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（4ページのもじゃ博士の解説を見てね。）
ゼラチンの成分であるタンパク質を分解してしまう成分が入っている
からです。同じようにパイナップルを使ってゼラチンゼリーを作ろうと
思っても、固まらないんだよ。パイナップルの入ったゼリーを作りたいと
きは、寒天でつくるか、缶詰のパイナップルを使って作ってみましょう！

Q1の答え3
（3ページの豆知識７を見てね。）
ゼラチンは温度を上げると水に溶けますが、熱に弱いため熱しすぎると
固まらなくなってしまいます。ゼラチンゼリーは22度くらいで溶けるの
で、口の中に入れてとろける食感を楽しめるのですね。

Q2の答え1

広
ひ ろ た

田 亜
あ り さ

里彩氏
株式会社ニッピ
バイオマトリックス研究所 勤務

秋田大学医学部附属病院
小児外科 勤務

東北大学大学院農学研究科
（修士）修了 株式会社ニッピ
バイオマトリックス研究所
に入社し研究員として勤務
しています。現在3歳9 ヶ
月の息子の子育てをしなが
ら仕事を続けています。

加
か く

来 祐
ゆ う こ

子氏

秋田大学医学部卒業

秋田大学大学院

医学系研究科在学中

現在、子育てをしながら秋田

大学医学部附属病院小児外

科に勤務。医師として働きな

がら、研究もしています。

森
も り い

井 真
ま や こ

也子氏

まず、ゼラチンを
溶かすための
お湯を沸かします。
ジュースは室温に
戻しておきましょう。

（冷たいとダマになるから）

ゼラチンに
お湯をかけて
溶かします。

鍋にオリーブオイルを
入れてにんにくを炒め、
鶏肉の皮をカリッと
するまで炒めます。

グレープ
フルーツジュースと
砂糖、レモン果汁を
鍋にいれて火にかけ、
砂糖がとけてきたら
火を止めましょう。

2と3を
合わせましょう。

インゲンを入れて
一煮立ちさせたらできあがり。

（パスタやマカロニを入れて、
子ども向けにできます。）

あら熱がとれたら
カップなどに入れて、
冷蔵庫で2時間ほど
冷やしたらできあがり！

2の鍋にトマトの
水煮缶、ケチャップ、
コンソメキューブ、
水を入れて、
中火〜弱火で30分ほど
煮込みます。

森井先生
おすすめ

お家で
挑戦

鶏肉にフォークで
穴を開け、塩・こしょうを
ふって適当な大きさに切ります。

コラーゲン・ゼラチンなど牛を

原料とする食品や化粧品が普段

の生活の中にたくさんあります。こ

れらの製品の安全性を確保するため、

なぜ牛がBSE（狂牛病）という病気に

なるのかという原因解明につながる

ような研究をしています。また、牛が

BSEにかかっていないかを検査する

ためのキットを開発しました。

テレビで白衣を着てむず

かしそうな作業をしてい

る人を見て「なんだかかっこい

いなぁ」と思ったのが一番最

初のきっかけかもしれません。

高校生になって、専門的なお

仕事のほうが長く続けられる

と思い理系に進みました。

弊社の HP でゼラチンを使っ

たお菓子やお料理のレシピを

紹介していますので是非チェック

してみてください。

どんなお仕事を
しているのですか？

どんなお仕事を
しているのですか？

１日の 2 ／ 3 は、小児外科

で医師として働いています。

腸や胆管が途切れている赤ちゃ

んの手術や、事故や小児がんの

子供たちの手術をしています。

残りの 1 ／ 3 は、今の医療技術

では完全に治すことのできない

病気について、原因や治療法を

調べるための研究をしています。

日本女子大学理学部卒業
株式会社ニッピバイオマト
リックス研究所に研究員と
して入社し、結婚と出産を
しました。現在は仕事と育
児に奮闘してる毎日です。

生まれてくる子供たちの 100
人に１人はなんらかのハンディ

キャップを持っています。皆さんの

周りにも、たくさん病気と闘ったこ

とのある子がいるはずです。現在の

技術で助けることのできない命を救

えるように、完全に治せなくても病

気であったことを忘れるくらいに治

療できるよう、医療が進歩して欲し

いからです。

今のお仕事を
始めたきっかけを
教えてください。

今のお仕事を
始めたきっかけを
教えてください。

大学時代、先生に「反応して

いるものの気持になってみ

なさい。」と言われ、自分のやっ

ている実験の原理（なぜそうな

るのか？）を知りたいと思うよ

うになり、研究が楽しいと感じ

るようになったからです。

今のお仕事を
始めたきっかけを
教えてください。

実験とお料理は似ていると思

います。どちらも基本的には、

決められた分量を決められた時間

処理（調理）することで出来上がり

ます。ただ、新しい発見やもっと

美味しくするにはオリジナルアレ

ンジが必要だと思います。そうし

て出来たものは格別の味ですよ！

実験って
すごく大変そう…

突然ですが
コラーゲンを使った
お勧めレシピは
ありますか？

お仕事をして
良かったことは
ありますか？

医師としては、元気になっ

た赤ちゃんが退院していく

姿が一番嬉しいです。研究では、

病気の治療に役立つかもしれな

い結果が得られたとき本当に嬉

しく思います。本当に患者さん

の役に立つ結果が得られるよう

これからも頑張っていきます。

コラーゲン（ペプチド）は

人にどう良いのかを研究

しています。コラーゲンを化

粧品としてお肌に塗った時や

食品として食べた時、何に効

くのか？なぜ効くのか？を解

明したいと思っています。

どんなお仕事を
しているのですか？

平成21年度採択　文部科学省科学技術振興調整費
「女性研究者支援モデル育成」事業
秋田大学「大学間連携と女性教育者支援in秋田」

株式会社ニッピ
バイオマトリックス研究所の

女性研究者の方への
インタビューも見てね

「どうして研究者に
なろうと思ったの？」

「どういう大学（学部）にいって
勉強したの？」などを

おききしました

研究者って
白衣を着ていて
カッコよくて
憧れるわ…

株式会社ニッピ
ゼラチン事業部ホームページ
http://www.nippi- inc.co.jp/
gelatin/recipe/index.html

平成22年12月23日に開催した
「不思議体験 親子でサイエンス～ようこそ！コラーゲンの世界へ～」の

イベントをもとに作成いたしました。

ゼラチンで作ったゼリーは
何度くらいで溶けるかな？

①22度（口の中の温度くらい） 
②85度（あついお茶くらい） 
③42度（お風呂のお湯くらい）

次のうち、ゼリーに
ならない果物はなに？

①みかん
②ぶどう
③キウィフルーツ

クイズ 答えはこのページの下を見てね

TEL：018-889-2260　E-mail：sankaku@jimu.akita-u.ac.jp
URL：http://www.akita-u.ac.jp/coloconi/

秋田大学では「大学間連携と女性研究者支援 in秋田」（平成21年度採
択文部科学省科学技術振興調整費「女性研究者支援モデル育成」事業）
というプロジェクトを実施しています。平成22年12月23日に行わ
れた「不思議体験　親子でサイエンス〜ようこそ！コラーゲンの世界
へ〜」は秋田大学男女共同参画推進室coloconiが主催しています。

秋田大学男女同参画推進室編　集

「親子でサイエンス」の
模様を私たち家族が

リポートします

さっそく
会場へ

Let's go!



消化を体験！

講義と実験をして
くださる先生たちです。

消化液を
スポイトでとって･･･

温めて3分くらい
ふりましょう。実験で使われるものが

並んでいたよ。

服部 俊治 先生
（はっとり しゅんじ）
通称：もじゃ博士

秋田大学大学院医学系研究科
助教 吉川 究 先生

（よしかわ きわむ）

ゼラチンと
コラーゲンに
ついて学んで

みよう！

ゼラチンを
冷やすと

どうなるかな？

ゼラチンに
触ってみました。

どういう
感触かな？

コラーゲンで
できた

ソーセージの
   皮だって！

ちょっと
お聞きしたい
ことがあるの

ですが…

おつかれ
さまでした〜

最後に
クイズがあるよ。

挑戦してね。

　コラーゲンは動物の皮膚
にたくさん含まれていま
す。革靴は動物の皮膚から
できていますので、「革靴

を食べた」ということは「コ
ラーゲン鍋を食べた」こと
と同じになります。

消化液の入ったゼラチン溶液は
固まらなかった。

なぜかな？→解説を見てみよう！

牛肉を食べたら人間は牛になるかな？
なぜならないのか不思議だよね。
体のなかで何が起こっているのか実験してみよう。

どうして
固まらなかったのかな？

　今回消化液として使ったパイナップルの汁と
キュウィフルーツの汁はタンパク質を分解する酵
素が含まれています。ゼリー作りに使うゼラチン
は、動物の皮や骨に含まれるコラーゲンを原料とし
て作られるタンパク質なので、ゼラチンが酵素の働
きで分解されて固まらなくなってしまたんだね。

①まず、消化液を用意します。
　今回は3種類用意しました。

④両手で容器を3分間あたためたあと、
　シャーレの中にそれぞれを入れて冷やします。
　どうなったか、観察しましょう！

②ゼラチン溶液を
　2本用意しましょう。

③ゼラチン溶液1本に
　①の消化液のうちの
　1種類を入れて、
　20回ほど混ぜます。

東京医科歯科大学大学院
医学研究科修了　医学博士
現在は株式会社ニッピ
バイオマトリックス研究所の
所長をしております。

Q.どんなお仕事を
　 しているのですか？
A.コラーゲンを中心とした細胞 
 外マトリックスタンパク質の生 
 化学、細胞生物学的研究です。

Q.趣味は何ですか？
A.水泳と合唱です。

Q.普段の生活と研究は
　 関係する部分は
　 ありますか？ 
A.とにかく好奇心を失わないこと、 
 好きなことにうちこめること、 
 研究を続けることとは実生活を 
 充実して暮らすことに関係があ 
 るかもしれません。

 コラーゲンはタンパク
質、ヒアルロン酸やその
仲間たちは糖類がたくさ
んつながったもの。
  さらにコラーゲンの鎖
は3本が絡まっている状
態でした。

　コラーゲンやヒアルロ
ン酸は細胞の外側にあっ
て、細胞を支える働きを
していました。
　人間も家があって、ソ
ファーやベットがあると
快適に過ごせるように、
コラーゲンやヒアルロン
酸が細胞を元気にした
り、水分を保持して潤い
を保つ働きをしているこ
とがわかりました。

ゼラチンは･･･
●冷やすと固まる
●温めると水に溶ける
●さわるとベタベタする

つまり
コラーゲンは？
●ゼラチンのもとになる
　もの。コラーゲンを加
　熱処理して取り出した
　物がゼラチンです。
●体のなかで接着剤のよ
　うなはたらき
●動物の体のなかにたく
　さんある

　消化は食べたものを固
めずにばらばらにするこ
とが分かりました。消化
して、また組み立てられ
て、体を作る材料になっ
ているのですね。

ヒアルロン酸やその仲間たちは
体のなかでどういう働きをしているの？

まず、コラーゲンってなに？
どんな姿か知っていますか？

消化って
どうなること？
実験してみよう！

ヒアルロン酸や
その仲間たちは？

コラーゲンやヒアルロ
ン酸は歳をとると少な
くなるんだって。

体のタンパク質の約 3
分の 1 がコラーゲンな
んだって！

膠（にかわ）は昔、
皮を煮て作ってい
たから煮皮（にか
わ）と言いました。

膠は日本画の材料。ほか
にバイオリンをつくる
ときの接着剤としても
使われています。

ゼラチンはゼリーやグミやマシュマ
ロなんかにもはいっているね。
その他に薬のカプセルやカメラの
フィルムにも使われているんだよ。

同じゼリーの材料でも、ゼラチンと寒天が
あるのは知っていたかな？見分ける方法は
溶ける温度が違うところで分かるよ。ゼラ
チンは22度、寒天は80度で溶けるんだ。

　 骨にさわってみたよ

①カルシウムとコラーゲンとで
できている豚の骨。丈夫だね。

②コラーゲンだけでできている
骨だと、むにゅむにゅしたよ。

③カルシウムだけでできている
骨だと、固いけど、ポロポロく
ずれてくるよ。

　骨を実際にさわってみ
て、カルシウムとコラー
ゲンの両方があるから丈
夫な骨になっていること
がわかりました。
　実際に動物の骨を初め
てさわったので、ドキド
キしました。

休憩タイムは、
ジュースを飲みながら

ホッと一息。
もじゃ博士と何をしゃ
べっているのかな？

気になる〜

白衣の先生たち
がいました。み
んなちょっと緊
張気味かしら? !

ええ！
たいへん！

会場の「ホテルメトロ
ポリタン秋田」には大
勢の親子連れが来場。
私の看板があったこと
に、気づきましたか？

食べ物が消化され
るから、牛肉を食
べたからといって
牛になるわけでは
ないのです！

しょうか〜
…なんちゃって。

何でも
きいて

ください〜

たくさんの
家族がきて
いましたね。

コラーゲン、ヒアルロ
ン酸は体の全身にあり
ます。例えばコラーゲ
ンが多い部分は･･･

骨・軟骨

皮膚

角膜

が〜ん。
そっ、それは
どういうこと

ですか？

ゼラチンに
さわってみよう

受付で資料を
もらいます。

①まず、水に溶かした
　ゼラチン溶液を
　用意します。

②シャーレに①を載せ、
　氷で冷やします。

③ゼラチン溶液はどうなったか？
　さわってみよう。

ゼラチンにさわる
実験の手順

ゼラチンは動物の骨や皮から
抽出して作ります。人の体にも
あります。

ゼラチンは
どうやって作るの？

日本語でいう
「膠（にかわ）」です。

膠は日本画の
材料です。

出典：Alberts B, etal.Molecular Biology of the
           cell 5 th .ed.Garland Science,New York 2008

細胞外
マトリックス
細胞を支えている

細胞


