
【FdData中間期末：中学理科2年化学】 
[水の電気分解①] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[水酸化ナトリウムを入れる理由] 
[問題](前期中間改) 
 純粋な水は電流が流れないので，電流

を流れやすくするために( X )をいれ

る。この水溶液に電流を流すと，水は水

素と酸素に分解される。物質に電流を流

して分解することを電気分解という。文

中のXに適語を入れよ。 
 
[解答]水酸化ナトリウム 
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[解説] 
 
 
 
 
純粋
じゅんすい

な水は電流が流れない。電流を流れ

やすくするために水酸化
すいさんか

ナトリウムをい

れる。この水溶液に電流を流すと， 
水→水素＋酸素 の反応が起こり，水は

水素と酸素に分解される。一般に，物質

に電流を流して分解することを電気分解
でんきぶんかい

という。なお，水酸化ナトリウムは強い

アルカリ性で，皮ふをとかす性質をもっ

ている。手についたときは，すぐに大量

の水で洗い流すようにする。 
 
 



※この単元で特に出題頻度が高いのは

「電流を流れやすくするため」である。

「水酸化ナトリウム」「電気分解」の出題

頻度も高い。 
 
 
[問題](1学期期末) 
水にある物質をとかして電流を流した

ところ水素と酸素が発生した。これにつ

いて，次の各問いに答えよ。 
(1) 下線部のある物質とは何か。 
(2) 水に(1)の物質をとかすのはなぜか。 
(3) 一般に，物質に電流を流して分解す

ることを何というか。 
 
[解答](1) 水酸化ナトリウム (2) 電流

を流れやすくするため。 (3) 電気分解 



[問題](3学期) 
水の電気分解の実験中に水酸化ナトリ

ウム水溶液が手についた。どうしたらよ

いか。 
 
[解答]大量の水で洗い流す。 
 
 



[水の電気分解で発生する気体と確認法] 
[問題](後期中間) 
次の図の装置で，水に電流を通した。

陰極側，陽極側にたまった気体の名前を

それぞれ書け。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[解答]陰極側：水素 陽極側：酸素 
 



[解説] 
 
 
 
 
 
水に水酸化

すいさんか

ナトリ

ウムをとかした水

溶液に電気を流す

と，水→水素＋酸素 の反応が起こり，

水は水素と酸素に分解される。電源の－

極につながった陰極
いんきょく

では水素が，＋極に

つながった陽極
ようきょく

では酸素が発生する。

(参：[暗記法]) 
水素は自分自身が燃える性質をもってい

るので，火のついたマッチを近づけると

ポンと音を立てて燃える。 



酸素は，自分自身は燃えないが，ものが

燃えるのを助ける性質がある。火のつい

た線香
せんこう

を近づけると，線香が炎
ほのお

を出して

激しく燃える。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「陰極(－)で水素」「陽極(＋)で酸素」で

ある。「酸素は火のついた線香を入れると

炎を出して激しく燃える」「水素はマッチ

の火を近づけるとポンと音を立てて燃え

る」の出題頻度も高い。 
 
 



[問題](3学期) 
水の電気分解を行うために，次の図の

ような電気分解装置に水酸化ナトリウム

をとかした水を入れた。これについて各

問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(1) 水の電気分解で，水に水酸化ナトリ

ウムをとかすのはなぜか。 
(2) A 極，B 極で発生した気体はそれぞ

れ何か。 
(3) A 極，B 極で発生した気体の性質に

ついて正しいものを次のア～エから

それぞれ選び，記号で答えよ。 
ア 気体の入った試験管の中に，水

でぬらした青色リトマス紙を入

れると赤色に変わる。 
イ 気体の入った試験管の中に火の

ついた線香を入れると，線香が

激しく燃える。 
ウ 気体の入った試験管にマッチの

火を近づけると，ポンと音を立

てて気体が燃える。 
エ 気体の入った試験管に石灰水を

加えてふると，白くにごる。 



[解答](1) 電流を流れやすくするため。 

(2)A極：水素 B極：酸素 (3)A極：ウ 

B極：イ 
[解説] 
A 極は電源の－極につながっているので

陰極である。陰極では水素が発生する。

水素は，マッチの火を近づけるとポンと

音を立てて燃える。 
B 極は電源の＋極につながっているので

陽極である。陽極では酸素が発生する。

酸素の入った試験管に火のついた線香を

入れると，線香が激しく燃える。 
 
 



[問題](2学期期末) 
次の図の装置に，水酸化ナトリウムを

とかした水を入れて電流を流したところ，

それぞれの電極に気体が発生した。 

 
(1) 陽極と陰極で発生した気体名をそれ

ぞれ答えよ 



(2) 陽極で発生した気体が何であるか確

かめる方法と，その結果がどうだっ

たかを答えよ。 
(3) 陰極で発生した気体が何であるか確

かめる方法と，その結果がどうだっ

たかを答えよ。 
(4) 水酸化ナトリウムを水にとかしたの

はなぜか。 
(5) この化学変化を，言葉を用いた式で

表せ。 
 
[解答](1)陽極：酸素 陰極：水素 (2) 火
のついた線香を近づけると，線香が炎を

出して激しく燃える。 (3) マッチの火

を近づけるとポンと音を立てて燃える。 

(4) 電流を流れやすくするため。 
(5) 水→水素＋酸素 



[発生する気体の体積比] 
[問題](1学期期末) 
 水の電気分解で発生する水素と酸素の

体積比を書け。 
 
[解答](水素)：(酸素)＝2：1 
[解説] 
 
 
 
 
水を電気分解すると，水→水素＋酸素 の
反応がおこる。 
発生する気体(水素と酸素)の体積比は， 
水素：酸素＝2：1 になる。上の暗記法

で，「陰極(－)に水素，陽極(＋)に酸素が

発生し，その体積比は，水素：酸素 
＝2：1」ということを丸暗記しておく。 



※この単元で出題頻度が高いのは 
「水素：酸素＝2：1」である。 
 
 
[問題](後期中間) 
次の図のような装置でうすい水酸化ナ

トリウム水溶液の電気分解を行った。各

問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(1) A極，B極のうち陰極はどちらか。 
(2) A極で発生する気体は何か。 
(3) B極で発生する気体は何か。 
(4) A 極で発生する気体と，B 極で発生

する気体の体積比を最も簡単な整数

の比で表せ。 
(5) この実験の化学変化を化学反応式で

表せ。 
 
[解答](1) B 極 (2) 酸素 (3) 水素 

(4)(A極)：(B極)＝1：2 
(5) 2H2O→2H2＋O2 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「2H2O→2H2＋O2」である。 
 
 



[問題](2学期期末) 
 次の図のような装置で，水に少量の水

酸化ナトリウムを加えて電気分解を行っ

たところ，気体A，B が発生した。これ

について，各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 気体 A，B はそれぞれ何という物質

か。 



(2) 電極X，Yのうち陰極はどちらか。 
(3) 気体 A，B の性質を，それぞれ次の

ア～エから1つずつ選べ。 
ア 特有の刺激臭がある。 
イ ほかの物質を燃やすはたらきが

ある。 
ウ 水によくとける。 
エ 火をつけるとポンと音を立てて

燃える。 
(4) 水の電気分解の様子を，化学反応式

で書き表せ。 
 
[解答](1)A：水素 B：酸素 (2) X 
(3)A：エ B：イ (4) 2H2O→2H2＋O2 



[解説] 
発生する気体の体積比は， 
水素：酸素＝2：1 である。図で A の体

積はBよりも多いので，Aが水素でBが

酸素と判断できる。水素は陰極に発生す

るのでXが陰極とわかる。 
Aの水素は，火をつけると，ポンと音を

立てて燃える。Bの酸素は自分自身は燃

えないが，他の物質が燃えるのを助ける

はたらきがあり，火のついた線香
せんこう

を近づ

けると線香が激しく燃える。 
 



[問題](前期中間) 
 次の図のような装置に，電流が流れや

すくなるようにある物質をとかした水を

入れ，電流を流した。各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) ある物質とは何か。物質名を答えよ。 
(2) 気体 A，B は何と考えられるか。そ

れぞれ気体名を書け。 



(3) 気体Bが14cm3発生したとき，気体

Aは何 cm3発生しているか。 
(4) 電極 X，Y のうち，陽極と考えられ

るのはどちらか。 
 
[解答](1) 水酸化ナトリウム (2)A 酸素 

B 水素 (3) 7 cm3 (4) X 
[解説] 
(2)(3) 発生する気体の体積比は， 
水素：酸素＝2：1 である。図で B の体

積はAよりも多いので，Bが水素で， 
Aが酸素と判断できる。 
また，水素(B)：酸素(A)＝2：1 なので，

気体 B が 14cm3発生したとき，気体 A
は14÷2＝7(cm3)発生する。 
(4) A の酸素は陽極で発生するのでX が

陽極と判断できる。 



[問題](3学期) 
 次の図のような装置に，水酸化ナトリ

ウムをとかした水を入れ，電圧をかけて，

水の電気分解を行った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 水に水酸化ナトリウムをとかしたの

はなぜか。 



(2) 気体がさかんに発生するのは，電圧

が大きいとき，小さいときのどちら

か。 
(3) 発生した気体 A，B は，それぞれ何

か。 
(4) 気体Aが何であるかは，どのように

して調べることができるか。簡単に

書け。 
(5) 電源装置のa，bのうち，＋極はどち

らか。 
[解答](1) 電流を流しやすくするため。 

(2) 大きいとき (3)A：水素 B：酸素 

(4) 火のついたマッチを近づけると，水

素ならポンと音を立てて燃える。 (5) b 
[解説] 
(2) 電圧が大きいほど，与えられる電気

エネルギーが大きくなるので，電気分解

されてできる水素と酸素の量が多くなる。 



[問題](後期期末) 
右図のような装

置を使って水を分

解した。次の各問

いに答えよ。 
(1) 分解しようと

する水に水酸

化ナトリウム

をとかすのは

なぜか。 
(2) 装置の導線アは電源装置の＋極，－

極のうちのいずれに接続しているか。 
(3) ①装置のAの部分に集まった気体は

何か。②また，その気体であるとい

うことは，どのようなことからわか

るか。 
 



(4) 水素原子を○，酸素原子を●とし，

水の分子を○●○と表すとき，水の電

気分解はどのように表されるか。 
(5) 水素分子，酸素分子，水の分子を化

学式で表せ。 
(6) 水の電気分解の様子を，化学反応式

で書き表せ。 
 
[解答](1) 電流を流れやすくするため。 

(2) －極 (3)① 水素 ② 火を近づける

とポンと音を立てて燃えること。 
(4) ○●○ ○●○→○○ ○○＋●● 

(5)水素：H2 酸素：O2 水：H2O 
(6) 2H2O→2H2＋O2 
 
 



【各ファイルへのリンク】 
理科1年 
[光音力] [化学] [植物] [地学] 
 
理科2年 
[電気] [化学] [動物] [天気] 
 
理科3年 
[運動] [化学] [生殖] [天体] [環境] 
 
社会地理 
[世界1] [世界2] [日本1] [日本2] 
 
社会歴史 
[古代] [中世] [近世] [近代] [現代] 
 
社会公民 
[現代社会] [人権] [三権] [経済] 
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【FdData中間期末製品版のご案内】 
このPDFファイルは，FdData中間期末

を PDF 形式(スマホ用)に変換したサン

プルです。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(A4 版)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，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) 
◆FdData中間期末製品版の価格 
理科1年，2年，3年：各7,800円 
社会地理，歴史，公民：各7,800円 
数学1年，2年，3年：各7,800円 
ご注文は電話，メールで承っております。 
FdData中間期末(製品版)の注文方法 
※パソコン版ホームページは，Google
などで「fddata」で検索できます。 

※Amazonでも販売しております。 
 (「amazon fddata」で検索) 
 
【Fd教材開発】電話：092-811-0960 
メール： info2@fdtext.com 
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