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I 熱とさまざまなエネルギー
1. はじめに
〈スライド 1-1〉教員免許状更新講習「生活の中な熱とエネ
ルギー」をはじめます。本日は受講いただき，ありがとうご
ざいます。私の自己紹介および本講習を始めたわけについて
はコラム集（コラム 1）をごらんください。

〈スライド 1-2〉本日は，テスト時間 1 時間を含め 6 時間の
講習を行ないます。おおよその予定時間を書きました。

〈スライド 1-3〉試験開始時間には全体の講義が終わるよう
にします。試験問題はすでにお手許にあります。1 時間でま
とめられるように，答案を考えながら受講してください。試
験問題を最初に提示するのは，自分ならばどのように仕事に
活かすかを考えながら受講することが社会人の学習として
は大切であると考えるからです（コラム 2）。

〈スライド 1-4〉この講座の目的は，生活などで使われる身
近な事物と「熱とエネルギー」の関わりを学ぶことです。日
常みられる現象と結びつけて，わかりやすく，親しみやすく
説明することを目指します。日頃の授業でこのような日常生
活との関連を意識することによって，皆さんが担当されてい
る幼児・児童・生徒が理科を日常生活や将来の職業に結びつ
けて考えるように少しでもなればと願っています。
さらに，私はここに示すような学習法が効果的だと考えて
います（コラム 2～6）。そのことをご自身で体験していたた
くために，テストの答案を考えながら受講してください。
この講座は平成 21（2009）年度から開講しています。初年度は高校の物理の先生を主な対象
者として企画しました。ところが，幅広いバックグラウンドをもった先生方が受講されました。
そこで，2 年目からは図，イラストを多用し，さまざまな演示実験をしながら説明するようにしま
した（コラム 5）。実験を自分でやってみたいとの意見もありました。しかし，限られた講義時間
の中で授業で簡単にできる実験をできるだけたくさん紹介したいということ全体のストーリー性
を重視したことから演示実験中心に構成しています。
毎年，受講される先生方のご意見を伺いながら，少しずつ改善してきました。分かりやすいか
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どうかについては，受講者ご自身に判断していただく問題です。ある方の要望を取り入れたため
に，他の方にとっては，むずかしくなった面もあります。できるだけ分かりやすい説明になるよ
うに，心がけます。講義の中で分かりにくいところがありましたら，遠慮無くご質問ください。
後日疑問がありましたら E-mail（kuzuu＠u-fukui.ac.jp）でおたずねください。さらに，平成 28
年度には，授業で活用するための留意点をまとめた資料「生活との関わりを意識した熱とエネル
ギーの学習 ― 教材開発と教育・啓発実践の考え方 ―」をさらに加えました。
平成 25 年度から，少し進んだ内容はできるだけ「コラム集」に書くようにしました。コラム集
には，授業中の余談などに使える話題も取り入れました。授業で活用できるように「実験集」を
別冊にしています。この講習で扱わなかった内容も一部書いてあります。
この講習を実施することは，私にとっても，大きな「研修」だと位置づけています。ある意味
で私自身が「主体的・対話的で深い学び（アクティブラーニング）」をしているつもりです（コラ
ム 2-6）。本講習は教育のプロを対象としていますので，教えられることが多く，毎年受講者の先
生方に育てていだだいているものと感謝しています。
2. 熱とは？エネルギーとは？
〈スライド 1-5〉最初に「熱とは? エネルギーとは?」何かを
お話をすることにしましょう。私自身大学で「熱力学」を学
びました。でも，私にとって非常に難しいものでした（コラ
ム 7）。この講習では，その難しい熱力学に関する分野の現
象を生活関連の事物と関連づけながらできるだけ親しみや
すくお話ししていくつもりです。
〈スライド 1-6〉これは動物や花などをつくるのに使う風船
です。ペンシルバルーンという商品名で売られています。風
船を幅 4～5 センチメートルになるように両手で持って，急
激に引っ張ってから唇の下に当ててみてください。熱くなり
ますよね。さて，次に風船をゆっくり引き伸ばしておいて，
しばらくたってから急激に元にもどした瞬間，唇の下に当て
てみましょう。冷たくなります（実験 1; コラム 9）。
〈スライド 1-7〉風船でおもりを吊り下げます。おもりとし
ては水を満たした 500 mL のペットボトルを使用します。高
さ 1 m 程度のスタンドに吊るしていますが，写真の三脚で
も代用できます。おもりを吊り下げた風船に熱いお湯をかけ
てみましょう。風船（の長さ）が縮んでおもりを持ち上げま
す。お湯をかけて熱を加えることによって風船はおもりを持
ち上げました。風船は，重力に逆らってものを持ち上げてい
ます。ものを持ち上げるときのように，力に逆らって動かす
ことを「仕事」といいます（コラム 10）。この実験は台所で
もできます。ペットボトルの代わりに小さめのインスタント
コーヒーの空きビンを用い，スタンドの代わりにキッチンの
流しの水道の先にぶら下げるのです（コラム 9）。原理につ
いては，この講義の最後の方で紹介します（スライド 3-20~321）。
〈スライド 1-8〉おもりをぶら下げた風船にお湯をかけると，
おもりを持ち上げるという仕事をします。また，ゴムを引っ
張るという仕事をすると，熱を与えた場合と同じように温度
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があがります。このように，熱と仕事は互いに変わることができるのです。このように，仕事に
変えることができるものを「エネルギー」といいます。熱と仕事が互いに代わりあえるというこ
とは，熱はエネルギーの一種だということを示しています（コラム 10）。
〈スライド 1-9〉エネルギーはいろいろなものを動かすこて
ができる能力です。非常に大雑把な捉え方をすると，エネル
ギーというのは「生き物や機械のエサ」ということもできま
す。

〈スライド 1-10〉おもりを高いところに持ち上げるため
に仕事をします。この持ち上げられた物体はエネルギーを持
っています。このエネルギーのことを「位置エネルギー」と
いいます（コラム 17）（大学の教科書では，「ポテンシャルエネル
ギー」という言葉を使います）。持ち上げられたものは，下に落
ちるときに仕事をすることができます。水力発電は高い貯水
池にある水の位置エネルギーが下の方に流れ落ちるときに
「運動エネルギー」と呼ばれるエネルギーに変わり，それが
水車を回す仕事をすることを利用したものです。江戸時代に
使われた櫓時計（大名時計）は，おもりが落ちるときの仕事を利用して動くものです（コラム 11,
12）。
ジェットコースターは高いところにあるときには位置エネルギーを持っていますが，それが低
いところに降りてくると，スピードが増します。スピードを持っているものもエネルギーを持っ
ています。このようなスピードをもって運動しているモノ（物体）の持つエネルギーを運動エネ
ルギーとよびます（コラム 16, 17）。
3. 熱と温度
〈スライド 1-11〉熱というと，熱いという感覚を思い浮かべ
るのではないかと思います。熱い，冷たいは温度に関係した
感覚です。まず，温度のことを学ぶことにしましょう。
暑さ，寒さというと温度に関係しています。人間は温度
を感じることができます。寒い時には，暖かい火に当たり
たくなります。熱いときに冷たいものを飲んだり，風に当
たったりしたくなります（コラム 18）。
〈スライド 1-12〉さて，友達と話に夢中になっていて，気
がついたら目の前のコーヒーが冷めていたという経験はあ
りませんか？コーヒーは部屋の温度と同じになろうとする
性質があるためです。冷たく感じますが，決して部屋の温度
よりも低くなることはありません。冷たいビールやジュー
スを飲めるのも，レトルトカレーを温めることができるの
も接しているもの同士が同じ温度になろうという性質があ
るためです。このとき，接しているものの間で，
「熱」とよ
ばれるものが伝わるのです。このように接しているもの同
志の温度が等しくなった状態を「熱平衡状態」といいます（コラム 19, 20）。
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温度計は，温度計自身の温度を表示します。温度を測りたい物体と温度計を熱平衡にすると，
温度計の温度は物体と同じになります。したがって，温度計の温度目盛を読むことによって温度
を測ることができます（コラム 21）。但し，温度計と物体の温度が同じになるには時間がかかり
ます。したがって，温度を測りたい物に温度計を接してから，十分時間が経ってから温度計の温
度を読む必要があります。
〈スライド 1-13〉日本では，セッ氏温度が使われます（コラ
ム 19）。セッ氏温度は，1 気圧での純水が沸騰する温度（沸
点）を 100℃，氷が融解する温度（融点）を 0℃とするもの
です。℃は，正式には「セルシウス」と読みます。50℃と書
いて「50 セルシウス」と読みます。0℃と 100℃の間の温度
目盛は物体の体積などを用いて振ることができます。よく使
われるのは，図のようなアルコールを用いたものです。正式
には，窒素，水素，不活性ガスなど簡単な形の分子からなる
気体の体積が温度の基準になります（コラム 21）。その他，
電気抵抗や温度差によって生じる電圧を用いた温度計などもあります。
〈スライド 1-14〉話ばかり長くなりましたので，実験するこ
とにしましょう（実験 2）。ここにあるのは，ボトル缶です。
これに風船をかぶせて，コンロの火であぶってみると膨らみ
ます。何で膨らむのでしょうか? 膨らむ仕組みについては後
で説明します（スライド 1-18）。

〈スライド 1-15〉さて，ここに注射器の大きいもの（浣腸器）
があります。先の方をゴム栓で塞ぎ，氷水の中に入れます（実
験 3）。そうすると，気体の体積が縮んでピストンは下に下が
ります。一方，お湯の中につけると，気体が膨張してピスト
ンが上がります。このように，気体は温度をあげると体積が
大きくなり，温度を下げると体積が小さくなるという性質が
あります。注：気体の温度，圧力の間にはボイル・シャルルの法則と
よばれる関係がなりたちます。高等学校の物理や化学でお馴染みのも
のですが，式が出てきますので，詳しいことはコラム 21, 22, 28 をご
覧ください。

〈スライド 1-16〉さて，同じ浣腸器に圧力計をつけることに
よって，体積と圧力の関係を測定することができます。
結果を図に示します。詳しいことはコラム 22 を見てくださ
い（実験 4）。
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4. 「小さなあばれん坊」と内部エネルギー
〈スライド 1-17〉さて，次に物体が内部に持っているエネル
ギーの話をしましょう。
先ほど述べたように，水や空気，私たちの体は「分子」と
よばれる，とっても小さな粒からできています。分子は，小
さいけれどもとっても元気なあばれんぼうです。小学生向け
のイベントなどでこの実験をするときには，私は分子のこと
を「小さなあばれん坊」とよぶことにしています。温度が高
くなると小さなあばれん坊はますます元気がよくなります。
つまり，温度が高いほど激しく動くようになるのです。
〈スライド 1-18〉ボトル缶に被せた風船が膨らむ仕組みを
説明しましょう。ボトル缶の中には空気が入っています。空
気約 20%の酸素分子と約 80%の窒素分子からできていま
す。その他に，二酸化炭素などの微量の気体分子も含まれて
います。この気体分子は，とても小さいけれども勢い良く動
きまわる「小さなあばれんぼう」です。温度が高くなるとこ
の「小さなあばれんぼう」はますます元気がよくなってきま
す。そのため，風船の内側からぶつかる勢いが風船の外から
ぶつかる勢いよりも強くなり，風船が膨らむのです。
〈スライド 1-19〉試験管に 5 分の 1 ほどの水を入れて，コ
ルク栓をして火であぶってみましょう。コルク栓が飛びます
（実験 5）。私は，小学生のころ，よくこれを家でやって遊び
ました。実験器具がいじりたくて親にねだって買ってもらい
ましたが，このような遊びに使っていました。それでは，ど
うしてコルク栓が飛ぶのでしょうか。（コルク栓飛ばしにつ
いては，他の方法もあります。詳しくは実験 5~7 参照）
お湯を湧かすと，水の分子が激しく動くようになります。
そうすると，水の中から分子が飛び出します。これが沸騰し
た状態です。水から飛び出した分子はものすごく勢いがよいので，コルク栓を押し飛ばすことが
できるのです。飛び出した水の分子は水蒸気とよばれる状態になっています。水蒸気はこのよう
にものを動かすことができるのです。水蒸気はコルク栓を飛ばすことのできる「エネルギー」を
持っています。このエネルギーは，火から熱として与えられたものです。
〈スライド 1-20〉アルミ缶の中に水を少量入れ，火バサミ
で持って，火にかざして十分水が沸騰したら口の方を下に
して，水槽の中にさっと入れます（実験 11）。そうすると，
アルミ缶が音をたてて一瞬の間に潰れます。いわゆる「空き
カンつぶし」とよばれるものです。なぜつぶれるのでしょう
か。アルミ缶に水を少し入れて，沸騰させると缶の中が水蒸
気で満たされます。それを水の中に入れると水蒸気が一気
に水に戻ります。水は水蒸気に比べて体積が極めて小さい
ので，缶の中は空っぽになります。このような空っぽの状態
を「真空」といいます。真空になると，缶の中からぶつかる分子はなくなるので，外からぶつか
る力が大きくなります。それでつぶれてしまうのです。それにしても，周りの空気の押す力は大
きいとは思いませんか?
この場合，アルミ缶つぶしは口を塞がずに水の中に逆さまにつけました。これでは，空気の圧
5
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力の効果がわかりにくいとおもわれるかもしれません。その場合には，次のような方法がありま
す（実験 12）。1 つはアルミ缶に少量の水を入れて水を沸騰させてから，ガムテープで蓋を塞いだ
上で水に入れるというものです。ガムテープのかわりに，ゴムシートを缶の上に乗せる方法もあ
ります。その他の方法は，ボトル缶を用いるものです。ボトル缶に少量の水を入れておき，沸騰
させたのち蓋を閉めてから水に入れて冷やすというものです。いずれも，熱いので軍手を二重に
して作業をしてください。（アルミ缶とスチール缶の違いについてはコラム 34 参照）。
ここで，空き缶のまわりに働く力はどんな動物が乗ったときの力と同じでしょうか。計算して
みましょう。計算してみると約 320 kg の重さに相当する力が働くことがわかります（コラム 35,
36）。この重さは，ヒグマの体重に相当します。このような大きな力は，私たちの体にもかかって
います。でも，潰れません。それは，体の中にも空気が入ってバランスをとっているからです。
〈スライド 1-21〉空気の膨張を利用したものに熱気球があ
ります。これも，温度が高くなると空気が膨張することを
利用したものです。球体の中の空気の密度が低くなること
によって，浮力で浮かび上がるのです（コラム 38，41）。
安全で簡単にできる熱気球の実験を紹介しましょう（実
験 9）。図のように薄手で大きなゴミ袋（45 L，厚さ 0.012
mm）のものの口をドライヤーの先端が入る程度に真ん中
を残して，周りをセロハンテープでとめます。したから，
ドライヤーの熱風を吹き込みます。ゴミ袋の上部を手のひ
らで抑えておき，熱く感じたら手を離します。そうすると，ゴミ袋は浮上します。
〈スライド 1-22〉ペットボトルにドライアイスを入れて風
船をかぶせると，風船が膨れてきます。これは，固体が気
体になると，自由にあばれまわるようになって体積が大き
くなるからです。このまま，置いておきますので，見てい
てください。
ドライアイスは，固体から気体になりました。水が沸騰
すると水蒸気になりますね。この時，気体の体積は液体や
固体の体積の 1000 倍以上に膨れます。それに伴って，ド
ライアイスを入れたペットボトルにかぶせた風船が膨ら
むのです。（実験 8）
このような実験をしたあと，ドライアイスを入れたまま，ペットボトルに蓋をしないでくださ
い。ドライアイスが気体になって体積が膨れると，圧力がとても高くなります。やがてペットボ
トルは破裂してしまいます。ペットボトルの破片が目に入ると失明してしまうこともあるので，
くれぐれも注意してください。このとき，はかりの上にのせて，重さの変化をはかってみましょ
う。面白いことがわかりますよ（コラム 44）。
〈スライド 1-23〉ここに，真空容器があります。この中に
電気ポットのお湯を入れて容器の中を真空にするとどのよ
うになるでしょうか（実験 15）。ご覧のように，お湯は沸
騰します。これは，空気が入っているので，上から空気が
お湯を押さえていすが，押さえるものが無くなると，お湯
の中の水分子が水蒸気となって膨らむためです。もっと温
度が高くなると空気で押さえていても水の中の分子の元気
が勝って沸騰します。この水蒸気も「小さなあばれんぼう」
からなっています。この小さなあばれんぼう坊の元気を取
りだしてうまくモノ（物体）を動かすことにより，モノを動かしたり電気を作ったりすることが
できます。蒸気機関車（SL），火力発電，原子力発電などは，この「水蒸気の力」を利用したもの
6

H30 年度教員免許状更新講習「生活の中の熱とエネルギー」テキスト
です。
〈スライド 1-24〉自転車のタイヤに空気を入れるところが付
いた栓をしたペットボトル（「空気の実験ビン」という名前で市販
されています）があります。このペットボトルに水を 7 分目ほ
ど入れ，栓をして空気を入れます（実験 16）。空気入れは圧
力計付きのものを使います。空気を入れる前にペットボトル
を握ってみて柔らかいことを確認してください。これに 5 気
圧程度空気を入れます。ペットポトルは硬くなります。ペッ
トボトルを良く振ってください。次に，栓を開けてください。
よく見てもあまり変わらないでしょう。蓋を開けると，ふた
の周りは冷たくなります。このことを憶えておいてください。もう一度ふたをしてからペットボ
トルを再びふってから蓋を開けて。水が濁ります。水に溶けていた空気が出小さな泡となって出
てきたからです。これは，圧力が高くなるとたくさんの空気が水に溶けるからです。
〈スライド 1-25〉空気が高圧で水に溶けるように，二酸化
炭素も水に溶けます。この表にあるように，二酸化炭素は空
気の 46 倍よく溶けます。それを利用したのが炭酸飲料です
（実験 20）。圧力が高いとたくさん溶けますし，温度が低い
とよく溶けます。最近は，家庭でも炭酸飲料を作製できるキ
ットが売られています。簡単に炭酸飲料ができますので，や
ってみましょう（実験 20，コラム 33）。
水の中にドライアイスを入れておくと，炭酸水をつくる
ことができます（実験 21）。機会があったらやってみてくだ
さい。とにかく，圧力が高いと空気や二酸化炭素が水に溶け込みますが，圧力が低かったり，温
度が高くなったりすると分子これらの分子の運動エネルギーの効果が抑える力の効果よりも大き
くなるため，飛び出してしまうのです。
〈スライド 1-26〉次に熱とは何かを考えてみましょう。19
世紀中頃までは，熱は「カロリック」
（コラム 46）という物
質が物体間を移動するものだと考えられていました。でも，
摩擦すると熱くなります。これは，熱が物質の一種だと考え
ると説明できません。摩擦するときに，摩擦力に逆らっても
のを動かすので，仕事をすることになります。そこで，摩擦
をすると温度があがるということは，仕事は熱と同等の働
きをするということになります（コラム 49）。ここで，この
図にあるような火おこしの実験をしてみましょう（実験
28）。すごいいがらぽい匂いがしますが，黒い粉を火種にして火を起こすことが可能になります。
熱の正体を分子のレベルでみると，激しく動きまわる分子の衝突による運動エネルギーの伝達
ということになります。分子のことを「小さなあばれんぼう」
と表現しましたが，熱の主役は小さなあばれんぼうです（コ
ラム 47）。
〈スライド 1-27〉ボールペンの後ろの部分でこすると，書い
たものが消えるボールペンがあります。あのボールペンで紙
に何かを書いてドライヤーを熱くして炙ってみましょう（実
験 30）。書いたところがだんだんと消えてきます。加熱して
温度が上がると消えるのです。こすると摩擦熱で温度があが
7
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るために文字が消えます。このようなところにも，摩擦熱が利用されています。
消えた文字はドライアイスや冷凍庫で冷やすと再び現れます。冷感スプレーをかけても文字が
現れます。（コラム 48）。
〈スライド 1-28〉 最近では感熱紙はレシートに用いられて
います。以前ワープロやファックス用紙として用いられてい
ました。感熱紙は文字通り熱を加えると黒くなるものです。
これは，熱により化学変化して変色する物質が塗布してある
特殊な紙です。これをドライヤーで炙ると温度が高くなるの
で黒くなります（実験 31）。感熱紙の表面（黒くなる方の面）
を 10 円玉でこすっても黒くなります。これは，摩擦熱で温
度が上がるからです（コラム 48）。
〈スライド 1-29〉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。一方エネルギーの単位としては，ジュールも用い
られます。現在は，物理や化学では，ジュール単位を用いま
すが，食品のエネルギーとしてカロリー（キロカロリー）が
使われます（コラム 49, 51, 52）

5. さまざまなエネルギーと熱
〈スライド 1-30〉 私たちの身の回りにあるさまざまなエネ
ルギーと熱の関係について学んでいくことにしましょう。

5.1 電気と熱
〈スライド 1-31〉 次に電気と熱について考えることにしま
しょう。電熱線に電気を流すと発熱します。このとき 1 秒あ
たりに時発生するエネルギーの値は電流かける電圧です。こ
の 1 秒あたり発生する電気エネルギーのことを「電力」とい
います。電気製品の消費電力の単位としてワット [W] を用
います。一秒あたりに使用するエネルギーが電力です。先ほ
ど示したエネルギーの単位ジュールを用いると
1 W = 1 J/秒
となります。
使用した電気のエネルギーの値はどうやって表すのでしょうか。電力というのは，一秒あたり
に使用したエネルギーです。これに使用時間をかけたものが，使用した電気のエネルギーとなり
ます。物理では，時間の単位に秒をかけますので，電力の単位に秒をかけたものに相当する単位，
ジュール [J] を用います。でも，日常生活でみられる電力会社が使っている単位はワットの単位
に時間をかけた [Wh]（ワット・アワー; ワット時）です。電力料金はワット時単位で決められて
います。
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〈スライド 1-32〉電気のブレーカーは皆さんのご家庭や学
校にもありますよね。ブレーカーには「50 A」のような表示
がしてあります。アンペア [A] は電流の単位です。それに
私たちの家庭で使っている電気の電圧は 100 V であること
をご存じでしょう。ボルト [V] は電圧の単位です。単三乾
電池の 1 個の電圧は 1.5 V です。この電流かける電圧が電力
の単位ワットとなるのです。
家庭で電気を使うときはそれぞれのブレーカーで何アン
ペアまで大丈夫なのかを確認する必要があります。その結果
何ワットの消費電力の電化製品が使えるかを確認する必要があります。
〈スライド 1-34〉電圧は高いところから流れる水の高さの
差になぞらえることができます。つまり，電圧というは，電
気のもとになっている，電子の持っているエネルギーに相当
するものです（電圧に電子の電荷をかけたものが，電子の持ってい
るボテンシャルエネルギーになります）
。電流は 1 秒あたりに流れ
落ちる水の量になぞらえることができます（電流というのは，
電線のある断面を単位時間に通り抜ける数に電子の電荷をかけたもの
になります）。流れる量に高さの差をかけたものが流れる水が

する仕事の大きさになります。このことから，電流かける電
圧が外に対してできる仕事の量すなわちエネルギーの量に相当することが，何となく分かってい
ただけたでしょうか？
〈スライド 1-33〉電熱線の代わりにシャープペンシル（コラ
ム 56）の芯に電流を流してみましょう（実験 32）。オレンジ
色に光りますよね。これは，電流が流れることによって，電
気エネルギーが熱に変わって温度が高くなったからです（コ
ラム 54）。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。
ここでは実験を省略しますが，電気の発熱を利用したもの
に電気パンの実験があります。このようなステンレスの電極に電気を流し，コンセントに直接差
し込んで蒸しパンのようなものをつくるものです（実験 33）。電気パンはホットケーキミックス
を用いますが，お米と水を入れるとご飯が炊けます。昔，このような原理を用いた炊飯器が使わ
れていた時代もあります。小学生に電気パンの実験をやらせる時には，市販のホットケーキミッ
クスを用いるのではなく，小麦粉とベーキングパウダーでホットケーキミックス自体をつくらせ
るとよいでしょう（コラム 57~60）。
〈スライド 1-35〉送電線でも発熱します。発熱がすると，火
事の危険もあるでしょうし，エネルギーも無駄になります。
同じエネルギーの電気（電力）を送るために，電圧を上げて，
流れる電流を少なくしています（コラム 61）。
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〈スライド 1-36〉さて，電気の話が出てきたついでに，IH
調理器の話をしましょう。IH というのは Induction Heating
の頭文字をとったもので，日本語では「誘導加熱」といいま
す。
IH がどのような仕組みで加熱されるかを述べる前に，1 つ
実験をしてみましょう（実験 35）。豆電球の電線をループに
します。IH ヒーターの真ん中に水を入れたステンレス製の
マグカップを置いて，スイッチを入れます。そうすると豆電
球が点灯します。このことから，ループ状になった電線に電
流が流れていることがわかります。真ん中に水を少し入れたステンレス製のマグカップを置いた
のは，そのままでは，スイッチが入らないからです。
〈スライド 1-37〉 IH の上に置いたステンレス製マグカッ
プの周りにドーナツ状に切ったアルミ箔を置いてスイッチ
を入れるとアルミドーナツが浮かび上がります（実験
37）。
これは，アルミドーナツの中に電流が生じ，その電流によ
って IH の磁場に対して反発力を持つような磁場が生じるた
めです。
〈スライド 1-38〉ここに，発電原理説明器（市販品）という
ものがあります。このように電線を巻いた物をコイルといい
ます。LED が点灯するので，コイルの中で磁石を揺さぶる
と電気が生じることがわかります（実験 38）。これは，ぐる
ぐる巻いたコイルの中を貫く磁石からでた「磁力線」とよば
れるものの大きさが変化するからです。スライドの中の下の
図のように，交流電流をコイルに流すと磁力線ができ，その
大きさが変化するとその近くにあるコイルに，その磁力線を
打ち消すような向きに電流が流れます。IH の上で電線をル
ープにした豆電球が点灯したのも，この原理によるものです。但し，発電原理説明器では，コイ
ルは 2,500 回も巻いてあります。このことから，IH の発する磁力がいかに強いかわかります。
ここで注意してほしいことは，一定の大きさの磁場をコイルにあてても電流は起きないことで
す。ですから，磁石をコイルの中に入れておいても，LED が点灯しません。動かして初めて点灯
するのです。
〈スライド 1-39〉IH の内部の写真を示します。IH の中は
このようにコイルが巻かれています。このコイルで時間的に
変化する磁場（磁界）が作られます。ちなみに，IH から出
る磁場の周波数は 2 万~5 万ヘルツ（20～50 kHz）です。
周波数とは，1 秒間に電流や磁場の向きが変化する回数で
す。ヘルツ[Hz]という単位は 1 秒間の変化の回数を表しま
す。周波数が高いために，一回あたり高い電圧が生じます。
そのため，鍋を調理できるだけの高い温度に加熱することが
できるのです。
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〈スライド 1-40〉IH 調理器では，コイルによって時間的に
変化する磁場をつくります。そうすると，鍋の中を電流が生
じてくるくるまわります。鍋は金属でできていますが，抵抗
があります。そのため，電熱器に電量が流れたときのように
発熱するのです。最近では，アルミの鍋でも使える IH 調理
器がありますが，アルミや銅は電気抵抗が低いため，あまり
発熱しません。一般には鉄やステンレス製の鍋が使われま
す。
〈スライド 1-41〉コンセントに来ている電流は，プラスと
マイナスが交互に変わる交流電流です。2 つのコイルを近づ
け，片方に電流を流すと，もう一つの近くのコイルに電流が
流れることを話しました。これを利用したのが，コードレス
の電話機などで用いられる充電器です（コラム 63, 64）。磁
場を通しているため，電極が無いのに充電をすることがで
きます。これは，コンセントに来ている電気が交流だからで
きるのです。直流ではこのようなことはできません。
トランスとよばれる変圧器も同じ原理が使われていま
す。先程言ったように，長距離をエネルギーのロスができるだけ少ないように電気を送るには，
電圧を高くする必要があります。電圧を上げるにも，下げるにも図のようなトランスが用いられ
ます。トランスで変換される電圧の比はコイルの巻数の比になります。
スマホの充電器やパソコンの AC アダプターでは周波数を高くしてからトランスで変圧してい
ます。そうすると，小さなトランスで変圧することができるために小型化できます。このような
技術が使われる前はもっと大きな AC アダプターが必要でした（コラム 67）。
〈スライド 1-42〉以上述べたように，交流を使うメリットは
電圧を簡単に変えることができることです。高電圧にするこ
とによって，伝送によるエネルギーロスを少なくすることが
できるのです。さらに直流にするのが容易だというメリット
があります。
有名なエジソンは晩年に大きな失敗をしました。直流電流
で家庭に電気を供給する電力会社をつくったのです。その当
時は直流だと電圧を変えられなかったので，伝送ロスが大き
くなります。その結果，交流を使った送電会社に負けてしま
ったのです。直流を交流にすることができることになったの
は，比較的最近のことなのです（コラム 68，69）。
〈スライド 1-43〉日本では，地域によって 50 Hz と 60 Hz
の交流が使われています。これは，明治時代に東日本はドイ
ツから，西日本はアメリカから，それぞれ 50 Hz，60 Hz の
発電機を導入したことに起因しています。両者の境は糸魚川
静岡構造線とよばれる大断層線に沿って，東が 50 Hz，西が
60 Hz となっています。静岡県は冨士川を境に東が 50 Hz，
西が 60 Hz です（コラム 71）。
両周波数帯の間には，3 箇所の周波数変換所があります。
変換能力は，佐久間変電所は最高 30 万 kW，新信濃変電所
60 万 kW，東清水変電所 10 万 kW です。併せて，変換能力は最大 100 万 kW です（コラム 68）。
なお，本州と北海道および本州と四国の間は直流に変換して送電されています。海底電線だと
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分厚い絶縁体やその他のもので覆われた状態になります。交流だとこれらの周りにあるものによ
って電力の一部が吸収されてしまうのです。そのため，一旦直流に直して送電しているのです（コ
ラム 70）。
5.2 火と光と熱
〈スライド 1-44〉次に火と光と熱について話をします。

〈スライド 1-45〉人間と他の動物の大きな違いは，道具を使
うことと火を使うことです。50 万年くらい前には，北京原
人が火を使っていました。火を使うことによって，動物を避
けたり，灯りとして用いたり，煮炊きしたり，土器をつくっ
たり，金属器をつくったりと生活の利便性が向上してきまし
た。夜間行動や，寒い冬を過ごすことが可能となり，行動範
囲が広がりました。その一方で，火は火事の危険を伴います。
昔に比べて火事が少なくなったとはいえ，未だに火事は私た
ちにとって恐ろしいものです。その意味で，利便性と危険性
を天秤にかけているのです。利便性と危険性の「トレードオフ」と呼ばれものです。同様なこと
は，自動車の利便性と危険性という問題にもあてはまります。
〈スライド 1-46〉火は，熱源として使われます。昔から焚き
火，炭，石炭，ガスなどの燃焼が使われてきました。これら
が，煮炊きや暖房に使われたのです。
火は，光源としても使われてきました。最初は焚き火や松
明，かがり火など木を燃やしたものが使われました。そのう
ち，油が使われるようになりました。やがて，西洋文明が入
ってくるとランプが使われるようになりました。日本に入っ
たときには，石油が使われましたが，日本開国前には鯨の油
が使われていたそうです。アメリカが日本に開国を迫ったの
は，捕鯨船に水や食料を補給するためです。明治に入ると銀座の通りにガス灯が設置されました。
〈スライド 1-47〉それでは，燃えるということはどのような
ことなのでしょう。私たちの身の回りのものはすべて原子か
らできています。燃えるということは，ものを構成している
原子が酸素と結びつくことです。鉄の錆も鉄と酸素が結びつ
くことによってできますが，普通は燃えません。その代わり，
熱を出します。それを利用したのが使い捨てカイロです。酸
素と物体が速く結びつくと燃えます。もっと，速く結びつく
と爆発します。火力発電は，石炭，天然ガス，石油などが燃
えるときに出る熱を利用するものです。これらが燃えると水
と二酸化炭素が出ます。
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〈スライド 1-48〉使い捨てカイロの話が出てきたので，実際
に作ってみましょう（実験 40，コラム 76, 77）。皆さんのお
手元に，バーミキュライト（園芸用保湿剤），食塩水，鉄粉が
分けてあります。まず，バーミキュライト（または活性炭）
を食塩水と一緒にファスナー付きのポリ袋に入れてよく混
ぜてください。つぎに，鉄粉を適当な大きさにちぎったティ
ッシュペーパーに包んで，ビニール袋に入れてよく混ぜて下
さい。ファスナーは空けたままにしておいてください。熱く
なってきたら，温度を測ってみて下さい。
次に，空気をできるだけ押し出すような形でファスナーを閉めてしばらくおくと，段々温度が
下がってきます。
使い捨てカイロについては，中学校の教科書にもでてきますが，ファスナー付のポリ袋を使う
ことによって，酸化の説明にも使えると思います。さらに後片付けも楽になります。このように，
化学反応によって発熱する現象を発熱反応といいます。
〈スライド 1-49〉 私たち人間は 400 万年前にエチオピアで
生まれたと言われます。50 万年前，北京原人は火を使って
いたといわれます（コラム 75）。火を使うことによって，夜
でも活動するための明かりを得ることができました。火によ
って，煮炊きをしたり，暖房を取ったり，土器をつくったり，
動物の襲撃を避けたりと人間の生活が豊かになって来まし
た。あかりとしてたき火やかがり火，松明などの形で使いま
した。火をおこすのも，最初は火山などからの自然の火を用
いていたものと思います。そのうち木をこすり合わせて火を
起こすようになりました（実験 28）。伊勢神宮（正式名は「神宮」）の神事では今でも木を摩擦して
火をおこしているそうです。このように，摩擦熱で火を起こすときには，火種ができてから，燃
え出すまでが大変です。そのうち，火打石と呼ばれるものが使われるようになりました。火打石
といいますが，鉄と石をぶつけるときにでる火花を用いるのです。今でも，使い捨てライターな
どでも使われています。19 世紀には，マッチが発明されて普及しました。最近ではライターやガ
スコンロなどの着火装置などが普及してマッチは使われなくっています。
〈スライド 1-50〉木を燃やすと非常に熱くなりますし，家の
中で燃やすのは不便です。さらに熱くなりますので夏は不快
になります。そこで，灯り用の燃料として油が使われるよう
になりました。ろうそくも奈良時代からありましたが高価で
した。
いわし

約 1300 年前の奈良時代には 鰯 などの魚の油が主に使わ
え

ご

ま

れていました。やがて荏胡麻が使われるようになりました。
おおやまざきちょう

600 年位前の室町時代には，現在の京都の大山崎町 にある離
宮八幡宮が独占販売していました。戦国 9 世紀の後半に同神
社の神職が搾油機を考案したことがきっかけといわれています（コラム 81）。時代に美濃国を取
った斎藤道三は，この荏胡麻売りをしていました（司馬遼太郎「国盗り物語」参照）。江戸時代になる
なたねあぶら

と菜種油が使われるようになりました。但し，庶民は江戸時代になってからも鰯などの魚油を使
っていたようです。
実験してみましょう（実験 45）。蒸発皿にサラダオイルなどの油を入れて，タコ糸を短く切っ
たものを油で濡らして一方の端を蒸発皿の上に出して火をつけてください。タコ糸 1 本だと炎が
小さくなります。そこで，タコ糸を 3 本位束ねてみると炎が大きくなります。油で濡らすとくっ
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つくので，3 本を合わせればよいのです。
すす

炎が，赤くなるのは煤が出ているからです（コラム 82）。煤の温度が高くなって光るのです。で
も，現在のあかりに比べると非常に暗いものです。江戸時代には行灯（あんどん）などというも
のがありましたが，その中では油を燃やして灯りとしていたのです。この時代，ろうそくは非常
に高価だったからです。
〈スライド 1-51〉非常時には同様の照明がろうそく代わり
になります。小皿とタコ糸と食用油があればできます。
非常用の照明として，「ツナ缶キャンドル」が一時話題に
なりました（実験 46）。ツナ缶の真ん中に釘で穴を開けて，
木綿の紐を差し込んで火をつけるのです。火が消えてから中
身を食べることができます。ツナ缶としては，写真のように
イージーオープンの蓋がついたものがお勧めです。この蓋の
部分はアルミニウムでできています。そのため，千枚通しや
キリで簡単に孔を開けることができます。その孔に，タコ糸
を二つ折りにして押し込み，タコ糸全体を油で濡らしてから火をつけます。点灯している時間は
芯の太さにもよります。二つ折りのタコ糸で 5 時間程度もちました。暗い場合は，孔をいくつも
開けて複数の芯を用いて，火をつけるのもよいでしょう。油が無くなった後，中身のツナを食べ
ることができます。
〈スライド 1-52〉ガス灯は，そのままではあまり明るいもの
ではありません。油やロウソクのように煤が出ないので，よ
けい暗いのです。手元のバーナーの火をつけてみましょう。
部屋を暗くしてもあまり明るくなりません。
そこで，マントルというものが使われています（コラム
86）。ピンセットでバーナーの炎の中に入れてみます（実験
48）。最初は燃えますので，燃やしてしまいます。それから，
炎に入れると明るく光ると思います。これを使って明るくし
たのです。このマントルは今でも売っています。山小屋など
電気が来ないところで，今でもガス灯があかりとして使われているからです。
〈スライド 1-53〉少し前まで，
「電気」というと照明のこと
を言いました。「電気を消して」という言葉を使う人も多い
でしょう。いまでも，電力会社の料金表を見ると一般家庭用
の電気は「電灯用」と分類されています。その電気が照明と
して最初に使われたのはアーク灯とよばれるものです。アー
ク灯は 19 世紀初めに発明されたものです。実際に使われる
ようになったのは 19 世紀後半です。日本で最初のアーク灯
とらのもん

は，明治 11（1878）年，東京の虎ノ門にあった工部大学校
で点灯されました。エジソンの白熱電球が実用化された少し
後の，明治 15 年 (1882 年) には銀座にも設置されました。
ちょっと実験してみましょう（実験 49）。電池で放電しているのですが，かなり明るいもので
す。これは，あまりにも明るすぎるため，家庭などで使用することはありませんでした。その後，
映画の映写機の光源などに使われました。その後家庭では白熱電球が普及しましたが，放電を利
用した照明は別の形で生き残っています。1901 年に，ガラス管中を真空にして水銀を入れたラン
プが発明されました。水銀灯です。水銀灯は，現在屋外の照明や体育館などの照明に使われてい
ます。また，この講義で使っているプロジェクターにも水銀灯が使われています（コラム 80, 87）。
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〈スライド 1-54〉電球というとエジソンを思い出すのでは
ないでしょうか。でも，白熱電球を発明したのはエジソンで
はありません。イギリスのスワン（Sir Joseph Wilson
Swan，1828~1914）が 1878 年に発明したものをエジソン
が改良して 1979 年に「商品化」したものです。エジソンの
改良によって，電球の寿命が 10 時間程度から 1200 時間に
延びたと言われています。電球の寿命を延ばすために，様々
いわ し み ず はちまんぐう

おとこやま

な材料を試みた結果，京都の石清水八幡宮のある男 山 の竹
を材料にしたというエピソードがあります。エジソン電球のフィラメントは，竹を乾留したもの
です。すなわち材料は炭素です（コラム 81, 88, 89）。ちょっと実験してみましょう。炭素の材
料としてシャープペンの芯を使用してみましょう（実験 50）。空気中でも燃えやすいので，窒素
を入れて実験してみます。電流を流すと光りますよね。
〈スライド 1-55〉太陽も，地球も，私たちの体も全て原子と
いうものからできています。原子は非常に小さいものです。
その大きさは，百億分の 1 メートルです。そんなことを言っ
ても，実感は湧かないと思いますので，とにかくとても小さ
いものだと思って下さい。原子は，図のようにマイナスの電
気を持った「電子」と呼ばれるものが「原子核」と呼ばれる
プラスの電気を持ったものの周りをまわっています。ちょう
ど，太陽の周りに地球や金星，火星などの惑星がまわってい
るようなものです。電子はとっても小さいので，私たちの日常の経験とは違う振る舞いをします。
〈スライド 1-56〉先ほど，アーク灯の話のところで，放電
灯として水銀灯の話をしました。水銀灯は水銀の蒸気の間で
放電するものです。水銀灯は，体育館や運動場の照明などに
も使われています。水銀灯の光を分光カード（分光シートを
名刺カードにあけた孔に貼りつけたもの）で見てみましょう
（実験 51, 53，コラム 90）。もやっとした色ではなく，飛び
飛びの色からなっていることがわかります。ナトリウムラン
プというのがあります。最近は少なくなりましたが，トンネ
ルなどで使われているオレンジ色の灯りです。これも，オレ
ンジ色一色からなっています。
ナトリウムという元素は食塩の中に含まれています。食塩をこれに浸して炎の中に入れてみま
しょう。炎がオレンジ色になりますよね。これは，炎色反応とよばれ，加熱したときに原子から
出る光を見るものです（実験 52）。分光シートで見て下さい（実験 51，コラム 94）。色が分かれ
ませんよね。このオレンジ色の光（実際には波長 589.6 nm と 589.0 nm のほとんど同じ 2 種類の
波長の光からなっている）はナトリウムランプから出ているものと同じものです。これは，原子
からでている光です。
分光カードがありますので，ナトリウムランプや水銀灯や白熱電球などの光を見比べてみてく
ださい。
これらの光は，どうして出ているのでしょうか。この理由を研究していく過程で，新しい物理
法則が見つかりました。これが「量子力学」とよばれる物理の基礎的な理論体系となったのです
（コラム 94）。それは，現在私たちが使っている携帯電話，原子力などの基礎になっているので
す。
このように，原子から出る光は飛び飛びの色をもった光を出すのです（実験 53）。これは，原子
の中の電子は私達が日常目にするのと違う振る舞いをするからです。原子の中の電子のように非
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常に小さなものの振る舞いを扱う物理の分野を量子力学といいます。もう少し詳しいことはコラ
ム 94 を見てください。
〈スライド 1-57〉水銀灯（水銀ランプ）は，水銀の原子から
出る光を利用しています。そのため，飛び飛びの波長の光が
出ています。そうすると，必ずしも自然の色が出るわけでは
ありません。銀座で水銀灯を設置したら，赤い色が出ていな
かったため，女性の口紅が黒く見えてしまったという話もあ
ります。そこで，工夫されたのが蛍光灯です。簡単に言うと，
水銀灯のガラスの中に蛍光体というものが塗ってあるもの
です。水銀灯も水銀の量を少なくすると紫外線の強度が強く
なります。そうすると，照明には使えなくなるばかりか，人
間にとって害になります。この紫外線を蛍光体に当てて，目に見える光の成分を取り出そうとい
うのが蛍光灯です。
それでは蛍光とは，どういうものでしょうか。日常の生活では，
「蛍光灯」で蛍光という言葉が
使われています。その他の生活の場面で使われています。名刺などに使われている紙はすごく白
く見えます。それは「蛍光増白剤」というものが入っているからです。白いワイシャツなどにも
蛍光増白剤が使われています。蛍光マーカーペンというのがありますが，輝いて見えます（実験
54）。これは，蛍光という現象を利用したものです。蛍光は，当てた光よりも長い波長の光を出す
現象です（コラム 96）。
ここにあるのは，蛍光検査灯（ブラックライト）とよばれる一種の水銀灯です。水銀蒸気の圧
力を非常に低くすると紫外線がたくさん出ます。蛍光灯から蛍光体を無くしたものと言った方が
わかりやすいかもしれません。この紫外線を蛍光体とよばれるものに当てると目に見える光を発
します。紙に当てると明るくなるでしょう。蛍光増白剤が入っているからです。蛍光マーカーペ
ンで書いたところも明るく光りますよね。蛍光灯は，白熱電球ほど熱くなりません。そのため，
電気代が安くて済みます。その上，白熱電球に比べて 6 倍くらい寿命が長いのです。
〈スライド 1-58〉蛍光灯は，白熱電球に比べて電力消費量が
少ないものです。でも，もっと電力消費量が少ないものがあ
ります。発光ダイオード（LED）と呼ばれるものです（コラ
ム 100, 101）。蛍光灯は，発光するときに熱が出ますが，LED
では発生する熱の量がきわめて小さいものです。
LED は熱がほとんど出ません。LED は電気を光に直接変
えるものですが，逆に光を当てると電気が起きます（コラム
100）。この原理を応用したのが太陽光発電（太陽電池）です。
LED に光を当てると電気が起きるのです（実験 77）。
ここに，三色別々に点灯できる LED があります。点灯してみるとおわかりでしょう。三色同時
につけると白っぽく見えます（実験 56）。これは，人間の目がそれぞれの三色の成分に分けて色
を感じるようにできているからです。綠と赤の LED は比較的古くからありました。でも，青色の
LED が出来るのは遅くなりました。青色 LED の発明に関して 2014 年に 3 人の日本人がノーベ
ル物理学賞を受賞しました。
それはともかくとして，LED はほとんど熱を発しません。ここに，白熱電球 40 W 相当の白熱
電球，蛍光ランプ，LED ランプを並べました。消費電力はそれぞれ違います。それを比べて見ま
しょう。
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〈スライド 1-59〉LED は電気を流すと光ります。逆に LED
に光を当てると電気を起こすことができます（実験 77）。LED
に，電池をつなぎます。長い方がプラスです。赤く光ります。
LED の長い方にオルゴールの赤い線を，短い方に黒い線を
つなぎます。これに顕微鏡用の強い光を当てると，オルゴー
ルがなります。懐中電灯の光を当てても，ほんの少しオルゴ
ールが鳴ります。次に，もう一つの LED を光らせてオルゴ
ールがついた LED の頭に近づけます。上手く近づけるとオ
ルゴールが鳴るのが分かります。これは太陽光発電と同じ仕
組みによるものです。LED も電気を流せば光ますが，光を当てると電気が流れるのです（コラム
100）。
〈スライド 1-60〉白色 LED は青色または紫外線の LED で
蛍光体を光らせて白色とするものです。図のような実験があ
ります。コップの内側に蛍光ペンで色をつけて内部に蛍光塗
料を入れて光らせるものです。基本的に蛍光灯が水銀灯の紫
外線で蛍光を光らせるのと似たように仕組みになります。コ
ップの中側は色がつかないので，底を破って外側の方に蛍光
ペンでいろを塗り，塗った方を内側にいれます。LED はプラ
ス側に足の長い方が来るようにはさみ，プラスチッククリッ
プで抑えるように立てます。（実験 92）。
〈スライド 1-61〉少し難しくなりますが，青，緑，赤と白の
LED でどのような光がでているかの図を示します。白色
LED は青の光と蛍光体の光が合わさっていることがわかり
ます。筆者自身が測定しました。

〈スライド 1-62〉ここにあるのは，白熱電球，電球型蛍光灯，
電球型 LED です。全て白熱電球 40 W 型のものです。白熱
電球に感熱紙を当ててみましょう（実験 59）。白熱電球は熱
いので感熱紙が黒くなります。蛍光灯，LED では変色しませ
ん。蛍光灯は少し暖かくなりますが，LED は短時間ではあま
り暖かくなりません注。この熱くなる，ならないということは
省エネを考える上で大切な事です。熱くなるということは無
駄なエネルギーが浪費されているということだからです。注:
LED ランプでも長時間点灯するとある程度熱くなる。ランプを交換す
るときにはやけどをシないように注意する必要がある。

さて，3 つのランプを比べて見ましょう。白熱電球，蛍光灯，LED の順に，消費電力が少なく
なっています。消費電力が少ないばかりではなく，寿命が格段に伸びています。そのため，例え
ば，100 時間当たりのコストは下がっています。買うときには高いようですが，後のことを考え
るとお得です。それだけではなく，消費電力が少ないということは二酸化炭素の排出を少なくし，
寿命が長いことから資源の無駄がそれだけ少なくなります。ですから環境にもやさしいのです。
白熱電球の効率が悪いのは，電気エネルギーが熱になって逃げるからです。フィラメントの温
度が高くなることによって発熱しているので仕方がありません。でも，その熱を積極的に利用し
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ている電球もあります。ハロゲンヒーターというのがありますよね。あれも一種の電球です。オ
ーブントースターのヒーターも同様です。これは，白熱電球とちがって赤外線をたくさん出す電
球です。ヒーターが電球の仲間って，考えたことがありますか？
〈スライド 1-63〉今までお話したように，灯りは時代ともに
変化してきました。最初たき火を用いたのでしょう。たき火
は，熱がたくさん出ますから，照明だけではなく，暖房や調
理用にも利用されました。それが，しだいに光が強い照明を
用いるようになりました。でも，照明が熱くなることは避け
られませんでした。この熱は，暖房や調理を兼ねる場合を除
いて無駄なものです。それが段々熱のロスが少なくなってき
ました。最近では，有機 EL というものがスマホのディスプ
レイなどに使われるようになりました。柔軟性もあるので，
電子ペーパーとよばれる曲げることも可能なディスプレイとしても注目されています。有機 EL
は照明としても使うことができます期待されています。将来は LED や有機 EL のような熱の出な
い照明が主力になってくるでしょう（コラム 103）。
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II エネルギーの利用
〈スライド 2-1〉これまで熱の性質を学ぶとともに，日常で
使われる様々なエネルギーの話をしてきました。これから
は，エネルギーをいかに効率的に利用できるかという話をし
ます。
熱エネルギーは 100%利用することはできません。利用で
きる熱エネルギーの割合には限界があるのです。

6. 熱と熱機関
〈スライド 2-2〉まず，熱と熱機関について話をします。産
業革命は蒸気機関の発明がきっかけになったといわれてい
ます。蒸気機関が使われるようになったのは，実は暖房用の
燃料がこれまでの薪から石炭に代わってきたことがきっか
けです（コラム 104）。長年にわたる伐採によってヨーロッパ
の森林が破壊されてきたため，薪が手に入りにくくなってき
ました。それに伴い，石炭が燃料として使われるようになっ
てきたのです。決して，産業革命がきっかけで環境破壊が始
まったのではありません。環境破壊は人類が火を使い，農耕をするようになった時から始まった
のです。蒸気機関の発明によって，様々な機械を動かすことができるようになりました。これに
よって，人間の労力が大幅に減っていったのです。蒸気機関は，熱を仕事に変える働きをします。
このように，熱を仕事に変える仕組みを「熱機関」といいます（コラム 107, 108, 109）。
〈スライド 2-3〉最初の方でお見せした，ペンシルバルーン
にお湯をかけるとおもりが上がる現象も一種の熱機関とみ
なすことができます。これを小学生にやらせてみると，たい
ていお湯を長くかけ続けます。でも，一度縮んだ風船はそれ
以上縮みません。繰り返し運動するためには，温めたり，冷
やしたりすることが必要です。ペンシルバルーンに限らす，
熱を仕事に換える仕組み（「熱機関」）には，温めたり，冷や
したりすることが必要です。実際には，交互に温めたり，冷
やしたりする場合も，温度が高いところと，低いところがあ
る場合もあります。（これを「熱力学第二法則」といいます。詳しくはコラム 107 を参照してください）
〈スライド 2-4〉高温の熱源からもらったエネルギーを
100%仕事に変えることができれば，一番効率的です。例え
ば，熱帯の海の水は温度が高いので，その中からエネルギー
をもらって仕事ができれば都合が良いのです。でも，実際に
はそのようなことはできません。このように，1 つの熱源か
ら熱をもらって仕事をする熱機関を「第二種の永久機関」と
（第一種の永久機関がエネルギー保存則に反するのに対し
いいます。
て，第二種の永久機関は，エネルギー保存則には反しません。でも，
熱力学第二法則には反するのです）
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〈スライド 2-5〉海のエネルギーを利用できないといいまし
た。でも，帆船は自らエネルギーを持たずに動きます。しか
し，自然の風を利用して動きます。風が吹くのは，太陽エネ
ルギーをもらうとともに，宇宙にエネルギーを放出している
ことによって，地球上に気圧の差ができるからです。地球自
体が熱機関になっているのです。そのため，帆船は動くこと
ができるのです。そのため，帆船は第二種の永久機関ではあ
りません。
〈スライド 2-6〉ここにあるのは，スターリングエンジンと
よばれるものです（コラム 111，実験 61）。お湯を入れたコ
ップの上に置くとやがて回り出します。お湯の入ったコップ
に接している所は熱く，上は温度が低くなっています。この
ように温度差があるとものを動かすことができます。スター
リングエンジンは温度差さえあれば動くことができます。お
湯を入れたコップの代わりにドライアイスの上に置いても
動かすことができます。さらに，ドライアイスを上側の黒い
部分に置いたり，上側の黒い部分をドライヤーで温めたりし
ても動かすことができます。
〈スライド 2-7〉他の熱機関の例を見てみましょう。これは，
平和鳥と呼ばれるものです。頭を濡らしてくちばしの先をコ
ップにつけると首振り運動をします（実験 62）。平和鳥では，
一見温度差がないように見えます。しかし，濡れた頭から水
が蒸発するときに，温度が下がります。丁度打ち水をすると
き，温度が下がるのと同じです。したがって，頭の部分の温
度が他の部分の温度よりも低くなります。したがって，平和
鳥には「温度差ができている」のです。そのため，運動を続
けるのです。
7. 低温から高温へ熱を移す ～ エコキュート，エアコン暖房などの原理
〈スライド 2-8〉さて，熱機関は高温の部分から熱エネルギ
ーをもらって，外部に仕事をし，低温の部分に熱エネルギー
を捨てています。この時の熱エネルギーの流れが外部に仕事
をするのです。一方，エアコンや冷蔵庫では，仕事をするこ
とによって熱を低温から高温に移しています。家庭の給湯装
置であるエコキュートなども同じような仕組のものです。次
に，これらの仕組みについてお話をすることにしましょう。

〈スライド 2-9〉水は，何もしなければ高いところか低いと
ころに流れます。同様に「熱は何もしなければ，高温から低
（これも「熱力学第二法則」の一つの表し方の一つ
温に流れ」ます。
です）
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〈スライド 2-10〉水を低いところから，高いところに汲み上
げるには，ポンプやつるべを使う必要があります。このとき，
ポンプやつるべは水を汲み上げるという，
「仕事」をしていま
す。同様に，仕事をすることによって，熱を低温から高温に
運ぶことができます。

〈スライド 2-11〉熱を低温から高温に運ぶ仕組みを説明する
前に，圧縮発火器を用いた実験をご覧にいれましょう（実験
63）。ガラスの筒の中にほんのちょっとちぎったティッシュ
ペーパーを入れます。この空気をおもいっきりに急激に押し
縮めてみましょう。どうなるでしょうか。窓の所をよく見て
いてください。一瞬ですが火を噴きます。これは，ガラス管
の中にある空気を急激に押し縮めると温度が上がるためで
す。紙が燃えるので，少なくとも 450℃の温度になっている
ことがわかります。エアコンの中では，空気を圧縮すると温
度が上がると同時に気体が液体になるときに熱がでることを利用しています。
〈スライド 2-12〉皆様のお手元にスプレー缶があります。こ
れは，空気入れで空気を入れたものです。これから空気を吹
き出すと冷たくなります（実験 64）。やって見て下さい。空
気が出なくなったら，空気入れで空気を入れますので，入れ
てからやって見て下さい。いろいろなスプレーに「凍傷注意」
と書いてあるのをお気づきの方も多いかと思います。エアコ
ンの中ではこのような気体が膨張するときに温度が下がる
現象と，液体が蒸発する時に温度が下がる現象を利用してい
るのです。
〈スライド 2-13〉エアコンや冷蔵庫では，「冷媒」と呼ばれ
る物質がスプレーのように急激に膨張するときの冷却とと
もに，蒸発するときに蒸発熱を奪って冷却することを利用し
ています。蒸発するときに，冷却することは，濡れた体に風
があたったときに冷えることや，打ち水などから実感できる
と思います。先ほどお見せした平和鳥も，頭部の水分が蒸発
するときに温度が下がることを利用した熱機関です。

〈スライド 2-14〉以上述べたように，気体を圧縮すると温度
が高くなり，膨張すると温度が低くなります。さらに，気体
が凝縮して液体になるときには発熱し，液体が蒸発して気体
になるときには熱を奪われて温度が下がります。このことを
利用したのが，エアコンやエコキュートで利用している「ヒ
ートポンプ」です。エアコンで暖房するときには，電気ヒー
ターで暖めていると思っている人もいます。実は私も以前は
そう思っていました。でも，違います。
先に述べたように，ヒートポンプでは，
「冷媒」と呼ばれる
物質を用います。冷媒は圧縮すると容易に液体になり，膨張したときの温度変化の大きい物質を
21

H30 年度教員免許状更新講習「生活の中の熱とエネルギー」テキスト
使います。エアコンの暖房では液体状態の冷媒を蒸発させたのち，その気体を膨張させることに
よって室外機の温度を下げます。寒い冬でも，外の気温よりもさらに温度を下げるのです。そう
すると，冷たい外気から室外機の膨張した気体に熱をもらうことができます。冷たい外気から熱
をもらうというとピンと来ないかもしれませんが，温度差があるかぎり温度が高い方から低い方
に熱が伝わるのです。スターリングエンジンをドライアイスの上に置いたときに動いたことを思
い出してください。この場合，外気の熱をもらってスターリングエンジンが動くのです。外気か
ら熱をもらった結果，膨張した空気は温度が上がります。その気体を今度は圧縮して室内に送り
ます。そうすると，外からもらった熱が上乗せされて，熱をもらわなかった場合よりも，余計に
温度が上昇します。このとき，室内よりも温度が高いので，熱を室内に伝えることができるので
す。ちょうど低い所から水をくみ上げるように，温度が低いところから熱というエネルギーをく
み上げるので「ヒートポンプ」とよばれるのです。
〈スライド 2-15〉エアコンの冷房や冷蔵庫の冷却装置は「冷
凍機」とよばれています。冷凍機の原理も基本的にヒートポ
ンプと同じです。エアコンで暖房する場合，室内と屋内を入
れ替えただけです。そのため，一台のエアコンで暖房にも冷
房にも使えます。冷凍機では室内機は室内温度よりも低く，
室外機は室外温度よりも高くします。あとは，温度が高い方
から低い方に熱が流れる性質を使って熱の流れをつくって
やります。このようにして，涼しい室内から暑い室外に熱を
汲み出すのです。冷蔵庫の外側が熱くなるのは，冷蔵庫の内
部から外に熱を汲み出したためです。
〈スライド 2-16〉石油ストーブを暖房として用いたときには
石油 100 に対して 80 の効率が得られます。同じ量の石油で
発電して，それでエアコンを動かしたときには 200 の効率が
得られます。このように発電を考えてもエアコンの方が石油
ストーブで石油を燃やすよりも効率がよいのです。ただし，
これは目安です。エアコンの機種や使用の仕方にもよりま
す。家の断熱や扇風機などと併用して空気を上手くかき混ぜ
ることによって，かなり効率的に暖房をすることができま
す。最近，エアコンの効率も年々高まっています。購入のと
きには，エネルギー変換効率（COP； すなわち投入したエネルギーに対して利用できるエネルギ
ーの割合）が書かれていますので，参考にするとよいでしよう。エネルギー変換効率というのは，
利用できるエネルギーを投入されたエネルギーで割ったものです。これが 1 よりも大きいという
のは不思議な気がするかもしれません。それは冷たい空気から熱をもらっているためです。決し
て，新たなエネルギーが生じる（エネルギー保存則に反する）わけではありません。
〈スライド 2-17〉エコキュート（コラム 112）は，夜間電力
を有効に使って，ヒートポンプでつくったお湯を蓄えるもの
です。大気の熱を利用しますので，エネルギー変換効率が良
いのです。実際には，エネルギー消費効率（COP）が 3 と言
われています。すなわち，使った電気のエネルギーの 3 倍の
エネルギーを持つお湯を沸かすことができます。そのため，
省エネになり，経済的です。政策的に安く設定されている夜
間電力を使うのでさらに経済的です。都市ガス代の 5 分の 1
程度です。電気エネルギーが効率的に投入されますので，全
て火力発電による電力を使用したとしても，ガスに比べると二酸化炭素の量が半減し環境にも優
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しいのです。＊エコキュートの正式名称は「自然冷媒ヒートポンプ給湯機」です。エコキュートは日
本の電力会社，給湯器メーカーが利用している愛称で，関西電力の登録商標です。
〈スライド 2-18〉ヒートポンプや冷凍機の冷媒として最初
はアンモニアが使われていました。アンモニアは刺激臭があ
るので，漏れると大変です。そこで，人間に無害だと考えら
れていたフロンが使われるようになりました。しかし，フロ
ンはオゾン層の破壊の原因となるので禁止されました。つぎ
に，オゾン層破壊の心配のない代替フロンという物質が使わ
れましたが，地球温暖化係数が大きいということで禁止され
ました。地球温暖化係数というのは，二酸化炭素を基準にし
て，地球温暖化の寄与の大きさを示すものです。現在では地
球温暖化係数が小さい，アンモニア，イソブタン，二酸化炭素が使われています（コラム 113）。
8. 電気とエネルギー
〈スライド 2-19〉これは，火力発電所の写真です。電気をつ
くるのにも多くの場合，熱が使われています。

8.1 発電のしくみ
〈スライド 2-20〉現在，家庭での灯りには全て電気が使われ
ています。その他にも，たくさん電気が家庭で使われるよう
になりました。テレビなどはもちろん，冷暖房や調理にも電
気が使われるようになってきました。ガスや石油を使わない
オール電化の家も増えてきています。
現在の家庭で使われるエネルギーの 6 割は電気です。この
割合は今後増えていくでしょう。
〈スライド 2-21〉それでは，電気はどのようにつくられてき
たのでしょうか（コラム 118）。日本でも明治 30 年代頃から
電灯が普及したり，京都で最初の電車が走ったりと電気が普
及してきました。この写真はその当時使われた日本最古の水
力発電所内部の写真です。琵琶湖からトンネルを掘って流し
た水を用いたものです。関西電力蹴上発電所で現在も保存さ
れています。
電気の利用として電車の動力があげられます。電車が日本
で初めて走ったのは，白熱電球が実用化されてから 15 年後
の明治 28 年です。
電車は 1879 年にドイツのベルリン工業博覧会で披露されたのがはじめです。その 2 年後の
1881 年ベルリンの路面電車が営業を開始しました。日本で電車が営業運転されたのはそのわずか
14 年後のことです。
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〈スライド 2-22〉山が多く水も豊かな日本では水という自
然エネルギーを使って多くの水力発電所が作られました。し
かし，昭和 38 年（1963 年）頃から火力発電が水力発電を上
回るようになってきました。この頃には大規模な水力発電所
を造ることができるところがなくなってしまったためです。
火力発電の燃料は最初は石炭でしたが，石炭に比べて容量が
少なく，取扱いも容易な石油が入手できるようになると石油
が増え，その後 2 度のオイルショックでの原油価格の値上が
りや技術の発展もあって石炭，天然ガスなどの化石燃料が大
量に使われるようになっています。さらに，1970 年以降，原子力発電が伸びきました。電気は貯
めておくことができません。ですから，常に安定して供給できる優れた方法で電気は作り続けら
れているのです。
〈スライド 2-23〉それでは，電気はどのようにして作られる
のでしょうか。皆さん磁石はご存じですよね。家庭でも，冷
蔵庫にものを張るマグネットなど身近にありますよね。磁石
は N 極と S 極があって同じ極同士は反発し，違う極同士は
引きつけ合います。棒磁石を吊るして実験してみましょう
（実験 65）。このように棒磁石を糸でつるして，もう一つの
磁石で引きつけることと反発することをうまくやると回転
させることができます。これを電気的に行っているのがモー
ターです。電磁石というのをご存じですよね。モーターは電
気と電磁石を組み合わせて，電気の力で動かす仕組みです。
〈スライド 2-24〉さて，発電原理説明器を先ほどお見せしま
したよね（実験 38）。このように電線を巻いた物をコイルと
いいます。コイルの中で磁石を揺さぶると電気が起きて LED
がつきます。モーターもコイルと電磁石からなっています
（コラム 116, 117）。それでは，モーターを回すとどうなる
でしょうか。

〈スライド 2-25〉電気を流すとモーターは動きました。それ
では，モーターを手で動かすとどうなるでしょうか。実験を
してみましょう。モーターを二つつないで，片方を手で回し
てみましょう。片方のモーターに付いたプロペラを手で回す
と，もう片方のモーターについているプロペラが動きます
（実験 66）。このように，モーターを動かすことによって，
電気ができます。
コンセントに来ている電気もこのようにモーターと同じ
仕組みの「発電機」というものをまわして動かして電気を作
っているのです（コラム 119, 120）。学校でこの実験をする時は，手回し発電機をつないで，片方
のハンドルを回すともうひとつの手回し発電機のハンドルが回ることでも実演できます（実験
68）。
このように発電するには，発電機を何らかの方法で動かせばよいのです。発電機を回す方法は
いろいろあります。その電気を作る場合も原理は同じです。発電機を何かの動力を使って種類に
よって，発電の方法が異なってくるのです。
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学校でよく使われる教材として，手回し発電器があります。あれは，モーターに回転速度をあ
げるためのギアとハンドルがついたものです。学校での様々な実験に便利ですので，使われた方
も多いと思います（コラム 117，実験 68）。手回し発電機に何も付けずに回したときと，何か電気
を使うものをつないだときで，ハンドルにかかる力が違います。このことから，電力を体感する
こともできます。
〈スライド 2-26〉実際に発電をしてみましょう（実験 67）。
ここに羽根車があります。これにモーターが付いています。
これに水をかけてみましょう。この中に LED が入っていま
す。よく見ていてください。水をかけて回転すると赤く光り
ますよね。これは羽根車でモーターが回って電気ができたか
らです。このフラスコの中の水をガスで湧かしてみましょ
う。この先から水蒸気が出てきます。水蒸気で羽根車が勢い
よくまわって，電気ができます。これは，フラスコの中でで
きた水蒸気がという小さな暴れん坊が，外に飛び出し羽根車
を回したのです。これも，バーナーの熱でお湯を沸かしたために羽根車を回すという仕事をした
ことになります。
〈スライド 2-27〉水の流れで水車を回転させることを利用
したのが水力発電です（コラム 120）。
水蒸気の流れを利用してモーターを動かすのが火力発電
（コラム 119）や原子力発電です。火力発電も原子力発電も
同じように水蒸気を使ってタービンとよばれる羽根車を回
して発電機を動かすものです。どちらも基本的に同じ構造で
すが，水蒸気をつくるための熱を作る方法が異なっていま
す。
〈スライド 2-28〉先に述べたように，熱のエネルギーは何も
しなければ温度が高い方から低い方に流れます。火力発電
も，原子力発電も，この温度差を利用してものを動かす「熱
機関」です。この温度差を使って他の方法でも電気を起こす
ことができます。ここにあるのはペルチェ素子とよばれるも
のです。片方を暖めて，もう一方を冷やすとモーターを動か
す事ができます（実験 70）。
実用的に温度差を使って電気をつくる方法があります。ス
ライドの図に示すような海洋温度差発電と呼ばれる方法が
それです。海の海底深いところは，海面に比べて温度が低く
なっています。そこで，この温度差を利用して発電するのです。低温で蒸発しやすいアンモニア
などのガスを用いて，海面近くの暖かい海水で暖めて蒸気とし，深いところの冷たい海水で冷や
して，この蒸気を液体に戻して蒸気の流れを作ります。その蒸気の流れでタービンを回して発電
します。これも温度差による熱の流れを利用してものを動かす熱機関です。
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8.2 原子力発電のしくみ
〈スライド 2-29〉東日本大震災で大きな原子力発電所の事
故が起こりました。事故の評価，今後のあり方について様々
な考えがあるので，原理だけを述べることにします。学校で
どう教えたらよいかということを悩まれている方も多いと
思います。どのような結論を出すにしても原理を知っておく
必要があります。先にものべましたが，原子力発電も火力発
電と同様，水蒸気を作って，その勢いで発電機を回して発電
するのです。火力発電との違いは，蒸気の作り方にあります。
その仕組みについておおまかに説明することにしましょう。
〈スライド 2-30〉先に説明しましたように，原子は電子と原
子核からなっています。原子核も陽子と呼ばれるプラスの電
気（電荷）を持った粒子と中性子と呼ばれる電気を持たない
粒子からできています。一般の原子は複数の陽子と中性子か
らできています。陽子の数が同じものは同じ種類の原子とな
ります（同じ種類の原子で中性子の数が違うものを「同位体」
といいます）。陽子の数と中性子の数のバランスで安定な原
子核と不安定な原子核が存在します。不安定な原子核は，時
間が経つと壊れて，より小さな原子核に分裂していきます。
〈スライド 2-31〉同じ種類の原子の中で中性子の数が違うも
のの一つにウランがあります。ウランは，原子力発電などの
燃料として用いられます。陽子の数は 92（原子番号 92）で
す。ウランには，中性子の数が違う双子の姉妹がいます。陽
子の数と中性子の数を足したものを原子量といいます。原子
量が 235 のウランをウラン 235，238 のものをウラン 238 と
呼びます。自然界に存在するウランの大部分（99.3%）は，
ウラン 238 です。残り，0.7%はウラン 235 です。
ウラン 238，ウラン 235 といっても聞き慣れない人はなか
なか覚えられないと思います。そこで，ニックネームを付けることにしましょう。現在，原子力
発電所で使われているウランはウラン 235 です。でも，全体の 0.7%しかありません。大部分はウ
ラン 238 です。ウラン 235 は燃えるので，「ひのきウラン」ということにします。大部分を占め
るウラン 238 は，今使われている原子炉ではほとんど使えません。でも，利用の仕方次第ではこ
「あすなろウラン」とよぶことにします。今使われてい
れが将来使えるようになります。そこで，
るひのきウランを姉，あすなろウランを妹と思って下さい。あすなろというのは，
「明日はひのき
になろう，ひのきになろう」と思っているので「あすなろ」とよばれているのです。これらの原
子核は通常の形では安定です。ウランの鉱石をそのまま部屋に置いていても何も問題ありません。
半減期は短い方のウラン 235 で 7 億年，ウラン 238 では 45 億年あります。地球ができた時には，
ウラン 235 はもっとたくさんありました。でも，半減期が 7 億年と比較的短いために 45 億年前
に地球ができてから次第に減っていき，現在では 0.7%しか存在しないのです（コラム 123, 124）。
あすなろウランはある方法を用いることによって燃料として用いることができるようになりま
す。それができるので，あすなろウランと名づけました。その方法というのが，
「もんじゅ」で開
発されている高速増殖炉です。（コラム 174）。
〈スライド 2-32〉まず，姉のひのきウラン (ウラン 235) は，核分裂という反応をします。
ひのきウランに比較的速ゆっくり動く中性子が当ると，この図のように壊れます。このときに
莫大なエネルギーと中性子が 2～3 個出てきます。出てきた中性子は，また別の中性子にあたり，
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ウランの分裂がおこります。ウランの濃度が高くなってくる
と，この分裂が玉突きのようにおこるようになります。この
ときのエネルギーは熱エネルギーに変わります。この熱エネ
ルギーを利用して火力発電と同じように蒸気をつくり発電
するのが原子力発電です。このような反応は天然のウランで
は起きません。ウランの濃度を 3~5%に濃縮して使います。
この反応を水中で行うと，中性子がゆっくり，ほどよい速
さで動くようになります（コラム 122）。これが，次のひのき
ウランにぶつかって，核分裂反応が起こるのです。このゆっ
くり動く中性子は，ものが燃えるときの酸素のようなはたらきをします。ものが燃えるとき，酸
素があるだけでは燃えません。適当な量の酸素があって，温度も高くないと燃えません。同様に
ひのきウランの核分裂反応も，ほどよい速さの中性子が充分な量だけ当たらないと進みません。
核分裂が生じ始める条件になったときを「臨界」といいます。反応を止めるためには当たる中性
子の量を急激に減らせば良いのです。ちょうど，酸欠状態になると燃焼がとまるように中性子の
量を減らしてやります。
〈スライド 2-33〉実際には，核分裂反応を止めるために，ホ
ウ素が中性子を吸収するためにホウ素の化合物でできた制
御棒という棒を差し込みます（コラム 125）。そうすると，
ひのきウランにぶつかる中性子の量が少なくなります。その
ため，あたかも「酸欠状態」のようにになって核分裂反応が
止まるのです。止まったあとも，少しずつ発熱を続けます。
そのため，冷却を続ける必要があります。福島での事故は停
止まではうまくいったのですが，その後の冷却がうまくいか
なかったために，起きたと言われています。
〈スライド 2-34〉原子核が崩れるときに放射線が出てきま
す。中性子も放射線の一種です。その他にさまざまなものが
あります。プラスの電荷をもったヘリウムの原子核であるア
ルファー線，電子であるベーター線，電磁波であるガンマー
線などがあります。レントゲン写真で使う X 線も放射線の一
種です。
放射線といっても，通常は怖がることはありません。遮る
ことができるからです。これらは，図に示すように様々な物
体を通りますが，その程度は異なります。
自然の状態で，空気中にも放射線があります。人間の体や衣服，建物からも放射線は出ていま
す。そのため，放射線の量が少ない場合は全く健康に問題ないのですが，余りたくさんあると自
然環境や人間の環境に悪い影響を与えます。
広島や長崎で投下された原子爆弾は，強い光，高い温度でその場で多くの人が亡くなりました
が，放射線を出す物質がまき散らされたので，投下後そこに行った人も多大の影響を受け，今で
も健康被害に悩んでいる人もいます。原子力発電に使われる原子炉の中でも，放射線が出ていま
す。原子炉では，そのような放射線が周りにまき散らされることを何重もの仕組みで防いでいま
す。今回の福島の事故はこれらの何重もの壁の一部が破れてでてきてしまったものです（放射線
についてはコラム 123, 124, 129～134）。
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9. 私達の生活と熱エネルギー
〈スライド 2-35〉つぎに私たちの生活で熱エネルギーがどの
ように使われているかを見ていくことにしましょう。

9.1 調理とエネルギー
〈スライド 2-36〉調理は私達が生きていくために必要不可欠
のものです。調理に加熱はつきものです。調理による加熱に
も様々なものがあります。ガスを使った調理，IH や電子レン
ジなどを使った調理，炭火焼など様々なものがあります。

〈スライド 2-37〉ここに厨房でよく使用する機器と，その消
費電力を挙げてみました。消費電力の高いものが多いことが
わかります。特に，調理に使う「オーブン」
「電磁調理器」
「電
子レンジ」など加熱用機器は消費電力が高いことがわかりま
す。厨房では，ガスを利用する加熱もよく利用されます。こ
れらの機器の特徴を知り，うまく使い分けたり，鍋を選んで
うまく利用したりすることで，もっと「省エネ」できるので
はないでしょうか。
〈スライド 2-38〉ガスを使った加熱と IH を比較してみまし
ょう。ガスは周りの空気をも暖めてしまうのに対して，IH で
は鍋だけを加熱します。そのため，熱効率はガス 40%に対し
約 80％と高く，高出力で経済的です。炎が出ないから二酸化
炭素（CO2）で空気を汚しません。しかし，最近は災害時な
どのことを考えて，再びガスの利用も多くなっています。

〈スライド 2-39〉IH と並んで，台所で使われる調理器具と
して電子レンジ（マイクロ波オーブン）があります。電子レ
ンジに，丸型蛍光灯を入れて点灯してみましょう（実験 71）。
そのまま，蛍光灯を入れると危ないので真ん中に水を入れた
コップを入れておきます。点灯したのは，マイクロ波という
電磁波が出ているからです。
電子レンジは，水分があると暖まるといわれていますね。
水と油を入れてためしてみましょう。水は熱くなります。油
は，どうでしょうか。水のように熱くはなりませんが，温ま
ります。水があるなしの比較をするために，豆腐と高野豆腐を入れてみましょう。豆腐は熱くな
りますが，高野豆腐は少し温かくなるだけです（実験 72）。
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〈スライド 2-40〉電子レンジの中では，マイクロ波とよばれ
る，24 億 5 千万ヘルツ（2.45 ギガヘルツ [GHz]）の電磁波
が発生しています。この電磁波で食品の中の水の分子が揺さ
ぶられます。水以外も揺さぶれるのですが，効率はよくあり
ません（実験 72）。ですから，油や高野豆腐は水や豆腐ほど
熱くならないのです。マイクロ波では，陶器やガラスは揺さ
ぶられませんので，皿にのせた食品だけを加熱することがで
きます。金属などはマイクロ波を反射するので使えません。
IH では鍋を加熱して鍋からの伝熱によって調理したのと，
この点が違います。
このようなマイクロ波は，マグネトロンとよばれる一種の真空管によってつくられています。
これは，電子が磁場中をぐるぐる回ると電磁波が出ることを利用したものです。このように水を
あたためるのですから，人体にあたったら危険です。ですから，窓のところは，金属板に小さな
穴を開けたものが貼り付けてあります。そうすると，マイクロ波は外に出て来られないのです。
整形外科でリバビリするときに，患部にマイクロ波をあてることがあります。これは，体の中を
マイクロはで温めるものです。人体に害がないように調整していますが，シップなどを貼ってい
ると，シップが加熱してやけどをするので注意が必要です。また，静電服とよばれる，静電気を
ためない作業服を着ていると，放電して危険なので注意が必要です。
〈スライド 2-41〉あかりの歴史の中で時代とともに，無駄な
熱が少なくなってきたことを見てきました。それに伴い，省
エネが進んできました。調理方法も同様です。たき火，いろ
りなどは照明，暖房，調理を兼ねていましたが，調理専門の
加熱法の発達とともに，できるだけ余計なところを加熱しな
いで済むようになってきました。このように，調理も省エネ
の方向で進んでいるのです。

〈スライド 2-42〉シチューなどを作る時，余熱調理を行うこ
ともあります。調理に余計な加熱をしなくてよいので，省エ
ネになります。カップ麺は，お湯を注ぐだけで麺を食べられ
るようになりますよね。インスタントラーメンの最初の商品
である日清のチキンラーメンは最初どんぶりに入れてお湯
を注ぎフタをするだけでした。これらも余熱調理の一つです
ね（コラム 140）。
〈スライド 2-43〉さてこのように，熱を伝えない材料を断熱
材といいます。熱を伝えにくい材料は衣服だけではありませ
ん。梱包に使う発泡スチロールも断熱材です。発泡スチロー
ルはポリスチレンというプラスチックを泡立ててつくりま
す。ポリスチレンは全体の 5%にしか過ぎません。残りは，空
気です。発泡スチロールはカップ麺の容器に使われていま
す。熱が冷めないからです。熱が冷めると麺が上手くできま
せん。発泡スチロールのカップに熱湯を入れ，生卵を入れて
20 分置いてみましょう（実験 75）。発泡スチールのカップに
も熱湯を入れて，温度を測ってみましょう。生卵は常温で置いておいたものを使用してください。
冷蔵庫に入れたものを用いるとうまく行きません。
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9.2 断熱と省エネ
〈スライド 2-44〉熱はこの図のように温度が高い所から低い
ところに伝わります。コーヒーが冷めるのも熱が温度の高い
コーヒーから温度の低い周りの空気に伝わるからです。せっ
かく暖かいコーヒーが冷めてしまうのはもったいないと思
いますよね。暖かいコーヒーを飲もうと思うと，また暖めな
ければなりません。そのため，余計なエネルギーが要ります。
言い換えるとコーヒーが冷めるとき，エネルギーが熱として
逃げていくのです。それでは，ものが冷めないようにするに
はどうしたらよいでしょうか。
〈スライド 2-45〉今では，西洋風の服が世界的に着られるよ
うになってきましたが，それぞれの民族衣装を見ると，その
土地の気候風土に合ったものを着ていることが分かります。
寒い時，外出するのにコートを着ますよね。コートを着る
ことで，熱を外に逃がさないことができます。これによって，
余り寒い思いをしなくて済むようになります。逆に夏は，熱
が逃げやすい服を着ます。クールビス，ウォームビズなども
冷暖房費を節約して，省エネするために有効です。実は，熱を
逃がさないこと，上手く放出してやることが省エネに通じる
のです（コラム 141, 142）。
〈スライド 2-46〉最近，スープマグを使った余熱調理が知ら
れるようになりました（実験 76）。魔法瓶，保温式の弁当箱，
スープマグなどは，断熱材の代わりに真空の層を作っていま
す。昔は，真空層を使うのにガラスを使っていましたが，今
ではステンレスを使うのが一般的です。真空中では分子がな
いので，
「小さなあばれんぼう」による熱の伝わりはありませ
ん。もっとも，赤外線がでてそれで熱を伝えることはありま
す。それを防ぐために，真空層の間は鏡になっていて，でき
るだけ熱が逃げないように工夫されています（コラム 143）。
〈スライド 2-47〉次に，家の熱と省エネについて考えてみま
しょう。家ではいろいろなところから熱のやりとりがありま
す。壁や屋根，床などを伝わって熱が出入りします。窓や，
ドアなどからも熱の出入りがあります。換気するときにも，
熱が逃げていきます。ですから，エネルギーを効率的に使っ
て省エネをしようとすると，熱の出入りを少なくする必要が
あります。そのため，最近建てられた家では，床や壁天井に
断熱材をいれるようにしています。また，窓も二重窓にする
など，工夫されています。省エネは，個人的にはお金の節約
という経済効果があります。それだけではありません，後で述べるように全世界的に見ても大き
な省エネ効果があります。
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〈スライド 2-48〉 冷暖房は部屋を冷やすだけではありませ
ん。冷房時は外から入ってくる熱を外に出すため
に多くのエネルギーが使われます。暖房時は，外
から入ってくる冷気に打つ勝つ必要があります。
そのために，床や壁，天井に断熱材を入れたり窓
ガラスを二重にしたりカーテンを掛けたりするこ
とで省エネ効果が増大します。
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III 身の回りの現象と熱力学
〈スライド 3-1〉この章では，最初に地球環境とエネルギー
のことについて話をします。つぎに，身近な物質の性質を熱
力学の観点で見ていくことにします。最後にこれからの社会
とエネルギーについて考えていくことにします。

10. 地球も一つの熱機関
〈スライド 3-2〉地球は太陽からエネルギーをもらっていま
す。私たちが生きていけるのも太陽のおかげです。

10.1 太陽からのエネルギー
〈スライド 3-3〉太陽のはたらきを示すために，私は子供向
けのイベントでは，自作の紙芝居「北風と太陽（股旅バージ
ョン）」をやります。セリフについては，コラム 147 を参照
してください。この物語は，よく知られたイソップ寓話の一
つです。本来の意味は，
「冷たく厳しい態度で，人を動かそ
うとするよりも，温かい態度を示した方が人が動く」などの
教訓が読み取れるお話です。
でも，私はこの話をあえて別の意味に使っています。「風
は，太陽を熱源として生じる現象だからです。そのため，風
は，太陽に勝てるわけがないのです」と言って地球環境に関する話の導入をします。
〈スライド 3-4〉太陽の中では「核融合」という原子核反応
が起こり，莫大なエネルギーが発生しています（コラム
173）。そのエネルギーのごく一部が光となって，地球に届い
ています。この光は，地球を明るくするだけではありません。
地球にエネルギーをもたらしているのです。このエネルギー
のお陰さまで，私達は生かされているのです。
１秒間に，太陽から地球が受ける熱エネルギーは 486 億
キロワット時 [kWh] です（1 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分に相当）。486 億 kWh と言われてもピン
ときませんよね。この量は，地球の文明が始まって以来，人類が消費したエネルギーの総量より
も多いと言われています。ものすごいエネルギーですね。
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〈スライド 3-5〉地球は太陽の光を吸収して暖められます。
その熱がもとで，風が吹いたり，雲ができたり，雨が降った
り，海流が流れたりします。雨や風，海流のおかげで海の幸，
山の幸が育つのです。
さらに，地球上の生き物はこの互いに食べたり食べられた
りする関係にあります。このような関係を「食物連鎖」とい
います。全て関係しあって，持ちつ持たれつということです。
互いに「食うか食われるか」といった関係でもあるわけです。
10.2 地球温暖化
〈スライド 3-6〉次に，太陽とともにある地球環境の変化を
みてみましょう。太陽と地球の距離は，生物が生活するのに
ほどよい距離になっています。太陽から目に見える光を受け
取り，地球表面上が暖かくなると，赤外線を放出します。こ
の赤外線は空気中に放出されます。大気中に温室効果ガスと
呼ばれるものがあると，それによって赤外線は吸収されま
す。そうすると地球が暖まり，熱の吸収と放出のバランスが
とれて，平均温度が 15℃くらいになります。これは人類が
生きていくのに程よい温度です。しかし，太陽から入ってく
るエネルギーと出て行くエネルギーのバランスが崩れると，地球はどんどん暖まってしまいます。
実際，金星では，このバランスが崩れ，465℃というものすごい高温になっています（コラム 149）。
〈スライド 3-7〉分子は原子がつながってできたものです。
分子の中の原子はちょうどバネでつながっているように振
動します。赤外線は電磁波です。電磁波というのは，電場と
磁場が振動する波です。この振動数（1 秒間に振動する回数）
はちょうど分子の結合が振動する振動数に相当します。その
ため，分子からできている物体に赤外線が当たると赤外線が
吸収されて温まるのです。

〈スライド 3-8〉地球温暖化ガスとして，二酸化炭素，メタ
ンに加え水蒸気もあります。メタンは，牛などのゲップや植
物が腐ったりすると出るものです。温暖化係数（コラム 113）
は，二酸化炭素よりも大きいのです。でも，これらの排出量
は制御できません。そこで，二酸化炭素のみが問題にされて
います。水は二酸化炭素よりも温暖化係数が大きく，地球の
温度を一定に保つのに寄与しています。放射冷却などの現象
からわかるように，雲になるともっと温暖化傾向が強くなり
ます。でも，いくら大きくてもこれの効果は一定ですし，バ
ランスをとっているのです。どのガスが温暖化係数が大きい
かという問題よりも，現状に比べて温暖化させる因子を取り
除くことが大切なのです。ですから，削減可能な二酸化炭素
が問題にされているのです。
〈スライド 3-9〉古い時代からの大気中の温暖化ガスの量は，
どのようにして測るのでしょうか。実は，融けずに残ってい
る南極の氷に溶けているガスの量を分析することによって
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わかるのです。図のように，南極の氷を円柱状に繰り抜いて
分析するのです。どの部分にいつの時代のガスが溶けている
かは，二酸化炭素中の炭素を用いて年代を求めます（コラム
136）。
〈スライド 3-10〉この図は過去 1000 年の二酸化炭素および
メタンの濃度変化を示したものです。記号の違いは観測場所
の違いを表しています。19 世紀から急激に増大しているこ
とが分かります。二酸化炭素濃度の単位の ppm （parts per
million）は百万分の 1，ppb ppm （parts per billion）は 10
億分の１を表す量です。
〈スライド 3-11〉この図は，34 万年前からの二酸化炭素，
メタン，気温の変動を示したものです。この 34 万年の間に
は温暖な「間氷期」と呼ばれる期間が現在を含めて４回あり
ます。黄色く塗ってある期間がそれです。それ以外の時期は
寒冷な「氷期」（氷河期）です。この図から二酸化炭素とメ
タン濃度は気温と密接に関係していることがわかります。こ
のことから，気候変動によって温室効果ガスの循環が大きく
変化していたことが分かります。現在は上昇期にあたりま
す。自然のサイクルによるものに人為的なものが加わってさ
らに加速する可能性もあります。いずれにしても，温暖化ガスの排出を抑制する必要があるもの
と考えられます。
〈スライド 3-12〉古いデータですが，この図は二酸化炭素を
どれだけ出しているかを国別で表わしたものです。一番左が
アメリカで全世界の約四分の一の二酸化炭素量を放出して
います。人間のカタチをしているのは一人当たりの二酸化炭
素排出量です。アメリカは国全体としてもトップです。一人
当たりとしてもトップです。中国は国としては二番目に二酸
化炭素を出しています。人口が多いので，一人当たりとして
はそれほど多くありませんが，ご承知のように急速に増大し
ています。
〈スライド 3-13〉この他に異常気象，熱帯病の増加など憂慮
すべきことが起こる可能性が大きいのです。気候というの
は，単純なものではなくて，地球全体の気温が平均的に上が
ると生態系への影響が起こるので多くの人が心配している
のです。さらに，海流が変化するためにヨーロッパなどは寒
冷化するとも言われていたこともあります（コラム 150）。
最近の異常気象も全てではありませんが，地球温暖化に関係
しているのではないかと思います。
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11. 身近な現象と熱力学
〈スライド 3-14〉私達が身の回りで目にする現象には，「熱
力学」と関連しているものがたくさんあります。それらにつ
いて，実験を交えて説明することにしましょう。
（次に示す状態変化については熱力学第二法則を数式で表すことに
よって説明できるようになりました。少し難しくなりますが，興味のあ
る方はコラム 151 を御覧ください）

11.1 状態の変化
〈スライド 3-15〉ドライアイスは，大気圧では液体になりま
せん。そのため，アイスクリームなどを持ち帰る時に冷やす
のにも使えます。ドライアイスは，圧力を高くすると液体に
することが出来るのです。この実験は，学校でも比較的簡単
にできます（実験 78）。
ビニールホースにドライアイスを砕いたものを入れて，両
端を万力で抑えて固定します。少し離れて見ていてくださ
い。この時，ものすごく力を入れて抑える必要があります。
そうしないと，二酸化炭素の気体が隙間から漏れてしまいま
す。
だんだん膨れてきますね。さらに，透明な液体になります。液体になったら，万力を緩めて，
圧力を下げてみましょう。一瞬のうちに，粉末状の固体のドライアイスに戻ります。もう一度，
万力で両端をふさぐと再び液体になります。液体になったらしばらくおいてみましょう。ビニー
ルホースがだんだんに膨れてきます。ある程度膨れると破裂します。危険ですから，少し離れて
見るようにしてください。破裂する前には，お餅が膨れるように急に一部が膨れてきます。その
段階で離れるようにしてください。
ドラアイイスは通常は液体にならずに気体になります。この現象を「昇華」といいます。ドラ
イアイスはビニールホースの中で昇華して二酸化炭素の気体がたまります。そうすると圧力が高
くなります。二酸化炭素は大気圧では液体になりませんが，圧力を高くすると液体になるのです
（コラム 152）。
11.2 プラスチックと高分子
〈スライド 3-16〉ペットボトルはポリエチレンテレフタラー
トとよばれるプラスチック製のボトルです（コラム 154）。ペ
ットボトルをオーブントースターに入れて加熱してみまし
ょう。段々細くなってきます。細くフニャッとなってきてか
ら，火バサミではさんで取り出して下さい（実験 80）。
取り出したら，全体がだんだん白くなります。白くなった
のは，小さな結晶がたくさんできたからです。暖かいお茶の
ペットボトルの口が白いのをご存じでしょうか。あれは，口
のところが熱で縮まないように，予め加熱して結晶をつくっ
たものです。
一部融けたところが，オーブントースターの枠にひっつく
と糸を引きます。この性質を利用して，繊維が作られます。
もともと PET はポリエステル繊維として用いられていまし
た。ポリエステル繊維は衣類やじゅうたんなどに用いられて
います。
〈スライド 3-17〉ペットボトルの作り方を図に示します。ま
ず，試験管のような管状のものをつくり，型（モールド）の
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中に入れて熱します。それを膨らませて，冷やしてから取り出すのです。膨らました状態で，冷
やしてしまったため，縮もうする力がはたらいたまま固まっています。ですから，加熱すると元
に戻ろうとして細くなるのです。このようにペットボトルをつくるときには，加熱して膨らませ
ています。
〈スライド 3-18〉さて，ここにあるペットボトルは薄い水用
のペットボトルです。これに熱湯を入れてみましょう。どう
でしょうか？お湯を入れたところが，少し縮んだことが分か
るでしょうか。この実験をするときには，ボルトの周りの帯
状のラベルはそのままにしておいてください。ラベルの帯が
緩んで落ちますので，ペットボトルが縮んだのがわかりま
す。（実験 81）
ペットボトルの実験についてまとめておきましょう。ペッ
トボルトは膨らませて，縮もうとした力をもったまま固定さ
れたものです。このような状態を「ガラス状態」といいます
（コラム 155）。ペットボトルはプラスチックですが，いわゆ
るガラスと似たような性質を持っています。
〈スライド 3-19〉さて，最初の方で示した，お湯をかけると，
おもりを吊るしたペンシルバルーンが縮んでおもりが持ち
上がるのはなぜかを説明しましょう。
〈スライド 3-20〉ペンシルバルーンは，ゴムからできてい
ます。ゴムは，この図のように高分子とよばれる，鎖状の分
子が網目状につながっています。分子は，最初の方で述べた
ように，動きまわっています。いわば，「小さなあばれんぼ
う」ですね。高分子の鎖は「手をつないだ小さなあばれんぼ
う」です。この小さなあばれんぼうは温度が高くなるとどう
なるのでしょうか。
〈スライド 3-21〉プラスチックの鎖を「高分子の鎖」だと思
ってください。これの一方の端を手で持って，水平に揺さぶ
ってください（実験 85）。そうすると，鎖はあばれまわって，
下の端は持ち上がります。結果として鎖は縮みます。このよ
うに，高分子鎖の両端は暴れまわることによって，縮もうと
するのです。温度が高くなると，さらに激しく動きまわるた
めに，縮もうとする力が強くなります。そのため，お湯をか
けるとペンシルバルーンで吊るしたおもりが持ち上がるので
す。ちなみにプラスチックの鎖はポリエチレンという高分子
からできています。
〈スライド 3-22〉さて，高分子という話が出たついでに，子
どもたちの好きな「スライム」の不思議な性質をお見せしま
しょう。スライムに棒（割った割り箸でよい）を入れてゆっ
くり回すと，スライムは棒を登ってきます（実験 86，87）。
スライムをちぎって，机におもいっきり叩きつけると，弾み
ます。さらにスライムをゆっくりコップから流すと，液体の
ように流れます。流れ落ちるスライムをはさみで切断する
と，切断面が縮みます。さらに，スライムを洗濯糊の容器を
半分に切って口から押し出すと，出た先が丸く膨らみます。
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このように，スライムは，不思議な性質をいくつも持っているのです。ですから，子どもたちに，
作って楽しませるだけではなく，このような実験をさせると，さらに物質の不思議な性質を体験
することができます。スライムの作り方は，実験集に載っています（実験 86）ので，そちらを参
考にしてください。また，これらの性質の仕組みはコラム 158 をご覧ください。
12. こちからの社会とエネルギー
〈スライド 3-23〉化石燃料を使うのは，親の遺産で分不相応
の贅沢をするようなものです。それでは，私たちこれからど
うしたらよいのでしょうか？その一つの方策として，「省エ
ネ」（省エネルギー）があります。
でも，省エネだけで充分なのでしょうか。1 人 1 人が省エ
ネをすれば済むのでしょうか。一緒に考えていきましょう。

12.1 これからの世の中の変化
〈スライド 3-24〉現在世界の人口は約 70 億人を越したと
いわれています。毎年，6 千万人が亡くなり 1 億 4 千万人
が生まれています。このままの勢いでいくと，2050 年に
は 95 億人に達すると予測されています。加えて，発展途
上国がものすごい勢いで経済発展し，生活レベルが上がっ
てきています。そのため，今後必要とされるエネルギーは
計り知れないものがあるでしょう。そのために，何か対策
をしないと，人類は混乱してしまいます。混乱の果てに，
貧困，餓死などの問題も出てくるかもしれません（コラム
163）。
それが，戦争の原因にもなるかもしれません。一つの極端な考え方として，餓死，戦争などで
人口が激減し，生き残った民族だけが繁栄するというシナリオもあるかもしれません。でも，人
類のほとんどはそういったことは望んでいないでしょう。下手をすると，適正人口の人類が生き
残るどころから，人類滅亡にも至りかねません。そこで，どうしたら良いかを考えて見ましょ
う。
もう一つ考えなければいけないのは世界の人口問題です。現在世界の人口は 70 億人といわれ
ています。それが，2050 年には百億人近くになると予測されています。
人口問題は確かに深刻かもしれません。生活レベルの向上とともにエネルギー消費量が増大し
ていくからです。それに対して，当然対策を立てていかなければなりません。人口問題に対して
別の見方もできます。人類の長年の努力によって，疫病や飢饉などによる死亡率が減ってきまし
た。特に発展途上国では，死亡率と出生率のバランスが崩れて人口が増大したのです。死亡率が
減ったということは大変ありがたいことなのです。見方によっては，先人の善意に基づく努力の
おかげでもあるのです。このように，物事の見方は視点の取り方によっていろいろできるという
ことを知ることも大切ではないでしょうか。
〈スライド 3-25〉石油や石炭，天然ガス化石燃料というの
は過去の遺産です。
これらは短期間では増やすことはできないものです。石
油，天然ガス，石炭のみならず，原子力発電に使われるウ
ランもこのままの使い方をしていくと，たかだか 100 年程
度で使い尽くされてしまうと言われています。もっとも，
埋蔵量というのは現在のところ経済的に採掘できるとい
われる埋蔵量のことです。ですから，もっと可採年数は延
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びる可能性はあります。しかし，いずれは無くなることは間違いないことだと思います。
最近はシェールガスやメタンハイドレード（コラム 164）などの新たな化石燃料も注目されて
います。特にシェールガスは米国では採算ベースに入ったようです。ただ，石炭や石油に比べて
少ないとはいえ二酸化炭素の排出源となるので，環境保護の観点から必ずしも好ましいものでは
ないかもしれません。
〈スライド 3-26〉エネルギーといえば，日本の食料やエネ
ルギー自給率をご存知でしょうか。食料自給率は 39%です。
ご存知の方もおられるかもしれません。これは，エネルギー
ベースで計算したものです。しかし，生産額ベースでは 64%
になっています。これはどうしてでしょうか。
国内で肥育された家畜も輸入した飼料を用いた場合はそ
の分控除されます。野菜は国産が多いのですが，もともとカ
ロリーが低いためにカロリーベースだとどうしても低くな
るのです。
生活に必要なエネルギーの自給率は 5%にしか過ぎません。今後の日本のあり方を含めて，いろ
いろ意見がありますがここでは述べないことにします。ただ言いたいのは，いずれも海外からそ
れらの多くを輸入しているという事実です。見方を変えると海外で生産していただく「おかげ」
で我々は生きていけるのです。
〈スライド 3-27〉以上のことをまとめると，図のようになり
ます。これからの人類が生きていく上での問題点として，人
口増，世界的に経済発展とそれに伴う生活レベルの向上，埋
蔵資源の減少です。
これらに対して，省エネ，資源の再利用，太陽光発電など
の新エネルギーの利用に加えて，エネルギー・資源をトータ
ルで有効に利用するシステムの構築などが考えられます。

〈スライド 3-28〉資源枯渇問題に対して，新エネルギーや再
生可能エネルギーで発電することも検討されています。太陽
光発電や風力発電，廃棄物を燃やす時の熱を利用する廃棄物
発電などもこれから増やしていく必要があるでしょう。先に
述べた海洋温度差発電や地熱発電なども可能でしょう。バイ
オエタノールをガソリンエンジンで使用したり，使用済みの
食用油をディーゼルエンジンの燃料として使えるようにし
たりとバイオ燃料の普及も可能性があると思います。
〈スライド 3-29〉これらの新エネルギーのメリットは太陽光
のエネルギーを利用した再生可能なエネルギーを用いてい
る事です。一方デメリットとして，供給が不安定なことかあ
ります。天候，昼夜によって左右されることが問題です。バ
イオ燃料の場合，儲かるからと言って，食料生産を減らすと
問題となります。さらに，総量を確保できるかどうかにも問
題があります。
〈スライド 3-30〉これまでお話しましたように，太陽光を有
効利用する試みが，いろいろなされています。その一つが宇宙太陽光発電です。安定して太陽光
38

H30 年度教員免許状更新講習「生活の中の熱とエネルギー」テキスト
が宇宙でもう一つは地上に人工の太陽を作ろうという試み
です。宇宙で発電した電気をレーザー光や電磁波で地上に
伝えようというものです。太陽の中では，核融合という原子
核反応がおきています。この核融合を地上で実現させよう
という研究がされています。従来のウランを使った原子炉
と違い，燃料は海水中からとれるため，燃料枯渇の問題がな
いと言われています。ただ，非常に高温になるためにどのよ
うにして閉じ込めるかが課題です。
12.2 みらいの社会を考える
〈スライド 3-31〉さて，以上の考え方は個人だけではなく，
社会を考えるにも通用するものと思います。自分自身の棚卸
しに相当するのが過去に学ぶことです。言い換えると歴史を
通じて学ぶということです。他国との関係を考えるにも，歴
史，地理的環境などを踏まえることが大切です。
その中で，各国の宗教もその国の歴史的，地理時環境と密
接に関係しています。それらを含めたその地域固有の状況を
学ぶことが大切です。これらは，つながりを考えて互いに知
り，互いを認めうとい姿勢が大切だと思います。このように
つながりを考えることは，他の国だけではなく身の回りの人たちに対しても同様です。このよう
にそれぞれの国は固有の歴史的，地理的事情を持っているので他国の制度に習うときには，制度
をそのままいれるのではなく，両国の歴史的地理的状況を充分考慮したうえで導入した方がよい
でしょう。
〈スライド 3-32〉江戸時代は「循環社会」などとよく言われ
ています。江戸時代は，鎖国状態であったこともあり，エネ
ルギー，食料など全て国内でまかなっていました。一部の金
属などの鉱物資源を別にすれば，ほとんど太陽のエネルギー
によって生産するものを利用していました。これは，今に比
べて人口が少なく，食べ物も生活も質素だったからできたと
も言えます。昔はどの国も似たような状態だったと思います
が，地域によっては燃料にする木材の伐採が原因で大規模な
砂漠化，森林破壊などが数千年に亘って起こっています。江
戸時代の社会から学ぶことはたくさんあります。江戸時代が良かった，悪かったということでは
なく，良い点，悪い点を含めて過去の歴史から学ぶという姿勢は大切だと思います。歴史はその
ままの事実を学ぶというのではなく，現代に適用したらどうなるかを考えながら学ぶということ
が大切だと思います。歴史は覚える科目ではなく，数学や物理以上に「考える科目」だと思いま
す（コラム 165, 166）。
〈スライド 3-33〉その意味で，発展途上国での太陽光発電の
導入から学ぶことがあります。電力システムが専門の大学教
員から聞いたのですが，発展途上国では太陽光発電が盛んに
導入されているそうです。日本では，太陽光発電はコストが
高く，今のところ高い料金で買い上げて初めて成立します
が，発展途上国では事情がちがいます。日本とちがって送電
網が整備されていないからです。多くの先人たちが，100 年
以上かけて水力・火力・原子力による発電や送電網を整備し，
おまけに停電が起こらないということはすごいことなので
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す。そういう意味で多くの先人の「おかげさま」なのです。
技術の発展状態によっては，面白いことがおきます。電気も来ていないところやテレビの電波
が届かないところでも，携帯電話は使われるのです。モンゴルのゲルでは，太陽光発電で充電し，
アフリカでは町に買い物にいったついでに充電しているのをテレビ番組で知りました。
とにかく，これまでの社会的な蓄積の違いによって，社会の発展の仕方や社会の基盤を支える
構造物の整備の仕方は国によって異なってくるのです。
〈スライド 3-34〉つながりということでは，IOT （Internet
of things）とよばれるものが考えられています。ものが情報
でつながり，様々な利便性がましてくるでしょう。電力も情
報網とつながったスマートグリッドとよばれるシステムも
考えられています。
これからさき，今では考えられないような効率と利便性を
もった社会ができるように思えますが，そうなれば，そうな
ったで新たな問題が起きてくるでしょう。その時は知恵の発
揮できる時です。
新エネルギーはこのように問題がありますが，社会全体として上手く使いこなすシステムの構
築も考えられています。発電した電気を単に送電するだけではなく，末端の電力需要の情報を集
めることによって効率的に電気を供給するというシステムです。
「スマートグリッド」と言われる
システムです。このとき重要になるのが，電池です。過剰に発電した電気は電池に充電しておき
ます。電力需要をにらみながら，一番電力消費が少ないときに充電するのです。このとき，電気
自動車なども全体でのバランスを計算の上充電します。また，人が不在だったり，過剰な冷暖房
を使ったりしている場合も自動的に調整できるようにします。そうすると，個々の人が気をつか
って節電する以上の効果が得られるものと考えられます。
12.3 これからの世の中を生きていきための力をつける学びとは
〈スライド 3-35〉そのような将来に通じる学びとはどのよ
うなものでしょうか。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。
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。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。
〈スライド 3-36〉先に述べましたが，最近「アクティブラー
ニング（主体的・対話的で深い学び）」が導入され始めまし
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た。最初大学教育中心でしたが，その後初等中等教育でも導入するようになりました。
アクティブラーニングにはいろいろな考えがありますが，私は次のように考えています。私の
考えるアクティブラーニングは先に述べた「知ってることの仲間づくり」
「教え遊び」
「考え遊び」
を行っていくことです。これらは，早い時期からはじめられると思います。むしろ小学校低学年
からの方が定着し易いかもしれません。私自身家で机に向かうことはありませんでしたが，いま
思い起こすと小学校のころから実践していました。中等学校でも学校で出された宿題や試験対策
はまったくしていませんでしたので，成績はよくはありませんでしたが，一部の科目を除いて全
く自宅学習をしなくても平均的くらいはとれました。一部の科目というのは，英語と数学です。
このようなやり方は，遅いということはありません。50 歳でも，60 歳でも始められると思いま
す。私自身はアクティブラーニングを本格的に意識したのは，大学生のときでしたが，会社でも
仕事の必要性から実践していました。さらに，大学に移ってからもサイエンスコミュニケーショ
ンという形で実践してきました。
〈スライド 3-37〉以上のような実験教室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，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。思
い出すことによって本当に記憶は定着するとも言われています。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思い出す力
を鍛えることはよいでしょう。
〈スライド 3-38〉アクティブラーニグンの具体的実践の第一歩は「教えあそび」ではないかと思
っています。幼児は覚えた言葉をすぐに口にします。また知っていることを人に話します。オタ
クは，自分の知識を周りの人がどう思うかお構いなく披瀝します。病院に行くと，年配の人が自
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分の病気の治療や薬について詳しく他人に話しているの
を聞くこともあります。これらの行為は，聞いている人は
ともかく，話している人にとっては，考えをまとめ，知識
を定着させるのに役立っているのです。これを学びの手段
とするとものすごく有効な手段になるのではないでしょ
うか。
多くの人は生長すると，誰彼構わず話すことがしにくく
なると思います。そこで，私は学生に対して初歩的な「想
定読者」を考えた説明文を書くことを勧めています。内容
にもよりますが，小学校 5 年生くらいの中位の成績の児童
の知識と理解力を想定するとよいように思います。そのような人に説明できて初めて，理解でき
たといえるのではないかと思っています。
教えるということは，単に相手に自分が知っていることを伝えるだけではありません。伝える
過程で理解を深めたりるとともに，新たな意味を発見することもあります。さらに，教えること
ができることによって，自分がとりあえず理解したかをしる指標にもなります。学生に想定読者
を考えた執筆指導を行うと多くの学生が他人の立場を配慮するようになるといいます。できれば，
人に伝えることを楽しんで遊びのつもりでやるといいでしょう。その意味で私は「教え遊び」と
よぶことにしています。教え遊びは小学生から始められるはずです。難しく考えず，できること
から授業でも導入できるのではないでしょうか。
私が小学校のときに，算数の文章題を解くときに，できた人が他の人に教えるような授業を受け
たことがあります。
〈スライド 3-39〉私は「教えあそび」とともに「考え遊
び」が学習の上で大切ではないかと思っています。知った
ことで何でもよいから考えてみるのです。
まず，学校で習うことについてあらかじる正解を予想し
ながら授業を聞くのです。本を読んで学ぶ時も同様です。
さらに，政治のシステムの話や歴史を学ぶときに「自分な
らばどうするか」を考えてみるのです。これらを学習の基
本にするのです。さらに，テレビ番組を見る時なども同様
のことをしてみるのです。また，クイズ番組についても同
様に自分の考えで答えを当てるように試みます。このよう
な中から，楽しく考える習慣がついてくるものと思います。このようなことを「考えあそび」と
よんでいます。
とにかく，考えることを遊びにしてみるのです。解決する対象を考えるのも良いのですが，そ
れよりも解決する環境，仕組みを考えるのです。例えば，受験勉強するときに，教科の内容を考
えるのではなく，どうしたら自分が継続して学習ができるか？自分にあった学習法はどうか？な
ど，自分の性格を考えて長続きする仕組みや，時間割を考えるのです。このような解決するため
の環境や仕組みを考えることを「システムデザイン」といいます。私も高校 2 年生の秋から受験
勉強をはじめました。それまで，家で机に向かう時間は多くても 0 秒でしたが，計画的の 3 時間
やるようにしました。自分の心理も考えて，どうしたら続くかということを決めたのです。
とにかく，考えることが習慣になるととても楽しいことに気づきます。金もかからず，場所も
問わないので考えることは金のかからないとても贅沢な楽しみだと私は思っています。
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〈スライド 3-40〉学生に自分自身の過去を振り返るととも
に，考え方やまなび方を記述してもらうと，様々なタイプが
あ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目にします。しか
し，噛みあわない議論が多いようです。それは，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。
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。知ってること
をつなげていかないと記憶ができないからです。しかし，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。前に話した綿菓子モデルが
そうです。さらに，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，考えずに問題をと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。
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でしょう。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。
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
とをもっと認識していただきたいと思います。多くの教科は，伝統的な教育方法で生き残った人
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や社会人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。物理は好きでしたが，現在の教育方法では，
物理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
選択の理由をきくと，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一定数います。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考えています。それに対す
る答えをもとめようとした試みが私のホームページに掲載している「教員免許状更新講習」のテ
キストです。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。
私の受けた英語教育もそうです。私の受けた英語教育は，私にとって英語がきらいになり，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でした。
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が，英語ができるようになるために
は，学校教育でつかったのと全く別の頭の領域を使っているのに気づきました。
13. おわりに ～ 何事もつながりを意識して学び・生きることの大切さ
〈スライド 3-41〉これからは，IoT やスマートグリットなどのように情報のつながりで社会が変
わっていくもの私は考えています。これからの世の中を作
っていくためには，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くるで
しょう。
現在，様々な社会問題があります。しかし，これらを解
決するためには個別対応では難しいのではないかと思って
います。様々なことをつなげて，社会全体のシステムの中
で解決を図っていく必要があるのではないでしょうか。保
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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，トータルで整合性をもった解決策を考える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
い れ こ

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
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。
〈スライド 3-42〉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
はた

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
はた らく

う意味での「傍楽」の気持ちが大切です。人様の約にたってこ
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
大切だと思っています。
〈スライド無し〉以上で，今回の講義は終わります。受講いただきありがとうございました。講
義の内容について詳しい資料を作ったのは，一つには受講された先生方が復習できるようにする
ためです。1 回話を聞いただけで，理解できる人は少ないと思います。少なくとも，私には無理で
す。そのため，必要になった時に参考資料として利用して頂ければと思います。もう一つの理由
は，受講されなかった方々にも読んでいただくためです。この資料はホームページでも公開しま
す。よろしかったらお知り合いの先生方や保護者の方にご紹介頂ければ幸いです。それて，でき
れば改善点やご意見などいただければ幸いです。
今後何かお役に立つことがあれば，お気軽にお声かけください（kuzuu@u-fukui.ac.jp）。
最後になりましたが，皆様の今後のご発展とご活躍をお祈り申しあげます。ご清聴ありがとう
ございました。
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