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(57)【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【請求項１】
球状部材を準備する工程と、
中心部と複数の枝状部とを有し、前記複数の枝状部は、隣接する枝状部間が所定の角度
で前記中心部から延在してなる樹枝状部材を準備する工程と、
前記樹枝状部材の前記中心部における中心を決定する工程と、
前記球状部材の半径をｒ、及び所定の分子における分子鎖の結合角度をθ（度）とした
場合において、前記樹枝状部材における前記枝状部の、前記中心から２πｒ（θ／３６０
）の位置に分子鎖固定位置を決定する工程と、
前記樹枝状部材の前記中心を前記球状部材上に固定するとともに、前記枝状部を前記中
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心から前記球状部材の外周に沿って延在させ、前記分子鎖固定位置を前記球状部材上に固
定する工程と、
前記球状部材の前記外周上において、前記樹枝状部材の前記中心の固定位置及び前記枝
状部の前記分子鎖固定位置に相当する位置において針状部材を固定し、前記球状部材と前
記針状部材とを含む分子模型を得る工程と、
を具えることを特徴とする、分子模型作製方法。
【請求項２】
前記針状部材は、前記樹枝状部材の前記中心及び前記枝状部の前記分子鎖固定位置を貫
通するようにして前記球状部材に固定することを特徴とする、請求項１に記載の分子模型
作製方法。
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【請求項３】
前記樹枝状部材における前記枝状部の、前記中心からの長さが２πｒ（１８０／３６０
）であることを特徴とする、請求項１又は２に記載の分子模型作製方法。
【請求項４】
前記樹枝状部材は互いに１２０度の角度で隣接した３つの枝状部を有し、前記結合角度
θを１０９度に設定することにより、ｓｐ

３

混成軌道模型を作製することを特徴とする、

請求項１〜３のいずれか一に記載の分子模型作製方法。
【請求項５】
前記樹枝状部材は互いに９０度の角度で隣接した４つの枝状部を有し、前記結合角度θ
として第１の結合角度θ１〜第３の結合角度θ３を設定し、前記第１の結合角度θ１を１
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２０度、前記第２の結合角度θ２を９０度、及び前記第３の結合角度θ３を１８０度とし
、前記４つの枝状部において互いに異なる３つの分子鎖固定位置を決定し、ｓｐ

２

混成軌

道模型を作製することを特徴とする、請求項１〜３のいずれか一に記載の分子模型作製方
法。
【請求項６】
前記樹枝状部材は互いに９０度の角度で隣接した４つの枝状部を有し、前記結合角度θ
を９０度に設定することにより、ｄ

２

ｓｐ

３

混成軌道模型を作製することを特徴とする、

請求項１〜３のいずれか一に記載の分子模型作製方法。
【請求項７】
前記樹枝状部材は１８０度の角度で分岐した２つの枝状部を有し、
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前記結合角度θとして第１の結合角度θ１〜第３の結合角度θ３を設定し、前記第１の結
合角度θ１を１２０度、前記第２の結合角度θ２を１０８度、及び前記第３の結合角度θ
３を１３２度とし、前記２つの枝状部の一方の側に、前記第１の結合角度θ１に対応した
第１の分子鎖固定位置を決定し、前記２つの枝状部の他方の側に、前記第２の結合角度θ
２及び前記第３の結合角度θ３に対応した第２の分子鎖固定位置及び第３の分子鎖固定位
置を決定し、ＤＮＡ塩基であるプリン体の分子軌道模型を作製することを特徴とする、請
求項１〜３のいずれか一に記載の分子模型作製方法。
【請求項８】
前記樹枝状部材は１８０度の角度で分岐した２つの枝状部を有し、
前記結合角度θとして第１の結合角度θ１及び第２の結合角度θ２を設定し、前記第１の
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結合角度θ１を１２６度、及び前記第２の結合角度θ２を１０８度とし、前記２つの枝状
部の双方の側に、前記第１の結合角度θ１に対応した第１の分子鎖固定位置、及び前記第
２の結合角度θ２に対応した第２の分子鎖固定位置を決定し、ＤＮＡ塩基であるプリン体
の分子軌道模型を作製することを特徴とする、請求項１〜３のいずれか一に記載の分子模
型作製方法。
【請求項９】
前記樹枝状部材は互いに９０度の角度で隣接した４つの枝状部を有し、前記結合角度θ
として第１の結合角度θ１及び第２の結合角度θ２を設定し、前記第１の結合角度θ１を
１０８度、及び前記第２の結合角度θ２を１４８度とし、前記４つの枝状部において互い
に異なる２つの分子鎖固定位置を決定し、フラーレンＣ６０の分子軌道模型を作製するこ
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とを特徴とする、請求項１〜３のいずれか一に記載の分子模型作製方法。
【請求項１０】
球状部材と、
中心部と複数の枝状部とを有し、前記複数の枝状部は、隣接する枝状部間が所定の角度
で前記中心部から延在してなる樹枝状部材とを具え、
前記樹枝状部材は分子鎖として機能し、
前記樹枝状部材は、前記球状部材の半径をｒ、及び所定の分子における分子鎖の結合角
度をθ（度）とした場合において、前記樹枝状部材における前記枝状部の、前記中心部の
中心から２πｒ（θ／３６０）の位置に分子鎖固定位置を有することを特徴とする、分子
模型。
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【請求項１１】
前記樹枝状部材における前記枝状部の、前記中心からの長さが２πｒ（１８０／３６０
）であることを特徴とする、請求項１０に記載の分子模型部材。
【請求項１２】
前記樹枝状部材は互いに１２０度の角度で隣接した３つの枝状部を有し、前記結合角度
θは１０９度であって、ｓｐ

３

混成軌道模型を構成することを特徴とする、請求項１０又

は１１に記載の分子模型。
【請求項１３】
前記樹枝状部材は互いに９０度の角度で隣接した４つの枝状部を有し、前記結合角度θ
として第１の結合角度θ１〜第３の結合角度θ３を設定し、前記第１の結合角度θ１を１
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２０度、前記第２の結合角度θ２を９０度、及び前記第３の結合角度θ３を１８０度とす
ることにより、前記４つの枝状部において、前記第１の結合角度θ１から前記第３の結合
角度θ３に対応した互いに異なる３つの分子鎖固定位置を有し、ｓｐ

２

混成軌道模型を構

成することを特徴とする、請求項１０又は１１に記載の分子模型。
【請求項１４】
前記樹枝状部材は互いに９０度の角度で隣接した４つの枝状部を有し、前記結合角度θ
は９０度であって、ｄ

２

ｓｐ

３

混成軌道模型を構成することを特徴とする、請求項１０又

は１１に記載の分子模型。
【請求項１５】
前記樹枝状部材は１８０度の角度で分岐した２つの枝状部を有し、前記結合角度θとし
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て第１の結合角度θ１〜第３の結合角度θ３を設定し、前記第１の結合角度θ１を１２０
度、前記第２の結合角度θ２を１０８度、及び前記第３の結合角度θ３を１３２度とする
ことにより、前記２つの枝状部の一方の側に、前記第１の結合角度θ１に対応した第１の
分子鎖固定位置を有し、前記２つの枝状部の他方の側に、前記第２の結合角度θ２及び前
記第３の結合角度θ３に対応した第２の分子鎖固定位置及び第３の分子鎖固定位置を有し
、ＤＮＡ塩基であるプリン体の分子軌道模型を構成することを特徴とする、請求項１０又
は１１に記載の分子模型。
【請求項１６】
前記樹枝状部材は１８０度の角度で分岐した２つの枝状部を有し、
前記結合角度θとして第１の結合角度θ１及び第２の結合角度θ２を設定し、前記第
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１の結合角度θ１を１２６度、及び前記第２の結合角度θ２を１０８度とすることにより
、前記２つの枝状部の双方の側に、前記第１の結合角度θ１に対応した第１の分子鎖固定
位置、及び前記第２の結合角度θ２に対応した第２の分子鎖固定位置を有し、ＤＮＡ塩基
であるプリン体の分子軌道模型を構成することを特徴とする、請求項１０又は１１に記載
の分子模型。
【請求項１７】
前記樹枝状部材は互いに９０度の角度で隣接した４つの枝状部を有し、前記結合角度θ
として第１の結合角度θ１及び第２の結合角度θ２を設定し、前記第１の結合角度θ１を
１０８度、及び前記第２の結合角度θ２を１４８度とすることにより、前記４つの枝状部
において、前記第１の結合角度θ１及び前記第２の結合角度θ２に対応した互いに異なる
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２つの分子鎖固定位置を有し、フラーレンＣ６０の分子軌道模型を構成することを特徴と
する、請求項１０又は１１に記載の分子模型部材。
【請求項１８】
請求項１〜９のいずれか一に記載の方法で作製されたことを特徴とする、分子模型。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、分子模型作製方法及び分子模型に関する。
【０００２】
【従来の技術】
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現在市販の分子模型キットは、硬質のプラスチック球や多面体などからなる原子部材と、
プラスチックや金属などからなる針状部材とを含み、これらの針状部材を前記原子部材に
設けられた差し込み口に挿入し、前記原子部材を前記針状部材を介して互いに連結するこ
とによって、所定の分子模型を作製するように構成されている。上述した分子模型キット
は１キット当り２００個程度の原子部材を含み、価格は約１０万円である。
【０００３】
このような分子模型キットは結合様式が規格化されており、予め定められた結合様式にし
か対応することができない。また、現在市販の分子模型キットは高価であるため、種々の
結合様式に対応させるためには数セットの分子模型キットを準備する必要があり、極めて
費用がかさむという問題もあった。

10

【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、種々の結合様式に対応させた分子模型を安価に提供することを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成すべく、本発明は、
球状部材を準備する工程と、
中心部と複数の枝状部とを有し、前記複数の枝状部は、隣接する枝状部間が所定の角度で
前記中心部から延在してなる樹枝状部材を準備する工程と、
前記樹枝状部材の前記中心部における中心を決定する工程と、
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前記球状部材の半径をｒ、及び所定の分子における分子鎖の結合角度をθ（度）とした場
合において、前記樹枝状部材における前記枝状部の、前記中心から２πｒ（θ／３６０）
の位置に分子鎖固定位置を決定する工程と、
前記樹枝状部材の前記中心を前記球状部材上に固定するとともに、前記枝状部を前記中心
から前記球状部材の外周に沿って延在させ、前記分子鎖固定位置を前記球状部材上に固定
する工程と、
前記球状部材の前記外周上において、前記樹枝状部材の前記中心の固定位置及び前記枝状
部の前記分子鎖固定位置に相当する位置において針状部材を固定し、前記球状部材と前記
針状部材とを含む分子模型を得る工程と、
を具えることを特徴とする、分子模型作製方法に関する。
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【０００６】
また、本発明は、
球状部材と、
中心部と複数の枝状部とを有し、前記複数の枝状部は、隣接する枝状部間が所定の角度
で前記中心部から延在してなる樹枝状部材とを具え、
前記樹枝状部材は分子鎖として機能し、
前記樹枝状部材は、前記球状部材の半径をｒ、及び所定の分子における分子鎖の結合角
度をθ（度）とした場合において、前記樹枝状部材における前記枝状部の、前記中心部の
中心から２πｒ（θ／３６０）の位置に分子鎖固定位置を有することを特徴とする、分子
模型部材に関する。

40

【０００７】
本発明によれば、球状部材と上述した要件を満足する樹枝状部材とを用い、上述した本発
明の作製方法に従って、前記球状部材上に針状部材を固定するのみで目的とする分子模型
を得ることができる。このとき、前記球状部材が原子部材に相当し、前記針状部材が結合
手に相当する。したがって、複数の球状部材を準備し、各球状部材に対して上述したよう
な操作を施すことにより、結合手に相当する前記針状部材を介して前記球状部材、すなわ
ち原子部材が連結してなる分子模型を得ることができる。
【０００８】
また、本発明によれば、前記樹枝状部材の形状、具体的には枝状部材の数や、隣接する枝
状部材間の角度を変化させたり、前記樹枝状部材における分子鎖固定位置を適宜に設定す
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ることによって、前記球状部材上の任意の位置に前記針状部材を固定することができるよ
うになるので、任意の分子模型を作製することができるようになる。
【０００９】
本発明において、前記球状部材はその形状を安定に維持するとともに、前記針状部材をあ
る程度の強度で固定することができるような材料から構成する。例えば、前記球状部材は
発泡スチロールなどから構成することができる。発泡スチロールは入手が容易であるとと
もに安価であるため、目的とする分子模型を安価に作製することができる。
【００１０】
また、前記樹枝状部材は、前記球状部材の外周に沿って延在させることができるような可
撓性のある材料から構成することができる。例えば、紙やＯＨＰシートなどのプラスチッ
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クシートなどから構成することができる。これらの材料は入手が容易であるとともに安価
であるため、目的とする分子模型を安価に作製することができる。
【００１１】
さらに、前記針状部材は前記球状部材に固定させ、分子模型を作製した後に、前記分子模
型のハンドリングを容易にするために、ある程度の強度を有する材料から構成することが
できる。具体的には、市販の割り箸や爪楊枝などを用いることができる。これらの材料は
入手が容易であるとともに安価であるため、目的とする分子模型を安価に作製することが
できる。
【００１２】
換言すると、本発明の分子模型作製方法によれば、上述した分子模型を安価に得ること
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ができる。
【００１３】
なお、本発明の好ましい態様においては、前記針状部材は、前記樹枝状部材の前記中心及
び前記枝状部の前記分子鎖固定位置を貫通するようにして前記球状部材に固定する。これ
によって、前記針状部材を、原子部材に相当する前記球状部材の、目的とする分子模型の
結合手位置に正確に固定することができるようになる。
【００１４】
また、本発明の他の好ましい態様においては、前記樹枝状部材における前記枝状部の、前
記中心からの長さを２πｒ（１８０／３６０）にする。これによって、以下に詳述する分
子鎖固定位置の位置決め工程において、前記分子鎖固定位置に依存して、前記枝状部の大
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きさを決定する必要がない。すなわち、前記樹枝状部材の前記枝状部の長さを２πｒ（１
８０／３６０）に予め固定しておくことにより、前記長さは前記分子鎖固定位置よりも十
分に大きいので、前記分子鎖固定位置が前記樹枝状部材の前記中心より十分に離隔した場
合においても、前記分子鎖固定位置に応じて前記枝状部を延長させる必要がない。
【００１５】
さらに、前記樹枝状部材における前記枝状部の長さを一律２πｒ（１８０／３６０）に決
定することができるので、前記樹枝状部材の作製を簡易に行うことができる。
【００１６】
【発明の実施の形態】
以下、本発明を発明の実施の形態に則して詳細に説明する。
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図１は、本発明の分子模型部材を構成する樹枝状部材の一例を概略的に示す構成図であり
、図２〜図４は、本発明の作製方法を説明するための工程図である。なお、本例において
は、ｓｐ

３

混成軌道を作製することを目的としている。

【００１７】
図１に示す樹枝状部材１０は、中心部１１と、この中心部１１より外方へ延在した複数の
枝状部１２〜１４とを有している。枝状部１２〜１４は、互いに１２０度の角度をなして
いる。また、以下に示すように、前記分子模型部材を構成する球状部材の半径をｒとした
場合において、各枝状部の長さは２πｒ（１８０／３６０）に設定されている。この場合
、以下に詳述する前記分子鎖固定位置の位置決め工程において、前記分子鎖固定位置に依
存することなく、各枝状部の長さを画一的に決定することができ、枝状部さらには樹枝状

50

(6)

JP 3757283 B2 2006.3.22

部材を簡易に作製することができる。
【００１８】
また、ｓｐ

３

混成軌道の分子鎖の結合角度θは１０９度であるので、枝状部１２〜１４の

それぞれにおいて、中心部１１の中心Ｏから２πｒ（１０９／３６０）の位置において分
子鎖固定位置１５〜１７を有している。
【００１９】
ｓｐ

３

混成軌道の分子模型を作製するに際しては、最初に、図２に示すように、樹枝状部

材１０を球状部材２０上に載置し、中心Ｏを貫通するようにして針状部材２１を突き刺し
、中心Ｏを球状部材２０上において固定する。
【００２０】
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次いで、図３に示すように、樹枝状部材１０の枝状部１１〜１４を球状部材２０の外周に
沿って延在させ、分子鎖固定位置１５〜１７を貫通するようにして針状部材を２２〜２４
を突き刺す。次いで、樹枝状部材１０を取り去ることによって、図４に示すような球状部
材２０上に針状部材２１〜２４が固定された分子模型を作製する。
【００２１】
なお、球状部材１０は原子部材に相当し、針状部材２１〜２４は結合手に相当する。した
がって、複数の球状部材を準備し、各球状部材に対して上述したような操作を施すことに
より、結合手に相当する針状部材を介して球状部材、すなわち原子部材が連結してなるｓ
ｐ

３

混成軌道の分子模型を得ることができる。

【００２２】

20

球状部材２０は、発泡スチロールなどから構成することができる。樹枝状部材１０は、紙
やＯＨＰシートなどのプラスチックシートなどから構成することができる。針状部材２１
〜２４は、市販の割り箸や爪楊枝などを用いることができる。これらの材料は入手が容易
であるとともに安価であるため、目的とするｓｐ

３

混成軌道の分子模型を安価に作製する

ことができる。
【００２３】
なお、上記具体例においては、針状部材２１〜２４を用いて、球状部材２０上における中
心Ｏ及び分子鎖固定位置１５〜１７の固定と、針状部材２１〜２４の固定とを同時に行っ
ているが、中心Ｏ及び分子鎖固定位置１５〜１７の固定は、別の固定部材や接着剤などを
用いて、針状部材の固定と独立させて行うことができる。
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【００２４】
また、固定された針状部材２１〜２４は一旦引き抜いた後、それぞれの長さや方向などを
微調整した後、再度同一の箇所に差し込んで固定することもできる。
【００２５】
図５は、本発明の分子模型部材を構成する樹枝状部材の他の例を概略的に示す構成図であ
り、図６〜図８は、本発明の作製方法を説明するための工程図である。なお、本例におい
ては、ｓｐ

２

混成軌道を作製することを目的としている。

【００２６】
図５に示す樹枝状部材３０は、中心部３１と、この中心部３１より外方へ延在した複数の
枝状部３２〜３５とを有している。枝状部３２〜３５は、互いに９０度の角度をなしてい
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る。また、以下に示すように、前記分子模型部材を構成する球状部材の半径をｒとした場
合において、各枝状部の長さは２πｒ（１８０／３６０）に設定されている。この場合、
以下に詳述する前記分子鎖固定位置の位置決め工程において、前記分子鎖固定位置に依存
することなく、各枝状部の長さを画一的に決定することができ、枝状部さらには樹枝状部
材を簡易に作製することができる。
【００２７】
また、ｓｐ

２

混成軌道のｓｐ

２

軌道の結合角度θ１は１２０度であり、２ｐｚ軌道の結合

角度θ２は９０度であるので、対向する枝状部３２及び３４のそれぞれにおいて、中心部
３１の中心Ｏから２πｒ（１２０／３６０）の位置において、ｓｐ

２

軌道に対応した分子

鎖固定位置３６及び３８を有し、対向する枝状部３３及び３５のそれぞれにおいて、中心
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部３１の中心Ｏから２πｒ（９０／３６０）の位置において、２ｐｚ軌道に対応した分子
鎖固定位置３７及び３９を有している。
【００２８】
ｓｐ

３

混成軌道の分子模型を作製するに際しては、最初に、図６に示すように、樹枝状部

材３０を球状部材４０上に載置し、中心Ｏを貫通するようにして針状部材４１を突き刺し
、中心Ｏを球状部材４０上において固定する。
【００２９】
次いで、図７に示すように、樹枝状部材３０の枝状部４１〜４５を球状部材４０の外周に
沿って延在させ、分子鎖固定位置３６〜３９を貫通するようにして針状部材を４２〜４５
を突き刺す。次いで、樹枝状部材３０を取り去ることによって、図８に示すような球状部

10

材４０上に針状部材４１〜４５が固定された分子模型を作製する。
【００３０】
球状部材４０は原子部材に相当し、針状部材４１〜４５は結合手に相当する。具体的には
、針状部材４１、４２及び４４はｓｐ

２

軌道に相当し、針状部材４３及び４５は２ｐｚ軌

道に相当する。したがって、複数の球状部材を準備し、各球状部材に対して上述したよう
な操作を施すことにより、結合手に相当する針状部材を介して球状部材、すなわち原子部
材が連結してなるｓｐ

２

混成軌道の分子模型を得ることができる。

【００３１】
本例においても、球状部材４０は、発泡スチロールなどから構成することができ、樹枝状
部材３０は、紙やＯＨＰシートなどのプラスチックシートなどから構成することができる
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。また、針状部材４１〜４５は、市販の割り箸や爪楊枝などを用いることができる。これ
らの材料は入手が容易であるとともに安価であるため、目的とするｓｐ

２

混成軌道の分子

模型を安価に作製することができる。
【００３２】
なお、上記具体例においては、針状部材４１〜４５を用いて、球状部材４０上における中
心Ｏ及び分子鎖固定位置３６〜３９の固定と、針状部材４１〜４５の固定とを同時に行っ
ているが、中心Ｏ及び分子鎖固定位置３６〜３９の固定は、別の固定部材や接着剤などを
用いて、針状部材の固定と独立させて行うことができる。
【００３３】
また、固定された針状部材４１〜４５は一旦引き抜いた後、それぞれの長さや方向などを

30

微調整した後、再度同一の箇所に差し込んで固定することもできる。
【００３４】
図９は、本発明の分子模型部材を構成する樹枝状部材のその他の例を概略的に示す構成図
である。なお、前記樹枝状部材は、ｄ

２

ｓｐ

３

混成軌道の分子模型を作製するためのもの

である。
【００３５】
図９に示す樹枝状部材５０は、中心部５１と、この中心部５１より外方へ延在した複数の
枝状部５２〜５５とを有している。枝状部５２〜５５は、互いに９０度の角度をなしてい
る。また、前記分子模型部材を構成する球状部材の半径をｒとした場合において、各枝状
部の長さは２πｒ（１８０／３６０）に設定されている。この場合、以下に詳述する前記

40

分子鎖固定位置の位置決め工程において、前記分子鎖固定位置に依存することなく、各枝
状部の長さを画一的に決定することができ、枝状部さらには樹枝状部材を簡易に作製する
ことができる。
【００３６】
また、ｄ

２

ｓｐ

３

混成軌道の結合角度θは９０度であるので、枝状部５２〜５５のそれぞ

れにおいて、中心部５１の中心Ｏから２πｒ（９０／３６０）の位置において分子鎖固定
位置５６〜５９を有している。
【００３７】
ｄ

２

ｓｐ

３

混成軌道の分子模型を作製するに際しては、上述した樹枝状部材５０と所定の

球状部材とを用い、図２〜図４、並びに図６〜図８に示した手順に従って実施する。
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【００３８】
図１０は、本発明の分子模型部材を構成する樹枝状部材のその他の例を概略的に示す構成
図である。なお、前記樹枝状部材は、ＤＮＡの塩基であるプリン体の、６員環及び５員環
で縮合を有する場合の、分子軌道模型を作製するためのものである。
【００３９】
図１０に示す樹枝状部材６０は、中心部６１と、この中心部６１より外方へ延在した枝状
部６２及び６３とを有している。枝状部６２及び６３は、１８０度の角度をなしている。
また、前記分子模型部材を構成する球状部材の半径をｒとした場合において、各枝状部の
長さは２πｒ（１８０／３６０）に設定されている。
【００４０】

10

また、第１の結合角度θ１は１２０度であり、第２の結合角度θ２は１０８度であり、第
３の結合角度θ３は１３２度である。枝状部６２において、中心部６１の中心Ｏから２π
ｒ（１２０／３６０）の位置において、第１の結合角度θ１に対応した第１の分子差固定
位置６４が設定され、枝状部６３において、中心部６１の中心Ｏから２πｒ（１０８／３
６０）の位置及び２πｒ（１３２／３６０）の位置において、第２の結合角度θ２及び第
３の結合角度θ３に対応した第２の分子鎖固定位置６５及び第３の分子鎖固定位置６６が
設定されている。
【００４１】
上記プリン体の分子軌道模型を作製するに際しては、上述した樹枝状部材６０と所定の球
状部材とを用い、図２〜図４、並びに図６〜図８に示した手順に従って実施する。
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【００４２】
図１１は、本発明の分子模型部材を構成する樹枝状部材の他の例を概略的に示す構成図で
ある。なお、前記樹枝状部材は、ＤＮＡの塩基であるプリン体の、５員環で縮合を有しな
い場合の、分子軌道模型を作製するためのものである。
【００４３】
図１１に示す樹枝状部材７０は、中心部７１と、この中心部７１より外方へ延在した枝状
部７２及び７３とを有している。枝状部７２及び７３は、１８０度の角度をなしている。
また、前記分子模型部材を構成する球状部材の半径をｒとした場合において、各枝状部の
長さは２πｒ（１８０／３６０）に設定されている。
【００４４】

30

また、第１の結合角度θ１は１２０度であり、第２の結合角度θ２は１０８度である。枝
状部７２及び７３のそれぞれにおいて、中心部７１の中心Ｏから２πｒ（１２６／３６０
）の位置及び２πｒ（１０８／３６０）の位置において、第１の結合角度θ１に対応した
第１の分子差固定位置７４及び７６が設定され、第２の結合角度θ２に対応した第２の分
子鎖固定位置７５及び７７が設定されている。
【００４５】
上記プリン体の分子軌道模型を作製するに際しては、上述した樹枝状部材７０と所定の球
状部材とを用い、図２〜図４、並びに図６〜図８に示した手順に従って実施する。
【００４６】
図１２は、本発明の分子模型部材を構成する樹枝状部材のその他の例を概略的に示す構成
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図である。なお、前記樹枝状部材は、フラーレンＣ６０の分子軌道模型を作製するための
ものである。
【００４７】
図１２に示す樹枝状部材８０は、中心部８１と、この中心部８１より外方へ延在した複数
の枝状部８２〜８５とを有している。枝状部８２〜８５は互いに９０度の角度をなしてい
る。また、前記分子模型部材を構成する球状部材の半径をｒとした場合において、各枝状
部の長さは２πｒ（１８０／３６０）に設定されている。
【００４８】
また、第１の結合角度θ１は１０８度であり、第２の結合角度θ２は１４８度である。枝
状部８２及び８４のそれぞれにおいて、中心部８１の中心Ｏから２πｒ（１０８／３６０
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）の位置において、第１の結合角度θ１に対応した第１の分子差固定位置８６及び８９が
設定されている。また、枝状部８３及び８５のそれぞれにおいて、第２の結合角度θ２に
対応した第２の分子鎖固定位置８７及び８９が設定されている。
【００４９】
上記フラーレンＣ６０の分子軌道模型を作製するに際しては、上述した樹枝状部材８０と
所定の球状部材とを用い、図２〜図４、並びに図６〜図８に示した手順に従って実施する
。
【００５０】
以上、具体例を示しながら発明の実施の形態に則して本発明を説明してきたが、本発明は
上記内容に限定されるものではなく、本発明の範疇を逸脱しない範囲において、あらゆる
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変形や変更が可能である。
【００５１】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、安価な球状部材、樹枝状部材及び針状部材を用い
て、種々の結合様式に対応させた分子模型を安価に提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】

本発明の分子模型部材を構成する樹枝状部材の一例を概略的に示す構成図であ

る。
【図２】

図１に示す樹枝状部材を用いた本発明の作製方法を説明するための工程図であ

る。
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【図３】

図２に示す工程の次の工程を示す図である。

【図４】

図３に示す工程の次の工程を示す図である。

【図５】

本発明の分子模型部材を構成する樹枝状部材の他の例を概略的に示す構成図で

ある。
【図６】

図５に示す樹枝状部材を用いた本発明の作製方法を説明するための工程図であ

る。
【図７】

図６に示す工程の次の工程を示す図である。

【図８】

図７に示す工程の次の工程を示す図である。

【図９】

本発明の分子模型部材を構成する樹枝状部材のその他の例を概略的に示す構成

図である。
【図１０】

30
本発明の分子模型部材を構成する樹枝状部材の他の例を概略的に示す構成図

である。
【図１１】

本発明の分子模型部材を構成する樹枝状部材のその他の例を概略的に示す構

成図である。
【図１２】

本発明の分子模型部材を構成する樹枝状部材の他の例を概略的に示す構成図

である。
【符号の説明】
１０、３０、５０、６０、７０、８０

樹枝状部材

１１、３１、５１、６１、７１、８１

中心部

１２〜１４、３２〜３５、５２〜５５、６２、６３、７２、７３、８２〜８５枝状部
１５〜１７、３６〜３９、５６〜５９、６４〜６６、７４〜７７、８６〜８９分子鎖固定
位置
Ｏ

中心部の中心

２０、４０

球状部材

２１〜２４、４１〜４５

針状部材
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【図１】

【図３】

【図２】
【図４】

【図５】

【図７】

【図８】
【図６】
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【図９】

【図１１】

【図１２】

【図１０】
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