「生活の中の熱とエネルギー」コラム集

平成 26 年度教員免許状更新講習 コラム集
福井大学大学院工学研究科 葛生 伸
kuzuu@u-fukui.ac.jp
平成 21 年度から開講している教員免許状更新講習「身近な熱とエネルギー」は，ご要望を反映
して毎年少しずつ改善してきました。説明のご要望があれば，できるだけ加えるようにしてきま
した。一方，説明を加えたためにわかりにくくなったというご意見もいただきました。
この講習は多様なバックグラウンドをもった先生方に受講していただております。中高の理科
の教員免許状を持たない小学校の先生方はもとより，高等学校の国語，地歴，英語など多様な教
科の先生方にも受講いただきました。そこで，ある程度専門的な内容については，平成 25 年度か
ら別冊のコラム集に書いて興味のある方に読んでいただくということにしました。
さらに，授業での余談などのネタになりそうなことも書いてみました。内容的には，難しいこ
とも易しいことも混在しています。これから，毎年少しずつ改善していきたいと思います。改善
点やご要望などを頂ければ幸いです。
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コラム 1： この講習をはじめた理由
私が大学の教師になったのは平成 8 年（1996 年）40 歳のときでした。それまでは，会社勤めを
していました。小学校 1 年生の頃から漠然と自然科学者になりたいと思っていました。最初は化
学に興味がありました。覚えることが苦手だった私は，化学を諦め大学では物理を選びました。
高校 2 年生の中頃まで，家で学習をする習慣のなかった私は，受験勉強の時に，机に向かう習慣
をつけ，なんとか大学に入学できました。でも，大学の授業についていけませんでした。講義を
聞いても理解できず，教科書を読んでも理解できなかったのです。そこで，1 年生が終わった春休
みから物理の教科書の数式をたよりに自習をはじめました。もう一人の自分に語りかけるような
つもりで，頭の中で説明しながら，式を全て計算しながら学んでいきました。そうしたら，物理
が面白いようにわかりだしたのです。試しに，同級生や，後輩に説明しました。聞き手が理解し
てくれるとこちらもやる気がでてきます。ときには，大学で学んだことも家庭教師で高校生にわ
かるレベルになおして話したりしました。
このような活動を通じて，教えることに興味をもったのです。そこで，研究者としてではなく，
教師として大学教員になりいと思うようになりました。そこで，大学院に進学して（もともと研究
者志望だったので，小学生の頃から大学院に行きたいと思っていましたが）博士号をとることを目指しまし
た。物理の学生でしたが，化学に近い高分子物理を専攻しました。大学院生ときには，高分子の
若手の研究会で化学系の人たち（主に工学部）とも交流する機会にも恵まれました。博士論文のめ
どがたったとき，どうしようか迷いました。当時大学に就職することは非常に難しかったのです
（教授，助教授，助手ともに多くの先生が 40 代でした）
。そこで，高校教員になることも考えました。で
も，このまま教師になっても世間知らずになるにではないか（受講者の先生方が世間知らずと思ってい
たわけでは，決してありません。私が，社会性にかけていると思っていたからです。念のため）と思って 40 歳
くらいまで会社勤めをしてから，私立高校の教員になろうと思いました。もともと化学をやりた
かったので，化学会社に入ろうと思い，恩師の紹介で就職しました。最初の 2 年間研究所にいま
した。化学を学んでいなかったので，工業高校卒の優秀な人についていけませんでした。その後，
関連会社に出向となりました。出向前に 50 人程いた従業員も出向先の親会社の研究所での 3 ヶ月
の研修から帰ってくると十数人に減っていました。業績が悪く，親会社がなければとっくに潰れ
ているような状態でした。そこでの仕事については，まるきり素人でした。教科書もありません。
研究所にいる時と違い，工場で検査をしながら，クレーム処理や開発品の評価などをするのが仕
事でした。実験や検査の設備も人も足りないから外部に装置や知恵を借りに行くよう状態でした。
そこで，実験したことや面談で仕入れた情報をこまめに報告書に書くことにしました。さらに，
様々な立場の人に説明をする必要に迫られました。そのなかで，仕事に関わる内容を学んでいき
ました。様々なバックグランド，学歴の人と話をしなければならないので，根本に帰って理解し
て，説明しなければなりませんでした。そのとき，学生時代にやっていた，
「アウトプットしなが
ら学ぶことの大切さ」を再認識しました。工業高校を卒業したての新人にわかるようにテキスト
も書きました（「石英ガラスの世界」工業調査会（1995）。残念ながら数年前出版社が倒産したため古本でしか入
。
手できません）
そのような背景から，学校の先生方にもアウトプットを意識した学習を自ら体験し，学校教育
の中でも体験シていただきたいと思うようになりました。そこで，自分ならどのように教えるか
を考えながら受講していただくために，最初に試験問題を提示したのです。
この講習の内容は授業にそのまま使えるものも含まれています。でも，それだけではなく，そ
れぞれの出来る範囲でよいから，自分なりにアレンジすることを習慣づけてほしいと思います。

コラム 2： 将来社会で役に立つ学び方とは？
「学校で学ぶことなんて社会に出てから役に立たない」ということを平気で子どもの前で言う
大人がいます。これから社会に出る高校生や大学生の前でそれを言ったら，どう感じるでしょう
か？学ぶ意欲をなくすだけではないでしょうか？「何のために学ぶのか？」
「数学を学んで何の役
C-1

「生活の中の熱とエネルギー」コラム集
に立つのか？」という生徒もいます。多くの場合は，勉強するのが嫌だからそのようなことをい
うのでしよう。でも，教わる側が，学校の勉強は社会にでて本当に役に立つと感じるように教え
ているのでしょうか。社会に出て役に立たないように教えていることは，受験制度のせいにする
人もいます。でも，本当にそうなのでしょうか。私はそうは思いません。
本来，学校の勉強は日常生活と深く結びついているはずです。そのことを知ることによって，
多くの児童・生徒はほんの少しかもしれませんが，学ぶ意欲が高まるのではないでしょうか。ま
ず，大切なことは授業で扱う内容を日常のものと結びつけて考えさせることだと思います。授業
をこなすだけで大変だと思わるかもしれません。でも，ほんのちょっとした「余談」で日常のこ
とと結びつけて話すだけで違うのではないでしょうか。さらに，いろいろな職業や仕事と結びつ
けて話すことも大切です。それだけで，ちょっとした「キャリア教育」になると思います。
さらに，様々な事柄のつながりをつけながら，ストーリー性をもって理解することが生きた知
識につながります。このような学習方法は，受験勉強としても効率的なはずです。何故ならば，
確実に知識として定着するとともに，ど忘れしても，正解を推理できるようになるからです。社
会人になってから，何かの機会に思い出して，その深い意味を知るということにもつながります。
私は，未だに小学校で学んだことの意味について，気がつくことがしばしばあります。いろいろ
と学ぶことの間には，似たようなこと，つながりがあることがたくさんあります。それを結びつ
けていくことによって，
「知識のネットワーク」をつくりあげていくことが大切ではないかと思い
ます。初対面の人でも，同郷だったり，共通の趣味を持っていたり，共通の知人がいたりすると，
話がもりあがるように，新しい知識もすでに知っていることと，つながりがあることがわかると
学ぶことが楽しくなります。
さらに，「『自分ならばどうするか』を考えながら学ぶ」ことも大切だと思います。これは，社
会人としての学習法としても大切なことだと思います。本当は，小学校からこのような態度で学
習するとよいと思います。小中学生で，家でほとんど学習しないのに，ある程度の成績をとれる
人はこのような思考形態をしているのではないでしょうか。さらに，
「どんな拙くてもよいから，
学んだことを応用して考えられる」ようになることが大切ではないかと考えています。

コラム 3： 熱力学は難しい!?
熱力学は物理，化学，機械工学（化学工学を含む）などの基礎としてとても重要です。でも，多
くの人にとって熱力学は非常に難しいと感じます。数式が難しく，直感的に分かりにくいからで
す。私が最初に熱力学を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出てきて，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。
40 歳のときに，会社を退職して福井大学に来ました。その時，前任者からの引き継ぎで熱力学
の授業をするようになりました。私自身も苦手でしたが，いろいろ考え，工夫ながら授業をして
きました。

コラム 4： 「失敗しながら学ぶこと」と「安全を考えること」
「失敗は成功のもと」という言葉があります。社会人になったら，失敗から学ぶことも大切に
なります。
「報告書」を書くことは新入社員にとってハードルが高いものです。私自身もそうでし
た。そこで，
「とにかく書いてみて，上司に指摘されながらだんだん書けるようにすることが大切
だ」と学生に言っています。最初から無難に物事をこなしていき，無難に仕事をこなしていた人
が責任のある地位になってから初めて失敗するということになったらどうなるでしょうか。その
ような人は失敗を恐れるのではないでしょうか。万が一失敗した場合，失敗を隠そうとしたら大
変です。重大な事態につながりかねません。失敗は，小さいうちに経験しておく必要があります。
大学生の中には，最初から正解かどうかをものすごく気にする人がいます。1 年生の物理実験で，
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レポートによっぽど自信があったのでしょう。「完璧ですか?」と聞いてきた学生がいます。それ
に対して，
「完璧なんてありえない。よりよいものがあるだけだ」といったら，びっくりしていま
した。その後，私の考えを理解したようで，他の学生に対して完璧なんて無いということを言っ
ていました。授業でも，試行錯誤しながら学ぶことを強調しています。
私は，会社にいるとき検査や物性評価を担当していました。その関係で，しばしばクレーム処
理に携わりました。自分が失敗したのではありません。でも，クレームに対処しなければなりま
せん。その時，とりあえず良品を選別する方法を考えます。できるだけお客様にご迷惑をおかけ
しないように納品するためです。それと並行して，原因の調査，対策方法の検討を行っていきま
す。その際，とりあえずコストのことは二の次にして，できるだけ早く対策が取れるかどうかを
考えていきます。忙しくて，愚痴を言っている暇もありません（もっとも，会社からの帰り飲み屋に寄
って，製造の係長を呼び出して酒を浴びてから家に帰りしましたが・・・）。クレーム処理は大変でしたが，
それから学ぶことも多くありました。対処次第では，取引先から逆に信用を得ることも多々あり
ます。特にうるさ型の中小企業の実力経営者は，その点をよく見ています。
製造業で働いていると，安全教育を徹底的に受けます。その際，事故の原因となった失敗に対
して，強く叱ってはいけないという原則があります。失敗した人は，自分でよく事態を認識して
います。その上で責めると失敗を隠すようになります。あるいは精神状態が不安定になることも
あります。それらが，もっと重大な事故につながることにもなります。某社が少し失敗すると懲
罰的な勤務をさせていたことによって，重大な事故になったことを記憶されている方も多いかと
思います。

コラム 5： エネルギーと「仕事」
仕事とは「力に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。図 C5.1 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たことになります。図 C5.1 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。
「仕事」を式で表すと，
（仕事）＝（力の大きさ）✕（移動距離）

図 C5.1 仕事とエネルギー

(C5.1)

となります。式で示されても，ピントこないかもしれま
せん。何でこんな式で表すのか？といわれて，説明でき
るでしょうか。仕事を上の式で表したのは「定義」です。
「定義」というのは，決め事です。決め事だから，
「この
図 C5.2 モンキーレンチとドライバー
ようになります，覚えてください」といわれても文句は
いえません。でも，
「覚えなさい」と言われることは，な
ぜ？どうして？と考える人にとって，とても気持ちが悪い
力点
ことでしょう。
なぜそう定義しているか？答えを先に行ってしまうと，
作用点
支点
「そのように定義すると都合が良いから」です。都合が良
いということは納得できる現象があるということです。そ
のような現象として，小学校で習う「てこ」を考えるとわ
かりやすいのではないかと思います。
図 C5.3 てこ。
てこを使うと小さな力で大きな力を与えることができ
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ます。モンキーレンチなどでナットを締めるのも，てこの原理を応用したものです（図 C5.2）。ド
ライバーも，ハンドルの部分が先端部分よりも太くなっているために比較的小さな力でネジを締
めることができるのです。てこに対して
（作用点に働く力）✕（作用点と支点の間の距離）
＝（力点に働く力）✕（力点と支点の間の距離）
(C5.2)

動いた距離

の関係が成り立ちます（図 5.3）。したがって，小さな
力で大きな力を出そうとすると，（力点と支点の距離）
を（作用点と支点の距離）に比べて十分大きくとれば
よいわけです。ところが，力点と作用点の動く距離は
図 C5.4 てこと動いた距離。
それぞれの点と支点との間の距離に比例します。した
がって，小さな力で動かすことができるかわりに動かす距離が長くなるのです。結局力は小さく
なっても，
（力の大きさ）✕（移動距離）＝ 一定

(C5.3)

になります。この変化しない量を「仕事」として定義したのです。
ここで，力点，支点という言葉を使いましたが，小学校理科で使われる言葉です。高校の物理
の教科書には原則としてでてきません。このように学校教育の中だけで使われている言葉もしば
しばあります。

コラム 6： 定時法／不定時法と櫓時計
櫓時計は，大名時計ともよばれ江戸時
代に使われた時計です。この時計は，現在
の時計に比へて複雑でした。現在とは時
間の数え方が違っていたからです。日の
出約 30 分前を「明け六つ」，日没およそ
30 分後を「暮れ六つ」として，昼夜それ
ぞれ 6 当分して，一刻（いっとき）とし
ていました。それに併せて，昼夜で時計の
進みが切り替わるようになっていたので
図 C6.1 櫓時計。
図 C6.2 線香はタイマー
す。一般庶民向けには，時の鐘があり，鐘
の鳴る回数で知らせていました。
日本で不定時法が使われるようになったのは，室町時代からだといわれています。それ以前に
は，定時法が使われていました。それでは，どうやって時刻を測ったのでしょうか。「漏刻」（ろ
うこく）とよばれる水時計を使っていたのです。最初の漏刻が設置されたのは，天智天皇の 10 年
（671 年）であるということが日本書紀に書かれています。律令制では，陰陽寮（おんみょうりょ
う）とよばれる役所の中に漏刻博士（ろうこくはかせ）という役人がいて，漏刻を管理していま
した。時刻を知らせるために，陰陽寮内の鐘を鳴らしていたそうです。
江戸時代には，時計（タイマー）として，線香も用いられていました。坐禅する時間の計測に
も用いられます。遊郭では遊びの時間を測るのにも使われました。

コラム 7： 力学的エネルギー保存則
位置エネルギー（ポテンシャルエネルギー）と運動エネルギーの関係を考えるには，ジェット
コースターを考えるとわかりやすいと思います。ジェットコースターは高いところにあるときに
は，より大きな位置エネルギーを持っています。それが低い所に落ちていくとスピードが増して，
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運動エネルギーに変わります。低いところから，高い
位置エネルギー： mgh
ところに上がることができるのは，運動エネルギーが
運動エネルギー : 0
位置エネルギーに変わるからです。
位置エネルギー
と
ジェットコースターでは，高さ h のところにある時
運動エネルギー
には，位置エネルギーは高さと質量の積に比例した値
の間で相互変換
h: 高さ
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
位置エネルギー： ０
呼ばれる定数です。ジェットコースターが下に降りて
m: 質量
g: 重力加速度（= 9.8 m/s ）
運動のエネルギー :
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
図 C7.1 ジェトコースターと力学的エ
上ることができるからです。このエネルギーを運動エ
ネルギー保存則
ネルギーといい，質量と速さの二乗に比例します。式
となります。ここで，v はジェットコースターの速さです。この関係を図 C7.1 に示
で表すと
しました。
力学的エネルギー保存則は，力学の基本法則であるニュートンの運動方程式から数学的に導く
ことができます。
2

コラム 8： 熱力学の第 0 法則と温度計の原理
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
のことを言っているようですが，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
図 C8.1 熱力学第 0 法則
積が，温度によってどのように変わるか分かっている
ものとします。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 A
と物体 C を熱平衡にすることによって，物体 C の体積から物体 A の温度を計ることができるので
す。
温度計となる物体 C の体積といいましたが，温度を測る指標は体積である必要はありません。
例えば，電圧や電気抵抗を使って温度を測ることもできます。実際にそのような温度計がありま
す。普段，理科の実験で使用する棒状温度計は赤色に着色したアルコールや灯油が用いられてい
ます。
セッ氏温度は，0℃と 100℃は，1 気圧において氷が溶ける温度（融点）と水が沸騰する温度（沸
点）を決めています。その間の温度はどうやって決めるのでしようか。体積や電圧を用いるとき
に，物理量によって違うことが考えられます。そこで，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を温度の基準にしています（コラム 9）。

コラム 9: シャルルの法則と絶対温度
セッ氏で表した温度をで表すことにします（高校の物理の教科書では，t を用いることが多いのです
が，大学の物理の教科書では時間と区別するために多くの場合を用いています）。コラム 8 で，温度の基準

を窒素，水素，不活性ガスなど簡単な形の分子の体積を温度の基準とすることを述べました。温
度における体積を V()，0℃における体積を V0 とします。そうすると図 C9.1 のように，体積と
温度の関係をグラフに表すと直線になります。この直線になる関係をシャルルの法則といいます。
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そ の 直 線 をこ の 直 線 を温 度 が 低 い方 に 伸 ば すと ，
273.1 で体積が 0 となります。この時の温度を「絶対
0 度」といいます。実際の気体は温度が低くなると液
体になります。そのため，体積が 0 となることはあり
ません。でも，絶対 0 度というのは意味があります。
実際これよりも低い温度は存在しないのです。
「絶対温
度」は，温度差はセッ氏目盛と同じにして，－273.1 度
が 0 になるようにしたものです。絶対温度の単位とし
てケルビン（記号は K）と書きます。式で書くと
（絶対温度の値）＝（セッ氏温度の値）+ 271.3

(C9.1)

体積
V0

273.1
-300

-200

-100
0
温度， (℃）

100

図 C9.1 気体の体積の温度変化と絶対
温度

となります。温度差を表すときには，セッ氏温度を使
う場合でも，単位としてケルビン[K]を用います。
実際には，気体の分子は大きさをもっています。また，分子の間には相互作用といって，お互
いにはたらく力があります。もし，大きさも，相互作用もない気体分子があったらどうでしょう
か。窒素，水素，不活性ガスなど簡単な形の分子は，私達が生活しているくらいの温度では，分
子の大きさも，お互いに働く力（相互作用）が無いと考えてもよい状態になっているのです。こ
のように，大きさも互いに働く力がない気体を「理想気体」とよびます。
分子はスライド 1-22 で説明するように，小さなあばれん坊に例えることができます。小さなあ
ばれん坊の元気のよさ（運動エネルギーの平均値）は絶対温度に比例するのです。絶対温度を使
うと，理想気体の体積は温度に比例するのです。

コラム 10: 理想気体の状態方程式
窒素，水素，不活性ガスなど簡単な形の分子からなる気体（理想気体）に対しては，前項での
べたように，絶対温度に比例します（シャルルの法則）。理想気体は温度が変わらない場合，体積
は圧力に反比例します。この関係をボイルの法則といいます。2 つの法則を合わせてボイル・シャ
ルルの法則といいます。高校の物理や化学の教科書には式が書いてありますが，ここでは省略し
ます。それをさらに，便利な形にしたのが理想気体の状態方程式
5.1
です。ここで，p は圧力，V は体積です。n は物質量 (私が学生の頃は「モル数」と習った) 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，セッ氏温度の値に 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なりたちます。室温以上の温度での窒素，水素，不活性ガスなど空
気などに対してはよくなりたっています。
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。

コラム 11: 物理で覚えること／考えること
学生は，理想気体の状態方程式を良く覚えています。私は物理工学科の 2 年生対象の熱力学の
授業を担当しています。以前授業の最初にどの程度の予備知識があるかをテストしていました。
もちろん，成績には関係ありません。この試験の結果から分かることは，学生は式を良く覚えて
いるのに，
「言葉の定義や概念については余り理解していない」ということです。大学の入学試験
では，余り概念を知らなくても，基本的な式を覚えていれば数式を計算するだけで，多くの問題
は解けてしまうからでしょう。逆に何でもかんでも考えようとする人もいます。どちらも，物理
を学んで行くうちに，躓くことになります。私自身は，小学校時代に理屈が分からずに覚えるこ
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とは悪いことだと強く思い込むようになりました（かなり強い刷り込みでした）
。そのため，何で
も考えて説明できなければいけないと考えていました。それが，学習上の障害になったことが多々
ありました。大学で授業をするようになってはじめて，論理構造を考えて覚えることと，考える
ことをはっきり識別することが重要だということがわかりました。
私は授業の最初に，
「何で物理工学科を選んだのか，そこで学んだものを将来どのように活かそ
うと思っているのか」ということをレポートで書かせています。その中で，
「高校の物理の先生は
公式を覚えて問題を解けばよいという教え方をしていたが，別の先生に教わるようになったら考
える楽しみを教えてくれた」ということを書いている学生が毎年必ずいます。別の先生というの
は，学校の先生の場合もありますし，塾や予備校の先生の場合もあります。私自身も同様の経験
をしました。本来，物理を学ぶ時に何を覚えるべきか，何を考えるべきかをきっちりと区別して
おく必要があるのです。まず，物理を学ぶ時にしっかりと覚えていかなければならないのは，法
則と定義です。最初に述べたように「法則」というのは論理的に導くことはできません。そのた
め，まずこれを受け入れて良く頭に入れておく必要があります。法則の中には，基本法則と経験
法則（実験法則）があります。基本法則には熱力学の第一法則，熱力学第二法則やニュートンの
三法則などがあります。電磁気学で使われるマクスウェルの方程式や量子力学でのシュレディン
ガーの方程式なども基本法則と考えて良いでしょう。但し，電磁気学や量子力学の学習ではある
程度歴史的な経緯を踏まえ，それらの式が導入された過程を説明しています。そのため，学習過
程で少し混乱することもあるかと思います。電磁気を最後まで習った後はマクスウェルの方程式
をもとに，論理的に結果を導いていけば良いのです。理想気体の状態方程式は，少なくとも古典
熱力学を学ぶ限りは経験法則として扱います。ですから，理想気体の状態方程式についても，
「ど
うしてそれが成り立つのか？」と考えず，とりあえず認めてほしいのです。そういう意味で，覚
えてもらって良いのです。もっとも，統計力学を学べば理想気体の状態方程式を導くことができ
ます。
もう一つ覚えてほしいのは定義です。定義はきちんと覚えておくことです。例えば，運動量，
運動エネルギーなどそうです。熱力学では，熱容量の定義なども覚えておくべきものです。
覚えておくものを覚えたら，あとは論理的に考えながら結果を導くようにします。私が熱力学
の授業で強調しているのは，定義，法則に基づき，あとは論理的に結果を導くことです。その際，
論理の流れを省略せずにキチンと示すように，式と式の間の変形を言葉できちんと書かせること
です。興味ある方は，レポートの書き方を書いたノートが私のホームページにありますので，ご
覧下さい。多くの学生は最初，式を並べただけの答案を書きます。それが，レポートやテスト形
式の演習を繰り返し，解答例とともに添削したものを返却することによって，だんだん丁寧に書
くようになってきます。言葉で書くことによって，頭の中で曖昧さを無くします。このようなこ
とにより，論理的に考える訓練をしていきます。論理的に考えることを通じて，論理的に説明で
きるものと説明できないものがあるということを知ることが大切です。このような，訓練が社会
に出て仕事をしていく上で，大変役立ちます。このことを企業に勤めている時に実感しました。
さらに，文章を書くときには「想定読者」をイメージさせるようにしています。自分よりも，
予備知識が少なく，理解力も低い人を想定して語りかけるように書くようにさせます。抽象的な
人を思い浮かべるのが難しいようでしたら，具体的に誰かを思い浮かべて，その人に語りかける
ようにイメージしながら書くのです。そのことによって，様々な立場，経歴の人に説明する能力
がつくものと思っています。さらに，いろいろな立場の人を想像し，人に配慮する習慣をつける
ための手助けにもなると思います。これも，社会人になってから大変役に立つ能力を育成するこ
とにつながります。

コラム 12 「数式は言葉です。計算ではありません」
この表題の言葉をある塾のテレビコマーシャルで放送していたことがあります。化学系で博士
号をとったばかりの人に「数式にも順番があるという人がいるのですよね」と不思議そうに言わ
れたことがあります。数式は計算手段ではなく，言葉だと言ったらびっくりしていました。まし
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て，学部の学生にとって，数式は言葉だという意識がない人の方がほとんどのようです。簡単な
言葉を書くだけで式を並べただけでは，私にとって理解するのが非常に難しいものです。そこで，
学生に対して式の変形や何でその式を用いるかを，論理の飛びなく書かせるようにしています。
文脈のしっかりした文章で書くとほとんどの学生は理解するようになります。ところが，中には
筋道だって説明することができない人がいます。証明すべき式から出発して，その式に戻ってく
る。それで証明できたというのです。それぞれの式の変形は正しくても，論理の文脈がおかしい
のです。学生の中には高校時代から先生に式に言葉を書くように言われてきたという人もいます。
途中から先生が変わって，そのようなことを言われるようになったという人は，それから急に物
理がわかるようになったといいます。数学の問題でも，言葉を書くようにするともっとよく分か
るのではないかと思っています。小学校の算数の文章題も言葉で答案を書かせるようになると，
もっと出来るようになるのではないかと思います。同時に，算数が苦手だと思う先生が減るので
はないかと思います。
論理的思考ということがよく言われます。論理的思考というよりも，論理的説明が大切だと思
います。論理の飛びがあると私は「迷子」になったような気がします。そこで，学生には論理の
飛びなく答案を書かせるようにしています。その際，自分はよく考えて良くて，読者にはあまり
考えずに理解できるように書くように言っています。ある哲学入門書を読んでいたら，論理的と
は考えないことだと書いてありました。思考には，論理的思考ばかりが大切ではありません。非
論理的思考も大切だと思っています。世間では，私の考える「非論理的思考」のことを発想と読
んでいます。非論理的思考をした場合も，説明する場合には，前提はできるだけだれもが「納得
する」ように説明することが大切です。その前提を認めたあとは，論理的に説明することが必要
です。研究をする時には，必ずしも，論理的に考えていません。むしろ，直感，思いつき，勘違い
など様々なことを組み合わせて考えます。それを人にわかるようにまとめていく課程で，論理的
な説明になっていくのです。このように「論理思考」よりも，説明を考えてまとめていく過程で，
読者が納得するように論理的にまとめていくことが大切ではないかと思っています。思考力が不
十分なために論理の飛びがある考えは，
「非論理的思考」ではなく「思考の迷子」とよぶことにし
ています。
もう一つ大切なのは，想定読者を考えた説明をすることです。
「自分よりも知識も経験も理解力
も低い人に説明」することが大切です。そのためには，何が本質なのかを十分理解する必要があ
ります。ですから，そのような説明を考えることは「自己学習法」として確実で，効率的な方法
だと思います。実際に想定読者に相当する人に話してみることが有効です。それができない場合
は，もう一人の物分りの悪く，意地の悪い自分に頭のなかで説明しながら学ぶとよいでしょう。
学校の先生はそのような学習する上で，非常に恵まれた環境にあるはずです。

コラム 13： 炭酸飲料を作ってみよう
テキストで述べたように炭酸飲料は，水の中に二酸化炭素を圧力をかけて溶かすことにより作
製できます。家庭でも，炭酸飲料を作ることができます。専用のボトルに小型の二酸化炭素ボン
ベがついているセットが市販されています。これを使って炭酸飲料を簡単に作ることができます
（実験 13）。
その他に，自分で炭酸飲料を作る方法を紹介しましょう。冷えた水の中に重曹（炭酸水素ナト
リウム； 「重曹」という言葉は重炭酸ソーダという言葉からきています。ソータというのはナト
リウム化合物のことです）とクエン酸（または酒石酸）を混ぜたものを入れると，炭酸飲料にな
ります。重曹とクエン酸が反応した時に二酸化炭素が発生するからです。適当に甘みやレモン水
などを加えると美味しく飲むことができます。私が小学生だった昭和 40 年（1965 年）前後，粉ジ
ュースというものが売られていました。その中には，炭酸飲料もありました。粉末の炭酸飲料は，
このように重曹とクエン酸を加えたもので作っていました。
この実験は，私が小学生の時に家でよくやってみたものです。酸，アルカリの性質と組み合わ
せて，夏休みの自由研究としても面白いかもしれません。水の中にドライアイスを入れておいて
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も，水に二酸化炭素が溶けて炭酸飲料のようになります。これも，小学生の時に，アイスクリー
ムについていたドライアイスを水に溶かしてみて気がついたものです。ドライアイスがあるとき
に，やってみるとよいでしょう。
最近は，あまり見られなくなりましたが，ラムネというものも炭酸飲料です。ラムネは明治の
初めの頃に日本に輸入されました。ラムネという名前は，レモネードが転訛したものだそうです。
最初に作られた炭酸水はレモネードに重曹を加えて作ったものだそうです。ここから，ラムネと
いうようになったのでしょうね。さらに，昔は炭酸水のことを「ソーダ水」ともよんでいました。
この語源も，最初の炭酸飲料が重曹を使ったことによるものです。タブレット状のお菓子「ラム
ネ」には，昔はクエン酸に加えて重曹が入っていたそうです。最近では重曹を含んでいないこと
が多いようです。原料として，片栗粉，ブドウ糖，クエン酸などが使われています。

コラム 14： スチール缶とアルミ缶
飲み物の缶にはアルミ缶とスチール缶があります。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。炭酸飲料以外で，アルミ缶を用いる場合は，窒素ガス
を充填して圧力を高くしています。一方，スチール缶は高熱や圧力をかけて殺菌したいものや加
熱したいものに使われています。スチール缶は磁石に
アルミ缶（350 mL）にかかる力の計算
くっつくため，両者は容易に選別することができます。
表面積S (直径d = 6.6 cm，高さL = 12 cm)
2

d 
S  2    dL
2

コラム 15: アルミ缶の周りにはたらく力

 6.6 10  2 m 

2

  3.14  6.6 10 m 1.2 10 m
 2  3.14  
350 mL の空き缶のまわりに働く力はどんな動物が
2


 3.2 10 m
乗ったときの力と同じでしょうか。計算してみましょ
表面全体が受ける力F
う。図 C15.1 のように計算します。その結果，約 320
F  1.01  10 Pa  3.2  10 m  3.2  10 N  3.2  10 kgf
kg の重さに相当する力がはたらくことがわかります。
320 kgの重さ
このような大きな体重の動物に踏まれたらたまりま
図 C15.1 アルミ缶の周りにはたらく力
せんよね。このように大きな空気の力は，私たちの体
の計算
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。
小学生や一般の人向けの講座では，どのくらいのものが乗った力と同じであるか，クイズを出
すことにしています。ヒグマのオス体重は 250~500 kg です。ですから，ヒグマに乗っかられたよ
うに力が働いているのです。
数値計算をするとき，学生に図 C15.1 のように必ず数値に単位を付けさせ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も確認します。実験をしていると，単位を間違えるこ
とがあります。このとき，数値に単位を付けて，単位の間も計算して確認するようにすると，計
算間違いの防止にも有効です。本来，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要求しています。
2

2

1

2

5

2

2

3

2

コラム 16： 熱気球
熱気球は気体の熱膨張と浮力を利用したものです。ガスバーナーなど
で球皮（エンベロープ）内の空気を温め，外気との密度差によって生じ
た浮力によって浮かび上がるものです。
浮力差を使ったものに，ヘリウム入りの風船や飛行船があります。水
の中の泡が上の方に上がっていくもの同じしくみです。それでは，なぜ
浮力が生じるのでしょうか。
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熱気球が浮かぶしくみ
浮力が生じるのは重力があるからです。空気や水は質量
中の分子が勢いよくなる
を持っています。これに働く重力を重さといいます。空気
や水の重さというとピンと来ないかもしれません。本を重
中の気体が膨張
ねたものを考えてみてください。下の方の本は，上にたく
中外の圧力が等しいので
中の余分な空気が出る
さんの本が乗っかっているために，上から受ける力は大き
球体の中が軽くなる
くなります。同様に，水や空気でも，下に行くほど大きい
浮力で浮く
力を受けます。本の場合は，上から力を受けますが，水や
周りの空気の分子
球体中の暖かい空気の分子
空気の中で働く力は上にも下にも働きます。もう少し正確
に言うと，空気や水の中にものを入れると，その面に垂直
図 C16.1 熱気球が上がるしくみ
に力が働きます。このような力を圧力といいます。空気や
水の中に物を入れると，下の方が圧力が高いため，そのモノに働く力を全て足し合わせると，上
向きの力が働きます。その結果，この物の重さが，この物を入れる前の空気や水の重さよりも軽
ければ浮かびあがるのです。
さて，熱気球はいつ頃から使われるようになったのでしようか。最初に人を乗せて熱気球を飛
ばしたのは，1783 年です。フランスのモンゴルフィエ兄弟によるものです。無人の熱気球は，中
国の三国志の時代に諸葛 亮（諸葛 孔明； 孔明は字（あざな））が天灯とよばれる熱気球を飛ばし
たといわれています。天灯は，中国やタイなどのアジア諸国で通信手段やお祭りなどで使われて
います。
1852 年にフランスで蒸気機関を使った飛行船の試験飛行が成功しましまた。飛行機が使われる
までに，軍用や旅客用としても使われましたが，1937 年水素爆発による「ヒンデンブルグ号爆発
事故」以後水素を使った飛行船は使われなくなりました。その後，宣伝用としてヘリウムを使っ
た飛行船などが使われたこともありますが，飛行機の発達とともに使われなくなったのです。
イベントなどでは，子ども向けにヘリウム入りの風船が配られることがありますよね。このよ
うな風船に水素やヘリウムを入れたものをガス風船といいます。最近見られなくなましたが，以
前はデパートの宣伝に風船の下に宣伝文を書いた布を垂らしたアドバルーンが見られました。日
本では，1912 年に化粧品会社（中山太陽堂）が初めて使ったといわれています。

コラム 17 空気の重さ
空気というと，ものすごく軽いので，重さといってもピンと
こないかもしれません。そこで，空気の重さを測ってみましょ
う。教材として，「空気の実験ビン」と圧力計付きの空気入れ
を売っています。これを用いて空気の重さを計ることができま
す。空気の実験ビンの重さを測っておきます。空気の実験ビン
に 3~4 気圧の空気を入れて重さを測ります。空気にも，重さ
（質量）があることがわかります（実験 8）。

空気の実験ビン

図 C17.1 空気の実験ビンを用
いた空気の重さの測

コラム 18 浮力とアルキメデスの原理
さて，浮力というと，比重の軽いものが水に浮かぶことを考えるかと思います。
「水の中にもの
を入れるとそのもので排除された水の重さ（重力の大きさ）分の浮力」がはたらきます。空気の場合
も同様です。これがアルキメデスの原理です。
氷は，水よりも密度が水よりも少ないから水の上に浮かびます。氷の重さと氷によって排除さ
れた水の重さは等しくなります。氷が解けると水になります。ですから，氷が融けても水面はか
わりません。地球温暖化で北極の氷が融けると水面が上がると思うかもしれません。でも，実際
はそのようなことはありません。
アルキメデス（B.C 287～B.C. 212）は，黄金の王冠に混ぜ物がないか確認するように依頼され
ました。密度を調べればよいことはわかっていたが，王冠を溶かして体積を調べるわけにはいき
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ません。そこで，このような複雑な形の体積を測ることを考
えて続けていました。お風呂にはいっていると，水面が高く
なることに気づきました。このことから，水面の上昇から体
積を測ることに気づいたのです。そこで，アルキメデスは，
水の中に入れる
思わずユーリカ（Eureka [εὕρηκα]；「わかったぞ!」の意味）
と叫んで風呂から裸のまま町に飛び出したといわれていま
す。
この方法で体積をはかることも可能です。でもあまり精度
がよくないことからアルキメデスは次のような方法で密度
の違いを調べたのではないかといわれています（図 C18.1）。
まず，王冠と同じ質量の純金を天秤につるしてつりあわせ
る。次にこの天秤をそのまま水の中につけます。もし，王冠
図 C18.1 王冠が合金だったら。
が純金だったら，そのままつりあいます。もしも，純金に混
ぜ物がしてあると，同じ質量でも体積がおおきいために浮力が高まり王冠の方が上がります。

コラム 19 二酸化炭素で膨らませた風船の重さ

中身の重さの割合 （％）

0
9
0
8
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0
0
1

中身の重さ（ｇ）

風船にヘリウムを入れると浮かび上がることはご存知で
すね。でも，浮かび上がらないものに対しても浮力が働くの
です。最近，ある NPO 法人主催の実験教室（平成 26 年 7 月）
の準備を行っていて面白いことに気がつきました。実験集の
実験 6 に示すように，ドライアイスをペットボトルにかぶせ
て風船を膨らませした。それをはかりの上に乗せて，重さの
変化を計ってみたのです。なぜ測ったかというと，ドライア
図 C19.1 ドライアイスを入れた
イスそのものをはかりの上に置くと固体から気体の二酸化
風船をはかりの上に乗せたら。
炭素に直接なる（この現象を「昇華」という）ために，重量が軽
。その場合との比較のために計ってみ
くなります（実験 59）
25
たのです。風船を被せたため，気体になった二酸化炭素が閉
◯ ２６.４℃
じ込められているために，重さが変わらないと考えたからで
△ ２８.５℃
す。ペットボトルの中に 20 グラムくらいのドライアイスを
20
いれて，風船を被せてみました。そうすると，図 C19.2 のよ
うに 10 分くらいで 5 グラムくらい軽くなりました。
なぜそうなるのでしょうか。3 つの場合があると考えてみ
ました。
15
0
2
4
6
8
10
1) 風船のつけ方が悪かったために隙間から二酸化炭素が
時間（分）
漏れた。
図 C19.2 風船をかぶせたドライ
2) 浮力によって軽くなった。
アイス入りペットボトルの重さ
3) 風船のゴムを通して二酸化炭素が抜け出た。
の変化
1) についてはすぐに違うことがわかりました。別のペットボ
トルに別の風船をつけてやってみました。そうしたら図 C16.2 のように再現がとれました（図 19.2
の青色の△）
。
次に考えたのは 3)でした。大学の同僚が高分子の薄膜を利用して二酸化炭素の分離を研究して
いるからです。その同僚に聞いたところゴムに対する二酸化炭素の透過係数は他のものよりも大
きいそうです。次のような実験を示したサイトを紹介してくれました（東京工業大学化学工学専攻伊
東研究室 HP； http://chemeng.in.coocan.jp/ice/pche08.html）。そのサイトによると，空気，二酸化炭素，ヘリ
ウムを入れた風船を長時間放置したところ，一番早くしぼんだのは二酸化炭素入りの風船です。
1 時間で他の風船に比べて目に見えてしぼんでいくのです。次にしぼみやすいのはヘリウム入り
の風船です。二酸化炭素を入れたぼり袋の中に空気入りの風船を入れると，風船の中に二酸化炭
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素が入って破裂してしまいます。
地球温暖化に関して二酸化炭素を分離して液化したものを埋設しようという研究がされていま
す。その分離を高分子の膜を二酸化炭素が通りやすいという性質を利用して行おうという研究が
なされています。二酸化炭素が高分子の膜を通り抜けやすいのは二酸化炭素の分子が高分子の膜
に溶けやすいからだそうです。
以上の情報をもとに，高分子の膜から二酸化炭素を抜ける証拠だと思ったのです。5 グラムがぬ
けるとすると，27℃のとき，10 分間で 2.8 L の気体が抜けます。1 分間に 280 cm3，1 秒間に 4.7
cm3 の二酸化炭素が抜けていることになります（計算は省略します。高等学校の物理か化学の先生ならば
計算できます。これを計算問題にして生徒にやらせると面白いかもしれません）
。
最初ここまでは，計算していませんでしたが，測定してから教育地域科学部の物理の先生に話
しました。そうしたら，浮力のことを指摘されました。計算してみると，風船の直径が 20 cm の
とき（体積 2.4 L）に，浮力の大きさが 2.7 g の重さに相当する大きさになることがわかりました。
浮力の大きさよりも，さらに重量が減っていることが，CO2 も抜けていることがわかります。
浮力というと，ヘリウムのように空気よりも軽いものを入れると浮かび上がるので実感できま
すが，空気よりも重い二酸化炭素でも働いているというのは実感がわかないと思います。正直に
打ち明けると，私も浮力のことに気づきませんでした。最初は，風船をかぶせると，二酸化炭素
が閉じ込められるので，重量が変わらないと思っていました。空気中で二酸化炭素の重量が減る
ことを調べる実験と，比較実験として考えたものです。原理や計算方法は知っているのに，わか
らない。これはよくあることです。そのためにも，実験は必要なのです。原理に従って考えたつ
もりでも，見落としがあるのが人間です。私自身「科学的」という言葉を聞くと少し警戒したい
気になります。データを与えて，理路整然と説明すればするほど，何か見落としがあっても，信
じてしまいたくなります。科学的に証明されたといっても，どんな落とし穴があるかわからない
のです。長い間，いろいろ試行錯誤しながら少しずつ積み上げていくのが，自然科学の研究です。
その中で，勘違いもあるし，間違いもあります。学校で科学的思考力をつけることを目指すとい
っても,そのような面があることを忘れないでほしいと思います。
物理で重さと，質量の違いを学びます。質量は物質固有の量，重さは重力による「力」のこと
です。最近は力の単位として，ニュートン[N]を使いますが，かつては高等学校の物理の教科書キ
ログラム重という単位も書かれていました。これは，1 kg の物体に働く重力の大きさです。高校
の教科書では[kgw]とかかれていましたが，[kgf]の方が一般的に使われています。
はかりではかるのは，重力質量と思っていました。でも，この実験や前項のアルキメデスの実
験（図 18.1）をみると，浮力の効果を考える必要があることに気づきます。もっとも，普通の固
体や液体を計る場合は，無視できるのでほとんどの場合。

コラム 20： 内部エネルギーと熱力学第一法則
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エネルギー保存則 (熱力学第一法則)
＝

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（位置エネルギー）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。
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（図 C20.1）。熱
力学第一法則は熱力学の基本となる法則の 1 つです。

(内部エネルギーの変化量)
(外部からされた仕事)
＋
(外部からもらった熱エネルギー量)
仕事

内部エネルギー：
物体が内部にもつ
エネルギー

ヨイショ コラショ

熱
内部エネルギー
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図 C20.1 熱力学第一法則

「生活の中の熱とエネルギー」コラム集
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，論理的に
導くことはできません。ところが，考える事が好きな人ほど，それはなぜだろうと考えてしまい
ます。それがわからずに，自分は考える力が無いんだと思って物理が嫌になってしまう人がいま
す。一言，
「法則」の意味を教えればそこでつまずかな
(絶対温度) ∝ (分子の平均運動エネルギー)
いのですが。私にはこのことを学校で教わった記憶が
運動エネルギー
ありません。
1
＝ － × (質量)×（速さ）2
2

コラム 21： 分子の運動エネルギーと温度
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
）。分子の運動エネルギーの平均値は温
の一です（
度に絶対温度と呼ばれる量に比例することが知られて
います。絶対温度というのは，セッ氏温度の値に 273.1
を足した値を持つものです（コラム 9）。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（図 C21.1）。
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（図 C21.2）。

絶対温度 ＝セッシ温度 + 273.1 度
(単位: K [ケルビン])
13

図 C21.1 小さなあばれんぼうと物体の
温度計算
壁の原子

気体分子

容器の分子と気体分子の衝突
⇒ 温度等しくなる

図 C18.2 なぜ接している物体の温度は
等しくなるのか

コラム 22： 消せるボールペンと感熱紙のしくみ
消せるボールペンは「マイクロカプセル」とよばれる極めて小さなカプセルの中にロイコ染料，
顕色剤，変色温度調整剤とよばれるものを入れたものを使っています。ロイコ染料というのは，
酸化還元に伴って，色が変化する染料のことです。温度が上がると，色が消えるようになってい
ます。逆に温度が下がると，色が再び現れます。室温で消えてしまうと使えないので，もっと低
温にしないと色が現れないように，変色温度調整剤で調整しているそうです。実際，ドライアイ
スで冷やしたり，冷凍庫に入れたりすると文字が現れます。開発にあたっては，充分低温になら
ないと色が発生しないようにすることに苦労したそうです。
私は，消せるボールペンをレポートの添削などに用いています。鉛筆で書いたレポートを添削
する時，こすって消すと鉛筆で書いたところがこすれて汚くなります。そこで，ドライヤーであ
ぶって消すこともあります。学生実験などで，コメントした文字をドライヤーであぶって消して
みせると学生はびっくりします。もっとも，小中高の先生がテストの採点を消せるボールペンで
行うのは問題かもしれませんね。児童・生徒が採点を改ざんすることも考えられますよね。
感熱紙も同様にマイクロカプセルの中にロイコ染料と顕色剤が入っています。消せるボールペ
ンとは逆に温度が上がると色が現れるようになっています。消せるボールペンの応用のひとつと
して，次のような応用も考えられます。外部の会議や講習会で資料が配られることがありますよ
ね。配布資料に書き込みをするのは，メモとして便利ですが，出張報告書に添付するときに，メ
モがあるといやなときもあります。そのときには，消せるボーペンでメモをしておいて，ドライ
ヤーで消してから報告書に添付して提出するとよいでしょう。
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コラム 23: 熱の単位カロリーとエネルギーの単位ジュール
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たのがイギリスの物理学者ジュ
ール（James Prescott Joule, 1818~1889）です。ジュール
は，図 C23.1 のような装置を用いました。おもりが下
がることによって，水の中の羽根車を回して上昇した
温度を測ったのです。その時，羽根車にした仕事はお
もりに働く重力とおもりの移動した距離の積となりま
す。このことから，ジュールは熱と仕事は同等である
ことを示しました。現在では，
1 cal = 4.18065 J

図 C23.1 ジュールの実験
であることが知られています。 [Ｊ]というのはエネル
ギーの単位でジュールと読みます。ジュールという単位はこのジュール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，実家の醸造業を営
みながら研究を行っていました。

コラム 24： 食品のエネルギーとカロリー
現在では，エネルギーの単位として主にジュールが用いられています。日常生活でカロリー単
位を用いるのは，食品のエネルギーに対してです。食品のエネルギー単位についても，ジュール
が好ましいとされていますが，日本ではキロカロリーを単位として，用いています。食品の持つ
エネルギーは，ボンブカロリーメーターとよばれる装置の中で食品を燃やして測定します。しか
し，実際には，このエネルギーが全て体に吸収されるわけではありません。そこで，タンパク質，
脂質，炭水化物毎に決められてエネルギー換算係数をかけてエネルギー量を算出しています。詳
しくは，http://www.jfrl.or.jp/jfrlnews/files/news_no35.pdf を参照してください。

コラム 25： 食品の自給率―カロリーベースと金額ベース
日本の食料自給率はどのくらい
かご存知でしょうか。図 C25.1 に食
料自給率の変遷を示します。よく言
われているのは，日本の食料自給率
は 40%程度だということです。この
値は，カロリーベースでの食品自給
率です。要するに，日本で生産され
る食料の何パーセントが国内で生
産されるかを示す値です。
私達は，国産の食料をたくさん食
べています。ほとんどの人は国産の
お米を食べているでしょう。コマー
シャルでも言っているように，牛乳
図 C25.1 食料自給率の変化
は 100%国産です。国産の野菜もた
くさん出回っています。その割に 40%という数値は低いように思う人はいないでしょうか。穀物
の自給率（重量ベース）でみると，飼料用の自給率は低いことがわかります。
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実は，これにはからくりがあります。畜産物のうち，輸入飼料によって育てられたものは入っ
ていないのです。また，野菜はエネルギー（カロリー）が低いので余計低くなります。図 C25.1 の
一番上の線は生産額ベースの食料自給率です。生産額ベースでは，66%になります。

コラム 26： 永久機関の夢（第一種永久機関）
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。
図 C26.1 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。

図 C26.1 （第一種）永久機関

コラム 27: オームの法則と発熱するエネルギー（ジュール熱）
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Ｖ（単位は V [ボルト]）はシャープペンの芯の持っている抵抗 R（単位は [オーム]）に電流
をかけたものです。式であらわすと
C27.1
となります。単位時間（1 秒）あたりに発生するエネル
ギー（電力）P（単位はＷ [ワット]）は，先ほど述べた
電流かける電圧です。式で表すと，
C27.2
となります。これにオームの法則を適用すると，
C27.3
となります。この式は，単位時間あたりに発生するエ
ネルギーは抵抗かける電流の 2 乗ということを表して
図 C27.1 オームの法則
います。この電流によって発生する熱を「ジュール熱」
といいます。
電流が流れるとオレンジ色に光ります。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。オーブントースターも同様に電熱線でものを加熱する
ものです。
送電線でも発熱がおきます。(C27.3)式に示すように発熱の量は抵抗かける電流の 2 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のです。そのためには，電圧を上
げて遠いところに電気を送ります。これが高圧線（送電線）です。

コラム 28： 早川徳次とシャープペンシル
シャープペンシルの話がでましたので，シャープペンシルを実用化した人の話をしましょう。
シャープペンシルの原型は，イギリスで作られたといいます。でも，壊れやすかったため，普及
しなかったそうです。それを改良して，使用に耐えるものをつくったのは早川徳次という人です。
1915 年に特許を出願し，兄と一緒に販売をしました（当初の商品名は「エバー・レディー・シャープ・ペ
ンシル」）。最初国内では売れませんでした。欧米で売れるようになったことがきっかけで国内にも
普及したそうです。
早川徳次は，東京に工場を持っていましたが，関東大震災で工場や妻子を失いました。それら
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に追い打ちをかけるように，販売を委託していた会社から特約販売契約の解除と，契約金，融資
金の返済を求められました。その結果，シャープペンシルの製造からは手をひきました。その後，
大阪に移り，放送を予定していたラジオ受信機や通信機器の製造をはじめます。戦後は，日本で
初めてテレビを製造するなどします。シャープペンシルの製造からは手を引きましたが，
「シャー
プ」のブランドで製品を販売しました。早川徳次は，日頃から「まねされるような商品をつくれ」
が口癖でした。シャープは，長年液晶テレビの開発にかけていて，ブラウン管の自社製造をしま
せんでした。早川徳次亡き後，液晶テレビが実用化して，一時は「液晶のシャープ」といわれま
したが，現在では韓国製品にシェアをとられています。まさに，
「まねされる商品」つくったわけ
です。この後，早川徳次の遺志を受け継いで，さらに新たな「まねされる商品」を作り続けるこ
とができるといいなと思います。
ちなみに，昭和 40 年代前半小中学生のころ（50 年近く前）から父に，
「将来は液晶を使って，
壁かけテレビができる」と聞かされていました。実際に液晶テレビが普及するまで 40 年近くかか
りました。
早川徳次は，苦労して育ちました。乳児のころに，母親が患ったために，養子に出されます。
養父は良くしてくれたようですが，養父の後妻に虐待されます。近所の盲目の女性の世話で，飾
職人に丁稚奉公にだされます。飾職人の修行の過程で，金属加工の技術を身につけ，18 歳のとき
に，徳尾錠（とくびじょう）とよばれる穴を開けないで使えるベルトのバックルを発明します。
その後，独立して兄とシャープペンシルの製造を行い，会社を成長させていきます。成功しても，
昔の恩を忘れず，恩を受けた人たちを世話しました。第二次世界大戦中に戦争で失明した人たち
だけの工場をつくりました。子どもの頃助けてくれた，近所の盲目の女性への恩返しの気持ちも
あったのだと思います。この工場は現在も続いているそうです。

コラム 29： 「電気パンづくり」と身の回りの現象の説明
電気パンづくりは，よく小学生向けの実験教室などで行われています。子どもは，食べるのが
好きですから，大変喜びます。同じ，方法でご飯を焚くこともできます。このような炊飯器が実
際に販売されていたこともあります。ソニー（当時「東京通信工業」）は創業時に資金稼ぎのため
このタイプの炊飯器を作って販売していました。
ところで，児童向けの実験教室では，ただ電気パンをつくるだけは終わることが多いかと思い
ます。私は，電気パンをつくるだけではなく，電気パンづくりに関連する色々なことを組み合わ
せて説明するようにしています。電気を流すと発熱することを説明するために，白熱電球などの
話やシャープペンシルに通電すると発熱することを最初に示します。材料も市販のホットケーキ
ミックスを使うだけではなく，小麦粉（薄力粉），砂糖，ベーキングパウダー，卵などを混ぜて作
るようにします。さらに，材料の性質を知るために，ヨウ素澱粉反応や，ベーキングパウターの
はたらきなどについても学んでもらいます。
このように，身の回りのものが理科で学習することとさまざまな形でつながっていることを知
って欲しいと願っています。さまざまなことがらを関連づけて物事を理解する習慣をつけること
が，学校で学んだことを社会で活かすことにつながると思っています。このようなことを理科の
授業で意識することによって，理科だけではなく，さまざまな教科に対する興味を引き出し，学
習したことを社会人で活かしていく力につながると思います。

コラム 30： 重曹のはたらきと電気パン・カルメ焼き
コラム 13 でも述べましたが，重曹とクエン酸を水に溶かすと炭酸水ができます。これは，重曹
とクエン酸が反応して二酸化炭素が発生するためです。重曹は熱した時にも二酸化炭素を発生し
ます。これを利用したのが電気パンの時に使ったベーキングパウダーです。ベーキングパウダー
は重曹の他に重曹の分解を助ける成分が混ざったものです。カルメ焼きは，ザラメに少量の水を
入れて火にかけて融かし，融けて 125℃になったところで重曹を加えて二酸化炭素を発生させて
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発泡させて，冷やすことによって軽石のようにしたものです。これも，重曹が二酸化炭素を発生
する性質を利用したものです。
ちなみに，通常のパンは酵母が発酵するときに発生する二酸化炭素を利用して膨らませたもの
です。発酵自体も生物がエネルギーを得る過程です。
「それはなぜだろう」と，次々に疑問を持っ
て「知識のネットワーク」を広げていくことが大切です。説明しだすとキリがないので，ここで
留めておきますが，機会があったら，みなさんも話をつなげていただたいと思います。

コラム 31： 発熱エネルギーと高圧線
送電線でも発熱します。コラム 27 で述べたように，
単位時間あたりの発熱量（発生するエネルギー）は抵
抗かける電流の二乗になります（(C27.3)式）。そこで，
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。これが送電線（高圧線）です。遠くに送電する
図 C31.1 高圧線の働き
ために，電圧を上げているのです。
各発電所でつくられた電気は 27 万 5000 V～50 万 V という超高電圧に変電されて送電線に送り
出されます。これを順次電圧を落としていきます。2 万 2000 V まで電圧を下げたものが大規模工
場やコンビナートに送られます。さらに， 6600 V まで電圧を下げたものが中規模工場や大規模ビ
ルに送られます。さらに家庭用の電源は，電柱上の変電器で 100 V または 200 V にします。この
ように順次電圧を下げていくために，変電所が必要になります。長距離の送電の例として，富山
県の黒部川流域の複数の発電所で発電した電気が関西地区まで送られています。

コラム 32： 線路・電線・IH でなぜ感電しないの?
以前の講習で，
「なぜ IH で感電しないのか?」といった疑問が，テストの答案（意見・提案の問）
に書かれていました。テストの答案に書く前に質問して貰えれば，他に同じ疑問を持った人にも
わかってもらえたのにと少し残念に思いました。質問は質問者自身のためにもなりますが，他の
受講者や講師にとってもありがたいものです。それはともかく，電気というと「感電が怖い」と
思っている人が多いのですね。
「IH の上に乗ったお鍋の中で電流は流れますが，外に出てこない
ので触っても大丈夫ですよ」と言いたいところですが，触ってはいけませんよ。感電はしません
がやけどをしてしまいます。
高電圧の電流が流れているのに，むき出しになっている金属が身の回りにあります。それは，
電車が走っている鉄道の線路です。多くの電車は架線とレールから電気をとっています。したが
って，レールには電流が流れているのです。それでも，感電したという話を聞いたことはありま
せん。それは，なぜでしょうか? 日本では電車には直流と交流ともに使われています。直流の場
合は 1500 V が主流です。世界的には 600，750，1500，3000 V のものがあります。新幹線は，25,000
V の交流です。北陸本線の敦賀~糸魚川間は交流です。在来線で交流の場合は 20,000 V です。踏切
では，レールを踏むこともできます。雨の日に濡れた靴で線路を両足で乗ったら，感電するよう
に思えます。でも，感電したという話を聞いたことはありません。なぜでしょうか。人間の体も
電気を通します。でも，鉄に比べて電気抵抗が極めて高いのです。ですから，線路の上に両足で
乗っかっても，人間の体の中はほとんど電気が通らないのです。
私が小学校の頃，小学生向けの科学雑誌に，「電線に雀がとまっても，なぜ感電しないのか?」
ということが書いてありました。私達の家庭に配電している「配電線」は現在では合成樹脂で被
覆しています。しかし，数十年前までは被覆していませんでした。そのため，そのようなことが
書いてあったのです。現在でも，送電線（高圧線）の電線は被覆していません。交流の電線に被
覆すると，被覆している樹脂の分子が揺さぶられて発熱するためです。但し，海底を通す送電線
には被覆が必要です。そのため，本州と北海道，本州と四国の間は，直流に変換した電流を被覆
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した電線で送っています。

コラム 33 電磁誘導
発電原理説明器はコイルの中で磁石を動かすと電流が流れる現象を利用したものです。磁石か
らは磁力線というものがでています。コイルの中を磁力線が通っても何もおこりません。でも，
コイル通過する磁力線の本数（強度）が変化すると，その磁力線の変化を打ち消そうとする方向
に電流が流れます。電磁石で知られているように，コイルに電流を流すと磁石になりますよね。
コイルを貫く磁力線が変化すると，磁力線の変化を弱める方向に電流が流れます。その結果，反
発する力が生じます。その反発する力によって，IH に乗せたリング状のアルミ箔は浮上するので
す。アルミ箔のシートが飛んでいくのも同じ理由です。IH に電線をループ状にした豆電球が点灯
するのは，このループを電流が流れるからです。一重のループでも，豆電球がつくことから，か
なり強い磁場が生じていることがわかります。テキストでも見たように，このような電磁誘導を
利用して IH やトランスが作られているのです。

コラム 34： AC アダプター
テキストの中で，変圧器としてコイルと鉄芯を使った「トランス」話をしました。電子機器な
どの AC アダプターも大きなものはトランスが使われています。大きなものは，交流をトランス
で定電圧にしてから，ダイオードを使った整流器と電圧を安定化する平滑回路を組み合わせて使
用しています。携帯電話の充電器などは非常に小型になっています。これも，トランスが使われ
ています。でも，コンセントの電源をそのままトランスに通すと発熱が大きくなるため，小さな
トランスは使えません。そこで，コンセントの電流をいったん直流にしたあと，スイッチング回
路で ON/OFF することにより高周波にします。それをトランスで低電圧にしたあと，再び直流に
しているのです。

コラム 35：直流と交流の変換
交流から直流の変換はダイオードなどの半導体素子と平滑回路などを使って昔から使われまし
た。変換するというのと，交流から直流への変換する装置をコンバータ（英語の convert は変換す
るという意味）とよびます。それに対して，逆に直流から交流に変換する装置をインバーター（英
語の invert は逆さまにするという意味）といいます。周波数を変換するためには一度直流に変換
してから交流にもどすことによって行われています。主な用途として，モーターの制御，蛍光灯
の高周波点灯，電子レンジや電磁調理器（IH）用の高周波電源としても用いられています。

コラム 36： なぜ東海道新幹線は東京駅で他の新幹線とつながっていないの？
平成 23（2011）年 3 月に九州新幹線が鹿児島まで開通し，新大阪から「みずほ」が鹿児島中央
駅まで直通運転しています。東海道新幹線と山陽新幹線は直通運転をしていますので，線路は東
京駅から鹿児島中央駅までつながっています。一方，東北新幹線は平成 22 年（2010 年）12 月に
は，東京から新青森駅までつながりました。東京では東海道新幹線と東北新幹線の線路はつなが
っていません。その理由は，新幹線は交流電源で走るためです。電圧は 25,000 V で共通ですが，
周波数が違うのです。東海道新幹線以西の新幹線は 60 Hz であるのに対して，東北新幹線，上越
新幹線は 50 Hz だからです。
北陸新幹線の場合はどうでしょうか。50 Hz，60 Hz 地域を通ることから，車上に周波数変換装
置がついているのです。周波数の切り替え区間は，軽井沢駅から 5 km 長野寄りの地点です。東
北・上越新幹線開業（昭和 57（1982）年）の頃には，車上に積載できる小型の周波数切り替え装
置がなかったので，東京で線路が分離されることになりました。将来は東京駅で東海道新幹線と
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他の新幹線の線路がつながるようなるかもしれません。

コラム 37 電磁波の人体への影響
以前，IH 調理器からの電磁波は人体に悪影響を及ぼさないのか？という質問がありました。電
磁波の人体へ悪影響があるという説もあるので，非常に心配なところです。携帯電話，電子レン
ジなど電磁波を使う機器もたくさんあります。でも，日常使われる電気製品は大きな影響がない
とされています。IH の場合は，強い電磁波が生じますが十分離れることによって弱くなります。
さらに，鍋等を乗せないと動作しないようになっています。鍋に電流が流れると電磁誘導によっ
て，磁力線の強さが弱められます。
電子レンジでは，外部に電磁波がでてこないように，覗き窓に金属板小さな孔を開けた金属の
網が付けてあります。電子レンジはマイクロ波とよばれる電磁波を使って食品を温めるものです。
整形外科の治療で患部にマイクロ波を当てて温めることがあります。この時，湿布などしている
と湿布が暑くなってやけどします。また，作業服の中には「静電服」といって，金属の細い繊維
を織り込んでいて静電気の帯電を防止する作業服もあります。このような作業服を着ていると電
流が流れるので大変危険です。

コラム 38： 暖まるお弁当と瞬間冷却剤
紐を引っ張ると暖まるお弁当や燗ができるカップ酒がありますね。あれは，どういう原理で暖
まるのでしょうか。
弁当箱や酒のカップの底には，酸化カルシウム（CaO，生石灰）と水が入った袋が入っています。
水の袋を破ると生石灰と水が反応して発熱する仕組みです。生石灰は，水と反応すると学校のグ
ランドのラインを引くのに使われる消石灰（水酸化カルシウム; Ca(OH)2）になります。この時発
生する（反応）熱を利用して温めるのです。このように反応にともなって，熱が発生する反応を
「発熱反応」といいます。生石灰は，海苔やせんべいの乾燥剤にも使われています。この乾燥剤
は，水と反応すると発熱するので注意が必要です。
生石灰と水の反応による発熱実験は学校でもできます。但し，アルカリ性が強いため目に入っ
たり皮膚についたりすると炎症を起こします。実験にあたっては，ゴーグル，ビニール手袋，袖
がついたビニールエプロンなど保護具を着用して行う必要があります。
最近は叩けば冷える「瞬間冷却剤」が市販されています。これは，袋の中に尿素，硝酸アンモ
ニウムなどとともに水袋が入っています。叩くと，水袋が敗れますそうすると，尿素や硝酸アン
モニウムが反応します。反応するときに，周りの熱を奪うので温度が下がるのです。このように
化学反応に伴い，周りの熱を奪う反応を「吸熱反応」といいます。使い捨てカイロや生石灰と水
の反応のように周りに熱を出す反応を発熱反応といいます。

コラム 39： 「油を売る」という言葉の起源
「油を売る」というと仕事中に無駄話をしてサボることをいいますね。本来の語源は江戸時代髪
油を売る商人が女性客相手に世間話をしながら売ったことに由来するそうです。一説には，油粘
性が高いために，客の器に油を移すのに時間がかかったので，その間に世間話をしていたからだ
とも言います。司馬遼太郎の「国盗り物語」には，斎藤道三が若いころ油売りをしていたことが
書かれています。その時，永楽銭（真ん中に孔が開いた銅銭）をつぼの上に置いて，漏斗（じょう
ご）も使わずに穴に油がついたら無料にするといって売っていました。昔の人はものを単に売る
だけではなく，客に来るのが待ち遠しいような気持ちにさせて贔屓の客をつかんだのでしょうね。
髪油売りも，女性客の愚痴を聞いたり，相談相手になったり，情報を伝えたりして客をつかんだ
のではないでしょうか。現在でも，やり手の営業の人は，客に無理に商品を勧めませんよね。色々
と相談に乗ったり，顧客の立場で考えた話をしたりしながら商談をしますよね。気がついたら商
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品を買っていたということがあるでしょう。そのあと，またあの人から買いたいという気持ちに
させてしまいます。このようになるには，自分の都合だけではなく，相手はどう考えるだろうと，
立場を変えて考える想像力を学校時代が養っておくとよいのではないでしょうか。

コラム 40： 煤と墨と和紙
油やロウソクの炎をよく見ると煤（すす）が出ています。子どもの頃，太陽を観察するのに，
ガラス板にロウソクの煤をつけて観察できるということを本で読んだことがあります。また，卵
の殻にロウソクの煤をつけたものを水の中に入れると銀色に光るという実験をやった記憶があり
ます。銀色に光るたまごの煤の働きはよくわかりませんが，煤は水をはじく性質をもっているこ
とと，水の表面張力の影響で煤水と卵の間に空気の層ができるためではないかと思います。空気
の層ができると，水の表面で全反射するために，銀色に見えるのです（実験 33）。
さて，油を燃やした煤は炎で熱せられて光っています。鉄を熱すると光るように煤も，温度が
高くなると光るからです。そのため，油やロウソクの炎はオレンジ色に見えるのです。はずかし
い話ですが，実は，このことに気づいたのは，ごく最近です。免許状更新講習や児童向けの実験
教室などで油を燃やす実験は何度かやっていました。平成 25 年 6 月に福井県教育研究所の中学校
理科第一分野の教員研修で説明しているときに，煤がでているのを見て初めて気づいたのです。
そこで，煤が光っていることを説明しました。このように，色々なことを理解したり，気がつい
たりするのは，インプットしている時だけではなく，アウトプットしている時です。学校教育で
も，生徒に積極的にアウトプットさせて，気が付かせるような教育が必要だと思います。
煤は習字で使われる墨の原料となります。墨は煤を動物の骨や皮から取ったゼラチンである膠
（にかわ）で固めたものです。墨は乾くと水に非常に強くなります。江戸時代，江戸のような都
市では，しばしば大火（大きな火災）がおきました。当時，火事になると商店の帳簿である大福
帳は井戸に投げ込んで焼失を防いだといいます。火事が収まってから，井戸の中から取り出し，
乾かせば使えるからです。このようなことができたのは，和紙や墨が水に強いという性質を持っ
ているからです。

コラム 41： マントルのはたらきと放射線
マントルを使用したガス灯を白熱ガス灯といいます。ガス灯のマントルは，オーストリアの化
学者、カール・ヴェルスバッハによって 1886 年（明治 19 年）に発明されたものです。マントル
は麻や人絹の織物に硝酸セリウム・硝酸トリウムを含浸させたものです。繊維は，燃やして炭化
してから使います。セリウム，トリウムなど原子からの発光を用いて明るくするものです。最近
は，色々な元素を使ってさまざまな色の白熱ガス灯が工夫されているそうです 1)。トリウムから
は放射線の一種であるアルファ線が放出されます。アルファ線の電離作用で火炎を安定させる働
きもあります。マントルには，放射性のトリウムが含まれていますので，霧箱実験の放射線源と
しても使うことができます。
1) 京葉ガス HP： http://www.keiyogas.co.jp/cont/development/devel_01_1.html

コラム 42： アーク放電と電気の語源
アーク放電とは，空気中で高い電圧をかけると，空気中を放電する現象です。このとき，分子
は電子と原子核にわかれた「プラズマ」とよばれる状態になっています。
アーク放電は様々なことに応用されています。例えば，アーク溶接という方法があります。溶
接するための棒を電極としてアーク放電させて溶接させるものです。
稲妻も空気中の放電現象の一つです。稲妻は漢字では「電」と書きます。電気の電です。雷か
ら，下にひげのように出ているのが稲妻を表しているのではないでしょうか。稲妻という言葉は，
落雷するとよく稲が稔るということから来ているそうです。落雷によって，大気中の窒素が田ん
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ぼに固定されるためよく稔るのだと言われています。稲が稔るよ
うになるということから，稲の配偶者（= つま）ということで稲
妻といいます。
「つま」は本当は「夫」と書きます。昔の日本語で
は，
「つま」は男女を問わず配合者のことを言いました。便利な言
葉だと思いますが，現在では女性配偶者にのみ使われていますよ
ね。
図 C42.1 稲妻（電）
稲妻と雷の音を合わせて「雷電」
（らいでん）といいます。雷が
電気によるものであることを示したのはアメリカ独立に功績のあったベンジャミン・フランクリ
ン（1705~1790）です。彼は，1752 年，雷が発生するときに凧を上げ，その電気をライデン瓶に貯
めることにより雷の原因が電気であることを発見しました。ライデン瓶というのは，オランダの
ライデン大学で発明された静電気を貯める装置です。雷電瓶ではないので念の為に（ちなみに私は
「雷電瓶」だと思っていました）。
日本語で「フランクリンが雷の原因は電気だということを発見した」
とってもなんかおかしい気かしますね。電気の電が稲妻そのものをあわすからです。英語では，
電気のことを electricity といいます。これはギリシア語の ηλεκτρον [elektron]に由来します。elektron
というのは，琥珀（こはく）のことを言います。古代のギリシャ人が琥珀をこすると静電気が発
生することに気づいたことに由来するものです。

コラム 43： エジソンと材料「天才とは?」
エジソンの「天才とは 1 パーセントのひらめきと 99 パーセントの努力である」という言葉は
よく知られていますね。元の言葉は“Genius is one percent inspiration, ninety-nine percent
perspiration.”です。inspiration と perspiration で韻を踏んでいます。直訳すると「天才は 1 パーセ
ントの霊感による思いつき（発想）と 99 パーセントの発汗（汗をかく程の奮闘努力）である」
となります。エジソンは，寝る間も惜しんで開発に取り組んでいました。白熱電球の実用化（発
明したのはイギリスのスワンという人です）にあたって，清和源氏の氏神として有名な京都の石
清水八幡宮の裏山の男山に竹を乾留したものを用いたことは有名ですね。その材料に巡りあった
のは，開発にあたってどんな材料が必要になるかわかりないので，世界中から可能な限り多くの
材料を集めて研究所に保管していたからです。我々凡人からすると，百万分の 1 のインスピレー
ションでもものすごいインスピレーションのように感じます。それが，1 パーセントのインスピ
レーションというのですから，新しいものを創造するのにインスピレーションがものすごく大切
であると強調しているように感じます。要するにエジソンは，インスピレーションがなければ，
いくら努力してもダメだと言いたかったそうです。

コラム 44： 炭素は耐熱材料
エジソンは，日本の竹を乾留したものをフィラメントとして用いました。現在の白熱電球はタ
ングステンという金属を用いています。電球メーカーのホームページには，100 W の白熱電球フ
ィラメントは 2,800 K と高い温度であることが書かれています（ウシオ電機ホームページ：
http://www.ushio.co.jp/jp/technology/glossary/glossary_ha/incandescent_lamp.html）。
エジソンの使ったフィラメントは竹でつくった「炭」です。炭というと燃料という印象があり
ます。でも，炭素の一種のグラファイトは耐熱材料とて使われています。酸素が無い状態で使用
する電気炉の材料やガラスなどの成型のための型などとして使われます。

コラム 45：分光シートと虹
分光シートで光がどのような（色の）成分からなっているかを観察できます。いろいろな色に
別れて見えるのは，光の波長によって色が異なるからです。光は，波です。池の表面のさざなみ
を思い浮かべてください。波の高いところと，隣の高いところの距離が波長です。目に見える光
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の波長は 380 ナノメートルから 780 ナノメートルといわれています。ナノメートル [nm] という
のは，十億分の一メートルのことです。この波長は約 1 万分の 4 から 1 万分の 8 ミリメートルに
あたります。
このように光は波です。分光シートは，細い並行な溝ができています。溝のところはギザギザ
になっていますが，間に平で透明なところがあります。隣り合ったところから出た光は波である
ため，互いに強めあったり，弱めあったりします。その結果，分光シートの表面からみて，斜め
の方向に決まった角度で出た光が強く見えるようになります。光の波長によって，強くなる角度
が違うために，分光シートを通して，光をみると光源から少し離れたところに，色がついて見え
るのです。詳しい原理は参考資料 1)をご覧ください。
CD の表面にも分光シートと同じような溝が切ってあります。そのため，光を色の成分に分ける
ことができます。
虹も，光の波長によって，光の進み方が違うことによって起きる現象です。光が水やガラスな
どの透明な物体を進む時には，空気中を進むときよりも進む速さが遅くなります。水面に斜めに
光が入ると，光の進む向きが折れ曲がります。この現象を屈折といいます。屈折は光が波である
ことと，物体中では遅くなることが原因で起こります。物体中での光の遅くなり方は，波長によ
って異なります。そのため，プリズムを使って光を分けることができるのです。虹は，太陽から
出た光が水滴の中を通って反対側の表面で反射したときに見られる現象です。
1) 京都大学理学研究科社会交流室 HP： http://cr.sci.kyoto-u.ac.jp/img/bunkosheet.pdf

コラム 46: 原子から出る光と量子力学

光は二重人格
光は二重人格

光の進む方向
光の進む方向
原子は日常生活の体験からは分からない不思議な性
振動
振動
質を持っています。原子は光を出したり吸収したりし
波
波
ます。コラム 42 でも述べたように，光は波です。水面
波長
波長
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
1個，2個，・・・と数えられる
粒
粒 1個，2個，・・・と数えられる
のものがあります。光の波長が違うと色が違って見え
エネルギー
エネルギー :: 波長に反比例
波長に反比例
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（図 C43.1）。
図 C46.1 光は二重人格
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。高ところにある物は
原子と光 ・・・ 水銀灯の
より大きなエネルギーを持っていて，下に落ちるとき
原子の中のエネルギーは建物の各階にいる
に別のエネルギーに変わります。例えば，水力発電を
⇔ 各階の高さの差に相当する光の出し入れ
考えると高いところにある水が流れ落ちることによっ
エネルギー 電子
電子のフロア－
て，水車を回し電気をつくります。高い所にある水の
エネルギーが流れの（運動）エネルギーとなり，水車
を回して電気エネルギーに変わるのです。
原子の中にある電子もエネルギーを持っています。
光吸収
光放出
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（図 C46.2）。この高さ
図 C46.2 原子と光
の差に相当するエネルギーを持った光の「粒子」が来
ると電子は光を吸収して高い階に上がります。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「粒子」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。ですから，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。
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原子や電子のような小さな物体はこのよう
に目に見えるものと違うふるまいをします。こ
のような小さの物質は「量子力学」という物理
の理論体系にしたがいます。量子力学が確立し
たのは，1925 年です。シュレディンガーとハイ
ゼンベルクによって独立に提案されたもので
す（図 46.3）。二人の提案したものは，一見する
と全く別の数学の式を使って記述されていま
した。その後，両者は同等のものであることが
わかりました。
量子力学の発見のきっかけを与えたのは，プ
ランク（図 C46.4）という物理学者の研究がき
図 C46.3 エルヴィーン・シュレーディンガー
っかけになった光量子仮説です。19 世紀後半，
（1887～1961）（左）とヴェルナー・
ハイゼンベルク（1901～1976）（右）
ドイツでは鉄鋼業が盛んになりました。その時
必要になったのは，高温で融けた鉄の温度を測る技術です。そ
のためには，高温で光った鉄からでる光のスペクトル（波長毎
にどのくらいの強度の割合で光がでているか）でした。多くの
物理学者がこの光のスペクトルを理論的に再現しようとして
努力しました。それに対して，部分的に発光スペクトルを再現
できる理論はできました。ある理論は，比較的波長が長いとこ
ろでは実測結果と合いますが，波長が短い所では合いませんで
した。別の理論は逆に波長の短いところだけよく合いました。
プランクは，ある時，理論計算の中で連続に変化するとして計
算すべきところを，光のエネルギーが飛び飛びの値として計算
図 C46.4 マックス・カール・
してしまいました（数学の言葉を使うと，積分するところを足し算で
エルンスト・ルートヴィヒ・
プランク（1858～1947）
置き換えてしまったのです）。そうすると，全ての波長で実測結果
にぴったり合う理論式が得られました。2000 年の 12 月，ブラ
ンク 42 歳の時でした。プランクは，理屈が分からずに数学的なおきかえをしただけでした。プラ
ンクはその後，自分自身の理論の間違いを見つけようと努力します。アインシュタインは，プラ
ンクの仮設に対して積極的な意味付けをしました。光のエネルギーは本来飛び飛びの値を持つも
のだと。その後，量子論について，さまざまな研究がなされ，1925 年のシュレディンガーとハイ
ゼンベルク（図 C46.3）がそれぞれ独立に量子力学を確立します。量子力学は，その後化学，電子
工学，原子力工学の発展になくてはならないものになりました。

コラム 47: 蛍光と燐光
蛍光というのは，コラム 46 の図 C46.2 のように，光を受けてエネルギーの高いエネルギー階
にあがったものが，光を出さずに中二階のようなところに移ったのち，もとの階に戻るときに光
を出す現象です。この時出す光は吸収した光よりも波長の長い光になります。蛍光灯で紫外線を
吸収して，目に見える光を出すのはこの現象です。
蛍光に似た現象に燐光（りんこう）があります。光が 2 階に上がってから，光を出さずに移っ
た中二階が安定でなかなか下に降りない現象です。ゆっくり，少しずつ光を出すので長時間光ら
せることができます。以前時計などによく使われていた夜光塗料は燐光を利用したものです。

コラム 48： LED と太陽電池の原理
LED のしくみについて説明する前に，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
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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。
自由電子が動きまわることによって，電流が流れるのです（図 C48.1）。
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。
半導体にごく微量の不純物を混ぜる（「ドープ」する
金属
といいます）と電気を通すようになります（図 C46.2）。
自由電子
価電子が金属中を動きまわる
半導体の価電子の数よりも価電子の数が多い不純物を
= 自由電子
原子
混ぜると，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
絶縁体・半導体
価電子を出し合って結合
ようになります。電子はマイナスの電気（負の電荷）
を持っているので，このような半導体を負という意味
価電子 ･･･ 化学結合に寄与
の英語 negative の頭文字をとって，n 型半導体といい
電子
ます。
原子核
一方，半導体の価電子の数よりも価電子数が少ない
図 C48.1 金属，絶縁体，半導体
不純物を混ぜ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。
半導体に極微量の不純物を混ぜる（ドープする）
この泡は，プラスの電気を帯びた粒子のようにふるま
⇒ 電気を通すようになる
います。このブラスの電気を持った粒子のようなもの
p型半導体
n型半導体
正孔
を正孔（ホール）といいます。このような半導体を正
電子
（ホール）
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。
価電子数: 不純物＞半導体
LED は p 型半導体と n 型半導体をつなぎあわせ（「接
価電子数: 不純物＜半導体
電子の孔（正孔）
余分の電子が動きまわる
合」し）たものです（図 C48.3）。p 型と n 型をつなぎ
⇒ 泡のように動きまわる
⇒ 電流が流れる
⇒ 電流が流れる
あわせると，図 C48.3 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
図 C48.2 n 型半導体，p 型半導体
す。この部分を空乏層といいます。空乏層では，電気
n型半導体とp型半導体を接合
LEDのしくみ
を伝える電子や正孔はありませんが，p 型の部分の空
光子
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，電子がたりなく
なってプラスの電気を帯びています。このような，状
態で図 C48.3 のように p 型側がプラス，n 型側がマイ
電子も正孔も無い部分（空乏層）
電子と正孔が混ざり合って消える
ナスになるように電圧をかけると空乏層にそれぞれの
プラスおよびマイナスの
電圧をかける
電気をおびる
⇒ 空乏層に電子と正孔が入る
側から電子および正孔が移動して電気が流れます。空
⇒ 電子と正孔がぶつかる
正孔
電子
⇒ 光を出す
乏層では，電子と正孔がぶつかって消滅します。この
時，光子が発生します。このときの，光の波長は半導
図 C48.3 pn 接合と LED の仕組み
体と不純物の種類によって決まります。そのため，LED
太陽電池のしくみ
比較： LEDのしくみ
では決まった波長の光が出るのです。
光子
光子
次に太陽電池の仕組みについて説明しましょう。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
光を当てる
電圧をかける
⇒ 空乏層に電子と正孔ができる ⇒ 空乏層に電子と正孔が入る
ると電子と正孔に分かれます。このとき，電子は，プ
⇒ 電子と正孔が追い出される
⇒ 電子と正孔がぶつかる
⇒ 電流が流れる
⇒ 光を出す
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
図 C48.4 太陽電池の仕組み
n型

空乏層

p型

電子
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張られます。その結果，図 C48.4 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。

コラム 49： 明かりに対する私の夢
明かりに対する私の夢があります。壁自身が発光材料や表示材料になるとともに昼間は太陽光
発電をするというものです。家の中の壁，家の外の壁が発光することによって，照明になります。
単に発光するだけではありません。壁自体が表示装置になるのです。壁掛けテレビならぬ「壁テ
レビ」の実現です。そうすると，日によって気分の休まる景色を壁に表示することもできます。
さらに，光を発するだけではなく，発光しない部分では発電をさせることもできるのです。昼間，
外壁が太陽光発電器になるのはもちろんですが，部屋の中で発光していない部分から光のエネル
ギーを回収して少しでもエネルギーを節約することができるのです。このようなことが実現する
には，ものすごく長い時間がかかると思います。50 年やそこらでは，実現不可能かもしれません。
でも，将来的には実現するのではないかと思っています。

コラム 50： 森林破壊と産業革命
大気中の二酸化炭素の増加は，産業革命を機会に起こったといわれています。しかし，産業革
命が起こったのも，実は環境破壊と関係しているのです。ヨーロッパでは，長年の伐採によって，
燃料として使う薪がなくなってきたのです。そのため，代替の燃料として石炭が使われるように
なってきたのです。石炭は汚いということもあって主に庶民が使うようになったそうです。その
結果石炭が普及してきました。この石炭を用いた蒸気機関の発明によって，重工業が興ってきた
のです。
中東にレバノンという国があります。レバノンは地中海に面し，南はイスラエルと国境を接し
ています。レバノンという国の国旗と国章には，レバノンスギが書かれています。レバノンスギ
はスギという名前がついていますが，マツ科ヒマラヤスギ属の針葉樹でスギ（スギ科スギ属）と
は違うものです。レバノンスギは古代には中近東一体に自生していましたが，大規模な伐採が続
いたせいで，今ではレバノンの一部で残っているだけだそうです。環境破壊が起こったのは，決
して産業革命がきっかけではありません。農業が始まった時から，人類による環境破壊が始まっ
たと言われています。

コラム 51：熱機関の効率と熱力学第二法則
テキスト本文で述べたように，おもりを下げたペンシ
ルバルーンは温めっぱなしでも，冷やしっぱなしでも長
さは変わりません（スライド 2-3）。また，温度差を使っ
て熱の流れを作ることによりものを動かす仕組みもあ
ります。このように熱を仕事に換えるものを「熱機関」
といいます。
温度差を使って熱の流れをつくると，モノを動かすこ
とできます。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えるとよいでしょう（ 図
図 C51.1 熱の流れと水の流れ
C49.1）
。ボイラーで水蒸気をつくり，それでタービン（水
蒸気で動く羽根車）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。そのためには，
ボイラーと蒸気が出て行くところに温度差が必要です（図 C51.1，C51.2）。
この熱の流れは水の流れに例えることができます。高いところにある水が，低いところに流れ
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
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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。この関係は物理の基本法則
である「熱力学の第二法則」そのものです。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（高熱源）と低温の熱源（低熱源）
が必要」であると表現します。
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」はバラバラな方向
に運動しているため，いくら元気がよくてもそのままで
図 C51.2 熱力学第二法則と熱機関
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（図 C51.3）。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。
熱力学の第二法則は熱エネルギーを 100%仕事に変え
ることはできないということを示しています。熱効率
100%が実現不可能ならば，どこまで熱効率をあげるこ
図 C51.3 「小さなあばれんぼう」と熱
とができるのでしょうか？それを追求することは，人間
力学第二法則
の願望として当然のことかと思います。実際，19 世紀の
物理学研究者はそれを追求しました。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，
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，熱機関の効率の向上だけではなく，物質の性質の理解にも貢献し
ました。

コラム 52： 物理と法則
熱機関が働くためには，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「法則」といいます。法則は，いくら理屈で考えても証明できません。
「学校
では「よく考えなさい」といわれている。でも，いくら考えてもわからない。そのため，自分の力
がない」と思って物理を諦めてしまう人がいるようです。私自身も，物理は全て考えればわかる
と思っていました。高校までは物理について考えても分からないのは，高校の教科書では難しい
ものを省略して結果のみを書いているためにわからないものと思っていました。しかし，かなり
あとになってそれは違うことを知りました（これを本当に認識したのは 40 歳で大学教員になった後のこと
です）。物理は論理では説明できない「法則」と約束事である「定義」を受け入れて，それらをも
とに論理的に考えていくことが大切です。考えることが好きな人程，考えても分からないのは自
分は能力がないからだと勘違いして諦めてしまいがちです。小学校で分数を理解できないと悩む
人もそういったタイプです。算数や数学に向かないのではなく，適性がありすぎるのです。計算
規則は，人が決めたことです。そのように約束したので，そのように計算するのだと最初から教
えれば，迷うことはないのです。そのへんをしっかり教わらないために，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。

コラム 53： スターリングエンジン
スターリングエンジンはスコットランドの牧師ロバート・スターリング（1790~1878）によって
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発明されたものです。1816 年に発明されたものです。当時は，蒸気機関の効率をあげるために，
ボイラーの高圧化が進んでいましたが，同時に事故も多く起こりました。彼は，そのような事故
を防ぐものとして安全性が高く，効率的な熱機関として開発しました。しかし，故障が多かった
ことと，ボイラーの安全性が高くなったことから使われなくなりました。スターリングエンジン
はカルノーサイクルとよばれる理想的な熱機関に近い熱効率を持ちます。また，ガソリンエンジ
ンやディーゼルエンジンなどの内燃機関と違って，外部から加熱するために熱源として様々なも
のが可能です。20 世紀はじめに家庭用発動機などに一部用いられましたが，トータルのコストで
内燃機関や電動モーターにかなわないために，ほとんど用いられていません。1995 年頃から，コ
ストは高いものの音が静かで長期間の潜行が可能であることから潜水艦の動力としても用いられ
ています。

コラム 54： 地球温暖化係数
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（表 C54.1）。フロンガスは化学的に安定であることから，冷蔵庫などの冷媒に使われるよう
になりましたが，オゾン層破壊の原因となるために禁止されました。その代わりオゾン層を破壊
しない代替フロンが開発されました。しかし，地球温暖化係数が数千から数万と大きいために現
在では使用されていません。
二酸化炭素の排出規制が問題になっています。これは，二酸化炭素の排出は規制が可能だから
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のです。でも，規制できないということで規制対象外になっ
ています。
表 C54.1 地球温暖化係数
温室効果ガス
二酸化炭素(CO2)
メタン(CH4)

地球温暖

性質

化係数

1 代表的な温室効果ガス
23

燃える。

296 物質。他の窒素酸化物（例えば二酸化
窒素）などのような害はない。

オゾン層を破

塩素などを含むオゾン層破壊物質で、

CFC、

数千から

HCFC 類

1 万程度

HFC（ハイドロフル

数百から 塩素がなく、オゾン層を破壊しないフロ

オロカーボン類）

1 万程度 ン。強力な温室効果ガス。

壊しないフロ

PFC（パーフルオロ

数千から 炭素とフッ素だけからなるフロン。強力

ン類

カーボン類）

1 万程度 な温室効果ガス。

壊するフロン
類

同時に強力な温室効果ガス。モントリオ
ール議定書で生産や消費を規制。

オゾン層を破

SF6（六フッ化硫黄）

22200

化石燃料の燃焼など。

天然ガスの主成分で、常温で気体。よく 稲作、家畜の腸内発酵、廃棄物

数ある窒素酸化物の中で最も安定した
一酸化二窒素(N2O)

用途、排出源

硫黄とフッ素だけからなるフロンの仲
間。強力な温室効果ガス。

の埋め立てなど。
燃料の燃焼、工業プロセスな
ど。

スプレー、エアコンや冷蔵庫な
どの冷媒、半導体洗浄など。
スプレー、エアコンや冷蔵庫な
どの冷媒、化学物質の製造プロ
セスなど。
半導体の製造プロセスなど。

電気の絶縁体など。

地球温暖化係数とは、温室効果ガスそれぞれの温室効果の程度を示す値です。
ガスそれぞれの 寿命の長さが異なることから、温室効果を見積もる期間の長さによってこの係数は変化します。
ここでの数値は、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第 3 次評価報告書の値(100 年間での計算)になります。
（出典： 全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト（http://www.jccca.org/））
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コラム 55： 環境と熱力学第二法則
「ゼロエミッション」という言葉があります。工場などで廃棄物などを原料化して，外に出さ
ないというものです。しかしながら，熱力学第二法則によれば，無駄なエネルギーが出ることに
なります。ですから，
「ゼロエミッション」なんて原理的にはありえません。但し，その無駄なエ
ネルギーを別のエネルギー源として活用することはできます。例えば，火力発電や原子力発電で
出た熱を有効利用することは可能です。捨てる熱を新たな熱源として使うことは可能なのです。
例えば「コンバインドサイクル」という天然ガスを用いた火力発電の方式があります。第一段目
として，ジェットエンジンのような仕組みで発電をします。そこから出た熱で水蒸気をつくり，
発電します。このことによって，少しでも無駄な熱を少なくすることができます。
熱機関を水力発電のモデルで説明しました。この時，水の流れが止まってしまうと，水車が動
かず発電できません。その流れた水でさらに水力をすることも場合によっては可能です。このよ
うにして，富山県の黒部川の流域では，黒四ダムで有名な黒部第四発電所をはじめとして 11 箇所
の発電所が稼働しています。

コラム 56： モーターで音を聞く
私が小学校の頃は，モーターやラジオなどでよく遊んだものです。モーターは電気で動くこと
を知っていました。当時，ゲルマニウムラジオやトランジスタラジオを作って遊んだこともあり
ます。ラジオは，スピーカーやイヤホンで音を出すことも知っていました。さらに，スピーカー
やイヤアホンも電気信号で動くことを知っていました。
ある時，学校で同級生が「鼻がつまって耳が聞こえなくなっ
♫♬♪
た時に，口にイヤホンを入れたら音を聞くことができた」と話
していました。そこで，ラジオのイヤホン端子にモーターを繋
げば，電気信号でモーターの軸が振動するのではないかと考え
ました。さらに，モーターの軸を歯につけると振動で音が聞こ
えるのではないかと考えました。家のトランジスタラジオを使
って実験してみました。予想したとおり，ラジオの音を聞くこ
とが出来ました（図 56.1）。
以上の説明で，モーターが電気信号振動することはわかると
図 C56.1 モーターで音を聞く。
思います。それでは，なぜ歯にモーターの軸をつけると音が聞
こえたのでしょうか。それは，音の振動が骨を伝わって耳に伝
わってからです。このように，骨を通して音を伝えるのを「骨
伝導」といいます。現在では，骨伝導を使ったスピーカーやイ
ヤホンが市販されています。
ベートーベンは晩年耳が聞こえなくなってから，タクトを口
に加えてピアノに押し当てて音を聞いていたといいます。彼は
骨伝導で音を聞いていたのです。図 C56.3 に耳の構造を示しま
図 C56.2 ルートヴィヒ・ヴァン・
す。鼓膜耳は外耳，中耳，内耳に分けられます。外耳は耳介と
ベートーヴェン（1770～1827）
。
外耳道からなります。それぞれ，空気を伝わった音を集め，鼓
膜まで伝える働きをします。鼓膜の内側には耳小骨とよばれる
米粒大の 3 つの骨がつながっています。鼓膜側から槌骨（つち
こつ），砧骨（きぬたこつ），鐙骨（あぶみこつ）と呼ばれてい
ます。これは，鼓膜に伝わった振動を内耳のリンパ液に伝える
働きをします。このとき，鼓膜と鐙骨の面積比によって，伝わ
る圧力が約 22 倍になります。物理的な増幅器の役割をしてい
るわけです。ベートーベンは耳小骨のはたらきが悪くなる「耳
硬化症」とよばれる病気に罹っていたといわれています。内耳
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じ かい

耳介

がい じ

外耳

ちゅうじ

中耳

ない じ

内耳
さん はん き かん

三半規管
じ しょう こつ

耳小骨

ぜんていしんけい

前庭神経

がい じ どう

外耳道
かぎゅうしんけい

蝸牛神経
こ まく

鼓膜

か ぎゅう
じ かん

耳管

蝸牛

図 C54.3 耳の構造。
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が正常だったので，タクトをピアノに押し当てると骨を通じて内耳に伝わって音が聞こえたので
す。
内耳は，蝸牛（蝸牛； 中学校・高校では「うずまき管」と教えている。蝸牛とはかたつむりのこと），三半
規管，前庭からなっています。三半規管はよく知られているように平衡感覚をつかさどります。
音を直接感知するのは蝸牛です。耳小骨の振動は蝸牛内のリンパ液を振動させます。音の周波数
によって音を感知する部分が異なっています。このことから音の高さを知ることができます。年
齢とともに高音が聞こえにくくなってきます。モスキート音という比較的高い音は高校生には聞
こえますが，先生たちには聞こえないことがあります。

コラム 57： 手回し発電機を使ったつりゲーム
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作ることができます（図
C57.1）
。これらの材料は，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。

図 C57.1 手回し発電機をつかった
釣りゲーム。

コラム 58: 火力発電
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
力を下げるためには，温度を下げなければなりません。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です。
このとき，飛び出した水蒸気は流れている必要があります。水
蒸気はたくさんのエネルギーを持っているのですが，そのまま
図 C58.1 火力発電と水力発電
では発電という仕事に利用できません。熱エネルギーの一部を
捨て，水蒸気の流れをつくることによって，そのエネルギーを利用できるのです。このように利
用できるエネルギーと利用できないエネルギーがあります。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と思います。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。水の流れが止まると水車が動かなくなってしまいます。したがって，
水が持っているエネルギーを全て仕事に変えることはできないのです。
さて，水蒸気の流れをつくるために，水蒸気は冷やして水に戻す必要があります。電力会社の
火力発電所では，水蒸気を海水で冷やして水に戻した上でボイラーに戻しているのです。ある小
学校で火力発電所の見学をしたら「復水器なんてもったいない」ことをしていると感想文に書い
た児童がいたそうです。実際そのように思えますが，蒸気を水に戻さないと圧力が下がらないた
め，水蒸気の流れを作ることができないのです。蒸気を水に戻す代わりに，蒸気を熱源として用
いることもできます。でも，商業用の火力発電所では水に戻すのが普通です。ボイラーで使う水
は純水（脱イオン水）を用いているためです。普通の水道水ですと，ミネラル分が管内に堆積し
て，細くなり破裂する危険があるからです。
私は，大学院の博士課程を修了後化学会社に就職しました。新入社員研修の一環として，製造
部門での研修がありました。その時配属されたのが動力部というところです。自家発電をしてい
る発電所がある部署です。実習した工場は，東京ドーム 65 個分の広大な敷地に，当時島根県 1 県
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分と同じ発電量があるといわれていました。そこの火力発電所には，復水器はなく，発電に使っ
た水蒸気はそのまま製造用の熱源として工場に送られていました。3 交代勤務が終わるとみんな
風呂に入ってきから帰ります。その時，水を貼った浴槽に直接水蒸気を吹き込むとたちまち適温
になりました。純水は河川から採取した工業用水を濾過後イオン交換樹脂で脱イオンしていまし
た。化学プラントですから，発電機だけではなく，直接工場にも送っていました。その後，研究
所に配属になりましたが，栓をひねると純水が出るようになっていました。
私の配属になった発電所は石炭を燃焼するものでした。石炭を微粉末にしてボイラーに送るの
です。石炭を燃やすと硫黄ができますが，これも原料にしていました。何にしているかは忘れま
したが。フライアッシュ非常に細かい灰がでますので，電気集塵機とよばれる静電気を用いた装
置で集めていました。フライアッシュは同じ敷地内にある，セメント製造部に送り，フライアッ
シュセメントとよばれる高級セメントの原料としていました。このように，多くの工場では廃棄
物を原料としてうまく使い，できるだけ廃棄物が出ないようにしています。
製造部での実習は 1 ヶ月と少しでしたが，3 交代勤務を体験しました。当時は 4 直 3 交代とい
って，6 人一組の班が 4 つあり，1 勤（8:30~16:30），2 勤（16:30~0:30），3 勤（0:30~8:30）に分か
れて，3 日毎に勤を交代していました。4 班のうち，1 班は常昼班といって，1 ヶ月間 1 勤を努め
ます。3 勤明けは必ず休みとなります。1 勤の時の出勤日は 3 日のうち 1 日程です。発電所にかぎ
らず，化学プラントは 1 年に 1 回（最近は 2 年に 1 回のことが多い），1~3 ヶ月かけてプラントを
停止し，定期点検をします。その間は，止めることができません。そのため，3 交代の勤務を交代
しているのです。
火力発電の燃料として，この他，石油，天然ガス等があります。天然ガスは，石油や石炭のよ
うなボイラーで燃焼して蒸気を作るもののほか，ジェットエンジンのような仕組みで発電機を回
し，発生した熱い排気で水蒸気をつくりそれで別の発電機を回すというコンバインドサイクルが
あります。

コラム 59： 天然の原子炉と地球内部の熱
原子力発電に使われるウラン 235 は天然のウランの中の 0.7%しか存在しません。原子力発電に
使うために，ウラン濃度を 3~5%程度に濃縮して使う必要があります。ウラン 235 の半減期（コラ
ム 40 参照）は，7 億年です。7 億年経つとウラン 235 の分量が半分になるということです。地球
の誕生は 46 億年前といわれています。半減期 7 億年というと非常に長いように感じます。実際，
製造されたばかりの原理力の燃料（核燃料）からはほとんど放射線がでていません。そのため，
核燃料は普通の工場でつくられています。作業や見学するときには，放射線測定器をつけていま
すが，ほとんど放射線がないことがわかります。でも，地球の寿命で考えるとものすごく減って
いるということがわかります。計算してみるとウラン 235 は 46 億年前には 68%，30 億年前には
14%，20 億年前には 5%あったことになります。そうすると，20 億年よりも以前の濃度だと自然
に核分裂反応が起きる可能性があることになります。実際，中部アフリカ大西洋側のガボン共和
国のオクロというところで天然の原子炉の跡が見つかっています。20 億年程前に，数十万年にわ
たって核分裂反応が起きていたようです。
ご承知のとおり，地球内部の温度は高くなっています。そのために，温泉が出たり，火山が噴
火したりするのです。もともと，地球ができた時に地球自身が熱くなっていたと考えられます。
その後の冷却を補うのは放射性元素の崩壊に伴う熱だと考えられています。最近，地球の内部か
らくるニュートリノとよばれる素粒子を観察することによって，地球内部で核分裂反応が起きて
いることが確認できたそうです。

コラム 60： ホウ素と熱中性子の吸収の仕組み
制御棒には，ホウ素が使われています。緊急時には原子炉にホウ酸水を注入して核分裂を止め
ることもできます。これは，ホウ素が中性子を吸収しやすいからです。正確にいうと，ホウ素の
C-30

「生活の中の熱とエネルギー」コラム集
同位体の一つホウ素 10 は中性子とぶつかりやすいのです。ぶつかったあとは，リチウム 7 とヘリ
ウム 4 に分裂します。これらは，放射性を出しませんので中性子を止める材料として適している
のです。ぶつかりやすいといいましたが，ぶつかりやすさを示す量として「吸収断面積」という
量を用います。中性子をボールとして，球状のホウ素が並んでいるとしましょう。この時，ボー
ル断面積が大きければ大きいほどぶつかりやすくなります。ぶつかりやすさの程度をボールの断
面積に例えたのが吸収断面積なのです。

コラム 61: 放射線の単位： シーベルトとベクレル
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ニュースで放射線の単位としてシーベルト [Sy] や
ベクレル [Bq] という単位がよく出てきます。ベクレ
シーベルト（Sv）とベクレル（Bq）
シーベルト（Sv）とベクレル（Bq）
ルというのは，1 つの原子核が 1 秒間に出す放射線の
ベクレル
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
数です。しかし，人体への影響は放射線の種類によっ
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
（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
て異なります。これを示す放射線の強さがシーベルト
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
です。1 シーベルトというのは，物体 1 kg あたり 1 ジ
コインの数
金額
コインの数
金額
500
10
500 10
10
10
3個
520円
ュールのエネルギーの吸収される放射線量（この単位
3個
520円
3倍
同じ
3倍
同じ
をグレイ [Gy] と呼びます）に，放射線の種類に寄って
55 5
5
100
100
100100
100
100
決まる線量計数と呼ばれるものをかけたものです。線
9個
55
520円
55
9個
520円
100
100
100 100
量計数は，α 線が 20，中性子線が 10，Ｘ線・γ 線・β 線
参考資料
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
が 1 です。
図 C61.1 放射線の単位
これは，丁度コインの数と金額に例えられます。図
C38.1 はいずれも 520 円ですが，上はコインが 3 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よいでしょう。
なお，ミリシーベルト [mSy] というのは，千分の 1 シーベルト，マイクロシーベルト [Sy] と
いうのは百万分の 1 シーベルトのことです。
参考： 東北電力ホームページ http://www.tohoku-epco.co.jp/electr/genshi/shiryo/wastes/07.html

コラム 62: 放射線の人体への影響
何シーベルトでどのくら
表 C62.1 放射線の人体への影響
いの影響があるかを示した
放射線の強さ
のが表 C39.1 です。自然界に （ミリシーベルト）
は，放射線が存在していま
7000~10000
全身被曝で 100%の人が死亡
す。普通に生活していて私た
3000~5000
全身被曝で 50%の人が死亡
ちが年間に浴びる放射線の
1000
全身に浴びると激しい吐き気などの症状が出始める
量は 2.4 ミリシーベルトで
500
血液中のリンパ球が減少
す。土地によって，放射線
10
ブラジル・ガラパリの年間自然放射線
量は異なります。世界中で多
6.9
胸部Ｘ線ＣＴスキャン
いところで年間 10 ミリシー
2.4
年間浴びる自然放射線量
ベルト浴びるそうです。胸部
0.6
胃のＸ線集団検診
を X 線の CT スキャンで見る
0.19
東京～ニューヨーク往復
と一回で 6.9 ミリシーベルト
0.05
胸のＸ線集団検診
程度浴びます。500 ミリシー
ベルト一度に浴びると血液中のリンパ球が減少します。一度に 100 ミリシーベルト浴びると健康
に影響がでる可能性があると言われています。
放射線が当たると遺伝子が破壊される可能性があります。しかし，修復作用があるため通常は
大丈夫です。比較的少量の放射線は体によいとの説もあります。比較的少量の放射線を浴びたと
きの影響についてははっきりいってわかっていないのが実情です。
放射線があたると，遺伝子が破壊されることがあります。でも，通常は修復能力を持っている
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ので，問題がありません。でも，免疫力が低下すると回復能力が落ちると言われています。原発
事故で放射された放射線の量がすくなくても，生活環境の変化や放射線を恐れるあまり，偏った
食事をしたり，不安に思ったりすることが免疫力の低下につながります。こちらの影響の方が放
射線に対する影響よりも大きいかもしれません。原発事故の影響について，放射線の安全性ばか
り議論するのでは不十分ではないでしょうか。放射線の影響だけではなく，環境の変化や放射線
を恐れるあまり物流や食生活などの変化など全ての影響を考えた上で，リスク管理と事故時対応
を考えなければならないのではないかと思います。

コラム 63： 各種放射性同位元素の半減期
放射性物質のことを聞いていると「半減期」という言葉がでてきます。これは，放射性の原子
核が放射線を出して他の原子核になることによって，その原子核の残っている量が最初の 2 分の
1 になる時間です。成長期の子どもがとり入れると甲状腺癌になるといわれるヨウ素 131 は半減
期が 8 日です。ですから，現在では存在しないと考えてよいでしょう。それに対して，セシウム
137 が問題にされています。半減期が 30 年と長いためです。この放射線の崩壊を利用したものに
炭素 14 による年代測定（コラム 64）があります。

コラム 64： 放射線年代測定
炭素 14 はベータ線を出して崩壊します。半減期は 5730 年です。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，炭素 14 の割合は常に一定に
なっています。生物内は代謝がよいので大気中の割合と同じになります。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。年代測定は加速器質量分析法とよばれる，炭素 14 の数を直
接測る方法が使われています。
平成 24 年 7 月 13 日，三方五湖のうちの水月湖の年縞（ねんこう）がフランスのユネスコ本部で
開かれた，世界放射性炭素会議総会で地質学的年代測定の事実上の世界標準に認定されました。
年縞というのは，湖沼などで長年堆積した層状の縞を描く堆積物のことです。水月湖の場合，過
去 16 万年分の堆積物が完全な形で採取できました。日本，イギリス，ドイツなどの共同研究チー
ムが過去 5 万年に亘る年代測定を行い，高精度のデータが得られたことから世界標準になったの
です。水月湖は，三方五湖最大の面積を持つ汽水湖（湖水に海水が侵入している湖）です。水深が深く，
直接流れこむ河川がなかったために，綺麗に堆積したと考えられています。

コラム 65: 安藤百福とチキンラーメン
インスタントラーメンを発明したのは，日清食品の創業者安藤百福（あんどうももふく；
1910~2007）です。台湾生まれの安藤百福は自宅の裏庭に建てた小屋の中でインスタントラーメン
の研究を始め 1 年後の昭和 33 年（1958 年）にチキンラーメンを発売します。カップヌードルを
発明したのも日清食品でした。カップヌードル発明のきっかけは，アメリカでインスタントラー
メンを販売しようとしたが，アメリカには丼がなかったことです。このように，何か足りないと
いうことは，新しいものを創りだす上でとても大切なことだと思います。
平成 22 年安藤百福の生誕 100 周年を記念してチキンラーメンを発売当時の 35 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（生きてほしい）
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。

コラム 66： 魔法びんとスープマグ
保温ポットは魔法びんともいわれます。その原型ができたのは，1881 年に液化ガスの保存用に
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作られた，二重壁の間の空気を抜いた瓶が原型である。1891 年イギリスのデュワーが液体酸素の
保存用に内側に銀メッキをした二重壁ガラス瓶をつくった。これは，現在でも研究に使われるデ
ュワー瓶である。日本で魔法びんが輸入されたのは，1909 年に最初の魔法びんが輸入され，1911
年には国産の魔法びんが生産されました。これらは，ガラス製のものでした。現在は，ステンレ
ス製の真空断熱魔法びんが主流になっています。これは， 1987 年に日本酸素によって開発された
ものである。最近，予熱調理にスープマグが使われます。材料と熱湯を入れて，弁当と一緒に持
って行くと，昼時にはちょうどよく調理されているというものです（実験 55）。このスープマグも
ステンレス製の魔法びんと同じ構造のものです。

コラム 67： 北風と太陽の紙芝居
子ども向けのイベントで「地球も一つの熱機関で
ある」ということを説明するときに，紙芝居をしま
す。私の趣味でなぜか，
「北風と太陽」が股旅ものに
なっています。
北風と太陽の本来の意味は物事に対して厳しく望
むのと，優しく対応することを比べる時の比喩に使
います。でも，私は別の意味で使っています。
「北風は太陽に叶うわけはない。その理由は，太陽
が無ければ風が吹かないからだ。風が吹くのも，雨がふるのも太陽がエネルギーを受けているか
らだ」ということで，太陽エネルギーの恵みを受けている地球の話の導入に用います。
紙芝居 1
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・・・・」
紙芝居 2
～～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
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足早に歩いていってしまいました。
紙芝居 3
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，合羽と笠を脱いで，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。

コラム 68： 地球温暖化の実験
地球温暖化の実験にはいろいろありますが，なかな
か難しい問題があります。
図 C68.1 のような二酸化炭素（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
図 C68.1 二酸化炭素の温暖化効果を
実験のように思われます。でも，実際の地球温暖化は
調べる教材の問題点
地球の外部から赤外線で温められるのではありませ
ん。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，
このような装置で二酸化炭素の赤外線吸収効果を知る
ことはできますが，地球温暖化そのものメカニズムと
は違います。教材として使う場合は十分注意が必要で
す。
さて，簡単に実験しようとすると図 C68.2 に示すよ
うに 2 L のベットボトルを用いた実験を考えることも
できます。図のように，ベットボトルに二酸化炭素を
いれて，温度計を差し込んだゴム栓をして，100 W の
図 C68.2 ベットボトルを用いた二酸
白熱電球で加熱するのです。あらかじめ空気で温度の
化炭素の温暖化効果の実験
上がり方を測定しておいてから二酸化炭素をいれると
よいでしょう。二酸化炭素をいれることによって温度がもとに戻ります。二酸化炭素がはいった
ことは，ベットボトルをはかりの上に乗せておいて，二酸化炭素スプレーにノズルをつけてゆっ
くり入れ，はかりの表示が変わらなくなったら二酸化炭素が十分入ったと判断します。このとき，
電球とベットボトルの配置，温度計の角度等変わらないように配慮することが必要です。一度や
ってみて，温度上昇を確認したつもりになりましたが，演示した時には変化がよくわかりません
でした。ここで，紹介すべき実験ではないかもしれませんが，このように試行錯誤で開発中の実
験もあるということを知っていただきたいと思います。それで不完全ですがあえて書きました。

コラム 69: 地球温暖化で寒くなる?
The day after tomorrow という映画をご覧になった方も多いでしょう。地球温暖化によって海流
が変化し，氷河期が突然訪れるという設定の映画です。
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さて，ヨーロッパは日本とくらべて高緯度にあたります。ローマ（4189）と函館（4178）の
緯度がほとんど同じです。稚内（4540）の緯度に近いのはイタリアのミラノで，パリ（4852），
ロンドン（51309）は北海道よりもはるかに北にあります。それにもかかわらず，冬の寒さはさ
ほど厳しくありません。その理由は，メキシコ湾流からわかれた北大西洋海流が赤道付近の暖か
い海水を運んでいくためです。地球温暖化によりその海流は停止するといわれていました。その
結果，ヨーロッパが寒冷化するといわれていました。最近はそれを否定する学説が主流となった
ようです。でも，将来のことはどうなるかわかりません。ただ，地球温暖化といっても，単純に
地球の気温が高くなるだけではなさそうです。
最近は，北極の氷が減少しためにシベリアから寒気団が来るためにも日本の冬が寒くなるとい
う現象が見られました（平成 25 年，26 年）。冬になるとノルウェー沖のバレンツ海に低気圧が発
生します。この低気圧は，比較的温かい空気をもたらします。北極海の氷が少ないときには，北
極の方に移動し，北極は温暖化する一方，シベリアは寒冷化するのです。このシベリアの寒気団
が日本にやってきて，大雪をもたらしました。

コラム 70： エントロピーと熱力学第二法則の定式化
熱力学は講義で述べたように，第一法則と第二法則が基本法則になります。
熱力学第二法則は「熱は何もしなければ高温から低温に流れる」というものです。人類の夢と
して，楽に仕事をしたいということがあります。その
夢の中で永久機関が考えられてきました。
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
燃料が無くても動く車や餌を食べずに生きる動物な
人類の夢
んてあると良いと思います。でも，これらはエネルギ
楽に仕事をしたい
ー保存則である熱力学第一法則に反します。エネルギ
⇒ 永久機関の追求
← 熱力学第一法則に反する
ーの供給なしで仕事をするのが不可能だということが
（第一種永久機関）
わかれば，できるだけ効率のよい，熱機関はできない
⇒ 熱機関の効率をいかに上げるか
かと考えることは自然でしょう。その中で，熱機関の
→ 熱機関の効率の理論限界
→ 熱力学第二法則の定式化
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
図 C70.1 熱力学第二法則定式化への道
表すことができるようになりました（図 C70.1）。
熱力学第二法則の役割として，変化の方向が不可逆
変化の方向が不可逆な現象を説明
な現象を説明するということがあります。図 C70.2 に
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
書いてあるような現象は，全て熱力学第二法則で説明
コーヒーにクリームを入れると混ざる
できます。そのために，式であらわすことが有効とな
自然に暖まることはない
りました。
水と油は混じらない
物質の融解，蒸発，沸騰などが生じる温度は圧力の
混じるものと混じらないものを説明
条件によって変化します。このことは熱力学によって
← 熱力学第二法則で説明
説明できます。そこで，登場するのが「エントロピー」
← 定式化が必要
という量です。エントロピーの定義を厳密にいうと難
図 C70.2 熱力学第二法則の役割
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
圧力などの条件によって変化する
めるのは，このエントロピーとよばれる量と，物体内部
熱力学によって説明できる
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（図 C70.3）。
エントロピー S
図 C70.4 に示す 2 つの式を用いて様々な現象を説明
乱雑さの尺度
することができます。式が出ると難しそうですが，ここ
内部エネルギー
物体内部のエネルギー
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。
安定性は両者の兼ね合いで決まる
さて，エントロピーについて具体的な例を示しまし
ょう（図 C70.5）。二種類の原子からなる気体が別々に
図 C70.３ 融解，蒸発，沸騰など
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U: 内部エネルギー
熱力学第一法則
あったとします。これらが混ざると原子の混ざり方の場
dU  d Q  d W
Q: 外部からもらった熱
W: 外部からされた仕事
合の数は混ぜる前に比べて格段に増えます。図 C68.5 で
熱力学第二法則
T: 絶対温度
は，模式的に原子が規則的に並んだ絵を書いてあります
T dS  d Q
S: エントロピー
が，混ぜると場合の数が増えることはなんとなくわかる
様々な熱力学的現象を説明する
と思います。この増えた場合の数をエントロピーとよば
上での基本式
れる量で表すのです。
ここでは，数式で表されることだけを知ってほしい
栓をしたビンの中に閉じ込められた水を考えましょ
図 C70.4 熱力学第二法則の定式化
う（図 C70.6）。ビンの中で水が入っていないところの水
蒸気の圧力も，熱力学の理論に基づいて計算することができます。

断熱的に理想気体を混合
仕切りを取り除く

S  0

ビンの中の水
液相と気相の平衡

断熱的に混合

水蒸気

飽和蒸気圧

N１

熱力学によって決めることができる
水

参考

一通りの並び方

g通りの並び方
平衡条件
温度
圧力
化学ポテンシャル

ボルツマンの関係式

S  k B loge g
統計力学の基本式

N2

が両相で等しい

図 C70.5 統計力学の基本式

図 C70.6 水の水蒸気の平衡

コラム 71： 平衡状態と相図（状態図）
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。圧力が異なるとこれらの温度は異なってき
p
ます。身の回りの物体は固体，液体，気体と温度，圧
融解曲線
T 臨界点
力によって変化します。この変化の様子を図示したの
固相
液相
が相図または状態図とよばれるものです（図 C71.1）。
蒸発曲線
図 C71.1 で固相，液相，気相と書いてあるのは，物
P
1気圧
Q
質が固体，液体，気体の状態（相）であるということ
気相
を表します。温度，圧力でどのように異なるかを書い
T 三重点
昇華曲線
たのがこの図です。横軸の T が温度，縦軸の p が圧力
0
0
を表します。氷が融けて，水になり，さらに沸騰して
T
p-T曲線 ・・・ p Tを決めるとVは決まる。← 状態方程式
水蒸気になるのは，この図で言えば圧力を一気圧の直
線 PQ 上での変化です。圧力を 1 気圧から下げていく
図 C71.1 状態図（相図）
と，三重点という点にぶつかります。この点よりも圧
力が低い時には，液相は現れません。
飽和蒸気圧 ＞ 大気圧
圧力p
⇒ 沸騰
空気を抜くと沸騰することを相図で説明しましょう
融解曲線
T 臨界点
固相
（図 71.2）。一気圧では，図の青い矢印で示した点 Q で
液相
蒸発曲線
沸点 (100℃)
す。この時の温度は 100℃です。圧力を図の赤い破線に
P
1気圧
大気圧
Q
示す値まで下げると，図の赤い点 R に相当する温度で
R
容器内の圧力
沸騰する温度（沸点）が下がる
沸騰するようになります。山の上では，気圧が低いた
T 三重点
気相
昇華曲線
め，低い温度で水は沸騰します。そのため，圧力釜な
0
0
どを用いないとご飯がうまく炊けないのです。
温度T
＊高山では，沸点が下がるのでご飯をうまく炊けない
固体から気体に直接なるドライアイスの状態図は図
C71.3 のようになります。1 気圧では，図に示すように
図 C71.2 水の再沸騰の説明
「昇華曲線」の上の点になります，固体から気体に変
化します。このように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。ドライアイスの圧力が高くなると融解曲線があり
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ますので，液体になることができるのです。
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。氷が融ける理由とし
て，いろいろ説があります。一つは摩擦熱によるというものです。もう一つは，圧力によって融
けるというものです。エッジは細いため，高い圧力が加わります。そうすると，図 71.4 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。
圧力p

融解曲線
B

圧力p

氷を加圧すると融解

加圧

融解曲線

液相

T 臨界点

固相

液相

T 臨界点

固相
蒸発曲線
蒸発曲線

加圧

Q

P

A

1気圧

圧力が高くなると液体になることができる
T 三重点

1気圧
0

昇華曲線

T 三重点

気相

1気圧（大気圧）では液体にならない

0

気相

昇華曲線
0

温度T

0

温度T

スケートのエッジには強い圧力 ⇒ 氷が融ける

ドライアイスは加圧すると液化

図 C71.3 ドライアイスの液化・昇華

図 C71.4 圧力による氷の融解

コラム 72： ペットボトルとポリエステル繊維
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，ペットボトルの材料であるポ
リエチレンテレフタラート (PET; 英語読みして「ポリ
エチレンテレフタレート」ともいう) の頭文字からと
ったものです。
PET はもともと，ポリエステル繊維として繊維とし
て用いられていたものです。
「テトロン」という商品名
を聞いた方もおられるでしょう。テトロンと帝人と東
レの共同ブランド名です。帝人の「テ」と東レの「ト」
にナイロンの「ロン」を組み合わせたものです。ナイ
ロンは初めて開発された合成繊維で，1935 年米国のデ
図 C72.1 ペットボトルについて
ュポン社のウォーレス・カロザース（1896~1937）によ
って発明されたものです。ナイロンの命名には諸説がありますが，私は小学生の時に父から「Nylon」
というのは，
「農林」
（Nolyn）を逆に読んだものだと聞かされました。当時軍事用に必要だったパ
ラシュートは絹製でした。しかし，日本との関係が険悪になってからは絹が入手できなくなった
ので，農林省に対抗するために名付けたというのです。ネットでしらべてみると，この話も書い
てありますが，単なる噂かもしれません。だれがが，偶然にこのことに気づいてその話が人から
人へと伝わる内に真実のように語られようになったたのかもしれません。

コラム 73： ガラスとガラス転移
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（図 C73.1）。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
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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
は縦軸が体積の相図で考えてみます（図 C73.2）。圧力は一定（大気圧）です。液体を冷却してい
きますと，体積が収縮します。それが，融点と呼ばれる温度になると，結晶に変わります。さら
に温度をさげると，体積が縮んでいきます。液体をものすごく速く冷却すると，融点で固体にな
らず，液体のまま縮みます。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，結晶の状態に分子が並び変える時間がありません。そのため，バラバラなまま固
体になります。このような状態をガラス状態といいます。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。ビニールボールを液体窒素で冷やした状態は，この意味で
まさに「ガラス状態」なのです。

体積V

透明なペットボトル
･･･ ガラス状態
液体窒素で冷やしたビニールボール
液体
ガラス転移

1気圧

ガラス状態
過冷却液体
結晶

0

0

ガラス転移点 融点

温度T

図 C73.2 ガラス転移

図 C73.1 ガラスとは?

コラム 74： 過冷却液体とエコカイロ
溶液は，溶媒とよばれる液体に溶質とよばれる固体，液体を溶かしたものです。砂糖は温度が
高いほどよく水にとけるように，固体の溶液は，温度が高いほどよく溶けます。それぞれの温度
でそれ以上溶質が溶けなくなった溶液を「飽和溶液」といいます。飽和溶液の温度を下げていく
と，溶ける量が減ってきます。そのため，固体が結晶となって現れ（析出し）ます。しかし，飽和
溶液の温度を下げていっても，すぐには結晶が合わられないことがあります。この状態を「過飽
和溶液」といいます。しかし，過飽和溶液に刺激を与えると結晶が急に現れることがあります。
このとき，結晶の状態の方が本来安定です。そのため，結晶状態の方が低いエネルギーを持って
います。したがって，結晶になる時熱としてエネルギーを放出するのです。この現象を使ったの
が，エコカイロです。
エコカイロはビニールのパッケージの中に酢酸ナトリウムの過飽和溶液がと金属片が入ってい
ます。窪んだ金属片を逆の向きにヒックリ返すと刺激で過剰に溶けた酢酸ナトリウムが結晶とな
って現れます。その時の発熱を利用したのがエコカイロです。エコカイロは，さらにお湯の中で
温めて結晶を溶解させると再び使用できます。そため，エコカイロという名前がついています。
でも，温めるためのエネルギーを考えと実際に得られるエネルギーよりも多くのエネルギーを使
っているはずです。しかも，温かくなっている時間は 1 時間程度です。使い捨てカイロのように
長時間の使用はできませんが，使用条件を考えて使い分けることが賢い使い方かと思います。個
人的には「エコカイロ」実際のカイロとしてよりも，学校での教材として価値があるように思っ
ています。
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コラム 75： スライムの不思議な性質とレオロジー
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
が，ゆるくつながって網目状になっています（図 C75.1）。
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。
図 C75.1 ゴムとスライムの違い
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。
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，引き伸ばすと幅が縮み
ますが，伸ばされた方向に縮網とする時，横方向に広がろう
とする力が働きます。この横方向に広がろうとする力がス
ライムを押し上げるのです。
スライムは，水飴のような粘っこい性質「粘性」とゴムの
ような弾む性質「弾性」をあわせもっています。このような
図 C75.2 スライムが棒を登るわ
性質を「粘弾性」（ねんだんせい）といいます。粘弾性を示す
物体のような流れや内部に生じる力が複雑な物体を研究す
る分野を「レオロジー」といいます。ポリエチレンなどの，高分子を加工するときにもレオロジ
ーの知見が非常に重要です。
粘弾性の他に複雑な流れを示す現象として「ダイラタンシー」や「チクソトロピー」とよばれ
る性質が知られています。波打ち際の砂浜にゆっくり立っていると，沈むのに早く走ると沈まな
い現象がそうです。よく，テレビ番組で米村でんじろうさんが，水槽に，片栗粉と水を入れて両
足で，バタバタ足踏みすると沈まないというのを見た方も多いと思います。チクソトロピーは逆
に速く流すとサラサラになり，流れが遅い時に固くなる現象をいいます。ペイントはチクソトロ
ピーを示します。刷毛で塗るときには流れやすくなり，すぐに固く流れにくくなるためにうまく
塗ることができるのです。

コラム 76: 人類の敵
平成 23 年 3 月 11 日の東日本大震災では，1 万 8 千人あまりの尊い命が奪われました。大変悲
しいことでした。犠牲になられた方，大切な方をなくされた方々には衷心からお悔やみ申し上げ
ます。現在の日本では，このような一度に大勢の方の命が奪われることは少なくなりましたが，
過去には病気，災害，飢饉，事故，戦争などにより多くの方々が亡くなってきました。現在で，世
界中の多くの国々で様々な理由で多くの方が不慮の事態で亡くなっています。この事実は，歴史
の中を含めて改めて考える必要があるのではないでしょうか。
一度に多くの人が亡くなった例として，疫病があげられます。14 世紀ではベストが大流行し，
ヨーロッパでは，当時の人口の 3 分の 1 から 3 分の 2 にあたる 2~3 千万人が亡くなったといわれ
ています。このような疫病による被害も多くの先人の努力のもと，激減してきました。飢饉によ
る餓死の心配も大幅に減ってきました。災害による犠牲者はなくなりませんが，防災工事のお陰
で昔に比べると確実に減ってきました。このようなことについては，先人の努力に感謝しなけれ
ばいけないと思います。病気による若年者の死亡も確実に減ってきました。現在では，当たり前
のことかもしれませんが，我々が健康で平和に生きられるのも先人たちの努力のおかげです。世
界には，まだまだまだ防ぐことが可能な理由でなくなる方がたくさんいます。今後とも，人類は
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様々な努力をしていく必要があるものと思います。
不慮の事態による死亡者が減り，寿命が伸びることによって，世界の人口も爆発的に増加しは
じめたのも事実です。まだまだ，国によっては様々な理由による多数の犠牲者が出ています。飢
餓に苦しみ人たちは現在でも 8 億人以上いると言われています。戦闘や医療の不備による病死者
もたくさんいます。今後もこれらをなくしていく努力を続けて行く必要があります。その一方で，
死亡率の低下は人口の爆発的な増大につながります。それに伴い，様々な問題がでてくるものと
思います。これらについても，全体のバランスをとって人類の発展ができるように世界各国が知
恵を絞って対応していく必要があります。そのためにも，私たち一人ひとりが将来の世界・社会
をどのように創っていくか考えていく必要があるのではないでしょうか。

コラム 77： シェールガスとメタンハイドレード
最近，シェールガスは頁岩（けつがん＝シェール）の堆積層の隙間にたまったガスです。頁岩
というのは，細かい泥が堆積してできた岩石のうち堆積面に沿って本のページ（頁）のように剥
離しやすいものをいいます。頁岩は液体や気体を通しにくいことから，ガスの回収には高度の技
術が必要です。2000 年代から採掘技術が向上したことにより，採掘量が多くなりシェールガス革
命といわれるようになりました。米国では，2020 年ころには天然ガスの 50%がシェールガスにな
ると予想されています。
一方，メタンハイドレードはメタンを中心に水分子が取り囲むようになっている物質です。こ
れからメタンを分離して天然ガスとして使用できます。日本近海の海底にたくさんあるため燃料
として期待されているが，回収技術，コストなどの面で課題が多いため，将来の燃料として使用
できるかどうかは今後の課題だと思います。

コラム 78: 江戸時代は循環社会
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。その他に，竈（かまど）の灰を買う「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，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 C78.1
の絵は，
「鋳掛け屋」
（いかけや）といって，穴の空いたナベ釜
を修理する人，「羅宇屋」（らうや）といってキセルを修理す
る人，そろばん，下駄の修理などさまざま職業がありまし
図 C78.1 江戸時代は循環社会
た。修理しながらものや資源を大切にしていたのです。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した。要らない手紙などは反故（ほご）
といってふすま紙にしたり，さらに漉（す）きなおしたりもされていました。寺子屋では，往来物
（おうらいもの）という書簡形式で文字や一般の世間常識を学ぶ教科書が使われていました。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。

コラム 79： これからの社会についての提案～シェアリング社会
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
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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持ってきてくれて，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。
別の可能性としてタクシードライバーが様々な資格をとっていろいろなことをするということ
です。例えば，介護士の資格をとって，1 日 1 時間だけ訪問介護の仕事をする。前後に買い物サー
ビスをすれば，それも収益になる。介護としての労働時間が少ないので，体の負担も軽くなる。
このようなことも考えられるのではないでしょうか。さらに，客待ち時間という「すきまの時間」
を使うため，コストを抑えることもできるでしょう。
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。そのようなシステムができると，従来のように買
い換え需要による製造業の利益は減るかもしれません。でも，サービスの要員を増やす必要があ
るため，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。人に対してもシェアリングが進むかもしれません。自営業の人やアルバイ
トをかけもちする人は別として，現在では一人の人は一つの会社や役所に勤めています。でも，
将来は時間を区切って別の会社に雇われるということもありうるかなと思います。隙間の時間を
うまく利用して，雇用者として安い人件費で人を雇用し，労働者としては良い報酬を得るために
はそのようなシステムも必要かと思います。そのために，
「マイナンバー」を活用することによっ
て，人事管理会社などといった仕事もできてくるかもしれません。会社自体も異業種の連合をつ
くり，事務を共有したり，人の貸し借りをしたりすることも有効ではないでしょうか。営業も共
通の人がやれば，可能性も広がると思います。個別の問題にそれぞれ対処するととてもコストが
かかります。でも，いろいろなことをトータルでコストを考えると，様々な可能性が広がると思
います。福祉，年金といった問題も他のこととうまく組み合わせて，社会的の中でうまく解決す
ることができるのではないかと思います。
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ほしいと思います。
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，全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たくさん
駐車されています。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
機能的に組み合わせて，有効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
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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。最近成立したマイナンバーなどもうまく活用すべ
きだと思います。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，自然化学，工学，心理学，教育学，経済学，法学，経営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な世の中です。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
えていく担い手になる可能性も高いと思います。
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世の中を考えていく必要があると思います。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が開発・普及されるまでの「つなぎの技術」も大切になる
と思います。それには，個別の技術開発だけではなく，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，技術開発には，自然科学的・工学的な方法が主でしたが，こ
れからは人文，社会，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。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発展し
てきました。自分の子供に物づくりを教えたかったら，学校の理科教育や実験教室，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，ある程度の成績がとれます。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。さらに，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。

コラム 80: 二酸化炭素は地球のふとん
太陽はものすごい明るさで光っています。その光のほんの一部が地球に来ます。そのため，昼
間は明るくなります。この光が地球にエネルギーを届けるのです。このエネルギーは，一分間に
ダンプカー4,000 万台の石炭をいっぺんに燃やしたエネルギーと同じです。あまりにも多くのエネ
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ルギーなのでピンとこないかもしれません。とにかく，ものすごい量なのです。この光のエネル
ギーのうち，ほとんどは目に見える光（「可視光」といいます） の形で地面に届きます。地面に
届いた光の一部は，地面の上にあるものによって吸収されます。太陽の光はいろいろな色が混じ
っています。虹は太陽の光がそれぞれの色にわかれたものです。いろいろな物に色がついて見え
るのは，一部の色の光が吸収されて，残りの色の光が反射されるからです。吸収された光は，地
面にある物を温めます。暖かくなると，赤外線とよばれる目に見えない光が出ます。その赤外線
は，地球の外に出ようとします。でも，二酸化炭素があると赤外線を吸収します。そのことで，
地球が冷えるのを防ぐのです。同じようなはたらきは水蒸気や雲もしています。福井ではあまり
ありませんが，冬の晴れた日の朝は，曇った日の朝よりも冷えます（このように晴れた朝冷える
のは「放射冷却」とよばれはたらきによります）。曇った日は，雲が赤外線を吸収して熱が逃げる
のを防いでいるからです。このように，地球は二酸化炭素，水蒸気，雲などのおかげでほどよい
温度になっているのです。現在，一年間の地球の平均気温は 15℃です。二酸化炭素や水蒸気，雲
などは地球の「ふとん」のような役割をしているのです。地球をほどよい温度に保つためには，
二酸化炭素が多すぎても，少なすぎてもいけません。さっきの実験でみたように，ものを燃やす
と二酸化炭素がでます。ものを燃やしすぎると，二酸化炭素が増えてもっと暑くなるといわれて
います。
もともと酸素がなく二酸化炭素が多かった地球
現在，空気の中に二酸化炭素が 0.035%含まれています。
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てでしょうか（図 80.1）
二酸化炭素が使われ石灰岩ができる 植物が大量発生して酸素ができる
二酸化炭素が減った理由は，植物が現れたためです。植
図 C80.1 地球の二酸化炭素の減少
物は二酸化炭素と水から光のエネルギーを使ってでんぷ
んや茎や葉をつくります。これを光合成といいます。これを行っているのは，葉っぱの中にある
葉緑素とよばれるものです。光合成をすると，酸素を出します。原始地球の中に原始的な植物が
たくさん発生したために，酸素が増えていったといわれています。
もう一つ，海の中のカルシウムなどのイオンとよばれるものと二酸化炭素がくっついて石灰岩
のような岩石ができたのです。これによっても，二酸化炭素の量は減ったのです。石灰岩は炭酸
カルシウムというものからできています。最初に石灰水に二酸化炭素を入れると白く濁る実験を
みせましたよね。あの白い濁りは炭酸カルシウムの粉ができたものです。あのようなものが固ま
って石灰岩などの鉱物ができたのです。たまごの殼や大理石も，炭酸カルシウムからできていま
す。
氷河期というのを聞いたことがあるでしょう。地球上の多くの場所が氷で覆われていた時です。
一方恐竜が生息していた頃は，二酸化炭素の濃度（含まれている割合）も今よりも高く，平均気
温も 10~15℃高かったと言われています。
地球が暖かくなったり，冷たくなったりする原因は二酸化炭素だけではありません。夏と冬が
あるのはなぜだか知っていますか？地球は，自分自身も回り（自転）ながら太陽の周りを回って
（公転）います。地球は，太陽に対して斜めに自転しながら公転しているのです。そのため，夏
と冬で光のあたり方がちがってきます。このため，日本のように北半球にある国では夏は暑く，
冬は寒くなるのです。この自転の傾きが少し変わると暑さ，寒さの程度が変わります。また，太
陽が出しているエネルギーも多い時と，少ない時があります。それらことが複雑に関係しあって，
地球の温度が決まります。また，地球の中の空気の流れや海水の流れが変わることがあります。
これらも，気温に影響します。だから，二酸化炭素が増えていっても，逆に寒くなることもある
かもしれないのです。
（コラム 80 は平成 26 年 7 月 19 日の NPO 法人ふくい科学学園の実験教室で使用したテキストから抜粋したも
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のです）
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