
1１　化学変化とイオン

評価方法・問題例

方法・問題 解答

【知識・理解】
下図は，物質が水にとけている容器内のようすをモデルで
表したものである。陽イオンを●，陰イオンを○，電気を帯
びていない分子を△で表している。物質が電離していて電流
が流れる水溶液は，図のア〜エのうちどれか。下の 1〜 4か
ら適切なものを 1つ選び，番号で答えなさい。
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【科学的な思考・表現】
右図のような装置を使って，
10％の塩化銅水溶液に電流を流
した。次の問いに答えなさい。
（1）陽極の表面からは塩素が発
生し，陰極には銅がついてい
た。このことから水溶液中で
は原子がどのようになってい
たと考えられるか。下の 1〜
4から適切なものを 1つ選び，番号で答えなさい。
1　銅は−の電気を，塩素は＋の電気を帯びていた。
2　銅は＋の電気を，塩素は−の電気を帯びていた。
3　銅は電気を帯びているが，塩素は電気を帯びていな
い。
4　塩素は電気を帯びているが，銅は電気を帯びていな
い。

（2）塩化銅が銅と塩素に分かれるようすを化学反応式で表し
なさい。

（3）電流を流し続けると水溶液の色はどのように変化するか。
また，その理由を説明しなさい。

2

1

（1） 2
（2） CuCl2→ Cu＋Cl2
（3） 塩化銅水溶液の青色がうすくなっていく。
その理由は，水溶液中の銅イオンが陰極で
銅に変化していくためで，銅イオンが減少
し，銅イオンの色である青色がうすくなっ
ていく。

図

ア

1　ア
2　ウとエ
3　アとウとエ
4　イ

イ ウ エ

陰極 陽極

電源装置

電極
（炭素棒）
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【知識・理解】
銅イオンについて次の問いに答えなさい。

（1）電気を帯びていない状態になっている銅原子が銅イオン
になるとき，適切に説明しているものを下の 1〜 4から 1
つ選び，番号で答えなさい。
1　2個の陽子を受けとり，全体として＋の電気を帯びる。
2　1個の電子を受けとり，全体として−の電気を帯びる。
3　2個の電子を失い，全体として＋の電気を帯びる。
4　1個の陽子を失い，全体として−の電気を帯びる。

（2）銅イオンをイオン式で表しなさい。

3

【関心・意欲・態度】
りかさんは，電池の学習をした後，身近なもので電池をつ
くりたいと思った。あなたならどのような電池をつくりたい
と思うか。使用する電極と水溶液を答えなさい。

5

【科学的な思考・表現】
下図のようにして，塩酸を入れたビーカーに銅板と亜鉛板
を入れると電流が流れた。このとき，金属板での変化につい
て，適切に説明しているのは下の 1〜 4のうちどれか。すべ
て選び，番号で答えなさい。

1　�亜鉛板の表面で亜鉛が亜鉛イオンとなり，塩酸の中へと
とけ出し，電極に残された電子が導線を通る。

2　�銅板の表面で，銅が銅イオンとなり，塩酸の中へととけ
出し，電極に残された電子が導線を通る。

3　�亜鉛板の表面で，水溶液中の水素イオンが導線から流れ
てくる電子を受けとり，水素が発生する。

4　�銅板の表面で，水溶液中の水素イオンが導線から流れて
くる電子を受けとり，水素が発生する。

4

（1） 3
（2） Cu2＋

1，4

（例）電極には備長炭とアルミニウムはく，水
溶液には食塩水を使う。

方法・問題 解答
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（1） ア
（2） ①のようす（下図）

　　②のようす（下図）

（3） 中和とは，水素イオンと水酸化物イオン
が結びついて水をつくり，たがいの性質を
打ち消し合うことをいう。酸の水溶液とア
ルカリの水溶液を混ぜ合わせた水溶液が中
性になっていなくても，中和は起こる。中
性とは，水溶液中の水素イオンと水酸化物
イオンがすべて結びついて，酸性やアルカ
リ性を示さなくなった水溶液の性質である。

（4） H+＋OH-→ H2O

【科学的な思考・表現】
右図のように，BTB溶液の入った寒天を入れたストロー
の中央に，調べる水溶液をしみこませたろ紙をはさんで，両
端に電圧を加えると，寒天の色（BTB溶液の色）が変化した。
この実験について次の問いに答えなさい。
（1）ろ紙にしみこませた水溶液が塩酸の場合，BTB溶液の
色が移動していくのは陰極側と陽極側のどちらか。

（2）（1）の場合，BTB溶液の色は緑色から何色に変化して
移動したか。

（3）塩酸が水溶液中で電離しているようすをイオン式で示し
なさい。また，陰極に移動したイオンの名称を答えなさい。

（4）水酸化ナトリウム水溶液で調べた場合も，BTB溶液の
色が変化した。（1）や（4）の現象を，水素イオンや水酸
化物イオンという名称を用いて説明しなさい。

6

【科学的な思考・表現】
同じ濃度の塩酸と水酸化ナトリウム水溶液を同じ体積だけ
用意した。このとき，①塩酸に水酸化ナトリウム水溶液を
1/2 加えると，酸性の性質は弱くなった。さらに残った水酸
化ナトリウム水溶液をすべて加えると，②酸性もアルカリ性
も示さない中性の水溶液になった。
（1）下線①〜②の性質の変化のようすを，pHを使って説明
したものとして適切なものは，次のア〜イのどちらか。
ア　�pH の値は小さい数値から次第に大きくなり，最後は

中性で pHは 7になった。
イ　�pH の値は大きい数値から次第に小さくなり，最後は

中性で pHは 7になった。
（2）用意した塩酸と水酸化
ナトリウム水溶液のモデ
ルを下図のように表した
とき，下線①と②のよう
すをモデルを使って表す
とそれぞれどうなるか。

（3）この実験では，②で中性を示す水溶液ができたが，①で
は，中和はしたけれども水溶液はまだ酸性を示している。
「水素イオン」と「水酸化物イオン」の言葉を用いて，中
和と中性について説明しなさい。

（4）中和の反応をイオン式で表しなさい。

7

（1） 陰極側
（2） 黄色
（3） イオン式：HCI→ H＋＋ CI-

　　名称：水素イオン
（4） 酸性を示す水素イオンは＋の電気を，ア
ルカリ性を示す水酸化物イオンは-の電気
を帯びている。電圧を加えると水素イオン
は陰極側にひかれるため，寒天の中の
BTB溶液の色がイオンの移動とともに変
化する。

方法・問題 解答
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方法・問題 解答

【科学的な思考・表現】
（1）ある水溶液を電気分解したら，陰極から気体が発生した。
この気体は，水溶液の中でどのような状態だったと考えら
れるか。
　　ア．陽極に生じる物質と化合物をつくっている。
　　イ．目に見えないぐらい小さな泡になっている。
　　ウ．陽イオンになっている。
　　エ．陰イオンになっている。
（2）次のア〜カの物質をそれぞれ水に入れ，よくかき混ぜて
から電流を流した。このとき，一方の極から塩素が発生し
た物質①と，銅を生じた物質②を，それぞれ１つずつ選べ。
　　ア．硫酸　　イ．酸化銀　　ウ．塩化バリウム
　　エ．水　　　オ．硝酸銀　　カ．硫酸銅
（3）塩酸を電気分解したときに，陰極から発生する気体の性
質を，次のア〜エから１つ選べ。
　　ア．線香を入れると，炎をあげて燃える。
　　イ．水によくとけて，激しいにおいがある。
　　ウ．水に少しだけとけて，酸性を示す。
　　エ．水にとけない気体で，爆発的によく燃える。

8 （1） ウ
（2） ①ウ
　　②カ
（3） エ

【科学的な思考・表現】
塩化スズ（SnCl2）は，スズと塩素が結びついた化合物で
ある。水溶液にすると電流が流れるようになる。今，塩化ス
ズの水溶液に炭素棒を入れて電流を流す実験をした。次の（1）
〜（4）の問いに答えよ。
（1）下図に，実験をするときのように配線を書き入れなさい。

（2）電流を流したとき，陰極にはどのような変化が起こるか
説明しなさい。

（3）電流を流したとき，陽極にはどのような変化が起こるか
説明しなさい。

（4）この実験で電流を流し続けていると，次の①〜③のこと

9 （1） 

（2） 炭素棒にスズがつく。
（3） 塩素の気体が発生する。
（4） ①電流は次第に小さくなる。

②少なくなる。
③少なくなる。

電圧計

電流計塩化スズ水溶液

電源装置
＋－

電圧計

電流計
塩化スズ
水溶液

電源装置
＋－
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方法・問題 解答

はどうなるか答えよ。
①電流はどのように変化するか。
②陽イオンの数はどうなるか。
③陰イオンの数はどうなるか。

【科学的な思考・表現】
図のような装置を組み立てて，電流を流した。次の問いに
答えよ。
（1）電極Aでは，
どのような変化
が起こるか。

（2）電極 Bでは，
どのような変化
が起こるか。

（3）電極 Cでは，
どのような変化
が起こるか。

（4）電極Dでは，どのような変化が起こるか。

10 （1） 銅が析出する。
（2） 塩素の気体が発生する。
（3） 鉄が析出する。
（4） 塩素の気体が発生する。

【知識・理解】
図のような装置で，塩酸に電流を流した。次の問いに答え
よ。
（1）電流を流したとき，陽極
からどのような気体が発生
するか。次のア〜エから 1
つ選べ。
ア　石灰水を白くにごらせ
る気体が発生する。
イ　刺激性のあるにおいの
ある気体が発生する。
ウ　はげしく燃える気体が
発生する。
エ　水にはほとんどとけない気体が発生する。

（2）塩酸から電離する陽イオンは，どのようなイオンか。イ
オンの記号で書け。

（3）塩酸は塩化水素の水溶液である。塩化水素が水にとけた
ときの電離のようすを，イオンの記号を使って表せ。

11 （1） イ
（2） H＋

（3） HCl ─→ H＋ ＋ Cl－

電源装置

A B

CuCl2 FeCl2

C D

＋－

陽極

うすい塩酸
（10％）

電源装置へ
（－）
（＋）

陰極
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方法・問題 解答

【科学的な思考・表現】
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，それぞれの金属が陽極と陰
極に分かれて，異なる電圧を生じた。
実験の結果から，下の問いに答えよ。

（1）金属には，必ず陽極になるものと，陰極になるものがあ
るといえるか。例をあげて答えよ。

（2）塩酸をレモン汁にかえても電圧が発生する理由を，次の
ア〜エから選べ。
ア．レモン汁の中には，糖分がふくまれているから。
イ．レモン汁の中には，アルカリがふくまれているから。
ウ．レモン汁の中には，酸がふくまれているから。
エ．レモン汁そのものが，電池のはたらきをしているから。

（3）塩酸のかわりに砂糖水を使うと，電圧は生じるか。
（4）電極として，①銅板 2枚を組み合わせた場合，②鉄板 2
枚を組み合わせた場合，①②のそれぞれで電圧は生じるか。

（5）鉄，銅，マグネシウムの金属を塩酸に入れたとき，激し
く反応する（とけやすい）順に並べたものである。
　　A，Bの（　）内にあてはまる金属は何か。
　　マグネシウム←→（　A　）←→（　B　）
（6）上問（1）と（5）を考えると，発生する電圧の強さは，
金属のとけやすさと関係があると思われる。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。
次のア〜エから選べ。
　ア．9V　　イ．7V　　ウ．5V　　エ．2V
（7）この原理を使って電気をつくりだすものを，次からすべ
て選べ。
　ア．水力発電　　イ．原子力発電　　ウ．車のバッテリー
　エ．電磁誘導　　オ．太陽電池　　　カ．乾電池

12 （1） いえない。鉄は，Ⅰでは陽極に，Ⅱでは
陰極になっているから。

（2） ウ
（3） 生じない。
（4） ①生じない。
  ②生じない。
（5） A…鉄
  B…銅
（6） ウ
（7） ウ，カ

陽極 陰極 電圧

Ⅰ 鉄 銅 2V

Ⅱ マグネシウム 銅 7V

Ⅲ マグネシウム 鉄 ？

電圧計

金属
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方法・問題 解答

【観察・実験の技能】
2 つのビーカーに，それぞれ，濃度 10％の塩酸と 5％の塩
酸が入っている。しかし，どちらのビーカーにどちらの塩酸
が入っているかは，わからない。どちらの塩酸がどちらのビー
カーに入っているかを見分けるのに必要なものを次から 6つ
選び，その方法を述べよ。
　①BTB溶液　②メスシリンダー　③ビーカー
　④水酸化ナトリウム水溶液　⑤硫酸　⑥硝酸銀水溶液
　⑦こまごめピペット　⑧ガスバーナー　⑨蒸発皿
　⑩薬品さじ　⑪ガラス棒

13 ①，②，③，④，⑦，⑪
（例）それぞれの塩酸をメスシリンダーで同じ
体積ずつとって，ビーカーに入れる。それ
に BTB溶液を 2～3滴ずつ加え，同じ濃
度の水酸化ナトリウム水溶液を同じ体積ず
つ加えていく。先に青色になった方が 5％
の塩酸である。

【観察・実験の技能】
うすい硫酸と水酸化ナトリウム水溶液を使って，実験を
行った。次の問いに答えよ。
（1）図のような装置に電流を流した。ア，イのリトマス紙は
どうなるか。

（2）うすい硫酸と水酸化
ナトリウム水溶液を混
ぜ合わせて，中性の液
をつくった。このとき，
うすい硫酸の中のイオ
ンはどうなったか。イ
オンの記号を用いて表
せ。

　　　　H＋　＋　 ア 　→　 イ

（3）（2）でできた中性の液は，どのような性質をもっている
か。次の中から正しいものを 3つ選べ。
ア　電流が流れない。
イ　電流が流れる。
ウ　蒸発させると塩が残る。
エ　H＋が入っている。
オ　蒸発させると何も残らない。
カ　金属をとかさない。
キ　赤いリトマス紙を青くする。

14 （1） アのリトマス紙は赤くなる。
  イのリトマス紙は変化しない。
（2） ア　OH－

  イ　H2O
（3） イ，ウ，カ

うすい硫酸をしみこ
ませたろ紙

青色リトマス紙

ア イ

水道水でしめ
らせたろ紙

電
源
の
－
極
へ

電
源
の
＋
極
へ
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方法・問題 解答

【科学的な思考・表現】
BTB 溶液を 2〜 3 滴加えた塩酸に，水酸化ナトリウム水
溶液を少しずつ加え，中性になったときの体積を調べた。
（1）こまごめピペットの正しい使い方を，図も参考にして選
べ。
ア．液体を吸いこんだら，こぼれないように，すぐに口を
上にする。
イ．ピペットのゴム球は，液体をためておくためにある。
ウ．安全球は，液体を入れて運ぶためについている。
エ．ゴム球に液体をつけないように，口は下を向ける。

（2）中性になる直前の水溶液の状態について述べたものは，
次のア〜エのどれか。
ア．いくら混ぜても，うすい青色がまったく変わらない。
イ．溶液が熱くなってくる。
ウ．よく混ぜても，黄色にもどるのに時間がかかるように
なる。
エ．少しずつ，出てくる泡の数が多くなってくる。

（3）中性になったとき，水溶液は緑色になっているが，その
ほかに，何か変化はあるか。次のア〜エから 1つ選べ。
ア．ビーカーをさわると，あたたかくなっている。
イ．ビーカーをさわると，冷たくなっている。
ウ．ビーカー内の液体の体積が，かなり減っている。
エ．ビーカー内の液体の体積がふえる以外は変化しない。

（4）水溶液が完全に青色になるまで水酸化ナトリウム水溶液
を入れ続けたとき，水溶液中に残っているNa＋，OH−，
H＋，Cl−の各イオンの数の変化を示すグラフを，それぞ
れ次から選べ。
（縦軸：イオンの数，横軸：加えた水酸化ナトリウム水溶
液の体積，・は中性になったところ）

15 （1） エ
（2） ウ
（3） ア
（4） Na＋ …エ

OH- …ウ
H＋ …オ
Cl- …ア

ア イ ウ エ

ア イ ウ エ オ
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方法・問題 解答

【知識・理解】
次の文章で述べていることが酸の性質なら○，アルカリの
性質なら●，酸にもアルカリにも共通する性質なら◎，酸の
性質ともアルカリの性質ともいえないなら×をつけなさい。
①水に入れても，まったくとけない。
②マグネシウム（マグネシウムリボン）などの金属を入れる
と，泡を出しながらとけるのが観察できる。
③甘い味がする。
④すっぱい味がする。
⑤青いリトマス試験紙につけると，赤くなる。
⑥BTB溶液を入れると，水溶液全体が黄色になる。
⑦水溶液が非電解質であることが，実験で確認できる。
⑧OH−をふくむ水溶液である。
⑨フェノールフタレイン溶液を加えると，水溶液全体が赤く
なる。
⑩水溶液に電流を流して調べると，電解質であることがわか
る。
⑪BTB溶液を加えると，水溶液全体が青色になる。
⑫タンパク質をとかすので，皮膚につけるとぬるぬるする。
⑬水溶液の中にふくまれる水素イオンの量が，水酸化物イオ
ンの量より多い。

16 　① ×　　② ○
　③ ×　　④ ○
　⑤ ○　　⑥ ○
　⑦ ×　　⑧ ●　　
　⑨ ●　　⑩ ◎
　⑪ ●　　⑫ ●
　⑬ ○　　



10 １　化学変化とイオン

方法・問題 解答

【科学的な思考・表現】
塩酸の中に
アルミニウム
片を入れる
と，アルミニ
ウム片の表面
から水素が発
生し，アルミ
ニウム片がと
け る。 今，
No.1 〜 No.5
の番号をつけ
てある試験管
に同じ濃度の

塩酸が同じ体積ずつ入っている。それらの試験管にアルミニ
ウム片 1cm2 を，No.1 には 1枚，No.2 には 3枚，No.3 には 5
枚，No.4 には 7 枚，No.5 には 9 枚入れ，発生する水素の体
積を測った。上のグラフは，アルミニウム片の枚数と水素の
体積をグラフにしたものである。このグラフから，次の問い
に答えよ。
（1）水素が発生し終わった後も塩酸が残っている試験管はど
れか。

（2）反応が終わった後もアルミニウム片が残っている試験管
はどれか。

（3）反応が終わった後，水素イオンの量がいちばん多く残っ
ている試験管はどれか。

（4）反応が終わった後，水素イオンの量がいちばん少なく�
残っている試験管はどれか。

17 （1） No.1，No.2，No.3の試験管
（2） No.4，No.5の試験管
（3） No.1の試験管
（4） No.4，No.5の試験管

（NO.1）

水
素
の
体
積

1
枚
（NO.2）

3
枚
（NO.3）

アルミニウムの枚数

5
枚
（NO.4）

7
枚
（NO.5）

9
枚

5

4

3

2

1

0



11１　化学変化とイオン

方法・問題 解答

【科学的な思考・表現】
うすい水酸化ナトリウム水溶液を中和して水溶液を中性に
するために，塩酸Aを用いた実験と，塩酸 Bを用いた実験
をそれぞれ行った。そのと
きのそれぞれの体積の関係
は，右のグラフのように
なった。次の問いに答えな
さい。
（1）塩酸 B を 2 倍にうす
めて，塩酸Cをつくった。
この塩酸 C を用いて，
上と同じ水酸化ナトリウ
ム水溶液を中和して水溶液を中性にするとき，水酸化ナト
リウム水溶液の体積と塩酸 Cの体積との関係をグラフに
表せ。

（2）�うすい水酸化ナトリウム水溶液 25cm3 に，塩酸Aを 10�
cm3 加えた。この水溶液を中和して水溶液を中性にするた
めには，さらに塩酸Bが何 cm3 必要か。

（3）�うすい水酸化ナトリウム水溶液と塩酸を混ぜ，中性にし
た液を乾燥させ，これをルーペで調べると，どのような形
の結晶に見えるか。下のア〜エから 1つ選べ。

（4）（3）の結晶は何か。化学式で書け。

18 （1） 

（2） 20cm3

（3） エ
（4） NaCl
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