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１ はじめに 

ベンゼン環に複数のヒドロキシ基－OH が結合した化合物であるポリフェノールは，多くの植物

中に含まれており，食品や飲料，化粧品等，広く利用されている。しかし，高校化学ではポリフェ

ノールを化学の授業で取り上げることは少なく，実験教材は多くない。そこで，ポリフェノールを

題材とした課題研究の実施，実験教材の開発を行った。生徒に身近な物質や現象に目を向けさせ，

知識・技能の活用を実感させることを目的としている。 

２ 課題研究の内容 

２－１ ポリフェノールを用いた万年筆インクの作成 

文房具店には，数多くの万年筆インクボトルが並んでいる。様々な色のインクがあるが，古くか

ら知られているインクにブルーブラックがある。このインクの特徴は，筆記直後が青色であり，時

間経過とともに黒色に近い濃青色に変化することにある。古典的なブルーブラックインクには，植

物にできる虫こぶなどに含まれるタンニン，鉄分，適度な粘性を出すためのアラビアゴム，さらに

防腐剤のフェノールが含まれている。これに硫酸や塩酸を加えて酸性にすることで，沈殿物が生じ

ないように工夫している 1)，2)。本研究では，市販のブルーブラックインクに含まれる鉄分の検出，

タンニン酸などポリフェノールと鉄(Ⅱ)イオンを用いたブルーブラックインクの作成を行った。 
＜実験方法＞ 

(1)市販のブルーブラックインクに含まれる鉄(Ⅱ)イオンの検出 

鉄(Ⅱ)イオン検出紙の作成：100 mg の 2,2'-ピリジンを 10 mL の純水に溶かした。これをろ紙に

浸み込ませて，自然乾燥させた。 
インク中の鉄(Ⅱ)イオンの検出：市販のブルーブラックインクをビーカーにとり，純水を加えて

インクを 10 倍に希釈した。これに短冊状（5.0 cm×1.5 cm）に切断した鉄(Ⅱ)イオン検出紙の下端

を浸し，ペーパークロマトグラフの原理で展開させた。 
(2)タンニン酸と鉄(Ⅱ)イオンを用いたインクの作成 

文献の方法を参考にした 3), 4)。純水 10 mL に 0.10 g のタンニン酸，0.15 g の硫酸鉄(Ⅱ)七水和物

を加え，さらに 3 mol/L の硫酸 1 滴（約 0.05 mL）を加えて溶液の色の変化を観察した，タンニン



 

 

酸の代わりに，没食子酸を用いて同様の実験を行った。 
＜結果と考察＞ 

(1)市販の万年筆インクに含まれる鉄(Ⅱ)イオンの検出 

古典的なブルーブラックインクには，鉄分が含まれている。しかし，現在販売されているブルー

ブラックインクには，鉄分を含まずに，有機物である染料を用いたものがある。そこで，販売され

ているブルーブラックインクに鉄分が含まれているかを調べる実験を行った。 
溶液中の鉄(Ⅱ)イオンの存在の有無は，ヘキサシアニド鉄(Ⅲ)酸カリウム K3[Fe(CN)6]の水溶

液を加えて生じる濃青色沈殿により確かめることができる。しかし，ブルーブラックインクも青色

のため，生じる沈殿の判別は難しい。他には，4,7-ジ
フェニル-1,10-フェナントロリンを用いた鉄(Ⅱ)イ

オン検出紙を用いる方法がある 5)。そこで，同様の

反応が期待できる 2,2’-ビピリジンを用いて，鉄(Ⅱ)

イオン検出紙を作成することにした（図１）。作成し

た検出紙を硫酸鉄(Ⅱ)FeSO4 水溶液（鉄(Ⅱ)イオン

を含む）に付けたところ，検出紙は赤色に変色した。

これにより，自作の検出紙によって鉄(Ⅱ)イオンが

検出できることが分かった。そこで，市販のブルーブラックインクについて，鉄(Ⅱ)イオンの検出

反応を行ったところ，Ａ社の「ボトルインク 4001」およびＢ社の「ブルーブラック INK-1200」は

赤色に変色し，Ｃ社の「万年筆インキ」は変化しなかった。これにより，現在販売されているブル

ーブラックインクには，鉄(Ⅱ)イオンを含まない染料を用いたブルーブラックインクもあること

が分かった。 
(2)タンニン酸と鉄(Ⅱ)イオンを用いたインクの作成 

 古典的なブルーブラックインクは，インク

中に含まれる鉄(Ⅱ)イオンが空気中の酸素に

よって酸化されて鉄(Ⅲ)イオンに変化し，こ

の鉄(Ⅲ)イオンとタンニン酸との反応により

濃青色となる（図２）。実験の結果，タンニン

酸と硫酸鉄(Ⅱ)との反応により作成したイン

クは，時間とともに淡青色から濃青色へと変

化した。インクの色の変化は，水溶液のまま

よりも，紙に書いたときの方が速かった。こ

れは，紙の上の方が空気中の酸素とよく反応

するためと考えられる。また，没食子酸を用いても同様に変化したが，変化後の色調はタンニン酸

のときと微妙に異なっていた。作成した濃青色インクには沈殿が生じているようには見えなかった

が，水で薄めてレーザー光を横から当てたところ光の通路が見えた（チンダル現象）ことから，こ

のインクはコロイド溶液であることが分かった。 
＜まとめ・今後の展望＞ 

自作の鉄(Ⅱ)イオン検出紙を作成し，インク中の鉄分を検出することができた。また，タンニン

酸や没食子酸のようなポリフェノールを用いて古典的なブルーブラックインクを作成することが

できた。用いるポリフェノールの種類によって，インクの色がわずかに異なった。今後は，植物な

どに含まれる天然のポリフェノールを用いたオリジナルインクの作成を行う。 

２－２ 「抹紅茶」の作成とポリフェノールの定量 

茶は，私たちの生活や文化と密接に結びついている。緑茶はお湯で抽出したものに対し，抹茶は

きめ細かい粉末にした茶葉そのものを飲むものであり，抹茶は濃厚な味と香りと独特の舌触りがあ

る。本研究では，緑茶と同様にお湯で抽出して飲む紅茶でも，抹茶のように紅茶の茶葉をきめ細や

図１．4,7-ジフェニル-1,10-フェナントロリン

(左)と 2,2’-ビピリジン(右)の構造 
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タンニン酸 鉄(Ⅱ)イオン ＋ 色は薄い※ 

タンニン酸 鉄(Ⅲ)イオン ＋ ブルーブラック 

空気により酸化 

図２．古典的なブルーブラックインクの仕組み 
※市販のインクには青色色素が入っているので， 

筆記直後でも書いた部分が判別できる。 



 

 

かな粉末にして茶筅で点てる「抹紅茶」にすることで，通常の紅茶よりも濃厚な味になるのではな

いかと考え，研究を行った。 
＜実験方法＞ 

市販の紅茶の茶葉をきめ細かい粉末にするために，茶臼を用いた。溶液中のポリフェノールの定

量はフォーリン・デニス法により行い，ポリフェノール濃度はタンニン酸量として表した 6)。市販

の紅茶（ダージリン）の茶葉を，茶臼（直径 38 cm，高さ 23 cm，重量 25 kg）で 1～5 度に分けて

碾いた。これらの碾いた紅茶の粉末をそれぞれ小さじ 1/2 杯茶碗にとり，60～70℃のお湯（硬度 32.0 
mg/L）に添加して 30 秒間茶筅で点てた。これを 100 倍希釈または 200 倍希釈し，遠心分離したあ

との上澄み液を測定試料とした。様々な濃度のタンニン酸水溶液（標準液）と測定試料に，フォー

リン試薬，10% 炭酸ナトリウム水溶液を加えて 1 時間放置した。その後，分光光度計を用いて 700 
nm の吸光度を測定した。官能試験は，香気，旨味・甘味，渋み，水色，ボディ感を評価基準として

実施した 7)，8)。 
＜結果と考察＞ 

(1)茶臼で碾くことの効果 

 紅茶の抽出液（ストレートティー）と，紅茶の茶葉を茶臼で碾いて茶筅で点てた「抹紅茶」につ

いて，フォーリン・デニス法によりポリフェノール濃度を比較した。実験の結果，ストレートティ

ーでは 22.6 mg / 100 mL，抹紅茶（1 度碾き）では 65.1 mg / 100 mL となり，抹紅茶の方が高い値に

なった。これは，茶葉の表面積が大きくなることによって，茶葉中に含まれるポリフェノールが水

中に溶け出しやすくなったためと考えた。官能試験（予備調査，N = 3）の結果，抹紅茶はストレー

トティーに比べ渋みとボディ感が強く，濃い味になったが，香りは薄くなった（表１）。 
 
表１．茶臼碾きが及ぼす影響（ストレートティーと抹紅茶の比較）（N = 3） 

種 類 香気 旨味・甘味 渋み 水色 ボディ感 

ストレートティー ○ ○ × ○ × 

抹紅茶(1 度碾き) × × ○ ※ ○ 

〇は×に比べ，より強い・大きいことを表す。 ※濁っており，観察できなかった。 
 
(2)碾く回数との関係 

 茶臼で紅茶の茶葉をそれぞれ 1～3 度碾いたものを

点てた抹紅茶は，碾く回数が増えるごとに，口に含む

と舌触りが良くなっていった。そこで，碾く回数によ

って抹紅茶中に含まれるポリフェノールの濃度も変わ

るのではないかと考えた。実験の結果，まったく碾い

ていないストレートティーと比べ，抹紅茶中のポリフ

ェノールの濃度は 2 倍以上高いことが分かった。しか

し，碾く回数（1～5 度）とポリフェノール濃度には比

例関係は無かった（図３）。粉砕の方法が異なる微粉末

抹茶と粗粉末抹茶について，抽出されるカテキン量や

アミノ酸量はほぼ同じであり，粒径の違いによる差が

見られないことが知られており 9)，今回の実験結果と

も一致する。碾く回数を増やした抹紅茶での官能試験

の結果は， 1 度碾きよりも 3 度碾きの抹紅茶の方が起

泡性が高かった。しかし，走査型電子顕微鏡 SEM による形状観察の結果では，碾く回数を増やし

ても，粒径の大きさや形の違いは区別しにくかった。 
＜まとめ・今後の課題＞ 

抹茶のように紅茶の茶葉を茶臼できめ細やかな粉末にし，茶筅で点てることで「抹紅茶」を作っ

た。碾いた紅茶の茶葉の SEM による観察結果より，碾く回数を増やしても粒子全体の粒径が小さ

くなっていくのではなく，ある一定の大きさの粒径に揃っていくと考えた。また官能試験より，碾

図３．ストレートティーと抹紅茶中の 
ポリフェノール濃度 

[mg/100mL] 

ストレート   2 度碾き       4 度碾き 

1 度碾き       3 度碾き      5 度碾き 



 

 

く回数を増やすと，起泡性と舌触りはよくなったが，香気の評価が下がったことから，味と香り，

舌触りのバランスを考えて碾く回数を調節する必要があるといえる。今後，味に影響を及ぼす要因

（例えば，苦味成分であるカフェイン，粒度分布，起泡性等）について検討したい。 

３ 成果の還元・普及 

生徒の課題研究の成果は，日本化学会近畿支部主催「第 37 回高

等学校・中学校化学研究発表会」，奈良女子大学主催「奈良女子

大学サイエンスコロキウム」，本校「公開研究会」において，発

表した。さらに，仁川学院中学校高等学校(兵庫県)など，複数校

の理科クラブ生徒とのオンライン交流会を開催し，相互に生徒研

究活動の交流を行った（図４下）。 

実施担当者が講師を務める奈良女子大学教職科目「中等教科教

育法理科Ⅰ」において，生徒の課題研究の成果を講義教材として

活用した。さらに，奈良女子大学「教育実習」（11 月）及び「教

職実践演習」（1 月集中講義）を履修する学生（中学校・高校化学

選択者）を対象として実験実習（図４上），新学習指導要領と関

連させた科学的に探究するために必要な観察，実験などに関する

意見交換等を行った。なお，事前の計画では京都府精華町の小中

学校新規採用者及び理科教育推進委員の教員を対象とした「理科

実験研修会」を計画していたが，新型コロナウイルス感染症

（COVID-19）拡大予防のため，中止となった。次年度の開催に向

けて準備検討を行っているところである。 

４ まとめ 

生徒が行ったポリフェノールに関連した課題研究，これらの成果を活用した実験教材は，高校化

学の教科書に記載されている様々な反応（有機化合物，無機物質，酸化還元反応等）を利用してお

り，生徒が横断的に知識を身に付け，活用する力の育成に効果があった。生徒は，化学反応の恩恵

を受けながら生活していることに気づき，物質をどのようにつくり出し，利用し，役立てていくか

を考える機会となった。活動の中で主体的な学びの姿勢の獲得，考えるプロセスの楽しさを実感す

ることができたようだ。 
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図４．奈良女子大学の教職志望学

生に対する実習(上)，本校サイ

エンス研究会と他校理科クラ

ブとのオンライン交流(下) 


