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１

はじめに

高等学校化学の反応速度の単元では，反応の仕組みや触媒の働き，反応速度の表し方や濃度・温
度との関係などを学ぶが，定量的な理解が不可欠な単元である。さらに近年，それらの学習内容に
加えて，一次反応と半減期，アレニウスの式に基づく活性化エネルギーの測定法，多段階反応と律
速段階の関係まで扱った教科書もあり，学習内容は非常に深化している。
しかしながら，その一方で，高等学校で行われる反応速度に関する生徒実験は，定量性に欠ける
ものや，定量性には優れていても，操作や実験の準備が煩雑な実験が多く，生徒実験の素材は不足
している。この状況を改善すべく，本研究では，高等学校でも簡便に取組める，定量的な反応速度
実験を検討し，授業実践を行なった。
本研究では，反応速度を実感できる素材として，紫外線照射で色が変化するフォトクロミック化
合物の溶液が退色する様子が一次反応であることに注目した(1),(3)。色の変化を測定する反応速度実
験には，従来であれば，可視吸収スペクトル測定装置などの高価な装置を利用する必要があり，そ
のような装置を備えない高等学校の教育現場では，色の変化を利用した定量的な実験を行うことは
困難であった。そこで本研究では，フォトダイオードや LED 素子，レゴブロックなど，安価な材
料を用いた簡易光度計の作製法(2)に注目し，高等学校の教育現場で色の変化を定量的に測定する授
業実践について検討した。作製した簡易光度計を制御する際に，近年，入手しやすくなったマイク
ロコンピューター(4)を用いることで，パソコンやプログラムを用いて装置を制御する経験のできる
教材を検討した。

２

教材開発

２－１

フォトクロミック化合物

本研究では，紫外線照射で色が変わり，室温
で放置することで退色して元に戻る
1’,3’-dihydro-1,3’,3’-trimethyl-6-nitrospiro(2H-1-be
nzopyran-2,2’-2H-indole) (略称：6-NO2-BIPS)の
溶液に注目した(1)。この化合物を溶かした溶液に，
市販の紫外線ランプ(365 nm)を照射すると，着色
する様子が観察できる(図 1)。溶液の色が変化したあと，紫外線照射を止めると退色する様子も観
察でき，この退色は，一次反応であることが報告されている(1)。また溶かす溶媒によって色が変わ
る，ソルバトクロミズムも観察できるユニークな化合物である。本研究では，1 回の測定時間が 2

〜3 分程度となる条件になるように，溶媒としてテトラヒドロフラン(THF)を利用することとした。
試料溶液は，30 mL の THF に 2 mg の 6-NO2-BIPS を溶解して調製した。

２－２

簡易光度計の作成

フォトダイオードや LED 素子，レゴブロックを組み合わせて，簡易光度計を作成した(図 2) (2)。
この装置は，LED からの光が，試料溶液をいれたガラスセル内
を通過し，その光をフォトダイオードで受けとめる構造になっ
ている。溶液による光の吸収が大きいほど，フォトダイオード
に届く光は弱くなる。フォトダイオードは，受ける光の強さに
よって抵抗が変化することが知られており，試料溶液の色の濃
さに応じて抵抗が
変化する。その抵抗
の変化を，分圧回路
図2
にて電圧に変換し，
その値を電圧計等で測定する仕組みになっている。
この装置は，原理的には電圧計と LED を発光させ
るための電池だけで
駆動が，本研究では，
近年，安価に購入で
図3
きるようになったマ
イクロコンピューター「Arduino」(4)を用いることを考えた。
「Arduino」
は，先に述べた電圧測定と電源供給の両方が可能であることに加え
て，電圧測定結果のリアルタイムでのグラフ化，LED の入出力制御，
C 言語に似たプログラム(Arduino では「スケッチ」と呼ぶ)による装
置制御など，実験に取り組む生徒が，反応速度の実験に加えて様々
なことを学ぶことができる。そこで本研究では，図 3 に示したよう
に，Arduino と簡易光度計を接続し，この簡易光度計をパソコンで
制御して実験に用いることにした。簡易光度計を制御する Arduino
のスケッチを図 4 に示す。
図4

２－３

実験操作

反応速度定数測定実験は，以下のような手順で行なった。
①Arduino のスケッチを書き換えて，LED を赤色発光状態にする。
②試料を含まない THF の入ったガラスセルを簡易光度計にセットし，Arduino の「シリアルモニタ」
を起動してフォトダイオードの電圧を読み取る。この値(溶媒のみの読み取り値)をブランクとする。
③今度は，試料溶液をいれたガラスセルを光度計にセットし，その試料溶液に紫外線を照射，溶液
を青色に変色する
④紫外線照射を止め，「シリアルモニタ」を起動して電圧測定を開始する。時間の経過に伴って，
青色が退色し，ガラスセルを透過する光が増えるので，電圧は大きくなる。この電圧の時間変化を
記録し，結果を表計算ソフトで解析する。

２－４

理論と解析

この装置の測定原理は，市販されている紫外可視分光光度計や比色計・光度計と同じである。す
なわち，溶媒のみの時の測定値(=ブランク)を I0，溶質(6-NO2-BIPS) を含む時の測定値を I としたと
き，I0 と I の比を透過率と定義する。その透過率の常用対数をとってマイナスをつけたものが吸光

度で，吸光度がモル吸光係数e，濃度 C，セル長 L の積に比例する(=ランバート・ベールの法則)。
モル吸光係数とセル長は一定だから，吸光度と濃度は比例するので，濃度の代わりに吸光度を用い
て濃度の変化を表現することができる。以上
透過率
=
吸光度 A = − log 10
A=eCL
のことは，右の式で表される。
0
0
光の透過と吸収等については，高等学校で学ぶ内容ではないが，本実験においては最低限の理解
が必要な点であるため，授業実践を行う前に，解説を行なった。
測定で得られるデータは，電圧の時間変化である。それを，吸光度に変換し，吸光度と時間の関
係をグラフ化，解析できるように表計算ソフトのファイルを用意し，そこへ生徒が測定結果を入力
するように指示した。表計算ソフトの様子と，吸光度－時間のグラフの様子を図 5 に示す。

図5
得られた結果は，図 5 の右に示すように，一次反応として解析でき，スタート時の吸光度を A0，
速度定数を k，時間を t とした時， A=A0・e-kt で表される。この式を用いて，実験結果を最小二
乗法でフィッティングし，速度定数 k を算出した。

３

授業実践

３－１

生徒が実験で得た結果と考察

授業実践として，本校高等学部 3 年生の選択科目「化学特講」
選択者を対象に，4 人 1 班で実験を行なった。実験の様子を図 6 に
示す。実験は 2018 年 11 月 27 日に全 8 班，11 月 29 日に全 5 班で
行なった。それぞれの班で測定を行い，測定結果をパソコンに保
図6
存するよう指示した。その結果を確認したところ，全 13 班が実験
で得た反応速度定数の値の平均値は，0.019±0.0041(s-1)となった。
文献値(1),(3)が 2.1×10-2 ～3.3×10-2 s-1 であり，比較的近い値を得ることができた。今回の生徒実
験では，温度を特に制御することなく実験を行なったが，この日の気温は，約 16〜17℃であ
ったと推測される(気象庁ホームページより)。参考文献は 25℃での測定結果であり，それより
も低い温度で測定しているため，文献値よりも少し低い値が得られたことは妥当なことである
と考えた。このことより，高等学校生徒実験において，反応速度定数を簡便に求めることので
きる実験教材が開発できたものと考えられる。

３－２

授業実践後のアンケート

受講した生徒に対してアンケート記入を依頼し，その結果を分析した。以下に，アンケート
の設問・回答状況および自由記述の内容を報告する。
(1)光の透過率と吸光度の関係について，その原理や仕組みがわかりましたか？
(「よくわかった」を①，「まったくわからなかった」を⑤とした 5 段階で回答)
①：17 人 ②：18 人
③：4 人
④：1 人
⑤：1 人

(2)実験結果が一次反応として解析でき，そこから反応速度が求められる様子や原理が理解で
きましたか？
(「よくわかった」を①，「まったくわからなかった」を⑤とした 5 段階で回答)
①：21 人 ②：10 人
③：7 人
④：2 人
⑤：1 人
(3)実験操作は煩雑でしたか？
(「煩雑だった」を①，「簡便だった」を⑤とした 5 段階で回答)
①：1 人 ②：7 人
③：15 人
④：13 人
⑤：5 人
(4) 実験操作は難しかったですか？
(「簡単だった」を①，「難しかった」を⑤とした 5 段階で回答)
①：5 人 ②：2 人
③：17 人
④：5 人
⑤：2 人
(5) 実験は面白かったですか？
(「面白かった」を①，「つまらなかった」を⑤とした 5 段階で回答)
①：38 人 ②：3 人
③：0 人
④：0 人
⑤：0 人
(6) 装置を用いた測定に興味が持てましたか？
(「興味が持てた」を①，「興味が持てなかった」を⑤とした 5 段階で回答)
①：31 人 ②：8 人
③：1 人
④：1 人
⑤：0 人
(7)自由記述欄の内容
○パソコンを用いた実験は楽しかった ○センサーに興味がわいた
〇一次反応で解析してみたところ，見たことのあるグラフが描かれて驚いた。
表面だけ触れていたものの内容が深まった気がする

４

まとめ

LED・フォトダイオード・レゴブロックを用いた，簡便・安価に作成できる光度計を，Arduino
を用いて制御し，測定データを記録できるシステムを構築した。作成した装置を用いて，反応
速度定数を求める生徒実験を実施した。得られた速度定数は，過去の研究例と近い値であった。
授業実践後のアンケートより，実験を通して，光を用いた分析に対する理解や反応速度・一次
反応の解析に関する理解が深まったこと，またフォトダイオードやセンサー，コンピューター
制御に関する興味を喚起できたことがわかった。
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