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0 準備と予習（実験１週間前） 

 

https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/Public/53204/53204_00.asp 

 

この実験は具体的な方法を自分で設計（デザイン）して進めるセルフプランニング型で行われ

ます。また達成度評価はもの作り重視の実技優先型で行われます。 

 

実験課題は「選択」です。実験課題の進捗に応じて加点します。 

すべての課題が終わらなくても大丈夫です。 

 

0.1 予習のしかた 

「QR コード」の使い方 

https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/Public/53204/53204_00.asp の URL を参考に、QR コードリ

ーダをインストールしてください。 

 

「エネルギー化学」の履修していない方へ 

今回のエネルギー化学実験は高校化学の範囲ですので、基本知識の欠落は原則自己責任での対

応となります。また、エネルギー化学を履修していなかった人も自己責任の対応が原則になりま

すのでご了承ください。 

 

「塩橋」という言葉を知らない方へ 

 

⇒ 高校化学の基礎知識が必要です。ダニエル電池の原理が写真入で解説してある「サイエ

ンスビュー 化学総合資料集 新課程版、 実教出版」「総合図説化学 第一学習社」を購入しま

しょう。塩橋（液絡）には、セロファン、寒天塩橋、ろ紙を使った塩橋などがある。 -

https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/Public/53204/53204_00.asp
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セロファンによる塩橋 

 

 

セロハンチューブによるセロファン塩橋の作成手順の例 

セロハンチューブの直径を小さくしたいときは，d, e のようにして細くする。 

 

「検流計」という言葉を知らない方へ 

⇒ 高校物理の基礎知識が必要です。補償法の原理が写真入で解説してある「新訂物理図解 

第一学習社」、「フォトサイエンス 物理図録 数件出版」を購入しましょう。 

 

「分解電圧」という言葉を知らない方へ 

⇒ 物理化学の基礎知識が必要です。いろいろな電解質の分解電圧を紹介している「アトキ

ンス物理化学要論 第 5 版、東京化学同人」を購入しましょう。（物理化学Ⅰの教科書） 

 

「アルマイト」という言葉を知らない方へ 

⇒ 電気化学の基礎知識が必要です。工業電解プロセスや表面処理について紹介している

「現代の電気化学、小沢昭弥、山下正通、新星社」を購入しましょう。（エネルギー化学の教科書） 

 

銀|塩化銀電極の作り方を知りたい方へ 

⇒ 電気化学の専門知識が必要です。電気化学に関する具体的な実験テクニックを紹介して

谷折り

セロハンチューブ

セロハンテープ

谷折り セロハンテープ

a b c d e 
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いる「電気化学測定法 技報堂出版」を購入しましょう。 

 

実験中は実験方法などに関する質問は一切受け付けないので十分に予習すること。ただし、テ

キストの誤植や記述の矛盾を発見した場合は、自分を信じて積極的に申し出ること。 

標準の教科書として「現代物理化学序説 改訂版 井上勝也、培風館」「現代の電気化学、小沢

昭弥、山下正通、新星社」「サイエンスビュー 化学総合資料集 改訂版、 実教出版」「総合図

説化学 第一学習社」「「新訂物理図解 第一学習社」を用いる。例年、これらの書籍を準備しな

いで実験に臨み、苦労する学生がいます。実験で苦労する学生は、むしろ高校以前の基礎知識が

不十分であるように見受けられます。なお、これらの書籍を準備しない場合は、その内容を完全

に修得しているものとみなします。 

そのほか「電気化学測定法  技報堂出版」「Allen J. Bard and Larry R. Faulkner, 

Electrochemical Methods, JOHN WILEY & SONS」「応用物理化学Ⅱ 蒔田・原納・鈴木、培風

館」を参考書とする。必要であれば他の教科書を各自準備すること。 

また高校の化学、物理および数学の教科書を持参することは強く推奨する。また、読解力に自

信のないものは、辞書、漢和辞典、英和辞典などの準備も推奨する。高校や大学教養での履修の

有無に関わらず十分に予習しておくこと。必要な教科書を持参しなかった場合の責任は本人に帰

するものとする。各人の知識や能力によって、準備すべき教科書や参考書が異なることに注意す

る。予備知識には個人差があるから、自分の能力に応じてすぐ実験に取りかかれるような予習を

行うこと。 

 

0.2 よくある失敗例 

下手な実験‥‥洗浄瓶の先がメスフラスコ内壁にくっついている、洗浄瓶で直接溶液を薄めて

いるなどなど… 

 

0.3 自分で準備するもの 

テスター（入力インピーダンスの大きなものが便利）、その他ピンセットなど実験器具セット。 

関数電卓、グラフ用紙（方眼紙）、片対数グラフ用紙、筆記用具、実験ノート、筆記用具（油性

マジックペン）、下敷き、カッターなど。ニッパー、ペンチ、など準備されているもののほかに個

人用ツール持ち込み可。 

  

関係ないよ。最初からわかる
ヤツなんていないよ。ここで
取り返せばいいんだから。そ
れにわからなくても実験うま
いヤツ、いるよ。

オレ、高校で物理とっていなかったん
だよね。テキストみてもさっぱりわか
んないし・・・

電圧が不安定に
なることと、電圧
がはかれないこと
はちがうよ。上手
にノートに結果を
記録できるかな。

実験の時間は、
実験がうまくなる
ように努力しよう。
寒天をきれいに
かためられたら、
グッドだね。

１円玉や１０円玉
は金属なんだよ。
わかるかな？
わかんねーだろー
な。とりあえず、
実験やっとけば。
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1 電流・電位・電気量の測定とファラデーの電気分解の法則 

https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/Public/53204/53204_01.asp 

 

【あらすじと目的】 

 

硫酸銅水溶液に浸したゼムクリップに電気を流して銅を析出させめっきします。流す電気の量

と析出した銅の重量がファラデーの電気分解の法則に従っていたら、３ｍｇの銅を精度よくめっ

きできるかどうか試みます。 

 

1.1 実験の準備 

 

消火器、非常用シャワーなどに異常がないか実験室の安全を確認したら、手を洗いましょう。

実験ノートに日付と室温、天候などを記入し、実験の準備に取りかかります。試薬類はグループ

毎の汚損および過剰使用を避けるため、実験台ごとに小分けしてありますが、もとの瓶のラベル

を見て、試薬名、化学式、毒性、危険性などについて確認しましょう。 

 

研究現場では、ディスポーザブル器具が導入されています。ディスポーザブルとは、１回また

は数回の使用した後に捨てるように設計された器具や道具です。この実験でもビーカー（ディス

ポカップ）やスポイト（ポリスポイト）、シャーレなどをディスポーザブルにしております。ディ

スポーザブルの器具類は、数回使用できるようものになっておりますので、洗浄してお使いくだ

さい。「ビーカー」に代わりに「ディスポカップ」、「駒込ピペット」の代わりに「ケミカルスポイ

ト」が利用されることが多いです。ディスポーザブル製品は、プラスチックで作られていること

が多いので、加熱できません。 

   

実験器具を並べた写真（左図），寒天吸い上げ用およびテフロン分散液用駒込ピペット（右図） 
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ディスポカップ（左），ポリスポイト（中央），ディスポシャーレ（右） 

 

まずは試薬が全て準備されているか、確認の欄にチェックを入れましょう。万一試薬が不足し

ている場合は、実験開始前に速やかにＴＡに申し出てください。 

↓試薬（2 グループ共有|各実験台に準備） 

項目 通称 化学式 形状・取り扱い 確

認 試薬（固体、広口ポリ瓶またはサンプル瓶）  

硫酸銅５水和物 胆礬１) CuSO4・5H2O 青色固体結晶 □ 

硫酸亜鉛７水和物 皓礬２) ZnSO4・7H2O 白色固体結晶 □ 

硫酸アンモニウム鉄(Ⅲ)３) 鉄明礬４) NH4Fe(SO4)2 淡紫色固体結晶 □ 

硫酸アンモニウム鉄(Ⅱ)５) モール塩 (NH4)2Fe(SO4)2 淡緑色固体結晶 □ 

塩化ナトリウム 食塩 NaCl 白色固体結晶、溶解時吸

熱 

□ 

塩化カリウム カリ炭塩 KCl 白色固体結晶、溶解時吸

熱 

□ 

塩化鉄(Ⅲ) 塩化第二鉄 FeCl3 濃茶褐色固体結晶 □ 

フェリシアン化カリウム 赤血塩 K3[Fe(CN)6] 赤色固体結晶 □ 

フェロシアン化カリウム 黄血塩 K4[Fe(CN)6] 黄色固体結晶 □ 

電解酸化マンガン（Ⅳ） EMD MnO2 黒色粉末 □ 

炭素 ｸﾞﾗﾌｧｲﾄ C 黒色粉末 □ 

テフロン(™)分散液 Teflon  乳化白色液体 □ 

水酸化カリウム 苛性カリ KOH 白色固体結晶、濃アルカ

リ注意 

□ 

水酸化ナトリウム 苛性ソーダ

６) 

NaOH 白色固体結晶、濃アルカ

リ注意 

□ 

炭酸水素ナトリウム７) 重曹 NaHCO3 白色固体結晶 □ 

アニリンブルー、水溶性  C32H25N3Na2O9

S3 

青色粉末 □ 

コンゴーレッド  C32H22N6Na2O6

S2 

赤色粉末 □ 

ブロムチモールブルー BTB C27H28Br2O5S 淡紫色粉末 □ 

メチルレッド MR C13H13N3O2 黄色粉末 □ 

フェノールフタレイン PP  白色粉末 □ 

DL－ガラクトース 寒天 (C6H12O6)n 白色粉末 □ 

カルボキシメチルセルロ

ースナトリウム 

CMC  白色粉末 □ 

食卓塩 あじしお NaCl グルタミン酸ナトリウム
（ HOOC(CH2)2CH(NH2)

COONa）を 10％含有 

□ 
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試薬（液体、細口ポリ瓶）  

95％エタノール  CH3CH2OH 吸水性、揮発性、引火性 □ 

29％アンモニア水(15 mol·dm-3) NH3 ドラフト内で操作、揮発

性 

□ 

95％硫酸 (18 mol·dm-

3) 

 H2SO4 発熱注意、希釈時は水に
硫酸を注ぐ 

□ 

36％塩酸 (12 mol·dm-

3) 

 HCl ドラフト内で操作、揮発

性 

□ 

60％硝酸 (13 mol·dm-

3) 

 HNO3 ドラフト内で操作、揮発

性 

□ 

サラダオイル  -  □ 

廃液入れ（ポリカップ） ×2、重金属イオン用、全ての廃液を入れる。寒天は入れな

いこと。 

□ 

トレー 試薬用×1 □ 

※１「たんばん」と読む，※２「こうばん」と読む，※３ 旧名称：硫酸第二鉄アンモニウム 

※４「みょうばん」と読む，※５ 旧名称：硫酸第一鉄アンモニウム、硫酸鉄二アンモニウム 

※６ 漢字で「曹達」と書くこともある 

※７ 別名：酸性炭酸ナトリウム、重炭酸ナトリウム、重炭酸ソーダ 

※8  電解二酸化マンガン(EMD)は，乾電池の活物質材料として欠かせない．硫酸マンガンの電気分解により作

られる 

   MnSO4 + 2H2O ⇄ MnO2 + H2SO4 + H2 

マンガン鉱を硫酸により浸出し，石灰石，硫化水素で中和，洗浄を行い電解槽供給液とする．電解は

低電流密度で行い，アノード上に二酸化マンガンを析出させる．乾電池材料としての特性は析出条件

や後処理条件で微妙に変化する． 

 

実験全体を見通し、計画的な試薬の調整を行うこと。また廃液の量は評価の対象になるので、

廃液入れは各グループで責任を持って管理すること。 

 

↓電極（各グループ|各実験台に 2 セット） 

項目 数量 系 E0 /V vs 

NGH 

形状 確

認 銅電極 ２ Cu|Cu2+ 0.337 ワイヤ 2φ×40、前処理必要 □ 

亜鉛電極 ２ Zn|Zn2+ -0.763 ワイヤ 2φ×40、前処理必要 □ 

鉄電極 １ Fe|Fe2+ -0.440 ワイヤ 1.45φ×40、前処理

必要 

□ 

ニッケル電極 ２ Ni|Ni2+ -0.236 ワイヤ 2φ×40、前処理必要 □ 

アルミニウム電極 ２ Al|Al3+ -1.68 ワイヤ 2φ×40、前処理必要 □ 

ステンレス電極 １ Fe-Cr-

Ni(SUS304) 

 ワイヤ 1.5φ×40、前処理必

要 

□ 

銀電極 

(銀|塩化銀電極) 

２ Ag 

（Ag|AgCl） 

0.199 

(25℃,飽
和 KClaq) 

ワイヤ 2φ×40、前処理必要 

（実験中に作成） 

□ 

白金電極 ２ Pt  ワイヤ 0.5φ×40、やすり不

可 

□ 

黒鉛電極 ２ C  シャープペンの芯(2B) □ 

Al-PET 50c

m2 

Al  やすり、前処理必要 □ 
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Fe-PET 50c

m2 

Fe  やすり、前処理必要 □ 

Cu-PET 50c

m2 

Cu  やすり、前処理必要 □ 

ウェストン電池 

(カドミウム標準

電池) 

窓
口 

Cd(Hg)|CdSO4・ 
8/3H2O|Hg2SO4|

Hg* 

 

 カドミウム標準電池のパッ

ケージ，窓口に実物を展示 

(実験では基準電源を用い

る) 

□ 

トレー 電極用×1 □ 

*Cd アマルガム(10％Cd)｜CdSO4･8/3H2O 結晶および飽和溶液｜Hg2SO4(飽和)｜Hg 

E＝1.01830－4.06×10－5(t－20)－9.5×10－7(t－20)2＋1×10－8(t－20)3   t は，摂氏温度 

 

↓器具（2 グループ共有|各実験台に準備） 

項目 規格・数量 確

認 ガラス器具  

ディスポカップ 10 mL×20，30mL×4 

20 

 

□ 

時計皿 ×2  □ 

ケミカルスポイト 

 

ト 

1ｍL、2ｍL、5ｍL×各 1 □ 

ケミカルスポイト 

 

5mL×2(テフロン分散液専用×1、寒天吸い上げ用×1) □ 

安全ピペッタ ×1 □ 

ピペットスタンド ×1 □ 

メスフラスコ 25ｍL×1 □ 

メスピペット 10mL×1 □ 

シャーレ(ふたつき) φ90×4 (ディスポシャーレ) □ 

秤量瓶(ひょうりょうびん) ×2 □ 

試験管 φ16×6 □ 

試験管立て ×1 □ 

ガラス棒 ×1 □ 

乳鉢と乳棒 φ65、正極合材混練用 □ 

細口ポリ瓶 溶液保存用 30ｍL×10 □ 

洗瓶(500ｍL) ×2、イオン交換水(350mL) □ 

棒温度計 ×1 □ 

蒸発皿 ×1、水分蒸発用  □ 

ガスバーナー ×1、寒天溶解用 □ 

燃えさし入れ ×1  □ 

ガラス器具以外  

プラスチックピンセット ×1 □ 

プラスドライバー ×2 □ 

ツールボックス ツール収納用 □ 

スパチュラ 9 小×3 (プラスチック製薬さじ) □ 

マイクロスパチュラ 指示薬用×1 □ 
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シリコンゴム管(塩橋用) φ2×150mm ×2 本 □ 

ピンチコック ×1 □ 

ろ紙 ×4、φ9cm(コイン電池に使用)  □ 

セロハンチューブ 1000mm 透析用セロハンチューブ M-5（塩橋に使用） □ 

紙やすり ＃800、＃1000、＃1500 (電極研磨用)  □ 

鋏 ×2 □ 

みの虫コード (赤、黒、白、青、黄)×4 本 □ 

マッチ ×1 （マッチの本数は，8 本）  

ストップウォッチ ×1 □ 

電位差計 代わりに自作したボルテージフォロアを使用 □ 

電流計 代わりに自作したカレントフォロアを使用 □ 

検流計 代わりに自作したコンパレータを使用してもよい □ 

抵抗尺(3V) 

 

 

電位測定用（ニッケル水素電池×2） □ 

抵抗尺(6V) 分解電圧電源用（乾電池×4） □ 

抵抗 1Ω(1W)×5 、10Ω、100Ω、1kΩ×3、5kΩ×2、10kΩ×3、

100kΩ、1MΩ(他 1/4W) 

□ 

積分コンデンサ 0.1μF、1μF、10μF（電解コンデンサは極性に注意） □ 

2 回路 2 接点トグルスイッ

チ 

電位掃引反転用 □ 

ニッケル水素単 3 乾電池 ×2、電位測定抵抗尺用 □ 

ニッケル水素電池充電器 ×1、ニッケル水素電池充電用 □ 

豆電球 2.5V 0.3A×2（抵抗尺用） □ 

ノギス ×1 □ 

ハンダごて ×１、大洋電気産業 KK KS-20 20W  □ 

ニッパ、ラジオペンチ、半田 回路改造用、修理用(各 2)、半田（10cm） □ 

抵抗付き LED (赤、緑)×各 1 □ 

ジャンク 1 セット □ 

磁石 ×1、非鉄金属判別用 □ 

油性フェルトペン ×1 本 □ 

薬包紙 ×4 枚(正極合材整形用、薬剤のはかりとりには時計皿

を使用) 

□ 

レタリングセット ×1、ネームプレート作成時のマスキング用 □ 

ビニールテープ ×1 □ 

両面テープ ×1、ビーカー固定用 □ 

セロハンテープ 

 

×1, セロハン橋作成用 □ 

ダブルクリップ、4mm ワッ

シャー付きネジ、4mm ナット 

口巾 15mm×16（電極固定用×14、ゼムクリップ固定

用×2） 

□ 

ゼムクリップ 大×30 □ 

黒ラシャ紙 ×1（ネームプレート台紙） □ 

ＯＰアンプセット 万能基盤×２、OP アンプ(741 相当) ×２、抵抗(4.9k

Ω、10kΩ)×２ 

□ 
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乾電池（9V 形） ×4、006P 電池とも呼ばれていた。  □ 

乾電池（単三形） ×4 (電気分解と共通) □ 

電池ボックス ×4  □ 

電池スナップ ×4  □ 

方位磁針 ×1 □ 

エナメル線 φ0.4×8m×1 （自作電流計用） □ 

ブレッドボード ×1 □ 

※９ スパチュラは英語読み、スパーテルはドイツ語読み 

 

↓基準電源キット（全グループ共有|TA テーブルに準備） 

項目 規格・数量 確認 

レギュレータ IC・LM78L05×1 □ 

ブレッドボード EIC-1202B □ 

金属皮膜抵抗 1kΩ×5，3.9kΩ □ 

ジャンプワイヤーキット 1 □ 

 

↓共通器具類（全グループ共有|TA テーブルに準備） 

項目 規格・数量 テーブル

当 

 

ガラス器具  

ビーカー 10mL×40（加熱用） 4 

ビーカー 100mL×18(寒天除去用) 2 

ツール類  

検流計 9 1 

 

↓共通器具類（保管場所：キャビネット内） 

項目 規格・数量 テーブル

当 

 

ガラス器具  

ノンアスベスト付金網 9、寒天溶解用 1 

三脚 9、寒天溶解用 1 

 

以上、足りないものがあった場合は速やかに窓口へ申し出ること。 

廃液の量は評価の対象になるので、廃液入れは各グループで責任を持って管理すること。 

 

？設問：実験全体を通して使用する硫酸の量はどれくらいか？ 

？設問：0.05 mol･dm-3 KOH を無駄なく調整するには、どうすれば良いか？ 
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ラベルで化学式を確認（左図）、参考書は十分に（中央図）、実験ツール類(右図) 

1.2 実験 

この実験課題は個人評価です． 

1.2.1 硫酸銅水溶液の調製 

0.5 mol･dm-3 CuSO4を 3 mL 調製する。 

【得点ゲット】必要な硫酸銅の質量(約 0.37 g)を TA の目前で電卓によって計算し、質量の値を

グラムで表示させる。電卓に入力して良い数値は、式量(CuSO4･5H2O=249.68)、濃度(0.5 mol･dm-

3)、容量(3 mL)のみとし、メモリー機能やプログラム機能は使用禁止とする。操作は秤量と合わせ

て 3 分以内、計算は一回限りとする。正しい値を表示させたら加点。次に、計算した値に従い、

上皿電子天秤で、硫酸銅を時計皿にはかりとる。試薬を時計皿以外にこぼしたり、計算値より量

を多く取りすぎたりしたら、減点。記録なしも減点。 

 

1.2.2 銅めっき 
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ゼムクリップを手のあぶらで汚すとうまくめっきできなかったり、重さが正しくはかれなかったりします。 

 

浴電圧の測定写真 

 

   

めっき後のゼムクリップ（左図），ダブルクリップによるゼムクリップの固定，両面テープで固定してくださ

い（中央図），みの虫コードを溶液につけないでください、錆びてしまいます！（右図） 

ゼムクリップを洗浄・乾燥し、めっき前のゼムクリップの質量を精密化学天秤で 0.1 mg の桁ま

で読み取る。0.5 mol･dm-3 CuSO4電解液中で、ゼムクリップに通電し、きっかり 3.0 mg 銅めっ

きする。めっき後のゼムクリップを洗浄・乾燥し、めっき後のゼムクリップの質量を精密化学天

秤で 0.1 mg の桁まで読み取る。めっき後とめっき前の質量差からめっきした銅の質量を求める。 

めっきの浴電圧と通電電流は実際に測っているときに、TA に確認していただくこと(各 4 点)。 

 

えへへ、、
うまくいった♪
えへへ、、
うまくいった♪



14 

 

【得点ゲット】めっき前およびめっき後についてゼムクリップの質量の測定に TA に立ち会っ

てもらいサインを受け取る。めっきした銅の質量が 3 mg±0.2 mg なら 60 点、3 mg±0.5 mg な

ら 40 点、3mg±1 mg なら 20 点、とする。5 回までチャレンジしてもっとも精度が高いめっきを

得点とする。 

 

1.3 実験の後始末 

1.3.1 廃液処理など 

硫酸銅粉末は指定の容器へ。硫酸銅粉末の入っていたビーカーの洗液は、10mL のビーカーへ。

硫酸銅水溶液および廃液などは進捗票の確認後に指定の容器へ。めっき後のゼムクリップは各自

保管して、ノートに添付すること。それ以外の器具は元の通りに戻す。 

【得点ゲット】洗液も含む廃液が 10mL の場合は，加点とする． 

 

1.3.2 レポートと実験ノート 

レポートはありません．レポートの代わりに実験ノートを提出してもらいます．実験ノートに

は提出自分がめっきしたゼムクリップの現物を添付してください。セロテープなどではがれない

ように貼り付けてください。 

実験終了後の実験ノートの提出場所、担当教職員はこの実験テーマ開始時に口頭で指示します。

締め切りは特に設けませんがあんまり遅いと成績が出ないことがあります。ワープロ、コピー可。

原則として再提出なし（万一再提出の場合は、20 点減点）です。実験ノートはすぐ返却します。

このテーマの評価は原則として実験進捗票に拠ります。実験ノートとは別に自己評価を記入した

実験進捗票のコピーを提出してください。自己評価を記入した実験進捗票のコピーを保存用とし

て回収します。 
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実験進捗票（じっけんしんちょくひょう） 

番号    氏名        評点     提出日      

チェック項目 サインと日

時 準備（各５点) 確認日時 

テスターを購入したか？（進捗票にレシートを貼り付けること）   

リーダーになったか？（グループで一人のみ）リーダー名＿＿＿＿＿＿

＿ 

 

試薬・器具などの準備されている物の確認を行ったか？  

硫酸銅水溶液の調製（所要時間 =                           ）各５

点 

確認日時 

硫酸銅質量の計算結果（                g）  

上皿電子天秤での秤量結果（                g）  

銅めっき 確認日時 

めっきの浴電圧（                V）（５点）  

めっきの通電電流（                mA）（５点）  

1 回目めっき前の質量（                g）サイン＿＿＿＿＿＿＿ 3±0.2 mg 

 

 

 

（２０点） 

1 回目めっき後の質量（                g）サイン＿＿＿＿＿＿＿ 

1 回目めっき質量（                g） 

2 回目めっき前の質量（                g）サイン＿＿＿＿＿＿＿ 

2 回目めっき後の質量（                g）サイン＿＿＿＿＿＿＿ 

2 回目めっき質量（                g） 3±0.5 mg 

 

 

 

（２０点） 

3 回目めっき前の質量（                g）サイン＿＿＿＿＿＿＿ 

3 回目めっき後の質量（                g）サイン＿＿＿＿＿＿＿ 

3 回目めっき質量（                g） 

4 回目めっき前の質量（                g）サイン＿＿＿＿＿＿＿ 

4 回目めっき後の質量（                g）サイン＿＿＿＿＿＿＿ 3±1.0 mg 

 

 

 

（２０点） 

4 回目めっき質量（                g） 

5 回目めっき前の質量（                g）サイン＿＿＿＿＿＿＿ 

5 回目めっき後の質量（                g）サイン＿＿＿＿＿＿＿ 

5 回目めっき質量（                g） 

美しい銅めっきができたか？（１０点）  

実験の後始末（５点） 確認日時 

すすぎの水を含めて廃液が 10mL 以内、試薬処理、実験台の整理  

実験ノート（各５点） 確認日時 

めっきしたゼムクリップが貼り付けてある  

めっき毎の浴電圧、電流、めっき時間が記載されている  

使用薬品のリストが添付されている  

電気分解の電解槽の接続図が添付されている  

受け取った時点で、自己評価および評点が記入されていない場合０点とします。自己評価の計算ミ
スによる訂正も受け付けません。ＴＡあるいは教職員による確認は一項目一回限りです。やり直しは
ありません。失敗した場合は×印が記入されます。 
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2 電池の起電力と分解電圧 

 

https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/Public/53204/53204_02.asp 

 

【あらすじと目的】 

 

電気化学の基本事項である「電池の起電力」と「分解電圧」について実験で確かめます。電池

の起電力の実験ではダニエル電池を組み立てて電位差計で確かめます。分解電圧の実験では水電

解に必要な電圧を確かめます。 

実験時間に限りがありますので「電池の起電力」か「分解電圧」の実験のどちらからはじめる

かを選択してください。 

2.1 電池の起電力 

（前半グループ第 2回目、後半グループ第 3回目） 

 

【あらすじと目的】 

 

銅電極と亜鉛電極を作り、塩橋でつないでダニエル電池を組み立て、電位差計でダニエル電池

の起電力を確かめます。次に銀塩化銀電極作り銅電極と亜鉛電極の単極電位を電位差計で確かめ

ます。混合比を変えた鉄イオン(Ⅱ)と鉄イオン(Ⅲ)の溶液を作り、白金を作用極として、銀塩化銀

電極に対する電位を測り濃度比の対数に対して電位をプロットし、ネルンストの式に従うかどう

か確かめます。 

   

 

2.1.1 基準電源の作成とエレクトロメータの較正(こうせい) 

【結果】基準電源キットを使った作成した 1.0V の基準電源の写真，1.0V の抵抗尺の長さ[m] 

 

4.7節を参考に，基準電源を作成してください．基準電源は，グラウンド端子に対して 1.0V の

電圧が出力される．この基準電源を標準電池として，抵抗尺の目盛りを較正する．［新訂物理図解］

金属の種類を見
分けるには、
濡れたティッシュ
の上において電
圧をはかるとい
いね。

磁石につくのは鉄
とニッケルだよ。
ステンレスにはつ
くのとつかないも
のもあるよ。

まずは金属の色
とかさび具合をよ
く観察しよう。
貴金属は輝いて
いるね。

金属の種類を見
分けるには、
濡れたティッシュ
の上において電
圧をはかるとい
いね。

磁石につくのは鉄
とニッケルだよ。
ステンレスにはつ
くのとつかないも
のもあるよ。

まずは金属の色
とかさび具合をよ
く観察しよう。
貴金属は輝いて
いるね。

電極面積をはか
るにはノギスを使
おう。面積がわ
からないと電流
密度が計算でき
ないよ。

電流計がないとき
は、抵抗の両端の
電圧から電流を求
めよう。セルの電
圧と混乱しないよ
うにね。

電極面積をはか
るにはノギスを使
おう。面積がわ
からないと電流
密度が計算でき
ないよ。

電流計がないとき
は、抵抗の両端の
電圧から電流を求
めよう。セルの電
圧と混乱しないよ
うにね。

https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/Public/53204/53204_02.asp
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p.103 または［応用物理化学Ⅱ］p.191 の図 10･2 を参考にして、ポッゲンドルフの補償法による

電位差測定の回路を組む（ポテンショメーター）。検流計の替わりにコンパレータを使ってもよい。

（本来なら基準電源にはウェストン電池を用いるが、ウェストン電池は水銀やカドミウムを使用

するため取り扱いに注意を要する。そこで、ここでは標準電池を基準電源で代用し、電位や電圧

の概念を習得する）。 

 

2.1.2 ダニエル電池の電圧の測定 

【結果】ダニエル電池の起電力の実測値[V]と理論値［V］ 

 

Cu|0.01 mol･dm-3 Cu2+||0.01 mol･dm-3 Zn2+|Zn  

セロハンを使ったセル 

 

電池式 Cu|0.01 mol･dm-3 Cu2+||0.01 mol･dm-3 Zn2+|Zn のダニエル電池を作製する．基準電

源で較正した抵抗尺を用いて，ポッゲンドルフの補償法に従ってダニエル電池の電圧を測定する．

ネルンストの式を用いてできるだけ正確にダニエル電池の起電力を計算する。計算した起電力と

ダニエル電池の実際の電圧を比較する。 
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電位差計(ポテンショメータ) 

 

ダニエル電池の起電力を直接エレクトロメータ（後述のボルテージフォロア参照，4.2 節）に入

力し、その出力が抵抗尺の同じ目盛りに対応することを確認することで、エレクトロメータの動

作を確認する。（エレクトロメータはポッゲンドルフの補償法をオペアンプで電子的に瞬時に実現

する装置と言える） 

 

2.1.3 銀|塩化銀電極（基準電極）の作成とダニエル電池の単極電位 

【結果】2 本の銀|塩化銀電極の電位差［V］、Cu の単極電位［V vs．Ag|AgCl］、Znの単極電位［V vs．

Ag|AgCl］、電位数直線(横軸電位[V］)と単極電位の差［V］ 

 

電気化学セルを組み立てて銀線を塩酸中でアノード酸化して 1 本だけ作ります。その作り方は

次の通りです。銀線を紙やすりで研磨し、清浄な金属面を露出させます。その金属面を 3M HNO3で

前処理し、水洗いします。その電極で以下のセルを作成し、0.8mA/cm2 で 15 分ほど電解し、表面

に塩化銀を析出させます。電解セルには 10mLビーカーを使います。転倒防止のため電解液を注ぐ

前に底に両面テープを貼っておき、電解液を注ぎ終わったビーカーは実験台にしっかり固定しま

す。電極はダブルクリップで固定します。 

   

電解セルの作成（左図） 回路の接続（中央図） 出来上がり（右図） 

→参考書：電気化学測定法（上）技報堂出版、p97「銀|塩化銀電極の作り方」 

 

Ag|0.1 mol･dm-3 HCl|Pt 
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同じ手順でもう1本作成する。2本の電極を飽和KCl溶液に浸漬し下記のような電池を作成し、

電位差をデジタルテスターで確認する。電位差が 5mV 以内であることを確かめる。もし、2 本の

電極電位が 5mV 以上ある場合は、うまく出来ていないと思われる方を作成しなおし、電位差が

5mV 以内になるまで繰り返す。10mL ビーカーを 2 個用いて塩橋で接続する。（寒天橋を作ると

きは，シリコンゴム管を用いる。煮溶かした電解質-寒天溶液を専用スポイトで吸い上げて固め、

ゴム管の両端をカットする。） 

→参考書：電気化学測定法(上) 技報堂出版、p96「新しく作った電極の電位チェック」 

→参考書：電気化学測定法(上) 技報堂出版、p94「塩橋の作り方」 

 

Ag|AgCl|sat. KCl||sat. KCl|AgCl|Ag  （※ ||＝塩橋） 

 

［新訂物理図解］p.103 または［応用物理化学Ⅱ］p.191 の図 10･2 を参考にして、ポッゲンド

ルフの補償法による電位差測定の回路を組む（ポテンショメーター）。検流計の替わりにコンパレ

ータを使ってもよい。白金以外の金属は測定直前に研磨後、0.1 mol･dm-3 HCl で前処理を行い、

水で十分に洗浄する。 

 

銀|塩化銀電極の標準電極電位を計算する＊2,3)。塩化カリウム水溶液の濃度は、実測した室温か

ら、添付資料より飽和濃度を求める。飽和塩化カリウム水溶液の濃度は非常に濃いので活量係数

による補正が必要である。添付資料から活量を求めてそれを用いる＊4)。以下のような電池を組み、

その起電力を補償法およびエレクトロメータを用いて測定し、それぞれの単極電位の測定結果か

らダニエル電池の起電力を計算し、一致することを確かめる。 

 

Cu|0.01 mol･dm-3 Cu2+||KCl|AgCl|Ag 

Zn|0.01 mol･dm-3 Zn2+||KCl|AgCl|Ag 
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？設問：参照電極の照合にはなぜデジタルテスターを用いてもよいのか？ 

？設問：うっかり亜鉛棒を硫酸銅につけると黒くなるのはなぜか？ 

？設問：デジタル式のテスターにはなぜ電池が必要か？ 標準電池としてのウェストン電池はどの

ようにして作成するか？ 

 

    

電極と溶液（左図） 単極電位の測定（中央図） ダニエル電池の起電力（右図） 

 

2.1.4 電極電位の濃度依存性（ネルンストの式） 

 

【結果】Fe3+,Fe2+系の電位［V vs. Ag|AgCl］と濃度比の片対数プロット 

 

0.1 mol･dm-3硫酸水溶液を調整します。硫酸鉄アンモニウム(Ⅱ)と硫酸鉄アンモニウム(Ⅲ)を溶

解して、0.025 mol･dm-3 鉄イオン(Ⅱ)と 0.025mol･dm-3 鉄イオン(Ⅲ)の溶液を調整します。これ

らの溶液を体積比１：１、１：２、１：５、２：１、５：１で混合した溶液を調整します。作用極

を白金として、銀|塩化銀電極と塩橋でつなぎ、起電力を測定します。測定した電位は、同時に片

対数方眼紙へプロットしてください。プロットが直線に乗ったらその傾きを求めます。 

 

Pt|Fe3+,Fe2+,0.1 mol･dm-3 H2SO4||KCl|AgCl|Ag 

    

溶液の調整（左図）  ポテンシャルメータ（中央図） ネルンストのプロット（右図） 
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※ネルンストの式を使って＊5)、鉄イオンの濃度を変えたときの酸化還元電位を計算できます。 

 

？設問：ネルンストの式によれば電位は濃度依存性があるが、それはどうしてか？ 

？設問：0.025 mol･dm-3鉄イオン(Ⅱ)のみ（鉄イオン(Ⅲ)＝0）の場合、あるいはその逆の場合は、

ネルンストの式による電位はどうなるか？ 

？設問：鉄イオン(Ⅱ)と鉄イオン(Ⅲ)の組み合わせとしてフェリシアン化カリウム|フェロシアン化

カリウムの系について行った場合はどうか？ 

 

2.1.5 溶解度積および生成定数の決定 

【結果】Cu 系濃淡電池の起電力［V］と水酸化銅の溶解度積、Cu 系濃淡電池の起電力［V］と銅アン

ミン錯体の安定度定数 

以下の電池を組み、補償法およびエレクトロメータによって起電力を測定して、水酸化銅の溶

解度積を求める＊6,7)。銅は測定直前に研磨し、水で素早く洗浄する。この電池は特に分極しやすい

ので、塩橋で電解液をつないだら、できるだけ早く起電力を測定する。再び測定したい場合には、

銅電極を取り出して再度清浄な面を出す。 

 

Cu|Cu2+|OH-|Cu(OH)2|Cu 

(Cu|0.01 mol･dm-3 CuSO4||KCl||0.05 mol･dm-3 KOH|Cu(OH)2|Cu) 

 

また、以下の電池を組み、起電力を測定して銅アンミン錯体の安定度定数を求める＊8,9)。0.1 mol･

dm-3アンモニア水 50mL に、0.01 mol･dm-3硫酸銅を 2.0mL 加えて電解液とし、補償法およびボ

ルテージフォロアによって起電力を測定する。全てが反応して銅アンミン錯体になるものとして

濃度を計算する。銅イオンとアンモニアの濃度から酸化還元電位を求め、安定度定数を計算する。 

 

Cu|Cu2+,NH3||Cu2+|Cu 

(Cu|0.1 mol･dm-3 NH3,0.01 mol･dm-3 CuSO4||KCl||0.01 mol･dm-3 CuSO4|Cu) 

 

？設問：電気化学的に溶解度積や安定度定数を測定するメリットは何か？ 

 

   

溶液の調整（左図） 電解セル（中央図） 電位の測定（右図） 
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2.2 分解電圧 

（前半グループ第 1回目、後半グループ第 2回目） 

 

【あらすじと目的】 

 

電解液の種類と電極の種類を変えて、電解槽を組み立て、電流と槽電圧（浴電圧）の関係を調

べます。同じ電解液でも電流が流れ始める槽電圧（分解電圧）が違うことを確かめ、理論分解電

圧とのずれである過電圧について理解を深めます。電流と電圧の関係を調べるボルタンメトリー

の手法についても学びます。 

 

  

2.2.1 析出物質による過電圧の違い 

【結果】電解液の種類による過電圧の違いを示す電圧－電流プロット、アノードの種類による過電

圧の違いを示す電圧－電流プロット、カソードの種類による過電圧の違いを示す電圧－電流プロット 

 

参考書より、理論分解電圧を求める。アノードとカソードに白金を用いて 0.1 mol･dm-3 H2SO4, 

0.1 mol･dm-3 NaOH、0.1 mol･dm-3 HCl の電流電位曲線を測定し、分解電圧を求める。方眼紙へ

のプロットは測定と同時に行うこと。理論分解電圧と実測値から過電圧を求める。電流の測定に

はカレントフォロアを、電圧の測定にはエレクトロメータを用いることを推奨する。 

 

Pt|H2SO4|Pt 

Pt|NaOH|Pt 

Pt|HCl|Pt 

 

「どこ」を流れて
いる電流を測り
たいのかはっき
りさせなきゃだめ
だよ。

電流っていうの
は、プラスからマ
イナスにひとまわ
りするんだよ。

電池4本入りの

抵抗尺セットじゃ
ないと電圧が足
らなくて電気分解
できないよ。

電圧を０にしたか
ら電流が０とは
限らないよ。

「どこ」を流れて
いる電流を測り
たいのかはっき
りさせなきゃだめ
だよ。

電流っていうの
は、プラスからマ
イナスにひとまわ
りするんだよ。

電池4本入りの

抵抗尺セットじゃ
ないと電圧が足
らなくて電気分解
できないよ。

電圧を０にしたか
ら電流が０とは
限らないよ。

電極から、シュ
ワーって泡が出
ているのは電流
が流れている証
拠だね。

どうやって電流を
はかろうか。誰か
電流計を持って
いるかな？

電極から、シュ
ワーって泡が出
ているのは電流
が流れている証
拠だね。

どうやって電流を
はかろうか。誰か
電流計を持って
いるかな？
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2.2.2 金属の種類による過電圧の違い 

参考書より、理論分解電圧を求める。アノードに白金、カソードに銅、亜鉛、黒鉛を用い、0.1 

mol･dm-3 H2SO4の電流電位曲線を測定し、分解電圧を求める。理論分解電圧と実測値から過電圧

を求める。白金以外の金属は測定直前に研磨後、0.1 mol･dm-3 HCl で前処理を行い、水で十分に

洗浄する。電流の測定にはカレントフォロアを、電圧の測定にはエレクトロメータを用いること

を推奨する。同様にカソードに白金、アノードに鉄、ニッケル、黒鉛を用いた場合について、0.1 

mol･dm-3 NaOH の分解電圧を測定し、過電圧を求める。 

 

【結果】電解液の種類による過電圧の違いを示す電圧－電流プロット、アノードの種類による過電

圧の違いを示す電圧－電流プロット、カソードの種類による過電圧の違いを示す電圧－電流プロット 

 

Pt|H2SO4|Cu   

Pt|H2SO4|Zn   

Pt|H2SO4|C    

Fe|NaOH|Pt  

Ni|NaOH|Pt   

C|NaOH|Pt    

 

？設問：どの電位から測定を開始すれば良いか？ またそれはどうしてか？ 分解電圧を正確に求

めるにはどうしたら良いか？ 分解電圧と過電圧はどのような関係にあるか？ 

？設問：電極表面における気泡発生の仕方と電流はどのような関係が見られたか？ またそれはど

うしてか？ 同じ電位でも電流が変化する場合があるのはなぜか？ またそのような場合、正確な電

流値を得るにはどのように測定すれば良いか？ 

？設問：電極表面に気泡が発生していないのに，電位を変化させると，変化させた直後と時間が経

過したときで電流値が違うことがある．どのときの電流を測定すれば良いか？ 

？設問：工業電解における過電圧がエネルギー効率に与える影響について述べよ。 
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電極の研磨（左図） 電位の掃引（中央図） 分解電圧（右図） 

 

2.2.3 鉄のボルタンメトリ 

【結果】鉄の腐食挙動に対応するサイクリックボルタモグラム 

鉄のボルタンメトリを測定する。ポテンショスタットとファンクションジェネレータを作成し

て測定することを推奨する。金属の腐食反応と不働態について理解したら＊10)、0.1 mol･dm-3炭酸

水素ナトリウム水溶液に鉄電極をセットする。鉄は測定直前に研磨後、0.1 mol･dm-3 HCl で前処

理を行い、水で十分に洗浄する。対極には白金を用いる。参照電極として銀|塩化銀電極を使い、

-2.5V から 2.0V まで、10ｍV/s で電位を掃引する。塩橋には塩化物イオンが混入しないように

KOH と H2SO4を中和して作った電解質を使う。2.5V まで達したら、今度は折り返し逆方向へ掃

引する。あらかじめ電解液はよくかき混ぜて空気中の酸素を十分に溶かしておく。測定前に電位

を-2.0V 程度にして、十分水素を発生させておき、カソード側から電位を掃引する。電位掃引とと

もに電位と電流を記録する。 

 

Fe|NaHCO3||K2SO4||KCl |AgCl|Ag 

 

？設問：鉄の不働態化の挙動をガルバノスタットで測定した場合、どのような結果が得られるか？ 
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2.3 進捗票 

実験進捗票 2（じっけんしんちょくひょう） 

学籍番号・氏名        ・       提出日  月  日 評点           点 

共同実験者（氏名）＿＿＿＿＿＿＿・＿＿＿＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿＿・＿＿＿＿＿ 

実験グループリーダー（氏名）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿グループ番号＿＿＿―＿＿ 

確認項目（実験中に学生ヘルパーに確認署名をもらうこと） 確認署名 

第 2 回目：電池の起電力と分解電圧 
（☆印、★印の項目はそれぞれ２つ以上選択すること） 

グ 個 

☆基準電源を標準電池として,抵抗尺を較正できたか？（５点）   

☆標準電池と抵抗尺を使ってダニエル電池の起電力を測定できたか？（５点）   

☆銀|塩化銀電極を作成し、チェックできたか？（１０点）   

☆ダニエル電池の起電力が単極電位の差に一致したか？（５点）   

☆電位と濃度の対数プロットが行われ、傾きがネルンスト勾配と一致したか？（５点）   

☆溶解度積および安定度定数が計算できたか？（５点）   

★白金による電流電位プロットが正しく行えたか？（１５点）   

★電流電位プロットから過電圧を計算し、析出物質による違いを示せたか？（５点）   

★電極種類の異なる電流電位プロットを、極性を間違えずに正しく行えたか？（５点）   

★電流電位プロットから過電圧を計算し、電極種類による違いを示せたか？（５点）   

★鉄の腐食に関するボルタモグラムを測定できたか？（５点）   

実際に使った試薬の使用量（２回目分）をまとめ、チェックシートを記入したか？(10 点)   

ＰＲＴＲ法に関するチェックシート（２回目）を実験終了時刻までに提出したか？ 
（実際に提出した人（１名）のみにチェックがつく。）(5 点) 

 
* 

 

実験を遂行するときに、 自ら中心となって実験操作を行うことができたか？(5 点) 
（内容：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿については自分が中心となって実験し

た。） 
  

（自由記載欄）※２(5 点) 

 
  

グ：グループ評価、個：個人評価（「*」印のある確認項目は各グループ１名のみ） 

※１ 達成度の評価は、あくまで自分たちの作成した実験計画を実際の実験の達成度を比較し、自らの能力（実験のペースや

できることやできないこと）を確認させることが目的であって、この達成度で評点とするものではない。上手にできたこと、反

省すべきところ各自でまとめることが重要である。 

※２ 自由記載欄は、実験およびノートの記録において、他人より優れていることを記入すること。 
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3 工業への応用 

https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/Public/53204/53204_03.asp# 

 

   

 

3.1 アルミニウムのアノード酸化（アルマイト加工） 

【製品】美しく着色されたアルミニウム 

試料極にアルミニウムワイヤを用いる。アルミニウムは測定直前に研磨後、0.1M NaOH でア

ルカリ前処理を行い、水で十分に洗浄する。電解液に 0.1 mol･dm-3 H2SO4を用い、対極にアルミ

ニウムワイヤを用いて一定電流 10mA/cm2を通電し、電位時間曲線を測定する。電流値を監視し、

常に一定になるように抵抗尺を操作する。カレントフォロアと電流分割器を使うか、後述設問の

ガルバノスタットを使うことを推奨する。そのときの電位をエレクトロメータで読み取る。アノ

ード酸化が終ったら、加温したコンゴーレッド(50mg/10ｍL)、アニリンブルー溶液(50mg/10ｍL)

に浸漬し、酸化していないアルミニウムワイヤと着色状態を比較する。また Al-PET フィルムを

紙やすりで磨き清浄な面を露出させ、同様に染色加工し、メタリックピンクおよびメタリックブ

ルーのフィルムを作成する。 

 

Al|H2SO4|Al 

 

？設問：電流値を一定にする操作を自動的に行うにはどのような回路を使えば良いか？ 

？設問：硫酸の替わりにアジピン酸アンモニウム(NH4OOC(CH2)4COONH4)やホウ酸(B(OH)3)を用い

た場合にはどんな工業製品に応用できるか？ 

 

安全に、手間を
かけず、値段を
抑えて、それで
いて高機能な製
品作り。

現象を理解したら、
それを工業に応用
することを考えよう

工学部はモノづく
りの専門家だよ
ね。

安全に、手間を
かけず、値段を
抑えて、それで
いて高機能な製
品作り。

現象を理解したら、
それを工業に応用
することを考えよう

工学部はモノづく
りの専門家だよ
ね。

携帯電話、オーディ
オ、自動車、・・・み
のまわりで使われ
ている技術をうけ
つぐのは、工学部
を卒業するオレた
ちなんだよな・・・

携帯電話、オーディ
オ、自動車、・・・み
のまわりで使われ
ている技術をうけ
つぐのは、工学部
を卒業するオレた
ちなんだよな・・・

https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/Public/53204/53204_03.asp
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電解セルの組み立て（左図） 時間-電位曲線の測定（中央図） 染色されたアルミニウム（右図） 

 

3.2 金属の腐食（エッチング加工） 

40wt％塩化第二鉄 FeCl3 水溶液を 10mL 調製し、さらに濃 HCl を 1mL 加えて腐食液とする。

Cu-PET、Fe-PET、Al-PET フィルムを適当な大きさに切り、紙やすりで磨き清浄な面を露出さ

せ、ビニールテープを貼ってマスキングする。また染色した Al-PET ではそのままビニールテー

プでマスキングする。マスキングを自分の好きな形（自分のイニシャルなど）を残して切り取る。

着色していない場合は PET 面から字が読み取れるように左右反転してマスキングすると美しく

仕上がる。マスキングされていない金属部分を腐食液で腐食溶解する。腐食液を水洗いし、マス

キングを剥がして水洗いし、乾燥する。黒ラシャ紙を台紙にしてメタリックネームプレートを作

成する。突然激しい溶解が起きることがあるので、操作はドラフト内で行う。また PET フィルム

は弾力があり、溶液を弾き飛ばすことがあるので保護眼鏡などを着用して実験する。 

 

？設問：銅は鉄よりもイオン化傾向が小さいのになぜ塩化第二鉄によって腐食されるのか？ 

？設問：銅および鉄をエッチング加工して得た工業製品をそれぞれ挙げよ。 

 

    

塩化鉄の調整（左図） エッチング（中央図） 出来上がったネームプレート（右図） 

 

3.3 二酸化マンガンの還元（アルカリ乾電池） 

 

【製品】発光ダイオードを明るく長持ち、アルカリ乾電池 

テフロン分散液を使ったアルカリ電池と CMC を使った場合の２つの方法でト

ライできる．CMC を使った方法は，ウェブページに掲載されている．正極活物質として、電解二

酸化マンガンを用いる。活物質 30mg にグラファイト 30mg を良く混ぜ、テフロン分散液を専用

駒込めピペット(で 2～3 滴加えて乳鉢上で良く混練し、ラバー状とし正極合材とする。正極集電

体としてニッケルを用い、この集電体の先端に正極合材を落ちないようになすりつけて試料電極

CMC
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とする。電解液に 9 mol･dm-3 KOH5mL をビーカーに入れ、対極に亜鉛を用いて電池を作成する。

この電池を 2 個直列繋ぎにし、並列繋ぎにした発光ダイオードを点灯させ、時間とともに電圧が

どのように変化するかを記録する。濃アルカリが眼に入ると失明の恐れがあるので保護眼鏡など

を着用して実験する。 

 

Ni|MnO2,C|KOH|Zn 

 

？設問：取り出せたエネルギーは何 J か？ それは活物質の量に対して何％か？ 

？設問：実用化されている電池の種類とそれらの電池を利用する工業製品をあげよ。 

 

    

正極合材の調整（左図） 電解セル（中央図） 点灯した LED（右図） 

 

3.4 エレクトロクロミズム（ディスプレイ） 

エレクトロクロミズムによってディスプレイを作成する。0.02 mol･dm-3 K3[Fe(CN)6]水溶液と

0.02 mol･dm-3 FeCl3水溶液をそれぞれ 10mL ずつ作る。試料極と対極によく洗浄した Pt を用い

る。電解還元直前に 0.02 mol･dm-3 K3[Fe(CN)6]水溶液と 0.02 mol･dm-3 FeCl3水溶液を同時に混

入し、電流密度 40μA/cm2、120s 通電する。試料極 Pt 表面にプルシアンブルーが析出したら、

0.01 mol･dm-3 H2SO4水溶液で洗浄する。Pt|プルシアンブルー|1 mol･dm-3 KCl|Pt のような電

池を作成し、アノード側、初期自然電位、カソード側 －0.459V vs. Ag|AgCl を参考に電位を変

化させ色の変化を観察する。 

 

Pt|0.02 mol･dm-3 K3[Fe(CN)6]，0.02 mol･dm-3 FeCl3|Pt 

Pt|プルシアンブルー|1 mol･dm-3 KCl|Pt 

 

？設問：現在用いられているディスプレイ機器と化学および電気の関わり合いについて調査せよ。 

    

電解セル（左図） 電位の設定（中央図） 色の変化した電極（右図）  
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3.5 進捗票 

実験進捗票３（じっけんしんちょくひょう） 

学籍番号・氏名       ・       

共同実験者（氏名）＿＿＿＿＿＿＿・＿＿＿＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿＿・＿＿＿＿＿ 

グループ番号＿＿＿＿―＿＿＿＿＿   提出日  月  日  評点           点 

第 3 回目：電池の起電力（平衡論）（☆印の項目は３つ以上選択すること） グ 個 

☆アルマイト加工および染色加工ができたか？（１５点）   

☆ネームプレートが作成できたか？（１５点）   

☆LED を点灯でき、電池から取り出せたエネルギーを計算できたか？（１５点）   

☆スイッチひとつで電極の色を変えられたか？（１５点）   

実際に使った試薬の使用量（３回目分）をまとめ、チェックシートを記入したか？（10
点） 

  

ＰＲＴＲ法に関するチェッシート（３回目）を実験終了時刻までに提出したか？（5 点）    
* 

実験を遂行するときに、 自ら中心となって実験操作を行うことができたか？(5 点) 
（内容：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿については自分が中心となって実験し

た。） 
  

最終日：実験終了時の確認項目（各 10 点） グ 個 

３回の実験の廃液の量の合計が 350mL以下であるか？（実際の廃液量___________ mL）   

初めに配布された実験器具や試薬などが過不足なくあることが確認されているか？   

第２，３回目ノート（ノートに以下の内容が含まれていることを自己確認すること、各 3 点、） 確認月
日 

試薬の名称、調製量、使用量が一覧され、使用量および調製量が適切であったか？  

各実験（コイン電池含む）の電池式、電気化学反応式が記述されているか？  

各実験のブロックダイヤグラム、回路、配線図が結果とともに添付されているか？  

全ての設問の回答が実験結果と関連付けて記述されているか？  

（自由記載欄）※２  

（自由記載欄）※２  

（自由記載欄）※２  

実験道具 PR 項目（実験中に TA からサインをもらうこと;レシートは添付すること;各 3 点） 確認署
名 

名前が書かれたマイノギスを持っている（証拠：レシート・その他）  

名前が書かれたマイラジオペンチを持っている（証拠：レシート・その他）  

名前が書かれたマイ工具（工具名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）を持っている 
（証拠：レシート・その他） 

 

グ：グループ評価、個：個人評価（「*」印のある確認項目は各グループ１名のみ） 

ノートの提出先はオフィスアワーとする。締切は定めない。コピー・ワープロ使用可。提出後、即返却するので、担当教職員

が在席のときに来室すること。代理提出は認めない。実験終了後の実験進捗票の再配布は行わない。自己採点がない場合、評点

が記入されていない場合は、０点とみなしますので、正しく記入してくること。100 点を超えた場合，100 点とする。 

※１ 達成度の評価は、あくまで自分たちの作成した実験計画を実際の実験の達成度を比較し、自らの能力（実験のペースや

できることやできないこと）を確認させることが目的であって、この達成度で評点とするものではない。上手にできたこと、反

省すべきところ各自でまとめることが重要である。 

※２ 自由記載欄は、実験およびノートの記録において、他人より優れていることを記入すること。 

  
テキストの訂正箇所・修正案を見つけた場合は，書いてください（加点）． 
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4 資料集 

 

4.1 アナログ式回路計 

測定箇所にテスターの棒を当て、指針の真上で値を読み取る。ミラーの写る指針の影と指針が

重なるようにすると真上から値を読み取れる。読み取るときは片目で読み取る。 

  

真上から読み取ったとき       斜めから読み取ったとき 

 

4.2 テスターおよびボルテージフォロアのチェック 

テスターの電源を入れ、直流電圧計モードにする。テスターの端子を開放（何も繋がない）し

て、電圧の値がふらふら揺れ動くことを確認する。次にテスターの端子を短絡（ショート：赤と

黒を直接接触させる）して、電圧が 0 を指し示すことを確認する。電圧計以外のモードは使用し

ない。 

予備実験の内容が理解できない場合、高校で使った化学の教科書で電池のところをよく復習し

ておくこと。高校で化学をとっていないものは、この機会に化学の基礎を身に付けておくこと。＊

11)。オペアンプについては、テキストの最後の参考資料や「図解アナログＩＣのすべて 白土義

男、東京電気大学出版局」を参考に予習すること。 

ボルテージフォロアは、エレクトロメータ、インピーダンス変換器などとも呼ばれます。電気

化学の分野ではエレクトロメータと呼ばれる場合が多く、ここでもエレクトロメータと呼ぶこと

にする。最近は、ほとんどの場合測定機器に組み込み済みで、デジタルテスターにも組み込まれ

ています。 

？設問：何も繋がない場合、デジタル式のテスターの値はなぜふらつくか？ 

 

ミラー 
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4.3 コンパレータの作り方 

オペアンプをフィールドバックなしで使う使い方を電圧比較器、コンパレータなどと呼ぶ＊12)。

オペアンプの電源のグラウンドを定めるために、被測定系の電位差をアッテネータにより 2 分割

する。具体的には 3 番の非反転入力ピンに新たに 5ｋΩの抵抗を接続し、2 番の反転入力ピンに接

続されていた５kΩを利用してアッテネータを構成し、その中点にオペアンプの電源のグラウンド

を接続する。出力ピンには極性が互い違いになるように発光ダイオード(赤)および発光ダイオー

ド(緑)を取り付け、それぞれグラウンドに接続する。測定する電位差は、アッテネータの両端に入

力する。そして点灯した発光ダイオードの色によって電位の高低を判定する。 

 

4.4 カレントフォロアの作り方 

カレントフォロアは、電流-電圧変換回路、I-V コンバータ、無抵抗電流計、ゼロシャント電流

計などとも呼ばれる＊13)。電気化学の分野では、測定機器に組み込み済みの場合が多い。 

アノードとカソードを理解したら＊14,15)、電解のための回路を組む＊16)。電源およびボリウムに

は抵抗尺（乾電池×4）を用いる。まず、シャント抵抗を 2 番－6 番の間に挿入する。シャント抵

抗の値は十分検討してから決定し、事前に値を測定しておく。次にオペアンプの電源のグラウン

ドを電流のリターン回路とするために、被測定系の試料極を系全体のグラウンドと定め、そこに

接続する。3 番の非反転入力ピンをグラウンドに接続し、2 番の反転入力ピンを電流ソースである

抵抗尺の出力に接続する。オペアンプより出力された電圧をオームの法則よりスケール換算し、

電流値に変換する。オペアンプの許容電流は数 mA 程度であるのでそれを超えないように注意す

る。電圧の測定にはエレクトロメータを用いる。 
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4.5 関数発生器（積分器の応用）の作り方 

関数発生器は、ファンクションジェネレータ、ポテンシャルプログラマー、ポテンシャルスイ

ーパーなどとも呼ばれ、連続あるいは単発の三角波、ランプ波、矩形波などを発生する。ここで

は積分回路を使ってランプ波だけを生成する回路を作成し、リニアな電位掃引を行う＊17)。較正さ

れた抵抗尺をシグナルソースとして、電位上昇速度が 10mV/s 程度になるように抵抗とコンデン

サを選択し、それを確かめる。初期の電荷消去は、みの虫コードでコンデンサをショートさせて

行う。電位反転には 2 回路 2 接点のトグルスイッチを使う。 

？設問：この回路をクーロメトリーに応用するにはどうしたら良いか？ 

 

4.6 ポテンショスタット（ネガティブフィードバックの応用）の作り方 

ポテンショスタットは、試料電極と参照電極との間の電位を一定の電位に保つように対極に電

流を流す装置で、電気化学の分野ではもっともポピュラーな機器である＊18)。 

コンパレータの 3 番ピンに繋がれていた抵抗を外し、3 番ピンをグラウンドに接続する。2 番ピ

ンに並列に 5kΩの抵抗を 2 本接続し、フィードバック抵抗無限大の反転加算回路を作成する。加

算回路の入力 1 に参照電極に接続したボルテージフォロアの出力を繋ぐ。加算回路の入力 2 に関

数発生器の出力を繋ぐ。補償法で使用した抵抗尺の出力を入力 3 に繋ぎ、内部電位設定用とする。

6 番ピンを対極に繋ぐ。試料極をカレントフォロアの入力に繋ぐ。ダミーセルとして抵抗を用い

回路がポテンショスタットとして動作するか確認する。なお、電流を一定に保つような機器をガ

ルバノスタットと言う。 

？設問：ポテンショスタットをガルバノスタットとして利用するにはどうしたら良いか？ 
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4.7 基準電源の作り方 

 

以下に，基準電源回路の部品リストを示す．回路図を参考にブレッドボード

に基準電源の回路を作成してください． 

 

基準電源部品リスト 

回路図記号 名称 規格 数量 備考・入手先 

IC1 レギュレータ LM78L05ACZFS 1 秋月電子 

IC2 オペアンプ ｱﾅﾛｸﾞﾃﾞﾊﾞｲｾｽﾞ・OP275GP 1 秋月電子 

R1 金属皮膜抵抗 4k 
1 3.9kΩ，または 1kΩ×4/

秋月電子 

R2 金属皮膜抵抗 1k 1 秋月電子 

JP1 端子台 ブレッドボードに付属   

 ブレッドボード EIC-1202B 1 秋月電子 

 9V型乾電池  2 生協 

 電池スナップ    

 

基準電源の回路図 

 

 下図に完成した基準電源の写真を示す．電池スナップは，端子台から外れやすいので，ゼム

クリップを接続すると使いやすい． 
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出来上がった基準電源 

 

4.8 よくある質問 Ｑ＆Ａ 

 

Q. クリップを洗浄するのに，水が多く必要になるので，増やしてください． 

A. 水は原料の一つであり，補充はできなせん．洗浄びんではクリップにあたらず，無駄になる

水が多くなるので，いったんビーカーに水を汲んで，そこにひたして洗浄して節約してください．

後半のテキストの金属表面の「前処理」の方法を参考にするとなおベターです． 

Q. アルカリ電池で LED を点灯させる実験において、電圧が 1.6V でているのですが、赤色 LED

がつきませんでした。そこで抵抗つき LED を直接マンガン乾電池に繋いだところ、こちらでも点

灯を確認することができませんでした。LED が断線しているのでしょうか。 

A. 作ったアルカリ電池にＬＥＤを繋いだ状態で電圧を測定してください。赤色の LED は、最

低 1.7V 程度の電圧が印可されないと点灯しません。作ったアルカリ電池の内部抵抗が高いと内

部抵抗によって電圧降下が発生して、ＬＥＤが点灯しないことがあります． 

Q. 塩化銀を析出させる回路の繋ぎ方かわからない． 

A. 「銀塩化銀電極」「作成」などのキーワードでネット検索すると参考になる記事が見つかる

ようです。それでもわからないときは、共通の机にきて、ＴＡに手本を見せてもらってください。 

Q. テスターなしで豆電球をつなぐ時は豆電球は光りましたが、写真のように繋いだ時は光りま

せんでした。これはテスターが壊れてしまったため、電流値を計測できなく、実験を継続するこ
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とができませんでした。 

A. テスターの説明書をよんでみましょう。また、電流検出抵抗 測定などのキーワードでネッ

ト検索してみてください。電圧計を使って電流を測定する方法が書いてあります。 

Q. エッチング進みません。 

A. エッチング加工の際は、金属表面の保護フィルムをはがしてください。さもないと保護フィ

ルムで保護されて永遠にエッチングされません。 

Q. イオン交換水がなくなったので補充してください。 

A. なくなっただけでは補充に応じられません。３５０ｍＬはかなりゆとりを持った量であり、

不用意に補充すると今度は廃液があふれます。なぜ３５０ｍＬ以上必要になったのか、それに対

する改善方法を事故報告書に提出したのちに対応します。 

Q. ポテンショメータに抵抗尺をつないで、充電池２個と標準電池であるダニエル電池の電位が

釣り合うように調整すると抵抗尺の較正をしたことになるのでしょうか？ 

A. いいえ。 

抵抗尺の較正は、電圧のわかっている電池を使って、その電圧に対応する長さを実測するこ

とです。たとえば、下記のサイトの説明ではｌｓを実測することです。 

http://wakariyasui.sakura.ne.jp/p/elec/kairo/dennisakei.html 

Q. 水道水で器具を洗浄してよいのでしょうか？ 

A. いいえ。器具の洗浄は、洗瓶の水をつかってください。一回のすすぎで、溶液の濃度を１０

０倍に希釈できるとすると、３回の希釈で１００万倍に希釈できます。これは濃度にして１ｐｐ

ｍであり、十分清浄な状態と言えます。すすいだ水を工夫して使いまわす（リユース）すると、

さらにイオン交換水を節約（リデュース）できます。環境の３Ｒを実践して身に着けてください。 

Q. 硫酸を零してしまった際にピペットの先を濾紙で拭ってしまった．濾紙はどのように捨てれ

ばよろしいでしょうか？ 

A. ピペットの先は、汚染を避けるため、イオン交換水など汚染がないことを保証された水で洗

浄してください。また、硫酸を含んだ濾紙は発火する恐れがありますので、洗瓶の水で洗浄して

ください。洗浄が完了した濾紙は、硫酸が残っていなければ、産業廃棄物として捨ててください。 

Q. 廃液が 300mℓを達してしまいそうです。 

A. 廃液計画の問題点と改善案を事故報告書として提出してください。救済措置を講じます。 

Q. 寒天がゴムチューブに残ってしまったのですがどうすればいいでしょうか 

A. お湯で加熱して溶かしだしてください。 

Q. ジャンクがわかりません。 

A. 一般に、役に立たないものやガラクタ、廃棄物などを指します。 

この実験では、主に電子部品の工作で一度作った電子工作基盤などが配布されており、動作を

保証するものではありません。しかし、部品単位では再利用が見込める状態の物品が多く、実験

によっては、改造や修理をして使います。詳しくは、検索エンジンで，「ジャンク」や「ジャンク

品」などを検索してください。 

 

http://wakariyasui.sakura.ne.jp/p/elec/kairo/dennisakei.html
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【基礎的な事項】 

・塩化カリウム水溶液の使いまわし（リユース）は推奨します． 

 実験を計画的に進める、実験の精度や試薬の純度を意識する、資源を節約するなどの観点か

ら積極的に使いまわしをしてください。環境の３Ｒの、リユースに相当します。 

・寒天溶液は加熱しすぎないように 

寒天溶液は粘性が高いので、強熱するとビーカーの底が焦げてしまいます。ブンゼンバーナー

はとろ火（炎の高さが３センチ以下ぐらい）で加熱しましょう。 

・精密電子天秤は精秤のみに使います。 

精密電子天秤は秤量瓶を使った精秤に使います。精秤では、天秤室のそとで試料を秤量瓶に入

れ、吸湿の影響のない状態で、天秤室の扉を閉めた状態で使います。重量をはかりながら試薬を

とるときは上皿天秤を使ってください。 

・ビーカーに入れる溶液は多くても３／４できれば半分以下にしてください。 

ガラス器具の安全な使い方を知らない人は、ネットで調べてから使いましょう。 

・テスター等を買い出しに実験室を離れる場合は、外出許可をとってください。 

 急いで、途中交通事故にあわないようにお願いします。また白衣は周辺住民の苦情の原因と

なりますので、きがえた上で外出するようお願いします。 

・ドラフトチャンバーはできるだけ閉じて使ってください。 

 少なくとも顔を薬品から守れている状況でドラフトチャンバーを使います。 

・サイドエッチ 

 エッチング処理で、ずっとエッチング液につけたままにしておくと、レタリングシールと基

盤の間の横からエッチングが進みます。これをサイドエッチといいます。サイドエッチが進行す

るとせっかくのパターンが崩れてしまうので、頃合いを見てワークを取り出し、水洗いしてネー

ムプレートとしましょう。工業的にエッチングを行う場合、エッチング液の対流を制御するなど

して、サイドエッチを制御しています。 

・シャーレはふたをして使います。 

 シャーレのふたに溶液を入れないでください。フタができません。ガラス器具の使い方を知

らない人はネットで使い方を調べてから使ってください。 

・薬品をこぼしたとき 

 薬品をこぼしたときは，事故報告書のウェブクラスの課題を提出してください．事故報告書

には，グループ名，事故が起きた状況，事故が起きないようにする具体的なアクションプランを

記述してください． 

・検流計は共通テーブルに準備されています。 

 検流計は共通テーブルに準備されています。必要に応じて貸し出しますので、申し出てくだ

さい。 
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フタを使うな！(左図) 垂直に当てろ（中央図）ノートの上でするな(右図) 

   

寒天失敗作(左図) 試薬は天秤の外でとる（中央図） 扉は静かにしめる（右図） 

 

4.9 実験当日の周知内容（教職員、ＴＡ向け） 

 

１． すべての実験課題は選択です。 

２． この実験の特徴はフリースタイルです。安全とグリーンケミストリーを目指し

た実験を目指して行ってください。初めのページの「グリーンケミストリー」の 12箇条

を読み上げ周知する。下記の２～１１は、この実験目標を実施ための最低条件です。 

３． 実験を始める前に実験器具・薬品がそろっているか確認をしてください。後で

申しでた場合は、紛失・破損とみなし、配布しませんので注意してください。また、グ

ループ間の器具の貸し借りは行わないでください。 

４． 水道は使用しないでください。コイン電池の湿し水は、学生実験準備室より配

布しますので、ビーカーを持ってとりにきてください。また、薬品が付着したなど緊急

の場合の利用は認めます。 

５． 薬品は全て毒ですので、十分に注意して取りあつかうこと。 

６． 保護メガネをつけるように指導すること。 

７． イオン交換水や試薬の補充はないことを周知すること。 

８． 洗液も含め廃液容器に入れてください。 

９． 廃液が 250mLになった時点で実験は中止となります。 

１０． 器具のチェックシートを配布しています。最終実験日にＴＡがチェッ

クしますので、各実験日に数量の確認を行い記入してください。 

１１． 実験は、１５：５５分まで、器具の確認、後片付けまで完了です。実験

終了時刻以降はチェックを受けられません。  
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4.10 ＰＲＴＲ法への対応 

ＰＲＴＲ法（Pollutant Release and Transfer Register：環境汚染物質排出移動登録）とは、

有害性のある多種多様な化学物質が、どのような発生源から、どれくらい環境中に排出されたか、

あるいは廃棄物に含まれて事業所の外に運び出されたかというデータを把握し、集計し、公表す

る仕組みです。山形大学も 2004年 4月のＰＲＴＲ法の執行により行政への報告が義務付けられて

いる．このような背景のもと、学生実験でもＰＲＴＲ法への取り組みを行います。そこで、下記

のシートをコピーし、記入事項を記載し、実験終了時に提出すること。 

 

グループ番号＿＿＿＿＿－＿＿＿＿＿＿        提出日＿＿＿＿年__＿月＿＿日 

提出者（学籍番号・氏名）＿＿＿＿＿＿＿＿・＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

学籍番号：         氏名：          使用日   年  月  日 

共同実験者氏名：            （学籍番号            ） 

使用試薬名：                         使用量：        g・mL 

 

学籍番号：         氏名：         使用日   年  月  日 

共同実験者氏名：            （学籍番号            ） 

使用試薬名：                         使用量：        g・mL 

 

学籍番号：         氏名：         使用日   年  月  日 

共同実験者氏名：            （学籍番号            ） 

使用試薬名：                         使用量：        g・mL 

 

学籍番号：         氏名：         使用日   年  月  日 

共同実験者氏名：            （学籍番号            ） 

使用試薬名：                         使用量：        g・mL 

 

学籍番号：         氏名：         使用日   年  月  日 

共同実験者氏名：            （学籍番号            ） 

使用試薬名：                         使用量：        g・mL 

 

学籍番号：         氏名：         使用日   年  月  日 

共同実験者氏名：            （学籍番号            ） 

使用試薬名：                         使用量：        g・mL 
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改訂履歴 

２００５年版：器具にチャック欄と追加、ＰＲＴＲ法への対応、実験当日の周知内容を追加。 

２００６年版：グループ評価を新しい評価法として追加、進捗票の改訂、器具に「電池スナッ

プ」を追加 

 ２００８年度：カリキュラムの変更により実験内容の見直し。 

２０１４年度：高等学校の新課程に対応。 

２０１９年度：基準電源を IC(LM78L05)に変更，化学・バイオ工学科に対応。 
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