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2011-06-02 
教養演習B「大学生としての学び方」 
第7回「実験実習科目対策講座その1」 

野島 高彦	

実験の最終ステップ	

「実験やりました!」宣言	

レポートを出さなかったら・・・	

実験しなかったのと同じ	

試験中のカンニングと同じです	

ウソを書いてはいけません	

数値ごまかし	 やっていない操作	
だれかの丸写しはダメです．	

実験レポートは「あなたの課題」です．	

去年のレポートのコピー	 友人のレポートのコピー	

カンニングと同じ	

両方とも処分対象	処分	

科目によって異なる	

サイズは?	 手書き?ワープロ打ち?	 提出先は?	

専用用紙使用?	

鉛筆OK?	  	

書式は?	

枚数は?	

担当者の指示に従う	

私は，0.1 mol L-1 NaOH を約0.5 mL 滴下するごとに，滴下量とpHを記録しました．	

一人称を使わない	 ですます調にしない	

0.1 mol L-1 NaOH を約0.5 mL 滴下するごとに，滴下量とpHを記録した．	

考察において	  
自分の考えを述べるときはOK	
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1．目的	

2．原理	

3．実験方法	

4．実験結果	

5．考察	

6．参考文献	

実験テキストに書かれている内容を要約	

実験テキストに書かれている内容を要約	

実験書などを参照して内容を充実させる	

「参考文献」に記載	

実験テキストに書かれている内容を要約	

実験書などを参照して内容を充実させる	

「参考文献」に記載	

過去形で記述	

「温度計を用いて，水温を測定する．」	

実験テキストの「実験方法」	

「温度計を用いて，水温を測定した．」	

実験レポートの「実験方法」	

現在形	

過去形	

測定データ	 観察結果	 具体的な情報	

解釈・推測を入れない	それは「考察」で	
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「色が変わった」	

「溶けた」	

「薄い黄色から青緑に徐々に変化した」	  

「約5	  mLの水に完全に溶解した」	  

「少し加えた」	 「ミクロスパーテル1/2杯分を加えた」	  

「驚くべき効果」	 論外．	  

「5分ごとに測定した水温を表1に示す．」	

表1  水温の測定結果	

t/s	 θ/℃	

0	 19.3	

60	 23.9	

120	 28.1	

180	 34.7	

240	 40.1	

300	 45.2	

360	 51.9	

420	 56.7	

480	 64.8	

540	 70.3	

600	 75.6	

660	 82.4	
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図1  水温の経時変化	

「水温測定の結果，図1のような結果が得られた．」	

単位を忘れずに!	

通し番号チェック!	

図のタイトル→下	

表のタイトル→上	

€ 

P =
nRT
V

2.00 × 0.0821 × 298 	
22.4 	

=	

= 2.18 atm	

€ 

P =
nRT
V

2.00 mol × 0.0821 dm3 atm mol-1 K-1 × 298 K	
22.4 dm3	

=	

= 2.18 atm	

15m	 15 m	

スペースあり	スペースなし	

違うものです	

じゅうご えむ	 じゅうご めーとる	

mが15個	 1メートルの15倍	

あなたの考えを述べるところです	

正直なところ，いちばんむずかしい．	

感想	

反省	

決意	

「とてもおもしろい実験テーマでした。」	

「炎が緑色に光ってきれいでした。」	

「溶液をこぼしてしまったことが悔やまれる。」	

「注意深く真剣に取り組むべきでした。」	

質問	

「次の実験テーマでは精度を上げたい。」	

「今回学んだことを将来に活かしたい。」	

「どうして○○反応を用いるのでしょうか?」	

「△△測定法のしくみがわかりませんでした」	
調べろ!	

日記ネタ	
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そもそも 学生実験のテーマは・・・	

・大学の講義と関連している	

・実験室の設備でできる	

・実験時間内に終了する	

・安全	

・安価	

・ソコソコの成功率	

・他の大学でも行われている	 ・何年も前から行われている	

テーマのネタが限られている	

考察のネタはたくさんある!	

考察3大ネタ	

誤差と精度と信頼性	

	  実験方法の妥当性	

実験の発展案	

ミスとか手抜きとか手違いとかはなかったか?	
↑ 
それが関係しているのではないか?	

同じ目的に使える手法は無いか?	
↑ 
別の方法と比較してみる 

もっと感度・精度・信頼性・効率をあげるには?	
↑ 
実験書などを調査してみる 

理論値に合っている?	

よく合っている	 合っていない	

成功の理由を挙げて論じる	 どうして?	

装置とか手法とかの限界・制約	 ミスとかハプニングとか	

「その条件下では妥当な結果である」と論じる	

「その点を除いては妥当な結果である」と論じる	

この実験操作においては，振動や容器内の汚れが実験結果に影響する
可能性が考えられた． 

そこで，実験開始時に実験器具を十分に洗浄しておくとともに，測定中に
容器が動かないよう，容器は手で支えずにスタンドを用いて固定した．	

その結果，理論値の93 %という値が得られた．	

このことから，器具の清浄度や容器の保持が実験結果に影響することが
わかった．	

テキストや実験書の注意事項に書かれていることが多い	

論理的つながり	

論理的つながり	

結論	

理論値の67 %という値が得られた． 

理論値に到達しなかった理由の一つとして，サンプル回収操作が困難なも
のであったことが挙げられる． 

容器内部の壁面に付着したサンプルを薬さじで回収する操作は困難であり，
反応後の試料の2割程度のサンプルを残したまま，次の操作に進まなけれ
ばならなかった． 

ここでサンプルを十分に回収できていれば，理論値の9割近くの結果が得ら
れていただろう． 

やりにくい作業のときは要チェック	

根拠となる数値	

うまく行ったグループに様子を聞いてみよう	

理論値の35 %という値が得られた．	
理論値に対して低い値にとどまっている理由として，以下の3点が考えられる． 

第一に，器具の洗浄が不十分であった点である． 

今回の実験においては，器具を前もって洗浄することなく実験を始めた．	

しかし，この実験操作は，容器内の汚れが実験結果に影響するものであるため，
十分な洗浄を行った後に操作を行っていれば，収率が向上した可能性が考えられ
る．	

複数考えてみよう	

めんどうだとか，適当にやってしまおう，などと感じていることが多い	

上手く行っているグループの情報を仕入れておくと参考になる	

実験書を読むとヒントが書かれていたりする	
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重要	

重要ではない	

よくあることです	

「なぜ」そうなったのだろう?	

考えてみる	

参考資料を調べてみる	

悩んでみる	

ノートに記しておこう	「考察」のネタにする	

実験おわった	

レポート書こう	

考察どうしよう・・・	

ネタ探しネタ探し	

苦し紛れに感想文など・・・	

それ，ダメです	

原理と操作と歴史の予習	

考察ネタの準備	

実験やりながら考察ネタ選び	

これなら楽ですね	

実験おわった!	

レポート書こう!	

すべての情報源リスト	

専門書	
教科書	

事典	

学術雑誌	 データベース	

インターネット	 新聞	

明記:どこに記されている情報なのか	

明記	

明記しない	

「引用」	 正当な行為	

不正行為	「剽窃」	

ひょうせつ	

処罰の対象	
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それを見た第三者が，その情報源にたどりつける書き方	

著者名	 章名・論文名	 出版社	 出版年	書籍名	

[1] 木下 是雄: 理科系の作文技術，中央公論新社，1981．	

[2] 野島 高彦，竹中 繁織: DNA四本鎖構造を利用したカリウムイオンの検
出，機能材料，Vol. 24，No. 4，pp. 5-9，2004． 

[3] T. Nojima, T. Yamamoto, H. Kimura, T. Fujii: Polymerase chain 
reaction-based molecular logic gate coupled with cell-free transcription-
translation as a reporter, Chemical Communications, No. 32, pp.
3771-3773, 2008.	

●指定された項目はすべて記されているか?	

●図表番号に重複・欠落はないか?	

●図表番号と本文とは対応しているか?	

●単位に誤りはないか?	

●計算間違いをしていないか?	

テキストをチェックせよ	

一つずつ参照せよ	

検算せよ	


