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～2017年1月20日 山田正男さん作成「甘くなかったデンプン」より～

2022.8.15初 2022.9.19改訂 小樽分子模型の会 斎藤一郎

Email ichirokasetu@yahoo.co.jp URL http://www17.plala.or.jp/ichirokasetu/

１．完成写真

ブドウ糖のα（アルファ）型が，らせん構造になっています。

左側の完成写真はブドウ糖15個が２周半つながっています。

６員環（ブドウ糖の真ん中の炭素の輪）をつなげてから周り

の部品をつける方が組み立てが楽です。

ブドウ糖を完成させてからデンプンを組み立てるには，１人

では無理でしたし，乾かしている途中で壊れてしまったことも

ありましたのでお勧めしません。

15個より短いデンプンでも炭素の輪をつなげる方法をお勧め

します。

２．化学式 （Ｃ6Ｈ1０Ｏ５）ｎ

３．構造式

４．表

ブドウ糖 第１面 第２面 第３面 第４面 角度定規 個数 n=15

Ｃ１，Ｃ６（黒） φ２８ φ２４ φ２４ φ２４ 109.5゜ ２ ３０

Ｃ２，Ｃ３，Ｃ４（黒） φ２８ φ２８ φ２４ φ２４ 109.5゜ ３ ４５

Ｃ５（黒） φ２４ φ２８ φ２８ φ２４ 109.5゜ １ １５

Ｏ５（赤） φ２４ φ２４ 109.5゜ １ １５

Ｏ１（赤） φ２４ φ２４ 131° １ １５

Ｏ（赤） φ２４ φ２４ ギリギリ ３ ４５

Ｈ（白） φ２４ 半分 １０ １５０
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５．切り方

(1)Ｈの切り方

Ｈを孔定規の２４の孔にちょうど半分に

なるように埋め込みます。発泡スチロール

球についている線を孔定規の孔に合うよう

に埋め込みます。

左手で孔定規を押さえ，右手に電熱線カ

ッターをもち，孔定規の上を電熱線をすべ

らせ，Ｈを半分に切ります。

(2)Ｃ１，Ｃ６の切り方

①第１面の切り方

Ｃ１の第１面を２８で切ります。第１面

に「１」と書きます。

②第２面の切り方

Ｃ１の第１面を109.5°の角度定規のオデ

コにつけ，第２面を２４で切ります。第２

面に「２」と書きます。

③第３面は「２オデコ，１ヒサシ」

Ｃ１の第２面を109.5°の角度定規のオデ

コにあて，第１面をヒサシにつけ，第３面

を２４で切ります。第３面に「３」と書き

ます。
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④第４面は「１オデコ，２ヒサシ」

Ｃ１の第１面を109.5°の角度定規のオデ

コにあて，第２面をヒサシにつけ，第４面

を２４で切ります。第４面に「Ｃ１」と書

きます。

⑤Ｃ６とＣ１は同じ切り方

Ｃ１と同じようにＣ６を切り，第４面に

「Ｃ６」と書きます。

(3)Ｃ２，Ｃ３，Ｃ４の切り方

①第１面の切り方

Ｃ２の第１面を２８で切ります。第１面

に「１」と書きます。

②第２面の切り方

Ｃ２の第１面を109.5°の角度定規のオデ

コにつけ，第２面を２８で切ります。第２

面に「２」と書きます。
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③第３面は「２オデコ，１ヒサシ」

Ｃ２の第２面を109.5°の角度定規のオデ

コにあて，第１面をヒサシにつけ，第３面

を２４で切ります。第３面に「３」と書き

ます。

④第４面は「１オデコ，２ヒサシ」

Ｃ２の第１面を109.5°の角度定規のオデ

コにあて，第２面をヒサシにつけ，第４面

を２４で切ります。第４面に「Ｃ２」と書

きます。

⑤Ｃ３，Ｃ４もＣ２と同じ切り方

Ｃ２と同じようにＣ３，Ｃ４を切り，第

４面にそれぞれ「Ｃ３」，「Ｃ４」と書きま

す。

(4)Ｃ５の切り方

①第１面の切り方

Ｃ５の第１面を２４で切ります。第１面

に「１」と書きます。
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②第２面の切り方

Ｃ５の第１面を109.5°の角度定規のオデ

コにつけ，第２面を２８で切ります。第２

面に「２」と書きます。

③第３面は「２オデコ，１ヒサシ」

Ｃ５の第２面を109.5°の角度定規のオデ

コにあて，第１面をヒサシにつけ，第３面

を２８で切ります。第３面に「３」と書き

ます。

④第４面は「１オデコ，２ヒサシ」

Ｃ５の第１面を109.5°の角度定規のオデコにあて，第２面をヒサシにつけ，第４面を

２４で切ります。第４面に「Ｃ５」と書きます。
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(5)Ｏ５の切り方

①第１面の切り方

Ｏ５の第１面を２４で切ります。

②第２面の切り方

Ｏ５の第１面を109.5°の角度定規のオデ

コにつけ，第２面を２４で切ります。

(6)Ｏの切り方

①第１面の切り方

Ｏの第１面を２４で切ります。

②第２面の切り方

Ｏの第１面を上に見えるように置き，切

り口の端を穴定規につけ，第２面を２４で

切ります。
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(7)Ｏ１の切り方

①１３１°の角度定規の作り方１

白表紙などの厚紙や使用済みの葉書に分度器を置き，１３１°を測り，鉛筆などで型を

取り，切りとって使います。

また，次の写真のように葉書に線を引き，折ってのり付けする方法もあります。

②第１面の切り方

Ｏ１の第１面を２４で切ります。

③第２面の切り方１

Ｏ１の第１面を１３１°の角度定規につ

けます。
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④第２面の切り方２

１３１°の角度定規をはずし，指でＯ１

を押さえ，第２面を２４で切ります。

６．６員環（ブドウ糖の真ん中の輪）の組み立て方

(1)ＯＨの組み立て方

Ｏの片面とＨに木工ボンドをつけます。１つのブドウ糖に対してＯＨを３個作ります。

(2)Ｃ５とＯ５とＣ１（６員環の上半分）

Ｃ５の第１面とＯ５の切断面の片方に木

工ボンドをつけ，お互いの面でのばします。

Ｃ１の第２面とＯ５の切断面のもう片方

（上で木工ボンドをつけなかった面）に木

工ボンドをつけ，お互いの面でのばします。

Ｏ５が転がりやすいので，金網などの上に

置くと転がりにくくなります。

Ｃ５の第２面とＣ１の第１面に木工ボン

ドをつけ，お互いの面でのばします。
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(3)Ｃ４とＣ３とＣ２（６員環の下半分）

Ｃ４の第１面とＣ３の第２面に木工ボン

ドをつけ，お互いの面でのばします。

Ｃ３の第１面とＣ２の第２面に木工ボン

ドをつけ，お互いの面でのばします。

Ｃ４の第２面とＣ２の第１面に木工ボン

ドをつけ，お互いの面でのばします。

(4)少し乾かします

Ｏ５が転がりやすいので，金網などの上

に置くと転がりにくくなります。

(5)６員環の上半分をつけます

Ｃ５とＣ１を，下が平らのまま接近させ，

Ｏ５をかぶせます。

※ポイントはＣ５とＣ１を机の上に置いた

まま貼ることです。３つを手にとって貼ろ

うとするとわからなくなります。

Ｃ５の第２面とＣ１の第１面を同一平面

にすると６員環の下半分とぴったりつきま

す。

(6)６員環の下半分をつけます

Ｃ４とＣ２を，上が平らのまま接近させ，

Ｃ３にかぶせます。

※ポイントはＣ３を机の上に置いたまま貼

ることです。３つを手にとって貼ろうとす

るとわからなくなります。

Ｃ４の第２面とＣ２の第１面を同一平面

にすると６員環の上半分とぴったりつきま

す。
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(7)６員環の上半分と下半分をつけます

Ｃ５の第２面とＣ４の第２面を，Ｃ１の第１面とＣ２の第１面をそれぞれつけます。こ

こまで来たら，手にとってズレを修正します。

輪の真ん中に爪楊枝が通る隙間が必要なので，竹串で適度に孔を広げます。

(8)Ｃ３とＣ５にＨをつけます

Ｃ３の第３面とＣ５の第４面に木工ボンドをつけ，半分に切ったＨを使ってのばし，数

分乾かしてからＨをつけます。

(9)Ｃ２とＣ３にＯＨをつけます

Ｃ２の第３面とＣ３の第４面に木工ボン

ドをつけ，ＯＨを使ってのばし，数分乾か

してからＯＨをつけます。
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(10)Ｃ３に貼るＯＨの向き

ブドウ糖を地球に見立てると，ＯＨは赤

道にあって，Ｏ→Ｈと矢印を北極から見る

と左回りで，矢印は炭素の黒い方を向きま

す。

Ｃ４とＣ３の間の面とＯＨの間の面が平

行になります。

(11)Ｃ２に貼るＯＨの向き

Ｃ３とＣ２の間の面とＯＨの間の面が平

行になります。

(10)６員環にＨとＯＨをつけました
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７．組み立て台の作り方

ブドウ糖の輪を乾燥させている間に組み

立て台を作ります。

(1)ＨＰからダウンロードします

小樽分子模型の会のＨＰから「デンプン

の組み立て台」のデータをダウンロードし，

Ｂ４の画用紙（１７０ｋｇ以上をお勧めし

ます）に印刷します。

(2)縦線に沿って折ります

縦線に沿って折るために，ボールペン(イ

ンクの出ないものがあればインクなしがよ

いです）と定規を使い，縦線に沿ってなぞ

るときれいに折れます。

(3)のりをつけ，六角柱にします

のりしろにのり（木工ボンド）をつけ，

しっかり折って六角柱にします。

(4)爪楊枝を刺す孔を開けます

爪楊枝を刺す孔を，画鋲などで開けます。
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(5)爪楊枝を刺し，木工ボンドをつけます

爪楊枝に木工ボンドをつけ，画用紙に垂直に刺します。爪楊枝の先は１．５ｃｍ程度入

れます。

(6)紙の組み立て台の完成

すべての孔に爪楊枝を刺し，木工ボンドをつけ，乾燥したら完成です。

(7)紙の組み立て台を支える台の作り方

小樽分子模型の会のＨＰから「デンプンの組み立て台を支える台」のデータをダウンロ

ードし，Ａ４の画用紙（１７０ｋｇ以上をお勧めします）に印刷します。
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(8)支える台をダンボールなどにはります

支える台だけでは安定しませんので，段

ボールの板などに貼ってください。

(9)葉書で作る支える台

葉書に線を書き，支える台を作ることもできます。

山田正男さんのお勧めです。

(9)支える台に切れ目を入れます

１４番目と１５番目の６員環用の爪楊枝

の先がぶつかって，組み立て台と支える台

をつなげられません。支える台に切れ目を

入れ，爪楊枝がぶつからないようにします。

(10)組み立て台と支える台をつなぎます

完成です。
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８．まわりの部品の作り方

ブドウ糖の真ん中の輪と組み立て台を乾燥させている間にまわりの部品を作ります。

(1)Ｃ６にＨをつけます

Ｃ６の第２面と第３面に木工ボンドをつけ，Ｈの切断面でのばし，少し乾いてからＣ６

にＨをつけます。

(2)ＣＨ２ＯＨの組み立て方

Ｃ６の第４面に木工ボンドをつけ，ＯＨでのばし，少し乾いてからＯＨをつけます。

(3)ＯＨの向き

ＯＨの間の面とＣ６の第１面が平行になります。
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９．組み立て方（６員環が乾いてから）

(1)６員環の向きとつなぎの酸素の向き

組み立て台の１番上の爪楊枝に，６員環をＣ２の４

面とＣ４の４面が見えるように入れます。

組み立て台の上から２番目の爪楊枝に，６員環を１

番目と同じ向きに入れます。

６員環のＣ５の第３面が上になるように刺します。

木工ボンドをつける前につなぎの酸素の向きを左の

写真で確認してください。貼る向きはＯ１の薄いとこ

ろが，Ｃ１の黒の薄いあたりです。

(2)一気に木工ボンドをつけます

１番目のブドウ糖のＣ１の４面と２番目のブドウ糖

のＣ４の３面に木工ボンドをつけて，つなぎの酸素で

のばします。

同じように１５番目まで一気に木工ボンドをつけて

のばします。

※木工ボンドは面全体にのばしてください。木工ボン

ドが少なければ，組み立てられません。

(3)６員環のＣ１とＯ１をつける

木工ボンドが少し乾いたら，すべての６

員環のＣ１の第４面とＯ１を(1)の向きでつ

けます。

「１番目の６員環＋Ｏ１」に「２番目の

６員環＋Ｏ１」をつけます。
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(4)１５番目の６員環までとりあえず全部貼ってしまいます

「２番目の６員環のＣ１＋Ｏ１」に「３番目の６員環＋Ｏ１」をつけます。同じように

「１５番目の６員環＋Ｏ１」まで，とりあえず全部貼ってしまいます。

２番目＋Ｏ＋３番目 ３番目＋Ｏ＋４番目 ４番目＋Ｏ＋５番目

５番目＋Ｏ＋６番目 ６番目＋Ｏ＋７番目 ７番目＋Ｏ＋８番目

８番目＋Ｏ＋９番目 ９番目＋Ｏ＋10番目 10番目＋Ｏ＋11番目

11番目＋Ｏ＋12番目 12番目＋Ｏ＋13番目 13番目＋Ｏ＋14番目
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(5)６員環とＯ１の向き

１５番目の６員環まで貼ったら，Ｏ１の

点検をします。Ｏ１が離れかけていたら修

復します。

※修復方法

・Ｏ１を回転させて，面が向き合うよ

うにします。

・Ｃ１とＯ１とＣ４の角度が合ってな

いように見えるなら，６員環を筒側

に傾けると角度が変わります。

(6)Ｈをつけます

螺旋が乾いたら，Ｃ１の第３面とＣ２の第４面とＣ４の第４面にＨをつけます。Ｈの切

断面に木工ボンドをつけ，Ｃ１の第３面にのばし，少し乾いてからつけます。Ｃ２の第４

面とＣ４の第４面にも同様につけます。
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(7)ＣＨ２ＯＨの向き

Ｈが乾いたら，Ｃ５の第３面にＣＨ２ＯＨをつけます。ＣＨ２ＯＨのＣ６の第１面に工ボ

ンドをつけ，Ｃ５の第３面にのばし，少し乾いてからつけます。

Ｃ６とＣ２とＣ４のＨが平らに並ぶようにＣＨ２ＯＨをつけます。

(8)完成

組み立て台をつけたままの方が壊れにくいです。


