
地域の特産品である “奈良墨”に着目した墨教材の開発 

奈良県立西和清陵高等学校 早川 純平 

あらまし 
 
奈良県の伝統品である“奈良墨”に着目し、高校化学におけるコロイド分野の教材として墨教材の開発を行

った。本教材は、身近なモノを活用したコロイド分野における種々の現象を視覚的に理解することができ

る“楽しい”教材である。また、膠による煤の分散メカニズムについても併せて考察した。 
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1、２ はじめに、目的 
 

近年、生徒の理科離れが顕著な問題となってい

る。国際教育到達度評価学会（IEA）が実施した「国

際数学・理科教育調査」では、日本の生徒は成績が

良いにもかかわらず、理科が楽しいと思う生徒が

極めて少ないことが言及されている。その原因と

して、授業における実験数の減少が一つの原因と

される。特に、知的好奇心を刺激する実生活に根ざ

した化学実験は少なく、生徒の理科離れが加速し

ている。生徒の理科離れは本質的に理系離れを招

き、技術立国日本としての国力を落とすことにつ

ながる可能性もあるため、その対策は急務である。 

現在、奈良県の高等学校では、総合的な学習の時

間等で、奈良 TIME の学習を実施し、奈良県の伝

統や文化の学習に取り組んでいる。そのため、地域

の特産品を活用した教育活動は、総合的な学習の

時間との相乗効果が期待でき、生徒の知的好奇心

を刺激する教科横断型教材としての期待が高い。

そのような背景の中、奈良県の特産品である“奈良

墨”に注目し、教材開発を行うことにした。 

“奈良墨”の歴史は極めて古く、唐の時代に朝鮮か

ら、当時の墨が奈良に伝来したと言われている。二

千年を超えた今も、“奈良墨”は、奈良県の重要な伝

統産業として位置づけられている。 

一般に、墨は炭素の微粒子である煤（すす）と動

物の腱などから作られる膠（にかわ）から調製され

る保護コロイドであることが知られている。 
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これまで教材化した例がなく 、 教材化にチャレンジ！

Figure 1 地域の特産品を活用した教材化 

Figure 2 保護コロイドとしての墨 



高校化学の教材の中で、保護コロイドの適切な

教材はこれまで開発されておらず、保護コロイド

の判りやすい教材を提示できれば極めて高い教育

効果が見込める。 

このような状況の中、地域の特産品である“奈良

墨”をコロイド分野における化学の教材として活用

することで、生徒の知的好奇心と郷土への関心を

強く刺激する新規実生活関連型実践になり、保護

コロイドの知識を効果的に学習できることが強く

期待できる。さらに、膠を活用した墨作りが行われ

てきた背景などを墨教材に関連付けることにより、

地歴・公民の授業や人権教育との関連性がうまれ、

教材の多角的展開が見込める。 

また、実際に地域の特産品を手に取り触れるこ

とで、郷土への関心が高まることが期待でき、それ

に関連づけて化学的な事象を学習することで“生き

た”知識を実感することができる。その上、生きた

知識を学ぶことによって化学への興味関心を高め

学習の意欲向上にも大きく貢献できると予想でき

る。 

 

３、４ 方法、結果 
 
①“墨”教材の開発および実践 
 

まず実際に、煤（すす）と膠（にかわ）を用い

て墨を調製した。奈良県の（株）墨運堂に、墨の

作製法を教授して頂き、条件を種々検討した結

果、生徒実験用の墨汁作製の手順を確立した。授

業で行った教材の製作方法を下記に示す。煤は、

墨運堂から購入した松煙１号（墨運堂）を用い

て、膠はウサギの粉膠（あすか画材）を使用し

た。 

 

“墨”教材の制作方法 
 
材料（４人分） 

膠 1.5 g、水、炭素の粉末（煤）3 g、ビーカー 50 

mL、ビニール袋、紙コップ、温度計、割箸 

 

製作方法 

①水 15 mL をビーカーに入れる。 

 

②「にかわ」1.5 g を①の

ビーカーにいれ、ガスバ

ーナーで加熱しながら膠

を溶かす。膠が溶解した

ら、しばらく空冷する。

（写真１） 

 

③煤 3 g を、ビニール袋

にいれ、膠の溶液が 40 ℃

まで冷めたことを温度計

で確認したのち、膠の溶

液をビニール袋に入れ、5

分ほど餅のような手触り

になるまでよく揉む。（写

真２） 

 

④出来上がった墨

を箸で紙コップに

うつし、15 mL の水

を加えて箸でよく

混ぜると墨汁が完

成する。（写真３） 

 

コロイドにおける種々の性質の確認実験の方法 
 

墨教材を用いれば、コロイドの多様な性質およ

び現象が簡便な実験で効果的に実感できる（図 3）。 
具体的には下記の(1)～(4)までの実験を考案した。

実験方法を下記に記す 

 

(1)膠の効果を実験する実験 

（保護コロイドの確認）  

(2)墨汁のブラウン運動を実際に観察する実験  

(3)チンダル現象を確認する実験  

(4)塩析現象を確認する実験 

 
 

写真 1 

写真 2 

写真 3 



 
(1)膠の効果を確認する実験 

上記の制作方法で、膠を加えずに実験を行い一

週間程度放置すると、膠を加えていない溶液(図

4A)は炭素粒子が水に分散しない様子がはっきり

観察できる。一方、膠を加えた墨(図 4B)は放置して

も沈殿は見られず、両者の違いは一目瞭然である。 

また、保留粒子径 5 μm の濾紙（ADVANTEC 製

２）でそれぞれ濾過すると、膠を加えていない場合

（A）は透明な濾液が得られるが、膠を加えた墨（B）

は黒色溶液が濾液として得られ、保護コロイドと

しての膠の有効性をはっきりと目視で確認できる。  

この実験でコロイド粒子の粒子径もはっきりと実

感できるため、コロイドを視覚的に理解するため

には極めて有効な実験であると考えられる。(図 5) 

 
(2)墨汁のブラウン運動を実際に観察する方法 

得られた墨を先ほどの保留粒子径 5 μm の濾紙で

濾過した後、適当な濃度（10 倍程度）に薄め、光学

顕微鏡で観察する。倍率 1000 倍での観察で炭素コ

ロイドの粒子が確認でき、炭素コロイド粒子が活

発にブラウン運動している様子が明瞭に確認でき

る(図 6)。 

コロイドの粒子径を、ミクロメーターを用いて

確認すると 1 μm 程度の粒子径を有する粒子が多い

ことがわかる。 

 

(3)チンダル現象を確認する方法 

濾過した溶液をサンプル瓶に入れ、市販のレー

ザーポインタを照射することで、チンダル現象が

はっきりと確認できる。レーザーポインタの色は

緑でも赤でもよく、チンダル現象を実際に確認す

る例として極めて適している。（写真４は赤の例） 

 

(4)塩析現象を確認する方法  

墨に過剰量の塩（写真の例は塩化ナトリウム）を

加えて、１０分攪拌した後、濾過を行うと分散して

いた煤が沈殿することがはっきり確認できる。濾

紙には凝集した煤が観察できる。塩化ナトリウム

５ ０ 分で安全に実施できる！

保護コロイド チンダル現象

塩析ブラウン運動

Figure 3 コロイドの性質を確認する実験 

Figure 4 膠の効果 

Figure 6 ブラウン運動 

Figure 5 コロイドの粒子径の確認 

写真 4 



を加えずに濾過を行った場合と比較すると違いが

よくわかる（図 7）。 

“墨“教材は塩析現象を理解するために、非常に効

果的である。 

 

☆調製した墨はもちろん実際に使用することが

でき、作成した墨を用いて、書道も行うことがで

きる。(写真 5~7) 

 
 

②“膠による煤の分散メカニズム”について 
 
膠による煤の水分散のメカニズムを明らかにす

るため、いくつかの実験を実施した。最初に、調製

した墨を濾過し、遠心分離の後、動的光散乱法（DLS）

による粒子径の測定を行った。墨の粒子径の平均

は、412 nm であることが判った(表 1 entry 3)。粒度

分布は膠とは異なる分布になることも判った(表

１)。この結果は膠が煤に保護コロイドとして作用

することで膠の粒度分布が、変化したことを示唆

している。 

また、コロイドの安定性を示す墨におけるゼー

タ電位を測定したところ-9.1 mV であり、膠と同程

度のゼータ電位を示すことが判った。 

続いて、分散剤の検討を行った。まず、ゼラチン

と同じゲル化剤に用いられる寒天を分散材として

用いて、同様の条件で検討を行った。多糖類である

寒天を用いた場合は、黒色のコロイド溶液は得ら

れず、無色透明の溶液が得られた(表 1 entry 2)。一

方、クックゼラチン（ゼラチンタイプ B）、平均分

子量が数千のコラーゲンペプチドおよびゼラチン

タイプ A（正に帯電）を分散剤に用いた場合は、膠

を用いた場合と同様の黒色コロイド溶液が得られ

た(表 1 entries 4～6)。この結果から、炭素微粒子の

水への分散化には、分散剤の帯電している電荷に

関わらず、ある程度の分子量を有するタンパク質

が有効であると予想できる。すなわち、膠による煤

の分散には静電的な作用よりも、分子間力の寄与

が大きいことが予想できる。 

 

Figure 7 塩析 
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Table 1 分散剤の検討 

写真 5～7 



 

さらに、膠の食品分析を行った。食品分析の結果、

膠の主成分はタンパク質であることが判った(表 2)。 

 

 

続いて、膠のアミノ酸組成を調べた。その結果最

も小さいアミノ酸であるグリシンが３割程度含ま

れるタンパク質であることが判った(図 8)。 

 

また、クックゼラチン、ゼラチンタイプ A、コラ

ーゲンペプチドのアミノ酸組成も同様に調べたと

ころ、膠のアミノ酸組成と極めて類似しているこ

とも判った。以上の結果より、コラーゲンが部分構

造のゼラチンが煤の水分散に極めて重要であり、

小さい“柔軟な”アミノ酸であるグリシンが分散の

鍵であることを示唆している。 

 
５ まとめ 
 

授業後、アンケートを記述させた。その結果を記

す。表の中の数値は％で表示してある（表 3）。 

 
生徒のアンケートとコメントの結果から、読み取

れることを以下に記す。 
 

・墨作りの授業に対して、否定的な選択肢を選んだ

ものおよび否定的な意見を書いたものは一人もい

なかった。 

・奈良県の墨作りに興味を持った生徒が、91％おり、

地場産業への理解や関心が高くなったことが判る。 

・コロイドに対する理解は 80%を超え、おおむね満

足できるものであった。 

・身近なモノの中に、科学的な事象を内包している

ことに興味を持ったと記述した生徒が多数であっ

た。 

・楽しいと答えた生徒は実に 97％に達し、非常に

満足できるものであった。 

 

以上、奈良墨を活用した墨教材の開発を行った。

身近な地域の特産品を利用した本教材はコロイド

分野の種々の現象を“実感を伴いながら”楽しく理

解できる教材である。50 分間で安全に実施でき、

標準的な高校の実験室で十分実験を行うことがで

きる。 

また、膠による煤の分散メカニズムについても

併せて考察した。コロイドの安定化の際に静電的

な要因より分子間力の寄与が大きいことを実験的

に明らかにした。 

身近な地域のモノを活用した教育活動を今後も

積極的に展開したい。 
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奈良県の墨作りがよくわかった 88 12 0 0 0
奈良県の墨作りに興味をもった 76 24 9 0 0
コロイドについてよくわかった 64 21 15 0 0
身近なものに興味を持った 70 18 12 0 0
楽しかった 97 0 3 0 0

Table 2 膠の食品分析 

Figure 8 膠のアミノ酸組成分析 

Table 3 アンケート結果 


