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【】原子
[問題](2 学期期末)
右図はヘリウム原子の内部の構造を表したものである。次の各問いに答えよ。
(1) 原子の中心にある X を何というか。
(2) X は＋の電気を帯びた(

a

)と電気を帯びていない

( b )からできている。a，b にあてはまる語を書け。
(3) (2)より，X は＋，－どちらの電気を帯びているといえる
か。
(4) X のまわりを運動している－の電気を帯びた Y を何とい
うか。
(5) 図より，＋の電気を帯びた a の数と，－の電気を帯びた Y の数が( ① )ので，ヘ
リウム全体として電気を帯びて( ② )。①，②にあてはまる語を書け。
[解答欄]
(1)

(2)a

b

(4)

(5)①

②

(3)

[解答](1) 原子核 (2)a 陽子 b 中性子 (3) ＋ (4) 電子 (5)① 等しい(同じな) ②
いない
[解説]
ぶんかつ

ドルトンは，物質がそれ以上分割できない小
つぶ げ ん し

さな粒(原子)からできていると考えた。現在
げんしかく

でんし

では，原子は原子核と電子からできているこ
とがわかっている。原子核は原子の中心にあ
ようし

り，＋の電気を帯びた陽子と，電気を帯びて
ちゅうせいし

いない中性子からできている。原子核のまわ
りには－の電気を帯びた電子が運動している。陽子(＋)と電子(－)の個数は同じであり，
原子全体としては電気的に中性になっている。
[問題](2 学期中間)
次の各問いに答えよ。
(1) 図のように原子は A と B からできている。A と B の名称を
それぞれ答えよ。
(2) A は図のように＋の電気をもった P と，電気を帯びていない
Q からできている。P と Q の名称をそれぞれ答えよ。
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[解答欄]
(1)A

B

(2)P

Q

[解答](1)A 原子核 B 電子 (2)P 陽子 Q 中性子
[問題](2 学期中間)
次の図で，a～d の名称を書け。

[解答欄]
a

b

c

[解答]a 原子核 b 中性子 c 陽子 d 電子
[問題](2 学期期末)
右の図は，ヘリウム原子のつくりを示したものである。
(1) 図の陽子と中性子からなる，原子の中心部分を何というか。
(2) (1)のまわりを回っている－の電気を帯びた粒子 A を何
というか。
[解答欄]
(1)

(2)

[解答](1) 原子核 (2) 電子
[問題](前期期末)
図は，ヘリウム原子の内部構造を表したものである。次の各問
いに答えよ。
(1) 原子の中心にある X を何というか。
(2) 図のように，原子の内部には，＋と－の電気をもつ粒が存在
しているが，原子全体は電気を帯びていない。それはなぜか。
説明せよ。
[解答欄]
(1)

(2)
2

d

[解答](1) 原子核 (2) ＋の電気をもつ陽子の個数と－の電気をもつ電子の個数が同じ
だから。

[問題](2 学期期末)
右図は，ナトリウム原子の構造を模式的に表したもので
ある。次の各問いに答えよ。
(1) 原子の中心にあるア，そのまわりにあるイの名称をそ
れぞれ漢字で書け。
(2) アの中には，＋の電気を帯びた陽子と，電気を帯びて
いない物質がある。この電気を帯びていない物質名を
漢字で書け。
(3) このナトリウム原子そのものは，電気を帯びていない。その理由をわかりやすく説
明せよ。
[解答欄]
(1)ア

(2)

イ

(3)
[解答](1)ア 原子核 イ 電子 (2) 中性子 (3) ＋の電気をもつ陽子の個数と－の電気
をもつ電子の個数が同じだから。

[問題](2 学期期末)
右の図は，ナトリウム(Na)と塩素(Cl)の原
子のつくりを模式的に表したものである。次
の各問いに答えよ。
(1) それぞれの原子の中心にある粒子のか
たまりを何というか。
(2) (1)のかたまりには 2 種類の粒子が含ま
れている。このうち，電気を帯びている
粒子を何というか。
(3) (2)で，電気を帯びていない粒子を何というか。
(4) (1)のまわりに，電気を帯びた粒子が運動している。この粒子を何というか。
(5) (4)の粒子が帯びている電気の種類は，プラスかマイナスか。
(6) 原子の(2)と(4)の粒子の数について，どのようなことがいえるか。
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[解答欄]
(1)

(2)

(5)

(6)

(3)

(4)

[解答](1) 原子核 (2) 陽子 (3) 中性子 (4) 電子 (5) マイナス (6) 同じである。
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【】原子とイオン
[問題](2 学期中間)
右の図は原子のモデルである。以下の文章に適当な語句を入れよ。
原子は図で示されているとおり，中心に＋の電気を帯びた
(

① )と電気を帯びていない( ② )があり，これらをまとめて

( ③ )という。この(③)の周りを－の電気を帯びた( ④ )が周回
運動している。(④)の一部が原子からはがれたり，他の原子から(④)
をもらったりして電気を帯びた状態の粒子を( ⑤ )という。(⑤)
には(④)を失ってできる( ⑥ )，(④)を他の原子からもらってできる( ⑦ )がある。
[解答欄]
①

②

③

⑤

⑥

⑦

④

[解答]① 陽子 ② 中性子 ③ 原子核 ④ 電子 ⑤ イオン ⑥ 陽イオン ⑦ 陰イ
オン
[解説]

げんし

でんし

ようし

原子によって電子の数(＝陽子の数)は決まっている。例えば，上図のように，水素原子
は電子 1 個と陽子 1 個をもっている。また，ヘリウム原子は電子 2 個と陽子 2 個をもっ
ている。(この電子の数(＝陽子の数)を原子番号といい，原子番号 1 が水素(H)，2 がヘリ
ウム(He)，3 がリチウム(Li)･･･と順番に並んでいる。)
きどうじょう

電子はいくつかの軌道上に順番に並ぶ。一番内側の軌道には最大 2 個の電子がはいる。
水素はこの軌道に 1 個，ヘリウムは 2 個の電子がはいっている。リチウムは 3 個の電子
をもっているが，最初の 2 個は一番内側の軌道に入り，残りの 1 個は 2 番目の軌道には
いる。2 番目の軌道は最大で 8 個の電子がはいる。図のように，ナトリウムは陽子 11
個，電子 11 個をもっているが，最初の 2 個は一番内側の軌道にはいり，次の 8 個が 2
番目の軌道にはいる。残りの 1 個は 3 番目の軌道にはいる。
ここで重要なのは，一番外側の軌道である。一番外側の軌道が定員に達している場合，
その原子は安定した状態になる。例えば，ヘリウム(He)は 2 個が定員の軌道に 2 個の電
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子が入っているため，
電子が外に出たり，
外から電子がはいってきたりすることはない。
これに対し，ナトリウム(Na)は 1 番外側に 1 個の電子があるだけなので不安定である。
この 1 個の電子を外部に放出すれば，定員に達している 2 番目の軌道が一番外側の軌道
になるため安定する。
ほうしゅつ

－の電気をもつ電子 1 個を 放 出 すると，ナトリウムは＋の電気をもつ 11 個の陽子(＋
11)と－の電気をもつ 10 個の電子(－10)から構成されることになり，
(＋11)＋(－10)＝＋1 で，電気的に＋1 の状態になる。すなわち，＋の電気を帯びた状態
になる。このようにして，電気を帯びた原子をとくにイオンという。ナトリウムイオン
よう

のように＋の電気を帯びたものを陽イオンとよぶ。記号でNa＋のように表す。水素も 1
個の電子を放出すると安定した状態になるため，陽イオン(H＋)になりやすい。
これに対して，図の塩素の場合は，一番外側
の軌道にある電子は 7 個と，定員(8 個)に近
い場合は，逆に外側から 1 個の電子を取り込
んで安定した状態になりやすい。1 個の電子を取り込んだ場合，陽子が＋17，電子が
いん

－18 で，全体として－1 の電気を帯びる。このようなイオンを陰イオンとよび，例えば，
Cl－のように表す。
食塩(塩化ナトリウムNaCl)の場合，ナトリウム(Na)は電子 1 個を放出してNa＋になり，
塩素(Cl)は電子 1 個を取り込んでCl－になるが，電気の＋と－は引き合うので，Na＋と
Cl－は引き合って結合した状態になる。
[問題](1 学期期末)
右の図は，ヘリウム原子の構造を模式的に表したものであ
る。あとの各問いに答えよ。
(1) 原子の中心にある A を何というか。
(2) A は，＋の電気を帯びた B と，電気を帯びていない C と
からできている。B，C をそれぞれ何というか。
(3) A のまわりにある，－の電気を帯びた D を何というか。
(4) 原子が D の一部を失うと，その原子はどのような電気を帯びるようになるか。
(5) (4)のようにしてできたものを何というか。4 文字で答えよ。
[解答欄]
(1)

(2)B

(4)

(5)

C

(3)

[解答](1) 原子核 (2)B 陽子 C 中性子 (3) 電子 (4) ＋の電気 (5) 陽イオン
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[問題](2 学期期末)
次の文中の(

)にあてはまる最も適当なことばを書け。

原子は原子核とマイナスの電気を帯びた( ① )からできている。原子核はプラスの
電気を帯びた( ② )と電気を帯びていない( ③ )からできている。原子は，ふつう電
気を帯びていない状態になっているが，(①)を失ったり受けとったりすることで電気を
帯びるようになるものがある。原子がプラスの電気を帯びたものを( ④ )，マイナス
の電気を帯びたものを( ⑤ )という。
[解答欄]
①

②

③

④

⑤
[解答]① 電子 ② 陽子 ③ 中性子 ④ 陽イオン ⑤ 陰イオン
[問題](2 学期期末)
電気を帯びていない原子が，電気を帯びるようになったものを何というか。
[解答欄]

[解答]イオン
[問題](2 学期期末)
次の各問いに答えよ。
(1) 原子が電気を帯びたものを何というか。
(2) (1)の中で，－の電気を帯びたものを何というか。
[解答欄]
(1)

(2)

[解答](1) イオン (2) 陰イオン
[問題](2 学期中間)
次の各問いに答えよ。
(1) 図 1 のように＋の電気をもった原子を何というか答えよ。
(2) 図 2 のように－の電気をもった原子を何というか答えよ。
[解答欄]
(1)

(2)

[解答](1) 陽イオン (2) 陰イオン
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[問題](2 学期期末)
次の各問いに答えよ。
(1) 塩素(Cl)の原子がイオンになるとき，電子の数にどんな変化があるか，説明せよ。
(2) (1)のイオンを，①記号で表せ。②また，イオンの名称を書け。
[解答欄]
(2)①

(1)

②

[解答](1) 電子が 1 個増加する。 (2)① Cl－ ② 塩化物イオン

[問題](2 学期中間)
次の各問いに答えよ。
(1) 塩素原子がイオンになったとき，①その名称と，②イオンの記号を答えよ。
(2) 水素原子がイオンになったとき，イオンの記号を答えよ。
[解答欄]
(1)①

(2)

②

[解答](1)① 塩化物イオン ② Cl－ (2) H＋

[問題](1 学期期末)
イオンについて，次の各問いに答えよ。
(1) 2 価の陽イオンとは原子がどのようになって陽イオンになったものか。
「原子」
，
「電
子」という語を用いて書け。
「原子」
「電
(2) 1 価の陰イオンとは原子がどのようになって陰イオンになったものか。
子」という語を用いて書け。
[解答欄]
(1)
(2)
[解答](1) 原子が 2 個の電子を失って陽イオンになったもの。 (2) 原子が 1 個の電子を
もらって陰イオンになったもの。
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[問題](2 学期期末)
図はナトリウム原子や塩素原子が電気を帯びる様子を示したものである。次の各問い
に答えよ。

－ の粒を失ってできたAを何というか，①名前と，②記号
(1) 図で，ナトリウム原子が○

を書け。
(2) 図で，塩素原子の陽子の数は 17 個である。B の電子の数は何個か。
[解答欄]
(1)①

(2)

②

[解答](1)① ナトリウムイオン ② Na＋ (2) 18 個
[解説]
(2) 原子内の陽子の個数と電子の個数は等しい。塩素原子の陽子の数が 17 個なので，電
子の数も 17 個である。したがって，塩素原子が 1 個の電子を他から受け取った塩化物
イオンの電子の数は 17＋1＝18(個)である。

[問題](1 学期中間)
次の各問いに答えよ。
(1) 塩素原子がイオンになるとき，電子の数は増えるか，減るか。
(2) 塩素原子は，17 個の電子でできている。塩素原子がイオンになったとき，電子の数
は何個になるか。
(3) 塩素原子がイオンになったとき，プラス，マイナスどちらの電気をもっているか。
(4) (3)のような電気をもったイオンのことを一般に何というか。
(5) 塩素原子がイオンになったときの①記号と，②イオンの名称を答えよ。
[解答欄]
(1)

(2)

(5)①

②

(3)

(4)

[解答](1) 増える。 (2) 18 個 (3) マイナス (4) 陰イオン (5)① Cl－ ② 塩化物イオ
ン
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[問題](1 学期期末)
次のイオンのイオン式を答えよ。
① ナトリウムイオン

② 塩化物イオン

③ カリウムイオン

④ 硫酸イオン.

[解答欄]
②

①

③

④

[解答]① Na＋ ② Cl－ ③ K＋ ④ SO 42－
[解説]

[問題](1 学期期末)
次の表にあてはまるイオンの名称や記号を書け。
イオンの名称
水素イオン
②
アンモニウムイオン
④
銅イオン

イオンの記号
①
Na＋
③
Mg2＋
⑤

イオンの名称
亜鉛イオン
⑦
硫酸イオン
⑨
硝酸イオン

イオンの記号
⑥
Cl－
⑧
OH－
⑩

[解答欄]
①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩
[解答]① H＋

② ナトリウムイオン

③ NH4＋

④ マグネシウムイオン

⑥ Zn2＋ ⑦ 塩化物イオン ⑧ SO 42－ ⑨ 水酸化物イオン ⑩ NO 3－
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⑤ Cu2＋

[問題](1 学期中間)
次の各問いに答えよ。
(1) 次の①～④のイオンを記号で答えよ。
① 硝酸イオン

② 炭酸イオン

③ アルミニウムイオン

④ 銀イオン
(2) 次の⑤～⑧のイオンの名称を答えよ。
⑤ Cl－

⑥ OH－

⑦ NH4＋

⑧ Pb２＋

(3) 上記の①～⑧の中で電子 2 個を受け渡してできるイオンはいくつあるか。
[解答欄]
(1)①

②

③

(2)⑤

⑥

⑧

(3)

④
⑦

[解答](1)① NO 3 － ② CO 3 2－ ③ Al3＋ ④ Ag＋ (2)⑤ 塩化物イオン ⑥ 水酸化物
イオン ⑦ アンモニウムイオン ⑧ 鉛イオン (3) 2 個
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【】電離①
[問題](2 学期中間)
次の各問いに答えよ。
(1) 物質が水に溶けてイオンに分かれることを何というか。
(2) 水に溶けてイオンに分かれる物質を何というか。
(3) 水に溶けてもイオンに分かれない物質を何というか。
[解答欄]
(1)

(2)

(3)

[解答](1) 電離 (2) 電解質 (3) 非電解質
[解説]
えんか

しょくえん

例えば，塩化ナトリウム( 食 塩 )(NaCl)は
Na＋とCl－が電気的に引き合って結びつい
ているが，水に溶かすと，結びつきが弱く
なって，Na＋とCl－がばらばらに分離する。
よう

このように物質が水に溶けて，陽イオンと
いん

でんり

陰イオンに分かれることを電離という。電離した水溶液中では，電気を帯びたイオンが

移動することによって電流が流れる。このように水にとかしたとき電離して電流が流れ
でんかいしつ

る物質を電解質という。よく出題される電解質としては，
えんさん

りゅうさん

・酸(酸はすべて電解質)：塩酸(HCl)， 硫 酸 (H 2SO 4)など
すいさんか

・アルカリ(アルカリはすべて電解質)：水酸化ナトリウム(NaOH)など
えん

えんか

・塩：塩化ナトリウム(食塩)(NaCl)，塩化銅(CuCl 2)など
ひ で ん か い しつ

水にとかしても電離せず，電流も流れない物質を非電解質という。よく出題される非電
さ と う

解質としては，エタノール，砂糖などがある。
[問題](2 学期期末)
次の各問いに答えよ。
(1) 物質を水にとかしたときに，物質が＋の電気を帯びた粒子と－の電気を帯びた粒子
に分かれることを何というか。
(2) 水にとかしたときに，(1)のようになる物質をまとめて何というか。
[解答欄]
(1)

(2)

[解答](1) 電離 (2) 電解質
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[問題](1 学期中間)
図のように，いろいろな水溶液をビーカ
ーに取り，電極を入れて電流が流れるかど
うか調べた。
(1) 次の水溶液のうち，電流が流れた(電流
計の針が振れた)ものをすべて選べ。
[ 蒸留水 食塩水 砂糖水
うすい塩酸 エタノール水溶液
うすい水酸化ナトリウム水溶液 ]
(2) 水に溶けたとき，電流が流れる物質をまとめて何というか。
(3) 水に溶けたとき，電流が流れない物質をまとめて何というか。
(4) 電極付近に変化があったのは，次のどちらか。記号で答えよ。
ア 水溶液が電流を通したとき。
イ 水溶液が電流を通していないとき。
(5) 塩酸は水に何という気体が溶けたものか。
[解答欄]
(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

[解答](1) 食塩水，うすい塩酸，うすい水酸化ナトリウム水溶液 (2) 電解質 (3) 非電
解質 (4) ア (5) 塩化水素

[問題](1 学期中間)
右の図のような装置を使って，いろいろな水溶液に電流が
流れるかどうかを調べた。調べた水溶液は，以下のとおりで
ある。
[ エタノール うすい塩酸 塩化銅水溶液 食塩水
砂糖水 ]
(1) 上の[

]のうち，電流が流れるものはどれか。すべて

選べ。
(2) (1)で選んだ，水溶液にしたときに電流が流れる物質のこ
とを何というか。
(3) (2)に対し，水溶液にしたときに電流が流れない物質のことを何というか。
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(4) (1)の水溶液に電流が流れるのは，水溶液の中で 2 種類のイオンに分かれているから
である。電流を流すことのできる水溶液が，2 種類のイオンに分かれることを何と
いうか。
(5) 食塩水の中で，食塩が 2 種類のイオンに分かれている様子をイオン式で表せ。
(6) 1 つの水溶液を調べ終わった後，同じ電極を使って別の水溶液を調べるとき，必ず
しなければならないことは何か。
[解答欄]
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
[解答](1) うすい塩酸，塩化銅水溶液，食塩水 (2) 電解質 (3) 非電解質 (4) 電離 (5)
NaCl→Na＋＋Cl－ (6) 電極を精製水でよく洗うこと。
[解説]
でんきょく

(6)電極 は，1 つの水溶液について調べ終わった
せいせい すい

でんかいしつ

電解質
ら，
精製水でよく洗わなければならない。
の水溶液の実験をした後，
電極をよく洗わずに，
ひ

非電解質の水溶液を調べると，前の電解質が残
っているために電流が流れることがある。

[問題](1 学期期末)
精製水に，砂糖，食塩，エタノール，水酸化ナト
リウムの 4 種類の物質を別々に加えてとかし，水溶
液をつくった。これらの水溶液について，右図のよ
うな装置で電流が流れるかを調べた。
(1) 4 種類のうち，電流が流れたのはどの物質の水
溶液か。すべて選んで，その物質名を答えよ。
(2) A 班で，水に溶かす前の砂糖と食塩の固体に電
流が流れるかどうかを調べたところ，どちらも
電流は流れなかった。このことと，(1)の結果か
らどのようなことがわかるか。次のア～ウから選べ。
ア 精製水には電流が流れる。
イ 精製水に溶かしたとき，電流が流れるようになる物質がある。
ウ 精製水に溶かせば，どんな物質でも電流が流れる。
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(3) B 班で，食塩水について調べた後に砂糖水について調べたら，電流が流れた。この
結果から考えられることを，次のア～ウから選び記号で答えよ。
ア 砂糖は精製水に溶かすと，電流が流れるようになる。
イ 食塩水の実験の後で，器具を精製水で洗わずに実験した。
ウ 食塩水も砂糖水も，電流が流れる。
(4) 電流が流れる水溶液と，流れない水溶液のちがいについて説明した次の文の(
にあてはまる語を，あとの[

)

]から選び，書き入れよ。

( ① )の水溶液中では，(①)が( ② )して，水溶液中に( ③ )が存在するため
電流が流れる。これに対して( ④ )は水にとかしても(②)しないので水溶液中に(③)
が存在しないため，電流は流れない。
[ 原子 イオン 金属 電解質 非電解質 非金属 電離 分解 ]
[解答欄]
(1)
(4)①

②

(2)

(3)

③

④

[解答](1) 食塩，水酸化ナトリウム (2) イ (3) イ (4)① 電解質 ② 電離 ③ イオ
ン ④ 非電解質
[解説]
(2)食塩は水に溶かすと，NaCl→Na＋＋Cl－と電離してイオンになる。電圧をかけると，
このイオンが移動するために電流が流れる。しかし，水に溶かしていない場合，電離し
ていないため電流は流れない。
[問題](2 学期期末)
右の図 1 は電流が流れる水溶液のようすを表した
モデルで，●＋は原子が＋の電気を，○－は原子が－
の電気を帯びたものである。図 2 は電流が流れない
水溶液のようすをモデルに表している。次の各問い
に答えよ。
(1) 図 1 のモデルのように，原子が電気を帯びたものを何というか。
(2) 物質を水にとかしたとき，物質が図 1 のように＋の電気を帯びた粒子と－の電気を
帯びた粒子に分かれることを何というか。
(3) 水にとかしたとき，(2)のようになる物質をまとめて何というか。
(4) 図 1 で，原子が電子を受けとっているのは，●＋と〇－のどちらか。
(5) 水溶液に電流を流したとき，＋の電気を帯びた粒子は，陽極と陰極のどちらへ移動
するか。
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[解答欄]
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
[解答](1) イオン (2) 電離 (3) 電解質 (4) 〇－ (5) 陰極
[解説]
－ )。〇－は原子○が電子を 1 個も
(4) ●＋は原子●が電子を 1 個失ってできる(●→●＋＋○
－ →〇－)。
らってできる(○＋○
お

(5) ＋の電気と－の電気の間には引きつけあう力が働く。したがって，＋の電気を帯び
いんきょく

ようきょく

た●＋は 陰 極 (－極)に引かれて移動する。逆に，〇－は 陽 極 (＋極)へ移動する。
[問題](2 学期中間)
砂糖，食塩，エタノールのそれぞれの水溶液
に炭素棒を電極として入れ，右図のような装置
を作ってスイッチを入れた。その結果，3 種類
の水溶液のうち，ある水溶液のときだけ豆電球
が点灯した。次の各問いに答えよ。
(1) 豆電球がついたのは，どの物質をとかした
水溶液か。その物質の名称を書け。
(2) 水にとかしたとき，その水溶液に電流が流
れる物質を何というか。
(3) 2 種類の水溶液で豆電球が点灯しなかったのはなぜか。その理由を次のア～ウから
1 つ選べ。
ア 物質が溶けたときイオンにならなかったから。
イ 物質が溶けたときイオンになったから。
ウ 物質が溶けなかったから。
(4) 豆電球が点灯した装置で電流を流し続けていると，豆電球がしだいに暗くなってき
た。その最も大きな原因として考えられることは何か。次のア～エから 1 つ選べ。
ア 水溶液の温度が上がった。
イ 水溶液中のイオンが減少した。
ウ 炭素棒が電流をさえぎった。
エ 水溶液の量が増えた。
[解答欄]
(1)

(2)

(3)
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(4)

[解答](1) 食塩 (2) 電解質 (3) ア (4) イ
[解説]
よう

いん

でんかいしつ

水にとかしたとき，陽イオンと陰イオンに分かれる物質を電解質という。砂糖，食塩，
でんり

エタノールの中では食塩のみが電解質である。電離した食塩水では，電気を帯びたイオ
てんとう

ンが移動することによって電流が流れ，豆電球が点灯する。電流を流し続けていると，
イオンが減少していくので，
電流が流れにくくなり，
豆電球がしだいに暗くなっていく。
砂糖とエタノールは水にとかしてもイオンに分かれることはないので，
電流は流れない。

[問題](2 学期中間)
次の物質のうち，電気を通さない水溶液をすべて選べ。
[ 食塩水 砂糖水 硫酸水溶液 塩酸 石灰水 ブドウ糖水溶液 エタノール水溶液
水酸化ナトリウム水溶液 ]
[解答欄]

[解答]砂糖水，ブドウ糖水溶液，エタノール水溶液
[解説]
えんさん

りゅうさん

すいさんか

せっかいすい

酸(塩酸， 硫 酸 ，レモン汁など)やアルカリ(水酸化ナトリウム，石灰水など)，それに食
せいせいすい じょうりゅう

塩水などは電気を通す。
これに対し，
砂糖水，
ブドウ糖水溶液，
エタノール，精製水( 蒸 留
すい

水)などは電気を通さない。
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【】電離②
[問題](1 学期期末)
次の各問いに答えよ。
(1) 塩化水素が水に溶けてイオンに分かれるときのようすを，イオン式を使って表せ。
(2) 水酸化ナトリウムが水に溶けてイオンに分かれるときのようすを，イオン式を使っ
て表せ。
(3) 塩化ナトリウムが水に溶けてイオンに分かれるときのようすを，イオン式を使って
表せ。
[解答欄]
(1)

(2)

(3)
[解答](1) HCl→H＋＋Cl－ (2) NaOH→Na＋＋OH－ (3) NaCl→Na＋＋Cl－
[解説]
でんかいしつ

で ん り

よう

いん

電解質は，水に溶かすと電離して陽イオンと陰

イオンに分かれる。電解質はおおまかに，酸，
えん

アルカリ，塩に分けることができる。
① 酸はすべて電解質である。
詳しくは後で学習
でんり

するが，酸は水溶液にしたとき電離して
H＋(水素イオン)が生じる。このH＋が酸のさま
えんさん

りゅうさん

ざまな性質をもたらすのである。代表的な酸は塩酸と 硫 酸 である。塩酸(HCl)はH＋(水
えんかぶつ

素イオン)とCl－(塩化物イオン)に分かれるが，その電離の様子は，HCl→H＋＋Cl－ とい
う式(電離式)で表わされる。
硫酸(H 2 SO 4)は電離すると，2 個の水素イオン (2H＋と表す)と硫酸イオン(SO 42－)に分か
いおう

れる。その電離式は，H2SO 4→2H＋＋SO 42－ である。(SO 42－はS(硫黄)原子と 4 個のO(酸
素原子)がひとかたまりになったものであるが，SO 42－が 1 つのイオンとしてはたらく。)
② アルカリもすべて電解質である。アルカリは水溶液にしたとき電離してOH － (
すいさんかぶつ

水酸化物イオン)が生じる。このOH－がアルカリのさまざまな性質をもたらすのである。
(OH－は酸素原子Oと水素原子Hがひとかたまりとなって－1 の電気を帯びたもので 1 つ
のイオンとしてはたらく) 代表的なアルカリは水酸化ナトリウム(NaOH)で，その電離
式は，NaOH→Na＋＋OH－ である。
えん

③ 塩のあるものは水溶液にすると＋イオンと－イオンに電離する。塩とは酸とアルカリ
が中和してできるものである(詳しくは後で学習)。電解質の塩として覚えておくべきは，
塩化ナトリウム(食塩)(NaCl)と塩化銅(CuCl 2)の 2 つである。それぞれの原子のイオンは，
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Na＋，Cl－，Cu2＋ なので，電離式は，それぞれ次のようになる。
NaCl→Na＋＋Cl－，CuCl2 →Cu2＋＋2Cl－

[問題](2 学期期末)
次の物質は，水溶液中でイオンに分れている。例にならって，それぞれのようすをイ
オンの記号を使った式で表せ。
(例) 水酸化ナトリウム NaOH→Na＋＋OH－
① 塩酸HCl

② 塩化銅CuCl 2

[解答欄]
①

②

[解答]① HCl→H＋＋Cl－ ② CuCl 2→Cu2＋＋2Cl－

[問題](2 学期期末)
塩化銅の電離式を書け。
[解答欄]

[解答]CuCl 2→Cu2＋＋2Cl－

[問題](2 学期期末)
以下の各問いに答えよ。
(1) 物質が水に溶けたとき，①陽イオンと陰イオンに分かれることを何というか。②ま
た，そのような物質を何というか。
(2) 塩化銅が水に溶けたときにできる①陽イオンのイオン式と②陰イオンの名称を答
えよ。
(3) 塩化ナトリウムが水に溶けるときのようすをイオン式で表せ。
[解答欄]
(1)①

②

(2)①

②

(3)
[解答](1)① 電離 ② 電解質 (2)① Cu2＋ ② 塩化物イオン (3) NaCl→Na＋＋Cl－
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[問題](前期期末)
塩化銅(CuCl 2)が水溶液中でイオンに分かれているモデルとして正しいものはどれか。
下から 1 つ選べ。

[解答欄]

[解答]エ
[問題](前期期末)
次の各問いに答えよ。
(1) 塩酸(HCl)がイオンに分かれているようすをイオン式で表せ。
(2) (1)の陽イオンを原子のモデルで表しているものはどれか。下から 1 つ選べ。

[解答欄]
(1)

(2)

[解答](1) HCl→H＋＋Cl－ (2) ア

[問題](1 学期期末)
図のように硝酸カリウム水溶液で湿らせたろ紙の中央に塩化銅水溶液のしみをつけ，
電圧をかけたところ，青色のしみが移動した。
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(1) ろ紙を硝酸カリウム水溶液で湿らせたのは何のためか。
(2) 青色のしみは，陽極，陰極のどちらに移動するか。
(3) (2)から青色のしみは＋と－のどちらの電気を帯びていると考えられるか。
(4) ろ紙が乾いた後，硝酸銀水溶液をふきかけると，灰白色のしみが現れた。灰白色の
しみはどこに現れたか。次の[

]から選べ。

[ 中央付近 陰極側 陽極側 ]
(5) 灰白色のしみはろ紙にあった塩素原子と硝酸銀水溶液が反応してできた(
色沈殿によるものである。(

)の白

)にあてはまる物質名を答えよ。

[解答欄]
(1)

(2)

(4)

(3)

(5)

[解答](1) 電流を通しやすくするため。 (2) 陰極 (3) ＋ (4) 陽極側 (5) 塩化銀
[解説]
え ん か どう

塩化銅(CuCl 2)は水に溶けると，CuCl 2→Cu2＋＋2Cl－
で ん り

のように電離する。
塩化銅水溶液は青色をしているが，
それはCu2＋(銅イオン)の色である。電圧をかけると
いんきょく

Cu2＋ は 陰極 (－極)に引かれるため，青いしみ(Cu2＋)
は陰極の方向に移動していく。
えんかぶつ

ようきょく

また，Cl－(塩化物イオン)は陽極 (＋極)に引かれて移動
かわ

しょうさんぎん

する。ろ紙が乾いた後，硝酸銀 水溶液(AgNO 3)をふき
え ん か ぎん

ちんでん

かけると，塩化銀(AgCl)という灰白色の沈殿ができる。

[問題](前期中間)
電流を通しやすくするため，ろ紙を硝酸カリ
ウム水溶液で湿らせ，その上に塩化銅水溶液の
しみをつけて，電圧を加えると，青色のしみは
陰極のほうに移動した。
(1) 青色のしみの動きは銅原子が電気を帯び
たものの動きを表している。この銅原子が
電気を帯びたものはプラス・マイナスどち
らの電気を帯びていると考えられるか。
(2) 塩素原子が電気を帯びたものは陽極に移動していると考えられるが，しみは見えな
い。その存在を調べる方法を答えよ。
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(3) 塩素原子が電気を帯びたものは陽極に移動したことより，プラス・マイナスどちら
の電気を帯びていると考えられるか。
(4) 原子が電気を帯びたものを何というか。
(5) 塩化銅は水溶液中で電離している。電離をことばで説明せよ。
(6) 塩化銅の電離を化学式とイオン式で表せ。
(7) 塩素原子がイオンになると何とよばれる陰イオンになるか。
[解答欄]
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

[解答](1) プラス (2) 硝酸銀水溶液をふきかけ，灰白色のしみが現れることを確認する。
(3) マイナス (4) イオン (5) 水に溶けて陽イオンと陰イオンに分かれること。 (6)
CuCl 2→Cu2+＋2Cl－ (7) 塩化物イオン

22

【】塩酸の電気分解①
[問題](2 学期期末)
塩酸の電気分解を行ったとき，両極に起こる変化を具体的に書け。
[解答欄]

[解答]＋極では塩素が発生し，－極では水素が発生する。
[解説]
えんさん

で ん き ぶ ん かい

塩酸を電気分解したとき，＋極と－極でどのような変化が起
でんりしき

こるかは，塩酸の電離式(HCl→H＋＋Cl－)から判断できる。
電気の＋と－は引き合うので，H＋は－極に引かれてH 2(水素)
になり，Cl－は＋極に引かれてCl 2 (塩素)になる。
この反応を化学反応式で表すと，2HCl→H 2＋Cl 2となる。
[問題](2 学期期末)
塩酸を電気分解したときのようすを化学反応式で表せ。
[解答欄]

[解答]2HCl→H 2＋Cl 2
[問題](2 学期期末)
炭素棒を電極として塩酸の電気分解の実験を行
ったところ，2 種類の気体が発生した。
(1) 電極 A，B からはそれぞれ何という気体が発
生したか。名称を答えよ。
(2) 電極 B の試験管にたまった気体は，電極 A
の試験管にたまった気体に比べて体積が少
ない。これはなぜか。理由を答えよ。
(3) 塩酸を電気分解したときの化学変化を，化学反応式で書け。
(4) 電気分解を続けていくと，電流計の示す値がしだいに小さくなった。理由を簡潔に
書け。
[解答欄]
(1)A
(3)

B

(2)
(4)
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[解答](1)A 水素 B 塩素 (2) 塩素が水に溶けやすいため。 (3) 2HCl→H 2＋Cl 2

(4)

イオンが少なくなったため。
[解説]
(1) 塩酸(HCl)は水溶液中ではHCl→H＋＋Cl－のように電離している。水素イオン(H＋)
は陰極(－極)に引かれ，塩化物イオン(Cl－)は陽極(＋極)に引かれる。電源の陰極につな
がれている電極Aは－なので，水素イオン(H＋)が引かれ，水素が発生する。電極Bは陽
極なので，塩化物イオン(Cl－)が引かれ，塩素が発生する。
(2)(3) 塩酸を電気分解すると，2HCl→H 2＋Cl 2の反応
が起こり，水素(H 2)と塩素(Cl 2)が発生する。この式よ
り，発生する水素と塩素の分子数は同じであるので，
体積も同じである(一定の体積中に存在する気体の分子数は，異なる種類の分子であって
も同じだから)。しかし，塩素は水に溶けやすいため，試験管上部にたまる塩素気体は，
水にほとんど溶けない水素よりも少なくなる。
(4) 電気分解を続けていくと，水素イオン(H＋)と塩化物イオン(Cl－)はともに減少してい
くので，電流が流れにくくなる。

[問題](2 学期中間)
右図はうすい塩酸の電気分解のようすを示している。次の各問
いに答えよ。
(1) 塩酸は水溶液中では陽イオンと陰イオンに電離している。①
陽イオンと，②陰イオンの名前を書け。
(2) 図で陽極付近から発生する気体は何か。気体名を答えよ。
(3) 図で気体が多くたまるのは陽極側か。それとも陰極側か。ど
ちらか答えよ。
[解答欄]
(1)①

②

(2)

(3)

[解答](1)① 水素イオン ② 塩化物イオン (2) 塩素 (3) 陰極側
[解説]
塩酸を電気分解すると，2HCl→H 2＋Cl2 の反応が起こる。陽極で発生する塩素(Cl 2)と
陰極で発生する水素(H 2)の体積は同じであるが，塩素は水に溶ける性質を持っているの
で，試験管にたまる量は水に溶けた分だけ少なくなる。
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[問題](2 学期中間)
図は塩酸の電気分解のようすを表している。
(1) 塩酸は水にある気体が溶けたものである。その気体
名を答えよ。
(2) (1)の気体が水に溶けて，電離するようすをイオン式
で表せ。
(3) A の電極には気体がたくさん発生した。A は陽極，
陰極のどちらか。
(4) B には気体が少ししか集まらなかったが，それはな
ぜか。
(5) 塩酸の電気分解を表す化学反応式を答えよ。
[解答欄]
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

[解答](1) 塩化水素 (2) HCl→H＋＋Cl－ (3) 陰極 (4) Bで発生する塩素が水に溶けや
すいから。 (5) 2HCl→H 2＋Cl 2

[問題](前期期末)
塩酸を電気分解したとき，陰極に発生した気体を調べるための方法はどれか。下から
1 つ選べ。
ア 火のついた線香を入れる。
イ マッチの火を近づける。
ウ においをかぐ。
エ 石灰水に通す。
[解答欄]

[解答]イ
[解説]
塩酸を電気分解したとき，陰極(－極)に発生する気体は水素(H2)である。水素は可燃性
のある気体で，マッチの火を近づけると，ポンと音を出して燃える。これに対し，陽極(＋
極)に発生する気体は塩素で，水に溶けやすく，プールの消毒剤のような刺激臭がある。
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【】塩酸の電気分解②
[問題](前期期末)
右図は塩酸の電気分解のしくみをイオンで説明してい
る。次の各問いに答えよ。
(1) ○＋は陽イオンを表している。このイオンをイオン
式で表せ。
(2) 陽極でイオンが原子に変化する式をイオン式，原子
－ を使って表せ。
記号と電子記号○

(3) 塩酸の電気分解でしばらく電圧を加え続けると，流
れる電流の強さが弱くなる。その理由を答えよ。
[解答欄]
(1)

(2)

(3)
－
[解答](1) H＋ (2) Cl－→Cl＋○
(3) 水溶液中のイオンの数が減少するため。

[解説]
えんさん

でんかい しつ

塩酸(HCl)は電解質なので，水溶液中ではHCl→H＋＋Cl－
でんり

えんかぶつ

のように電離している。このうち，Cl－(塩化物イオン)は右
えんそ

側の陽極(＋極)にひかれて移動する。Cl－はCl(塩素原子)に
－1 個がくっついたものであるが，この電子○
－は＋の
電子○
電極に引かれて電極の中に入り，陽極(＋極)→電源→陰極
(－極)と移動する。電子をうばわれたCl－(塩化物イオン)は
Cl(塩素原子)となり，さらに，塩素原子 2 個が結び付いて
－○
－ ) 陽極で発生する
塩素分子(Cl 2)となる。
(2Cl－→Cl 2＋○

プールの消毒剤のような刺激臭のある黄緑色の
気体は，この塩素(Cl 2)である。
これに対し，H＋(水素イオン)は左側の陰極(－
－1 個
極)に引かれて移動する。電極の中の電子○
がH＋(水素イオン)にひかれてその中に入り，水
素イオンは水素原子になる。さらに，水素原子
2 個が結び付いて水素分子(H 2)となる。(2H＋＋
－○
－ →H 2 ) 水素は無色無臭の気体で，火を近づけるとポンという音を立てて燃える。
○
－ →電源→(陰
実験を続けていくと，水溶液中のイオン(Cl－，H＋)が減少して，Cl－→(陽極)○
－ →H＋という電子○
－ の流れる量が少なくなり，流れる電流の強さが弱くなる。
極)○
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[問題](2 学期期末)
図のような装置で，塩酸を入れ，電気分解した。
次の各問いに答えよ。
(1) 塩酸は何という気体の水溶液か。
(2) 塩酸を電気分解したとき，陰極に引き寄せられ
る①イオンの名前と，②記号を書け。
(3) A と B の電極で起こっている変化を表した模式
図を，下のア～エからそれぞれ選べ。

[解答欄]
(1)

(2)①

②

(3)A

B
[解答](1) 塩化水素 (2)① 水素イオン ② H＋ (3)A ウ B ア
[解説]
塩酸は塩化水素という気体が水に溶けたもので，水溶液中では，HCl→H＋＋Cl－のよう
に電離している。Aは陰極(－極)側なのでH＋(水素イオン)が移動する。電極でH＋は 1 個
－ →H)，さらに 2 個のHが集まってH 2 (水
の電子を与えられてH(水素原子)になり(H＋＋○

素分子)となり，気体として発生する。この様子を示した模式図は(3)のウである。これ
に対し，Cl－(塩化物イオン)は陽極(＋極)に引かれて移動し，1 個の電子をうばわれて塩
－ )。さらに 2 個のClが集まってCl 2 (塩素分子)となり，気体と
素原子となる(Cl－→Cl＋○

して発生する。この様子を示した模式図は(3)のアである。
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[問題](2 学期期末)
図は，塩酸の電気分解のようすをモデルで表したもの
である。図の○＋，●－は，塩化水素を水にとかしたとき
にできるイオンを示している。各問いに答えよ。
(1) 塩酸に電圧を加えたときの変化を説明したい。次の
ア～カから正しいものを 3 つ選び，順に並べよ。
ア ○＋は，陽極から電子を受け取って＋の電気を
失い，○となる。●－は，陰極に電子を与えて
－の電気を失い，●となる。
イ ○＋は陰極から電子を受け取って＋の電気を失い，○となる。●－は，陽極に電
子を与えて－の電気を失い，●となる。
ウ ○，●は，それぞれ 2 個ずつ結びついて分子となり，空気中に出ていく。
エ ○，●は，それぞれ 1 個の原子のまま空気中に出ていく。
オ ○＋は陰極へ，●－は陽極へ引かれる。
カ ○＋は陽極へ，●－は陰極へ引かれる。
(2) ○＋，●－の名称とイオン式をそれぞれ書け。
(3) 図の回路に電流が流れるとき，①水溶液中，②導線中を流れて(移動して)いるもの
はそれぞれ何か。
(4) 電流の流れる向きは，図の a，b のどちらか。
(5) この実験を続けていくと，流れる電流は弱くなる。それはなぜだと考えられるか。
[解答欄]
(1)

(2)○＋：

(3)①

②

●－：
(4)

(5)
[解答](1) オ，イ，ウ (2)○＋：水素イオン，H＋ ●－：塩化物イオン，Cl－ (3)① イ
オン ② 電子 (4) b (5) 水溶液中のイオンが減少するから。
[解説]
(1)(2)塩酸は，HCl→H＋＋Cl－のように電離している。問題の中の○＋はH＋(水素イオン)
で，●－はCl－(塩化物イオン)である。○＋は陰極(－極)へ，●－は陽極(＋極)へ引かれる。
○＋は陰極から電子を受け取って＋の電気を失い，○となる。●－は，陽極に電子を与え
て－の電気を失い，●となる。○，●は，それぞれ 2 個ずつ結びついて分子となり，空
気中に出ていく。
(3)(4)電子は，●－→陽極(＋極)(図の右側の電極)→電源→陰極(－極)(図の左側の電極)と
流れる。電子の流れと電流の流れは逆向きなので，電流はbの方向へ流れることになる。
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【】塩化銅の電気分解①
[問題](1 学期期末)
図のように，塩化銅水溶液に電流を流した。
(1) 塩化銅が水に溶けて，イオンに分かれるようすを，
イオン式を使って表せ。
(2) 塩化銅水溶液の電気分解で陰極に付着した物質は
何か。
(3) 陽極に発生した物質は何か。
(4) 塩化銅水溶液の電気分解を表す化学反応式を書け。
[解答欄]
(1)

(2)

(3)

(4)
[解答](1) CuCl 2→Cu2+＋2Cl－ (2) 銅 (3) 塩素 (4) CuCl 2→Cu＋Cl 2
[解説]
え ん か どう

でんりしき

塩化 銅 の電離式(CuCl 2→Cu2 ＋ ＋2Cl －)を覚えていれ
ば，どちらの極で何が発生するか，すぐわかる。
陰極(－極)に引かれるのはCu2＋(銅イオン)なので，陰
ふちゃく

極では赤色の銅ができて電極に付着する。
えんかぶつ

陽極(＋極)に引かれるのはCl－(塩化物イオン)なので，
え ん そ

陽極では塩素(Cl 2)が発生する。塩化銅の電気分解を化
学反応式で表すと，CuCl 2→Cu＋Cl 2となる。
[問題](1 学期中間)
右の図のような装置を使って，塩化銅水溶液に
電流を流した。以下の各問いに答えよ。
(1) 塩化銅水溶液の中で，塩化銅が 2 つのイオン
に分かれているようすをイオン式で表せ。
(2) 塩化銅水溶液に電流を流したところ，電極に
赤色のものが付着していた。付着していたの
は A，B どちらの電極か。
(3) (2)でできた物質は何か。物質の名称を答えよ。
(4) もう一方の電極からは気体が発生した。この気体はどのようなにおいがするか。
(5) (4)のことから，この気体は何か。この気体の化学式を答えよ。
(6) この電気分解の化学反応式を書け。
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[解答欄]
(1)

(2)

(4)

(5)

[解答](1) CuCl 2 →Cu2+ ＋2Cl －
(5) Cl 2

(2) B

(3) 銅

(3)
(6)
(4) プールの消毒剤のような刺激臭

(6) CuCl 2→Cu＋Cl 2

[解説]
塩化銅を電気分解したとき，陽極にCl－(塩化物
イオン)が引かれ，塩素(Cl2 )が発生する。塩素は
しょうどくざい

し げ き しゅう

プールの消毒剤 のような刺激 臭 のある気体で
あるので，においをかぐときは手であおぐよう
ひょうはく さ よ う

にする。塩素には漂白 作用もある。
陰極にはCu2＋(銅イオン)が引かれ，電極に赤色
きんぞく こうたく

の銅(Cu)が付着する。軽くこすると金属光沢が
現れる。
塩化銅の水溶液はCu2＋(銅イオン)が原因で青色をしているが，電気分解が進むにつれて
Cu2＋が少なくなっていくので，青色はだんだんうすくなっていく。
[問題](3 学期)
右図のような装置を用いて，塩化銅水溶液に電気を流した。次
の各問いに答えよ。
(1) A に出てきた物質は何であったか。
(2) (1)はどのようにして確認することができるか。
(3) B に発生した気体は何であったか。
(4) においを確認するときの注意点を答えよ。
(5) この反応の化学反応式を書け。
(6) ①塩化銅水溶液は何色か。②また，電気を長時間流すと色は
どのように変化するか。
[解答欄]
(1)

(2)

(3)

(4)
(6)①

(5)
②

[解答](1) 銅 (2) 軽くこすると金属光沢が現れる。 (3) 塩素 (4) 手であおぐように
してにおいをかぐ。 (5) CuCl 2→Cu＋Cl 2

(6)① 青色 ② うすくなっていく。
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[問題](前期中間)
右図のような装置で塩化銅水溶液に電圧を加えた。
(1) 陰極には赤色の物質が付着した。この物質は何か。
(2) (1)の物質を確かめる方法を 1 つ答えよ。
(3) 電気分解が進むにつれて，塩化銅水溶液の色は実験前と
比べてどうなっていくか。
(4) 陽極には気体が発生する。この気体は何か。
(5) (4)の気体のにおいを調べるときは，どのようにすればよ
いか。
(6) (4)の気体を確かめる方法をにおい以外で 1 つ答えよ。
(7) 塩化銅水溶液に電圧を加えたときに起こった化学変化を化学反応式で表せ。
[解答欄]
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(6)
(7)
[解答](1) 銅

(2) 軽くこすると金属光沢が現れる。

(3) 青色がうすくなっていく。

(4) 塩素 (5) 手であおぐようにしてにおいをかぐ。 (6) 漂白作用があることを確認す
る。 (7) CuCl 2→Cu＋Cl 2

[問題](2 学期期末)
右図のように，塩化銅水溶液に電流を流して電
気分解を行った。次の各問いに答えよ。
(1) 塩化銅水溶液は，何色をしていたか。
(2) 泡が発生したのはアとイのどちらか。
(3) A 君は，発生した気体のにおいから泡の正体
を「塩素」と判断した。それは，「～の消毒
剤のような刺激臭があったから」という理由
からだった。
「～」にあてはまる言葉を書け。
(4) もう 1 つの炭素棒には赤色の物質が付着した。
これをみがいたら～が見られたため，
銅と判断した。
「～」にあてはまる言葉を漢字 4 字で書け。
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(5) この塩化銅水溶液の電気分解を化学反応式で書け。
(6) このまま電源装置の電源を入れたままにしていたら，電流が流れにくくなった。そ
の理由をわかりやすく書け。
[解答欄]
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(6)
[解答](1) 青色 (2) ア (3) プール (4) 金属光沢 (5) CuCl 2→Cu＋Cl 2

(6) 電気分

解が進むにつれて銅イオンと塩化物イオンが少なくなったため。

[問題](1 学期期末)
右の図のようにして，塩化銅水
溶液に電流を流した。あとの各問
いに答えよ。
(1) 塩化銅の電離をイオンの記
号を使った式で表せ。
(2) 気体が発生するのは，陰極と
陽極のどちらか。
(3) 気体のにおいはどのように
してかげばよいか。
(4) 一方の電極には物質が付着した。①この物質は何色か。②この物質を薬品さじでこ
するとどうなるか。
(5) この実験でおこった化学変化を，化学反応式で表せ。
[解答欄]
(1)
(4)①

(2)

(3)
(5)

②

[解答](1) CuCl 2 →Cu2+＋2Cl－

(2) 陽極

(3) 手であおぐようにしてにおいをかぐ。

(4)① 赤色 ② 金属光沢が現れる。 (5) CuCl 2→Cu＋Cl 2
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【】塩化銅の電気分解②
[問題](2 学期期末)
ビーカーに塩化銅水溶液を入れて電気分解をしたところ，一方
の電極からは気体が発生し，もう一方の電極には銅が付着した。
図は電気分解の様子をモデルで表したものである。次の各問いに
答えよ。
(1) 塩化銅が電離している様子をイオンの記号を使って式で表
せ。
(2) 図の■，●は何を表しているか。次の[

]からそれぞれ 1 つずつ選べ。

[ 塩素イオン 銅イオン 銅原子 塩素原子 水分子 塩化銅分子
塩化銅イオン 塩化物イオン ]
[解答欄]
(2)■：

(1)

●：

[解答](1) CuCl 2→Cu2+＋2Cl－ (2)■：銅イオン ●：塩化物イオン
[解説]
でんげん

でんきょく

右の図 1 のように電源に 電 極

をつないだとき，右側の電極の
－は電源の＋側に
Aにある電子○
引かれて，右の電極→電源→左
の電極→Bへと移動する(電気
の＋と－は引きつけあう)。その
結果，右の電極は＋，左の電極
は－の電気を帯びる。しかし，
－が移動した後はそれ以上電子○
－は流れない。
一定量の電子○
え ん か どう

でんかい

図 2 のように，電極を塩化銅水溶液にいれると，様子は一変する。塩化銅(CuCl 2)は電解
でんり

しつ

質なので，水溶液中では，CuCl 2→Cu2＋＋2Cl－のように電離している。このうち，Cl－(
えんかぶつ

えんそ

－1 個
塩化物イオン)は右側の陽極(＋極)にひかれて移動する。Cl－はCl(塩素原子)に電子○
－は陽極に引かれて電極の中に入り，陽極(＋極)→
がくっついたものであるが，この電子○
電源→陰極(－極)と移動する。
電子をうばわれたCl－(塩化物イオン)はCl(塩素原子)となり，さらに，塩素原子 2 個が結
し げ き しゅう

び付いて塩素分子(Cl 2)となる。陽極で発生する刺激 臭 のある黄緑色の気体は，この塩
素(Cl 2)である。
次に，水溶液中のCu2＋(銅イオン)は左側の陰極(－極)に引かれて移動する。電極の中の
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－ 2 個がCu2＋(銅イオン)にひかれてその中に入り，銅イオンは銅になる。
電子○

－○
－→Cu) その結果，陰極には赤色の銅が付着する。
(Cu2＋＋○
以上の反応を化学反応式で表すと，CuCl 2→Cu＋Cl 2となる。
水溶液中に，Cl－(塩化物イオン)とCu2＋(銅イオ
ン)が残っている限り，反応が続き，電子は陽極
(＋極)→電源→陰極(－極)と流れ続ける。すなわ
ち，電解質の物質がある限り，電流は流れ続け
る。(電流の流れは電子の流れとは反対方向で表
す。) やがて，水溶液の中のイオンが少なくな
っていくと，電流は流れにくくなっていき，塩
素の発生量が減少し，水溶液の青色はうすくなっていく。(塩化銅水溶液が青色をしてい
るのはCu2＋(銅イオン)のためである)。

[問題](2 学期期末)
右の図のように，2 本の炭素棒を電極にし，塩化銅水
溶液を電気分解したところ，一方の電極からは気体が発
生し，他方の電極には赤色の物質がついた。次の各問い
に答えよ。
(1) 気体が発生したのは，図の A，B どちらの電極か。
(2) (1)の気体は何か。化学式で答えよ。
(3) 赤色の物質が付着したのは，陽極，陰極のどちらか。
(4) (3)で付着した赤色の物質は何か。
(5) (4)の物質がイオンだったとき，帯びていた電気は＋，－のどちらか。
(6) (5)のイオンが電極に引き寄せられたときの電子のやり取りを簡潔に説明せよ。
(7) 電流の流れる向きと電子の移動の向きについて，どんなことがいえるか。
[解答欄]
(1)

(2)

(5)

(6)

(3)

(4)

(7)
[解答](1) B (2) Cl 2 (3) 陰極 (4) 銅 (5) ＋ (6) 電極の中の電子 2 個が銅イオンに
ひかれてその中に入り，銅イオンは銅になる。 (7) 反対方向である。
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[問題](1 学期中間)
次の各問いに答えよ。
(1) 塩化銅の電離の式を，化学式とイオン式を用いて書け。
(2) 次の文は，塩化銅水溶液に電流を流したときの変化を考察したものである。文の内
容が正しくなるように，(①)に物質名を，(②)に適切な語句を入れよ。
塩化銅は水に溶けて 2 種類のイオンに電離しているので，陽極では，引きよせられ
たイオンが気体の( ① )となって発生し，陰極では，銅イオンが( ② )を受けとり，
金属の銅になって炭素棒の表面に付着したと考えることができる。
[解答欄]
(1)

(2)①

[解答](1) CuCl 2→Cu2+＋2Cl－ (2)① 塩素 ② 電子

35

②

【】電気分解その他
[問題](1 学期中間)
次の実験について，あとの各問いに答えよ。
[実験]
下の図のように，電源装置，電流計，炭素棒 a～d を導線でつなぎ，ビーカーA のう
すい塩酸とビーカーB の塩化銅水溶液に直流電流を流したところ，2 本の炭素棒から鼻
をつくようなにおいのある気体が発生した。しばらく電流を流した後，炭素棒 a～d を
静かに取り出して観察したところ，水溶液にふれていた部分が赤色に変化しているもの
があった。

(1) 鼻をつくようなにおいのある気体が発生した炭素棒はどれか。a～d から 2 つ選び，
記号で答えよ。
(2) うすい塩酸と塩化銅水溶液が電気分解されている間，炭素棒 a～d で起きている変
化について，最も適切に述べているものを次から選び，記号で答えよ。
ア 炭素棒 a，b は陽イオンを引きつけ，炭素棒 c，d は陰イオンを引きつける。
イ 炭素棒 a，b は陰イオンを引きつけ，炭素棒 c，d は陽イオンを引きつける。
ウ 炭素棒 a，c は陽イオンを引きつけ，炭素棒 b，d は陰イオンを引きつける。
エ 炭素棒 a，c は陰イオンを引きつけ，炭素棒 b，d は陽イオンを引きつける。
(3) この実験で，水溶液にふれている部分が赤色になった炭素棒はどれか。
(4) ビーカーA，B の中でおきた化学変化を，それぞれ化学反応式で表せ。
[解答欄]
(1)
(4)A

(2)

(3)
B

[解答](1) b，d (2) ウ (3) c (4)A 2HCl→H 2＋Cl 2 B CuCl 2→Cu＋Cl 2
[解説]
電極の＋－がわかれば，各電極における変化がわかる。電源の－側につながっているa
は陰極(－極)，その反対のbは陽極(＋極)である。電源の＋側につながっているdが陽極で，
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その反対のcは陰極である。塩化銅(CuCl 2)中のイオンはCu2＋とCl－である。また，塩酸
(HCl)中のイオンはH＋とCl－である。したがって，各電極における変化は次の表のよう
になる。
電極

引きつけら

電極における変化

れるイオン
a(－)

H＋

－○
－→H 2(イオンが電子を受けとる)
2H＋＋○

水素が発生(可燃性)

b(＋)

Cl

－－
○(イオンが電子を放出)
2Cl →Cl 2＋○

塩素が発生

c(－)

Cu

－－
○→Cu(イオンが電子を受けとる)
Cu ＋○

銅が電極に付着

d(＋)

Cl－

－－
○(イオンが電子を放出)
2Cl－→Cl 2＋○

塩素が発生

－

2＋

－

2＋

[問題](前期期末)
右の図のような装置を使って，塩化銅水溶液と塩
酸に電流を通し，電気分解を行った。次の各問いに
答えよ。
(1) A～D の電極のうち，2 つの電極付近から同じ
刺激臭の気体が発生した。その電極は A～D の
どれとどれか。
(2) (1)で同じ気体が発生したのは，塩化銅水溶液と
塩酸の中に共通するイオンが存在していたからである。このイオンのイオン式を答
えよ。
①その電極は A～D のどれか。
(3) A～D の電極のうちの 1 つに赤色の物質が付着した。
②また，その物質名を化学式で答えよ。
[解答欄]
(1)

(2)

(3)①

[解答](1) A，C (2) Cl－ (3)① B ② Cu
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②
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