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液液界面イオン移動ボルタンメトリーを用いた
ナノ粒子合成過程における
金イオンのスペシエーション

（量研機構 1 ・グラスゴー大 2・ダイアモンドライトソース 3・龍谷大 4・リーズ大 5・マンチェスター
うえはらあきひろ
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大 6） ○上原 章 寛 1, S.G. Booth2, S.Y. Chang3, 今井崇人4, S.L.M. Schroeder3,5, R.A.W. Dryfe6

【緒言】 サイズの小さい金ナノ粒子を合成するために、金イオンおよび保護剤 (HSR)とし
てアルカンチオールを含む有機相(Org)と、還元剤を含む水相(W)が用いられている。ところ
が、ナノ粒子の粒子サイズや粒子数は、HSR の種類や濃度、有機溶媒の種類、反応時間によ
って異なることが知られているが、その原因は明らかになっていない。そこで演者らは、反
応過程で変化する金イオンの化学状態（錯イオン）に注目した。合成に用いる
Au(III)(tetrachloroaurate ion : AuCl4-) は 、 W の pH 、 相 関 移 動 触 媒 と し て 用 い る
tetraoctylammonium bromide (TOA+Br-)、HSR として用いる 1-dodecanethiol によって、加水分
解、配位子置換、還元されることが予測される。本研究では、それぞれのイオン種について
液液界面イオン移動ボルタンメトリーを用いて分別定量し、反応過程を明らかにするととも
に、これらのイオンの生成よってナノ粒子の粒径に及ぼす影響を検討した。
【実験】 加水分解反応：AuCl4- の W 中での安定性を調べるために、pH や Cl- 濃度の異な
る W と 1,2-dichloroethane (DCE) 界面でのボルタモグラムを測定した。配位子置換反応：DCE
中の TOA+Br- の Br- との交換反応によって W から DCE へ移動した AuCl4- について調べた。
AuCl4- と TOA+Br- を DCE 中に共存させてイオン移動ボルタモグラムを測定した。還元反応：
Org 中における AuCl4- あるいは AuBr4- と HSR の反応性について調べるために、AuCl4- ある
いは AuBr4- と HSR を含む DCE と W の界面でのイオン移動ボルタモグラムを測定した。
【結果と考察】 加水分解反応： AuCl4-の Cl- が OH- に逐次に置換され加水分解し、加水分
解が進むとともにイオン移動電位が負電位にシフトした。AuCl4-を W 中で保持するために必
要な pH 及び Cl- 濃度を見積もった。配位子置換反応：AuCl4- の移動電位が TOA+Br- 濃度に
依存して正電位にシフトした。約 4 当量の TOA+Br- を添加した時、AuBr4- の移動電位にほぼ
一致したことから、AuCl4- の Cl- が Br- に置き換わり AuBr4- を生成していることが分かった。
ナノ粒子の合成過程において本来、TOA+Br- は AuCl4- を Org に移動させるためにのみ使用さ
れていたが、TOA+Br- の添加量によって配位子置換反応も生じていることを明らかにした。
還元反応： AuCl4- を用いた時、HSR の添加量に依存して AuCl4- の移動よりも負電位に AuCl4及び Cl- の移動電流を記録した。AuCl4- は HSR によって還元され AuCl2- 及びジスルフィド
（RSSR）を生成した。さらに HSR の添加量に依存して、AuCl2- の Cl- が SR- に置換され
Au(I)SR、HCl 及び Cl- を生じることが分かった。なお、Au(I)SR はオリゴマーを生成し沈殿
した。一方、AuBr4- を用いた時、過剰量の HSR を添加しても Au(I)SR は生じず、AuBr2- に還
元されるのみであることが分かった。
金イオンを水素化ホウ素イオン BH4- によって還元し金属化したとき、塩化物錯体が溶存す
る Org を用いた時の粒子サイズは、
臭化物錯体が溶存する Org を用いた時のそれ小さかった。
また、Au(I)SR は、BH4 を用いても還元されず、粒子数の低下をもたらす原因になることが
分かった。
【文献】S. G. Booth, et al., Chem. Sci., 8 (2017) 7954.
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1G2

A Comparative Study of Iron
Phthalocyanine Electrocatalysts
Supported on Different Nanocarbons
for Oxygen Reduction Reaction
(九州大学カーボンニュートラルエネルギー国際研究所)
Jun Yang, Tao Jie, ○中嶋直敏

１． Introduction

Development of Pt-based and non-Pt-based1,2) electrocatalyst for fuel cells and batteries with high
performance, durablity, and scalability is a strong social demand for the next-generation eco-friendly
energy society. Here, we present a facile and scalable preparation method for the hybrid electrocatalysts
of iron phthalocyanine (FePc) and seven different nanocarbons including carbon black (Vulcan and
Ketjen black), carbon nanotubes, and mesoporous carbons.
２． Experimental

The MWNT/FePc catalysts were prepared using FePc and MWNTs. Typically, 10 mg of FePc
was deposited on 10 mg of MWNTs by shaking (200 rpm) at room temperature for 20 h.1)
３． Results and discussion

We here report a comparative study of the electrocatalytic properties of FePc supported on seven
different nanocarbons for the ORR. A facile and universal method was adopted to prepare the seven
different FePc/nanocarbon catalysts. All the FePc/nanocarbon catalysts exhibited a higher activity for
the oxygen reduction reaction (ORR). The ORR performance of the catalysts was evaluated by linear
sweep voltammetry (LSV) measurements in O2-saturated 0.1 M KOH solutions, and the results are
shown in Fig. 4(a), in which the half-wave potentials (E1/2) of the catalysts decreased in the following
order: FePc-KCB > FePc-Flotube > FePc-SWNT> FePc-C140 > FePc-VC > FePc-C450 > FePc-Nikkiso
> Pt/C. The highest half-wave potential (0.918 V vs. RHE) ever reported in the literature was obtained
using the composite catalyst of FePc and Ketjen black. Furthermore, it has been proved that the amount
of electrochemically active sites (the center iron ion of FePc) and turnover frequency of the ORR on
FePc were found to be responsible for the electrocatalytic activities and long-term durability of the
FePc/nanocarbon catalysts for the ORR, respectively. We fabricated an MEA using FePc-KCB, anion
electrolyte membrane and Pt/C as the cathode, electrolyte membrane, and anode, respectively, and its
power density in an anionic medium reached 108 mW cm-2, which is higher than that of the conventional
Pt/C catalyst. Such results are important for the design of the non-Pt based highly efficient and durable
ORR and fuel cell catalysts.
References
1) J. Yang, F. Toshimitsu, T. Fujigaya, N. Nakashima, J. Mater. Chem. A, 2017, 5, 1184-1191
2) J. Yang, T. Fujigaya, N. Nakashima, Sci. Rep., 2017, 7, art.no.45384.
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あおき

細孔を通るイオン流の整流作用の理論
こういち

つぇんじんゆぁん

○青木 幸一（電気化学博物館）、 陳 競 鳶 （福井大学）、Frank Marken(Univ. Bath)
緒論

イオン交換膜を片面に張り付けた細孔のある膜の両端に電圧をかけると(図

1)、ダイオード型の電流電圧曲線が得られる(図 2)。細孔セルは、生体におけるイオ
ンチャネル機能を模擬しているとして、注目されている。細孔壁の吸着イオン種や
孔形状を変える種々の実験が行われている。英国 Bath 大学において Franck Marken
教授と実験した結果に基づいて、整流作用のある電流電
圧曲線に関する理論式を導出したので、ここに紹介する。

V

L

実験 直径 20 m の貫通孔のある厚さ 6 m の高分子膜の
片面に、Nafion 膜を密着させた。膜によって 0.01M NaCl
溶液が 2 室に分けられている。両室に銀塩化銀電極を通

x

O
IEM

して電圧をかけると、図 2 のような正負電圧側、負電圧
側において傾きの異なる直線が得られた。
理論

電流は細孔中の拡散を伴う電気泳動によって引き

起こされと考える。負電圧をかけると左室の溶液バルク

図 1 細孔セルの構造

にある Na+が右に移動する。正電圧をかけると Nafion 中に高濃度化された Na+が左
に移動する。その結果、移動種の濃度差により、ダイオード的な挙動となると考え
た。以下の仮定の下に、細孔中のイオン濃度 c(例えば[Na+])に注目する。(i) c は電
気泳動と拡散に支配 [流れは f (x) = - Ddc/dx - (DF/ RT)c (d /dx)]、(ii)電位に関するラ
プラス式が成立 (d2 /dx2 = 0)、(iii)定常状態、(iv)細孔外における c は均一。境界条
件は、(c)x=L = cm, (c)x=0 = cs, ()x=L = L, ()x=L=0。こ
れらを連続式(df/dx=0)と組み合わせて解くと、電

70

流密度は j = (F DL/LRT)(cm - cse )/(1 - e ), ここ
-u

-u

で u = F L / RT である。電圧が十分正であれば j =
Kcm、十分負であれば j = Kcs (K = F2D/LRTL)とな

I / A

2

り、電流は電圧および両端の移動イオン濃度に比
例する。つまり細孔ボルタモグラムにおける線形
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性は、電気泳動によるオームの法則にしたがうイ

V ( =L) / V

オン流（伝導度 cF2D/RT）による。一方、ダイオ

図 2. (1)式から計算した電流

ード的性質は、イオン交換樹脂による移動イオン

電圧曲線。cm = 0.1, 0.2, 0.6 M

の蓄積濃度による。図２の変化は cm の実験値が

in 0.01 M NaCl 水溶液, L= 6

あいまいな点を除いて、実験を再現している。結

m, 孔径 20m。溶液抵抗 5

局、イオンチャンネルの考え方と大きく異なる。 k.
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イオン液体塩橋付き銀塩化銀電極の電位差滴定へ
の応用とイオン液体の精密合成法の提案

1G 4

かきうち

たかし

(甲南大理工 1 , pH 計科ラボ 2 ) ○垣内
やまもとまさひろ

なか の けい じ

こ まつばらこう た

隆 1,2 ，中野慶二1 ，小松原滉太1 ，

むらかみりょう

山本雅博1 ，村上 良 1
参照電極としてイオン液体塩橋付き銀塩化銀電極（ILSB-RefE），作用電極として銀塩
化銀電極を使うと，塩化物イオンの硝酸銀水溶液による沈殿滴定における電位差滴定曲線
を簡便かつ再現性良く記録することができる．
疎水性カチオン R+ の塩化物塩水溶液を疎水性アニオン A− のリチウム塩 (LiA) 水溶液
で滴定すると，疎水性イオン液体［R+ ][A− ] が水相中に沈澱もしくは浮上して相分離する．
この過程の電位差滴定曲線を同じ電極構成のセルを用いて記録することができる．この
場合，ILSB-RefE は，電位を一定に保つ参照電極ではなく，溶液中の R+ の活量に Nernst
応答する作用電極として働く．滴定進行に伴う試料溶液の体積の増加に伴って Cl− の活量
も変化する．銀塩化銀電極の方はこの Cl− 活量変化に Nernst 応答する．したがって，こ
の電位差滴定では、電池を構成する双方の電極の電位が滴定進行に伴って変化する．
被験液に存在する RCl と LiA の物質量は等しい当量点を容易に検出できる ILSB-RefE
を用いる電位差滴定法は，疎水性イオン液体の精密合成法として利用できる．
R+ を tributyl(2-methoxyethyl)phosphonium，A− を bis(pentafluoroethanesulfonyl)amide と
した場合の，イオン液体 tributyl(2-methoxyethyl)phosphonium bis(pentafluoroethanesulfonyl)amide ([TBMOEP+ ][C2 C2 N− ]) 生成滴定に用いた電池の構成は
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0.01 mol dm−3
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ca. 0.1 mol dm−3

ILSB

B+ Cl−

NaCl

VI

VII

AgCl
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ここで，ILSB は PVDF-HFP でゲル化した [TBMOEP+ ][C2 C2 N− ] である．相 I ∼ IV が
ILSB-RefE である．得られた電位差滴定曲線の一例を左図に示す．

3

3

図 ca. 0.1 mol dm TBMOEPCl 水溶液 20 mL を ca. 0.1 mol dm LiC2 C2 N 水溶液で滴定した結果 (左図）と
3

3

ca. 0.01 mol dm TBMOEPCl 水溶液 20 mL を 0.01 mol dm AgNO3 水溶液で滴定した結果（右図）．

一般に，RCl や LiA は吸湿性が高く，これら塩を秤量して正確な濃度の溶液を作ること
は難しい．RCl 水溶液の濃度は，正確な濃度の AgNO3 水溶液を用いる滴定により決める
ことができる．この目的にも，上記の電極構成のセルをそのまま用いればよい．滴定曲線
の一例を右図に示す．これら滴定曲線の形は，定量的に記述できる．
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1G5 油水分離系（ECSOW 系）を用いたフ
ラーレンの光化学反応による自発的水
素ガス発生
（信州大理）

ひのうえ て る お

やまもと さ

や

か

〇樋上照男・山本紗綾香

【緒言】昨年度の発表に続き，1) TPBを含む NB 中で生成する C60•と水中の H+の電
子移動反応による自発的 H2 発生を検討した。電極を使わず単純に油水界面系での実
験を試みたが H2 の検出には至らなかったため，ECSOW 系を用いて，NB 相と水相を
導線で分離してボルタンメトリーを行い，得られたボルタモグラムを基に自発的 H2
発生条件を決定した。この条件により H2 発生を達成したので報告する。2)
【実験】ボルタモグラム測定は 4 電極式で行い，
参照電極に飽和銀/塩化銀電極，対極に Pt 線を用
いた。NB 相には支持電解質として TPATPB，水
相は各種の強酸を含む水溶液を用いた。また，
NB 相には Pt 網を，水相には Pt スパイラル線を
挿入し，これらを導線でつなぐことにより
ECSOW 系を構築した。一方，H2 発生実験には，
光学窓を取り付けた NB 相と強酸を含む水相か
らなるガラスセルを用いた。NB 相には Pt 網電
極，水相には Pt スパイラル線電極を，それぞれ，
負極と正極として用いた。
【結果】
ECSOW 系を用いて測定したボルタモグ
ラムを Fig.1 に示す。このボルタモグラムにおい
て，正電流が立ち上がる電位が負であれば，H2
発生が自発的である。RE2（水相の電位） RE1（NB
相の電位）< 0 であるために，電流は H2 が発生
する方向に流れるからである。Fig. 2 は光照射前
後の水相の Pt スパイラル線電極の写真である。

Fig. 1 水相 (1) 100 mM LiCl, (2) 100 mM
LiCl, 1.0 M HCl, (3) 100 mM LiCl, 5.0 M HCl,
(4) 35 % 濃 塩 酸 . 電 位 走 査 速 度 は 10
mVs1.

照射後，Pt スパイラル線上に気泡が発生してい
る様子が分かる。ちなみに，水素ガス検出器を
用いて，この気泡が H2 であることを同定した。
1) 樋上照男, 山本紗綾香, 第 63 回ポーラログラ
フィー討論会要旨集, 2G12 (2017).
2) S. Yamamoto and T. Hinoue, Chem. Lett. 2018, 47,
744-746.

Fig. 2

(a) 光照射直後 (b) 光照射 10 分後,

水相は濃塩酸, 1.0 M HClO4. NB 相は 1.0
mM C60, 100 mM TPATPB, 100 mM
TBAClO4.
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2G1

界面・表面制御による AgInS2/GaSx コア
／シェル量子ドットからのバンド端発光
うえまつ

た ろ う

わ じ ま

かず

（1 阪大院工、2 東工大、3 名大院工、4 日亜化学） ○上松 太郎1、輪島 知
たか

シ ャ ル マ

ダ ー メ ン ダ ー

ク マ ー ル

ひ ら た

しゅうぞう

やまもと

たか ひ さ

かめやま

たつ や

卓1，Sharma Dharmendar Kumar2，平田 修造2，山本 剛久3，亀山 達矢3，
バ ッ ハ

マーティン

とりもと

つかさ

お

や まつ

だいすけ

くわばた

すすむ

Vacha Martin2，鳥本 司 3，小谷松 大祐4，桑畑 進 1
【緒言】半導体ナノ粒子（量子ドット）は幅広い光吸収帯と単色性の高い発光を有す
る蛍光材料であり、ディスプレイ用の波長変換材として実用化が進んでいるが、カド
ミウムの毒性が問題となっている。カドミウム・フリー量子ドット材料の開発が進め
られる中、我々は硫化銀インジウム (AgInS2) 量子ドットに注目して研究を行ったが、
スペクトル半値幅が広いという致命的な問題があった。このたび III-VI 半導体でコー
ティングすることによって同材料として世界初のバンド端発光を実現し、その後の改
良で量子収率も 60％近くまで改善した 1。
【実験】 酢酸銀、酢酸インジウムをオレイルアミンに溶かし、1-ドデカンチオール
を加えて錯体を形成した。チオ尿素結晶を加え、140 °C まで昇温して 10 分間保持し
た。冷却後、AgInS２量子ドットを単離し、再びオレイルアミンに溶かした。続いて硫
化ガリウム (GaSx) シェルを形成するため、この溶液にガリウムアセチルアセトナト
とジメチルチオ尿素を加えた。230 °C まで急速加熱、その後は 2 °C/min の速度で
270 °C に達するまで昇温した後、室温まで冷却した。得られた AgInS2/GaSx コア／
シェル量子ドットを単離し、クロロホルムに溶解させた後、トリ-n-オクチルホスフィ
ン (TOP) を加え、室温で数時間放置した。
【結果】 AgInS2 コア、
AgInS2/GaSx コ ア ／ シ ェ
ル、および TOP 添加後の
AgInS2/GaSx コ ア ／ シ ェ
ル量子ドットの吸収およ
び発光スペクトルを図１
に示す。AgInS2 コア量子
ドットは表面欠陥に由来
するブロードな発光を示 図１．AgInS2 コア、AgInS2/GaSx コア／シェルおよび TOP 処
していたが、これに GaSx 理後の吸収(a)、発光スペクトル(b)。
シェルを被覆すると、欠陥
発光がほとんど消滅し、その短波長側に半値幅の狭い新たな発光ピークが出現した。
さらに、このナノ粒子溶液に TOP 加えたところ、発光強度がおよそ 2 倍になり、わ
ずかに残っていた欠陥発光のテールも消滅した。
(1) T. Uematsu, D.K. Sharma, M. Vacha, T. Torimoto, and S. Kuwabata et al., NPG Asia Materials, in press

© 2018 The Polarographic Society of Japan
22

2G2
つぇん じんゆぁん

溶媒の混合比により変化する電極｜
溶液の二重層インピーダンス
あおき

こういち

たん

ぺん

○ 陳 競 鳶 （福井大院工）、青木 幸一（電気化学博物館）、唐 鵬（福井大院工）

【緒言】電気二重層(DL)は、塩濃度の不均一性や双極子の電場配向などが顕著な層で
ある。電極｜溶液界面に垂直方向の自由エネルギー勾配は、DL の形成により、最小化
する。以前の実験結果から、DL 静電容量は溶媒双極子の配向によって作られ、しかも
双極子相互作用による配向安定化に必要な秒単位の緩和を示す。２種類の溶媒を混合
すると、混合比と静電容量の関係から、双極子相互作用の強さの比較ができるだろう。
水とアセトニトリル(AN)の混合比溶液中で、分極ポテンシャル領域における静電容量

において交流インピーダンスを測定した。参
照電極 Ag|AgNO3 から漏れる溶媒の影響を最
小限にするため、セル内の溶媒と同じ混合率

Cp,1Hz / F cm

【実験】両種からなる混合液中で、白金線電極

-2

の測定により、相互作用を議論する。
30

20

10

の溶媒を参照極容器に充填した。交流電圧は
0

10 mV, 周波数は 1Hz-5kHz を用い、ポテンシ
ョスタットの遅れが無視できることを確認し
た。交流電流の解析には、いずれの混合比におい
ても、周波数依存性を表す C = Ci Hzf -が成立する

0

0.5

cwater / (cACN + cwater)

Water at the interface is richer than in
the bulk.

ことを確認した。は約 0.1 であった。
【結果】混合溶液中の水のモル分率 x が 0.2 以下では、Ci Hz は x=0 から直線的に増
加し、x = 0.2 で水溶液の Ci Hz に達した。Ci Hz は x の全領域にわたって x に一次でな
いことは、双極子の配向程度がバルクと異なることを示している。水双極子は AN
双極子より優先的に配向する。優先の理論解析するため、水-Pt の相互作用エネルギ
ーと AN-Pt の相互作用の競合をラングミュアの統計力学により解析し、ｘに対する
混合溶液の Ci Hz を求めた。実験値を満たすエネルギー差は 6 kJ mol-1 であった。水
が優先的に Pt と相互作用すると、AN 中に不純物としてある水が、比較的高い濃度
で Pt に集まる。その結果、フェロセンのように水に不溶な酸化還元種は、電極に吸
着した挙動を示すことが説明できる。
© 2018 The Polarographic Society of Japan
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2G3

伝送線モデル(TLM)による多孔質電極
の表現と拡散現象の表現の結合
(産総研・電池技術研究部門)
しろま

じゅん

ふじわら な お こ

やまざきしんいち

あ さ ひ まさふみ

ながい

い お ろ い

つとむ

○城間 純 ・藤原直子・山崎眞一・朝日将史・永井つかさ・五百蔵 勉

厚さのある多孔質電極のインピーダンスの等価回路として、電極のミクロ構造を捨象
して均一な媒体とみなし、有効イオン伝導度・有効電子伝導度・体積あたりの界面イ
ンピーダンスをパラメータとする伝送線モデル(TLM、微小なハシゴ状回路)を用いる
ことで電位分布を表現できる 1,2 が、含浸電解液中の拡散現象は反映されていない。界
面インピーダンスにワールブルグインピーダンスを追加しても、表わされる拡散現象
は局所的に完結しているものに限られ、例えば電池電極合剤層の活物質粒子内部の固
体内拡散が該当する。多孔質電極の電解液中では、ある場所での物質の生成・消費に
よる濃度変化は拡散によって周囲へ伝播してゆくが、そのような現象は通常の TLM
では表現できない。一方、平板電極に接している溶液中の拡散を表わすワールブルグ
インピーダンスは等価な RC 構成の TLM が存在する。これは、着目している物質の
濃度を電圧に、拡散流束を電流に読み替えたモデルである。そこで、図 1 のように「拡
散を記述する TLM」と「電位変化を記述する TLM」を連立し電気化学反応と濃度変
拡散のモデル
化を相互にリンクさせれば、拡散現象
nFJ
も考慮した多孔質電極のモデルとして
機能する。ただしこのモデルに含まれ
V
る「可変電圧源」・「可変電流源」は仮
想的な素子であり、シミュレーション
モデルとは言えるが等価回路とは言い 濃度変化から開回路電位変化
電気化学反応速度から物質
難い。また、拡散種がイオン性の場合、 へのフィードバック
湧き出しへのフィードバック
電位変化のモデル
溶液抵抗 Rion を定数とみなすことは厳
密には正しくない。ここで、電池電解
Rion
A
iion
液として一般的な 1:1 単塩溶液に限定
溶液
すれば、仮想素子を用いない通常の意
Rct
Cdl
味での等価回路によって表わすことが
Relectron
ie
でき、かつ、イオンの役割（例えば反
応物としてのカチオンと反応に寄与し 集電体
電極厚さ L
ないアニオン）を正確に反映させるこ
図 1. 拡散と電位を表現する別々の TLM を
とができる。そのような等価回路例お
可変電圧源・可変電流源でリンクしたモデル
よび計算結果について報告する。
[1] R. de Levie, Electrochim. Acta, 9 (1964) 1231.
[2] J. Bisquert et al., J. Phys. Chem. B, 104 (2000) 2287.
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2G4

チャネル機能を模擬した液膜セルを用いた
神経伝導メカニズム-電位および電流固定
法の問題点と外部電気刺激(京大院農)

か

じ

ま

い

こ

しらい

おさむ

きたずみ

加地 麻衣子、○白井 理 、北隅

ゆう き

かのう

けんじ

優希、加納 健司

【緒言】神経伝導は遅延型 K+ チャネル、チャネル型受容体および電位依存性 Na+ チャネル
の働きによって以下のように説明されてきた。平常時は、細胞内外の K+ 濃度比によって膜電
位 (静止電位) が決まる。外部刺激を受けてシナプスのチャネル型受容体が開くと、Na+ が流
入してその周辺の膜電位が正側へ変化する。これが軸索に伝わり、膜電位が閾値を越えると電
位依存性 Na+ チャネルが開き、細胞内外の Na+ 濃度比に起因する膜電位 (活動電位) を示
す部位が現れる。活動電位を示す部位がシナプス末端まで到達すると、シナプス小胞が膜融合
し、伝達物質が細胞外へ放出される。従来はこのメカニズムに基づき、Hodgkin-Huxley 式とコ
ード理論を用いて解析されてきた。しかし、軸索における神経伝導における数ミリ秒間開状態が
持続するチャネル型受容体の働きは全く考慮されておらず、未解明の事象も数多く残っている。
従来は軸索上の複数部位の膜電位の経時変化を測定する目的で、軸索内に挿入した電極と
外部電極間の電位差を固定する電位固定法が使用されてきた。外部から軸索表面に接触させ
た複数の電極と内部電極との間で生じる電流を測定し、電位差に変換することで各部位の膜電
位を評価する手法であるが、電流が電位固定用電極内を流れる恐れがある。そこで、本研究で
は、各チャネルの機能を模擬した有機液膜型セルを複数個連結した神経モデル系を構築し、
膜電位と膜電流の関係から電位固定法を用いた場合の膜電位変化の伝播について検討した。
【実験】水相 1 (W1：細胞外液)|有機相 (M：細胞膜)|水相 2 (W2：細胞内液) からなる有機液膜
型セルの各水相の K+ 濃度および Na+ 濃度をそれぞれ静止電位および活動電位を再現する
ように調製した。また、各水相の Cl‒ 濃度が等しくなるように調製し、Ag|AgCl 電極を用いて各
セルの W1 同士および W2 同士を短絡させ、軸索上の一部位の働きを再現した。電位固定
法を想定し、W1-W2 間の電位差を一定に保った上で、シナプスでの膜電位変化が軸索上に
伝播する現象を再現し、各セルの膜電位および膜電流を測定した。発信側には静止電位を示
すセル (静止電位セル) および活動電位を示すセル (活動電位セル) を設置し、受信側との
接続をスイッチで切り替えた。受信側には複数の静止電位セルを並列に接続し、隣接する静止
電位セルの膜電位が閾値に達するとリレースイッチで活動電位セルと接続するようにした。
【結果】発信側を静止電位セルから活動電位セルに切り替えると、各相で電荷の過不足が無い
ように、発信側では Na+ が W1 から W2 へ、受信側では K+ が W2 から W1 へ移動し、
局所的な環電流が生じた。本実験結果より神経伝導は以下のメカニズムで生じると考えられる。
(1) 受容体型 Na+ チャネルは活動電位がシナプス末端に到達するまでほぼ開孔状態であり、
伝播を引き起こす主電源の役割をする。(2) シナプスからの距離に応じて溶液抵抗が大きくなり、
膜電位変化も小さくなる。電位依存性 Na+ チャネルは膜電位変化の伝播を促進するための補
助電源として働く。(3) 電位依存性 Na+ チャネルの閉孔後も軸索部分は静止電位までは戻ら
ない。なお、電位固定用に用いた回路系にも電流が生じ、測定系を乱していることも判明した。
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