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【FdData 中間期末：中学理科 2 年：天気】 
 
[飽和水蒸気量・露点／湿度・湿度を求める実験／計算問題・グラフを使った問題など／ 
雲のできかたを調べる実験／上昇気流と雲／水の循環／総合問題／ 
FdData 中間期末製品版のご案内] 
 
[FdData 中間期末ホームページ] 掲載の pdf ファイル(サンプル)一覧 
※次のリンクは[Shift]キーをおしながら左クリックすると，新規ウィンドウが開きます 
理科：[理科 1 年]，[理科 2 年]，[理科 3 年]  ([Shift]＋左クリック) 
社会：[社会地理]，[社会歴史]，[社会公民]  ([Shift]＋左クリック) 
数学：[数学 1 年]，[数学 2 年]，[数学 3 年]  ([Shift]＋左クリック) 
※全内容を掲載しておりますが，印刷はできないように設定しております 
  
【】水蒸気の変化 
【】飽和水蒸気量・露点 
[飽和水蒸気量と温度] 
[問題](3 学期) 

1m3 の空気がふくむことのできる水蒸気の最大質量を何というか。 
[解答欄] 

 

[解答]飽和水蒸気量 
[解説] 

空気中にふくむことのできる水蒸気
すいじょうき

(気体)の質量には限度があ

る。たとえば，気温が 30℃のとき，空気 1m3 中にふくむこと

ができる水蒸気の最大質量は約 30.4gである。この最大質量を

飽和
ほ う わ

水蒸気量
すいじょうきりょう

という。 

飽和水蒸気量は温度が低くなると小さくなる。たとえば，

気温が 30℃→20℃→10℃と下がっていくと，飽和水蒸

気量は，30.4g/m3→17.3g/m3→9.4g/m3 と小さくなって

いく。30℃で 20g/m3 の水蒸気をふくむ空気は，あと，

30.4－20＝10.4(g/m3)の水蒸気をふくむことができるが，

20℃まで温度を下げると，20－17.3＝2.7(g/m3)の水蒸気

が水滴
すいてき

として出てくる。 
※出題頻度：「飽和水蒸気量〇」「温度が下がれば飽和水蒸気量は小さくなる〇」 
(頻度記号：◎(特に出題頻度が高い)，〇(出題頻度が高い)，△(ときどき出題される)) 
 

http://www.fdtext.com/dat/index.html
http://www.fdtext.com/dat/index.html#rika1
http://www.fdtext.com/dat/index.html#rika2
http://www.fdtext.com/dat/index.html#rika3
http://www.fdtext.com/dat/index.html#shakai
http://www.fdtext.com/dat/index.html#rekisi
http://www.fdtext.com/dat/index.html#koumin
http://www.fdtext.com/dat/index.html#suu1
http://www.fdtext.com/dat/index.html#suu2
http://www.fdtext.com/dat/index.html#suu3
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[問題](1 学期中間) 
 次の文章中の①，②，④の(  )内からそれぞれ適語を選べ。③には適語を入れよ。 

空気中にふくむことのできる①(水滴／水蒸気)の質量には限度があり，この状態をこえる

と(①)は②(水滴／水蒸気)になる。空気 1m3 中にふくむことができる(①)の最大質量を

( ③ )という。(③)は温度が下がれば④(大きく／小さく)なる。 
[解答欄] 

① ② ③ ④ 

[解答]① 水蒸気 ② 水滴 ③ 飽和水蒸気量 ④ 小さく 
 
 
[問題](3 学期) 

気温が 18℃で，1m3中に 13.6g の水蒸気をふくむ空気がある。この空気は，1m3 中にあと

何 g の水蒸気をふくむことができるか。ただし，18℃のときの飽和水蒸気量を 15.4 g/m3 と

する。 
[解答欄] 

 

[解答]1.8g 
[解説] 
気温が 18℃のときの飽和水蒸気量は 15.4 g/m3 であるので，1m3中に，あと  
15.4－13.6＝1.8(g)の水蒸気をふくむことができる。 
 
 
[露点] 
[問題](後期期末) 
 温度を下げていくと，空気中の水蒸気が凝結して水滴になる。空気にふくまれる水蒸気が

凝結し始める温度を何というか。 
[解答欄] 

 

[解答]露点 
[解説] 
例えば，30℃で 1m3 中に 9gの水蒸気をふくむ空気があった

とする。30℃のときの飽和
ほ う わ

水蒸気量
すいじょうきりょう

は約 30g/m3 なので，

30℃のときは水蒸気は水滴
すいてき

となって出てくることはない。温

度が下がっていくと飽和水蒸気量は小さくなっていく。 
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気温が 10℃に下がったとき，飽和水蒸気量は約 9g/m3 になる。気温を 10℃より下げると，

飽和水蒸気量は実際にふくまれている水蒸気量より小さくなり，水蒸気の一部が水滴に変わ

る。この現象を凝結
ぎょうけつ

という。空気にふくまれる水蒸気が凝結し始める温度を露点
ろ て ん

という(こ
の場合は 10℃)。 
※出題頻度：「水蒸気→水滴〇」「凝結〇」「露点◎」 
 
 
[問題](1 学期中間) 
 次の文章中の①～③に適語を入れよ。 

右図のように，金属製のコップにくみおきの水を入れ，氷を

入れた試験管を入れたところ，しばらくしてコップの表面がく

もった。これは，コップのまわり空気が冷やされ，空気中にふ

くむことのできなくなった( ① )が小さな( ② )になって

コップの表面についたためである。この(②)ができはじめる温

度を( ③ )という。 
[解答欄] 

① ② ③ 

[解答]① 水蒸気 ② 水滴 ③ 露点 
[解説] 
金属製のコップは熱を伝えやすいので，コップのすぐ外

側の空気の温度はコップ内の水温とほぼ同じになる。 
水温を下げていくと，すぐ外側の空気の温度も下がって

いき，やがて露点
ろ て ん

に達する。露点よりも温度が下がると，

すぐ外側の空気中にふくむことのできなくなった水蒸気が凝結
ぎょうけつ

して水滴
すいてき

になり，コップの

表面がくもる。 
 
[問題](後期期末改) 

次は，冬にあたたかい部屋の窓ガラスに水滴がつく現象について，まとめた文章である。

文章中の①～④の(  )内からそれぞれ適語を選べ。 
冬は窓ガラスをはさんで，部屋の中と外の温度差が①(大きい／小さい)。窓ガラスに触れ

ている部分の部屋側の空気が冷やされ，②(融点／露点)以下になり，水蒸気が③(蒸発／凝結)
し，窓ガラスの表面に水滴がつく。部屋の中の 1m3あたりの水蒸気量が多くなると(②)は 
④(高く／低く)なる。 
[解答欄] 

① ② ③ ④ 
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[解答]① 大きい ② 露点 ③ 凝結 ④ 高く 
[解説] 
右の表のように，飽和水蒸気量は温度が高い

ほど大きくなる。そのため，部屋の中の 1m3

あたりの水蒸気量が多くなると露点は高くな

る。例えば，部屋の中の水蒸気量が 4.8g/m3 の場合の露点は 0℃であるが，水蒸気量が 6.9g/m3

の場合の露点は 5℃になる。 
 
 
[問題](補充問題) 
 次のア～エのうち，空気の温度が下がって，露点に達したために起こる現象として適当で

ないものはどれか。1 つ選んで，その記号を書け。 
ア 冷蔵庫から冷えた缶ジュースをとり出したところ，缶の表面がぬれてきた。 
イ 閉めきった部屋で暖房器具と加湿器をつけていたら，窓ガラスがくもった。 
ウ ぬれたコップを冷凍庫に入れておいたところ，コップの水面が凍っていた。 
エ クーラーをつけていたら，クーラーの冷気の吹き出し口に水滴がついてきた。 
(香川県) 
[解答欄] 

 

[解答]ウ 
[解説] 
ア：冷蔵庫から冷えた缶ジュースをとり出すと，缶のすぐ外側の空気が冷やされて露点に達

して，空気中の水蒸気が水滴となって缶の表面に付着する。 

イ：加湿器
か し つ き

で空気 1m3 中の水蒸気量が増加する。また，部屋の中をあたためることによって

外気との温度差ができる。窓ガラスのすぐ内側の空気は外気によって冷やされ，露点に達し

て，空気中の水蒸気が凝結し，水滴となってガラス(部屋側の面)に付着する。 
ウ：水(液体)→氷(固体)の状態変化である。露点とは関係がない。 
エ：クーラーの冷気の吹き出し口の空気が冷やされて，露点に達して水滴ができる。 
 
 
 
 
 
 
 
 

気温(℃) －5  0  5 10 
飽和水蒸気量(g/m3) 3.4 4.8 6.9 9.4 
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【】湿度・湿度を求める実験 
[湿度] 
[問題](3 学期) 

気温が 18℃で，1m3 中に 13.6g の水蒸気をふくむ空気がある。この空気の湿度は何％か。

四捨五入して整数で答えよ。ただし，18℃のときの飽和水蒸気量を 15.4 g/m3とする。 
[解答欄] 

 

[解答]88％ 
[解説] 

例えば 30℃のときの 飽和
ほ う わ

水蒸気量
すいじょうきりょう

は約

30g/m3 であるが，1m3 中に 15gの水蒸気をふ

くんでいるときは，ふくむことのできる最大

量の 50％( 100
30
15

× ＝15÷30×100＝50(％))をふくんでいることになる。このとき湿度
し つ ど

は

50％であるという。湿度は， 

という式で計算することができる。 

この空気は 1m3 中に 13.6g の水蒸気をふくんでおり，気温 18℃のときの飽和水蒸気量は 

15.4 g/m3 なので，(湿度)＝ 100
4.15
6.13
× ＝13.6÷15.4×100＝約 88(％) 

※出題頻度：「湿度は何％か◎」「湿度が～％のとき何 g の水蒸気がふくまれているか〇」 
 
 
[問題](後期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 25℃の空気 1 m3中に 15.0g の水蒸気がふくまれている。このときの湿度は何%か。小数

第 1 位を四捨五入して答えよ。ただし，25℃における飽和水蒸気量は空気 1m3 あたり

23.1g である。 
(2) 気温が 30℃で，湿度が 80%の空気 1m3中には何 g の水蒸気がふくまれているか。小数

第 2 位を四捨五入して小数第 1 位まで求めよ。ただし，30℃のときの飽和水蒸気量を 30.4 
g/m3 とする。 

[解答欄] 

(1) (2) 

[解答](1) 65％ (2) 24.3g 
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[解説] 
(1) 25℃のときの飽和水蒸気量は 23.1g/m3であるので，空気 1 m3 中に 15.0g の水蒸気がふく

まれているとき， より， 

(湿度％)＝ 100
1.23
0.15
× ＝15.0÷23.1×100＝約 65(％) 

(2) 30℃のときの飽和水蒸気量は 30.4 g/m3なので，湿度が 80%のときに空気 1m3 中に実際

にふくまれている水蒸気量は 30.4g の 80％である。したがって， 
(水蒸気量)＝30.4(g)×0.8＝24.32＝約 24.3(g) 
 
 
[問題](3 学期) 
 次の各問いに答えよ。ただし，20℃のときの飽和水蒸気量を 17.3 g/m3とする。 
(1) 次の①，②に当てはまる語句を答えよ。 
 
 
(2) 気温 20℃で，空気 1m3 中に 10.0g の水蒸気をふくんだ空気の湿度を整数で答えよ。  
(3) 20℃の空気 1m3 の湿度が 40%であった。この空気中にふくまれている水蒸気量は約何 g

か。整数で答えよ。 
[解答欄] 

(1)① ② (2) (3) 

[解答](1)① 水蒸気 ② 飽和水蒸気 (2) 58％ (3) 7g 
[解説] 

(1)(2) ＝ 100
3.17
0.10
× ＝10.0÷17.3×100 

＝約 58(％) 
(3) (水蒸気量)＝17.3(g)×0.4＝約 7(g) 
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[湿度を求める実験] 
[問題](1 学期中間) 
 気温が 30℃の日，右図のように金属製のコップにく

みおきの水を入れ，これに氷水を加えていったところ，

コップの表面が白くくもりはじめた。このときの水温

は 15℃であった。下の表は，気温と飽和水蒸気量との

関係を示したものである。次の各問いに答えよ。 
(1) コップの表面がくもりはじめたのは空気中の何が

凝結したためか。 
(2) くもりはじめたときの温度を何というか。 
(3) この空気の湿度を，四捨五入して整数で求めよ。 
 
 
 
[解答欄] 

(1) (2) (3) 

[解答](1) 水蒸気 (2) 露点 (3) 42％ 
[解説] 
コップの中の水はくみおきの水を使うが，これ

は，最初，水温
すいおん

と気温
き お ん

を同じにしておくためで

ある。氷水を少しずつ加えて水温を下げていく。

コップは金属製
きんぞくせい

のものを使うが，これは金属が

熱を伝えやすいからである。金属製のコップを

使うことで，コップの中の水の温度とコップの

すぐ外側の空気の温度をほぼ同じにすることが

できる。 
この実験では水温が 15℃になったとき，コップの表面が白くくもりはじめる。すなわち，コ

ップのすぐ外側の空気は，15℃になったとき露点
ろ て ん

に達して，水蒸気
すいじょうき

(気体)が水滴
すいてき

(液体)にな

った。表より，15℃のときの飽和水蒸気量は 12.8g/m3なので，この空気は 1 m3 あたり 12.8g
の水蒸気をふくんでいることがわかる。表より，30℃のとき空気 1 m3中に 30.4gまで水蒸気

をふくむことができるが，実際には 12.8gしかふくんでいないので， 

＝ 100
4.30
8.12
× ＝12.8÷30.4×100＝約 42(％) 

※出題頻度：「凝結〇」「水蒸気→水滴〇」「露点〇」「湿度を求めよ◎」 
「金属製のコップを使う理由〇」「くみおきの水を使う理由〇」 
 

気温(℃) －5  0  5 10 15 20 25 30 35 
飽和水蒸気量(g/m3) 3.4 4.8 6.9 9.4 12.8 17.3 23.1 30.4 39.6 
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[問題](1 学期期末) 
金属製のコップの中にくみおきの水を入れ，図のように，

息をかけないように注意し，氷を入れた試験管でかき混ぜな

がら水温を下げていった。その結果，水温が 21℃になったと

き，コップの表面に水滴がつきはじめた。このときの室温は

25℃であった。次の表は，気温と飽和水蒸気量の関係を示し

ている。このとき，各問いに答えよ。 
 

(1) くみおきの水を使った理由を「水温」「気温」という語句を使って簡単に説明せよ。 
(2) 金属製のコップを使った理由を述べた次の文中の①，②の(  )内からそれぞれ適語を選

べ。 
金属製のコップを用いたのは，金属が熱を①(伝えやすく／伝えにくく)，コップの中

の水の温度と，コップの表面付近の空気の温度が②(同じになる／大きく異なる)ように

できるからである。 
(3) ①図のコップの表面にできたくもりは何か。②また，このくもりのもとは空気中の何か。 
(4) 空気にふくまれる水蒸気が水滴に変わり始めるときの温度を何というか。 
(5) 実験を行なったときの室内の湿度は何％か。小数第 1 位を四捨五入して求めよ。 
[解答欄] 

(1) (2)① ② 

(3)① ② (4) (5) 

[解答](1) 水温と気温を同じにするため。 (2)① 伝えやすく ② 同じになる (3)① 水滴 
② 水蒸気 (4) 露点 (5) 79％ 
[解説] 
じゃ口から出てきたばかりの水道水は大気の温度と同じではない。水道水を容器にためてし

ばらく置くと，水温
すいおん

は気温
き お ん

とほぼ同じ温度になる。最初，水温を気温と同じ温度にして，そ

の後，少しずつ水温を下げていく。 
水温が 21℃になったとき，金属は熱を伝えやすいので金属コップのすぐ外側の空気も 21℃

になり，露点
ろ て ん

に達して湿度 100％の状態になり，空気中の水蒸気
すいじょうき

(気体)が水滴
すいてき

(液体)になった

と考えられる。21℃のときの飽和水蒸気量は，表より 18.3gなので，空気 1 m3 中に 18.3gの
水蒸気をふくんでいることがわかる。室温は 25℃なので，表より，空気 1 m3中に 23.1gま
で水蒸気をふくむことができるが，実際には 18.3gしかふくんでいないので， 

＝ 100
1.23
3.18
× ＝18.3÷23.1×100＝約 79％ 

である。 

気温(℃)  19  20  21  22  23  24  25  26 
飽和水蒸気量(g/m3) 16.3 17.3 18.3 19.4 20.6 21.8 23.1 24.4 
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[問題](1 学期期末) 
気温 25℃の室内で，図 1 のように金属製のコップにくみおきの水を

入れ，氷水を少しずつ加えて温度を下げると，水温が 15℃のとき，コ

ップの表面がくもりはじめた。図 2 のグラフは空気 1m3中にふくむこ

とのできる水蒸気量を表している。各問いに答えよ。 
(1) この実験で，くみおきの水を使う理由を簡単に答えよ。 
(2) コップの表面に水滴がつき始めるときの温度を何というか。 
(3) このときの室内の空気 1m3中にふくまれる水蒸気の質量は何 g か。 
(4) このときの室内の湿度は何％か。小数第 1 位を四捨

五入して答えよ。 
(5) もし室内の気温が 10℃まで下がったとすると，空気

1m3 中に何 g の水滴ができるか。 
(6) 図 2 の曲線は空気 1m3 中にふくむことができる水蒸

気量を表している。1m3 の空気がふくむことのでき

る水蒸気の最大質量を何というか。 
[解答欄] 

(1) (2) 

(3) (4) (5) (6) 

[解答](1) 水温を気温と同じするため。 (2) 露点 (3) 13g (4) 57％ (5) 4g 
(6) 飽和水蒸気量 
[解説] 

(3)(4) この空気は15℃で露点
ろ て ん

に達して湿度
し つ ど

100％の状態になる。15℃のときの飽和
ほ う わ

水蒸気量
すいじょうきりょう

は 13g/m3 なので，この空気 1m3 中にふくまれる水蒸気の質量は 13gである。 
25℃のときの飽和水蒸気量は 23 g/m3で，実際には 13g/m3 ふくんでいるので， 

＝ 100
23
13

× ＝13÷23×100＝約 57(％) となる。 

(5) 10℃のときの飽和水蒸気量は 9 g/m3 なので，空気 1 m3あたり，13－9＝4gが水滴
すいてき

となっ

て出てくる。 
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[問題](1 学期期末) 
気温が 20℃の室内で，右下の図のように，水を入れた金属製のコップに氷の入った試験管

を入れたところ，水温が 15℃になったとき，コップの表面がくもり始めた。 
 
 
 
(1) この実験で金属製のコップを使う理由を説明せよ。 
(2) この実験で，コップの表面がくもった理由を「水蒸気」

「露点」という語句を使って説明せよ。 
(3) この空気の露点は何℃か。 
(4) 室内の空気は 1m3あたり，あと何 g の水蒸気をふくむこ

とができるか。 
(5) 室内の空気の湿度を求めよ。割り切れない場合は，小数

第 1 位まで求めよ。 
[解答欄] 

(1) 

(2) 

(3) (4) (5) 

[解答](1) 金属は熱を伝えやすいから。 (2) コップの周囲の空気が冷えて露点に達し，水蒸

気が水滴になっため。 (3) 15℃ (4) 4.5g (5) 74.0％ 
[解説] 

(1)(2)(3) 金属は熱を伝えやすい性質をもつので，水温
すいおん

が 15℃になったとき，金属コップの

すぐ外側の空気も 15℃になり，湿度
し つ ど

100％の状態になって空気中の水蒸気
すいじょうき

(気体)が水滴
すいてき

(液体)
になったと考えられる。したがって，この空気の露点

ろ て ん

は 15℃である。 
(4)(5) 15℃のときの飽和

ほ う わ

水蒸気量
すいじょうきりょう

は，表より 12.8gなので，空気 1 m3 中に 12.8gの水蒸気を

ふくんでいることが分かる。室温は 20℃なので，表より，空気 1 m3 中に 17.3gまで水蒸気

をふくむことができるが，実際には 12.8gしかふくんでいないので，あと， 
17.3－12.8＝4.5(g)の水蒸気をふくむことができる。このとき， 

＝ 100
3.17
8.12
× ＝12.8÷17.3×100＝約 74.0％ 

 
 
 
 
 

温度(℃)   0   5  10  15  20  25  30  35 
飽和水蒸気量(g/m3) 4.8 6.8 9.4 12.8 17.3 23.1 30.4 39.6 
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【】計算問題・グラフを使った問題など 
[気温・露点・湿度の計算問題] 
[問題](後期期末) 

次の表は，気温と飽和水蒸気量の関係を示したものである。各問いに答えよ。 
 
 
 

(1) 気温が 25℃の日，ある空気の温度を下げていくと，15℃で水滴ができ始めた。空気中の

水蒸気が水滴に変わり始めるときの温度を何というか。 
(2) (1)の空気の湿度は何％か。小数第 1 位を四捨五入して整数で答えよ。 
(3) この空気を 5℃まで冷やしたとき，空気 1m3 中につき何 g の水滴ができるか。 
[解答欄] 

(1) (2) (3) 

[解答](1) 露点 (2) 55％ (3) 6.0g 
[解説] 

(1)(2) 「15℃で水滴
すいてき

ができ始めた」とあるので，この空気の露点
ろ て ん

は 15℃である。 
露点では，湿度

し つ ど

は 100％で，(空気 1m3 中の水蒸気量
すいじょうきりょう

)＝(飽和
ほ う わ

水蒸気量)になっている。 
表より 15℃のときの飽和水蒸気量は 12.8 g/m3 なので，この空気 1m3 中の水蒸気量も 
12.8 g になる。表より，気温 25℃のときの飽和水蒸気量は 23.1 g/m3 であるので， 

＝ 100
1.23
8.12
× ＝12.8÷23.1×100＝約 55(％) 

(3) 表より，5℃のときの飽和水蒸気量は 6.8 g/m3なので， 
12.8 (g/m3)－6.8(g/m3)＝6.0(g/m3)が水滴となって出てくる。 
※出題頻度：この単元はよく出題される。 
 
 
[問題](1 学期中間) 
次の表は，気温と空気 1m3中にふくむことができる飽和水蒸気量を示したものである。後

の各問いに答えよ。 
 
 
 

(1) 気温が 15℃のとき，空気 1m3中に何 g の水蒸気をふくむことができるか。 
(2) 気温が 30℃のとき，空気 1m3中に 25g の水蒸気をふくんでいた。この空気の温度を 15℃

まで冷やすと，余分な水蒸気は何になるか。 
(3) (2)の量は，空気 1m3 あたり何 g になるか。 

温度(℃)   0   5  10  15  20  25  30 
飽和水蒸気量(g/m3) 4.8 6.8 9.4 12.8 17.3 23.1 30.4 

温度(℃)   0   5  10  15  20  25  30  35 
飽和水蒸気量(g/m3) 4.8 6.8 9.4 12.8 17.3 23.1 30.4 39.6 
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(4) 1 m3中に 6.8g の水蒸気をふくんでいる 20℃の空気がある。この空気を冷やしていくと

何℃で露点に達するか。 
[解答欄] 

(1) (2) (3) (4) 

[解答](1) 12.8g (2) 水滴 (3) 12.2g (4) 5℃ 
[解説] 

(2)(3) 1m3 中に 25gの水蒸気
すいじょうき

をふくんでいる空気を 15℃に冷やすと，15℃のときの飽和
ほ う わ

水蒸気量
すいじょうきりょう

は 12.8 g/m3であるので，25－12.8＝12.2(g)が水滴
すいてき

になって出てくる。 
(4) 温度が下がると飽和水蒸気量は小さくなる。5℃のときの飽和水蒸気量は 6.8g/m3 である

ので，5℃で露点
ろ て ん

に達する。 
 
 
[問題](後期期末) 

次の表を使って，後の各問いに答えよ。 
 
 
 

(1) 露点が 13℃の空気がある。この空気が 15℃のときの湿度は何％か。小数第 2 位を四捨

五入せよ。 
(2) 気温が 11℃で湿度が 88％の空気がある。この空気の露点は何℃か。 
[解答欄] 

(1) (2) 

[解答](1) 89.1％ (2) 9℃ 
[解説] 

(1) 露点
ろ て ん

が 13℃なので，13℃のときの湿度
し つ ど

は 100％である。表より，13℃のときの飽和
ほ う わ

水蒸気量
すいじょうきりょう

は 11.4 g/m3 であるので，この空気 1m3 中の水蒸気の量は 11.4 gである。 
気温が 15℃のときの飽和水蒸気量は，表より 12.8 g/m3 であるので， 

＝ 100
8.12
4.11
× ＝11.4÷12.8×100＝約 89.1(％) 

(2) 表より，11℃のときの飽和水蒸気量は 10.0g/m3である。湿度が 88％なので， 
(空気 1m3 中の水蒸気量)＝(飽和水蒸気量)×0.88＝10.0(g/m3)×0.88＝8.8(g) 
表より 9℃のときの飽和水蒸気量は 8.8g なので，この空気の温度を下げていって 9℃になっ

たとき，(空気 1m3中の水蒸気量)＝(飽和水蒸気量)となって，露点に達する。 
 
 

温度(℃)   9  10  11  12  13  14  15 
飽和水蒸気量(g/m3) 8.8 9.4 10.0 10.7 11.4 12.1 12.8 
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[グラフを使った問題] 
[問題](後期期末改) 

右の図は気温と飽和水蒸気量の関係を表したグラフ

で，A は気温が 25℃で，1m3 中に 10.0g の水蒸気をふ

くむ空気を表している。このとき，次の各問いに答え

よ。 
(1) 空気 A は 1m3あたり，あと何 g の水蒸気をふくむ

ことができるか。 
(2) 空気 A の湿度は何％か。整数で答えよ。 
(3) 空気 A の露点は何℃か。整数で答えよ 
(4) 空気 A を 5℃まで冷やしたとき，1m3 あたり何 g の水滴ができるか。 
[解答欄] 

(1) (2) (3) (4) 

[解答](1) 13.1g (2) 43％ (3) 11℃ (4) 3.2g 
[解説] 

(1) Aは 1m3中に 10.0gの水蒸気
すいじょうき

をふくんでいる。気温が 25℃
のときの飽和

ほ う わ

水蒸気量は，グラフより 23.1g/m3 であるので，

1m3 あたり，あと，23.1－10.0＝13.1(g)の水蒸気をふくむこ

とができる。 
(2) Aは1m3中に10.0gの水蒸気をふくんでいる。気温が 25℃
のときの飽和水蒸気量は，グラフより 23.1g/m3 であるので， 

＝ 100
1.23
0.10
×  

＝10.0÷23.1×100＝約 43(％) 
(3) Aの温度を下げていくとき，空気中にふくまれている水

蒸気の量は 10g/m3 のまま変化しないので，グラフでは水

平左方向に移動する。右図のように，AがPまで温度が下が

ると，飽和水蒸気量も 10g/m3 になるので，湿度
し つ ど

が 100％
になり露点

ろ て ん

に達する。(これより温度が下がると，水蒸気が水滴
すいてき

となって出てくる) 
P の温度はグラフから約 11℃と読むことができる。よって，A の露点は 11℃である。 
(4) 気温が 5℃のときの飽和水蒸気量は，グラフより 6.8g/m3 であるので， 
空気 A を 5℃まで冷やしたとき，1m3 あたり，10.0－6.8＝3.2(g)が水滴となって出てくる。 
※出題頻度：「A の湿度は何％か◎」「A の露点は何℃か◎」「A を～℃まで冷やしたとき 1m3

あたり何 g の水滴ができるか◎」「A はあと何 g の水蒸気をふくむことができるか〇」 
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[問題](3 学期) 
右の曲線は気温と飽和水蒸気量との関係を表したもので

ある。A～C は異なる空気の状態を示したものである。次

の各問いに答えよ。 
(1) A の空気の湿度は何%になるか。(小数第 1 位を四捨五

入) 
(2) A～C のうちもっとも湿度が低い空気はどれか。 
(3) A～C のうち露点が同じ空気はどれとどれか。 
(4) Aの空気を冷やした。水滴ができ始めるのは気温が何℃

のときか。 
[解答欄] 

(1) (2) (3) (4) 

[解答](1) 68％ (2) C (3) B と C (4) 18℃ 

[解説] 

(1) グラフより，Aの空気は温度が 24℃で，1m3 あたり 15gの水蒸気
すいじょうき

をふくんでいる。グラ

フより 24℃のときの飽和
ほ う わ

水蒸気量
すいじょうきりょう

は 1m3 あたり 22gである。 

＝ 100
22
15

× ＝15÷22×100＝約 68(％)である。 

(2) (1)と同様にして， 

(Bの湿度
し つ ど

)＝ 100
15
10

× ＝10÷15×100＝約 67(％) 

(C の湿度)＝ 100
22
10

× ＝10÷22×100＝約 45(％) 

よって，最も湿度が低いのは C である。 
(3)(4) 温度を下げていくとき，空気 1m3 中にふくまれる水蒸気

量は変化せずに温度だけが下がるので，点は水平方向左に移動

していく。たとえば，空気 1m3 中 15g の水蒸気をふくむ A の

場合，温度を下げていくと A’の点に達したとき，飽和水蒸気量

も 15g/ m3 となり，湿度が 100％の状態になる(これ以上温度が

下がれば，空気中の水蒸気の一部が水滴となって出てくる)。 

このときの温度を露点
ろ て ん

という。Aの露点はA’の温度 18℃である。

同様に，グラフからBの露点は 11℃，Cの露点は 11℃と読み取

ることができる。 
※出題頻度：「A～で最も湿度が高い(低い)のはどれか◎」「A～で露点が同じなのはどれか〇」 
「A～で露点が最も高い(低い)のはどれか〇」 
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[問題](3 学期) 
 右の図は気温と飽和水蒸気量の関係を表したグラフ

である。 
(1) 空気 B の露点は何℃か。整数で答えよ。 

(2) A～D のうち，露点が同じなのはどれとどれか。 
(3) A～D のうち，露点が最も低いのはどれか。 
(4) 空気 B を 11℃まで冷やすと空気 1m3中何 g の水

滴ができるか。整数で答えよ。 
(5) 空気 C の湿度は何％か。整数で答えよ。 
(6) A～D のうち，湿度が最も高いものと低いものを

記号で選べ。 
[解答欄] 

(1) (2) (3) (4) 

(5) (6)高い： 低い： 

[解答](1) 17℃ (2) A と D (3) C (4) 5g (5) 33％ (6)高い：D 低い：C 
[解説] 
(1) Bの温度を下げていくとき，空気中にふくまれている

水蒸気
すいじょうき

の量は 15g/m3 のまま変化しないので，グラフでは水

平左方向に移動する。BがB’まで温度が下がると，飽和
ほ う わ

水蒸気量
すいじょうきりょう

も 15g/m3 になるので，湿度が 100％になり露点
ろ て ん

に

達する。よって，B’の温度 17℃がBの空気の露点になる。 
(2)(3) (1)と同じように考えると，A の露点は A’の温度，B の

露点は B’の温度，C の露点は C’の温度，D の露点は A’の温度

になる。したがって，露点が同じなのは A と D になる。また，露点が最も低いのは C にな

る。 
(4) 空気Bは 1 m3 あたり 15gの水蒸気をふくんでいる。空気Bの温度を下げていくと，B’で露

点に達する。これよりさらに温度を下げると，水蒸気が水滴
すいてき

となって出てくる。11℃まで下

がると，1 m3 あたり 10gの水蒸気しかふくむことができないので，15－10＝5gの水蒸気は水

滴となって出てくる。 

(5)(6) ＝(水蒸気量)÷(飽和水蒸気量)×100 

(A の湿度)＝20÷30×100＝約 67(％)，(B の湿度)＝15÷30×100＝50(％) 
(C の湿度)＝10÷30×100＝約 33(％)，(D の湿度)＝20÷24×100＝約 83(％) 
以上より湿度が一番高いのは D の空気で，一番低いのは C の空気であることがわかる。 
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[問題](3 学期) 
右の曲線は，気温の変化と飽和水蒸気量の関係を表し，

点 A～D は，4 つの部屋の空気の温度と空気 1m3中にふく

まれる水蒸気の量を表している。次の各問いに答えよ。 
(1) A～D の部屋で，もっとも湿度が高いのはどれか。 
(2) A～D で，露点が等しいのは，どれとどれか。 
(3) A～D の部屋の空気を，すべて 15℃にしたとき，水滴

ができる部屋はどれか。すべて答えよ。 
(4) D の部屋の空気を 10℃まで下げると，空気 1m3 中あた

り約何 g の水滴ができるか。 
[解答欄] 

(1) (2) (3) (4) 

[解答](1) D (2) A と B (3) C，D (4) 16g 
[解説] 

(1) ＝(水蒸気量
すいじょうきりょう

)÷(飽和
ほ う わ

水蒸気量)×100 なので， 

(A の湿度)＝10÷18×100＝約 56(％) 
(B の湿度)＝10÷24×100＝約 42(％) 
(C の湿度)＝20÷30×100＝約 67(％)， 
(D の湿度)＝25÷30×100＝約 83(％) 
よって，最も湿度が高いのは D である。 
(2) 温度を下げていくとき，空気 1m3 中にふくまれる水蒸気

量は変化しないので，温度が下がると点は水平方向左に移動

していく。たとえば，空気 1m3 中 10gの水蒸気をふくむAの

場合，温度を下げていくとA’の点に達したとき，飽和水蒸気

量も 10g/ m3となり，湿度が 100％の状態になる。このとき

の温度を露点
ろ て ん

という。Aの露点はA’の温度 11℃である。同様

に，グラフからBの露点は 11℃，Cの露点は 22℃，Dの露点は 26℃と読み取ることができる。

以上より露点が等しいのはAとBである。 

(3) AとBの露点は 11℃なので 15℃のときはまだ水滴
すいてき

はできない。Cの露点は 22℃なので，

15℃まで下がると，水蒸気の一部が水滴に変化する。Dの露点は 26℃なので，15℃まで下が

ると，水蒸気の一部が水滴に変化する。 
(4) D は空気 1m3 中 25g の水蒸気をふくんでいる。グラフより 10℃のときの飽和水蒸気量は

9g/ m3なので，1m3 あたり，25－9＝16g の水滴ができる。 
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[問題](3 学期) 
 右図の曲線は気温と飽和水蒸気量との関係を表した 
ものである。a～e は異なる空気の状態を示したもので 
ある。次の各問いに答えよ。 
(1) a～e のうち，もっとも湿度の低い空気はどれか。 
(2) 露点が同じ空気はどれとどれか。 
[解答欄] 

(1) (2) 

[解答](1) c (2) c と d 
[解説] 
(1) a～e の湿度を個々に計算して湿度がもっとも低いものを求めることもできるが，ここで

は図から求めてみる。 

 
図より，e は水蒸気量が飽和水蒸気量の半分ぐらいなので湿度は約 50％である。また，a，b，
d は水蒸気量が飽和水蒸気量の半分より大きいので，湿度は 50％より高い。 
c は水蒸気量が飽和水蒸気量の半分より小さいので湿度は 50％より低い。したがって，湿度

がもっとも低いのは c である。 
(2) 温度を下げていったとき，c と d はともに約 12℃になったとき露点に達する。 
 
 
[問題](3 学期) 

右の図は，気温と飽和水蒸気量との関係をグラフで表し

たものである。 
(1) 空気 A～D で，①湿度がもっとも低いもの，②湿度が

最も高いものを選べ。 
(2) 空気 C と露点が等しい空気はどれか。 
(3) 図の Aと Bで表せる空気の温度が同じように下がって

いった場合， ①先に水滴ができるのはどちらの空気か。

また，②そのように判断した理由を簡単に書け。 
(4) 空気 A と同じ空気 1m3 を冷やしていくとき，水蒸気か

ら約 7.5g の水が生じるのは何℃のときか。 
[解答欄] 

(1)① ② (2) (3)① 

② (4) 
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[解答](1)① D ② A (2) D (3)① A ② A の水蒸気量が多いから。 (4) 15℃ 
[解説] 
(1) A～D の湿度を個々に計算して湿度がもっとも低いもの，もっとも高いものを求めること

もできるが，ここでは図から求めてみる。 

 

なので，たとえば，B の湿度は 100
HP
HB

× で約 50％とわか

る。A，B，D は飽和水蒸気量(HP)は同じで， 
HA＞HB＞HD なので，A がもっとも湿度が高く，D がも

っとも湿度が低いことがわかる。 
C と D は水蒸気量が等しいので，飽和水蒸気量が大きい D
の湿度が低いことがわかる。 
以上より，湿度が最も低いのは D で，湿度が最も高いのは A であることが分かる。 
(2) 温度を下げていくとき，空気 1m3 中にふくまれる水蒸気

量は変化しないので点は水平方向左に移動していく。たとえ

ば，空気 1m3中 20g の水蒸気をふくむ A の場合，温度を下

げていくと A’の点に達したとき，飽和水蒸気量も 20g/ m3と

なり，湿度が 100％の状態になる(これ以上温度が下がれば，

空気中の水蒸気の一部が水滴となって出てくる)。このときの

温度を露点という。A の露点は A’の温度 22℃である。同様に，

グラフから B の露点は 17℃，C の露点は 11℃，D の露点は

11℃と読み取ることができる。 
以上より C の露点と D の露点は等しい。 
(3) (2)より A の露点は 22℃，B の露点は 17℃なので，温度

を下げていったときに最初に水滴ができるのは A である。 
(4) グラフより A は空気 1m3中に 20gの水蒸気をふくんでい

る。これを冷やしていくとき，空気 1m3 から約 7.5g の水滴

が生じるのは，飽和水蒸気量が 20－7.5＝12.5(g)のときであ

る。飽和水蒸気量が 12.5g/ m3となるときの温度は，グラフより 15℃である。 
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[温度を上げたときの湿度の変化] 
[問題](1 学期期末) 

気温が上がると洗濯物の乾き方はどうなるか。乾きやすい，乾きにくい，変わらないのど

れかで答えよ。ただし，空気中の水蒸気量は変化しないものとする。 
[解答欄] 

 

[解答]乾きやすい 
[解説] 

を使って考える。 

温度が上がると，飽和水蒸気量は大きくなる。これに対し，空気 1m3 中の水蒸気量は温度が

上がっても，急には変化しない。上の式で，分子は一定で分母だけが大きくなるので，湿度

は低くなる。湿度が低くなると洗濯物は乾きやすくなる。 
※出題頻度：この単元はよく出題される。 
 
 
[問題](後期期末) 

気温 14℃で 1m3中に 9.0g の水蒸気をふくんだ空気がある。14℃のときの飽和水蒸気量を

12.1g として，次の各問いに答えよ。 
(1) この空気の湿度は何％か。最も近い整数で答えよ。 
(2) この空気の温度を高くしたとき，湿度は高くなるか，低くなるか。 
(3) (2)のようになるのはなぜか，「気温」，「飽和水蒸気量」という語句を使って説明せよ。 
[解答欄] 

(1) (2) 

(3) 

[解答](1) 74％ (2) 低くなる (3) 気温が上がると，飽和水蒸気量が大きくなるので湿度は

低くなるから。 
[解説] 

(1) ＝ 100
1.12

0.9
× ＝9.0÷12.1×100＝約 74(％) 
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[問題](2 学期期末) 
 次の各問いに答えよ。ただし，18℃のときの飽和水蒸気量を 15.4 g/m3とする。 
(1) 空気 1m3中に 3.7gの水蒸気をふくんでいて，気温が 18℃である空気の湿度はいくらか。

小数第 1 位を四捨五入して整数で答えよ。 
(2) A 君の部屋は(1)の空気の状態であったが，空気が乾燥しているように感じたため，湿度

50％に保つことにした。そのためには，何 g の水を水蒸気として補給しなければならな

いか。ただし，A 君の部屋は，たて 4m，横 5m，高さ 3m である。 
[解答欄] 

(1) (2) 

[解答](1) 24％ (2) 240g 
[解説] 

(1) ＝ 100
4.15
7.3
× ＝3.7÷15.4×100＝約 24(％) 

(2) (1)より，A 君の部屋の空気 1m3 中には 3.7g の水蒸気がふくまれている。 
A 君の部屋の体積は，4(m)×5(m)×3(m)＝60(m3)であるので， 
A 君の部屋の中の水蒸気量は，3.7(g/m3)×60(m3)＝222(g)である。 
18℃のときの飽和水蒸気量は 15.4 g/m3 なので， 
(湿度が 50％のときの空気 1m3中の水蒸気量)＝15.4×0.5＝7.7(g/m3) 
湿度が 50％のときの室内の水蒸気量は，7.7(g/m3)×60(m3)＝462(g) 
したがって，湿度を 50％にするためには，462(g)－222(g)＝240(g)の水を水蒸気として補給

しなければならない。 
 
[その他の問題] 
[問題](2 学期期末) 
次の図は，1m3 中の空気の状態をモデルで表したもので，A～C は同じ空気で温度がそれ

ぞれ異なっている。これについて次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 空気の温度が露点と同じになっているのは A～C のどれか。 
(2) 空気の温度がもっとも高いのは A～C のどれか。 
(3) (2)の空気の湿度は何％か。小数第 1 位を四捨五入して整数で答えよ。 
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[解答欄] 

(1) (2) (3) 

[解答](1) C (2) A (3) 71％ 
[解説] 

(1) Cの空気は，まだふくむことができる水蒸気量
すいじょうきりょう

は 0gで，かつ水滴もできていないことか

ら，実際にふくんでいる水蒸気量と飽和
ほ う わ

水蒸気量が等しくなっている。このことからCの空

気の温度は露点
ろ て ん

と同じになっていると判断できる。 
(2)図では (水蒸気の量)と (まだふくむことができる量)の合計が飽和水蒸気量を表して

いる。空気の温度が高くなるほど飽和水蒸気量は高くなるので， と の合計が一番多い

A の空気の温度が一番高いと判断できる。 
(3) A において，実際にふくんでいる水蒸気の量は 12g で，まだふくむことができる水蒸気

の量は 5g である。したがって，飽和水蒸気量は，12＋5＝17(g)である。 

＝ 100
17
12

× ＝12÷17×100＝約 71(％) 

※出題頻度：この単元はときどき出題される。 
 
[問題](3 学期) 

右の図は，2 種類の空気 A，B のモデルで，正方形

は空気 1m3を，丸印 1 個は水蒸気 1g を表している。

図 A より，気温 11℃の空気 1m3 は，10g の水蒸気を

ふくむことができるということがわかる。これについ

て，次の各問いに答えよ。 
(1) 空気 B は 1m3中に何 g の水蒸気をふくんでいるか。 
(2) 気温 25℃の空気 B の湿度は何%か。小数第 1 位を

四捨五入して答えよ。 
(3) 空気 B の温度を下げていくと，ある温度で水滴が生じる。この温度を何というか。 
(4) 空気 B の温度を 11℃まで下げると，①1m3あたり何 g の水滴が生じるか。②また，この

ときの湿度は何%か。 
(5) 空気 A の温度を 25℃まで上げると，湿度は何%になるか。小数第 1 位を四捨五入して答

えよ。 
[解答欄] 

(1) (2) (3) (4)① 

② (5) 

[解答](1) 13g (2) 57％ (3) 露点 (4)① 3g ② 100％ (5) 30％ 
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[解説] 
(1) B には水蒸気●が 13 個ある。●1 個が 1g なので，B は 1m3中に 13g の水蒸気をふくん

でいることがわかる。 
(2) B には が 10 個あるので，あと 10g の水蒸気をふくむことができる。したがって，B の

飽和水蒸気量は，●13g と 10g をあわせた 23g である。 

よって， ＝ 100
23
13

× ＝13÷23×100＝約 57(％) 

(4) 図 A より，11℃のとき空気 1m3 は，10g の水蒸気をふくむことができる。B は 13g の水

蒸気をふくんでいるので，11℃に気温が下がると，13－10＝3(g)が水滴となって出てくる。

このとき，空気中にふくんでいる水蒸気は飽和水蒸気量と同じ 10g なので，湿度は 100％に

なる。 
(5) A には●が 7 個あるので，1m3 中に 7g の水蒸気をふくんでいる。温度が 25℃のときの飽

和水蒸気量は(2)より 23g である。よって， 

＝ 100
23
7
× ＝7÷23×100＝約 30(％) 

 
[問題](3 学期) 

図は，気温と露点のグラフである。 
 
 
 
 
 
 
 
(1) この日の 8 時と 14 時では，空気 1m3中にふくまれる水蒸気量は，どちらが多いか。 
(2) この日の 3 時と 15 時では，湿度はどちらが低いか。 
[解答欄] 

(1) (2) 

[解答](1) 14 時 (2) 15 時 
[解説] 

(1) グラフより 8 時の露点は約 19℃で，14 時の露点
ろ て ん

は約 21℃である。露点が高いほど，空

気 1m3中にふくまれる水蒸気量
すいじょうきりょう

は多い。 
(2) 3 時と 15 時の露点はほぼ同じなので，1m3 中にふくまれる水蒸気量は等しい。気温は 15

時のほうが高いので，15 時の飽和
ほ う わ

水蒸気量
すいじょうきりょう

は 3 時の飽和水蒸気量よりも大きい。したがっ

て，15 時の湿度が低い。 
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【】雲のできかた 

【】雲のできかたを調べる実験 
[気圧低下→温度低下→白くくもる] 
[問題](前期中間) 

右図のように，簡易真空容器の中に，デジタル温度計，気圧計を入れ， 
ふたをしてから，簡易真空容器の中の空気をぬいた。空気をぬいていく 
と，容器の中の①気圧，②温度はどのように変わるか。次の[  ]から 
それぞれ選べ。 
[ 上がる 下がる 変わらない ] 
[解答欄] 

① ② 

[解答]① 下がる ② 下がる 
[解説] 

簡易
か ん い

真空
しんくう

容器
よ う き

内の空気をぬいていくと，容器内の気圧
き あ つ

は下がる。その理由を，中学範囲を超えるが，容器の内

側のかべにかかる気圧を例にして説明する。 

気圧は，空気中の酸素
さ ん そ

や窒素
ち っ そ

などの気体の粒子
りゅうし

の運動で

説明することができる。空気中の気体の粒子は，さまざ

まな方向に高速で飛び回っていて，図のAのように容器のかべにはさまざまな方向から多く

の粒子がぶつかり，かべに力を加えている。容器内の空気をぬいていくと，図のBのように

気体の粒子の数が減少するため，かべに加わる力の合計が小さくなり，その結果，気圧(単位

面積当たりにかかる力)が下がる(小さくなる)。 
容器内の気圧が下がると，温度も下がる。このことについても，中学範囲を超えるが，参考

までに説明する。おおまかに言えば，温度(熱)とは，物質を構成する粒子の運動エネルギー

そのものである。空気をぬいて，図の A から B のようにすると，粒子の総数が減少するため，

運動エネルギーの総量も減少し，温度も下がることになる。 
※出題頻度：「空気をぬくと気圧が下がる〇」「空気をぬくと温度が下がる〇」 
 
[問題](後期期末改) 

右の図のような簡易真空容器の中を少量の水でしめらせて，線香のけむ

りを入れた後，中の空気をぬいていったところ，容器内が白くくもった。

次の文の①～③の(  )内より適語を選べ。また，④，⑤に適語を入れよ。 
 空気をぬいていくと，容器内の気圧が①(上／下)がり，容器内の空気が

②(膨張／収縮)することで，容器内の気温が③(上／下)がる。気温が

( ④ )まで(③)がると，空気中にふくみきれなくなった水蒸気が( ⑤ )
となって出てくるため，容器内が白くくもる。 
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[解答欄] 

① ② ③ ④ 

⑤ 

[解答]① 下 ② 膨張 ③ 下 ④ 露点 ⑤ 水滴 
[解説] 

簡易
か ん い

真空
しんくう

容器
よ う き

の空気をぬいていくと，容器内の気圧
き あ つ

が下が

り，容器内の空気が膨張
ぼうちょう

することで，容器内の気温が下が

る。気温が露点
ろ て ん

以下になると，空気中にふくみきれなくな

った水蒸気
すいじょうき

が水滴
すいてき

(白いくもり)となって出てくるため，容

器内が白くくもる。 
※出題頻度：「空気をぬくと気圧が下がる→温度が下がる→容器内の温度が下がって露点以下

になり，水蒸気が水滴になって白くくもる〇」 
 
 
[問題](1 学期中間改) 

右図のように，簡易真空容器の中に，気圧計，デジタ

ル温度計の入ったビニルぶくろを入れてふたをした。ビ

ニルぶくろの口は輪ゴムできつくしばった。次の各問い

に答えよ。 
(1) 簡易真空容器の中の空気をぬいていった。 

①ビニルぶくろのようす，②気圧計の示す気圧， 
③デジタル温度計の示す温度は，それぞれどうなる

か。次の[  ]からそれぞれ選べ。 
[ ふくらむ しぼむ 変わらない 上がる 下がる ] 

(2) 次に，気圧計，デジタル温度計の入ったビニルぶくろを簡易真空容器から取り出した後，

簡易真空容器の中を少量の水でしめらせて，線香のけむりを入れる。中の空気をぬくと，

容器内にどのような変化が観察できるか。 
(3) (2)のようになったのはなぜか。｢露点｣「水滴」という語を使って答えよ。 
[解答欄] 

(1)① ② ③ (2) 

(3) 

[解答](1)① ふくらむ ② 下がる ③ 下がる (2) 白くくもる。 
(3) 容器内の温度が下がって露点以下になり，水蒸気が水滴になったから。 
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[水とけむりを入れておく理由] 
[問題](3 学期) 

右図のような装置で，フラスコの内側を水でぬらし，大型

注射器をつないで注射器のピストンをすばやく引いて，フラ

スコの中のようすを観察した。次の各問いに答えよ。 
(1) フラスコの内側を水でぬらしておくのは何のためか。「湿

度」という語句を使って簡潔に説明せよ。 
(2) フラスコの中に空気と水以外に，水蒸気が凝結しやすく

なるようにするためにあらかじめあるものを入れておく。

何を入れておくか。 
(3) 大型注射器のピストンをすばやく引いたとき，フラスコの中のようすはどのようになる

か。 
[解答欄] 

(1) (2) (3) 

[解答](1) フラスコ内の湿度を上げるため。 (2) 線香のけむり (3) 白くくもる。 
[解説] 

容器内を少量の水でしめらせるのは湿度
し つ ど

を上げるため

である。湿度が高いと，温度が少し下がっただけでも

露点
ろ て ん

(湿度 100％)に達して，水蒸気
すいじょうき

の一部が水滴
すいてき

となっ

て出てくる。 

また，容器の中に，線香
せんこう

のけむりを入れておくが，これ

は，線香のけむりが核
かく

(凝結核
ぎょうけつかく

)になって水蒸気が凝結
ぎょうけつ

しやすくなるからである。空気をぬ

いたとき容器内が白くくもるのは，この水滴の集まりができるためである。 
※出題頻度：「水でしめらせる理由〇」「線香のけむりを入れておく理由〇」 
 
 
[問題](3 学期) 

右の図のような簡易真空容器の中を少量の水でしめらせて，線香のけむ

りを入れた後，中の空気をぬいていったところ，容器内が白くくもった。

次の各問いに答えよ。 
(1) 容器内の空気をぬいていくと，容器内の気圧と気温はどうなるか。 
(2) 容器内を少量の水でしめらせる理由を答えよ。 
(3) 容器の中に，線香のけむりを入れたのはなぜか。 
(4) 容器内が白くくもったことから，容器内の何が何に変化したといえる

か。 
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[解答欄] 

(1)気圧： 気温： (2) 

(3) 

(4) 

[解答](1)気圧：下がる。 気温：下がる。 (2) 容器内の湿度を上げるため。 (3) 線香のけ

むりが核になって水蒸気が凝結しやすくなるから。 (4) 水蒸気が水滴に変化した。 
 
 
[問題](後期期末) 

雲のでき方を調べる実験を，右図のような装置を作

って行った。次の各問いに答えよ。 
(1) 実験を行うとき，フラスコの中に入れたものを 2

つ答えよ。 
(2) ピストンを強く引くと，風船はどうなるか。 
(3) ピストンを強く引くと，フラスコ内が白くくもっ

た。その理由について述べた次の文の①～⑥にあ

てはまる語句や数値を書け。 
空気をぬく→気圧が( ① )→空気が( ② )する→気温が( ③ )→飽和水蒸気量が

( ④ )なる→露点に達する→水蒸気が( ⑤ )になる(このときのフラスコ内の湿度は

( ⑥ )％になる)→白くくもる。 
[解答欄] 

(1) (2) (3)① 

② ③ ④ ⑤ 

⑥ 

[解答](1) 水，線香のけむり (2) ふくらむ (3)① 下がる ② 膨張 ③ 下がる ④ 小さく 
⑤ 水滴 ⑥ 100 
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[問題](3 学期) 
 図のような装置を作り，ピストンを急に引いたら，フラ

スコ内がくもった。 
(1) ピストンを急に引いたとき，フラスコ内の気圧と温度

は，それぞれどのように変化したか。 
(2) フラスコ内にあらかじめ水を入れておいたのはなぜか。 
(3) フラスコ内のくもりをできやすくするためには，くも

りができる核になるあるものを入れる。何を入れるか。 
(4) (3)のように，くもりができる核になるものを何というか。 
(5) フラスコ内がくもった理由を「温度」「露点」「水蒸気」の語句を使って説明せよ。 
(6) この実験の後，ピストンを強く押すと，どんな現象が起こるか。 
[解答欄] 

(1)気圧： 温度： (2) 

(3) (4) 

(5) 

(6) 

[解答](1)気圧：下がる。 温度：下がる。 (2) フラスコ内の湿度を上げるため。 
(3) 線香のけむり (4) 凝結核 (5) 温度が下がって露点に達し，水蒸気が水滴に変化したか

ら。 (6) フラスコ内のくもりが消える。 
[解説] 

ピストンを押すと，フラスコ内の空気が圧縮
あっしゅく

されて温度が上がり，くもり(水滴
すいてき

)が水蒸気
すいじょうき

にもどるので，くもりが消える。 
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【】上昇気流と雲 
[雲のでき方] 
[問題](後期期末) 
 次の文と右図は，雲ができるようすを説明したものである。①～⑤の

(  )内より適語を選べ。 
水蒸気をふくむ空気のかたまりが①(上昇／下降)気流によって上空へ運

ばれると，しだいに周囲の気圧が②(高く／低く)なるため，空気のかたま

りは③(膨張／収縮)する。すると，空気のかたまりの温度が④(上が／下が)
る。温度が(④)って⑤(露点／融点)に達すると水蒸気の一部は水滴になり，

空気中のちりやほこりのまわりに集まって，雲ができる。 
[解答欄] 

① ② ③ ④ 

⑤ 

[解答]① 上昇 ② 低く ③ 膨張 ④ 下が ⑤ 露点 
[解説] 

水蒸気をふくむ空気のかたまりが 上昇
じょうしょう

気流
きりゅう

によって上空

へ運ばれると，しだいに周囲の気圧(大気圧)が低くなるた

めに，空気のかたまりは膨張
ぼうちょう

(体積が大きくなる)する。膨

張することによって空気のかたまりの温度は下がっていき，

やがて露点
ろ て ん

に達する。露点よりも低い温度になると，

水蒸気
すいじょうき

の一部は水滴
すいてき

になる。このようにしてできた水滴が

空気中のちりやほこりのまわりに集まって，雲
くも

ができる。 
 
※出題頻度：「上昇気流→気圧低下→膨張→温度低下→露点→水蒸気が水滴→雲〇」 
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[問題](3 学期) 
雲の発生について，次の各問いに答えよ。 

(1) A，B，C 地点での空気のかたまりの体積の大小の関係を次の

[  ]から 1 つ選べ。 
[ A＝B＝C A＝B＞C A＞B＞C A＜B＜C ] 

(2) 雲ができるまでの空気のかたまりの変化を正しく並びかえ記号

で答えよ。 
ア 空気が膨張する。 
イ 露点に達する。 
ウ 空気のかたまりが上昇する。 
エ 周囲の気圧が下がる。 

[解答欄] 

(1) (2) 

[解答](1) A＜B＜C (2) ウ→エ→ア→イ 
 
 
[問題](2 学期期末) 

右の図は，水蒸気をふくんだ空気のかたまりが上昇していき，

雲ができるしくみを模式的に表している。次の各問いに答えよ。 
(1) 空気のかたまりの体積は，上昇するにつれてどう変化するか。 
(2) 体積が(1)のように変化するのはなぜか。 
(3) (1)の結果，空気のかたまりの温度はどう変化するか。 
(4) (3)の結果，空気のかたまりがある温度に達すると雲ができ始

める。①このときの温度を何というか。②雲ができはじめる

のは図の A，B のどちらか。 
(5) 図の〇は何を示しているか。 
(6) 図の水滴や氷の粒が，ある程度の大きさ(重さ)にならないと落ちてこないのは何という気

流に支えられるためか。 
[解答欄] 

(1) (2) (3) 

(4)① ② (5) (6) 

[解答](1) 大きくなる。 (2) 周囲の気圧が低くなるから。 (3) 下がる。 (4)① 露点 ② B 
(5) 水蒸気 (6) 上昇気流 
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[解説] 

図の○は水蒸気
すいじょうき

を表している。空気のかたまりが上昇

すると，周囲の気圧が低くなるために，空気のかたま

りは膨張
ぼうちょう

して気温が下がる。図のBまで上昇すると，

露点
ろ て ん

に達して，水蒸気○は水滴
すいてき

●になる(このときの

湿度
し つ ど

は 100％)。さらに上昇すると，気温が下がり，図

のAで 0℃になって，水滴
すいてき

は 氷
こおり

の結晶
けっしょう

＊になる。 
雲
くも

をつくる水滴や氷の結晶は， 上昇
じょうしょう

気流
きりゅう

によって支えられているため，ある程度の大きさ

(重さ)にならないと落ちてこない。水滴どうしがぶつかったりして大きくなると落下する。

雨は，水滴がそのまま落ちてきたり，氷の粒がとちゅうでとけて落ちてきたりしたもので，

雪は，氷の結晶がとけずに落ちてきたものである。水が雨や雪として地表に落ちてくること

を降水
こうすい

という。 
※出題頻度：「露点で水蒸気→水滴〇」「0℃で水滴→氷の結晶〇」「上昇気流に支えきれなく

なって〇」「降水〇」 
 
 
[問題](3 学期) 

右の図は，空気のかたまりが上昇し，雲ができるようすを示

したものである。次の各問いに答えよ。 
(1) 空気のかたまりを上昇させる気流を何というか。 
(2) 空気の重さによって生じる圧力を何というか。 
(3) (2)の圧力は，海面から上空にいくほどどのようになるか。 
(4) 空気のかたまりが上昇すると，その体積はどうなるか。 
(5) (4)の結果，空気かたまりの温度はどうなるか。 
(6) 図の a，b，c はそれぞれ何を表しているか。 
(7) 水が雨や雪として地表に落ちてくることを何というか。 
[解答欄] 

(1) (2) (3) (4) 

(5) (6)a b c 

(7) 

[解答](1) 上昇気流 (2) 気圧 (3) 低くなる。 (4) 大きくなる。 (5) 下がる。 
(6)a 水蒸気 b 水滴 c 氷の結晶 (7) 降水 
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[問題](1 学期中間) 
右の図は，雲のできるようすを示したものである。次の各

問いに答えよ。 
(1) 図の A の空気の①体積と②温度は，上昇していくにつれ

てそれぞれどのようになるか。 
(2) 図の B に達したときの空気の湿度は何%か。 
(3) 図の C に達したとき氷の粒ができはじめる。このときの

温度は何℃か。 
(4) 図の水滴や氷の粒が，ある程度の大きさにならないと落

ちてこないのはなぜか。 
[解答欄] 

(1)① ② (2) (3) 

(4) 

[解答](1)① 大きくなる。 ② 下がる。 (2) 100％ (3) 0℃ (4) 上昇気流によって支えら

れているから。 
 
 
[問題](2 学期期末) 

次の①～④の文は，雲のでき方を①～④の順序で説明し

たものである。右図を参考にしながら，後の各問いに答え

よ。 
① 地上の空気が上昇する。 
② 空気が上昇すると，まわりの空気の気圧が低くなるた

め膨張する。 
③ 膨張した空気の気温は下がる。 
④ やがて，(A)よりも低くなると，空気中の(○)の一部が

(●)や(＊)になる。 
(1) ①のような空気の動きを何というか。漢字 4 字で書け。 
(2) ②の変化と同じ理由で起こる現象を，次のア～エから 1 つ選べ。 

ア 小麦粉にベーキングパウダーを混ぜて焼くと，ふっくらしたケーキができた。 
イ 富士山の山頂で，からのペットボトルにふたをし，ふもとまで持って下りると，ペ

ットボトルがつぶれた。 
ウ 密封したお菓子のふくろを，標高の高い山へ持って登ると，お菓子のふくろはぱん

ぱんにふくらんだ。 
エ 少しつぶれたピンポン玉をしばらく熱湯につけると，ふくらんで元の形にもどった。 
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(3) ④の説明文の(A)，(○)，(●)，(＊)に入る語句を，図を参考にして書け。 
(4) 小さな雲粒が大きく成長して降ってくる雨や雪などを何というか。 
(5) 雲のできはじめる高さが低い場合，地面近くの最初の空気の湿度にはどのような特徴が

あるか。 
[解答欄] 

(1) (2) (3)A： ○： 

●： ＊： (4) (5) 

[解答](1)上昇気流 (2) ウ (3)A：露点 ○：水蒸気 ●：水滴 ＊：氷の結晶 (4) 降水 
(5) 湿度が高い。 
[解説] 

(2) 空気が 上昇
じょうしょう

すると膨張
ぼうちょう

するのは，高度が高くなるほど気圧が低くなるためである。こ

れと同じ理由で起こる現象はウである。標高
ひょうこう

が高い場所の気圧は菓子
か し

のふくろの中の気圧

よりも小さいためふくろの中の空気が膨張する。 
(5) 地面近くの最初の空気のかたまりの湿度

し つ ど

が高い場合，空気のかたまりが少しだけ上昇し

て温度が少し低下しただけでも露点
ろ て ん

に達し，雲
くも

ができはじめる。 
 
 
[飽和水蒸気量と雲] 
[問題](3 学期) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 気温 12℃，露点 6℃の空気のかたまりが，ある山にぶつかり，600m 上昇するとその温

度は何℃になるか。ただし，この空気は 100m 上昇すると気温が 0.5℃下がるものとする。 
(2) (1)の空気はあと何 m 上がると雲ができはじめるか。 
(3) (1)の空気が，1600m まで上昇すると，空気 1m3 中に何 g の水滴ができるか。次の表を

参考にして答えよ。 
 
 
 
[解答欄] 

(1) (2) (3) 

[解答](1) 9℃ (2) 600m (3) 0.9g 
[解説] 
(1) 空気が 100m 上昇すると気温が 0.5℃下がるので，200m につき 1℃温度が下がる。した

がって，600m 上昇すると，600÷200＝3(℃)温度が下がり，12－3＝9(℃)になる。 
 

気温(℃)  0  2  4  6  8  10  12  14 
飽和水蒸気量(g/m3) 4.8 5.6 6.4  7.3 8.3 9.4 10.7 12.1 
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(2) 露点
ろ て ん

は 6℃なので，あと 3℃温度が下がると露点に達して雲ができはじめる。3℃下がる

ためには，あと 200×3＝600(m)上昇すればよい。 

(3) (1)よりこの空気の露点は 6℃なので，表から 1m3 あたり 7.3gの水蒸気
すいじょうき

をふくんでいるこ

とがわかる。空気が 200m上昇すると気温が 1℃下がるので，1600m上昇すると，1600÷200

＝8(℃)気温が下がる。このときの気温は，12－8＝4(℃)になる。4℃のときの飽和
ほ う わ

水蒸気量
すいじょうきりょう

は，表より 1m3 あたり 6.4gである。したがって，1m3 あたり，7.3－6.4＝0.9(g)の水滴
すいてき

がで

きる。 
※出題頻度：「何 m 上昇すると雲ができはじめるか〇」 
 
 
[問題](1 学期中間) 

右の図は地上付近の空気が上昇して，雲ができるようすを

模式的に表したものである。これについて，次の各問いに答

えよ。 
(1) 空気が上昇するとその体積はどうなるか。 
(2) 空気が A の高さまで上昇すると，水滴が発生する。この

ときの温度を何というか。 
(3) 空気が B の高さまで上昇すると，氷の結晶ができる。こ

のときの温度は何℃か。 
(4) この空気は，上昇すると 200m につき，1℃の割合で温度

が下がる。地上で 20℃，湿度 70%の空気が上昇すると何 m の高さで雲ができはじめる

か。 
 

 
[解答欄] 

(1) (2) (3) (4) 

[解答](1) 大きくなる。 (2) 露点 (3) 0℃ (4) 1200m 
[解説] 

(3) さらに上昇して気温が下がり，0℃になったとき，水滴
すいてき

は凍
こお

って小さい氷
こおり

の粒
つぶ

になる。 
(4) 表より，20℃のときの飽和

ほ う わ

水蒸気量
すいじょうきりょう

は 17.3g/m3である。湿度
し つ ど

が 70％なので，空気 1m3

中にふくまれている水蒸気の量は，17.3×0.7＝約 12.1(g)である。14℃のときの飽和水蒸気

量は 12.1gなので，この空気は 14℃に下がったときに露点
ろ て ん

に達する。すなわち， 
20－14＝6(℃)だけ温度が下がったとき露点

ろ て ん

に達して雲ができはじめる。200mにつき，1℃
の割合で温度が下がるので，200×6＝1200(m) 上昇

じょうしょう

したときに露点に達する。 
 

気温(℃)  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
飽和水蒸気量(g/m3) 10.0 10.7 11.3 12.1 12.8 13.6 14.5 15.4 16.3 17.3 18.3 
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[問題](1 学期期末) 
 図 1 は気温と飽和水蒸気量との関係を表したものである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 空気 A～D のうち，湿度がもっとも低いものはどれか。 
(2) D の空気の露点は約何℃か。整数で答えよ。 
(3) B の空気の湿度は約何％か。整数で答えよ。 
(4) 気温が 20℃で湿度が 80％の空気 1m3中には何 g の水蒸気がふくまれているか。整数で

答えよ。 
(5) 図 2 は雲のでき方を表したものである。図 1 の A の空気が 22℃に冷えていったときと同

じ状態は図 2 でいうと(a)～(d)のどれにあたるか。 
(6) (a)の空気が上昇すると温度が下がっていくのはなぜか。 
(7) 図 1 の C の空気 1m3が図 2 の(c)の高さまで上昇していった。空気 1 m3あたり何 g の水

滴ができることになるか。 
(8) 図 2 の中の＊は何を表しているか。 
[解答欄] 

(1) (2) (3) (4) 

(5) (6) 

(7) (8) 

[解答](1) D (2) 11℃ (3) 50％ (4) 14g (5) (b) (6) 周囲の気圧が下がって空気が膨張す

るから。 (7) 5g (8) 氷の粒 
[解説] 

(1) であるので，水蒸気量
すいじょうきりょう

が小さいほど，飽和
ほ う わ

水蒸気量が大きいほど湿度
し つ ど

は低くなる。A～Dのうちで，Dは水蒸気量が一番小さく，飽和水

蒸気量が一番大きい。よって，Dの湿度が一番低い。 
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(2) グラフよりDの空気は 1m3中に 10gの水蒸気をふくんでいる。飽和水蒸気量が 10g/m3 に

なるのは，グラフより 11℃のときである。よって，Dの空気の露点
ろ て ん

は 11℃である。 
(3) グラフより B の空気は 1m3中に 15g の水蒸気をふくんでいる。30℃のときの飽和水蒸気

量はグラフより約 30g/m3である。1m3 中に 30g までふくむことができるとき実際に 15g ふ

くんでいるので， 

＝ 100
30
15

× ＝15÷30×100＝50(％)である。 

(4) 20℃のときの飽和水蒸気量は 17.8g/m3である。湿度が 80％なので，1m3 中に実際にふく

んでいる水蒸気量は 17.8g の 80％で，17.8×0.8＝約 14g である。 

(5) 図 1 のAの空気が 22℃に冷えていったとき，Aの空気は露点に達し，水滴
すいてき

ができはじめ

る。図 2 で空気のかたまりが上昇して温度が下がり，露点に達したとき水蒸気が水滴になり

はじめる。この水滴が空中に浮かんだものが雲である。したがって，空気のかたまりが(b)
の位置に来たときその空気は露点になっている。 
(6) 高度が上がるとその上に乗っかっている空気の層がうすくなるので気圧は下がる。気圧

が下がると空気のかたまりは膨張
ぼうちょう

して体積が増える。気体は膨張すると温度が下がる。 
(7) 図 1 のグラフより，C の空気 1m3中には 10g の水蒸気がふくまれている。この空気が図

2 の(c)まで上昇すると気温が 0℃になる。図 1 のグラフより 0℃のときの飽和水蒸気量は 5g
なので，空気 1 m3あたり 10－5＝5(g)の水蒸気が水滴となって出てくる。 
(8) 0℃になると水滴は凍って小さな氷の粒になる。 
 
 
[上昇気流のでき方] 
[問題](1 学期中間) 

次のア～エのうち，上昇気流ができる原因となるものを 1 つ選べ。 
ア 地面の熱であたためられる。 
イ 地面に熱を吸収される。 
ウ 冷たい空気は軽い。 
エ 空気中にちりやホコリなどが多い。 
[解答欄] 

 

[解答]ア 
[解説] 

上昇
じょうしょう

気流
きりゅう

ができる原因は，次のようにいくつかある。 
・太陽に光によって地面があたためられ，地面の熱で地面付近の空気があたためられて膨張

ぼうちょう

すると，密度
み つ ど

が小さくなり，浮
う

かび上がって上昇する場合。 
・空気が，山の斜面

しゃめん

にぶつかることで上昇する場合。 
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・低気圧の中心付近で，まわりからふき込んだ風が上昇する場合。 

・寒冷
かんれい

前線
ぜんせん

・温暖
おんだん

前線・停滞
ていたい

前線付近で発生する上昇気流の場合。 
※出題頻度：この単元はしばしば出題される。 
 
 
[問題](3 学期) 

雲が発生しやすい場所は，次の図の A～D のどの場所か。 
 
 
 
 
 
[解答欄] 

 

[解答]B 
[解説] 

空気の流れが山の斜面
しゃめん

にそって 上昇
じょうしょう

するとき，空気のかたまりは膨張
ぼうちょう

して温度が下がり，

やがて露点
ろ て ん

に達して水蒸気
すいじょうき

が水滴
すいてき

となって雲ができる。こうして，図のB付近で雲が発生す

る。山の頂上をこえた空気の流れは，今度は山の斜面に沿ってくだり始めるが，このとき空

気は圧縮
あっしゅく

されて温度が上がり，やがて露点以上になって水滴は水蒸気となり，雲は消える。 
 
 
[問題](1 学期期末) 

雲が発生しにくいのはどれか。次から記号で選べ。 
ア 低気圧の中心付近の空気 
イ 山の斜面にそってふきあがる空気 
ウ 前線付近の暖かい空気 
エ 高気圧の中心付近の空気 
[解答欄] 

 

[解答]エ 
[解説] 
高気圧の中心付近では下降気流が発生し，雲はできない。 
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[霧] 
[問題](3 学期) 

地上付近で空気が冷えて，空気中の水蒸気が水滴となって地表付近に浮いたものを何とい

うか。 
[解答欄] 

 

[解答]霧 
[解説] 
霧
きり

も雲
くも

と同じように，空気中の水蒸気
すいじょうき

が水滴
すいてき

に変わって空気中にうかんでいる現象である(雲
と異なるのは地面に接していることである)。晴れた夜は地面から熱が放出されて気温が下が

り，飽和
ほ う わ

水蒸気量
すいじょうきりょう

が小さくなるため，露点
ろ て ん

以下になりやすい。地表近くの空気が冷やされ，

露点以下になると水蒸気が凝結
ぎょうけつ

し，小さな水滴となって空気中に浮かぶ。 
※出題頻度：「霧△」 
 
 
[問題](後期中間改) 
 次の文章中の①～③に適語を入れよ。 

晴れた夜は地面から熱が放出されて気温が下がり，( ① )水蒸気量が小さくなる。地表

近くの空気が冷やされ，露点以下になると水蒸気が凝結し，小さな( ② )となって空気中

に浮かぶ。これが( ③ )である。 
[解答欄] 

① ② ③ 

[解答]① 飽和 ② 水滴 ③ 霧 
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【】水の循環 
[問題](3 学期) 

次の文中の①，②にあてはまる語句を書け。 
水は地上や海面から蒸発して水蒸気となり大気中に送りこまれる。水蒸気はやがて凝結し

て雲をつくり，さらに雨や雪などの( ① )となって地上に戻ってくる。このように水は

( ② )のエネルギーをもとにして，たえず地球上を循環している。 
[解答欄] 

① ② 

[解答]① 降水 ② 太陽 
[解説] 
地球上の水のほとんどは海に存在しているが，太陽のエネルギーによって，状態を変えなが

ら絶えず海と陸地と大気の間を循環
じゅんかん

している。水は地上や海面から蒸発
じょうはつ

して水蒸気
すいじょうき

となり

大気中に送りこまれる。水蒸気はやがて凝結
ぎょうけつ

して雲をつくり，さらに雨や雪などの降水
こうすい

と

なって地上に戻ってくる。地上に到達した降水は，地表の流れや浸透
しんとう

，蒸発などにより，海・

川・湖・地中・大気中へ移動する。このように，水は気体，液体，固体とすがたを変えなが

ら，たえず地球上を循環
じゅんかん

している。水を循環させたり，大気を動かしたりしているエネルギ

ーのもとは，太陽のエネルギーである。 
※出題頻度：「太陽のエネルギー△」「降水△」 
 
 
[問題](後期中間) 

水は右の図のように循環している。次の各

問いに答えよ。 
(1) 水の循環を支えているのは何のエネルギ

ーか。次の[  ]から 1 つ選べ。 
[ 電気 原子力 太陽 化学 ] 

(2) 右図の X，Y にあてはまる語句をそれぞ

れ漢字 2 字で答えよ。 
(3) 地球上の水のほとんどはどこに存在するか。 
[解答欄] 

(1) (2)X Y (3) 

[解答](1) 太陽 (2)X 蒸発 Y 降水 (3) 海 
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[問題](補充問題) 
次の図は，地球上の水が海，大気，陸地の間を，すがたを変えながら循環している様子を

模式的に表したもので，数字は海からの蒸発量を 100 としたときの値を示している。 
 
 
 
 
 
(1) 地球上の水の循環をもたらすエネルギー源は何か。 
(2) 地球上の水の循環において，海，大気，陸地に存在している水の割合はそれぞれで一定

に保たれていると考えられる。このことから，図の X，Y に適する値を求めよ。 
(長崎県) 
[解答欄] 

(1) (2)X： Y： 

[解答](1) 太陽 (2)X：90 Y：10 
[解説] 
(2) 「海，大気，陸地に存在している水の割合はそれぞれで一定に保たれている」とある。 
まず，大気について考える。(大気に流入する水)＝(大気から流出する水)なので，図より， 

(海からの蒸発
じょうはつ

100)＋(陸地からの蒸発 15)＝(海への降水
こうすい

X)＋(陸地への降水 25)なので， 
100＋15＝X＋25，よって，X＝100＋15－25＝90 
次に，陸地について考える。(陸地に流入する水)＝(陸地から流出する水)なので，図より， 
(陸地への降水 25)＝(陸地からの蒸発 15)＋(陸地→海 Y)なので 25＝15＋Y，Y＝25－15＝10 
 
[問題](補充問題) 

水は固体，液体，気体と状態を変えながら，たえず地球上を循環している。次の図は，水

の循環を模式的に表したもので，数値は，地球全体の降水量を 100 としたときの値である。

図中の A と B にあてはまる数値をそれぞれ書け。 
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(佐賀県) 
[解答欄] 

A： B： 

[解答]A：14 B：8 
[解説] 
海，大気，陸地に存在している水の割合はそれぞれで一定に保たれていると考えることがで

きるので，海(大気，陸地)に流入する水の量と，海(大気，陸地)から流出する水の量は等しい。 
まず，海について考える。(海に流入する水)＝(海から流出する水)なので，図より， 

(陸地から海へ流れ込む水B)＋(大気から海への降水
こうすい

78)＝(海から大気への蒸発
じょうはつ

86)なので， 
B＋78＝86，よって，B＝86－78＝8 
次に，陸地について考える。(陸地に流入する水)＝(陸地から流出する水)なので，図より， 
(大気から陸地への降水 22)＝(陸地から大気への蒸発 A)＋(陸地から海へ流れ込む水 B)で， 
22＝A＋B，B＝8 を代入すると，22＝A＋8，よって，A＝22－8＝14 
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【】総合問題 
[問題](要点整理) 
 次の表中の①～⑪に適語を入れよ(または，適語を選べ)。 

[解答欄] 

① ② ③ ④ 

⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 

⑨ ⑩ ⑪ 

[解答]① 飽和水蒸気量 ② 小さく ③ 気温 ④ 熱 ⑤ 水蒸気 ⑥ 凝結 ⑦ 露点 
⑧ 73 ⑨ 65 ⑩ 11 ⑪ A と C 
 
 

飽 和 水 蒸 気

量・露点 
空気 1m3 中にふくむことができる水蒸気の最大質量を( ① )という。 
(①)は温度が下がれば②(大きく／小さく)なる。 
くみおきの水：水温を( ③ )と同じにするため。 
金属製のコップ：( ④ )を伝えやすいから。 
気温が 15℃で，水温が 10℃になったときコップ

の表面が白くくもったが，これは空気中の( ⑤ )
が( ⑥ )して水滴になったためである。このとき

の温度を( ⑦ )という。 
飽和水蒸気量は 15℃で 12.8g/m3，10℃で 9.4 g/m3 
なので，湿度は約( ⑧ )％である。 
 

グラフを使っ

た問題 
A の空気の湿度は約( ⑨ )％。 
B の空気の露点は( ⑩ )℃。 
露点が同じであるのは( ⑪ )。 
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[問題](要点整理) 
 次の表中の①～⑪に適語を入れよ(または，適語を選べ)。 

[解答欄] 

① ② ③ ④ 

⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 

⑨ ⑩ ⑪ 

[解答]① 湿度 ② 下がり ③ ふくらむ ④ 下がる ⑤ 露点 ⑥ 水滴 ⑦ 上昇 
⑧ 低く ⑨ 膨張 ⑩ 下が ⑪ 露点 
 
 

雲のできかた

を調べる実験 
ビニル袋の中に少量の水を入れて( ① )を
上げておく。また，凝結の核とするために線

香の煙を入れておく。 
空気をぬくと気圧は( ② )，ビニル袋は 
( ③ )。ビニル袋内の空気が膨張して，温

度が④(上がる／下がる)ことで飽和水蒸気量

が小さくなる。やがて( ⑤ )に達し，水蒸気が( ⑥ )になって白くく

もる。 
 

上昇気流と雲 水蒸気をふくむ空気のかたまりが⑦(上昇／下降)気流

によって上空へ運ばれると，しだいに周囲の気圧が 
⑧(高く／低く)なるため，空気のかたまりは 
⑨(膨張／収縮)する。すると，空気のかたまりの温度

が⑩(上が／下が)る。温度が(⑩)って⑪(露点／融点)に
達すると水蒸気の一部は水滴になり，空気中のちりや

ほこりのまわりに集まって，雲ができる。 
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[問題](2 学期期末など) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) くみ置きの水を入れたステンレスのコップに氷を入れた

試験管を入れたところ，15℃でコップの表面が白くくも

りはじめた。 

 
①  コップの表面がくもりはじめたのは空気中の

( ア )が( イ )して水滴になったためである。このときの温度を( ウ )という。

ア～ウに適語を入れよ。 
② 室温が 20℃だったとすると，アこのときの飽和水蒸気量は空気 1m3あたり何 g か。

イまた，実際に含まれている水蒸気量は空気 1m3あたり何 g か。 
③ このときの湿度は何％か。小数点以下を四捨五入して整数で答えよ。 
④ この空気を 5℃まで冷やすと空気 1m3あたり何 g の水滴ができるか。 
⑤ くみおきの水を使った理由を「水温」「気温」という語句を使って説明せよ。 
⑥ この実験で金属製のコップを使う理由を「熱」という語句を使って説明せよ。 

(2) 右図は飽和水蒸気量を表すグラフである。 
① 湿度が最も高い空気は A～E のどれか。 
② A～E の空気を冷やしていったとき，同じ温度で水

滴が出始めるのは，A～E のどれとどれか。 
(3) 窓ガラスの内側が水滴でくもるのは，窓の外の気温が内

側より高いときか，低いときか。 
(4) 気温が上がると洗濯物の乾き方はどうなるか。乾きやす

い，乾きにくい，変わらないのどれかで答えよ。ただし，

空気中の水蒸気量は変化しないものとする。  
[解答欄] 

(1)①ア イ ウ ②ア 

イ ③ ④ 

⑤ ⑥ 

(2)① ② (3) (4) 

[解答](1)①ア 水蒸気 イ 凝結 ウ 露点 ②ア 17.3g イ 12.8g ③ 74％ ④ 6.0g 
⑤ 水温を気温と同じにするため。 ⑥ 金属は熱を伝えやすいから。 (2)① C ② A と B 
(3) 低いとき (4) 乾きやすい 
 

温度(℃)   5  10  15  20  25 
飽和水蒸気量(g/m3) 6.8 9.4 12.8 17.3 23.1 
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[問題](3 学期など) 
次の各問いに答えよ。 

(1) 簡易真空容器の中に，気圧計，デジタル温度計，口

を閉じたビニル袋を入れ，空気をぬいていくと，次

の①～③はそれぞれどのような変化をするか。 
① 気圧 ② 温度 ③ ビニル袋 

(2) 次に，ビニル袋の中に少量の水と線香の煙を入れて

口を閉じ，容器内の空気をぬいていくと，ビニル袋

の中が白くくもった。この理由について，①～⑤に

あてはまる語を書け。 
空気をぬく→気圧が( ① )→空気が( ② )する→温度が( ③ )→飽和水蒸気量が

( ④ )なる→露点に達する→水蒸気が( ⑤ )になる→白くくもる。 
(3) (2)で少量の水をいれるのはなぜか。 
(4) (2)で線香の煙を入れるのはなぜか。 
(5) 図 1 で，ビニル袋の中が白くくもったときのようす

は，雲のでき方を模式的に表した図 2 の a～d のどこ

のようすと同じと考えられるか。 
(6) 次の文は，雲の一般的なでき方を説明したものであ

る。文中の①～③にあてはまる語を書け。 
上昇する空気は( ① )するので，温度はしだいに

下がり，( ② )に達すると，空気中の水蒸気は

( ③ )となって雲ができる。 
(7) 空気のかたまりが，図 2 の c の高さまでに上昇して

できた＊は何か。 
(8) 図 2 の＊が成長し，上昇気流によって支えられなくなると地面に落ちてくる。このとき，

＊が落ちてくる途中でとけないで地面に落ちてきたものを何というか。 
[解答欄] 

(1)① ② ③ (2)① 

② ③ ④ ⑤ 

(3) 

(4) 

(5) (6)① ② ③ 

(7) (8) 
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[解答](1)① 下がる ② 下がる ③ ふくらむ (2)① 下がる ② 膨張 ③ 下がる 
④ 小さく ⑤ 水滴 (3) ビニル袋内の湿度を上げておくため。 (4) 煙を入れておくと，こ

れが核になって凝結しやすくなるから。 (5) b (6)① 膨張 ② 露点 ③ 水滴 
(7) 氷の粒 (8) 雪 
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【FdData 中間期末製品版のご案内】 
詳細は，[FdData 中間期末ホームページ]に掲載 ([Shift]＋左クリック→新規ウィンドウ)  
◆印刷・編集 
この PDF ファイルは，FdData 中間期末を PDF 形式に変換したサンプルで，印刷はできな

いように設定しております。製品版の FdData 中間期末は Windows パソコン用のマイクロ

ソフト Word(Office)の文書ファイルで，印刷・編集を自由に行うことができます。 
◆FdData 中間期末の特徴 
中間期末試験で成績を上げる秘訣は過去問を数多く解くことです。FdData 中間期末は，実

際に全国の中学校で出題された試験問題をワープロデータ(Word 文書)にした過去問集です。

各教科(社会・理科・数学)約 1800～2100 ページと豊富な問題を収録しているため，出題傾

向の 90％以上を網羅しております。 
FdData 中間期末を購入いただいたお客様からは，「市販の問題集とは比べものにならない質

の高さですね。子どもが受けた今回の期末試験では，ほとんど同じような問題が出て今まで

にないような成績をとることができました。」，「製品の質の高さと豊富な問題量に感謝します。

試験対策として，塾の生徒に FdData の膨大な問題を解かせたところ，成績が大幅に伸び過

去最高の得点を取れました。」などの感想をいただいております。 
◆サンプル版と製品版の違い 
ホームページ上に掲載しておりますサンプルは，印刷はできませんが，製品の全内容を掲載

しており，どなたでも自由に閲覧できます。問題を「目で解く」だけでもある程度の効果を

あげることができます。しかし，FdData 中間期末がその本来の力を発揮するのは印刷がで

きる製品版においてです。印刷した問題を，鉛筆を使って一問一問解き進むことで，大きな

学習効果を得ることができます。さらに，製品版は，すぐ印刷して使える「問題解答分離形

式」，編集に適した「問題解答一体形式」，暗記分野で効果を発揮する「一問一答形式」(理科

と社会)の 3 形式を含んでいますので，目的に応じて活用することができます。 
※FdData 中間期末の特徴(QandA 方式) ([Shift]＋左クリック→新規ウィンドウ) 
◆FdData 中間期末製品版(Word 版)の価格(消費税込み) 
※以下のリンクは[Shift]キーをおしながら左クリックすると，新規ウィンドウが開きます 
理科 1 年，理科 2 年，理科 3 年：各 7,800 円(統合版は 18,900 円) ([Shift]＋左クリック) 
社会地理，社会歴史，社会公民：各 7,800 円(統合版は 18,900 円) ([Shift]＋左クリック) 
数学 1 年，数学 2 年，数学 3 年：各 7,800 円(統合版は 18,900 円) ([Shift]＋左クリック) 
※Windows パソコンにマイクロソフト Word がインストールされていることが必要です。 
(Mac の場合はお電話でお問い合わせください)。 
◆ご注文は，メール(info2@fdtext.com)，または電話(092-811-0960)で承っております。 
※注文→インストール→編集･印刷の流れ，※注文メール記入例 ([Shift]＋左クリック) 
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