
空気が膨らむ向き

　空気の体積全体が大きくなったととらえられず，特定の方向（例

えば上）にのみ空気が動くとか膨らむといったイメージをもつ児

童がいます。へこんだゴムボールなどを用いて，空気の膨らみ方

は一様であるというイメージをもたせましょう。

水の温度と体積

　温度による水の体積変化は，空気などの気体と比べてずっと小さいも

のです。そのため，水の体積変化を調べる実験では，観察しやすくする

ために，断面積の小さいガラス管を使います。このくふうを児童に気づ

かせるためには，太さの異なるメスシリンダーや試験管に同じ体積の水を

注いで，水面の高さを見比べさせたり，棒温度計を見せたりするとよい

でしょう。

　一般に，液体の温度を上げると体積が大きくなり，温度を下げると体

積が小さくなりますが，水は例外で，4℃（厳密には 3.98℃）以下にな

ると逆に体積が大きくなります。右の図は，そのようすをグラフで表した

ものです。

　つまり，水は4℃で密度が最大になるので，池などでは，冬に水が冷

やされると，底のほうに4℃の水が沈み，0℃の水は水面付近にたまるので，水は，水面近くから凍り始めます。

さらに，氷の密度は水より小さいので，沈むことはないというわけです。
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丸底フラスコの栓を飛ばす →単元導入

飛ばす栓は，発泡ポリエチレン，ジャガイモ，
コルク，硬質ウレタンなどでできたものがよい。
栓に凹凸があったり，傷があったりすると空気
が漏れてうまく飛ばないことがある。予備実験
を十分に行い，空気が漏れないようなものを用
意しておきたい。また，ゴム栓のように，重く，
滑りにくいものは，この実験に用いる栓として
はふさわしくない。
丸底フラスコの代わりに使うことができる容

器としては，ペットボトルやジュースの空き瓶
など，容積に比べて口が狭く，硬めのしっかり
したものがよい。マヨネーズの容器のようにや
わらかいものでは，中の空気が膨張しても，容
器が膨らんで栓が飛び出さないことがある。そ
のために強く押して飛ばそうとすることがある。
そのようにして栓を飛ばすと，空気が手によっ
て押し縮められて，もとに戻ろうとする現象
(空気の弾性)によるものとしてとらえられるこ
とがあるので，注意を要する。
栓の詰め方であるが，栓をあまり深く容器の

口に入れたり，きつく入れすぎたりすると栓が
飛ばなかったり，飛ぶまでに時間がかかったり
する。栓の入れ方によっては，栓が飛ばないこ
とがあることを児童に知らせ，それを意識した
児童が試行錯誤し，ちょうどよい栓の入れ方を
見つけさせるとよい。

栓を深く入れすぎると摩擦が
大きくなり，飛ばなくなるか，
飛ぶまで時間がかかる。

栓の摩擦が大きい場合は，油
などを塗るとよい。また，空
気漏れも防ぐことができる。

この深さは
栓の種類と
容器の口の
大きさによ
って決める。

栓

サラダ油など

湯の温度は 60 ℃程度にし，厚手のゴム手袋
をさせ，児童が湯に直接触れることがないよう
にする。

そのほかの導入実験 →単元導入

●試験管の口にせっけん水の膜を張る。
試験管の口につけるせっけん水は，煮沸した
水に界面活性剤 35 ％以上の液体洗剤と洗濯の
りを 5：4：1の割合で混ぜてつくると，壊れに
くいせっけん膜にすることができる。また，洗
濯のりの代わりにグリセリンを使うこともでき
る。
また，せっけん水の膜を膨らませるには，小さ
な温度変化でもよいので，試験管を手(40 ℃く
らいの湯であたためておくと，さらによい)で
握らせることによって，膨らむようすを観察す
ることができる。
●ペットボトルの口に風船をつける。
口につける風船は，真新しいものではなく，
何度も膨らませたり引っ張ったりして，じゅう
ぶんに伸ばしたものを用いる。
ペットボトルの代わりに使える容器は，栓を
飛ばす実験に用いたような，容積に比べて口が
狭く，硬めのしっかりしたものがよい。

空気が膨らむ向き →第 1次

単元導入では，細長い容器の細い口に取りつ
けたもので空気の膨張を体験させた。そのため，
空気の体積全体が大きくなったととらえられず，
特定の方向(例えば上)にのみ空気が動くとか膨
らむといったイメージをもつ児童がいる。へこ
んだゴムボールなどを用いて，空気の膨らみ方
は一様であるというイメージをもたせたい。
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気体の温度と体積変化 →第 1次

｢５．とじこめた空気や水」で扱ったように，
気体の体積は圧力によって変化する。一定の圧
力のもとでは，一定量の気体の体積はその温度
を 1 ℃上げるごとに，0 ℃のときの体積の 273
分の 1 (厳密には 273.15 分の 1 )ずつ増加する。
この法則は，1787 年にシャルル(1746-1823)

によって発見され，シャルルの法則とよばれて
いる。
シャルルの法則に従うとすると，気体の温度

を下げていくと，−273 ℃(厳密には 273.15
℃)で気体の体積が 0になることになり，この
温度を絶対零度とよぶ。実際には気体を冷やす
と液体から固体になっていくので，体積が 0に
なることはない。
また，絶対零度を基準とし，目盛りの間隔を

セルシウス温度(記号℃)と等しくなるように
定めた温度を絶対温度(記号 K…ケルビン)と
いう。
気体の体積と温度の関係をグラフで表す。

173K 273K 373K体 圧力一定
積

V1

V1

V1

V0

V
p

p
p

0

V0
V0

V2

V2

V2

＝1.37
＝0.63

－273℃
0K

－100℃
173K

100℃
373K

（セルシウス温度）
（絶対温度）

0℃
273K

0

上のグラフから，温度 t [℃]のときの体積
Vは，次のように表される。

V=V01+ 1
273 t

これを絶対温度 T(K)を使って表すと，

V=
V0

273T

この式から，気体の体積は絶対温度に比例す
ることがわかる。
20 ℃(293 K)の空気を 60 ℃(333 K)にすると，

体積が 333÷293=1.136…倍になる。

水の温度と体積 →第 2次

温度による水の体積変化は，空気などの気体
と比べてずっと小さい。そのため，水の体積変
化を調べる実験では，観察しやすくするために，
断面積の小さいガラス管を使う。このくふうを
児童に気づかせるためには，太さの異なるメス
シリンダーや試験管に同じ体積の水を注いで，
水面の高さを見比べさせたり，棒温度計を見せ
たりするとよい。
一般に，液体の温度を上げると体積が大きく
なり，温度を下げると体積が小さくなるが，水
は例外で，4 ℃(厳密には 3.98 ℃)以下になる
と逆に体積が大きくなる。下に，そのようすを
グラフで表す。

つまり，水は 4 ℃で密度が最大になるので，
池などでは，冬に水が冷やされると，底のほう
に 4 ℃の水が沈み，0 ℃の水は水面付近にたま
るので，水は，水面近くから凍り始める。さら
に，氷の密度は水より小さいので，沈むことは
ない。

●氷が水より軽いから…

氷

水

池は氷でふたをされ，底の
ほうの温度は変わらない。
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力のもとでは，一定量の気体の体積はその温度
を 1 ℃上げるごとに，0 ℃のときの体積の 273
分の 1 (厳密には 273.15 分の 1 )ずつ増加する。
この法則は，1787 年にシャルル(1746-1823)

によって発見され，シャルルの法則とよばれて
いる。
シャルルの法則に従うとすると，気体の温度

を下げていくと，−273 ℃(厳密には 273.15
℃)で気体の体積が 0になることになり，この
温度を絶対零度とよぶ。実際には気体を冷やす
と液体から固体になっていくので，体積が 0に
なることはない。
また，絶対零度を基準とし，目盛りの間隔を

セルシウス温度(記号℃)と等しくなるように
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上のグラフから，温度 t [℃]のときの体積
Vは，次のように表される。

V=V01+ 1
273 t

これを絶対温度 T(K)を使って表すと，

V=
V0

273T

この式から，気体の体積は絶対温度に比例す
ることがわかる。
20 ℃(293 K)の空気を 60 ℃(333 K)にすると，

体積が 333÷293=1.136…倍になる。

水の温度と体積 →第 2次

温度による水の体積変化は，空気などの気体
と比べてずっと小さい。そのため，水の体積変
化を調べる実験では，観察しやすくするために，
断面積の小さいガラス管を使う。このくふうを
児童に気づかせるためには，太さの異なるメス
シリンダーや試験管に同じ体積の水を注いで，
水面の高さを見比べさせたり，棒温度計を見せ
たりするとよい。
一般に，液体の温度を上げると体積が大きく

なり，温度を下げると体積が小さくなるが，水
は例外で，4 ℃(厳密には 3.98 ℃)以下になる
と逆に体積が大きくなる。下に，そのようすを
グラフで表す。

つまり，水は 4 ℃で密度が最大になるので，
池などでは，冬に水が冷やされると，底のほう
に 4 ℃の水が沈み，0 ℃の水は水面付近にたま
るので，水は，水面近くから凍り始める。さら
に，氷の密度は水より小さいので，沈むことは
ない。

●氷が水より軽いから…
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池は氷でふたをされ，底の
ほうの温度は変わらない。
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