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 東海化学工業会では、会員相互の理解と親

睦を深めるため、新春懇話会を開催しており

ます。新春懇話会は会長が主幹事となって例

年１月に開催されておりますが、本年度は１

月16日（水）に今池ガスビルにて開催されま

した。開催日の数日前から、寒気の影響によ

り関東以北では大荒れの天候となっており、

当日の悪天候が懸念されましたが、幸い晴天

に恵まれ、多数の会員皆様にご参加いただき、

同会を盛大に開催することができました。 

 新春懇話会は前半の新春特別講演会と後半

の懇親会で構成されております。東海化学工

業会の会員は工学・理学・農学の分野を専門

とする産官学の研究者・技術者が中心である

ため、これまでは科学技術関連の話題が講演

内容となっておりましたが、一昨年度と昨年

度の２年間は「舞台の仕掛け」および「プロ

フェッショナルとは」という柔らかい（？）

内容の講演会が続いております。 

 本年度の講演会は、田辺三菱製薬株式会社

代表取締役社長の土屋裕弘様を講師としてお

招きし、「夢のある新薬 夢のある企業 ～医

薬品産業の現状と将来～」と題して硬い

（？）内容でご講演いただきました。土屋様

は近畿化学協会会長を務められておりますの

で、その話題も含めてお話いただきました。

ご講演は（１）医薬品産業の事業特性、

（２）夢のある新薬 夢のある企業、（３）近

畿化学協会について、という３部構成となっ

ており、第１部では医薬品産業の推移に関連

して、変化するビジネスモデル、製薬企業経

営の二つの局面（創薬と育薬）、イノベーシ

ョンによる医薬品の進歩などについて、第２

部では田辺三菱製薬における新薬の開発に関

連して、いくつかの新薬の実例、新薬の創製

・有効性・製品特性、研究開発の重要性など

について、多数のスライドを用いて丁寧にご

説明いただきました。また、第３部として、

近畿化学協会の沿革（数年後に100周年）・組

織・活動などについて、時間一杯までご紹介

いただきました。以上のように、非常に多岐

にわたって幅広い話題をお伺いすることがで

き、大変興味深く時間が過ぎるのも忘れてい

ました。 

 講演会が終了した後、会場をレストランに

移し、懇親会が開催されました。開会に際し

まして吉岡会長からご挨拶をいただき、新年

に向けてのメッセージとともに新春特別講演
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会の講師を土屋様にご依頼された経緯やその

際の裏話が披露されました。続いて名誉会員

の中村正秋様に乾杯のご発声をいただき、懇

親会の幕が開きました。しばし会員同士でご

歓談いただいた後、毎年恒例の福引会が開催

されました。吉岡会長に当たり番号を抽選し

ていただきましたが、 初から連続して空く

じを引き当てられる、さらに、続き番号の当

たりくじを引き当てられる、といったちょっ

としたハプニングがあり、大きな歓声が上が

っておりました。大当たりの特別賞で抽選さ

れました10名の皆様にはご挨拶をお願いし、

新年の抱負などのコメントを頂戴しました。

福引会が終了した後も会員同士の歓談は途絶

えることなく、宴もたけなわとなったところ

で、 後に冨成副会長にご挨拶をいただき、

懇親会の幕を閉じることとなりました。 

 後になりましたが、本年度の新春懇話会

を盛会のうちに終えることができましたのも、

講師の土屋様、並びにご参加いただきました

多くの会員皆様のご支援のおかげであり、心

より感謝申し上げます。また、福袋の景品は

会員企業様から寄贈いただいたものであり、

この場を借りまして厚く御礼申し上げます。

会員皆様のご健勝と益々のご発展を祈念する

とともに、今後とも本会発展のために皆様の

ご支援とご協力を賜りたく、何卒よろしくお

願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土屋様のご講演１ 土屋様のご講演２ 

吉岡会長のご挨拶 中村様の乾杯のご発声 
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懇親会１ 懇親会２ 

福引会 

懇親会３ 冨成副会長のご挨拶 
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バリア放電によるオゾン生成用ガラス材料 
 

 

 鈴鹿工業高等専門学校 

宗 内 篤 夫 

 

 

１．はじめに 

 オゾンは、３つの酸素原子からなる酸素の

同素体であり、大気中でも微量に存在してい

る無色の気体である。分子式はO3で、折れ

線型の構造を持つ。また、オゾンは容易に第

３原子を分離するため、天然化学物質の中で

はフッ素に次ぐ酸化力を持つと言われている。

一般的にオゾンは有害物質である。しかし、

他の物質との反応後に酸素分子や原子に解離

するため二次公害の恐れのない化学物質であ

る。この化学的性質を利用して都市の上下水

処理プラントや食品殺菌などの分野に用いら

れている。 

 オゾンの生成は紫外線や電気分解を用いる

方法もあるが、下水処理プラントなどの大型

設備では、放電など高いエネルギーを持つ電

子と酸素分子の衝突による反応を利用してい

る。その中でも、比較的簡単な構造で高効率

な誘電体バリア放電方式が広く用いられてい

る。誘電体バリア放電は、一定の間隔をおい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

た一対の電極の片側、もしくは両側をガラス

のような誘電体で覆い、交流電圧を印加した

場合に起こる電離現象である1）、2）。バリア放

電によるオゾン生成の原理図を図１に示す。 

 この放電によるオゾン生成機構は、非常に

複雑な過程であるが、概略式(1-1)-(1-4)に

示す機構で進行する。式(1-1)、(1-2)は主な

生成過程を示し、式(1-3)、(1-4)は主な消滅

過程を示す。オゾン濃度は生成と消滅の関係

により決定される。式(1-2)のMは第３体で

あり、原料が空気のとき酸素原子、酸素分子

や窒素分子である3）。 

 

 

 

 

 

 

 誘電体バリア放電方式に用いる誘電体材料

として、誘電効果の大きい酸化鉛を含んだガ

ラスが採用されていたが、RoHS規制により

鉛ガラスの生産が縮小され使用できなくなっ

た。また、この系では入力した電気エネルギ

ーに対するオゾン生成効率（高々10％程度で

ある）が低い。そのため鉛を含まないガラス

を用いた高効率電極の開発が必要である。し

かし、バリア放電用のガラス（誘電体）材料

に関する研究は、ほとんどなされていない。

著者らは、数年前からホウケイ酸ガラスを用

いた電極の研究4）、5）、6）を進めているので、

これまでに得られた知見を紹介したい。 

Atsuo Sonai（鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 教授） 

連絡先 〒510-0294 三重県鈴鹿市白子町 TEL：(059)386-1848 

Email：sounai@mse.suzuka-ct.ac.jp 
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図１  バリア放電によるオゾン生成の原理図 
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２．バリア放電用ガラスの設計と製作 

 これまで多用されてきた鉛ガラスは、ガラ

スの主成分であるSiO2（酸化ケイ素）や

Na2Oなどのアルカリ酸化物のガラスに誘電

分極効果の高いPbO（酸化鉛）を20－30 

wt％加えたものである。 

 また、放電用電極とするには一般的に電極

となる金属にガラスなどを融着（クラッディ

ング）させて用いるため、金属への濡れ性の

よいガラスである必要がある。これらの要求

からホウケイ酸ガラスをベースにし、PbOの

誘電効果に匹敵する元素を見出すという方針

で酸化鉛代替ガラスの検討を行った。この中

でガラス構成成分と相性のよいアルカリ土類

を添加したガラスがオゾンの生成量が多いこ

とを見出した。そこで、今回の小論文では、

この系についての検討結果を報告したい。 

 

2.1 ガラス電極の製作 

 アルカリ土類（Ba又はCa）を添加したホ

ウケイ酸ガラスと、混合アルカリ土類（Ba、
Ca、Sr）を６～７％程度になるように添加し

たホウケイ酸ガラスを製作した。主成分は

SiO2とB2O3である。試薬を秤量し混合したも

のをSUS304板（3×4cm角）に散布し、ガラ

ス棒で平滑（ガラス厚１mm）になるように

成形した。電気炉で常温から950～1050℃に

３時間で加熱し、そこから30分間保持し、焼

結後、炉冷し、放電用ガラス電極を製作した。

X線回折分析により、焼結後にはハローパタ

ーンとなり、ガラス状態となっていることも

確認した。 

 

2.2 測定用セルの構成およびオゾン濃度測定 

 ガラスまたは誘電体の評価が目的であるた

め、ガラス電極の面積を大きくして、対極を

SUS304の針状電極として、対極の影響が出

にくい構成とした。作用極のリード取り出し

のためにSUS304板を用い、この表面にガラ

スを焼き付けた。対極を高電圧側として、ガ

ラス電極を低電圧側とした。放電電極間距離

は、0.7 mmに固定し、空気組成の混合ガス

（l L/min）を送り込み、高周波高電圧電源

装置（玉置電子工業社製、TE-HFV1520K-

0400C）より交流電圧（周波数15 kHz、0 

kV～アーク放電開始電圧 p-p）を印加して

誘電体バリア放電を起こし、オゾンを生成さ

せた。オゾン濃度は、紫外線吸光式オゾン測

定器（OKITROTEC製、OZM-500G）を用い

て測定した。  

 デジタルオシロスコープ（Tektronix製、

DPO3012）を用い、リサージュ測定により放

電電力および放電効率を求めた。 

 図２に測定に用いた回路図を示す。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．オゾン生成濃度の測定   

3.1 標準ガラス電極によるオゾン濃度 

 現在標準的に使用されているガラスとして

BC管ガラス（ホウケイ酸ガラス 日本電気

硝子社製）、これまで標準的に使用されてき

たPbOを20％程度含む鉛ガラスの放電ガラス

電極を用いてオゾン生成濃度の測定を行った。 

図３に印加電圧とオゾン濃度の測定結果を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ リサージュ測定のための回路図 

図３ 標準ガラス電極によるオゾン生成特性 
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 現在標準的に使用されているBC管ガラス

電極（0.754 g/m3）よりもこれまで標準的に

使用されてきた鉛ガラス電極（0.866 g/m3）

の方が10％程度、 大オゾン濃度が高く、鉛

ガラスの優位性が示された。 

 

3.2 単独Ca添加系ホウケイ酸ガラス電極に

よるオゾン生成濃度 

 ホウケイ酸ガラスにアルカリ土類元素とし

てCaを選択して3.3 ～ 6.1 mol％を添加し

たガラス電極を用いたオゾン生成濃度の測定

結果を図４に示す。Ca 3.3 mol％添加した

ホウケイ酸ガラス電極（1.080 g/m3）が も

高いオゾン濃度を示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 混合Ca-Sr添加系ホウケイ酸ガラス電極

によるオゾン濃度 

 ガラスに混合アルカリを加えるとガラスの

抵抗などの電気的性質等が単独の場合より特

異な挙動をすることが混合アルカリ効果とし

て知られている。そこで、ホウケイ酸ガラス

にCa単独ではなくSrを添加したCa-Srガラス

により電極を形成して、オゾン生成試験を行

った。図５にその結果を示す。Ca 4.4 - Sr 
1.1％添加ホウケイ酸ガラス電極（1.34 g/m3）

は単独の場合より高い 大オゾン濃度を示し

た。 

 

3.4 放電効率の測定 

 放電効率を求めるため、印加電圧と放電電 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

荷量を測定し、リサージュプロットを行った。 

交流電圧１周期あたりの放電のエネルギーW
を求め、これを周波数（2π×15kHz）倍す

ると放電電力Pが求められる4)。 

混合アルカリ土類（Ca-Sr）添加ホウケイ酸

ガラス電極の放電電力は8.4 Wと求められた。

また、入力電力は46.6 Wであったので、放

電効率は18.0％と求められた。  

 単独アルカリ土類及び混合アルカリ土類を

添加したホウケイ酸ガラスにより、放電およ

びオゾン生成試験を行い、入力電力、放電電

力、放電効率を求め、この時のオゾン生成濃

度を測定した。この結果Ba-Srを添加したホ

ウケイ酸ガラス電極の放電効率（29.5％）が

も高く、これは鉛ガラス電極の放電効率

（11.1％）より高い値となった。 

 図６に放電電力とオゾン生成濃度の測定結

果を示す。放電電力の多いガラス電極は、オ

ゾン生成濃度も高い傾向にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 単独 Ca 添加したホウケイ酸ガラス電極を
用いたオゾン生成特性 

図５ Ca-Sr 添加系ホウケイ酸ガラス電極を用い
たオゾン生成特性 

図６ 各種アルカリ土類添加ガラスの放電電力と
オゾン生成濃度 
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 しかし、Ba-Srを添加したガラス電極とCa-
Srを添加したガラス電極を比較すると、オゾ

ン生成濃度に大きな差はないが、Ba-Srを添

加したガラス電極は、Ca-Srを添加したガラ

ス電極に比べ、放電電力が大きい。放電電力

が大きいとそれだけ放電される電子と原料ガ

スの酸素との衝突の確率が増加するのでオゾ

ン生成量は増加すると予想される。しかし

Ba-Srを添加したガラス電極では、若干では

あるがオゾン生成濃度は減少している。従っ

て、オゾン生成濃度と放電電力の関係を明確

に結び付けられなかった。この原因として、

Ba-Srを添加したガラス電極の誘電体バリア

放電では、電離した電子がオゾンを消滅させ

るか、あるいはオゾン生成に寄与しない放電

がある可能性が考えられる。 

 

3.3 ラマン分光分析による測定 

 オゾン生成にガラス表面が関与している可

能性があるので、ラマン分光分析によりガラ

ス表面構造の測定を行った。比較試料として

表面構造の特定されているシリカガラス

（SiO2 100％）を用いた。シリカガラスでは、

Si-O（440 cm-1）、平面四員環（490 cm-1）、

平面三員環（606 cm-1）、Si-O（800 cm-1）が

確認されている8)。 

 図７に混合アルカリ土類（Ba-Sr、Ca-Sr）
を添加したホウケイ酸ガラスの測定結果を合

わせて示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シリカガラスと混合アルカリ土類添加ホウケ

イ酸ガラスの構造を比較するとSi-O（440 

cm-1）に帰属されるピークとシリカガラスの

歪み構造である平面三員環（606 cm-1）に帰

属されるピークが明瞭に観察できなかった。

シリカガラスの歪み構造である平面四員環

（490 cm-1）に帰属されるピークは、混合ア

ルカリ土類添加ホウケイ酸ガラスでもほぼ同

じ波数であった。しかし、Si-O（800 cm-1）

に帰属されるピークは、混合アルカリ土類添

加ホウケイ酸ガラスでは770 cm-1と大きく低

波数側にシフトしていた。さらに、混合アル

カリ土類添加ホウケイ酸ガラスでは900 cm-1

付近で小さなピークが観察された。アルカリ

土類添加ホウケイ酸ガラスの表面では、これ

らの低エネルギー振動モードがガラス表面で

起こるオゾン生成反応を活発にさせるか、も

しくはオゾン消滅反応を抑える効果があると

考えられる。 

 

４．おわりに 

 オゾンを生成させるために誘電体、特にガ

ラスを用いた誘電体バリア放電が主として用

いられている。しかし、この放電効率は低い。

このため下水処理場などで大量にオゾンを供

給するためには、発生装置は非常に大きくな

る。 

 オゾンによる廃液処理は、ほとんどの有害

廃棄物を無害化できるために、有効な手段で

あるが、この効率の低さ、即ち、装置が非常

に大きいことが、オゾン処理の普及を妨げて

いる。 

 今回紹介したように、これまではあまり検

討されていない誘電体の材料特性を改良する

ことで放電効率の改良ができることが判明し

た。ガラス材料は、色々なバリエーションを

持っているため、誘電率などの物理定数ばか

りではなく、表面のミクロ構造も変えること

も可能と考えられる。これらのことを生かし

て、さらに今後もオゾン発生効率の高い誘電

材料を検討していきたい。 
図７ 混合アルカリを添加したガラスのラマンス

ペクトル 
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甘～い香りがするキク「アロマム」の 
開発とその活用 

 

 中部電力株式会社 

津 田 その子 

 

 

１．はじめに 

 中部電力では、低炭素で良質なエネルギー

を安価で安定的にお客さまに届けるための

「電気」そのものに関する研究に加え、電気

の有効利用や省エネを通じて地域産業の活性

化に結びつく研究を進めている。お客さまの

ニーズを的確に反映した研究を進めるため、

その分野に携わる人々とのコミュニケーショ

ンを大切にしており、農業分野においても地

域の農業生産者との情報交換に努めてきた。

「アロマム」の開発研究は、平成11年頃を境

に電照ギクで有名な愛知県特産のキクの生産

が、他県や海外からの安価な商品の影響で伸

び悩み、生産者を圧迫しているとの情報を得

たことから始まった。通常農業分野での研究

は、設備の改良や充実を目的としたハード面

が多いが、この時は、市場性の高い新品種を

開発し他産地との差別化を図りたいという生

産者側の希望に対し、農学を専門とする研究

員が担当して「ナマモノ」であるキクそのも

のの品種改良を試みることになり、平成13年

に研究を開始した。研究の結果、キク特有の

香りを改良し甘い芳香を持つ小型のキク「ア

ロマム」16品種を開発し、平成22年～23年に

かけ農林水産省に品種登録を行った。研究終

了後は、地域の生産者ならびに地元企業との

連携により、鉢花、切り花に加え、香りを活

用したフレグランス商品の開発へと展開して

いる。産学連携による品種開発から、地域連

携による商品化に至る本研究の成果について

以下に報告する。 

 

Sonoko TSUDA（中部電力株式会社 技術開発本部 エネルギー応用研究所 バイオ技術グループ 
         陸域生物チーム 研究副主査） 

連絡先 〒459-8522 名古屋市緑区大高町字北関山 20 番地 1 TEL：(052)621-6101 FAX：(052)624-9234 

E-mail：Tsuda.Sonoko@chuden.co.jp 
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２．新品種の開発 

2.1 品種改良の手法 

 キクの生産量回復につながる新たな市場を

開拓するため、育成方針を「若い女性が親し

みやすいキク」とし、葬儀のイメージと重な

る従来のキクの「剛直性」と「芳香」の改良

を目標とした。品種改良の手法としては、話

題性が高い新品種を短期間で得られること、

安心して生産者が栽培できることを念頭に、

遺伝子操作を伴わず、人為的に受粉させタネ

を採って育てる人工交配（図１）を選択した。 

 人工交配による品種改良では、優れた性質

をもつ母親（胚珠親）と父親（花粉親）から、

できるだけ多くのタネを採り、実際に栽培し

ながら優秀な子供を選抜し、性質の安定性を

確認して品種化する（図２）。 

 本研究では、品種改良に使用されたことの

ない野生のキクに着目し、多くの野生種を保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有する広島大学大学院植物遺伝子保管実験施

設と共同研究契約を締結、栽培品種にない珍

しい特徴をもつ野生種と、当地域で栽培され

今後の伸びが期待されているスプレーギクと

の人工交配を平成13～17年にかけて行った。

野生種とスプレーギクは遠縁であることから、

発芽率の低下、発芽後の生育不良を防ぐため、

タネは無菌環境下で栄養素を含む培地を入れ

た試験管内で一粒ずつ管理して育て、外界へ

の順化、土壌への移植を実験室内で実施した

（図３）。その後、研究所構内での栽培試験、

生産農家での選抜を行い、野生種の血をひく

新品種を開発した。 

 

2.2 遺伝子レベルでの交雑確認 

 確実に野生種とスプレーギクとの子供（交

雑個体）であることを証明するため、当初は

細胞内の染色体を顕微鏡下で観察し、野生種

の染色体とスプレーギクの染色体を半分ずつ

持つ個体のみを選抜する方法（GISH法）を 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 キクの人工交配 
（めしべの先に花粉をつける作業） 

図３ 新品種の育成過程 
（左：試験管への無菌播種 中：無菌発芽 右：外界への順化・移植） 

図２ キクの品種改良のフロー 
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用いた（図４）。しかし、顕微鏡下の観察は

熟練した観察力が必要であり、大量の種子が

得られるようになると作業効率の向上が必要

となった。このため、親子鑑定で汎用される

遺伝子識別法（RAPD法 図５）の適応を検

討したが、キクは遠縁であっても遺伝子配列

が似ており、RAPD法では信頼度が低いこと

が判明した。このため、人工交配に用いた野

生種とスプレーギクの遺伝子配列の中からそ

れぞれに特異的な配列部位を識別できるよう

実験方法を改良した（RAPD-STS法）。さら

に実験手順の簡素化を図ることによりRAPD
法の作業効率を３倍に向上させ、２時間あた

り24個体の識別が可能となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 新品種「アロマム」の開発  

 甘い芳香が特徴の野生種は研究開始当初は

蕾が付かず、環境条件を整えて開花に至るま

でに４年を要し、平成17年に人工交配が成功

した。その後、交雑確認、試験管育成および

栽培試験を経て、甘い香りを受け継ぐ16品種

を選抜し平成22年から23年にかけ農林水産省

に品種登録出願した。登録名は、「アロマム1

号」～「アロマム16号」で、香りを表す「ア

ロマ」とキクを表す「マム」を組み合わせ命

名した。アロマムは、花や葉の形が様々であ

り（図６）、１号～12号は黄色、13号～14号

は白色、15～16号は赤色系の花色である。ま

た、３号は葉の色が青っぽいシルバーリーフ

と呼ばれる特徴を持つ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ RAPD 法による識別法 

（母親の遺伝子▲と父親の遺伝子＊を持つ 

     ７～11 と 13 を選抜） 

図４ GISH 法による識別法 

（染め分けた母親由来と父親由来の染色

 体を８本ずつ持っている交雑個体） 

図６ 甘い香りを放つアロマム （花の形は大きく分けて 3タイプ） 
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2.4 香りの分析と機能性評価 

 アロマムの香気を定量的に評価するため、

地元の化粧品会社である日本メナード化粧品

株式会社の協力を得て香気分析を行った（図

７）。葬儀用に用いられる白い輪ギクと比較

した結果、アロマムの香気には従来のキクに

特徴的な成分が1/5以下に抑えられ、その代

わりにフルーツ系の甘い香気成分（表１）が

大45％程度含まれていることが判明した。 

 また、香気分析結果をもとに調合したアロ

マム香料を用いて、人への心理的な効果を調

査したところ、アロマムの香気を嗅いだ場合

に「集中力が高まる」という有意な実験結果

が得られた（図８）。 

 

2.5 環境浄化機能の評価 

 キク科植物は空気の浄化能力が高いとする

既報文献をもとに、アロマムに同様の能力が

あるかを実験的に調査した。その結果、排気 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガスなどに含まれ大気汚染物質のひとつとさ

れる二酸化窒素については、対照としたキク

科ヒマワリと同等の吸収能力を示した（表２）。 

 また、シックハウス症候群の原因のひとつ

とされるホルムアルデヒドについては、スプ

レーギクの1.5倍の吸収量を示し、環境浄化

植物としての側面が確認できた（図９）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２ アロマムの二酸化窒素吸収能力 

植物種 
Ｎ０２吸収能力 

（μｇＮｇ－１ｄｗｈ－１） 

サクラ バラ科 ７．６ 

ヒマワリ キク科 ３４．３ 

トマト ナス科 ２８．７ 

スイスチャード アカザ科 ２１．３ 

インゲンマメ マメ科 ２０．０ 

キュウリ ウリ科 １７．３ 

トウモロコシ イネ科 ７．３ 

アロマム平均 ３８．２ 

※測定は広島大学理学部で実施。 

 アロマム以外は既報文献からの換算値 

図７ 香気捕集作業 

主要成分 特徴 

Benzaldehyde 梅のような甘酸っぱい香気 

Phenyl acetaldehyde ヒヤシンス様香気 

Linalool フローラル様香気 

Methyl benzoate ドライフルーティ様香気 

Limonene レモン様香気 

2-Ethylhexanol ローズ・フローラル様香気 

cis-3-Hexenyl acetate アップル・グリーン様香気 

 

表 1 アロマムの主な香気成分 

＜心理効果試験の方法＞ 
 

簡単なゲームで被験者（24～34 歳の男女 20
名）にストレスを与え、同時に「アロマム
の香り」を嗅いだ場合と嗅がない場合で、
ゲーム前後の心理状態に変化が見られるか
を評価した。心理状態の評価には「多面的
感情状態尺度」質問紙を用いた。 
 
※P<0.05 は統計学的な検定により、95％以上の
確率で効果があることを示す。 

図８ 心理効果試験における集中力の評価 

（アロマムの香気を嗅いだ集団で有意に得点が高い） 
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３．「アロマム」の活用  

3.1 鉢花・切花の商品化 

 アロマムの商品化に向け、愛知県内の切花

生産者、鉢花生産者と連携し、各登録品種に

ついて年間３～４作の試作、品質管理の試験

を繰り返し、それぞれの栽培農家が扱いやす 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

い品種をあらかじめ把握することで、速やか

に商業生産に移す体制を整えた（図10）。ま

た、愛知県の農林水産事務所も指導員として、

育成技術の向上に向け積極的に参画をいただ

き、アロマムを地域の特産品として商品化した。 

 こうした流れを受け、品種登録したアロマ

ムは地域産業支援の視点から、当社管内の生

産者に限り栽培許諾契約の対象とし、これま

でに愛知県下および静岡県下合わせて5団体

と契約を締結した。平成22年から販売を開始

し、鉢花を中心に年間約２万鉢を出荷してい

る。また、契約先のひとつである蟹江町鉢物

部会では若手を中心に研究会を結成し、月一

回の定例会議を設け、お互いの栽培状況や市

場関係者と意見交換をしながら生産を進めて

いただいている。 

 

3.2 香気成分の活用 

 日本メナード化粧品㈱では、アロマムの香

りをキクのイメージを一新する「フレッシュ

でかわいらしい」香りと評価し、アロマムの

香りのソープと室内用芳香消臭剤を商品化し

た。このうち、ソープは当社オリジナルのア

プローチ用品としてのみの受託生産品とし、

当社がイベントなどに活用している。また、

スプレータイプの室内用芳香消臭剤「ルーム

フレグランスミスト」は、三重県伊賀市にあ

るメナード青山リゾートや名古屋市内のアン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図９ アロマムのホルムアルデヒド吸収量 

図 10 鉢花栽培農家での試作 

図 11 上  メナード青山リゾートでの栽培風景 

   右上 アロマムの香りのソープ 

   右下 アロマムの香りの消臭芳香剤 
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テナショップ「ラリュッシュ名古屋栄店」で

販売され好評を得ている（図11）。 

 

3.3 都市養蜂への展開 

 農業関係の展示会でアロマムを紹介したこ

とをきっかけに、名古屋市で都市養蜂を推進

しているNPOマルハチ・プロジェクトからお

声掛けいただき、平成24年秋に蜜源として名

古屋都心の緑地にアロマムを植栽した。ミツ

バチがアロマムを蜜源とすることは、閉鎖系

にアロマムを植栽してミツバチを放ち、アロ

マムの花粉のみを含むハチミツが採取できた

ことで確認しており（図12）、成分分析の結

果このハチミツがアロマム特有の成分を含む

ことも判明した。アロマムハチミツを用いた

お菓子なども試作されさらなる活用が期待さ

れる。 

 

４．おわりに 

 花の品種開発は 低10年必要といわれるが、

本研究においても長期間に亘って地域の農業

生産者と取組み、広島大学との産学共同研究、

地元企業や団体との異業種交流によって成果

が広がった。関係者の皆さまにお礼を申し上

げたい。 

 

 

第43回中部化学関係学協会支部連合 
秋季大会（中化連）報告 

 

 第43回中化連実行委員長 名古屋工業大学大学院 

荒 木 修 喜 

 

はじめに 

 中部地方の５県（愛知、岐阜、三重、静岡、

長野）の化学関係学協会支部は連合協議会を

組織して、毎年秋に秋季大会（略称：中化

連）を開催している。回を重ねて、第43回中

化連が2012年11月10日(土)、11日(日)の２日

間、名古屋市昭和区の名古屋工業大学で開催

された。以下に概要を報告したい。 

 

開催まで 

 名古屋工業大学で前回中化連が開催された

のは2002年のことで、今回は10年ぶりとなる。

名古屋工業大学の物質・化学系の教員を中心

とした実行委員会を組織し、昨年度に開催し

た信州大学工学部の先生方からご助言をいた

だきつつ、１年前から準備を始めた。例年の

ように、各学協会が設定した10のテーマに基

づく特別討論会と一般研究発表会の２本立て

とし、特別討論会は招待講演、依頼講演を決

定した。また、初日の総合講演は名古屋工業

大学の神取秀樹教授に、２日目は日本化学会

会長で理化学研究所基幹研究所長の玉尾皓平

先生にそれぞれお願いすることができた。６

月にはホームページを開設し、研究発表の申

し込みや参加登録はすべてウェブ上で行った。

各企業への後援や広告の依頼、プログラムの

  図 12 閉鎖系温室でアロマムの蜜を吸う 
     ミツバチ（手前円の中） 
     と巣箱（奥の円） 

Shuki ARAKI（名古屋工業大学おもひ領域） 
連絡先 〒466-8555 昭和区御器所町 TEL：(052)735-5206 

E-mail：araki.shuki@nitech.ac.jp 
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作成、会場の設定などの多岐にわたる業務は、

庶務幹事の大谷肇教授と中化連事務局の森川

隆雄氏に特にお世話になり、ようやく学会当

日を迎えることができた。 

 

大会当日:オープンキャンパスとのタイアップ 

  今回の中化連では、総合講演２件、招待講

演28件、依頼講演32件、一般研究発表342件

（ポスター発表82件を含む）の合計404件の

講演が行われた。また参加者は、一般210名、

学生406名、講演者（総合・招待・依頼講

演）62名、後援企業等の招待者35名、合計

713名であった。講演件数、参加者数とも過

去の実績を大きく上回る稀に見る盛会となった。 

 大会初日は名古屋工業大学のオープンキャ

ンパスが開催されていたため、来学した多数

の高校生には中化連の総合講演を聴講する絶

好の機会となった。増田秀樹大会委員長の司

会で、神取先生には高校生の聴講者も考慮し

た『「光といのち」を化学する』と題した分

りやすく興味深い講演をいただいた。また新

しい試みとして、事前に特に希望した高校生

については、研究発表会場にも入室を許可し、

新の研究成果が発表され討論される場を実

際に目の当たりにできるようにした。次世代

を担う若者にとって、これが学問の楽しさや

厳しさをそれぞれの感性で体感できる好機と

なったことを期待している。夕刻には多数の

参加者を得て、盛大に懇親会が開催された。

懇親会には名古屋工業大学の高橋実学長にも

ご出席いただき、ご挨拶を頂戴した。 

 ２日目は生憎雨天となったが、初日に引き

続き多数の研究発表と活発な討論が行われた。

総合講演をお引き受けいただいた玉尾先生に

は遠路名古屋までお越しいただき、酒井忠雄

東海支部長の司会で「拡大・深化を続ける機

能性有機元素化学」（会長として：転換期に

おける化学者と化学会の役割）と題する示唆

に富んだ講演をいただいた。 

 

おわりに 

 今回の中化連はこれまでにない規模で開催

することができた。また、予想を大幅に上回

る後援金や広告が集まった。関係各位のご努

力とご鞭撻によるものであり、厚く御礼を申

し上げたい。次回の第44回中化連は2013年11

月に静岡大学工学部（浜松キャンパス）で開

催される予定である。次回も実り多い大会と

なるよう関係各位のご支援をお願いしたい。 

 

 

 

 

 
 

富士化学株式会社 ハウトフォーム事業部 
 

 弊社、富士化学株式会社は昭和 7年創業の

各種珪酸ソーダのメーカーです。 

 私ども「富士化学株式会社 ハウトフォー
ム事業部」は、平成5年より弊社新規事業部
門としてスタートし、拠点は岐阜県中津川と
大阪府枚方市にあります。事業内容は無機材
料分野（主に有機金属化合物および無機化合
物、金属錯体）における「受託材料開発事
業」を行っております。お客様よりご依頼頂
いた要求事項を満たす新規素材を開発から生
産、品質管理までを一貫して行っております。

すなわち、お客様の用途・ご要望に合わせた
オリジナルグレード素材料の開発・製造・販
売までを行い、オリジナルな機能性・特性で
のメリットを導き出す為のお役立てが出来き
るかと考えております。現在のハウトフォー
ム商品は独自の処理方法により構成されるも
ので、無機酸化物薄膜の材料を中心に、ガラ
ス・窯業・光学材料から電子材料まで幅広い
分野でご利用頂いております。 
 
 
 
 

URL http://www.fuji-chemical.com 

特別(法人)会員紹介 
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常任幹事会・評議員会・総会・受賞記念講演

会開催のお知らせ 

日 時：５月16日(木) 10：00～ 

場 所：名古屋市工業研究所 

         第５会議室・視聴覚室 

    名古屋市熱田区六番町三丁目4-41 

スケジュール 

 10：00～11：00 第１回常任幹事会・第１

回幹事会  

 11：00～12：00 役員会・評議員会  

 13：00～13：45 総会  

 14：00～16：15 記念講演会 

※会員の皆様には別途、ご案内を送付いたし

ます。多数のご参加、お待ち致しておりま

す。 

 

 

 

 

日本油化学会 東海支部 油化学セミナー2013 

脂質がつくる超分子 －その形成と機能 

 

 脂質は自己集合化して脂質二重層を形成し、

さらに生体膜モデルであるベシクルあるいは

リポソームと呼ばれる超分子を形成します。

この超分子の形成や機能は、油化学で重要な

ばかりでなく、生命の起源につながる重要な

キーワードとなるものです。そこで、本年の

日本油化学会 東海支部 油化学セミナーでは、

「脂質がつくる超分子 －その形成と機能」

をテーマに、３名の講師をお招きし、様々な

視点からご講演いただくことに致しました。

油化学分野の方はもちろん、これら 先端の

分野に関心をお持ちのより多くの方々にご活

用いただければ幸いです。多数のご参加をお

待ちいたしております。 

 

主 催：日本油化学会 東海支部 

協 賛：日本化学会、色材協会中部支部、東

海化学工業会、愛知工研協会、公益財団法

人名古屋産業振興公社、高分子学会東海支

部、化学工学会東海支部 

日 時：平成25年６月28日（金） 

              13：30～17：00 

場 所：名古屋市工業研究所 第二会議室  

                        （管理棟４F） 

    名古屋市熱田区六番町三丁目4-41 

    TEL 052-661-3161 

    ［交通］地下鉄、市バス、三重交通

バス「六番町」下車、南西

へ徒歩２分 

プログラム（演題・講師・内容） 

13：30～14：30 

１．「ジャイアントベシクルの分裂と 

              駆動現象」 

  東京大学大学院 総合文化研究科 

        准教授  豊田 太郎 氏 

 リン脂質や人工の両親媒性分子が水中で形

成するベシクルのうち、粒径１マイクロメー

トル以上のものは、ジャイアントベシクルと

呼ばれ、従来より生体膜モデルとして注目さ

れている。この特性から、ジャイアントベシ

クルを基盤とした原始細胞モデル構築の研究

が盛んになっている。本講演では、反応活性

な両親媒性分子を用いたジャイアントベシク

ル変形や機能性分子・粒子のジャイアントベ

シクル内包技術について紹介する。 

14：45～15：45 

２．「脂質関連分子の集合化を利用したナノ

東海化学工業会からのご案内 

関連学協会の共催・協賛行事 
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／マイクロ分散系の作製」 

  筑波大学 生命環境系 

         教授  市川 創作 氏 

 リポソーム（脂質ベシクル）やエマルショ

ンなど、ナノからマイクロメートルサイズの

脂質分散系を分子間相互作用による集合化・

組織化により作製する手法、ならびに、各分

散系の特性について紹介する。 

16：00～17：00 

３．「リン脂質二重膜の相転移 －温度と圧

力により誘起される多彩な膜状態－」 

  徳島大学大学院 

   ソシオテクノサイエンス研究部 

         教授  松木  均 氏 

 リン脂質は水中で自己会合し、閉鎖型の二

重膜構造体を形成する。リン脂質二重膜の特

徴は、温度、圧力、塩濃度のような周囲の環

境変化に鋭敏に応答し、膜の状態変化、いわ

ゆる相転移を引き起こすことである。生体内

には疎水鎖と親水頭部の組み合わせにより

様々な種類のリン脂質が存在している。本講

演では、生体膜に含まれる主要なリン脂質が

形成する二重膜が温度と圧力によって示す多

彩な膜状態について紹介する。 

参加費：本会正会員 5,000円 

    本会法人会員・協賛団体会員 

          6,000円 

    会員外   10,000円 

    学生     500円(ﾃｷｽﾄ代含む) 

定 員：100名 

申込方法：下記申込書に記入の上、郵送また

はFAXでお申し込みください。 

  参加費は振込みまたは当日ご持参くださ

い。 

申込締切：平成25年６月21日（金） 

申込先：〒460-0011 

     名古屋市中区大須一丁目35-18 

     中部科学技術センター内 

     日本油化学会 東海支部 

      TEL 052-231-3070 
         FAX 052-204-1469 

振込先：みずほ銀行名古屋支店普通預金口座 

    No.1103542 
    公益社団法人日本油化学会東海支部 

 

第37回基礎化学工学演習講座  

主 催：（公社）化学工学会東海支部  

日 時：第１コース  

    ６月19日～６月21日（水～金）  

    第２コース  

    ６月26日～６月28日（水～金）  

    （両コースとも9：15～16：45）  

会 場 名古屋市工業研究所 第２会議室  

    名古屋市熱田区六番3-4-41  

定 員 各コース60名（定員になり次第）  

参加費とプログラム・申込  

    http://www.c-goudou.org/ 
          scej-tokai/k36.htm  

    よりご確認ください。  

問合せ：名古屋市中区大須1-35-18  

    一光大須ビル1F  

    （公財）中部科学技術センター内  

    公益社団法人 化学工学会東海支部 

 
編 集 委 員 名 簿 

 委員長 

  薩摩  篤 名古屋大学大学院工学研究科 教授 

 委 員 

  伊奈  孝 東邦ガス㈱ 技術研究所 

        スマートエネルギー基盤技術 

  太田 一徳 産業技術総合研究所 

    計測フロンティア研究部門 

  大野  正 日本ガイシ㈱ 生産技術センター 

     製造技術部 

  春日 智子 中部電力㈱ 電力技術研究所 

       化学チームリーダー 

  手嶋 紀雄 愛知工業大学応用化学科 教授 

  木全 良典 東亞合成㈱ 基盤技術研究所 主査 

  野田 芳朗 日本特殊陶業㈱ 総合研究所 主査 

  宗内 篤夫 鈴鹿工業高等専門学校 教授 

  田中 洋充 ㈱豊田中央研究所 

        有機材料プロセス研究室 

  伊藤 敬人 三重大学大学院 工学研究科 

       分子素材工学専攻 教授 

  伴  隆幸 岐阜大学工学部 准教授 

  平下 恒久 名古屋工業大学大学院 工学研究科 

       准教授 

  松本 明彦 豊橋技術科学大学 工学部 

       環境・生命工学系 教授 
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