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第１編 物質の構成 １章 物質の成分と構成元素 

１．物質の成分 

Ａ．純物質と混合物 

 ただ 1 種類の物質からなるものを（ 純物質 ）という。 

例）窒素，酸素，（ 水 ），（ 塩化ナトリウム ） 

 2 種類以上の物質が混じり合ったものを（ 混合物 ）という。 

例）空気，（ 海水 ） 

      

 

 

純物質の性質 

 純物質では，それぞれの物質ごとに（ 融点 ），（ 沸点 ），（ 密度 ）

などが決まっており，一定である。 

 

混合物の性質 

 混合物では，混合している物質の割合（組成）によって，融点，沸点，密度な

どの値が（ 変化 ）する。 

 

例）水とエタノールを別々に加熱すると，沸点は一定の値となる。しかし，

水とエタノールを混合すると，沸点は徐々に上がっていく。  

 

 

問 次の物質を純物質と混合物に分類せよ。 

(1)鉄 (2)水素 (3)アンモニア水 (4)氷 (5)ドライアイス (6)塩酸 

 

純物質：(1),(2),(4),(5)  混合物：(3),(6) 
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Ｂ．混合物の分離と精製 

・混合物から成分となる純物質を分けて取り出すことを（ 分離 ）という。 

・取り出した物質から不純物を取り除いて，より純度の高い物質を得る操作を 

（ 精製 ）という。 

 

ろ過 

 ろ紙などを用いて，液体とその液体

に溶けていない固体を分離する操作を

（ ろ過 ）という。ろ紙を通り抜け

た液体を（ ろ液 ）という。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

蒸留・分留 

 液体を含む混合物を加熱して沸騰させ，生じた蒸気を冷やして，再び液体とし

て分離する操作を（ 蒸留 ）という。 

また，2 種類以上の液体の（ 混合物 ）から，（ 沸点 ）の違いを利用し

て，蒸留によって各成分に分類する操作を（ 分留 ）という。この操作は， 

（ 石油の精製 ）などに利用されている。 
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再結晶 

 温度による物質の（ 溶解度 ）の違いを利用して，固体物質から不純物を除

く操作を（ 再結晶 ）という。 

 

コラム  

溶解度と溶解度曲線 

 

 温度による物質の溶解度の変化をグラフに

表したものを（ 溶解度曲線 ）という。 

 左の図は，硝酸カリウムと塩化ナトリウムの

溶解度曲線である。硝酸カリウムと塩化ナトリ

ウムの混合物から硝酸カリウムだけを取り出

すことができるか，教科書 p.29 の解説を読みな

がら考えてみよう。 

 

 

昇華法 

 二酸化炭素の固体である（ ドライアイス ）は，固体から液体の状態を経ず

に気体に変化する。このような現象を（ 昇華 ）といい，これを利用して分離

・精製する操作を（ 昇華法 ）という。 

ほかに，（ ヨウ素 ）でも同じような現象をみることができる。 

                                 

抽出 

 目的とする物質を適当な溶媒に溶かし出して分離する操作を 

（ 抽出 ）という。抽出には（ 分液ろうと ）を用いる 

ことが多い。 

 

 

クロマトグラフィー 

 色素の混合物をろ紙の上につけ，ろ紙の一端を液体に浸すと，液体がろ紙を伝

わって広がる。その際，それぞれの色素はろ紙中を移動する速さが異なるので，

複数の色素をろ紙中の異なる位置に分離することができる。このような分離法を 

（ ペーパークロマトグラフィー ）という。ろ紙に限らず，物質の移動速度の

違いを利用して，混合物を各成分に分離する方法を（ クロマトグラフィー ）

という。 

 

問 次の混合物から，（ ）内の物質を分けるのに適した分離操作は何か。 

(1)砂の混じった水（砂）  (2)茶葉（緑茶の成分）  (3)食塩水（水） 

 

(1)ろ過  (2)抽出  (3)蒸留 
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２．物質の構成元素 

Ａ．元素 

 物質を構成している基本的な成分を（ 元素 ）という。現在，約 120 種類の

元素が知られている。 

 元素は，アルファベット 1 文字または 2 文字で示された（ 元素記号 ）を用

いて表される。元素記号は，世界共通の記号である。元素をある規則に従って表

にまとめたものを，元素の（ 周期表 ）という。 

 

 教科書の周期表を参考に元素名－元素記号 の表を完成させてみよう。 

  

    元素名    元素記号     元素名    元素記号 

  水素      H      塩素      Cl 

   ヘリウム      He    アルゴン      Ar 

   リチウム      Li    カリウム      K 

  ベリリウム      Be   カルシウム      Ca 

    ホウ素      B    マンガン      Mn 

     炭素      C       鉄      Fe 

     窒素      N    ニッケル      Ni 

     酸素      O       銅      Cu 

    フッ素      F      亜鉛      Zn 

    ネオン      Ne      臭素      Br 

  ナトリウム      Na       銀      Ag 

 マグネシウム      Mg      スズ      Sn 

 アルミニウム      Al     ヨウ素      I 

    ケイ素      Si    バリウム      Ba 

     リン      P      白金      Pt 

   硫黄      S       金      Au 
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Ｂ．単体と化合物 

・ただ 1 種類の元素からできている純物質を（ 単体 ）という。 

 （例）酸素 O2，窒素 N2，アルゴン Ar 

・2 種類以上の元素からできている純物質を（ 化合物 ）という。 

 （例）水 H2O，二酸化炭素 CO2 

 純物質の数は，（ 単体 ）よりも（ 化合物 ）の方が圧倒的に多い。 

 

同素体 

 同じ（ 元素の単体 ）で性質が（ 異なる ）物質を，互いに同素体という。 

・酸素の同素体…（ 酸素 ）と（ オゾン ） 

・硫黄の同素体…（ 斜方硫黄 ）と（ 単斜硫黄 ）と（ ゴム状硫黄 ） 

・炭素の同素体…（ ダイヤモンド ）と（ 黒鉛 ）と（ フラーレン ） 

 

問 次の純物質を単体と化合物に分類せよ。 

(1)マグネシウム  (2)塩化水素  (3)水酸化ナトリウム  (4)アンモニア 

(5)ダイヤモンド  (6)ドライアイス 

 

単体：(1)，(5)  化合物：(2)，(3)，(4)，(6) 

 

単体と元素 

 単体と元素は同じ名称で呼ばれることが多い。実際に存在する物質を  

（ 単体 ）といい、物質を構成する成分を（ 元素 ）という。 

 

問 下線をつけた語は，単体，元素のどちらの意味で用いられているか。  

(1)水を電気分解すると，水素と酸素が生じる。 

(2)牛乳には，カルシウムが多く含まれている。 

 

(1)単体 (2)元素 
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Ｃ．元素の確認 

炎色反応 

 物質を炎の中で加熱したとき，炎が特定の色を示す現象を（ 炎色反応 ）と

いう。炎色反応は物質中の特定の元素の検出に利用される。 

 

 リチウム…（ 赤  ）  ナトリウム…(  黄  )   カリウム…（ 赤紫 ）  

カルシウム…（ 橙赤 ） ストロンチウム…（ 紅（深赤）） 

 バリウム…（ 黄緑 ）  銅…(  青緑  ) 

 

 

沈殿による検出 

 溶液中に生じた溶媒に溶けにくい固体物質を（ 沈殿 ）という。 

・沈殿反応の例 

 塩化ナトリウム水溶液に硝酸銀水溶液を加えると，（  塩化銀 AgCl ）の

（ 白 ）色の沈殿を生じる。 

・二酸化炭素の検出 

 大理石に（ 塩酸 ）を注ぐと，二酸化炭素の気体が発生する。発生した二酸

化炭素を（ 石灰水 ）に通すと白く濁る。 

 

問 大理石に塩酸を加えると気体を発生しながら溶解した。得られた溶液に白金

線をつけて炎色反応を調べたら，橙赤色を示した。この操作によって検出された

元素名を答えよ。 

 

カルシウム 
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３．物質の三態 

Ａ．物質の三態と状態間の変化 

 物質は，温度と圧力が決まると，（ 固体 ），（ 液体 ），（ 気体 ）の

いずれかの状態をとる。この３つの状態を（ 物質の三態 ）という。 

 温度や圧力を変化させ，物質が各状態の間で変化することを（ 状態変化 ）とい

う。 

 

 

①固体が液体になる変化…（ 融解  ） 

 

②液体が固体になる変化…（ 凝固  ） 

 

③液体が気体になる変化…（ 蒸発  ） 

               

④気体が液体になる変化…（ 凝縮  ） 

 

⑤固体から直接気体 または 

 気体から直接固体    …（ 昇華  ） 

 

 

 

＜水の状態変化＞ 

 

 ・固体が融解する温度…（ 融点 ） 

 ・液体の表面だけでなく，内部からも蒸発が起こる現象…（ 沸騰 ） 

  またそのときの温度…（ 沸点 ） 

 ・液体が凝固する温度…（ 凝固点 ） 
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物理変化と化学変化 

 氷が融解して水になるような状態変化では，水という物質そのものは変わらな

い。このように，物質の種類は変化せず，物質の状態だけが変わる変化を 

（ 物理変化 ）という。 

 一方，水素と酸素が反応して水が生じるように，ある物質から別の物質が生じ

る変化を（ 化学変化 ），あるいは（ 化学反応 ）という。 

 

Ｂ．粒子の熱運動 

拡散 

 物質が自然に広がっていく現象を（ 拡散 ）という。 

 

熱運動 

 物質を構成する粒子は，その温度に応じて絶えず不規則な運動をしている。こ

のような運動を粒子の（ 熱運動 ）という。 

 

 

三態 

 

粒 子 の 状 態 

 

固体 

 

粒子は近接していて，（ 規則正しく並んでいる ）。粒子の熱運

動は穏やかで，その位置を中心にごくわずかに振動している。 

（図a） 

 

液体 

 

粒子の熱運動は固体より少し活発になる。その結果，粒子の規則正

しい配列が乱れて，粒子は自由に移動できる。 

（図b） 

 

気体 

 

粒子の熱運動は激しく，空間を自由に運動している。粒子間の距

離は（ 大きい ）。 

（図c） 

 

        図 a        図 b        図 c 

 

 



1編 1章 ( 9 ) 

気体分子の熱運動 

 一定温度で熱運動している気体の分子には，速さの速いものから遅いものまで

さまざまである。 

 また，（ 温度 ）の違いによって，分布のようすは異なる。低温では，速さ

の（ 遅い ）分子が多い分布になり，速さの平均値は（ 小さい ）。高温で

は，速さの遅い分子から速い分子まで幅広く分布して，速さの平均値は  

（ 大きく ）なる。 

 

絶対温度 

 私たちが日常使っている温度は（ セルシウス温度（セ氏温度） ）という。1

気圧のもとで，水の凝固点（ 0 ）℃と沸点（ 100 ）℃の間を 100 等分して

定めた温度である。 

 温度には上限はないが下限はあり，現在，－273℃より低い温度は存在しないこ

とが知られている。この下限の温度を（ 絶対零度 ）という。そこで，絶対零

度を温度の基点にした温度目盛りを（ 絶対温度 ）といい，単位には 

（ ケルビン（記号 K））を用いる。 

 セルシウス温度 t〔℃〕と絶対温度 T〔K〕の関係は，T＝ t＋（ 273 ）となる。 

 

問 27℃，100℃をそれぞれ絶対温度で示せ。 

 

絶対温度＝セルシウス温度＋273 に当てはめる。 

27℃→300K 

100℃→373K 

 

問 250K，400K をそれぞれセルシウス温度で示せ。 

 

セルシウス温度＝絶対温度－273 に当てはめる。 

250K→－23℃ 

400K→127℃ 

 


