
【FdData中間期末：中学理科2年天気】 
 [雲のできかたを調べる実験] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[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 ] 
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[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。 



[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) 
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。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](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。 



[水とけむりを入れておく理由] 
[問題](3学期) 
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。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](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。 
 



[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，図のよう

な装置を作って行った。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](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 
 



[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](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。 



【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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