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【】電池になるための条件
[電池になる条件：電解質の水溶液であること]
[問題](1 学期中間)
電流が流れる水溶液の中に，異なる 2 種類の金属板を入れて電流をとり出せるように
した装置を何というか。
[解答欄]

[解答]電池
[解説]
でんきょく

こと

電池になるためには，まず，2 つの 電 極 が異なる種類の金属
であることが必要である(片方が炭素棒でもよい)。電池にな
すいようえき

るためには，第二に水溶液が電流が流れるものでなければな
らない。すなわち，水溶液にしたときにイオンに分かれる物
でんかいしつ

質(電解質)でなければならない。
りゅうさん

電流が流れる水溶液としては，酸(塩酸， 硫 酸 ，レモンのしるなど)やアルカリ(水酸化
ナトリウム水溶液，アンモニア水など)，それに食塩水などがある。これに対し，砂糖水，
せいせいすい じょうりゅうすい

エタノール，精製水( 蒸 留 水)などは電気を通さないので電池の水溶液にはならない。
電気を通す水溶液に異なる種類の 2 つの金属を入れると，電圧が生じて電流が流れる。
このような装置を電池という。
※この単元で出題頻度が高いのは
「電池」
「次の～のうち電池の水溶液になるのはどれか」
である。

[問題](2 学期中間)
右図は，うすい塩酸に銅板と亜鉛板を入れ，それを豆電球に
つないだら豆電球が光ったようすを表している。うすい塩酸の
かわりにエタノールを用いた。どのような変化が生じたか。次
から選べ。
ア うすい塩酸を使った場合よりも豆電球が明るく光った。
イ うすい塩酸を用いた場合と明るさは変わらなかった。
ウ 電流が逆に流れた。
エ 豆電球がつかなかった。
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[解答欄]

[解答]エ
[解説]
エタノールは電気を通さない非電解質なので電池とはならず，電流は流れない。
[問題](前期期末)
うすい塩酸の中に銅板と亜鉛板を入れてモーターをつないだところ，モーターは回転
した。次の[

]のうち，うすい塩酸のかわりに使うとき，モーターが回るものはどれ

か。すべてあげよ。
[ レモンのしる 蒸留水 水酸化ナトリウム水溶液 エタノールの水溶液
アンモニア水 ]
[解答欄]

[解答]レモンのしる，水酸化ナトリウム水溶液，アンモニア水
[解説]
酸やアルカリは電解質なので電池の水溶液になる。[

]の中で，レモンのしるは酸性，

水酸化ナトリウム水溶液とアンモニア水はアルカリ性なので電池の水溶液になる。蒸留
水やエタノールの水溶液は非電解質なので，電池の水溶液にならない。

[電池になる条件：異なる種類の金属であること]
[問題](1 学期中間)
うすい塩酸の中に銅板 2 枚を入れたときに電気は流れるか。
[解答欄]

[解答]流れない。
[解説]
でんきょく

こと

電池になるためには，2 つの 電 極 が異なる種類の金属である
ことが必要である(片方の電極が炭素棒でもよい)。例えばガ
でんきょく

ラスなどの電気を通さない不導体は電極 としては使えない。
また，銅板と銅板のように同じ種類の金属では，電圧の差は
生じず，電気は流れない。
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※この単元で出題頻度が高いのは
「次の電極の組み合わせのうち電池となるのはどれか」
である。
[問題](1 学期中間)
右の図は，うすい塩酸に 2 枚の金属板を入れたよう
すを表している。電子オルゴールが鳴る組み合わせを
ア～オの中からすべて選べ。
ア 亜鉛と亜鉛
イ 銅と銅
ウ 銅とガラス
エ 鉄とアルミニウム
オ 亜鉛と木
[解答欄]

[解答]エ
[解説]
アとイは同じ種類の金属を使っているので電圧の差は生じず，電気は流れない。ウの「ガ
ラス」
，オの「木」は不導体であるので，電気は流れない。エは異なる種類の金属である
ので，電解質であるうすい塩酸に入れると電池としてはたらく。
[問題](前期期末)
うすい塩酸の中に銅板と亜鉛板を入れてモーターをつないだところ，モーターが回転
した。次の[

]のうち，亜鉛板のかわりに使うとき，モーターが回らないものはどれ

か。すべて選べ。
[ 1 円玉 10 円玉 スライドガラス 鉄くぎ ]
[解答欄]

[解答]10 円玉，スライドガラス
[解説]
1 円玉はアルミニウムでできており，銅板とつないでうすい塩酸に入れると電池になる。
10 円玉は銅でできているので，銅と銅の組み合わせになり，電圧は生じず，電池にはな
らない。スライドガラスは不導体なので，電池の電極にはならない。
鉄くぎは銅とは異なる種類の金属であるため，銅板とつないでうすい塩酸に入れると電
池になる。
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[電池になる条件全般]
[問題](2 学期中間)
右の図のように，2 枚の金属板と液体で電流をとり出せるかど
うかを調べる実験を行った。次の各問いに答えよ。
(1) 液体にうすい塩酸を使って実験を行った。次の組み合わせの
うち，電流がとり出せるのはどれか。ア～カの中からすべて
選び記号で答えよ。
ア 鉄，銅

イ 銅，銅

ウ マグネシウム，銅

エ マグネシウム，スライドガラス

オ 亜鉛，亜鉛

カ 銅，スライドガラス
(2) 金属板 A に亜鉛，金属板 B に銅を用いた。このとき電流がとり出せるのはどの液体
を使ったときか。次の[

]からすべて選べ。

[ 食塩水 蒸留水 砂糖水 レモンのしる ]
(3) この実験のようなしくみで，電気をとり出す装置を何というか。
[解答欄]
(1)

(2)

(3)

[解答](1) ア，ウ (2) 食塩水，レモンのしる (3) 電池
[解説]
(1) イとオは同じ種類の金属を使っているので電圧の差は生じず，電気は流れない。エ
とカの「スライドガラス」は不導体であるので，電気は流れない。アとウは異なる種類
の金属であるので，電解質であるうすい塩酸に入れると電池としてはたらく。
(2) 食塩水とレモンのしるは電解質なので電池の水溶液になる。蒸留水と砂糖水は非電
解質なので電池の水溶液にはならない。

[問題]1 学期期末)
右の図のようにうすい塩酸を入れたビー
カーに亜鉛板と銅板をさしこんでモーター
に接続すると，プロペラが回った。
(1) このような装置を何というか。
(2) ビーカーの中の水溶液はそのままに
して，亜鉛板を銅板にかえて，銅板と
銅板を使ってモーターにつないだら，
プロペラはどうなるか。
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(3) ビーカーの中に入れたとき，プロペラが回らない水溶液を[

]から 2 つ選べ。

[ 食塩水 砂糖水 硫酸 エタノール ]
(4) 図で，金属板のつなぎ方を逆にすると，モーターの回り方はどうなるか。
[解答欄]
(1)

(2)

(3)

(4)
[解答](1) 電池 (2) 回らない。 (3) 砂糖水，エタノール (4) 反対になる。

[問題](1 学期期末)
右の図のように，
銅板と亜鉛板をうすい塩酸に入れて，
電子オルゴールにつなぐと音が鳴った。次の各問いに答
えよ。
(1) 金属板の組み合わせを変えて，同じ実験を行った。
音が鳴る組み合わせをすべて選び，記号で答えよ。
ア 銅板と鉄板
イ 銅板と銅板
ウ 鉄板と鉄板
エ 銅板とアルミニウム板
オ アルミニウム板とアルミニウム板
(2) 図のような銅板と亜鉛板の組み合わせの装置で，うすい塩酸を次の[

]の水溶液

に変えてみた。オルゴールの音が鳴るのはどの溶液か。すべて選べ。
[ 砂糖水 食塩水 エタノール 果物のしる スポーツドリンク ]
(3) (2)で選んだ液体には，ある共通点がある。それはどのような共通点か。
「水溶液中
に」という言葉から始まる文章で説明せよ。
(4) 図のような装置を何というか。
[解答欄]
(1)

(2)

(3)

(4)

[解答](1) ア，エ (2) 食塩水，果物のしる，スポーツドリンク (3) 水溶液中にイオン
がある。 (4) 電池
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[問題](2 学期期末)
次の物質を組み合わせて電池をつくれるものをすべて選び，記号で答えよ。
ア 銅，アルミニウム，蒸留水

イ 銅，アルミニウム，食塩水

ウ 銅，銅，レモンのしる

エ 銅，亜鉛，エタノールの水溶液

オ 銀，アルミニウム，レモンのしる

カ アルミニウム，アルミニウム，食塩水

[解答欄]

[解答]イ，オ
[解説]
ア：蒸留水は非電解質なので電池にはならない。
イ：銅とアルミニウムは異なる種類の金属で，食塩水は電解質なので電池になる。
ウ：銅と銅は同じ種類の金属なので，電圧の差が生じず，電池にはならない。
エ：エタノールの水溶液は非電解質なので電池にはならない。
オ：銀とアルミニウムは異なる種類の金属で，
レモンのしるは電解質なので電池になる。
カ：アルミニウムとアルミニウムは同じ種類の金属なので，電圧の差が生じず，電池に
はならない。
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【】電池の中で起こる変化
【】亜鉛板と銅板での変化
[亜鉛板での変化]
[問題](2 学期中間)
右の図のように，うすい塩酸の中に銅板と亜
鉛板を入れて電池をつくった。亜鉛板の亜鉛原
子はイオンになってとけ出すが，どのようにし
てイオンになるか。正しく述べた文を次のア～
エから選べ。
ア 電子を 1 個失って亜鉛イオンになる。
イ 電子を 2 個失って亜鉛イオンになる。
ウ 電子を 1 個受けとって亜鉛イオンになる。
エ 電子を 2 個受けとって亜鉛イオンになる。
[解答欄]

[解答]イ
[解説]
塩酸は，HCl→H＋＋Cl－のように電離している。
でんし

ほうしゅつ

金属や水素は，電子を 放 出 して＋イオンになろうと
けいこう

あ え ん

どう

する傾向(イオン化傾向)がある。亜鉛，銅，水素のイ
オン化傾向の大きさは，(亜鉛)＞(水素)＞(銅)である。
したがって，イオン化傾向が一番大きい亜鉛のみがイ
で ん し

オンになり，Zn→Zn2＋＋2e－の反応がおこる(e－は電子)。
すなわち，亜鉛原子は，電子 2 個を失って亜鉛イオン
(Zn2＋)になり，うすい塩酸の中にとけ出していく。
電子は亜鉛板に残る。電子がたまってくると，亜鉛板
は－の電気を帯びて－極になり，その－に反発した電
どうせん

子が，亜鉛板→導線→銅板と移動する。
亜鉛板は，表面がとけ出すため，ぼろぼろになる。
※この単元で出題頻度が高いのは「亜鉛原子が電子 2
個を失って亜鉛イオンになる」「Zn→Zn2＋＋2e－」で
ある。
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[問題](前期中間)
うすい塩酸の中に銅板と亜鉛板を入れて電池をつくり，豆電球をつなぐと豆電球がつ
く。このとき，亜鉛板の表面で起こる現象を「イオン」
「電子」
「原子」という言葉を使
って説明せよ。
[解答欄]

[解答]亜鉛原子が電子を 2 個失って亜鉛イオンとなり，うすい塩酸の中にとけ出してい
く。
[問題](2 学期中間)
右の図のように，うすい塩酸の中に銅板と亜
鉛板を入れて電池をつくり，豆電球をつなぐと
豆電球がついた。次の各問いに答えよ。
(1) 亜鉛板の表面では，亜鉛が( ① )を 2 個
失って，( ② )となる。(②)はうすい塩酸
中にとけ出し，電極に残された(①)は，導
線を通って銅板へ流れる。①，②にあては
まる語をそれぞれ答えよ。
(2) 亜鉛板での化学変化をイオン式と化学式で表せ。電子はe－で表せ。
[解答欄]
(1)①

(2)

②

[解答](1)① 電子 ② 亜鉛イオン (2) Zn→Zn2＋＋2e－
[問題](後期中間)
うすい塩酸の中に銅板と亜鉛板を入れて電池をつくった。このとき，次の各問いに答
えよ。
(1) 塩酸の電離のようすを，イオン式を使って表せ。
(2) 亜鉛板は，水素よりイオンになりやすいために，電子を 2 個放出して，イオンにな
る。イオンになるようすを，電子をe－として式で表せ。
(3) 亜鉛板は実験後どのような状態になっているか。次の[

]から 1 つ選べ。

[ 金属光沢が出る ぼろぼろになる 変化しない ]
[解答欄]
(1)

(2)

(3)

[解答](1) HCl→H＋＋Cl－ (2) Zn→Zn2＋＋2e－ (3) ぼろぼろになる
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[銅板での変化]
[問題](前期期末)
右の図のように，うすい塩酸の中に銅板と亜鉛板
を入れて，導線でモーターにつないだところ，モー
ターが回転した。このとき，銅板の表面で起こって
いる変化をあらわしたモデルを次のア～エから選び，
記号で答えよ。
ア 2H＋→H ２＋2e－
イ 2H＋＋2e－→H ２
ウ Zn→Zn２＋＋2e－
エ Zn２＋＋2e－→Zn
[解答欄]

[解答]イ
[解説]
亜鉛板ではZn→Zn2＋＋2e－の反応が起こり，電子(e－)
が放出される。電子がたまってくると，亜鉛板は－の
電気を帯びて－極になり，その－に反発した電子が，
どうせん

亜鉛板→導線→銅板と移動する。
銅板では，移動して来た電子に，水溶液中の水素
でんきょく

イオン(H＋)が引きつけられ，銅板の電極 から電子
を受けとって水素原子になり，さらに水素原子 2
個が結合して水素分子(H 2 )となって，銅板の電極
付近から気体として出てくる(2H＋＋2e－→H 2 )。
亜鉛板(Zn)が－極なので，銅板(Cu)が＋極になる。
銅板は電子を受け渡す役割するのみで，銅板その
ものは化学変化を起こさないため，亜鉛板のよう
に表面がぼろぼろになることはない。
※この単元で出題頻度が高いのは「水素イオンが電子を受けとって，水素原子→水素分
子」
「2H＋＋2e－→H 2 」である。
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[問題](2 学期中間)
右の図のように，うすい塩酸の中に銅板と亜
鉛板を入れて電池をつくり，豆電球をつなぐと
豆電球がついた。次の各問いに答えよ。
(1) 次の文章中の①，②，④に適語を入れ，
③は(

)内から適語を選べ。

銅板の表面では，水溶液中の( ① )イオ
ンが引きつけられて，( ② )を 1 個
③(失い／受けとり)，(①)原子になる。さらに(①)原子は( ④ )個結びついて(①)分子
となり，気体となって銅板の表面から出ていく。
(2) 銅板の表面での化学変化をイオン式と化学式で表せ。電子はe－で表せ。
[解答欄]
(1)①

②

③

④

(2)
[解答](1)① 水素 ② 電子 ③ 受けとり ④ 2 (2) 2H＋＋2e－→H 2

[問題](後期中間)
うすい塩酸の中に銅板と亜鉛板を入れて電池をつくり，豆電球をつなぐと豆電球がつ
く。このとき，銅板ではどのような変化が起こっているか。次のア～エから最も正しく
説明しているものを 1 つ選び，記号で答えよ。
ア 表面がぼろぼろになり，気体が発生する。
イ 表面はぼろぼろにならず，気体が発生する。
ウ 表面がぼろぼろになり，気体が発生しない。
エ 表面はぼろぼろにならず，気体が発生しない。
[解答欄]

[解答]イ

[問題](前期中間)
うすい塩酸の中に銅板と亜鉛板を入れて電池をつくり，豆電球をつなぐと豆電球がつ
く。このとき，銅板の表面で起こる現象を「イオン」
「電子」
「原子」
「分子」という言葉
を使って説明せよ。
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[解答欄]

[解答]塩酸中の水素イオンが電子を 1 個受けとって水素原子となる。水素原子は 2 個結
びついて水素分子となり，気体となって空気中に出て行く。

[電子・電流の移動方向]
[問題](前期期末)
右の図は，塩酸に亜鉛板と銅板を入れ，モーターにつな
いだようすをモデルで示している。次の各問いに答えよ。
(1) 亜鉛板では●は電子を放出して，●2＋になっている。
また，銅板では○＋は，電子を受けとって原子となっ
ている。●2＋と○＋は何イオンか。それぞれ名称を答
えよ。
(2) 電子の流れる向きは図のア，イのどちらか。
(3) 電流の流れる向きは図のア，イのどちらか。
(4) (3)の結果から，＋極は亜鉛板と銅板のどちらといえるか。
[解答欄]
(1)●2＋：

○＋：

(3)

(4)

(2)

[解答](1)●2＋：亜鉛イオン ○＋：水素イオン (2) イ (3) ア (4) 銅板
[解説]
亜鉛と銅では，亜鉛のイオン化傾向が大きい(イオンになり
－
やすい)ので，亜鉛は亜鉛イオン(Zn2＋)となって電子(図の○

)を放出する(この場合，銅はイオンにならない)。
電子がたまってくると，亜鉛板は－の電気を帯びて－極に
どうせん

なり，その－に反発した電子が，亜鉛板→導線→銅板と移動する。亜鉛板が－極なので，
銅板は＋極になる。電子は－極(亜鉛板)→＋極(銅板)へと流れるが，電流の方向は電子の
移動方向とは逆になり，＋極(銅板) →－極(亜鉛板)の方向に流れる。
どうせん

(参考)電気の存在が発見された最初の頃，導線 の中を流れる電気は＋の電気を帯びた
りゅうし

粒子だと考えられていた。その後，－の電気を帯びた粒子(電子)が流れることが確認さ
れた。導線の中を流れるのは－の電気を帯びた電子であるが，
「電気の流れ」と表すとき
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は，あたかも＋の粒子が流れているものとして扱うのが慣例になっている。そのため，
電気の流れは電子の流れとは反対方向になる。
※この単元で出題頻度が高いのは「電子，電流の方向」
「亜鉛板が－極，銅板が＋極」で
ある。

[問題](1 学期中間)
右の図は，うすい塩酸の中に，導線で光電池用モー
ターにつないだ亜鉛板と銅板を入れたときのようすを
模式的に表したものである。次の各問いに答えよ。
(1) 亜鉛板，銅板はそれぞれ＋極，－極のどちらにな
るか。
(2) 図中の矢印 X，Y は，それぞれ何の流れる向きか。
(3) 図中の陽イオン①のイオン式，陽イオン②のイオ
ン式をそれぞれ書け。
[解答欄]
(1)亜鉛板：

銅板：

(2)X：

Y：

(3)①

②

[解答](1)亜鉛板：－極 銅板：＋極 (2)X：電子 Y：電流 (3)① Zn2＋ ② H＋
[解説]
銅は亜鉛以外の金属(マグネシウム，アルミニウム，鉄)とくらべてイオン化傾向が小さ
いため，ほとんどの場合＋極になる(銀は例外)。そこで，
「銅板が＋極」と覚えておくと
便利である。このとき，銅板でない金属板(亜鉛板など)が－極になる。電流の方向は＋
極→－極，電子の移動方向はその逆で，－極→＋極になる。

[問題](2 学期中間)
右の図のように，うすい塩酸の中に銅板と亜鉛板
を入れて，導線でモーターにつないだところ，モー
ターが回転した。次の各問いに答えよ。
(1) モーターが回転しているとき，亜鉛板とモータ
ーをつなぐ導線を流れる電子の向きと電流の
向きはそれぞれ図の a，b のどちらか。
(2) 銅板と亜鉛板は，それぞれ＋極か，－極か。
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[解答欄]
(1)電子：

電流：

(2)銅板：

亜鉛板：

[解答](1)電子：a 電流：b (2)銅板：＋極 亜鉛板：－極
[解説]
「銅板が＋極」である。電流は＋極(銅板)→－極(亜鉛板)で b の方向，電子はその逆で，
a の方向になる。
[モーターの回転速度を上げる方法]
[問題](後期中間)
右の図のように，うすい塩酸の中に銅板と亜鉛
板を入れて，導線でモーターにつないだところ，
プロペラが回った。亜鉛板の面積を大きいものに
かえると，プロペラの回る速さはどうなるか。
[解答欄]

[解答]速くなる。
[解説]
電子の流れ(電流)をつくりだしているのは，1
つは，Zn→Zn2＋＋2e－の反応である。亜鉛板の
面積が大きいほど多くの電流が流れる。
また，うすい塩酸の濃度が濃いほど，水溶液中
の水素イオン(H＋)が多くなり，2H＋＋2e－→H 2の反応は活発になり，多くの電流が流れ
る。
※「亜鉛板の面積を大きくする」
「塩酸の濃度をこくする」はときどき出題される。
[問題](1 学期期末)
うすい硫酸の中に銅板と亜鉛板を入れてモーターをつないだところ，モーターが回転
した。うすい硫酸の濃度をこくすると，モーターの回転速度はどうなるか。次の[
から 1 つ選べ。
[ 速くなる 変わらない おそくなる ]
[解答欄]

[解答]速くなる
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]

[問題](1 学期期末)
うすい塩酸の中に銅板と亜鉛板を入れて導線でモーターにつないだところ，モーター
が回転した。モーターの回転速度を大きくするためには，どのような方法があるか，
「面
積」
，
「濃度」の語句をそれぞれ用い 2 つ答えよ。
[解答欄]

[解答]亜鉛板の面積を大きくする。うすい塩酸の濃度をこくする。

[イオンの増減]
[問題](1 学期期末)
右の図のように，亜鉛板と銅板を豆電球につ
ないでうすい塩酸につけたところ，豆電球が光
った。次の各問いに答えよ。
(1) 豆電球が光っている間，うすい塩酸中にし
だいに増えていくイオンは何か。イオン式
で答えよ。
(2) 豆電球が光っている間，うすい塩酸中から
しだいに減っていくイオンは何か。イオン式で答えよ。
[解答欄]
(1)

(2)

[解答](1) Zn2＋ (2) H＋
[解説]
塩酸はHCl→H＋＋Cl－のように電離しているので，最初，水溶液中にあるイオンはH＋と
Cl－である。豆電球につなぐと，亜鉛板では，Zn→Zn2＋＋2e－の反応がおこり，Zn2＋(亜
鉛イオン)が増加していく。銅板では，2H＋＋2e－→H 2 の反応が起こり，H＋(水素イオン)
が減少していく。
※「イオンの増減」はたまに出題される。
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[問題](前期期末)
うすい塩酸の中に銅板と亜鉛板を入れて，モーターをつないだところ，モーターが回
転した。モーターが回転しているとき，うすい塩酸の中にあるイオンをイオン式ですべ
て書け。
[解答欄]

[解答]H＋，Cl－，Zn2＋
[解説]
最初，水溶液中にあるイオンはH＋とCl－である。亜鉛板では，Zn→Zn2＋＋2e－の反応が
おこり，Zn2＋(亜鉛イオン)が増加していくので，モーターが回転しているとき，うすい
塩酸の中にあるイオンは，H＋，Cl－，Zn2＋である。H＋がなくなると，電子は移動でき
なくなり，モーターは回転しなくなる。
[問題](3 学期)
うすい塩酸に銅板と亜鉛板を入れて電子オルゴールをつなぐと音が鳴った。
(1) 電子オルゴールが鳴っているとき，水溶液中で増加するイオンは何か。そのイオン
式を書け。
(2) (1)のイオンが 10 個増加したとき，電極から発生する水素分子は何個か。
[解答欄]
(1)

(2)

[解答](1) Zn2＋ (2) 10 個
[解説]
亜鉛板では，Zn→Zn2＋＋2e－，銅板では 2H＋＋2e－→H2 の反応がおこり，亜鉛イオン
(Zn2＋)が 1 個増加するごとに，水素イオン(H＋)2 個が減少し，水素分子(H 2)が 1 個でき
る。したがって，亜鉛イオンが 10 個増加したとき，電極から発生する水素分子は 10 個
になる。
[問題](1 学期期末)
うすい塩酸に銅板と亜鉛板を入れて電池をつくる。銅板から発生する気体の分子が 30
個あったとき，亜鉛イオンは何個増加するか。
[解答欄]

[解答]30 個
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[問題](前期中間)
うすい塩酸に銅板と亜鉛板を入れて電池をつくる。この電池を使い続けると，電流が
流れなくなり電池としてはたらかなくなる。電池としてはたらかなくなるとはどのよう
な状態になることか。その状態を 2 つ書け。
[解答欄]

[解答]亜鉛板がすべてとけてしまう。水素イオンがすべてなくなってしまう。
[解説]
亜鉛板がすべてとけてしまったら，Zn→Zn2＋＋2e－の反応が起こらなくなるため，電子
は移動しなくなる。また，水溶液中の水素イオン(H＋)がなくなると，銅板における
2H＋＋2e－→H 2の反応が起こらなくなるため，電子は移動できなくなる。

[亜鉛板と銅板での変化全般]
[問題](2 学期期末)
右の図は亜鉛板と銅板をうすい塩酸に入れたようすを
モデルで表している。
(1) 図のように，異なる金属と電解質の水溶液を使って
電気エネルギーをとり出す装置を何というか。
(2) 図の亜鉛板では●は電子を放出してイオンとなっ
ている。●2+は何イオンか，名称を答えよ。
(3) 図の銅板では，○+は，電子を受けとって原子となっ
ている。○+は何イオンか，名称を答えよ。
(4) 銅板のまわりでは，たくさんの気泡ができ気体が発生する。この気体を化学式で表
せ。
(5) 電流の流れる向きは，図のア，イのどちらか，記号で答えよ。
(6) ＋極は，亜鉛板か銅板か。
[解答欄]
(1)

(2)

(5)

(6)

(3)

[解答](1) 電池 (2) 亜鉛イオン (3) 水素イオン (4) H 2
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(4)

(5) ア (6) 銅板

[解説]
(1) 電解質の水溶液に異なる種類の 2 つの金属を入れると，電圧が生じて電流が流れる。
このような装置を電池という。電池では，化学変化を利用して化学エネルギーから電気
エネルギーをとり出している。
(2)(3)(4) 亜鉛板では，Zn→Zn2＋＋2e－の反応が起こり，Zn2＋(亜鉛イオン)が水溶液中に
とけ出す。ここで発生した電子(e－)は，亜鉛板→モーター→銅板と移動し，銅板で，
2H＋＋2e－→H 2の反応が起こり，水素が発生する。
(5)(6) 「銅板が＋極」と覚えておくと便利。銅板が＋極なので亜鉛板は－極。電流は＋
極(銅板)から－極(亜鉛板)の方向に流れる。電子の流れは，－極(亜鉛板)→＋極(銅板)で
ある。(亜鉛板に電子(e－)がたまるので，亜鉛板は－極になる。電気の－と－は反発し合
うので，亜鉛板の電子(e－)は－極に押されて，亜鉛板→銅板と流れる。電気の流れる方
向は電子の流れる方向とは逆に，銅板→亜鉛板の方向となる。)

[問題](1 学期期末)
うすい塩酸の中に銅板と亜鉛板を入れて，電池を
つくった。右の図は，電流が流れるしくみを表して
いる。次の各問いに答えよ。
(1) 電流の向きを示しているのは A，B のどちらか。
(2) ＋極になっているのは亜鉛板，銅板のどちらか。
(3) 亜鉛板からはなれて水溶液中に入る粒子 C は
何か。イオン式で答えよ。
(4) 銅板の表面から生じる気体は何か。物質名を答
えよ。
(5) 次の文章中の①～④に適語を入れよ。
銅板の表面では，水溶液中の( ① )が，導線から送られてくる( ② )を 1 個受け
とって，( ③ )原子になる。さらに(③)原子は 2 個結びついて( ④ )になり，気体
となって銅板の表面から出ていく。
[解答欄]
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)①

②

③

④

[解答](1) A (2) 銅板 (3) Zn2＋ (4) 水素 (5)① 水素イオン ② 電子 ③ 水素 ④
水素分子
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[問題](2 学期中間)
右図のように，銅板と亜鉛板をうすい塩酸
に入れ，電流計と豆電球を接続した。すると
亜鉛板はとけ出し，銅板からは気体が発生し
た。豆電球はつかなかったが，電流計の針は
振れた。次の各問いに答えよ。
(1) 亜鉛板の表面で起こっている変化のよ
うすをイオン式と化学式を用いて表せ。
ただし，電子はe－で表すものとする。
(2) 銅板の表面で起こっているようすをイオン式と化学式を用いて表せ。ただし，電子
はe－で表すものとする。
(3) 銅板と亜鉛板を入れる前に，ビーカー中に存在するすべてのイオンをイオン式で答
えよ。
(4) 実験が進むにつれて，ビーカー中のイオンの数が，①増えていくイオン，②減って
いくイオン，③変わらないイオンがある。それぞれ何か。イオン式で答えよ。
(5) 電流の流れる向きは図のア，イのどちらか。
[解答欄]
(1)

(2)

(4)①

(3)

②

③

[解答](1) Zn→Zn2＋＋2e－ (2) 2H＋＋2e－→H 2

(5)
(3) H＋，Cl－ (4)① Zn2＋ ② H＋ ③

Cl－ (5) イ
[問題](1 学期期末)
右の図のようにうすい塩酸に亜鉛板と銅板
を入れたとき，電流が流れた。
(1) 電流の流れる向きは電子の流れと同じ
か，逆か。
(2) 図の装置で，＋極になるのは亜鉛板，銅
板のどちらか。
(3) 亜鉛板ではどのような変化が起こって
いるか。
「電子」
「イオン」ということば
を使って説明せよ。
(4) 銅板ではどのような変化が起こっているか。
「電子」
「イオン」
「原子」
「分子」とい
う言葉を使って説明せよ
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[解答欄]
(1)

(2)

(3)
(4)
[解答](1) 逆 (2) 銅板 (3) 亜鉛原子が電子を 2 個失って亜鉛イオンとなり，うすい塩
酸の中にとけ出していく。 (4) 塩酸中の水素イオンが電子を 1 個受けとって水素原子
となる。水素原子は 2 個結びついて水素分子となり，気体となって銅板の表面から空気
中に出て行く。

19

【】イオン化傾向と電圧
[問題](2 学期期末)
銅板，マグネシウム板，亜鉛板を使って図のような実験を行った。
(1) 次のア～ウのとき，それぞれ＋極になるの
はどちらの金属か。金属の名前を書け。
ア マグネシウム板と亜鉛板
イ 亜鉛板と銅板
ウ マグネシウム板と銅板
(2) (1)のア～ウのどの組み合わせのとき一番
大きな電圧を得られたか。ア～ウから記号
で選べ。
[解答欄]
(1)ア

イ

ウ

(2)

[解答](1)ア 亜鉛 イ 銅 ウ 銅 (2) ウ
[解説]
えんさん

でんかいしつ

(1) うすい塩酸のような電解質に，2
つの異なる種類の金属をいれると，
けいこう

イオン化 傾向 の大きいほうの金属
でんり

よう

だけが電離 して 陽 イオンになって
でんきょく

水溶液中にとけ出し，電子が 電 極

に残る。電子がたまると，その電極は－の電気を帯びて－極になり，その－に押されて
けいこう

電子はもう一方の電極に移動する。
「イオン化傾向の大きい方が－極になる」と覚えてお
くと便利である。(イオン化傾向が小さい銅は＋極になる)
あえん

アのマグネシウムと亜鉛では，マグネシウムのイオン化傾向が大きいので－極，亜鉛が
＋極になる。イの亜鉛と銅では，亜鉛のイオン化傾向が大きいので－極，銅が＋極にな
る。ウのマグネシウムと銅では，マグネシウムのイオン化傾向が大きいので－極，銅が
＋極になる。
(2) マグネシウム，亜鉛，銅のイオン化傾向は，マグネシウム＞亜鉛＞銅 となる。
イオン化傾向の差が大きいほど，電圧は大きくなる。したがって，マグネシウムと銅の
組み合わせがもっとも大きな電圧が生じる。
※この単元でよく出題頻度されるのは「どちらの金属が＋(－)極になるか」
「電圧が最も
大きくなる金属板の組み合わせはどれか」である。
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[問題](後期中間)
銅・亜鉛・水素がイオンになりやすい順番に並んでいるのは，次のア～オのどれか。
ア 銅＞亜鉛＞水素

イ 亜鉛＞水素＞銅

エ 銅＞水素＞亜鉛

オ 水素＞亜鉛＞銅

ウ 水素＞銅＞亜鉛

[解答欄]

[解答]イ
[問題](2 学期期末)
図のような装置で電流をとり出せるかどうか調べた。液体 C に
うすい硫酸を用いて実験をした。このとき，最も大きい電圧がと
り出せるのは，A，B に何を用いたときか，次のア～ウから１つ
選べ。
ア A マグネシウム，B 銅
イ A マグネシウム，B 亜鉛
ウ A 亜鉛，B 銅
[解答欄]

[解答]ア

[問題](1 学期期末)
右図のように，水溶液に 2 種類の金属板を入
れて，電圧計につないだ。ビーカーに入れる塩
酸の濃度を変えずに，下の表のように金属板の組
み合わせを変えると，それぞれの金属が－極，
＋極になり異なる電圧を生じた。表のⅢの金属
の組み合わせで得られる電圧は何 V と考えられ
るか。次の[

]から最も適当なものを選べ。

[ 2V 5V 7V 9V ]

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ

－極
鉄
マグネシウム
マグネシウム

＋極
銅
銅
鉄

電圧
2V
7V
(
)
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[解答欄]

[解答]5V
[解説]
けいこう

銅はイオン化傾向がもっとも小さい。電極に使う 2 つの
金属のイオン化傾向の差が大きいほど，生じる電圧は大
きくなるので，鉄，銅，マグネシウムのイオン化傾向と
電圧の位置関係は右図のようになると考えられる。
したがって，マグネシウムと鉄を使ったときに生じる電
圧は，7(V)－2(V)＝5(V)である。

[問題](前期期末)
右の図のように，うすい塩酸の中に銅板と亜鉛
板を入れて，
電流計とモーターをつないだところ，
電流計の針がふれ，モーターが回転した。次の各
問いに答えよ。
(1) この実験の装置のように電流をとり出す装
置を何というか。
(2) ＋極となっている金属の名称を書け。
(3) 図の点 A で，電流が流れる向きは，ア，イのどちらか。
(4) 銅板と亜鉛板に接続しているクリップを交換すると，モーターの回転の向きはどう
なるか。
(5) (4)のとき，モーターの回転する速さはどうなるか。
(6) 亜鉛板をマグネシウムリボンにかえると，モーターの回転する速さはどうなるか。
(7) 銅板のかわりに亜鉛板に変えて(両極共に亜鉛板)同じ実験をしたところモーターは
回転しなかったが，亜鉛板から気体が発生して塩酸にとけていった。このときの化
学変化を化学反応式で表せ。
[解答欄]
(1)

(2)

(3)

(5)

(6)

(7)

(4)

[解答](1) 電池 (2) 銅 (3) ア (4) 逆になる (5) 変わらない (6) 速くなる (7) Zn
＋2HCl→ZnCl 2＋H 2
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[解説]
(4)(5) 銅板と亜鉛板に接続しているクリップを交換すると，＋と－が逆になるので，モ
ーターは逆方向に回転する。しかし，電圧の大きさは同じであるため，モーターの回転
速度は変わらない。
(6) マグネシウム，亜鉛，銅のイオン化傾向は，
マグネシウム＞亜鉛＞銅 である。右図のように，
マグネシウムと銅のイオン化傾向の差(b)は，亜鉛と銅の
イオン化傾向の差(a)よりも大きいので，マグネシウムと銅
を両極とする場合の方が，亜鉛と銅を両
極とする場合よりも電圧が大きくなり，
モーターの回転は速くなる。
あ え ん

(7)両極共に亜鉛板にしたとき電圧は生じず，電池にはならない。
しかし，Zn→Zn2＋＋2e－の反応はおこり，亜鉛イオン(Zn2＋)は
すいようえき

でんきょく

－にひかれて，
水溶液中にとけ出す。亜鉛の電極 に残った電子○
い ど う

水素イオン(H＋)が移動し，亜鉛の電極から電子を受けとって水
素原子になり(H＋＋e－→H)，さらに水素原子 2 個が結合して水
素分子(H 2 )となって，亜鉛の電極付近から気体として出てくる。
亜鉛(Zn)は水素(H)よりイオン化傾向が大きいので，水素にかわ
ってイオンになるような反応が起こるのである。
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【】電気エネルギーへの変換
[化学→電気エネルギー]
[問題](2 学期期末)
うすい塩酸と 2 種類の金属板を使って電池をつくった。この電池では，物質のもつ何
エネルギーを電気エネルギーに変換しているか。
[解答欄]

[解答]化学エネルギー
[解説]
あ え ん

どう

亜鉛板ではZn→Zn2＋＋2e－の化学変化がおこり，銅板付近では，
で ん し

2H＋＋2e－→H 2 の化学変化が起こっている。電子(e－)が出入りす
るときには化学エネルギーの出入りがおこる。この実験では，反
応前の状態(Zn，2H＋)より反応後の状態(Zn2＋，H 2 )のほうが化学
い ど う

エネルギーは少なくなる。減少した分の化学エネルギーは電子の移動(電流)による電気
へんかん

エネルギーに変換される。
※この単元で出題頻度が高いのは「化学エネルギーを電気エネルギーへ変換」である。

[問題](2 学期期末)
右図のように，うすい塩酸の中に，銅板と亜鉛
板を入れて電子オルゴールにつないだところ，オ
ルゴールが鳴った。この実験では，金属板に起き
る化学変化を利用して，(

①

)エネルギーを

( ② )エネルギーに変え，さらに，(②)エネルギ
ーを音エネルギーに変えている。①，②に適語を
入れて文を完成せよ。
[解答欄]
①

②

[解答]① 化学 ② 電気

[問題](1 学期期末)
うすい塩酸を入れたビーカーに亜鉛板と銅板を入れると電流が流れた。このような電
池は物質のもつ何エネルギーを何エネルギーに変換しているか。
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[解答欄]

[解答]化学エネルギーを電気エネルギーに変換している。

[木炭電池]
[問題](2 学期中間)
木炭，こい食塩水をしみこませたろ紙，アルミニウ
ムはくを使って電池をつくり，右の図のような回路を
つくった。
(1) この回路に電流は流れるか。
(2) この実験では，化学エネルギーから何というエネ
ルギーをとり出しているか。
(3) しばらくしてから，電池のアルミニウムはくをは
がすとアルミニウムはくはどのようになってい
たか。
[解答欄]
(1)

(2)

(3)

[解答](1) 流れる (2) 電気エネルギー (3) ぼろぼろになっていた。
[解説]
びんちょうたん

木炭電池は，備 長 炭 (木炭)に，こい食塩水でしめらせた
ろ紙を巻き，
その上からアルミニウムはくを巻いて作る。
備長炭(炭素C)は電気を通すが，イオンにはならない。ア
で ん し

ルミニウムが陽イオンになって電子を出す。すなわち，
Al→Al3+＋3e－ という反応が起こり，電子が発生する。
どうせん

電子は導線，オルゴールを通って備長炭(炭素C)へ流れる。
したがって，アルミニウム側が－極になり，備長炭側は
＋極になる。
アルミニウムは化学変化(Al→Al3+＋3e－)をおこし，そのとき化学エネルギーが電気エネ
へんかん

ルギーに変換されて電流が流れる。電流を流したあと，アルミニウムはくを観察すると
化学変化のためにぼろぼろになっている。
※この単元で出題頻度が高いのは
「化学エネルギー→電気エネルギー」
「ぼろぼろになる」
である。
「アルミニウムが－極」もときどき出題される。
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[問題](後期中間)
身近なものを使った電池について調
べた。次の各問いに答えよ。
(1) 右の図で 2 つの端子をどこにつなぐ
とモーターが回るか。次のア～エか
ら 1 つ選べ。
ア 備長炭の両端
イ 備長炭とアルミニウムはく
ウ 備長炭とろ紙
エ アルミニウムはくとアルミニウムはく
(2) しばらくモーターを回したあと，アルミニウムはくを広げてみた。モーターを回し
た前後でアルミニウムはくの表面に変化がみられた。どのような変化がみられたの
か，説明せよ。
(3) このような装置は，もともと物質がもっている①何エネルギーを，②何エネルギー
に変換しているか。
(4) (3)のようにエネルギーが変換されるときに，物質の間では何がおこっているか。漢
字 4 字で答えよ。
[解答欄]
(1)

(2)

②

(4)

[解答](1) イ

(2) ぼろぼろになった。

(3)①

(3)① 化学エネルギー

② 電気エネルギー

(4) 化学変化
[解説]
(1) アルミニウムはくでは，Al→Al3+＋3e－ という反応が起こり，電子(e－)がたまるので
－極になる。＋極は備長炭である。モーターの端子は－極のアルミニウムはくと＋極の
備長炭につなぐ。
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[問題](2 学期中間)
木炭電池を 2 組つくった。電池から電気エネルギーをとりだすとき，電池の内部で何
が起こっているのかを調べた。各問いに答えよ。

(1) 図は木炭電池の作り方を示している。ろ紙にしみこませるのに適当な液体は何か。
(2) 木炭電池を電子オルゴールにつないだところ電子オルゴールが鳴った。この状態を
数時間続けたあと，電池のアルミニウムはくをはがして観察した。アルミニウムは
くのようすを書け。
(3) 実験に使用しなかったもう一方の電池についてもアルミニウムはくのようすを観
察した。アルミニウムはくに変化は見られるか。
(4) この実験の結果からいえることを次のア～ウから選び，記号で答えよ。
ア 電流が流れることにより，熱エネルギーが出てアルミニウムはくをとかした。
イ 電流が流れることにより，電気エネルギーでアルミニウムはくが化学変化を起
こした。
ウ アルミニウムはくが化学変化を起こし，それによって電気エネルギーをとり出
した。
[解答欄]
(1)

(2)

(3)

(4)
[解答](1) こい食塩水 (2) ぼろぼろになった。 (3) 変化は見られない。 (4) ウ
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[問題](前期期末)
次は，A 君と B 君が木炭，キッチンペーパー，アルミニウムはく，こい食塩水を使っ
て木炭電池を作って実験を行ったときの会話である。後の各問いに答えよ。
A 君：木炭電池をつくるには，まず何をするのかな？
B 君：キッチンペーパーにこい食塩水をしみこませるんだよ。
A 君：砂糖水でもできるのかな？
B 君：砂糖は( ① )だから，タメだよ。
A 君：そうなのか。
B 君：次に，木炭に( ② )をまいて，その上から( ③ )をまきつければ出来上がりだ
よ。
A 君：え～，もうできたの。＋極，－極はどこ？
B 君：( ④ )が＋極で，( ⑤ )が－極だよ。
A 君：ちゃんとつないだら電子オルゴールが鳴った。何時間もつなぎっぱなしにしたら
音が小さくなっていくよ。電池が弱くなったんだね。でも，電池の中ではどんな
変化が起きているのかな。分解してみよう。
(1) ①～⑤に当てはまる語句を書け。
(2) 下線部のように，電池を分解してみたとき木炭電池内部で起きている目に見える変
化を書け。
(3) (2)のようになった理由を「イオン」という語句を使って説明せよ。
[解答欄]
(1)①

②

④

⑤

③

(2)
(3)
[解答](1)① 非電解質 ② キッチンペーパー ③ アルミニウムはく ④ 木炭 ⑤ ア
ルミニウムはく (2) アルミニウムはくがぼろぼろになった。 (3) アルミニウムがイオ
ンとなって食塩水にとけ出したから。
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【】身のまわりの電池
【】一次電池と二次電池
[問題](2 学期中間)
次の各問いに答えよ。
(1) マンガン乾電池のように，使うと電圧が低下し，もとに戻らない電池を何というか。
(2) 鉛蓄電池のように充電をしてくり返し使える電池がある。このようなくりかえし使
うことができる電池を何というか。
[解答欄]
(1)

(2)

[解答](1) 一次電池 (2) 二次電池
[解説]
かんでんち

でんあつ

使っていくと，
やがて電圧が
マンガン乾電池は，
低下してもとに戻らず，再利用することはでき
い ち じで ん ち

ない。このような電池を一次電池という。一次
電池としては，マンガン乾電池のほかに，アル
カリ乾電池，酸化銀電池，リチウム電池，空気
電池などがある。
なまり ち く で ん ち

これに対し，自動車のバッテリーとして使われている 鉛 蓄電池などは，外部から逆向き
じゅうでん

の電流を流して充電 を行うと，電圧が回復し，くり返し再利用することができる。この
に

じ で ん ち

ような電池を二次電池という。二次電池としては，鉛蓄電池のほかに，リチウムイオン
電池，ニッケル水素電池などがある。
※この単元で出題頻度が高いのは「一次電池」
「二次電池」
「充電」である。

[問題](前期中間)
次の文章中の①～④に適語を入れよ。
化学変化を利用して，物質の( ① )エネルギーを( ② )エネルギーとしてとり出す
装置を電池という。電池には，使用すると電圧が低下し，もとにもどらない( ③ )電
池と，使用して電圧が低下しても外部から逆向きの電流を流す充電という操作をすると
電圧がもとにもどる( ④ )電池がある。
[解答欄]
①

②

③

[解答]① 化学 ② 電気 ③ 一次 ④ 二次
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④

[問題](1 学期期末)
次の各問いに答えよ。
(1) アルカリ乾電池のように，くり返し使うと電圧が低下してもとに戻らない電池をま
とめて何というか。
(2) 鉛蓄電池のように，外部から逆向きの電流を流すと電圧が回復し，くり返し使うこ
とのできる電池を何というか。
(3) (2)のように，電圧を回復する操作を何というか。
[解答欄]
(1)

(2)

(3)

[解答](1) 一次電池 (2) 二次電池 (3) 充電

[問題](2 学期中間)
電池には，再利用できないものと，充電によって再利用できるものとがある。
(1) 再利用できない電池を何というか。
(2) 再利用できる電池を何というか。
(3) (2)にあてはまる電池を，次の[

]からすべて選べ。

[ リチウム電池 酸化銀電池 リチウムイオン電池 ニッケル水素電池
アルカリ乾電池 マンガン乾電池 鉛蓄電池 ]
[解答欄]
(1)

(2)

(3)
[解答](1) 一次電池 (2) 二次電池 (3) リチウムイオン電池，ニッケル水素電池，鉛蓄
電池

[問題](1 学期期末)
次の各問いに答えよ。
(1) 充電により，繰り返し使うことができる電池を何電池というか。
(2) マンガン乾電池の容器に使用されている金属は何か。
(3) マンガン乾電池を使い続けると，どのようなことになるか。(2)で答えた金属名を使
って説明せよ。
(4) マンガン乾電池のような使い切りタイプの電池を何電池というか。
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[解答欄]
(1)

(2)

(3)

(4)

[解答](1) 二次電池 (2) 亜鉛 (3) 亜鉛の容器がとけてうすくなる。 (4) 一次電池
[解説]
右図のように，マンガン乾電池の容器に使用されてい
る金属は亜鉛である。マンガン乾電池を回路につなぐ
と，亜鉛がZn→Zn2＋＋2e－の反応をおこし，－の電気
がたまり，－極になる。この－におされた電子(e－)は
導線を通って炭素棒へ流れる。
マンガン乾電池を使い続けると，亜鉛(Zn)は亜鉛イオ
ン(Zn2＋)になってとけ出していくので，亜鉛の容器は
とけてうすくなる。
[問題](1 学期中間)
電池について，次の各問いに答えよ。
(1) 右図の X，Y にあてはまる物質名を書け。
(2) 右図の電池のように，使うと電圧が低下し，充
電してももとに戻らない電池を何というか。
(3) (2)の電池を，次の[

]から 2 つ選べ。

[ マンガン乾電池 アルカリ乾電池 鉛蓄電池
燃料電池 ]
[解答欄]
(1)X

Y

(2)

(3)
[解答](1)X 炭素 Y 亜鉛 (2) 一次電池 (3) マンガン乾電池，アルカリ乾電池
[問題](2 学期中間)
電池には大きく分けて「一次電池」と「二次電池」がある。そのちがいを簡潔に説明
せよ。
[解答欄]

[解答]一次電池は充電できないが，二次電池は充電できる。
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【】燃料電池
[問題](2 学期期末)
図のような簡易電気分解装置で水を電気分解したあとに，
電源をはずして電子オルゴールをつないだ。
(1) 電子オルゴールにつないだときにおきている化学変化
を，化学反応式で表せ。
(2) 水素と酸素の化学変化で発電するような装置(しくみ)を
何というか。
[解答欄]
(1)

(2)

[解答](1) 2H 2 ＋O 2 →2H 2 O (2) 燃料電池
[解説]
水の電気分解とは逆の化学変化を利用する電
ねんりょう で ん ち

池を 燃 料 電池とよぶ。燃料電池は，水素と
酸素が，2H 2 ＋O 2 →2H 2Oという化学変化を
起こすときに発生する電気エネルギーを直接
とり出すもので，後には水ができる。燃料電
池は，二酸化炭素などを排出せず，水ができるだけなので環境への悪影響が少ない。
※この単元で出題頻度が高いのは「燃料電池」
「2H 2 ＋O 2 →2H 2 O」である。
「二酸化炭
素などを排出せず，
水ができるだけなので環境への悪影響が少ない」
もよく出題される。
[問題](2 学期中間)
次の各問いに答えよ。
(1) 燃料電池で起こる化学変化を化学反応式で答えよ。
(2) (1)の化学変化と逆の化学変化は何か。
(3) 燃料電池では化学エネルギーが何エネルギーに変換されるか。
(4) 燃料電池は，環境への悪影響が少ないといわれている。その理由を，化学変化でで
きる物質名にふれながら，簡潔に答えよ。
[解答欄]
(1)

(2)

(3)

(4)
[解答](1) 2H 2 ＋O 2→2H 2 O (2) 水の電気分解 (3) 電気エネルギー (4) 二酸化炭素な
どを排出せず，化学変化でできる物質は水だけなので環境への悪影響が少ない。
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[問題](3 学期)
右の図のような装置で，水酸化ナトリウム水溶液を加
えた水に電流を流すと，気体 A と B が発生した。しばら
くして，電源をはずして電極に電子オルゴールをつない
だ。次の各問いに答えよ。
(1) 水に電流を流して分解することを何というか。4 字
で答えよ。
(2) 気体 A と B の物質名を答えよ。
(3) 電子オルゴールはどうなるか。
(4) (3)のとき，装置内で起こっている化学変化を化学反応式で答えよ。
(5) (4)の化学変化で発電するような装置を何というか。
[解答欄]
(1)

(2)A

B

(3)

(4)

(5)

[解答](1) 電気分解

(2)A 水素

B 酸素

(3) しばらく鳴り続ける。

(4) 2H 2 ＋

O 2 →2H 2 O (5) 燃料電池
[解説]

で んきぶ んか い

(1) 水に電流を流して分解することを水の電気分解という。
(2) －極に水素，＋極に酸素が発生する。また，その体積比は，(水素)：(酸素)＝2：1 で
ある。これらのことから，A が水素で，B が酸素であることが分かる。
(3) 水の電気分解で蓄えられたエネルギーの分だけ電流が流れ，電子オルゴールはしば
らく鳴り続ける。
(4) 装置内では，(水素)＋(酸素)→(水) の反応がおこり，電気エネルギーがとり出される。
化学反応式で表すと，2H 2 ＋O 2 →2H 2 Oとなる。
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(5) 水素と酸素が結びついて水ができるとき発生するエネルギーを電気エネルギーとし
ねんりょう で ん ち

てとり出す装置を 燃 料 電池という。

[問題](2 学期中間)
右のような装置で，水に電圧を加えてその変化を調べた。
(1) 図 1 のようにして水に電圧を加える
と，水素と酸素が発生した。このよ
うに 1 つの物質がいくつかの物質に
分かれることを何というか。2 字で
答えよ。
(2) 図 1 の実験をおこなった後，図 2 の
ように電子オルゴールに接続する
と，電子オルゴールが鳴った。このとき起こる反応を化学反応式で書け。
(3) (2)の実験では，化学エネルギーが(
ーに変換された。(

)エネルギーに変換され，さらに音エネルギ

)に適語を入れよ。

(4) 図 2 のようにして電気をとり出す装置を何というか。
(5) 近年，(4)の電池は環境という点で注目されているが，その理由を簡単に説明せよ。
[解答欄]
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
[解答](1) 分解 (2) 2H 2＋O 2 →2H 2 O (3) 電気 (4) 燃料電池 (5) 二酸化炭素などを
排出せず，化学変化でできる物質は水だけなので環境への悪影響が少ないから。

[問題](2 学期中間)
次の実験をおこなった。各問いに答えよ。
(実験)
① 水に水酸化ナトリウムを入れて電気分解
をした。電気分解すると 2 種類の気体が
発生してきた(図 1)。
② その後，電源をはずして電極に電子オル
ゴールをつないだところ，しばらく鳴り
続けた(図 2)。
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(1) 実験①で発生した気体の名前を 2 つ答えよ。
(2) 実験②のようになったのは，水の電気分解装置の中で化学変化が起こり，(
ネルギーが生じるからである。(

)エ

)にあてはまる言葉を答えよ。

(3) 実験②の気体が化学変化をするときにできる物質は何か。
(4) 実験②のように 2 つの気体の化学変化で発電するような装置を何というか。
[解答欄]
(1)

(2)

(3)

(4)

[解答](1) 水素，酸素 (2) 電気 (3) 水 (4) 燃料電池

[問題](3 学期)
図 1 のように，簡易電気分解装置で，水に
水酸化ナトリウムを加えて電流を流すと気体
が発生した。しばらくしてから電源装置をは
ずし，図 2 のように電極に電子オルゴールを
つなぐと音が鳴った。
(1) 図 1 で簡易電気分解装置の陽極から発生
する気体は何か。その名前を書け。
(2) (1)の気体を他の反応で発生させるには，次の[

]のどれとどれを用いるとよいか。

最も適当なものを 2 つ選べ。
[ 亜鉛 石灰石 オキシドール うすい塩酸 二酸化マンガン ]
(3) 図 2 で電子オルゴールが鳴っているときに，簡易電気分解装置で起きている化学変
化を，化学反応式で書け。
(4) 図 2 について，次の文の①，②にあてはまる語句を書け。
図 2 の装置は燃料電池としてはたらいており，( ① )エネルギーを( ② )エネル
ギーに変換している。
(5) 図 1 において，水ではなく，水に水酸化ナトリウムを加えたものを使っている理由を
簡単に説明せよ。
[解答欄]
(1)

(2)

(4)①

②

(3)
(5)

[解答](1) 酸素 (2) オキシドール，二酸化マンガン (3) 2H 2 ＋O 2→2H 2 O (4)① 化学
② 電気 (5) 電流を流れやすくするため。
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【】電池全般
[問題](1 学期期末)
右図のように，うすい硫酸の中に亜鉛板と銅板を入れて
導線でつなぐとモーターを回転させることができる。これ
について，次の各問いに答えよ。
(1) このとき，亜鉛板でどのような変化が起こるか。次の
ア～カから 1 つ選び記号で答えよ。
ア 亜鉛原子が電子を 1 つ失って，亜鉛イオンZn＋に
なる。
イ 亜鉛原子が電子を 2 つ失って，亜鉛イオンZn2＋になる。
ウ 亜鉛原子が電子を 2 つ受けとって，亜鉛イオンZn2＋になる。
エ 亜鉛原子が＋の電気を 1 つ受けとって，亜鉛イオンZn＋になる。
オ 亜鉛原子が＋の電気を 2 つ受けとって，亜鉛イオンZn2＋になる。
カ 亜鉛板は変化しない。
(2) 硫酸が水溶液中で電離しているようすを，化学式とイオン式を用いて表せ。
(3) この実験で＋極になるのは，亜鉛板と銅板のどちらか。
(4) モーターが回転しているとき，導線中の「電子の流れる方向」と「電流の方向」は
X，Y のどちら向きか。それぞれ記号で答えよ。
(5) 銅板で起こる変化をモデルで表すとどうなるか。
次のア～エから 1 つ選べ。
ただし，
－ は電子を表すものとする。
○は原子，●はイオン，○

(6) (5)で●は何というイオンを表しているか。イオン式で書け。
(7) 次の文章は図の装置について説明したものである。①，②にあてはまる語句を入れ
よ。
図は物質のもつ( ① )エネルギーを，化学変化によって( ② )エネルギーに変換
する装置である。
(8) (7)のような装置を何というか。
(9) モーターの回転を速くするためには，この図の装置にどのような工夫をすればよい
か。2 つ答えよ。
(10) 亜鉛板は実験後どのような状態になっているか。次の[
[ 金属光沢が出る ぼろぼろになる 変化しない ]
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]から 1 つ選べ。

(11) この実験でうすい硫酸を次の[

]の液体にかえたときに，電流が流れると考えら

れるのはどれか，2 つ選べ。
[ 純粋な水 食塩水 砂糖水 レモンのしる ]
(12) 次の①～③に答えよ。
① マンガン乾電池のように，使うと電圧が低下し，もとにもどらない電池を何と
いうか。
② 鉛蓄電池は，電圧が低下したとき，外部から逆向きの電流を流すと，電圧がも
とにもどる。この操作を何というか。
③ 水の電気分解とは逆の化学変化を利用して電流をとり出す電池を何というか。
[解答欄]
(1)

(2)

(3)

(4)電子：

電流：

(5)

(7)①

②

(8)

(6)

(9)
(10)
②

(12)①

(11)
③

[解答](1) イ (2) H 2 SO 4 →2H＋＋SO 42－ (3) 銅板 (4)電子：X 電流：Y (5) ウ
(6) H＋ (7)① 化学 ② 電気 (8) 電池 (9) 亜鉛板の面積を大きくする。硫酸の濃度
を濃くする。 (10) ぼろぼろになる (11) 食塩水，レモンのしる (12)① 一次電池 ②
充電 ③ 燃料電池

[問題](後期中間)
右の図は，塩酸に亜鉛板と銅板を入れ，導
線で電球につないで，電球がついたときのよ
うすを表している。次の各問いに答えよ。
(1) A，B はそれぞれ何イオンを表している
か。イオン式を書け。
(2) ＋極になるのは，亜鉛板，銅板のどちら
か。
(3) 導線を流れる電流の向きは，図のア，イのどちらか。
(4) 亜鉛板の表面ではどのような変化が起こっているか。
「イオン」，
「電子」という語
句を用いて説明せよ。
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(5) 「銅板の表面では，(

)イオンが電子を受け取って(

)原子になる。
」(

)に

共通してあてはまる語句を書け。
(6) 電球がついた状態で電流を流し続けていると，電球がしだいに暗くなってきた。そ
の原因を「水素イオン」という語句を使って簡単に説明せよ。
(7) 亜鉛板をマグネシウムリボンに変えたところ，電球が光った。このときの電流の流
れる向きは，図のア，イのどちらか。
(8) 亜鉛・銅・鉄・マグネシウムの 4 種類の金属板を 2 枚ずつ用意して同様な実験を行
ったとき，電圧が生じない組み合わせは何通りできるか。
(9) (8)で電圧が生じない組み合わせとはどのような組み合わせにしたときか。簡単に説
明せよ。
(10) いろいろな電池について，次の文章中の①～④に適語を入れよ。
電池には( ① )により何度でも使えるものと，(①)による再利用ができないものが
ある。(①)のできない電池を一次電池，(①)のできる電池を二次電池という。一次電池
の中でも( ② )電池はリモコンや携帯用ラジオなどに用いられ，身近な電池である。
また，二次電池には自動車用の( ③ )電池や，携帯電話やノート型パソコンに用い
られている( ④ )電池などがある。
[解答欄]
(1)A：

B：

(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)①

②

③

④

[解答](1)A：Zn2＋ B：H＋ (2) 銅板 (3) イ (4) 亜鉛原子が電子 2 個を放出して亜鉛
イオンになり，水溶液中にとけだす。 (5) 水素 (6) 水溶液中の水素イオンが減少する
ため。 (7) イ (8) 4 通り (9) 同じ種類の金属を使ったとき。 (10)① 充電 ② 乾(ア
ルカリ乾) ③ 鉛蓄 ④ リチウムイオン
[解説]
(7) マグネシウム，亜鉛，銅のイオン化傾向は，マグネシウム＞亜鉛＞銅である。イオ
ン化傾向の大きい方が－極，小さい方が＋極なので，亜鉛と銅を使ったときは，亜鉛が
－極，銅が＋極になる。電流は＋極から－極へ流れる(図のイの方向)。また，マグネシ
ウムと銅を使った場合も，マグネシウムが－極，銅が＋極になる。電流は＋極から－極
へ流れる(図のイの方向)。
(8)(9) 同じ種類の金属を使った場合は電圧が生じないので，電流は流れない。
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[問題](2 学期期末)
右図のように，うすい塩酸に銅板と亜鉛板を電極
にしてモーターにつなぐと，プロペラが回った。次
の各問いに答えよ。
(1) 右図のようにして電流が得られるとき，亜鉛板
はどうなるか。
(2) (1)のようになった理由を，
「電子」という語句
を用いて説明せよ。
(3) 銅板では，亜鉛板から移動してきた電子とうすい塩酸の中の水素イオンが反応して
水素が発生する。この様子を正しく表したモデルを次のア～エから選び，記号で答
えよ。

(4) この実験で電池の＋極になるのは，銅板と亜鉛板のどちらか。
(5) プロペラの導線とつながっている亜鉛板，銅板を逆につなぐとプロペラの回転はど
のようになるか。次の中から選び，記号で答えよ。
ア 同じ向きで，同じくらいの速さで回転する。
イ 同じ向きで，より速く回転する。
ウ 反対向きで，同じくらいの速さで回転する。
エ 反対向きで，より速く回転する。
オ 回転しなくなる。
(6) 実験装置から亜鉛板だけを取り外し，かわりにマグネシウム板を用いて実験をした。
この場合のプロペラの回り方について，正しいものをア～オからすべて選び，記号
で答えよ。
ア プロペラは同じ向きに回る。
イ プロペラは逆回りになる。
ウ プロペラの回転速度が速くなる。
エ プロペラの回転速度が遅くなる
(7) 図の実験装置で，亜鉛板や銅板，うすい塩酸を次のような物質にかえた。このうち，
電池となるものをア～エから 2 つ選び，記号で答えよ。
ア 食塩水，亜鉛，亜鉛
イ 砂糖水，銅，マグネシウム
ウ 食塩水，炭素，アルミニウム
エ レモンのしる，マグネシウム，銅
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(8) 右の図のような装置をつくったとき，モーターが
回った。次の①，②の問いに答えよ。
① しばらくすると，アルミニウムはくはどのよ
うになったか。見た目にどのような変化があ
ったか書け。
② なぜ①のようになったか。電子，イオンとい
う語句を使って説明せよ。
[解答欄]
(1)

(2)

(3)

(4)

(7)

(8)①

(5)

(6)

②
[解答](1) 水溶液中にとけ出す。 (2) 亜鉛原子が電子を 2 個放出し，亜鉛イオンになっ
たため。 (3) ウ (4) 銅板 (5) ウ (6) ア，ウ (7) ウ，エ (8)① ぼろぼろになった。
② アルミニウムが電子を備長炭の電極に電子を与え，
陽イオンとなって食塩水中にとけ
出したため。
[解説]
(5) 亜鉛板，銅板を逆につなぐと，電流(電子)が流れる向きが逆になるので，プロペラの
回転方向も逆になる。しかし，金属板の組み合わせは(亜鉛板と銅板)は同じなので，両
極の間の電圧は同じになる。したがって，回転速度は同じである。
(6) マグネシウム，亜鉛，銅のイオン化傾向は，マグネシウム＞亜鉛＞銅である。イオ
ン化傾向の大きい方が－極，小さい方が＋極なので，亜鉛と銅を使ったときは，亜鉛が
－極，銅が＋極になる。マグネシウムと銅を使った場合も，マグネシウムが－極，銅が
＋極になる。したがって，亜鉛板をマグネシウム板にかえてもプロペラの回転方向は同
じになる。
次に回転速度について考える。
(亜鉛と銅のイオン化傾向の差)＜(マグネシウムと銅のイオン化傾向の差) なので，
(亜鉛と銅のときの電圧)＜(マグネシウムと銅のときの電圧) となる。
したがって，亜鉛板をマグネシウム板にかえると，電圧が大きくなり，プロペラの回転
速度が速くなる。
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[問題](1 学期期末)
いろいろな電池について調べた。次の各問いに答えよ。
(1) 図 1 で，2 つの端子をどこにつなぐ
と光電池用モーターが回るか。次の
ア～ウから 1 つ選べ。
ア 備長炭の両端
イ 備長炭とろ紙
ウ 備長炭とアルミニウムはく
(2) 図 1 の電池で，長時間電流をとり出したあとのアルミニウムはくはどのようになっ
ているか。
(3) 図 1 の電池の＋極は，次の[

]のうちのどれか。

[ アルミニウムはく ろ紙 備長炭 ]
(4) 水に水酸化ナトリウム水溶液を加えて電気分解
した後，図 2 のように電子オルゴールをつなぐと
音が鳴った。
この図 2 のような電池を何というか。
(5) (4)が，環境に対する悪影響が少ないと考えられて
いるのはなぜか。発生する物質の名前を使って簡
単に説明せよ。
(6) マンガン電池のように，使うと電圧が低下し，元に戻らない電池を何というか。
(7) 鉛蓄電池のように外部から逆向きの電流を流すと，電圧が回復し，繰り返し使うこ
とができる電池を何というか。
(8) (7)の電圧を回復する操作を何というか。
[解答欄]
(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(3)

(8)

[解答](1) ウ (2) ぼろぼろになっている。 (3) 備長炭 (4) 燃料電池 (5) 二酸化炭素
などを排出せず，化学変化でできる物質は水だけなので。 (6) 一次電池 (7) 二次電池
(8) 充電
[解説]
でんきょく

こと

(1)(2)(3) 電池になるためには，2 つの 電 極 が異なる種類の金属であることが必要であ
る(片方が炭素棒でもよい)。したがって，図 1 の木炭電池で，電極になるのはアルミニ
ウムはくと備長炭である。
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備長炭(炭素C)は電気を通すが，イオンにはならない。アルミニウムが陽イオンになって
で ん し

どうせん

電子を出す。
すなわち，Al→Al3+＋3e－ という反応が起こり，
電子が発生する。
電子は導線
を通って備長炭(炭素C)へ流れる。したがって，アルミニウム側が－極になり，備長炭側
は＋極になる。アルミニウムは化学変化(Al→Al3+＋3e－)をおこし，そのとき化学エネル
へんかん

ギーが電気エネルギーに変換されて電流が流れる。電流を流したあと，アルミニウムは
くを観察すると化学変化のためにぼろぼろになっている。
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