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まえがき
平成 21 年度から開講している教員免許状更新講習「生活の中の熱とエネルギー」は，毎回，受
講者の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。その一方で，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お持ちの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。
私が日頃疑問に思っていることがあります。「学校の学習は何で教科に分かれているのだろう
か？」
「別の教科で学ぶ共通のことを何でつなげて教えないのだろうか？」ということです。社会
人になると，様々な知識，技術，考え方を使います。それらは，様々な教科の学習を通じて得ら
れるものです。その一方で，理科で習うことと家庭科，技術科，保健体育などで習うことは深く
結びついているので，互いに補い合うように学べばもっと有効で多くの児童・生徒の興味も増す
のではないかと思ってしまいます。
初対面の人でも，共通の知人，同郷，同窓など共通項があると話がはずむように，新しく学ぶ
事柄も知っていることに結びつけることによって記憶に残り，理解が深まるのではないかと思い
ます。しかし，大学生に聞くと，学校で学んだことは驚くほどバラバラの知識として頭の中に入
れている人が多いことが分かります。これでは，
「学校で学んだことは社会では役に立たない」と
いう人がいるのも無理のないことだと思います。理科の中でも，物理，化学，生物，地学の壁が
強いように感じます。どうも，学問の世界，特に 100 年以上前の学問の分類が教科・科目の壁と
して未だに残っているのではないかと思ってしまいます。実際の学問は，もっと自由で融合した
ものがいっぱいあるのにとも思ってしまいます。それをつなぐのは，学ぶ本人かもしれません。
食べ物は，口で咀嚼してさらに消化してから，エネルギーや体の組織を作り出す栄養素を取り出
し，さらに物質を再構成して体を維持しています。学ぶことは，同様に自分なりに要素に分解し
たのち，再構成していかないと本当に人生の役に立つものにならいないのではないかと思います。
これが「主体的・対話的で深い学び」の一つの要素にも思います。
「対話」はなにも他人との対話
だけではなく，自分の持っている知識や自分自身の中での対話であるとも思っています。
このような深い学びの一端として，私自身がこの講習を始めて，気づいたことをメモしていく
ことによって，自分自身の知見を広げたいこと，さらに自分考えを深めたいと思って雑文を書き
ました。それを集めたものを「コラム集」として作成しました。これは，永遠に完成しないもの
です。その中で，私がどのように考え，迷っているかを述べた随筆的な文章やミニ知識などを雑
然と書いたものを毎年加えつつあります。このような文章を書いていくことは，少なくと私にと
っては，一番楽で楽しく手間のかからない学習法だと思っています。
この中には，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。個人的な意見や考えも書いています。個人的意見につい
ては，当然異論もあるかと思います。偏った考えや賛同できない意見もあるかもしれません。で
も，このように考えながら自分で再構成していくのが，私にとっての「学び」なのです。そこで，
教材開発や学ぶためにどのような試行錯誤をしてきたかということも含めて書いてみました。考
えるプロセスの参考にしていただければと思います。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，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。しかし覚えることが苦手だった私は，化学系の学科に進学することを諦め，
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，大学の授業にはつ
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
一人の物分りの悪い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，式を全て自分の
手で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言いなおして話したりしまし
た。
このような行為を通じて，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，
教師としての大学教員になりたいと思うようになりました。そのため，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は思っていましたが）博士号をとることを目指

しました。物理の学生でしたが，本来の志望していた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。博士論文の目処がたったとき，就職を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，社会性に欠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ました。そこで，大学の指導
教員の紹介で化学会社に就職しました。最初の 2 年間は研究所にいました。化学を学んでいなか
ったので，工業高校卒の優秀な人たちについていけませんでした。
その後，関連会社に出向することになりました。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（会社の名誉のために言っておきますが，平成 29 年現在会社
の業績は良好です）。そこで生産しているもの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，工場で製品の検査をしながら，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。
同時に，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。様々な経歴・立場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
から，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 2010 年に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
の中でも体験し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
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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。最近，学校教育で「ア
クティブラーニング（主体的・対話的で深い学び）」が求められています。アクティブラーニング
には，いろいろ手法があるかと思いますが，基本はアウトプットしながら学ぶことだと思います。
幼児は，覚えたての言葉をいろいろな人に話します。オタクは自分の知識を披瀝します。これら
は，理解や記憶を深めるための行為だと思います。年配の人たちは，病院で自分の病気のことを
人に話します。これは，病気に対する知識をしっかりと身に付けることにつながります。自分の
ことですので，関心も強いのです。ですから，70 代，80 代でも病気に関するいろいろなことを知
って説明することができるのです。
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，受
講者の先生方がそれぞれの出来る範囲でよいから，聞いたこと，学んだことを自分なりにアレン
ジすることを習慣づけてほしいと思います。みなさんは，児童や生徒に教えることが仕事です。
ですから，教えるにはどうしたらよいかを考えながら，本を読んだり，テレビを見たり，新聞を
見たりしていると思います。これが，まさにアクティブラーニングの第一歩だと思います。その
ような習慣を児童・生徒にも身につけて貰いたいのです。そのために，社会にでてからどういう
仕事をするのか，学んだことをどう活かすのか，をほんの少しずつでよいから，児童・生徒に分
かることばで認識させることが大切ではないかと思います。それが，
「キャリア教育」の最も大切
な第一歩ではないかと思っています。

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。そのような人はこれから社会に出る高校生や大学生の前でそれを聞いたら，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
を学んで何の役に立つのか？」という生徒もたくさんいます。多くの場合は，勉強するのが嫌だ
からそのようなことを言うのでしよう。でも，教える側が，教わる側に対して学校の勉強は社会
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」を日常のこ
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。それだけでも，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」することが活きた
知識につながります。このような学習方法は，受験勉強としてもとても効率的なはずです。なぜ
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，答え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もできる
ようになります。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
ではないかと思っています。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
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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。最近「知識のネットワークづくり」を「知
ってることの仲間づくり」とよぶことにしています。
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。これらを私は「考
え遊び」とよぶことにしています。私は「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」ことを独学するときに，学習成果を自分で判断するときの目安のひとつにしています。
もう一つの独学の達成判断の目安は想定読者がわかるように説明できることです。

コラム 3： 私にとってのアクティブラーニング
大学の授業で「想定読者」を意識した説明文を書かせています。
「想定読者」というのは，文字
どおり読んでほしいと思う想像上の読み手のことです。特に初歩的な「想定読者」を意識して書
くことは，自分自身の理解だけではなく，他人のことを配慮するようになることが期待されます。
実際，学生に授業で想定読者を意識した説明を書かせる授業をしたあと，受講前後の変容を書か
せるとそのような効果について自身も気づいていることを多くの学生が書きます。もちろん説明
能力を伸ばすことにもつながるはずです。このことは，教員免許状更新講習のスライド 3-40 で「教
えあそび」ということで説明しています。ここでは，どういうきっかけで想定読者を考えるうに
なったかを述べることにします。
もともとのルーツは小学校の時にあります。小学校の低学年の時に，母親に「悟りがわるいん
だから！一を聞いて十を知るようにならないと！」と言われたことがあります。後で思うとその
時，母親が私に過剰な期待をしていたというよりも，自分自身から見て理解力があまりにも悪い
から言ったようです。その証拠に，生長とともにそのようなことを言わなくなりました。むしろ，
宿題をしない私に無理にしろとは言わなくなりました。その時，自分は「それじゃ，物分りよく
なろう」とは思わなかったのです。
「自分は悟りが悪いどうしようもなくダメな人間だ」と思いま
した。そこで，
「自分はものわかりがどうしようもなく悪いダメな人間なので，人のいうことがわ
からない。だから，徹底的に人のいうことも自分で分かるように言い直さないとわからない」と
思ったことを記憶しています。だから，何か説明を読んだり，人の説明を聞いたりしたら，とび
きり物分りの悪い自分に言い直す気持ちで説明を考えることが癖になりました。別の項で書きま
すが（コラム 4）中等学校では，授業についていけずに高校 2 年の 11 月頃に受験勉強をはじめま
した。その時も，自分で自分学んだことをものわかりの悪い自分に言い聞かせるような気持ちで
説明を考えることを無意識にしていました。ただ，この時点では意識的・体系的にはしていませ
んでした。
物分りの悪い自分に対して説明したり，自分なりの言葉で言い直したりするのを再び意識する
ようになったのは，大学生になってからです。大学に入って最初の頃は授業についていけません
でした。教科書を読んでも意味がわかりません。活字を追っても意味がわからず，全く頭に入ら
なかったのです。講義を聞いてもついていけませんでした。何かを理解しようと思って考えだす
と，先生の声が全く聞こえなくなってしまうのです。
そこで，自分で自分なりの方法で勉強することにしました。教科書を見ても文章が読めないの
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で，自分で数式を頼りにしながら教科書や参考書を読みながら，自分で自分に講義するようなつ
もりで説明を考えていったのです。そうしたら，急に理解が進むようになりました。そこで，同
級生や後輩に教えてみました。後輩に説明するときには，相手の理解レベルを考えながら，同じ
内容を易しい言葉や初歩的な数学を用いて説明するようにしました。家庭教師で教えている高校
生に説明したこともありました。このような「教える」という能動的な行為によって，はじめて
理解することができるようになったのです。同時に学ぶことが面白くなってきたのです。これが
私なりの「アクティブラーニング」のルーツです。
「主体的・対話的で深い学び」という観点から
いうと，自分自身の対話が中心でした。人の教えることはありましたが，教えてもらうというよ
りも，相手が理解できないので言い直す過程で理解が深まるといった形です。
このような学習をしているうちに大学で講義をしてみたくなりました。そこで，大学の教員に
なりたくて，大学院に行きました。しかし，博士課程を修了しても大学に職は得られませんでし
た。正確にいうと，無職になることを覚悟で大学に職を探すということをしなかっただけです。
代わりに，教えるのが好きなので，高校教員になろうと思いました。しかし，その時，待てよと
思いました。私立高校を出ているために，様々な経歴でいる先生がいることをしっていました。
そこで，40 歳位まで会社勤めをして社会勉強してから，私立高校に職を得ようと思いました。
そこで，化学会社に就職したのです。しかし，2 年で就職した会社から関連会社に出向すること
になりました。この時，製品に関して，くわしいことを教えてくれる人も教科書もありませんで
した，そこで自分で少しずつ得たことを文章で書くようになりました。仕事で実験したことや客
先から仕入れた情報をこまめに報告書に書くようにしました。そのような作業を通じて，学んで
いったのです。学ぶと同時に，書くことによって仕事で何をやったかを整理していったのです。
書くことによって，次に何をやったらよいか頭の中を整理することができます。さらに，記録す
ることによって，やったことを安心して忘れることができます。私自身細かい知識を覚えるのが
苦手でしたし，文章を読んで理解するのも苦手でした。そこで，説明文を書いたり，人に説明し
たりすることによって理解していったのです。同時に覚えていなければいけないという脅迫観念
から開放されたのです。つまり，短期の記憶が苦手なので上司などに言われたことも，なかなか
記憶できなかったのです。多くのことを言われてもすぐ忘れてしまいます。そのようなことを補
う道具が書くことだったのです。
私にとって，受け身な学習が苦手な反面，説明することが一番楽で楽しい学び方なのです。勤
務していた会社で，退職前には高卒の新入社員を想定読者にした本も出版しました。原稿を書く
にあたっても，実際高校卒業後数年の人に読んでもらいました。また，東京に転勤して，営業の
人と机を並べるようになってから，製品のことについても教えてもらいました。
以上のような体験を通じて，読者を意識して書くことの重要性を痛感しました。それを大学教
員になってから，学生に実践するようにしたのが，「想定読者」を意識した執筆なのです。

コラム 4： 学校のカリキュラム・教え方が苦手を作っていないか？
4.1. 学びには様々なタイプがあるということ
学生に過去の振り返りや考え方，まなび方を記述してもらうと，様々なタイプの人がいること
がわかります。その人の認識，思考タイプにあった学び方の必要性を痛感します。
「能動的な学習
が大切だ，いや知識が大切だ」という議論を様々なところで耳にします。しかし，噛みあわない
議論が多いようです。それは，それぞれ違う学習タイプを経験した人が自分の体験をもとに議論
しているからではないでしょうか。
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中等教育の時の学習では，単純記憶を要求することが多いようです。しかし，私のように単純
記憶が苦手な人にとっては，とても苦痛です。色々考えたり，作業したりしながら，これまで知
っていることとつなげていかないと記憶ができないからです。その一方で，知識が増えていくと
つなげることのできる知識が多くなりますので，記憶がしやすくなることを感じます。
4.2. 私の学びに対するイメージ
私がもともと持っていた「学びのイメージ」は，
「綿菓子」をつくるようなものです。綿菓子は，
最初は割り箸に絡みにくいのですが，ある程度絡んでくると，新しい砂糖の「繊維」が簡単に絡
むようになります。綿菓子と，学習で違うのは，綿菓子は表面にしか絡まないのに対して知識は
表面だけではなく，内部にも絡むのです。このイメージを「多次元綿菓子モデル」とも自分なり
によんでいます。学習とともに，脳ではニューラルネットワークが発達していくことを考えると，
このモデルはある意味で妥当なモデルではないかと思っています。しかし，大学教師になった時
に，どうも多くの学生の学び方はこの学びのイメージが違うことに気づきました。どうも，綿菓
子をつくるのではなく，知識をもった紙を積み重ねるように学ぶ人が多いように感じました。そ
のギャップに一時かなり混乱し，悩みました。
この綿菓子モデルとともに，私自身は算数・数学・物理などでは「慣れずに学ぶ」ことが大切
であると考えていました。慣れてしまうと，考えずに問題を解いてしまいがちです。私は算数・
数学は考える力をつけるための科目だと思っていたからです。このことを話すと，わかってはも
らえるのですが，このようなことを考えたこともないという人がほとんどでした。
私のようなタイプの人にとって，考えるということは知識を得る手段でもあるのです。逆に単
純記憶ができる人は，ある程度知識を集めてから考える方が向いているのかも知れません。私自
身体験していないので，本当のところはわかりません。逆に言うと，記憶だけで試験の点数がと
れてしまうので，考える訓練がしにくくなるということもあるかもしれません。
そのような違いがあるために，
「能動的な学習が大切だ，いや知識が大切だ」という議論が咬み
合わないのではないでしょうか。
4.3. 伝統的な学び方，教え方は一般的か ― 得て不得手と頭脳処理のタイプの問題
とにかく，学校の先生や親御さんたちには学び方に得手不得手というものがあるのだというこ
ともっと意識してほしいなあと思っています。体力がない人や運動能力が劣る生徒に対して最初
から他の人と同じようにさせようとする先生はいないでしょう。音痴だからといって，ふざけて
歌を歌っているといって叱る先生はいないでしょう。でも，学び方については別なような気がし
ます。人と同じやり方が無理なのに，同じやり方でできないのは本人の努力が足りないのだと思
ってしまう。そのような人が多いのではないでしようか。
その教科の伝統的な学び方で「生き残った人」がカリキュラムをつくり，教科書をつくり，教
えているのではないでしょうか。しかし，多くの人にとって，それらの方法があっているかとい
うと必ずしもそうではありません。自分にあわない学習法を強要されるために躓いてしまった経
験をもつ学生をたくさん見てきました。
例えば，私は大学では物理学科に入学しました。物理は好だからという理由が大きいのですが，
進路適性検査であまりにも物理だけに適性があるという結果で出たこと，父に強く勧められたの
がきっかけでした。父は，工学部を出ているにもかかわらず工学系への進学を反対しました。こ
れは，私の理解タイプを考えてのものと想像しています。大学入学直前に亡くなったので真意を
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聞く機会はありませんでしたが，大学の教員になってからそ理由がわかったような気がします。
現在の教育方法では，物理の学習から考える面白さを除いたら何が残るのだろうと思います。
したがって，考えることが苦手な人にとっては，苦痛そのものかもしれません。その一方，高校
で物理を学ぶ際に解き方や公式を覚えろと言われたら，考えるのが好きな人で物理に向いている
人は物理が嫌いになってしまうでしょう。学生に学科選択の理由を書かせると，毎年，先生が変
わったり，塾や予備校で考える楽しみを教わったりしてから急に物理が好きになって，できるよ
うになったと書く学生が毎年います。高校までの教育では，物理教育についてはもっと別のアプ
ローチがあるのではないかと思っいいます。
私が大学受験の時に，旺文社の大学受験ラジオ講座というのをやっていました。数学の講座を
聞いたら，一部の人を除いて数学というのは，解き方のパターンを覚えるものだということを言
っていました。その時まで，解き方のパターンを覚えるなんて聞いたことも，考えたことがなか
ったので，ビックリするとともに，30 分もそれを言っていたことにうんざりしてしまいました。
その後，二度とラジオ講座を聞きくことはありませんでした。私にとって，自分の頭で考えれば
楽だし楽しいのに何でそんな面倒で大変なことをしなければいけないのかという思いしかありま
せんでした。小学生の時から，研究者を夢見ていたので，考える力をつけることが何よりも大切
だと考えていました。だから，知識をつけるよりも自分で考えることがなによりも大切だと思っ
ていたのです。知識は結果として身につくもので，授業を聞く時も自分で結果を予想しながら考
えて，自分が予想したことがあっていたかどうかを確かめながら学ぶことが学びだと信じこんで
いたのです。そうしないと，社会に出てから学んだことが役に立たないのではないかと思ってい
たのです。実際，妥当な結果を予想しながら学ぶという習慣は社会に出てからとても役にたちま
した。
小学校の算数の文章題はものすごく優れた，思考練習だと思います。小学校から大学院まであ
れほど，直感力や思考力を要求される問題を出された記憶がないくらい，思考力を要求され（るも
のと感じてい）ました。事実，大人向けにも，思考力鍛錬を目的として，私立中学校受験問題など

を解く本が出版されています（例えば 佐藤 恒雄「大人のための算数練習帳―論理思考を育てる文章題の傑
作選」 (ブルーバックス) 講談社 （2004））
。

算数の文章題を解いたといっても，それは学校の授業の中だけです。小学校の時には机に向か
う習慣はつきませんでした。宿題すらやったことのない児童でした。ただ，中学受験の参考書を
買わされて，学校で時々問題を解いただけでした。家では，宿題もやらずに中学校に進学したの
です。もちろん，塾に行ったことや家庭教師をつけてもらったという経験はありません。
私の進学した中学校では，予習が中心で，あまり教えてくれませんでした。数学は，新しい単
元に入ると 5 分くらいの解説をしたのち，ただちにその単元に相当する問題集の問題の答案をあ
てられた生徒が黒板に書き，先生はその解説をするだけでした。机に向かう習慣がなかった私は
当然のようについていけませんでした。中高一貫校でしたので，なんとか高校に進学できました
が，中学校の時には数学で何度も 0 点をとりました。英語は高校 2 年で受験勉強を始めたときに
は，中 1 の教科書から復習はじめたのですが，中 2 に教科書になると辞書を引きまくらないと読
めない状態からはじめました。
そんな中ですが，中学校で幾何の分野だけは，勉強しなくてもある程度できました。中 1 から
数学は代数と幾何と別の科目として並行して授業をしていたのです。代数分野では 0 点をとるの
に，幾何では，急に問題を出されて誰かできる人はいないかというと，一人だけ手を上げて黒板
に出て回答したことも何度かありました。私の感覚では，代数と幾何は全く使う頭の部分が全く
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違うのです。論理あるいは文章的な考え方とイメージで考えることに対して，頭の中にいる全く
別人が考えているという感覚を持ちました。今でも，考える時にはイメージで考える部分と論理
あるいは言語で考える部分が別で，理解するというのは，
「頭の中で両者が対話する」とか，
「情
報をキャッチボールする」とか，両者が理解できる言葉とイメージを翻訳していく」という感じ
で理解していくのです。キャッチボールがうまく行くときには頭のはたらきが良いと感じるのに，
うまくいかない時には頭のはたらきがものすごく悪いように感じるのです。特に疲れている時は
頭の働くがものすごく悪くなったと感じ，人の言葉も理解できなくなることがあります。
先にも述べましたように，私自身小学生の頃から，考えるということはとても大切なものと思
っていました。その結果，何でも考えないといけないという極端な考えを持っていました。実際，
かなりのことは自分で考えてわかることができました。しかし，考えてもわからないことがあり
ました。その時，自分の能力（思考力）が足りないからわからないのだと思っていました。
大学に入って，教養の授業で論理学をとりました。相変わらず授業を聞いても理解できません
でした。ただ，一つだけ大切なことがわかりました。論理には数学の公理のように，誰も証明で
きない前提が必要だということです。なぜか，それだけが記憶に残っていました。それから 20 年
あまり後に，大学で授業をするようになりました。大学の授業では，法則，定義に基づいて結果
を出すことを学生に要求していました。別の項（コラム 29）でも述べますが，法則というのは神
様が（その表現が嫌ならば自然がそうなっているからといってもよい），定義というのは人間が決めた約束
事なのです。これら，論理では証明できません。
「なるほど」という合理的な理由や納得できる事
例をあげることはできるのですが。法則と定義から結果を導くことは，実はそれまでも無意識に
やっていたのです。それを自分で授業内容を構成する過程で全ての結果を法則と定義から導くよ
うに意識して行ったのです。
テストをやってみて，学生の学び方，考え方との違いに驚きました。かなりの割合の学生が解
き方を覚えようとしていました。中には，前年出した問題の答案をそのまま書く学生もいました。
そのくせ，法則や定義を書かせると書けない人が多いのです。解き方など覚えるのは大変だと思
うのに覚えられる。「そんな難しいこと（もちろん私にとって）ができるならば考えればいいのに。
考えないのは，子どもの時の怠け方が足りなかったからではないか？」とその時は真面目に思っ
たのです。どうしてそう思ったかというと，小学生から高校 2 年生の秋まではほとんどといって
いいほど，家で机に向かうことができませんでした。勉強することができないのは，自分は意志
が弱く，怠け者だと思っていたからです。小学校の低学年の時に母に「意志が弱いんだから」と
言われた言葉が頭に残り，
「自分は意志が悪いどうしようないダメな人間だ」と思い込んでいたの
です。意志が弱い人間だから，どうやったら苦しさから紛れるように自分の気持ちをコントロー
ルしようと思っていたのです。自分の気持ちをコントロールするということは，その当時は卑怯
で，現実逃避のとてもいけない行為だと思っていたのです。家では机に向ませんでしたし，その
結果当然宿題もやりませんでした。しかし，授業ではある程度先生の説明の前に予想して，どの
ようなものかを考えるようにしていました。学校のテストでも，それである程度正解が予想でき
たのです。そのようなことができるようになったのは，自分が怠け者だったからだと思い込んで
いたのです。
同時に，覚えることは苦しくて，考えることが楽しいという気持ちが強かったのです。だから，
学生には教科書を読む時，計算用紙を用意して計算しながら読めばよいと言っていました。さら
に，手を動かせば自然に考えだすものと思い，毎回のようにレポートを出して，添削をするとと
もに解答例を付して返していました。でも，レポートやテストの答案は，数式を並べただけのも
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ので，読む方としてはものすごくしんどい思いをしました。ごく最近（平成 29 年）になって気づい
たのですが，私の言葉での「怠ける」ということは，学ぶ前から答えを予想して，テストで少な
くとも平均点程度取れるようにすることです。たしから，机に向かって学んでいませんでしたし，
テスト前に勉強するという習慣はありませんでしたが（これは受験勉強の時期になっても，大学生にな
っても習慣づきませんでしたが）
，ある意味で日頃からある程度合理的な理由をもとに予想する訓練を

していたのです。見方によっては，他人と違う方法でものすごく学習していたことになるかもし
れません。
どうも，物理というのは問題を解くことだと思っている人が多かったようです。法則，定義に
もとづいて，論理の飛びなく説明できることを「理解する」ことだと思っていた私にとっては，
なぜ答案が説明文になっていないのかがわかりませんでした。そこで，最初の授業でレポートの
書き方や書く目的を書いた説明文を配布するとともに，板書するのがきつくても，答案をどのよ
うに書いていくか，板書で言葉を省略せずに書くようにしました。その結果，だんだん答案も読
みやすくなるとともに，期末試験の変容記述で，論理の飛びなく書くようになって初めて理解す
るということを実感したと書く学生が増えました。しかし，一部の学生ですが，論理の飛びなく
考えるのがとても苦手な人がいることは確かです。そのような人に対する対処法についてはまだ
見つけていません。
4.4. 考えることが好きな人が陥る罠
学校教育の中で考えるのが好きな人が陥る罠があります。そのような論理で証明できないこと
があることを最初から教えてくれればよいのです。私は中学校に入った時に，代数で結合法則，
分配法則などが覚えられませんでした。数学で覚えるという発想すらなかったのです。そのため，
それらを覚えることに拒絶反応をもって，挙げ句の果てに数学の期末テストで 0 点を取ってしま
いました（本当の理由は予習も復習もせず試験前の勉強もしなかったためかもしれません）。同様なことは，
小学校で教わる分数にもいえます。それは約束事だと教えるのです。その上で，そのような計算
をすると便利な例を上げるのです。例を上げて教育する方法もありますが，それはあくまでも納
得するための説明です。論理的な説明ではないのです。その点をもっと早く教えて欲しかったと
思います。
物理が嫌いな人は次の話はいやになるかもしれません。大学で教えるようになって初めて気づ
いたことがあります。力学の基本法則であるニュートンの三法則です。あまり力学の教科書にも
書いてありませんが，順番に意義があるのです1)。
4.5. 私の考える物理教育のあり方
さて，話は飛びますが物理が苦手な人が多くいるようです。多いというよりも，大多数の人が
1) ニュートンの第一法則はいわゆる慣性の法則です。物体に力が働かなければ物体は静止し続けるか，等速度
運動をつづけるというものです。これは，全ての場合に当てはまるのではなく，そのような基準系（基準となる
座標系）が存在し，その後の法則はこの基準系（慣性系）で記述しますということを行っています。第二法則
は，運動を数学的に記述するものでいわゆる運動方程式 （質量）×（加速度）＝ （力）という式で表されるも
のです。この式は運動を慣性系で記述することを前提に，力と質量（慣性質量）を定義しているのです。但し，
慣性質量は重力質量と等しいとして決めることができます。力はニュートンの第二法則で定義しているのです。
ニュートンの第三法則は作用反作用の法則です。物体 A から B に及ぼす力は，物体 B から A に及ぼす力と大き
さが等しく方向が同じで向きが逆だというものです。ニュートンの第三法則は力を定義して初めて成り立つので
す。したがって，第一法則を前提にして，第二法則があり，第二法則を前提として第三法則があるのです。この
ようにニュートンの法則は順番に意味があるのです。
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苦手なのかもしれません。中には大学で物理学科や応用物理学科を卒業しても物理が苦手だとい
う人にもたくさん会いました。私は，物理が好きなので，化学をやりたかったのに物理学科に進
学したくらいなので，物理は好き科目です。そこで，思うのですが，
「学校で習う物理から，考え
る楽しみを除いたら何が残るのか？」という気持ちを持っています。これはもちろん，今の教科
書の物理のことで，学校で学ぶべき物理現象のことではありません。物理を役立つ科目とするた
めには，もっと生活との関連と，定性的に理解できる内容を中心にしたらどうかと思っています。
もっと，社会科的な要素や家庭科的な要素を入れて，興味を持たせるとともに，社会人としての
仕事や家庭生活で物事を考える基礎をつけることを意識して授業ができないかと思っています。
その説明法の一つを考える試みとして，この「教員免許状更新講習」のテキストを作ってみたの
です。数式を一切使わず，生活との関連で物理現象を学んでいくのです。しかし，物事を判断す
る基礎はきちんとつける。そのような授業が必要ではないかと思います。
そのようなことをいうと，理工系に進学する人にとっては，数式を使った物理が必要だという
意見が必ずでてくるものと思います。それに対しては，数学の微積分の応用として例えば力学の
運動方程式を解く問題とか，ベクトルの応用として，力や電場，磁場などを教えたらよいと思い
ます。物理だけではなく，経済学やコンピュータグラフィックなど実際に応用として使われてい
るものの概要と考え方や数学の初歩を数学で教えたらよいのではないでしょうか。
数学教育の目標はいくつかあると思います。思考力の訓練，実用技術としての数学が主な目標
になっているかと思います。しかし，実際には使わない人が多いかと思います。そこで，ある程
度実際にどのように使われているかという「知識を与える」授業も一方では必要ではないかと思
います。ほとんどの人が高校に進学する現状では，高校によっては柔軟に対応していると思いま
すが，もっと多様な人に向けた教育が必要ではないかと思います。それを補償する形で，必要に
なった時に学び直すシステムも手当する必要もあるでしょう。
4.6. 英語の学び方
人によって教え方が不適当だという点では，私の受けた英語教育もそのように感じています。
私の受けた英語教育は，私にとって英語が嫌いになり，英語ができるようにならないためにもの
すご～～っくすばらしく良くデザインされたものだと感じています。英語を習い始めた時に幾つ
もの違和感を覚えました。まず，言葉としての学習の違和感です。英語を日本語という違う言語
に無理やり移して学ぶという違和感です。言葉というものは，言葉を頭のなかで画像に翻訳して
初めて認識できるのだというイメージが強かったのです。考えることも，記憶することも画像と
切り離せないものと思っていました。不自然な日本語に置き換えると，そのイメージが崩れるの
です。その英語の単語一つとっても，表現をとってもニュアンスと結びついているはずです。
その一方で，先に述べたように覚えるのが苦手という意識を持っていたことも英語の学習意欲
をなくしました。小学校の先生から受けた苦手意識もありました。本当は考える力が強いので，
もっと記憶する力を伸ばしたらと言われたのを自分はどうしようもなく記憶力が悪いので，考え
る力で補うしかないと思い込んでいたのです。さらに中学校に進学してからも，その先生に合え
ば覚えるのが苦手なので英語はできないだろうと言われたことも追い打ちをかけました。そのた
め自分は覚える力がどうしようもなく弱いものだと信じ込んだことも，化学系の学科に進学する
ことを諦めて，物理学科に進学した大きな動機でした。化学系に進学しても受験には受かっても，
進学してから授業についていけないと思ったからです。それは，その後の学び方，生き方を考え
ると間違った選択ではなかったと思います。
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ところが，受験勉強で気づきはじめたのは，「覚えなければと思う気持ちが記憶を妨げている」
ことでした。記憶が必要な場合は無理に覚えようとは思わずに，声を出しながら例文を書くなど
のひたすら作業を繰り返すことと，自分なりの達成感をいかに感じさせるかというシステムづく
りが大切だということに気づきました。
もう一つ英語学習を妨げていたのは，カタカナ英語に対する不快感です。中学校の 1，2 年の時
はキレイなアメリカ英語を話す先生に教わっていたのもそれに拍車をかけたように思います。同
級生や一部の英語の先生が話すカタカナ英語に違和感を覚えました。何で”the”を「ザ」と読むの
か，何でリアゾン的な発音をしないのか，何で語尾に母音をつけるなど，違和感というかものす
ごい落ち着かなさを感じました。もちろん，日本人が正しい発音できないことは仕方がありませ
ん。そのことではなく，全く違う音であるにもかかわらず，英語の文章を不自然な日本語に置き
換えるように発音を平気でカタカナで置き換えることに不自然を感じたのです。
30 歳代から英語を使い出し，論文なども英語で書いています。そこで気づいたのは，英語がで
きるようになるためには，学校教育を受けるのに使ったのと全く別の頭の領域を使っていること
です。結局，作業することによる慣れや，耳で聞いてその場で記憶（エビソード記憶）などが大切だ
ということです。さらに，必要になったら単語を並べて，幼児に帰ったつもりが始めてなんとか
意志の疎通を図ろうとする事も大切です。技術者の場合は，数式，図，場合によっては英語の単
語を書くなど，あらゆるものを利用した意思疎通をはかることが大切であることに気づきました。
そのうち，だんだん英語に慣れるとともに学校で習ったことを思い出してきました。
30 代で，話すこと，書くことはある程度できるようになりましたが，聞くこと，読むことはな
かなかできませんでした。もっとも，これは日本語で読むこと，聞くことが書くなどの発信能力
よりも弱いこととも関係しているのかもしれません。英語の文章を読む時には，不完全な日本語
にするよりも，図式化して解釈することが大切だと気づきました。ただし，これに気づいたのは
大分遅く 50 歳前後のことです。英語は関係代名詞，入れ子構造など構造化し易いのです。それは
そのまま日本語にならないので，文節を日本語にして，それを図式てきにつなぐなど表現して学
べばよいものと思います。
4.7. 歴史の学び方
「私にとっての考える科目」としての歴史があります。歴史はある意味で人生を疑似体験する
科目だと思っています。自分をその場にいたとして置き換えてみるのです。自分ならばどうする
だろうと考えてみるのです。歴史に興味を持つようになったのは，小学校 5 年生の時に大河ドラ
ラマ「源義経」を見てからです。それがきっかけで，伝記や物語を読むようになりました。ちょ
うど 6 年生で歴史を習うようになりましたので，年表を意識しておおよその時代を頭にいれまし
た。
歴史に興味をもってから，思わぬ副次効果が現れました。それまで苦手だった暗算が，2 桁程度
の足し算，引き算ならばできるようになったのです。実は死ぬのがこわくて，ある歴史上の人物
がある出来事の後，何年生きられるかに興味があったからです。頭の中で筆算と同じ計算はでき
ませんので，区切りが良い所で 2 つに分けて計算するのです。例えば，「1196 引く 1178」でした
ら。1180 でわけて，「1178 から 1180 まで 2」で，「1180 から 1196 まで 16」だから，「1196 引く
1178」は「2 足す 16 は 18」というように計算するのです。
大学受験は日本史で受けましたが，受験勉強は教科書を読まずに，気分転換に中１の時に買っ
てもらった読売新聞社の「日本の歴史」を読んでいました。もちろん，無理に覚えようとせずに，
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自分だったらどうするかとか，その時の情景を浮かべながら読んでいたのです。日本史に興味を
持ったおかげで古文・漢文にも興味を持っていました。これには，受験勉強としては学校の勉強
だけをあてました。これらの科目は実際理系の受験生としてはよくできましたし，理系に苦手な
人が多いことも相まって苦手な英語をカバーすることができました。
歴史は「暗記科目」とよく言われます。学生は，よく高校時代は暗記していたと言いますが，
私には「暗記」ということがよくわかりません。物理系の学科にいるせいか，暗記ということを
否定的な文脈でいう人が多いのですが，学生ばかりか自分の子どもも平気で使っています。私自
身は親や，先生に否定的な文脈で言われたことしかなく，とても戸惑ってしまいます。最近まで，
暗記の「暗」をイメージがないという風にとっていました。イメージがない記憶というのが連想
できないのです。無理にイメージしようとすると，拒絶反応とかイライラといったイメージが浮
かんでしまいます。しかし，イメージがない記憶なってどう頑張ってもイメージできませんでし
た。もう一つは，「理解を記憶」で試験の成績を取る以外には，「全く役に立たない記憶」と思っ
ていました。最近，学生がレポートに「様々なことを関聯連れて暗記できるようにしたい」と書
いてあるのを見てやっと分かりました。私がいろいろなタイプを含めて「記憶」と言っているの
をどうも暗記といっているようです。本当に同じ意味がわかりませんが，これまでのコラムでは
「単純記憶」と書いていたのは，そのためです。

コラム 5： イラストの勧め
本講習ではできるだけ親しみやすいイラストを用いるようにしています。多くの人は物事を考
えたり，記憶したり，理解したりするには頭の中で物事を画像化しているのはないでしょうか。
イメージなしに物事を記憶したり，考えたりすることを私にはイメージできません。無理にイメ
ージなしに記憶することをイメージすると，
「知っていることと繋がらないことにイライラしてい
る自分」や「記憶すること対して拒絶反応をしている自分」をイメージしてしまいます。そこで，
イメージをはっきりさせるためにも，説明に極力イラストを用いたいと思っています。最初は，
児童向けのサイエンスショーなどでイラストを使い始めました。プロのイラストレーターはフォ
トショップなどのソフトを使って書くのでしょうが，私はマイクロソフトオフィスの「図形」機
能を主に使います。また，クーピーなどを使って紙に手書きで書いてからスキャナーで読み込ん
だ図も使っています。写真で説明することもありますが，細かい説明は図の方がわかりやすいこ
とが多いのです。ですから，下手でもよいからイラストを書くようにしていくとよいと思います。
幼児はよく絵を書きますが，大人になるとなかなか書かなくなります。でも，学習の上では幼児
に帰った気持になることもときには大切ではないでしょうか。特に外国語などを学ぶ場合にはと
ても重要ではないかと思います。

コラム 6： アクティブラーニングと知識をつける学び
本講習は，児童や保護者達に対する実験教室や啓発講座が元になっています。その時，それら
を実施するときには，
1) 少なくとも新しい説明法か実験を考案する
2) ストーリー性をもった説明をする
ことを原則としています。
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これらの実験教室や啓発講座での説明法や実験
の考案は，私自身がもっている「学びのイメージ」
を実践したものです。学ぶということは，
「知って
いることの仲間づくり」だと考えています。学ぶ
過程で，知っていることと関連づけて理解してい
きます。知識は互いにつながって初めて役に立つ
ものだと思います。新しい知識を得ることにより，
既存の知識も新しい知識とつながっていきます。
もちろん，つながりができるのに時間がかかりま
す。私は小学校を卒業して 50 年近く経ちますが，

1.

図 6.1 知ってることの仲間づくり

未だに小学校で学んだことについて「そうだった
、
、
んだ」と気づくことがあります。このように「学び続け，問い続け」が大切だと思います。
「知っていることの仲間づくり」といいましたが，私は具体的には綿菓子づくりをイメージし
ています。割り箸に綿菓子が絡んでいない時には，なかなか絡まないのですが，絡み出すとよく
絡むようになります。ただ，綿菓子は表面にしか絡みませんが，知識は綿菓子の全体の部分と絡
みます。これは，ひょっとすると私だけの感覚かもしれません。私は知っていることをつなげな
いと記憶ができないのです。その意味で私の学びを説明したものを「綿菓子モデル」とよぶこと
もできます。
このように私は「知識はつながって初めて役立つ」と思っています。新しい知識を得ることは
既存の知識とつなげることでもあります。ただし，つながりができるのに時間かがかります。
「知
っていることの仲間づくり」は別のことばでいうと「知識のネットワークの構築」ということも
できます。新しいことを学ぶに際して，既存の知識と結びつけながら学ぶということは，すでに
学んだことを思い出すことでもあるのです。言い換えると，つねに復習しながら学んでいること
になります。最近は，
「覚える力」よりも「思い出す力」が大切と言われるようになりました。こ
のような学び方をすれば，自然に思い出す力を鍛えることになります。このようなことから，記
憶力はある程度年齢がいった方が伸びてきたように感じます。特に，50 代になってから少しです
が記憶力が伸びてきたように実感します。最近，思い出す力の重要性が言われていますが，認知
症予防の面からもよいようです。
考えることが大切，知識が大切という議論の不毛さは前項（コラム 4）でも述べたように，学習
タイプが違う人が自身の体験にもとづいているので，不毛な議論となっているのではないかと思
います。

コラム 7： 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「物理学概論」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移りました。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
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てきました。

コラム 8： 「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，失敗から学ぶことが大切に
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し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。そのような事例はマスコミの報道でしばしば耳にします。失敗は，早い
うちから経験しておく必要があるものと思います。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，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」と言ったら，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，会社にいるときは製品検査や開発品の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。自分が失敗したわけではありません。もちろん，通常の業務
やクレーム処理の中でしばしば失敗しましたが，クレームがあった時には自分の責任とは関係な
く対処しなければなりません。不良品を納品した時は，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，クレームがあった時には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
。クレーム処理は大変でしたが，それから学ぶことも
るように飲んでてから家に帰りしましたが・・・）
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
で実力のある中小企業経営者は，どのような態度で対処すかをよく見ています。
複数の人がかかわるトラブルが起きることがしばしばあります。その時は，まずうるさ型の人
のところに飛び込んでいくことが有効なことが多いように思います。特に人に嫌われているうる
さ型の人は寂しいことが多いのです。まず，そのような人の意見を真摯に聞いてから，自分の意
見を率直にいうとうまく行くことが多いのです。さらに，その人から信頼されたり，良くしても
らったりすることもあります。そうすると，その他の人との関係も良くなってくることも多いよ
うに思います。
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。しかることによって精神状態が不安定に
なることもあります。それがもとで，もっと重大な事故につながることにもなります。鉄道会社
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，重大な事故につながったことを記憶
されている方も多いかと思います。
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コラム 9： イベントなどで気づくこと（ペンシルバルーンの実験をどうやって考えたか）
ペンシルバルーンを使った実験で行う内容は，
「ゴム弾性」として知られているものです。第二
次世界大戦中に国内外で研究が進みました。日本でも，久保亮五（1920~1995）という統計力学の
大家が戦争中ゴム弾性の研究を行い，教科書も書いています。1996 年に「ゴム弾性」復刻版が裳
華房から発売されているので入手できます。
さて，ゴム弾性の実験をするのに，手軽に入手できる材料が風船です。これに気づいたのは，
大学で行なった一般市民向けのイベントでした。20 年近く前のことでした。小学生がたくさん来
るということと，私が大学院生のときに高分子の物性を研究していたこともあって，児童に人気
の「スライム」をやることにしました。スライムづくりには 20~30 分かかります。スライムは人
気があるので，1 グループ 20 人程度でやってもらうと待っている人たちの行列ができます。その
間，待っている人たちを対象に様々な性質の説明をしました。スライムは高分子でできています。
回転する棒を登ってくる性質や叩きつけると弾む性質（粘弾性という性質。コラム 158，実験 87
参照）を説明しました。さらに「ゴム弾性」の説明もしました。当初は，太い輪ゴムを連ねたもの
を使っていました。輪ゴムでは，実はあまり縮まなかったのです。このイベントは，2 年続けて行
いました。あまりにも，参加者が多いので，人数を把握するために 2 年目はおみやげに風船を配
りました。風船を何個配ったかで，参加者の人数を把握することにしたのです。ゴムを引っ張る
と，熱くなる実験も輪ゴムを使っていました。その時，風船を使うとどうなるだろうと思って試
しに引っ張ってみました。そうしたら，輪ゴムよりもずっと熱くなるではありませんか。そこで，
お湯をかけると縮む実験もペンシルバルーンを使ってやるようにしたのです。最初は測量用のト
ランシットにつかう錘を金物屋で購入しておもりとして使いましたが，コーヒーのビンに水を入
れたものなど身近なものを試した末に，本講習で紹介した 500 mL のベットボトルを使うように
したのです。
このように，ゴム弾性の実験にペンシルバルーンを使うようになったのは，ある意味で偶然で
した。さらに，後で述べますがゴムは高分子からなっていて，その熱運動が活発になると縮むこ
とをプラスチックの鎖を使った模擬実験（シミュレーション）で説明しています。これも，最初
は縄跳び用の縄を使っていました。高分子は，長い分子で，原子が鎖のように繋がつています。
こうぶんし さ

専門用語では，高分子鎖といいます。高分子鎖ですから，文字通り高分子（プラスチック）でで
きた鎖を使用したらどうかと思いました（単なるダジャレに基づく発想です）。そこで，演示したらう
まく現象を説明することができます。はじめは，鎖を床の上において実演していました。あると
き，小学生向けの実験教室で，鎖を吊るした状態でやったらという示唆を受けてやってみたら，
うまくいきました。
このように，様々な人に対して，わかりやすく自然科学の現象を説明する際に，どうしたらわ
かってもらうかを考えて工夫していく中で，説明法を思いつくのです。説明法を思いつくという
ことは，自分自身がより深く理解するということです。その中で，受講者のちょっとした意見が
大きなヒントになることも多々あります。この教員免許状更新講習でも，多くの受講者の方々か
ら様々な有益なご意見を頂き毎年改良してきました。受講料を頂いて，こちらが学ばせていただ
くというのは，とてもありがたいことだと思います。これは，説明法を工夫するだけではなく，
私自身が理解を深めることにもなるのです。学ぶということは，結局一生かけて，いろいろなも
のとのつながりを理解していくことではないかと思っています。でも，多くの方々は学ぶという
ことは一方的にインプットするものだと思っているようです。最近，アクティブラーニングの重
要性が言われていますが，要するにアウトプットを考えて学べということではないかと思います。
自分では，どうするか，どう人に説明するかを考えながら学べばいいのだと思います。
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児童・生徒も説明しあったり，教え合ったりする中でいろいろ気づくはずです。このような教
えあいを「教えあそび」とよぶことにしています（コラム 3,4）。そのようなことを早いうちから
体験していくことが，社会で生きていく力をつけることにつながるのではないでしょうか。アク
ティブラーニングというのは，学ぶ内容を理解するための手段ではないものと思います。社会に
でてから，学びながら仕事をしていくやり方を学ぶものでもあると思います。そういう意味で，
広い意味での「キャリア教育」にもなるものと思っています。

コラム 10： 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 10.1 の

力点

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
10.1 の女の子はぶら下がっているだけなので仕事はし

作用点
支点

ていません。でも，体の中では血液が流れたり，内蔵
の筋肉が動いたりと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。

図 10.3 てこ。
図 10.1 仕事とエネルギー

ところで「仕事」の定義を式で表すと，
（仕事）＝（力の大きさ）✕（移動距離）

(10.1)

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

図 10.2 モンキーレンチとドライバー

ことは，なぜ？どうして？と考える人にとって，とても

力点

気持ちが悪いことでしょう。
なぜそう定義しているか？答えを先に言ってしまう
と，
「そのように定義すると都合が良いから」です。都

作用点
支点

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」
（梃子）を考えるとわかりやすいのではないかと思い

図 10.3 てこ。

ます。
てこを使うと小さな力で大きな力を与えることができます。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 10.２）。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）
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の関係が成り立ちます（図 10.3）。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それぞれの点と支点との間の距離に比例します（図 10.4）。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

(10.3)

動いた距離

になります。要するにてこを使っても，(10.3)の値は変
化しないのです。この変化しない量を「仕事」として
定義したのです。この変化しないものと関連づけて一
般化したのが「エネルギー」なのです。
ここで，力点，支点という言葉を使いましたが，小

図 10.4 てこと動いた距離。

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 11： 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，
いっとき

一刻としていました。それに合わせて，昼夜
で時計の進みが切り替わるようになってい

図 11.1 櫓時計。

図 11.2 線香はタイマー

たのです。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
ろうこく

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」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
おんみょうりょう

ろうこく

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 とよばれる役所の中に漏刻
は か せ

博士という役人がいて，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。遊郭や岡場所では遊びの時間を測るのにも使われました。

コラム 12： 時間の感覚に対する個人差
時間の感覚には個人差があります。同じ人でも同じ時間が，熱中しているときは短く，嫌なこ
とをやっている時は長く感じるでしょう。時間の感覚は個人差があるようです。私の祖母は明治
23 年生まれでしたが，子どものころ「今何時？」と時間を聞くとほぼ正確に答えてくれました。
昔の人は時計がなくても日差しなどでおおよその時刻がわかったのでしょう。
時間の感覚の見積もりには個人差があるようです。私が会社員だったころのある営業の人は客
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先の信用は厚い人でしたが，時間の見積もりの能力がやや弱かったのです。営業の人ですから，
当然外勤が多くなります。そこで，外勤の時には何時頃に貴社するかホワイトボードに書いてあ
りました。当時，会社に電話がかかってくると，たいてい，ホワイトボードに書いてある貴社時
間よりも 1 時間半遅くいいました。そうするとたいていあたっているのです。真面目な人で，製
品に対する技術的な知識は確かでしたので客先の信用はあるのですが，客先に遅刻するのはいつ
ものこと。でも，彼だからと多目にみてもらっていたそうです。
学校の授業は時間割がありますので，時間配分等に気をつかうでしょう。休み時間に食い込む
むと学生の貴重な時間を奪ったり，次の授業の担当教員に迷惑をかけたりします。そのために，
少なくとも，休み時間に食い込むことだけはしないようにしています。学生にも，時間は守るこ
とと，
「何事の他人の貴重な時間をいただくという気持ちが大切」であることを学生に言っていま
す。当然，私も学生の貴重な時間という意識で授業をやっています。
最近は，会議も予定時間を過ぎないように運営することが求められています。大学ですと，日
程照会して，メンバーが集まることができる時間に会議を行う関係で，特に時間通りの会議進行
を求められます。
授業や会議などのように正確に時間を使うことを求められている場合だけではなく，様々な作
業でどのくらいの時間で終了するかということを見積もる習慣は必要です。会社で仕事をすると
納期を求められることが多くあります。その時，どのくらいの納期でできるかについて見積もる
感覚が大切です。その時に大切なのは途中で不慮の事態が起きる場合を考えてどれくらい余裕を
もたせるかです。会社などでクレーム対応などで良品を選別する場合などは，良品率の見積もり，
失敗などを考慮して求められない場合も自分なりに予想するようにしました。それを繰り返すう
ちにたいてい予想時間通りにできるようになってきました。
私はそのような感覚をつける訓練を受験勉強で行いました。ちょうど 1 時間で毎日決まった量
の学習をするのです。だんだん慣れてくると，難しい問題とゆとりがある問題で時間の使い方が
違ってきます。その中で，決めた分量を決めた時間にするのです。時間を区切ると効率がものす
ごくあがります。その代わり，長時間できません。受験勉強の時は，1 時間学習したら 1 時間休む
くらいのペースでないと長続きしませんでした。
忙しい時，忙しい人こそこのような時間を区切った仕事というのが大切ではないでしょうか。
効率的に仕事をこなす上でもう一つ大切だとおもつていることがあります。それは，仕事を時間
的に分割して行うのです。仕事を与えられたらとりあえず何をするかを見ておおよそのことを頭
に入れておきます。それから，日を置いて着手するのです。場合によっては一日の分量を区切っ
て，欲張ってあまり多くのことをやらないことも大切です。時間を置いてもその間に他のことを
していても，どうも頭の中で考えているようです。特に，大切なことについては，よく考えてか
ら少なくとも一晩寝てからまとめることです。寝ている間に頭の中で整理しているようなのです。
同じ理由で，大切なことはたいてい朝に決めるようにしています。もう一つ，些細なことは，普
段よく考えています。むしろ考えることを楽しんでいると言った方がよいかもしれません。一方，
就職，結婚，家を買うなど大切なことはあまり深く考えずに直感で決めるようにしています。大
事なことは，理屈ではきめられないことと，あまり考えると後で迷うかもしれないからです。決
めた後になって，あの時はこうすればよかったと考えるほどばかばかしいことはないと思ってい
るからかもしれません。うまくいかなかったら，それが，何かを行うきっかけを与えていただい
たと考えればよいと思っています。
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コラム 13： 時分秒 minutes, second
時間の単位は，時，分，秒が使われます。1 分は 1 時間の 60 分の 1，1 秒は 1 分の 60 分の 1 で
す。分というのは，文字通り分けられたものという意味です。秒というのは，もともと稲や麦の
穂先の毛という意味だそうです。わずかな時間などで，秒という言葉を当てたそうです。minutes
というものもともと「小部分」という意味です。ですから漢字の分と基本的に同じニュアンスで
す。では，second というのは，どういう意味でしょうか。もともと，分，秒はそれぞれ，“prime
minutes”,

“second minutes”と読んでいたそうです。分は，prime を略して minutes, 秒は minutes を

略して second とよぶようになったのです。これの名残が記号です。時，分，秒をそれぞれ「」,
「」,「」であらわします。この名残として，
「」記号をプライムと現在でも読んでいます。
「」
記号は，昔イギリスでダッシュと読んでいた時期があるようです。その名残で今の日本でもダッ
シュとよぶ人が多いのです。でも，世界的にはプライムと読むのが正しいのです。ちなみに，
「」
をセカンドと読んでいた時代があります。現在ではこれはダブルプライムと読むのが正しいとさ
れています。

コラム 14： 大学に入って知った高校までと違う数式の読み方の
コラム 13 でも述べましたが，ある意味で大学に入って高校までと違うなとおもったのは，数式
の読み方などです。高校の先生は「」をダッシュと読んでいましたが，大学にはいってプライム
と読むことを知りました。英語でダッシュというと記号で「-」を読む時です。例えば「A-B」な
どの記号が書いてあるとすると，“Ａ dash B”と読むのです。プライムをダッシュと読むのは，古
いイギリスの読み方だったようです。私が若い時に年配のイギリス人の物理学者から聞いたこと
もありますが，一般的ではないようです。今では日本とインドの一部で使われているくらいだそ
うです。
それはともかく，他の違う読み方の数式があります。分数の「A/B」は日本語では，B 分の A と
分母から読むのですが，英語では”A over B”と分子から読みます。 のような縦書きの分数では何
とも思わないでしょうが，A/B のような文中の分数で逆に読むのを不思議に思ったことはないで
しょうか。もちろん，数字の分数も分子から読みます。1/3 は one third，2/3 は two thirds です。分
子の数に，分母は序数をつかいます。さらに，分子が複数の場合は序数に s を使います。但し，
1/2 は a half または one half，1/4 は aquarter です。3/4 は three quarters です。
微積分を習った時今まで分数を分母から読んでいたのに，dy/dx を“ディーワイ・ディーエック
ス”と読むことを教わって戸惑った人も多いでしょう。もともと，分子から読むのが本来のあり方
なのでこちらが自然なのです。この場合は“dy over dx”と読む人もいますが，“over”を言わないのが
一般的なようです。私が高校 3 年の時に習った物理の先生や私の父は“dy by dx”と読んでいました。
おそらく，この“by”は“divided by”（割り算する）の略ではないかと思います。
「A 割る B」を英語
で“A divided by B”というので，略して by ではないかと思います。私が化学会社に就職したら配管
の直径 d と長さ L の比（専門用語ではあスペクトル比といいます）を“d by L”といっていました。
現在では，むしろ by は“multipled by”の略で使えるるようです。M 行 N 列の行列（matrix）を“M
by N matrix”といいます。建築工法として知られている 2×4（two by four）工法は文字通り 2 インチ
かける 4 インチの木材を組み合わせてつくる工法です。
最後に指数の読み方についていっていきましょう。“x2, x3, x3, x4, x5, ･･･”はそれそれ x sauared, x
cubed, x to the fourth, x to the fifth, ･･･とよみます。
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コラム 15： 数学記号は国によって少し違う？高校と大学で違う数学記号を使う？
大学に入って，高校との違いを知ったのは，数式の読み方だけではありません。数式の書き方
についても違っていました。まず，最初に違っていたのは，ベクトルの書き方です。高校では の
ように文字の上に矢印をつけて書いていましたが，大学では のように太文字を使います。手で書
く時には，A のように二重線で書くか A や A のように下線をつけます。また，手書きの場合は高
校の場合と同様に文字の上に矢印をつけたり，矢印の先を上半分だけにしたりして のような書
き方も用います。私は，好みで最後の書き方（ ）を使っています。
ベクトルの記法の違いとともに，不等号も違います。ワードなどのワープロソフトを使うと不
等号の記号として が使われているとことに気づかれたかたもおられるでしょう。日本の高等学
校の教科書でみられる，≦のような不等号（<）の等号（=）をつけた記号は最近のワードの数式ツ
ールにはありますが，昔の数式にはありませんでした。国際的には下に一本線を書くのが一般的
だからです。≦はワードの「数式ツール」では「特殊な関係演算子」というところに入っています。
割り算の記号や は日本では使いますが，全ての国で使われているわけではありません。スラッシ
ュ「/」やコロン「:」が割り算の記号として使われる国もあります。
近似記号として日本の高校でならう≒も一部の地域だけでしか使われていない記号です。一般
的には ，≅，≃が使われています。
かっこの使い方も日本での使われ方は，世界共通ではありません。日本では[{()}]の順序でかっ
こを使いますが，国際的には{[()]}が一般的のようです。大学院生になって英語で論文を書く時に，
日本物理学会の学術雑誌 The Journal of Physical Society of Japan（物理の分野では日本語で投稿できる学
術雑誌は存在しません）に投稿するとき投稿規定にかっこを{[()]}の順で書くように書いてありしま

した。そのとき，初めてこの事を知ったのです。
三角関数や対数についてロシアでは正接 tan を tg と書くことが多いようです。また，対数記号
に関しても注意が必要です。高校の数学では，最初常用対数をlog と書くように教わります。そ
の後，微積分を習うときに自然対数（

2.71812 ∙∙∙を底とする対数log

を教わります。対数自然科学関係で自然対数log

）を単にlog と書くこと

をln と書くこど多いのです。しかし，教科書

や論文によっては自然対数をlog と書く場合があるので注意が必要です。ロシア人の書いた論文
では自然対数をln と書くとともに，常用対数をlg と書くことが多いのです。
積分記号も例えば

d

をイギリスでは積分限界を積分記号の上下に

d と書き

ます。
数式は国際的な「言語」です。しかし，上記のように国によって書き方が異なるのです。

コラム 16： 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（速さ）
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が増して，運動エネルギーに変わります。低いところ
位置エネルギー： mgh
運動エネルギー : 0

から，高いところに上がることができるのは，運動エ
ネルギーが位置エネルギーに変わるからです。
ジェットコースターでは，高さ h のところにある時
には，位置エネルギーは高さと質量の積に比例した値

h: 高さ

位置エネルギー
と
運動エネルギー
の間で相互変換

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

m: 質量
g: 重力加速度（= 9.8 m/s2）

位置エネルギー： ０
運動のエネルギー :

図 16.1 ジェトコースターと力学的エ

ています。速く動く「勢い」で，坂を駆け上ることが

ネルギー保存則

できるからです。この「勢い」はエネルギーの一種で
「運動エネルギー」といいます。運動エネルギーは質量と速さの二乗に比例します（式で表すと
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 16.1 に示しました。

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。
ちなみに「エネルギー」という言葉は， 1807 年にヤング（Thomas Young, 1773~1829）が著書の
中で述べたのが最初です。「エネルギー」の語源はギリシャ語の ἐνέργεια です。これは，ἐνεργός
（energos）に由来します。
「仕事」を意味する ἔργον の前に前置詞 ἐν をつけたものです。仕事をす
る能力を意味する言葉なのです。運動エネルギー（kinetic energy）は 1850 年頃にウィリアム・ト
ムソン（William Thomson, 1824~1907）によって，位置エネルギー（potential energy）は 1853 年ウ
ィリアム・ランキン（William John Macquorn Rankine, 1820~1872）によって定義されました。これ
らの言葉が定義されたのは，熱力学第一法則の確立期になってからなのです。

コラム 17： 位置エネルギーとポテンシャルエネルギー
力学的エネルギーは，運動エネルギーと位置エネルギーの和であることをコラム 10 で述べました。
位置エネルギーのことを英語で“potential energy”といいます。高等学校の教科書では，重力の位置エネ
ルギーの他にバネの位置エネルギーというのがでてきます。英語との対応は，ともかくとして，私は重
力の位置エネルギーを狭い意味で位置エネルギーといい，その他をポテンシャルエネルギーとよぶこ
とにしています。どのようなことかというと，バネのポテンシャルエネルギーは図 17.1 のように放物
線になりますが，ちょうどこの時の運動は放物線になる
ような摩擦の無い斜面を動く粒子（質点）を上から眺めた
ときと同じ運動をするからです。このようにポテンシャ

ポテンシャルエネルギー

ルエネルギーを斜面に置き換えて，その斜面の位置エネ
ルギーがポテンシャルエネルギーに等しいという説明を
したいからです。このとき，位置エネルギーという言葉を
使うと混乱してしまうからです。エネルギーは抽象的に
聞こえるかもしれませんが，このように対応する斜面の
位置エネルギーのイメージで置き換えると直感的にわか
りやすくなります。物理にかぎらず，物事を学んでいく過

x

程では，このような置き換えと，それに対するイメージを
自分で見つけ出していくことが大切ではないかと思って 図 17.1 バネのボテンシャルエネルギー
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います。
ポテンシャルというと，高校時代の物理の先生を思い出します。授業の中で位置エネルギーと言わ
ずに，ポテンシャルといっていました。そこで，生徒たちが「ポテンシャル・パンダ」あるいは略して
「ポテパン」というアダ名をつけました。その当時（昭和 47 年頃）パンダが人気だったのと，先生の
容貌がパンダを連想させたからです。この先生は力学の授業で微積分を積極的に使いました。フレミ
ングの法則（コラム 65）を教えずにベクトルの直積（ベクトル積）の考え方をそのまま言葉で説明し
たので，未だにフレミングの法則が頭にはいっていません。その代わり，大学にはいってスムーズに物
理の授業についていけました。
答案を書くときには，式を並べるだけではなく，言葉を書くこと，数値計算をする時には，単位を書
いて，単位も同時に計算することを厳しく言われて，習慣づけられました。また先に述べたように，磁
気に関するフレミングの法則も教わらず，ベクトルの外積の定義をそのまま言葉で言わされました。
そのため，いまだにフレミングの右手の法則，左手の法則を記憶していません。しかし，物理の問題を
解く上で何ら問題がなかったばかりか，大学に入ってからベクトルの外積やそれを使って表したロー
レンツ力などについてすんなり理解できることができました。
進路指導では，大学の名前よりも何をしたいのか，自分が何ができるようになりたいかが大切であ
ることを厳しく言われました。その先生は高校 3 年生のときの担任だったので，どこの大学を受験す
るか相談したときに，「大学なんてどこでもいい，どんな大学でもトップレベル（の学生）は優秀だ」
といわれました。父に全く同じことをいわれたので，そんなものかと思っていました。それから，社会
人になってそのことは間違っていると感じたことはありません。でも，ちがう意識の人が大勢いるこ
とは会社に就職してからはじめて知りました。

コラム 18： 四季の島（敷島）日本
日本のことを古くは四季島（敷島）とよんでいまし
た。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
し き

ト」）の都である磯城にちなみます）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，暑さ，寒さと共存す

図 18.1 四季の変化

ることでもあります。

コラム 19： 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
21
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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 21）。

コラム 20： 「平衡」という言葉
熱力学や物理化学では，
「熱平衡」という言葉が使われます。「平衡」とはもともとどのような
意味の言葉なのでしょうか。衡の両脇は行ですが，行は十字路を表す象形文字から来ているそう
です。中にあるのは魚ではなく，角がある牛の体を表しているそうです。牛の角が人を傷つけな
いようにつけた横木である「つのぎ」の意味だったそうです。それから，意味を転じてはかり（天
秤）を表すようになったそうです（白川静「常用字解 第二版」平凡社，2003）。平衡というのは，天秤
がつりあった状態のことです。私は，てっきり衡の時は，二人の人が天秤棒で魚を担いでいる姿
を表したものだと思っていました。間違っていましたが，想像してから確認することは楽しいこ
とですよね。あっていても，間違っていても確実に身につきますよね。その辺のところを学校で
の学習に取り入れたら面白いのですが。
どりょうこう

さて，「度量衡」というは物理量の基本となる単位のことです。度は長さ（ものさし），量は体
ます

積（枡），衡は質量（はかり）です。時間があったら，それぞれの文字の成り立ちについて調べて
みてください。福井県の学校教育で取り入れている，
「白川文字学」は，単に漢字を覚えるだけで
はなく，楽しい学び方，役立つ学び方の基礎を身につけるための，基礎となるのではないでしょ
うか。度量衡に関しては古今東西様々な単位が使われてきましたが，基本的には物理では SI 単位
系（国際単位系）が使われています。

コラム 21： シャルルの法則と絶対温度
セッ氏で表した温度を（ギリシャ文字のテータ）で表

体積

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
V0

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 19 の最後で，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

273.1

における体積を V()，0℃における体積を V0 としま

-300

-200

す。そうすると図 21.1 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（Charles）の法則といいます。その直線を
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図 21.1 気体の体積の温度変化と絶対温
度
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この直線を温度が低い方に伸ばすと，273.1C 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

(21.1)

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。単位「ケルビン」はケルビン卿（William Thomson, コラム 23）にちなみます。
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 1-17 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。
110

さて，シャルルの法則を見つけたのは，シャルル（Jacques

100
圧力 （kPa）

Alexandre César Charles, 1746~1823，フランス）という人です。
彼は，はじめて，水素をつめた気球で飛行に成功しました。ゲ
イ=リュサック（Joseph Louis Gay-Lussac, 1778~1850，フランス）

90
80
70

が 1802 年に気体の体積の温度依存性を定式化，発表したとき

60

にシャルルの法則と名づけました。

50
80

200

に反比例することを示すものです。これは，アイルランドのボイ

圧力 （kPa）

シャルルの法則は，圧力が一定の場合の体積の温度依存性を表
関係を示したのがボイルの法則です。温度一定の場合圧力は体積

160

(a)

コラム 22： ボイルの法則とデータとの対話の仕方
したものです。それに対して，温度が一定の場合の体積と圧力の

100 120 140
3
体積 (cm )

150

100

ル（Robert Boyle, 1627~1691）によって 1662 年に示されたもので
0.01
0.015
１/体積 （cm-3）

す。シャルルの法則と併せてボイル・シャルルの法則が導かれま
した。

0.02

ることができます。図 22.1 は（スライド 1-16 の図と同じ）
，体
積と圧力の関係を示したものです。体積と圧力の積が一定となっ
ていることがわかります。図 22.1 は，
a) 縦軸に圧力，横軸に体積をとったもの
b) 縦軸に圧力，横軸に体積の逆数をとったもの
c) 縦軸に圧力と体積の積，縦軸に圧力と体積の積をとった
ものの 3 種類を示しています。a)は教科書にでている反比例のグ
ラフのようになっていますが，これを見ただけでは本当に反比例
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(b)

ボイルの法則は浣腸器に圧力計をつけたもので簡単に確認す
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図 22.1 気体の体積の圧力の
関係（20℃）
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しているかピンとこないでしょう。b)は，直線になるため体積は圧力に反比例することがわかり
ます。さらに，b)は，体積によらず圧力と体積の比が一定になることがわかります。実験データを
理解するには，このように色々とグラフの書き方を変えてみることも有効です。
学校の授業ではあまり教わりませんでしたが，大学院に行ってから様々なプロットをしなおし
て理解することによって，データと対話できることに気が付きました。このことは，企業に就職
してから大変役に立ちました。何かわけがわからないものも，プロットの仕方をかえたり，並べ
替えたりするなどの作業をしながら考えていくと，データから様々なことが読み取れるのです。
グラフにかぎらず，当初は意味がわからないことも，表にまとめたり，グラフを並べて比べたり，
概念を図示したり，人に対する説明を考えたりしているうちに，少しずつ考えがまとまってくる
ものです。
学校でももっとこのように，考えながら，作業しながら理解していくことを体験させるような
機会をつくると良いのではないでしょうか。学んだことを人に説明したり，問題の解き方を一緒
に考えたり，できた問題の解き方を人に教えることももちろん有効ですが，グラフや表を様々な
形でまとめながら考えるという作業も「アクティブラーニング」の一つのやり方として重要では
ないかと思います。
このように自分で考える時には，多くの場合，長い時間かけて深く，断続的に考え続けること
が大切だと思います。私だけのことかもしれませんが，深く考えると，潜在意識に焼き付きます。
そうすると，歩いている時とか，目が覚めた時に自然に考えが浮かぶことがあります。他のこと
をしていても，その問題に意識が行くことがあります。潜在意識で考え続けているのでしょう。
そのため，大事な問題は，必ずある程度考えたら，一旦，投げ出して一晩以上置いてから結論を
出すようにしています。学校教育の中では，さまざまなことをやらないといないので，すべての
人に長時間深くこのようなかたちで考えさせることは難しいのでしょうが。学生時代に深く考え
る習慣をつけておくと，深く考えることを無意識にできるようになります。
私は，逆に結婚，就職，家を建てるなど人生にとって，大切なことは深く考えないようにして
います。このようなことを理屈で考えると決められません。そこで，直感で決めることにしてい
るのです。但し，ある程度考えた後に，朝目覚めてから決めるようにしています。直感で決めた
ことも，後で考えると深い意味をもっていたこともあります。考えたつもりでも，後で考えると
さらに深い意味を持っていたことに気づくこともしばしばあります。

コラム 23： ケルビン卿 ウィリアム・トムソン
ケルビンという単位は，熱力学の発展に功績のあったウィリアム・トムソン
（William Thomson, 1824~1907）が爵位を授けられケルビン卿（Load Kelvin）
と称したことに由来します。彼が，絶対温度の概念を提案したことに基づくも
のです。熱力学第二法則の一つの表現であるトムソンの原理（「一つの熱源か
らもらった熱をすべて仕事に変えることはできない」）や有名なジュールとの
共同研究でジュール・トムソン効果（多孔質壁を通して圧力差を保ちながら気体を膨
張させると冷却する）で知られています。その他，熱力学，電磁気学などで多く

の研究を残しています。

コラム 24： 単位の書き方とスペース
学会発表などで日本人の発表を見ている，例えば「10kg」のように数値と単位の間にスペース
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が書かれていないのが目に付きます。本来は「10 kg」のように，単位と数値の間にスペースを入
れるのが正式です。英語を書く場合は単語と単語の間にスペースをいれますね。それと同じなの
ですが，なかなかできない人が多いようです。但し，例外もあります。角度を表す「」は「180」
のように数字にくっつけます。同様に，が付いている「C」や「%」は，「100C」や「50%」の
ように数値にくっつけて表します。もっとも，このような場合でもスペースをいれる方式もある
ようです（%は原則としてくっつける）。また，プライム「」も「x」のように文字や数字にくっ
つけます。もともと，角度や時間を 601520（60 度 15 分 20 秒または 60 時間 15 分 20 秒）に表
す時の記号に由来しているからでしょう。
学生の卒業論文などを添削していると，半角かっこの前後にスペースを入れないものや半角カ
ンマの後にスペースを入れないものが目立ちます。最近は，ワープロで印刷原稿をつくるように
なったので，この辺も注意する必要があります。また，日本語に英数字を入れる場合は日本語の
半角フォントではなく英数フォントを使うことが見栄えのよい原稿をつくる上で大切です。
さらに，印刷所に原稿を渡す時には昔は写真製版していましたが，最近は pdf で渡すことが普
通になっています。pdf の状態で印刷所が編集しますが，写真なども修正できますのでモノクロ印
刷する場合もカラーで渡した方がコントラストの調整などしやすいようです。

コラム 25： 体温計と測定時間
現在体温計というと電子式のものが主流になっています。これができたのは，1985 年頃のこと
です。それまでは，水銀を用いた体温計が用いられていました。私が 20 代の頃までは，体温計は
理科の実験で用いる棒温度計を小さくしたようなものでした。取り出したあと水銀柱の高さが戻
らないようになっていました。そのため，体温を計測したあとに手で降って，遠心力で水銀中を
元に戻しました。日本では脇に挟んで測りますが，海外でも口の中の舌の下に入れて測ることも
多いようです。4~5 歳の時にアメリカにいましたが，お医者さんに行くと口の中に体温計を入れ
て測ったことを記憶しています。体温を測るときには，体と熱平衡にならないと正確な値が得ら
れないので，10 分間くらい脇にはさんでおく必要があります。記憶は定かではありませんが，5 分
計や 3 分計などというのがあったように記憶しています。電子体温計では，短時間で測れるよう
にするために，体温の上昇曲線から体温を予想するようになっています。また，ケースから出す
とスイッチが入るようにするために，ケースには磁石が，本体にはリードスイッチというものが
入っており，磁石の影響を受けなくなるとスイッチが入るそうです。
最近は，体に触れずに体温が聞かれる赤外線体温計も作られています。空港で入国時に自動的
に検査をするのに使用しています。最近では，インフルエンザの予防接種の時の検温にもつかっ
ています。たった 3 秒で体温が計測できます。

コラム 26： セッ氏温度とカ氏温度
米国に行くと，セッ氏（摂氏）温度ではなくカ氏（華氏）温度が使われています。私たちが使い
慣れている温度と大分感覚がちがうので迷ってしまいます。
まず，セッ氏温度はスウェーデンの天文学者セルシウス（Anders Celsius, 1701~1744）が 1742 年
に考案したものです。当初は今とは逆に，一気圧における水の沸点を 0C，凝固点を 100C とし
たものでした。そのため，冬の寒いときでも温度の値が負にならないものでした。しかし，セル
シウスの死の直後の 1744 年に現在のように，水の凝固点を 0C，沸点をC とするものに改められ
ました。
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華氏温度はオランダのファーレンハイト（Gabriel Daniel Fahrenheit, 1686~1736）が考案したもの
です。単位記号はF です。現在は，純水の凝固点を 32F，沸点を 212F として，その間の温度を
180 等分して 1 度としています。当初は，ファーンハイトが測ることができた最も低い温度を 0F，
自分自身の体温を 100F としたと言われています。0F = 17.8C，100F = 37.8C です。
アメリカでは，温度にカ氏を用いているだけはなく，長さ，質量にヤード・ポンド法が慣習と
して使われています。日本でも，今はメートル法が使われ，ヤード・ポンド法や日本固有の単位
である尺貫法は法律で禁止されてメートル法を使用することになっています。これも，一朝一夕
にできたものではありません。度量衡の国際統一のためにメートル条約が成立したのは 1975（明
治 8）年のことです。日本は，1885（明治 18）年メートル法条約に加入しました。しかし，なか
なか普及しなかったため，1891（明治 24）年に制定された度量衡法で，尺貫法に加えてメートル
法の使用を認めました。1921（大正 10）年に改正された度量衡法ではメートル法を基本に改正さ
れました。1959（昭和 34）年，戦後に度量衡法から改正された計量法（1951［昭和 26］年制定）
で土地建物を除き，メートル法を完全実施することになりました。1966（昭和 41 年）には，全面
的にメートル法の実施がなされるようになりました。当時私は 10 歳でしたが，メートル法が完全
実施されたことをニュースで聞いたことを記憶しています。今でも，土地の広さ（面積）を平方
メートルに併せて坪が使われることあります。中学校だか高校で歴史の先生（中学校，高校と同じ先
生に習ったので，どちらかわかりません）メートル法を使うことを昭和 10 年の帝国議会で決めたと言

っていた記憶があります。その時，昭和 10 年と記憶しているのは，昭和 41 年の約 30 年前だと頭
の中で言い直したからです。でも，大正 10 年の記憶違いだったようです。何れにしても，単位系
を統一するにはものすごく長い時間がかかるのです。

コラム 27： 熱，熱力学，温度計を英語でいうと
熱のことを heat というのはよく知られています。heat というのは，古英語で hot の名詞形から
来ているそうです。熱力学は英語で thermodynamics と言います。温度計は thermometer です。温度
は言うまでもなく temperature です。temperature はもともとラテン語で，混ぜあわせる，調子をと
るという意味の temperare から来ています。テンポ（tempo）という言葉も同類です。さて，
thermodynamics および thermometer の thermo-は熱を表す接頭辞です。映画化されたテルマエ・ロ
マエ（Thermae Romae）というマンガがありますね。この Thermae というのは，温泉という意味で
す。それから，派生して熱のという形容詞 Teramal な接頭語 Thermo-ができたのです。

コラム 28： 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）の体積は，圧力が一定
ならばコラム 21 で述べたように，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
28.1
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」と習いました) 2)とよば
れる物質の量をあらわすものです。R（= 8.31 J/mol･K）は気体定数とよばれるものです。T は絶対
2） 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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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
気などに対してよくなりたちます。

コラム 29： 物理で「覚えること」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
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です。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
るのが苦手ならば，無理に覚えようとしないで，調べながら問題を解いていけばいいのです。何
度もやっているとそのうちに頭に残ります。何事もそうですが，頭で覚えることよりも，
「作業し
ながら身につけていく」という姿勢が大切ではないでしょうか。考えるのが好きで，覚えるのが
苦手な人は，とすべて覚えてから問題を解こうとすると挫折するのではないでしょうか。その時
は，基本的事項は，何度でも教科書を見ればいいのです。これを何十回か何百回もやっていたら，
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記憶力が悪い人でも覚えることができるでしょう。一方，解き方は極力覚えないようにすること
が大切です。覚えずに，問題を解くたびに基本に帰って考えることが大切です。言葉を変えてい
うと，
「慣れないように練習問題を解く」のです。そうすると，これまで見たこともない問題も比
較的容易に解くことができるようになるのでないでしょうか。慣れないように問題を解くことは，
受験勉強でかなり意識していました。この習慣が，社会人になってからクレーム処理など非定常
業務をする時にとても役に立ちました。
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（少なくとも私は会社勤めをしていた時にものすごく役立っ
たと感じています）。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」をイメージするように強く勧めています。自分より
も，経験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。語りかける相手は「もう一人の物分かりの悪い自分」にしてもよい
と思います。
最近，「アクティブラーニング（主体的・対話的で深い学び）」の必要性が言われていますが，
まずにこのように聞き手の立場を考えて，初心者で理解力の悪い人を想定しながら学んだことを
説明していくことが，第一歩ではないかと思っています。

コラム 30 「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
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
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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。児童に対する効果よりも，算数が苦手な先生方に対する効果の方が大きい
かもしれません。
論理的思考ということがよく言われます。論理的思考よりも，
「論理的説明」が大切だと思いま
す。式の説明に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。私はいつも学生に「答案やレポートを書く時
には，自分はよく考えて，読み手は余り考えなくてもわかるように書くように」と言っていまし
た。そのため，「論理的とは考えないこと」という言葉にはすごく共感しました。
私は論理的思考ばかりが大切ではないと思っています。
「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」のことを発想とよんでいるようです。非論理的思考
をした場合も，それを他人に説明する場合には，だれもが「納得する」ように発想の前提を明ら
かに説明することが大切だと思います。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。自然科学系の研究をする時には，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，他人の異見，他人の行動，自分や他人の失敗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過程で，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。私は，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。このとき，
「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。そこで，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，意地の悪い自分に対して頭のなかで説明しながら学ぶと
よいでしょう。これが「アクティブラーニング」の一番の肝だと思っています。学校の先生は日
常の仕事を通じてそのような学習する上で，非常に恵まれた環境にあるのではないかと思います
が，いかがでしょうか。

コラム 31： 物理的直感の大切さと熱力学
学生時代，物理学科の学生として仕切りに言われてことがあります。それは，
「物理は式で計算
できるだけではだめです。
『物理的意味』を知ることが大切です」ということです。
「物理的意味」
というのは，式で答えがでるだけではなく，その意味を言葉や図で説明できるということとほぼ
同じだと考えていいかと思います。とにかく，イメージをもって，それが妥当かどうかというこ
とを考えられるようになりなさいということです。しかし，熱力学ではそれが通じません。
熱力学では，難しい数式がでてくるだけではなく，ある実験結果がわかると，別の実験結果を
説明できることがあるのです。それは，簡単な言葉や直感では分からないこともあるのです。例
えば，理想気体の状態方程式（コラム 21）が成り立つとすると，内部エネルギー（物体が内部に
もつエネルギー）は温度だけの関数だということが数式で証明されてしまうのです。このことは，
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実は高等学校の教科書にも書いてあります。しかし，そこでは，分子の運動ということを仮定す
るとともに，理想気体の状態方程式を用いてもとめています。しかし，昔の熱力学では，分子と
か原子の存在を仮定しなくても，結果が出せるのです。どうして，そのようなことができるのか？
私にとってもとても不思議なことです。未だによくわかりません。
もっとも，学生時代から物理法則が数式で記述できて，様々な現象を再現できる事自体とても
不思議で仕方ありませんでした。今はある程度そのことに慣れてしまいましたが，どうしてそん
なに単純なのか今でも不思議な気持ちは変わりません。

コラム 32：「科学的リテラシー」「科学的思考」とは？
私は「科学的思考」など「科学的」という言葉を聞くと違和感を覚えてしまいます。「科学的」
という言葉を使うときに何故かいかがわしさを感じてしまうのです。何か「『科学的』方法を使っ
ているので間違いない。文句あっか!!」と言われているように感じてしまうのです。文部科学省の
ホームページを見ていたら，OECD の学習到達度調査 PISA（Programme for International Student
、、、
Assessment）の説明の中で『科学的リテラシーとは，
「自然界及び人間の活動によって起こる自然
、、、
界の変化について理解し，意思決定するために，科学的知識を使用し，課題を明確にし，証拠に
基づく結論を導き出す能力」である』と書いてありました。確かに言われてみるとその通りのよ
うにも思えます。でも，実際に学校教育の中で身に付けるとしたらどうでしょうか。長い間時間
をかけて，試行錯誤しながら身につけていくことのように思います。もちろん，小中高等学校で
できないというわけではないと思います。でも，そのような力を身に付けるとしたら，児童生徒
が「主体的」に自分で身につけていくという意思をもたないと育たないような気がするのですが，
いかがでしょうか。もっと，簡単な言葉でいうことはできないのでしょうか。難しいことを言う
前に，「科学的リテラシー」をもっと簡単な言葉で言えないでしょうか。例えば，
「考えることはとても楽しいことだよ。私たちの身の回りにあることについて，考えてみるん
だ。考えてみて，間違えることもある。間違ってもいいから，考えてみる。それで，考えたことが
あっているかどうか，とにかく試してみよう。その手段の一つとして実験があるんだ。でも，ま
だだれも知らないこともいっぱいあるんだよ。その時は，正しいかどうか，わからない。だから，
みんなが納得できるいろいろな方法で正しいかどう確かめなければならないんだ。一人で確かめ
られなければ，いろいろな人の力を借りよう。そのために，どんな結果が出たかみんなに知らせ
るんだ。それが本当に正しいかどうか，だれかが確かめる。それが，科学の方法なんだ。間違っ
たことをいうことあるだろう。でも，いろいろな人が確かめていく中で，それが正しいというこ
とがわかってきたことも多いんだよ。君も，その中の一人になるかもしれない。知らないことを
知ることはとてもワクワクするよ！ 誰も説明できなかったことを人に説明することもとてもワ
クワクするんだ。
まずは学校の勉強で練習してみよう。先生の説明を聞く前に「先生は何と言うのだろうか?」
「ど
のような説明をするのだろうか？」
「実験の結果はどうなるんだろうか？」など何でも予想してみ
よう。クイズの答えを考えるように遊びのつもりで予想するといいよ。でも，全くあてずっぽう
ではなくて，何か知ってることを使って考えることが大事だよ。予想していたことがあっている
どうか。そうしたら，君が予想する力があるかどうかわかるよね。全く正解でなくても気にする
ことはないよ。当たっていなかったらなぜ当たっていなかったかを考えてみよう。全部当たらな
くても，部分的にあたっていることもあるだろう。そのような予想する力をつけるのも学校の勉
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強でとても大事何だよ。但し，苦しんでやるんじゃなくて，楽しんでやること。これが大事なん
だ」
といった言い方をすると私にとって，しっくりきます。こんなことをいうのは，私が物分かり
が悪いからかもしれません。だから，小学生の時から，習ったことを自分の言葉に言い直さない
と理解できなかったのでしょう。
先にも述べたように「科学的」という言葉を聞くと，時々胡散臭い言葉に感じていまうことが
あるのはなぜでしょうか。水戸黄門の印籠をかざした助さん角さんみたいに，「『科学的』に調べ
ているから，もんくあるのか!!だまれ!!控えおろう!!」といっているように感じることもあります。
自然科学の手法は条件付きでなりたつこともあります。時には，適用限界や適用条件を超えて適
わ け

用してしまうこともあります。人をだますために知っていて使うの場合はいいのですが（いい理由
ないか!!??）
，時として，自分が騙されてしまうことがあります。学生時代，理論系の研究をしてい

ました。その時，常に思っていたのは，
「こんな単純化していんだろうか?」ということでした。実
験も，面倒な条件はすべて除いて実験する。何か，現実と違っているという焦りというか，違和
感というかなんとも言えない気持がありました。でも，理想化していることを認識しているから
いいのだと思います。それを現実と合わせる時にどう考えるかが大切なのだと思います。
文部科学省関係のある資料を見ていたら「科学的思考力（＝批判的思考力）」と書いてありまし
、、、、、、
た。私が大学 1 年生の時に，文系の先生が「大学教育の目的は批判的思考力をつけることだ」と
いっていました。当時，私はものすごい誤解をしていました。批判的思考力というのは，世の中
のいろいろなものに対して，矛盾をついて批判をすることだと思ったのです。批判をして，矛盾
点をいうけれども，建設的な意見をいわないと・・・と思っていました。しかし，50 歳近くなっ
てから，
「批判的思考力」は“critical thinking”の訳語だということを初めて知りました。とても恥ず
かしいことです。私の頭にあった critical thinking は，私なりに日本語に置き換えるならば「精査
吟味思考」とでも言うべきイメージを持っていました。
もう一つ恥ずかしい話をします。自然科学（物理学）の構造について 40 歳で大学教師になって
から初めて気づいたことがありました。物理の体系については，理屈では証明できない法則があ
って，それを受け入れてから，
「適応範囲」があることはありますが）論理的に説明できるという
ことです。ニュートン力学で言えばニュートンの運動の三法則に相当するものです。法則につい
て「納得」するための実験や説明はありますが，論理的な証明はできません。法則は，様々な実
験事実や時には，単純さや対称性などのある種の「美意識」にもとづいて提案され，それが様々
な実証で矛盾が見つからなければ法則となるのです。論理的な思考といいますが，自然科学の方
法と同様，論理的に説明できない「公理」があります。数学の公理のようなものです。これはい
わば「約束」ですので，受け入れるしかありません。
ところが社会科学ですと，その公理に相当するものが本当に正しいのか，適用条件は満たして
いるのか，理想化した場合他の条件の影響はどうなのかわからない場合もあります。
「理論」と称
する様々な仮設が適用限界や大きく影響する因子に気づかないまま使わることもあるかと思いま
す。このとき，形式は物理学のような形式上「科学的」手法を取っていますが，前提が本当に正
しいかどうかわからない場合もあります。そのため，様々な学説などを自分で「精査吟味」して，
、、、
判断する力が大切になってきます。そのため，
「批判的思考力」が非常に大切になってくるのでは
ないかと思います。
「理科離れ」という言葉が言われていますし，その対策ということで様々な活動や助成金がで
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ています。その反面，
「社会科離れ」という言葉は余り世間では聞きません。本当にそんなことは
がないかと調べてみました（文献検索やウェブ検索すると結構ヒットします）。社会科離れは小学校 3 年
生からはじまることが指摘されていました（小形浩子：青森県総合学校教育センター
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(2008).）とてもショッキングなことです。
「社会科離れ」というよりも，最初からかみ合っていない

といった方がよいのではないでしょうか。なぜならば，社会科や理科は小学校 3 年生から習い始
めるからです。
中等教育では，社会で生きていくために必要な「公民」分野は特に人気がありません（次の指導
要領では，
「公共」という科目が導入されると聞きました。どうなるか楽しみです）。
大学入試センター試験で，

公民の試験が単独で行われていた時には，試験監督にあたると受験生の数が少ないのに愕然とし
た思いを持ちました。そもそも，社会科を教える先生自体にとっても，公民分野は苦手な人が多
いのです。なぜでしょうか。公民分野を不偏不党で教えようとすると，事実の羅列になってしま
い，無味乾燥なものになってしまうからかもしれません。面白い授業を考えると，特定の「イデ
オロギー」に基づいた話に偏ってしまいかねません。大学の授業ならば，それで良いのでしょう
が，中等教育での授業ではそのように行かないでしょう。そもそも「特的のイデオロギー」とは
何でしょうか。つまる所は，ある仮説を公理としたものだと思います。それが一般性あるものか
どうかは別ですが，構造上は，物理の法則に相当するものを前提として成り立っているのです。
でも，対象が複雑なため，ある社会現象は説明できても，本当にそれが一般性があるかどうかは
わかりません。また，社会情勢，国際情勢が変わってもそれが成り立つかどうかわかりません。
自然科学の手法を真似て，その「前提にしたがって，データにもとづいて検証」しても，検証デ
ータは過去のものに過ぎません。科学の手法を真似して，一見「科学的」に研究しているようで
すが，前提が普遍的なものかどうか実は分からないことが多いのです。そこで，自分の立場をは
、、、
っきりさせて，自分の考えと，人の考えを比較する上で重要になってくるのが「批判的思考力」
なのだと思います。それなしに，社会科学系のことを学ぶと，一つのイデオロギーの「信者」に
なるか，あるいは見かけ上矛盾する学説の間で，混乱してしまうかのいずれかになってしまうの
かもしれません。そこが，社会科が面白くない一つの原因なのだと思います。それに対して，ど
うすればよいか？正解はないことを認めた上で，徹底的に自分で調べ，考えることをする科目に
することがよいと思います。調べて，いろいろ意見を言いながら，考えることを楽しむことが社
会科を面白くすることにつながるのではないかと思います。その中で，重要なのは様々な意見の
人が何を拠り所にしているのか？何を公理（絶対前提）にしているのかを把握する力を身につけ
ることではないでしょうか。その力こそ critical thinking（批判的思考力）のひとつの重要な要素で
はないかと私なりに思っています。もちろん，高校段階では多くの生徒は充分には身につかない
でしょう。でも，そのようなことの大切さを知ることが大切だと思います。その大切さを知った
上で，少しずつでよいから「生涯考え続け，人生の中で身につけていく」ことが大切ではないか
と思います。

コラム 33： 炭酸飲料づくりを楽しむ
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カー
トリッジ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 20）。
じゅうそう

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 とクエン酸（ま
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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（実験 22）。
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
も，水に二酸化炭素が溶けて炭酸飲料のようになります（実験 21）。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。
ちなみに重曹というのは重炭酸ソーダ（炭酸水素ナトリウム）のことです。重曹の曹は昔ソー
ダを漢字で「曹達」と書いたからです。ソーダ（soda）というのは英語でナトリウム化合物のこと
です。もっとも，日本語でソーダといわれるようになったのはオランダ語からきているようです。
ナトリウムはドイツ語から入った言葉で英語では“sodium”といいます。
最近は，あまり見られなくなりましたが，
「ラムネ」という飲み物も炭酸飲料です。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（lemonade）が転訛した
ものだそうです。lemonade の発音を耳で聞くと「ラムネ」と聞こえたでしょう。試しに音声再生
できる辞書で聞いてみてください。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。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 34： 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くっつくため，両者は容易に選別すること
ができます。
ある製鉄会社の企業城下町で，地域限定で，スチール缶のビールが売られていることをたまた
ま知りました。調べてみたらスチール缶の法がリサイクル費用など安くて済むそうです。炭酸飲
料の場合は内部の圧力がありますので，缶コーヒーなどの缶に比べると薄くできるので，もとも
と材料も少なくて済むようです。

コラム 35： アルミ缶の周りにはたらく力
350 mL の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 35.1 のように計算します。その結果，約 320 kg の重さに相当する力（320 kgf と
書きます）がはたらくことがわかります。
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このような大きな体重の動物に踏まれたらたまりま

アルミ缶（350 mL）にかかる力の計算

せんよね。このように大きな空気の力は，私たちの体

表面積S (直径d = 6.6 cm，高さL = 12 cm)

にもかかっています。でも，潰れません。それは，体

2

d 
S  2    dL
2

の中にも空気が入りバランスをとっているからです。

2

 6.6 10  2 m 
  3.14  6.6 10  2 m 1.2 10 1 m
 2  3.14  
2


 3.2 10  2 m 2

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





表面全体が受ける力F

ています。ヒグマのオス体重は 250~500 kg です。です

F  1.01  10 5 Pa  3.2  10 2 m 2  3.2  10 3 N  3.2  10 2 kgf

320 kgの重さ

から，ヒグマに乗っかられたように大きな力が働いて
いるのです。

図 35.1 アルミ缶の周りにはたらく力の
計算

数値計算をするとき，学生に図 35.1 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。

コラム 36： アルミ缶の表面積の計算と円の面積
円柱の表面積を求めることは，小学校 6 年生で習い
ます。円の面積も 6 年生で習います。したがって，5 年
生以下を対象とした時には，円の面積を計算で求めさ
せることはできません。そこで，小学校高学年を対象
とした実験科学教室で，図 36.1 のような厚紙で展開図
をつくり，切り出して，側面の面積と上下底の面積比
を電子天秤で重さを測ることによって求めてみまし
た。表 36.1 に示すように表面積の計算に使えることが
わかります。
現在では，コンピュータが発達して数値計算が楽に
なりました。でも，昔は数値計算で面積を止める

図 36.1 アルミ缶の周りにはたらく力の
計算
表 36.1 アルミ缶にかかる力の計算例

ときには，トレーシングペーパーで面積を求めた

カンの高さ（cm）

い領域を写しとったものを切り抜く抜き，分析天

カンの周りの長さ(cm)

秤（化学天秤）で質量をはかることによって面積
を求めたのです。理論物理学の研究者は紙と鉛筆
で研究していましたが，50 年以上前には数値計
算をするときに，手回し計算機や分析天秤をつか
った計算も行なっていたのです。また，今のよう
にコピーがありませんでしたので，図書館などで
調べた学術論文は手で写したり，写真を撮って引
き伸ばしたりしたものを読んでいたそうです。そ
のため，私が大学生になる少し前までは理論系の

7
21

展開図の重さ

周りの部分

8.6

（g）

上下の円

2.6

厚紙の周りの部分の面積（cm2）

252

重さから計算

38.1

半径から計算

38.5

上下の円の面積
(cm2)

2

空き缶カン全体の表面の面積(cm )
空にきカンにかかる力(kgf)

290
290

コラム 35 と面積がちがうのは，缶のサイズが違う
ため

研究室にも暗室があったそうです。私の頃も大学の物理実験では，写真の現像も習いました。
もっとも，金の無い学生は手で書き写していたのかもしれません。私の父の遺品の中でノートが
ありました。おそらく，私が生まれた直後にアメリカに留学していた時のものと思われます。ノ
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ートに，論文の文章が手でかかれており，グラフはトレーシングペーパーで写しとっていたので
す。コピー機のありがたさを感じる一方，手で映しながら熟読できたというメリットがあるので
はないかと思います。最近は，スマホで簡単に書類を写すことができます。そのため，学生が討
論した結果などはスマホで撮影して持って帰るように言っています。

コラム 37： アルミニウムは電気の缶詰
アルミニウムの原料は，ボーキサイトとよばれるアルミナ（Al2O3）を 50%あまり含む鉱物です。
ボーキサイトを水酸化ナトリウムで処理することによってアルミナを取り出した後，氷晶石（ヘ
キサフルオロアルミン酸ナトリウム，Na3AlF6）とともに高温で溶融して電気分解を行うことによ
ってアルミニウムをつくります（ホール・エルー法）。アルミニウム 1 トンつくるのに，
13,000~14,000 kWh の電力が必要となります。どのくらいのエネルギーかピンときませんよね。一
円玉は 1 g のアルミニウムからできています。この 1 グラムのアルミニウムをつくるのに，13~14
Wh の電力が必要です。これは，約 5 トンの水を 1 m 持ち上げるのに必要なエネルギーです（物理
に慣れている人は電力量 Wh をジュール単位に換算して，1 kg のおもりを 1 m 上げるときの仕事が 10 J として計
算できますので，確認してみてください）1 円玉ですと，5,000 km 持ち上げる時の仕事に相当します。

地球の半径は約 6,000 km（正確には 6,371 km）ですので，いかに多量の電気が必要かおわかりで
しょう。もっとも，最後のこの計算は重力が宇宙空間まで一定としてのお話ですが。
とにかく，アルミニウムをつくるのに，ものすごいエネルギーが必要なことはお分かりだと思
います。そのため，アルミニウムは「電気の缶詰」といわれることもあります。アルミニウムを
リサイクルする場合は，ボーキサイトから作る場合の 3%の電力量ですみます。ですから，アルミ
缶をどんどんリサイクルすることはエネルギーや資源を節約する上でものすごい効果があるので
す。実際，アルミニウムのリサイクルは進んでいて，リサイクル率は 90%近くになります。
（平成
24 年度 94.7%，平成 25 年度 83.8%，平成 26 年度 87.4%; アルミ缶リサイクル協会データ）。このような高いリ

サイクル率なので，アルミニウムは「リサイクルの王様」とか「リサイクルの優等生」といわれ
ています。

コラム 38： 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（図 38.1）。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（図 38.2）。
浮力を使ったものに，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。

図 38.1 熱気球

浮力が生じるのは重力があるからです。空気や水は質量
を持っています。これに働く重力を重さといいます。空気

熱気球が浮かぶしくみ
中の分子が勢いよくなる

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
くなります（図 38.3）。同様に，水や空気でも，下に行くほ

球体の中が軽くなる

ど大きい力を受けます。本の場合は，上から力を受けます

浮力で浮く

が，水や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
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周りの空気の分子

球体中の暖かい空気の分子

図 38.2 熱気球が上がるしくみ
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面に垂直に力が働きます。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（図
38.4）。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 年のこ
と で す 。 フ ラ ン ス の モ ン ゴ ル フ ィ エ 兄 弟 （ Joseph-Michel
Montgolfier

[1740~1810],

Jacques-Étienne

図 38.3 水の深さと圧力。

Montgolfier

[1745~1799]）によるものです。無人の熱気球は，中国の三国志の時
あざな

代に蜀漢の劉備（ 字 は玄徳）が「三顧の礼」で迎えた軍師として知
しょかつりょう

られる諸葛 亮 （諸葛孔明； 孔明は字［181~234］，ちなみに諸葛が姓です。中
てん とう

国でも，諸葛や欧陽などの二字の姓もあるのです）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。平成 27 年 7 月から放送
された日曜ドラマ「ナポレオンの村」の初回で「スカイ・ランタン」

図 38.4 浮力のしくみ。

としてでてきました。
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 年アメリカ合掌国で起きたドイツの飛行船
の水素爆発による「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 39： ヘリウム
ヘリウムは大きさの一番小さい不活性ガスです。不活性ガスというのは，分子を作らず原子が
単独で分子として存在するものからなる気体です。ヘリウムは原子としては，水素に比べて 2 番
目に小さい原子です。分子になりにくいために大気圧のもとで，液体になるのは絶対温度で 4.22
K（268.93C）です。そのため，物体を低温に冷却するためにも使います。ヘリウムはガス田の
上部にたまっているのを回収して用います。特に米国のカンザス州，オクラホマ州，テキサス州
西部のガス田から産出されています。2012 年時点で米国が全生産量の 76%を占めています（三菱
UFJ リサーチ&コンサルティング「ヘリウムを含有する 天然ガスに関する調査」経済産業省 HP（2014））。

コラム 40： 空気の重さ
空気というと，ものすごく軽いので，重さ（正確
には「質量」）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
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表 C32.1 空気の密度の測定値（20℃）
空気の重さ（gf）
4.7
水の重さ（gf）
1065
ペットボトルの中の体積（cm3）
1065
空気の密度（4 気圧の時）（g/cm3） 0.0044
空気の密度（１気圧換算）
（g/cm3） 0.0011
空気の密度の計算値（g/cm3）
0.0012
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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。空気の実験ビンの容積は水を満たして水の質量から求めます。
（実
験 17）。
表に測定結果の例と，理想気体の状態方程式を用いて計算した結果を比較しました。両者はよ
くあっています。

コラム 41： 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。
これは，次のように説明できます。図 41.1 のように，水の
中に点線で囲まれた領域があるとします。そうすると，点線の
外側の部分は，内側の部分を押しています。深いところほど力
が大きい（矢印が長い）ので，点線で囲まれた部分の外側から
働く力（が合わさったものは上向きの力となります。これらの
力を足しあわせたものが点線の中側の部分の重さの水を支え
るちからと同じになります。もし，点線の囲まれた部分におも
りがあったとすると，外側から受ける力はおもりがなかった
ときに，点線の外側の水が押すちからとそれぞれの部分でお

図 41.1 浮力のしくみ。

もりがない場合と同じになります。そうすると，外からから
働く力（浮力といいます）は，ちょうどおもりが水に置き換
わったときの重さを支えるちからとなります。ですから，
「物
体に働く浮力の大きさは排除された水の重さ（水を支える力
の大きさ）に等しくなります」。これを「アルキメデスの原理」
といいます。

水の中に入れる

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
ことはないのです。
アルキメデス（B.C 287～B.C. 212）は，黄金の王冠に混ぜ

図 41.2 王冠が合金だったら。

物がないか確認するように王様から依頼されました。密度を
調べればよいことはわかっていましたが，王冠を溶かして体積を調べるわけにはいきません。そ
こで，このような複雑な形の体積を測ることを考え続けていました。ある日お風呂に入っている
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，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 41.2）。まず，王冠と同
37

「生活の中の熱とエネルギー」コラム集
じ質量の純金を天秤につるしてつりあわせます。次にこの天秤をそのまま水の中につけます。も
し，王冠が純金だったら，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，密度が
小さいために同じ質量でも体積が大きくなります。そのため浮力が高まり王冠の方が上がります。
さて，実験 19 でアルキメデス原理を用いた密度の測定の実験を紹介しました（図 41.3）。この
原理について述べることにしましょう。まず，おもりをメスシリンダーの底に置いた場合と，メ
スシリンダー外のはかりの皿に乗せた場合の重さは同
じになります。メスシリンダーの底に置いた場合は，
水面が上昇しているにも関わらず，おもりを外に置い
たのと同じ重さを示すのです。これは，水面上昇分の
重さの増加と，おもりにかかる浮力が釣り合っている
からです。このことから，物体にかかる浮力の大きさ
は，その物体が排除した体積分の水重さに等しいこと

図 41.３ 浮力のしくみ。

がわかるのです。

コラム 42： ガスコンロの仕組みとベルヌーイの定理
電車を待っているとき，
「白線の内側でお待ちください」という放送があります。これは，電車
が走っていると周りの圧力が下がって巻き込まれることがあるからです。ガスコンロではガスを
空気と混ぜて燃焼させています。ガスコンロでは，ガスの流れによって空気を巻き込むようにな
っています。これは，ガスが流れることによって，圧力が下がるからです。空気を取り入れると
ころは空いているのですが，ガスが流れている限り空気を巻き込むためガスは出てきません。最
近ファン無し扇風機がありますよね。実はファンはあるのです。空気が吹き出す部分の下にファ
ンが入っているのです，これを狭い吹き出し口から吹き出すのです。そうすると，ガスコンロで
の空気が入るのと同じしくみで周りの空気を巻き込みます。そのことによって，吸い込んだ空気
の 15 倍の大きな風を送ることができるそうです。
これらは，
「ベルヌーイの定理」というものと関係しています。ベルヌーイの定理というのは粘
り気（粘性）が無視できる流体（専門用語では「完全流体」といいます）は，単位体積あたりの流体の
運動のエネルギー（密度の 2 分の 1 に速さの二乗をかけたもの）と圧力の和が一定であるというもので
す（

一定。は密度，v は速さ，p は圧力)。このため，流体の速さが大きくなると圧力

が低くなるのです。飛行機が飛ぶのもこの原理によるものです。翼の上面では，下面よりも空気
の流れが速くなり，そのため圧力差ができて揚力が生じるからです。断面が曲がっているために，
上部が早く圧力差が生じると考える人が多いようですが，間違っているそうです。実際には，翼
の後で発生する渦が関係しているそうです。
ガスの話に戻りましょう。私は 30 代のころシリカガラスとよばれる材料を製造している会社に
勤務していました。そこでは，水素を燃料としてシリカガラスとよばれる材料を製造していまし
た。親会社が食塩電気分解によって，水酸化ナトリウム（苛性ソーダ）を生産していました。そ
の副生成物として，塩素ガスと水素ガスができるのです。その水素ガスを酸素と混合したものを
燃やして製品を製造するのです。水素というと，爆鳴気を思い出す方も多いと思います。酸素 1 に
対して水素を 2 の割合で混ぜてシリンダーに入れ，火をつけると大きな爆発音を出します。そこ
で，怖いのは爆発です。その時，常にいわれたのは水素の圧力を常に大気圧よりも高くする（陽
圧にする）ことです。水素が外に漏れる場合は，空気で薄まるために爆発しませんが，大気圧よ
りも低くなると空気と混ざり爆発するのです。水素を使う場合，出口で火をつけて燃やすことも
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有効です。燃えている限り，危なくないと言われました。
電気炉で，ガスを流しながら内部を大気圧よりも高くするために，出口でガスを水の中に通し
てから大気中にだします。水の中を通すと泡が出て，泡の出方で流れの量をおおよそ把握できま
す。さらに，水の圧力差の分だけ炉の中の圧力が高くなるのです。大学に転職してからのことで
す。チッ素を流しながら熱処理を行う実験をするように学生に指示しました。細かい指示をしな
かったところ，ガスを流して温度が上がってから，
「どうやってサンプルを入れるのですか？」と
して質問してきました。ガスを流して温度が上がってからサンプルを電気炉内に入れるなんて私
には想像できませんでした。その後，熱処理が一定の時間熱処理時間したら冷却します。その学
生は電気炉の電源を切ると同時に，ガスを流すのをやめてしまいました。気体は，温度が下がる
と圧力がさがります。そのため，出口の水を吸い込んでしまい，電気炉の中は水浸しになってし
まいました。ボイル・シャルルの法則をあらためて，実感させてもらった瞬間です。安全管理上
は，学生の実験にずっとついていくべきでしょう。でも，時間が取れないのでなかなかできませ
んでした。現在は，その点も確認しながらやっていますが，慣れないといろいろなことが起きる
ものです。この話をある電気炉メーカーの社長に話したら，そんなの大したことない。ある大学
で，大学院生が先輩の電気炉を止めるように支持したつもりで「火を消して」といったら，電気
炉にバケツで水をかけてしまった。という話をされました。言葉の違い，思い込みで恐ろしいこ
とがおきます。
方言の問題で行き違いが起こることもあります。私が最初に勤務した会社で聞いた話では新入
社員か他の事業所から研修で来た人か忘れましたが，掃除をしたあと掃除道具を「なおしておけ」
と言われました。その地方では，片付けることを「なおす」というのです。いわれた方は，ほうき
が壊れていないのに，何をどう直すのか？と思って困ったそうです。このような言葉の問題は，
方言だけてはありません。所属組織や同業者だけで通じる言葉を使っている場合もあります。
「コ
ミュニケーション力」が大切だと言いますが，社会にでていろいろ行き違いや失敗を繰り返して
いく中で，コミュニケーション力もついてくるのではないでしょうか。

コラム 43： ライト兄弟の初飛行・日本で初飛行した人
初めて飛行機で飛んだのはウィルバー・ライト（Wilbur Wright, 1867~1912）とオーヴィル・ライ
ト（Orville Wright，1871~1948）の二人です。ライト兄弟として有名ですね。ライト兄弟が初めて
飛行に成功したのは 1902 年 12 月 17 日のことでした。彼の飛行成功に疑問を持つ人もいたようで
すが，航空機は急速に発達していきます。その後，二人の人生は必ずしも恵まれませんでした。
さて，日本での初飛行はライト兄弟の初飛行から 7 年目の 1910（明治 43 年）年 12 月のことで
した。同年 12 月 14 日に陸軍士官の日野熊蔵（1878~1946）が試験飛行で 60 m 飛んだのが最初と
よしとし

されています。しかし，公式には 12 月 19 日に行われた公式記録会で徳川好敏（1884~1963）が続
いて日野熊蔵が飛んだとされています。私が小学校の時に，日本で最初に飛行機で飛んだのは，
徳川大尉と本で読んだ記憶があります。徳川というので，徳川将軍家の関係者だとは思っていま
したが，その当時はどのような家の出かは知りませんでした。徳川好敏は，徳川吉宗が徳川将軍
家の跡継ぎが絶えたときのためにつくられた御三卿のうちの清水徳川家の当主です。江戸時代に
徳川を名乗ることができたのは，将軍とその跡継ぎ，御三家および御三卿の当主と跡継ぎだけで
した。その他の人は，将軍の子供でも，徳川を名乗ることはできなかったのです。
ちなみに御三卿というのは，その当主が大蔵卿，式部卿，刑部卿，宮内卿などの律令制におけ
る「省」の長官についたからです。
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コラム 44: ドライアイスで膨らませた風船の重さ
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よね。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 8 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（図 44.1）。なぜ測ったかというと，ドライアイスそのものを
はかりの上に置くと固体から気体の二酸化炭素に直接なる（この現象を「昇
めに計ってみたのです。風船を被せたあと，気体になった二酸化炭素が閉
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いれて，風船を被せ
中身の重さ（ｇ）

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
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0
8

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。

◯ ２６.４℃
△ ２８.５℃

15
0

漏れた。
2) 浮力によって軽くなった。
3) 風船のゴムを通して二酸化炭素が抜け出た。
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

0
9

くらい軽くなりました。

25

0
0
1

てみました。そうすると，図 44.2 のように 10 分くらいで 5 グラム

図 44.１風船をかぶ
せたドライアイス
入りペットボトル
の重量測定。

2

4
6
8
時間（分）

中身の重さの割合 （％）

。その場合との比較のた
華」という）ために，重量が軽くなります（実験 8）

10

図 44.2 風船をかぶせたド
ライアイス入りペットボ
トルの重量の時間変化。

図 44.2 のように再現性がとれました（図 44.2 の青色の△）
。そこで 1) についてはすぐに違うも
のと判断しました。しかし， 1)は違いという結果は間違いでした。後で，学生に詳しい実験をし
てもらいました。石鹸水をかけたところ，風船をつけたところから二酸化炭素が漏れていたので
す。そこで，ビニールテープを巻いて石鹸水が出ないことを確認しました。そこで，1)の可能性を
除外しました。
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。一方，二酸化炭素を入れたポリ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のアイディアがありま
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。実際，やってみるとファスナー付きのポリ袋に風船を入れて，ポ
リ袋の中に二酸化炭素を入れてファスナーを閉めると，風船が膨れてきます。これは，ポリ袋の
中に二酸化炭素が入っていくためです。学生に実験をしてみましたが，ポリ袋が小さいためか破
裂はしませんでした。
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 グラムが抜
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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。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から，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，あるいは気づかないのです。このようなこと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」と思っ
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いますが,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。よく学んでも，勘違いや失敗する。そのような姿を学生や生徒に見せる
のも教育的に必要なのではないかと思います。
その後，風船の重さとともにビデオ撮影をして風船の大きさから浮力の大きさを見積もってみ
ました。その結果，重さの減少と浮力の大きさはほぼ同じでした。ある程度膨れると，風船の大
きさが一定となります。それでも，重さは減り続けました。ガス漏れチェック液をかけてみたら，
風船を被せたところから，気体がもれていました。ただ，先ほど述べたように二酸化炭素を入れ
たポリ袋に風船を入れておくと膨れるので，風船を通してもガスが漏れるのも確かです。
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。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]と書かれていましたが，[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，この実験やアルキメデスの実験（図
41.1）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問題に
なりません。

エネルギー保存則 (熱力学第一法則)
＝

(内部エネルギーの変化量)

コラム 45： 内部エネルギーと熱力学第一法則
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

(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

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
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図 45.1 熱力学第一法則
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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 45.1）。熱力学第一法則は熱力学の基本とな
る法則の 1 つです。
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いのですが。私にはこのことを学校で教わ
った記憶がありません。

コラム 46： カロリックとフロジストン
熱がエネルギーであることが知られる前には，熱は「カロリック」
（Caloric； 熱素）とよばれる
物質からできていると考えられていました。これは，ラテン語の熱とか熱い，暑いという意味の
Calor に由来しています。カロリック説を唱えたのは，フランスのラボアジェ（Antoine-Laurent de
Lavoisier, 1743~1794）です。彼は，化学反応の前後で質量が変化しないという「質量保存の法則」
で知られています。また，それまで燃焼は酸素との結合によるものであることを最初に唱えた人
です。それまでは，燃焼はフロギストン（phlogiston）とよばれる物質が放出されたものと考えら
れていました。フロギストンというのは，ギリシャ語の炎の意味 φλογιστόν から来ています。

コラム 47： 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 2 分の 1 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 21）。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。なぜ存在しないかというと，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 47.1）。
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 47.2）。

図 47.1 小さなあばれんぼうと物体の温
度計算

図 47.2 なぜ接している物体の温度は等
しくなるのか
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コラム 48： 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。消せるボールペンは温度が上がると，色が消
えるようになっています。そこでペンの後ろに付いている樹脂でこすると摩擦熱で温度があがり
書いたものが消えるのです。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。ちなみに，冷
感スプレーをかけても字は現れます。このことは，ある年の教員免許状更新講習での受講者から
質問を受けたとき，やってみてわかったのです。このように，講習会や実験教室などで素朴な質
問の中から多くのことに気づかせていただけるのです。
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。私は
テスト答案やレポートを必要性があってスキャナーで読み取って記録しています。最近のコピー
機は USB メモリースティックを差し込むだけで簡単にスキャンデータを記録できます。
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。感熱紙は消せるボールペンのように
一度色が着くと消せません。そのため，レシートを保存するときには，すれないように内側に折
って保存するとよいのです。
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。
私は，時々消せるボールペンの芯をだしたまま，ワイシャツのポケットに入れてしまい，ポケ
ットを汚してしまうことがあります。このようなときには，色がついた部分に対してキツめにア
イロンをかけると消えます。

コラム 49： 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 49.1 の
ような装置を用いました。1845 年おもりが下がること
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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
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 50： マイヤーと熱力学第一法則
「熱力学第一法則」は広い意味でのエネルギー保存の法則です。熱力学第一法則を提唱した人
の一人にドイツの医師マイヤー（Julius Robert von Mayer,1814~1878）がいます。彼は 1840 年オラ
ンダ船の船医として東インド諸島に航海中，船員の静脈血が寒い地域にいるときよりも鮮やかな
赤色をしていることに気付きました。彼は，次のように考えました。
「動脈血が静脈血よりも赤い色をしているのは，それだけ酸素が多く含まれているからだ。し
たがって，静脈血の色が赤いのはそれだけ多くの酸素が含まれているということだ。というとは，
暑い地域では，寒い地域よりも酸素を必要としないということが考えられる。つまり，暑い地方
ではそれだけ人間の体温を維持するために必要とする酸素の量が少ないのだろう。酸素の消費は
体温の維持だけではなく，運動とも関係あるのだから，熱と運動は何らかの関係があるのではな
いか」
その後，熱力学第一法則の考えを含む論文を発表しましたが当初は受け入れられませんでした。
ジュールの名前が先に知られるようになりました。マイヤーは失意のうちに，自殺未遂してしま
います。その後，研究からも身を引きます。しかし，次第にマイヤーの功績も認められるように
なっていきます。
ちなみに，血液中の酸素の量を測る「パルスオキシルーター」というのがあります。入院した
時に，指につけて血液の量を測るのを見たことがあるかもしれません。これは動脈血を透過する
赤色と赤外線の光の透過率または反射率を測るものです。ざっくりした説明をすると動脈血がい
かに赤いかで酸素の量を図っているのです。動脈を流れる血液は脈をもっているので，その動き
から静脈を流れる血液と区別しているそうです。ちなみに，この装置は日本人が発明したもので
す。

コラム 51： 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単位を用いています。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，
日本食品分析センター「食品の熱量（エネルギー）について ～ エネルギー換算係数の話 ～」日
本食品分析センターニュース No. 35，（2003）（http：//www.jfrl.or.jp/jfrlnews/files/ news_no35.pdf）
を参照してください。
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コラム 52： 食品の自給率―カロリーベースと生産額ベース
日本の食料自給率はどのくらいかご存知
でしょうか。図 52.1 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（平
成 28 年度は 38%）。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，牛乳は 100%国産です。国産の野

図 52.1 食料自給率の変化

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。
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 52.1 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，平成 28 年度の食料自給率は
68%になります。何れも農林水産省のホームページに出ています。

コラム 53： 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 53.1 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

図 53.1 （第一種）永久機関

した。自然法則に反するからです。

コラム 54： 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
54.1

図 54.1 オームの法則
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となります。この関係をオームの法則といいます。オームの法則は，1781 年にイギリスのキャヴ
ェンディッシュ（Henry Cavendish,1731~1810）が発見したものです。そのことは，長く知られませ
んでしたが，1826 年にオーム（Georg Simon Ohm, 1789~1854）が再発見して，公表したために，オ
ームの法則といわれるようになりました。キャヴェンディッシュを記念してケンブリッジ大学に
設立したキャヴェンディッシュ研究所の初代所長となったジェームス・クラーク・マックスウェ
ル（1831～1879）が 1878 年に「ヘンリー・キャベンディッシュ電気学論文集」を出版するまで公
開されませんでした。
単位時間（1 秒）あたりに発生するエネルギー（電力）P（単は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，
54.2
となります。これにオームの法則を適用すると，
54.3
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。この関係は水に
入れた導線にボルタ電池によって電流をながした時の温度上昇を測ることによって，ジュールが
発見したものです。1840 年に発表されました。
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。物体の温度が高くなると黒体放射といって，光を発します（コラ
ム 95）。日本では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。(54.3)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。
私の子が小学生のときに，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?」を担
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。

コラム 55： キャヴェンディッシュ
キャヴェンディッシュ（Henry Cavendish, 1731~1810）は，物理学や化学上の大きな発見をいく
つも残し，後に彼の名をつけたキャヴェンディッシュ研究所がケンブリッジ大学にあります。彼
は，極度の人嫌いで，使用人とさえ顔をあわせなかったといいます。今でいえば引きこもりに近
いといっていいかもしれません。理由はわかりませんが，ケンブリッジ大学で学んで物理学と数
学で良い成績を示したといいますが，中退しています。貴族の生まれの彼は，莫大な財産をもと
に研究に打ち込みました。彼は王立協会（Royal Society）の会員となり，論文を発表しています。
王立協会では興味ある話になると会員の話に耳を傾けたこともあると言われています。彼の発見
として次のようなものがあります。
1) 金属と強酸の反応により水素が発生する。
2) 電気火花を使った水素と酸素の反応により水が生成する。
3) 水素と窒素の電気火花による反応で硝酸が得られる。
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4) 空気中から 2)と 3)の方法で酸素と窒素を取り除くと不燃性の気体が残る。のちにアルゴン
と呼ばれる物質が容器内に残ることを示したものである。
5) 後に「キャヴェンディッシュの実験」といわれる地球の密度測定を行った。この実験結果
を万有引力は法則から万有引力定数を算出できることから「万有引力定数を測定した」と
いわれることが多い。
死後発見された未公開の実験記録として，
6) 気体の蒸気圧や熱膨張に関する研究（後にドルトンやシャルルが発見）
7) クーロンの法則
8) オームの法則
などがあります。
彼の名を冠したキャヴェンディッシュ研究所が 1871 年設立されています。初代の所長はジェー
ムス・クラーク・マックスウェル（1831～1879）がなりました。

コラム 56： 早川徳次とシャープペンシル
エジソン電球や電流による発熱の実験にシャープペンシルの芯を使いました。そこで，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
と く じ

えるものをつくったのは早川徳次（1893~1980）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
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，
現在では海外製品にシェアをとられています。2016 年には台湾の鴻海精密工業の傘下に入ったの
は，耳に新しいことだと思います。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。実際には液晶テレビが普及するまでそれが 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，養父の後妻にひどい虐待されます。冬の寒いさなかに養母に
便壺に落とされて，水をかけられて熱を出してうなされていたのを，近所の盲目の女性に助けら
かざりしょくにん

れました。その人の世話で，飾 職 人（金属細工をする職人）に丁稚奉公いきます。飾職人の修行
とく びじょう

の過程で，金属加工の技術を身につました。独立した後，18 歳のときに，徳尾錠とよばれる穴を
開けないで使えるベルトのバックルを発明し特許を取得します。その後，独立して兄とシャープ
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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
工場はその後も続いているそうです（平野隆彰「シャープを創った男 早川徳次伝」日経 BP（2004））。
早川徳次の伝記（平野隆彰「シャープを創った男 早川徳次伝」日経 BP [2004]）を読んでいて一つ気づい
たことがあります。丁稚奉公というのは，一種の教育の役割をしていたのだということです。丁
稚奉公というとほとんど無給でつらい仕事をするというイメージをもっていましたが，早川徳次
は能力が高かったからかもしれませんが，10 代で独立しています。商店への奉公でも途中で，他
の店に移ったり，暖簾分けしてもらって独立したりすることもありました。昔の日本の教育とい
うと，江戸時代の手習い塾（寺子屋）や藩校，私塾などや明治以降急速に整備されていった学校
教育が思い浮かぶと思いますが，これ実務をしながら教育をしていくことも制度として整ってい
たのです。その習慣もあってか，バブルの頃までは社内教育が盛んでした。最近は大企業でもな
かなか余力がなくなってきて大学や専門学校での教育を重視するように産業界も行っていますが，
本の 20 年くらい前までは，会社で教育するので大学では何も実務的なことは教育しなくてよいと
言っている企業が多かったのは事実です。

コラム 57： 「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

でんき

げんき

あつ

電気は元気のもと ⇒ 熱くなる

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

コンセント
でんし

（当時は「東京通信工業」）は創業時に資金稼ぎのためこの

電子
イオン

タイプの炊飯器を作って販売していました。

ぶんし

分子

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

ちいさなあばれんぼう
20

図 57.1 電気パンの中の発熱

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に
かぎらず授業の中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 58： 電気パンができるわけ
児童向けの実験科学教室で （「電気で元気!!小さなあばれんぼう」NPO 法人ふくい科学学園テキスト
（2011.12.17）http://polymer.apphy.u-fukui.ac.jp/~kuzuu/）電気パンのできる仕組みを次のように説明しまし

た。
48

「生活の中の熱とエネルギー」コラム集
電気パンは，小麦粉，砂糖，ベーキングパウダー，たまごなどを混ぜてつくります。ベーキン
グパウダーは重曹（炭酸水素ナトリウム）とよばれるものに他のものが少し混ざったものです。
重曹を水に溶かしたものはアルカリ性を示します。これは，電気を通すことができます。水の中
では重曹がイオンとよばれる電気をもった小さなあばれぼうに分かれるからです。イオンにはプ
ラス（＋）の電気をもったものと，マイナス（－）の電気をもったものがあります。ステンレスの
板を入れて，電気を流すとイオンは動きます。そうすると，水分子などの周りの小さなあばれん
ぼうにぶつかります。そうすると，小さなあばれんぼうはイオンから元気をもらい，熱くなるの
です。こうして，電気を流すと電気パンができるのです。

コラム 59： 電気パンの安全性
電気パンの実験では，多くの場合ステンレスを用います。ステンレスは，正式にはステンレス
スチールととい錆び（Stail）ない（-less）鉄（steel）という意味です。鉄にクロムやニッケルが入
った合金です。これらが溶け出して健康上問題になることが懸念されています。（松岡守・岩瀬仁志・
手嶋由和・早川ひとみ・脇田圭造・尾本保明・川口博之・平山雄一・松村和俊・宮間敬・川口元一：日本産業技術教育学会誌，
第 43 巻，第 3 号，pp.161-168 (2001)）
。金属のクロムあるいは，3

価のクロムは人体に無害です。むしろ 3

価のクロムは人体の必須栄養素です。同じクロムでも，6 価のクロムは毒性を持ちます。昭和 48
（1973）年に化学工場跡地の土壌での六価クロム汚染が問題になりました。ある程度の年配の方
はニュースで聞いて，クロムというと毒性があるものだと思われるかもしれません。ニッケルに
ついては，発がん性や金属アレルギーなどについて懸念がありますが，微量ならば問題がないと
いえます。児童は，電気パンをつくると必ず食べたがります。いろいろ心配する人がいるかと思
いますので，心配と思うならば食べさせないか，電極の近くを除いて食べさせたらどうでしょう
か。ちなみに，電極材料として銅，真鍮，ブリキ，ジュラルミンなどは毒性物質が溶け出し，食中
毒になるので絶対使用しないでください。

コラム 60： 重曹のはたらきと電気パン・カルメ焼き
コラム 33 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ています。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だ
と思います。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，みなさんも自分の
頭のながで話をつなげていっていただきたいと思いま
す。

コラム 61： 発熱エネルギーと高圧線
送電線でも発熱します。コラム 54 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
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抗かける電流の二乗になります（(54.3)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な工場や大規模
なビルに送られます。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 62： 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，ある年のテストの答案（意見・提
案）に書かれていました。テストの答案に書く前に質問していただければ，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レールです。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。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。レールに電気は流れていますが，踏切でレールを踏んでも大丈夫です。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，電気はほとんどレールを流れ，
人間の体の中はほとんど電気が通らないのです。抵抗を並列に繋いだばあい，どのくらいの割合
で電流がながれるかということの応用です。物理の授業でももっとこのような課題を考えさせた
ら面白いのにと思います。
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いわゆる電信柱で支えられている「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熱の形でエネル
ギーが散逸するためです。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した電線で送っています。

コラム 63：磁気にはたらく力と電磁誘導
教員免許状更新講習で電磁誘導についてもっと説明してほしいとの要望が多く寄せせれます。
電磁誘導についての説明がほしいとのご要望が毎年のように寄せられます。しかし，限られた時
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間でどれだけ述べるかについて迷ってしまいます。磁
電流

気に関する性質は，正直言ってわたしにとってもとて
も不思議な現象なのです。
まず，コイルに電流を流すということから始めまし
ょう。コイルは電線を筒に巻いたものです。コイルに

磁場（磁界）

電流を流した場合を考える前にまっすぐな（直線上の
伸びた）電線があって電流が流れている場合を考えま

磁力線

しょう。このとき，電線のまわりには電線を取り巻く
ような渦巻状の磁力線ができます（図 63.1）
。電線とい

図 63.1 直線電流の周りの磁場

っても，コンセントから家電製品につなぐように 2 本
ペアになったものではなく，電池に繋いだ一本の線をイメージしてください。磁力線というのは，
次項（コラム 64）で述べるようにファラデーによって
考えられたものです。このとき，磁場は同心円の接線
の方向になっていますが，磁場の向きに電流と平行に
置いた右ねじを回した時に右ねじが進む向きが電流の
向きになります。
この同心円上の円周の長さと磁場（磁界ともいう）
の強さをかけたものは，電流の強さに比例することが
知られています（
「アンペールの法則」といいます）。
このようなるという「どのように」ということは，古
典物理学の範囲でわかっていますが，それが「なぜ」
そうなるかということについては説明できていませ

図 63.2 電磁誘導。磁力線の変化を緩和
する向きに電流が流れる。

ん。ある意味では，物理学は「なぜ」ではなく，
「どのように」を説明するものなのです。コイル
の電線のまわりもどうように磁力線ができます。これらを重ねあわせると磁石のようになるので
す。中に鉄心など磁石にくっつくもの（磁性体といいます）を入れると磁場が強くなります。こ
れが電磁石です。
さて，コイルに電流を流すと磁場ができましたが，逆に磁場が変化すると電流が流れます。た
だし磁場をかけるだけではだめで，磁場の強さが変わると電流が生じるのです。これを示すため
の実験が実験 38 です。アクリルパイプの周りにコイルが 2,500 回巻いてあります。そのコイルに
LED がついています。アクリルパイプの中で磁石を揺すると LED が点灯します。コイルの中に磁
石を入れただけでは電流が流れないのですが，磁石を往復させると電気が生じで LED が点灯した
のです。正確には，コイルの両端の電圧がコイルと通り抜ける磁力線の強さの変化の速さに比例
するのです。この時，電流の流れる向きは電流によって生じた磁場が磁場の変化を緩和する向き
になります（図 63.2）
。これが電磁誘導の法則です。
さて，コイルを固定している状態で磁場ができる場合もありますが，一定の磁場の中を電線が
動いた場合も電流が流れます。電線の方向，磁場の向きが垂直で，磁場と電線の向き垂直に電線
を動かすと電流が流れます。この時，右手の親指と人差し指と中指が互いに垂直にたてると，人
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差し指の向きが磁力線の向き，親指が導体の動いた向
き，中指が導体に発生する電流の向きという関係（図
63.3）が流れる関係が成り立つということです。これ
をフレミングの右手の法則といいます。この指を使っ
たのは，単に電流，導体の動く方向，磁場がどの向き
になるかを覚える方法にすぎません。
電流を固定して，磁場の中に置くと導体は力を受け
ます。このとき，左手の人差し指が磁場の方向，中指

図 63.3 フレミングの右手の法則。

が電流の方向とすると，導体にかかる力は親指の方向
になります。これをフレミングの左手の法則といいま
す。
また，磁場中を電気を帯びた粒子（荷電粒子）が磁
場と垂直な方向に運動すると，磁場と運動方向に垂直
な方向に力を受けます。このときは，右手を立てて粒
子の動く方向を中指，磁場の向きを人差し指，粒子に

図 63.4 フレミングの左手の法則。

かかる力を親指方向とします。この力をローレンツ力
といいます。フレミングの右手の法則，左手の法則の
ように電線が受ける力や電線を動かした時の電流の向
きは，電流が電子の流れであることを考えるとローレ
ンツ力をもとに導くことができます。
どのような大きさになるかについてはコラム 64 を
参照してください（コラム 64 は少し難しい）。フレミング
の右手の法則，左手の法則というのは，歴史の年号を

図 63.5 ローレンツ力。

覚えるための語呂合わせ周期表を覚えるための語呂合わせと同じで単に記憶する手段です。私自
身はフレミングの法則を何も見ずに言えません。高校時代に記憶しなかったからです。このこと
については，コラム 65 で述べます。
何れにしては，物理の法則は「どのように」を記述することにすぎません。しかし，これらの
法則を Maxwell 数式にすることによって，大きな発見につながりました。Maxwell が電磁波の存
在を予言し，電波通信などの基礎となるとともに，相対論に発展にも大きな寄与をしています。

コラム 64： 電磁誘導とファラデー
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 ヒーター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 ヒーター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
点灯することから，かなり強い磁場が生じていることがわかります。磁場が変化した時生じる電
圧は磁場が変化する速さに比例します。そのため，磁場の変化を速くするために，高周波の交流
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（2 万から 5 万ヘルツ。つまり一秒間にプラスとマイナスが 2 万回から 5 万回変化する）
を発生されています。

テキストでも述べたように，このような電磁誘導を利用して IH ヒーターやトランスが作られてい
るのです。
最近，都会の電車やプリペードカードとして使われる IC カードは，電池を使わずにタッチする
ときに電磁誘導で生じる電力を使って作動するようになっています。
磁力線の変化によって，電流が流れるような電圧がコイル中に生じることを示したのは，ファ
ラデー（Michael Faraday, 1791~1867）です。ファラデーは，正規の教育をほとんど受けず，高等数
学もほとんど知りませんでした。印刷所の植字工をしながら自分で本を読んで独学したのです。
でも，物理学，化学で多くの業績をあげました。電磁気の基礎概念を確立し，マックスウェルに
よる数学的に確立を導いきました。また，電動機（モーターの原型）の発明，ベンゼンの発見，ブ
ンゼンバーナーの発明，電気化学の基礎の確立など様々な功績をあげています。彼は王立研究所
の化学教授職であるフラー教授職とよばれる職に生涯ついていました。彼は，ナイトの称号や王
立研究所の会長職に度々推薦されましたが，辞退しつづけたそうです。一般向けの講演も多く行
い，現在でも読まれている「ロウソクの科学」
（日本語にも複数の翻訳版あり文庫本で読める）は，少年
少女向けのクリスマス講演を本にしたものです。

コラム 65： フレミングの右手の法則，左手の法則がわからない私
コラム 63 でも述べましたが，正直に言うと，私はフレミングの右手の法則，左手の法則を記憶
していません。ですから，本を調べないと説明がかけません。忘れたのかというとそうではあり
ません。最初から記憶していなかったのです。高校では全く違う方法で教わったのです。
まず，フレミングの右手の法則については，
「導体の動いた方向から磁場の方向に小さい方の各
にそって，右ねじを回した時に右ねじの進む向き」という風に教わりました。左手の法則に関し
て，ローレンツ力については，
「電気を帯びた粒子の速度と磁場からつくられる平面に垂直で，小さい方の各にそって右ねじ
を回した時に右ねじの進む向き」
であると教わりました。ローレンツ力については，
「電気を帯びた粒子の速度 と磁場 が角度θをなしているときには，粒子にはたらく力 はの大
きさは
| |

sin

(65.1)

であり，向きは と に垂直で， の先端から の先端に小さい方の角に沿って右ねじを回した時
に右ねじが進む方向である」
と教わりました。これは，大学に入っから習ったベクトルの外積の定義そのものでした。外積を
使うと
(65.2)
となります。ちなみに，

は「v クロス B」と読みます。ベクトルの内積は高校でも習うように

∙ は「A ドット B」と読みます。ちなみに，
∙

cos
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です。
この式の定義を言葉で表した表現で習ったために大学に入ってからスムーズに外積の式を記憶
しなおせばよかったので楽でした。もちろん，大学受験段階でフレミングの法則を覚えなかった
けれども，試験問題を解く上で全く困ったことはありませんでした。
私の物理を習った高校の先生は，力学では微積分を構わず使いました。また，位置エネルギー
のことを大学で習うように「ポテンシャルエネルギー」と読んでいました。教科書のやり方をそ
のまま教えてもらいませんでしたが，却って物理の考え方がよくわかるとともに，大学で習う物
理とのスムーズな橋渡しをしてもらいました。

コラム 66：マックスウェルとマクスウェルの方程式
古典電磁気学を最終的に数式化して，まとめたのは
スコットランドの物理学者ジェームズ・クラーク・マ
ックスウェル（James Clerk Maxwell、1831～1879）です。
マイケル・ファラデーの電磁場理論をもとに，1864 年
に古典電磁気学の基本式であるマクスウェルの方程式
を導きました。マックスウェルの方程式をもとに， 電
磁波というものがあることを理論的に予想しました。
同時に電磁波の速さは光の速さと同じであることと，
横波であることを示しました。
これらの業績から電磁気学の最も偉大な学者の一人
とされます。マクスウェルは，本講習のテーマである

図 66.2 ジェームス・クラーク・マック
スウェル。

熱を扱う熱力学や気体分子運動論や統計力学の研究でも重要な研究を行っています。
この他に，土星の輪の発見や世界で初めてカラー写真を撮影したなどの業績もあります。

コラム 67： 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」の話をしました（スライド
1-53）。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。これにも，
トランスが使われています。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。これは，高周波にすると電圧が早く変化するので，比較的強い磁場
ができるため，小さなコイルでも効率よく電力を伝えられるからです。コラム 64 でも述べました
が，IH 調理器で高周波を使って発熱効率を上げているのも似たような原理によるものです。
最近は，電流を ON/OFF して，平均の電圧を与えて平滑回路で直流化する方法が使われていま
す。アメリカ以外の海外にいくと，200 V が主流です。このような場合で，コンピュータなど電気
製品のチュク流電源アダプターがそのまま使えます。それは，このようなスイッチング回路の
ON/OFF で原理を使っているからなのです。
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コラム 68：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。交流から直流への変換する装置をコンバーター（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 69： パワーエレクトロニクス
パワーエレクトロニクスという言葉を聞いたことがあるでしょうか。大電力を扱える半導体素
子（電力用半導体素子）を使って，交流と直流を変換したり，交流の周波数を替えたり，電圧を
変えたりすることが可能になっています。昔の交流モーターは，電源の周波数によって制御され
ていました。そのため，60 Hz 用と，50 Hz 用で違うものが使われていました。現在は，交流モー
ターも周波数を替えることによって，回転数を制御するようになっています。昔のエアコンや冷
蔵庫はモーターの回転数を一定にしてモーターをオンオフすることによって，温度を制御してい
ます。しかし，現在は周波数を制御することによって，モーターの回転数を連続的に変えること
によって，温度制御しています。このことが，エアコンや冷蔵庫の省エネにつながっています。
ちなみに直流を交流に変換するものを「インバーター」，交流を直流に変えるものを「コンバー
ター」，交流の周波数を変えるものを「周波数変換器」，直流の電圧を変換するものを「レギュレ
ーター」といいます。
周波数制御が行われるようになったのは 1960 年代後半頃で，1970 年代に鉄道やエレベータに
使われるようになりました。家庭用に使われるようになったのは 1990 年代からです。
現在電力用半導体素子は集積回路（LSI）と同様にシリコン（Si）が使われています。使用時の
発熱などによるロスを低減するために炭化ケイ素（SiC）や窒化ガリウム（GaN）などの半導体が
研究されています。さらに，ダイアモンドも電力用半導体として研究されています。

コラム 70： 海底の直流伝送
日本で使われる商業用電力は本州と北海道，本州と四国の間は一旦直流に変換されて送られて
います。交流と直流の違いは何でしょうか。前の先に，述べたように（スライド 1-41，コラム 61，
68）交流では，コイルを使って電圧を変換することができます。このように直流では伝わらない
電気の伝え方ができるのが交流です。電線の周りに被覆した絶縁体や海水があると，それらの分
子が揺すぶられるため，
「誘電損失」のとよばれるエネルギーのロスが生じます。そのため，海底
送電は直流を用いるのです。空中は裸電線ではその影響は無視できます。ですから，送電線に交
流電源を流すのはかまわないのですが，海底を絶縁体で被覆した電線で送電するためには直流に
する必要があるのです。

コラム 71： 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
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は，東京から新青森駅までつながり，平成 28 年（2016）には北海道の新函館北斗までつながりま
した。
ところが，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。
平成 27 年（2015 年）には，北陸新幹線が金沢までつながりました。北陸新幹線が走る富山県，
石川県は 60 Hz の地域です。そこで，車上に周波数変換装置がついていて，50 Hz， 60 Hz の両区
間を走行できるようになっています。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（軽井沢駅と佐久平駅の間）
。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 72： 親子二代で実現した新幹線の夢
世界に名だたる新幹線ができて，50 年以上経ちました。新幹線の実現には，島 安二郎
（1870~1946），島 秀雄（1901~1998）の親子が大きく寄与しています。新幹線の軌道の幅（線路
の間の幅）は 1,435 mm で「標準軌」とよばれています。世界的にはこの軌道はばが標準だからで
す。それに対して，在来線の線路幅は 1,067 mm です。標準軌よりも狭いため「狭軌」とよばれて
います。これでは，高速鉄道を走らせることが困難です。島 秀雄は生涯鉄道の高速化のために標
準軌を日本に広げたいと思っていました。彼は 1894（明治 27）年当時の関西鉄道に入社し，高速
化や旅客サービスにつとめます。1907（明治 40）年関西鉄道が国有化されると鉄道院に入ります。
その時から広軌化計画（ここでいう広軌は標準軌のこと）策定に関与します。高速鉄道を走らせるには，
狭軌では難しかったからです。その後，南満州鉄道（満鉄）の理事・社長代理，汽車製造会社の社
長などを経て，1939（昭和 14）年「弾丸列車計画」に携わります。弾丸列車というのは，新聞な
どが使ったよび名（通称）です。正式にはこの時点ですでに「新幹線」という言葉が使われてい
ます。その後，戦局の悪化で，中断され，高速鉄道の実現を夢見つつ，島安二郎は戦後間もない
1946（昭和）21 年に亡くなります。戦前の新幹線計画で用地買収と，トンネル工事が進んでいた
ため，戦後の東海道新幹線が短期で完成することになります。
安二郎の長男の島秀雄は後に「デゴイチ」で親しまれる蒸気機関車 D51 を開発します。戦後は
機関車ではなく，分散動力による電車の開発などに携わりましたが，1951（昭和 26）年の列車火
災事故「桜木町事故」後，原因の調査と車両の徹底的改良を行なった後，責任をとって国鉄車両
そ ご う

局長を辞職しました。その後，1955（昭和 30）年，十河信二が国鉄総裁に就任すると，十河から
国鉄の技師長に復帰を要請されました。国鉄に復帰後，十河と二人三脚で，新幹線計画を実現し
ます。しかし，新幹線開通の前年「新幹線予算不足の責任」をとって，十河とともに辞職しまし
た。そのため，1964（昭和 39）年 10 月 1 日の新幹線出発式には招待されなかったそうです。
なお，秀雄の次男の島 隆（1931~）も，新幹線計画の当初から設計に携わり，東北・上越新幹
線 200 系の設計に携わりました。その後，台湾高速鉄道にも関与しました。

コラム 73： 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
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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 74： 「ひかり」と「あかり」の意味
太陽のことを小さな子どもは「おひさま」といいますよね。太陽の「日」と「火」は発音がおな
スライド 4
じですよね。
「光」ということばは，
「日」を「借り」るので，
「ひかり」
（＝日借り）というと言わ
とど

れています。日を借りるといっても何を借りるのでしょうか。昼間は太陽の光が地球に届 いてい
ます。夏の昼間は特に暑くなりますよね。それは，太陽からくる光で暖められるからです。実は
光の形で太陽から「エネルギー」を借りて（実際はもらって）いるのです。もっとも，日と火では，
大昔の発音は違ったようです。万葉仮名のように上代特殊文字と言われるものでは，日の発音は
「甲類のひ」
，火の発音は「乙類のひ」と母音がちがっていました。したがって，語源がちがうと
も言われています。これは，私の考えなのですが，言葉の母音というのは時代とともに変わるこ
とが多いものです。そこで，語源は同じであったけれども，生活の中で区別するために変化して
しまったのではないでしょうか。

、、
「あかり」という言葉は，
「あかるい」
「赤」
（日が）
「あける」という言葉の仲間です。夜明けな

どという言葉もありますよね。古代語では赤，白，黒以外の色は「あお」といいました。交通信号
の「あお」は実際には緑なのは，この名残なのでしょう。現在でも青葉という言葉がありますよ
ね。
ちなみに，信号機ができた時に法令では「緑色信号」と書かれていたようです。しかし，世間
で青信号といわれていることで，昭和 22 年（1947 年）に法令でも「青信号」と改正されたそうで
す（詳細は福井県警察本部ホームページ Q&A: http://www.pref.fukui.jp/kenkei/fpp_relax/q&a/q&a.htm#問 11）。昭和
48 年以降設置の信号機は文字通り青色になったと福井県警察本部のホームページに書いてありま
すが，私の目には緑にしか見えません。赤黄緑は国際的に決められたものであるので，青に近い
緑にしたということなのでしょう。

コラム 75： 人類のルーツとミトコンドリア DNA
細胞内にミトコンドリアという組織があります。これは，細胞のエネルギーを使ういわば動力
源にあたるものです。この中にあるミトコンドリア DNA は母親からしか伝えられない母系 DNA
です。これを解析することによって，人類は人種を問わずアフリカの一人の女性にたどり着くと
いうことがわかったそうです（正確には一人の女性の子孫が全ての人類というわけではなく，同世代
の女性は当然いたが，すべての人類の起源がアフリカにあるという根拠にはなっている）。人類は人種

を問わず互いに子孫をつくることができるために，同一種です。このことは，DNA の解析からも
裏付けられているのです。
57

「生活の中の熱とエネルギー」コラム集

コラム 76： 最初は普及しなかった使い捨てカイロ
使い捨てカイロは，今では冬の必需品になっています。カイロのもとは，平安時代から江戸時
おんじゃく

代末期にかけて使われた石を温めて懐に入れた「温 石 」だと言われています。石を懐に入れると
かいせき

聞くと「懐石料理」を思い出す人がいるかもしれません。この「懐石」も温石に由来していると
いわれています。懐石は，禅僧が寒さや空腹を凌ぐのに用いた温石が起源とも言われています。
現在でも，禅僧は修行中は朝と昼の二食のみです。ですから，夜になってからの空腹を凌ぐ必要
があったのです。
さて明治になって麻殻や殿炭粉を袋に詰めたものなどを容器の中で燃やす「懐炉灰」が使われ
るようになりました。大正時代には，ベンジンの気化ガスを白金の触媒作用で燃焼させる白金カ
イロがつかわれるようになりました。使い捨てカイロのルーツは，朝鮮戦争の頃，米軍が水筒の
ような容器に鉄粉と食塩を入れて発熱させたものだと言われています。実際に，現在の使い捨て
カイロのルーツは 1906（明治 39）年に発売されたものと言われています。当時は 4 ヶ月持つと謳
っていたためもあるのか，評判が悪く普及しなかったといわれています。現在の使い捨てカイロ
が商品化されたのは 1978（昭和 53）年のことです。

コラム 77： 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。このように化学反応にともなって，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処分する時には注意が必要です。
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（実験 43）。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 78： 「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
は粘性が高いために，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
じょうご

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
ひ い き

く，エンターテイメントも兼ねて，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
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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，顧客の立場に立っ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から養っておくとよいのではな
いでしょうか。
あるとき出張先で 5 時前に目が覚めたので，テレビをつけたら江戸時代の庶民の生活の話をし
び ん つ

ていました。鬢付け油にはごま油（エゴマとは違います）を使い，風呂には毎日入るのに，女性の洗
髪は 1 ヶ月に一回程度だったそうです。よごれは，細かい櫛でとるのです。さらに，庶民は行灯
にイワシの油を使っていたそうです。そのため，生活の中の匂いはすごいものだったろうと言っ
ていました。

コラム 79： 和ロウソク
日本古来のロウソクを和ろうそく（和蝋燭）と言われています。和ロウソクはいつごろから作
られたかよくわかりません。文献にでてくるのは 1375 年頃の太平記の記述か最初だといわれてい
ています。遅くとも，その頃には使われていたということがわかります。材料は，ハゼ（櫨）実か
らとった木ロウを加熱してかけたものを和紙とイグサの髄から作った芯の分かりに手でかけては，
乾燥することを繰り返してつくります。そのため，断面は年輪のようになります。
マイケル・ファラデーが 1860 年の一般の人を対象に行ったクリスマス講演をもとに書かれた
『ロウソクの科学』では，和蝋燭について実物を示しながらその構造を語るシーンが出てきます。
当時の日本はまだ明治維新前でしたので早くもイギリスに伝わっていたのは大変驚きです。ペリ
ーが来航して日米和親条約を結んだのが 1954 年（嘉永 7 年）ですので，それからわずか 6 年後に
ファラデーが和ロウソクを手にいれていたのです。

コラム 80： アーク放電と耐候性試験
しきざい

私が化学会社に就職して初めて配属されたのは，高分子に染料をつけて様々な特性を出す色材
（染料，顔料などの色を出す材料のこと）を開発しているグループでした。配属された研究グル
ープで当時開発していたのは，ポリスチレンスルホン酸ナトリウムといわれるものからつくった
高分子に蛍光染料をつけたものを使った蛍光ペン用のインクでした。高分子にくっつけると色あ
たいしょく

せ（褪 色 ）しにくいというのが売りでした。その他，ホワイトボード用マーカー用のアルコール
にとける色材や，側の染色につかう色材，熱転写インク（当時，プリンタ用として開発されてい
た樹脂製のリボンにパラフィンにとかした色材を塗って，熱で紙に転写するインク）ようのパラ
フィンに融ける色材などを作っていました。これらは，太陽の光などで色あせしないかどうかを
調べる試験（耐光性試験あるいは耐候性試験といわれる）を行いました。これの試験を行うのに，
サンシャインウェザーメーターとよばれる試験機を使っていました。本来，塗料，建材などの耐
候性試験を行うものです。太陽の光や雨，結露などでの劣化を調べるために長時間強い光を当て
たり，水をかけたりを繰り返すことができる試験機です。私達は太陽光などによる劣化を調べる
ことが目的でしたので，光の照射のみ行いました。この時の光源はカーボン（グラファイト）電
極間を放電したアーク灯を数十本並べた周りに試料片を回転させて試験するものでした。電極の
消耗は激しいので，毎回のように交換していたことを記憶しています。
アーク灯は，照明として使われなくなった後映写機などに使われていましたが，現在でもサン
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シャインウェザーメーターは現在でも使われています。
（スガ試験機株式会社 HP: http://www.sugatest.co.jp/contents/products1/viewcat.php?cid=15）

ちなみ「アーク」放電の「アーク」とは数学でいう「弧」
（円や曲線の一部。弓形に曲がった形）
のことです。日本語で「電弧」ともいいます。放電して光っているところが，カーブを描き弧状
になるからです。

コラム 81： 離宮八幡宮と岩清水八幡宮
あかりの歴史をまとめていると，京都府の 2 つの八幡宮の話が出てきます。大山崎町の離宮八
じ に ん

幡宮が室町時代エゴマの専売権を持っていたことを本文で述べました。実際には，同八幡宮の神人
（下級の神職）が販売権をもっていたそうです。エゴマはシソ科の植物で，今でも JR 山崎駅前に
ある離宮八幡宮の社務所では，エゴマおよびエゴマ油を販売しています。社務所の前には，エゴ
マが植えられています。山崎というのは，後に秀吉が明智光秀を破った「山崎の合戦」の地とし
ても有名です。エゴマは当初主に寺社の灯明用に使われたようです。
離宮八幡宮の御由緒書には，
「平安時代（794～）の始め，清和天皇が太陽が我が身に宿る夢を見，神のお告げをお聞きになりました。その
ちんご

せんざ

お告げとは国家鎮護のため，九州は宇佐八幡宮より八幡神を京へ御遷座せよというものでした。そこで清和天皇
は僧の行教にそれを命じます。天皇の命を受け，八幡神を奉じて帰京した行教が山崎の津（当時淀川の航海のため
に設けられていた港）で夜の山（神降山）に霊光をみました。不思議に思いその地を少し掘ってみると岩間に清水
が湧き出したのでここにご神体を鎮座し，社を創建することにしました。貞観元年（859）国家安康，国民平安を
か や

目的とする『石清水八幡宮』が建立されました。ここは嵯峨天皇の離宮である「河陽宮」の跡地であったため，後
に社号が「離宮八幡宮」と改称されました」
うら き も ん

とあります。この地は，京都の裏鬼門の方角に当たります（裏鬼門とは南西の方角で，陰陽道で北東の方向で
ある「鬼門」と同様，不安定で鬼が出入りする方向とされました。ちなみに，京都の鬼門には，比叡山延暦寺があります。東京
では，皇居［江戸時代は江戸城］の鬼門には，東叡山寛永寺が，裏鬼門には増上寺があり，それぞれ徳川将軍の墓が一代おきに
あります。実際には，増上寺，寛永寺は江戸が責められた時の砦の役割もあり，防衛上として現実的な意味もありました）
。陰

陽道での裏鬼門というだけではなく，桂川，宇治川，木津川の合流点にあって，京都を守る要衝
でもあったのです。さて，当初「岩清水八幡宮」と称していたということですが，歴史の中で知
おとこやま

られている「岩清水八幡宮」は上記の 3 つの河を隔てて対岸の男 山 の上にあります。
「岩清水八
幡宮」の御由緒書きを見ると，
「平安時代始め，清和天皇の貞観元(859)年，南都大安寺の僧・行教和尚は豊前国(現・大分県)宇佐八幡宮にこも
ごたくせん

こうむ

り日夜熱祷を捧げ，八幡大神様の「吾れ都近き男山の峯に移座して国家を鎮護せん」との御託宣を 蒙 り，同年男
はちまんづくり

山の峯に御神霊を御奉安申し上げたのが当宮の起源です。そして朝廷は翌貞観 2(860)年，同所に八 幡 造 の社殿
ろくう

ほうでん

(六宇の宝殿)を造営し，4 月 3 日に御遷座されました」

とあります。離宮八幡宮も昔岩清水八幡宮と称していたことと，同じ行教が同じ時期に宇佐八幡
宮から勧請したというのは，共通しているものです。離宮八幡宮に仮宮を作って，後に遷座した
とか，離宮八幡宮があとから出来たなど諸説があるようです。何か，これをネタに小説でも書い
てみたいと思いますが，生憎文才がないので，叶わぬ夢として楽しんでおこうかと思います。む
しろ，2 つの八幡宮が京都の交通の要衝を両脇で抑えているのは，門の両脇の守りを固めている
ようにも思えてきます。私が小説を書くとしたら，最初からどちらも京都鎮護という意味で同時
に作られたとしてみたいと思っています。
さて，有名なエジソンの白熱電球は，男山の竹を使ったものです。現在は，世界中の 6 千種類
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以上の植物を試して，男山の竹にたどり着いたそうです。エジソンを記念して立派な記念碑が境
内にたてられています（当初は昭和 9（1934）年に境内の隣接地に建てられ，昭和 59（1984）年に境内に建て
替えられたそうです）。毎年誕生日の 2 月 11 日にはエジソン生誕祭が，命日の 10 月 18 日にはエジソ

ン碑前祭が行われています。
なお，離宮八幡宮の御由緒書きでは，「岩間に清水が湧き出ていたので岩清水八幡宮と称した」
とありますが，同地は水がきれいなところです。後に，朝ドラ「マッサン」（2014［H26］年度後半）
のモデルとなった竹鶴政孝が山崎の地でウィスキーを始めたのもうなずけます。もっとも，サン
トリーの山崎蒸溜所は京都府乙訓郡大山崎町ではなく，大阪府三島郡島本町山崎にあります。

コラム 82： 煤と墨と和紙
すす

油やロウソクの炎をよく見ると煤が出ています。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（紫外線をカットと
していなので，目をいためます。絶対にやらないでください）。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家で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 47）。
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，ごく最近のことです。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，すぐに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，今まで知っていた知識の意味に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の方が多いものです。もう一つ気がつくことが多いのは，他のことをし
ている時です。私は，朝の散歩の時によくいろいろなことを思いつきます。また，何か課題を抱
おうよう

しゅう

えているときには，朝目覚めた時に解決策が思い浮かぶことがよくあります。北宋の欧陽 修

（1007~1072）は，良いアイディアの思い浮かぶ場所として，馬上，枕上，厠上をあげていますが，
まさにそのとおりだと思います。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。ただし，学校教育で難しいと思うのは，課題を長い間考え
続けることがしくいことです。アイディアが思い浮かぶようになるには，長い間，しつこく，し
かも断続的に，深く考える習慣を付ける必要があるのではないかと思います。
にかわ

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

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
だいふくちょう

ばしば大火（広い範囲での大規模な火災）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

を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 83： 全反射の利用： プリズムと光ファイバー
透明なガラスなどに光を当てると，光を当てた角度によらず，ガラスの中に入ることができま
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す。でも，ガラスや水などの物質の中か
ら光を外にだそうとしたとき，表面に当
てる角度によっては，光が外に出られな
くなります。このとき，光は外にでずに
100％反射するようになります。このよう
な振る舞いを全反射といいます。図 83.1
のようにガラスの中から表面に対して斜

図 83.1 全反射

図 83.2 プリズム

めに入れたとき，ある角度よりも，面に
近い角度になると全反射がおきるのです。これを利用して，プリズムとか，光ファイバーが作ら
れています。プリズムは，図のように光の全反射を利用したもので，一眼レフカメラや潜望鏡な
どに用いられているのです。

コラム 84： 光の屈折のしくみ
少し長くなりますが，光の屈折率について私が企業に在職中に執筆した書物から引用しま
す。（葛生 伸「石英ガラスの世界」（工業調査会）pp.57~61）買って読んでほしいのですが，出版社が倒
産したため現在手にはいりません。節の番号や図番号は本コラム集の項目番号に合わせていま
す。
84.1 屈折率
(1) 光の屈折と屈折率
鏡のように平らに磨いたガラスの表面に対して斜めに光を入射させると，光の進む向きが折れ
曲がります。このような現象を屈折といいます。屈折を利用したものにレンズやプリズムがあり
ます。
ガラス表面に対して光が入る角度とガラスに入ってからの光が進む方向の間には，図 84.1 に示
すような関係が成り立ちます。物理の教科書で学んでよく知っている人もいるでしょうが，数式
に馴染みのない人にはむずかしく感じるかもしれません。しかし，石英ガラスの性質を理解する
ためには数式を理解することは必ずしも必要ありませ
ん。また，数式に馴染みのある人でも次に述べるよう
な屈折率のもう一つの物理的な意味をよく理解してお
く必要があります。
(2)ガラス中の光の速さと屈折率
屈折率の別の意味とは，図 84.1 に示した関係より

図 84.1 ガラスの屈折率の屈折の法則

ももっと単純なものです。光は 真空中で 1 秒間に 30
万 km (3×108 m)も進みます。これは 1 秒間に地球の赤
道表面を 7 周半回る速さに相当します。
光が，透明な物質の中を進むときの速さはこれより
も遅くなります。この光の速さが物質中で遅くなる程
度を表す量が屈折率です。屈折率は一般に n で表しま
す。屈折率が n である物質の中では，光は真空中の n
分の l の速さで進みます。例えば，屈折率が 1.5 のガ
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図 84.2 同じ時間に真空中と物質中を進
む距離
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ラス中では光が 1 秒間に進む距離は，30 万 km÷1.5 =
20 万 km です (図 84.2)。大気中での光の進む速さは，
ほほ真空中での速さと同じで，空気の屈折率はほぼ 1
です (1 気圧のとき 1.0003)。したがって，今後真空に
対する屈折率と空気に対する屈折率は同じものとして
話を進めることにします。
透明な物質の中で光の速さが空気中に比べて遅くな
るのは，光が物質を構成している粒子との間で互いに
カを及ぼし合う (相互作用する) からです。光が物質

図 84.3 プールの中では水から抵抗を受
ける

中を進むのと空気中を進むのは，ちょうどプールの水の中を歩くのとプールサイドを歩く時の関
係にも似ています (図 84.3)。すなわち，光は物質からある種の抵抗を受けるのです。どのような
作用を受けるのかは 3.6 節（原文のママ）でもう少し詳しく述べます。
(3) ガラス表面での光の屈折と反射
それでは，なぜ斜めに入った光が折れ曲がるのでしょうか。第 2 章（原文のママ）で，何の断わり
もなしに光の波長だとか，振動数だとかいった言葉を
用いてきました。波長とか振動数というのは波の性質
を示す量です。光の波がどのようなものかは， 3.6 節
（引用元の文献そのママ）で詳しく述べることにして，ここ

ではとりあえず池の表面に立ったさざ波のようなもの
と考えておいて下さい。まっすぐに進む光は，図 84.4
のように波の山の部分（波面と呼びます）が平行に進

図 84.4 波が進む様子と波面

みます。
図 84.5 のように空気中から，ガラスの中に入るとガ
ラス中では波面が空気中に比べてゆっくり進むために
波面の間隔が短くなります。ガラス中での波面の間隔
(波長) は空気中の波長の 1/n 倍となっています。光が
ガラスの表面に垂直に入った場合は，ガラスの中と外
で光の波長が変わるだけですから，そのまままっすぐ
進みます。ところが，ガラスの表面に斜めに入射した

図 84.5 ガラスの中では波面の間隔は空
気中の 1/n になる。波面が空気中とガラ
ス中で聞けることがなくつながるため
に，波面がガラス表面で折れ曲がる

場合は，そのまま進もうとしても，波面の間隔が変わ
りますので，まっすぐ進もうとするとつながらなくな
ります。ガラスと空気の境目で波面が切れることは決
してありません。そこで，波面がつながるためには，
ガラスの表面で光の進む方向が折れ曲がります。ただ
し，全ての光がガラスの中に入っていくわけではあり
ません。一部の光はガラス表面で反射されます(図
84.6)。
窓ガラスに映った自分の顔を見たことがあるでし

図 84.6 ガラス表面に入射した光の大部
分はガラス中に入り屈折するが，一部の
光は反射する。

ょう。特にガラスの向こう側が黒いときはよく写ります。このときは，ガラスの向こう側から入
ってくる光の強きが反射した光の強さに比べて弱いので反射した像が良く見えるのです。
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いままで，空気中からガラスの中に光が進む場合を
考えてきました。今度は，逆にガラスの中から空気中
に光が出る場合はどうでしょうか。まず，ガラスの表
面に光が垂直に進む場合を考えてみましょう。この場
合は光はまっすぐ進みます。ただ，波面の間隔がガラ
ス中と空気中で異なるだけです。このとき，反射率は
ガラス中から空気中に入っていく場合と，逆に空気中
からガラスに入る場合と同じです (図 84.7)。
(4)全反射
次に，ガラスの中から空気の方に向かつてガラスの
表面に対して斜めに進む光を考えてみまし

図 84.7 空気中からガラス中に入射する
光と，ガラス中から空気中に向かう光で
は，表面で反射する割合（反射率）は同
じ

ょう。入射する角度が小さい場合は，ちょう
ど空気からガラス中に入るのと逆の向きに
光が進むだけです。ところが，光の進む向き
とガラス表面に垂直な線 (法線) とのなす
角度 θ がある角度 θC よりも大きくなります
と，ガラス中での隣り合う披面とガラス表面
の交点附の距離が空気中での光の波長 λ よ

図 84.8 ガラス内から空気に向けての斜め入射。入
射角が臨界角よりも大きくなると，光は透過で
きなくなり，100%反射する

りも小さくなります。そうしますと，波面が
ガラスの内と外でつながることができなくなり.光がガラスの外に出ることができなくなります
(図 84.8)。そのとき，光は 100%反射するようになります。この現象を全反射といいます、この全
反射を始める角度 θC を臨界角といいます。双眼鏡や潜望鏡で使われているプリズムはこの全反射
を利用したものです。

コラム 85： クジラの油と黒船
ペリーが率いる黒船が来航したのは，捕鯨船の水や燃料を補給するために日本の開国が必要だ
ったからだと言われています。アメリカがクジラをとったのは，鯨油を照明用に使うためです。
ですから，肉は捨てていたそうです。鯨油は，そのまま燃料用の油にしたほか，ロウソクの原料
としても使われていたそうです。また，20 世紀初頭には，鯨油はダイナマイトの原料のニトログ
リセリンの製造にも用いられました。

コラム 86： 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，ヴェルスバッハ（Carl Auer von Welsbach, 1858~1929）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（京葉ガス HP： http：//www.keiyogas.co.jp/cont/development/devel_01_1.html）。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。
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コラム 87： 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。
「アーク」という言葉は，円や

図 87.1 稲妻（電）

曲線の一部を表す「弧」のことです。もともと，
「弧」ということば，弓のように曲がった形状を
表します。ほとんど使われませんが，放電したアークのことを「電弧」ともいいます。
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。もとの時は，
「雨」の
下に「田」が 3 つある形だったそうです（白川静「常用字解」平凡社； 磊の石のところに田を置き換えた
形）。この田を 3 つ重ねた字自体で，稲妻が放射する形を表していたそうです。電気の電では雷か

ら，下にひげのように出ています。これは，
「雨」と「申」を組み合わせたものです。
「申」自身稲
妻の形を表しています。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ぼに固定されるため稲が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 れ あ い

いなづまの「つま」は本当は「夫」と書きます。昔の日本語では，
「つま」は男女を問わず配偶者
のことを言いました。非常に便利でよい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。
らいでん

稲妻と雷の音を合わせて「雷電」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
メリカのフランクリン（Benjamin Franklin, 1705~1790）です。フランクリンは，アメリカ独立に多
大な寄与をした政治家としても有名です。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」だと長い間思っていました）。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」と日本語でいうと言葉の上でおかしい気かしますよね。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。これはギリシャ
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 88： 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 と韻を踏んでいます。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
（本文スライド 1-67 で述べたように，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
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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。
ちなみに，岩清水八幡宮の境内にあるエジソン記念碑には，中央にエジソンのレリーフが，左
側（向かって右側）には「TO THE MEMORY OF THOMAS ALVA EDISON 1847-1931」と書かれてお
り，碑の右側（向かって左側）には「Genius is one percent inspiration, ninety-nine percent
perspiration」が彫られています。記念碑の前にさらに小さな石碑があり，そこに「エジソン記念
碑」と日本語で書かれています。

コラム 89： 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 90：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
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，10 億分の 1 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 （ 京 都 大 学 理 学 研 究 科 社 会 交 流 室 HP ： http ： //cr.sci.kyotou.ac.jp/img/bunkosheet.pdf）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（コラム 84）。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。
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コラム 91： マイケルソンと光の速さの測定
光は真空中を進みます。光が進むときには水面の波や音波のよう
に媒体が必要だと考えられてしました。そこで，その媒体のことを
「エーテル」とよばれていました。もし，エーテルが存在すると，
地球は，自転と公転をしているために，絶対空間のエーテルに対し
て相対運動をすることになります。そうすると，光の進む速さはエ
ーテルと地球の相対速度によってちがうはずです。しかし，アイン
シュタインは，エーテルは存在せず，互いに一定の速度の差で動い
ている基準から見た場合，光の速さは同じであると仮定して特殊相
対論を提示しました。不思議な気がしますが，互いに一定速度の差
で動いているところからみると，光の速さは代わりませんが，時間

図 91.1 海軍少佐の制服を
来たマイケルソン

の進み方や長さが変化するのです。
この特殊相対論の根拠になったのはマイケルソン（Albert Abraham Michelson, 1852~1931）がモ
ーリー（Edward Williams Morley, 1838~1923）と共同で行なったマイケルソン・モーリーの実験で
す。マイケルソンは，もともとアナポリスの海軍兵学校を出た海軍士官でした。入学にあたって
は，グラント大統領に直訴して推薦をもらい直訴したそうです。アメリカでは，軍の士官学校に
入るためには，国会議員の推薦が必要です。大統領に直訴したのは，推薦を頼める国会議員がい
なかったからです。しかし，海軍士官として 2 年半勤めた後母校の教官をしながら光の速さの測
定を続けます。その後，大学に移りマイケルソンの干渉計を発明し，光の速さが光の進む向きに
よらないという有名なマイケルソン・モーリーの実験をモーリー行い，アインシュタインの特殊
相対論の基礎となった光速不変の原理を示しました。その後，1907 年にはアメリカ人として初め
てノーベル物理学賞を受賞しています。

コラム 92： 光速不変の法則と特殊相対論
前項で述べたようにアインシュタインは，マイケルソン・モーリーの実験をもとに，どのよう
な基準系（物体の位置を記述する基準となる座標系）で見ても光の速さは変わらないという光速
不変の原理を基に特殊相対論を提案しました。それまでの力学は，慣性の法則が成り立つ基準系
（慣性系）で記述されていましたが，それまでの原理によると互いに等速度で動く基準系同士で
は光の速さが違うということになってしまいます。アインシュタインは光の速さはどのような基
準系でも変わらないということを仮定しました。その代わり，他の基準系から見た時間の進み方
や長さが変化するという原理を導きました。このような基準系の間の座標や時間の関係をローレ
ンツ変換といいます。そのため，光の速さに近い速さで動く基準系通しでは時間の進み方が遅く
なるということが予想されます。光の速さに近い速度で宇宙船に乗って移動して地球に戻ってく
ると，浦島太郎のように時間が経ってしまうということがありえるのです。
マックスウェルが提案して電磁気学の基本式はローレンツ変換を満たしています。マックウェ
ルの方程式から光を含む電磁波を導くことができるので，ある意味では当然といるのかもしれま
せん。そのため，アインシュタインは自分自身の業績はアイザック・ニュートンよりもマクスウ
ェルに支えられた所が大きいと述べたそうです。

コラム 93： アインシュタインと奇跡の年
有名なアルベルト・アインシュタイン（Albert Einstein; 1879～1955）は，ドイツ生まれのユダヤ
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人の理論物理学者です。アインシュタインは 1905 年の 26 歳の時に 3 つの重要な論文を発表しま
した。1905 年に博士号を取得すべく「特殊相対性理論」に関連する論文を書き上げ，大学に提出
しました。しかし内容が大学側に受け入れられなかったため、急遽代わりに「分子の大きさの新
しい決定法」という論文を提出し受理されています。この論文は「ブラウン運動の理論」に発展
しました。この年は「奇跡の年」言われています。アインシュタインは「光量子仮説」
「ブラウン
運動の理論」
「特殊相対性理論」に関連する五つの重要な論文を立て続けに発表したのです。当時
は，大学に職が得られず特許庁に勤務しながら発表した研究です。

コラム 94： 原子から出る光と量子力学
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。コラム 84 でも述べたように，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。光の波長が違
うと色が違って見えます。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

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

です（図 94.1）。
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。高いところにある物

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

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ます。例えば，水力発電
を考えると高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。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

図 94.1 光は二重人格

原子と光 ・・・ 水銀灯の
原子の中のエネルギーは建物の各階にいる
⇔ 各階の高さの差に相当する光の出し入れ
エネルギー 電子

車を回して電気エネルギーに変わるのです。

電子のフロア－

原子の中にある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（図 94.2）。この高さの

光吸収

光放出

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

図 94.2 原子と光

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。
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

図 94.3 シュレディンガー（左）とハイゼンベル
ク（右）

のような小さの物質は「量子力学」という物理
68

「生活の中の熱とエネルギー」コラム集
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。オーストリアのシュレディ
ンガー（Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger, 1887~1961）とドイツのハイゼンベルク（Werner
Karl Heisenberg, 1901~1976）によって独立に提案されたものです（図 94.3）。二人の提案したもの
は，一見すると全く別の数学の形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 95： プランクと黒体放射の式.
量子力学の発見のきっかけを与えたのは，ドイツのプランク
（Max Karl Ernst Ludwig Planck, 1858~1947）（図 95.1）という物理
学者の研究がきっかけになった光量子仮説です。19 世紀後半，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（図 95.2）。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

図 95.1 プランク

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，

図 95.2 黒体放射の光の強度の波長依存
性（発光スペクトル）。

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「光電効果」を説明するために，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いう「光量子仮説」がそれです。
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 94.3）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 96： 蛍光と燐光
蛍光というのは，コラム 94 の図 94.2 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 2 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。
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りんこう

蛍光に似た現象に燐光があります。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 97： 固体中には「エネルギーバンド」ができている
原子の核外電子が飛び飛びの値をとることをのべました。固体の中ではどうなのでしょうか。
固体は，原子が蜜に集まっています。そこで固体では少し様子が違ってくるのです。
原子の中では，電子のとり得るエネルギーの値は飛び飛びであるということを述べました。も
一つの性質として電子は軌道に一つずつしか存在できないということです。厳密にいうと電子は
「スピン」とよばれる磁石の性質をもっています。スピンが上向きと下向きという 2 つの状態を
とるこどできます。これを入れると一つの軌道に 2 つの電子が存在することになります。これの
ような性質を「パウリの排他原理」といいます。
固体中では原子が並んでいま
原子

す。そうすると，原子の周りの原
パウリは排他原理の影響もある
ので，とびとびだった原子の周

エネルギー

子の軌道は互いに干渉します。

伝導帯
（電子空いている)
エネルギー準位

Eg: バンドギャップ

りの電子のエネルギーは，原子

充満帯
（電子詰まっている）

ごとに少しずつエネルギーがず
れることになります。その結果，

固体
(大部屋)

一個の原子
(指定席or個室)

図 97.1 のように取りうるエネル

取り得るエネルギーが飛び飛びの
帯状
= エネルギーバンド

ギーが「バンド構造」といわれる
帯状になります。電子が存在し

禁制帯（電子が存
在できない)

図 97.1 原子のエネルギー準位と固体中のエネルギーバンド。

える帯状の領域をエネルギーバ
ンドといいます。バンド間のエネルギーは幅を「バンドギャプ」または「エネルギーギャップ」
といいます。
このバンド構造の違いが絶縁体，金属，半導体で違うのです（コラム 98）。

コラム 98： 金属・絶縁体・半導体の違い
コラム 97 で述べたように固
体中の電子は「バンド構造」をと
っています（図 97.1）。エネルギ

伝導帯
バンドギャップ

伝導帯

ーバンドには，電子が詰まった
ものと，詰まっていないものが

バンドギャップ
バンドギャップ
伝導帯

バンドギャップ

バンドギャップ

バンドギャップ

あります。詰まったエネルギー
バンドは「充満帯」といいます。
詰まっていないバンドは伝導帯

充満帯

充満帯

金属

絶縁体

といいます。充満帯の電子は電

伝導帯に部分的に
電子が存在

場がかかっても動きません。し

⇒ 電子が動き得る

かし，エネルギー帯に電子が部

伝導帯が空

充満帯

半導体
絶縁体と同様だが
バンドギャップが狭い

図 98.1 金属，絶縁体，半導体のバンド構造の違い。

分的に詰まった状態ですと，電
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場をかけると電子が動きます。
これが，金属です（図 98.1）。絶

伝導帯

電子

伝導帯
アクセプター準位

縁体は充満帯の上の伝導帯が空
になっています（図 98.1）。この
状態でバンドギャップが狭いも
のを「半導体」といいます（図
98.1）。半導体では，温度が高く
なると，充満帯の電子の一部が
伝導 帯に上がる ことができま

ドナー準位
充満帯

充満帯

n型半導体

電子

正孔

p型半導体

図 98.2 半導体にドープした不純物のエネルギー準位とエネル
ギーバンド。

す。
半導体に不純物をごくわずか含ませる（ドーブするといいます）と，バンドギャップ間にエネ
ルギー準位ができます。例えば，4 個の結合の手をもつシリコンの半導体にリン（元素記号 P）の
ような結合の手を 5 つもつ不純物をドープすると，余った電子が半導体中を動こうとします。電
子は負（英語で negarive）なので neative の頭文字をとって n 型半導体といいます。n 型半導体で
は不純物によるエネルギー準位が図 98.2 のよう伝導帯の近くでできます。n 型の不純物準位は伝
導帯の近くなので容易に伝導帯に上がることができます。伝導帯に上った電子は電気伝導に寄与
することができます。電気伝導に寄与する電子を供給するので，ドナー準位といいます。トナー
（door）というのは，臓器提供者をドナーというように贈与する，与えるものという意味がありま
す。
一方，3 本の手をもったホウ素（元素記号 B）をドープすると，結合の手が足りなくなった，電
子が足りない泡のようなものができます。これを正孔（ホール）といいます。この場合の不純物
準 位 は 図 のよ う に 充 満帯 の す ぐ 上に で き ま す（ 図
98.2）。充満帯に近いから容易に充満帯の電子が上がり

不透明物質

ます。不純物準位に上がった後に充満帯に穴ができま

伝導帯

す。これが，正孔（電子の孔）で，あたかも水の中の泡

光

透明物質
伝導帯
伝導帯に励起
できない

のように動くことができます。この時の不純物準位は
電子を受け入れるためにアクセプター準位といいま

充満帯

充満帯

光子のエネルギー
＜ バンドギャップ

す。

光子のエネルギー
＞ バンドギャップ

図 99.1 不透明物質と透明物質の違。

コラム 99： 透明な物体は何で透明なの?
ガラスなどは透明です。食塩や水晶（石英）などの
結晶も透明です。バンドギャップエネルギーよりも光
子エネルギーが大きい光がくると，充満帯の電子は励
起されて，伝導帯に移ります。この時，この光子は吸
収されます。しかし，バンドギャップよりも光子エネ
ルギーが小さい光が来ても吸収されず，透過すること
になります。このように透明な物質のバンドギャップ
エネルギーは，目に見える最短の波長の光子エネルギ

伝導帯

金属光沢

光

金属の場合は，伝導帯が一部分だけつまっています。
光子のエネルギーを受けて伝導帯内で励起した場合
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伝導帯
光

充満帯

光電効果

光

伝導帯に励起
できない
充満帯

光子のエネルギー
充満帯
＜ バンドギャップ

光子のエネルギー
充満帯
＞ バンドギャップ

伝導帯の中で電子が励起

伝導帯から電子が飛び出す

図 98.1 不透明物質と透明物質の違。
すぐに戻る

ーよりも大きいのです（図 98.1）。

透明物質

不透明物質

金属外に電子が飛び出す

光を反射

図 99.2 金属光沢と光電効果の説明。

「生活の中の熱とエネルギー」コラム集
は，すぐにもとに戻ることができ，同じエネルギーの光子を再度放出します。そのため光を反射
して，金属光沢を示すことになります（図 98.2）。金属に当たる光のエネルギーが電子と伝導帯の
上部のエネルギーとののエネルギー差も大きい時は，電子が金属から飛び出します。この現象を
「光電効果」といいます（図 98.2）。

コラム 100： LED と太陽電池の原理
1) 半導体
LED は発光ダイオードとよばれますが，その原理を
簡単にまとめてみましょう。私たちの身の回りには，

金属
価電子が金属中を動きまわる

様々な固体があります。大きく分けると電気を通す金
属と電子を通さない絶縁体があります。原子は原子核

= 自由電子

絶縁体・半導体

の周りに電子が回っています。それらのうち，一部は

原子
価電子を出し合って結合

化学結合に関係するもので，
「価電子」とよばれます（図
100.1）。例えば，原子が結合して，分子になるときに

価電子
･･･ 化学結合に寄与
電子

は，電子を出し合って安定することによって，分子が
つい

できます。電子が対 になると安定になります。この時，
出したりもらったりできる原子の数が決まっていて，
あたかも結合の手があるように考えることができるの

原子核

図 100.1 金属，絶縁体，半導体

です。炭素やケイ素だと 4 本の手が，酸素は 2 本の手があるといつた具合です。このような結合
を共有結合といいます。金属の場合は，少し事情が違います。結合に関わる価電子の一部が金属
内を自由に動き回れるのです。そのため，電気を流すことができるのです（図 100.1）。
絶縁体の場合は，自由電子はありません。共有結合によって結びついているのです。半導体の
場合も基本的には，絶縁体と同じです。ただ，電気を少し通し，温度が高くなると電気抵抗が小
さくなる性質を持っています。
半導体の中に少し不純物を入れた場合を考えてみましょう。例えば，電子デバイスで使われて
いるシリコンの半導体を例に考えましょう。シリコン
の原子は 4 本の結合の手を持っています。これに，5 つ
の手を持ったリン（P）や 3 本の結合の手をもったホウ
素（B）をごく少量均質に混ぜます。このようにごく少
量均質に混ぜることを「ドープ」といいます。

半導体に極微量の不純物を混ぜる（ドープする）
⇒ 電気を通すようになる

p型半導体

n型半導体

正孔
（ホール）

電子

どちらも全体では
ブラスマイナスゼロ

リンのように 5 つの手をもった不純物を 4 本の手をも
った原子からできている固体の中に入れると，不純物
の 5 つの結合の手のうち，4 つは Si の 4 つの結合の手
をつなぐことができるのですが，5 つ目の電子は，Si と

価電子数: 不純物＞半導体
余分の電子が動きまわる
⇒ 電流が流れる

価電子数: 不純物＜半導体
電子の孔（正孔）
⇒ 泡のように動きまわる
⇒ 電流が流れる

図 100.2 n 型半導体と p 型半導体

結合する手になることでできません（図 100.2）。その
ため，電子が 1 つ分余ってしまいます。その電子は金属の自由電子と同じように半導体中を動き
回ることができます。このように電子が動き回るように半導体を電子が負の電荷を運ぶので，負
（マイナス）の意味の negative の頭文字をとって，n 型半導体とよびます。
一方，ホウ素のように 3 つの手をもった不純物を 4 本の手をもった原子からできている固体の
中に入れると，電子 1 つ分たりません。そのため，他のところから借りてきます。貸したところ
は，ちょうど水の中の泡のような振る舞いをします。重力があるとき，泡は上に方にうごくとの
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同じで，この泡は電子をかけると電子とは逆の方向に動いてしまいます。あたかも，正の電荷を
もった粒子のように動くので，正孔とよびます。このような半導体は，正（プラス）の電荷をも
った正孔が動くので，正（プラス）の意味の positive の頭文字をとって p 型半導体とよびます。
2) pn 接合とダイオード
p 型半導体と n 型半導体を貼りあわせてみましょう。

（電子と正孔が混合）

ことを「pn 接合」といいます（図 100.3）。pn 接合され

電子

た素子を「ダイオード」といいます。n 型半導体の中に

空乏層

p型半導体
正孔 ホ(ール

このように，p 型半導体と n 型半導体を貼り合わせる

n型半導体

消滅

は，動くことができる電子があります。一方，p 型半導

)

型半導体の中の電子は p 型半導体の方に拡散します。
正孔というのは，水の中の泡のようなものですので。

電子
の流れ

電気の帯び方

体の中には正孔があります。両者を貼り合わせると，n

電気の流れに寄与する電子も正孔も間のところでなく

正孔
の流れ
電流

なります。このような中間の部分で電子も正孔も無い
ところを空乏層といいます。空乏層は，限りなくでき

図 100.3 pn 接合とダイオードの仕組

るかというとそうはいきません。n 型，p 型といって
も，動くことができる電子または正孔があるというだけで，全体では電荷はプラスマイナスゼロ
になっています。それが，拡散すると，n 型半導体側の空乏層はプラスの電気を p 型半導体側の空
乏層はマイナスの電気を帯びるようになっています（図 100.3）。この電荷の偏りによって，それ
以上拡散しないようにバランスがとられます。この電荷の偏りが大切なのです。図 100.3 のよう
に電子，ホールが空乏層に向かう方法に流そうとすると流れます。しかし，逆に動かそうとする
と空乏層が帯びている電気の影響で追い返されてしまいます。したがって，ダイオードは一方向
に電気を流すことができるという性質があります。この性質を利用して交流を直流にする（「整流」
という）ことができます。
pn 接合を使って，三極真空管とどうよう増幅の働きをすることができるトランジスタが作られ
ました。さらに，一つの小さなチップの中にトランジスタやダイオードなどを組み合わせた大規
模集積回路（LSI; large scale integrated circuit）が作られるようになりました。そのおかげで，コン
ピュータやスマホがつくられるようになりました。
（電子と正孔が混合） 光

3) 発光ダイオード

p型半導体

電子

いります。そうすると，空乏層とホールがくっつきま

空乏層

正孔 ホ(ール

ダイオードに電流を流すと電子と正孔が空乏層には

n型半導体

す。このとき，電子と空孔はそれぞれ原子の周りの電
子が持っているように半導体と不純物の種類によって

)

ギー差に相当するエネルギーをもった光子を発します
（図 100.4）。これが発光ダイオードの原理です。電子，

電気の帯び方

決まる一定のエネルギーを持っています。そのエネル

電流

空孔のエネルギーは半導体の材質によって決まるた
め，その材質を創りだすのに苦労したのです。
図 100.4 発光ダイオードの仕組
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4) 太陽光発電の原理
さて，発光ダイオードでは電流を流したとき，空乏
（電子と正孔が混合） 光

層で電子と正孔がくっつくときに，光を発します。逆

空乏層

n型半導体

p型半導体

電子

正孔

に空乏層に光を当てるとどうなるでしょうか。原子に
光を当てたとき，電子の周りの電子は高いエネルギー
の状態にあがりました。空乏層に光を当てたときには，
光のエネルギーを吸収すると電子と正孔の対ができま

電気の帯び方

す（図 100.5）。このときも，電子と正孔のエネルギー
電子の流れ

差に相当するエネルギーをもった光を当てる必要があ
ります。空乏層では，図 100.5 のように空乏層の n 型

正孔の流れ
電流

側の部分は，ブラスの電気を帯びているので，電子が
引っ張られ，空乏層の p 型の部分はマイナスの電気を
帯びているので，正孔が引っ張られます。そのため，
図 100.5 太陽光発電の仕組

光を当てたダイオードから電流が流れるようになりま
す。実際に，LED を使って発電をしてみましょう。

コラム 101： LED の歴史
2014 年（平成 26 年）のノーベル物理学賞は，LED を

表 101.1 LED の発明。

発明した赤崎勇教授，天野浩教授，中村修二教授の三人

色

発明年

成分

の日本人が受賞しました。青色発光ダイオードが重要

赤

1962

GaAsＰ，GaP

だったのは，これによって白色の LED が可能になった

緑

1968

GaP

からです。

黄

19７2

GaAsP

橙

198５

AlGalnP

青

19９3

GalnN/AIGaN

緑

1995

GalnN

白

19９6

青色 LED＋黄色蛍光体

表 101.1 に，各色の LED の発明の歴史を示します。
赤色発光ダイオードは，1962 年に発明されています。
1960 年代に緑色の発光ダイオードが発明されていま
す。赤色と緑色は元東北大総長の西澤潤一氏によって

発明されたものです。しかし，この緑色は，三原色で色を再現するには不十分でした。純粋の緑
色の発光ダイオードが発明されたのは，1995 年のことです。青色発光ダイオードが 1993 年です
ので，その後のことです。青と緑が出揃ったことによって，三原色を組み合わせて，白色の発光
ダイオードをつくることが可能になったのです。1995 年に白色の発光ダイオードが発明されます。
これは，青色発光ダイオードを蛍光体に当てて，白色にしたのです。現在は，この方式が主流に
なっています。ちょうど，蛍光灯は水銀灯の紫外線を蛍光
灯にあてて，あかりにしているのに似ていますね。このよ
うに，新しいものが発明された時には，以前あるものにど
こか似ていることがあることも多いのです。
発想する力をつけるためには，日頃からどこが同じで，
何がちがうのか，様々なことを比較して，自分で考える習
慣をつけていくことが大切だと思います。
バソコン画面

コラム 102： 三原色
白色光をつくるためには，いろいろな光を組み合わせて
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図 102.1 パソコンディスフレイと
印刷の顕微鏡写真。
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白色をつくることが大切です。光の三原色というのをご存
知でしょう。カラー印刷やカラーテレビは，光の三原色を
組み合わせてつくります。USB でパソコンにつないで，拡
大表示できる顕微鏡が数千円から数万円で買えるので，実
験してみるとよいでしょう（実験 58）。パソコンの白い画
面をみると，赤，緑，青の三原色からなっています（図
102.1）。カラー印刷したものは，シアン，マゼンタ，イエ

図 102.2 色の足し算（加法混色）
と引き算（減法混色）。

ローの 3 原色からなっています（図 102.1）。パソコンやテ
レビでは，それぞれの色を足しあわせてものです。このよ
か ほ う こ ん しょく

うな色の再現方法を加法混 色 または色の足し算といいま
す（図 102.2）。絵の具や印刷では，光が出るのではなく，
インクや絵の具が光を吸収します。吸収されずに残った光
が反射して色が見えるのです。この場合は，光が吸収され
げんぽうこんしょく

て残ったものを使うので，減 法 混 色 または色の引き算と
よびます（図 102.2）。
この原理があるおかげで様々な色を比較的簡単に再現す

図 102.3 ズーム機能のついた懐中
電灯とセロハンでの三原色の実験

ることができるのです。加法混色の実験は，簡単にするこ
とができます。ズーム機能がついた懐中電灯三個と RGB（赤・緑・青）のセロハン紙を使い，図
102.3 のように白い紙に投影して再現することが可能です（実験 56）。小学校 6 年生向けの出前授
業で実施しましたが，児童たちは簡単に中央の白色を再現していました。減法混色については，
絵の具を用いたり，CYM のセロハン紙と OHP を用いたりして実演できます。残念ながら，最近
は，OHP があまり使えないのが残念です。OHP がない場合は，ライトボックスにセロハン紙をの
せて，書画カメラで投影すればよいでしょう（実験 57）。
三原色については，美術では習いますが，理科では習いません。それはなぜなでしょうか？よ
くわかりませんが，単純な物理の問題として説明しにくいからかもしれません。三原色で，色を
再現できるは，単純に目の構造がそうなっているからです。目の画像がうつる網膜には，光を感
すいたい

じる細胞があります（図 102.4）。明るい光に対しては，「錐 体 」とよばれる細胞が，暗いときに
かんたい

は，
「桿 体 」よばれる細胞が光を感知します。桿体
は色を感じませんが，錐体は RGB それぞれに対応

水晶体

網膜

する三種類のものがあり，色を識別します（図

桿体（暗視）

102.4）。このように，三原色は人間の体の仕組みに

錐体（緑）

硝子体

桿体（暗視）

関係しているのです。ですから，デジカメもビデオ
カメラも同様に三原色からなっている撮像素子を
つくれば人間にとって自然な色が再現できるので
す。

錐体（赤）

錐体（青）
角膜

視神経

図 102.4 目の構造と色を感じる細胞錐体と暗視
細胞である錐体

コラム 103： 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。その日の気分に応じて，心を癒やす景色をその日の気分に応じて壁に表示す
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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 104： 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ました。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（図 104.1）。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

図 104.1 レバノンの国旗

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 105： 産業の変遷と求められる能力の変遷
産業構造ついてには産業革命以前は第一次産業中心だったのが，次第に第二次産業に，さらに
第三次産業中心に移行してきました。このことは「ペティー・クラークの法則」とよはれ 17 世紀
にイギリスの医師、測量家、経済学者であるサー・ウィリアム・ペティ（Sir William Petty; 1623 年
1687 年）の「政治算術」の中の記述をもとにイギリス出身の経済学者コーリン・グラント・クラ
ーク（Colin Grant Clark; 1905 年～1989 年）が 1941 年に「ペティーの法則」現在「コーリン・クラ
ークの産業分類」とともに発表したものです。産業分類についてはご承知と思いますが，
第一次産業： 「農業」「林業」「水産業」などの狩猟採集を中心としたもの。
第二次産業： 「製造業」「建設業」などの工業生産、加工業。
第三次産業： 「情報通信業」
「金融業」
「運輸業」
「販売業」などの対人サービス業，非物質的
な生産業、配分業。
をいいます。現在の日本では，総務省が「日本産業分類」を制定しています。産業構造の変化に
対応してしばしば改訂されています。詳しくは総務省のホームページを御覧ください。
http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/index.htm
最近では，第三次産業の中で，情報産業，医療産業，教育サービス産業などの知識集約な産業
を第四次産業いうこともあります。さらに，一般的ではないかもしれませんが第三次産業から第
五次産業に分けている意見もあるようです （反町勝夫，法律文化 2003 年 8 月 http://www.lec-jp.com/hbunka/invitation/kabushikigaisya_pdf/06_voice.pdf）。この意見では，第三次産業はものの移動保管，第四次
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産業は情報を商品とするもの，第五次産業は創造情報を扱うものとしています。また，最近農業

や水産業などの第一次産業が食品加工・流通販売にも業務展開している経営形態を第六次
産業とよぶこともあります。ここで，第六次というのは，第一次，第二次，第三次の 1 と 2 と 3
を足したものが 6 であることによるものです（農林水産政策研究所「6 次産業化の論理と展開方向 ―バリ
ュ ー チ ェ ー ン の 構 築 と イ ノ ベ ー シ ョ ン の 促 進 」（ 2015 ） http://www.maff.go.jp/primaff/koho/seika/
project/26rokujika_02.html）
。

さて，産業革命が起こって羊毛を原料とする繊維産業がさかんになると，イギリスの大規模な
地主は農民を追いやって，農地を放牧地にしたそうです。農地を追われた人たちが工場労働者と
なりましたが，当初の労働環境，待遇はとてもひどいものだったそうです。それを改善するため
に労働組合ができたり，政治的にも配したりして労働環境が変わってきました。そのような制度，
施策による効果と同時に，第二次産業の発展もあって工場労働者の待遇はどんどんよくなってき
ました。その結果，多くの人たちが経済的によりよい生活をできるようになってきました。日本
でも，戦後の製造業の発展にともなって，農業から第二次産業に転じる人が多くなるとともに，
経済的にも安定してきました。
しかし，日本では経済を第二次産業の発展に頼ることができる期間は限られたものでした。そ
れが，明らかになってきたのは，1990 年のいわゆる「ベルリンの壁の崩壊」以降です。実は，そ
の前に社会変化の兆候があったのではないかと思います。
「ベルリンの壁の崩壊」というのは，い
わゆる「東西冷戦」の終結です。20 世紀は第一次世界大戦，第二次世界大戦のあと東西の対立と
ともに，東西対決の朝鮮戦争，ベトナム戦争があり，その後も米ソで宇宙競争，軍拡競争などに
よって，ある意味で戦争が牽引して生産を増やしてきたのです。特に戦後日本は，自らは戦争に
参加することなく，冷戦を含む広い意味での戦争による経済の恩恵をものすごく受けてきたので
す。それが，なくなったのは，1990 年以降のことです。奇しくも，この時期は日本が昭和から平
成になった時期に一致しています。平成の文字が示す通り，経済生長が平になったのです。証券
会社の倒産などもありましたが，経済の変化を象徴するできごとが「リーンショック」だったか
と思います。これから変わってくると思いますが，アメリカでいわゆる「マネーゲーム」で儲け
た金持ちが貧富の差を増大します。
よく言われるのは，それまで貧富の差が極端に広がらず，労働者の収入が増えてきたのは，社
会主義化を恐れて様々な施策をしてきたからという説があります。しかし，果たしてそうでしょ
うか。私は，もっと構造的なことがあったのではないかと思います。確かに従業員の待遇をあげ
ていったのは，そのような面もあったかもしれません。しかし，
「ない袖は振れない」という言葉
があるように，給料を支払うだけの収益がなければ充分な給料を支払うことはできません。充分
な給料を払えたとしても，はたらき先が充分なければ多くの人が良い生活はできません。
経済が発展して，それが多くの民衆に恩恵を及ぼしたのは，多くの人手が必要な第二次産業が
発展してきたからではないでしょうか。日本では戦後すぐは，ものが絶対的に少なかったのです。
そのため，ものを作れば売れるという時期がありました。その後，朝鮮戦争をきっかけに「戦争
特需」で高度生長が始まります。その後，ベトナム戦争が起こるとともに，欧米との経済格差，
賃金格差のおかげで，輸出でも受けることができます。もちろんそのためのアメリカなどの反発
などによる貿易摩擦もありましたが，賃金格差のある間は経済的恩恵を受けています。しかし，
賃金格差は次第に埋められてきます。その間日本は工業製品の品質向上に努めてきて，工業での
優位に立ちます。1960 年頃は Made in Japan というと値段は安いけれど粗悪品の象徴と思われてき
ましたが，1970 年代から高品質に転じてきます。私が 4～5 歳の時に日本のファスナーと違って，
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アメリカのファスナーはしっかりしていて，壊れにくいと父が言っていたのを記憶しています。
それが，私が 20 代の頃（1980 年頃）には，世界中で日本のメーカーのファスナーを使うようにな
りました。
私が 30 代の頃（1980 年後半）には半導体は「産業の米」といわれ日本経済を牽引した時期もあ
りました。しかし，次第に新興国に追い上げられてきます。これらの経済発展を推進したのは，
最初は「物資の絶対的不足による需要」，次には「経済格差」，さらに「技術格差」を利用している
のです。
現在「格差」という言葉は無条件に悪だという文脈で語られます。その一方で，格差があるこ
とによって，経済発展などがあったことも事実です。熱機関が動くためには温度差が必要なよう
に，経済格差があり，それを埋める過程で経済発展が進むということも事実です。格差を埋める
過程では，経済が発展し多くの人が幸せに感じるでしょう。それは，格差を埋める過程で経済が
より良くなる方向で動くからです。より良くなるというのは，この場合経済的な面でより豊かに
なるということです。例えば，ものが無い国にものを売ろうとすると生産が増えてきます。その
ために，はたらくための仕事は増えていきます。しかし，そのうちだんだん売れなくなってきま
す。そうすると，今まで貧しかった国の人たちの安い人件費で生産しようとするので，生産が海
外にシフトしていきます。日本もそのような意味での経済格差で生長してきました。しかし，日
本の経済が発展していくと，日本の人件費が高くなり，海外に移動していきます。日本から中国
へと移動し，中国の人件費が高くなって行くとさらに東南アジアに移動するというような形で生
産拠点が移動していきます。やがて，それらの国も発展するでしょう。そうすると，経済格差に
よる経済牽引の力が働かなくなってしまうのです。
経済発展を続けているときには，先に述べたようにだれでも幸せに感じます。国の政策に対し
ても，色々な立場の人が寛大です。ですから，多数決でものが決めやすかったのです。最近イギ
リスの EU 離脱の国民投票の問題，タイやトルコの軍事クーデター，アメリカ大統領選でのトラ
ンプ旋風なども民主主義の不具合が出てきたように見えますが，これまで幸い経済的に発展して
きましたか，それが破綻すると戦争が起きるという事態でなんとか切り抜けてきたというのが，
実態ではないでしょうか。戦争が起きると国民の意志が一致するだけではなく，大量消費によっ
て経済が回る効果もあるからです。しかし，現在はあまりにも資源の利用，生産の世界分散によ
る経済的相互依存のおかげで従来の意味（戦時国際法の定めるように意味での）国家間の戦争は
きわめて起きにくくなっています。戦争というのは，国際法に基づいた概念によるものです。国
際法は 17 世紀に 30 年間続いたカトリックとプロテスタントの戦争を終わらせるために締結され
たウェストアーレン条約（1649 年）に基づいています。戦争が起こった場合，どちらかの国と貿
易をしただけで，そちら側の国とみなされています。したがって，国際貿易の依存度が大きい現
在，国際法的な意味での戦争ができにくくなっています。代わりに，テロや国家以外の国との武
力衝突（専門用語で非対称戦）が起きるようになってきています。戦争はもちろんいいことでは
ありません。ただし，国と国との利害の衝突からこれまで起こってきました。これからの時代，
善悪の判断ではなく，経済的なしくみなどで武力衝突が起きないようにしていくことが肝心では
ないかと思っています。
今は，日本では特殊な部品や装置産業などは残っていますが，多くの労働力を吸収できるほど
ではありません。米国ももっと深刻な状況になってくるでしょう。それにともない，先進国では
製造業から第三次産業に労働人口の移動がおこってきました。
これでみんなが幸せになれるかというと，そうとはかぎりません。資源や製品の生産が少ない
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状態で，消費者がお金を回しあっているだけでは経済状態が充分よくならないからです。熱力学
でエネルギーの無駄があるように，どこからか供給していかなければ経済が発展しないからです。
同時に，そうなるとものが安くならないと売れなくなります。これによって，デフレが起きるの
です。保育や介護に関わる人材が必要とされるのに，それらの仕事に従事したがる人が少ない状
態です。その原因の一つは仕事のきつさに比べて報酬が低いことです。一方，そのサービスの恩
恵を受ける人はそれを充分負担できるほど経済的に余裕があるわけではありません。もし，待遇
を上げるのでしたらどこからから資金を補給しなければいけません。それが税金であるにしても，
だれが負担するのか。広く浅く負担してそれでまかなえるのか。さらに，福祉関係の仕事は肉体
的にきついだけではなく，精神的にきついことや，人の嫌がる仕事がたくさんあります。それを
どのように支えていくのか，それらを考えないといけないでしょう。
大きな経済発展が起きている時は，ほとんどの人にとって希望が持てます。その中で，社会政
策も経済的な余裕を背景に発展させることも可能でしょう。しかし，経済的に「飽和」した世の
中になったらどのようにするのか，新たな知恵が必要になってくるでしょう。その一つの解とし
て，「シエリング社会」と「社会政策のトリアージ」が考えられると思っています。「シェアリン
グ社会」とは聞き慣れない概念だと思いますが，要するに複数の仕事，仕事とプライベートを個
人内，個人買いでわけあったり，資産や設備などを分け合ったりすることによって限られた経済
状況の中で世の中をまわすということです（コラム 167）。社会政策のトリアージというのは，ま
んべんなく福祉政策などの政策などを行うではなく，限られた資源の中で必要度に応じて有効な
施策をしていくことです。この中には，
「シェアリングシステム」を用いた人材の有効活用も含ま
れます。政策のトリアージには，多数決にかわって，だれでも直感的にもわかりやすく，納得し
易い指標を導入する必要があるのではないでしょうか。
有名なフローレンス・ナイチンゲール（Florence Nightingale; 1820～1910）はクリミア戦争に志
願して従軍し，傷病兵の看護にあたったことで有名です。彼女のそれよりも，大きな功績は，戦
争による死者は傷そのものよりも，その後の感染症によるものが多く，衛生の改善が必要である
ことを統計データに基づく示し，
「鳥のとさか」とよばれる独自の円グラフを工夫してイギリス議
会を説得したことです。このような，統計的な事実証拠を独自に工夫した視覚的な表現で社会を
動かしたことが大きな功績なのです。このような統計データなどをわかりやすく示すことによっ
て，合意形成する指標を工夫することも必要でしょう。
多数決による民主主義は，経済成長時には良い方法かもしれませんが，それには限界があるの
ではないかと思います。社会主義は生活レベルの底上げはできるかもしれませんが，本当の意味
での人間の幸せにつながるかというと疑問です。実際には，社会主義国で餓死や処刑による死者
が多かったという事実もありますので，底上げという面でも怪しいものかもしれません。ある意
味で，社会主義は「パターナリズム」ということができます。パターナリズムというのは，父親
が子どもに対して，良かれと思ってやるように，能力がある人人々のために何かをするというこ
とです。ある意味で独善的になりやすく，指導者によっては独善が独裁になり，さらには本来の
理念に反して民衆を抑圧したり，反対者を弾圧したりするといことになりかねない問題がありま
す。スターリン，毛沢東，ポルポトなどの例を考えればよくわかるでしょう。
一方，民主主義は，
「リベラルアーツ」
（自由になるための学問）という言葉が象徴するように，
基本的には「知的に強い人が勝つ制度」ではないかと思います。但し，経済生長過程にあっては，
多くの人がおこぼれに預かるので，不満が出にくいだけではないのではないかと思います。ある
意味で，これからは多数決ではなく，必要度の高いところ，緊急度の高いところ，深刻度の大き
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いところからから社会問題を解決でき，多くの人びとが「（精神的な意味で）幸せになれる」社会
を目指せないでしょうか。そのためには，ナイチンゲールが統計データを独自のグラフで表して
議会を説得したように，納得できる提示の仕方を考案する必要があるのではないかと思っていま
す。今，どのような方法があるかわかりませんが，今後このことについて考え続けていきたいと
思っています。ただ，できるだけすべての人が幸せになるという意味で，
「民主主義」かせ「民本
主義」に進化・転回する必要があるものと思っています。ここでいう民本主義というのは，大正
時代に吉野作造が Democracy の訳語として用いたとされるものではなく，すべての人々の幸せに
つなげる政治形態のことだと思っています。
産業構造の違いによって，仕事に求められる能力が違ってきました。21 世紀に入って 15 年間
で減少してきた職種の第一位は「農業」，第二位は「会計」，第三位は「法人・団体の管理的職種」
だそうです（許斐健太『この 15 年で｢増えた仕事｣｢減った仕事｣は何か』東洋経済オンライン, 2015 年 9 月 4 日）。
法人・団体の管理的職種というのは，民間企業，役所などを含めて社長以下の経営者や課長以上
の管理職をいいます。このことから，少なくとも 2 つのことが言えると思います。
一つは，会計職種は自動化や外注（アウトソーシング化）が進んだことによるものと思います。
昔はそろばんで簿記をやっていたのが，電卓を使うようになり，さらに会計ソフトの導入で人間
の作業の手間が減ってきたのです。最近では，海外を含めて外注する企業も増えています。
一方，
「管理的職種」が減ったのは文字通り管理職が減ったとの考えもできますが，決定権がさ
らに下の職位に移ってきた可能性もあるかと思います。いずれにしても，与えられたことや習っ
たことを正確にできることよりも，ある程度判断力が必要とする仕事が増えてきたのではないで
しょうか。
製造業の従事者が減って，人を相手にする第三次産業の従事者が増えてくると，判断力や対人
力の必要性が増えてくるでしょう。
ある私立の工業大学の教授が「最近は，これまで高卒の人をとっていた職種での採用試験で落
とされてくる」と言っているのを技術者教育関係の学会の会合で耳にしました。よく聞くと，鉄
鋼などの装置産業の運転員の仕事のようです。そのような職種は，昔は工業高校で成績が優秀な
人たちを採用していました。運転員は，非常時の対処するためにプラントの仕組みを全て知って
いなければなりません。さらに，運転管理するために様々な資格試験を受ける必要があります。
まさに，学校で「成績優秀」で，きちんとこなすことができるような人の能力がもとめられ仕事
なのです。一方，大学教育はむしろ，研究や開発など先が見えない仕事をするための能力を意識
した教育を行っているのです。そのため，もともと，求められる能力が違うのだと思います。正
確に物事をこなすこともある程度大切ですが，失敗を恐れずにチャレンジする気持ちなどリスク
をすることができる姿勢も大切です。
ともかく，工場労働にしろ，事務作業にしろ単純労働は減ってきているのです。自動化によっ
て，機械やコンピュータが処理するようになってきたからです。正確さや処理速度，むらのなさ
では機械にかないません。そのような作業人がすることは少なくなってきたのです。一方，第三
次産業が中心になると多かれ，すくなかれ「思考力，判断力，表現力を含む対人力」の必要性が
高くなってきます。
現在 50%の人が大学に進学しています。さらに，専門学校を含めると 8 割程度が高等教育を受
けている時代です。その中で，教育内容ももっと根本的に変える必要があるように思います。か
なり多くの割合の生徒が未消化なまま卒業しているのが実情ではないでしょうか。2021 年から予
定している「大学入学希望者学力評価テスト（仮）」では「思考力・判断力・表現力」を求める問
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題を出すようするとのことです。これの本当の狙いは，高校教育を変えることだという話を聞い
たことがあります。ただし，だれもが同じ能力をつける必要はないはずです。同じようにできな
くても，その能力が大切であることを知ることが大切だと思います。その意味でも学校での評価
を変えていこことも必要でしょう。体力がない人，運動能力が充分でない人に学校で無理に人と
同じ成果を要求しないでしょう。音痴の人が歌をうまく歌えないからといって，不真面目だと叱
る先生はいないでしょう。でも，学習のことについては，できないことがあると不真面目とか努
力が足りないといって，責める先生がいるように思います。理解力，処理パターンは人それぞれ
です。それぞれの特性をある程度配慮した教育が必要ではないでしょうか。いずれにしても，
「民
本主義」を実現するには，個人の能力差を認めた上で精神的な満足度をいかに高めるかといった
観点で様々な立場の人を活性化していくことではないかと思っています。

コラム 106： ナイチンゲールと統計学
フローレンス・ナイチンゲール（Florence Nightingale； 1820~1910）は，戦場の看護師として働
いたことで有名ですが，彼女自身の貢献は，統計学でも大変大きな寄与をしているのです。クリ
ミア戦争での負傷兵の扱いが悲惨であることから，自ら志願して看護婦として従軍したのです。
裕福な家に生まれた彼女が看護婦になるだけでも大変なことでしたが，しかも従軍看護師として
志願したのです。
従軍看護師として，傷病兵を看護するなかで，
負傷兵の多くは傷によるのではなく戦地の病院
の不衛生による感染症によって亡くなっている
ことに気づきます。しかし，言葉で言っても議会
は動いてくれます。そこで，戦場での衛生状態の
改善のために，数々の統計資料を作成し（図
106.1），議会を動かして衛生の改革に大きな役割
を演じています。そのため，統計学の先駆者とし

図 106.1 ナイチンゲールが考案した「鶏の

て大きな貢献をしています。

とさか」と呼ばれる円グラフ

ナイチンケールは看護教育，看護学校の設立，
病院建築などでも大きな貢献をしています。

コラム 107： 熱機関の効率と熱力学第二法則
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）。お湯を流し続けても，さらに縮むことはありません。
この場合，温めることと冷やすことを交互に行うと，蒸
気機関のピストンが動くように往復運動します。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。
こように，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 107.1）。ボイラーで水蒸気をつくり，それでタービ
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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 107.1，107.2）。
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

図 107.2 熱力学第二法則と熱機関

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。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」のように表現します。
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 107.3 「小さなあばれんぼう」と熱
力学第二法則

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 107.3）。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とができるのでしょうか？そ
れを追求することは，人間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 108： カルノーとカルノーサイクル
熱力学を本格的に学んだ人は「カルノーサイクル」というものを聴いたことがあると思います。
熱機関は温度が高い熱源から熱の形でエネルギーをもらって，外部に仕事をし，余った熱を放出
します。
「熱効率」というのは，高温の熱源からもらったエネルギーのうちどのくらいの割合で仕
事をすることができるかという割合です。カルノーサイクルは，理想気体を用いた簡単な熱機関
で，理論的に最大の熱効率を持つ「可逆機関」と呼ばれ理想的な熱機関です。これを考えること
によって，熱力学の第二法則が，言葉だけではなく，数式を用いて表すことができるようになり
ました。熱力学第二法則には，いろいろ表現がありますが，一番わかりやすい表現をすると「も
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らった熱をすべて仕事に変えることはできない」という
ものです。
このカルノーサイクルはフランスのニコラ・レオナー
ル・サディ・カルノー（Nicolas Léonard Sadi Carnot、カ
ルノー, 1796—1832; 図 108.1）によって提案された理想
的な熱機関（可逆機関）です。図 108.2 のように，理想
気体を A→B，C→D の準静的等温変化と B→C，D→A
の準静的断熱変化を組み合わせたもので，熱効率を容易
に計算できる。可逆機関の熱効率はあらゆる熱機関の中
で最大になります。そのため，カルノーサイクルの熱効
率を計算することによって，可逆機関の熱効率を計算す

図 108.1 ニコラ・レオナール・サデ
ィ・カルノー

ることができるのです。
カルノーはフランスのエコル・ポリテクニーク出身で
最初陸軍技術士官として工兵隊にいました。退役後，物
理学と経済の研究に専念しました。1824 年に公刊した
「火の動力，およびこの動力を発生させるのに適した機
関についての考察」の中で，サイクル，可逆変化などの
重要な概念を発表し熱機関について理論的に考察しま
した。彼の結果は，その後エントロピーの導入や熱力学
第二法則の定式化に結びついたのです。その成果は，あ
まり独創的すぎたのとその後否定された熱素説に基づ
いていたため，その真価が評価されたのは，発表から四
半世紀たってからであった。また，彼はコレラのために
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図 108.2 カルノーサイクル

36 歳という若さでなくなっています。コレラで亡くなったため，彼のノートその他はすべて焼却
されてしまったのも，評価が遅れた原因の一つでしょう。

コラム 109： 熱機関から「生き方」を学ぶ？
熱機関が働くには，温度差が必要」です。これは熱力学第二法則の一つの表現になっています。
実は，これは「何もしなければ熱は高温から低温に流れる」というのと同じです。温度が同じに
なった状態を「平衡状態」といいます。平衡状態では，仕事をすることができないのです。この
ことは，人の生き方の参考にもなるのではないでしょうか。何らかの差異とか，変化が様々なこ
との原動力になると考えたらどうでしょうか。
「不安定な状態だ」「失敗した」と考えて落ち込む
よりも，
「不安定だから動くことができる」
「失敗したから立ち直れる」と考えた方が生産的です。
安定した状態では，あまり動きにくいものです。動きにくいというよりも，動く気が起きないと
いったほうがよいかもしれません。定常ではない状態は，物理では「非定常状態」といいます。
「無常」という言葉も同じニュアンスをもつのではないでしょうか。平家物語は「祇園精舎の鐘
の声，諸行無常の響きあり」という有名な文ではじまります。無常というと，世をはかなんで，
世間から逃げたいという気持のように習ったかもしれません。でも，常に変わっていくことだと
積極的に考えると，様々な変化，それによる出会い（縁）によって，人生を積極的に生きていく
指針とはならないでしょうか。
もう一つ熱力学から生き方を学ぶことがあると思います。ヒートポンプの熱効率がよいのは，
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寒い日でも寒い外気から熱をもらい，温かい室内に取り入れていることです。これも，生き方に
活かせないでしょうか。自分よりも，経験が少ないもの，一見能力が低いように感じる人達から
も学ぶ力の大切さです。このような力が，生きていく力になるのではないでしょうか。そのよう
なものから，
「がめつく」さまざまなことを学ぶということが大切ではないかと思います。私は「が
めつい」を時々，「我滅い」と考えてみることがあります。立場を考えて，学ぼうとするよりも，
変な我を捨てて，あらゆることから学ぶ。これを「がめつい」といったらおかしいでしょうか。
単なる言葉の遊びなのでどうでも良いことですが。

コラム 110： 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」といわれます。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
。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
す）
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
に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。大学教員になって，学生に「手は頭のうち」といっていま
した。

コラム 111： 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スターリング（Robert Stirling, 1790~1878）によ
って 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，効率的な熱機関を開発しました。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 112： 冷蔵庫・エアコン・エコキュートの歴史
現在では，冷凍機やヒートポンプを使った冷蔵庫，エアコン，エコキュートが普及しています。
最初の冷蔵庫は 1803 年にアメリカでトマス・ムーアという人が氷を使う冷蔵庫をつくり
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refrigerator と名づけたのがはじまりです。19 世紀中頃以降，さまざまな冷蔵庫がつくられるよう
になりました。1918 年に米国のケルビネータ社によって製造・販売された冷蔵庫が現在の家庭用
冷蔵庫の原型といわれています。国産の冷蔵庫は昭和 5（1930）年に芝浦製作所（現在の東芝）に
よって発売されたものです。当時の物価で小さな家が 1 件建つほどの価格だったそうです。高度
成長時代になると，白黒テレビ，電気洗濯機とともに「新種の神器」とよばれ急速に普及してき
ます。
最初の電気式エアコンの原型は，20 世紀初頭に登場しました。当初は，冷媒としてアンモニア，
クロロメタン，プロパンなどの毒性や可燃性のガスを使用していため，漏れだすと危険でした。
現在のようなエアコンが登場したのは 1930 年頃のことです。1928 年最初のフロンガスであるフ
レオンが商品化されたためエアコンが普及しだしたのです。その後，フロンガスはオゾン層破壊
の原因となるとめに使われなくなりました。最近は，夏季に 35C 以上の猛暑日が続くことがあり
ますので，エアコンは生活に必須なものになってきました。私が子供の頃は 30C を超えると暑い
暑いと行っていましたが，今までは 35C を超えないとそれほど暑く感じなくなってきました。反
面，私の育った関東では冬は水道を流しながら寝ないと凍ったものでした。また，2~3 cm 位の霜
柱を踏んで学校に行き，帰りには霜柱が融けて靴の底に赤土の泥団子につけて帰りました。これ
らのことを考えると，温暖化が進んでいることを肌で感じます。
エコキュートは，最初から二酸化炭素を冷媒に使っています。エコキュートが商品化されたの
は，2001 年のことです。この時，
「エコキュート」の愛称が決まりました。電力会社，給湯器メー
カーが共同で使う愛称です。エコキュートは関西電力の登録商標です。

コラム 113： 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
表 113.1 地球温暖化係数
温室効果ガス
二酸化炭素(CO2)
メタン(CH4)

オゾン層を破
壊しないフロ
ン類

性質

1 代表的な温室効果ガス
23

一酸化二窒素(N2O)
オゾン層を破
壊するフロン
類

地球温暖
化係数

用途，排出源
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
燃える。
の埋め立てなど。

数ある窒素酸化物の中で最も安定した
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。

燃料の燃焼，工業プロセスな
ど。

CFC，
HCFC 類

塩素などを含むオゾン層破壊物質で，
数千から
スプレー，エアコンや冷蔵庫な
同時に強力な温室効果ガス。モントリオ
1 万程度
どの冷媒，半導体洗浄など。
ール議定書で生産や消費を規制。

HFC（ハイドロフル
オロカーボン類）

数百から 塩素がなく，オゾン層を破壊しないフロ
1 万程度 ン。強力な温室効果ガス。

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。

PFC（パーフルオロ
カーボン類）

数千から 炭素とフッ素だけからなるフロン。強力
1 万程度 な温室効果ガス。

半導体の製造プロセスなど。

SF6（六フッ化硫黄）

22200

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。

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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です（表 113.1）。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。しかし，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。

コラム 114： 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。
様々な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。
水力発電は，エネルギー変換効率が 80%と圧倒的に高く，二酸化炭素の排出量が少ないので，
環境に優しいと言えそうですが，小規模の水力発電を除いて現在増やすことは難しいのが現状で
す。
水力発電のエネルギー変換効率は 80%と，他の発電方式とくらべて非常に優れています。
（LNG
複合［コンバインドサイクル］55%，火力蒸気タービン 43%，ガスタービン 35%，原子力 33%，
風力 25%，太陽光 10%，地熱 8%，海洋温度差 3%，バイオマス 1%）と非常に優れたものです（関
西電力の HPhttp：//www.kepco.co.jp/corporate/energy/water_power/shikumi/index.html から引用，元データは「新エネ
ルギー大事典」）
。さらに，水力発電の 1 kWh あたりの二酸化炭素発生量は，すべて設備関係による

もので，11 g と他の発電方式に比べて小さいものです。ちなみに石炭火力 943 g（燃料 864 g，設
備 79g），石油火力 738 g（燃料 695 g，設備 43 g），LNG 火力 599 g（燃料 476 g，123 g），LNG コ
ンバインドサイクル 474 g（燃料 376 g，設備 98 g），太陽光 38 g（以下すべて設備），風力 25 g，
原子力 25 g，地熱 13 g，水力 11 g です（出典関西電力 HP，元データは「原子力・エネルギー図面集」2014）。

コラム 115： 電力の安定供給のための仕組み
電気はごく少量を除いて蓄えられません，そこで電気の生産量と消費量を同じ（同時同量）に
する必要があります。発電量が消費量よりも多いと周波数が上がり，発電量が消費量よりも少な
いと周波数が上がってしまいます。電気は複数の発電所で作られたものがまざっていますので，
周波数が不安定になると困ります。これを制御するために電気の需要を予測しつつ，発電，休止，
待機している発電所を決めて指示するところが必要になります。これは中央発電指令所とよばれ，
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電力会社の中枢にあります。
周波数については，北海道 50 ± 0.3 Hz，東地域（東北・北陸）50 ± 0.2 Hz，中西地域（中部電力
以西）60 ± 0.2 Hz に決められています。北海道の調整目標範囲が他に比べて大きいのは，北海道
は本州と直流でしか連結いないため系統が小さいためです。電圧，電気事業法の施行規則で 101±
6 V，202±20 Ｖとなっています。

コラム 116： 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

図 116.1 モーターで音を聞く。

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 116.1）。
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

図 116.2 ベートーヴェン

と思います。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
こつ

じ かい

耳介

がい じ

外耳

ない じ

内耳
さん はん き かん

三半規管

に伝わるからです。このように，骨を通して音を伝えるのを「骨

じ しょう こつ

耳小骨

でんどう

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

ちゅうじ

中耳

ぜんていしんけい

前庭神経

がい じ どう

外耳道

ヤホンが市販されています。

かぎゅうしんけい

蝸牛神経

ベートーヴェン（Ludwig van Beethoven, 1770～1827）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

こ まく

鼓膜

か ぎゅう
じ かん

耳管

蝸牛

図 116.3 耳の構造。

たのです。図 116.3 に耳の構造を示します。鼓膜耳は外耳，中
じ かい

耳，内耳に分けられます。外耳は耳介と外耳道からなります。それぞれ，空気を伝わった音を集
こ ま く

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
つち こつ

きぬたこつ

あぶみこつ

っています。鼓膜側から槌骨，砧 骨，鐙 骨とよばれています。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。ベートーヴェ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。
かぎゅう

内耳は，蝸牛（中学校・高校では「うずまき管」と教えています。蝸牛とはかたつむりのことです），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
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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。
音が聞こえにくくなったら補聴器を使います。しかし，音の聞こえ方は周波数によって違いま
す。したがって，個人ごとに調整する必要があります。したがって，補聴器は専門店または医療
機関で調整する必要があります。

コラム 117： 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
117.1）
。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

図 117.1 手回し発電機をつかった
釣りゲーム。

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。

コラム 118： 世界最初の発電所・日本最初の発電所
発電所ができたのはいつ頃でしょうか。
世界で発電所はエジソンが 1881 年ニューヨークにつくった火力発電所です。電灯用で使う電気
をつくるためです。直流で送電したために，現在のように高電圧にあげて送電することができま
せんでした。そのため，発電所から離れた場所では電力が低下し，電灯が暗くなってしまいまし
た。交流で高電圧にしてからの送電は 1886 年のことです。水力発電は同じくニューヨークで 1882
年に作られました。
みなみかやばちょう

日本で最初の火力発電所は，明治 20（1887）年東京電燈が東京下町の南茅場 町 につくったもの
です。日本で最初の水力発電所は明治 21（1888）年宮城県の三居沢発電所です。現在は東北電力
の所有ですが，宮城紡績所が自家発電所としてつくったものです。このように，日本は世界でも
早い時期に発電所が建設されています。日本は，世界的に電気技術が発展しはじめた時は，すで
に明治時代でした。そのため，電気技術の発展に関しては世界の中でそれほどハンディキャップ
はなかったものと思います。

コラム 119： 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，飛び出した水蒸気が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。このことを法則
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化したのが，
「熱力学第二法則」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「復水器でせっかく水を温めてつくった水蒸気を水に戻すなん
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。もっともな感想だと思
います。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，工場
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 県分と
同じ発電量があるといわれていました（現在は福岡県の商用発電量程度）。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
というものを用いてイオンを取り除いて（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。実験室では，
栓をひねると純水が出るようになっていました。
私が配属され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。
さらに，フライアッシュとよばれる非常に細かい灰がでます。これをを，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，セメント工場に送
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，

図 119.1 火力発電と水力発電

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
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し，発生した熱い排気で水蒸気をつくりそれで別のタービンを回すという「コンバインドサイク
ル」があります。

コラム 120： 水力発電と揚水発電
水力発電のエネルギー変換効率は 80%と，他の発電方式とくらべて非常に優れています。また，
1 kWh あたりの二酸化炭素排出量は 11 g（火力発電で一番排出量の少ない LNG コンバインドサイ
クルで 474 g，一番排出量の多い石炭火力発電で 943 g）です。非常に効率が良いのですが，夜間
は電力が余っています。その余った電力を利用して，水を高い貯水池にあげて昼間の発電にする
ことができるのが「揚水発電」です。現在のところ，大量の電力を蓄え唯一の方法です。汲み上
げるための電力を 30%使いますが，電力の平滑化につながります。

コラム 121： 電力の有効利用の一案
電力現在，ピーク電力に併せて発電所を建設しています。それば，ピーク電力との差があるか
らです。一日の中でも，図 121.1 のように必要な電力が違いま
す。水力発電などは起動停止が容易なので，電力消費の調整に
使われています。動かさない間は折角の設備が無駄になるので
す。火力発電は，もっともったいない使い方をしています。発
電機を止めることは容易ですが，止めていてもボイラーは動い
ているのです。
発電機を動かしたり，止めたりしているのは出力と需要をあ
わせないと不安定になるからです。そこで，できるだけ夜間と

図 121.1 火力発電と水力発電発電
量の時間変化

昼間で消費電力の差がなくなるようにするために夜間の電力料金を安くしています。しかし，そ
れでもたくさんの無駄ができます。
そこで，電力を一定の量だけ発電できるようにしたらどうでしょうか。余った電力を生産，充
電，物質化などが考えられるのではないでしょうか。例えば電力供給が不安定でも，生産に使え
るものがあれば，電力料金をとびきり安くするというのも必要の方法です。あるいは，水素をつ
くるなどして，それを燃料としたり，場合によっては水素で電気を作ったりして，需要供給のバ
ランスをとったら発電コストもやすくなるだけではなく，環境にも優しくなると思いますが，い
かがでしょうか。このようなシステムを情報システムと組み合わせて，使えば発電量の不安定な
自然エネルギーも有効活用できるのではないかと思いますが，いかがでしょうか。

コラム 122： 加圧水型の原子炉と沸騰水型原子炉
普通の水を使った原子炉を軽水炉といます。
「軽水」
というのは「重水」（原子核が陽子 1 個に中性子から
なる水素）に対する言葉で普通の水のことです。テレ
ビのニュースを見ていると，原子力発電所の外観に違
いがあるにお気づきの方もおられるかと思います。東
京電力などの原子炉の建屋はと四角いのに，関西電力
ではまわりもてっぺんもまるいのに気づかれた方も
多いかと思います。
外観が違うだけではなく，東京電力などは沸騰水型
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表 122 日本の電力会社別軽水炉のタイプ
加圧水型（PWR）
沸騰水型（BWR）
北海道電力
東北電力
関西電力
東京電力
四国電力
中部電力
九州電力
北陸電力
日本原子力発電
中国電力
（敦賀発電所 2 号機）
日本原子力発電
（東海第二発電所，
敦賀発電所 1 号機）
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原子炉（BWR）といって，原子炉内を通った水が直接蒸気となって発電機のタービンを回すのに
対して，関西電力などのタイプは加圧水型原子炉（PWR）といって，原子炉内の水は圧力をかけ
て 300C 以上になっており，その加熱された水で別系統の水を加熱して蒸気にしてタービンを動
かしているのです（電気事業連合会「原子力・エネルギー図面集 2015」参照）。各電力会社の商用原子力
発電所の軽水炉のタイプを表 122 に示します。

コラム 123： 各種放射性同位元素の半減期と原子核の安定性
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（ヨウ素
131 というのが，陽子（53 個）と中性子の数の合計が 131 個ということです）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
定があります。
原子核は講習でも説明したように陽子と中性子からできています（スライド 2-30）。陽子同士
は，正の電荷（電気の値）を持っており，中性子は電荷をもっていません。陽子と中性子の数の
バランスで安定性が決まります。実験的には 3,000 種類の原子核が確認されているといわれてい
ます。これらのうちほとんどの原子核は不安定なものです。安定な原子核は核図表という形でま
とめられています。詳しい解説つきの核図表は次のサイトからダウンロードできます。
（http：//www.rarf.riken.go.jp/pub/enjoy/kakuzu/index.html）。

コラム 124： 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 123）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
されたばかりの原子力の燃料（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。
しかし，ほとんど放射線がないことがわかります。本文で述べたように，原子炉で使われる核燃
料でも，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。
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コラム 125： ホウ素と熱中性子の吸収の仕組み
原子炉の制御棒には，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，
ホウ素の同位体の一つホウ素 10（ホウ素 10 というのが，陽子（5 個）と中性子の数の合計が 10 個というこ
とです）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専門用語で「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 126： 「想定外」とサイエンスコミュニケーション
「サイエンスコミュニケーション」について，調べていたら次のような記述が目につきました。
（渡辺政隆『なぜサイエンスコミュニケーションなのか ―「想定外」を想定するために―』専門日本語研究 13，
15-18（2011））
今回の大震災と原発事故において物議を醸した言辞の一つが「想定外」だった。
原子力工学関係者あるいは津波対策にあたっていた土木関係者，広く工学者にとっての「想定」とは，計画案
と予算の範囲内で設定すべき仕様を意味する。したがって施主や発注者が指定しない仕様は，すべて「想定外」
となりうる。
それに対して，施設の安全性に関してはあらゆる危険を想定した対策を施してあるはずだというのが，一般人
の「常識」であろう。まして原子力発電所のように，いったん事故が起こったならばその影響が広範囲，長期に
及ぶ施設となればなおさらである。
原子力関係者は，事故の起こる確率は低いと強調することで，万が一に事故が起きた場合の被害の深刻さを考
慮しなかったと言われても弁解のしようがない。しかも，業界のジャーゴン（著者注: 仲間内だけで通用する言葉）
である「想定外」を安易に口にした。それが「世間」の猛反発を引き起こすことは「想定外」だったのだ。

まさに，専門家と一般の人との言葉の定義の違いによる意思伝達の溝「コミュニケーションギ
ャップ」によるものです。このようなことは，日常屡々おこることだと思います。仕事で異業種
の人と会話するときやちがうバックグランドを持つ人たちの間でしばしばおこります。責任ある
立場の人が不用意に言ったので問題となったのです。言った方は悪意は無いものと思います。こ
のようなことは，教師と児童・生徒・学生の間にも起こり得ることでしょう。学生が指導したこ
とができないことは，しばしばこちらの伝え方が悪かったり，学生がちがう意味で理解したりと
いうことがあります。授業をやっていて，学生のできが良くなったと感じるとき，よく考えると
指導が良くなったためや，入学してきた学生の質がよかったのではなく，単に伝え方がうまくな
っただけであることに後で気がつくことがあります。しかし，どこが良くなったのか気がつかな
いことも多いのです。それぞれの立場で，仲間内だけで話をしていると，しばしばわかったよう
な気になります。でも，専門外の人に伝わらないこともあります。そのために，専門外の人に伝
えることを通じて，何が本質かわかってくることもあるのです。その一つの例が，この更新講習
です。毎年やるごとに様々なことに気づかされます。そのために，専門家が専門外の人に対して
話をしていくことが大切ではないかと思います。
池上彰氏がさまざまなことをわかりやすく説明できるようになったのは，
「週間子どもニュース」
で，柴田理恵さんと小学生に鍛えられたからだそうです。小学校では，理科が苦手な先生がたく
92

「生活の中の熱とエネルギー」コラム集
さんおられます。そのような方々に対して理科が苦手でわかっていないと嘆くだけではなく，い
ろいろ質問されながらわかりやすい教育方法を作っていけないでしょうか。小学校の教師になる
ような人が理解できないような教え方をしているということは，どこか不自然だとは思いません
か。
偏見かもしれませんが，最近強く思っていることがあります。どの教科もそうですが，その教
科の典型的なやり方（教え方，学び方）で「生き残った」人が指導要領を策定し，教科を教えてい
ることも問題の一つではなかということです。典型的な教え方でわからせようとするだけではな
く，分からない人の発問によって，わかりやすい説明や新たな知見を引き出すということはでき
ないでしょうか。それが，さまざまな意味での発展につながるのではないかと思います。
学問は，さまざまな人がさまざまなことを考えてやっています。でも，他分野の人には情報は
伝わりにくいものです。そこで，その成果を公開することによって，他分野に資することも大切
ではないかと思います。科学という言葉は，
「分科の学」という意味から来ています。でも，実際
の学問は学際的に協力したり，成果を借用したりしながら発達してきました。このことからも，
セクショナリズムを排した開かれた学問が必要になってくることはわかると思います。専門家が
素人に説明するときも，素人に教えて上げるという姿勢ではなく，素人から教わる（教えていた
だく）という姿勢や気持が必要ではないかと思います。

コラム 127： 安全と技術と責任
製造業に勤務すると安全教育や定期的な安全衛生委員会を通じて。安全に対する意識を身につ
けさせられます。製造現場では，危険予知訓練（KYT; Kiken Yochi Training）を行なっています。
これは，KYT 用に作成されている「作業中様子を描いた絵」を見て，その中にどのような危険が
含まれているか話し合い，一番可能性の大きい危険を避けるにはどのようにしたら良いかを決め
る訓練なのです。内容は，日々の作業に関係ない題材を扱うことが多いのです。実際の想定しう
る事故に対する対処法を考えるというよりも，一種の頭の体操です。頭を活性化して，何か起き
たときの判断力を維持することにあります。実際の作業の安全については，マニュアルに記載す
るとともに，定期的に対処訓練を行なっています。さらに，製造装置などに対しては定期的な点
検を行なっています。万が一の事故，怪我や労働疾病を防ぐための保護具の着用も徹底されてい
ます。そのため，労働災害，特に死亡や休業を伴う災害は確実に減ってきています。それでも，
事故は 0 にはなっていません。
安全を求めることは当然ですが，予期せぬ事故や作業時の錯誤は無くなりません。でも，着実
に減っていることは確かです。安全を考える上で重要な法則があります。「ハインリッヒの法則」
というものです。これは，1 つの重大事故の背後には 29 の軽微な事故があり，その背景には 300
の異常が存在するというものです。300 の異常については「ヒヤリハット」とも言われています。
ヒヤリとしたり，ハッとしたりするような出来事のことです。会社に勤務しているとき，小さな
会社に出向してからは事業所の規模の関係で管理・監督職中心になりましたが，出向元の研究所
では定期的に安全衛生委員会の他に交通安全委員会がひらかれ，通勤時の交通事故や違反の防止
に努めていました。その中で，よくヒヤリハットの体験談を報告しあうということがありました。
通勤時の事故は労働災害になりますので，会社として防止に努めるのは当然です。事故を起こし
て，欠勤したり，遅刻したりすると業務に差し障ります。まして，怪我や死亡はなおさらです。
本人・家族だけてはなく，同僚・会社も困ります。そのための交通安全の取り組みは当然でしょ
う。でも，今考えてみると，交通安全のことを考えることによって，KYT（危険予知訓練）と同
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様に，安全意識や安全に導く思考の活性化という目的もあったのではないかと思います。

コラム 128： 臨界と JCO の事故
茨城県東海村の株式会社ジェイ・シー・オー（JCO）で起きた臨界事故についてご存知でしょう
おおあらいまち

か。この事故が発生したのは， 1999 年 9 月 30 日のことでした。茨城県東茨城郡 大 洗 町 にある，
じょうよう

高速増殖炉の実験炉「常 陽 」のための，高濃縮ウランを扱っている際に事故がおきました。
原子力施設では，核分裂物質が一定量以上一カ所に集まらないように厳しく管理されています。
これは，原子力の原理のところで説明したように，一定量以上の核分裂物質が集まると，発生し
た中性子の濃度が高くなり，核分裂が急激に促進されるからです。この核分裂が急速に進みだす
状態を「臨界」といいます。逆にいうと，臨界が生じない少量を扱っている限り，核分裂はおき
ないのです。ですから，核分裂を起こすための燃料の最小単位の「ペレット」とよばれるかたま
り（直径 1 cm，高さ 1 cm 位の円筒形）はは普通の工場でつくられています。もちろん，作業する
ときには放射線の線量計を身につけて被曝していないことを確認するよう厳格に管理しています。
実際にはほとんど放射線はでません。誤解しないで欲しいのですが，一旦核分裂した材料からは
放射線が発生し続けます。したがって，使用済みの燃料棒はイオン等を含まない「純水」の中で
保管します。
事故が起きたのは，核分裂物質を所定量の 7 倍近い量をタンクに入れてしまったためです。こ
れによって，大量の中性子が出ました。この時に，青い光が発生したと伝えられています。この
青い光は発生した放射線によって，空気の酸素やチッ素などの原子が電離して，それから発生し
たそうです。よく，
「チェレンコフ光」とよばれるものと誤解されます。チェレンコフ光というの
は，電気を帯びた粒子光の速さよりも速く動いたときに発生する光です。光は物質中を動くとき
には，真空中よりも遅くなります。このような状態ではチェレンコフ光が発生（チェレンコフ放
射）するのです。チェレンコフ光は使用済み核燃料が入ったプールの中で観測することができま
す。コバルト 60 というコバルトの放射性同位元素から発生する γ 線をサンプルに照射するため
に，放射線照射施設に行きました。γ 線をサンプルに照射する方法は簡単です。6 m 位の深さのプ
ールの底にコバルト 60 の発生源があります。照射したい試料をステンレス製のカプセルに入れ
て，線源近くの所定の位置に鎖で降ろしておくだけです。照射をやめるにはカプセルをプールの
底から引き上げるだけでよいのです。この時部屋を暗くして，青白いチェレンコフ光がでるのを
見せてもらいました。
チェレンコフ光を利用したものに，小柴昌俊博士（1926～）が 2002 年のノーベル賞受賞の理由
となったカミオカンデやそれを発展させ，2015 年に梶田隆彰博士［1059～］のノーベル賞受賞に
つながったニュートリノ振動を観測したスーパーカミオカンデはニュートリノから発するチェレ
ンコフ放射を観察するための巨大な装置です。これらの施設は，電荷を持たない（電気を帯びて
いない）ニュートリノという宇宙からくる素粒子（宇宙線）を観測されるものです。ニュートリ
ノは電荷を持たず，地球をもすり抜けることができます。しかし，これと衝突した電子が出すチ
ェレンコフ光を観測するものです。
さて，話を JCO の事故に話を戻しましょう。問題は，なぜ規定の 7 倍の量を同時に扱っていた
のでしょうか。新聞記事によると次のように記述されています。
「事故を起こした企業は長年にわたって作業効率のために裏マニュアルを使っており，作業員が知識の欠如か
らその裏マニュアルからも逸脱して事故を引き起こした。また，科学技術庁からもろくに立ち入り検査をしなか
った。1992 年 11 月 7 回目の調査以降は，一度もおこなわれてなかった」(『朝日新聞』1999 年 10 月 9 日)。
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科学技術庁には自動化の工程が届けられてしましたが，
「裏マニュアル」ではバケツとスプーンを
使って材料を混ぜることになっていました。実際は，この「裏マニュアル」も守られていません
でした。いくつかの工程を飛ばしたり，自動の過程を手動に切り替えたりしていました。自動装
置では，運べない量の材料を運ぶために手動でおこなっていたのです。
これに対していくつかの問題があるかと思います。一つは，作業者が作業の効率をあげるため
の改善提案として行なっていたことです。改善提案は，多くの製造業で行われています。本来は，
作業の効率や安全性を上げるためのものです。さらに，従業員が工夫することによって，モチベ
ーションを引き出すという効果もあります。そのために，報奨金を出すなどの形で奨励していま
す。しかし，改善には，きちんとした上司の承認と条文な確認をした上でのマニュアル改訂など
をする必要があります。もちろん，責任は提案者ではなく管理者にあります。そこで，気になる
のが JCO はある会社の子会社だったということです。管理者が出向者の場合も多く管理上の問題
もあったのかもしれません。

コラム 129： 放射線の単位： シーベルトとベクレル
ニュースで放射線の単位としてシーベルト [Sv] や
ベクレル [Bq] という単位がよく出てきます。ベクレ
ルというのは，1 つの原子核が 1 秒間に出す放射線の
数です。しかし，人体への影響は放射線の種類によっ

ュールのエネルギーの吸収される放射線量（この単位
をグレイ [Gy] と呼びます）に，放射線の種類に寄って
決まる線量計数と呼ばれるものをかけたものです。線
量計数は，α 線が 20，中性子線が 10，Ｘ線・γ 線・β 線

（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
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図 129.1 放射線の単位

が 1 です。
これは，ちょうどコインの数と金額に例えられます*。図 129.1 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。
*出典： 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 130： お金の単位： ドルと円
前項で，放射線の単位をお金で説明したついでに，お金の単位の話をします。アメリカを中心
にドルが使われています。ドル（doller）という名前は，ドイツで昔使われていた通貨ターラー
（Thaler）が起源といわれています。ドルの起源はメキシコドルと言われています。1 ドルは，銀
貨だったそうです。中国では，18 世紀スペインとその植民地から多量の銀貨が流入しました。1 ド
ル銀貨は円形だったので，それを「銀円」と読んだことが，通貨単位「圓」
（円のもともとの字体）
の始めだと言われています。日本でも，香港で香港ドルが使われたときに，銀貨が丸いことから，
漢字て圓という単位を使いました。中国の単位を真似て，明治のはじめに圓を通過単位としたの
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です。これが，東アジアに使ったのです。日本円ももともとは，ドルだったのです。韓国のウォ
ンも圓の韓国語読みです。中国では，圓の字が煩雑なことから，圓と同じ発音の元をあてました。
中国（中華人民共和国）の人民元の紙幣（人民幣， Renmin Bi［RMB］）に，当初は圓の時が書か
れていました。ちなみに中国の簡化字では，圓は圆と書きます。日本の円に比べると画数が多い
ですよね。中国語では日本円のことを「日元」US ドルのことを「美元」と書きます。

コラム 131： 放射線の人体への影響
何シーベルトでどのくら
いの影響があるかを示した

表 131.1 放射線の人体への影響
放射線の強さ

のが表 131.1 です。自然界に （ミリシーベルト）
は，放射線が存在していま
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す。普通に生活していて私た

3000~5000
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ちが年間に浴びる放射線の
量は 2.4 ミリシーベルトで
す。土地によって，放射線量

1000

全身に浴びると激しい吐き気などの症状が出始める

500

血液中のリンパ球が減少

10

ブラジル・ガラパリの年間自然放射線

6.9

胸部Ｘ線ＣＴスキャン

は異なります。世界中で多い

2.4

年間浴びる自然放射線量

ところで年間 10 ミリシーベ

0.6

胃のＸ線集団検診

ルト浴びるそうです。胸部を

0.19

東京～ニューヨーク往復

X 線の CT スキャンで見ると

0.05

胸のＸ線集団検診

一回で 6.9 ミリシーベルト程度浴びます。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，遺伝子には修復作用がある
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。最近にある程度触
れていた時の方が免疫力が高まるのと同じような効果があるのかもしれません（コラム 132）。
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
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少なくても，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 132：放射線と細菌の影響を比べて考えてみると
放射線は身の回りにたくさんあります。しかし目に見えません。そのため，たとえ少量であっ
たも，不安にな気持になることはよくわかります。病気の原因となる細菌（病原菌）の存在を知
ったとき，同じような恐怖を感じたのかもしれません。物事を理解するためには，さまざまなも
のを対比して考えることが重要だと思います。放射線と細菌についても，似たようなところがあ
るのです。病原菌があっても，健康であれば病気になりません。免疫とよばれるはたらきによる
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ものです。免疫というのは，外から侵入した感染や異物に対して体を守るはたらきのことです。
ある程度の放射線が存在しても，健康に影響がないのは，免疫によるものです。免疫の力が強い
と，放射線で DNA が損傷しても修復することができるのです。DNA の損傷で発ガン性が高まる
と考えられています。でも，ある程度の放射線があった方が，発がん性が少なくなるという説も
あるようです。実験方法やデータの取り方にも問題があるかも知れません。もし，そのような効
果が実際にあるとしたら，次のような原因が考えられるのではないでしょうか。
最近日本人は，細菌に感染しやすくなっていると言われています。これは，日本の清潔すぎる
環境で成果しているために，免疫が弱まり，感染しやすくなると言われています。放射線に対す
る耐性についても，同様なものだと考えられます。衛生状態がよくなり，医療が発達して日頃は
意識しませんが，本来細菌も恐ろしいものです。免疫というのは，体調や心理状態に左右されま
す。したがって，放射線が放出される事故が起きた時，必要以上の心配をすると免疫の力が衰え，
別の原因で健康を害すこともあります。そのため，必要以上の心配をしないように，放射線に対
する理解と，対処方法を知っておく必要があるでしょう。

コラム 133： 幅広い観点での防災教育の必要性と「何を考えるのか」の重要性
東日本大震災以降，
「防災教育」が盛んになっています。何のための防災教育でしょうか。もち
ろん，災害の時に身を守るためです。でも，それだけでしょうか。このことを考えさせられたの
は，教育熱心なある先生の一言でした。
「うちの学校は海から充分はなれているので，津波は関係
ない」ある意味で自然な発言にも思いましたが，ある意味で非常にショックでした。防災という
と，確かに大きな災害に対する対処のことを考えます。でも，災害の時に生き抜く知恵というの
は，人生を生きていく知恵にもつながるのではないでしょうか。子供のことから，多かれ少なか
れ何らかのトラブルに遭遇します。そのようなときにどのように対処するのか。それらの日頃の
積み重ねが大きな災害の時の対処にもつながるものだと思います。逆に言えば，災害の時の考え
方，対処法が日常の小さなトラブルに対する対処力を伸ばすことにもつながるのではないでしょ
うか。
学校教育でさまざまなことが要求されています。でも，それぞれ個別にやる時間も余裕もあり
ません。防災教育もしかりだと思います。日頃の小さなトラブルに対処する能力は，社会で生き
ていく上でとても大切です。そのような教育は，広い意味では，キャリア教育にもつながるもの
と考えています。社会に出て生きていくなかで，人間関係も含めてさまざまなトラブルに遭遇す
るはずです。将来の目標をもって何かを目指しても，さまざまな障害が出て，思うように行かな
いことも多いはずです。
小中学生でも，さまざまトラブルがあるはずです。そのようなことと絡め，対比しながら防災
教育を行うことによって，身近で具体的な話として防災の話を聞くことかできるのではないでし
ょうか。そのため，このような広い意味での防災教育は将来の生き方を決める上でも大切だと思
います。その中で，いじめ防止や道徳教育，思考教育などと結びつくのではないかと思います。
これらのことをすべて取り入れようと欲張ると大変だと思うかもしれません。学級活動を含むさ
まざまな授業の中で，そのような内容を余談として 2~3 分ずつ挟むだけでも大きな効果があるよ
うな気がします。

コラム 134： 技術者倫理教育は「判断力育成」と「いかによく生きるか」の教育
昨今は，グローバル化が求められていますが，工学教育も例外ではありません。アメリカの工
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学教育をもとに，国際協定のもとに日本の大学でも「日本技術者認定機構」
（JABEE）による認定
評価が行われるようになってきました。この中で「技術者倫理」の内容を含むようになっていま
す。但し，どのような内容を学習するのかについては規定がありません。
市販されている教科書などの多くは，事故や不祥事などの事例研究が主になっています。しか
し，何か起こった時どうするかを教育しても，学生にとって他所事のような気がします。技術者
倫理教育でそのような事例研究を含めることは必要でしょうが，もっと日常的な問題をとりあげ，
その時どのように判断するかを考えながら，いざとなった時の判断力をつけることが現実的では
ないかと思っています。
多くの人は子どものころに，いろいろないたずらしたり，失敗したりして怒られないかとヒヤ
ヒヤし経験があるでしょう。機械を分解してしまい，なかなか直せなかったけれども，うまく直
せたということもあるでしょう。壊してしまったのを黙っていて，後で怒られた人もいるでしょ
う。場合によっては，自分がやったことを黙っていたら他人のせいにされてしまったということ
もあるでしょう。このような時にどうするかといった小さいことの判断の経験から倫理の課題を
考える力の基礎ができるのではないでしょうか。
社会人になってからも，様々なトラブルがあります。仕事のミスや，人間関係のこじれなど日
常茶飯事でしょう。その時にどのような視点で対処するかが大切になってくるものと思います。
ミスや人間関係のこじれ以外でも仕事上の様々な判断が必要でしょう。私生活でも様々な判断が
必要です。中には，就職，転職，結婚，家を買うなどの大きな決断もえられるでしょう。そのよう
な節目節目でどのように判断するかの力をつけることができるような生活ができるかどうかが，
非常時の判断力につながるのではないかと負います。ある意味では，倫理教育は「より良く生き
ていくためも知恵」の教育といっても良いでしょう（「より良く生きるための技術者倫理」として例えば:
https://www.edx.org/course/ke-xue-ji-shu-lun-li-science-engineering-tokyotechx-ethic1jx に無料入門講座があります）。

コラム 135： 「どのように思考」から「何のため思考」へ
キャリア教育の中で，
「自分自身の棚卸し」とそれに
基づく「将来のシナリオづくり」ということを勧めて
います。これは，自分の過去を振り返って，何かを達
成した時，失敗した時などにどのように対処したこと
を振り返り，自分自分どのような考え方をして，どの
ような行動をする人間かを把握することだと考えてい
ます。それに基づいて，どのように生きて行きたいの
かのシナリオをつくるのです。もちろん将来のことは
わかりません。ですから，作家が作品を書くように創
作していくのです。

図 135.1 「目的展開」の例

自分自身の棚卸しや将来のシナリオづくりをする時に，何のため」にしたのかということがと
ても大切だと思います。
「なぜ」とか「どのように」を考えることは学校教育の中ではあまりされ
てこなかったように思います。「何のため」にするのかといった考え方が大切です。何かしたら，
「その目的は？」と問い続けていくのです。図 135.1 のように例えば進学を考える場合，大学受
験をする目的を考えるのです。さらに，
「その目的は？」と問い続けていくのです。このように問
い続けていく方法を「目的展開」といいます（この考え方は「ワークデザイン」という創造技法の一部で
す。http://polymer.apphy.u-fukui.ac.jp/~kuzuu/Education/Eneken/WD/WDINdex.html に私なりに概要をまとめてありま
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す）。

例えば，高校生の A 君は大学受験を考えています。彼は，受験の目的について，このように考
えてみました。まず，A 君は災害の犠牲者を少しでも減らしたいと思っていたとします。そこで，
とりあえず「大学の機械システム工学科を受験する」とします（図 135.1）。その目的な何かを自
問自答します。その結果『機械システム工学科」に進学するとします。それは何のためかと自問
自答して，
「ロボットを創るための基礎的素養を学ぶ」とします。その目的は「災害救助ロボット」
をつくる。その目的はというようにな自問自答を繰り返します。
「災害の犠牲者を無くす」としま
す。その結果，この中から「災害の犠牲者を無くす」を当面やりたい目標だとします。そうして，
とりあえずその目標に向かって頑張ってみるのです。
このような問いかけをしてみることは，
「機械システム工学科」に入れなかったら，どうするか？
といった選択肢も考える時の参考になります。ロボットはつくれなくても，消防関係の職につい
たり，国土交通省に入って防災工事を計画したり，市役所で防災の仕事をしたりするのも一つの
案になるかもしれません。それを選択して，うまくいかない場合は，再度このような自問自答を
繰り返していくのです。
その中で，自分は何のために目標を達成するかを考えていくのです。このような目的展開をす
ると，企業で収益を上げるとか，成績をあげるなどのようなことを目的にする人がいます。収益
とか，成績を上げる，試験に合格する，昇進するなどの目的ある意味での目的ですが，ある意味
では「成果」ということもできます。目的展開の中に「成果」いれてしまうと，そこでとどまって
しまいます。ここでいう目的は「はたらき」あるいは「機能」を表す目的にするのです。このこと
によって，目的と手段を取り違えないようにするのです。
例えば，会社の事業で収益をあげるのは，消費者が必要とされる商品やサーヒスを提供してい
るからです。収益はあくまでもその見返りとして得ていると考えるのです。そのように必要なも
のを自分達はどのように提供できるかを考えていくのです。収益を上げることばかりを意識して
いるのと，マネーゲームに走って，最終的に大損するだけではなく，本業での社会への影響力が
下がってしまうこともあります。ひどい場合は，上司の顔ばかりみて，経理操作したり，長期で
損することをしたりしてしまうことがあります。このような事例は，新聞記事の中で事欠きませ
ん。
最終的には，目的といっても，自分たちのためではなく，自分たちは社会にとって，どのよう
な寄与ができ，その見返りとして収益をあげたり，社会の中で生きたりしていくことこができる
かを考えることが大切ではないでしょうか。そのような観点があれば，個人にとって「挫折した
時に，目的を再設定しなおして前向きに生きていける」のではないでしょうか。

コラム 136： 放射線年代測定と水月湖の年縞
炭素 14 はベータ線を出して崩壊します。半減期は 5,730 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のです。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，生物が
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。
ねん こう

平成 24 年 7 月 13 日，三方五湖のうちの水月湖の年縞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
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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。年縞は，花粉や火山灰なども含
むため，さまざまな情報が含まれています。詳しくは「奇跡の湖 水月湖の年縞」福井県安全環境
部（2014）http：//www.pref.fukui.lg.jp/doc/shizen/nennkou/nennkoukaisetup_d/fil/handbookJp.pdf を参照してくださ
い。

コラム 137： 調理と加熱
刺し身や生野菜のように生で食品を食べる場合もありますが，多くの場合加熱します。加熱調
理は，肉や野菜の繊維質を柔らかくしたり，タンパク質が変性したり，脂質が融けたり，味がし
みたりすることによって食べ物が多様になります。さらに，殺菌することによって安全性が増し
ます。人類が火を使えるようになって，食に対する安全性は増したかと思いますが，同時に細菌
に弱くなったのではないでしょうか。

コラム 138： 電子レンジを使ったゆでたまごと目玉焼きの作り方
電子レンジに生たまごをそのまま入れて加熱すると，爆発します。内部が均等に加熱されるた
めに，水蒸気が発生し，内圧が高まるためです。電子レンジでゆでたまごをつくるには，卵をア
ルミホイルで包んで，水がはいったマグカップの中にいれて加熱すればできます。アルミホイル
で，くるむことによって，玉子の内部のマイクロ波が入らずに，水だけが加熱されるからです。
水を入れずにアルミホイルで包んだ玉子をいれることは大変危険です。アルミホイルに中で電流
が流れますが，シワがあるために放電しり，アルミホイルで反射したマイクロ波によって電子レ
ンジ自体が壊れる原因となるからです。このとき，玉子の中には電磁波が入らないためそもそも
あたたまりません。アルミホイルで包んで，水の中に入れると，電子レンジは水だけを加熱する
ために，ゆでたまごができるのです。同時に，アルミホイルの周りに水があるために放電も防ぐ
こともでき，反射量をも少なくなるので，電子レンジを損傷することもなくなります。
目玉焼きも通常の皿に割った玉子をそのまま置いただけだと爆発します。黄身の周りに膜があ
るために，内部にできた水蒸気で爆発するのです。そのため，皿に玉子をわって入れたのち，串
や箸で黄身を指すことによって爆発せずに目玉焼きをつくることができるのです。

コラム 139： 土器
調理では，焼くだけではなく，煮炊きします。現在は，土鍋もありますが金属の鍋が主流です。
人類は最初，土器を使っていました。土器とは，原料の土が現れた素焼きのもののことです。日
本では，縄文土器と弥生式土器が知られていますよね。もともとは地上に突き刺して煮炊きに使
われたようです。縄文土器がみられるのは，1 万 6 千年前から 2 千 3 百年前で，世界でも最も早
い時期に現れたとも言われています。縄文土器が使われた時代を「縄文時代」といいます。縄文
よ

土器という名称は縒り糸を土器表面に当てて回転させてつけた「縄目」があるから名付けられた
ものです。窯を使わずに比較的低温で焼成しています。その後現れた弥生土器は，縄文土器より
おお

も高温で焼成されたために，薄くて硬いものになっています。藁や土をかけて焼成する「覆い焼
き」という方法で作られているといわれています。色も縄文土器が赤褐色であるのに対して明る
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い褐色をしています。弥生土器が使われた時期は縄文時代が終わった後からおおよそ紀元前後 3
世紀までの間です（終わった時期は日本列島の地域によって違います）。弥生土器という名称は，明治 17
年（1884 年）現在の文京区の弥生町で出土したことにちなむものです。
は

じ

き

その後の古墳時代から 11 世紀にかけて土師器がつくられました。同時期には，より高温で焼成
す

え

き

した須恵器が並行して使われていました。土師器は，弥生式土器の延長とみられています。土師
べ

は

じ

べ

器をつくる部（大化の改新以前に朝廷や豪族が所有した人々の集団）を土師部といいました。ちなみに学
すがわら うじ

問の神様として知られる菅原道真の菅原氏はもともと土師氏でした。大相撲の始祖として知られ
の み の すく ね

じゅんし

る野見宿禰の子孫です。野見宿禰は，それまであった殉死（君主が亡くなると臣下がそれに従って死ぬ
こと）が禁止されたのにともない，殉死者の代わりとして埴輪を考案したといわれています。その
は

じ のおみ

うじかばね

功績によって，土師 臣 の氏 姓 を与えられたといわれています。平安時代の始め菅原古人が大和国
むら

お お え

菅原邑に住んでいたこと言われています。桓武天皇の時代土師氏は新たに氏姓を与えられ，大江
うじ

すがわら うじ

あきしの うじ

みなもとのよしいえ

氏，菅原氏，秋篠氏にわかれました。大江氏には 源 義 家 （八幡太郎）に兵法を教えたと言われ
おおえの まさふさ

あか ぞめ え も ん

る大江匡房がいます。女性では三十六歌仙の和泉式部，赤染衛門がいます。大江匡房の孫の大江
まんどころ

べっとう

広元は源頼朝に招かれ，鎌倉幕府の政 所 の初代別当となっています。その子孫が戦国時代中国地
ぼうちょう

方を制覇した毛利元就です。毛利家は，江戸時代防 長 二州（山口県）の領主となり，明治維新の
達成に大きく貢献しました。菅原姓を名乗る大名としては加賀の前田家が知られています。
土器ができる原理をお話おきましょう。土器の原料となる主な成分は，ケイ酸塩（主にカオリ
ナイト［Al4Si4O10(OH)8］）と石英（SiO2）です。ケイ酸塩を加熱すれば水酸基から水分がとれ，
立体構造が変化します。石英は 573℃まで加熱すると結晶構造が低温型（α石英）から高温型（β
石英）に変化します。高温型の結晶は温度が上がるにつれて収縮します（ほとんどの物質は温度の上
昇とともに膨張しますが，収縮するものもあるのです。氷が融けてから 4C の間も収縮します）。土器とは加熱

することによって，これらの構造変化に伴って強度が増すことを利用したものです。

コラム 140： 安藤百福とチキンラーメン
あんどう ももふく

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（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まし
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。マイナスのことをプラスに変えるという意味
と，創造するためにマイナスのことをプラスして考えるという意味をかけて「マイナス+視考」と
個人的には言っています。
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 円で期間限定販
売されました。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
っていましたが，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 141： 熱の伝わり方
熱を伝えるというのは，広い意味では「伝熱」とよばれます。伝熱を分類すると熱伝導，熱伝
達，熱放射に分けられます。専門家以外には，伝熱も熱伝導も熱伝達も同じニュアンスに感じる
でしょう。でも，内容を説明するわかりやすいものだと思います。
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熱伝導というのは，物体がそのままの形で熱が伝わるものです。金属や木を通じて熱が伝わる
、、、、、、、、、、
のが熱伝導です。物質の中を熱が伝わるのが，
「熱伝導」なのです。
「熱伝達」というのは，物体の移動をともなう熱の伝わり方です。蒸発や凝集（気体が液体に
なって固まるもの。冬の窓についた水滴「結露」を思い浮かべてください）などがそうです。ま
、、、、、、、、
た，対流という現象もその一つです。物質が熱を伝えるのが熱伝達なのです。
コーヒーや味噌汁，スープなどが冷めるのは，表面からの蒸発と空気に対する熱伝達によるも
のです。内部でも対流がおきるので，さらに冷めやすくなります。味噌汁のお椀やお茶を入れて
湯呑みに蓋をするのも，冷めにくくするためです。
熱放射というのは，放射熱による熱伝導です。ハロゲンヒーターの近くに行くと，暑く感じる
のもその現象の一つです。

コラム 142： あんかけは冷めにくい
近くの高校の SSH の成果発表を見に行ったら，片栗粉を入れると冷めにくいということを報告
していました。高校生にとって，取り上げやすく興味部深いテーマですね。あんかけは，汁物に
比べると冷めにくいのも同じ理由です。あんかけは粘性（粘りけ）が高いために，対流が起こり
にくいからです。私が子供のころ，風邪を引くと祖母が葛湯を作ってくれました。これは，葛粉
を透明になるような熱いお湯で溶かしたものです。粘性が高いために冷めにくく体を暖めるのに
適しています。昔は，今に比べると冬の間は室内の温度が冷めやすかったので，冷めにくくする
ことは，今以上にありがたいことだったと思います。

コラム 143： 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
作られた，二重壁の間の空気を抜いた瓶が原型です。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りました。これは，現在でも研究に使われる
デュワー瓶です。日本で魔法びんが輸入されたのは 1909 年です。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す。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 76）。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 144： 料理から学ぶ理科
料理と理科，漢字を入れ替えるとなんだか似ていると思うのは私だけでしょうか。料理は子ど
もの頃からとても興味がありました。火を加えるだけで，色々な変化があるからです。小学生の
頃化学者になりたいと思っていた私にとって，料理というのは化学変化の宝庫のように感じてい
ました。玉子を焼くことによるたんばく質の編成，デンプンの変性など興味深い現象がいっぱい
あります。
例えば，加熱すると柔らかくおいしくなる。これ自体不思議でした。私が子どもだった昭和 30
すいとん

年代後半から 40 年代前半にかけては，おやつは終戦直後の主食でした。ふかしイモや水団をよく
食べした。水団というのは，水で溶いた小麦粉をお湯の中にいれて固めるものでした。主食にす
るときは，汁に入れたりするのでしょうが，私の家ではきな粉をつけて食べました。少し経つと，
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母にドーナツを揚げてもらったり，ホットケーキを焼いてもらったりしたこともあります。これ
らのおやつづくりをよく見ていたので，小麦粉を水で溶いて加熱すると固まることを知りました。
時々は，蒸し器をつかって，焼きプリンを作ってもらうこともありました。母が，寒天をつくっ
ておやつにしてくれたこともありました。私自身も，カスタードプリンやゼリーを作ってみまし
た。もっとも，私が創ったのは説明書にしたがって作ればできるインスタントのものでした。ゼ
リーや寒天は水分を多く含み，透明なのがとても不思議でした。ガラスもそうですが，透明なの
に形がある事自体が不思議で仕方ありませんでした。当時は，インスタントのジュースや炭酸飲
料が売られていました。粉末を水に溶かすだけで，ジュースや炭酸飲料になるのです。炭酸飲料
は本で読んで，重曹と酒石酸かクエン酸を加えて自分で作ってみました（コラム 33，実験 22）。
日曜日の朝は，ジューサーでジュースをつくったり，玉子とコーンスターチで，カスタードク
リームをつくったりすることもありました。カスタードクリームも私がつくるのが好きでした。
もう一つ印象に残っているのは，マヨネーズづくりでした（コラム 160, 実験 91）。玉子の黄身
をかき混ぜ，油と酢を少しずつ加えながら泡立て器でかき混ぜながらつくるのです。もちろん水
と油が混じらないことはしっていましたので，非常に興味深いものでした。私もよくつくってみ
たものです。
その他，母にはズボンやシャツなども作ってもらいました。何でも，自分でつくれるというの
は，とても興味深いものでした。このように，家事というのは理科やものづくりに興味をもつき
っかけの宝庫でした。
電気についても，家庭でまなびました。電気製品が壊れると分解してみたり，当時ブレーカー
とともに使わていたヒューズ（電流が流れ過ぎると融けてきれる針金のようなもの。英語では”Fuse”といい，
熱で融けるものといういみです）の交換をしたりしていました。これらは理科が好きな小学生にとっ

て興味深いものばかりでした。

コラム 145： アラブの王様の服は日本製
アラブの人がゆったりとした白い服を着ているのをテレビでみることがあるでしょう。あの服
の生地はほぼすべて日本製だそうです。王様だろうが富豪だろうが，形といろはすべて同じです。
ですから，生地で勝負です。風合いだの，皺になりにくさなど重要になります。また，白といっ
ても，均一な白にするのは難しいのだそうです。

コラム 146： 未来の服
着るだけであたたまる下着「ヒートテック」はヒット商品となりました。これは，体からでき
ている水分が繊維に吸着するときに発生する「吸着発熱」という減少を利用しています。一方，
夏の間熱中症がひどいにも関わらず，冷却機能を持った服はありませんよね。もしあったら，夏
の生活は楽になりヒット商品になること間違いなしでしょう。でも，工事などの作業用に保冷剤
を入れたベストがあるようです。でも，冷房があるところに入ると寒いので，野外作業専門のよ
うですが。冷房があるところで，肌に近いところにつけると，冷房があるところでは，冷たいと
いうのならば，保冷剤入りのコートや上着を着るというのはどうでしょうか。将来は，夏も冬も
防温コートというのを来て外出するようになるかもしれません。
平成 29 年の 8 月のある日テレビを見ていたら，交通整理している警備員の制服にファンで空気
を導入して熱中症にならないようにしている会社があるとの紹介がありました。最近は，年々夏
が熱くなってきているので，そろそろ衣服の面でもいろいろ考えていく必要があるのではないで
しょうか。
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コラム 147： 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。
「北風は太陽に敵うわけはない。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！ 」と足早に歩いていってしまいました。
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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 148： エコ／エコノミー／エコロジー
環境に易しいという意味でエコ（eco）という言葉が使われていますよね。このことばは，日本
語独特の言い方で，英語で eco という言葉は使わないそうです。エコは，economy（経済）と ecology
（生態学）の接頭語の eco から来ているそうです。Economy はギリシャ語の (oikonomia)
に由来しているそうです。eco は oikonomia の接頭語もともとは家を表すギリシャ語（oikos）
に由来しているそうです。Economy というのは，家計からきているのですね。一方 ecology はドイ
ツの動物学者エルンスト・ハインリッヒ・フィリップ・アウグスト・ヘッケル（Ernst Heinrich Philipp
August Haeckel）より提唱された造語です（ドイツ語 Ökologie）。Eco は「家」の他に「生息地」と
いう意味もあるそうです。
ちなみに日本語の経済という言葉は，
「経世済民」という言葉からきています。江戸時代後期の
18 世紀全般から経済の言葉が使われていました。もともとの意味は，現在の経済たけではなく，
政治学，政策学，社会学などを含む広い意味に使われていましたが，次第に現在の意味に近くな
っていったようです。明治に入ってから，economy の訳語として使われるようになったそうです。

コラム 149： 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 149.1 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
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

図.149.1 二酸化炭素の温暖化効果を
調べる教材の問題点

意が必要です。
さて，簡単に実験しようとすると図 C149.2 に示すように 2 L のベットボトルを用いた実験を考
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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 の白熱電球で加熱するのです。あらかじめ空気
で温度の上がり方を測定しておいてから二酸化炭素を
入れるとよいでしょう。二酸化炭素を入れることによ
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

図 149.2 ベットボトルを用いた二酸
化炭素の温暖化効果の実験

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。そのため不完全ですがあえて書きました。

コラム 150： 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。
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（北緯 4189）と函館（北緯
4178）の緯度がほとんど同じです。稚内（北緯 4540）の緯度に近いのはイタリアのミラノ（北
緯 4547）で，パリ（北緯 4852），ロンドン（北緯 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 151： 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

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
人類の夢
楽に仕事をしたい
⇒ 永久機関の追求
← 熱力学第一法則に反する
（第一種永久機関）

⇒ 熱機関の効率をいかに上げるか

久機関が考えられてきました。

→ 熱機関の効率の理論限界

燃料が無くても動く車や餌を食べずに生きる動物な
んてあると良いと思います。でも，これらはエネルギ
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図 151.1 熱力学第二法則定式化への道
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ー保存則である熱力学第一法則に反します。エネルギーの供給なしで仕事をするのが不可能だと
いうことがわかれば，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（図 151.1）。
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。
図 151.2 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

らわすことが有効となりました。
変化の方向が不可逆な現象を説明

物質の融解，蒸発，沸騰などが生じる温度は圧力の

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

条件によって変化します。このことは熱力学によって

コーヒーにクリームを入れると混ざる

説明できます。そこで，登場するのが「エントロピー」

自然に暖まることはない

という量です。エントロピーの定義を厳密にいうと難

水と油は混じらない

しいのですが，物質の中の原子・分子の乱雑さの尺度

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

だと思ってください。融解，蒸発，沸騰などの条件を

← 定式化が必要

決めるのは，このエントロピーとよばれる量と，物体

図 151.2 熱力学第二法則の役割

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（151.3）。

圧力などの条件によって変化する

図 151.4 に示す 2 つの式を用いて様々な現象を説明

熱力学によって説明できる

することができます。式が出ると難しそうですが，ここ
エントロピー S

では熱力学の第一法則および第二法則が数式で表され

乱雑さの尺度

ることだけを知っておいてください。

内部エネルギー
物体内部のエネルギー

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 151.5）。二種類の原子からなる気体が別々に

安定性は両者の兼ね合いで決まる

あったとします。これらが混ざると原子の混ざり方の

図 151.３ 融解，蒸発，沸騰など

場合の数は混ぜる前に比べて格段に増えます。図 151.5
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

熱力学第一法則

dU  d Q  d W

熱力学第二法則
T dS  d Q

ばれる量で表すのです。
栓をしたビンの中に閉じ込められた水を考えましょ
う（図 151.6）。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

U: 内部エネルギー
Q: 外部からもらった熱
W: 外部からされた仕事
T: 絶対温度
S: エントロピー

様々な熱力学的現象を説明する
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

図 151.4 熱力学第二法則の定式化

できます。

図 151.5 統計力学の基本式

図 151.6 水の水蒸気の平衡
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コラム 152： 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

p

ります。この変化は，1 気圧の圧力のときのものです。

融解曲線

固相

圧力が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，気体と温度，圧力によって

T 臨界点

液相
蒸発曲線
P

1気圧

Q

変化します。この変化の様子を図示したのが相図また
T

は状態図とよばれるものです（図 152.1）。

気相

三重点

昇華曲線

図 152.1 で固相，液相，気相と書いてあるのは，物質

0

が固体，液体，気体の状態（相）であるということを

0

T

p-T曲線 ・・・ p Tを決めるとVは決まる。← 状態方程式

表します。温度，圧力でどのように異なるかを書いた

図 152.1 状態図（相図）

のがこの図です。横軸の T が温度，縦軸の p が圧力を
表します。氷が融けて，水になり，さらに沸騰して水蒸

圧力p

飽和蒸気圧 ＞ 大気圧

液相
沸点 (100℃)

T

容器内の圧力
沸騰する温度（沸点）が下がる
三重点

気相

昇華曲線
0

0

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

図の青い矢印で示した点 Q です。この時の温度は 100℃
です。圧力を図の赤い破線に示す値まで下げると，図

図 152.2 水の再沸騰の説明
圧力p
融解曲線

の赤い点 R に相当する温度で沸騰するようになりま

T 臨界点

固相

液相

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

大気圧

Q

R

い時には，液相は現れません。
ことを相図で説明しましょう（図 152.2）。一気圧では，

蒸発曲線

P

1気圧

重点という点にぶつかります。この点よりも圧力が低
熱湯を入れて簡易真空槽から空気を抜くと沸騰する

T 臨界点

固相

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と，三

⇒ 沸騰

融解曲線

蒸発曲線
Q

P

加圧

圧力が高くなると液体になることができる

うまく炊けないのです。

T 三重点

固体から気体に直接なるドライアイスの状態図は図

1気圧

152.3 のようになります。1 気圧では，図に示すように

0

「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

昇華曲線

気相

1気圧（大気圧）では液体にならない

0

温度T

ドライアイスは加圧すると液化

図 152.3 ドライアイスの液化・昇華
圧力p

融解曲線
B

氷を加圧すると融解

加圧
液相

力が高くなると融解曲線がありますので，液体になる

T 臨界点

固相
蒸発曲線

ことができるのです。

A

1気圧

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

T 三重点

気相

昇華曲線
0

0

温度T

スケートのエッジには強い圧力 ⇒ 氷が融ける

図 152.4 圧力による氷の融解

いため，高い圧力が加わります。そうすると，図 152.4 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。
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コラム 153： 結露
日常の湿度は，飽和蒸気の量に対する，実際の水蒸
気量の比で定義されます。湿度が 100 パーセントに達
すると，余分な水分は水滴となって，モノに付着しま
す。これが「結露」です（図 153.1）。
湿度計として乾湿計があります。乾湿計は，温度計
を 2 本用意し，片方の先端部分を水で濡れたガーゼで
覆うようにしてあります。濡れた部分は水の蒸発によ
って，温度が下がります。その温度の下がり方が湿度
図 153.1 湿度と結露

によって違うことを利用して湿度を測定するのです。

コラム 154： 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。テトロンは帝人と東レの共同ブ

図 154.1 ペットボトルについて

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 年米国のデュポン社のカロザース（Wallace Hume
Carothers; 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のかもしれ
ません。

コラム 155： 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 155.1）。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
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会社勤めをしました。常磐線で通勤していましたが，

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

ものすごく混んでいて，倒れそうになっても，斜めの

液体

状態で次の駅まで行くような混み方でした。

ガラス転移

ガラスの状態を図で説明しましょう。先ほどの相図

1気圧

ガラス状態
過冷却液体

は，横軸温度で，縦軸圧力でしたが，今度は縦軸が体
結晶

積の相図で考えてみます（図 155.2）。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

0

0

ガラス転移点 融点

温度T

図 155.2 ガラス転移

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。ビニールボールを液体窒素で系脚してから樹脂製のハ
ンマーで叩くとガラスのように割れます（実験 83）。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。

コラム 156： シリカガラス
ガラスの説明のついでに私の専門の「シリカガラス」というものを説明しておきましょう。窓
ガラスなどの材料は二酸化ケイ素（SiO2）にナトリウムやカルシウムなどのイオンが入っていま
す。SiO2 を主成分とする珪石にソーダ灰とよばれる（炭酸ナトリウム；Na2CO3）や石灰石（炭酸
カルシウム； CaCO3）などを加えて融かしてつくります。ナトリウムと石灰が入っていることか
ら「ソーダ石灰ガラス」
（ソーダライムガラスといいます。ライム［lime］とは石灰のことです）。
イオンは，ナトリウムが Na2O の形で 15%程度，CaO は 10%前後含んでいます。窓ガラスは，溶
融した錫の上を溶けたガラスを融かして，自由表面をつくることによってつられています。この
方法をフロート法といいます。
耐熱性のビーカーや調理器具はパイレックスとよばれる商品名のガラスが使われています。こ
れは，ホウケイ酸ガラスとよばれ，SiO2 が 70%以上，B2O3 が 10％程度，Al2O3 が数%程度含まれ
ています。これは，ソーダ石灰ガラスとよばれるものに比べるナトリウムやカルシウムのイオン
が少ないため熱に強くなっています。
さらに，熱に強いガラスは SiO2 のみのガラスです。これをシリカガラスといいます。石英ガラ
スということもあります。これには，様々な造り方がありますが，熱に強いだけではなく，金属
不純物がすくないために高温で汚染を嫌う熱処理をするための装置に使われています。シリカガ
ラスの一番多くの用途はパソコン，スマホなどで使われる半導体素子の製造装置です。半導体素
子は，高温で熱処理しますが，ほんの少しでもナトリウムなどのアルカリ金属などが拡散すると
使い物にならなくなるからです。
紫外線もよく通すために，半導体素子のパターンを光で転写するためのフォトマスクとよばれ
る写真のフィルムの相当するものや，光で転写するときのレンズ系などにもシリカガラスは使わ
れています。ちなみに転写する光は，紫外線をもちいます。紫外線として水銀ランプ（365 nm の
輝線とよばれる一つの波長の光）やエキシマレーザーとよばれる紫外線のレーザー（波長 248 nm
の KrF エキシマレーザーと波長 193 nm の ArF レーザーが使われています）
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その他にも，通信用の光ファイバーもシリカガラスが使われています。これは紫外線ではなく，
近赤外線とよばれる比較的波長の短い紫外線が使われています。波長が短いと，空で青い光が散
乱されるのと同じ理屈で，光が散乱されます。波長が長すぎると今度はシリカガラスの骨格の振
動を促進するようになって，光が吸収されます。赤外線が当たると暖かくなるのと同じ現象です。
散乱も吸収も少ない波長として 1.55 m（1550 nm）あたりの光が使われています。
このように，シリカガラスというのは ICT（情報通信）をかげて支える縁の下の力持ちなので
す。しかし世の中にはあまり知られていません。実は，私がシリカガラスを知ったのは社会人に
なってからです。ちょうど 30 歳の時にシリカガラスを製造している会社に出向を命じられたとき
です。その時全く，シリカガラスについて知りませんでした。出向先の職は，研究職ではありま
せんでしたが，幸い様々な課題をかかえており，わからないことばかりだったので大学や公的研
究機関の力を借りながらシリカガラスの研究をそれからつづけることになりました。

コラム 157： 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
高いほどよく水に溶けるように，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。
エコカイロは塩化ビニ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」は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。

コラム 158： 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，ゆるくつながった網目状になっています（図 158.1）。
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。
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図 158.1 ゴムとスライムの違い
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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。このとき，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（図 158.2）。

図 158.2 スライムが棒を登るわけ

スライムは，水飴のような粘っこい性質「粘性」とゴムの
ねん だんせい

ような弾む性質「弾性」をあわせもっています。このような性質を「粘弾性」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（尾崎邦宏「キッチンで体験レオロジー」裳華房）。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 159： たまごの白身の性質と生たまごとゆでたまごの見分け方
生たまごをご飯にかけてたべるときに，誤って白身をこぼしてしまったことはないでしょうか。
白身の一部が容器の外からでると引っ張られて容器からこぼれてしまいます。これは，白身が粘
弾性を持っているからです。
さて，玉子というと生たまごとゆでたまごの見分け方をご存知でしょうか。机の上に置いたま
ま，
（横に寝かせた状態で）回転させてみるとゆでたまごは勢い良くまわりますが，生たまごはゆ
でたまごに比べてはやく止まってしまいます。回転しているのを指で抑えてとめてから，すぐに
指を離すとゆでたまごは止まったままですが，生たまごでは指をはなしたあとまた回転します。
これは，生たまごの中が流体であるためです。ゆでたまごは全体が一体化してまわるのですが，
中とそとで回り方が違います。回し始めは，中身は慣性の法則でとどまろうとし，外側との摩擦
が生じ止まろうとさせるので，早くとまるのです。でも，一度まわりだしたら中身は動き続ける
ことによって指で少し抑えてもまた回りだすのです。
わたしは，生たまごがすぐにとまるのは，こぼれやすいのと同じように粘弾性のせいだとおも
っていまいした。しかしながら，まわしたものをとめてからさらに回るということは，流体の回
転ということを考えた方が妥当のようです。

コラム 160： マヨネーズとエマルジョン
「水と油」は混じらないものの象徴のように言われていますね。天然の牛乳を放っておくとク
リームが分離してきます。それから，脂肪分を分離したのがバターです。このように，牛乳は脂
肪が球状になって分散しているのです。脂肪の周りには，タンパク質があり水の中に分散するよ
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うになっています。石鹸のようなはたらきですね。石鹸は界
面活性剤といって，水に親しみにくく（疎水性）油に親しみ
やすい（親油性）部分と油に親しみやすい（親水性）部分か
らできています。選択するときには，油の周り油に親しみや
すい（親油性）ところがくっつき，油の粒（油滴）の周りを
取り囲みます。その結果油を水の中に分散させることがで
水

きるのです（図 160.1）。

水に馴染む部分

牛乳の中でも，同じようになっています。生クリームは，
牛乳の水分が少なくなったものです，泡立ててホイップク
リームにします。私が子どものころ，ケーキがあまり好きで

脂質

はありませんでした。小学校高学年のなると粉末で牛乳に

界面活性剤
脂質に馴染む部分

融かしてつくるクリームがあり，ケーキの台を買ってきて 図 160.1 マヨネーズや牛乳のようす。
ケーキをつくって遊びました。ただし，家にオーブンがない
こともあり，ケーキを焼いたことはありませんでした。そのクリームはおいしく感じましたが，
近くのはパン屋などで売っていたケーキはなぜか不味いものでした。同級生から，ケーキはバタ
ークリームというものを使っているということを聞きました。バターに砂糖，卵白，卵黄を練り
混ぜて空気を入れて撹拌してクリーム状にしたものだそうです。最近では見られなくなりました
が，当時のクリスマスケーキなどはバタークリームを用いたものの方が一般的だったようです。
クリームと同じように水と油からつくるのもにマヨネーズがあります。小学生の時に母に作っ
てもらいましたが，私も興味があったのでよく作らせてもらいました。玉子の黄身 1 個と食酢を
ボウルに入れてかき混ぜた後，サラダオイルを少しずつたらしながら泡立て器でかき混ぜていき
ます。味付けに食塩を少しいれたかと思いますが，たったそれだけです。
そのほかに，ここにあるような工作で紙や木を接着するのに使うボンドや水性ペイントが同じ
ような構造をしています。
マヨネーズのように，水の中で液体（油）が分散しているものをエマルション（乳濁液または
乳液），固体が分散したものをサスペンション（懸濁液）といいます。

コラム 161： 水性ペイントのひみつ
水性ペイントというのがありますね。これは，水の中に水に融けない塗料が分散しているので
す。水分が乾くと，樹脂の部分が残って，水に融けない皮膜ができるのです。同様に木工ボンド
なども同じような構造をしています。木工ボンドが白い色に見えるのは，酢酸ビニルという樹脂
が水の中に分散しているからです。ペイントの場合は，アクリル樹脂・ウレタン樹脂・シリコン
樹脂・フッ素樹脂などの樹脂と顔料（色がついた物質）からできています。

コラム 162： ダイラタンシーとチクソトロピー
よねむらでんじろうさんが片栗粉と水でマネヨーズや水と片栗粉を入れた中にズボンの裾をま
くって入って，両足を早く動かして足踏みするようにすると沈まないのを見たことがある人もい
るでしょう。片栗粉と水を適量入れて，ギュッと押すと固く感じますが，ゆっくり押すとながれ
ます。このように早く動かすと固くなるけれどもゆっくり動かすと柔らかく感じるな現象を「ダ
イラタンシー」といいますダイラタンシーは波打ち際の砂浜でも体感することができます。波打
ち際で程よく海水がかかった砂の上を早く走ると固く感じますが，ゆっくり立っていると沈みま
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す。
逆に早く動かすと柔らかいのに，ゆっくり動かすと固くなる現象もあります。このような現象
を「チクソトロピー」といいます。チクソトロピーを示す代表的なものはペイントです。ペイン
トを刷毛で塗る時は早くながれて柔らかく刷毛目も取れやすいのですが，すぐに固くながれにく
くなります。そのため，壁にキレイに塗ることができるのです。
ダイラタンシー，チクソトロピーともにコラム 158 で述べたレオロジーの対象（尾崎邦宏「キッ
チンで体験レオロジー」裳華房）です。

コラム 163： 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
しいことです。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。でも，
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
の中の出来事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無くなりませんが，防災工事のお陰
で昔に比べるとその数は確実に減ってきました。このことについては，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このように先人たちの努力のお
かげなのです。世界には，まだまだまだ防ぐことが可能なのに亡くなる人がたくさんいます。今
後とも，人類はそのような防ぎ得る理由で亡くなる方を減らすために，様々な努力を続けていく
必要があるものと思います。
授業のために明治のはじめ（1872 年 [明治 5 年]）からの日本人の死亡率の推移 （年次統計:
http://nenji-toukei.com/n/kiji/10012/%E6%AD%BB%E4%BA%A1%E6%95%B0）を調べてみました。こ統計はあ

る意味で私にとってショッキングでした。第二次世界大戦での日本人の死者は 300 万人あまりと
言われています。昭和 19 年（1944 年）から 20 年にかけての空襲では 60 万人の方が犠牲になっ
ています（原爆の犠牲者は含むがその後の死者は含みません）。ところが，1945 年前後を除いて人口 1 万
人あたりの死亡数は 1920 年から下がり続けているのです。日清戦争で 1 万 4 千人，日露戦争では
11 万 6 千人なくなっていますが，人口 1 万人あたりの死亡者数に影響はありませんでした。多大
の犠牲者がでた戦争も統計データに影響しないくらい死亡率が高かったのです。出産時に母子と
も亡くなるケースや病死，特に幼い子どもの死亡率が高かったのです。それが，戦後になって劇
的に減ってきます。抗生物質の発見や衛生状態の改善，医療技術の賜物でしょう。戦争は悲惨で
あり，それを教育の中で認識することは重要です。また，なぜ戦争が起こり，それをどうしたら
防いでいけるかということを歴史的観点で認識する教育も必要だと思います。その影で，人類の
命を脅かしていた細菌やウィルスといった「とっても小さな人類の敵」と戦い，そのおかげを被
っていることももっと認識する必要があるのではないかと思います。このように，現在の生活は
先人の多大な努力と犠牲の上に築かれていて，そのおかげで現在の生活があるのです。そのよう
な先人と犠牲になった方々への感謝の気持ちをもっと持つべきではないかと思います。皆さんは
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どのようにお考えでしょうか。
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。戦闘の犠牲者や医療の不備によ
る病死者もたくさんいます。今後もこれらを無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。いろいろ変化が生じてから対応をとるとタ
イムラグが生じます。先進国では，出生率が下がりました。人口が増え続けているうちは良いの
ですが，そのうち人口減少がはじまります。すでに日本などの「先進国」では人口減少がはじま
っています。そのような，対策に対して時間の遅れが生じ行き過ぎ可能性もあることも頭に入れ
て将来の世の中をデザインしていく必要もあるのではないでしょうか。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を考えていく必要があるのではないでし
ょうか。

コラム 164： シェールガスとメタンハイドレード
けつがん

最近，シェールガスは頁岩（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 165： 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
かまど

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
い

か

け

や

「鋳掛け屋」といって，穴の空いたナベ釜を修
165.1 の絵は，
ら

う

や

理する人，
「羅宇屋」といってキセルを修理する人，そろば

図 165.1 江戸時代は循環社会

ん，下駄の修理などさまざま職業がありました。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
ほ

ご

す

ありました。要らない手紙などは反故といってふすま紙にしたり，さらに漉きなおしたりもされ
おうらいもの

ていました。寺子屋では，往来物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
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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 166： 織田信長と徳川家康に学ぶシステム思考
戦国武将の中での天下人である織田信長，徳川家康はともに時代を変えた革命児だといえます。
織田信長は，中世の悪い制度をうまく取り払って，次の時代に伝えたものです。その大きな功績
は 3 つありました。
一つは関所を取り払ったことです。二つ目は楽市楽座で自由に商売をすることを許したことで
す。室町時代には権力者が勝手に関所を受け，通行料をとって金を設けていました。これでは，
産業は発展しませんね。
「楽市楽座」は同業組合である「座」に支配されることなく，誰でも自由
に商売をすることができて，制度です。ともに，経済発展のために大切なことでした。三つ目は
宗教的な圧力を取り払ったということです。西洋でも，中世には宗教界が世俗の権力に影響力が
あることが大きな問題でした。日本の場合は，僧兵や一向一揆などの形で武力をともなった圧力
団体がありました。それらをそれぞれの状況に応じたの形で抑えたのです。比叡山の焼き討ちや
一向一揆との戦いなどは歴史の教科書にも書かれていますのでよく知られています。これらは，
武力を使っていますが，宗教弾圧ではありませんでした。その後，教団の解体や宗教活動を妨げ
ることはせず，教団を存続させています。その他に，ディベートで抑えたのが「安土の宗論」と
いうものでした。これは，法華宗（日蓮宗）の僧侶たちがやたらに議論をふっかけていて困って
いたので，浄土宗の僧と公式の場で討論させ，浄土宗の僧が法華宗の僧とディベートして勝利し
たというものです。織田信長は短気なように思われていますが，相手に応じて一気に片付けたり，
長期戦をやったりして相手をおさえています。織田信長は世の中の全体が見える天才肌だったと
思います。先が見えないほとんどの人にとって部下になった人は大変だったと思います。
徳川家康は，それを受けて安定した世の中を作っています。260 年以上も安定した幕府をつくっ
ただけではなく，土木工事を含めて江戸の都市開発，政治制度を作っていく基礎をつくります。
しかし，家康の特に優れたところは，没後も多くの人たちが社会システムの整備をつくる礎をつ
くったことです。なぜそのようなことができる人材が生まれたのか。その辺に興味がありますが，
その原因をうまく説明している説を知りません。おそらく，その辺の考え方やシステムが今後の
社会を作っていくヒントになるのではないかと思っています。

コラム 167： これからの社会についての提案～シェアリング社会と「兼ね算術」視考
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
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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，いろいろなことに対して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。シェアリングというのは，いろいろなことを兼
ねることだと思います。この文章を最初に書いてから考えたのですが，今までは福祉，教育など
の政策はあれもしなきゃ，これもしなきゃと「足し算視考」でやってきたのではないでしょうか。
これからは，兼ねられるものは兼ねるだけではなく，様々なことの相乗効果も考えた「兼ね算視
考」が大切になってくるのではないでしょうか。
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。
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「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が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。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。
他の例として税金の徴収を考えてみましょう。現在国税については，財務省が行っています。
一方，社会保険に関しては年金，健康保険，介護保険など別々に徴収されています。さらに，住
民税は市役所や町村役場が行っています。例えば，これらを一括して市役所や町村役場が行うこ
とにしたらどうでしょうか。国税については個人が支払わずに市町村は都道府県に，都道府県は
国に「税金」として納めるようにするのです。財政が厳しい自治体には，マイナスの税金も考え
ます（個人の場合も導入したらどうかと思いす）。このようなことをすることによって，かなり経
費も節約でき，地方の活性化にもつながるのではないかと思います。
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
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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 168： 人口知能の発展とこれからの社会
深層学習（ディープラーニング）を含む人工知能の開発が進み，難しいと言われた囲碁もプロ
の棋士に活用になったり，作家の作風をまねた作品を書いたりと人口知能の話題を耳にするよう
になりました。一方で，人間の知能を凌駕するのではないかという懸念を示す人もいます。しか
し，私はこれをうまく使いこなすことが様々な面で将来の発展を創るきっかけになるのではない
かと思います。
コンピュータが職を奪うということを懸念する人もいます。これまでの，計算，データ処理を
基本とするコンピュータの発展で，経理の仕事や機械的な仕事は確かに奪われてきました。一方
で，物理学系の自然科学や統計学をベースとした技術などの発展にも寄与しました。今後は，も
っと質的な処理をコンピュータがするようになってくると思います。今までは，ある意味で計算
とか，単純作業をコンピュータ化する方向できました。しかし，今後はある程度判断などもでき
るようになるでしょう。人口知能が発達すると人間は考える必要がなくなるのではないと:懸念す
る人もいます。でも，私はコンピュータで取って代わられる能力というのは所詮，学校の秀才タ
イプの人が持っている優れた能力がもっとすごくなるだけのような気がします。人間の感性，直
感，勘違いなどに基づく創造は人間が相変わらず関与するように思います。むしろ，人口知能の
発展によって，そのような直感的な作業がしやすくなるのではないかと思っています。そのよう
な状況下では，物事を複雑化して考えるのではなく，簡単に，単純に整理して考える力が重要に
なってくるのではないでしょうか。
思いついたら，ビックデータと結びついたデータ処理も含めて調査やシミュレーションをたく
さんできます。その中で，アイディアを検証していくこともできます。これまでの数値シミュレ
ーションでは，モデルにとらわれていましたが，色々なモデルを考えることも含めて人口知能を
用いて検証が可能になってくるのではないでしょうか。さらに，様々な社会での情報が「ビック
データ」として利用できるようになり，それとも併せた調査を含めたシミュレーションが可能に
なるのではないでしょうか。ある意味で，社会科学の分野での発達，あるいは「社会工学」とい
った社会科学の応用分野の急速な発展を促すのではないかと期待しています。
もう一つの人口知能の適用で変わると考えられるのは，教育の分野です。学習というのは，各
人の特性すなわち，個性によって違うはずです。人口知能によって，学習に関する特性を判定し
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ながら教育していくシステムができるのではないかと思います。人口知能システムでは，理解の
程度，知識の確認，技能の確認を常にしながら学習できるようになるので，従来の意味での学校
でのテストは不要になるかもしれません。基礎的な技能，知識については人口知能を備えた機械
で学習しますが，学校が不要になるわけではないと思います。基礎学習は，自宅ではしにくいと
おもいますので，学校で行うのが適当でしようが，その他に，討論，発表，教え合いなど人と関
わる部分は集団での授業を行うでしょう。
教育機器の発達が，様々なタイプの人の考え方，処理の仕方，感じ方を認知することによって
実学としての心理学的が発達してくるのではないかと思います。人間の心理を考えながら，商品
開発，マーケッティング，政策決定などにも活かすことができるのではないかと思います。人間
の生き方の多様化に伴い，現在の多数決中心の「民主政」はいずれ限界がくるもものと思います。
いずれというよりも，すでに限界が見えてきています。その中で，人間の心理を含めるとともに，
全体の効果を見ながら，限られた資金，時間などの制約のもとどのような順序で課題を解決して
いくのかというプロセスを提示することが求められるようになるのではないかと思います。すべ
ての人たちが安心して生活でき，その人なりに生活できるかということを目指した「民本主義」
の形でできればと思っています。
人口知能の発達によって，ゲームをもっと，実用的なものに発展できるかと思います。もちろ
ん，ゲームを教育のためのシミュレーションとしても使われるようになるでしょう。その他に，
例えば，ビジネスゲームを複数の人と人口知能が組んだシステムで行うことが考えられます。た
だのゲームではなく，実施可能で有益なアイティアがあったとしたら，それを本人の了解のもと
実施して，利益をあげたらその一定の割合を考案者に配当するようなシステムができるかもしれ
ません。素人の先入観にとらわれないアイディアがビジネスモデルの構築に結びつくかもしれま
せん。引きこもりの人が，よいアイディアを出して引きこもったまま金を稼ぐこともできるかも
しれません。
「キャヴェンディシュ」
（コラム 55）は半ば引きこもりのような状態で莫大な財産を
つかって研究をしましたが，今後は財産がなく，職が無い引きこもりの人が新しい研究やビジネ
スモデルの提案しながら，収入を得ることも夢ではなくなるように思います。

コラム 169： 「モノづくり」「コトづくり」「ヒトづくり」とデザイン思考
これまで，日本はモノづくり，が発展を支えてきたと言わ
れていました。確かに，第二次世界大戦後の経済成長を支え
たのは，製造業でした。そのため，モノづくりを重視された
のです。その中で，日本人が社会の仕組みやものの使い方な
どを工夫してきました。戦後の経済成長を支えたのは，本来
政治体制で良い製品を効率的に生産するとともに，非熟練
の人が積極的に生産に携わるために考えたシステムがもと
になっています。

図 169.1 みらいにつくる学び

ソニーのトランジスタラジオやウォークマンなどは外で
ラジオ放送や音楽を聞くという「生活のスタイル」を変えています。このようなやり方や仕組み
をつくることを「コトづくり」といいます。コトづくりという言葉は 10 年ほど前から言われだし
た言葉ですが，日本人はモノづくりとともにコトづくりを進めてきたのです（「コトづくりからのも
のづくりへ」産業競争力懇話会 2012 年度プロジェクト最終報告書）。日本の製品ではありせんが，モノづく

りとコトづくりの連携で，iPOT や iPhone などもつくられてきました。これからの世の中をつくる
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には，モノづくり，コトづくりができ，さらにそれらのことができる人たちを育てながら仕事を
するという意味での「ヒトづくり」が大切です。そのような能力を育成するためには，モノ，コ
ト，ヒトのつながりを学びが大切であると考えています。
もう一つ大切になってくるのは，
「デザイン能力」だと思います。デザインという言葉を聞いて
もピンと来ない人も多いでしょう。多くの人は「造形デザイン」しか思い浮かばないかもしれま
せん。デザインといっても，難しく考える必要はありません。何かをするための「しくみ」
（シス
テム）を創ることは，全て「デザイン」になります。デザインのことを考えるために今までやっ
てきた勉強のことを考えてみましょう。
まず，お母さんに「勉強しなさい!!」と口うるさく言われたらどうでしょうか。人それぞれでし
ょうが，私ならば「うるさいなあ!! 勉強しておくふりをしておこう」と思い，やる気がなくなり
ます。人からやれと言われても，なかなかやれません。
でも，自分でやらなければとおもったらどうでしょうか？私の場合は，高校 2 年 10 月頃まで机
に向ませんでした。でも，大学に進学したくなりました。そこで，受験勉強を始めたのです。で
も，そのままでは手がつきません。そこで，まず考えたことは「どうしたら机に向かえるのか？」
「どうしたら学習が続けられるのか？」ということでした（コラム 170）。このような勉強のやり
方を考えるのも「デザイン」です。

コラム 170： システムデザインの例 ― 私の受験勉強
私の受験勉強での課題は「机に 0 秒以上向かえない」
「長続きできそうにない」ということでし
た。これらを解決するためにそれそのものを解決するのではなく，心理的に私にでるきようなこ
とをすることにしたのです。小学校低学年の頃母に「意思が弱いんだから」と言われたことをそ
のまま真に受けて，自分自身は「意思が弱いダメな人間だ」と信じ込んでいたからです。
受験勉強でやったのは当面の目的を棚上げして代わりの案をつくることです。
「机に 0 秒以上向
かえない」ということに対しては，
「時間割をつくりそれを守る」ことにしました。具体的には 1
時間休んで，1 時間勉強する。当然，それをやるのはきついことです。そこで，楽しみの時間を先
に決めました。つまり，休みの時間になることを先に決めたのです。さらに，嫌いな科目から最
初にやることにしました。嫌いな科目を後にすると，そこで嫌になってしまうからです。
「長続きしない」ということへの対策として，毎日「決まった時間に決まった分量だけ学習す
る」ということにしました。数学は書店で手に入る一番簡単な問題集を選び，難易度の低い問題
を最後までやってから，次の段階に行くということをしました。難易度にかかわらず，1 時間に 5
問こなすということにこだわりました。
英語は文法の参考書からやりましたが，例文を 5 回ずつ声を出しながら書き，1 章を 1 時間で
やることにこだわりました。覚えられないということについては，
「覚えようとする気持ちを棚上
げ」して，
「作業」をするようにしました。覚えられないとその時点でいやになってしまうからで
す。単語カードを 50 枚つくり，電車の中で見て覚えたと思ったら破ってポケットに入れて，破っ
た分だけの数の単語を加えることにしました。
数学の問題は当然時間内に解けないことがあります。そのような時には，答えを見て逆に答案
の筋道を類推するという形で学びました。この方法は，研究などでもむしろ普通の考え方です。
はからずも，あまり高校で学べないような考え方を体得することができました。
結局，私の設計した受験勉強システムは時間割のがメインです。勉強をしようとすると，とか
くやることを優先で考えがちですが，逆に休憩時間に何をやるかを決めて休憩時間が楽しみにな
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るようにしました。さらに，1 回の学習の分量もきっちり決めました。わかってくると，逆にやり
過ぎて他の教科がおろそかになると考えたからです。土日休日は一切勉強しないというルールも
決めました。さらに，苦手な科目から実施するということも継続するには必要なことだと考えた
のです。
以上述べたように，無理に覚えたり，理解したりしないことを大切にしました。先に述べたよ
うに時間内に数学の問題が解けない場合は，答えから答案の筋道を考えることにしました。さら
に，意識したのは「慣れないように学ぶ」ことです。これは，数学や物理の問題を考えずに解け
るようになることを防ぐだめです。将来研究者や技術者になるためには，何よりも「考える力」
が大事だと小学生の頃から考えていたからです。
以下，具体的な勉強方法を示します。英語は一番苦手な教科でした，高 2 の 10 月の段階で，中
学校からの教科書を見直したら中 2 の単語も怪しい状態からの出発です。まず，文法の参考書か
らはじめました。参考書の例文を 5 回ずつ声を出して読み上げながら紙に書き，ちょうど 1 時間
で 1 章学ぶことにしました。例題も同様に 5 回ずつ書くということを繰り返しました。英単語は，
単語帳に 50 語書き，帰宅中の電車の中で見て，覚えたと思ったら破り捨て，捨てた語数だけ補充
するという方法をとりました。終了後 1 時間の休憩時間に食事をとりました。
次は数学です。数学も苦手で，何回か 0 点を取っていました。一番やさしく薄い問題集の A 問
題（一番易しい問題）から 5 問ずつ解いていきました。Ａ問題の最後までいったら AB を，次に
ABC というように，全体の基本的なものが解けるようになったら順次難しい問題を解くようにし
ていきました。必ず 1 時間で 5 問と決めましたので，難しい問題は答えを見て逆に解答プロセス
を類推するようにしました。決まった時間に決まった問題量を解くのは難しいようでしたが，そ
の気になったら毎回ちょうど 1 時間で終えることができました。ある意味で，私の「こだわる性
格」を利用したのです。この時，教科書以外の解き方を書いた参考書は見ませんでした。但し，
問題集の裏表紙の公式集は活用しました。この時強く意識したのは，最初から解き方を考え，慣
れないように学ぶということです。数学は考える力を訓練するためにやるものと思っていたので，
考える訓練をするためには慣れずに学ぶということが大切だと考えたからです。
私の受験勉強の例をあげてシステムデザインの話をしましたが，目先の目標にとらわれない枠
組みづくりが大切です。
教育，政治，企業のシステムはいずれもデザインされたものです。現在，情報システムの発展，
世界経済システムの変容，国のあり方の変容などにともなってデザイン能力の大切さが今後ます
ます重要になってくるものと思います。

コラム 171： 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
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
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面にある物を温めます。暖かくなると，赤外線
もともと酸素がなく二酸化炭素が多かった地球

とよばれる目に見えない光が出ます。その赤

二酸化炭素
水蒸気

外線は，地球の外に出ようとします。でも，二

200気圧
300℃

二酸化炭素
窒素

60気圧
150℃

雨

酸化炭素があると赤外線を吸収します。その

海

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

ものすごい雨がふって海ができる

二酸化炭素の大気と酸の海

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

二酸化炭素吸収

に晴れた朝冷えるのは「放射冷却」とよばれは

海

たらきによります）。曇った日は，雲が赤外線

石灰岩ができる

1気圧
二酸化炭素吸収 1５℃
酸素放出
原始的植物（藻類）

カルシウムイオン

を吸収して熱が逃げるのを防いでいるからで

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

す。このように，地球は二酸化炭素，水蒸気，

図 171.1 地球の二酸化炭素の減少

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。
現在，空気の中に二酸化炭素が 0.035%含まれています。地球ができた最初の頃，ものすごい雨
が降ったと言われています。その雨によって海ができたのです。海ができたときの原始地球の大
気は 60 気圧（1 気圧というのは，地上で空気が押す力の大きさ）の二酸化炭素からできていたと
いわれています。その量は，現在の二酸化炭素の量の 20 万倍にもなります。それが，今は少なく
なっていのはどうしてでしょうか（図 171.1）。
二酸化炭素が減った理由は，植物が現れたためです。植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
あるのはなぜでしょうか？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
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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 171 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
のです）

コラム 172： 宇宙太陽光発電
本文でも説明したように，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。
宇宙では，24 時間発電可能で，雲など天候の影響も受けに
くいからです。
宇宙太陽光発電では地球にどうやって電気エネルギー
を伝えるかが重要です。マイクロ波と呼ばれる電子レンジ

図 172.1 宇宙太陽光発電

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，これらの送電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。

コラム 173： 核融合
地上に人工の太陽を作ろうという試みがあります。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，核融合では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

図 173.1 核融合

が課題です。現在考えているのは，磁場を使って，ドーナツ状の領域に閉じ込めようというもの
です。その他に，あらゆる方向から強い光をあてて，光の圧力で閉じ込めようという方法も研究
されています。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。

124

「生活の中の熱とエネルギー」コラム集

コラム 174： 高速増殖炉
「つなぎの技術」の一つ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
があり廃炉になることになりました。しかし，必要性がな
くなったわけではありません。そこで，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は，「姉の
ひのきウラン」にゆっくりした中性子が当たり，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 に比較的速い中性子がぶつかると図のよ
うに「プルトニウム」
（プルトニウム 239）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

図 174.1 高速増殖炉

ラン 235）と同様分裂して，莫大なエネルギーと中性子が出てきます。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いう金属の中で燃
やします。
使用済みの高レベル放射性廃棄物（使用済み核燃料）の処分が問題になっています。高速増殖
炉は使用済みの核燃料が使用できるだけではなく，さらに使った後の放射線の減衰が速くなると
考えられています。通常の原子炉（軽水炉）で使用した核燃料は地層埋設処分をしても，安全な
レベルまで減衰するのに 4 万年程度かかると言われていますが，高速増殖炉の燃料として使った
後では，1000 年くらいに短縮されると言われています。それで，妥当かどうかの判断はさておき，
そのような事実があることは知っていてほしいと思います。

コラム 175： トリウム溶融塩原子炉
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 月に中国が実用化に向け
て開発をすると新聞に書かれていたのを記憶されている方
もおられるでしょう。このタイプは，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 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

図 175.1 トリウム溶融塩原子炉

は，ウラ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 232 です。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こ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」
（文春新
書）をご覧ください。
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コラム 176： 発展途上国の開発から学ぶこと
最近，
「世界の村で発見! こんなところに日本人」とか「世界の日本人妻は見た!」などのテレビ
番組が放送されています。それらの番組からは，さまざまな示唆を受けます。印象的なのは，国
によって最新の技術が先に普及するというがあるということです。例えば，電気が来ていないア
フリカの村で若い女性が携帯電話で友達と話しているとか，テレビの電波がきていないのに，携
帯電話が使えるとかいうことです。電気が来ていないアフリカの村の女性は町に買い物に出たつ
いでに充電するそうです。モンゴルのゲルに住む日本人妻は，ゲルの脇の太陽光パネルで発電し
た電気を蓄電池にため，それを使って充電していました。ゲルの中では子供がテレビゲームをし
ていました。電力システムを専門とする先生に聞いたところ，発展途上国からの留学生が増えて
いますが，それらの国ではほとんど太陽光発電を考えているということです。太陽光発電を導入
するのは，送電設備をつくる必要がなく，盗電の心配が少ないからだということです。
日本では，
「再生可能エネルギー固定価格買取制度」を導入して，太陽光発電等の普及を図って
います。今は買い取る価格も下がり，更に見直しが検討されていますが，通常の家庭向け電力の
倍近い価格で買い取るというのはどう見ても不自然です。それよりも，もっと発展途上国への援
助を行い，太陽光パネルの生産コストを下げてから日本に普及をはかるのが現実的に思えてきま
す。
それにつけて思うのは，日本の送電網の発達と，停電が起こらない体制のありがたさです。私
たちは，停電なく，安定して電気が供給されるのが当たり前だと思っています。でも，その影で，
多くの人が長い時間をかけてシステムを作ってきたのです。すでにあるところから，少しずつ改
良していくので，利用者の負担も少なくて済みます。でも，送電設備も何もない国で送電網を導
入するとなると，高い建設コストと長い時間がかかります。さらに，送電網ができた後の保守管
理のための人材育成などに多大の時間と費用が必要となります。私たちは家庭で電力を安定して
利用できるのは，これらの過去・現在の日頃見にすることができない人たちのたゆまぬ努力のお
かげなのです。このように先人にも，現在電力関係の仕事に従事している人たちに感謝する必要
があるのではないでしょうか。
私たちは，もったいない，ありがたい，おかげ様という言葉を忘れかけています。私たちが生
きていけるのは，これまでの先人の長い間の努力の遺産や，さまざまな見えないことで働いた方々
のおかげだと感謝することを忘れています。それらの方々に感謝することが，おかげ様というこ
とではないでしょうか。また，頂きますという言葉には，
「私たちが生きていくために，失った動
植物の命や私たちの口にする食物を生産・捕獲し運んで来るために働いている多くの人たちの労
力や工夫のおかげ」を頂きますということではないでしょうか。
もったいないという言葉も忘れかけています。しかし，人に対して，もったいないという気持
はさらに少なくなっているのではないでしょうか。
「もったいない」は人に対しても言えるはずで
す。限られた人材の資源の中で，出来る限り人の力を活かすことが大事です。ダメだと決めつけ
て切り捨てるまえに，どうしたら活かすかということも大切でだと思います。さらに，能力があ
る人をさらに活かすことも大切だと思います。そうしないと，とてももったいないことになると
思います。個人にとっても，組織にとっても，少しでも力をつけて，能力を伸ばし，活用するこ
とが人を活かすことになります。それが，人に対するもったいない精神ではないかと思います。

コラム 177： イノベーションを進めるのは「わかもの」「よそもの」「ばかもの」
地域を創成するのは，「わか者」「よそ者」「ばか者」であるということを言う人がいます。
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確かにそのとおりだと思います（真壁 昭夫「若者，バカ者，よそ者 イノベーションは彼らから始まる!」 (PHP
新書)）
。
「わか者」といのは，ある意味で未熟だということです。未熟ということは，常識・既成概

念にとらわれないということです。
学生や生徒の財産はものを知らない，経験が少ないということです。これが新しい発想を生む
上で重要なのです。
「初心を忘れるな」ということばがあります。これは，いつまでも既成概念に
とらわれない自由な発想ができるようになってほしいということです。その意味で，
「わか者」と
いうのは，年齢や経験年数に関係ありません。いつまでも，常識・既成概念にとらわれない人が
わか者なのです。
「よそ者」というのは，わか者と同じく，その地域や分野に慣れていない人です。ですから，
別の分野に経験が深い人でも，その分野の常識や既成概念にとらわれない柔軟な発想ができる可
能性があります。むしろ，別の分野で経験があるだけにより斬新なアイディアがでてくるかもし
れません。
さて，最後の「ばか者」ですがどうでしょうか。いろいろな考えができます。これも，既成概念
にとらわれない人です。ある意味で，先入観にとらわれないで柔軟に考えられる人といってもい
いかもしれません。「永遠の若者」「永遠の青年」といってもよいかもしれません。ある意味では
先入観や経験にとらわれないことから，「知的自由人」といってもいいかもしれません。「ばかも
ばぎゃぼん

の」はサンスクリット語の「薄伽梵」から来ているという説もあります。これは，悟りを開いた
尊い人のことです。
さて，
「ばか者」のところで慣れずに学ぶことのできる人ということをいいました。慣れずに学
ぶということはどういうことでしょうか。私自身，小学校の頃から算数の文章題などを解くとき
には，慣れていけないと信じこんでいました。慣れてしまい，考えないで問題が解けるようにな
ってはいけないのだと信じこんでいたのです。なぜならば，中学受験にでるような算数の文章題
は，将来自然科学者になって新しいことを考えだすための思考の訓練だと思っていたからです。
どう考えても，思考力を伸ばす以外にそのような問題を解く意味がわかりませんでした。その後，
中学校，高校，大学，大学院と思考の訓練はしたつもりですが，小学校の文章題ほど思考力を鍛
える問題にはあまり出会いませんでした。慣れないように，学ぶことによって，たしかに，考え
る力や習慣は身につきます。発想力や創造性を伸ばすのにも役立ちます。但し，学校の成績を伸
ばすのには必ずしもつながらないかもしれません。考えてもわからないことに対する処理が悪く
なるからです。

コラム 178： さまざまな物事はつながっている
情報のつながりで社会が変わっていくと言いましたが，情報にかぎらず，つなげて考える，組
み合わせて考えることはとても重要なことになってきます。
現在の社会問題も実は個別対応では難しいのではないかと思っています。保育や介護など福祉
の問題も今までと別の視点が必要になってくるでしょう。これらは，経費はかかるが，受益者は
それほどお金を払えない状態にあります。このようなことを解決するためには，色々なことを組
み合わせて，トータルで辻褄をあわせるということも必要になってくるかと思います。個人の労
働形態も柔軟に，1 日を仕事とプライベートをくみあわせたり，複数の会社の仕事をしたり，報酬
の高い仕事と低い仕事，ボランティアなどを組みあせたたりと公私や様々な仕事を入子にするこ
ともできるかと思います。
考え方も「どのように志向」から「何のため志向」へ，
「上昇視考」から「全方視考」へと広が
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っていくでしょう。先が見えない世の中だからこそ，目的と手段・成果を取り違えないことが大
切になるのではないかと思っています。
いつの時代も変わらないことかもしれませんが，これからの世の中を生きいてくためには，ま
ずは身近な人を大切にすることが大切だと思います。
「傍を楽」にするという意味での「はたらく」
の気持ちが大切だと思います。人様の役にたってこそ，自分も活かされるという気持ちを持つこ
とです。そのためには，まずお父さん，お母さんが仲良く，お互いを大切に思うことが大切だと
思います。お子さんたちは，親御さんの生き方を見ています。両親が揃っていない人もいるでし
ょうが，それでも親の生き方を見ていて，無意識のうちに影響を受けています。
つぎに，兄弟，友達，周りの人たちを大切にすること。それをもとに，目に見えないいろいろ
な人達に感謝することが大切だと思います。その上で，どんなことも大切に思うことが大切です。
常に感謝の気持ちをもって，他人にできることをできる範囲でしてあげるという気持ちが大切で
はないでしょうか。とにかく，
「おかげさま」の気持ちで「つながりを大切にする」ということが
大切なのだと思います。

コラム 179： 「自分自身の棚卸し」と「将来のシナリオづくり」
： 私の考えるキャリ
ア教育
小中高等学校だけではなく，大学でもキャリア教育が重視されるようになってきています。現
私自身も担当しています。現在では，多くの親御さんは将来の職業選択について「自由に決めて
いいよ」というのではないでしょうか。しかし，
「自由に」といわれて，とまどう子ども多いので
はないでしょうか。自由というのは，選択の幅が広いということです。選択というのは，ある意
味で自分の手で自分の自由を奪うことだと思います。これは，人によってはとても厳しく，苦し
いことだと思います。
昔の社会では色々な制約から就くことができる職業も決まってきました。その中で，能力と気
力と志がある人にとっては，自由に職業が選択できるのが理想だったでしょう。でも，世の中に
はそのような資質の高い人ばかりがいるわけではありません。
さらに，職業のアドバイスをする立場の先生方や親御さんも限られた職業かしか知られていま
せん。それに加えて，将来社会情勢や労働形態が大きく変わることが考えられます。その中で，
お子さんたちにとって，本当に大切なのは 30 年，40 年後にどのように生きているかということ
だと思います。先がわからないからこそ，とにかく一歩を踏み出すことが大切だと思います。そ
のための「アドバイス」を親御さんや先生方がする必要があるものと思います。
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