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赤外線の波長測定 

～光の性質とその利用における赤外線の観察～ 

１ はじめに 

  新学習指導要領が公示され、理数科目は 24 年度入学生から先行実施される。現行

学習指導要領では、３科目あった総合科目が「科学と人間生活」１科目となり、理

科総合Ａ及びＢのみ、又は総合科目とⅠを付す科目の２科目の履修であった学校の

多くが、「科学と人間生活」を選択すると考えられる。 

新学習指導要領では、「基礎的・基本的な知識・技能の確実な習得、課題解決能

力の育成、言語活動の充実を図り、生きる力を育む」ことを目標とし、「科学と人

間生活」では「自然と人間生活との関わり及び科学技術が人間生活に果たしてきた

役割について、身近な事物･現象に関する観察、実験などを通して理解させ、科学的

な見方や考え方を養うとともに、科学に対する興味･関心を高める」ことを目標とし

ている。 

これを念頭に、身近な機器を用い、準備も簡易で、生徒の興味・関心を高める実

験を考えた。 

２ 単元及び目標 

(1)単 元 

 (２)人間生活の中の科学 ア光や熱の科学 (ア)光の性質とその利用 

(2)目 標 

・光を中心とした電磁波の性質とその利用について理解させる。 

・観察、実験などを通して赤外線の存在を認識し、光の波としての分類や性質を理

解させ、日常生活における赤外線の利用や赤外線が利用される理由について考え

させる。 

・この科目を履修する場合、基礎を付した科目の履修数が少ないと考え、細かな原

理や法則、理論等には余り触れず、赤外線そのものの認識、分類や性質、日常生

活における利用について理解させる。 

(3)教材開発に当たって 

   赤外線は名前をよく聞くが、肉眼で確認できない光(電磁波)である。しかし、

携帯電話や、様々な機器のリモコンに利用されており、充分身近な電磁波の一つ

である。この赤外線を題材に、赤外線の観察及び波長測定の教材開発を行った。 

「科学と人間生活」は総合科目であり、全ての理科教員が担当する機会があるの

で、次のことを念頭に、教材開発を行った。 

①特別な知識や工作技術を必要としない。 

②多くの学校で現有している機器、道具を使用する。 

③安価で、容易に手に入る材料を用いる。 

３ 材 料 

(1)リード線(２)、乾電池(２)、電池ボックス(１～２) 

乾電池２個を直列で使用する。リード線は、クリップ付きが扱いやすい。 

   

            図１                                    図２       図３ 
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(2)比較用赤色 LED(１)  

LED(図４)は発光ダイオードといい、極性があるので注意

が必要である。通常の電気関係の表記のように＋－ではなく、

アノード・カソード(アノードが＋、カソードは－)と表記さ

れ、２本の足の長い方がアノード(＋)である。また、LED を

真上から見ると真円ではなく一部が平らになっている。この

平らな側がカソード(－)である。＋－を逆に接続しても電流

が流れないため発光しない(順方向電流・順電流：ＩF)。 

購入時に確認が必要であるが 、LED の多くは３Ｖで光ら

せることができるので LED に直接電池２個を直列に接続し

てもよい。LED は１個 100 円以下で購入することができる。

模型屋か電子パーツショップ、ネット通販、教材取扱い業者

で購入可能である。発光波長を含め LED の情報はデータシー

トに記載されている。 

LED には抵抗値が記されていないので、抵抗を接続し、LED に掛けてよい電圧(順

方向電圧・順電圧：ＶF)になるように、調整する。接続する抵抗の値は、次式で表

される。 

 
 

 

 

 

 

 

 

(3)回折格子(１) 

ガラスに細かい筋(スリット)が等間隔に入ったもので(図５)、ほとんどの学校

にある。回折格子は、スリットの間隔を「格子常数」として表すが、図５の回折

格子は「500 per 10mm」とあるので、10mm 当たり 500 本有り、ｄｄｄｄ＝10×10-3/500(m)

である。 

回折格子に光が入射すると、光がスリットに直角な方向に広がる(回折する)が、

スリットが沢山並んでいるため、その光が干渉し合い、図７のような現象が起き

る。CD－ROM は、回折格子と同じような構造(反射型ではあるが)のため、同じ現象

が起きる。図６は、CD－ROM に赤外線を当て、その反射光を撮影したもので、中心

の反射光の左右にかすかな点が見える。(図６-１拡大) 

 
 

 

(4)赤外線発光機器(１)  

赤外線を発光させる機器は身近に数多くある。例えばテレビや DVD プレーヤー

などのリモコン、携帯電話などである。 
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(5)赤外線観察機器(１) 

赤外線はディジタルカメラで観察できるが、高級なディジタルカメラには、赤

外線をカットするフィルターが付いているものがあり、撮影できないこともある。 

また、携帯電話に付属のカメラでも十分観察でき、この資料の画像は、全て携帯

電話で撮影した。 

４ 手 順  

(1)準 備 

①比較用 LED の赤色光と赤外線の観察 

 ・比較用 LED に電源をつなぎ発光させ、ディジタルカメラで観察する。LED の外観は

無色透明であるが赤色光が観察できる。赤色灯のように

白色光をフィルターに掛けるのではなく、赤い光を出し

ていることが確認できる。 

 ・リモコンのボタンを押し、赤外線を発光させ(図８)、発 

  光部にディジタルカメラを向け、表示画面で赤外線が出 

ている様子を観察する。この時、カメラの性能によって 

は、リモコンのボタンによる送信信号が異なるため、異 

なる点滅の様子が分かる。 

・リモコンによっては、赤外線発光部が黒いフィルターに 

 覆われているが(携帯電話も同様)、可視光を通さない黒 

いフィルターでも赤外線は観察できる。 

②ディジタルカメラに回折格子を密着させる。 

・回折格子はできるだけ慎重に扱いたいが、直接カメラのレン 

 ズ部に手で持ってかぶせるのが手っ取り早い。(図９) 

・スリットの入っていない方をレンズに密着させ、スリット側 

はレンズに触れないようにする。又、向きに注意する。 

③比較用 LED と赤外線発生機器の固定 

・赤外線と比較用 LED の光を同時に撮影するため、比較用 LED 

を赤外線発生部の真上に来るように、テープなどで固定する。 

・固定したものを、スタンドなどに固定する。LED は、指向性が強いため、光の出る

方向を考慮する必要がある。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)測 定 

①比較用 LED と赤外線をそれぞれ発光させる。 

②１ｍほど離れた地点からディジタルカメラで 

 撮影する。 

・両脇にできる光の点(明線)の位置は、光源か 

らの角度によるもので、光源からの距離によ 

り明線の間隔は変化しない。したがって、ど

図８ 
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の距離から撮影してもよい。 

・スリットの方向と、明線の並ぶ方向は垂直になる。 

・カメラのズーム機能を利用して、

明線の数が適当(両脇各２個以

上)になるように調整する。 

③撮影した写真を印刷できればよ

いが、時間が掛かるので画面上で

明線の間隔を測定する。 

④間隔が狭い場合は、表示を拡大 

する。 

(3)結 果 

①図 12 から、赤外線の方が赤色より明線間隔が広いことが分かる。 

 ②明線の間隔は次式で表される。 

③この実験では、l 及び はどちらの光も同じであり、 は に比例する。したがって、

赤外線の波長を比較用 LED の波長との比で求めることができる。 

５ 補 足 

(1)リモコンに赤外線が利用される主な理由 

以前から赤外線を利用したリモコンはあり、送信側はごく短い時間にモールス信

号のように点滅し、機能に応じた信号を出す。リモコンには、赤外線以外に電波、

可視光線、超音波等が考えられるが、次の条件が必要である。 

 ・短時間に信号を送信することができる。 

 ・目的の機器以外、リモコンからの信号以外で反応しない。 

・生活の邪魔にならない。 

・人体等に影響がない。 

電波は壁を通過するため、隣近所に同製品があれば反応してしまう。可視光線は、

リモコン操作のたびに光が目に入り邪魔であり、他の光で誤作動を起こす可能性が

ある。超音波は、人には聞こえないため使われたこともあったが、誤作動があり、

現在では一般には使われない。 

赤外線は目に見えず、屈折や散乱しにくく、壁を通り抜けず、比較的高出力で安

価な LED があり、広く一般に使われるようになった。なお、光を短く点滅させるた

めには、通常のフィラメント方式では不可能なため、LED が使用されている。また、

赤外線のような波長の長い光は透過性がよく、多少のほこりが付いても気にしなく

てよい点が上げられる。 

 

(2)ディジタルカメラで赤外線が観察できる理由 

ディジタルカメラ(アナログビデオカメラも同様)は、フィルムの代わりに CCD や

CMOS といった受光素子で光を捉え、それを画像処理し画像を構成する。しかし、こ

の受光素子は光の強さを電気信号に変えることはできるが、色を感知することがで

きないため、受光素子の前面にＲＧＢ各色のフィルターをかぶせ、それぞれの色の

光の強さを感知させている。したがって、一つの点(画素)に、三つの受光素子(ＲＧ

Ｂ)が使われている。このフィルターが赤外線を通すため、赤外線が撮影できると考

えられる。よって、赤外線をカットするフィルターの付いた高級カメラでは、赤外

比較用 LED 光源 

通信機器光源 光の点 

 

Δx２’ Δx１’ Δx１ Δx２ 

Δx２’ Δx２ Δx１’ Δx１ 
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線を撮影できない。 

赤外線は人の目に見えない光なので本来色はない。赤外線が何色に表示されるか

はフィルターや機器の特性によるが、主に白(または薄紫)になる。これは、ＲＧＢ

のフィルターがそれぞれ、ほぼ同量の赤外線を透過しているからと考えられる。 

６ 結果(例) 

(1)質 問 

赤外線によって通信している機器を挙げなさい。    

テレビテレビテレビテレビなどのなどのなどのなどの家電製品家電製品家電製品家電製品ののののリモコンリモコンリモコンリモコン、、、、携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話などのなどのなどのなどの赤外線通信赤外線通信赤外線通信赤外線通信                                                                                                                                                

 

上で挙げた機器を赤外線通信させ、ディジタルカメラを通してみるとどのように

見えるか。 

信号発信部信号発信部信号発信部信号発信部がががが白白白白くくくく光光光光るるるる。。。。細細細細かくかくかくかく瞬瞬瞬瞬いているいているいているいている。。。。                                                                                                                                                        

    

(2)測定結果及び処理  

比較用 LED の波長＝（  ６２３ｎｍ  ） 

①測定結果 

 Δx２’ Δx１’ Δx１ Δx２ Δx の平均 

赤外線(mm) １３１３１３１３....００００    １３１３１３１３....２２２２    １３１３１３１３....１１１１    １３１３１３１３....００００    １３１３１３１３....０５０５０５０５    

比較用 LED(mm) ９９９９....００００    ９９９９....００００    ９９９９....００００    ９９９９....００００    ９９９９....００００    

 

②赤外線の波長 

波長とΔx の値は比例関係にあるので、 

 （赤外線の波長）：（比較用 LED の波長）＝（赤外線のΔx）：（比較用 LED のΔx） 

によって求めることができる。   赤外線の波長＝   ９０３９０３９０３９０３ｎｍｎｍｎｍｎｍ   

(3)発 展 

①白色 LED を同様に観察するとどのようになるか。    

光源光源光源光源をををを中心中心中心中心としてとしてとしてとして青青青青からからからから赤赤赤赤のののの光光光光がががが連続的連続的連続的連続的にににに広広広広がりがりがりがり、、、、それがそれがそれがそれが繰繰繰繰りりりり返返返返されるされるされるされる。。。。    

②直視分光器を用いて、様々な光を観察しよう。 

蛍光灯蛍光灯蛍光灯蛍光灯はははは、、、、特特特特にににに光光光光のののの強強強強いいいい部分部分部分部分(RGB)(RGB)(RGB)(RGB)がががが幾幾幾幾つかあるつかあるつかあるつかある。ＴＶ。ＴＶ。ＴＶ。ＴＶはははは RGBRGBRGBRGB のののの 3333 色色色色しかしかしかしか観観観観    

測測測測できないできないできないできない。。。。    

 

７ まとめ 

  この実験は、生徒が光、波、波長や、電磁波の種類、光のスペクトルと赤外線・

紫外線などについての基礎的な学習を済ませているとよい。 

実験後、測定した光が本当に赤外線だったのかについては、生徒が自ら電磁波の

波長を教科書などで調べ、｢目には見えないが、ディジタルカメラに写る光｣につい

て検証してもらいたい。 

また、この実験は実験の原理や、電磁波、赤外線に更に興味をもった生徒には不

十分であり、実験プリントにも「詳細は物理で学習」としか書かなかった。これに

ついては、教師の働き掛けが必要である。 

ここでは、簡単にでき、特別な装置や器具を必要としないことを念頭に、複雑化

することを避けた。また、様々なものがブラックボックス化しており、分からない

ものも多い。目に見えないものを観察し、その正体を突き止めただけでも充分に科

学に興味をもたせるきっかけになるのではないかと考える。  


