
凸レンズの働き

Ⅰ 生徒の思考過程によりそった「凸レンズによる像のでき方」の観察・実験例

１ 凸レンズによる像のでき方の実験例のあらまし

凸レンズによる像の学習では，始めに像のでき方の規則性を実験して気付かせ，次に物体（光源）

からの光線の作図によって像のできる位置や大きさの変化を理解させる流れが一般的である。しか

し，作図方法が分かっても，なぜ凸レンズによって像ができるのかといった本質的な理解が深まり

にくいというのが実態である。

そこで，まず物体（光源）から発する光を光源装置を使って視覚化し，凸レンズを通った後の進

み方を観察させることで，光源からの光の収束するところに像（実像）ができることを視覚的に理

解できるようにする。そして，凸レンズによる像のでき方の規則性を調べる実験，作図へとつなげ

ていくことにより，生徒の思考過程がより整理され，凸レンズの働きに関する一連の学習がよりわ

かりやすくなり，学習効果が高まっていくと考えた。

２ 準備するもの

○ 器具（各グループ(４人)で１つ）

・虫眼鏡，紙（白色 Ａ４）

・半切凸レンズ２個

・光源装置 虫眼鏡 紙 半切凸レンズ 光源装置

・光学台，スクリーン（厚紙など）

・ろうそく（凸レンズの大きさにあったもの），マッチ

光学台 スクリーン ろうそく

３ 学習前の観察・実験の指導の手立て

・事前に学習した光の屈折に関する内容をまとめておくように伝える。

空気→ガラスの境界面での屈折 ・・・入射角＞屈折角

ガラス→空気の境界面での屈折 ・・・入射角＜屈折角

４ 観察・実験の手順・様子

（１）凸レンズによる焦点を確認する様子【観察・実験例１】

虫眼鏡と紙を用意し，太陽光のあたる窓側等に移動させ，太陽光に対して

虫眼鏡をおよそ垂直になるよう傾け，紙に焦点がうつるようにする。

（２）凸レンズによる実像（外の風景）を確認する様子【観察・実験例２】

虫眼鏡と紙を用意し，窓の方へ虫眼鏡，逆の方へ紙を設置し窓の外の風景を

紙にうつす。

（３）凸レンズによる光の進み方を確認する様子【観察・実験例３】

半切凸レンズを２個合わせ方眼紙の上に置き，光源装置から次の２つの光線を入射する。

凸レンズの光軸に平行な光線 凸レンズの中心を通る光線



（４）凸レンズによる像のでき方を調べる様子【観察・実験例４】

ア 凸レンズの焦点距離を測定しておく。

イ ろうそくは，光学台に設置したとき，炎の先が凸レンズの上部付近になるように切って長さを

そろえておく。実験に時間がかかるとろうそくが短くなり，測定がしづらくなるので予備を含め

て，２～３本用意しておく。

ウ ろうそくは，凸レンズから遠い位置から，徐々に凸レンズに近づけていき，そのとき像がはっ

きりとうつる位置にスクリーンを調節する。

２Ｆより遠い位置 ２Ｆ～１Ｆの位置

（５）凸レンズによる虚像を確認する様子【観察・実験例５】

ろうそくを焦点より内側に設置したとき，スクリーン上に像は

できないが，スクリーン側から凸レンズをのぞくと正立の虚像を

見ることができる。

ろうそくの虚像

５ 学習後の観察・実験の指導の手立て

カメラやルーペの原理が凸レンズのはたらきによることを知らせ，さらに近視用のメガネに使わ

れている凹レンズのはたらきについても触れ，日常生活との関連につなげていく。

６ 器具や薬品の扱い方等

（１）指導面

光に関する実験なので，理科室内が明るすぎたり，暗すぎたりすると実験に支障が出る。教師

が暗幕や室内灯で適切な明るさに調節するとよい。

（２）安全面

・太陽光を使い焦点を確認する実験では，発火する場合があるので，発火しても危険がないよう

に十分なスペースと防火用の水を用意しておく。

・ろうそくの炎によってやけどをしないよう十分に注意を促すと共に，やけどをした場合，水道

水を患部にあてるなどの処置のしかたについても伝えておく。

Ⅱ 指導の例

１ 単元名 凸レンズの働き

２ 単元のねらい

凸レンズの働きについての実験を行い，物体の位置と像の位置及び像の大きさの関係を見いだす

こと。

３ 指導計画 （全３時間）

凸レンズのはたらき（３時間） 本時１／３，２／３，３／３

４ 学習問題

凸レンズでできる像には，どのようなきまりがあるのだろうか。



５ 観察・実験の展開例

（１）ねらい

・凸レンズによる光の進み方を調べる実験を進んで行い，なぜ凸レンズによって実像ができるの

かを意欲的に探究しようとする。 （関心・意欲・態度）

・物体と凸レンズの距離を変え，実像や虚像ができる条件を調べ，像の位置や大きさ，像の向き

についての規則性を定性的に見いだすことができる。 （科学的な思考・表現）

・物体と凸レンズの距離を変えた時の像のでき方のちがいを作図によって確かめることができ

る。 （観察・実験の技能）

（２）展開 （３時間扱い） ※評価の観点

時間 学習内容・学習活動 指導上の留意点と評価の観点

１ １ 凸レンズの基本的な性質を確認する実験を

行う。（グループ実験） ・直接太陽を見させないようにする。

①理科室の窓側から入る太陽光に対して垂直 ・光が集まった点を「焦点」とよぶことを

に凸レンズをかざし，太陽光を紙上の１点 説明する。

に集める。【観察・実験例１】 ・スクリーンに景色が逆さまにうつってい

②理科室の窓側に，凸レンズと紙（スクリー ることを確認させる。

ン）を設置し，紙上にはっきりと像ができ ・スクリーンにうつったものを「実像」と

るように凸レンズの位置を調節する。 よぶことを説明する。

【観察・実験例２】

凸レンズによって実像ができるのはなぜだろうか。

２ 光源から出た光が，凸レンズを通ってどの ・既習事項である空気とガラスの境界面で

ように進むのか予想し，発表する。（全体） の光の屈折について確認し，予想させる。

・ワークシートの図中に記した光源から凸レ ・凸レンズの長軸に対して垂直で中心を通

ンズまで引いた２つの直線（光軸に平行な る直線を「光軸」とよぶことを説明する。

光線，中心を通る光線）に続く形で，予想

した光線の道すじを引く。

３ 光源から出た光が凸レンズを通ってどのよ ※凸レンズによる光の進み方を調べる実験

うに進むのか調べる実験を行う。（グループ を進んで行い，なぜ凸レンズによって実

実験） 像ができるのかを意欲的に探究している。

【観察・実験例３】 （関心・意欲・態度）

凸レンズによる光の進み方を調べる ・光軸に平行に入射した光は，光軸側へ屈

①光軸に平行な光を入射する。 折することを確認させる。屈折光は，凸

実験結果をワークシートに記入する。 レンズの左右それぞれの表面で屈折する

が，便宜上，凸レンズの長軸上で屈折す

②凸レンズの中心に向かう光を入射する。 るようにして作図させる。

実験結果をワークシートに記入する。 ・凸レンズの中心に向かった光は，そのま

ま直進することを確認させる。

③実験結果から実像ができる理由を考察する。・２つの光線の交点に着目させ，光軸より

上側にあった光が下側に移ったことを確

④まとめをおこなう。 認させる。

・光軸に平行に入射した光線は，焦点を通るように屈折する。

・レンズの中心に入射した光線は，そのまま直進する。

→この２つの光線の交点に実像がうつる。



４ 凸レンズの焦点距離について知る。 ・凸レンズと焦点までの距離は，それぞれ

・天井の蛍光灯の像を紙にうつしておよその焦 の凸レンズで異なることやその間の距離

点距離を測定する。（演示実験） を「焦点距離」と呼ぶことを説明する。

※評価の観点

時間 学習内容・学習活動 指導上の留意点と評価の観点

２

凸レンズでできる像には，どのようなきまりがあるのだろうか。

５ 凸レンズによる像のでき方を調べる実験を

行う。（グループ実験）

【観察・実験例４】

凸レンズによる像のでき方を調べる ・凸レンズの焦点距離を測定させておく。

①光学台の中央に凸レンズを固定し，焦点の ・あらかじめろうそくを光学台に設置した

位置にしるしをつける。 ときに凸レンズの上部付近に炎がおさま

②光学台の一方にスクリーン，もう一方の端 るようにろうそくの長さをあわせて切っ

に火をつけたろうそくを設置する。 ておく。

③像ができるようにスクリーンを動かす。 ・暗幕を閉め，室内を暗くする。

④ろうそくの位置をレンズに少しずつ近づけ，・スクリーン上にはっきりと像がうつる位

像ができる位置を調べる。 置で，レンズから像までの距離や像の大

・ア～エのような像ができる光源とスクリーン きさについて調べさせる。

の位置を調べ，そのときの光源と凸レンズ， ・ろうそくが燃え，短くなったらろうそく

凸レンズとスクリーンの距離をそれぞれ測定 を交換させる。

する。

ア 実物より小さい像 ※物体と凸レンズの距離を変え，できる像

イ 実物と同じ大きさの像 の位置や大きさについての規則性を定性

ウ 実物より大きい像 的に見いだしている。

エ スクリーンに像ができない （科学的な思考・表現）

⑤実験結果をワークシートの表に記録し，気

づいたことや考察を記述する。

考察１:光源の位置と像の位置との関係
考察２:光源の位置と像の大きさとの関係

⑥まとめをおこなう。

・光源を凸レンズに近づけるほど，像の位置は遠くなる。

・光源を凸レンズに近づけるほど，像の大きさは大きくなる。

・光源を焦点より凸レンズに近づけて置くと，像はできない。

・光源の像は，スクリーンに上下左右，逆にうつる。

６ スクリーンに像ができない場合，凸レンズ ・光源が焦点の内側にあるとき，光源の反

を通して光源を見るとどのような像が見える 対側から覗くと，光源が大きく見えるこ

か調べる。（グループ実験）【観察・実験例５】 とを確認させ，その正立の像を「虚像」

と呼ぶことを説明する。



※評価の観点

時間 学習内容・学習活動 指導上の留意点と評価の観点

３

凸レンズによってできる像を作図によって確かめよう。

７ 凸レンズによってできる像をワークシート

に作図する。（個人） ・光軸に平行な光線，凸レンズの中心を通

【実習】凸レンズによる像のでき方を作図する る光線の交点から，できる像の位置が決

～光源の位置～ まることを確認する。

ア 焦点距離の２倍よりも遠い位置 ・物体の上部は２つの直線の交点に，物体

イ 焦点距離の２倍の位置 の下部は光軸上におよそ相似形になるよ

ウ 焦点距離の２倍～焦点距離の位置 うに像を描かせる。

エ 焦点距離の位置

オ 焦点距離よりも近い位置 ※物体と凸レンズの距離を変えた時の像の

でき方のちがいを作図によって表してい

８ 作図した像の位置や大きさ，向きについて る。 （観察・実験の技能）

まとめ，発表する。（全体）

ア 近い・小さい実像 イ 等しい・等しい実像 ウ 遠い・大きい実像

エ できない オ 虚像

Ⅲ よりよい観察・実験にするために

１ 生徒・教師の失敗例

（１）実像のできる位置や大きさが理論値と合わない。

＜対処法＞

・使用する凸レンズの焦点距離の数値を正確に把握していないと，実像ができる位置や大きさの理

論値とのずれが大きくなってしまうので，焦点距離の測定（懐中電灯を垂直にあてる等）を数度

行い，より正確な焦点距離を求めてから実験に取り組むとよい。

ただ，物体（光源）の厚みや物体を立てたときの軸が多少傾いたりする等の影響で，実像の出

来る位置は理論値とずれてしまうことはあるが，数％ぐらいのずれは誤差として扱ってよいと感

じている。

（２）実像が上下方向に逆になることは理解するが，左右方向に逆になることの理解が不十分である。

＜対処法＞

・懐中電灯の先の片側半分を色付きセロハン紙で覆い，凸レンズに入射

するとスクリーンでは反対側に色がついて見えることから，左右方向

についても逆転することが確かめられる。

赤色セロハン紙で光源を半分を覆った時の像

２ 経験談から

凸レンズの働きに関する内容は，空間認識が必要なため，教科書や紙媒体だけではなく，実際に

実験を行うことが，より大切であるといえます。また，「凸レンズによる像のでき方」を調べる学

習では，はじめに凸レンズを通る２つの光線の道すじ（光軸に平行な光線，レンズの中心を通る光

線）について，光源装置と凸レンズを使って調べる実験を行い，その交点に実像ができることを視

覚的に十分理解させておくことが，重要だと考えます。そして，その学習内容を踏まえて，物体と

凸レンズの距離のちがいによる像のでき方のちがいを学ばせ，最後に２つの直線を使った作図によ



って像のでき方のまとめを行う指導順序が，より効果的に理解を深める指導方法だと実感していま

す。

※参考資料
１ 授業で使用したワークシート

（１）観察・実験例１「凸レンズによる光の進み方」で使用したワークシート

（２）実習「凸レンズによる像のでき方の作図」で使用したワークシート
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