体積が縮
ガラス転移
んでいきます。液体をものすごく速く
1気圧
1気圧 ガラス状態
ガラス状態
冷却すると，融点で固体にならず，液
過冷却液体
過冷却液体
体のまま縮みます。ところが，ある程
度冷えると，固まって固体になります。
でも，急に冷やしたため，結晶の状態
結晶
結晶
に分子が並び変える時間がないので，
バラバラなまま固体になります。この
00
00
温度
T
ような状態をガラス状態といいます。
温度
T
ガラス転移点
ガラス転移点 融点
融点
普通のガラスやプラスチックなどの高
分子物質は，比較的ゆっくり冷やして
もガラス状態になりやすいのです。ビニールボールがガラスのように割れることを見せましたが，液
体窒素で冷やした状態は，この図でいうとまさに「ガラス状態」なのです。

ガラス転移
ガラス転移
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液体窒素で気体を冷やすとどうなるか？
液体窒素で気体を冷やすとどうなるか？
空気
空気
呼気
呼気
窒素
窒素
酸素
酸素
二酸化炭素
二酸化炭素

ペンシルバルーンの性質のひみつ
ペンシルバルーンの性質のひみつ

ゴムの中での小さなあばれんぼう
ゴムの中での小さなあばれんぼう

高分子のくさり
高分子のくさり
あみめのように
あみめのように

手をつないで暴れる子どもたち
手をつないで暴れる子どもたち
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さて，液体窒素で，空気，人の息，
窒素，酸素，二酸化炭素を冷やしてみ
ましょう。ポリ袋に，ゴムでふたをし
て，隙間から，ガスのスプレー缶で吹
き込み，液体窒素の中に入れるのです。
空気は，風船を膨らませるポンプなど
を用いましょう。呼気は息を吹きこむ
だけです。どのようになるでしょうか。
実験してみましょう。窒素は，液体窒
素になりますが，透明です。酸素は，
青い液体になります。二酸化炭素は，
ドライアイスになります。空気や息は
どうなるでしょうか。結果を見て考え
てみましょう。
さて，最初の方で示した，お湯をか
けると，おもりを吊るしたペンシルバ
ルーンが縮んでおもりが持ち上がるの
はなぜかを説明しましょう。

ペンシルバルーンは，ゴムからでき
ています。ゴムは，この図のように高
分子とよばれる，鎖状の分子が網目状
につながっています。分子は，最初の
方で述べたように，動きまわっていま
す。いわば，「小さなあばれんぼう」
ですね。高分子の鎖は「手をつないだ
小さなあばれんぼう」です。この小さ
なあばれんぼうは温度が高くなるとど
うなるのでしょうか。
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プラスチックの鎖を「高分子の鎖」
だと思ってください。これを床の上に
伸して置いて端を揺すると，縮みます。
このように，高分子鎖の両端は暴れま
わることによって，縮もうとするので
す。温度が高くなると，さらに激しく
動きまわるために，縮もうとする力が
強くなります。そのため，お湯をかけ
るとペンシルバルーンで吊るしたおも
りが持ち上がるのです。ちなみにプラ
スチックの鎖はポリエチレンという高
分子からできています。

プラスチックの鎖をゆらすと
プラスチックの鎖をゆらすと

さて，高分子という話が出たついで
に，子どもたちの好きな「スライム」
の不思議な性質をお見せしましょう。
スライムに棒（割った割り箸でよい）
を入れてゆっくり回すと，スライムは
棒を登ってきます。スライムをちぎっ
て，机におもいっきり叩きつけると，
弾みます。さらにスライムをゆっくり
コップから流すと，液体のように流れ
ます。流れ落ちるスライムをはさみで
切断すると，切断面が縮みます。さら
に，スライムを洗濯のりの容器を半分
に切って口から押し出すと，出た先が
丸く膨らみます。このように，スライ
ムは，不思議な性質をいくつも持って
いるのです。ですから，子どもたちに，
作って楽しませるだけではなく，この
ような実験をさせると，さらに物質の

子どもの好きなスライムの秘密
子どもの好きなスライムの秘密
1.
1. スライムに棒を入れて，棒を回すと？
スライムに棒を入れて，棒を回すと？
2.
2. スライムをちぎって机にたたきつけると？
スライムをちぎって机にたたきつけると？
3.
3. スライムをゆっくり，コップから流すと？
スライムをゆっくり，コップから流すと？
4.
4. スライムを洗濯糊の容器から押し出すと？
スライムを洗濯糊の容器から押し出すと？

不思議な性質を体験することができます。

スライムの作り方
スライムの作り方
(1)
(1)用意するもの
用意するもの
プラカップ（透明なもの），PVA（ポリビニルアルコール）洗濯のり，
プラカップ（透明なもの），PVA（ポリビニルアルコール）洗濯のり，
ほう砂(しゃ)の飽和水溶液（これ以上溶けない量を水に溶かしたもの），
ほう砂(しゃ)の飽和水溶液（これ以上溶けない量を水に溶かしたもの），
絵の具，水，わりばし
絵の具，水，わりばし
＊水にほう砂を入れてよくかき混ぜ，ほうしゃの粉が少し下に沈む
＊水にほう砂を入れてよくかき混ぜ，ほうしゃの粉が少し下に沈む
くらいにして，上の透明な部分を使ってください。たくさん使うと
くらいにして，上の透明な部分を使ってください。たくさん使うと
きは，ペットボトルにいれておくとよいでしょう。ほう砂は薬局で
きは，ペットボトルにいれておくとよいでしょう。ほう砂は薬局で
買ってください。ホウ酸と似た箱に入っていますので，間違わない
買ってください。ホウ酸と似た箱に入っていますので，間違わない
ようにしてください。
ようにしてください。
(2)
(2)つくり方
つくり方
①
①PVA洗濯範をプラカップの下から2
PVA洗濯範をプラカップの下から2cmくらい入れる
cmくらい入れる
②
②洗濯のりと同じ量の水をプラカップに入れて割りばしでよく
洗濯のりと同じ量の水をプラカップに入れて割りばしでよく
かき混ぜる。
かき混ぜる。
③
③絵の具をわりばしの先でほんの少しとって，洗濯のりと水を
絵の具をわりばしの先でほんの少しとって，洗濯のりと水を
混ぜた中にいれて絵の具の固まりが無くなるまでよくかき混
混ぜた中にいれて絵の具の固まりが無くなるまでよくかき混
ぜる。
ぜる。
④
④ほう砂の飽和水溶液をペットボトルのキャップに1杯程度入れ
ほう砂の飽和水溶液をペットボトルのキャップに1杯程度入れ
て，よくかきまぜる。
て，よくかきまぜる。
⑤
⑤全体が同じ固さになったらできあがり。
全体が同じ固さになったらできあがり。
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スライムの作り方を，このスライド
に書きましたので，参考にしてくださ
い。
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ゴムとスライムのちがい
ゴムとスライムのちがい

ほう砂
ほう砂
くっついたり，はなれたり
くっついたり，はなれたり

固定
固定

スライムの不思議な性質
スライムの不思議な性質
おしあげられる
おしあげられる

おし
しち
ちぢ
ぢめ
めら
られ
れる
る
お

スライムが棒を上るわけ
スライムが棒を上るわけ

棒を入れて，回すとスライムが引
き伸ばされて，巻きつけられたよう
な形になります。ゴムは，引き伸ば
すと横に縮みますが，伸ばされた方
向が縮むと，横に広がろうとする力
おしあげられる
おしあげられる が働きます。この力がスライムを押
し上げるのです。
しめ
めつ
つけ
けら
られ
れる
る
し

縮む→横に広がる
縮む→横に広がる

容器から出る時は，スライムは出口
で押し縮められています。ですから，
それに反発して伸びようとする力が働
きます。そのため，容器の口を出ると
き膨らむのです。

しめ
めつ
つけ
けら
られ
れる
る
し

ひろがる
ひろがる

スライムは，ゴムと同様に高分子か
らできています。洗濯糊を原料としま
す。洗濯糊はポリビニルアルコールと
いう高分子の水溶液です。スライムの
中では，鎖状の高分子は，ゆるくつな
がって網目状になっています。ゴムと
違い，力が加わると，つながっていた
分子は離れて網目が崩れます。ですか
ら，ゆっくり流すと粘っこい液体のよ
うに流れるのです。でも，短い時間で
はゴムのように縮もうとします。です
から，机に叩きつけると弾むのです。

引き伸ばす→横に縮む
引き伸ばす→横に縮む

おわりに（スライドなし）
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12. おわりに
5 時間にわたって，熱とエネルギーをテーマに講義をしてきました。受講者の皆様の授業で参考にな
ることはありましたでしょうか。身近なテーマをできるだけたくさんとり入れることと，授業でもで
きる実験をできるだけたくさん紹介するように努めました。参加者自身でやる実験が少なかったこと
にご不満の向きもあるかと思いますが，少しでも授業の参考になれば幸いです。
これから，テストを行ないます。今日お話したことの中から何でも結構ですのでご自身の授業に取
り入れた指導案を書いていただきたいと思います。併せて，授業の感想のようなものも書いていただ
きます。理科などの授業を担当していないために，指導案を書けない方は，ご自身が担当しておられ
る児童・生徒に対する解説文でも結構です。時間は 1 時間ですが，書けない場合は多少の延長を認め
ます。
さて，このようにテスト問題を講義する前に提示するということは，異例かもしれません。でも，
講義の内容を自分ならばどのように教えるかを意識しながら受講してほしかったので，問題を最初に
提示しました。これからも，いろいろな研修で講義を聞いたり，本を読んで学んだりすることが多い
かと思います。その際は，是非とも自分ならばどうするか，どのように教えるかを考えて学ぶように
するとよいかと思います。今回の内容は盛りだくさんで，消化不良の面もあったかと思います。説明
を詳しく書きましたので，必要に応じてこの資料をお目通しいただければと思います。
この講義では，生活に身近なものが物理現象がつながっていることを強調したつもりです。いろい
ろなことを結びつけながら学ぶことによって，学校で学んだことも本当に社会に出て役に立つものに
なると思います。ご自分の授業でも是非ともいろいろな知識のつながりを意識しながら授業をして，
児童・生徒が学校の勉強というのは社会に出てから役に立つものだということを意識するようにして
ほしいと思っております。
最後に，ご質問やご意見などありましたら以下のアドレスまでメールでお願いします。
kuzuu@u-fukui.ac.jp
受講ありがとうございました。
以上
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平成 24 年度教員免許状更新講習
「身近な熱とエネルギー」実験集
福井大学 葛生 伸
kuzuu@u-fukui.ac.jp
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実験 52 スーパーボールスライム ･･･････････････････････････････････････････････ 15
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実験 1 ペンシルバルーンを使った実験
用意するもの： ペンシルバルーン，水を満たした 500 mL のペットボ
トル（おもりとして使用），スタンド（高さ 90 cm 程
度）または三脚，熱湯，ポリビーカー（湯を注ぐため
のもの）またはヤカン，ポリバケツまたは 2 L 程度の
ポリビーカーなど（お湯を受けるもの）
実験方法:
1) 図のように，ペンシルバルーンの 3～4 cm のところを両手でつま
む。急に引っ張り，唇の下に当てて，温度変化を知る。つぎに，
つまんだペンシルバルーンを伸ばしておいて，しばらくしてから，
急に縮めてから，唇の下に当てる。
2) 水を満たしたペットボトルをスタンドまたは三脚につり下げる。
下に，お湯を受けるバケツなどを於いて，ペンシルバルーンに上
の方からお湯をかける。
注意: ペンシルバルーンは吊るしているとだんだん伸びてくる。
伸びきってからの方がよく縮む。
家庭でやる場合は，コーヒーの空き瓶に水を満たし，台所の
水道の蛇口につるして実験するとよい。
実験 2 ボトル缶に被せた風船を膨らませる
用意するもの: 350 mL のボトル缶，風船，火ばさみ，卓上ガスコンロ
実験方法: ボトル缶に予め何回かふくらませて柔くした風船を被せ，火
ばさみでボトル缶をもち，ガスコンロで加熱する。
注意：加熱をやめたときに，風船が縮みすぎてボトル缶がつぶれることが
ある。加熱しすぎると風船が破れることがある。
実験 3 気体の膨張
用意するもの: 気体の法則実験器（市販品）
，氷水とそ
れを入れる容器，鍋，コンロまたは IH，
温度計
実験方法： 気体の法則実験器の浣腸器にゴム線をして，
空気を適量いれて, 氷水にいれ，体積が一
定になってから，体積目盛りを読み取る。
さらに，お湯の中にいれて，膨張するのを確かめ，膨張がとまってから，温度と体
積を計る。
体積の温度依存性を計る場合は，お湯の温度をいろいろ変えて体積の温度依存性
を求める。
浣腸器の体積を一定として，圧力計をつける。体積を変えて，圧力の体積依存性
を求めることができる。
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実験 4 コルク栓飛ばし
用意するもの: 試験管，コルク栓，試験管立，試験管ばさみ，卓上ガス
コンロまたはガスバーナーまたはアルコールランプ
実験方法: 試験管に 10～15 mm 程度の高さに鳴る程度の水を入れて，コ
ルク栓を強く押し込む。試験管ばさみで試験管を持ち，斜めに
して火であぶって沸騰させ，コルク栓を飛ばす。
注意: コルク栓は人のいる方に飛ばさないように注意すること。飛ぶ方向
に人がいると，お湯が飛び出してやけどをするおそれもあるので注
意すること。
コルク栓は水で濡らして強く押し込まないと蒸気がもれてうまく飛ばない。
実験 5 ドライアイスをペットボトルにいれて風船を被せる実験
用意するもの： 500 mL のペットボトル，ドライアイス，発砲スチロールケ
ース（ドライアイス保管用）アイスピック，風船
実験方法: ドライアイスをアイスピックで細かく砕き，ポットボトルにいれ
る。風船を被せて，膨らむまで放置する。
注意: ドライアイスを入れたポットボトルには，絶対ふたをしないこと。爆
発する危険がある。爆発で，破片が目に入り失明することもある。
実験 6 空き缶つぶし
用意するもの： 350 mL アルミ缶（ビールまたは
炭酸飲料のもの，スチール缶不可），
火バサミ，水槽，卓上コンロ
実験方法: アルミ缶に水を少量（1 mL 以下程度）
入れ，火バサミで持って卓上コンロの
火であぶる。激しく沸騰する音がして，
口から蒸気がでてきたら水を満たした
水槽に口の方から素早くつける。勢い
よくつぶれる。
注意: 水の量が適当でないと，うまくつぶれない。試行錯誤を繰り返して，条件を見つけるこ
と。火バサミで，アルミ缶をつかむときは，水の中に入れる場合を考えてつかむとよい。
実験 6′ 空き缶つぶし（別の方法）
アルミ缶つぶしには，別の方法もあります。
1) ガムテープを使う方法
アルミ缶に少量の水を入れて，よく沸騰したうえで，軍手を二重にしてガムテープで飲
み口を塞いで，水の中にいれるか水をかける。
2) ガムテープで塞ぐかわりに缶の上側にゴムシートを載せる。
3) ボトル缶に少量の水を入れて沸騰させ，アルミ缶の蓋をして水の中にいれるか，水をか
ける。
＊これらの方法では，水に入れずそのまま放置しても空き缶は潰れる。
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実験 7 再沸騰の実験
用意するもの： 簡易真空容器，電気ポットのお湯
実験方法: 簡易真空ポンプに 7 分目程度ポットのお湯を入れ
る。蓋をして，ポンプで空気を排気すると，沸騰
を始める。しばらく置くと，蒸気が満たされるの
で沸騰がやむが，再びポンプで排気すると沸騰を
はじめる。
実験 8 空気の実験ビンを用いた実験
用意するもの：空気の実験ビン，圧力計付き空気入れ
実験方法: 空気の実験ビンに 7 割程度水を入れて，空気入れバルブ付きの
栓を閉める。空気入れで，5 気圧程度空気を入れる。固くなっ
ていることを確かめる。空気を水に溶かすために，よく振る。
蓋を開ける。このとき，口のところから冷たくなる。もう一度
蓋を閉めて，よく振ってから再び蓋を開ける。全体に小さな泡
が出て白く濁る。
注意: 空気は 5 気圧以上入れないこと。
実験 9 火起こし実験
用意するもの: 火起こしセット（まいきり式），火だね
実験方法: 室内でやる場合は，下にシートなどを置く。ひきり板の下に
ティッシュを 2~3 枚敷いてください。ひきり板の V 型に切り
込みが入ったところにおがくずを少しおくとよい。ひきり板
の凹んだところにまいきり式の先端部分を当てて勢い良く
回転を繰り返す。最初はゆっくり動かし，だんだん速く回し
ていく。V 型のくぼみのところから焦げ茶色の粉が落ちてくる。粉が十分溜まった
ら，お菓子の空き缶などの蓋の上にティッシュごと乗せて息を吹きかける。息をふ
きかけたところが赤くなる。この火種をティッシュに移して火を起こすことができ
る。
注意: 消火用の水などを用意しておくこと。火起こしセットは，2,000 円位の手頃なものと 10,000
円近くする効果なものがある。後者は，まいきり式のひきり板（臼板）やまいきり式の
先端部分（摩擦棒）が交換できるために，授業などで毎年使うためには，経済できです。
手頃な価格のものは，一回限りのイベントなどで使うのによいでしょう。
実験 10 火打石で火起こし（参考）
用意するもの: 火打石セット（4,000 円位でネット販売で入手できます）
実験方法: 左手に火口を載せた火打石，右手に火打鎌（火打金）を持つ。
火打鎌を火打石に打ち付けで火口に火をつける。火口に火花が
飛んで着火したところにふうふう吹きながらつけ木に着火する。
注意: 火打石の破片が飛ぶのでゴーグルを着用のこと。火花は最初は中々
出ない。火打石の販売元が動画で使用方法を公開している。
参考 URL: http://www.d3.dion.ne.jp/~makiuchi/
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実験 11 消せるボールペン
用意するもの: 消せるボールペン（摩擦熱で消えるタイプ）
，紙，ヘアドラ
イヤー
実験方法: 消せるボールペンで紙に文字や図形を書く。書いた文字や図形を
ヘアドライヤー（Hot の状態）で書いたものが消えるまで炙る。
実験 12 感熱紙
用意するもの: 感熱紙，ヘアドライヤー
実験方法: 感熱紙をヘアドライヤー（Hot の状態）で黒くなるまで炙る。
感熱紙の黒くなる方の表面を 10 円玉でこすり，文字や絵を書
く。
実験 13 シャー芯に電流を流す実験
用意するもの: シャープペンの芯，エジソン電球実験器，アルミ箔，ミノム
シクリップ付きリード線，単巻き式トランス（ボルトスライ
ダー［スライダック］）
実験方法: シャープペンの両側にアルミホイルを巻く。エジソン電球実験器
のクリップでアルミホイルを巻いたシャープペンの芯を挟む。
単巻き式トランスの電圧を 0 にする（目盛りがずれていること
があるので，反時計回りいっぱいに回しておく）。単巻き式トラ
ンスとリードでつなぐ，少しずつ電圧を上げてシャープペンの
芯が赤くなるのを確認する。
注意: 長時間電流を流すとシャープペンの芯が燃えてなくなる。ビーカーを逆さまにしてかぶ
せ，中にちっ素ガスを入れると燃えにくくなり，長く光らせることができる。
実験 14 電磁調理器で電球をつける
用意するもの: 豆電球（3.8 V 用），IH 電磁調理器，豆電球用ソケッ
ト，ステンレス製マグカップ
実験方法: 豆電球用ソケットのリード線をループ状に結ぶ，ステンレ
ス製マグカップに水をあれて電磁調理器の真ん中に乗せ
る，豆電球のループをマグカップを囲むようにのせる。
電磁調理器の電源を入れる。火力を調整して電球の明る
さが変わることを確かめる。
注意: 電磁調理器によって，安全装置が違うのであらかじめ確かめること。
実験 15 IH でアルミ箔を飛ばす
用意するもの: IH 電磁調理器，弁当用アルミカップ
実験方法: アルミカップを平板状にして，電磁調理器の真ん中に
おく。電磁調理器のスイッチを入れると，アルミカ
ップがはじき飛ばされる。
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実験 16 IH でアルミドーナッツを浮上させる
用意するもの: IH 電磁調理器，ステンレス製マグカップ マグカ
ップを囲むようにドーナツ型に切ったアルミ箔
実験方法: IH に水を少量入れたステンレス製マグカップを置く。
マグカップをのまわりにドーナツ型に切ったアルミ
箔を置く。IH のスイッチを入れてアルミドーナッツ
を浮上させる。
実験 17 発電原理説明器
用意するもの: 発電原理説明器（市販品）
実験方法: コイルの中にアクリルバイブを入れ，両側を O リングで止
める。アクリルパイプの中に磁石をいれ，パイプの両端に
ゴム栓をする。ゴム線が飛ばないように発電原理説明を振
って磁石を往復させる。磁石の往復にしたがって，赤と緑
の LED が点灯する。
注意: ゴム栓が飛ぶことがあるので，押さえながら振る。
実験 18 IH でお湯を沸かす
用意するもの: 電磁調理器，ステンレス製の鍋またはやかん
またはマグカップ
実験方法: 鍋またはやかんに水をいれて電磁調理器でわか
すだけ。
注意: 実験というほどのことではないが，原理を説明するとき，実演した方がよいので，
実験の中に加えた。
実験 19 使い捨てカイロを作ろう
用意するもの: 活性炭（顆粒状のもの）10 g またはバーミキュライト（園芸用保湿材）5
ｇ，鉄粉（試薬），5%食塩水，ファスナー付きポリ袋，ティッシュ
実験方法: 右図に示す
注意: イベントなどでやる場合は，食
塩水は弁当用のタレビン(ポリ
エチレン製)に入れて分けてお
くとよい。
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実験 20 スチールウールを燃やす
用意するもの: スチールウール，卓上ガスコンロ（ガスバーナーでも
よい），ピンセット
実験方法: スチールウールを少量ちぎり，ビンセットでガスの火にか
ざすと燃焼する。
実験 21 油を用いた照明
用意するもの: 蒸発皿，油（サラダオイルなど），タコ糸
実験方法: 蒸発皿に 7 分目程度油を入れる。タコ糸を 3~4 cm に切った
ものを油で濡らし，3 本程度束ねる。タコ糸の一方を油の中，
一方を蒸発皿の縁よりも外に出して火をつける。束ねるタコ
糸の本数を変えて，炎の大きさの違いを調べる。
注意： 油は菜種油が入手できればよい。江戸時代に主用いられていたのは菜種油だから
である。
実験 22 ツナ缶ランプ
用意するもの: オイルが入っているツナ缶（シーチキン）。木綿の紐（タコ糸を束ねたもの
でもよい）。釘，カナヅチ，皿
実験方法: ツナ缶の上面真ん中に釘で穴を開ける。木綿紐を 2 つに折って穴の中に紐が底
まで届き，上部が 5 mm 位でるように釘で押しこむ。ツナ缶を皿の上に乗せる。
木綿紐が油で濡れたら火をつける。
注意： これは，非常時にろうそく代わりに使うことができます（おおよそ 2 時間程度）。
灯りとして使用したあとは，缶詰の中身を食べることができます。
実験 23 マントルのはたらき
用意するもの: マントル，卓上ガスコンロ（ガスバーナーでもよい），
ピンセット
実験方法: マントルをガスバーナーの炎にかざして燃やす。燃えおわ
ったものをガスバーナーの炎の中に入れる。炎であぶられ
た部分が明るくなる。
実験 24 アーク放電の実験
用意するもの: 備長炭，シャープペンの芯，アルミホイル，単一
乾電池 6 本，2 本入れ電池ホルダー3 個，ミノムシ
クリップ付きリード線 4 本，木の板（備長炭固定用）
実験方法: 備長炭をミノムシクリップで挟める程度の大きさにす
る。リード線の一端のミノムシクリップで挟み，板の
上にガムテープなどで固定する。直列につないだ 6 本の乾電池のマイナス側に
備長炭につけたリード線の一方のミノムシクリップをつなぐ。シャープペンの
芯にアルミホイルを膜は，別のリード線のミノムシクリップで挟む。シャープ
ペンの芯につないだリード線を直列につないだ電池のプラスがわにつなぐ。備
長炭にシャープペンの芯をくっつけてから，わずかに離すと放電する。
注意: 目を痛めるので放電の様子を長時間見つめないように。
8 / 15

実験 25 エジソン電球
用意するもの: シャープペンの芯，エジソン電球実験器，アルミ箔，ミノムシクリップ付きリ
ード線，単巻き式トランス（ボルトスライダー［スライダック］
），窒素ガス（ス
プレー式）
実験方法: シャープペンの両側にアルミホイルを巻く。エジソン電球実験器のクリップでアル
ミホイルを巻いたシャープペンの芯を挟む，単巻き式トランスの電圧を 0 にする（目
盛りがずれていることがあるので，反時計回りいっぱいに回しておく。
＜以上まで実験 13 と同じ＞
シャープペンの芯の部分にビーカーを逆さまに被せる。下から，窒素スプレーにノ
ズルをつけてガスを十分入れる。単巻き式トランスとリードでつなぐ，少しずつ電
圧を上げてシャープペンの芯が赤くなるのを確認する。
注意: 窒素ガスを入れないでも発熱・発光するが，芯がすぐに燃えてしまう。
実験 26 分光カード
用意するもの: 分光シート，名刺用カード，φ6 mm ポンチ，ビニールパッチ（とじ穴補強用シ
ール）
実験方法: 名刺カードの真ん中をポンチを樹脂ハンマーでたたいて穴を開ける（事務用の穴開
け器ではしに穴を開けてもよい）。分光シートを適当な 8 mm 角位に切る。名刺カ
ードの穴にビニールパッチで切った分光シートを貼り付ける。分光カードの穴を通
じて，いろいろな光を観察する。
注意: 光を観察するとき，長時間見ると目を痛めるので注意すること。
実験 27 ナトリウムランプと水銀ランプ
用意するもの: 線スペクトル光源装置，水銀ランプ，ナトリウムランプ，分光カード
実験方法: 水銀ランプ，ナトリウムランプを電源装置につけて，点灯する。分光カードで観察
する。
注意: 目を痛めるので長時間見ないように。特に水銀ランプは注意のこと。
実験 28 ナトリウムの炎色反応
用意するもの: 飽和食塩水，卓上ガスコンロ，ピンセット，ステンレス金網（なければスチー
ルウールで代用可），分光カード
実験方法: 炎色反応用ステンレス金網またはスチールウールをピンセットで持ち，飽和食塩水
につけて炎の中に入れる。炎がどのような色になるか分光カードで観察する。
実験 29 蛍光灯の原理
用意するもの: 蛍光検査灯またはブラックライト，名刺カード，
蛍光ペン
実験方法: 名刺カードに蛍光ペンで字や絵を書く。部屋を暗く
して，ブラックライトをあてて観察する。
注意: 目を痛めるのでブラックライトの光を長時間見ないよう
に。
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実験 30 三色 LED
用意するもの: フルカラーLED，単一乾電池 2 本，単一 2 本用電池ケース，ミノムシクリップ
付きリード線 2 本，分光カード
実験方法: 白いリード線を電池のマイナスにつなぐ。プラス側にそれぞれの色のリード線を適
宜つなぎ，どのような色になるかを観察する。それぞれの色を分光カードで観察す
る。
注意: LED につなぐ電極のプラスとマイナスを間違わないように。白がマイナス，各色がプラ
ス。
実験 31 40W 相当の白熱電球，蛍光灯，LED の比較
用意するもの: スイッチ付き電球ソケット（口金サイズ 26E）3 個，40 W 相当の白熱電球（シ
リカ電球［管球が透明でないもの］），電球型蛍光ランプ，電球型 LED，感熱紙，
分光カード
実験方法: それぞれのランプをソケットにいれて点灯する。それぞれの光を分光カードで観察
する。しばらく経ってから，それぞれの管球に感熱紙を当て，黒くなるかどうか観
察する。このとき，直接管球に手をふれないように注意する。蛍光灯，LED は触っ
て発熱の様子をみる。
注意: 白熱電球は触るとやけどをするので，注意すること。児童・生徒がする場合は，軍手
をはめて電球に感熱紙を当てるとよい。
実験 32 有機 EL
用意するもの: 有機 EL デモ器，分光カード
実験方法: 有機 EL を点灯して，分光カードで観察する。
実験 33 スターリングエンジン
用意するもの: スターリングエンジン（シリンダー，ピストンと回転板が
ついた形のもの），プラコップ，熱湯，ドライアイス，ア
イスピック，ヘアドライヤー
実験方法: 湯を入れたコップの上にスターリングエンジンを置く。しばら
くすると回転を始める。コップの上からとりだし，机の上に
置き，ドライアイスを砕いたものを黒い部分に乗せても，回
転できる。ドライアイスの上に直接置いても回転する。上面
の黒い部分をヘアドライヤーで暖めても，回転する。要する
に，上面の黒い部分と下の部分に温度差ができれば回転する。

湯

注意: ドライアイスを直接手でさわらないように。凍傷になるおそれがある。
ドライアイスを砕くとき，アイスピックで手をけがする危険があるの
で注意すること。
実験 34 平和鳥
用意するもの: 平和鳥，プラコップ，水
実験方法: 平和鳥の頭が下がったときにくちばしが水につくようにコップに
水を入れる。頭のフェルト部分を水で濡らす。頭が下がったとき
にくちばしがコップに入る位置に平和鳥を置く。
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水

実験 35 圧縮発火
用意するもの: 圧縮発火実験器，ティッシュぺーパー
実験方法: ティッシュぺーパーを少量（1 cm2 程度）ちぎって，圧縮発火器の
ガラス管の底に入れる。外側の金属部分を被せ，ピストン差し込
み，口金のねじを締める。下部を机の上に置き，思い切り勢いよ
く押し込む。
注意: ガラスが割れると思い，こわごわやると発火しない。思い切り速く，力
強く押し込むこと。
実験 36 断熱膨張
用意するもの: 空気の重さ測定実験器（スプレー缶，ノズル用レギュレー
ター［ビニール管付］，自転車用空気入れ）
実験方法: スプレー缶に空気を挿入する（3 kg/cm2 位）。スプレー缶のノ
ズルをつけて，手や腕に吹きかける。温度低下を体感する。
人体用のスプレーをかけてみても体感できる。
注意: 市販のスプレーを近くで強くかけ過ぎると凍傷になることもある
ので注意すること。
実験 37 モーターの原理（磁石で実験）
用意するもの: 棒磁石（余り強くない小型のもの，長さ 5～7
cm2 程度）2 個，たこ糸，スタンドまたは三
脚
実験方法: 棒磁石を水平になるように，真ん中をたこ糸でつ
るす。もう一つの棒磁石で反発力を利用してつる
した棒磁石を一方向に回転させる。
注意: 磁石が強すぎるとうまくまわらない。文具店で教材用
に売っているものを用いた。
実験 38 モーターを電気的につないで回す実験
用意するもの: 台付きモーター（ソーラーモータータイ
プ）2 個
実験方法: 台付きモーターにプロペラをつけ，二つのモ
ーターのリード線をつなぐ。片方のモーター
を手で回す。もう一棒のモーターも回転する。
注意: モーターは低電圧タイプのもの（ソーラーモーター）を使わないとうまくいかない。
実験 39 発電実験 (水力発電，火力発電)
用意するもの: 発電実験器，携帯ガスコンロ，洗浄ビン（500
mL）
実験方法: 発電原理説明器を組み立てる。説明書にしたが
って，実験する。水力発電は説明書通り，水道
につないでもよいが，洗浄ビンで水を拭きかけ
てもよい。
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実験 40 手回し発電器を用いたつりゲーム
用意するもの: 手回し発電器，電磁石（5 寸釘にエナメル線
を巻いたもの），園芸用竿（プラスチックの
緑の棒），結束バンド，大型ゼムクリップ
実験方法: 図のように竿に電線結束バンドで手回し発電器
をとりつけ，先端に電磁石をつくる。魚の絵な
どにクリップをとりつけ，手回し発電器を回し
ながら魚釣りを行う。
注意: 発電器を回しながら，先端を固定するのはかなり難しい。小学生のゲームとしておもし
ろい。イベントなどでは，ビニールプールに魚を入れておき，くじ引きにも使うとおも
しろい。
実験 41 ペルチェ素子による発電実験
用意するもの: ベルチェ素子（耐湿タイプ，40 mm 角），プ
ロベラ付きモーター（ソーラーモータータイ
プ），電子オルゴール，ドライアイス，ヘア
ドライヤー

冷却

加熱

実験方法: 図のようにプロベラ付きモーターをペルチェ素
子をつなぐ。片側をヘアドライヤーであたためたり，ドライアイスで冷やしたりす
るとモーターが動く。耐湿タイプなので氷なども使用できる。モーターの代わりに
オルゴールを用いてもよい。
実験 42 余熱調理の実験
用意するもの: カップ麺の空き容器，卵（冷蔵庫で冷やしていないもの），
アルミ箔，温度計
実験方法: カップ麺の空き容器に熱湯を入れる。卵を入れて，アルミホ
イルで蓋をして 20 分待つ。温度を測る。卵は温泉卵になっ
ている。
実験 43 LED を使った発電実験
用意するもの: 赤色 LED 2 個，懐中電灯，電池，電
子オルゴール
実験方法: 電子オルゴールと LED のプラス同士，マ
イナス同士をつなぐ。LED に懐中電灯ま
たは別の LED の光を照射する。オルゴー
ルが鳴るのを確かめる。
注意: LED を照射する場合，同じ色の LED を用いな
いとオルゴールは鳴らない。
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実験 44 ドライアイスの液化実験
用意するもの: ビニールホース，バイス（万力，小
さめのもの），ドライアイス，アイ
スピック
実験方法: ビニールホースを 15 cm 程度に切り，ド
ライアイスを細かく砕いて中心部につ
める。ビニールホースの両端をバイスで
縛る。しばらく経つとビニールホースが若干膨らみ，ドライアイスが液化する。液
化した状態で，バイスを開くと再びドライアイスは固体になる。液化した状態で放
っておくと，ビニールパイプは破裂する。
注意: ビニールパイプが破裂するときには，破片が飛ぶことがあるので離れているように。
実験 45 ペットボトルの加熱実験
用意するもの: ペットボトル，火ばさみ，オーブントース
ター
実験方法: ラベルをはがしてキャップをとったオーブンペ
ットボトルをオーブントースターに入れて加
熱する。細くなり，フニャッとなったら火ばさ
みで挟み取り出す。十分加熱してあれば，取り
出した後，白くなる（結晶かするため）
。また，
取り出すとき一部がオーブントースターの網に絡むと糸を引く。
注意: 早く取り出すとうまくいかないので注意すること。薄手の飲料水用のペットボトル（い
ろはす，クリスタルガイザーなど）では，うまくいかない。
実験 46 ペットボトルを湯に入れる
用意するもの: 薄手のペットボトル（いろはす，クリスタルガイザ
ーなどの飲料水用），お湯が沸騰している加熱中の
鍋またはやかん。
実験方法: 沸騰している湯の中にからにして，ふたをとった薄手の
ペットボトルをいれる。熱湯に入った部分が縮む。
注意： 中に熱湯を入れてもよい。
実験 47 液体窒素で冷やしたビニールボールを割る
用意するもの: ビニールボール，火ばさみ，ペットボトル，液体窒素，発泡
スチロールケース，透明ポリ袋，樹脂製ハンマー
実験方法: 発泡スチロールケースに液体窒素を入れておく。液体窒素の中に
ビニールボールを火ばさみで挟み入れる。充分冷やしてから取り
出し，透明ぼり袋にいれて，口を縛る。ポリ袋の上から樹脂製ハンマーでたたく。
ガラスのように粉々に割れる。
注意： ポリ袋にいれてたたくのは，安全のためと後の掃除が楽だからである。
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実験 48 ガスの液化
用意するもの: ガスのスプレー缶（窒素，酸素，二酸化炭素），火ばさみ，液体窒素，発泡スチ
ロールケース，透明ポリ袋
実験方法: 発泡スチロールケースに液体窒素を入れておく。透明ポリ袋にそれぞれのガスを輪
ゴムで口を縛っていれ，ふくらませる。液体窒素の中にその袋をいれ，完全に縮む
までまつ。その中にできた液体または固体を観察する。
注意： ガスによっては色がつくものがあるのでよく観察すること。
実験 49 高分子鎖の張力のシミュレーション
用意するもの: ブラスチック製の鎖（1 m 程度）
実験方法: 鎖を床の上に伸ばしておき，一方の端を長さ方向に垂直に床面内で揺さぶる。鎖は
暴れ回って縮む。
実験 50 スライム作り
用意するもの: プラカップ（透明なもの），PVA（ポリビニルアルコール）洗濯のり，ほう砂の
飽和水溶液（これ以上溶けない量を水に溶かしたもの），絵の具，水，わりばし
実験方法:
① PVA 洗濯範をプラカップの下から 2 cm くらい入れる。
② 洗濯のりと同じ量の水をプラカップに入れて割りばしでよくかき混ぜる。
③ 絵の具をわりばしの先でほんの少しとって，洗濯のりと水を混ぜた中にいれて絵の具の
固まりが無くなるまでよくかき混ぜる。
④ ほう砂の飽和水溶液をペットボトルのキャップに 1 杯程度入れて，よくかきまぜる。
⑤ 全体が同じ固さになったらできあがり。
注意: ほう砂は薬局で買ってください。ホウ酸と似た箱に入っていますので，間違わないよう
にしてください。ほう砂は「ほうしゃ」とよみます。よく間違えて「ほうさ」という人
がいますが，購入するときにホウ酸と間違えられるおそれがあります。注意してくださ
い。スライムようの PVA 洗濯のりを教材業者から入手できます。750 mL，200 円程度
です。市販の洗濯糊よの倍位の値段がしますが，通常のスライムに
はこちらの方が適しています。
スライムの始末の仕方：スライムは食塩をかけると，水分が出てかたまり
ます。それを不燃ゴミにだして始末できます。また，酢をかけると
さらさらになります。それを流しでながして始末することができま
す。
実験 51 スライムの不思議な性質
用意するもの: スライム（前項で作ったもの），割り箸またはガラス棒，PVA
洗濯糊の容器の底を切り取ったもの。
実験方法: スライムにはしを入れて回してください。図のように棒を昇ってきます。コップか
らゆっくり流すと流れます。ちぎって机にたたきつけると弾みます。洗濯糊の容器
の底をきりとり，スライムを口から押し出すとブドウのように膨らみます。
注意: スライムの堅さによってはうまくいかない場合もあります。市販の洗濯糊よりも，スラ
イムようの PVA を使用した方がうまく来る。
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実験 52 スーパーボールスライム
用意するもの: プラカップ（透明なもの），PVA（ポリビニルアルコール）洗濯のり，ほう砂の
飽和水溶液（これ以上溶けない量を水に溶かしたもの），絵の具，飽和食塩水，
わりばし
実験方法:
① PVA 洗濯のりをプラカップの下から 2 cm くらい入れる。
② 絵の具をわりばしの先で少しとって，洗濯のりの中にいれて絵の具の固まりが無くなる
までよくかき混ぜる。
注意: 絵具の量はスライムのときよりも少し多めでよい。飽和食塩水を入れた後では，
混ぜられないので注意すること。
③ 洗濯のりと同じ量の飽和食塩水をプラカップに入れて割りばしでよくかき混ぜる。
④ ほう砂の飽和水溶液をペットボトルのキャップに 1 杯程度入れて，よくかきまぜる。
⑤ かたまりができて，水のような液体とわかれて，かたまりができるので，割り箸のまわ
りに巻きつける。
⑥ わりばしに巻きつけたものを取り出し，ダンゴをこねるように丸める。
注意: まわりが濡れるので，雑巾かタオルを用意して，バケツなどで受けながらやるとよい。
ある程度乾いてきた方がよく弾む。
以上
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