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あらまし 

自作の模擬大気実験装置と反応装置を用いて，アクティブ法により模擬大気中に含まれるオゾンの定量

実験を行った。公定法である中性ヨウ化カリウム法とインジゴ水溶液のオゾンによる退色を利用したイン

ジゴ法による測定結果には相関があった。これより，インジゴ法が大気中のオゾン濃度の測定に有効であ

ることが分かった。さらに，インジゴ法により奈良市の大気中の光化学オキシダント濃度の 1 日の変化を

測定すると，奈良県大気環境常時システムの測定値と似た傾向のグラフが得られた。 
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１．はじめに 

2020 年 3 月，新型コロナウイルス感染症

（COVID-19）拡大防止のため，全国の小・中・

高校・特別支援学校等が休校となった。このとき，

「世界の大都市で大気汚染が一時的に改善され

ている」という報道があった。我が国では 1960
年代半ば以降，法令施行や企業等の対策により大

気環境は改善されてきた 1)。しかし，世界に目を

向けると大気汚染が深刻な地域もまだ多い。この

報道は生徒たちにとって興味深く，産業の発展と

ともに，我々にとって身近な大気に何が起こって

きたのか，関心を高めるきっかけとなった。 
学校現場で大気中の成分を調べるためには，気

体検知管の使用が便利であり，これは誰にでも簡

単に扱うことができる。大気汚染物質の一つであ

る光化学オキシダント（その主成分はオゾン）は，

気体検知管による測定の他にも，指標植物として

のアサガオの被害の程度から見積もる方法も報

告されている 2)。 
著者はこれまで，化学クラブや課題研究におけ

る生徒の研究テーマとして大気中のオゾンの定

量測定を取り上げ，これを指導・支援してきた。

大気中のオゾンとヨウ化カリウムとの酸化還元

反応により生じたヨウ素を自作の簡易比色計に

より定量する方法 3-4)，色素や亜硝酸イオンを染

み込ませたろ紙（パッシブサンプラー）を大気中

に放置することでオゾンと反応させ，その反応量

から定量する方法 5-7)などがある。そこで本報で

は，本校生徒とともに取り組んだ，色素の水溶液

を用いた奈良市内の光化学オキシダント濃度の

測定について報告する。 
 
２．実験  

(1)オゾンによる色素の退色の確認 

少量のオゾン発生させるための簡易放電装置

は，文献を参考にして製作した 8)。色素の水溶液

（0.1～0.5%）が 2 mL の入った試験管を簡易放電

装置につなげて，オゾンを発生させた。試験管を

簡易放電装置から取り外して，ゴム栓をしてよく

振り混ぜた。実験の前後の色素の水溶液の色の変

化を観察した。 
 

(2)模擬大気実験装置の製作 

模擬大気を閉じ込めておくチャンバーは，塩ビ

パイプで 45 cm×45 cm×135 cm の直方体の枠を

作り，ポリエチレンシートを張り合わせて製作し

た 9)。オゾンは，低圧水銀ランプ（セン特殊光源

SL5DH, 3 W）により発生させた。オゾンを含む

空気をエアーポンプによりチャンバー内に送り

込み，チャンバー内の小型扇風機で，この気体を

かき混ぜて濃度を均一にした。チャンバーの側面

に取り付けた気体取り出し口からゴムチューブ

を通して気体を取り出せるように工夫した模擬

大気実験装置を製作した（図１）。 
 

(3)ヨウ化カリウムを用いたオゾン濃度測定（中

性ヨウ化カリウム法） 

文献を参考にして吸収管，トラップ，吸引ポン

プを組み合わせて，気体を吸収液と反応させる反

応装置を製作した（図１右上）10)。50 mL の比色

管には大気の吹き込みノズルとして外径 6 mm，

内径 3.5 mm のガラス管を差し込んだ（これを吸

収管とする）。ガラス管の先端は微小の泡が発生

しやすいように細くした。排出型の観賞魚用のエ

アーポンプは改造することで，吸引ポンプとした
11)。3 本の吸収管にヨウ化カリウム吸収液 12-13)10 
mL ずつ入れて直列につなぎ，オゾンを含む模擬

大気実験装置から吸引ポンプで一定時間，模擬大

気を吸引し，吸収液と反応させた。一定時間後の

3 本の吸収液の吸光度（352 nm）を測定した。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図１．模擬大気実験装置（低圧水銀ランプで発生

させたオゾンをチャンバー内に導入する。チャ

ンバー内の気体は小型扇風機で撹拌している。

吸引ポンプでチャンバー内の模擬大気を吸引

し，3 本の吸収管内の吸収液と反応させた） 
 
(4)インジゴを用いたオゾン濃度の測定（インジ

ゴ法） 

反応装置の吸収管にインジゴトリスルホン酸

カリウムの水溶液（インジゴ吸収液と呼ぶ）14)

を入れた。模擬大気実験装置内の模擬大気を吸引

ポンプで一定時間吸引し，3 本の吸収液の吸光度

（600 nm）を測定した。 
 
３．結果と考察 

(1)オゾンによる色素の退色の確認 

様々な色素の水溶液を簡易放電装置により発

生させたオゾンに触れさせると，溶液の色は薄く

なったり，変色したりした（図２）。これより，

色素の種類によって退色の程度が異なることが

分かった。この原因は，色素分子の化学構造の違

いによるオゾンに対する安定性の違いのためで

ある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
図２．オゾンによる色素溶液の退色や変色の様

子（左から，インジゴ，ブリリアントブルー

FCF(青色 1 号)，ブロモチモールブルー

(BTB)，ローダミン 6GX，ニューコクシン(赤

色 102 号)） 
 

(2)模擬大気中のオゾンの定量 

オゾンの定量法に，中性ヨウ化カリウム法があ

る 15)。これは緩衝液で中性に保ったヨウ化カリウ

ム溶液とオゾンとの酸化還元反応（式 1）によっ

て生じたヨウ素を，反応溶液のまま分光光度計で

測定し，測定波長 352 nm の吸光度からオゾンを

定量するものである。 
O3 + 2KI + 2H2O → I2 + 2KOH + O2 …(1) 
大気を吸引ポンプで強制的に吸引し，大気に含

まれる微量の化学物質を捕集剤と反応させる方

法をアクティブ法という。この方法の信頼性は高

く，化学物質の濃度を測定する際の標準法とされ

ている。通常，大気成分と捕集剤との反応には市

販のインピンジャーを用いるが，今回は比色管と

ガラス管，ゴム栓等を用いて自作した。また，測

定用の定流量ポンプは高価であるため，排出型の

観賞魚用のエアーポンプを吸引ポンプに改造し

て実験に用いた 16)。 
中性ヨウ化カリウム法による模擬大気中のオ

ゾン濃度測定の結果，吸引時間とオゾンにより生

成したヨウ素の量とには比例の関係があること

が分かった。文献中の式より 17)，模擬大気実験装

置内のオゾン濃度は 0.240 ppm であった。 
ヨウ化カリウム吸収液の代わりにインジゴ吸

収液を用いて同様の実験を行った（インジゴ法）。

インジゴは食用色素（青色 2 号）や染料としても

使われており，安全面に配慮することができる。

模擬大気と反応させた後のインジゴ溶液の 600 
nm の吸光度は，吸引時間と比例していた。この

値と中性ヨウ化カリウム法から算出したオゾン

濃度の値とには相関があり，インジゴ法により通

常大気中の光化学オキシダント濃度（光化学オキ

シダント注意報レベル：1 時間値 0.12 ppm 以上 0.24 
ppm 未満）の測定に利用できると考えた（図３）。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３．中性ヨウ化カリウム法とインジゴ法との比

較（縦軸はヨウ化カリウム吸収液の吸光度，横

軸はインジゴ吸収液の吸光度） 

KI 吸収液の吸光度(352nm) 

y =－1.56x＋0.973 

インジゴ吸収液の吸光度(600nm) 

オゾンと反応前     オゾンと反応後 

低圧水銀ランプ 

吸収管 トラップ 

吸引ポンプ チャンバー 



(3)大気中の光化学オキシダント濃度の測定 

模擬大気中のオゾン濃度をインジゴ法により

求めることができたので，実際の大気中の光化学

オキシダント測定を行った。測定は学校（奈良市

東紀寺町）内の風通しの良い校舎の 2 階で行い，

窓から 1.0 m 外に大気の吸引口を設置した（図４）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４．大気中の光化学オキシダント濃度の測定の

様子（2020 年 8 月） 
 

奈良県大気環境常時監視システムの web ペー

ジには，奈良県内の各測定地点での大気測定の結

果が公開されている 18-19)。本校が立地する奈良市

には，西部大気汚染測定局（奈良市百楽園四丁目 
奈良市立青和小学校地内）があるが，本校からの

距離が離れているため，参考として天理大気汚染

測定局（天理市丹波市町 天理市立丹波市小学校

地内）のデータとも比較した。 
光化学オキシダント濃度の測定値（2020 年 8

月 29 日）を西部測定局の観測データと比較する

と，1時間ごとの濃度変化の様子がよく似ていた。

これより，インジゴ法での測定が，学校周辺の大

気中の光化学オキシダント濃度の変化を反映し

たものであると考えられる（図５）。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
図５．2020 年 8 月 29 日の大気中の光化学オキ

シダント濃度の測定結果（●インジゴ法によ

る測定：奈良市東紀寺町，×奈良県大気環境

常時監視システムの値：奈良・西部測定局） 

４．まとめ 

模擬大気中に含まれるオゾンについて，自作の

反応装置を用いて中性ヨウ化カリウム法および

インジゴ法により測定した。どちらの方法でも，

模擬大気の吸引時間と吸収液の吸光度変化には

比例の関係にあった。中性ヨウ化カリウム法によ

り算出したオゾン濃度の値と相関より，インジゴ

法による大気中のオゾン濃度測定が可能である

ことが分かった。 
インジゴ法は，通常大気中の光化学オキシダン

ト濃度範囲の測定に使用することが期待できる。

そこで，インジゴ法を用いて実際の大気中の光化

学オキシダント濃度を 1 時間おきに測定すると，

大気環境常時監視システムでの奈良西部観測局

の測定値と似た傾向があった。本研究は，生徒の

活動として行ったため，これにより，生徒自身が

大気汚染の問題を身近に感じることができた。 
 

本報で紹介した生徒研究は，第 64 回日本学生

科学賞中央最終審査に出品したものである。研究

題目「大気汚染物質を捕まえろ－大気中の光化学

オキシダント濃度の測定実験－」（文部科学大臣

賞） 
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