
【FdData中間期末：中学理科3年化学】 
[塩化銅の電気分解] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[陽極で塩素，陰極で銅] 
[問題](前期中間改) 
塩化銅(CuCl2)の水溶液に電流を流す

と，陰極の表面に赤色の銅が付着し，陽

極の表面からは塩素が発生した。塩化銅

水溶液を電気分解したときの化学反応式

を書け。 
 
[解答]CuCl2→Cu＋Cl2 

http://www.fdtext.com/dat/fdata_r3k5_new.pdf
http://www.fdtext.com/dat/fdata_r3k5_new.pdf


[解説] 
 
 
 
 
 
 
塩化
え ん か

銅
どう

の電離
で ん り

の化学式(CuCl2→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。＋の電気と－

の電気は引き合うので，陰極(－側)に引

かれるのはCu2＋(銅イオン)である。陰極

では赤色の銅ができて電極に付着
ふちゃく

する。

陽極(＋側)に引かれるのはCl－(塩化物
えんかぶつ

イ

オン)なので，陽極では塩素
え ん そ

(Cl2)が発生す

る。塩化銅の電気分解を化学反応式で表

すと，CuCl2→Cu＋Cl2となる。 



※出題頻度：「CuCl2→Cu＋Cl2◎」 
「陽極に塩素◎」「陰極に銅◎」 
 
[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) 塩化銅水溶液の電気分解で陰極に付

着した物質は何か。 
(2) 陽極に発生した気体は何か。 
(3) 塩化銅水溶液の電気分解を表す化学

反応式を書け。 



 
[解答](1) 銅 (2) 塩素 
(3) CuCl2→Cu＋Cl2 
 
 
[問題](1学期期末) 
塩化銅水溶液の電気分解を行ったとこ

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付着した。次

の各問いに答えよ。 
(1) 気体が発生したのは陽極か陰極か。 
(2) 発生した気体は何か。①気体名と，

②化学式を答えよ。 
(3) 赤色の物質が付着したのは陽極か陰

極か。 
(4) 赤色の物質とは何か。①物質名と，

②化学式を答えよ。 



[解答](1) 陽極 (2)① 塩素 ② Cl2 
(3) 陰極 (4)① 銅 ② Cu 
 
[陽極に発生する塩素の特徴] 
[問題](2学期中間) 
次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ところ，一方の電

極からにおいのある気体が発生した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 発生した気体は何か。 
(2) 気体が発生したのは，右図 A，B の

どちらの極か。 



(3) 発生した気体をかぐと，どのような

においがするか。次のア～エから 1
つ選べ。 
ア 虫刺されにつける薬のようなに

おい 
イ においはほとんどしない 
ウ プールのようなにおい 
エ 卵が腐ったようなにおい 

(4) (2)の極付近の水溶液を赤インクに入

れると，赤インクの色はどうなるか。 
[解答](1) 塩素 (2) A (3) ウ 
(4) 消える 
[解説] 
(1)(2) 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。電源装置の＋極とつながっ

ているAが陽極である。 



(3)(4) 
 
 
 
塩素はプールのようなにおいがする気体

である。においをかぐときは手であおぐ

ようにする。また，塩素には漂白
ひょうはく

作用
さ よ う

も

ある。塩素が発生する陽極付近の水溶液

を赤インクに入れると，赤インクの色が

消える。 
※出題頻度：「プールのようなにおい〇」

「赤インクの色が消える〇」 
 



[問題](1学期期末) 
塩化銅水溶液の電気分解を行うと気体

が発生した。次の各問いに答えよ。 
(1) この気体の化学式を答えよ。 
(2) この気体が発生したのは陽極か，陰

極か。 
(3) この気体のにおいを確認するとき，

どうのようにしてにおいをかぐとよ

いか。 
(4) この気体はどのようなにおいがする

か。 
(5) (2)の電極付近の水面上に赤インクで

染めた紙を近づけると紙はどうなる

か。 
 



[解答](1) Cl2 (2) 陽極 
(3) 手であおぐようにしてにおいをかぐ。 
(4) プールのようなにおい 
(5) 赤色が消える。 
 
[陰極に付着する銅の特徴] 
[問題](前期中間) 
塩化銅水溶液に電流を流したときに，

陰極の炭素棒に付着した物質ついて，次

の文中の①～③に適語を入れよ。 
陰極には，( ① )色の物質が付着し，

これは，薬品さじで軽くこすると

( ② )が見られるという性質から金属

であることが分かる。また，その色から

( ③ )であると判断できる。 
 
[解答]① 赤 ② 金属光沢 ③ 銅 



[解説] 
 
 
 
陰極にはCu2＋(銅イオン)が引かれ，電極

に赤色の銅(Cu)が付着する。薬品さじで

軽くこすると金属
きんぞく

光沢
こうたく

が見られる。 
※出題頻度：「赤色〇」「金属光沢〇」 
 
 



[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) 塩化銅水溶液に電流を流したところ，

電極に固体が付着していた。固体が

付着していたのは A，B どちらの電

極か。 
(2) (1)の固体は何色か。 



(3) (1)の固体をろ紙の上に取り出して薬

品さじでこすると，どのような変化

が見られるか。 
(4) (1)の固体は何か。物質の名称を答え

よ。 
 
[解答](1) B (2) 赤色 
(3) 金属光沢が見られる。 (4) 銅 
 
 



[塩化銅の電気分解をイオンで考える] 
[問題](前期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 塩化銅の電離の式を，化学式で書け。 
(2) 塩化銅水溶液に電圧を加えると，陽

極と陰極ではどのような変化が起こ

るか。次のア～エからそれぞれ 1 つ

ずつ選べ。 
ア 陽イオンが電子を失い原子とな

り，次に分子となる。 
イ 陽イオンが電子を受けとり原子

となる。 
ウ 陰イオンが電子を失い原子とな

り，次に分子となる。 
エ 陰イオンが電子を受けとり原子

となり，次に分子となる。 
 



[解答](1) CuCl2→Cu2+＋2Cl－ 

(2)陽極：ウ 陰極：イ 
 
[解説] 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



図 1 のように電源
でんげん

に電極
でんきょく

をつないだと

き，右側の電極のAにある電子(図の○－)

は電源の＋側に引かれて，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，一定量の電子が移動した後はそ

れ以上電子は流れない。 
図2のように，電極を塩化

え ん か

銅
どう

水溶液にい

れると，様子は一変する。塩化銅(CuCl2)
は電解

でんかい

質
しつ

なので，水溶液中では， 
CuCl2→Cu2＋＋2Cl－のように電離

で ん り

して

いる。このうち，Cl－(塩化物
え ん か ぶ つ

イオン)は右

側の陽極(＋側)にひかれて移動する。Cl
－はCl(塩素

え ん そ

原子)に電子 1 個がくっつい

たものであるが，この電子は陽極に引か

れて電極の中に入り，陽極(＋極)→電源



→陰極(－極)と移動する。電子を失った

Cl－(塩化物イオン)はCl(塩素原子)となり，

さらに，塩素原子2個が結び付いて塩素

分子(Cl2)となる。陽極で発生するプール

のようなにおいのある気体は，この塩素

(Cl2)である。 
次に，水溶液中のCu2＋(銅イオン)は左側

の陰極(－側)に引かれて移動する。電極

の中の電子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。

その結果，陰極には赤色の銅が付着する。 
以上の反応を化学反応式で表すと，

CuCl2→Cu＋Cl2となる。 
※出題頻度：「CuCl2→Cu2+＋2Cl－◎」

「陽極ではCl－が電子を失う〇」 
「陰極ではCu2+が電子を受けとる〇」 
 



[問題](前期期末改) 
右の図のような装置をつくり，塩化銅

水溶液に電流を流した。次の各問いに答

えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 塩化銅の電離の式を，化学式で書け。 
(2) 陽極における変化について，次の文

中の①～③の(  )内からそれぞれ

適語を選べ。 
陽極では，①(陽／陰)イオンである 

②(塩化物／銅)イオンが引きよせられ



て，電子を③(受けとって／失って)原
子となり，原子が2個結びついて分子

となる。 
(3) 陰極における変化について，次の文

中の①～③の(  )内からそれぞれ

適語を選べ。 
陰極では，①(陽／陰)イオンである

②(塩化物／銅)イオンが引きよせられ

て，電子を③(受けとって／失って)原
子となる。 

 
[解答](1) CuCl2→Cu2+＋2Cl－ 

(2)① 陰 ② 塩化物 ③ 失って 
(3)① 陽 ② 銅 ③ 受けとって 
 



[問題](後期中間) 
図のように塩化銅水溶液の中に炭素棒

A，B を電極として入れ，電圧をかける

と，炭素棒Aから気体が発生した。次の

各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 塩化銅の電離の式を書け。 
(2) 炭素棒Aに発生した気体は何か。化

学式を書け。 
(3) 陽極は炭素棒A，Bのどちらか。 



(4) 塩化銅水溶液中に含まれるイオンの

状態を表すモデルは次のア～エのど

れか。ただし，○は＋の電気を，●

は－の電気を帯びているものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 



(5) 陽極，陰極でおこる変化を表すモデ

ルはどれか。ア～エからそれぞれ選

び，記号で答えよ。ただし，○は原

子を，●はイオンを，○－は電子を表

しているものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[解答](1) CuCl2→Cu2+＋2Cl－ 

(2) Cl2 (3) A (4) ア (5)陽極：イ 
陰極：ウ 
[解説] 
(4) ○と●の個数の比に着目する。塩化

銅水溶液は CuCl2→Cu2+＋2Cl－のよう

に電離している。Cu2+は1個の陽イオン

(○)，2Cl－は2個の陰イオン(●)を表して

いるので，(○の個数)：(●の個数)＝1：2
である。したがって，アが正しい。 
(5) 陽極には，Cl－(●)が引きつけられ，

電子 1 個を失って塩素原子(○)になり，

塩素原子2個が結びついて塩素分子にな

る。そのようすはイのようになる。 
陰極にはCu2+ (●)が引きつけられ，電子

2 個を受けとって銅原子になり，電極に

付着する。そのようすはウのようになる。 



[問題](前期中間) 
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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 塩化銅が水にとけて電離しているよ

うすを化学式で書け。 
(2) 陽極で起こっている現象を「イオン」

「電子」「原子」「分子」という語句

を使って説明せよ。 



(3) 陰極で起こっている現象を「イオン」

「電子」「原子」という語句を使って

説明せよ。 
(4) 塩化銅などの電解質の水溶液が電流

を通す理由を，簡単に書け。 
[解答](1) CuCl2→Cu2+＋2Cl－ 

(2) 塩化物イオンが引きよせられて，電

子を失って原子となり，原子が2個結び

ついて分子となる。 
(3) 銅イオンが引きよせられて，電子を

受けとって原子となる。 
(4) イオンがあるから。 
 



[イオン数の減少→色・電流の変化] 
[問題](2学期中間) 
塩化銅水溶液に電流を流す実験を行っ

た。次の各問いに答えよ。 
(1) 電流を流したときに，数が減少する

イオンを化学式ですべて書け。 
(2) 実験を続けるとイオンが少なくなっ

ていく。その結果，①流れる電流は

どうなるか。 
②最初青色だった水溶液の色はどう

なるか。 
 
[解答](1) Cu2+，Cl－ (2)① 小さくなる。 

② うすくなる。 



[解説] 
塩化銅水溶液の電

気分解は，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。) 
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)のためであるが，Cu2＋が減少し

ていくため水溶液の青色はうすくなって

いく。また，塩素の発生量も少なくなっ

ていく。 



※出題頻度：「Cu2+，Cl－が少なくなり△」

「電流が小さくなる△」「青色がうすくな

る△」 
 
[問題](1学期中間) 
図のように，塩化銅水溶液に電流を流

す実験を行った。次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) この実験で，電流を長い時間流し続

けたら，豆電球の明るさは明るくな

るか，変わらないか，暗くなるか。 
(2) (1)のように答えた理由を，「水溶液」，

「イオン」の語を用いて答えよ。 



[解答](1) 暗くなる (2) 水溶液中のイ

オンが減少していくため。 
 
 
[問題](前期中間) 
塩化銅水溶液に電流を流す実験を行っ

た。次の各問いに答えよ。 
(1) 塩化銅水溶液の色は何色か。 
(2) 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。 
(3) (2)の理由を「イオン」という語句を

使って説明せよ。 
 
[解答](1) 青色 (2) うすくなっていく。 

(3) 水溶液中の銅イオンが減少していく

ため。 



【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] 

http://www.fdtext.com/dp/r1b/index.html
http://www.fdtext.com/dp/r1k/index.html
http://www.fdtext.com/dp/r1s/index.html
http://www.fdtext.com/dp/r1t/index.html
http://www.fdtext.com/dp/r2b/index.html
http://www.fdtext.com/dp/r2k/index.html
http://www.fdtext.com/dp/r2s/index.html
http://www.fdtext.com/dp/r2t/index.html
http://www.fdtext.com/dp/r3b/index.html
http://www.fdtext.com/dp/r3k/index.html
http://www.fdtext.com/dp/r3s/index.html
http://www.fdtext.com/dp/r3t/index.html
http://www.fdtext.com/dp/r3z/index.html
http://www.fdtext.com/dp/sc1/index.html
http://www.fdtext.com/dp/sc2/index.html
http://www.fdtext.com/dp/sc3/index.html
http://www.fdtext.com/dp/sc4/index.html
http://www.fdtext.com/dp/sr1/index.html
http://www.fdtext.com/dp/sr2/index.html
http://www.fdtext.com/dp/sr3/index.html
http://www.fdtext.com/dp/sr4/index.html
http://www.fdtext.com/dp/sr5/index.html
http://www.fdtext.com/dp/sk1/index.html
http://www.fdtext.com/dp/sk2/index.html
http://www.fdtext.com/dp/sk3/index.html
http://www.fdtext.com/dp/sk4/index.html


【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 

http://www.fdtext.com/dp/qanda_k.html
http://www.fdtext.com/dp/seihin.html
mailto:info2@fdtext.com

