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中 学 第 一 分 野 ラボアジェの実験の教育的再現
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目 的
　中学 1 年第 1 分野で〈光の性質〉を学ぶ単元がある。
ここでは光の反射や屈折のきまりを扱い、凸レンズに
よる像のでき方などを学習する。その導入として、凸
レンズで光を集めてものを燃やす話はいつも生徒に好
評であるが、実際に経験したことのある生徒は意外と
少ない。そのため、授業では虫めがねで太陽の光を集
めて紙を燃やす作業を取り入れ、実体験を通して〈焦
点〉とか〈焦点距離〉ということを理解させている。
　そこで生徒の科学実験への興味関心をさらに喚起す
るため、歴史的に有名なラボアジェらのダイヤモンド
の燃焼実験を、フレネルレンズを用いて教育的再現に
挑戦しようと考えた。そして、生徒には「太陽光を集
光して高温を得る方法は、単にものを燃やすだけでな
く、科学実験の方法としてたいへん重要である」とい
うことを話すことにした。
　また、ラボアジェは水が元素ではなく、化合物であ
ることを実験的に証明したことでも有名である。その
方法は〈鉄を用いて水蒸気を還元し、水素を得る〉と
いう実験である。中学 3 年第 1 分野では化学反応のひ
とつとして〈還元〉について学ぶので、発展教材とし
てこの水の分解（還元）実験を取り上げることができ
れば、さらに生徒の理解が深まると考えられる。
　しかし、これまでの方法は石英ガラス管などの準備
が必要で、すぐに追試できる方法ではなかった。そこ
で、筆者は学校にある試験管を利用して同様の分解

（還元）ができないだろうかと考え試みたところ、水
素を取り出すことに成功した。この方法は特別な器具
も必要なく、安価に安全にできるので、教師実験のほ
か生徒実験としても効果的であると思われる。
　さらに、これらの実験を開発する中で、水上置換法
ではなく確実に無駄なく、乾いた状態での酸素捕集方
法を工夫することができたので、あわせて紹介する。

Ⅰ．太陽光でダイヤモンドを燃やす
1．	概 要
　〈巨大レンズ〉というと、現在では大きなフレネル
レンズが手ごろな価格で購入できる。今回使用したフ
レネルレンズは直径 60cm で、天気のよい日だと木材

は一瞬で燃え上がり、スチール缶でさえ融けて穴が開
いてしまうほどの威力である。
　フレネルレンズは手持ちだと焦点が定まらず、ダイ
ヤを発火点まで加熱することができなかった。そこ
で、『マクミラン世界科学史百科図鑑』（原書房）に
載っている図を参考に、フレネルレンズの台を製作した。
　丸底フラスコに酸素を入れ、ダイヤをフラスコ内に
保持して太陽光を当てるので、まずダイヤの保持の方
法についていくつか試みた。ダイヤを台の上に乗せて
しまうと周りからの酸素の供給が不完全になり途中で
消えてしまう。そこで、ダイヤを螺旋状のステンレス
針金に載せたところ、完全に燃やすことができるよう
になった（詳細はⅡ参照）。
2．	教材・教具の製作方法
　使用したフレネルレンズは、日本特殊光学樹脂（株）
製の CF600（直径 60cm、焦点距離 60cm）で、これ
をアルミアングルで自作した台に載せた。
　太陽の方向に向けるためフレネルレンズを上下した
際、焦点位置が一定位置になるよう、上下の回転軸の
中心に焦点位置がくるよう設計した。焦点位置にはパ
イプバンドで作製した金属の輪をとりつけ、フラスコ
などの容器を簡単にセットできるよう工夫した。

図 1 全体の構造
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　太陽光を集光していると、日周運動のためどんどん
焦点位置がずれていってしまうので、長ねじと長ナッ
トで上下動するしくみを作り、プーリーとウレタン丸
ベルトを組み合わせて、微動装置を製作した。ウレタ
ン丸ベルトはライターの火であぶることで簡単に溶着

できるので便利である。目玉クリップでクランプを
作った。目玉クリップのクランプ位置を変えること
で、あらかた上下の位置を合わせ、次に微動装置で位
置を決定する方法である。
　水平方向は、台の脚に戸車をつけ、長ねじを利用し
た微動装置で太陽を追いかけるしくみとした。
　また、外に持ち運んで実験する必要から、各部は蝶
ねじを用い、分解・組立てが工具無しで短時間ででき
るようにした。
3．	学習指導方法
　酸素で満たしたフラスコの中にダイヤをセットす
る。ダイヤはステンレス針金で作った螺旋に載せ、酸
素と十分触れられるようにする。

　レンズには、中心に直径 3cm ほどの穴を開けたカ
バーをかけておき、穴から入射した太陽光の焦点位置
にダイヤがくるよう、フラスコをセットする。台の微
動装置で微調整を行う。
　セットが完了したら、カバーをはずし集光させる。
天候の条件がよければ、すぐにダイヤが赤熱し燃え出
す。燃え出したらレンズにカバーをかけて暗くし、ダ
イヤの燃焼を観察する。
　今回筆者が使用したダイヤは直径 2.5～3mm ほどの
天然ダイヤであったが、ダイヤはオレンジ色の炎に包
まれ、ゆっくりゆっくり、小さくなりながら燃焼し、
やがて消失した。燃焼後、フラスコが冷めるのを待っ
て石灰水を入れ、振り混ぜたところ白濁し、二酸化炭
素の生成が確認できた。

写真 1　装置全体

写真 2　各部の詳細

写真 3　微動部

写真 4　フラスコにダイヤをセットしたところ
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Ⅱ．ガスバーナーで加熱してダイヤモンドを燃やす
1．	概 要
　Ⅰの方法でダイヤを燃やすには天気がよくなければ
ならない。しかし、授業や研究会などではいつも太陽
が出ているとは限らない。そこで、天候が悪い場合で
も代替として別の方法でダイヤを燃やす方法を準備し
ておくことが必要であると考えた。
　従来のダイヤ燃焼法はいずれも酸素を送ってダイヤ
に吹きかけ燃焼させていた。そのため、酸素を送り始
めたときに加熱されたダイヤが吹き飛ばされてゴム管
に付着し、そこでゴム管と一緒に燃えてしまうなどの
失敗があった。実験に使用するダイヤは直径 2～3mm
と小粒であるが、値段は 3 千円ほどと決して安くな
い。そこで、石英ガラス管などの特別のものがなくて
も、失敗なく燃やせる方法はないかと試行錯誤をはじ
めた。
　燃やすのはごく小さなダイヤである。直径 2～3mm
程度のダイヤを燃やすのに必要な酸素量を計算してみ
ると、わずか 100ml 程度であるため、酸素を送り込
む必要はなく、集気ビンに捕集した酸素だけで十分で
ある。
　そこで、ダイヤをセラミック筒（三角架の筒を利用）
の台に載せて加熱し、酸素を入れた集気ビンを上から
かぶせるという方法を試してみた。
　ところが、燃焼が持続せず、すぐに消えてしまった。
原因として次の２つを考えた。
①熱が台に奪われて燃焼が持続しないのでは？
②ダイヤが台に半分かくれていたので、酸素の供給が

十分ではないのでは？
　そこで、ダイヤを台から浮かせるために燃えにくい
ステンレス針金で螺旋をつくり、その上に載せて再度
実験したところ、見事燃焼が持続し、ダイヤを完全に
燃やすことができた。燃焼後の集気ビンに石灰水を入
れて白くにごることも確認できた。

2．	実験方法
　実験方法は次の通りである。
①集気ビン（500ml）に酸素を満たしておく。
②ダイヤを支持台にのせ、ガスバーナーで加熱。
③ダイヤが十分赤熱したら、酸素の入った集気ビンを

上からかぶせる。
④ダイヤがオレンジ色の炎に包まれ、燃焼する。
⑤燃焼後、集気ビンに石灰水を入れ、白濁することを

確認する。

Ⅲ．乾いた状態で無駄なく酸素を容器に入れる方法
　水上置換法で容器に酸素を入れると、容器が濡れて
しまうため、Ⅰの実験では容器が加熱され水蒸気が発
生し、ゴム栓が飛んでしまうことが予想された。
　そこで、乾いた状態で酸素をフラスコに捕集する必
要がある。これまでは酸素が空気よりわずかに重いこ
とを利用して、フラスコにレギュレーターを用いて少
しずつ静かに底の方から入れていく方法で行ってい
た。しかし、この方法はどうしても酸素と空気が混
じってしまい、完全に酸素を捕集できないだけでな
く、捕集した量も見えないため、酸素がかなり無駄に
なってしまう。何かよい方法はないかと試行錯誤した

図 2　ガスバーナーでダイヤを燃やす方法

写真 6　ガスバーナーで加熱してダイヤを燃やす

写真 5　太陽光によるダイヤ燃焼実験の様子
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結果、簡単で非常に効率のよい方法を発見したので紹
介する。
　ポリ袋とストローを用い、容器内の空気を吸い出し
て抜き、その代わりに酸素を入れる方法である。フラ
スコだけでなく集気ビンでも同じように酸素を入れる
ことができ、水上置換によらないで確実に無駄なく酸
素を捕集することができるようになった。Ⅰ、Ⅱの実
験を行う上で手間が省け、大変有効であった。そのほ
かの実験においても役に立つのではないかと思われる。

Ⅳ．「スチールウールを用いて還元法により行う	
水の分解実験」を〈試験管〉で簡単に行う方法

1．	概 要
　杉原和男氏による平成 9 年度東レ理科教育賞受賞作

「銅めっきスチールウールによる水蒸気の迅速還元」
では、石英ガラス管に銅めっきしたスチールウールを
つめ、フラスコで発生させた水蒸気を送って加熱し、
水の分解（還元）を行っている（図 3）。

　この実験は 1783 年にラボアジェが切り取った銃身
に鉄の削りかすをつめて行ったのが最初である。
　そこで筆者は試験管に水をいれ、加熱し沸騰させて
水蒸気を発生させながら、試験管の上部につめたス
チールウールを加熱させることで同様の実験ができる
のではないかと考えた。
2．	実験方法

　φ 25～30mm のパイレックス試験管を使用した。
水の量は 3cm 程度。スチールウールは半個分をつめ
た。アルコールランプで水を加熱し、水蒸気を発生さ
せる。はじめは管内の空気が出てくるため、ガラス管
口から気泡が水面に上がるが、やがて管内が水蒸気で
満たされると、水蒸気はすぐに水に戻るため、気泡が
水面に上がらなくなる。
　この状態になってから、ガスバーナーでスチール
ウール部を加熱する。すると、スチールウールが赤熱
し、反応がはじまり、気体が発生しはじめる。
　試験管は外からの加熱と内部での反応熱で変形して
いくので、加熱部を少しずつ移動させながら、スチー
ルウール全体を反応させる。試験管に気体が半分程度
捕集できたら、そのまま試験管を水上に引き上げ、試
験管中の水を出して空気を入れ、発生した気体と混ぜ
て爆鳴気とする。試験管 1～2 本分程度の気体が集め
られた。
　その後、試験管にたまった気体にマッチの火を近づ
けると、「ピョン！」と音を立てて燃焼し、水素であ
ることが確かめられた。
　発生する水素をメスシリンダーで捕集し、その体積
を測定するとともに反応後のスチールウールの質量増
加と比べて、分解された水の質量を推定することもで
きる。

写真 7　乾いた状態で無駄なく酸素を捕集する方法

図 4　試験管で水を分解する方法

図 3　石英ガラス管を用いた水の分解実験
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実践効果
　これまでに理科の授業のほか、研究会などで複数
回、演示を行った。いずれの演示実験も生徒や参観者
に好評であった。
1．	生徒や参観者の感想
⑴　ダイヤモンドの燃焼について
・ダイヤが燃えてびっくりした。
・ダイヤが燃えたときはとてもきれいだった。予想し

たよりもずっとゆっくり、ゆっくり燃えて、原子が
つまっていることが目に見えるようだった。

・ダイヤモンドが燃えて石灰水が白くなった。ほんと
うにダイヤは炭素でできているんだと思った。ラボ
アジェはすごいと思う。ラボアジェの巨大レンズを
見てみたい。

⑵　水の還元（分解）実験に関して
・水が還元できて水素が発生した。はじめはできるか

なと思っていたが、本当にできたのでびっくりした。
・試験管で簡単にできたのでびっくりした。今度は銃

身でやってみたいと思う。先生、ぜひお願いします。
・水の分解実験はおどろいた。水の分解と言えば電気

分解ぐらいしか頭になかったが、こんな方法で実験
していたことを知り、あらためて昔の科学者のすば
らしさに感動した。ラボアジェはすごいですね。

2．	大型フレネルレンズによる迫力ある実験
　ダイヤを燃焼させるために製作したレンズ台であっ
たが、そのほかのものを焦点に置いて燃焼させたり融
解させたりすることができるため、生徒には大好評で
あった。
　天気がよければ、鉄缶や岩石も融かすことができ
る。これまでの実験では、白金線までもが融けてし
まったことがあった。白金の融点は 1700 度以上であ
り、ふつうは融かすことができない物質のひとつなの
で、筆者もその威力に驚いた。生徒の理科への興味関
心を高める上では非常に有効であった。

その他補遺事項
　大型フレネルレンズの入手先
　日本特殊光学樹脂株式会社
　〒 175-0081　東京都板橋区新河岸三丁目 7 番 10 号
　TEL　03-3979-0755
　E-mial　info@ntkj.co.jp
　ホームページアドレス　http://www.ntkj.co.jp/
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写真 8　実験装置の概要


