高知化学会
第２５回研究会
講演予稿集

日時：平成２４年９月１日（土）１４：００~
会場：高知大学 総合研究棟２階
会議室１（講演会）
ホール兼交流ラウンジおよび
ホワイエコモンスペース（ポスター発表）

主催：高知化学会

プログラム

14:00-14:05 会長あいさつ

研究会講演（座長：松本健司）
14:05-14:35 
L-1 「側 鎖 液 晶型 両 親媒 性 ブロ ック コ ポ リマ ー 薄膜 を 用 いた 金 属 ナ
ノ構造体の作製」 





波多野慎悟（高知大学教育研究部総合科学系複合領域科学部門 助教）


14:35-15:05
L-2 「産官学連携 による濃縮装置 開発の取り組み」 





松本泰典（高知工科大学地域連携機構ものづくり先端技術研究室 



 















  准教授）


15:05-15:35
L-3 「 産学 官連 携に よる 「大 豊の 碁石 茶」 の科 学的 解明 と地 域活性
化への取組」


森山洋憲（高知県工業技術センター食品開発課 チーフ）


15:35-16:00 ポスター掲示
16:00-16:45 ポスター発表（奇数番）

16:45-17:30 ポスター発表（偶数番）

17:30 閉会
18:30- 懇親会（場所：楽市楽座、会費：4,500 円）
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ポスター発表リスト

（１）希硝酸の酸化力の高揚現象を利用した室戸海洋深層水中への貴金属の溶解
（高知大理1・高知大院理2）○北條正司1，氏家由貴2，坪田昇平1，田村美果1

（２） 高活性パラジウム触媒によるベンジルエステル類と有機ホウ素化合物との交差
カップリング
（高知高専）○大角理人

（３）硫酸代替としての新規固体酸触媒の開発と酸触媒反応
（高知高専）○中林浩俊

（４）芳香族チオラト配位子を含む銀−コバルト混合金属錯体の形成
（高知大院総合）○井上 廉・米村俊昭

（５）環境調和型混合金属多機能ハイブリッド材料の開発
（高知大院総合）○井上 廉・○米村俊昭

（６）メソポーラス酸化チタンナノ粒子のワンポット一段階合成
（高知工科大環境理工）横山和哉・王鵬宇・○小廣和哉

（７）有機不斉触媒反応を利用した生理活性天然物の合成研究
（高知大理）○渡邊 力・宮前直夢・松木 葵・南澤将光・渡部忠尚・小槻日吉三

（８）多環芳香族炭化水素化合物の定量的置換基効果解析方法
（高知大理）辻村侑徳・岡本郁也・田中智基・○秋山剛・○林克紀・藤山亮治

（９）焼却灰に含まれる重金属の除去技術について
（高知県工業技術センター資源環境課）○河野敏夫

（１０）全ての核酸塩基と塩基対を形成する「ユニバーサル塩基」
（高知大総合研究センターIMT）○片岡正典

（１１）高分子表面制御による高耐久性工業材料の開発
（高知県工業技術センター資源環境課）○河野敏夫

（１２）海洋共生藻類の有用物質探索
（高知大学総合研究センターIMT）○小野寺健一

（１３）分子連結部位を有する新規人工シデロフォアの合成
（高知大理）○三好晃裕・松本健司
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ഃ㙐ᾮᬗᆺ୧ぶ፹ᛶࣈࣟࢵࢡࢥ࣏࣐࣮ࣜⷧ⭷ࢆ⏝࠸ࡓ
㔠ᒓࢼࣀᵓ㐀యࡢస〇

㧗▱Ꮫᩍ⫱◊✲㒊⥲ྜ⛉Ꮫ⣔」ྜ㡿ᇦ⛉Ꮫ㒊㛛
Ἴከ㔝 ៅᝅ


⥴ゝ
ỈἜࡢࡼ࠺ᛶ㉁ࡢ␗࡞ࡿ࣏࣐࣮ࣜࡀ㐃⤖ࡋ࡚࠸ࡿ࣏࣐࣮ࣜࢆ୧ぶ፹ᛶࣈࣟࢵࢡ࣏࣐࣮ࣜ࠸࠺ࠋ
୧ぶ፹ᛶࣈࣟࢵࢡ࣏࣐࣮ࣜࡣࣂࣝࢡ≧ែ࠾࠸࡚ࠊ୍᪉ࡢ࣏࣐࣮ࣜࡢࢻ࣓ࣥ(㞟ྜయ)ࡀ᪉ࡢࢻ࣓
ࣥࡢ୰࡛つ๎ⓗ㓄ิࡋࡓ࣑ࠗࢡࣟ┦ศ㞳ᵓ㐀࠘ࡤࢀࡿ⮬ᕫ⤌⧊ᵓ㐀ࢆᙧᡂࡍࡿࠋ୍⯡ⓗࢻ࣓
ࣥࡢࢧࢬࡸ㓄ิ࿘ᮇࡣࢼࣀ࣓࣮ࢺ࡛ࣝࣞ࣋ࣝ࠶ࡿࡇࡸࠊྛࢻ࣓ࣥࡢ≀ᛶࡀࡁࡃ␗࡞ࡿࡓࡵ
୍᪉ࡢࢻ࣓ࣥࡢࡳಟ㣭ࢆࡋࡸࡍ࠸࠸ࡗࡓⅬࡽࠊࣈࣟࢵࢡࢥ࣏࣐࣮ࣜⷧ⭷ࢆࢸࣥࣉ࣮ࣞࢺ(㗪
ᆺ)ࡋࡓࢼࣀᵓ㐀యࡢస〇ࡀ㏆ᖺከࡃ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 Ⓨ⾲⪅ࡀ◊✲⏝࠸࡚࠸ࡿഃ㙐ᾮᬗᆺ୧ぶ፹ᛶࣈࣟࢵࢡࢥ࣏࣐࣮ࣜ (PEO-b-PMA(Az)) ࡣぶỈᛶࡢ࣏
࢚ࣜࢳࣞࣥ࢜࢟ࢩࢻ (PEO) Ỉᛶ࡛ഃ㙐ᾮᬗ࣓ࢯࢤࣥࢆ᭷ࡍࡿ࣏࣓ࣜࢱࢡࣜࣝ㓟࢚ࢫࢸࣝ
(PMA(Az)) ࡽᵓᡂࡉࢀࡿ୧ぶ፹ᛶࣈࣟࢵࢡࢥ࣏࣐࣮࡛ࣜ࠶ࡿࠋ(Fig. 1) ࡇࡢ࣏࣐࣮ࣜࡣⷧ⭷≧ែ࡛ຍ
⇕ฎ⌮ࢆ⾜࠺ࡔࡅ࡛ࠊPEO ࡢࢻ࣓ࣥࡀ⭷-✵Ẽ⏺㠃ࡽᇶᯈ⏺㠃ࡲ࡛┿ࡗ┤ࡄఙࡧࡓࢩࣜࣥࢲ࣮ (⟄)
≧ࡢᵓ㐀ࢆᙧᡂࡋࠊࡑࡢ PEO ࢩࣜࣥࢲ࣮ࡀ⭷๓㠃
ࢃࡓࡗ࡚භ᪉᱁Ꮚ≧つ๎ⓗ㓄ิࡍࡿ࠸࠺ࠊ
ࡢ࣏࣐࣮ࣜࡣ࡞࠸≉ᚩࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ1)

PEO ࢩࣜ

ࣥࢲ࣮ࡣࠊ࢜ࣥࡸపศᏊࢆෆ㒊ྲྀࡾ㎸ࡳࡸࡍࡃࠊ
ࡲࡓ⭷⾲㠃࠾࠸࡚ࡣぶỈᛶᵓ㐀ࢆࡶࡘศᏊࢆ྾╔
ࡍࡿࢧࢺࡋ࡚ࡶാࡃࡓࡵࠊᵝࠎ࡞ࢼࣀᵓ㐀య
〇ࡢࡓࡵࡢࢸࣥࣉ࣮ࣞࢺࡋ࡚⏝࠸ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ᮏⓎ⾲࡛ࡣࠊᾮ┦ࢻ࣮ࣆࣥࢢἲࢆ⏝࠸ࡓ㔠ᒓࢼࣀᵓ
Fig. 1

㐀యࡢస〇స〇ࡋࡓࢼࣀᵓ㐀యࡢᛂ⏝ࡘ࠸࡚

PEO-b-PMA(Az)ⷧ⭷ࡢ࣑ࢡࣟ┦ศ㞳ᵓ㐀

⤂ࡍࡿࠋ

ᾮ┦ࢻ࣮ࣆࣥࢢἲࡼࡿ㔠ᒓࢼࣀ⢏Ꮚࣞࡢస〇
 PEO ࡣỈ⁐ゎࡍࡿᛶ㉁ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ⭷≧ែ࠾࠸࡚ PEO ࢻ࣓ࣥࡣỈࢆෆ㒊ྲྀࡾ㎸ࡳࡸ
ࡍ࠸ᛶ㉁ࢆᣢࡘࠋࡑࡢࡓࡵࠊ┠ⓗࡢ㔠ᒓ࢜ࣥࢆྵࡴỈ⁐ᾮࢆ⭷⾲㠃ୗࡍࡿࡔࡅ࡛ᐜ᫆㔠ᒓ࢜
ࣥࢆ PEO ࢩࣜࣥࢲ࣮ෆᑟධࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢᚋࠊ┿✵⣸እ⥺ (VUV) ࡶࡋࡃࡣ㟁Ꮚ⥺ (EB)
ࢆ↷ᑕࡍࡿࡇࡼࡾࠊ࣏࣐࣮ࣜ⭷ࡢศゎ㔠ᒓ
࢜ࣥࡢ㑏ඖࡀ㐍⾜ࡋࠊ᭱⤊ⓗ㔠ᒓࢼࣀ⢏Ꮚࡀᇶᯈ
ୖṧࡉࢀࡿࠋࡇࡢ㔠ᒓࢼࣀ⢏ᏊࡣඖࠎPEO ࢩࣜࣥ
ࢲ࣮ࡀ࠶ࡗࡓሙᡤṧࡉࢀࡿࡓࡵࠊ㔠ᒓࢼࣀ⢏Ꮚࡀ
つ๎ⓗ㓄ิࡋࡓ㔠ᒓࢼࣀ⢏Ꮚࣞࢆᚓࡿࡇࡀ
࡛ࡁࡿࠋ(Fig. 2, 3)
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!
Fig. 2! ! ᾮ┦ࢻ࣮ࣆࣥࢢἲࡼࡿ㔠ᒓࢼࣀ⢏Ꮚࣞࡢస〇ἲ

 ᚓࡽࢀࡿ㔠ᒓࢼࣀ⢏Ꮚࡢࡁࡉࡀ PEO ࢩࣜࣥࢲ࣮ෆ

Diameter : 29±4 nm
Distance : 51±4 nm
Gap : 23±5 nm

ᑟධࡋࡓ㔠ᒓ࢜ࣥࡢ㔞౫Ꮡࡍࡿࡇࡣᐜ᫆
ീ࡛ࡁࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ⏝ࡍࡿỈ⁐ᾮࡢ⃰ᗘࡸࠊỈ⁐ᾮࢆ
⭷⾲㠃ୗࡋࠊ㟼⨨ࡋ࡚࠾ࡃ㛫 (ࢻ࣮ࣉ㛫) ࢆኚ
ࡉࡏࡿࡇࡼࡗ࡚㔠ᒓ࢜ࣥᑟධ㔞ࢆไᚚ࠾ࡼࡧ
ᚓࡽࢀࡿ㔠ᒓࢼࣀ⢏Ꮚࡢࢧࢬไᚚࢆ⾜ࡗࡓࠋ⤖ᯝࡋ
࡚ࠊ㔠ᒓࢼࣀ⢏Ꮚࡢࢧࢬࡣ⃰ᗘࠊࢻ࣮ࣉ㛫ࡢࡕࡽ

200nm

ࡶ౫Ꮡࡋ࡚ኚࡍࡿࡇࡀࢃࡗࡓࠋࡇࡢࡁࠊ⢏Ꮚ

!

Fig. 3! ! ᾮ┦ࢻ࣮ࣆࣥࢢἲ࡛స〇ࡋࡓ㔠ࢼࣀ⢏Ꮚࣞ
ࡢ "#$%#& ീ㸹ࢸࣥࣉ࣮ࣞࢺ㸸PEO454-b-PMA(Az)123 (ࢩ
ࣜࣥࢲ࣮ᚄ 27s5nm, ୰ᚰ㛫㊥㞳 49s6nm)㸪[HAuCl4]
= 0.5 M, ࢻ࣮ࣉ㛫㸸120 ศ㸬

ࡢ୰ᚰ㛫㊥㞳ࡣ୍ᐃ࡛࠶ࡿࡇࡽࠊ༢୍ࡢࢸࣥࣉ࣮ࣞ
ࢺࡽ⢏Ꮚࢧࢬ࠾ࡼࡧࢠࣕࢵࣉࢧࢬࡢ␗࡞ࡿ㔠ᒓ
ࢼࣀ⢏Ꮚࣞࢆస〇ྍ⬟࡛࠶ࡿࡇࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
(Table 1, Fig. 4)
Table 1.
Doping
time
10 sec
5 min
5 min
5 min
5 min
120 min

Size parameters of Au nanoparticle array
c-to-c
Gap
[HAuCl4] Diameter
Distance
(nm)
(M)
(nm)
(nm)
0.5
22±4
50±7
28±7
0.05
24±4
51±6
27±4
0.5
26±3
52±5
26±6
1.0
27±4
50±6
25±3
5.0
27±4
51±6
24±3
0.5
29±4
51±4
23±5

!
Fig. 4 ࢻ࣮ࣆࣥࢢ᮲௳ࡼࡿ㔠ࢼࣀ⢏Ꮚࡢࢧࢬไᚚ㸹
ࢸࣥࣉ࣮ࣞࢺ㸸PEO454-b-PMA(Az)123 (ࢩࣜࣥࢲ࣮ᚄ 27s5nm,
୰ᚰ㛫㊥㞳 49s6nm)㸬

㔠ࢼࣀ⢏Ꮚࣞࡢ⾲㠃ቑᙉ࣐ࣛࣥᩓ (SERS) ⏝ࢳࢵࣉࡢᛂ⏝
 ᮏᡭἲ࡛స〇ࡋࡓ㔠ᒓࢼࣀ⢏Ꮚࣞࡣ㟁Ꮚࢹࣂࢫࡸග
Ꮫࢹࣂࢫࡋ࡚ࡢᛂ⏝ὀ┠ࡀ㞟ࡲࡿࡀࠊ࠶ࡿ⛬ᗘࡁ࡞⢏
Ꮚࢧࢬ࡛࠶ࢀࡤࠊࣉࣛࢬࣔࣥ≉ᛶࢆ⏝ࡋࡓࢭࣥࢩࣥࢢᮦᩱ
ࡋ࡚ࡢᛂ⏝ࡶᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋFig. 5 ࡣ㔠ࢼࣀ⢏Ꮚࣞࡢ SERS
≉ᛶࢆㄪࡓ⤖ᯝࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㔠ࢼࣀ⢏Ꮚࣞࢆ⏝࠸࡚ 4࣓ࣝ࢝ࣉࢺࣆࣜࢪࣥ (4-Mpy) ࡢ࣐ࣛࣥ

ᐃࢆ⾜ࡗࡓሙྜ (Fig.

5 (b))ࠊ⏝ࡋࡓ 4-Mpy Ỉ⁐ᾮࡢ⃰ᗘࡣࢩࣜࢥ࢙ࣥ࢘ࣁ࣮ࢆ⏝
࠸࡚

ᐃࡋࡓሙྜࡢ 1/100 ࡛࠶ࡿࡶࢃࡽࡎࠊᙉ࠸ࢩࢢࢼ
4

ࣝᙉᗘࢆᚓࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋࡑࡢቑᙉಀᩘ(EF)ࡣ 7.0!10 ࡛࠶
ࡾࠊ㔠ࢼࣀ⢏Ꮚࡀ SERS άᛶࢆ♧ࡍࡇࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ

!
Fig. 5. 4-Mpy ࡢ࣐ࣛࣥࢫ࣌ࢡࢺࣝ㸹
(a) ᇶᯈ㸸ࢩࣜࢥ࢙ࣥ࢘ࣁ࣮㸪[4-Mpy] = 10-2 M㸪
(b) ᇶᯈ㸸㔠ࢼࣀ⢏Ꮚࣞ (Fig. 3 ཧ↷)㸪
[4-Mpy] = 10-2 M㸬

ࡲࡵᒎᮃ
 PEO-b-PMA(Az) ⷧ⭷ࢆ⏝࠸ࡓ㔠ᒓࢼࣀᵓ㐀యస〇ἲࡣ㠀ᖖつ๎ᛶࡢ㧗࠸ࢼࣀᵓ㐀ࢆᚓࡽࢀࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡋࡋࠊ㟁ᏊࠊගᏛࢹࣂࢫࡋ࡚ᛂ⏝ࡍࡿࡣࡼࡾ⊃࠸୰ᚰ㛫㊥㞳ࡀồࡵࡽࢀࠊࢭࣥࢩࣥ
ࢢᮦᩱࡢᛂ⏝ࡣࡼࡾࡁ࡞⢏Ꮚࢧࢬ⊃࠸ࢠࣕࢵࣉࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࣈࣟࢵࢡࢥ࣏࣐࣮ࣜࡢ㔜ྜᗘ
ไᚚࡸࢼࣀ⢏Ꮚస〇ἲࢆᨵⰋࡍࡿࡇ࡛ࡇࢀࡽࢆࢡࣜࡋ࡚࠸ࡃணᐃ࡛࠶ࡿࠋ

Reference
1) Y. Tian, K. Watanabe, X. Kong, J. Abe, T. Iyoda, Macromolecules, 2002, 35, 3739.
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⏘ᐁᏛ㐃ᦠࡼࡿ⃰⦰⨨㛤Ⓨࡢྲྀࡾ⤌ࡳ!
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㹼ᐊᡞᾏὒ῝ᒙỈᰴᘧ♫ඹྠ◊✲ࡼࡿ〇ሷࢩࢫࢸ࣒ࡢ◊✲㛤Ⓨ㹼!

㸦㧗▱ᕤ⛉Ꮫ ᆅᇦ㐃ᦠᶵᵓ㸧 ᯇᮏ Ὀ


㸱㸬〇ሷἲࡑࡢရ㉁!
 ᾏὒ῝ᒙỈ㝈ࡽࡎᾏỈࢆ⃰⦰ࡍࡿࡇ࡛㣗ሷࡣ⏕⏘
࣭ ࣭ ࣭

㸯㸬ࡣࡌࡵ!
 㧗▱ᕤ⛉Ꮫᅾ⡠ࡋࡓᖹᡂ "# ᖺᗘࡽ⏘ᐁᏛ㐃ᦠࡢ

࡛ࡁࡿࠋࡋࡋࠊࡓࡔ༢⃰⦰ࢆ⾜࠸ࡀࡾࡢ୰ᯒฟࡋ

ྲྀࡾ⤌ࡳᦠࢃࡾࠊᮏᖺᗘ࡛ "$ ᖺ┠ࢆ㏄࠼ࡿࠋ༊ษࡾࡢ

ࡓᅛᙧ≀ࢆྲྀࡾฟࡋࡓࡶࡢࡀ࡚㣗ሷࡋ࡚㈍ࡉࢀ࡚

ࡼ࠸ᖺᙜࡓࡿࡓࡵࠊࡇࢀࡲ࡛ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡓෆᐜࢆ࠾

࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᾏỈࡲࡓࡣᾏὒ῝ᒙỈࡣࢼࢺ࣒ࣜ࢘

ヰࡉࡏ࡚㡬ࡃᶵࢆከࡃ㡬ࡁ㌟ࡀᘬࡁ⥾ࡲࡿᛮ࠸࡛࠶ࡿࠋ

ࡢࠊ࣒࢝ࣜ࢘ࠊ࢝ࣝࢩ࣒࢘࡞ከࡃࡢ࣑ࢿࣛࣝᡂศࡀ

ࡲࡔࡲࡔ "$ ᖺࡶゝ࠼ࡿࡀࠊࡇࢀࡲ࡛ࢆ➃ⓗゝ࠼ࡤྛ

ྵ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ㣗ሷࡢရ㉁ࡣ࣑ࢿࣛࣝࡢྵ᭷

◊✲㛤Ⓨࡢࢸ࣮࣐࡛┤㠃ࡋ࡚ࡁࡓㄢ㢟ࡑࡢᑐ⟇ࠊࡑࢀࡽ

ẚ⋡ࡼࡗ࡚ホ౯ࡉࢀࠊ⃰⦰᧯సࡣྛ♫ࠊྛᶵ㛵ࡢࣀ࢘

ࢆࡾ㉺࠼ࡓࡁࡢᡂᯝඹ⏕ࡲࢀ࡚ࡃࡿ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟

ࣁ࢘ࡀ࠶ࡿࠋᅜෆࡣᒾሷ࡞ࡢሷ㈨※ࡀࢇ࡞ࡃࠊ

ࡢⓎ⏕ࠋࡲࡓࡑࡢᑐ⟇࠸࠺ࡼ࠺ࠊࡇࡢ⧞ࡾ㏉ࡋࡢ୰࡛

ᑓἲࡀ⾜ࡉࢀࡿࡲ࡛ࡣᥭᘧሷ⏣ࡸධᘧሷ⏣࡞

ᩘᑡ࡞࠸ࡀᴗၟရࢆ⏕ࡳฟࡋ࡚ࡁࡓࠋࡓࡔࡋࠊᴗ

௦⾲ࡉࢀࡿኳ᪥〇ሷἲ࡚㣗ሷࡢ⏕⏘ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋ

࡛ࡁࡓࢸ࣮࣐ࡢࢇࡣࠊ㈗ࡢ➨ "$ ᅇ᪂⏘ᴗฟࢭ

ࡋࡋࠊᅜෆࡢኳೃࡀከ㞵࡛࠶ࡿࡓࡵ༑ศ࡞㣗ሷࡢ☜ಖࡀ

࣑ࢼ࣮せ᪨㞟࡛ᮌᮧ㞝Ặ㸦㧗▱┴ᕤᴗᢏ⾡ࢭࣥࢱ࣮㸧ࡀ

㞴ࡋ࠸ࠋࡇࡢࡇࡽࠊᑓไࡀᕸࢀ࡚ࡽࡣᾏỈࢆᕤ

グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠕ➽ࡢⰋ࠸◊✲ࢸ࣮࣐ࠖࢆぢฟࡏࡓࡇࡀ๓

ᴗⓗ⃰⦰ࡍࡿ〇ሷἲࢆ☜❧ࡍࡿࡓࡵࠊ࢜ࣥ⭷ࡼ

ᥦ࠶ࡗࡓࠋᅇࠊ⤂ࡍࡿ◊✲ࢸ࣮࣐ࡣࠊ⚾ࡀ㧗▱ᕤ⛉

ࡿᾏỈ⃰⦰ࢆ୰ᚰ◊✲㛤Ⓨࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ
"+-. ᖺᾏỈ⃰⦰ࡢᕤᴗᡂຌࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᢏ⾡

Ꮫᅾ⡠ࡋ࡚ࡽࡢᜠᖌ࡛࠶ࡿᶓᕝ᫂ඛ⏕ࡀぢฟࡉࢀ
ࡓࠕ➽ࡢⰋ࠸◊✲ࢸ࣮࣐࡛ࠖ࠶ࡾࠊ⚾ࡀᏛ࡛ึࡵ࡚ᢸᙜ

ࡼࡾࠊሷࢼࢺ࣒ࣜ࢘ࡢྵ᭷㔞 ++㸣௨ୖࡢ㣗ሷࡀᏳ౯

ࡋࡓࢸ࣮࣐ࡢ㸯ࡘ࡛ࡶ࠶ࡿࠋᮏ⣬࡛ࡣࠊࡇࡢࢸ࣮࣐㛵㐃

㈍࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋၟရࡉࢀࡓ㣗ሷࡣᕤᴗⓗࡘ

ࡍࡿ㧗▱┴ᾏὒ῝ᒙỈ〇ሷ㛵ࡍࡿᴫせࢆ♧ࡍࡶ

ࡃࡽࢀࡓᏛሷࡢ㢼ホࡶ࠶ࡿࡀࠊࡇࡢᢏ⾡ࡀ☜❧ࡉࢀࡿ

ࠊ㣗ሷ࠾ࡼࡧࡀࡾ㸦࣑ࢿࣛࣝᾮ㸧ࡢ⏕⏘ࢩࢫࢸ࣒ࡢ◊

๓ࡢ㣗ሷࡢホ౯ࡣࠊࡼࡾࡋࡻࡗࡥ࠸㣗ሷࠊࡍ࡞ࢃࡕሷࢼ

✲㛤Ⓨࢆࠊࡑࡢᙜࡢ♫ໃࡢኚࡢࡼ࠺ᑐᛂࡋ

ࢺ࣒ࣜ࢘ྵ᭷㔞ࡢ㧗࠸㣗ሷရ㉁ࡀⰋ࠸࠸ࢃࢀ࡚࠸

࡞ࡀࡽྲྀࡾ⤌ࢇࡔࡘ࠸࡚⤂ࡍࡿࠋ!

ࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊኳ᪥〇ሷἲ࡛⏕⏘ࡋࡓ㣗ሷࡢሷࢼࢺࣜ

㸰㸬㧗▱┴ᾏὒ῝ᒙỈᮏ◊✲〇ሷࡢ⫼ᬒ!
 㧗▱┴ࡢᾏὒ῝ᒙỈࡣᅜ࡛᭱ึྲྀỈࡉࢀࠊᖹᡂ ""

࣒࢘ྵ᭷㔞ࢆୖࡆࡿࡓࡵࠊ) ᖺ㛫㈓ⶶࡋ࡚₻ゎᛶࢆ᭷ࡍࡿ
࣐ࢢࢿࢩ࣒࢘࡞ࢆ㝖ࡃࡇࡶ⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋࡋࡋࠊ⌧

㹼"# ᖺᗘࡅ࡚ %&'( ࡢᴗ࡚ᐊᡞᕷࢆᣐⅬ᭷ຠ

ᅾࡣࡋࡻࡗࡥ࠸㣗ሷࡀᏳ౯ᡭධࡿࡓࡵࠊኳ᪥〇ሷἲ

⏝ࡢ◊✲㛤Ⓨࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࡇࡢᴗ࡛ࡣձ῝ᒙỈྲྀỈᢏ

࡚⏕⏘ࡉࢀࡓࢼࢺ࣒ࣜ࢘௨እ࣑ࢿࣛࣝᡂศࡀࡼࡾྵ

⾡㛤Ⓨ◊✲ࠊղ㈨※࣭࢚ࢿࣝࢠ࣮⏝ᢏ⾡◊✲ࠊճ⎔ቃᙳ

᭷ࡋࡓ㣗ሷࡢၟရ౯್ࡀ㧗࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ!

㡪ホ౯ᢏ⾡➼◊✲ࠊմ❧ᆅ᮲௳ู᭱㐺ࢩࢫࢸ࣒タィ࣭ホ౯

 ኳ᪥〇ሷἲ╔┠ࡍࡿࠊᾏỈࡲࡓࡣᾏὒ῝ᒙỈࢆ⏝࠸

◊✲ศ㢮ࡉࢀࠊ㧗▱┴ෆእࢆၥࢃࡎ⏘ࠊᐁࠊᏛࡀཧ⏬ࡋࠊ

࡚≀⌮ⓗࢀࡔࡅ⃰⦰ࡋࠊᾮయ࡛࠶ࡿࡀࡾᯒฟࡋࡓ

ಶࠎࡲࡓࡣྛࠎ࡛㐃ᦠࢆᅗࡾ᭷ຠ⏝ἲࡀ᳨ウࡉࢀࡓࠋ!

㣗ሷࢆศ㞳ࡍࡿ࡛࠶ࡿࡀࠊࡶ࠺୍ࡘࡢ࣏ࣥࢺࡣ⃰⦰㐣

ࡇࢀῧ࠺ࡼ࠺᫂ )* ᖺࡽ⥆࠸ࡓሷᑓไࡀᖹᡂ

⛬࠾࠸࡚᭱ࡶప⃰ᗘࡽᯒฟࡍࡿ◲㓟࢝ࣝࢩ࣒࢘ࡢ⢏

+ ᖺ⤊↉ࢆྥ࠼ࠊ
ᖹᡂ ", ᖺࡣ⮬⏤࡞ࡗࡓࠋ

Ꮚࢆዴఱ㝖ཤࡍࡿ࡛࠶ࡿࠋ◲㓟࢝ࣝࢩ࣒࢘ࡢ⢏ᏊࡣᏛ

ඹྠ◊✲ᴗࡢᐊᡞᾏὒ῝ᒙỈᰴᘧ♫ࡢタ❧ࡣᖹᡂ "$

ᰯࡢ㯮ᯈ⏝࠸ࡽࢀࡿࢳ࣮ࣙࢡࢆ⢊ࡋࡓࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛

ᖺ࡛࠶ࡿࠋྠ♫ࡣᐊᡞᕷᣐⅬࢆ⨨ࡃᴗࡲࡓࡣಶேࡀ୰

࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ㣗ࡋ࡚ࡶ↓↓⮯࡛ࠊ୍ᗘᯒฟࡋ࡚ࡋ

ᚰ㞟࠸❧ࡕୖࡆࡽࢀࡓࠋၟရࡣᾏὒ῝ᒙỈࢆ⏝࠸ࡓ㣗ሷ

ࡲ࠺Ỉ⁐ࡅࡃ࠸ᛶ㉁ࡀ࠶ࡿࠋỿẊ≀ࡸᠱ⃮≀ࡢΰධ

ࡀࡾ࡛࠶ࡿࠋ㣗ሷࡣࠊሷᴗࢭࣥࢱ࣮㸦ᪧᑓබ♫㸧

ࢆ᎘࠺ᾮ≧㣗ရ࣓࣮࣮࢝ࡶࡇࢀࡀ㝖ࢀ࡚࠸ࡿࡇࡀ㣗

ࡢၟရẚࡋ࡚ኳ᪥〇ሷἲ࡛࠶ࡾࠊࡉࡽᾏὒ῝ᒙỈࡽ

ሷࢆ᥇⏝ࡍࡿุ᩿ࡢ㸯ࡘ࠶ࡿࠋ!

࣭ ࣭ ࣭

࣭ ࣭ ࣭

࣭ ࣭ ࣭

≧ែ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ㣗ሷࡢ⏘≀ࡋ࡚ᚓࡽࢀࡿࡀࡾ

㸲㸬ඹྠ◊✲ᴗࡢᚑ᮶〇ሷࢩࢫࢸ࣒ࡢㄢ㢟◊
✲㛤Ⓨࡢ┠ᶆ!

ࡘ࠸࡚ࡶᙜࡣࠊ࣐ࢫࢥ࣑➼ࡀࢲ࢚ࢵࢺຠᯝࡀ࠶ࡿ

 ඹྠ◊✲ᴗࡢᚑ᮶〇ሷࢩࢫࢸ࣒ࡢᕤ⛬ࡣࠊձὶୗࢿࢵ

ࡢሗ㐨ࡶᡭఏ࠸⏕⏘ࡋࡓࡶࡢࡀࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡇ

ࢺ᪉ᘧ࡛ࡢ⃰⦰ࠊղⓎ㔩ࡼࡿ⃰⦰࡚◲㓟࢝ࣝࢩ࣒࢘

ࡽࠊྠ♫࡛ࡣ⏕⏘ࡢቑ㔞ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡞ࡾࠊࡇࢀࡀ

ࢆᯒฟࡉࡏࡑࡢ㝖ཤࠊճຍ⇕Ⓨ㔩࡛ࡀࡾ㣗ሷࢆ⏕⏘ࠊ

⏕⏘ࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺᪂つᛶࡶຍࢃࡾ౪⤥ࡀ㏣࠸࡞࠸
࣭ ࣭ ࣭

࣭ ࣭ ࣭

մ㐲ᚰศ㞳ᶵ࡛୧⏕⏘ရࢆศ㞳ࡍࡿ࠸࠺ - ᕤ⛬࡛ᵓᡂ

ᚋࡢ⏘ᐁᏛ㐃ᦠ⧅ࡀࡿࠋ!

ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ➨ " ᕤ⛬࡛࠶ࡿὶୗࢿࢵࢺ᪉ᘧ࡛ࡢ⃰⦰ࡣࠊ

5

ኳೃࢆ⏝ࡋ࡚ࡢ⃰⦰࡞ࡿࡓࡵࠊࡇࢀࡀཎᅉ࡛ィ⏬ⓗ

ࡿࡼ࠺࡞ሗࡀ࠶ࡿࡀሀᐇ࡞᰿ᣐ࣭ᩥ⊩➼ࡣ࡞࠸ࠖ࠸࠺

⏕⏘ࡀ⾜࠼࡞࠸ࡤࡾࠊ➨ ! ᕤ⛬௨㝆ࡶᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࠋ

ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢ࣮ࣜࣜࢫ࣐ࢫࢥ࣑➼ࡀࠕຠᯝࡣ࡞࠸ࠖ

ࡲࡓࠊ➨ ! ᕤ⛬ࡢⓎ㔩ࡼࡿ◲㓟࢝ࣝࢩ࣒࢘㝖ཤ࡛ࡣࠊ

᭤ᢡࡋࡓሗ㐨ࢆࡋࡓ⤖ᯝࠊᕷሙࡢࡀࡾᑐࡍࡿ⇕ࡣᛴ

ᯒฟࡋࡓ◲㓟࢝ࣝࢩ࣒࢘ࡀఏ⇕㒊᥋ゐࡋ࡚࠸ࡿຍ⇕

㏿෭ࡵ࡚࠸ࡗࡓࠋ㸦▮㔝⤒῭◊✲ᡤࡢሗ࿌୍㒊ࢆᘬ⏝㸧"

ࡉࢀࡿࡇ࡛ᡂศࡀ↓Ỉࡢ◲㓟࢝ࣝࢩ࣒࢘ኚࡋࠊఏ⇕

ࡇࡢࡼ࠺࡞♫ໃࡢኚࡼࡾࠊ◊✲㛤Ⓨᴗࡢ㝿

㒊◳ࡋࡓ◲㓟࢝ࣝࢩ࣒࢘ࡋ࡚╔ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡇࡢ

タᐃࡋࡓ┠ᶆࡣ㐩ᡂ࡛ࡁࡓࡶࡢࡢࠊࢀ࡞࠸ࡶࡢࢆᴗ

ࡇࡽࠊ➨ ! ᕤ⛬࡛⏝ࡋࡓ㔩ࡢ࣓ࣥࢸࢼࣥࢫከࡃࡢ

ࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊ᪂ࡋ࠸᪉ྥᛶࢆᚓࡿࡓࡵࠊ

ேຊࡀᚲせ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ"

ᖹᡂ #6 ᖺᗘ %78- ࡢᏛⓎᴗฟᐇ⏝◊✲㛤Ⓨ

࣭ ࣭ ࣭

࣭ ࣭ ࣭

ࡑࡇ࡛ࠊྠ♫࡛ࡣࡀࡾ㣗ሷࡢቑ⏘ຍ࠼ࠊ௨ୖࡢㄢ

ᴗࡢ๓ㄪᰝᴗཧ⏬ࡋࠊ# ᖺ㛫ࢃࡓࡾㄪᰝࢆᐇ

㢟ࡶゎỴ࡛ࡁࡿᕤᴗⓗ〇ሷἲࡢ☜❧ྥࡅྲྀࡾ⤌ࡴࡇ

ࡋࡓࠋㄪᰝෆᐜࡣࠕᾏỈࡽᢳฟࡍࡿ࣑ࢿࣛࣝᡂศ⤌ᡂࡢ

ࡋࡓࠋࡇࢀ㧗▱ᕤ⛉Ꮫ࠾ࡼࡧ㧗▱┴⏘ᴗ⯆ࢭࣥࢱ

ᕷሙ㐺ྜᛶࠖ࠸࠺ࢸ࣮࣐࡛▮㔝⤒῭◊✲ᡤࡶ㐃ᦠࢆᅗ

࣮ࡀຍࢃࡾ〇ሷࢩࢫࢸ࣒ࡢ◊✲㛤Ⓨࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡞ࡗ

ࡾሗࢆ㞟ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᵝࠎ࡞᭷┈࡞ሗࡀᚓࡽࢀ

ࡓࠋᖹᡂ #$ ᖺᗘࡢ㛤Ⓨᙜึࡢ┠ᶆࡣࠊձィ⏬ⓗ⏕⏘ࡀྍ

ࡓࠋࢆᣲࡆࡿࠊ
ࠕ୍⯡ᾘ㈝⪅ࡣᾏὒ῝ᒙỈࢆᗣ࠸

࣭ ࣭ ࣭

⬟࡛࠶ࡿࡇࠊղࡀࡾ㣗ሷࡢရ㉁ࡣᚑ᮶ኚࢃࡽ࡞࠸

࠺࣓࣮ࢪ࡛ࡽ࠼࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࠊᐇ㝿ࡢၟရࡣᾏὒ῝

ࡇࠊճ⏕⏘ࢥࢫࢺࡢࢲ࡛࢘ࣥ࠶ࡗࡓࠋ"

ᒙỈࢆ᥇⏝࠸࠺ࡔࡅ࡛༑ศᗣࢆㄝ࡛᫂ࡁ࡚࠸࡞

㸳㸬᪂〇ሷࢩࢫࢸ࣒ࡢ◊✲㛤Ⓨ"
 ᮏ◊✲㛤Ⓨࡣࠊᖹᡂ #$ ᖺᗘࡽ ! ᖺ㛫ࢃࡓࡾ⤒῭⏘

࠸ࠋࠖࠊࠕ≉ᐃᗣ⏝㣗ရࡢᢎㄆࢆᚓࡿၟရࢆ㛤Ⓨࡍࡿ

ᴗ┬ᆅᇦ᪂⏕ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒◊✲㛤Ⓨᴗཧ⏬ࡋࠊ㧗▱

➼࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢሗࡢ୰࡛ࠕ୍⯡ᾘ㈝⪅ࡣᗣ࠸࠺

┴⏘ᴗ⯆ࢭࣥࢱ࣮ࢆ⟶⌮ἲேࡋ࡚ࠊᐊᡞᾏὒ῝ᒙỈᰴ

Ⅼ࡛࢝ࣝࢩ࣒࢘ࢆ୍ࡘࡢᣦᶆၟရࢆ㑅ᐃࡍࡿࠋࠖὀ┠

ᘧ♫ࠊ㧗▱ᕤ⛉Ꮫࡢ⏘ᐁᏛ㐃ᦠ࡛㐍ࡵ࡚ࡁࡓࠋᙜ

ࡋࡓࠋᾏὒ῝ᒙỈࢆኳ᪥〇ሷἲྠᵝ≀⌮ⓗ⃰⦰ࡍࡿ

ࡢᾏὒ῝ᒙỈࡣ⾲ᒙỈࡣᕪูࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡢ

ࠊ◲㓟࢝ࣝࢩ࣒࢘ࡢᯒฟࡼࡾࡀࡾྵࡲࢀࡿ࢝ࣝࢩ

ぢゎࡀከࡃ࠶ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊ◊✲㛤Ⓨ࡛ࡣࡲࡎ⃰⦰࠾ࡅ

࣒࢘ᡂศࡣᩘ 9*:; ⛬ᗘ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ࢝ࣝࢩ࣒࢘

ࡿỈ⁐ᾮࡢ⃰ᗘᯒฟᡂศࡢ㛵ಀࠊࡲࡓᾏὒ῝ᒙỈྵࡲ

ࢆቑ㔞ࡉࡏࡿࡇ࡛ࠊࡢࡀࡾၟရࡢᕪูࡀฟ᮶ࡿ

ࢀࡿせ࡞㝧࢜ࣥ %&'ࠊ('ࠊ)*!'ࠊ+&!'ࡢᣲືࢆ☜ㄆ
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産学官連携による「大豊の碁石茶」の科学的解明と地域活性化へ
の取組

高知県工業技術センター食品開発課 森山洋憲



１．経緯
高知県嶺北地方の特産品である碁石茶は後発酵茶のひとつであり、2 段階の微生物発酵
によって製造される。かつては嶺北地方の主要な作物のひとつであったにもかかわらず、
時代の変化に伴って生産農家は減少し、昭和 50 年代後半にはわずか 1 軒となった。しかし
ながら学術的研究 1〜3)が進められたこと、マスコミにも紹介されるようになったことによ
り、碁石茶の生産に対して興味を示す農家が徐々に増えてきた。平成 16 年度からは生産者、
大豊町、高知大学、県関係組織が連携し、碁石茶による地域の活性化と新規の食品開発を
目指した様々な調査研究を進めることになった。
碁石茶に関する取り組みは、高知県工業技術センター食品開発課が多種多様な県産地域
資源の中から高い抗酸化性を示す素材を検索したことがきっかけである。様々な県産資源
の有する抗酸化性を測定したところ、碁石茶が特に強い活性を示すこと、緑茶と同等以上
の活性を有することが明らかになった 4)。このことにより、碁石茶特有の 2 段階の微生物
発酵による製法が茶葉の抗酸化性に与える影響について、今後詳しく調べていく価値があ
ると考えた。
一方、高知県は平成 10 年 3 月に産業の発展、県民生活の向上、文化の推進を図るため、
本県の科学技術振興の基本方針「高知県科学技術振興指針」を策定した。この指針に基づ
き、科学・技術の振興及びその戦略的な産業利用を推進することを目的として、平成 16 年
1 月に「高知県科学・技術アカデミー」が設置された。先述の研究成果や碁石茶生産者の
働きかけ等がきっかけとなり、平成 17 年 1 月から碁石茶に関する研究が同アカデミーの勉
強会のひとつとして取り上げられるようになった。この勉強会に参画した組織は、大豊町、
高知大医学部・農学部、県産業技術委員会、農業技術センター、県茶業試験場、工業技術
センターである。勉強会は平成 18 年 4 月から研究会として再スタートすることとなり、高
知大医学部薬剤部の西岡・宮村教授らの研究グループが中心となって碁石茶の調査を推進
することになった。平成 19 年度は都市再生プロジェクト推進調査委託事業（農水省）、平
成 22 年度は新需要創造フロンティア育成事業に採択されたことから、両事業の一環として
後述の研究並びに地域活性化に向けた取り組みを進めた。
２．研究状況
高知大学医学部薬剤部はコレステロール負荷家兎における碁石茶の高脂血症及び動脈硬
化抑制効果 5)、碁石茶がアディポサイトカインの変動に及ぼす影響 6)について明らかにした。
高知大学農学部と工業技術センターとの連携により、碁石茶製造工程におけるカテキン含
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量とスーパーオキシドアニオン消去活性の変化 7)についての調査、碁石茶に含まれる抗酸
化成分の解明 8)についての研究が行われた。また信州大学の保井教授らによって碁石茶の
インフルエンザウィルス感染予防効果も確認された 9)。
３．地域の取り組み
 平成 17 年度は碁石茶生産組合が発足、平成 18 年度は(財)食品産業センターから地域食
品ブランド表示基準「本場の本物」に認定された。平成 19 年度からは第 3 セクター株式会
社大豊ゆとりファームでの碁石茶生産も始まった。平成 20 年度に(株)丸大コーポレーショ
ン（東京）と販売契約を結び、組合統一ブランドで全国販売を開始した。平成 22 年には中
小企業等協同組合法の認可を受け大豊町碁石茶協同組合を設立、平成 23 年には碁石茶カー
トカン飲料が開発され、同年夏期から販売されている。
 産学官連携による調査と研究がスタートし、碁石茶の製法や機能について興味深い知見
が蓄積されるとともに、県茶業試験場が中心となって取りまとめた原料茶葉の栽培基準、
碁石茶の製造基準に則って生産が進められるようになった。毎年秋には碁石茶の形や色、
香気、味をチェックする目慣らし会が開催され、関係者が品質の高位平準化を確認するた
めの取り組みが続けられている。碁石茶に関する連携の成果が生産量の増加、あるいは商
品の開発に強く結びつきつつある中で、さらに調査研究を継続することにより、地域活性
化や産業振興に貢献したいと考える。
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