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2020年 9⽉ 

⼯学部⼯業化学科 1年⽣ 各位 

東京理科⼤学Ⅰ部化学研究部 

 

化学実験に関する案内 

 

とうとう後期⽇程が始まりましたが，いかがお過ごしでしょうか． 

我々Ⅰ部化学研究部は化学実験に特化した部活動であり，部員は⼤学授業での実験で活
躍できる(？)ことを強みの⼀つとしていました．しかし活動の主である実験が再開できない
状況下，⼊部希望者の皆様には⻑らくお待ちいただいており，今もなお活動再開⾒込みが⽴
っておりません．そこで今更ではありますが，少しでも C 科 1 年⽣の皆様のレポート点が
上がればと思い実験レポートの⼿引きを作成しました．⼀部不明瞭な箇所もあるかと思い
ますが，実験授業に臨む上で⼀つの参考にしていただければと思います． 

 

Ⅰ. 実験に関する事項 

 化学実験を⾏ううえで最低限必要な事項を記載します． 

 

Ⅱ. レポートの書き⽅の例 

 実験後のレポートの書き⽅について記載します． 

 

なお「Ⅱ. レポートに関する事項」については，弊部の輪講書の書式をもとに記載しており
ます．内容に多少の差異はありますが，ホームページに多数記載しておりますのでそちらも
参考程度にご覧いただければと思います． 

 

以上 
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Ⅰ. 実験に関する項⽬ 

 

ここでは化学実験を⾏ううえで最低限必要となることを記載しますが，記載事項が教
員や TA の指⽰に反する場合は必ずそちらを優先してください．下記はあくまで参考と
していただければ幸いです．後述しますが，有機⼯業化学実験だけはこの例に漏れます． 
 

1. 実験授業に向けた予習 

実験の前には本来予習が必要となりますが，⼤抵の実験ではポイントや原理，操
作について実験開始前に簡単なレクチャーがあるので C科では基本的に不必要とな
っています．したがって教員や TAの指⽰がある場合のみやっておけば⼤丈夫です．
とはいっても，教員や TAの説明が分かりづらく，あるいは聞こえない場合もあるの
で予習はある程度やってから⾏く⽅が無難です．ときどき計算式をすべて完成させ
た Excel を持っていく猛者もいたりしますが，当然ながらこの場合実験は超スムー
ズに進み，帰る時間が少し早くなります． 

 

2. 実験授業の流れ 

① 時間内に実験室内に⼊ります．実験内容に合わせて⽩⾐や保護メガネを着⽤し，
実験ノートや関数電卓，軍⼿など必要なものを持ってテーブルに着きます．記
名による出席確認が⾏われることもあります． 

② 担当の TAの指⽰に従い実験を開始します．簡単に実験の説明がなされた後，操
作を開始します．⼿際の良さで予習の程度がわかってしまいますが TA はそん
なこと全く気にしません．わからないことがあったらその都度聞くようにしま
しょう． 

③ 実験の経過・終了については指⽰に従うようにしてください．使⽤後の器具は
空き時間に都度洗浄すると良いです(後述)．常に実験台上はきれいになるよう⼼
がけましょう． 

④ 提出期限までに実験レポートを作成します．参考⽂献は多くの⽂献にあたるの
が良く，最低 3,4冊ほどはちょうど良い本が図書館に置いてあります．テキスト
は参考⽂献たりえません．計画的に進めましょう． 
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3. 器具洗浄・廃液処理について 

使⽤後の器具の洗浄について，基本 1 年の間はイオン交換⽔を使っとけば問題あ
りません．むしろそれしか選択肢はありませんね．ですが⽔洗では落ちないものも
数多く存在します．これは特に 3 年の有機⼯業化学実験で多いですが，器壁に付着
している物質に合わせてメタノールやアセトンで洗浄することがあります．アセト
ンは揮発性が⾼いので器具の乾燥にも使⽤します(⼿にかかるとヒヤっとします)． 

廃液の処理について，基本的には TAの指⽰に従って捨てれば問題ないのですが，
少し説明をします．廃液は，その中に何が含まれているかによって捨てる先が細か
く決まっており，実験室内にはその分類フローチャートが廃液タンクの上⽅に貼っ
てあります．ここでは，特に使⽤頻度の⾼いものを簡単に紹介します． 

 

・ 有機溶媒のうち，指定塩素有機化合物，ベンゼン，悪臭物質，難燃性物質，機械
油を含まないもの(実験授業で取り扱う有機溶媒のほぼ全てがこれに該当しま
す)． 

⽔を 5%以上含む→含⽔有機(⻘⼀本) 

⽔が 5%未満→可燃性有機(⾚⼀本) 

 

・ 有機化合物を 5%以上含まないもの(含むものは上の分類になります)．これは，
特に毒性の強いものから順に，シアンを含む→シアン含有(⽩⼀本)，⽔銀を含む
→⽔銀含有(緑⼀本)，クロムを含む→クロム酸含有(⿊⼀本)といたように分類さ
れていき，最終的に酸(⻩緑⼀本)，アルカリ(茶⼆本)，その他有機(灰三本)となり
ます． 

 

尚，各分類に括弧付けで⽰した(⾊○本)とは，廃液ボトルに付けられている⾊を⽰
しています．⽂章で説明すると少し分かりづらいですが，ここで重要なのは，化学
実験において⽔道に流せる廃液は基本的にないということです． 

 

4. その他 

特に化学実験では，危険なものを取り扱っていることを⾃覚して⾏動してくださ
い．ある部員は 2年後期に「○%(濃度)なら…」とサニメント無しで硝酸を取り扱っ
た際に指に付着し，約 1ヶ⽉間⼩指が真っ⻩⾊になりました．実験に慣れてきても，
常に緊張感を持って実験を⾏いましょう． 

1，2 年の実験では⼤抵の場合予習が必須でないことをすでに述べましたが，3 年
で実施する有機⼯業化学実験だけは⼼してかかりましょう．この実験では特に危険
な試薬を⽤いるということで，先⽣⽅が⻤になります．予習は完全に必須です．ど
のような反応機構で実験が進⾏するのか，どの操作がどの反応にあたるのかといっ
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た点を理解していることは当然で，1 つ 1 つの操作が何のためにあるのかを理解し
ていないと場合によっては帰らされます．設問はすでにほとんど全てが解けている
状態が⽬安になります．まあ 3 年⽣がこの⽂章を読むことはないでしょうから，こ
こでは脅すだけにしておきます．でも本当のことなので⼼の準備だけしておいた⽅
がいいと思います．なおⅡではレポートについて説明していますが，1，2年⽣の間
はというふうに書かれている場合，この実験科⽬がネックになっていると考えてく
ださい． 
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Ⅱ. レポートの書き⽅の例 

 

実験レポートの書き⽅の⼀例を紹介します．ここからは，Ⅰ部化学研究部で作成して
いる輪講書の書式に従ってレポートの書き⽅を簡単に説明します． 

実験授業では指定の表紙に実験題名を記⼊するため，レポート内に題名を書く必要は
ありません．以下はあくまで例なので，教員の指⽰を優先にしてください． 

 

1. ⽬的 
今回の実験では，10 種類以上の⾦属イオンを含む試料溶液からアンモニウムイオ

ンおよび第 1 族陽イオンを分離して，それぞれ陽イオンの存在を確認(定性分析)し
た．分族および定性分析の原理および⽅法について学ぶとともに，実験操作を会得
することを⽬的とした． 

ここでは該当の実験の⼤まかな内容についてまとめる．1，2 年の間は，基本的に
テキストの丸写しでも問題ない．教員や TA は，基本的に⽬的や原理ではなく考察
に重きを置いて採点を⾏っているからである． 
 

2. 原理 
2.1. NH4

+の反応 
アンモニウムイオンは…．1)...は以下の反応により NH3 を⽣じる(1)．2) 

 

𝑁𝐻!" + 𝑂𝐻# → 𝐻$𝑂 + 𝑁𝐻% (1) 
 

2.2. 原理の書き⽅ 3)4)5) 
実験において⽤いた機器や，実験の根幹をなす反応などの原理を書く．教科書

やテキスト，参考⽂献の書写しは推奨しない．原理と考察とで⼝調が明らかに違
う場合，他⼈と全く同じ⽂章構成の場合は確実にバレます．せっかく⾼い授業料
を払って勉強しにきているので，原理はしっかり理解するのが後々のためです．
特に 2 年の無機実験では期末に実験に関するテストがありますから，よく勉強す
ること． 

参考⽂献に関して，各項⽬を書くにあたって参考とした⽂献がある場合(基本な
いわけない)，その度に⽂献の番号を右上に振る．やや表現を変えるだけでなく，
複数の⽂献にまたがって説明⽂を書くと良い．上のように⽂末あるいは項⽬に対
して番号を振り，レポート全体で番号を振ったのちにレポートの最後で番号ごと
にその書名などを記す．
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3. 実験準備 
3.1. 試薬 

⽔酸化ナトリウム sodium hydroxide6) 
組成式   NaOH 
式量   40.00 
融点   318.4 ℃ 
沸点   1388 ℃ 
性質 苛性ソーダとも呼ばれる．通常は⼆酸化炭素や⽔素を含んで

おり，代表的な塩基として化学⼯業，及び実験室で⽤いられ
ている． 

 
酢酸 acetic acid7) 

分⼦式   C2H4O2 
分⼦量   60.65 
融点   16.66 ℃ 
沸点   118.1 ℃ 
性質 刺激性の強い臭気と酸味のある液体．⽔，エタノール，エー

テル，ベンゼンに可溶．気体状態でも⼆量体を形成する． 
 

3.2. 器具 
・ ▲ mLビーカー 
・ ▲ mLビュレット 
・ ▲ mLメスフラスコ 

 
試薬に関して，1，2 年の間は⽤いたものをただ列挙するだけで問題ない．しか

し有機⼯業化学実験に関しては危険性など詳細まで調べてから臨むこと．器具も
試薬と同様に，テキストに書いてあっても実際には使わなかったものがある場合，
レポートには記載しない． 

 
アドバンス(有機⼯業化学実験について)． 
分⼦式(組成式)，分⼦量(式量)，融点，沸点，性質，危険性などについて書く．

性質は図書館に化学⼤辞典が何冊も置いてあるので，そこで調べるのが良い． 
分⼦構造を ChemDraw で描きたい場合，VPN接続した状態で以下のリンクを開

くとダウンロード⽅法を調べることができる． 
https://www.ed.tus.ac.jp/tusonly/chem/ 
VPN接続についても Class 内に記載があるので，そちらを参照されたい． 
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4. 実験操作 
4.1. NH4+の確認 

1) 混合試料溶液 1.0 mL を試験管に移し，NaOH ⽔溶液を 1.1 mL加えた． 
2) 湿らせた pH 試験紙を菅⼝にかざし，試験紙の⾊の変化をみた． 

 
4.2. 第 1 族陽イオンの分族 

1) 混合試料溶液 10 mL を遠⼼チューブにとった． 
2) 攪拌しながら 2 mol L-1 塩酸を徐々に添加して沈殿を完結させた．これに要し

た塩酸の量は X.X mL であった． 
 

4.3. 操作の書き⽅ 
上記のように，いくつかの項⽬に分けて書く．項⽬名はそのまま写して構わな

いが，操作の内容は必ず実際に⾏った通りに書き，量や時間などはここに全て記
載すること．ここでは箇条書きにして書いたが，各々の好みで構わない．しかし，
採点する側が読みやすいように⼼がけること．実験操作は全て過去形で書く． 

 
5. 結果 
5.1. Aldol 反応 

三⾓フラスコに[A]を投⼊した時から，溶液の⾊が少し⻩⾊味を帯びた乳⽩⾊に
変化した．また，2 度⽬に投⼊した時にはその⻩⾊が少し濃くなった．このときの
溶液の状態を... 

Fig. 1 は，粗⽣成物を吸引ろ過により得ようとしている際の写真である．ろ液は
乳⽩⾊である．また，少量の油分が浮いている... 

 

 

Fig. 1 4.2.における吸引ろ過 
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5.2. 融点測定 
融点測定の結果を Table 1 に⽰す． 
 

Table 1 融点測定の結果 

 粗⽣成物 / ℃ 再結晶⽣成物 / ℃ 
1回⽬ 94 - 120 95 - 110 
2回⽬ 94 - 111 94 - 139 

 
5.3. 結果の書き⽅ 

操作を⾏った上で気づいた点は漏らさずに書く．全て過去形で書くこと． 
図表および式にも，参考⽂献と同様に通し番号をつける．表なら上，図なら下

に番号を振り，簡単にその図表に名前をつけてあげる． 
 
6. 考察 
6.1. 副反応について 

4.2.の操作において，反応を終えた後，吸引ろ過により粗⽣成物を得た．このと
き，ろ液の⾊は⽩く濁っており少量の油分が浮いていた(Fig. 1)． 
先に浮いていた油分が何によるものであったかについて考察する．これは... 

 
6.2. 考察について 

結果の項⽬において書いた観察事項のそれぞれについて，些細なことでも⾃分
で考えた疑問点を⾃ら考え，調べてここに書く．操作には直接関係ないことでも，
考える余地のある点をくまなく探すこと．上の例では，この後すぐに捨てるろ液
について考察している(写真も載せました)． 

 
7. 設問・問題 

各実験で設問が与えられる．実験終了後に TA から追加で出される場合もある．
参考⽂献がある場合はその都度記載すること． 
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参考⽂献 
1) 稲垣都⼠，池⽥博隆，「フロンティア軌道理論と化学反応―電荷から軌道へ―」， 
『化学と教育』，2019，第 67巻・第 1 号，pp. 28-31． 

2) ⼤嶌幸⼀郎，⼩⽥嶋和徳，⼩松満男，⼾部義⼈ 訳， 
「ボルハルトショアー 現代有機化学(第 6版) [上]」，化学同⼈，2011，pp. 1005-1011． 

3) ⼤⽊道則，⼤沢利昭，⽥中元治，千原秀昭，「化学⼤辞典」，東京化学同⼈，2005，
p. 842． 

4) ⼤⽊道則，⼤沢利昭，⽥中元治，千原秀昭，「化学⼤辞典」，東京化学同⼈，2005，
p. 1158．  

 
参考⽂献の書き⽅についてはいくつか書式が存在するが，著者，書名，出版社名(年

数)，ページ数の順番に書くことが⼀般的．論⽂などを参考とした場合はこの限りでは
ない．同じ参考⽂献を複数回参考にした場合でも，通し番号ごとに参考にしたページは
異なるだろうから，それぞれ別に書く． 

また，参考⽂献の書き⽅についてやさしく説明しているものを下に紹介する． 
〈https://jipsti.jst.go.jp/sist/pdf/SIST_booklet2011.pdf〉 
他にも「Master of Writing」と調べると(⽴教⼤学の)学⽣向けにレポートの書き⽅を紹
介した物がネットに転がっているので，こちらも参考にして欲しい． 


