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1． はじめに

化学分析に椀器分析法が普及し一般の研究では分析枚器の利用が日常のこととなっている。こ

のような中で赤外線吸収スペクトル（IR），紫外線吸収スペクトル（UV）．核磁気共鳴スペクトル

（NMR）等が高校の教科書でも取り上げられるようになってきた。そしてその教材化ほIRにつ

いて，たとえば化学教育24－2で梅木氏他が試み実践報告がなされている。ここでほIRの図と

イヒ食物を対応させることにより生徒にIR図の解読法を教え，あわせて枚器分析という新しい物

理的な手法を用いた教材を紹介している。

本枚でほ1976年4月に赤外分光光度計を購入し，これを生徒実験で用いることを試みた。ここ

ではIR図の解読法を教えるよりも，生徒の合成した化合物のIR図をとり，スペクトルの変化

と物質の変化を対応させ，その違いから化学変化を追求しようとすることが中心のねらいであ

る。従来，色，臭，特徴的な反応などを利用することにより官能基の確認や化学変化のようすを

追跡してきたが，さらにスペクトルの変化を直接図上で見ることにより化学変化や官能基につい

ての理解を一層深めることができると思われる。また，あまり特徴的な変化をしない化合物や官

能基についてはIRほさらに有用であろう。

購入した赤外分光光度計は日立買15塑で測定波長は披数で4000～650cm‾1であり，また自動記

録ができることなどから取扱いが簡単である。

また合成ほ予備実験でほ酢酸エチルを用い，生徒実験では安息香酸メチルを用いた。

2．実験の計画

紫外線や可視光線のエネルギーは原子の核外電子の興起エネルギーと碑互作用するのに対し，

赤外線ほ原子核どうしの振動エネルギーと相互作用する。つまり原子の結合があればその結合の

振動エネルギーに相当するヤ定波長の赤外線が吸収される。（ただ振動の形式にはいろいろな種

頬があるので一つの結合により一つの波長のみが吸収されるとは限らない。）このようなことか

ら赤外線ほ有機化合物の官能基を見つけたり，また化合物を同定したりするのをこ有効である。そ

こで，特定官能基一丁→特定波長の吸収という関係を前もって生徒に示すことにより少ない時間で

必要な吸収が理解できるようになるはずである。だから数種の化合物のIR図を提示し，波長
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（m′g．A），波長の道数つまり波数（cm」），吸収のようすなどについて説明すればよいと思われ

る。なおIR機器の原理的なことや操作法についても説明を加えておいた方がよいだろう（IRほ

普通cm‾1で議論することが多い）。

さて官能基の追跡にほ炭素化合物が適当であろう。ただ，試料や実験法についてほいくつかの

条件を考えなければならない。

試料についてほ

① 言うまでもないことかも知れないが，官能基の追跡がわかりやすいこと。

⑧ それにほあまり複雑な吸収のないできるだけ単純な化合物がよい。

（彰 また採取できる状態ほ液体が望ましく，それでいてあまり揮発性でないものがよい。それ

はIRでほ試料を岩塩セル（組立セル）にはさむだけの液膜法を用いるのが簡単だからであ

る。

また実験法から考えれば

④ 合成や分解また分離精製が短時間ですむことが必要である。きめられた授業時間の中で実

施しなければならないからである。

〈む またIRにかけるだけの充分な量（操作から考えて1グ乃gあるとやりやすい）が採取でき

ること。

㊥ さらをこ一般的な条件もつけ加えれば安全性，成功率の高いこと，各グループが同じような

結果を得られることなども考慮されなければならない。

初年度でもあるし，従来の実験項目にできるだけ近いものと考えて，エステル生成反応を選ん

だ。エステルほ具に特徴があり反応も酸とアルコールから簡単につくられ成功率も高いからであ

る。この反応をIRで追えば，酸，アルコールの水酸基－0王iによる吸収がエステルでほ消えて

いくのが観察でき，その他の原子団の吸収にはそれ程大きな変化ほないと考えたからである。

R－C－OH ＋R／叩0王i
t1

0

－－づ－R－CwO－R／＋H20
11

0

3．新鮮エチルの合成（予備実験）

どの教科書でも必ず取り上げられる酢酸エチルを試みた。

CH3－C－OH＋CH8CH2－OH

l暮

0

→CH＄－C－0－CH2－CH＄＋H20
1‡

0

この反応では生成する酢酸エチルにOHがないから酢酸とエチルアルコールの図とを比較する

とOH吸収部分に大きな違いがあるほずである。つまり波数で3500～2500cm－1の大きな吸収の

－有無を見ればよい。
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なおすべての吸収の帰属を決めるのほ一般に容易なことでほないし，また実用上それほど有用

でほないが，OH以外の吸収のいくつかについて帰属を調べておく（生徒には主な吸収を指摘す

ればよいだろう）。

酢酸についてはCH3…による吸収が300Ocm‾1付近に現われるほずだが，1図では0王まの吸

収と重ってあまり明りょうでない。1700cm～1付近にほ有名なC＝0による吸収がある。1410

Cm‾1と1290cm‾1はC＝0と OHのカップリングと考えられるがあまり断定できないようで

ある。1380cm－1の扇のような吸収ほCH各Wによるものである。

エチルアルコールについてほ2図を参考かこする。3500～3000cm－1にほ0－Hの大きな吸収

があり，3000～2800cm‾ユの銃いいくつかの吸収ほCH8－，－CH2一によるものである。小さな

吸収だが置換基による影響を受けにくい，冊CH2－の吸収が1450cm－1付近に，また1380cm‾1

1090cm‾1付近にほC‡i8－一による吸収が，1050cm‾1にほC－0による吸収がある。このC叫0

の吸収ほ置換基の影響により移動することがある。

（準 備）

丸底フラスコ（200mJ）～ 枝つきフラスコ，三角フラスコ（50mgX2，100mg），分液ろうと（200

mg），還流冷却器，ビーカー（200mg），リーピッヒ冷却器，ろうと，ろ紙，メスシリンダー，ア

ダプタ～，ガラス棒，水浴，バーナー，スタンド，ゴム管，温度計，コルク栓，沸石，エチルア

ルコール，濃硫酸，酢酸，10％塩化ナトリウム溶液，炭酸ナトリウム飽和溶液，塩化カルシウム。

（実 験）

200mgの丸底フラスコにエチルアルコール40mgを入れ，これに濃硫酸10mgを加える。

（発熱するため2～3回くらいにわけて加える。）これに酢酸10mgを加え，沸石を入れて還流

冷却器をとりつ秋 水浴上で加熱する。沸騰しはじめたらバーナーを調節し，20分間沸騰を続け

る。その後水冷し，200mgのビーカーに80m～の10％塩化ナトリウム溶液を入れたものに移

す。これを200mgの分液ろうとに入れ下層をすてる。有磯層に炭酸ナトリウム飽和溶液を加え

〆去還流冷却暴

、水

水

オ
′

ウオーターノビス
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る（CO2の発生あり）。静置後下層をすて，2～3桓㌻水洗する。エステル層を100mgの三角フラ

スコに移し，塩化カルシウムを加えて栓をして20分間放置する。これをろ過しで枝つきフラスコ

に入れる温度計およびリーピッヒ冷却器をとりつけ，その先にアダプターをとりつけて，三角フ

ラスコに採取できるようにセットする。沸石を入れで水浴上で加熱し，700Cまでを前留分，73

～780cまでを本留分として乾燥した三角フラスコにわけとる（実際ほ72．50c付近までしか温度

が上がらずこれを採取した）

（結 果）

合成した酢酸エチルと市販の1級酢酸エチルのIR図を3，4－図に示した。1，2図は，も

とになった酢酸とエチルアルコールである。3図と4図を比較すると合成物と市販物のきわめて

よい一致が見られる。さらに1，2図とも比餃すると，中心の目標であったOH吸収の違いがよ

くわかる。つまりエステル生成反応でOHの消失が認められる。

また1～3固から酢酸，エチルアルコール，酢酸エチルの三つの共通の基が3000cm－1をこ鋭い

吸収として示されている（前にも述べたが，酢酸ではあまり明りょうでない）。CH8〟の吸収も

三者に共通して1380cm－1に見られる。共通の基C－0ほ1000～1100cm－1にも示される。なお

酢酸と酢酸エチルについてほC＝0の1700cm－1付近の特徴的な吸収が見られる。酢酸エチルと

エチルアルコールの図を見ると，1450cm－1付近に小さな叫CH2仰の吸収があり，これほ酢酸に

ほなく構造の違いを知る上で参考になる。

（考察および反省）

1．酢酸エチルの精製で，脱水とデカソテーショソをおこない蒸留しないでIRにかけてみたが，

OHの吸収が強くて水又ほ原料が充分除かれていないことがわかった。

2．酢酸エチルほ揮発性なのでチャートをとるスピードを最大（幼00－650cm－1まで1．5分）をこ

し，岩塩の組立セルを用いて液膜法でとった。固定セルは高価でもあるし洗じょうが少々面倒

になるので，多数の生徒がとるにほ組立セルになると考えたからである。1～4図を見れば荒

っぽい定性であるが何とかとれることがわかる。

3・試料が高校で必ず取り上げられ，また王R囲も単純であるという点でほ適している。

4・欠点としてほ①揮発性なので手早く操作をしなければならない。⑧精製の時に蒸留が必要と

なるので2時間（110分）の授業でほ生徒の実験技能から考えて苦しい。

5・4の改善としては，①測定直前にセルにたっぷり試料をつける。①合成，脱水（もしできれ

ば蒸留）までを2時間で行い，蒸留とIR測定ほ次回にすると大分ゆとりがやきる。

6・合成した酢酸エチルほ，ケン化反応（加水分解反応）に使用できる。ただ，この分解反応を

IRで追跡サるのほ，分解生成物を精製しなければならずさらに面倒な実験が必要となるから

あまり実用的でほないだろう。

軋 息香酸メチルの合成（生徒実験）

メタノールと安息香酸によって合成した安息香酸メチルは無水硫酸マグネシ

h－100－
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4図 C王1．COOC一札（妖轟l級）

完全に脱水できることが判り，操作が簡単でわずかの隙間ですむため，これを用いて生徒実験を

実施することにした。

この実験を実施する前にIRに関して次の事項について事前指導を行なった。

（カ赤外線分光光度計の原理。

⑧ メタノールおよび安息番酸の吸収スペクトルの特徴。

㊥ 赤外線分光光度計の取り扱い方をビデオテープによって見せる。

④ 実験操作プリソトの予習。

4－1実験の概要

2時限続きの時間（110分間）に次の内容をもりこんだ。

メタノールと安息香駿に濃硫酸を添加してエステルを合成し，水洗後，無水硫酸マグネシウム

化 学 学 習 指 導 案 表1

日 時

場 所

指 導 者

指 導 教 官

毛筆㌢こ級
所 見

使用数科番

単 元

単元の要旨

単元の 目標

時 間 配 当

昭和51年9月22日（水） 欝3・4時限（11：30～12：20）

東京教育大学附属駒場高校 化学実験室（311番数墓）

東京教育大学農学部農芸化学科 緒形隆之

東京教育大学附属駒場高校 教官 福岡久雄

学習意欲のあ

啓林館 化学Ⅱ

じめな生徒が多い。

欝2単元 炭素化合物

略
略
1
．

炭化水素の構造に基く物理的廿化学的性質……2時間

2．官能基による分類。赤外吸収スペクトルと官能基との関係・赤外線分光光

度計の原理。アルコールの物理的性質……1時間

3．アルコールとフェノ叩ルの相遵。アルデヒドの還元性。エステルの生成…

…1時間

4．エステルの合成とIR法による確認の実験……2時間（本時）

5．分離と精製，構造決定と機器分析の利用・・‥‥1時間

以下略
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本時の学習持導案

題 材

本時の要旨

指 導 目 標

準 備

分子分光学の手法により炭素化合物の構造が確認される。

エステルを合成し，IRスペクトルによって同定・確認する。

略

略

段階 時間 指 導 内 容 留 意 串 評 価。備 考

導

入

101・今日の実験の目標は，安息番 0先週配布しておいたプリ
分 離とメタノールとから安息香顧 ントの内容が，どのくら

メチルを合成し，それをスペク い把握されているかを調

トルによって同定することであ

ることを確認する。

2．試料・器材のとり扱いについ

て注意する。

3．記録のとり方を説明する。

ベる。

30

分

1．歯せんなべに鬱を配布する。 0あらかじめ湯を沸かして

2．プリントを見ながら，安息香
おく0

顧メチルを合射る0 0畿霊汽諾去蒜茂
意しておく。

oconcH2SO4は駒込ピペッ
トで少しずつ加える。

0冷却管をクランプでしめ
すぎないこと。

′0バーナーの火，ご冷却管の
流水が強すぎないこと。

30 3．合成した安息啓駿メチルを精 0油状物質をできるだけ多 0エステルが1．0～2．5mg
分

裂する。 く回収するよう注意する とれればよい。

4．精製した安息脊髄メチルをサ 0無水M壷SO4は潮解性が
ンプルぴんにとる。 あることに注意する。

305三別室の赤外線分光光度計を用。合成の終った放から順に。吸収スペクトルが表れた

分6．芸蓋恵三芸羞……誓言軍プチル0曇薫董墓芸羞蒜姦箋言轟欝袋藁
0岩塩セルのしめつ桝ま教0測定の待合せ時間には，
師が行う0

実験の記録の整理やまと

01班の測定時間は2分と めを書かせる。
する0

0後始末は念入りにンさせ
0後始末は，測定の待合せ る。

時間中にさせる。

ま 10 1．IR吸収スペクトルの考察を 0安息答髄やメタノールの 0エステルのスペクトルと

畠こ、分行う0 スペグトルと比較する0 欝雪㌘そご晶品筈、雷撃い

により脱水ろ過してIR試料とする。試料ほ班㌢こ1つずつとし，岩塩セルにはさんで吸収スペク

トルの測定をする。分光光度計の操作ほ別室に2班ずつ入り，先の班の操作を見学させてほ生徒

自身の手で行う。岩塩セルをボルトで締める操作だ桝も 岩塩セルが高価（嘗9000）であり，破
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摂しやすいために教師が行う。得られた吸収スペクトルのチャートと実験操作プリントにより，

実験レポートをかかせて提出させる。

4－2 生徒実験の指導案

この生徒実験は，教育実習期間中に行ったもので，指導案ほ教生の緒形隆之君の書いたものを

一部改めたり，省略して示す。（表1参照）

4－3 生徒に配布した実験のための印刷物

次の印刷物ほ，実験を行う1週間前に配布し，内容を熟読してよく理解しておくように指示し

ておいた。

4－3叫1実級操作と研究課題

〔目 的〕

メタノールと安息香酸とから琴息香酸メチルを合成し，赤外線分光光度計にかけて，エステル
が生成した事を確認する。

〔準 備〕

合成‥・…安息香酸，メタノール，濃硫酸，沸石

ゴム栓付玉入冷却敏100mg三角フラスコ，湯せんなべ，スタンド，†クラソプ，三

脚，バーナー，ゴム管駒込ピペット

精製‥・‥・炭酸水素ナトリウム，無水硫酸マグネシウム

分液ろうろ（2），100mg三角フラスコ試験管，ろうと台，サンプル管，スタンド，リ

ング（2），駒込ピペット，ろ紙，ろうと

〔操 作〕

1・合成 昏cooH＋C伽H賢竿メ殴coocH与十H20
（1）安息香酸10gを100mg三角フラスコにとり メタノール

30mgを加えてよく振る。次に濃硫酸3mgを駒込ピペット

で1滴ずつ溶液をかくほんしながら加え，更に沸石（2～3

粒）を入れる。

（2）三角フラスコにゴム栓付冷却管を付し，右図のよう装置に

する。

（3）フラスコ内が激しく沸騰し始めてから，10分間加熱し還流

を続ける。

（4）10分たっ／たらフラスコを取り外し，水冷する。

2．精 製

（1）水冷したフラスコ内に水を8分目ぐらいまで入れて軽く振

り，静置すると底に油状物がたまる。

－104－
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水九ぷ分舛芸＝＝専

静

（2）この油状物だけを駒込ピペットで吸い取り，別のへ100mJ

NaHCO8飽和溶液80mgを徐々に振蛍じながら加える。

ま
油状物

（3）底にた

独HCOぉ液

80戚㌦
＝⇒ ゝ ○

¢か
¢

○

うN¢HCO8液を加

えて振る。

油状物

フラスコに移す。 これに

⇒まプ裁物静 置

まった油状物だけを駒込ピペットで分液ろうと池1に入れ

6～7分日当りまで加え，軽く水洗して静置する。

＝⇒≠

水を加える

。砿1

油状物を移す

れに水をろうとの

⇒ 臥 ノブ

、偏．1
軽く水洗

して静置

．舶．1

（4）底にたまった油状物だけを分液ろうと旭2に流し出し（3）と同じ操作をして水洗する。

0

0

0

0

。砿1

去ク
J協2

J協2

⇒（3）と同じ操作⇒静置
水洗
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（5）底の油状物だけを乾いた試験管に流し出す（この時分液ろうと上層の水が入らぬよう注意

する）。これに無水MgSO4を小さじ1ばい入

＼

。脇

脚gSO41

てよく振る。

七買＝＝：争

（6）これをヒダろ紙でろ過し，油状物をサンプル管にとる（

い）。

¢
○

凶

ヒグロ紙

←ロート

噂－サンプル管

（り

（Ⅲ）

タ

よく振る

、、ろ紙ほ水でぬら

ヽ．ノTエ丁エ′し

専一先端ほおらない
（Ⅳ）

ヒグロ紙のつくり方

3．赤外線吸収スペクトルの測定

0サンプル管にとれた安息香酸メチルのIR吸収スペクトルを測定してみよう。

0原料のメタノール，安息香酸のスペクトルとどのように違うだろうか。また，

てほいシナな

安息香酸メチ

ルの模範的なスペクトルとも比べて，違いがあれば，何故このような違いが出てきたのか，

特に精製の段階で問題はなかったかを考えよ。

0さらに研究心のある老ほ1つ1つの吸収が，

かを調べるのもおもしろいだろう。

変角振動を表わしている

一4．研究課題（実験レポートにまとめて提出せよ）

（1）このエステル化反応で濃硫酸の役割ほ何か？ 濃塩酸でほだめか？

（2）還流冷却管をつけた理由ほ何か？ 水を下から入れる理由ほ？

（3）沸石ほなぜ加えるのか？

（4）精製の段階でNa王iCO3飽和溶液ほ何の目的で加えたのか？ また，なぜ精製という操作
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をしなければならないのだろうか？

（5）無水MgSO4は脱水剤として加えたのであるが，他にどんな脱水剤。乾燥剤があり，どの

ようなものの脱水・乾燥に使われているか調べ，この安息香酸

MgSO4以外に何があるか挙シヂよ。

ルの脱水に使えるものを

（6）サリチル酸メチル，アセチルサリチル酸の製法を反応式で示せ。

（7）この安息香酸メチルをさらに完全に精製する方法にはどのような方法があるか。

4－4 生徒のレポートについて

生徒実験としてほ，普通便いなれない器具や材料を用い，内容もかなり高度なものであったた

めか，レポートにほ相当カを注いだものが多かった。

気の付いた点は次のとうりである。

（ヨエステルの合成でほ大きなミスほなかったが，分液ろうとの操作が悪く，収量が少い班が

あった。最後のろ過で，ろ紙にエステルが全部吸収されてしまった班が2班あちた。

⑧ 吸収スペクトルの解読（メタノールや安息香酸との比較）ほよくできた。

⑧ 吸収

であ

ベクトルに現れた3700～3100cm－1の吸収が，精製不良による水のOHによるもの

ことを指摘できた。

④ この実験に対する否定的な記述ほ見当らなかった。

⑧ 生徒が測定した吸収スペクトルの一部を7～9図に示す。

4－5 生徒の感想

① 赤外線分光光度計を実際に操作できたのほ貴重な経験であった。化学実験はなんともおも

しろい。

⑧ 自分で合成して得た物質が確かに安息酸メチルであることをIRによって確認できたので

嬉しかった。においだけでエステルができたなと認めるのでほ物足りない物がする。

7図◎coocH，安息番酸メチル

ぶ7慧
C一‡＝申慮

†CHさ，C－H伸縮

C－C

伸縫

C＝0憾
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柑◎′coocHl安息香酸メチル

のC－H伸絃

9国・◎coocHき安息番扱メチル

0‡i

C払のCH伸縮

○C＝C

伸縮

◎
CコC

仲締

C＝0仲績
C－0仲藤

ベンゼン

一定換体
面内変角

申

C－0伸縮

C－0伸縮

●C＝0仲盛

軒

（ベンゼンー置換体）

才

（む IRなど雲の上の世界のできごとのように思えたが，こうして自分で取り扱ってみて化学

の先端に近づいたような気がした。

④ 実験をいろいろな強烈なにおいの中で行ったので頭が痛くなってきたが，たいへんおもし

ろい実験だった。IRの枚械を動かすときに「ハイ，そこのスイッチをひねって」，「ハイ，

このボタソを軽く押して」などとやられると，ロソパルームみたいで楽しかった。

4叫6 実験実施後の考察

（1）安息香酸メチルを用いたことについて

適当な材料であったと思う。合成が短時間に簡単な操作ででき，更に精製が容易である。また，

常温で液状であるた軌IRスペクトル測定の際に岩塩セルによる液膜法が使える。吸収スぺク

ーユ09－



トルの解読も比較的容易であるという条件を満たしている。欲を云えばベンゼソ核をもたない化

食物の方がよい。

（2）合成につい

試薬ぼすべて市販の1級を用し 安息香酸10gという農ほ適当であった。

湯ぜんなべほ市販のものを用V、たが，ビ【

るた軌…やかんに湯を沸かしておくとよい9

反応時間ほT5分としたが20分でもよいだろ

カ
ーで代用してもよいだろう。実験時間を短縮させ

う。ただし， 沸騰しほじめてからの時間を測る。

（3）精製について

精製の操作の意味を1つ1つ生徒に教えておく必要がある。「この操作ほ，どんな目的で行う

のか」をしっかり把捉した上で実習させる。

脱水剤の無水MgSO4ほ，吸水すると固ま で多く入れすぎないようにするときの目安にな

る。入れすぎるとエステルを吸着し，エステルの収量が悪くなる。

エステノレのろ過ほろ紙でよいが，ろ紙を永でぬらさないようによく注意をしておく。生徒ほ中

学校以来，ろ紙を水でぬらしてから使うように指導されている。エステルの収量ほqヤ8gであ

った。

（4）IRく吸収えベクトルの測定

岩塩セルを2組用意し，

測定磯の

セある。

るとよい。

Speedほ最高の1．5分とした。吸収曲線にやや就さが欠けたが，解読にほ充分

精製のしかたが悪いと2700～3100cm－1にOHの吸収が現れるので，操作め不完全さを指摘で

きる。各クラスの半分くちいの班にOHの吸収が見られる。

（5）IR吸収スペクトルの解読

まず，自分でとったスペクトルと標準的なスペクトルを比較させ，違いがあったばあいに，そ

の理由を考えさせた。この適いのはとんどが

よ亭OHの吸収であることに気づがせるこ竹

3700～3100cm－1付近の小さな吸収で，清製不良に

安息香酸のスペクトルとの比較でほ，つぎの点に着目させる。

① エステル化によってカルポキシル基のOHがなくなるので，OH伸縮による吸収の現れる

3500～2500cm－1に大きな違いがある。

⑧1700cm－1付近のC＝0伸縮振動による吸収は，そのまま残っている。

㊥ ベンゼソ核もそのままであるから，2000～650cm－1でほはとんど変化がない。

④ 安息香酸のOH面外変角振動による930cm－1の吸収ほ消える。

① エステルになったた捌こ一CH8による吸収が明瞭になった。

5． おわりに

この研究ほ主として教育実習期間中（1976年9月）に，教育実習生の諸君の協力を得て行っ
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た。

酢酸エチルの合成とそのIR図ほ小田誠君が，安息香酸メチルの合成とそのIR図は緒形隆之

君が行った0また，生徒実験に当ってほ緒形君が中心となり，斉藤之朗君と三谷知世君が協力し

た。ここに記して感謝の意を表したい。

この研究に続いて，次の事項について更に検討を加えたいと思っている。

旬 他のエステルについて。

①IRを利用できる試料を広く求める。

④ 生徒のレポートについて，IRを中心にきめの細かい評価項目を求める。

④ 生徒にもっと多くのIR図を与え，解読の演習をさせる。

この他に，赤外線吸収スペクトルだけでなく，紫外線吸収スペクトル（UV），核磁気共鳴スペ

クトル（NMR）についても高校化学の教材として用いたいと思っている。たとえば，UVにほ

ベンゼソの2置換体に生ずる0，m，pの異性体の差がほっきり現れるし，NMR法は水素原子な

どの核が小さい磁気をもつことを利用し分子に磁界をかけたときに現われる特有な吸収スペクト

ルを測定するもので，分子中にどんな基が存在するかを知ることができる。n－ペソタンとiso－

ペソタンの識別などを明瞭に行うことができる。このような機器利用が基礎的な化学構遵の違い

を理解するのに役立てばと考えている。

使用した参考書は次のとおりである。

合成についてほ

1．井上 尚人

2．東大教養部

3．漆原 義之

IRに？いてほ

1．堀口 博

2． ク ロ ス

3．中西 香爾

基礎実験有機化学（丸善）

化学実験（東大出版会）

有椴化学実験（東大出版会）

赤外吸光図説総覧（三共出版）

赤外線吸収スペクトル入門（東京化学同人）

赤外線吸収スペクトル（南江堂）

4．J．R．DYER（柿沢 寛訳）

有磯化合物への吸収スペクトルの応用（東京化学同人）

5．大木 道則 赤外線スペクトル（東大出版会）

6．田中誠之他 赤外吸収スペクトル（広川書店）

また1975年7月の都立教育研究所での嶋田利郎氏の発表や化学教育24巻2号梅木氏等の研究も

参考にさせていただいた。

ー111－




