テレビ学習メモ

第28回

指示薬とpHの測定

講師

加賀谷 愛

学習のねらい
水溶液の pH を調べるには，
pH によって色が変わる「pH 指示薬」という薬品を使う方法や，
「pH
メーター」という測定器を使う方法があります。また，水溶液が酸性か塩基性か調べるために，
色が変わることでわかるリトマス試験紙を使いました。さらに詳しく調べるには，pH 指示薬を
ろ紙に染み込ませた「万能 pH 試験紙」を利用します。今回は，pH の測定方法と身の回りの物
質と pH について，学習しましょう。
ポイント
いろいろな pH 指示薬

身の回りの物質の pH

環境の pH

今回のキーワード

pH 指示薬，メチルオレンジ（MO）
，フェノールフタレイン（PP）
，
ブロモチモールブルー（BTB）
，変色域，混合指示薬，
▼

万能 pH 試験紙，pH メーター，酸性雨，海の酸性化

いろいろな pH 指示薬
酸性では青色リトマス試験紙が赤色に，塩基性では赤色リトマス試験紙が青色になる。例え
ばブロモチモールブルー（BTB）溶液は，酸性では黄色，中性では緑色，塩基性では青色を示す。
このように溶液の pH で特有の色を示す物質を「pH 指示薬」という。pH 指示薬にはいろい
ろな種類があり，指示薬によって，色が変化する pH の範囲が異なる。pH 指示薬の色が変化
する pH の範囲を，その pH 指示薬の「変色域」という。
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◦実験

指示薬と pH の測定

pH 指示薬の変色域を調べる

pH1 から 12 まで正確に測定した水溶液に，pH 指示薬を入れて色の変化を見ていく。

■メチルオレンジ（MO）
pH １から２の酸性では赤色，pH3 を超えると次第に薄くなり，pH5 では黄色になっ
た。メチルオレンジ（MO）の変色域は 3.1 ～ 4.4，酸性の変化がわかる指示薬だ。

▼

■フェノールフタレイン（PP）
pH ７までは無色だが，pH ８を超えると赤みを帯び始めた。フェノールフタレイン
（PP) の変色域は 8.0 ～ 9.8，塩基性の変化がわかる指示薬だ。

■ブロモチモールブルー（BTB）
このブロモチモールブルー（BTB）の変色域は 6.0 ～ 7.6，中性は緑色，酸性は黄色，
塩基性は青色になる指示薬だ。
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指示薬と pH の測定

pH 指示薬の色の変化と pH の関係は次の図のようになっている。
測定する pH によって，その pH に適した pH 指示薬を選んで測定すればいい。
指示薬
メチルオレンジ（MO）

赤色

赤色 黄色
3.1〜4.4

黄色

フフェノールフタレイン（PP） 無色
ブロモチモールブルー（BTB）

無色 赤紫色
8.0 〜 9.8

黄色

黄色 緑色 青色
6.0 〜 7.6

赤紫色
青色

■混合指示薬
混ぜ合わせた指示薬のことを「混合指示
薬」という。メチルオレンジ，フェノール
フタレイン，そして BTB を１: １: ５の割
合で混ぜた混合指示薬を，pH1 ～ 12 の
水溶液に入れると，酸性では赤色から黄色，
中性では緑色，塩基性では青色から紫色へ
とだんだん色が変化していった。混合指示薬では，それぞれの指示薬では見ることがで
▼

きない，広い範囲でのおおよその pH を測定できる。

変色域

いろいろな pH 指示薬を混合して，ろ紙に染み込ませ，乾燥させたものが「万能 pH 試験紙」
で，pH1 から 11 まで，おおよその pH が測定できる。また，pH の測定には，pH 指示薬だ
けではなく，電気的に pH を測定する「pH メーター」も使われている。pH メーターは，測
定する溶液の中に電極を浸して，pH を調べることができる。
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指示薬と pH の測定

身の回りの物質の pH
万能 pH 試験紙を使って，身の回りの物質の pH を測定してみよう。まず，測定する溶液に，
万能 pH 試験紙をつける。このときの試験紙の色と，pH ごとの色見本になっている比色表の
色とを比較して pH を調べる。

レモンの果汁の pH は約２と酸性を示した。酸っぱいと味覚で感じるのは，クエン酸が含ま
れているため。このレモンを紅茶に入れたレモンティーの pH は約４，そしてコーヒーの pH
は約 5，ヨーグルトの pH は約 4，また，こんにゃくの pH は約 11 だった。実は，こんにゃ
しょう せっ かい

くは製造するときに食用の水酸化カルシウム（消石灰）を加えているため、塩基性になるの
▼

で pH がこの値となる。食べもの以外では，ヤシの油などからつくった固形石けんは塩基性で，
ぶんぴつ

水に溶かした石けん水の pH は約 9 を示した。さらに，ヒトの体内で分泌される溶液の pH は，
だ えき

涙の pH は約 8.2，血液の pH は約 7.4，唾液の pH は約 6.4，汗の pH は約 5.4，胃液は塩酸
が含まれているため，pH 約 1.5 となる。
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指示薬と pH の測定

● pH 測定と農業
pH の測定は，農業でも活用されている。今回，東京都農林総合研究センターを取材した。
まず，野菜の種まきや苗を植える前に，畑の土のサンプルを採取し，土に水を加えて溶かし
て，その溶液の pH を pH メーターで測定する。どうして土の pH を測定するかというと，日
本は雨が多く，土のアルカリ成分が流されてしまって，土壌が酸性に傾きやすいという特徴が
ある。そこで，畑に植える作物によって，最も生育がいい条件の pH になるように，塩基性の
石灰などを土にまいて調整している。生育のいい条件の畑の土の pH は，例えばほうれん草で
は pH6.0 ～ 7.0，大根では pH4.5 ～ 6.0 とされている。なお，強い酸性の土が生育に適した
ブルーベリーのような作物も存在する。

▼

環境の pH
空気中の二酸化炭素 CO2 は，水 H2O と反応して炭酸 H2CO3 になる。したがって，自然の
雨も弱い酸性（pH5.7 程度）となる。これに，石炭や化石燃料が燃焼したり，火山活動で噴
出したりした物質※が加わると，酸性の強い雨となる。pH5.6 以下になった酸性の強い雨を一
般的に「酸性雨」という。酸性雨は，土壌を酸性化し，森林などの生態系にも大きな影響を与
えている。また，大気中の二酸化炭素の増加によって，「海の酸性化」にも影響を与えている
ことがわかってきた。

※大気中に放出された硫黄酸化物（1）や窒素酸化物（2），
それらの一部が化学反応を起こしてできた硫酸H2SO4 や硝
酸HNO3 など。
（1）石炭や石油などに微量に含まれている硫黄を燃やすと
発生する二酸化硫黄 SO2 など。
（2）石炭や石油が高温で燃焼する際，空気中の窒素と酸素
が反応して発生する一酸化窒素 NO など。
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指示薬と pH の測定

出典：気象庁ホームページ

二酸化炭素は海水と化学反応して，水素イオン濃度が高くなり，一般的には弱アルカリ性を
示す海水の pH が酸性に近づいていく。こうした海の酸性化の進行は，サンゴや貝類など，海
の生物たちの生態系にとっても，大きな問題だ。サンゴや貝類の主成分である炭酸カルシウム
をつくるための，炭酸イオンが減少してしまうため，悪影響を与えるのではないかと心配され
ている。
▼

こうした地球環境を守るためにも，pH 測定が使われている。

★自分で“探究”してみよう！
◦今回登場した pH 指示薬のほかに，どんな指示薬があるか調べてみよう。
◦ pH が関連する環境問題について，調べてみよう。
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